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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末機の文字メッセージ伝送方法であって、
　文字メッセージの生成の際に入力されるデータを表示し、前記受信されるデータがキャ
ラクタ表示命令語であるかを分析する過程と、
　前記入力されたデータがキャラクタ表示命令語であれば、入力されたキャラクタ表示命
令語に対応するキャラクタイメージ情報を確認して前記表示命令語に付加した後、前記キ
ャラクタイメージを有する表示命令語を文字メッセージに含める過程と、
　前記入力されたデータが一般文字データであると、前記文字データを文字メッセージに
含める過程と、
　上記した過程を繰り返してキャラクタ文字メッセージを生成し、前記キャラクタ文字メ
ッセージの生成を終了するときに前記キャラクタ文字メッセージの受信者情報を入力する
過程と、
　前記生成されたキャラクタ文字メッセージを伝送する過程と、
　を含んでなり、
　前記表示命令語は、所定の動作、表情および事物を意味する単語であり、
　前記文字メッセージにおいて、前記キャラクタイメージは文字データで表されることを
特徴とする方法。
【請求項２】
　前記キャラクタがアバターを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　前記アバター文字メッセージは、アバター文字メッセージを示す制御情報と、入力順序
による文字データ及び表示命令語とから構成され、前記表示命令語の前部にそれぞれ表示
命令語識別子及び前記表示命令語によって表示されるアバターイメージ情報が付加される
構成を有することを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記文字メッセージを伝送する過程は、前記文字メッセージの受信者情報を分析して、
受信者携帯端末機の種類に応じて前記アバター文字メッセージまたは一般文字メッセージ
を選択的に伝送することを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記表示命令語を分析する過程は、
　前記表示命令語によるアバターイメージを表示する過程と、
　前記アバターイメージの表示過程で、取り消し命令が発生したときに前記表示命令語を
削除する過程と、
　前記アバターイメージの表示過程で、選択命令が発生したときに前記表示命令語を文字
メッセージに含む過程と、
　を含んでなることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　携帯端末機の文字メッセージ伝送方法であって、
　キャラクタメッセージを生成して送信する過程が、
　(ａ)文字メッセージを生成するときに入力されるデータを表示し、前記データがキャラ
クタ表示命令語であるかを確認するために分析する過程と、
　(ｂ)前記データがキャラクタ表示命令語であると、前記キャラクタ表示命令語に対応す
るキャラクタイメージ情報を検索して前記表示命令語に付加した後に、前記キャラクタイ
メージ情報を前記文字メッセージに含める過程と、
　(ｃ)前記データが一般文字データであると、前記文字データを文字メッセージに含める
過程と、
　(ｄ)上記した過程を繰り返してキャラクタ文字メッセージを生成し、前記キャラクタ文
字メッセージの生成を終了するときに前記キャラクタ文字メッセージの受信者情報を入力
する過程と、
　(ｅ)前記受信者情報の入力を終了するときに前記生成されたキャラクタ文字メッセージ
を伝送する過程と、を含んでなり、
　前記キャラクタメッセージを受信して表示する過程が、
　(ｉ)前記文字メッセージを受信するときに、前記文字メッセージの文字列を分析して表
示命令語を含むかどうかを確認する過程と、
　(ｉｉ)前記分析過程で前記文字列が表示命令語を含むと、前記表示命令語に付加された
キャラクタイメージ情報を確認し、対応するキャラクタイメージを動作リストに登録し、
前記登録されたキャラクタイメージの表示時間を貯蔵する過程と、
　(ｉｉｉ)前記動作リストに登録されたキャラクタイメージを 設定時間で前記文字メッ
セージと共にキャラクタイメージを表示する過程と、とを含んでなり、
　前記表示命令語は、所定の動作、表情および事物を意味する単語であり、
　前記文字メッセージにおいて、前記キャラクタイメージは文字データで表される
　ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記キャラクタがアバターを含むことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記アバター文字メッセージは、アバター文字メッセージを示す制御情報と、入力順序
による文字データ及び表示命令語とから構成され、前記表示命令語の前部にそれぞれ表示
命令語識別子及び前記表示命令語によって表示されるアバターイメージ情報が付加される
構成を有することを特徴とする請求項７記載の方法。
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【請求項９】
　前記メッセージ分析過程が、
　受信されたメッセージの文字列をスキャンする過程と、
　前記スキャンされたデータが表示命令語であると、前記表示命令語を貯蔵し、表示命令
語に付加されたアバターイメージ情報を確認して該当するアバターイメージを動作リスト
に登録し、表示時間を設定する過程と、
　前記スキャンされたデータが一般文字データであると、これを貯蔵する過程と、
　上記した過程を繰り返して前記文字メッセージに含まれた表示命令語によって前記動作
リストに表示すべきアバター及び前記アバターを表示する時間を設定し、一般文字メッセ
ージ及び表示命令語を表示する文字メッセージとして貯蔵し、前記文字列のスキャンを終
了するときに前記メッセージ分析過程を終了する過程と、
　を含んでなることを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記メッセージを表示する過程が、
　前記分析された文字メッセージを表示する過程と、
　前記動作リストをスキャンし、前記動作リストに登録されたアバターを順次に、それぞ
れ設定された表示時間で前記文字メッセージと共に前記アバターを表示する過程と、
　前記文字メッセージと共にアバターを表示する状態で、前記動作リストに登録された最
後の表示命令語に対応するアバターを表示すると、更に動作リストの最初の表示命令語に
対応するアバターを順次に表示し、メッセージ表示の終了を要求するときに前記アバター
文字表示過程を終了する過程と、
　を含んでなることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記動作リストに登録された表示命令語がないと、予め定められた基本アバターをアク
セスして前記文字メッセージと共に表示する過程をさらに含むことを特徴とする請求項１
０記載の方法。
【請求項１２】
　前記文字メッセージは、風船状の記号で示すアバターと共に表示されることを特徴とす
る請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　前記アバターは、前記文字メッセージにオーバーレイされて表示されることを特徴とす
る請求項１０記載の方法。
【請求項１４】
　前記メッセージを表示する過程が、
　前記分析された文字メッセージを前記表示部の文字メッセージ表示領域に表示する過程
と、
　前記表示領域の文字メッセージに対する動作リストをスキャンし、前記動作リストに登
録されたアバターを順次にそれぞれ設定された表示時間で前記文字メッセージと共に表示
する過程と、
　前記表示過程で、スクロール命令が発生するときに、前記文字メッセージをスクロール
して前記表示部の文字メッセージ表示領域に表示し、前記表示領域に表示される文字メッ
セージの動作リストに変更し、前記変更された表示領域の文字メッセージに対する動作リ
ストをスキャンしつつ、前記文字メッセージ及びアバター表示過程を繰り返す過程と、
　前記アバター表示過程で、メッセージ確認の終了を要求するときに前記メッセージ表示
動作を終了する過程と、
　を含んでなることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１５】
　前記文字メッセージと共にアバターを表示する状態で、前記動作リストに登録された最
後の表示命令語に対応するアバターを表示すると、更に動作リストの最初の表示命令語に
対応するアバターを順次に表示する過程をさらに含むことを特徴とする請求項１４記載の
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方法。
【請求項１６】
　前記動作リストに登録された表示命令語がないと、予め定められた基本アバターをアク
セスして前記文字メッセージと共に表示する過程をさらに含むことを特徴とする請求項１
４記載の方法。
【請求項１７】
　前記文字メッセージは、風船状の記号で示すアバターと共に表示されることを特徴とす
る請求項１４記載の方法。
【請求項１８】
　前記アバターは、前記文字メッセージにオーバーレイされて表示されることを特徴とす
る請求項１４記載の方法。
【請求項１９】
　携帯端末機の文字メッセージ表示方法であって、
　前記文字メッセージを受信するとき、前記文字メッセージの文字データが表示命令語で
あるかどうかを確認する過程と、
　前記文字データが表示命令語であると、キャラクタ表示命令語に該当するキャラクタイ
メージ情報を検索した後、動作リストに貯蔵し、前記貯蔵されたキャラクタイメージの表
示時間を貯蔵する過程と、
　前記文字メッセージの確認を要求するとき、前記動作リストに登録されたキャラクタイ
メージを、設定時間で前記文字メッセージと共に前記キャラクタイメージを表示する過程
と、
　を含んでなり、
　前記表示命令語は、所定の動作、表情および事物を意味する単語であり、
　前記文字メッセージにおいて、前記キャラクタイメージは文字データで表されることを
特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記キャラクタがアバターを含むことを特徴とする請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記アバター文字メッセージの表示命令語及び表示時間を前記動作リストに登録し、前
記アバター文字メッセージの着信を受信メッセージリストに登録し、アバター文字メッセ
ージの着信アイコンを表示部に表示する過程をさらに有することを特徴とする請求項２０
記載の方法。
【請求項２２】
　前記受信メッセージリストに登録されるアバター文字メッセージ及び表示部に表示され
るアバター文字メッセージの着信アイコンは、一般文字メッセージの着信アイコンと異な
る形態を有することを特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記メッセージ分析過程が、
　受信されたメッセージの文字列をスキャンする過程と、
　前記スキャンされた文字データが表示命令語であると、該当表示命令語に対するアバタ
ーイメージを 動作リストに登録し、表示時間を設定する過程と、
　前記スキャンされたデータが一般文字データであると、これを貯蔵する過程と、
　上記した過程を繰り返して前記文字メッセージに含まれた表示命令語を確認し、前記表
示命令語に対応するアバターイメージアドレス及び表示時間を前記動作リストに登録し、
前記一般メッセージ及び表示命令語を表示する文字メッセージとして貯蔵し、前記文字列
のスキャンを終了するときに前記メッセージ分析過程を終了する過程と、
　を含んでなることを特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　前記メッセージを表示する過程が、
　前記分析された文字メッセージを表示する過程と、
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　前記動作リストをスキャンし、前記動作リストに登録されたアバターを順次に、それぞ
れ設定された表示時間で前記文字メッセージと共に前記アバターを表示する過程と、
　前記文字メッセージと共にアバターを表示する状態で、前記動作リストに登録された最
後の表示命令語に対応するアバターを表示すると、更に動作リストの最初の表示命令語に
対応するアバターを順次に表示し、メッセージ表示の終了を要求するときに前記アバター
文字表示過程を終了する過程と、
　を含んでなることを特徴とする請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記動作リストに登録された表示命令語がないと、予め定められた基本アバターをアク
セスして前記文字メッセージと共に表示する過程をさらに含むことを特徴とする請求項２
４記載の方法。
【請求項２６】
　前記文字メッセージは、風船状の記号で示すアバターと共に表示されることを特徴とす
る請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記アバターは、前記文字メッセージにオーバーレイされて表示されることを特徴とす
る請求項２４記載の方法。
【請求項２８】
　前記メッセージを表示する過程が、
　前記分析された文字メッセージを前記表示部の文字メッセージ表示領域に表示する過程
と、
　前記表示領域の文字メッセージに対する動作リストをスキャンし、前記動作リストに登
録されたアバターを順次にそれぞれ設定された表示時間で前記文字メッセージと共に表示
する過程と、
　前記表示過程で、スクロール命令が発生するときに、前記文字メッセージをスクロール
して前記表示部の文字メッセージ表示領域に表示し、前記表示領域に表示される文字メッ
セージの動作リストに変更し、前記変更された表示領域の文字メッセージに対する動作リ
ストをスキャンしつつ、前記文字メッセージ及びアバター表示過程を繰り返す過程と、
　前記アバター表示過程で、メッセージ確認の終了を要求するときに前記メッセージ表示
動作を終了する過程と、
　を含んでなることを特徴とする請求項２３記載の方法。
【請求項２９】
　前記文字メッセージと共にアバターを表示する状態で、前記動作リストに登録された最
後の表示命令語に対応するアバターを表示すると、更に動作リストの最初の表示命令語に
対応するアバターを順次に表示する過程をさらに含むことを特徴とする請求項２８記載の
方法。
【請求項３０】
　前記動作リストに登録された表示命令語がないと、予め定められた基本アバターをアク
セスして前記文字メッセージと共に表示する過程をさらに含むことを特徴とする請求項２
９記載の方法。
【請求項３１】
　前記文字メッセージは、風船状の記号で示すアバターと共に表示されることを特徴とす
る請求項２９記載の方法。
【請求項３２】
　前記アバターは、前記文字メッセージにオーバーレイされて表示されることを特徴とす
る請求項２９記載の方法。
【請求項３３】
　携帯端末機の文字メッセージ表示方法であって、
　前記文字メッセージを受信するとき、前記文字メッセージの文字を検査して 前記文字
メッセージに含まれた表示命令語を選択する過程と、
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　前記選択された表示命令語に該当するキャラクタイメージを検索し、前記文字メッセー
ジと共に前記キャラクタイメージを表示する過程と、
　を含んでなり、
　前記表示命令語は、所定の動作、表情および事物を意味する単語であり、
　前記文字メッセージにおいて、前記キャラクタイメージは文字データで表されることを
特徴とする方法。
【請求項３４】
　前記キャラクタがアバターを含むことを特徴とする請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記表示命令語を選択する過程が、前記文字メッセージに含まれた最初の表示命令語を
選択して遂行されることを特徴とする請求項３３記載の方法。
【請求項３６】
　前記表示命令語を選択する過程が、前記文字メッセージに含まれた最後の表示命令語を
選択して遂行されることを特徴とする請求項３５記載の方法。
【請求項３７】
　前記表示命令語を選択する過程が、前記文字メッセージに含まれた表示命令語の中で最
多数の表示命令語を選択することを特徴とする請求項３５記載の方法。
【請求項３８】
　前記表示命令語が顔文字を含むことを特徴とする請求項３５～３７のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項３９】
　前記表示命令語は幸せ、悲しみ、怒り、当惑、及び恥ずかしさを表示するための命令語
で、前記アバターイメージは幸せ、悲しみ、怒り、当惑、及び恥ずかしさに対応する感情
表現を示すイメージであることを特徴とする請求項３５～３７のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項４０】
　前記アバターイメージがアニメーション形態で表示され、前記文字メッセージが風船状
の記号で示すアバターアイメージで表示されることを特徴とする請求項３５～３７のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記文字メッセージを表示する過程が、風船状の記号で示すアバターイメージで表示さ
れることを特徴とする請求項３５～３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　携帯端末機の文字メッセージ表示装置であって、
　文字メッセージを受信するＲＦ(Radio Frequency)通信部と、
　前記文字メッセージを復調及び復号するデータ処理部と、
　それぞれ固有の感情表現を有するキャラクタを貯蔵するキャラクタメモリと、
　前記キャラクタに対応する表示命令語を貯蔵する表示命令語メモリと、
　前記復号された文字メッセージの文字を前記表示命令語メモリの表示命令語と比較して
前記文字メッセージに含まれた前記表示命令語を選択し、前記選択された表示命令語に対
応するキャラクタイメージを前記キャラクタメモリでアクセスして検索するための制御部
と、
　前記制御部から出力される文字メッセージと共に前記アバターイメージを表示するため
の表示部と、
　から構成され、
　前記表示命令語は、所定の動作、表情および事物を意味する単語であり、
　前記文字メッセージにおいて、前記キャラクタイメージは文字データで表されることを
特徴とする装置。
【請求項４３】
　前記キャラクタがアバターを含むことを特徴とする請求項４２記載の装置。
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【請求項４４】
　前記制御部が、前記文字メッセージに含まれた最初の表示命令語を選択することを特徴
とする請求項４３記載の装置。
【請求項４５】
　前記制御部が、前記文字メッセージに含まれた最後の表示命令語を選択することを特徴
とする請求項４３記載の装置。
【請求項４６】
　前記制御部が、前記文字メッセージに含まれた表示命令語の中で最多数の表示命令語を
選択することを特徴とする請求項４３記載の装置。
【請求項４７】
　前記表示命令語が顔文字を含むことを特徴とする請求項４４～４６のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項４８】
　前記表示命令語は幸せ、悲しみ、怒り、当惑、及び恥ずかしさを表示するための命令語
で、前記アバターイメージは幸せ、悲しみ、怒り、当惑、及び恥ずかしさに対応する感情
表現を示すイメージであることを特徴とする請求項４４～４６のいずれか一項に記載の装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯端末機の文字メッセージ処理装置及び方法に関し、特に、文字メッセージ
の内容を分析して視覚的に表示することができる装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、携帯端末機は、電話機能以外に多様な機能が追加される傾向にある。このような
多様な機能のうちの一つは、カメラ付き携帯端末機を利用する撮影機能である。この機能
により、使用者は、前記カメラで画像データを撮影し、この画像データを貯蔵編集し、伝
送することが可能になる。すなわち、携帯端末機は、端末機固有の通信機能だけでなく、
視覚的表現が提供できる複合端末機に発展されてきている。これら機能のうちの一つが、
キャラクタイメージを用いて携帯端末機の動作状態及び多様な機能を表現することである
。
【０００３】
　上記のようにキャラクタイメージ表示機能を有する携帯端末機は、キャラクタイメージ
を用いて文字メッセージを視覚的に表現可能にする。現在の携帯端末機では、受信される
文字メッセージを表示部に単純に表示する機能だけを有する。すなわち、この文字メッセ
ージサービスの方法は、送信側で文字メッセージを生成して伝送すると、受信側の携帯端
末機は文字メッセージの着信を警報し、その後、受信される文字メッセージを単純に表示
のみを行う。
【０００４】
　しかしながら、アバター携帯端末機を使用する場合には、文字メッセージの内容を視覚
的に表現することが可能になる。すなわち、文字メッセージを受信すると、アバター携帯
端末機は、この文字メッセージの内容を分析して、キャラクタイメージの表示可能な情報
が含まれているかどうかを判断する。その結果、文字メッセージに前記情報が含まれた場
合は、アバター携帯端末機は文字メッセージをキャラクタイメージで表示する。したがっ
て、アバター携帯端末機はキャラクタイメージで文字メッセージを視覚的に表現すること
ができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、携帯端末機で文字メッセージをキャラクタイメージと共



(8) JP 4382654 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

に視覚的に表示するための装置及び方法を提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、携帯端末機でキャラクタイメージで表示可能な情報を含む文字メ
ッセージを生成して伝送するための装置及び方法を提供することにある。
【０００７】
　また、本発明の目的は、携帯端末機で受信される文字メッセージを分析した後、キャラ
クタイメージ表示用情報を含むと、該当するキャラクタイメージと共に文字メッセージを
表示することができる装置及び方法を提供することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、携帯端末機の送信側でキャラクタイメージで表示できる情報を含
む文字メッセージを生成伝送し、受信側で受信される文字メッセージを分析した後、キャ
ラクタイメージ表示用情報を含むと、該当するキャラクタイメージと共に文字メッセージ
を視覚的に表示することができる装置及び方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、携帯端末機が少なくとも２つの感情キャラクタイメージを備え、
受信される文字メッセージの内容を分析した後、前記文字メッセージに基づいて感情キャ
ラクタイメージを文字メッセージと共に表示することができる装置及び方法を提供するこ
とにある。
【００１０】
　さらに本発明の目的は、携帯端末機で受信された文字メッセージに含まれている特定文
字または文字列(character string)を検索し、それによりキャラクタイメージを文字メッ
セージと共に表示することができる装置及び方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、キャラクタイメージ及びこれらキャラクタイメージを表示するた
めのキャラクタ文字データを備えている携帯端末機で、文字メッセージに特定キャラクタ
データが含まれていると、該当するキャラクタイメージを文字メッセージと共に表示する
ことができる装置及び方法を提供することにある。
【００１２】
　本発明の目的は、携帯端末機で少なくとも２つの感情モデルが表示可能なキャラクタイ
メージと、前記キャラクタイメージを表示するための特定文字または文字列を予め設定登
録し、感情キャラクタイメージに該当する前記特定文字またはキャラクタ文字列が感知さ
れると、該当する感情モデルのキャラクタイメージと共に前記文字メッセージを表示する
ことができる装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために本発明は、それぞれ固有の感情表現を有するキャラクタを
貯蔵するキャラクタメモリと、前記キャラクタの表示のための表示命令語を貯蔵する表示
命令語メモリとを備える携帯端末機の文字メッセージ伝送方法であって、文字メッセージ
の生成の際に入力されるデータを表示し、前記受信されるデータがキャラクタ表示命令語
であるかを分析する過程と、前記入力されたデータがキャラクタ表示命令語であれば、前
記キャラクタメモリから入力されたキャラクタ表示命令語に対応するキャラクタイメージ
情報を確認して前記表示命令語に付加した後、前記キャラクタイメージを有する表示命令
語を文字メッセージに含める過程と、前記入力されたデータが一般文字データであると、
前記文字データを文字メッセージに含める過程と、上記した過程を繰り返してキャラクタ
文字メッセージを生成し、前記キャラクタ文字メッセージの生成を終了するときに前記キ
ャラクタ文字メッセージの受信者情報を入力する過程と、前記生成されたキャラクタ文字
メッセージを伝送する過程と、を含んでなることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、それぞれ固有の感情表現を有するキャラクタを貯蔵するキャラクタメ
モリと、前記キャラクタの表示のための表示命令語を貯蔵する表示命令語メモリとを備え
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る携帯端末機の文字メッセージ伝送方法であって、キャラクタメッセージを生成して送信
する過程が、(ａ)文字メッセージを生成するときに入力されるデータを表示し、前記デー
タがキャラクタ表示命令語であるかを確認するために分析する過程と、(ｂ)前記データが
キャラクタ表示命令語であると、前記キャラクタメモリから前記キャラクタ表示命令語に
対応するキャラクタイメージ情報を検索して前記表示命令語に付加した後に、前記キャラ
クタイメージ情報を前記文字メッセージに含める過程と、(ｃ)前記データが一般文字デー
タであると、前記文字データを文字メッセージに含める過程と、(ｄ)上記した過程を繰り
返してキャラクタ文字メッセージを生成し、前記キャラクタ文字メッセージの生成を終了
するときに前記キャラクタ文字メッセージの受信者情報を入力する過程と、(ｅ)前記受信
者情報の入力を終了するときに前記生成されたキャラクタ文字メッセージを伝送する過程
とを含んでなり、前記キャラクタメッセージを受信して表示する過程が、(ｉ)前記文字メ
ッセージを受信するときに、前記文字メッセージの文字列を分析して表示命令語を含むか
どうかを確認する過程と、(ｉｉ)前記分析過程で前記文字列が表示命令語を含むと、前記
表示命令語に付加されたキャラクタイメージ情報を確認し、対応するキャラクタイメージ
を動作リストに登録し、前記登録されたキャラクタイメージの表示時間を貯蔵する過程と
、(ｉｉｉ)前記動作リストに登録されたキャラクタイメージを前記キャラクタメモリから
読み出すことにより、設定時間で前記文字メッセージと共にキャラクタイメージを表示す
る過程と、とを含んでなることを特徴とする。
【００１５】
　さらに本発明は、それぞれ固有の感情表現を有するキャラクタを貯蔵するキャラクタメ
モリと、前記キャラクタの表示のための表示命令語を貯蔵する表示命令語メモリとを備え
る携帯端末機の文字メッセージ表示方法であって、前記文字メッセージを受信するとき、
前記文字メッセージの文字データを前記表示命令語メモリの表示命令語と比べて、前記文
字データが表示命令語であるかどうかを確認する過程と、前記文字データが表示命令語で
あると、キャラクタ表示命令語に該当するキャラクタイメージ情報を検索した後、前記キ
ャラクタメモリに貯蔵されたキャラクタイメージ情報の位置を確認して動作リストに貯蔵
し、前記貯蔵されたキャラクタイメージの表示時間を貯蔵する過程と、前記文字メッセー
ジの確認を要求するとき、前記動作リストに登録されたキャラクタイメージを前記キャラ
クタメモリから読み出し、設定時間で前記文字メッセージと共に前記キャラクタイメージ
を表示する過程と、を含んでなることを特徴とする。
【００１６】
　本発明は、それぞれ固有の感情表現を有するキャラクタを貯蔵するキャラクタメモリと
、前記キャラクタの表示のための表示命令語を貯蔵する表示命令語メモリとを備える携帯
端末機の文字メッセージ表示方法であって、前記文字メッセージを受信するとき、前記文
字メッセージの文字列を前記表示命令語メモリの表示命令語と比べる過程と、前記文字メ
ッセージに含まれた表示命令語を選択する過程と、前記キャラクタメモリからアクセスし
て前記選択された表示命令語に該当するキャラクタイメージを検索し、前記文字メッセー
ジと共に前記キャラクタイメージを表示する過程と、を含んでなることを特徴とする。
【００１７】
　なお、本発明は、携帯端末機の文字メッセージ表示装置であって、文字メッセージを受
信するＲＦ(Radio Frequency)通信部と、前記文字メッセージを復調及び復号するデータ
処理部と、それぞれ固有の感情表現を有するキャラクタを貯蔵するキャラクタメモリと、
前記キャラクタに対応する表示命令語を貯蔵する表示命令語メモリと、前記復号された文
字メッセージの文字を前記表示命令語メモリの表示命令語と比較して前記文字メッセージ
に含まれた前記表示命令語を選択し、前記選択された表示命令語に対応するキャラクタイ
メージを前記キャラクタメモリでアクセスして検索するための制御部と、前記制御部から
出力される文字メッセージと共に前記アバターイメージを表示するための表示部と、から
構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
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　本発明は、携帯端末機で受信される文字メッセージを表示するとき、文字メッセージの
内容による感情表現のキャラクタを用いて視覚的に表示することができる。すなわち、文
字メッセージの受信の際に、携帯端末機が文字メッセージに含まれる感情表現を有する表
示命令語を分析した後、表示命令語に該当するキャラクタイメージを文字メッセージと共
に表現することができる。ここで、キャラクタとしてはアバターなどがあり、それにより
携帯端末機の使用者機能が向上する利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
　本発明の実施形態において、文字メッセージは、短文メッセージ(Short Message Servi
ce：以下、“ＳＭＳ”とする)、電子郵便メッセージ(E-mail Message Service：以下、“
ＥＭＳ”とする)、及びマルチメディアメッセージ(Multimedia Message Service：以下、
“ＭＭＳ”とする)を含む。また、文字メッセージは、携帯端末機で文字及びキャラクタ
を用いて表現可能なすべてのメッセージを含む。
【００２０】
　なお、“キャラクタ”とは、文字メッセージと共に表示されるイメージデータを意味し
、アバター、アバターと共に表示される花、家具、動物などと、アイテムイメージになる
。以下、キャラクタはアバターであると仮定して説明する。
【００２１】
　そして、上記文字メッセージに含まれた特定文字データは、顔文字(emoticon:感情アイ
コン)または感情キャラクタを文字メッセージと共に表示できる文字データを意味する。
下記の説明で、アバターイメージを表示するための前記特定文字データはキャラクタ表示
命令語またはアバター表示命令語と称する。
【００２２】
　文字メッセージは、少なくとも２つのアバター表示命令語を含むことができる。この場
合に、アバターは、文字メッセージに含まれたすべてのアバター表示命令語に対応して表
示可能である。また、アバターは、文字メッセージを分析して代表的な一つのアバター表
示命令語に対しても表示可能である。ここで、キャラクタ(アバター)表示命令語が含まれ
た文字メッセージをキャラクタ(アバター)文字メッセージと称する。本発明の第１の実施
形態及び第２の実施形態では前者の方法について説明し、第３の実施形態では後者の方法
について説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の第１の実施形態による携帯端末機の構成を示す図である。
　図１において、ＲＦ(Radio Frequency)部１２５は携帯端末機の無線通信機能を遂行す
る。このＲＦ部１２５は、送信される信号の周波数を上昇変換及び増幅するＲＦ送信器（
図示せず）と、受信される信号の周波数を下降変換及び低雑音増幅するＲＦ受信器（図示
せず）とを含む。データ処理部１２０は、送信される信号を符号化及び変調する送信器と
、前記受信される信号を復調及び復号化する受信器とを含む。すなわち、データ処理部１
２０はモデム(MODEM)及びコーデック(CODEC)で構成される。音声処理部１３５は、制御部
１１０から出力される文字データを音声信号に変換する機能を遂行する。
【００２４】
　キー入力部１４５は、数字及び文字データを入力し、そして、各種機能を設定するため
の機能キーを備える。また、アバターはこのキー入力部１４５により作り出される。ここ
で、アバター表示命令語は、上記の顔文字及び感情表現を有する文字データを含む。
【００２５】
　メモリ１３０は、プログラムメモリ及びデータメモリで構成される。ここで、プログラ
ムメモリは、携帯端末機における呼処理のためのプログラム及び本発明の第１の実施形態
によりアバター表示データに基づいてアバターを表示するためのプログラムを貯蔵する。
また、データメモリは、前記プログラムを遂行する途中で発生するデータを一時貯蔵する
機能を遂行する。このデータメモリは、文字メッセージに含まれた前記アバター表示デー
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タに応じて感情表現ができるキャラクタ(アバター)イメージを貯蔵するためのキャラクタ
メモリと、前記キャラクタイメージを表示するためのアバター表示命令語を貯蔵するため
のキャラクタ表示命令語メモリとを備える。
【００２６】
　制御部１１０は、携帯端末機の全般的な動作を制御する機能を遂行する。また、制御部
１１０は、データ処理部１２０を含むことができる。すなわち、携帯端末機の場合、前記
制御部１１０、データ処理部１２０、及び音声変換部１３５が一つのＭＳＭチップとして
形成される。本発明の第１の実施形態により、制御部１１０は、受信される文字メッセー
ジを分析し、この分析結果、文字メッセージにアバター表示命令語が含まれていると、ア
バター表示命令語に対応するアバターの動作、表情、及び事物と文字メッセージを表示す
る。ここで、アバター表示命令語は顔文字またはアバター表示文字になる。
【００２７】
　表示部１４０は、制御部１１０の制御下で携帯端末機の状態を表示する。ここで、表示
部１４０としてＬＣＤ(Liquid Crystal Display)が使用可能である。この場合、表示部１
４０はＬＣＤ制御部、表示データを貯蔵するためのメモリ、及びＬＣＤ表示素子などを備
えることができる。ここで、ＬＣＤは、タッチスクリーン(touch screen)方式で実現され
る場合に、入力部としても動作可能である。
【００２８】
　本発明は、文字メッセージを処理するための３つの実施形態を提供する。本発明の第１
の実施形態により、アバター携帯端末機は、アバター表示命令語を含む文字メッセージを
生成伝送し、受信側で受信される文字メッセージにアバター表示命令語が含まれているか
どうかを分析し、文字メッセージと共にアバターイメージを表示する。本発明の第２の実
施形態により、アバター携帯端末機が、受信される文字メッセージを分析し、文字メッセ
ージにアバター表示命令語が含まれているどうかを決定する。文字メッセージにアバター
表示命令語が含まれていると、アバター携帯端末機は、文字メッセージと共に前記アバタ
ーイメージを表示する。本発明の第３の実施形態により、送信側の携帯端末機は、文字メ
ッセージに表示するアバターイメージを選択するアバター表示命令語を含んで伝送し、受
信側の携帯端末機は前記アバター表示命令語を確認して文字メッセージと共にアバターイ
メージを表示する。ここで、アバター表示命令語は文字メッセージを表示するときにアバ
ターイメージを表示するためのデータであって、文字データ及びシンボルデータ(以下、
顔文字と称する)を含む。すなわち、アバター表示命令語は、表示するアバターイメージ
を選択するために文字メッセージに含まれるキャラクタデータ(または、シンボルデータ)
であって、表示部１４０に文字メッセージの内容として表示される。
【００２９】
　まず、本発明の第１及び第２の実施形態によるアバター表示手順を説明する。本発明の
第１の実施形態において、送信側の携帯端末機の使用者は、表示するためのアバターイメ
ージに対応するアバター表示命令語を含む文字メッセージを作成する。この送信側の携帯
端末機は、使用者が文字メッセージの伝送を要求するときに、前記作成された文字メッセ
ージをアバター表示用文字メッセージとして伝送する。受信側の携帯端末機は、受信され
た文字メッセージに含まれたアバター表示命令語を決定し、この決定された表示命令語に
よるアバターの表示時間を設定する。その後、受信側の携帯端末機は文字メッセージと共
に該当するアバターを表示する。したがって、第２の実施形態においては、受信側の携帯
端末機は、受信された文字メッセージに含まれているアバター表示命令語を確認し、この
確認された表示命令語によるアバターの表示時間をそれぞれ設定する。その後、受信側の
携帯端末機は文字メッセージと共に該当するアバターを表示する。第１及び第２の実施形
態を実現するためには、下記のようなアバターメモリ及び表示命令語メモリを含むのが望
ましい。
【００３０】
　図１を参照すると、メモリ１３０のデータメモリは、キャラクタメモリ(以下、“アバ
ターメモリ”と称する)及びキャラクタ表示命令語メモリ(以下、“表示命令語メモリ”と
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【００３１】
　アバターメモリはファイルシステム(file system)として動作し、各アバター別にメモ
リ(または、ファイルシステム)のインデックスを有する。また、アバターメモリは、各ア
バターの細部構成要素の動作、表情、及び事物の表現などを貯蔵することができる。すな
わち、アバターメモリに貯蔵されたアバター情報は、アバターの反応を遂行できる上記の
ようなそれぞれの形態別に貯蔵可能である。図２Ａ～図２Ｇは、アバターメモリに貯蔵さ
れたアバターイメージの構成例を示すものである。ここで、図２Ａは、“愛”、“幸福”
、“微笑み”などの表示命令語に相当するアバターイメージの構成例を示す。図２Ｂは、
“驚き”、“当惑”などの表示命令語に相当するアバターイメージの構成例を示す。図２
Ｃは、“怒り”、“嫉妬”などの表示命令語に相当するアバターイメージの構成例を示す
。図２Ｄは、“退屈”、“疲れ”などの表示命令語に相当するアバターイメージの構成例
を示す。図２Ｅは、“ノーマルな気持ち”などの表示命令語に相当するアバターイメージ
の構成例を示す。図２Ｆは、“悲しみ”、“泣き”などの表示命令語に相当するアバター
イメージの構成例を示す。図２Ｇは、“心配”などの表示命令語に相当するアバターイメ
ージの構成例を示す。上記した図２Ａ～図２Ｇは、例示の表示命令語に相当するアバター
イメージを示す。アバターイメージは、上記の表示命令語に応じて多様に提供される。こ
れら図に示したアバターイメージは、特定のアバター表示命令語に対応し、文字メッセー
ジに該当表示命令語が含まれる場はアニメーション形態で表示される。なお、このような
アニメーションの代わりに単一アバターイメージで、アバター表示命令語の実現が可能に
なる。
【００３２】
　また、表示命令語メモリは、図２Ａ～図２Ｇに示すようなアバターを表示するためのア
バター表示命令語を貯蔵する。このアバター表示命令語は、上記したように特殊記号文字
の顔文字と、感情の表現が可能な文字データとからなる。本発明の第１及び第２の実施形
態において、アバターはアバターの動作、表情、及び事物などによって表示できる。しか
しながら、アバターは他のキャラクタでも表示可能である。
【００３３】
　下記の＜表１＞～＜表５＞は、アバターを多様な動作、表情、及び事物を用いて表示す
るためのアバター表示命令語について例示している。ここで、＜表１＞及び＜表２＞は、
多様な動作でアバターを表示するためのアバター表示命令語(顔文字及び文字)を示す。＜
表３＞及び＜表４＞は、多様な表情でアバターを表示するためのアバター表示命令語(顔
文字及び文字)を示す。＜表５＞は、多様な事物でアバターを表示するためのアバター表
示命令語(顔文字)を示す。なお、＜表５＞に示すように、花、鋏、タバコ、テレビ、ナイ
フ(knife)、及びキャンディーのような事物の名称は、事物を示すための表示命令語(文字
)として使用することができる。したがって、＜表１＞、＜表３＞、及び＜表５＞は顔文
字を利用してアバターの動作、表情、及び事物を表示する例を示す。また、＜表２＞、＜
表４＞、及び＜表５＞は文字データを利用してアバターの動作、表情、及び事物を表示す
る例を示す。
【００３４】
【表１】

【００３５】
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【表２】

【００３６】
【表３】

【００３７】
【表４】

【００３８】
【表５】

【００３９】
　本発明の実施形態による文字メッセージ通信方法は、携帯端末機の種類に従って異なる
。
　アバター携帯端末機の場合に、文字メッセージは２つの方法で伝送可能である。上述し
たように、文字メッセージは、ＳＭＳメッセージ、ＥＭＳメッセージ、及びＭＭＳメッセ
ージを含む。さらに、文字メッセージは、上記の伝送方法以外に他の伝送方法を通じても
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伝送可能である。アバター携帯端末機の場合には、文字メッセージメニューで一般文字メ
ッセージ及びアバター文字メッセージメニューにそれぞれ独立的に構成できる。この場合
、アバター携帯端末機の使用者がアバター反応を要求する文字メッセージメニューを選択
した後、アバター反応のための命令語を含む文字メッセージを入力すると、制御部１１０
はこれを感知し、前記入力されるデータに基づいて文字メッセージを生成する。このとき
、制御部１１０は、使用者の入力するデータがアバター表示命令語であるかどうかを表示
することができ、文字メッセージの生成が終了した後に、この生成された文字メッセージ
をアバターと共に表示するかどうかを表示する。このとき、使用者がアバター反応の確認
を要求すると、前記制御部１１０はメモリ１３０に貯蔵された表示命令語によって前記生
成された文字メッセージと共に文字メッセージに含まれている表示命令に該当するアバタ
ーイメージを表示する。しかしながら、使用者がアバターの表示なしに文字メッセージの
伝送を要求すると、制御部１１０は、文字メッセージをデータ処理部１２０及びＲＦ部１
２５を通じて伝送する。
【００４０】
　また、使用者が一般文字メッセージメニューを選択した後に文字メッセージを入力する
と、制御部１１０は、入力されるデータに基づいて文字メッセージを生成する。その後、
使用者がこの文字メッセージの伝送動作を遂行すると、制御部１１０は、文字メッセージ
をデータ処理部１２０及びＲＦ部１２５を通じて伝送する。このとき、文字メッセージを
伝送するための方法は、使用者が文字メッセージを生成した後に、受信側の電話番号また
は電子メール(E-mail)ＩＤに関連した情報を入力する。すると、制御部１１０はこれを感
知し、前記文字メッセージを伝送する。
【００４１】
　アバター携帯端末機は、受信されるアバター文字メッセージ及び一般文字メッセージを
表示することができる。まず、アバター文字メッセージが受信される場合に、制御部１１
０は、受信される文字メッセージに含まれた表示命令語を分析し、この分析した表示命令
語に対応するアバターを選択して文字メッセージと共に表示する。このとき、制御部１１
０は、メモリ１３０に割り当てられた上記の＜表１＞～＜表５＞に示したような表示命令
語メモリを参照して、入力される表示命令語によりアバターの動作、表情、及び事物など
を表示するアバターを確認する。なお、制御部１１０は、アバターイメージを貯蔵してい
るメモリ１３０のアバターメモリから確認されたアバターの位置情報(アドレス値)を決定
し、入力される表示命令語に対応するアバターイメージを選択する。
【００４２】
　本発明の第１の実施形態によるアバター携帯端末機は、上記したようにアバターイメー
ジを選択するための表示命令語を含む文字メッセージを生成及び伝送することができる。
図３は、本発明の第１の実施形態によるアバター携帯端末機において、アバター文字メッ
セージの生成及び伝送のための手順を示すフローチャートである。
【００４３】
　図３において、使用者が文字メッセージ機能を選択すると、制御部１１０はステップ２
１１で文字メッセージ機能が選択されたことを感知し、文字メッセージの種類を選択する
ためのメニューを表示する。もし、使用者がステップ２１１で文字メッセージ機能を選択
しないと、制御部１１０はステップ２２８で対応する機能を遂行する。一方、ステップ２
１１で使用者が一般文字メッセージを選択すると、制御部１１０はステップ２１３でこれ
を感知し、ステップ２１５で一般文字メッセージの生成手順を遂行する。しかしながら、
使用者がアバター文字メッセージ機能を選択すると、制御部１１０はステップ２１３でこ
れを感知し、ステップ２１７でアバター文字メッセージを生成するための手順を遂行する
。アバター文字メッセージの生成手順は、後述する図４及び図５に詳細に示す。
【００４４】
　上記ステップ２１５またはステップ２１７で文字メッセージを生成した後、制御部１１
０は文字メッセージを受信する受信者情報を表示する(ステップ２１９)。このとき、受信
者情報(recipient information)は、受信側の電話番号または電子メール情報になる。そ
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して、受信者情報が入力されると、制御部１１０はステップ２２１でこれを感知し、ステ
ップ２２３で前記文字メッセージに対する使用者の伝送可否を確認する。このとき、使用
者が文字メッセージの伝送を要求すると、制御部１１０はステップ２２５でこれを感知し
、ステップ２２７で前記文字メッセージを伝送する。
【００４５】
　アバター携帯端末機は、２つの伝送方法でアバター文字メッセージを伝送することがで
きる。アバター携帯端末機は、アバター文字メッセージにアバター表示命令語が含まれた
場合には、該当するアバターの選択情報を追加して伝送することができる。また、アバタ
ー携帯端末機は、アバター文字メッセージと共にアバターの動作リストを伝送することも
できる。しかしながら、このようなアバター情報は、受信者の携帯端末機がアバター文字
メッセージを表示できない場合に、不必要な文字情報になる。したがって、送信側のアバ
ター携帯端末機は、アバター文字メッセージまたは一般文字メッセージを選択的に伝送す
るように受信者情報を分析する。すなわち、アバター携帯端末機の使用者は電話帳(phone
 book)などに受信者情報を登録するときに、受信者の携帯端末機の種類に関する情報を登
録する。また、文字メッセージの伝送のために受信者情報を入力するときに、アバター携
帯端末機は受信者の携帯端末機の種類に関する情報も表示することができる。したがって
、携帯端末機の制御部１１０は、ステップ２２５で受信者情報を分析して、受信者にアバ
ター文字メッセージまたは一般文字メッセージを選択的に伝送するようになる。
【００４６】
　以下、上記のアバター文字メッセージを生成するための手順を説明する。
　図４は、本発明の実施形態によりアバター携帯端末機において、アバター文字メッセー
ジを生成する手順を示すフローチャートである。
　図４に示すように、使用者がキー入力部１４５によってデータを入力すると、制御部１
１０は、文字メッセージを生成するために入力されたデータであるか否かを判断する(ス
テップ３１１)。その結果、文字メッセージの生成のためのデータであれば、入力された
データを表示部１４０に表示する(ステップ３１５)。その後、制御部１１０は、前記入力
されたデータがアバターを選択するための表示命令語(アバター表示命令語)であるかを判
断する(ステップ３１７)。もし、入力されたデータが表示命令語でないと、制御部１１０
はステップ３１７でこれを感知し、表示された文字メッセージを貯蔵する(ステップ３２
３)。
【００４７】
　制御部１１０は、ステップ３１７でデータが入力されると、メモリ１３０に貯蔵された
＜表１＞～＜表５＞のように表示命令語と入力されたデータとを比較する。入力されたデ
ータが＜表１＞～＜表５＞に貯蔵された表示命令語のうちのいずれか一つと同一であると
、制御部１１０は前記データがアバター表示命令語であることを判断する(ステップ３１
７)。すると、制御部１１０は、表示命令語に対応するアバターを選択し、このアバター
を表示部１４０に表示する(ステップ３１９)。このとき、選択されたアバターは、表示命
令語により上述したようなアバターの多様な動作、表情、及び事物として示す。＜表１＞
～＜表５＞に示したように、表示命令語は文字データまたは特殊記号からなる顔文字を含
む。このような表示命令語は、メモリ１３０の表示命令語メモリ部に貯蔵される。また、
表示部１４０は、特定領域に小型表示画面(small display screen)またはオーバーレイ(o
verlay)方式で、アバターを文字メッセージ上に二重に表示することができる。
【００４８】
　この状態で、制御部１１０は、上記アバターの選択可否を使用者に問い合わせる。すな
わち、使用者は、表示部１４０に表示されたアバターに対して選択あるいは取り消しが可
能である。このとき、使用者が前記表示されたアバターを選択すると、制御部１１０はス
テップ３２１でこれを感知し、表示命令語を文字メッセージに含めて一時貯蔵する(ステ
ップ３２３)。この表示命令語を文字メッセージに含めるときに、制御部１１０はステッ
プ３２３で表示すべきアバターの情報を文字メッセージに追加させることができる。しか
しながら、表示部１４０にこのアバターが表示されている状態で、使用者が取り消し機能
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を選択すると(ステップ３２５)、制御部１１０は前記入力命令語を削除する(ステップ３
２７)。
【００４９】
　アバター携帯端末機は、上記のような手順を反復遂行しながら入力データを貯蔵し、そ
れにより文字メッセージを生成する。このように、文字メッセージを生成する途中で終了
命令が発生すると、制御部１１０はステップ３２９でこれを感知し、ステップ３３１で生
成された文字メッセージを貯蔵する。
【００５０】
　上記の文字メッセージは、アバター文字メッセージまたは一般文字メッセージに生成さ
れる。このとき、一般文字メッセージは使用者によって入力されたデータを含み、アバタ
ー文字メッセージは文字メッセージを構成する表示命令語に対応するアバターの選択が可
能な制御情報が付加されたメッセージを含む。例えば、使用者によって入力された文字メ
ッセージが、“こんにちは！最近、どう？今日、一日は本当に疲れたよ。そして、宿題が
あまり多くてむかつく。今日、映画を見たけど、すごく怖かった。”のような内容であれ
ば、アバター表示命令語は“疲れ”、“かんしゃく”、“恐ろしさ”などになりうる。こ
のとき、“疲れ”を意味するアバターイメージがａ１、“かんしゃく”を意味するアバタ
ーイメージがａ２、“恐ろしさ”を意味するアバターイメージがａ３とすると、前記アバ
ター文字メッセージは
【数１】

のようになる。ここで、
【数２】

はアバター文字メッセージを示す命令語で、“＄”は表示命令語を示す命令語で、“ａ１
～ａ３”は表示命令語に対応するアバターイメージを意味する。このようなアバター文字
メッセージは受信側の携帯端末機がアバター携帯端末機である場合に伝送可能になる。し
かしながら、受信側の携帯端末機がアバター携帯端末機でない場合には、前記アバター文
字メッセージの中で
【数３】

は不要な文字データで表示される。したがって、受信側の携帯端末機がアバター携帯端末
機でない場合には、アバターを除き、使用者が作成した文字メッセージその通りに伝送す
るのが望ましい。
【００５１】
　また、上記のアバター文字メッセージを伝送する前に、送信側携帯端末機の使用者は作
成したアバター文字メッセージを確認することができる。したがって、使用者が前記生成
された文字メッセージの確認命令を発すると、制御部１１０はこの文字メッセージと共に
文字メッセージに含まれた命令語によりアバターを表示するようになる。
【００５２】
　図４に示したアバター文字メッセージの生成方法により、送信側携帯端末機の使用者が
特定アバターを選択するための表示命令語を含んで文字メッセージを作成し、この作成さ



(17) JP 4382654 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

れた文字メッセージをアバターと共に動作させて文字メッセージによって表現されるアバ
ターの動作を確認可能である。また、アバター文字メッセージを生成するときに、アバタ
ーを表示するために使用される命令語の数が多いため、使用者がこの多くの命令語をすべ
て記憶するのに難しさがあった。したがって、アバター文字メッセージを生成する状態で
、使用者はアバター表示命令語を確認して選択する機能が必要である。図５は、アバター
メッセージを生成する過程で、使用者がアバター表示命令語を含む文字メッセージを生成
する手順を示すフローチャートである。
【００５３】
　図５を参照すると、ステップ３５１でキー入力部１４５を通じて使用者の入力が発生す
ると、制御部１１０はこれを感知し、ステップ３５３でこの使用者の入力がデータ入力で
あるかを確認する。ここで、データ入力はアバター文字メッセージを生成するための文字
データまたは表示命令語により遂行可能である。データが受信されると、制御部１１０は
ステップ３５３でこれを感知し、ステップ３５５でこのデータを表示部１４０に表示しつ
つ貯蔵する。このとき、ステップ３５５で文字メッセージの生成手順は図４に示したよう
な過程で遂行できる。
【００５４】
　制御部１１０は、ステップ３５７でメニューを選択しないと、ステップ３５９で該当機
能を遂行する。しかしながら、入力情報がメニューを選択する情報であると、制御部１１
０はステップ３５７でこれを感知し、ステップ３６１でアバター表示命令語を入力可能な
メニューを表示部１４０に表示する。このとき、ステップ３６１で表示部１４０に表示さ
れる情報は、アバターの動作、表情、事物に係る情報を含む。アバターの動作、表情、事
物のうちのいずれか一つを選択すると、制御部１１０はステップ３６３でこれを感知し、
ステップ３６５で選択されたアバター表示命令語を表示する。すなわち、使用者がアバタ
ーの動作を選択すると、制御部１１０は上記の＜表１＞のような顔文字及び＜表２＞のよ
うなアバターを動作させる表示命令語を表示する。そして、アバターの表情を選択すると
、制御部１１０は上記の＜表３＞のような顔文字及び＜表４＞のようなアバターを動作さ
せる表示命令語を表示し、前記アバターの事物を選択すると、制御部１１０は上記の＜表
５＞のようなアバターを動作させる表示命令語を表示する。また、制御部１１０はステッ
プ３６３及びステップ３６９で前記アバター表示命令語を選択するように案内し、使用者
がアバター表示命令語を選択すると、選択された表示命令語を表示する。しかしながら、
使用者がアバター表示命令語を選択する前に取り消し命令が発生すると、制御部１１０は
ステップ３６７またはステップ３７３でこれを感知する。したがって、制御部１１０は、
表示命令語の入力過程を中断し、次の過程を遂行するためにステップ３５１に戻る。
【００５５】
　しかしながら、ステップ３６５で表示命令語が表示されるときに使用者が特定表示命令
語を選択すると、制御部１１０はステップ３６９でこれを感知し、ステップ３７１で選択
された特定表示命令語に対応するアバターを表示する。このとき、アバターは多様な動作
、表情、事物で表示することができる。その後、表示部１４０でアバターを表示する状態
で使用者による選択命令が発生すると、制御部１１０はステップ３７５でこれを感知し、
ステップ３７７で命令語を示すデータと共に選択された命令語を貯蔵する。しかしながら
、アバターを表示部１４０に表示するときに使用者が取り消し機能を選択すると、制御部
１１０はステップ３７９でこれを感知し、ステップ３８１で選択された表示命令語を削除
する。
【００５６】
　アバター携帯端末機は、上記のような手順を反復遂行することにより、アバター文字メ
ッセージを生成することができる。また、アバター文字メッセージを生成した後に終了命
令を発生すると、制御部１１０はステップ３８３でこれを感知し、ステップ３８５で生成
された文字メッセージを貯蔵してから初期ステップに戻る。このとき、生成されたアバタ
ー文字メッセージは、アバター文字メッセージを示す命令語と、表示命令語に該当するア
バターイメージを選択するための情報が含まれる文字メッセージとを含んでなる。上述し
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たように、使用者が生成されたメッセージの確認命令を発生すると、制御部１１０は生成
された文字メッセージを表示すると同時に、文字メッセージに含まれた命令語によりアバ
ターを表示することもできる。
【００５７】
　上記のような送信側アバター携帯端末機からアバター文字メッセージを受信する受信側
アバター携帯端末機は、この文字メッセージを分析してアバター表示命令語が含まれてい
る場合は、受信される文字メッセージと共にアバターを表示する。また、受信側アバター
携帯端末機は、文字メッセージが他の一般携帯端末機から伝送される場合にもアバターと
共に文字メッセージを表示することができる。これは、アバター携帯端末機が、上記の＜
表１＞～＜表５＞に示したように、受信側アバター携帯端末機が表示命令語を貯蔵してい
るためである。すなわち、一般携帯端末機から文字メッセージが受信された場合も受信側
携帯端末機は、文字メッセージの内容を分析して貯蔵されているアバター動作の命令語が
文字メッセージに含まれた場合に、この文字メッセージと共に命令語に応じてアバター動
作を表示することができる。本発明の実施形態では、アバター携帯端末機が伝送したアバ
ター文字メッセージを中心に文字メッセージを処理する過程を説明したが、上記したよう
に一般文字メッセージの受信過程に対しても同一に適用されることができる。
【００５８】
　図６は、本発明が第１の実施形態によるアバター文字メッセージの処理手順を示すフロ
ーチャートである。
　図６を参照すると、ＲＦ部１２５及びデータ処理部１２０を通じて文字メッセージが受
信されると、制御部１１０はステップ４１１で文字メッセージの受信を感知し、ステップ
４１３で受信されたメッセージがアバター文字メッセージであるか否かを確認する。この
とき、送信側アバター携帯端末機は、文字メッセージがアバター文字メッセージであるこ
とを示す制御メッセージを追加することにより、受信側アバター携帯端末機にこの文字メ
ッセージを伝送することができる。また、文字メッセージにアバター文字メッセージであ
ることを示す制御命令が含まれていない場合にも、文字メッセージに含まれた命令語を分
析してアバター文字メッセージ可否を判断することができる。なお、アバター携帯端末機
は、アバター文字メッセージと一般文字メッセージの項目を含む文字メッセージメニュー
を有する。それにより、アバター携帯端末機は、使用者の選択によりアバター文字メッセ
ージまたは一般文字メッセージを選択的に表示可能になる。上記したような方法のうちい
ずれか一つの方法で、制御部１１０は受信される文字メッセージをアバター文字メッセー
ジあるいは一般文字メッセージで処理することを決定する。本発明の第１の実施形態では
、一般文字メッセージが受信された場合に、従来の方法のように受信される文字メッセー
ジのみを表示すると仮定する。したがって、受信された文字メッセージが一般文字メッセ
ージに決定されると、制御部１１０はステップ４１３でこれを感知し、ステップ４１５で
既存の方法で受信された文字メッセージを処理する。すなわち、ステップ４１３で一般文
字メッセージの受信を感知すると、制御部１１０はステップ４１７で受信メッセージリス
トに文字メッセージの着信を登録し、表示部１４０上に受信メッセージの着信を表示し、
警報モードにより文字メッセージの着信を警報する。このとき、文字メッセージの着信警
報は、ベル、メローディ、または振動を通じて発生する。その後、使用者のメッセージ確
認が要求されると、制御部１１０はステップ４１９でこれを感知し、ステップ４２１で受
信された文字メッセージを表示部１４０も表示する文字メッセージサービス手続きを遂行
する。
【００５９】
　しかしながら、ステップ４１３で受信されたメッセージがアバター文字メッセージと判
定される、制御部１１０はステップ４１５で受信されたアバター文字メッセージを分析し
、アバターイメージを動作リストに登録する。このとき、制御部１１０は、アバター文字
メッセージの着信を受信メッセージリストに登録すると同時に、表示部１４０に文字メッ
セージ着信アイコンを表示し、設定された警報モードによってメッセージ着信を警報する
(ステップ４１７)。ここで、アバター携帯端末機は、一般文字メッセージ及びアバター文
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字メッセージの受信メッセージリストをそれぞれ独立的に構成でき、一つの受信文字メッ
セージリストでも構成できる。このとき、一つの受信文字メッセージリストで構成する場
合に、前記受信メッセージリストに表示されるメッセージは一般文字メッセージとアバタ
ー文字メッセージのアイコンをそれぞれ異なるアイコンによって区別されるように表示す
る。また、表示部１４０に表示された受信メッセージアイコンも、ステップ４１７で一般
文字メッセージとアバター文字メッセージのアイコンをそれぞれ異なるアイコンによって
区別されるようにする。このとき、表示部１４０に複数の着信メッセージアイコンを表示
するための領域がないと、この着信文字メッセージのアイコンを多様な色で表示して一般
文字メッセージとアバター文字メッセージの着信を区別可能にする。例えば、黒色のアイ
コンは一般文字メッセージの着信を、青色のアイコンはアバター文字メッセージの着信を
、赤色のアイコンは一般文字メッセージ及びアバター文字メッセージ共の着信を、それぞ
れ示す。
【００６０】
　図６のステップ４１５に示したメッセージの分析は、図７に示すような手続きにより遂
行される。また、図６のステップ４２１に示したメッセージの表示も、図７に示す手続き
により遂行される。
【００６１】
　図７は、本発明の実施形態による携帯端末機に受信された文字メッセージの内容を分析
するための手続きを示すフローチャートである。
　図７を参照すると、制御部１１０は、ステップ５１１で受信された文字メッセージの文
字列をスキャンした後、ステップ５１５でスキャンした文字データを確認する。この文字
データは、文字メッセージを構成する一般文字データ、表示命令語を示す制御情報、及び
表示命令語によって表示されるアバターイメージ情報を含む。したがって、制御部１１０
は文字列をスキャンしつつ、ステップ５１５でこのスキャンしたデータが一般文字データ
であるか、あるいは表示命令語を示す制御情報であるか、またはアバターイメージ情報で
あるかを確認する。このとき、ステップ５１５でスキャンされたデータが一般文字データ
と判定された場合に、制御部１１０は、ステップ５１７でこの一般文字データを表示部１
４０に表示可能に貯蔵し、ステップ５１１に戻る。
【００６２】
　一方、ステップ５１５で上記のスキャンしたデータがアバター表示命令語と判定された
場合に、制御部１１０は、ステップ５１９で表示命令語の制御情報と共に対応するアバタ
ーイメージ情報を分析してアバターの表示方法を決定する。また、制御部１１０は、ステ
ップ５２１で表示命令語に対応するアバター情報を動作リストに登録し、表示時間を設定
する。制御部１１０は、この表示命令語を 表示部１４０に表示可能に貯蔵した後に、ス
テップ５１１に戻る。すなわち、ステップ５１５で検索される表示命令語は、文字メッセ
ージ内に含まれた一般文字データと異なる形態で区別されている。上記の図４に例示した
ように、アバター文字メッセージに含まれた表示命令語は、第１の識別子(＄)と、アバタ
ー情報(an)と、表示命令語(文字データまたは顔文字)と、第２の識別子(＄)とを含んでな
る。したがって、制御部１１０は、ステップ５１５で前記識別子を検出すると、表示命令
語と判断し、ステップ５１９でこれら識別子間のアバター情報を検査して表示命令語に該
当するアバターイメージを決定する。その後、制御部１１０は、ステップ５２１で表示命
令語を文字メッセージで表示するために貯蔵すると同時に、この表示命令語に該当するア
バター情報をメモリ１３０から確認して該当アバターのアドレス及び表示時間を設定し、
動作リストに貯蔵する。
【００６３】
　図８は、図７のステップ５２１を遂行するための手続きを示すフローチャートである。
　図８を参照すると、表示命令語を確認した後、制御部１１０は、ステップ５３１で表示
命令語に対応するアバター情報を動作リストに登録し、ステップ５３３で動作リストに登
録された他の表示命令語が存在するかを確認する。ステップ５３３は、文字メッセージに
少なくとも２つ以上の表示命令語が含まれているかを確認することである。ステップ５３
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３で、動作リストに他の表示命令語が登録されていないと、アバター文字メッセージに一
つの表示命令語が存在するようになる。それにより、制御部１１０は、ステップ５３５で
、この表示命令語によるアバターの表示時間を第１の表示時間として設定する。ここで、
第１の表示時間は、メッセージが表示される間に継続して維持される時間である。一方、
ステップ５３３で、動作リストに他の表示命令語が登録されていると、制御部１１０はス
テップ５３７で動作リストに登録された表示命令語の個数を確認してアバターの表示時間
を計算する。すると、制御部１１０は、ステップ５３９で計算された表示時間を第２の表
示時間として設定して貯蔵する。すなわち、表示命令語が確認されると、制御部１１０は
、この表示命令語に該当するアバター情報(例えば、メモリ１３０に貯蔵された該当アバ
ターイメージのアドレス)を貯蔵し、アバター文字メッセージを表示するときに、前記ア
バターイメージの表示時間を設定する。このとき、前記動作リストに一つの表示命令語の
みが登録されていると、制御部１１０はアバター文字メッセージが表示される間、該当す
る一つのアバターイメージを表示するように表示時間(第１の表示時間)を設定する。しか
しながら、動作リストに２つ以上の表示命令語が登録されていると、制御部１１０は受信
されたアバター文字メッセージを表示する間、表示命令語に該当するアバターイメージを
表示するように表示時間(第２の表示時間)を設定する。このとき、第２の表示時間は、動
作リストに登録された表示命令語の個数に基づいて可変的に設定することができ、さらに
固定時間として設定することもできる。本発明の実施形態では、第２の表示時間を固定時
間として設定したと仮定して説明する。
【００６４】
　本発明の実施形態による携帯端末機は、上述した手続きを反復遂行しながら文字メッセ
ージの文字列をスキャンし、このスキャンした文字データを一般文字及び表示命令語に分
類する。スキャンした文字データが表示命令語であると判断されると、対応する表示命令
語によるアバター情報を動作リストに登録し、アバターの表示時間を設定する。上記のよ
うな過程を繰り返して遂行することにより文字メッセージのスキャンが終了すると、制御
部１１０は、ステップ５１３（図７）でこれを感知し、図６に示したステップ４１９に戻
る。
【００６５】
　制御部１１０は、ステップ４１９で使用者がメッセージ確認命令を発したかどうかを確
認する。もし、使用者がメッセージ確認命令を発すると、制御部１１０はこれを感知し、
ステップ４２１で受信されたアバター文字メッセージを表示部１４０に表示する。ここで
、メッセージ確認命令は、文字メッセージの着信警報に応答して使用者がフォルダーをオ
ープン(またはスライドオン)し、あるいはメッセージ確認キーを押す場合に発生する。し
かしながら、携帯端末機の使用者がメッセージ確認命令を発しない場合に、メッセージ処
理手続きは、表示部１４０にアバター文字メッセージの着信アイコンを表示する状態で終
了する。
【００６６】
　また、使用者は、表示部１４０に表示されるアバター文字メッセージの着信アイコンに
基づいてメッセージ着信を感知し、受信されたアバター文字メッセージを確認することが
できる。このようなメッセージ確認過程は、文字メッセージが着信されてから一定時間が
経過した後に遂行される動作である。この場合に、携帯端末機の使用者は、表示部１４０
に表示される文字メッセージの着信アイコンを確認した後、メニュー上でアバター文字メ
ッセージの着信リストを検索し、アバター文字メッセージの確認命令を発生してアバター
文字メッセージが確認可能になる。この動作は、上記したステップ４２１の動作と同一に
遂行される。
【００６７】
　図６のステップ４２１で、制御部１１０は、図９または図１０に示す過程を遂行すると
きにアバター文字メッセージを表示するようになる。ここで、図９は、受信されたアバタ
ー文字メッセージを一度に表示することができる場合の表示手続きを示すフローチャート
である。そして、図１０は、受信されたアバター文字メッセージを分割して表示する手続
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きを示すフローチャートである。図１０は、受信されたアバター文字メッセージをライン
単位でスクロール(scroll)しつつ表示する例を示すものである。
【００６８】
　図９を参照すると、制御部１１０は、受信された文字メッセージを表示部１４０に出力
して表示する（ステップ５５１）。このとき、文字メッセージは表示部１４０の特定領域
に表示し、あるいは風船状の記号に設定された動作を有するアバターで表示することがで
きる。なお、この文字メッセージはオーバーレイ方式でアバター上に文字メッセージの表
示が可能である。また、文字メッセージが多い場合には、文字メッセージをスクロールさ
せつつ表示することもできる。本発明の実施形態においては、文字メッセージをアバター
と共に風船状の記号で表示すると仮定して説明する。
【００６９】
　上記のように文字メッセージを表示部１４０に表示する場合に、制御部１１０は、ステ
ップ５５３でアバター動作リストをスキャンし、ステップ５５７でこのリストに登録され
たアバターをアクセスした後、ステップ５５９でアクセスしたアバターを表示する。この
アバターは、図８に示したように、表示部１４０に予め設定された表示時間で表示される
。そして、表示時間が経過すると、再びステップ５５３に戻って上記の過程を反復遂行す
る。上記の動作を反復的に遂行すると、アバターはアバター文字メッセージに含まれた表
示命令語に応じて順次に 表示される。このとき、文字メッセージも表示部１４０に一緒
に表示される。なお、動作リストに登録された最後の命令語のアバター表示を終了すると
、制御部１１０はステップ５６３で終了命令が発生したがどうかを確認する。もし、文字
メッセージの終了命令が発生しないと判断されると、制御部１１０はステップ５５３に戻
って、動作リストに登録された第１の表示命令語に対するアバターをアクセスして上記の
ような動作を反復遂行する。もし、ステップ５６３で、使用者のメッセージ表示の終了命
令が発生すると、制御部１１０はこれを感知し、表示部１４０に表示される文字メッセー
ジ及びアバターの表示動作を終了する。
【００７０】
　図１１Ａ～図１１Ｃは、本発明の実施形態によりアバター文字メッセージを表示部１４
０に表示する例を示す図である。このとき、受信されるアバター文字メッセージは、図１
１Ａに示すように表示部１４０の一つの画面に表示可能なサイズを有すると仮定する。図
１１Ａに示すように、アバター文字メッセージが携帯端末機に受信された場合、メモリ１
３０の動作リストには下記の＜表６＞のような表示命令語に対応するアバターイメージが
登録される。＜表６＞で、“表示ライン”は表示部１４０に表示される文字データの行を
意味し、“アバター”は該当行に表示されるべきアバターのメモリ１３０のアドレス値を
意味し、“表示時間”はアバターの表示時間を意味する。したがって、動作リストにはア
バターを表示するための表示ライン値と、アバターのアドレス情報と、表示時間とが登録
される。
【００７１】
【表６】

【００７２】
　したがって、制御部１１０は、図１１Ａに示すような文字メッセージが受信される場合
、ステップ５５１で図１１Ｂに示すように表示部１４０に風船状の記号で文字メッセージ
を表示し、ステップ５５３～５５７で＜表６＞のような動作リストをスキャンして第１の
表示命令語に対するアバター情報を確認する。その後、制御部１１０は、該当するアバタ
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ーをアクセスしてステップ５５３で図１１Ｂのように表示する。このとき、図１１Ｂに示
すように、表示部１４０は文字メッセージと共に第１の表示命令語に該当するアバターを
表示する。アバター文字メッセージは、ステップ５６１で動作リストに登録された第２の
表示時間で表示部に表示される。その後、第２の表示時間が経過すると、制御部１１０は
、ステップ５５３で次の表示命令語に対応するアバターイメージのアドレス値を確認した
後、ステップ５５７で該当するアバターイメージをアクセスし、ステップ５５９で図１１
Ｃに示すようにアバターイメージを表示する。そして、図１１Ｃに示すようにアバター文
字メッセージの表示は、動作リストに登録された第２の表示時間で維持される。その後、
制御部１１０はさらにステップ５５３に戻って、動作リストに登録された次の表示命令語
に対するアバター情報を確認する。次の表示命令語がないため、さらに第１の表示命令語
に対するアバターを表示する動作を反復して遂行する。このように制御部１１０は、使用
者がメッセージ確認終了を命令するまで、図１１Ｂ及び図１１Ｃに示すように動作リスト
に登録されたアバターを順次に、そして反復的にアクセスして文字メッセージと共に表示
する。
【００７３】
　図９に示したメッセージ表示方法は、受信されたメッセージが図１１Ｂ及び図１１Ｃに
ように表示部１４０の一つの画面に表示可能なサイズのメッセージが受信された場合に、
アバター文字メッセージを表示する手続きを示す。しかしながら、受信されるアバター文
字メッセージは表示部１４０の一つの画面に表示可能なサイズより大きなメッセージであ
る。この場合に、制御部１１０は、受信されるアバター文字メッセージを表示部１４０に
分割して表示すべきである。すなわち、制御部１１０は、アバター文字メッセージを画面
単位またはライン単位でスクロールして、表示部１４０に表示しなければならない。図１
０は、アバター携帯端末機でアバター文字メッセージをライン単位でスクロールしつつ、
表示命令語に対応するアバター文字メッセージを表示部１４０に表示する方法を説明する
ための図である。
【００７４】
　以下、図１０を参照して、受信されるアバター文字メッセージをライン単位でスクロー
ルして、表示部１４０に表示する過程について説明する。図１１Ｄ～図１１Ｎは、本発明
の実施形態よりにアバター文字メッセージをライン単位でスクロールしつつ、表示部１４
０に表示する例を示す図である。このとき、受信されるアバター文字メッセージは、図１
１Ｄに示すように、表示部１４０の一つの画面に表示できないサイズで受信されると仮定
する。図１１Ｃに示すように、アバター文字メッセージが受信された場合に、メモリ１３
０の動作リストには下記の＜表７＞のように表示命令語に対応するアバターイメージが登
録される。＜表７＞において、“表示ライン”、“アバター”、及び“表示時間”は上記
の＜表６＞の“表示ライン”、“アバター”、及び“表示時間”と同一の意味を有する。
【００７５】
【表７】

【００７６】
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　以下、図１０に示すようにアバター文字メッセージの表示手続きを図１１Ｄ～図１１ｎ
を参照して説明する。まず、制御部１１０は、受信された文字メッセージの中で、表示部
１４０の一つの画面に表示可能なサイズの文字メッセージをアクセスして表示する(ステ
ップ５７１)。本発明の実施形態により、表示部１４０は一つの画面に４ラインの文字メ
ッセージが表示可能であると仮定する。ここで、４ラインの文字メッセージが表示可能な
領域を“表示領域”と称する。制御部１１０は、第１の表示領域の文字メッセージをアク
セスして表示部１４０の文字メッセージ表示領域に風船状の記号により文字メッセージを
表示する(ステップ５７１)。このとき、第１の表示領域はＬ１～Ｌ４の文字メッセージを
含む。そして、制御部１１０は、第１の表示領域に含まれた動作リストを確認する(ステ
ップ５７３)。この第１の表示領域内の文字メッセージに表示命令語が存在すると、制御
部１１０はステップ５７５でこれを感知し、ステップ５７７で該当する表示命令語のアバ
ターアドレス値を確認し、ステップ５７９でメモリ１３０に貯蔵された該当アバターをア
クセスして表示部１４０に表示する。このとき、上記の＜表７＞に示したアバターの中で
１番目に表示されるべきアバターは、図１１Ｅに示すように“疲れ”を表示するアバター
である。また、この“疲れ”を表示するアバターは、図１１Ｅに示すように、第２の表示
時間で維持される。第２の表示時間が経過すると、制御部１１０は、ステップ５９１でこ
れを感知し、ステップ５９３で現在表示しているアバターが現在の表示領域に含まれた最
後の表示命令語に対するアバターであるかを確認する。もし、最後表示命令語に対するア
バターでないと、制御部１１０は、ステップ５９５で現在の表示領域の動作リストに含ま
れた次の表示命令語を選択可能に動作リストに表示した後、ステップ５７７に戻る。する
と、制御部１１０は、ステップ５７７で動作リストに登録された次の表示命令語を確認し
、ステップ５７９で第１の表示領域の２番目の表示命令語である“かんしゃく”に該当す
るアバターを、図１１Ｆに示すように表示する。その後、表示時間が終了すると、制御部
１１０はステップ５９１でこれを感知し、ステップ５９３で現在表示されているアバター
が現在の表示領域において最後の表示命令語に対するアバターであるかを更に確認する。
もし、最後の表示命令語に対するアバターであると、制御部１１０はこれを感知し、ステ
ップ５９７で、現在の表示領域に含まれた１番目の表示命令語を選択可能なように動作リ
ストを更新し、ステップ５７７に戻る。したがって、第１の表示領域の文字メッセージを
表示する状態で終了キーまたはスクロール命令が発生しないと、制御部１１０は、図１１
Ｅ及び図１１Ｆに示すようなアバター文字メッセージを第２の表示時間の周期で反復的に
表示する。
【００７７】
　このとき、文字メッセージのスクロール動作は予め設定された時間間隔で遂行でき、ま
た、使用者の選択によって文字メッセージのスクロールを遂行することができる。本発明
の実施形態では、使用者がスクロール命令を発生する場合に遂行されると仮定する。した
がって、使用者がスクロール命令を発生すると、制御部１１０は、ステップ５８３でこれ
を感知し、ステップ５８５で文字メッセージをスクロールして表示し、ステップ５８７で
動作リストの表示領域を更新する。 図１１Ｇは、使用者が２回のスクロール命令を発生
した場合の変更された表示領域(第３の表示領域Ｌ３～Ｌ６)を示す図である。このとき、
表示領域内の文字メッセージに含まれた表示命令語は、＜表７＞に示したように一つにな
る。したがって、制御部１１０はステップ５７７、５７９、及び５９１を遂行し、図１１
Ｈに示すように“かんしゃく”表情のアバターと第３の表示領域の文字メッセージを共に
表示する。このとき、第３の表示領域に含まれた表示命令語は一つなので、制御部１１０
は、次のスクロール命令が発生するまで、図１１Ｈのような状態を維持する。それにより
、この場合に前記アバターの表示時間は第１の表示時間になる。
【００７８】
　その後、使用者が更にスクロール命令を発生すると、制御部１１０はステップ５８３で
これを感知し、第４の表示領域Ｌ４～Ｌ７の文字メッセージを表示すると同時に、第４の
表示領域の表示命令語を表示するために動作リストを更新する。このとき、第４の表示領
域には２つの表示命令語（かんしゃく、恐ろしさ）が含まれているため、制御部１１０は
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上記したような動作を反復遂行し、図１１Ｊ及び図１１Ｋのようにアバター文字メッセー
ジを表示する。そして、使用者が更にスクロール命令を発生すると、制御部１１０はステ
ップ５８１で図１１Ｉのように第５の表示領域の文字メッセージを表示する。また、制御
部１１０は、ステップ５８７で、第５の表示領域の表示命令語を含むように動作リストを
更新した後、上記のようなアバター文字メッセージの表示動作を反復遂行する。このとき
、表示部１４０に表示されるアバター文字メッセージの形態は、図１１Ｍ及び図１１Ｎの
ように示す。
【００７９】
　上記アバターを受信されたアバター文字メッセージの最後の表示領域まで表示した後、
または表示する途中で使用者が逆方向スクロール命令を発生すると、制御部１１０はステ
ップ５８３でこれを感知する。このとき、制御部１１０は、動作リストを以前の表示領域
(最後の表示領域(Ｌ５～Ｌ８)を表示した状態であれば、以前の表示領域(Ｌ４～Ｌ７)を
意味する)に更新して上記のような動作を遂行する。また、最後の表示領域を示す状態で
、スクロール命令が発生すると、制御部１１０は第１の表示領域の動作リストを更新して
表示するようになる。
【００８０】
　上記のように、文字メッセージをスクロールしつつ表示命令語に対するアバターを共に
表示する状態で、動作リストに登録された表示命令語が含まれない文字メッセージを表示
する場合、制御部１１０はステップ５７５でこれを感知する。上記した場合は、４ライン
表示領域の文字メッセージが表示命令語を一つでも含まないことを意味する。この場合、
制御部１１０はステップ５８１でこれを感知し、該当する表示領域の文字メッセージと共
に予め設定された基本アバターを表示する。ここで、基本アバターは、表示命令語に対応
するアバターでなく、独立的なアバターであり、表示命令語に対応するアバターから選択
された特定アバターである。
【００８１】
　したがって、上記した動作を反復遂行することにより、アバター文字メッセージの文字
データを行単位または画面単位でスクロールして表示し、この表示される画面内に含まれ
た表示命令語に対するアバターを順次に表示することができる。このとき、使用者のメッ
セージ表示の終了命令が発生すると、制御部１１０はステップ５８９でこれを感知し、表
示部１４０に表示された文字メッセージ及びアバターの表示動作を終了する。
【００８２】
　上記したように、本発明の第１の実施形態により、アバター携帯端末機はアバター情報
を文字メッセージに追加してアバター文字メッセージを生成し、伝送する。このとき、ア
バター文字メッセージは文字データ及びアバター表示命令語で構成される。また、アバタ
ー表示命令語は、識別子、アバターイメージを表示するための情報(アバター情報)、及び
文字または記号からなるデータで構成される。したがって、送信側携帯端末機の使用者は
希望する文字メッセージに表現したいキャラクタイメージを共に伝送することができるた
め、文字メッセージの表現方法を多様に実現可能になる。すると、これを受信する受信側
のアバター携帯端末機は、受信されるアバター文字メッセージを表示するときに送信側で
一緒に伝送したアバター情報に応じてアバターイメージを共に表示する。このとき、送信
側のアバター携帯端末機は受信側の携帯端末機の種類を確認し、アバター携帯端末機の場
合にはアバター文字メッセージを伝送し、一般携帯端末機の場合には一般文字メッセージ
を伝送するようになる。
【００８３】
　しかしながら、このようなアバター文字メッセージの処理方法は、送信側携帯端末機が
アバター携帯端末機の場合のみに可能である。したがって、送信側携帯端末機が一般携帯
端末機で、受信側携帯端末機がアバター携帯端末機の場合にはアバター文字メッセージサ
ービスが遂行されない。したがって、受信側アバター携帯端末機は送信側の携帯端末機で
伝送される一般文字メッセージもアバター文字メッセージのように処理可能に実現するの
が望ましい。本発明の第２の実施形態では、受信された文字メッセージに含まれた表示命



(25) JP 4382654 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

令語を確認し、この確認された表示命令語によるアバターの表示時間をそれぞれ設定した
後、文字メッセージと共に該当するアバターを表示する過程を提供する。
【００８４】
　図１２は、本発明の第２の実施形態による文字メッセージの処理手続きを示すフローチ
ャートである。ここで、携帯端末機がアバター携帯端末機で、文字メッセージを表示する
方法がアバター文字メッセージを表示する場合であると仮定して説明する。この場合、制
御部１１０は、受信される文字メッセージを分析してアバターを動作させるための表示命
令語、すなわち顔文字やアバター表示文字を含んでいるかどうかを分析する。この分析過
程で表示命令語を含む文字メッセージであると、制御部１１０は、分析された結果に基づ
いてアバターを表示する。すなわち、受信された文字メッセージは表示命令語に該当する
アバターと共に表示する。
【００８５】
　図１２を参照すると、ＲＦ部１２５及びデータ処理部１２０を通じて文字メッセージが
受信されると、制御部１１０はステップ６１１で文字メッセージの受信を感知し、ステッ
プ６１３で文字メッセージ表示方法がアバター文字メッセージ表示方法で設定されたかを
確認する。このとき、一般文字メッセージ表示方法に設定された場合に、制御部１１０は
、ステップ６１３でこれを感知し、ステップ６１５で既存の方法で受信された文字メッセ
ージを処理する。すなわち、制御部１１０は、一般文字メッセージを受信するとき、表示
部１４０に一般文字メッセージの着信アイコンを表示し、メッセージ着信を設定された警
報方法により警報する。そして、使用者がメッセージの着信警報によりフォルダをオープ
ンし、またはメニューのメッセージ着信リストを確認して、着信された一般文字メッセー
ジを選択すると、制御部１１０は受信された文字メッセージを表示部１４０に表示する。
【００８６】
　しかしながら、ステップ６１３でアバター文字メッセージ表示方法で設定されることを
感知すると、制御部１１０はステップ６１７で受信されたアバター文字メッセージを分析
して文字メッセージに含まれた表示命令語に対応するアバターを確認して動作リストに登
録し、また登録されたアバターを表示する時間を決定する。ステップ６１９で、制御部１
１０は、携帯端末機の受信メッセージリストにアバター文字メッセージを登録し、またア
バター文字メッセージが着信されたことを警報し、表示部１４０にアイコンで表示する。
このとき、アバター文字メッセージの受信メッセージリストは、一般文字メッセージの受
信メッセージリストと異なる受信メッセージリストで実現可能であり、また同一の受信メ
ッセージリストにアバター及び文字メッセージを登録することもできる。この場合、制御
部１１０は受信メッセージリストに一般文字メッセージとアバター文字メッセージの名称
前に相互に区別可能なアイコンを使用して表示することもできる。アバター文字メッセー
ジの着信アイコンは、上記したように一般文字メッセージの着信アイコンと異なるアイコ
ンを使用することもでき、同一のアイコンを使用することもできる。
【００８７】
　上記したように、メッセージ着信警報が発生する状態で、使用者がフォルダオープン(
またはスライディングオン)またはメッセージ確認キーを押すと、制御部１１０はステッ
プ６２１でこれを感知し、ステップ６２３で受信された文字メッセージと共に動作リスト
に登録されたアバター情報を用いてアバターを表示する。また、使用者が表示部１４０に
表示されるアバター文字メッセージの着信アイコンを確認し、メニューを通じて受信メッ
セージリストに登録されたアバター文字メッセージを選択してメッセージ表示手続きを遂
行することもできる。このとき、遂行されるイメッセージの遂行手順は、図１２のステッ
プ６２３で遂行される表示手順と同一に遂行される。
【００８８】
　ここで、図１２のステップ６１７で遂行されるメッセージ分析過程は図１３のような手
続きで遂行され、ステップ６２３で遂行されるメッセージ表示過程は図９及び図１０のよ
うな手続きで遂行される。
【００８９】
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　図１３は、本発明の実施形態により携帯端末機に受信された文字メッセージの内容を分
析する手続きを示すフローチャートである。
　図１３を参照すると、制御部１１０は、ステップ７１１で受信された文字メッセージの
文字列をスキャンした後、ステップ３１５でスキャンされた文字列を構成するデータの形
式を確認する。このとき、文字列を構成するデータの形式は一般文字と表示命令語に大別
され、この表示命令語はアバター表示文字及び顔文字に分けられる。そして、アバター表
示文字及び顔文字などで構成される表示命令語は、メモリ１３０に貯蔵された前記 ＜表
１＞～＜表５＞のようなアバター表示のためのデータを意味する。したがって、制御部１
１０は受信された文字メッセージの文字列をスキャンし、ステップ７１５でスキャンされ
た文字を＜表１＞～＜表５＞のアバター表示命令語と比較しつつ、スキャンされる文字が
アバター表示命令語であるかを判断する。このとき、ステップ７１５でスキャンされた文
字が一般文字データであると判断された場合、制御部１１０は、ステップ７１７で前記一
般文字と判断された文字データを表示部１４０に文字で表示するように処理し、ステップ
７１１に戻る。
【００９０】
　しかしながら、ステップ７１５でスキャンされたキャラクタがアバター表示命令語の場
合、制御部１１０は前記アバター表示命令語によるアバターを判断する。このとき、表示
命令語がアバターを表示するための文字データと判定されると、制御部１１０はステップ
７１９でメモリ１３０の＜表１＞～＜表５＞のような構造を有する表示命令語メモリでア
バター表示文字データに該当するアバター情報を確認し、文字データを貯蔵する。ステッ
プ７２１で、図２Ａ～図２Ｇのようなアバターイメージを貯蔵するアバターメモリでアバ
ター情報によるアバターイメージが貯蔵されたアドレス値を確認する。その後、制御部１
１０はステップ７２３で、決定されたアバターアドレス値を動作リストに登録し、アバタ
ーを表示する時間を設定する。
【００９１】
　このとき、ステップ７１９、７２１、及び７２３で、制御部１１０は文字データが表示
命令語で分析されると、メモリ１３０の表示命令語メモリから文字データに該当するアバ
ター情報を取り、アバターメモリから前記該当するアバターイメージのアドレス値を決定
し、選択されたアバターイメージのアドレス、表示順序、及び表示時間を設定した後、こ
れをアバター動作リストに登録する手続きを遂行するようになる。
【００９２】
　また、表示命令語がアバターを表示するための顔文字であると判定されると、制御部１
１０はステップ７２５でメモリ１３０の＜表１＞～＜表５＞の構造を有する表示命令語メ
モリで顔文字に該当するアバター情報を確認し、顔文字を貯蔵し、ステップ７２１で図２
Ａ～図２Ｇに示すようなアバターイメージを貯蔵するアバターメモリからアバター情報に
よるアバターイメージが貯蔵されたアドレス値を確認する。その後、制御部１１０は、ス
テップ７２３で前記アバターのアドレス値を動作リストに登録し、アバターを表示する時
間を設定する。ステップ７２５、７２７、及び７２３の動作もアバター表示文字処理時の
動作と類似するように遂行される。
【００９３】
　ここで、ステップ７２３による動作は、図８のように遂行される。すなわち、制御部１
１０は、表示命令語を分析した後、表示命令語に該当するアバター位置情報を登録リスト
に順次に登録し、この登録された表示命令語を分析してアバターの表示時間を設定する動
作を遂行するようになる。
【００９４】
　このような手続きを上記したように反復して遂行しつつ受信された文字メッセージの文
字列をスキャンし、スキャンした文字データを一般文字、アバター表示文字及び顔文字に
分類した後に、アバター表示文字及び顔文字の場合と判断されると、対応するアバターを
選択してアバター表示リストに登録し、アバターの動作表示順序及び時間を設定する。上
記の過程を反復遂行すると、一般文字、表示命令語のアバター表示文字及び顔文字をそれ
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＜表６＞または＜表７＞に示したように貯蔵される。そして、動作リストに登録されるア
バターが表示される時間も共に貯蔵される。その後、受信された文字メッセージのすべて
の文字列に対するスキャンを終了すると、制御部１１０はステップ７１３で文字メッセー
ジの最後部分であることを感知し、図１２のステップ６１９に戻る。
【００９５】
　このように処理されるアバター文字メッセージは、図１２のステップ６２３で図９また
は図１０のように表示される。このとき、受信されたアバター文字メッセージが表示部１
４０の一つの画面に表示される場合には、登録リストは＜表６＞のように生成され、アバ
ター文字メッセージの表示手続きは図９のような手続きを遂行し、図１１Ａ～図１１Ｃの
ように表示可能である。しかしながら、受信されたメッセージが表示部１４０の一つの画
面に表示できない場合には前記登録リストは、＜表７＞のように生成される。前記アバタ
ー文字メッセージの表示手続きは、図１０に示した手続きを遂行し、図１１Ｃ～図１１Ｎ
のように表示可能である。
【００９６】
　図１１Ａ～図１１Ｎに示したアバター文字メッセージは、風船状の記号で表示部１４０
の特定領域に表示される。また、アバター文字メッセージは、表示された文字メッセージ
上にアバターを順次的にオーバーレイして表示することもできる。
【００９７】
　上述したように、本発明の第２の実施形態により、文字メッセージに含まれたすべての
表示命令語に対応するアバターイメージを表示する。また、制御部は受信された文字メッ
セージを分析し、文字メッセージに含まれた表示命令語のうちいずれか一つの表示命令語
を選択し、この選択された表示命令語に対応する少なくとも一つ以上のアバターイメージ
と共に文字メッセージを表示する方法を提供する。
【００９８】
　本発明の第３の実施形態により文字メッセージが受信されると、制御部１１０は受信さ
れた文字メッセージを処理すると同時に、この文字メッセージに含まれた表示命令語(す
なわち、感情を表す単語または特殊文字)を分析し、その分析結果に応じてアバターイメ
ージを文字メッセージと共に表示する。本発明の実施形態で、文字メッセージは、上記し
たようにＳＭＳメッセージ、ＥＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、及び多様な伝送方法
を通じて伝送されるそれ以外のすべてのメッセージを含む。また、文字メッセージは携帯
端末機で文字を用いて表現可能なすべてのメッセージを含む。
【００９９】
　なお、文字メッセージにおいて表示命令語は、アバターを表示するための特殊記号の顔
文字と、単語を含む。そして、多様な動作を有するアバターイメージは、メモリ１３０の
アバターメモリに予め貯蔵されるべきである。また、表示命令語(顔文字及び単語)も、メ
モリ１３０の表示命令語メモリに予め貯蔵されるべきである。すなわち、メモリ１３０の
アバターメモリ及び 表示命令語メモリはファイルシステム(file system)として動作し、
各アバター別にメモリ(または、ファイルシステム)のインデックスを有するようになる。
また、アバターメモリは、各イベントによりアバター細部構成要素の動作、表情、及び事
物を多様な形態別に貯蔵することができる。すなわち、アバター情報は上記のようにそれ
ぞれの形態別にアバターメモリに貯蔵される。そして、アバターメモリは、文字メッセー
ジを構成する文字データを分析し、アバターの感情表現を示す顔文字及び単語が貯蔵され
なければならない。このような 文字メッセージで、アバターを用いて感情を表現する文
字データは、下記の＜表８＞のように示す。
【０１００】
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【表８】

【０１０１】
　本発明の第３の実施形態においては、＜表８＞に示すように、文字メッセージに対する
感情状態を表すための多数の感情表現が使用される。一般に、感情は喜怒哀楽で表現可能
である。本発明においては、文字メッセージを通じて表現可能な感情の種類を、＜表８＞
に示したように、幸せ、恥ずかしさ、怒り、当惑、及び悲しみに大別して使用する。図１
５Ａ～図１５Ｅは、＜表８＞のような感情表現の表示命令語に対応するアバターイメージ
の例を示すもので、メモリ１３０のアバターメモリに貯蔵される。そして、図１５Ａ～図
１５Ｅに示すようなアバターイメージは、一つのイメージ画像または多数のアバターイメ
ージがアニメーション形態で表示される。また、＜表８＞に示す表示命令語は、メモリ１
３０の表示命令語メモリに貯蔵され、図１５Ａ～図１５Ｅに示すようなアバターイメージ
の選択を決定する命令語として動作する。
【０１０２】
　したがって、本発明の実施形態では上記のように５つの感情表現を使用し、この５つの
感情表現を表示するための表示命令語を＜表８＞のように設定することにより、携帯端末
機は文字メッセージの感情表現を効率的に表示することができる。すなわち、感情表現を
示すアバターイメージ及び表示命令語を簡略化することができるため、携帯端末機で文字
メッセージの感情表現を効率的に遂行可能になる。また、＜表８＞のような感情表現及び
表示命令語を必要に応じて追加または削除することもできる。
【０１０３】
　以下、上記の構成を有する携帯端末機で受信された文字メッセージに含まれた表示命令
語により、アバターイメージを文字メッセージと共に表示する具体的な動作を説明する。
図１４は、本発明の第３の実施形態により携帯端末機で文字メッセージを受信した場合に
文字メッセージに含まれた表示命令語を分析し、文字メッセージと共に表示命令語に対応
するアバターイメージを表示する手続きを示すフローチャートである。
【０１０４】
　図１４に示すように、文字メッセージが受信されると、制御部１１０はステップ８１１
でこれを感知し、ステップ８１３で前記受信された文字メッセージを表示部１４０に表示
する。その後、ステップ８１５で、制御部１１０は文字メッセージに含まれたデータを分
析して表示命令語が存在するかを確認する。
【０１０５】
　ここで、文字メッセージの分析は図１３に示す手続きにより遂行可能である。
　まず、制御部１１０は、受信された文字メッセージの文字列を解析(parsing)した後、
この解析された文字列で文字データの形式を確認する。このとき、文字データの形式は、
大きく一般文字、表示命令語のアバター表示文字、及び顔文字に分けられる。そして、表
示命令語のアバター表示文字及び顔文字は、メモリ１３０のアバターメモリに貯蔵された
＜表８＞のように感情表現を示す表示命令語になる。したがって、制御部１１０は、受信
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された文字メッセージの文字列を解析し、この解析された文字を＜表８＞の顔文字または
感情表現を示す単語(文字データ)と比較分析しつつ、感情を表現する表示命令語であるか
否かを判断する。このとき、感情表現を表示しない文字データと判断された場合(すなわ
ち、文字データが＜表８＞に登録されない文字データの場合)、制御部１１０は一般文字
と判断された文字データを表示部１４０に文字で表示するように処理する。
【０１０６】
　しかしながら、感情表現を表示する表示命令語と判断されると、制御部１１０は表示命
令語の感情表現を判断する。ここで、文字データによるアバターの感情表現として、本発
明の第３の実施形態では＜表８＞に示すように、幸せ、恥ずかしさ、怒り、当惑、悲しみ
が使用される。このような感情表現は、必要により追加または削除が可能である。
【０１０７】
　また、文字メッセージに含まれた感情表現の文字データにより文字メッセージの内容を
判断する場合に、様々な方法で表現可能である。第１に、文字メッセージに存在する１番
目の感情表現単語または顔文字によって決定された表示命令語に基づいて文字メッセージ
の内容を判断する方法である。第２に、文字メッセージに存在する最後位置の感情表現単
語または顔文字によって決定された表示命令語に基づいて文字メッセージの内容を判断す
る方法である。第３に、文字メッセージに含まれた感情表現の単語及び顔文字の中で一番
多く含まれた感情表現の表示命令語に基づいて文字メッセージの内容を判断する方法であ
る。第４に、文字メッセージに含まれた顔文字によって決定される感情表現に基づいて文
字メッセージの内容を判断する方法である。この第４の方法は文字メッセージに一つの顔
文字のみを使用する場合に使用される。第５に、文字メッセージに含まれた感情表現の単
語及び顔文字共を用いて文字メッセージの内容を判断する方法である。第６に、感情表現
の優先順位を決定し、文字メッセージに含まれた文字データを分析した後、優先順位の高
い感情表現を文字メッセージの内容に基づいて判断する方法である。
【０１０８】
　上記した方法において、第１及び第２の方法は、送信側携帯端末機の使用者と、受信側
携帯端末機の使用者との間に予め約束された場合に、効果的に使用できる。すなわち、送
信側携帯端末機の使用者が文字メッセージを発信する場合に、自分が希望する送信メッセ
ージの感情表現を予め決定した後、文字メッセージを前部に表示命令語を入力し、あるい
は文字メッセージの最後に表示命令語を入力すると、受信側携帯端末機の使用者は文字メ
ッセージを受信するときに表示されるアバターイメージを通じて送信側使用者の感情状態
を予め確認することができる。そして、第３の方法は、受信側携帯端末機の制御部１１０
が文字メッセージに含まれた表示命令語をすべて確認した後、文字メッセージに含まれた
一番多くの数の表示命令語を確認し、この確認された表示命令語に対応するアバターイメ
ージをアバターメモリでアクセスして文字メッセージに表示する。
【０１０９】
　上記したようなアバターの感情表示方法のうちの一つの方法を使用して文字メッセージ
に含まれた感情表現単語及び顔文字により、文字メッセージの内容を判断することができ
る。したがって、制御部１１０は、文字メッセージが受信されると、ステップ８１１でこ
れを感知し、ステップ８１５で受信されたメッセージを分析する。このとき、文字メッセ
ージの分析は＜表８＞と表示命令語メモリに貯蔵されたアバター表示文字または顔文字と
受信される文字メッセージを比較し、メッセージ分析手順は図１３のように遂行できる。
ステップ８１３で、上記の方法で文字メッセージの内容を判断する。このとき、文字メッ
セージは＜表８＞のような表示命令語となり、表示命令語に対応するアバターイメージは
、アバターメモリに貯蔵されている。したがって、制御部１１０は、ステップ８１１で表
示命令語及びこの表示命令語に該当するアバターイメージを選択して登録リストに登録し
、表示時間を設定する。このとき、本発明の第３の実施形態では文字メッセージに一つの
表示命令語を使用すると仮定し、表示命令語は文字最後に位置されると仮定する。この場
合、制御部１１０は、ステップ８１３で文字メッセージの最後に位置した表示命令語(こ
こでは、顔文字と仮定する)を確認した後、表示命令語に対するアバターイメージが貯蔵
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されたメモリ１３０のアドレス値を登録リストに貯蔵し、表示時間は第１の表示時間とし
て設定する。その後、制御部１１０はステップ８１５でメッセージ着信を警報し、表示部
１４０にメッセージ着信アイコンを表示し、前記メッセージ受信リストにメッセージの着
信を登録する。
【０１１０】
　その後、使用者がメッセージ確認を要求すると、制御部１１０はステップ８１７でこれ
を感知し、ステップ８１９で選択されたメッセージの登録リストを確認して感情表現を表
示する表示命令語があるかどうか確認する。表示命令語があると、ステップ８２１で上記
した６つの判断方法のうちいずれか一つの判断方法(本発明の第３の実施形態では、文字
メッセージの最後に表示命令語が位置されると仮定する)で文字メッセージの内容を決定
した後、決定された表示命令語に対応するアバターイメージをメモリ１３０のアバターメ
モリでアクセスして文字メッセージと共に表示する。このとき、表示命令語に対応するア
バターイメージの感情表現は、図１５Ａ～図１５Ｅのようであり、制御部１１０は前記文
字メッセージに含まれた表示命令語にアバターイメージで感情を表現する前記表示命令語
に対応するアバターイメージを選択して表示部１４０に表示する。しかしながら、登録リ
ストにアバター表示命令語が登録されない場合、制御部１１０はステップ８１９でこれを
感知し、ステップ８２３で受信される一般文字メッセージを表示する。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の第１の実施形態による携帯端末機の構成を示す図である。
【図２Ａ】本発明の第１の実施形態によるアバターイメージの構成例を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の第１の実施形態によるアバターイメージの構成例を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の第１の実施形態によるアバターイメージの構成例を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の第１の実施形態によるアバターイメージの構成例を示す図である。
【図２Ｅ】本発明の第１の実施形態によるアバターイメージの構成例を示す図である。
【図２Ｆ】本発明の第１の実施形態によるアバターイメージの構成例を示す図である。
【図２Ｇ】本発明の第１の実施形態によるアバターイメージの構成例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による携帯端末機において、アバター文字メッセージの
生成及び伝送のための手続きを示すフローチャートである。
【図４】図３に示す命令語を生成する手続きを示すフローチャートである。
【図５】図３に示す命令語を生成する他の手続きを示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態による携帯端末機でアバターメッセージを受信して表示
する手続きを示すフローチャートである。
【図７】図５において、受信される文字メッセージの内容を分析する手続きを示すフロー
チャートである。
【図８】図７において、動作リストでデータの登録及び表示時間の設定のための手続きを
示すフローチャートである。
【図９】図６及び図７により分析された文字メッセージを表示するための手続きを示すフ
ローチャートである。
【図１０】図６及び図７により分析された文字メッセージを表示する他の手続きを示すフ
ローチャートである。
【図１１Ａ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｂ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｃ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｄ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｅ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｆ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｇ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｈ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｉ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
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【図１１Ｊ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｋ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｌ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｍ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１１Ｎ】図１０により処理される文字メッセージの表示例を示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態による携帯端末機でアバターメッセージを表示する手
続きを示すフローチャートである。
【図１３】図１２において、受信された文字メッセージの内容を分析する手続きを示すフ
ローチャートである。
【図１４】本発明の第３の実施形態による携帯端末機でアバターメッセージを表示するた
めの手続きを示すフローチャートである。
【図１５Ａ】図１４により処理される文字メッセージで表示された感情キャラクタの表示
例を示す図である。
【図１５Ｂ】図１４により処理される文字メッセージで表示された感情キャラクタの表示
例を示す図である。
【図１５Ｃ】図１４により処理される文字メッセージで表示された感情キャラクタの表示
例を示す図である。
【図１５Ｄ】図１４により処理される文字メッセージで表示された感情キャラクタの表示
例を示す図である。
【図１５Ｅ】図１４により処理される文字メッセージで表示された感情キャラクタの表示
例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１２】
　１１０・・・制御部、１２０・・・データ処理部、１２５・・・ＲＦ部、１３０・・・
メモリ、１３５・・・音声処理部、１４０・・・表示部、１４５・・・キー入力部。
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