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(57)【要約】
　アニメーション特性を添付し、表示することが可能な
ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージ
を生成し、表示する装置及び方法を開示する。アニメー
ションＳＭＳメッセージを生成するために、送信装置（
１１０、１７０）のユーザは、受信側（５２２）を識別
するモバイル識別番号、ＳＭＳメッセージがアニメーシ
ョン特性／受信装置（１２０）に常駐するコンテンツフ
ァイルの位置情報を特定するコンテンツ位置指示情報（
５２８）を有するか否かを判定するアニメーションフラ
グ（５２４）、及び、ＳＭＳメッセージの実際のテキス
ト（５３２）を要求する入力プロンプト（５２０）に応
答する。アニメーションＳＭＳメッセージを表示するた
めに、受信装置（１２０）は、要求されたアニメ特性を
どのように適用するかを判定するためにＳＭＳメッセー
ジ（５３０）を解析する。アニメーションフラグが確認
され（６３８）、受信装置（１２０）上のコンテンツフ
ァイルの位置情報が判定される（６３６）。コンテンツ
ファイルが取り出されて、ＳＭＳメッセージのテキスト
と合成される（６４０）。その後、特定されたアニメー
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アニメーション特性をショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージに添付す
ることが可能なテキストベースの前記ＳＭＳメッセージを生成するための方法であって、
　　前記ＳＭＳメッセージの意図した受け手である受信側の携帯移動通信装置を識別する
モバイル識別番号を提供するステップ（５２２）と、
　　前記ＳＭＳメッセージが、前記受信側の携帯移動通信装置によって当該ＳＭＳメッセ
ージに適用されるアニメーション特性を有するか否かを判定するアニメーションフラグを
設定するステップ（５２４）と、
　　前記受信側の携帯移動通信装置に存在するコンテンツファイルの位置を特定するコン
テンツ位置指示情報を提供するステップ（５２８）と、
　　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるテキスト及びキャラクタの少なくとも１つを
提供するステップ（５３２）と
　を含む、前記ユーザにデータの入力を促すステップ（５２０）と、
　入力データを用いて前記ＳＭＳメッセージを生成するステップ（５４０）と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられたコンテンツファイルをどのようにアニメーショ
ンとして実行するかを特定するアニメーション・タイプのパラメータを提供するステップ
（５３０）を含むユーザにデータの入力を促すステップをさらに含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アニメーション・タイプは、表情のアニメーションを含むことを特徴とする請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アニメーション・タイプは、音声ファイルを画像ファイルに同期させることを含む
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテンツファイルは、画像であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテンツファイルは、感情アイコンであることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　前記コンテンツファイルは、音声ファイルであることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　前記ＳＭＳメッセージは、送信側の携帯移動通信装置（１１０）から受信側の携帯移動
通信装置（１２０）へ、モバイル・ネットワーク（１４０）を介して送信されることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＳＭＳメッセージは、コンピュータ装置（１７０）から受信側の携帯移動通信装置
（１２０）へ、モバイル・ネットワーク（１４０）と通信可能なインターネット・プロト
コル（ＩＰ）ネットワーク（１６０）を介して送信されることを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　携帯移動通信装置上で、テキストベースのショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）
メッセージに関連付けられたアニメ特性を有する前記ＳＭＳメッセージを表示するための
方法であって、
　モバイル・ネットワークから前記ＳＭＳメッセージを受信するステップ（６１０）と、
　要求されたアニメーション特性を適用するためにどのように前記ＳＭＳメッセージを扱
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うかを判定すべく前記ＳＭＳメッセージを解析するステップ（６３０）と、
　前記解析されたアニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを表示するステップ（
６５０）と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　解析する前記ステップは、
　受信した前記ＳＭＳメッセージがアニメーション特性と関連付けられているかどうかを
判定するステップ（６３２、６３４）と、
　受信した前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるべき前記携帯移動通信装置上のコンテ
ンツファイルの位置情報を判定するステップ（６３６）と、
　前記コンテンツファイルを取り出すステップ（６３６）と、
　取り出した前記コンテンツファイルに適用されるべきアニメーション・タイプを判定す
るステップ（６３８）と、
　前記ＳＭＳメッセージのテキストと、取り出した前記コンテンツファイルとを組み合わ
せるステップ（６４０）と、
　アニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを生成するために、組み合わせた前記
テキストと前記コンテンツファイルとに前記アニメーション・タイプを適用するステップ
（６４０）と
を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アニメーション・タイプは、表情のアニメーションを含むことを特徴とする請求項
１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アニメーション・タイプは、音声ファイルを画像ファイルに同期させることを含む
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記コンテンツファイルは、画像であることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記コンテンツファイルは、感情アイコンであることを特徴とする請求項１１に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記コンテンツファイルは、音声ファイルであることを特徴とする請求項１１に記載の
方法。
【請求項１７】
　アニメーション特性をショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージに添付す
ることが可能なテキストベースの前記ＳＭＳメッセージを生成するための方法をコンピュ
ータに実行させるコンピュータプログラムを記憶したコンピュータで読取みり可能な記憶
媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、
　　前記ＳＭＳメッセージの意図した受け手である受信側の携帯移動通信装置を識別する
モバイル識別番号を提供するステップ（５２２）と、
　　前記ＳＭＳメッセージが、前記受信側の携帯移動通信装置によって当該ＳＭＳメッセ
ージに適用されるアニメーション特性を有するか否かを判定するアニメーションフラグを
設定するステップ（５２４）と、
　　前記受信側の携帯移動通信装置に存在するコンテンツファイルの位置を特定するコン
テンツ位置指示情報を提供するステップ（５２８）と、
　　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるテキスト及びキャラクタの少なくとも１つを
提供するステップ（５３２）と
　を含む、前記ユーザにデータの入力を促すステップ（５２０）と、
　入力データを用いて前記ＳＭＳメッセージを生成するステップ（５４０）と
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を含むことを特徴とする記憶媒体。
【請求項１８】
　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられたコンテンツファイルをどのようにアニメーショ
ンとして実行するかを特定するアニメーション・タイプのパラメータを提供するステップ
（５３０）を含むユーザにデータの入力を促すステップをさらに含むことを特徴とする請
求項１７に記載の記憶媒体。
【請求項１９】
　前記アニメーション・タイプは、表情のアニメーションを含むことを特徴とする請求項
１８に記載の記憶媒体。
【請求項２０】
　前記アニメーション・タイプは、音声ファイルを画像ファイルに同期させることを含む
ことを特徴とする請求項１８に記載の記憶媒体。
【請求項２１】
　前記コンテンツファイルは、画像であることを特徴とする請求項１７に記載の記憶媒体
。
【請求項２２】
　前記コンテンツファイルは、感情アイコンであることを特徴とする請求項１７に記載の
記憶媒体。
【請求項２３】
　前記コンテンツファイルは、音声ファイルであることを特徴とする請求項１７に記載の
記憶媒体。
【請求項２４】
　前記ＳＭＳメッセージは、送信側の携帯移動通信装置（１１０）から受信側の携帯移動
通信装置（１２０）へ、モバイル・ネットワーク１４０を介して送信されることを特徴と
する請求項１７に記載の記憶媒体。
【請求項２５】
　前記ＳＭＳメッセージは、コンピュータ装置１７０から受信側の携帯移動通信装置（１
２０）へ、モバイル・ネットワーク（１４０）と通信可能なインターネット・プロトコル
（ＩＰ）ネットワーク（１６０）を介して送信されることを特徴とする請求項１７に記載
の記憶媒体。
【請求項２６】
　携帯移動通信装置上で、テキストベースのショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）
メッセージに関連付けられたアニメ特性を有する前記ＳＭＳメッセージを表示するための
方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムを記憶したコンピュータで読み
取り可能な記憶媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、
　モバイル・ネットワークから前記ＳＭＳメッセージを受信するステップ（６１０）と、
　要求されたアニメーション特性を適用するためにどのように前記ＳＭＳメッセージを扱
うかを判定すべく前記ＳＭＳメッセージを解析するステップ（６３０）と、
　前記解析されたアニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを表示するステップ（
６５０）と
を含むことを特徴とする記憶媒体。
【請求項２７】
　解析する前記ステップは、
　受信した前記ＳＭＳメッセージがアニメーション特性と関連付けられているかどうかを
判定するステップ（６３２、６３４）と、
　受信した前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるべき前記携帯移動通信装置上のコンテ
ンツファイルの位置情報を判定するステップ（６３６）と、
　前記コンテンツファイルを取り出すステップ（６３６）と、
　取り出した前記コンテンツファイルに適用されるべきアニメーション・タイプを判定す
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るステップ（６３８）と、
　前記ＳＭＳメッセージのテキストと、取り出した前記コンテンツファイルとを組み合わ
せるステップ（６４０）と、
　アニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを生成するために、組み合わせた前記
テキストと前記コンテンツファイルとに前記アニメーション・タイプを適用するステップ
（６４０）と
を含むことを特徴とする請求項１６に記載の記憶媒体。
【請求項２８】
　前記アニメーション・タイプは、表情のアニメーションを含むことを特徴とする請求項
２７に記載の記憶媒体。
【請求項２９】
　前記アニメーション・タイプは、音声ファイルを画像ファイルに同期させることを含む
ことを特徴とする請求項２７に記載の記憶媒体。
【請求項３０】
　前記コンテンツファイルは、画像であることを特徴とする請求項２７に記載の記憶媒体
。
【請求項３１】
　前記コンテンツファイルは、感情アイコンであることを特徴とする請求項２７に記載の
記憶媒体。
【請求項３２】
　前記コンテンツファイルは、音声ファイルであることを特徴とする請求項２７に記載の
記憶媒体。
【請求項３３】
　アニメーション特性をショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージに添付し
、表示することが可能なテキストベースの前記ＳＭＳメッセージを生成し、受信するため
の携帯移動通信装置１１０、１２０であって、
　ＳＭＳメッセージを構成し、送信し、受信し、解析するＳＭＳアプリケーション部（２
２０）と、
　ＳＭＳメッセージを送受信するためにモバイル・ネットワークと通信を行うＲＦモジュ
ール部（２５０）と、
　ＳＭＳメッセージと関連付けられるコンテンツファイルを格納するコンテンツ格納部（
２４０）と、
　ＳＭＳメッセージに関連付けられるコンテンツファイルにアニメーション特性を適用す
るアニメーション・アプリケーション部（２３０）と、
　前記ＳＭＳアプリケーション部と、前記アニメーション・アプリケーション部とを実行
するプロセッサ（２１０）と、
　アニメーションＳＭＳメッセージを表示するディスプレイ（２６０）と
を備えることを特徴とする携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項３４】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）は、
　前記ＳＭＳメッセージの意図した受け手である受信側の携帯移動通信装置を識別するモ
バイル識別番号を提供するステップ（５２２）と、
　　前記ＳＭＳメッセージが、前記受信側の携帯移動通信装置によって当該ＳＭＳメッセ
ージに適用されるアニメーション特性を有するか否かを判定するアニメーションフラグを
設定するステップ（５２４）と、
　　前記受信側の携帯移動通信装置に存在するコンテンツファイルの位置を特定するコン
テンツ位置指示情報を提供するステップ（５２８）と、
　　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるテキスト及びキャラクタの少なくとも１つを
提供するステップ（５３２）と
　を含む、前記ユーザにデータの入力を促すステップ（５２０）と、
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　入力データを用いて前記ＳＭＳメッセージを生成するステップ（５４０）と
を実行することによってアニメーション特性を有するＳＭＳメッセージを生成することを
特徴とする請求項３３に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項３５】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）は、さらに、
　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられたコンテンツファイルをどのようにアニメーショ
ンとして実行するかを特定するアニメーション・タイプのパラメータを提供するステップ
（５３０）を含むユーザにデータの入力を促すステップをさらに実行することを特徴とす
る請求項３４に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項３６】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）は、
　モバイル・ネットワークから前記ＳＭＳメッセージを受信するステップ（６１０）と、
　要求されたアニメーション特性を適用するためにどのように前記ＳＭＳメッセージを扱
うかを判定すべく前記ＳＭＳメッセージを解析するステップ（６３０）と、
　前記解析されたアニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを表示するステップ（
６５０）と
を実行することによって前記ＳＭＳメッセージに関連付けられたアニメーション特性を有
するテキストベースのショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを表示する
ことを特徴とする請求項３３に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項３７】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）によって実行される、解析する前記ステップ
は、
　受信した前記ＳＭＳメッセージがアニメーション特性と関連付けられているかどうかを
判定するステップ（６３２、６３４）と、
　受信した前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるべき前記携帯移動通信装置上のコンテ
ンツファイルの位置情報を判定するステップ（６３６）と、
　前記コンテンツファイルを取り出すステップ（６３６）と、
　取り出した前記コンテンツファイルに適用されるべきアニメーション・タイプを判定す
るステップ（６３８）と、
　前記ＳＭＳメッセージのテキストと、取り出した前記コンテンツファイルとを組み合わ
せるステップ（６４０）と、
　アニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを生成するために、組み合わせた前記
テキストと前記コンテンツファイルとに前記アニメーション・タイプを適用するステップ
（６４０）と
を含むことを特徴とする請求項３６に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項３８】
　前記アニメーション・タイプは、表情のアニメーションを含むことを特徴とする請求項
３７に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項３９】
　前記アニメーション・タイプは、音声ファイルを画像ファイルに同期させることを含む
ことを特徴とする請求項３７に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項４０】
　前記コンテンツファイルは、画像であることを特徴とする請求項３７に記載の携帯移動
通信装置（１１０、１２０）。
【請求項４１】
　前記コンテンツファイルは、感情アイコンであることを特徴とする請求項３７に記載の
携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項４２】
　前記コンテンツファイルは、音声ファイルであることを特徴とする請求項３７に記載の
携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アニメーションＳＭＳメッセージを提供し表示するための装置及び方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　移動電話機などの携帯移動通信装置は、ますます高精巧化され、多くの新たな機能や性
能を含むようになっている。多くの携帯移動通信装置は、ショート・メッセージ・サービ
ス（ＳＭＳ）をベースとしたテキスト又はキャラクタを用いるメッセージを送信する能力
を有する。移動ネットワークインフラにあまり課税されないため、ＳＭＳはサービス・プ
ロバイダに好まれている。また、ＳＭＳは、ショート・バーストにおける通信手段として
高速であり、安価であるため、加入者にも好まれている。ＳＭＳメッセージ通信の欠点は
、ロバスト性に欠けることにある。画像、音楽ファイル、又はビデオクリップなどのファ
イル添付物は、加入者に対するコスト及び移動インフラへの負荷を非常に増大させる。要
望されたメッセージアプリケーションが既に受信装置に存在すれば、ＳＭＳメッセージア
プリケーションは当該知識を利用することができ、加入者に対するコスト又は移動インフ
ラへの負荷を増大させないような方法でコンテンツファイルを利用するための手段を提供
することができる。標準のＳＭＳテキストメッセージは、受信装置でグラフィカルな効果
を生み出すように生成され、それにより、ユーザ・エクスペリエンスを高めることができ
る。
【発明の概要】
【０００３】
　一実施形態において、装置上で、アニメーション特性をショート・メッセージ・サービ
ス（ＳＭＳ）メッセージに添付することが可能なテキストベースのＳＭＳメッセージを生
成するための方法を開示する。本方法は、ＳＭＳメッセージを構成するために使用される
べく、ユーザにデータを入力することを促す。装置は、受信側の携帯移動通信装置を識別
するモバイル識別番号を提供するユーザ入力を受信する。装置は、ＳＭＳメッセージが受
信側の携帯移動通信装置によって当該ＳＭＳメッセージに適用されるアニメーション特性
を有しているか否かを判定するアニメーションフラグを設定する。ユーザ及び装置は、受
信側の携帯移動通信装置に存在するコンテンツファイルの位置を特定するコンテンツ位置
指示情報を入力する。また、ユーザが入力し、装置がＳＭＳメッセージに関連付けられる
べきテキスト及びキャラクタの少なくとも１つを受信する。その後、装置は、入力データ
を用いてＳＭＳメッセージを構成する。また、装置は、ＳＭＳメッセージに関連付けられ
たコンテンツファイルをどのようにアニメーションとして実行するかを特定するアニメー
ション・タイプのパラメータを提供するユーザ入力データを受信することができる。
【０００４】
　アニメーション・タイプは表情を含む。さらに、ＳＭＳメッセージにおけるテキストは
、表示される代わりに、音声と同期する口の動きを有するアニメーションに同期化される
音声信号に変換されることができる。ＳＭＳメッセージは、画像に加えて受信側の電話機
に格納されたパラメータ・セットを介して、音声特性を制御させることができ、これによ
り、画像の人物の音声のようにアニメーションを実行することができる。また、ＳＭＳメ
ッセージは、顔、口、目などをどのようにアニメーションとして実行するかを教示する他
の指示を含んでもよい。コンテンツファイルは、とりわけ画像、感情アイコン、又は音声
ファイルであってもよい。
【０００５】
　ＳＭＳメッセージは、生成され、送信側の携帯移動通信装置から受信側の携帯移動通信
装置へモバイル・ネットワークを介して送信される。或いは、ＳＭＳメッセージは、生成
され、コンピュータ装置から受信側の携帯移動通信装置へモバイル・ネットワークと通信
可能なインターネット・プロトコル（ＩＰ）ネットワークを介して送信される。
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【０００６】
　他の実施形態において、携帯移動通信装置上で、ショート・メッセージ・サービス（Ｓ
ＭＳ）メッセージに関連付けられるアニメーション特性を有するテキストベースのＳＭＳ
メッセージを表示するための方法を開示する。ＳＭＳメッセージは、モバイル・ネットワ
ークから受信される。その後、受信したＳＭＳメッセージは、表示される前に、要求され
たアニメーション特性を適用するために、当該メッセージをどのように扱うかを判定すべ
く解析される。当該解析ステップは、受信したＳＭＳメッセージがアニメーション特性に
関連付けられているか否かを判定する。ＳＭＳメッセージがアニメーション特性に関連付
けられている場合、受信したＳＭＳメッセージに関連付けられるべき携帯移動通信装置上
のコンテンツファイルの位置を判定する。その後、コンテンツファイルは、取り出され、
ＳＭＳメッセージのテキストと組み合わされる。続いて、アニメーション・タイプが、ア
ニメーションＳＭＳメッセージを生成するために、組み合わされたテキスト及びコンテン
ツファイルに適用される。
【０００７】
　さらに他の実施形態において、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージ
と関連付けられるアニメーション特性を添付し表示することが可能なテキストベースのＳ
ＭＳメッセージを生成し、受信するための携帯移動通信装置を開示する。携帯移動通信装
置は、ＳＭＳメッセージを構成し、送信し、受信し、解析するためのＳＭＳアプリケーシ
ョン部を備える。ＳＭＳメッセージを送受信するモバイル・ネットワークと通信するため
のＲＦモジュール部が備えられる。コンテンツ格納部は、ＳＭＳメッセージに関連付けら
れるコンテンツファイルを格納する。アニメーション・アプリケーション部は、ＳＭＳメ
ッセージに関連付けられるコンテンツファイルにアニメーション特性を適用する。プロセ
ッサは、携帯移動通信装置の他のコンポーネントの動作を制御するのと同様に、ＳＭＳア
プリケーション部とアニメーション・アプリケーション部とを実行する。携帯移動通信装
置上のディスプレイは、アニメーションＳＭＳメッセージを表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】複数の携帯移動通信装置間でＳＭＳメッセージを送受信するためのシステムのコ
ンポーネントを示す図である。
【図２】受信側の装置でアニメーション特性を促進するＳＭＳメッセージを送受信するこ
とが可能な携帯移動通信装置を示す図である。
【図３】２つの携帯移動通信装置間でアニメーションＳＭＳメッセージを生成し、送信し
、受信し、表示するデータのフローを示す図である。
【図４】メッセージ・フィールドと、当該メッセージ・フィールドのサンプルデータとを
表示するＳＭＳメッセージの一例を示す図である。
【図５】携帯移動通信装置でＳＭＳメッセージを構成し、送信する詳細な処理を示すフロ
ーチャートである。
【図６】携帯移動通信装置でＳＭＳメッセージを受信し、解析し、表示する詳細な処理を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、複数の携帯移動通信装置間でＳＭＳメッセージを送受信するためのシステムの
コンポーネントを示す図である。送信側の携帯移動通信装置１１０は、基地局１３０を経
由しモバイル・ネットワーク１４０を介して受信側の携帯移動通信装置１２０と通信を行
なうことができる。携帯移動通信装置１１０、１２０間で可能な通信のタイプは、音声と
データとの両方を含むことができる。ここでは、通信のタイプとしてデータ通信、特にテ
キストメッセージとしてよく知られているショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）通
信が説明される。ＳＭＳメッセージは、相対的に電子メールと同様であるが、モバイル電
話ネットワーク１４０を介したショート文字列ベースの通信である。ＳＭＳメッセージに
はファイルの添付物は許容されない。２つの携帯移動通信装置間でファイル（例えば、画
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像ファイル又は音声ファイル）がテキストメッセージに添付される場合、当該ファイルは
、通常、マルチメディア・メッセージ（ＭＭＳ）として参照される。
【００１０】
　ＳＭＳメッセージは、モバイル・ネットワーク・インフラ１４０に過度に課税されるこ
となく、サービスの利益を得るユーザに対して料金を課金するための根拠を比較的容易に
与えないように、長さにおいて意図的に制約が設けられ、テキストの文字が制限される。
本発明は、テキストのみを用いる受信側の携帯移動通信装置１２０において、ＳＭＳメッ
セージがマルチメディア・タイプの応答のトリガとなりえる機構を提供する。これは、指
示としてテキストを取り扱う受信側の携帯移動通信装置１２０を有し、当該指示が実行さ
れるようにそれ相応にテキストを解析することによって達成される。
【００１１】
　図１の受信側の携帯移動通信装置１２０のディスプレイ１５０は、受信側の携帯移動通
信装置１２０のユーザが送信側のユーザに電話をかけることを告げる、テキストの”吹き
出し（ｃａｌｌｏｕｔ）”を有する人物の画像を示す。図１が静的であるため、ディスプ
レイの画像のアニメーションについては図示していないが可能である。例えば、ユーザの
口に対して発話を示す動きをさせてもよい。
【００１２】
　送信側の携帯移動通信装置１１０は、受信側の携帯移動通信装置１２０に対して、用語
”Ｃａｌｌ　Ｍｅ”というテキストとともに、ＳＭＳメッセージを送信する。ＳＭＳメッ
セージは、受信側の携帯移動通信装置１２０によって解析される場合に画像が表示される
追加のデータフィールドと、吹き出し（Callout bubble）に示されるテキストとともに構
成される。任意の画像のアニメーションがＳＭＳメッセージに含まれてもよい。
【００１３】
　ＳＭＳメッセージはまた、モバイル・ネットワーク１４０がＩＰネットワーク１６０と
通信可能であるため、ＩＰネットワーク１６０を介したインターネットアクセスを有する
コンピュータから受信側の携帯移動通信装置１２０に送信される。
【００１４】
　図２は、受信側の装置でアニメーション特性を促進するＳＭＳメッセージを送受信する
ことが可能な携帯移動通信装置を示す図である。携帯移動通信装置１１０、１２０の中心
はプロセッサ２１０である。プロセッサ２１０は、携帯移動通信装置１１０、１２０にお
いて無数のアプリケーションを実行することに関与する。実際には、携帯移動通信装置１
１０、１２０において複数のプロセッサ２１０を使用することは珍しいことではなく、図
２には単一のプロセッサ２１０のみを示すが、図を簡略化するためである。
【００１５】
　プロセッサ２１０は、ＳＭＳメッセージ・アプリケーション部２２０、アニメーション
・アプリケーション部２３０、コンテンツ格納装置（１つ又は複数）２４０、ＲＦモジュ
ール部２５０、出力手段（ディスプレイ、スピーカ）２６０、及び他のアプリケーション
部２７０に接続される。また、ＲＦモジュール部は、モバイル・ネットワークとのＲＦ通
信を容易にするためにアンテナ２５５に接続される。ＳＭＳアプリケーション部２２０は
、ユーザがＳＭＳメッセージの送信を望む場合やＳＭＳメッセージを受信した場合に動作
する。ＳＭＳアプリケーション部２２０は、受信したＳＭＳメッセージが特別のアニメー
ション特性を含む場合に、認識することを含む着信ＳＭＳメッセージを受信するか、閲覧
するか、応答するか、又は、他の処理を行なうのと同様に、出力するＳＭＳメッセージを
構成し、送信するためのユーザインタフェースを提供する。アニメーション・アプリケー
ション部２３０は、プロセッサ２１０を経由してＳＭＳアプリケーション部２２０と接続
される。アニメーション・アプリケーション部２３０は、携帯移動通信装置のディスプレ
イ上にアニメーション効果とともに表示される静止画像を扱うことができる。この機能／
技術は、例えば、ソニー所有のMotionPortrait（登録商標）アプリケーションを用いて実
装される。ＳＭＳアプリケーション部２２０は、ＳＭＳテキストメッセージとともにアニ
メーションを組み込むことができる。
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【００１６】
　コンテンツ格納装置（１つ又は複数）２４０は、限定はしないが、静止画像（例えば、
ｊｐｅｇ、ｇｉｆなど）、ビデオクリップ、音声ファイル、合成した音声と頭、口及び目
の動きとを同期化する画像に関連付けられた音声特性若しくはパラメータ、又は、他のア
プリケーション特定ファイルを含むコンテンツファイルが格納されていることを示す。コ
ンテンツ格納装置（１つ又は複数）２４０は、携帯移動通信装置内のＲＡＭ、携帯移動通
信装置に挿入され、かつ、携帯移動通信装置から取り外し可能なリムーバブル記憶媒体（
例えば、ソニーのメモリスティック、コンパクト・フラッシュなど）、内部のハードドラ
イブ、ＳＩＭ上の指定領域などとして実装される。
【００１７】
　ＲＦモジュール部２５０は、モバイル・ネットワークへ／から、ＲＦ信号を送信／受信
する。これは、電話呼の音声と、ＳＭＳテキストメッセージのデータとの両方を含む。他
のデータのＲＦ伝送についてもＲＦモジュール部２５０によって扱われるが、本開示の範
囲外となる。
【００１８】
　出力手段２６０は、知覚でユーザに提供する任意の機構を含む。これは、限定はしない
が、音声出力を提供するためのスピーカだけでなく、静止画及び動画の両方を含むテキス
ト及び画像などのグラフィックを表示するためのディスプレイを含むことができる。触感
を提供するバイブレーションによる着信通知もまた、出力手段の１つとして考慮できる。
【００１９】
　図２には、携帯移動通信装置に関連付けられた、不特定の他のアプリケーション部２７
０が含まれる。例えば、ウェブブラウザは、携帯移動通信装置における機能一式の一部で
ある。着信ＳＭＳメッセージは、受信側のユーザに対して、「当該ウェブサイトの確認」
を問い合わせ、当該ウェブサイトへのリンクを提供してもよい。
【００２０】
　図３は、２つの携帯移動通信装置間でアニメーションＳＭＳメッセージを生成し、送信
し、受信し、表示するデータのフローを示す図である。図３は、３つのエンティティであ
る、送信側の携帯移動通信装置、受信側の携帯移動通信装置、及びそれらの間のモバイル
・ネットワークを示す。ＳＭＳメッセージは、３０５において、送信側の携帯移動通信装
置で生成される。ＳＭＳメッセージの内容の詳細と、ＳＭＳメッセージ生成のためのサブ
処理とについては、図４及び図５を参照して後述する。その後、ＳＭＳメッセージは、３
１０において、送信側の携帯移動通信装置から送信される。モバイル・ネットワークは、
３１５において、ＳＭＳメッセージを受信し、指定された受信側の携帯移動通信装置に対
して、当該ＳＭＳメッセージを中継するか、又は、経路指定することによって、ＳＭＳメ
ッセージを処理する。３２０において、受信側の携帯移動通信装置は、モバイル・ネット
ワークからＳＭＳメッセージを受信する。その後、受信側の携帯移動通信装置によって、
３２５において、ＳＭＳメッセージが開かれ、３３０において、解析される。ＳＭＳメッ
セージの受信処理及び解析処理の詳細については、図６を参照して後述する。
【００２１】
　３３０で解析されると、３３５において、ＳＭＳメッセージは、受信側の携帯移動通信
装置によって表示される。その後、必要であれば３４０において、受信側の携帯移動通信
装置は、ＳＭＳメッセージに直接応答する機会をユーザに与える。或いは、ユーザは、３
６０において、受信したＳＭＳメッセージに基づき、（直接応答することとは別の）別の
アクティビィティを開始することができる。そのような他のアクティビィティは、限定は
しないが、音声呼への置き換え、インスタント・メッセージ（ＩＭ）セッションの開始、
セルを介したプッシュ・ツー・トーク（ＰｏＣ）セッションの開始などを含む。
【００２２】
　図４は、メッセージ・フィールドと、当該メッセージ・フィールドのサンプルデータと
を表示するＳＭＳメッセージの一例を示す図である。通常のＳＭＳメッセージは、３つの
コンポーネント、宛先モバイル識別子（受信フィールド）４１５、サブジェクト・フィー
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ルド４２０、及び、メッセージのテキスト（メッセージのテキスト・フィールド）４４０
から構成される。本発明は、ＳＭＳメッセージ４１０に３つの追加のフィールド、アニメ
ーション・フラグ・フィールド４２５、コンテンツ指示フィールド４３０、及び、アニメ
ーション・タイプ・フィールド４３５を加える。
【００２３】
　受信フィールド４１５には、生成されたＳＭＳメッセージの受け手を示す１つ以上のモ
バイル識別番号が含まれる。サブジェクト・フィールド４２０は、ユーザが受信側にＳＭ
Ｓメッセージを簡潔に紹介することを許容するフィールドである。アニメーション・フラ
グ・フィールド４２５は、受け手がＳＭＳメッセージを閲覧する場合に、ＳＭＳメッセー
ジがアニメーションに関連付けられるべきであるか否かを示すバイナリタイプのフィール
ドである。コンテンツ指示フィールド４３０は、着信ＳＭＳメッセージに関連付けられる
べき画像などのコンテンツファイルを発見するための受信側の携帯移動通信装置上の位置
情報を含む。アニメーション・タイプ・フィールド４３５は、ＳＭＳメッセージに関連付
けられたコンテンツファイル上で実行されるべきアニメーションのタイプを示す。
【００２４】
　アニメーション・タイプは、限定はしないが、表情（うれしい、悲しい、怒り、驚きな
ど）、ＳＭＳメッセージのテキスト用の吹き出しボックス（又は、サブジェクト）、コン
テンツファイルの動き、アニメーション画像と同期する音声などのコンテンツファイルに
適用される特有の効果などを含む。
【００２５】
　そのようなアニメーション技術の１つには、ソニー株式会社によって開発されたMotion
Portrait（登録商標）がある。MotionPortrait（登録商標）は、通常、以下のように動作
する。従来では、アニメーションされるべき人物の頭の画像がカメラで撮影され、移動電
話機に格納されていた。移動電話機のプロセッサは、頭、口及び目の位置と外形を特定す
る（アニメーション・アプリケーションの一部と成りうる）ソフトウェアを実行する。当
該情報を有する画像が格納されている。アニメーション・プログラムが読み出されると、
当該アニメーション・プログラムは、目が種々の方向を見るように、かつ、口が話してい
るように見えるように、目及び口の形状を画像に入れ込む。また、画像において頭を種々
の方向に回転することができる。MotionPortrait（登録商標）プログラムはまた、頭、口
及び目の動きを音声又は音楽に同期させることができる。当該プログラムはまた、ＳＭＳ
メッセージからの情報を構築する代わりに、予め定義された音声フレーズに関連付けられ
た、予め構成されたアニメーションを描画することができる。ここで、当該予め定義され
た音声フレーズは、単にＳＭＳメッセージによって選択されたものである。
【００２６】
　最後に、メッセージのテキスト・フィールド４４０は、ユーザによって構成されたＳＭ
Ｓメッセージの実際のテキスト内容を含むフィールドである。図４の右側は、各フィール
ドへ置き換えられた例示のデータを有するＳＭＳテキストメッセージを４５０を示す。セ
ルラー電話番号４５５（米国形式）は、受信側の携帯移動通信装置を特定する受信フィー
ルドに入力される。サブジェクト・フィールドには、フレーズ”Ｗｈａｔ’ｓ　ｕｐ”４
６０が配置される。アニメーション・フラグには、”ｏｎ”４６５が設定される。コンテ
ンツ指示フィールドには、ＳＭＳメッセージに関連付けられたメアリー（おそらくＳＭＳ
メッセージの送信者である）の画像を示す”phone/mem_stk/pictures/mary.jpg”のメモ
リの格納先アドレス又は位置情報が含まれる。
【００２７】
　示した位置情報は単に一例であって、受信側の携帯移動通信装置上であればどこであっ
てもよい。アニメーション機能の利用を容易にするために、当該機能をサポートする携帯
移動通信装置は、コンテンツファイルを含むメモリ領域を指定することができる。この方
法は、送信側のユーザが受信側の携帯移動通信装置上のコンテンツファイルの位置情報を
必要とせず、ファイル名称だけでよい。さらに、それらは、感情アイコンや、病院、教会
、家などのありふれた場所の画像などのアニメーション機能によってサポートされる、あ
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りふれたコンテンツファイルのセットであってもよい。互いに親しいユーザ同士では、互
いによく知っている、より個別化したコンテンツファイル（人物、画像、歌など）を含ん
でもよい。
【００２８】
　アニメーション・タイプ・フィールドは、メアリーの画像が発話を示す漫画のようなテ
キストの吹き出しとともに、うれしさを表す表情を有するアニメーションとして実行され
ることを示す”テキストによる吹き出しを有するうれしい顔”４７５に設定される。
【００２９】
　図５は、携帯移動通信装置でＳＭＳメッセージを構成し、送信する詳細な処理を示すフ
ローチャートである。送信側の携帯移動通信装置上のＳＭＳアプリケーション部は、５１
０において、ユーザによって開始される。その後、５２０において、ＳＭＳアプリケーシ
ョン部は、ＳＭＳフィールドに配置されるべきユーザ入力を必要とする一連のプロンプト
又はクエリを開始する。
【００３０】
　５２２において、ＳＭＳアプリケーション部は、意図した受け手である携帯移動通信装
置を特定するユーザ入力を受信する。参照例として米国のものを用いる場合、電話番号と
して最もよく知られている１０桁のモバイル識別番号が入力される。次に、５２４におい
て、ＳＭＳアプリケーション部は、アニメーションフラグをどのように設定するかをユー
ザに促す。５２６でＳＭＳメッセージがアニメーションとして実行されるようにアニメー
ションの決定がなされると、ＳＭＳアプリケーション部は、５２８において、ＳＭＳメッ
セージに関連付けられたコンテンツファイルの位置情報を示す位置指示情報のための入力
をユーザに促す。
【００３１】
　当該メッセージが、システムリソースに対して低い経費で運用するＳＭＳメッセージを
維持し、ユーザの支払いを低減するべきであるため、コンテンツファイルはＳＭＳメッセ
ージの一部ではない。むしろ、コンテンツファイルは、受信側の携帯移動通信装置上で既
知の又は指定された位置に既に存在する。送信側の携帯移動通信装置のユーザは、所望の
コンテンツファイルが受信側の携帯移動通信装置上のどこに位置しているかを知っている
必要がある。これを支援するために、アニメーションが可能なＳＭＳアプリケーション部
を実装する全ての携帯移動通信装置に共通するメモリ位置情報を指定する。当該位置情報
は、例えば、感情アイコンなどの既知のコンテンツファイルのセットにおける格納場所で
あってもよい。さらに、送信側及び受信側の携帯移動通信装置のユーザが互いにとても親
しければ、人物、ペット、場所などの個別の画像は指定した領域に格納されているはずで
ある。親密度に基づき、送信側の携帯移動通信装置のユーザは、高い信頼性で受信側の携
帯移動通信装置上の画像コンテンツファイルを特定することができる。
【００３２】
　アニメーションを実行する又は画像のＳＭＳメッセージは、人物だけでなく場所を特定
するために生成することができる。例えば、送信側の携帯移動通信装置は、テキスト・フ
ィールドに”ここで１０時に待ち合わせ”と記載したＳＭＳメッセージを、受信側の携帯
移動通信装置に送信することができる。当該テキストは、ユーザが頻繁に利用する特定の
レストランの画像に関連付けられる。
【００３３】
　５２８において、コンテンツファイルの位置指示情報が入力されると、送信側の携帯移
動通信装置のユーザは、５３０において、受信側の装置によって開かれた場合に選択した
コンテンツファイルが所望の方法で操作されるように、アニメーション・タイプのパラメ
ータを入力することができる。５３２において入力されるべきＳＭＳメッセージの最後の
コンポーネントは、メッセージの実際のテキストである。選択されたアニメーション・タ
イプに応じて、実際のテキストは、受信側の装置によって音声に変換され、ＳＭＳメッセ
ージが開かれたことに応じて出力される。或いは、テキストのままにすることもでき、画
像ファイルに関連付けられた吹き出しに表示してもよい。
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【００３４】
　送信側の携帯移動通信装置のユーザがＳＭＳメッセージに対する入力を供給すると、５
４０において、ＳＭＳアプリケーション部は、送信するＳＭＳメッセージを構築する。構
築すると、送信側の携帯移動通信装置のユーザは、５５０において、ＳＭＳアプリケーシ
ョン部に対して、受信側の携帯移動通信装置へＲＦモジュール部によってモバイル・ネッ
トワークを介してＳＭＳメッセージを送信するように指示する。
【００３５】
　図６は、携帯移動通信装置でＳＭＳメッセージを受信し、解析し、表示する詳細な処理
を示すフローチャートである。受信側の携帯移動通信装置は、６１０において、ＳＭＳメ
ッセージを受信し、そのユーザに対して、ＳＭＳアプリケーション部を介してアラートな
どでイベントを通知する。ＳＭＳアプリケーション部は、６２０において、受信したＳＭ
Ｓメッセージを開いて閲覧するか否かをユーザに促す。ユーザがＳＭＳアプリケーション
部に対してＳＭＳメッセージを表示するように指示すると、ＳＭＳアプリケーション部は
、６３０において、ＳＭＳメッセージの解析処理を開始する。６３２における受信したＳ
ＭＳメッセージを解析する第１のステップは、アニメーション・フィールドのフラグ設定
を確認することである。６３４のアニメーション・フィールドのフラグの決定でアニメー
ションが’ｏｎ’を示していれば、解析処理は、６３６において、コンテンツ位置指示情
報を判定し、当該位置情報のコンテンツファイルを取り出す処理を行なう。続いて、ＳＭ
Ｓアプリケーション部は、６４０において、コンテンツファイルにアニメーションを適用
し、アニメーションを実行するコンテンツファイルとメッセージのテキスト・フィールド
に含まれるテキストとをマージする。その後、６５０において、ＳＭＳアプリケーション
部は、受信したＳＭＳメッセージによるアニメーション化した構築物を表示する。
【００３６】
　当業者には理解できると思われるが、本発明は、方法、システム、又は、コンピュータ
プログラムとして実現することが可能である。したがって、本発明は、全体としてハード
ウェアの実施形態か、全体としてソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフト
ウェア、マイクロコードなどを含む）か、又はソフトウェアとハードウェアとの態様を組
み合わせた実施形態の形をとり得る。本明細書ではこれらすべてを一般的に「回路」、「
モジュール」又は「システム」と呼ぶことにする。さらに、本発明は、コンピュータで使
用可能な記憶媒体上のコンピュータプログラムであって、上記媒体に組み込まれたプログ
ラムコードを含むコンピュータプログラムの形をとることも可能である。
【００３７】
　任意の好適なコンピュータ可読媒体を利用してもよい。コンピュータで使用可能な媒体
又はコンピュータ可読媒体は、例えば、電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線の又は
半導体のシステム、設備、装置、又は伝播媒体であるが、これらに限定されるわけではな
い。コンピュータ可読媒体のさらに詳細な例（非包括的なリスト）には、１以上の配線を
有する電気接続、ポータブルコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、消去可能なプログラム可能なリ
ードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ又はフラッシュメモリ）、光ファイバ、携帯用コンパクト
ディスクリードオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光記憶装置、インターネット若しくはイ
ントラネットをサポートするような送信媒体、又は、磁気記憶装置が含まれる。なお、コ
ンピュータで使用可能な媒体又はコンピュータ可読媒体とは、プログラムが印刷された紙
又は別の適切な媒体であってもよい。これは、例えば紙又は他の媒体を光走査し、その後
必要に応じてコンパイル、変換又は適切な方法で処理を行い、コンピュータメモリに記憶
することによって、プログラムを電子的に取り込むことが可能だからである。本書の文脈
において、コンピュータで使用可能な又はコンピュータで読取り可能な媒体は、命令実行
システム、設備、又は装置により又は共に使用される番組を収容し、記憶し、通信し、伝
播し、又は転送できるあらゆる媒体であってもよい。
【００３８】
　本発明の演算を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（登録商標
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）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋等のようなオブジェクト指向言語で書かれたものであっ
てもよい。しかし、本発明の演算を実行するためのコンピュータプログラムコードは、従
来の手続きプログラミング言語、例えばＣプログラム言語、又は同様のプログラム言語で
書かれていてもよい。プログラムコードは、ユーザのコンピュータでその全体を実行して
もよいし、ユーザのコンピュータでその一部を、ユーザのコンピュータで独立型ソフトウ
ェアパッケージとしてその一部を、及び、遠隔コンピュータにおいてその一部を、又は遠
隔コンピュータ若しくはサーバでその全体を実行してもよい。後者のシナリオでは、ロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又は広域ネットワーク（ＷＡＮ）を介して遠隔コンピ
ュータをユーザのコンピュータに接続してもよい。或いは、この接続は、（インターネッ
トサービスプロバイダなどを利用するインターネットを通じて）外部のコンピュータと行
うようにしてもよい。
【００３９】
　本発明の実施形態による方法、装置（システム）、コンピュータプログラムのフローチ
ャート図及びブロック図の少なくともいずれかを参照しながら、本発明について説明した
。フローチャート図とブロック図の少なくともいずれかの個々のブロック、及び、フロー
チャート内のブロックとブロック図の少なくともいずれかの組み合わせがコンピュータプ
ログラム命令により実現可能であることは理解できよう。これらのコンピュータプログラ
ム命令は、汎用コンピュータ、特定用途のコンピュータ、機械を生産するための他のプロ
グラム可能なデータ処理装置のプロセッサに対して提供される。コンピュータと、その他
のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサとにより実行される命令は、フローチャ
ートとブロック図のブロック又はブロック群との少なくともいずれかのブロックで特定さ
れる機能／動作を実行する手段を創出する。
【００４０】
　また、これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ可読メモリに格納されて
もよく、これらの命令は、コンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理装置に対し
て特定の方法で指示を行うことができる。そうすることで、コンピュータ可読メモリに格
納された上記命令によって、フローチャートとブロック図のブロック又はブロック群との
少なくともいずれかのブロックで特定される機能／動作を実現する命令手段を含むコンピ
ュータプログラムが生成される。
【００４１】
　上記コンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処
理装置において一連の処理ステップを実行するために、コンピュータ又は他のプログラム
可能なデータ処理装置にロードされ、コンピュータにより実行される処理を生成してもよ
い。そうすることで、コンピュータ又は他のプログラム可能な装置において実行される命
令は、フローチャートと、ブロック図のブロック又はブロック群とで特定される機能／動
作を実現するステップを提供することになる。
【００４２】
　本発明に関する任意のプロンプトは、携帯移動通信装置などのディスプレイに提示され
るグラフィカル・ユーザ・インタフェース（ＧＵＩ）を介して提示され、応答される。
【００４３】
　上記図中のフローチャート及びブロック図は、本発明の各種の実施形態に係るシステム
、方法並びにコンピュータプログラムのアーキテクチャ、機能及び可能な実装構成の動作
を例示するものである。この点に関して、フローチャート又はブロック図内の個々のブロ
ックは、特定された（単複の）論理機能を実現する１以上の実行可能な命令を備えたモジ
ュール、セグメント、又はコードの一部を表すことも可能である。いくつかの代替の実施
形態では、上記ブロックにおいて上述した機能が図中で述べた順序とは異なる順序で行わ
れる場合もあることにも留意されたい。例えば、続けて示される２つのブロックを、実際
には、機能に応じてほぼ同時に実行され、又は、逆の順序で実行されることも時として可
能である。ブロック図の個々のブロックとフローチャート図との少なくともいずれか、並
びに、ブロック図内のブロックの組み合わせとフローチャート図との少なくともいずれか
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は、指定の機能若しくは動作又は特定用途向けハードウェアとコンピュータ命令との組み
合わせを実行する特定用途向けハードウェアベースのシステムにより実現が可能であるこ
とも付記しておく。
【００４４】
　本明細書で使用されている用語は特定の実施形態について単に説明することを目的とす
るものであって、本発明の限定を意図するものではない。本明細書で使用されているよう
に、文脈が別段に示していない限り、単数形を示す「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は複
数形も同様に含むことを意図するものである。「備える（comprises）」と、「備えてい
る（comprising）」という用語は、本明細書で使用される場合、上述の特徴、数値、ステ
ップ、処理、要素とコンポーネントの少なくともいずれかの存在を特定する用語であるが
、１以上の他の特徴、数値、ステップ、処理、要素及びこれらのグループの少なくともい
ずれかの存在又は追加を除外するものではないことをさらに理解されたい。
【００４５】
　特定の実施形態について本明細書に図示し説明したが、当業者が認識するように、図示
された特定の実施形態の代わりに同じ目的を達成するように考慮された任意の構成を用い
てもよく、また本発明は別の環境において別のアプリケーションを有するものであっても
よい。本願は本発明の全ての適用又は変形をカバーするものである。特許請求の範囲は、
本発明の範囲を上述した特定の実施形態に限定する意図は全くない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(17) JP 2010-517192 A 2010.5.20

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月25日(2009.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アニメーション特性をショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージに添付す
ることが可能なテキストベースの前記ＳＭＳメッセージを生成するための方法であって、
　　前記ＳＭＳメッセージの意図した受け手である受信側の携帯移動通信装置を識別する
モバイル識別番号を提供するステップ（５２２）と、
　　前記ＳＭＳメッセージが、前記受信側の携帯移動通信装置によって当該ＳＭＳメッセ
ージに適用されるアニメーション特性を有するか否かを判定するアニメーションフラグを
設定するステップ（５２４）と、
　　前記受信側の携帯移動通信装置に存在するコンテンツファイルの位置を特定するコン
テンツ位置指示情報を提供するステップ（５２８）と、
　　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられたコンテンツファイルをどのようにアニメーシ
ョンとして実行するかを特定するアニメーション・タイプのパラメータを提供するステッ
プ（５３０）と、
　　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるテキスト及びキャラクタの少なくとも１つを
提供するステップ（５３２）と
　を含む、前記ユーザにデータの入力を促すステップ（５２０）と、
　入力データを用いて前記ＳＭＳメッセージを生成するステップ（５４０）と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記アニメーション・タイプは、表情のアニメーション、又は、音声ファイルを画像フ
ァイルに同期させることを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンテンツファイルは、画像、感情アイコン、又は、音声ファイルであることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＳＭＳメッセージは、送信側の携帯移動通信装置（１１０）から受信側の携帯移動
通信装置（１２０）へ、モバイル・ネットワーク（１４０）を介して送信されることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＳＭＳメッセージは、コンピュータ装置（１７０）から受信側の携帯移動通信装置
（１２０）へ、モバイル・ネットワーク（１４０）と通信可能なインターネット・プロト
コル（ＩＰ）ネットワーク（１６０）を介して送信されることを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　アニメーション特性をショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージに添付し
、表示することが可能なテキストベースの前記ＳＭＳメッセージを生成し、受信するため
の携帯移動通信装置（１１０、１２０）であって、
　ＳＭＳメッセージを構成し、送信し、受信し、解析するＳＭＳアプリケーション部（２
２０）と、
　ＳＭＳメッセージを送受信するためにモバイル・ネットワークと通信を行うＲＦモジュ
ール部（２５０）と、
　ＳＭＳメッセージと関連付けられるコンテンツファイルを格納するコンテンツ格納部（
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２４０）と、
　ＳＭＳメッセージに関連付けられるコンテンツファイルにアニメーション特性を適用す
るアニメーション・アプリケーション部（２３０）と、
　前記ＳＭＳアプリケーション部と、前記アニメーション・アプリケーション部とを実行
するプロセッサ（２１０）と、
　アニメーションＳＭＳメッセージを表示するディスプレイ（２６０）と
を備えることを特徴とする携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項７】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）は、
　前記ＳＭＳメッセージの意図した受け手である受信側の携帯移動通信装置を識別するモ
バイル識別番号を提供するステップ（５２２）と、
　　前記ＳＭＳメッセージが、前記受信側の携帯移動通信装置によって当該ＳＭＳメッセ
ージに適用されるアニメーション特性を有するか否かを判定するアニメーションフラグを
設定するステップ（５２４）と、
　　前記受信側の携帯移動通信装置に存在するコンテンツファイルの位置を特定するコン
テンツ位置指示情報を提供するステップ（５２８）と、
　　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるテキスト及びキャラクタの少なくとも１つを
提供するステップ（５３２）と
　を含む、前記ユーザにデータの入力を促すステップ（５２０）と、
　入力データを用いて前記ＳＭＳメッセージを生成するステップ（５４０）と
を実行することによってアニメーション特性を有するＳＭＳメッセージを生成することを
特徴とする請求項６に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項８】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）は、さらに、
　前記ＳＭＳメッセージに関連付けられたコンテンツファイルをどのようにアニメーショ
ンとして実行するかを特定するアニメーション・タイプのパラメータを提供するステップ
（５３０）を含むユーザにデータの入力を促すステップをさらに実行することを特徴とす
る請求項７に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項９】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）は、
　モバイル・ネットワークから前記ＳＭＳメッセージを受信するステップ（６１０）と、
　要求されたアニメーション特性を適用するためにどのように前記ＳＭＳメッセージを扱
うかを判定すべく前記ＳＭＳメッセージを解析するステップ（６３０）と、
　前記解析されたアニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを表示するステップ（
６５０）と
を実行することによって前記ＳＭＳメッセージに関連付けられたアニメーション特性を有
するテキストベースのショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを表示する
ことを特徴とする請求項６に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
【請求項１０】
　前記ＳＭＳアプリケーション部（２２０）によって実行される、解析する前記ステップ
は、
　受信した前記ＳＭＳメッセージがアニメーション特性と関連付けられているかどうかを
判定するステップ（６３２、６３４）と、
　受信した前記ＳＭＳメッセージに関連付けられるべき前記携帯移動通信装置上のコンテ
ンツファイルの位置情報を判定するステップ（６３６）と、
　前記コンテンツファイルを取り出すステップ（６３６）と、
　取り出した前記コンテンツファイルに適用されるべきアニメーション・タイプを判定す
るステップ（６３８）と、
　前記ＳＭＳメッセージのテキストと、取り出した前記コンテンツファイルとを組み合わ
せるステップ（６４０）と、
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　アニメーションとして実行するＳＭＳメッセージを生成するために、組み合わせた前記
テキストと前記コンテンツファイルとに前記アニメーション・タイプを適用するステップ
（６４０）と
を含むことを特徴とする請求項９に記載の携帯移動通信装置（１１０、１２０）。
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