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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの内容を受信するとともに、前記
ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号を決定するステップと、
　前記電話番号及び前記ショートメッセージの内容に応じてショートメッセージ表示ルー
ルデータベースから端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショートメ
ッセージの内容を表示する表示様式を決定するステップと、
　前記表示様式に応じて前記ショートメッセージアプリケーションに前記ショートメッセ
ージの内容を表示するステップと、
　を含み、
　前記表示様式は、ショートメッセージの内容に関連するボタンを含み、前記ボタンには
、前記ショートメッセージの内容に応じてユーザにより行われる関連する操作が表示され
る、ショートメッセージ内容表示方法。
【請求項２】
　前記電話番号及び前記ショートメッセージの内容に応じて前記ショートメッセージ表示
ルールデータベースから端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショー
トメッセージの内容を表示する表示様式を決定するステップは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第１の表示ルールに応じて、前記シ
ョートメッセージの内容の前記表示様式のために、前記電話番号及び前記ショートメッセ
ージの内容の優先順序を決定するステップと、
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　前記優先順序に応じて前記端末の前記ショートメッセージアプリケーションに前記ショ
ートメッセージの内容を表示する前記表示様式を決定するステップと、
　を含む、請求項１に記載のショートメッセージ内容表示方法。
【請求項３】
　前記ショートメッセージの内容の優先順序が前記電話番号よりも高い場合、前記優先順
序に応じて前記端末の前記ショートメッセージアプリケーションにおける前記ショートメ
ッセージの内容を表示する前記表示様式を決定するステップは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第２の表示ルールに応じて、前記シ
ョートメッセージの内容中の連続文字符号を識別するステップと、
　前記端末の前記ショートメッセージアプリケーションにテキストリンクとして前記連続
文字符号を表示する表示様式を決定するステップと、
　を含む、請求項２に記載のショートメッセージ内容表示方法。
【請求項４】
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたか否かを監視するステップと、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたことを監視した場合、前記ショー
トメッセージアプリケーションのユーザインターフェースから前記テキストリンクに対応
する第１のユーザインターフェースにジャンプすることを決定するステップと、
　を更に含む、請求項３に記載のショートメッセージ内容表示方法。
【請求項５】
　前記ボタンがユーザによってクリックされたか否かを監視するステップと、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたことを監視した場合、前記ショートメッセ
ージアプリケーションのユーザインターフェースから前記ボタンに対応する第２のユーザ
インターフェースにジャンプすることを決定するステップと、
　を更に含む、請求項１～４のいずれか１つに記載のショートメッセージ内容表示方法。
【請求項６】
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの前記表示様式がアップデートされた
と判断された場合、前記ショートメッセージ表示ルールデータベースをアップデートする
ステップを更に含む、請求項１～５のいずれか１つに記載のショートメッセージ内容表示
方法。
【請求項７】
　ショートメッセージ送信端末から端末に送信されたショートメッセージの内容に関係す
るカスタム表示様式を受信するステップと、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースに前記カスタム表示様式を記憶するステッ
プと、
　前記端末に前記ショートメッセージ表示ルールデータベースを送信するステップと、
　を含み、
　前記表示様式は、ショートメッセージの内容に関連するボタンを含み、前記ボタンには
、前記ショートメッセージの内容に応じてユーザにより行われる関連する操作が表示され
る、ショートメッセージ表示決定方法。
【請求項８】
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定される第１の表示ルールを決定するステップと、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定される前記第１の表示ルールに応じて、前記ショートメッセージの内容
及び前記ショートメッセージ送信端末の電話番号の優先順序を決定するステップと、
　を更に含む、請求項７に記載のショートメッセージ表示決定方法。
【請求項９】
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースがアップデートされた場合、当該アッ
プデートされたショートメッセージ表示ルールデータベースを前記端末にアップデートす
るステップを更に含む、請求項７又は８に記載のショートメッセージ表示決定方法。
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【請求項１０】
　ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの内容を受信するとともに、前記
ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号を決定するように構成された第１の受信
モジュールと、
　前記第１の受信モジュールによって決定された電話番号及び前記第１の受信モジュール
によって受信された前記ショートメッセージの内容に応じて、ショートメッセージ表示ル
ールデータベースから端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショート
メッセージの内容を表示する表示様式を決定するように構成された第１の決定モジュール
と、
　前記第１の決定モジュールによって決定された前記表示様式に応じて前記ショートメッ
セージアプリケーションに前記ショートメッセージの内容を表示するように構成された表
示モジュールと、
　を備え、
　前記表示様式は、ショートメッセージの内容に関連するボタンを含み、前記ボタンには
、前記ショートメッセージの内容に応じてユーザにより行われる関連する操作が表示され
る、ショートメッセージ内容表示装置。
【請求項１１】
　前記第１の決定モジュールは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第１の表示ルールに応じて、前記シ
ョートメッセージの内容の前記表示様式のために、前記第１の受信モジュールによって決
定された前記電話番号及び前記第１の受信モジュールによって受信された前記ショートメ
ッセージの内容の優先順序を決定するように構成された第１の決定サブモジュールと、
　前記第１の決定サブモジュールによって決定された前記優先順序に応じて前記端末の前
記ショートメッセージアプリケーションにおける前記ショートメッセージの内容を表示す
る前記表示様式を決定するように構成された第２の決定サブモジュールと、
　を備える、請求項１０に記載のショートメッセージ内容表示装置。
【請求項１２】
　前記ショートメッセージの内容の優先順序が前記電話番号よりも高い場合、前記第２の
決定サブモジュールは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第２の表示ルールに応じて、前記第
１の受信モジュールによって受信された前記ショートメッセージの内容中の連続文字符号
を識別するように構成された識別サブモジュールと、
　前記端末の前記ショートメッセージアプリケーションにテキストリンクとして前記識別
サブモジュールによって決定された前記連続文字符号を表示する表示様式を決定するよう
に構成された第３の決定サブモジュールと、
　を備える、請求項１１に記載のショートメッセージ内容表示装置。
【請求項１３】
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたか否かを監視するように構成され
た第１の監視モジュールと、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたことを前記第１の監視モジュール
が監視した場合、前記ショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースか
ら前記テキストリンクに対応する第１のユーザインターフェースにジャンプすることを決
定するように構成された第２の決定モジュールと、
　を更に備える、請求項１２に記載のショートメッセージ内容表示装置。
【請求項１４】
　前記ボタンがユーザによってクリックされたか否かを監視するように構成された第２の
監視モジュールと、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたことを前記第２の監視モジュールが監視し
た場合、前記ショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースから前記ボ
タンに対応する第２のユーザインターフェースにジャンプすることを決定するように構成
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された第３の決定モジュールと、
　を更に備える、請求項１０～１３のいずれか１つに記載のショートメッセージ内容表示
装置。
【請求項１５】
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの前記表示様式がアップデートされた
と判断された場合、前記第１の決定モジュールによって適用された前記ショートメッセー
ジ表示ルールデータベースをアップデートするように構成されたアップデートモジュール
を更に備える、請求項１０～１４のいずれか１つに記載のショートメッセージ内容表示装
置。
【請求項１６】
　ショートメッセージ送信端末から端末に送信されたショートメッセージの内容に関係す
るカスタム表示様式を受信するように構成された第２の受信モジュールと、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースに前記第２の受信モジュールによって受信
された前記カスタム表示様式を記憶するように構成された記憶モジュールと、
　前記端末に前記記憶モジュールによって記憶された前記ショートメッセージ表示ルール
データベースを送信するように構成された送信モジュールと、
　を備え、
　前記カスタム表示様式は、ショートメッセージの内容に関連するボタンを含み、前記ボ
タンには、前記ショートメッセージの内容に応じてユーザにより行われる関連する操作が
表示される、ショートメッセージ表示決定装置。
【請求項１７】
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定される第１の表示ルールを決定するように構成された第４の決定モジュ
ールと、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定されるとともに前記第４の決定モジュールによって決定される前記第１
の表示ルールに応じて、前記ショートメッセージの内容及び前記ショートメッセージ送信
端末の電話番号の優先順序を決定するように構成された第５の決定モジュールと、
　を更に備える、請求項１６に記載のショートメッセージ表示決定装置。
【請求項１８】
　前記送信モジュールは、更に、前記ショートメッセージ表示ルールデータベースがアッ
プデートされた場合、当該アップデートされたショートメッセージ表示ルールデータベー
スを前記端末にアップデートするように構成されている、請求項１６又は１７に記載のシ
ョートメッセージ表示決定装置。
【請求項１９】
　サーバと端末とを備えるショートメッセージ内容表示システムであって、
　前記サーバは、ショートメッセージ送信端末から前記端末に送信されたショートメッセ
ージの内容に関係するカスタム表示様式を受信し、ショートメッセージ表示ルールデータ
ベースに前記カスタム表示様式を記憶し、前記端末に前記ショートメッセージ表示ルール
データベースを送信するように構成され、
　前記端末は、前記ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの内容を受信す
るとともに、前記ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号を決定し、前記電話番
号及び前記ショートメッセージの内容に応じて、前記ショートメッセージ表示ルールデー
タベースから前記端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショートメッ
セージの内容を表示する表示様式を決定し、前記表示様式に応じて前記ショートメッセー
ジアプリケーションにおける前記ショートメッセージの内容を表示するように構成され、
　前記カスタム表示様式は、ショートメッセージの内容に関連するボタンを含み、前記ボ
タンには、前記ショートメッセージの内容に応じてユーザにより行われる関連する操作が
表示される、ショートメッセージ内容表示システム。
【請求項２０】
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　コンピュータを動作させるとき、請求項１～６のいずれか１つに記載のショートメッセ
ージ内容表示方法又は請求項７～９のいずれか１つに記載のショートメッセージ表示決定
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。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のコンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１５年１月５日に中国知識産権局に出願された中国特許出願番号２０１
５１０００４９１３５に基づいて優先権を主張するものであり、その全体の内容が参照に
より本明細書に援用される。
【０００２】
　本開示は、通信技術の分野に関し、より具体的には、ショートメッセージ内容表示方法
、装置、及びシステム、並びに、ショートメッセージ表示決定方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ショートメッセージは、情報伝達モードとして、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信機能とビ
ジネスツーカスタマー（Ｂ２Ｃ）通知機能を実現する。従来技術において、ショートメッ
セージは、テキスト又は写真を伝達する媒体として、ショートメッセージの内容を通じて
ユーザに添付された意図又は指示を伝達する。例えば、オペレータが携帯の「残高が不足
しているので、前払いして下さい。」とユーザに表示するようにショートメッセージのリ
マインダーを送信する。ユーザは、ショートメッセージのリマインダーを受信した後、シ
ョートメッセージを終了する必要があり、更に、携帯に対して前払いするために、対応す
る前払い操作を行う必要がある。従来技術における単一のショートメッセージの表示様式
は、ショートメッセージを使用するユーザの体験を悪くする。
【発明の概要】
【０００４】
　従来技術の問題を解決するために、本開示の実施形態は、ショートメッセージの多様性
を向上させることができるショートメッセージ内容表示方法、装置、及びシステム、並び
に、ショートメッセージ表示決定方法及び装置を提供する。
【０００５】
　本開示の実施形態の第１態様によれば、ショートメッセージ送信端末からショートメッ
セージの内容を受信するとともに、前記ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号
を決定するステップと、
　前記電話番号及び前記ショートメッセージの内容に応じてショートメッセージ表示ルー
ルデータベースから端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショートメ
ッセージの内容を表示する表示様式を決定するステップと、
　前記表示様式に応じて前記ショートメッセージアプリケーションに前記ショートメッセ
ージの内容を表示するステップと、
　を含む、ショートメッセージ内容表示方法を提供する。
【０００６】
　本開示の実施形態において、前記電話番号及び前記ショートメッセージの内容に応じて
前記ショートメッセージ表示ルールデータベースから端末のショートメッセージアプリケ
ーションにおける前記ショートメッセージの内容を表示する表示様式を決定するステップ
は、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第１の表示ルールに応じて、前記シ
ョートメッセージの内容の前記表示様式のために、前記電話番号及び前記ショートメッセ
ージの内容の優先順序を決定するステップと、
　前記優先順序に応じて前記端末の前記ショートメッセージアプリケーションにおける前
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記ショートメッセージの内容を表示する前記表示様式を決定するステップと、
　を含む。
【０００７】
　本開示の実施形態において、前記ショートメッセージの内容の優先順序が前記電話番号
の優先順序よりも高い場合、前記優先順序に応じて前記端末の前記ショートメッセージア
プリケーションにおける前記ショートメッセージの内容を表示する前記表示様式を決定す
るステップは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第２の表示ルールに応じて、前記シ
ョートメッセージの内容中の連続文字符号を識別するステップと、
　前記端末の前記ショートメッセージアプリケーションにテキストリンクとして前記連続
文字符号を表示する表示様式を決定するステップと、
　を含む。
【０００８】
　本開示の実施形態において、前記方法は、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたか否かを監視するステップと、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたことを監視した場合、前記ショー
トメッセージアプリケーションのユーザインターフェースから前記テキストリンクに対応
する第１のユーザインターフェースにジャンプすることを決定するステップと、
　を更に含む。
【０００９】
　本開示の実施形態において、前記電話番号の優先順序が前記ショートメッセージの内容
の優先順序よりも高い場合、前記優先順序に応じて前記端末の前記ショートメッセージア
プリケーションにおける前記ショートメッセージの内容を表示する前記表示様式を決定す
るステップは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベース中の前記電話番号に対応する前記ショ
ートメッセージ送信端末によって決定される第３の表示ルールを決定するステップと、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベース中の前記電話番号に対応する前記ショ
ートメッセージ送信端末によって決定される前記第３の表示ルールに応じて、前記ショー
トメッセージの内容に関連するとともに前記端末のショートメッセージアプリケーション
に表示されるボタンを決定するステップと、
　を含む。
【００１０】
　本開示の実施形態において、本方法は、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたか否かを監視するステップと、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたことを監視した場合、前記ショートメッセ
ージアプリケーションのユーザインターフェースから前記ボタンに対応する第２のユーザ
インターフェースにジャンプすることを決定するステップと、
　を更に含む。
【００１１】
　本開示の実施形態において、本方法は、前記ショートメッセージ表示ルールデータベー
スの前記表示様式がアップデートされたと判断された場合、前記ショートメッセージ表示
ルールデータベースをアップデートするステップを更に含む。
【００１２】
　本開示の実施形態の第２態様によれば、ショートメッセージ送信端末から端末に送信さ
れたショートメッセージの内容に関係するカスタム表示様式を受信するステップと、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースに前記カスタム表示様式を記憶するステッ
プと、
　前記端末に前記ショートメッセージ表示ルールデータベースを送信するステップと、
　を含む、ショートメッセージ表示決定方法を提供する。
【００１３】
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　本開示の実施形態において、本方法は、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定される第１の表示ルールを決定するステップと、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定される前記第１の表示ルールに応じて、前記ショートメッセージの内容
及び前記ショートメッセージ送信端末の電話番号の優先順序を決定するステップと、
　を更に含む。
【００１４】
　本開示の実施形態において、本方法は、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースがアップデートされた場合、当該アッ
プデートされたショートメッセージ表示ルールデータベースを前記端末に送信するステッ
プを更に含む。
【００１５】
　本開示の実施形態の第３態様によれば、ショートメッセージ送信端末からショートメッ
セージの内容を受信するとともに、前記ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号
を決定するように構成された第１の受信モジュールと、
　前記第１の受信モジュールによって決定された電話番号及び前記第１の受信モジュール
によって受信された前記ショートメッセージの内容に応じて、ショートメッセージ表示ル
ールデータベースから端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショート
メッセージの内容を表示する表示様式を決定するように構成された第１の決定モジュール
と、
　前記第１の決定モジュールによって決定された前記表示様式に応じて前記ショートメッ
セージアプリケーションにおける前記ショートメッセージの内容を表示するように構成さ
れた表示モジュールと、
　を備える、ショートメッセージ内容表示装置を提供する。
【００１６】
　本開示の実施形態において、前記第１の決定モジュールは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第１の表示ルールに応じて、前記シ
ョートメッセージの内容の前記表示様式のために、前記第１の受信モジュールによって決
定された前記電話番号及び前記第１の受信モジュールによって受信された前記ショートメ
ッセージの内容の優先順序を決定するように構成された第１の決定サブモジュールと、
　前記第１の決定サブモジュールによって決定された前記優先順序に応じて前記端末の前
記ショートメッセージアプリケーションにおける前記ショートメッセージの内容を表示す
る前記表示様式を決定するように構成された第２の決定サブモジュールと、
　を備える。
【００１７】
　本開示の実施形態において、前記ショートメッセージの内容の優先順序が前記電話番号
の優先順序よりも高い場合、前記第２の決定サブモジュールは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第２の表示ルールに応じて、前記第
１の受信モジュールによって受信された前記ショートメッセージの内容中の連続文字符号
を識別するように構成された識別サブモジュールと、
　前記端末の前記ショートメッセージアプリケーションにテキストリンクとして前記識別
サブモジュールによって決定された前記連続文字符号を表示する表示様式を決定するよう
に構成された第３の決定サブモジュールと、
　を備える。
【００１８】
　本開示の実施形態において、本装置は、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたか否かを監視するように構成され
た第１の監視モジュールと、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたことを前記第１の監視モジュール
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が監視した場合、前記ショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースか
ら前記テキストリンクに対応する第１のユーザインターフェースにジャンプすることを決
定するように構成された第２の決定モジュールと、
　を更に備える。
【００１９】
　本開示の実施形態において、前記電話番号の優先順序が前記ショートメッセージの内容
の優先順序よりも高い場合、前記第２の決定サブモジュールは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベース中の前記電話番号に対応する前記ショ
ートメッセージ送信端末によって決定される第３の表示ルールを決定するように構成され
た第４の決定サブモジュールと、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベース中の前記電話番号に対応する前記ショ
ートメッセージ送信端末によって決定されるとともに前記第４の決定サブモジュールによ
って決定される前記第３の表示ルールに応じて、前記ショートメッセージの内容に関連す
るとともに前記端末のショートメッセージアプリケーションに表示されるボタンを決定す
るように構成された第５の決定サブモジュールと、
　を備える。
【００２０】
　本開示の実施形態において、本装置は、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたか否かを監視するように構成された第２の
監視モジュールと、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたことを前記第２の監視モジュールが監視し
た場合、前記ショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースから前記ボ
タンに対応する第２のユーザインターフェースにジャンプすることを決定するように構成
された第３の決定モジュールと、
　を更に備える。
【００２１】
　本開示の実施形態において、本装置は、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの前記表示様式がアップデートされた
と判断された場合、前記第１の決定モジュールによって適用された前記ショートメッセー
ジ表示ルールデータベースをアップデートするように構成されたアップデートモジュール
を更に備える。
【００２２】
　本開示の実施形態の第４態様によれば、ショートメッセージ送信端末から端末に送信さ
れたショートメッセージの内容に関係するカスタム表示様式を受信するように構成された
第２の受信モジュールと、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースに前記第２の受信モジュールによって受信
された前記カスタム表示様式を記憶するように構成された記憶モジュールと、
　前記端末に前記記憶モジュールによって記憶された前記ショートメッセージ表示ルール
データベースを送信するように構成された送信モジュールと、
　を備える、ショートメッセージ表示決定装置を提供する。
【００２３】
　本開示の実施形態において、本装置は、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定される第１の表示ルールを決定するように構成された第４の決定モジュ
ールと、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースにおける前記ショートメッセージ送信
端末によって決定されるとともに前記第４の決定モジュールによって決定される前記第１
の表示ルールに応じて、前記ショートメッセージの内容及び前記ショートメッセージ送信
端末の電話番号の優先順序を決定するように構成された第５の決定モジュールと、
　を更に備える。
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【００２４】
　本開示の実施形態において、前記送信モジュールは、更に、前記ショートメッセージ表
示ルールデータベースがアップデートされた場合、当該アップデートされたショートメッ
セージ表示ルールデータベースを前記端末に送信するように構成されている。
【００２５】
　本開示の実施形態の第５態様によれば、プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行可能な指示を記憶するメモリと、
　を備えるショートメッセージ内容表示装置であって、
　前記プロセッサは、
　ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの内容を受信するとともに、前記
ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号を決定し、
　前記電話番号及び前記ショートメッセージの内容に応じて、ショートメッセージ表示ル
ールデータベースから端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショート
メッセージの内容を表示する表示様式を決定し、
　前記表示様式に応じて前記ショートメッセージアプリケーションに前記ショートメッセ
ージの内容を表示する、
　ように構成されている、ショートメッセージ内容表示装置を提供する。
【００２６】
　本開示の実施形態の第６態様によれば、プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行可能な指示を記憶するメモリと、
　を備えるショートメッセージ内容表示装置であって、
　前記プロセッサは、
　ショートメッセージ送信端末から端末に送信されたショートメッセージの内容に関係す
るカスタム表示様式を受信し、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースに前記カスタム表示様式を記憶し、
　前記端末に前記ショートメッセージ表示ルールデータベースを送信する、
　ように構成されている、ショートメッセージ表示決定装置を提供する。
【００２７】
　本開示の実施形態の第７態様によれば、
　サーバと端末とを備えるショートメッセージ内容表示システムであって、
　前記サーバは、ショートメッセージ送信端末から前記端末に送信されたショートメッセ
ージの内容に関係するカスタム表示様式を受信し、ショートメッセージ表示ルールデータ
ベースに前記カスタム表示様式を記憶し、前記端末に前記ショートメッセージ表示ルール
データベースを送信するように構成され、
　前記端末は、前記ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの内容を受信す
るとともに、前記ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号を決定し、前記電話番
号及び前記ショートメッセージの内容に応じて、前記ショートメッセージ表示ルールデー
タベースから前記端末のショートメッセージアプリケーションにおける前記ショートメッ
セージの内容を表示する表示様式を決定し、前記表示様式に応じて前記ショートメッセー
ジアプリケーションに前記ショートメッセージの内容を表示するように構成されている、
　ショートメッセージ内容表示システムを提供する。
【発明の効果】
【００２８】
　本開示の実施形態によって提供される技術的解決策は、次のような有利な効果を有する
。端末のショートメッセージアプリケーションにショートメッセージの内容を表示する表
示様式は、電話番号及びショートメッセージの内容に応じてショートメッセージ表示ルー
ルデータベースから決定され、ショートメッセージの内容は、前記表示様式に応じてショ
ートメッセージアプリケーションに表示されることで、端末に多様な方法で表示されるこ
とができる。
【００２９】
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　前述の一般的説明及び以下の詳細な説明の両方は、例示的で説明的なものであり、クレ
ーム化された本発明を限定するものではないことは理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面は、本発明と一致する実施
形態を例示するものであり、その記述と共に、本発明の原理を説明するのに役立つ。
【図１Ａ】図１Ａは、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示方法のフロー
チャートである。
【図１Ｂ】図１Ｂは、例示的な実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表
示されるショートメッセージを示す概略図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、例示的な実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表
示される他のショートメッセージを示す概略図である。
【図２Ａ】図２Ａは、第１実施形態に係るショートメッセージ内容表示方法を示すフロー
チャートである。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第１実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表示さ
れるショートメッセージを示す概略図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、第１実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表示さ
れるショートメッセージを示す他の概略図である。
【図３Ａ】図３Ａは、第２実施形態に係るショートメッセージ内容表示方法を示すフロー
チャートである。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第２実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表示さ
れるショートメッセージを示す概略図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、第２実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表示さ
れるショートメッセージを示す他の概略図である。
【図４】図４は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示決定方法を示すフロー
チャートである。
【図５Ａ】図５Ａは、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示ルールデータベー
スを構成する方法を示す概略図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、例示的な実施形態に係るショートメッセージの内容のカスタム表示
様式を示す概略図である。
【図６】図６は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示装置を示すブロッ
ク図である。
【図７】図７は、例示的な実施形態に係る他のショートメッセージ内容表示装置を示すブ
ロック図である。
【図８】図８は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示決定装置を示すブロッ
ク図である。
【図９】図９は、例示的な実施形態に係る他のショートメッセージ表示決定装置を示すブ
ロック図である。
【図１０】図１０は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示装置の好適な
ブロック図である。
【図１１】図１１は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示決定装置の好適な
ブロック図である。
【図１２】図１２は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示システムを示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　添付図面に示されている例示的な実施形態、実施例を詳細に参照する。以下の説明は、
添付の図面を参照し、異なる図面における同一の数字は、特に示さない限り、同一又は類
似の要素を表す。例示的な実施形態の以下の説明に記載されている実施例は、本発明と一
致する全ての実施例を表すものではない。むしろ、それらは、添付の特許請求の範囲に記
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載の本発明に関連する態様と一致する装置及び方法の単なる例示である。
【００３２】
　図１Ａは、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示方法のフローチャート
である。図１Ｂは、例示的な実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表示
されるショートメッセージを示す概略図である。図１Ｃは、例示的な実施形態に係るショ
ートメッセージアプリケーションに表示される他のショートメッセージを示す概略図であ
る。本ショートメッセージ内容表示方法は、端末（例えば、スマートフォン、タブレット
）に適用され、端末にショートメッセージアプリケーションをインストールすることによ
ってショートメッセージの内容を表示することができる。図１Ａに示されるように、ショ
ートメッセージの内容表示方法は、以下のステップＳ１０１－Ｓ１０３を含んでいる。
【００３３】
　ステップＳ１０１においては、ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの
内容が受信され、ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号が決定される。
【００３４】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージ送信端末は、前記端末であってもよい
。本開示の実施形態において、ショートメッセージの内容は、一般的なユーザによって端
末を介して他の端末に送信されたショートメッセージ、商店主によって電子ビジネスプラ
ットフォームを介して端末に送信された通知メッセージ、テレコムオペレータによってそ
のテレコムオペレーティングサーバを介して端末に送信されたリマインダーメッセージの
内容であってもよい。本開示の実施形態において、ショートメッセージ送信端末の電話番
号は、商店主によって提供されたカスタマーサービス電話番号、オペレータによって提供
されたカスタマーサービス電話番号、又は一般的なユーザの電話番号であってもよい。
【００３５】
　ステップＳ１０２においては、端末のショートメッセージアプリケーションにおけるシ
ョートメッセージの内容を表示する表示様式が、電話番号及びショートメッセージの内容
に応じてショートメッセージ表示ルールデータベースから決定される。
【００３６】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージ表示ルールデータベースの各表示ルー
ルは、電話番号又は電話番号のセグメント、ショートメッセージの内容の特性、ショート
メッセージ及び／又は電話番号の内容の違いに対応する表示様式、及び、ショートメッセ
ージアプリケーションのユーザインターフェースに提供されるために必要なオペレーショ
ン（例えば、ユーザによってボタンをクリックする操作に応じてジャンプを行うステップ
、テキストリンクに応じてジャンプを行うステップなど）を含む。例えば、端末がテレコ
ムオペレータのカスタマーサービス電話番号から送信されたリマインダーメッセージを受
信した場合、ショートメッセージ表示ルールデータベース中の対応する表示様式がテレコ
ムオペレータのカスタマーサービス電話番号に応じて決定され、端末が電子ビジネスプラ
ットフォームを介して商店主から送信された通知メッセージを受信した場合、ショートメ
ッセージ表示ルールデータベース中の対応する表示様式が電子ビジネスプラットフォーム
に対応するカスタマーサービス電話番号に応じて決定され、端末がショートメッセージ送
信端末から通常のショートメッセージを受信した場合、ショートメッセージ表示ルールデ
ータベース中の対応する表示様式がショートメッセージの内容に応じて決定されてもよい
。
【００３７】
　ステップＳ１０３においては、ショートメッセージの内容が、表示様式に応じてショー
トメッセージアプリケーションに表示される。
【００３８】
　本開示の実施形態においては、図１Ｂに示すように、Ｍ共同購入ウェブサイトの商店主
によってカスタマー電話番号１０６９０００７３２８８０を通じて端末のショートメッセ
ージアプリケーション１０に送信されたショートメッセージの内容が表示される。ショー
トメッセージの表示内容において、「http://t.cn/RPvdUJE」が、ショートメッセージア
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プリケーションのインターフェースにリンク形式で表示される一方、動的コード「４６０
９１６」及び共同購入パスワード「１４５３　８００２　５５７４」が、連続文字符号の
形式で表示される。このショートメッセージ表示様式によって、ユーザは、ショートメッ
セージのキー情報、例えば、動的コード「４６０９１６」及び共同購入パスワード「１４
５３　８００２　５５７４」を直接取得することができる。「http://t.cn/RPvdUJE」が
リンク形式で表示されるので、ユーザが当該リンクをクリックした場合、当該リンクに対
応するＵＲＬが直接示され、ユーザがブラウザにリンクを手動で入力することを必要とせ
ず、ユーザの操作の利便性を大幅に向上させることができる。本開示の他の実施形態にお
いては、図１Ｃに示すように、一般的なユーザ「チー・ユンフェイ」が「チー・ユンフェ
イ」の個人情報に関するショートメッセージを「チャン・ルオハン」に送信する場合、シ
ョートメッセージ表示ルールデータベースの対応する表示様式がショートメッセージの内
容に応じて名刺形式になるように決定されてもよい。「チャン・ルオハン」が電車の切符
情報に関するショートメッセージを「チー・ユンフェイ」に送信し、ショートメッセージ
の内容が電車の切符情報であることを「チー・ユンフェイ」の端末が検知した場合、前記
端末がショートメッセージ表示ルールデータベースの電車の切符に応じて表示様式を検索
し、電車の切符の形式でショートメッセージの内容を「チー・ユンフェイ」に表示する。
したがって、「チー・ユンフェイ」によって所持される端末のショートメッセージアプリ
ケーションにショートメッセージの内容を表示する多様な表示様式がある。
【００３９】
　本開示の実施形態において、端末のショートメッセージアプリケーションにおけるショ
ートメッセージの内容を表示する表示様式は、電話番号及びショートメッセージの内容に
応じてショートメッセージ表示ルールデータベースから決定され、ショートメッセージの
内容は、表示様式に応じてショートメッセージアプリケーションに表示されることで、端
末に多様に表示されることができる。
【００４０】
　本開示の実施形態において、ステップＳ１０２は、ショートメッセージ表示ルールデー
タベースの第１の表示ルールに応じて、ショートメッセージ内容表示様式のために電話番
号及びショートメッセージの内容の優先順序を決定するステップと、
　前記優先順序に応じて前記端末のショートメッセージアプリケーションにおけるショー
トメッセージ内容表示様式を決定するステップと、を含む。
【００４１】
　前記ショートメッセージの内容の優先順序が前記電話番号の優先順序よりも高い場合、
前記優先順序に応じて前記端末のショートメッセージアプリケーションにおけるショート
メッセージ内容表示様式を決定するステップは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの第２の表示ルールに応じてショート
メッセージの内容の連続文字符号を識別するステップと、
　前記端末のショートメッセージアプリケーションのテキストリンクとして連続文字符号
を表示する表示様式を決定するステップと、を含む。
【００４２】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージ内容表示方法は、更に、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたか否かを監視するステップと、
　前記テキストリンクがユーザによってクリックされたことが監視された場合、前記テキ
ストリンクに応じてショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースから
第１のユーザインターフェースにジャンプすることを決定するステップと、を含む。
【００４３】
　本開示の実施形態において、電話番号の優先順序が前記ショートメッセージの内容の優
先順序よりも高い場合、前記優先順序に応じて前記端末のショートメッセージアプリケー
ションにおけるショートメッセージ内容表示様式を決定するステップは、
　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの電話番号に応じてショートメッセー
ジ送信端末によって決定される第３の表示ルールを決定するステップと、
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　前記ショートメッセージ表示ルールデータベースの前記電話番号に対応する前記ショー
トメッセージ送信端末によって決定される前記第３の表示ルールに応じて、前記ショート
メッセージの内容に関連するとともに前記端末のショートメッセージアプリケーションに
表示されたボタンを決定するステップと、を含む。
【００４４】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージ内容表示方法は、更に、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたか否か監視するステップと、
　前記ボタンがユーザによってクリックされたことを監視した場合、前記ショートメッセ
ージアプリケーションのユーザインターフェースから前記ボタンに対応する第２のユーザ
インターフェースにジャンプすることを決定するステップと、を含む。
【００４５】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージ内容表示方法は、更に、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースの表示様式がアップデートされたと判断さ
れた場合、ショートメッセージ表示ルールデータベースをアップデートするステップ、
　を含む。
【００４６】
　端末のショートメッセージの内容を表示する方法の詳細に関しては、以下の実施形態を
参照する。
【００４７】
　したがって、本開示の実施形態によって提供された前記方法において、端末のショート
メッセージアプリケーションにおけるショートメッセージの内容を表示する表示様式は、
電話番号及びショートメッセージの内容に応じてショートメッセージ表示ルールデータベ
ースから決定され、ショートメッセージの内容は、前記表示様式に応じて前記ショートメ
ッセージアプリケーションに表示されることで、端末に多様な方法で表示されることがで
きる。更に、ショートメッセージの内容に関連する操作が、ショートメッセージ表示ルー
ルデータベースによって付加されてもよく、ユーザが前記ショートメッセージの内容に関
連する操作を行った場合、対応するリダイレクションがショートメッセージの内容のイン
ターフェースに発生してもよく、それにより、ユーザが、ショートメッセージを閉じた後
、手動でショートメッセージの内容に関連する操作を行う必要があるケースを避けるとと
もに、ユーザに対してショートメッセージの内容に基づいて操作を行う利便性を大幅に向
上させることができる。
【００４８】
　本開示の実施形態によって提供される技術的解決策は、以下の具体的な実施形態を参照
して説明される。
【００４９】
　図２Ａは、第１実施形態に係るショートメッセージ内容表示方法を示すフローチャート
である。図２Ｂは、第１実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表示され
るショートメッセージを示す概略図である。図２Ｃは、第１実施形態に係るショートメッ
セージアプリケーションに表示されるショートメッセージを示す他の概略図である。本実
施形態においては、本開示の実施形態によって提供される前記方法を用い、ショートメッ
セージの内容の優先順序が電話番号の優先順序よりも高い場合を例に取って本実施形態を
説明する。ショートメッセージの内容の表示様式に対する電話番号及びショートメッセー
ジの内容の優先順序は、ショートメッセージ表示ルールデータベースの第１の表示ルール
に応じて決定されてもよい。第１の表示ルールは、商店主又はテレコムオペレータによっ
て決定される。表示様式が電話番号に応じて又はショートメッセージの内容に応じて決定
されるように第１の表示ルールが規定されると仮定する。
【００５０】
　ステップＳ２０１においては、ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの
内容が受信され、ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号が決定される。
【００５１】
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　ステップＳ２０１の記載に関しては、ステップＳ１０１の記載を参照し、ここでは、詳
細に述べない。
【００５２】
　ステップＳ２０２においては、ショートメッセージの内容中の連続文字符号が、ショー
トメッセージ表示ルールデータベースの第２の表示ルールに応じて識別される。
【００５３】
　本開示の実施形態において、連続文字符号は、日時、配送注文番号、共同購入識別コー
ド、番号識別子、商店主名、個人名識別子などであってもよい。図２Ｂに示すように、シ
ョートメッセージの内容「２０１４年１０月１６日午後５時に会社の玄関口に集合して下
さい」がショートメッセージアプリケーション（ａｐｐ）２０に表示され、連続文字符号
「２０１４年１０月１６日午後５時」がショートメッセージ表示ルールデータベースの第
２の表示ルールに応じて識別されてもよい。
【００５４】
　ステップＳ２０３においては、連続文字符号を表示する表示様式が、端末のショートメ
ッセージアプリケーションにおいてテキストリンクとして決定される。
【００５５】
　本開示の実施形態においては、図２Ｂに示すように、連続文字符号「２０１４年１０月
１６日午後５時」がテキストリンクの形式で表示される。
【００５６】
　ステップＳ２０４においては、テキストリンクがユーザによってクリックされたか否か
が監視される。
【００５７】
　ステップＳ２０５においては、テキストリンクがユーザによってクリックされたことを
監視した場合、ショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースからテキ
ストリンクに対応する第１のユーザインターフェースにジャンプすることを決定する。
【００５８】
　本開示の実施形態においては、図２Ｃに示すように、ユーザがテキストリンク「２０１
４年１０月１６日午後５時」をクリックした場合、テキストリンクに対応する第１ユーザ
インターフェース２１が表示されてもよい。ユーザは、第１のユーザインターフェース２
１のオプション「カレンダーのリマインダー項目を追加」によって、この日にされる必要
がある事項に対して、リマインダー操作又はショートメッセージの内容に関係する他の操
作を行ってもよい。
【００５９】
　本実施形態においては、端末のショートメッセージアプリケーションにおけるショート
メッセージの内容を表示する表示様式が、電話番号及びショートメッセージの内容に応じ
てショートメッセージ表示ルールデータベースから決定される。ショートメッセージの内
容は、表示様式に応じてショートメッセージアプリケーションに表示される。表示された
ショートメッセージの内容には、ユーザが関連する操作を行うことができるテキストリン
クが含まれてもよく、対応するリダイレクションが、ショートメッセージの内容のインタ
ーフェースのテキストリンクによって発生してもよく、それにより、ユーザが、ショート
メッセージを閉じた後、手動でショートメッセージの内容に関連する操作を行う必要があ
るケースを避けることができ、ユーザに対してショートメッセージの内容に基づいて操作
を行う利便性を大幅に向上させることができる。
【００６０】
　図３Ａは、第２実施形態に係るショートメッセージ内容表示方法を示すフローチャート
である。図３Ｂは、第２実施形態に係るショートメッセージアプリケーションに表示され
るショートメッセージを示す概略図である。図３Ｃは、第２実施形態に係るショートメッ
セージアプリケーションに表示されるショートメッセージを示す他の概略図である。本実
施形態においては、本開示の実施形態によって提供される前記方法を用い、電話番号の優
先順序がショートメッセージの内容の優先順序よりも高い場合を例に取って本実施形態を
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説明する。ショートメッセージの内容の表示様式に対する電話番号及びショートメッセー
ジの内容の優先順序は、ショートメッセージ表示ルールデータベースの第１の表示ルール
に応じて決定されてもよい。第１の表示ルールは、商店主又はテレコムオペレータによっ
て決定される。表示様式が電話番号に応じて又はショートメッセージの内容に応じて決定
されるように第１の表示ルールが規定されると仮定する。図３Ａに示すように、以下のス
テップが含まれる。
【００６１】
　ステップＳ３０１においては、ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの
内容が受信され、ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号が決定される。
【００６２】
　ステップＳ３０１の記載に関しては、ステップＳ１０１の記載を参照し、ここでは、詳
細に述べない。
【００６３】
　ステップＳ３０２においては、ショートメッセージ表示ルールデータベースの電話番号
に対応するショートメッセージ送信端末によって決定される第３の表示ルールが決定され
る。
【００６４】
　ステップＳ３０３においては、ショートメッセージの内容に関連するとともに端末のシ
ョートメッセージアプリケーションに表示されるボタンが、ショートメッセージ表示ルー
ルデータベースの電話番号に対応するショートメッセージ送信端末によって決定される第
３の表示ルールに応じて決定される。
【００６５】
　本開示の実施形態においては、ショートメッセージ送信端末に対応するカスタマーサー
ビス電話番号が、電子ビジネスプラットフォームによって提供されるサービス電話番号で
ある場合、ショートメッセージ送信端末は、当該サービス電話番号に応じて、送信される
ショートメッセージの内容の表示様式をカスタマイズしてもよい。図３Ｂに示すように、
電話番号「１０６５７５３２６１０６２」を持つ配達人によって端末に送信されたショー
トメッセージの内容がある。第１のショートメッセージの内容においては、第１のショー
トメッセージの内容がパスワードセキュリティに言及しているので、ボタン３１「パスワ
ード変更」が提供される。第２のショートメッセージの内容においては、第２のショート
メッセージの内容がユーザによって見られる必要がある図書券に言及しているので、ボタ
ン３２「今見る」が提供される。本開示の他の実施例においては、図３Ｃに示すように、
「Qunar.com」の公式ウェブサイトのサービス電話番号「１０６９８００００７６２」か
らのショートメッセージの内容がある。第１のショートメッセージの内容においては、第
１のショートメッセージの内容が支払い及び注文に言及しているので、ボタン３３「注文
編集」及びボタン３４「今支払う」が提供される。第２のショートメッセージの内容にお
いては、第２のショートメッセージの内容がホテル及び経路に言及しているので、ボタン
３５「経路検索」及びボタン３６「電話相談」が提供される。図３Ｂ及び図３Ｃに示され
るショートメッセージの内容及び表示されたボタンから分かるように、本開示の実施形態
においては、商店主が送信されるショートメッセージの内容に応じてショートメッセージ
の内容を表示するとき、当該送信されるショートメッセージの内容に関連するボタンを表
示し、それにより、ユーザが、ショートメッセージを閉じた後、関連するアプリケーショ
ンを再起動する必要があるケースを避けることができ、ユーザの操作を簡略化することが
できる。
【００６６】
　ステップＳ３０４においては、ボタンがユーザによってクリックされたか否かを監視す
る。
【００６７】
　ステップＳ３０５においては、ボタンがユーザによってクリックされたことを監視した
場合、ショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースから前記ボタンに
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対応する第２のユーザインターフェースにジャンプすることを決定する。
【００６８】
　本開示の実施形態において、第２のユーザインターフェースに表示された内容は、ショ
ートメッセージの内容に関連する。例えば、図３Ｂに示されるボタン３１「パスワード変
更」について、ユーザがボタン３１をクリックした場合、第２のユーザインターフェース
に表示される内容は、ユーザによってオリジナルパスワードを入力する入力オプション、
及び、新しいパスワードを入力する入力オプションである。他のボタンの記載は、それら
の名前に関連しているので、ここでは、詳細に述べない。
【００６９】
　本実施形態において、端末のショートメッセージアプリケーションにおけるショートメ
ッセージの内容を表示する表示様式は、電話番号及びショートメッセージの内容に応じて
ショートメッセージ表示ルールデータベースから決定される。ショートメッセージの内容
は、前記表示様式に応じてショートメッセージアプリケーションに表示される。当該表示
されたショートメッセージの内容は、ユーザが関連する操作を行うことができるボタンを
含んでもよく、対応するリダイレクションが、ショートメッセージの内容のインターフェ
ースのボタンによって発生してもよく、それにより、ユーザが、ショートメッセージを閉
じた後、手動でショートメッセージの内容に関連する操作を行う必要があるケースを避け
ることができ、ユーザに対してショートメッセージの内容に基づく操作を行う利便性を大
幅に向上させることができる。
【００７０】
　図４は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示決定方法を示すフローチャー
トである。本ショートメッセージ表示決定方法は、サーバに適用されてもよい。図４に示
すように、本ショートメッセージの表示決定方法は、以下のステップＳ４０１－Ｓ４０３
を含んでいる。
【００７１】
　ステップＳ４０１においては、ショートメッセージ送信端末から端末に送信されたショ
ートメッセージの内容に関係するカスタム表示様式が受信される。
【００７２】
　ステップＳ４０２においては、カスタム表示様式がショートメッセージ表示ルールデー
タベースに記憶される。
【００７３】
　本開示の実施形態において、カスタム表示様式は、送信されるショートメッセージの内
容に応じてショートメッセージ送信端末によってカスタマイズされてもよい。再び図３Ｂ
を参照すると、電話番号「１０６５７５３２６１０６２」を持つ配達人によって端末に送
信されたショートメッセージの内容がある。第１のショートメッセージの内容においては
、第１のショートメッセージの内容がパスワードセキュリティに言及しているので、ショ
ートメッセージ表示ルールデータベースで決定される表示ルールが、ボタン３１「パスワ
ード変更」を提供する。第２のショートメッセージの内容においては、第２のショートメ
ッセージの内容がユーザによって見られる図書券に言及している場合、ショートメッセー
ジ表示ルールデータベースで決定される表示ルールが、ボタン３２「今見る」を提供する
。本開示の別の実施形態においては、図３Ｃに示すように、公式ウェブサイト「Qunar.co
m」のサービス電話番号「１０６９８００００７６２」からのショートメッセージの内容
がある。第１のショートメッセージの内容においては、第１のショートメッセージの内容
が支払い及び注文に言及しているので、ショートメッセージ表示ルールデータベースで決
定される表示ルールは、ボタン３３「注文編集」及びボタン３４「今支払う」を提供する
。第２のショートメッセージの内容においては、第２のショートメッセージの内容がホテ
ル及び経路に言及しているので、ショートメッセージ表示ルールデータベースで決定され
る表示ルールが、ボタン３５「経路検索」及びボタン３６「電話相談」を提供する。図３
Ｂ及び図３Ｃに示されるショートメッセージの内容及び表示されたボタンから分かるよう
に、本開示の実施形態においては、商店主が送信されるショートメッセージの内容に応じ
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てショートメッセージの内容を表示するとき、当該送信されるショートメッセージの内容
に応じて表示様式をカスタマイズし、ショートメッセージ表示ルールデータベースにカス
タマイズされた表示様式を記憶することができ、それにより、ユーザが、ショートメッセ
ージを閉じた後、関連するアプリケーションを再起動する必要があるケースを避けること
ができ、ユーザの操作を簡略化することができる。
【００７４】
　ステップＳ４０３においては、ショートメッセージ表示ルールデータベースが端末に送
信される。
【００７５】
　本開示の実施形態においては、ショートメッセージ表示ルールデータベースに応じて端
末によってショートメッセージの内容を表示することを実現するプロセスに関しては、前
記実施形態を参照し、ここでは、詳細に述べない。
【００７６】
　本開示の実施形態においては、ショートメッセージ送信端末から端末に送信されたショ
ートメッセージの内容に関係するカスタム表示様式が、ショートメッセージ表示ルールデ
ータベースに記憶され、ユーザが、ショートメッセージを閉じた後、関連するアプリケー
ションを再起動する必要がなく、それにより、ユーザの操作を簡略化することができる。
【００７７】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージ表示決定方法は、更に、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースにショートメッセージ送信端末によって決
定される第１の表示ルールを決定するステップと、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースにショートメッセージ送信端末によって決
定される第１の表示ルールに応じて、ショートメッセージの内容及びショートメッセージ
送信端末の電話番号の優先順序を決定するステップと、
　を含む。
【００７８】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージ表示決定方法は、更に、
　ショートメッセージ表示ルールデータベースがアップデートされた場合、アップデート
されたショートメッセージ表示ルールデータベースを端末に送信するステップを含む。
【００７９】
　端末にショートメッセージの内容を表示する方法についての詳細に関しては、以下の実
施形態が参照される。
【００８０】
　従って、本開示の実施形態によって提供される前記方法によれば、端末のショートメッ
セージアプリケーションにショートメッセージの内容を表示する表示様式が、電話番号及
びショートメッセージの内容に応じてショートメッセージ表示ルールデータベースから決
定され、ショートメッセージの内容が前記表示様式に応じてショートメッセージアプリケ
ーションに表示され、当該表示されたショートメッセージの内容は、端末に多様に表示さ
れることができる。更に、ショートメッセージの内容に関係する操作が、ショートメッセ
ージ表示ルールデータベースによって追加されてもよく、ユーザがショートメッセージの
内容に関連して操作を行う場合、対応するリダイレクションが、ショートメッセージの内
容のインターフェースに発生してもよく、それにより、ユーザが、ショートメッセージを
閉じた後、手動でショートメッセージの内容に関連する操作を行う必要があるケースを避
けることができ、ユーザに対してショートメッセージの内容に基づく操作を行う利便性を
大幅に向上させることができる。
【００８１】
　図５Ａは、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示ルールデータベースを構成
する方法を示す概略図である。図５Ｂは、例示的な実施形態に係るショートメッセージの
内容のカスタム表示様式を示す概略図である。図５Ａに示す実施形態においては、商店主
／オペレータのバックグランド側で、テレコムオペレータ及び商店主のイエローページが
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、それぞれ、操作ルール及び特定のビジネスルールに応じてサーバにショートメッセージ
の内容の要求されるカスタム表示様式を設定する。サーバは、ショートメッセージの内容
の異なる表示ルールを形成するように、ショートメッセージ表示ルールデータベース内に
様々な商店主等の多数のカスタム表示様式を記憶する。更に、表示ルール（人為的なルー
ル）が、サーバ内に手動で設定されてもよい。更に、サーバは、端末がショートメッセー
ジの内容を送信する趣味及び癖に応じて一般的な表示ルールを設定してもよい。例えば、
ショートメッセージの内容の日時がテキストリンクの形式で表示されてもよい。
【００８２】
　様々な商店主及びテレコムオペレータによって表示ルールが取得された後、サーバが、
ショートメッセージ表示ルールデータベースによって端末のアプリケーションにそれらを
アップデートする。ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの内容を受信し
た後、端末のアプリケーションが、電話番号及びショートメッセージの内容を識別し、表
示ルールの優先順序を決定し、最終的に前記実施形態の方法に係る端末のアプリケーショ
ンのユーザインターフェースにショートメッセージの内容を表示する。
【００８３】
　本開示の実施形態においては、図５Ｂに示すように、招商銀行のカスタム表示様式５０
が示されている。カスタム表示様式５０の領域５１「送信番号又は番号のセグメント」に
おいては、対応する電話番号のセグメント「１０６５８７７７７７Ｘ」が設定される。領
域５２「テキストテンプレート設定」においては、送信されるショートメッセージの内容
のテキストテンプレートが設定される。招商銀行が領域５２「テキストテンプレート設定
」に連続文字符号又はボタンを表示することを要求する場合、端末のショートメッセージ
アプリケーションに表示されたボタン及びテキストリンクが、領域５３「ボタン設定」及
び領域５４「ボタン上のテキスト」に設定されてもよい。招商銀行がカスタム表示様式を
サーバに送信する場合、サーバは、ショートメッセージ表示ルールデータベースにカスタ
ム表示様式を記憶する。電話番号のセグメントを通じて招商銀行によって送信されたショ
ートメッセージの内容を受信した後、ショートメッセージアプリケーションは、電話番号
及びショートメッセージの内容を識別し、ショートメッセージ表示ルールデータベースの
表示ルールに応じて表示ルールの優先順序を決定し、最終的に、前記実施形態の方法に係
る端末のショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースにショートメッ
セージの内容を表示する。
【００８４】
　図２Ａ及び図３Ａに示される本開示の実施形態のボタン及びテキストリンクは、新たな
実施形態を形成するように組み合わされてもよく、ショートメッセージの内容がボタンの
形式で表示されてもよく、ショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェー
スにテキストリンク又はハイパーリンクの形式で表示されてもよい。
【００８５】
　図６は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示装置を示すブロック図で
ある。本ショートメッセージ内容表示装置は、端末に適用されてもよい。図６に示される
ように、本ショートメッセージ内容表示装置は、第１の受信モジュール６１と、第１の決
定モジュール６２と、表示モジュール６３とを備えている。
【００８６】
　第１の受信モジュール６１は、ショートメッセージ送信端末からショートメッセージの
内容を受信し、ショートメッセージ送信端末に対応する電話番号を決定するように構成さ
れている。
【００８７】
　第１の決定モジュール６２は、第１の受信モジュール６１によって決定された電話番号
及び第１の受信モジュール６１によって受信されたショートメッセージの内容に応じて、
ショートメッセージ表示ルールデータベースから端末のショートメッセージアプリケーシ
ョンにショートメッセージの内容を表示する表示様式を決定するように構成されている。
【００８８】
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　表示モジュール６３は、第１の決定モジュール６２によって決定された表示様式に応じ
て、ショートメッセージアプリケーションに第１の受信モジュール６１によって受信され
たショートメッセージの内容を表示するように構成されている。
【００８９】
　図７に示すように、第１の決定モジュール６２は、第１の決定サブモジュール６２１と
、第２の決定サブモジュール６２２とを備えている。
【００９０】
　第１の決定サブモジュール６２１は、ショートメッセージ表示ルールデータベースの第
１の表示ルールに応じて、ショートメッセージの内容の表示様式のために、第１の受信モ
ジュール６１によって決定された電話番号及び第１の受信モジュール６１によって受信さ
れたショートメッセージの内容の優先順序を決定するように構成されている。
【００９１】
　第２の決定サブモジュール６２２は、第１の決定サブモジュール６２１によって決定さ
れた優先順序に応じて端末のショートメッセージアプリケーションにショートメッセージ
の内容を表示する表示様式を決定するように構成されている。
【００９２】
　本開示の実施形態において、ショートメッセージの内容の優先順序が電話番号の優先順
序よりも高い場合、第２の決定サブモジュール６２２は、識別サブモジュール６２２１と
、第３の決定サブモジュール６２２２とを備える。
【００９３】
　識別サブモジュール６２２１は、ショートメッセージ表示ルールデータベースで決定さ
れる第２の表示ルールに応じて第１の受信モジュール６１によって受信されたショートメ
ッセージの内容中の連続文字符号を識別するように構成されている。
【００９４】
　第３の決定サブモジュール６２２２は、端末のショートメッセージアプリケーションに
テキストリンクとして識別サブモジュール６２２１によって決定された連続文字符号を表
示する表示様式を決定するように構成されている。
【００９５】
　本開示の実施形態において、本装置は、更に、第１の監視モジュール６４と、第２の決
定モジュール６５とを備えている。
【００９６】
　第１の監視モジュール６４は、第３の決定サブモジュール６２２２によって決定された
テキストリンクがユーザによってクリックされたか否かを監視するように構成されている
。
【００９７】
　第２の決定モジュール６５は、テキストリンクがユーザによってクリックされたことを
第１の監視モジュール６４が監視した場合、当該テキストリンクに対応する第１のユーザ
インターフェースにショートメッセージアプリケーションのユーザインターフェースから
ジャンプすることを決定するように構成されている。
【００９８】
　本開示の実施形態において、電話番号の優先順序がショートメッセージの内容の優先順
序よりも高い場合、第２の決定サブモジュール６２２は、第４の決定サブモジュール６２
２３と、第５の決定サブモジュール６２２４とを備える。
【００９９】
　第４の決定サブモジュール６２２３は、ショートメッセージ表示ルールデータベースの
電話に対応するショートメッセージ送信端末によって決定される第３の表示ルールを決定
するように構成されている。
【０１００】
　第５の決定サブモジュール６２２４は、第４の決定サブモジュール６２２３によって決
定される第３の表示ルールに応じて、ショートメッセージの内容に関連するとともに端末
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のショートメッセージアプリケーションに表示されたボタンを決定するように構成されて
いる。第３の表示ルールは、ショートメッセージ表示ルールデータベースの電話番号に対
応するショートメッセージ送信端末によって決定される。
【０１０１】
　本開示の実施形態において、本装置は、第２の監視モジュール６６と、第３の決定モジ
ュール６７とを備えている。
【０１０２】
　第２の監視モジュール６６は、第５の決定サブモジュール６２２４によって決定された
ボタンがユーザによってクリックされたか否かを監視するように構成されている。
【０１０３】
　第３の決定モジュール６７は、前記ボタンがユーザによってクリックされたことを第２
の監視モジュール６６が監視した場合、ショートメッセージアプリケーションのユーザイ
ンターフェースから前記ボタンに対応する第２のユーザインターフェースにジャンプする
ように決定するよう構成されている。
【０１０４】
　本開示の実施形態において、本装置は、更に、アップデートモジュールを備えている。
【０１０５】
　アップデートモジュールは、ショートメッセージ表示ルールデータベースの表示様式が
アップデートされたと判断した場合、第１の決定モジュール６２によって適用されたショ
ートメッセージ表示ルールデータベースをアップデートするように構成されている。
【０１０６】
　図８は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示決定装置を示すブロック図で
ある。本ショートメッセージ表示決定装置は、サーバに適用されてもよい。図８に示すよ
うに、本ショートメッセージ表示決定装置は、第２の受信モジュール８１と、記憶モジュ
ール８２と、送信モジュール８３とを備えている。
【０１０７】
　第２の受信モジュール８１は、ショートメッセージ送信端末から端末に送信されたショ
ートメッセージの内容に関係するカスタム表示様式を受信するように構成されている。
【０１０８】
　記憶モジュール８２は、ショートメッセージ表示ルールデータベースに第２の受信モジ
ュール８１によって受信されたカスタム表示様式を記憶するように構成されている。
【０１０９】
　送信モジュール８３は、記憶モジュール８２によって記憶されたショートメッセージ表
示ルールデータベースを端末に送信するように構成されている。
【０１１０】
　図９に示すように、本装置は、更に、第４の決定モジュール８４と、第５の決定モジュ
ール８５とを備えている。
【０１１１】
　第４の決定モジュール８４は、ショートメッセージ表示ルールデータベースのショート
メッセージ送信端末によって決定される第１の表示ルールを決定するように構成されてい
る。
【０１１２】
　第５の決定モジュール８５は、第４の決定モジュール８４によって決定される第１の表
示ルールに応じて、ショートメッセージの内容及びショートメッセージ送信端末の電話番
号の優先順序を決定するように構成されている。第１の表示ルールは、ショートメッセー
ジ表示ルールデータベースにショートメッセージ送信端末によって決定される。
【０１１３】
　本開示の実施形態において、送信モジュール８３は、更に、記憶モジュール８２によっ
て記憶されたショートメッセージ表示ルールデータベースがアップデートされた場合、当
該アップデートされたショートメッセージ表示ルールデータベースを端末に送信するよう
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に構成されている。
【０１１４】
　前記実施形態の装置に関し、個々のモジュールの動作を行う具体的な方式が前記方法に
関する実施形態に詳細に述べられているので、ここでは詳細に述べない。
【０１１５】
　図１０は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示装置の好適なブロック
図である。例えば、装置１０００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッ
セージ装置、ゲーム機、タブレット、医療機器、運動器具、携帯情報端末などであっても
よい。
【０１１６】
　図１０を参照すると、装置１０００は、処理コンポーネント１００２、メモリ１００４
、電力コンポーネント１００６、マルチメディアコンポーネント１００８、オーディオコ
ンポーネント１０１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１０１２、センサコンポ
ーネント１０１４、及び通信コンポーネント１０１６の１以上のコンポーネントを備えて
もよい。
【０１１７】
　処理コンポーネント１００２は、一般的には、表示、電話、データ通信、カメラ動作、
及びレコーディング動作に関連する動作などの、装置１０００の全体動作を制御する。処
理コンポーネント１００２は、前述した方法のステップの全部又は一部を行うように、指
示を実行する１以上のプロセッサ１０２０を備えてもよい。さらに、処理コンポーネント
１００２は、処理コンポーネント１００２と他のコンポーネントとの間のインタラクショ
ンを容易にする１以上のモジュールを含んでもよい。例えば、処理コンポーネント１００
２は、マルチメディアコンポーネント１００８と処理コンポーネント１００２との間のイ
ンタラクションを容易にするために、マルチメディアモジュールを含んでもよい。
【０１１８】
　メモリ１００４は、装置１０００の動作をサポートするために様々なタイプのデータを
記憶するように構成されている。そのようなデータの例には、装置１０００上で動作する
アプリケーション又は方法のための指示、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、写
真、映像などが含まれる。メモリ１００４は、例えば、スタティックランダムアクセスメ
モリ（ＳＲＡＭ）、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、
消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読取り専用メ
モリ（ＰＲＯＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気
又は光ディスクなどの任意のタイプの揮発性又は不揮発性メモリ装置、又はその組合せを
用いて実現されてもよい。
【０１１９】
　電力コンポーネント１００６は、装置１０００の様々なコンポーネントに対して電力を
提供する。電力コンポーネント１００６は、電力管理システム、１以上の電源、及び、装
置１０００の電力の生成、制御、分配に関連する他のコンポーネントを備えてもよい。
【０１２０】
　マルチメディアコンポーネント１００８は、装置１０００とユーザとの間の出力インタ
ーフェースを提供する画面を備えている。いくつかの実施形態において、前記画面は、液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を備えてもよい。前記画面がタッチパ
ネルを備える場合、前記画面は、ユーザからの入力信号を受信するタッチスクリーンとし
て実現されてもよい。前記タッチパネルは、前記タッチパネル上でのタッチ、スワイプ、
及びジェスチャーを検知するための１以上のタッチセンサを備えてもよい。タッチセンサ
は、タッチ又はスワイプの動作の境界を検知するだけでなく、タッチ又はスワイプの動作
に関連する持続時間及び圧力も検知してもよい。いくつかの実施形態において、マルチメ
ディアコンポーネント１００８は、前向きカメラ及び／又は後向きカメラを備えている。
前向きカメラ及び後向きカメラは、装置１０００が撮影モードや映像モードなどの運転モ
ードにあるときに、外部のマルチメディアデータを受信してもよい。前向きカメラ及び後
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向きカメラの各々は、固定された光学レンズ系であってもよいし、焦点整合及び光学ズー
ム性能を有してもよい。
【０１２１】
　オーディオコンポーネント１０１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するよう
に構成されている。例えば、オーディオコンポーネント１０１０は、装置１０００が通話
モード、レコーディングモード、音声認識モードなどの運転モードにあるときに外部オー
ディオ信号を受信するように構成されたマイクロフォン（ＭＩＣ）を備えている。受信さ
れたオーディオ信号は、更に、メモリ１００４に記憶されても、通信コンポーネント１０
１６を介して送信されてもよい。いくつかの実施形態において、オーディオコンポーネン
ト１０１０は、更に、オーディオ信号を出力するスピーカを備えている。
【０１２２】
　Ｉ／Ｏインターフェース１０１２は、処理コンポーネント１００２と、キーボード、ク
リックホイール、ボタンなどの周辺インターフェースモジュールとの間のインターフェー
スを提供するように構成されている。ボタンは、限定されるものではないが、ホームボタ
ン、ボリュームボタン、起動ボタン、及びロックボタンを備えてもよい。
【０１２３】
　センサコンポーネント１０１４は、例えば、装置１０００の様々な態様のステータス評
価を提供する１以上のセンサを備えている。例えば、センサコンポーネント１０１４は、
装置１０００の開／閉状態、及びコンポーネント（例えば、装置１０００の表示部及びキ
ーパッド）の相対位置を検知してもよい。また、センサコンポーネント１０１４は、装置
１０００又は装置１０００のコンポーネントの位置の変化、装置１０００に接触するユー
ザの有無、装置１０００の方位又は加速／減速、装置１０００の温度の変化を検知しても
よい。センサコンポーネント１０１４は、いかなる物理的接触もなく、近くの物体の存在
を検知するように構成された近接センサを備えてもよい。また、センサコンポーネント１
０１４は、更に、イメージングアプリケーションで使用するために、ＣＭＯＳやＣＣＤイ
メージングセンサなどの光センサを備えてもよい。いくつかの実施形態において、センサ
コンポーネント１０１４は、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサ、
マイクロ波センサ、又は温度センサも含んでもよい。
【０１２４】
　通信コンポーネント１０１６は、装置１０００と他の装置との間の有線又は無線通信を
容易にするように構成されている。装置１０００は、ＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇなどの通信規
格、又はそれらの組合せに基づく無線ネットワークにアクセスすることができる。例示的
な一実施形態において、通信コンポーネント１０１６は、放送チャンネルを介して外部の
放送制御システムからの放送信号又は放送関連情報を受信する。例示的な一実施形態にお
いて、通信コンポーネント１０１６は、更に、短距離通信を容易にするために近距離無線
通信（ＮＦＣ）モジュールを備えている。例えば、ＮＦＣモジュールは、無線自動識別（
ＲＦＩＤ）技術、赤外線通信協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルート
ゥース（ＢＴ）技術、又は他の技術に基づいて実現されてもよい。
【０１２５】
　例示的な実施形態において、装置１０００は、前述した方法を行うために、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタル信号処理装
置（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブル論理装置（ＰＬＤｓ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡｓ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
、又は他の電子部品などの１以上の電子的要素で実現されてもよい。
【０１２６】
　本開示の例示的な実施形態においては、例えば、メモリ１００４に含まれ、指示を含む
非一時的なコンピュータ可読記憶媒体も提供される。前記指示は、前述した方法を行うた
めの、装置１０００のプロセッサ１０２０によって実行可能である。例えば、非一時的な
コンピュータ可読記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
（登録商標）ディスク、光データ記憶装置等であってもよい。
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【０１２７】
　図１１は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ表示決定装置の好適なブロック
図である。装置１１００は、サーバであってもよい。図１１を参照すると、装置１１００
は、１以上のプロセッサを更に備える処理コンポーネント１１２２と、処理コンポーネン
ト１１２２によって実行可能な指示（例えば、アプリケーションプログラム）を記憶する
メモリ１１３２によって表されるメモリリソースとを備えている。メモリ１１３２に記憶
されたアプリケーションプログラムは、１以上のモジュールを備え、各モジュールは、一
連の指示に対応してもよい。さらに、処理コンポーネント１１２２は、前述したユーザ情
報取得方法を行うように前記指示を実行するよう構成されてもよい。
【０１２８】
　また、装置１１００は、更に、装置１１００の電力管理を行うように構成された電力コ
ンポーネント１１２６と、装置１１００をネットワークに接続するように構成された有線
又は無線ネットワークインターフェース１１５０と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェ
ース１１５８とを備えてもよい。装置１１００は、Windows Server（登録商標）、Mac OS
 X （登録商標）、Unix（登録商標）、Linnux（登録商標）、Free BSD（登録商標）など
のメモリ１１３２に記憶されたオペレーティングシステムに基づいて動作されてもよい。
【０１２９】
　図１２は、例示的な実施形態に係るショートメッセージ内容表示システムを示すブロッ
ク図である。本ショートメッセージ内容表示システムは、サーバ１２１と、端末１２２と
を備えている。
【０１３０】
　サーバ１２１は、ショートメッセージ送信端末（例えば、端末１２０）から端末１２２
に送信されたショートメッセージの内容に関係するカスタム表示様式を受信し、ショート
メッセージ表示ルールデータベースのカスタム表示様式を記憶し、ショートメッセージ表
示ルールデータベースを端末１２２に送信するように構成されている。
【０１３１】
　端末１２２は、ショートメッセージ送信端末（例えば、端末１２０）からショートメッ
セージの内容を受信し、端末１２０に対応する電話番号を決定し、電話番号及びショート
メッセージの内容に応じてショートメッセージ表示ルールデータベースから端末１２２の
ショートメッセージアプリケーションにショートメッセージの内容を表示する表示様式を
決定し、当該表示様式に応じてショートメッセージアプリケーションにショートメッセー
ジの内容を表示するように構成されている。
【０１３２】
　本開示の実施形態において、端末１２２は、電話番号及びショートメッセージの内容に
応じてショートメッセージ表示ルールデータベースから端末のショートメッセージアプリ
ケーションにおけるショートメッセージの内容を表示する表示様式を決定し、当該表示様
式に応じてショートメッセージアプリケーションにショートメッセージの内容を表示する
ので、ショートメッセージの内容は、端末に多様に表示されることができる。更に、ショ
ートメッセージの内容に関連する操作が、ショートメッセージ表示ルールデータベースに
よって付加されてもよく、ユーザが前記ショートメッセージの内容に関連する操作を行っ
た場合、対応するリダイレクションが、ショートメッセージの内容のインターフェースに
発生してもよく、それにより、ユーザは、ショートメッセージを閉じた後、手動でショー
トメッセージの内容に関連する操作を行う必要があるケースを避けるとともに、ユーザに
対してショートメッセージの内容に基づいて操作を行う利便性を大幅に向上させることが
できる。
【０１３３】
　本発明の他の実施形態は、ここに開示された本発明の明細書及びプラクティスの考慮か
ら当業者には明らかであろう。本願は、本発明の一般的な原理に従う任意の変形、使用、
又は適応をカバーし、当該技術分野において公知又は慣行の範囲内にある本開示から逸脱
するものを含むことが意図される。明細書及び実施例は、以下の特許請求の範囲によって
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示される本発明の真の範囲及び精神と共に、例示的のみとして考慮されることが意図され
る。
【０１３４】
　本発明が前述され且つ添付の図面に図示された正確な構成に限定されるものではなく、
様々な修正及び変更がその範囲から逸脱することなくなされてもよいことは認識されるで
あろう。本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定されることが意図される
。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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