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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信メッセージを送信する方法であって：
　ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスで動作するソーシャル・アプ
リケーションのユーザ・アカウントにログインするステップ；
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信する
ステップであって、前記通信メッセージは、ターゲット・デバイスにより、前記トランス
ファ・デバイスで動作する前記ソーシャル・アプリケーションに対してログインしている
前記ユーザ・アカウントへ送信され、前記トランスファ・デバイスが所定の条件を充足す
る場合に、前記トランスファ・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントを介して、前記
トランスファ・デバイスにより、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・アカ
ウントへ転送される、ステップ；
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、前記通信メッセージに対して入力される応答メッセージを受信するス
テップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、前記応答メッセージを、前記トランスファ・デバイスに関する前記ユ
ーザ・アカウントへ送信するステップであって、前記応答メッセージは、前記トランスフ
ァ・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントを介して、前記トランスファ・デバイスに
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より前記ターゲット・デバイスへ転送される、ステップ；
　を有する方法。
【請求項２】
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信する
ステップの前に、前記方法は：
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記トランスファ・デバイスに対する通信コネクショ
ンを設定するステップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記通信コネクションを利用することにより前記トラ
ンスファ・デバイスが送信した前記ユーザ・アカウントを受信し、前記ウェアラブル・デ
バイスに関する前記ユーザ・アカウントにログインするステップであって、前記ユーザ・
アカウントは、別のデバイスとの通信を実行するために前記ウェアラブル・デバイスによ
り使用されるアカウントである、ステップ；
　を有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記所定の条件は：
　前記トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、前記通信
メッセージの表示インターフェースではないこと；或いは
　前記トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、前記通信
メッセージに対応する前記ソーシャル・アプリケーションの表示インターフェースではな
いこと；或いは
　前記トランスファ・デバイスが現在はロック・スクリーン状態にあり、前記トランスフ
ァ・デバイスの制御スイッチが所定の状態にあることであって、前記所定の状態は、前記
通信メッセージを前記ウェアラブル・デバイスへ送信することを、前記トランスファ・デ
バイスは許可されていることを示すために使用される、こと；或いは
　前記ウェアラブル・デバイスにより送信される第１履歴メッセージが第１期間内に受信
されることであって、前記第１期間の終了時点は前記トランスファ・デバイスが前記通信
メッセージを受信する時点であり、前記第１履歴メッセージは過去の時点で受信された通
信メッセージに応じて前記ウェアラブル・デバイスにより取得された応答メッセージであ
る、或いは、前記第１履歴メッセージは過去の時点で前記ウェアラブル・デバイスにより
送信された通信メッセージである、こと；或いは
　第２履歴メッセージが第２期間内に前記ウェアラブル・デバイスへ送信されることであ
って、前記第２期間の終了時点は前記トランスファ・デバイスが前記通信メッセージを受
信する時点であり、前記第２履歴メッセージは過去の時点で前記ウェアラブル・デバイス
により受信された通信メッセージである、こと；或いは
　前記トランスファ・デバイスが所定のサービス・アプリケーションを動作させているこ
と；
　である請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記通信メッセージを受信すると計時を開始するステ
ップ；
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記計時の開始から第３期間内に、入力される前記応
答メッセージが受信されたか否かを検出するステップ；及び
　前記第３期間内に前記応答メッセージは受信されていない場合に、前記ウェアラブル・
デバイスが、所定の応答メッセージを前記トランスファ・デバイスへ送信するステップで
あって、前記所定の応答メッセージは前記トランスファ・デバイスにより前記ターゲット
・デバイスへ転送され、前記所定の応答メッセージは音声メッセージ又はテキスト・メッ
セージである、ステップ；
　を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに保存されているコンタ
クト・アカウントを表示するステップ；
　前記ウェアラブル・デバイスが、アカウント選択命令を受信し、前記アカウント選択命
令に応じて返すコンタクト・アカウントを取得するステップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスが、取得したコンタクト・アカウントを前記トランスファ
・デバイスへ送信するステップであって、前記コンタクト・アカウントは、前記コンタク
ト・アカウントにより送信された通信メッセージを受信した場合に前記通信メッセージを
前記ウェアラブル・デバイスへ転送することをスキップするように、前記トランスファ・
デバイスを指示するために使用される、ステップ；
　を有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、前記ターゲット・デバイスの識別子を取得するステップ；
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、入力される通信メッセージを受信するステップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、入力された前記通信メッセージ及び前記ターゲット・デバイスの前記
識別子を、前記トランスファ・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントへ送信するステ
ップであって、前記トランスファ・デバイスは、前記ターゲット・デバイスの前記識別子
に応じて前記ターゲット・デバイスを判定し、入力された前記通信メッセージを前記ター
ゲット・デバイスへ転送するように構成されている、ステップ；
　を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、入力された前記通信メッセージ及び前記ターゲット・デバイスの前記
識別子を、前記トランスファ・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントへ送信するステ
ップの前に、前記方法は：
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記トランスファ・デバイスに対する通信コネクショ
ンを設定するステップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記通信コネクションを利用することにより前記トラ
ンスファ・デバイスが送信した前記ユーザ・アカウントを受信し、前記ウェアラブル・デ
バイスに関する前記ユーザ・アカウントにログインするステップであって、前記ユーザ・
アカウントは、別のデバイスとの通信を実行するために前記ウェアラブル・デバイスによ
り使用されるアカウントである、ステップ；
　を有する請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ターゲット・デバイスの前記識別子がコンタクト・アカウントである場合に、前記
ウェアラブル・デバイスが、前記ターゲット・デバイスの識別子を取得するステップは；
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに保存されているターゲ
ット・デバイスのコンタクト・アカウントを表示し、アカウント選択命令を受信し、前記
アカウント選択命令に応じて返されるコンタクト・アカウントを、前記ターゲット・デバ
イスのコンタクト・アカウントとして決定するステップ；或いは
　前記ウェアラブル・デバイスが、入力されるコンタクト情報を受信し、前記ウェアラブ
ル・デバイスは前記コンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存しているか
否かを検出するステップであって；前記ウェアラブル・デバイスが前記コンタクト情報に
合致するコンタクト・アカウントを保存している場合には、当該コンタクト・アカウント
を前記ターゲット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定し；或いは、前記ウェ
アラブル・デバイスが前記コンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存して
いない場合には、前記コンタクト情報を前記トランスファ・デバイスへ送信し、前記コン
タクト情報に合致し且つ前記トランスファ・デバイスにより送信されたコンタクト・アカ
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ウントを受信し、当該コンタクト・アカウントを前記ターゲット・デバイスのコンタクト
・アカウントとして決定する、ステップ；
　を有する、請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　通信メッセージを送信する方法であって：
　トランスファ・デバイスが、前記トランスファ・デバイスで動作するソーシャル・アプ
リケーションのユーザ・アカウントにログインするステップ；
　前記トランスファ・デバイスが、前記トランスファ・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、ターゲット・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するス
テップ；
　前記トランスファ・デバイスが、前記トランスファ・デバイスは所定の条件を充足して
いるか否かを見出すステップ；
　前記トランスファ・デバイスが前記所定の条件を充足する場合に、前記トランスファ・
デバイスが、前記トランスファ・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントを介して、前
記通信メッセージをウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントへ転送する
ステップ；及び
　前記トランスファ・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントを介して前記トランスフ
ァ・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・アカウントを介して
前記ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセージを受信し、前記応答メッセ
ージを前記ターゲット・デバイスへ転送するステップであって、前記応答メッセージは前
記通信メッセージに対して前記ウェアラブル・デバイスに入力される、ステップ；
　を有する方法。
【請求項１０】
　前記トランスファ・デバイスが、前記トランスファ・デバイスに関する前記ユーザ・ア
カウントを介して、前記通信メッセージをウェアラブル・デバイスに関する前記ユーザ・
アカウントへ転送するステップの前に：
　前記トランスファ・デバイスが前記ウェアラブル・デバイスに対する通信コネクション
を設定するステップ；及び
　前記トランスファ・デバイスが、前記通信コネクションを利用することにより、前記ユ
ーザ・アカウントを前記ウェアラブル・デバイスへ送信し、前記ウェアラブル・デバイス
が前記ユーザ・アカウントにログインするステップであって、前記ユーザ・アカウントは
、別のデバイスとの通信を実行するために前記ウェアラブル・デバイスにより使用される
アカウントである、ステップ；
　を有する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記トランスファ・デバイスが、前記トランスファ・デバイスは所定の条件を充足して
いるか否かを見出すステップが：
　前記トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、前記通信
メッセージの表示インターフェースであるか否かを、前記トランスファ・デバイスが見出
すステップ；或いは
　現在表示されているインターフェースが、前記通信メッセージに対応する前記ソーシャ
ル・アプリケーションの表示インターフェースであるか否かを、前記トランスファ・デバ
イスが見出すステップ；或いは
　前記トランスファ・デバイスが現在はロック・スクリーン状態にあるか否かを前記トラ
ンスファ・デバイスが見出し、前記トランスファ・デバイスの制御スイッチが所定の状態
にあるか否かを見出すステップであって、前記所定の状態は、前記通信メッセージを前記
ウェアラブル・デバイスへ送信することを、前記トランスファ・デバイスは許可されてい
ることを示すために使用される、ステップ；或いは
　前記トランスファ・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスにより送信される第１履
歴メッセージを第１期間内に受信したか否かを、前記トランスファ・デバイスが見出すス
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テップであって、前記第１期間の終了時点は前記トランスファ・デバイスが前記通信メッ
セージを受信する時点であり、前記第１履歴メッセージは過去の時点で受信された通信メ
ッセージに応じて前記ウェアラブル・デバイスにより取得された応答メッセージである、
或いは、前記第１履歴メッセージは過去の時点で前記ウェアラブル・デバイスにより送信
された通信メッセージである、ステップ；或いは
　前記トランスファ・デバイスが、第２履歴メッセージを第２期間内に前記ウェアラブル
・デバイスへ送信したか否かを、前記トランスファ・デバイスが見出すステップであって
、前記第２期間の終了時点は前記トランスファ・デバイスが前記通信メッセージを受信す
る時点であり、前記第２履歴メッセージは過去の時点で前記ウェアラブル・デバイスによ
り受信された通信メッセージである、ステップ；或いは
　前記トランスファ・デバイスが、前記トランスファ・デバイスは所定のサービス・アプ
リケーションを動作させているか否かを見出すステップ；
　を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記トランスファ・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスにより送信された所定の
応答メッセージを受信し、前記所定の応答メッセージを前記ターゲット・デバイスへ転送
するステップであって、前記所定の応答メッセージは音声メッセージ又はテキスト・メッ
セージであり、前記所定の応答メッセージは、前記ウェアラブル・デバイスが前記通信メ
ッセージを受信すると計時を開始し、前記計時の開始から第３期間以内に、入力される応
答メッセージが受信されなかった後に送信される、ステップ；
　を有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記トランスファ・デバイスが、前記通信メッセージを送信するコンタクト・アカウン
トを取得するステップ；
　前記コンタクト・アカウントを、前記ウェアラブル・デバイスにより過去に送信された
コンタクト・アカウントが含んでいるか否かを、前記トランスファ・デバイスが見出すス
テップ；及び
　前記コンタクト・アカウントを、前記ウェアラブル・デバイスにより過去に送信された
コンタクト・アカウントが含んでいる場合、前記通信メッセージを前記ウェアラブル・デ
バイスに転送することをスキップするステップ；
　を有する請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　ウェアラブル・デバイスであって：
　１つ以上のプロセッサ；及び
　メモリ；
　を有し、前記メモリは１つ以上のプログラムを保存し、前記１つ以上のプログラムは前
記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムは
、請求項１ないし８のうちの何れか一項に記載の方法を実行するために使用される命令を
有する、ウェアラブル・デバイス。
【請求項１５】
　ウェアラブル・デバイスであって：
　１つ以上のプロセッサ；及び
　メモリ；
　を有し、前記メモリは１つ以上のプログラムを保存し、前記１つ以上のプログラムは前
記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムは
、請求項９ないし１３のうちの何れか一項に記載の方法を実行するために使用される命令
を有する、ウェアラブル・デバイス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
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　本願は2015年5月28日付で中国特許庁に出願された「METHOD　AND　DEVICE　FOR　SENDI
NG　COMMUNICATION　MESSAGE」と題する中国特許出願第201510284411.2号に対する優先権
的利益を享受し、その内容全体は本願のリファレンスに組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示はコンピュータ・テクノロジの分野に関連し、特に、通信メッセージをセンシン
グする方法及びデバイスに関連する。
【背景技術】
【０００３】
　通信技術の発達により、電子デバイスにインストールされたソーシャル・アプリケーシ
ョンを利用することにより、ますます多くのユーザが他のユーザと通信を行っている。ソ
ーシャル・アプリケーションは、ウィーチャット(WeChat)、ウェイボー(Weibo)、キュー
キュー(QQ)等であっても良い。
【０００４】
　ソーシャル・アプリケーションを利用することによる通信のプロセスにおいて、ユーザ
Aが電子デバイスAを利用し、ユーザBが電子デバイスBを利用すると仮定すると、電子デバ
イスAが通信プロセスを開始する場合には、電子デバイスAがソーシャル・アプリケーショ
ンを利用することにより電子デバイスBに通信メッセージを送信し；電子デバイスBが通信
プロセスを開始する場合には、電子デバイスBにより送信された通信メッセージを電子デ
バイスAが受信した後に、電子デバイスAは、ソーシャル・アプリケーションを利用するこ
とにより通信メッセージ及び入力ボックスを表示し、ユーザAにより入力ボックスに入力
される応答メッセージを受信し、そして、応答メッセージを電子デバイスBに送信する。
【０００５】
　車両を運転している場合のように電子デバイスの操作に不都合な時に、ユーザは時間内
に通信メッセージを送信も応答もすることができず、通信効率を低くしてしまう。
【発明の概要】
【０００６】
　電子デバイスを操作するのに不都合である時にユーザが時間内に通信メッセージを送信
も応答もできない問題を解決するために、本開示の実施形態は通信メッセージを送信する
方法及びデバイスを提供する。技術的な解決手段は以下の通りである：
【０００７】
　第1形態によれば、通信メッセージを送信する方法が提供され、本方法は：
　ウェアラブル・デバイスが、トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージ
を受信するステップであって、前記通信メッセージは、ターゲット・デバイスにより前記
トランスファ・デバイスへ送信され、前記トランスファ・デバイスが所定の条件を充足す
る場合に、前記トランスファ・デバイスにより前記ウェアラブル・デバイスへ転送される
、ステップ；
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記通信メッセージに対する応答メッセージの入力を
受信するステップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記応答メッセージを前記トランスファ・デバイスへ
送信するステップであって、前記応答メッセージは前記トランスファ・デバイスにより前
記ターゲット・デバイスへ転送される、ステップを含む。
【０００８】
　第2形態によれば、通信メッセージを送信する方法が提供され、本方法は：
　ウェアラブル・デバイスが、ターゲット・デバイスの識別子を取得するステップ；
　前記ウェアラブル・デバイスが、入力される通信メッセージを受信するステップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスが、前記通信メッセージ及び前記識別子をトランスファ・
デバイスへ送信するステップであって、前記トランスファ・デバイスは、前記識別子に応
じて前記ターゲット・デバイスを判定し、前記通信メッセージを前記ターゲット・デバイ
スへ転送するように構成される、ステップを含む。
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【０００９】
　第3形態によれば、通信メッセージを送信する方法が提供され、本方法は：
　トランスファ・デバイスが、ターゲット・デバイスにより送信された通信メッセージを
受信するステップ；
　前記トランスファ・デバイスが、前記トランスファ・デバイスは所定の条件を充足して
いるか否かを見出すステップ；
　前記トランスファ・デバイスが前記所定の条件を充足する場合に、前記トランスファ・
デバイスが前記通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送するステップ；
　前記トランスファ・デバイスが、前記ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メ
ッセージを受信し、前記応答メッセージを前記ターゲット・デバイスへ転送するステップ
であって、前記応答メッセージは前記通信メッセージに対して前記ウェアラブル・デバイ
スに入力される、ステップを含む。
【００１０】
　第4形態によれば、通信メッセージを送信する方法が提供され、本方法は：
　トランスファ・デバイスが、ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ
及びターゲット・デバイスの識別子を受信するステップ；
　前記トランスファ・デバイスが、前記識別子に応じてターゲット・デバイスを確認する
ステップ；及び
　前記トランスファ・デバイスが、前記通信メッセージを前記ターゲット・デバイスへ転
送するステップを含む。
【００１１】
　第5形態によれば、通信メッセージを送信する装置が提供され、本装置は：
　トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するように構成される
第1受信モジュールであって、前記通信メッセージは、ターゲット・デバイスにより前記
トランスファ・デバイスへ送信され、前記トランスファ・デバイスが所定の条件を充足す
る場合に、前記トランスファ・デバイスにより前記ウェアラブル・デバイスへ転送される
、第1受信モジュール；
　前記第1受信モジュールにより受信された前記通信メッセージに対する応答メッセージ
の入力を受信するように構成される第2受信モジュール；及び
　前記第2受信モジュールにより受信された前記応答メッセージを前記トランスファ・デ
バイスへ送信するように構成される第1送信モジュールであって、前記応答メッセージは
前記トランスファ・デバイスにより前記ターゲット・デバイスへ転送される、第1送信モ
ジュールを含む。
【００１２】
　第6形態によれば、通信メッセージを送信する装置が提供され、本装置は：
　ターゲット・デバイスの識別子を取得するように構成される識別子取得モジュール；
　入力される通信メッセージを受信するように構成されるメッセージ受信モジュール；及
び
　メッセージ受信モジュールにより受信した前記通信メッセージ及び識別子取得モジュー
ルにより取得した前記識別子をトランスファ・デバイスへ送信するように構成される送信
モジュールであって、前記トランスファ・デバイスは、前記識別子に応じて前記ターゲッ
ト・デバイスを判定し、前記通信メッセージを前記ターゲット・デバイスへ転送するよう
に構成される、送信モジュールを含む。
【００１３】
　第7形態によれば、通信メッセージを送信する装置が提供され、本装置は：
　ターゲット・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するように構成されるメ
ッセージ受信モジュール；
　前記トランスファ・デバイスは所定の条件を充足しているか否かを見出すように構成さ
れる状態検出モジュール；
　前記トランスファ・デバイスが前記所定の条件を充足することを前記状態検出モジュー
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ルが検出した場合に、前記通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送するように構
成される第1送信モジュール；及び
　前記ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセージを受信し、前記応答メッ
セージを前記ターゲット・デバイスへ転送するように構成される第1転送モジュールであ
って、前記応答メッセージは前記通信メッセージに対して前記ウェアラブル・デバイスに
入力される、第1転送モジュールを含む。
【００１４】
　第8形態によれば、通信メッセージを送信する装置が提供され、本装置は：
　ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバイスの
識別子を受信するように構成される第1受信モジュール；
　前記第1受信モジュールにより受信した識別子に応じて前記ターゲット・デバイスを判
定するように構成されるデバイス判定モジュール；　
　前記デバイス判定モジュールにより判定された前記ターゲット・デバイスへ前記通信メ
ッセージを転送するように構成されるメッセージ転送モジュールを含む。
【００１５】
　第9形態によれば、ウェアラブル・デバイスが提供され、前記ウェアラブル・デバイス
は：
　１つ以上のプロセッサ；及び
　メモリ；
　を有し、前記メモリは１つ以上のプログラムを保存し、前記１つ以上のプログラムは前
記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムは
処理を実行するために使用される命令を有し、前記処理は：
　トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するステップであって
、前記通信メッセージは、ターゲット・デバイスにより前記トランスファ・デバイスへ送
信され、前記トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、前記トランスファ
・デバイスにより前記ウェアラブル・デバイスへ転送される、ステップ；
　前記通信メッセージに対する応答メッセージの入力を受信するステップ；及び
　前記応答メッセージを前記トランスファ・デバイスへ送信するステップであって、前記
応答メッセージは前記トランスファ・デバイスにより前記ターゲット・デバイスへ転送さ
れる、ステップを含む。
【００１６】
　第10形態によれば、ウェアラブル・デバイスが提供され、前記ウェアラブル・デバイス
は：
　１つ以上のプロセッサ；及び
　メモリ；
　を有し、前記メモリは１つ以上のプログラムを保存し、前記１つ以上のプログラムは前
記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムは
処理を実行するために使用される命令を有し、前記処理は：
　ターゲット・デバイスの識別子を取得するステップ；
　入力される通信メッセージを受信するステップ；及び
　前記通信メッセージ及び前記識別子をトランスファ・デバイスへ送信するステップであ
って、前記トランスファ・デバイスは、前記識別子に応じて前記ターゲット・デバイスを
判定し、前記通信メッセージを前記ターゲット・デバイスへ転送する、ステップを含む。
【００１７】
　第11形態によれば、トランスファ・デバイスが提供され、前記トランスファ・デバイス
は：　
　１つ以上のプロセッサ；及び
　メモリ；
　を有し、前記メモリは１つ以上のプログラムを保存し、前記１つ以上のプログラムは前
記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムは
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処理を実行するために使用される命令を有し、前記処理は：
　ターゲット・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するステップ；
　前記トランスファ・デバイスは所定の条件を充足しているか否かを見出すステップ；
　前記トランスファ・デバイスが前記所定の条件を充足する場合に、前記通信メッセージ
をウェアラブル・デバイスへ転送するステップ；及び
　前記ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセージを受信し、前記応答メッ
セージを前記ターゲット・デバイスへ転送するステップであって、前記応答メッセージは
前記通信メッセージに対して前記ウェアラブル・デバイスに入力される、ステップを含む
。
【００１８】
　第12形態によれば、トランスファ・デバイスが提供され、前記トランスファ・デバイス
は：
　１つ以上のプロセッサ；及び
　メモリ；
　を有し、前記メモリは１つ以上のプログラムを保存し、前記１つ以上のプログラムは前
記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムは
処理を実行するために使用される命令を有し、前記処理は：
　ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバイスの
識別子を受信するステップ；
　前記識別子に従って前記ターゲット・デバイスを判定するステップ；及び
　前記通信メッセージを前記ターゲット・デバイスへ転送するステップを含む。
【００１９】
　本開示の実施形態で提供される技術的解決手段を実現することにより：
【００２０】
　トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージが受信され、通信メッセージ
は、ターゲット・デバイスによりトランスファ・デバイスへ送信され、トランスファ・デ
バイスが所定の条件に合致する場合に、トランスファ・デバイスによりウェアラブル・デ
バイスへ送信され；通信メッセージに対する応答メッセージの入力が受信され；応答メッ
セージはトランスファ・デバイスへ送信され、応答メッセージはトランスファ・デバイス
によりターゲット・デバイスへ送信される。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足
する場合、ユーザは電子デバイスを操作するのに不都合であると判断されて良く；その場
合、ユーザは装着しているウェアラブル・デバイスを利用することにより通信メッセージ
に応答し、それにより、電子デバイスを操作するのに不都合な時にユーザが通信メッセー
ジに応答できない問題を解決し、通信効率を向上させる効果を達成する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　本開示の実施形態における技術的解決手段を説明するために、以下、実施形態を説明す
るのに必要な添付図面を簡単に説明する。明らかに、以下の説明における添付図面は本開
示のうち幾つかの実施形態を示しているに過ぎず、当業者は、創作的能力を発揮すること
なくこれらの添付図面から他の図面を導出することが可能であろう。
【００２２】
【図１】図1は本開示の実施形態による通信システムの概略的な構造図である。
【００２３】
【図２】図2は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャートで
ある。
【００２４】
【図３】図3は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャートで
ある。
【００２５】
【図４Ａ】図4Aは本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャ



(10) JP 6467526 B2 2019.2.13

10

20

30

40

50

ートである。
【００２６】
【図４Ｂ】図4Bは本開示の実施形態による応答インターフェースの第1概略図である。
【００２７】
【図４Ｃ】図4Cは本開示の実施形態による応答インターフェースの第2概略図である。
【００２８】
【図４Ｄ】図4Dは本開示の実施形態による応答インターフェースの第3概略図である。
【００２９】
【図５】図5は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャートで
ある。
【００３０】
【図６】図6は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャートで
ある。
【００３１】
【図７】図7は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャー
トである。
【００３２】
【図８】図8は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロック図で
ある。
【００３３】
【図９】図9は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロック
図である。
【００３４】
【図１０】図10は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロック図
である。
【００３５】
【図１１】図11は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロッ
ク図である。
【００３６】
【図１２】図12は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロック図
である。
【００３７】
【図１３】図13は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロッ
ク図である。
【００３８】
【図１４】図14は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロック図
である。
【００３９】
【図１５】図15は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロッ
ク図である。
【００４０】
【図１６】図16は本開示の実施形態による通信装置の構造的なブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本開示の対象とする技術的解決手段及び利点をより明確にするために、以下、添付図面
に関連して本開示の実現手段を詳細に説明する。
【００４２】
　図1に関し、図1は本開示の実施形態による通信システムの概略的な構造図を示す。通信
システムは、ウェアラブル・デバイス120と、トランスファ・デバイス140と、ターゲット
・デバイス160とを含む。
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【００４３】
　ソーシャル・アプリケーションがウェアラブル・デバイス120で動作しており、ソーシ
ャル・アプリケーションはWeChat、Weibo、QQ等であってもよい。ウェアラブル・デバイ
ス120は、スマート・バンド、スマート・ウォッチ、スマート・メガネ、スマート・ベル
ト、スマート・リング等であっても良い。選択的に、ウェアラブル・デバイス120は、表
示スクリーンを含んでいても良いし、或いは、表示スクリーンを含んでいなくても良く、
この実施形態では限定されない。
【００４４】
　ウェアラブル・デバイス120は通信モジュールを更に含む。通信モジュールがブルート
ゥース(登録商標)である場合、ウェアラブル・デバイス120は、ブルートゥース・モジュ
ールを利用することにより、トランスファ・デバイス140のブルートゥース・モジュール
に対するブルートゥースに基づく通信コネクションを設定し；通信モジュールがWiFi(Wir
eless　Fidelity)モジュールである場合、ウェアラブル・デバイス120は、WiFiモジュー
ルを利用することによりトランスファ・デバイス140のWiFiモジュールに対するWiFiに基
づく通信コネクションを設定する。
【００４５】
　ソーシャル・アプリケーションがトランスファ・デバイス140において動作しており、
ソーシャル・アプリケーションはウェアラブル・デバイス120で動作しているソーシャル
・アプリケーションと同じである。トランスファ・デバイス140は、モバイル・フォン、
タブレット・コンピュータ、イーブック・リーダ(又は電子書籍リーダ)、MP3(Moving　Pi
cture　Experts　Group　Audio　Layer　III)プレーヤ、MP4(Moving　Picture　Experts
　Group　Audio　Layer　IV)プレーヤ、ラップトップ・コンピュータ、デスクトップ・コ
ンピュータ等であっても良い。
【００４６】
　ソーシャル・アプリケーションがターゲット・デバイス160において動作しており、ソ
ーシャル・アプリケーションはウェアラブル・デバイス120で動作しているソーシャル・
アプリケーションと同じである。ターゲット・デバイス160は、モバイル・フォン、タブ
レット・コンピュータ、イーブック・リーダ、MP3プレーヤ、MP4プレーヤ、ラップトップ
・コンピュータ、デスクトップ・コンピュータ等であっても良い。
【００４７】
　トランスファ・デバイス140は、通信ネットワークを利用してターゲット・デバイス160
へ接続され、通信ネットワークは有線ネットワーク又は無線ネットワークである。
【００４８】
　図2に関し、図2は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャー
トを示す。通信メッセージ送信方法は、図1のウェアラブル・デバイス120に適用されて良
い。通信メッセージ送信方法は、以下のステップを含む：
【００４９】
　ステップ201。ウェアラブル・デバイスが、トランスファ・デバイスにより送信された
通信メッセージを受信し、その場合において、通信メッセージは、ターゲット・デバイス
によりトランスファ・デバイスへ送信され、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足
する場合に、トランスファ・デバイスによりウェアラブル・デバイスへ転送される。
【００５０】
　ステップ202。ウェアラブル・デバイスが、通信メッセージに対する応答メッセージの
入力を受信する。
【００５１】
　ステップ203。ウェアラブル・デバイスが、応答メッセージをトランスファ・デバイス
へ送信し、その場合において、応答メッセージはトランスファ・デバイスによりターゲッ
ト・デバイスへ転送される。
【００５２】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信方法により、トラン
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スファ・デバイスにより送信された通信メッセージは受信され、その場合において、通信
メッセージはターゲット・デバイスによりトランスファ・デバイスへ送信され、トランス
ファ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、トランスファ・デバイスによりウェアラ
ブル・デバイスへ転送され；通信メッセージに対する応答メッセージが受信され；及び、
応答メッセージがトランスファ・デバイスへ送信され、その場合において、応答メッセー
ジはトランスファ・デバイスによりターゲット・デバイスへ転送される。トランスファ・
デバイスが所定の条件を充足する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不
都合であると判断されても良く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバ
イスを利用して通信メッセージに応答し、これにより、電子デバイスの操作に不都合であ
る時にユーザが時間内に通信メッセージに応答できない問題を解決し、通信効率の改善効
果を達成する。
【００５３】
　図3に関し、図3は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャー
トを示す。通信メッセージ送信方法は図1のトランスファ・デバイス140に適用されても良
い。通信メッセージ送信方法は以下のステップを含む：
【００５４】
　ステップ301。トランスファ・デバイスが、ターゲット・デバイスにより送信された通
信メッセージを受信する。
【００５５】
　ステップ302。トランスファ・デバイスが、トランスファ・デバイスは所定の条件を充
足しているか否かを見出す。
【００５６】
　ステップ303。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、トランスファ
・デバイスが通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送する。
【００５７】
　ステップ304。トランスファ・デバイスが、ウェアラブル・デバイスにより送信された
応答メッセージを受信し、応答メッセージをターゲット・デバイスへ転送し、その場合に
おいて、応答メッセージは通信メッセージに対してウェアラブル・デバイスに入力される
。
【００５８】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信方法を利用すること
により、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、通信メッセージがウェ
アラブル・デバイスへ送信され；ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセー
ジが受信され、応答メッセージがターゲット・デバイスへ送信される。トランスファ・デ
バイスが所定の条件を充足する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不都
合であると判断されても良く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイ
スを利用して通信メッセージに応答し、これにより、通信メッセージを受信した場合にお
いて、電子デバイスの操作に不都合である時に、ユーザが時間内に通信メッセージに応答
できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【００５９】
　図4Aに関し、本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャー
トを示す。通信メッセージ送信方法は図1に示される通信システムに適用されても良い。
通信メッセージ送信方法は以下のステップを含む：
【００６０】
　ステップ401。トランスファ・デバイスがウェアラブル・デバイスに対する通信コネク
ションを設定し、トランスファ・デバイスが、通信コネクションを利用することにより、
ユーザ・アカウントをウェアラブル・デバイスへ送信し、その場合において、ユーザ・ア
カウントは別のデバイスにより通信を実行するために使用される。
【００６１】
　トランスファ・デバイスは、通信メッセージを転送することになるウェアラブル・デバ
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イスを決定し、ウェアラブル・デバイスに対する通信コネクションを設定する必要がある
。通信コネクションは、有線コネクション及び無線コネクションを含んでも良く、無線コ
ネクションはブルートゥース・コネクション、WiFiコネクション等を含んでも良い。
【００６２】
　この実施形態において、トランスファ・デバイスとウェアラブル・デバイスとの間に設
定されるブルートゥース・コネクションは一例として使用されている。別のユーザのウェ
アラブル・デバイスに対するブルートゥース・コネクションを設定することを回避するた
め、トランスファ・デバイスがサーチによりウェアラブル・デバイスを発見した後、トラ
ンスファ・デバイスは、ユーザにより設定されたペアのキーを受信し、ウェアラブル・デ
バイスへコネクション設定要求を送信し；ウェアラブル・デバイスは、コネクション設定
要求を受信した後に、ペアのキーを入力し、ペアのキーをトランスファ・デバイスへ送信
し；そして、受信したペアのキーが設定済みのペアのキーと同一であることを確認すると
、トランスファ・デバイスはウェアラブル・デバイスに対するブルートゥース・コネクシ
ョンを設定し、これにより、通信プロセスのセキュリティを保証する。
【００６３】
　トランスファ・デバイスがウェアラブル・デバイスに対するブルートゥース・コネクシ
ョンを設定した後に、ウェアラブル・デバイスは、インストールされているソーシャル・
アプリケーションに、ユーザ・アカウントを入力しても良い。ウェアラブル・デバイスの
ディスプレイ・スクリーンは小く、ユーザ・アカウントを入力することは非常に困難であ
り、ユーザ・アカウントは正確に入力できない；従って、ユーザ・アカウントを取得する
際の正確さを改善するために、ウェアラブル・デバイスはトランスファ・デバイスからユ
ーザ・アカウントを取得しても良い。具体的には、ウェアラブル・デバイスは、ソーシャ
ル・アプリケーションのユーザ・アカウントをトランスファ・デバイスに要求しても良く
、トランスファ・デバイスは要求に応じてウェアラブル・デバイスへユーザ・アカウント
を送信しても良いし、或いは、通信リソースを節約するためにトランスファ・デバイスが
ユーザ・アカウントをウェアラブル・デバイスへ能動的に送信しても良い。
【００６４】
　ユーザ・アカウントは、別のデバイスにより通信を実行するのに使用されるアカウント
である。WeChatが別のデバイスとの通信に使用される必要がある場合、ユーザ・アカウン
トはWeChat番号であり、通信メッセージはWeChatメッセージであり；Weiboが別のデバイ
スとの通信に使用される必要がある場合、ユーザ・アカウントはWeibo番号であり、通信
メッセージはWeiboメッセージであり；QQが別のデバイスとの通信に使用される必要があ
る場合、ユーザ・アカウントQQ番号であり、通信メッセージはQQメッセージである。
【００６５】
　ステップ402。ウェアラブル・デバイスは、通信コネクションを利用することにより、
トランスファ・デバイスが送信したユーザ・アカウントを受信し、ウェアラブル・デバイ
スに対するそのユーザ・アカウントにログインする。
【００６６】
　ユーザ・アカウントを受信した後に、ウェアラブル・デバイスは、ウェアラブル・デバ
イスにインストールされたソーシャル・アプリケーションに対してユーザ・アカウントに
直接的にログインする。
【００６７】
　ステップ403。トランスファ・デバイスはターゲット・デバイスにより送信された通信
メッセージを受信する。
【００６８】
　トランスファ・デバイス及びターゲット・デバイスは、同じソーシャル・アプリケーシ
ョンとともにインストールされる。トランスファ・デバイス及びターゲット・デバイスが
それぞれユーザ・アカウントにログインした場合、通信メッセージは、そのユーザ・アカ
ウントでログインしたソーシャル・アプリケーションを利用することにより、トランスフ
ァ・デバイスとターゲット・デバイスとの間で送受信されて良い。
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【００６９】
　ステップ404。トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスが所定の条件を充
足するか否かを見出す。
【００７０】
　トランスファ・デバイスが通信メッセージを受信した場合に、トランスファ・デバイス
のユーザは忙しく、電子デバイスの操作に不都合である。この場合、トランスファ・デバ
イスは通信メッセージをユーザのウェアラブル・デバイスへ転送しても良く、ユーザは、
電子デバイスを操作するのではなく、ウェアラブル・デバイスを利用することにより通信
メッセージに応答し、通信メッセージの応答効率を改善しても良い。
【００７１】
　この実施形態において、ユーザが所定の条件を予め設定しても良い。通信メッセージを
受信すると、トランスファ・デバイスは、所定の条件に合致するか否かを見出し；トラン
スファ・デバイスが所定の条件に合致する場合、ステップ303を実行し；トランスファ・
デバイスが所定の条件に合致しない場合、トランスファ・デバイスは、通信メッセージに
応答することをユーザに促す。この実施形態では、一例として、6つの所定の条件しか使
用されていないが、所定の条件の具体的な実現方法は限定されない。
【００７２】
　この場合、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足するか否かをトランスファ・デ
バイスが見出すことは、以下の事項を含む：
　1)　トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、通信メッ
セージの表示インターフェースであるか否かを、トランスファ・デバイスが見出すこと；
或いは
　2)　現在表示されているインターフェースが、通信メッセージに対応するソーシャル・
アプリケーションの表示インターフェースであるか否かを、トランスファ・デバイスが見
出すこと；或いは
　3)　トランスファ・デバイスが現在はロック・スクリーン状態にあるか否かを、トラン
スファ・デバイスが見出し、トランスファ・デバイスの制御スイッチが所定の状態にある
か否かを見出すこと(その場合において、所定の状態は、通信メッセージをウェアラブル
・デバイスへ送信することを、トランスファ・デバイスは許可されていることを示すため
に使用される)；或いは
　4)　トランスファ・デバイスが、ウェアラブル・デバイスにより送信される第1履歴メ
ッセージ(a　first　historical　message)を第1期間内に受信したか否かを、トランスフ
ァ・デバイスが見出すこと(その場合において、第1期間の終了時点はトランスファ・デバ
イスが通信メッセージを受信する時点であり、第1履歴メッセージは過去の時点で受信さ
れた通信メッセージに応じてウェアラブル・デバイスにより取得された応答メッセージで
ある、或いは、第1履歴メッセージは過去の時点でウェアラブル・デバイスにより送信さ
れた通信メッセージである)；或いは
　5)　トランスファ・デバイスが第2履歴メッセージを第2期間内にウェアラブル・デバイ
スへ送信したか否かを、トランスファ・デバイスが見出すこと(その場合において、第2期
間の終了時点はトランスファ・デバイスが通信メッセージを受信する時点であり、第2履
歴メッセージは過去の時点でウェアラブル・デバイスにより受信された通信メッセージで
ある)；或いは
　6)　トランスファ・デバイスは所定のサービス・アプリケーションを動作させているか
否かを、トランスファ・デバイスが見出すこと。
【００７３】
　第1の実現方法では、トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェ
ースが通信メッセージの表示インターフェースである場合、それは、トランスファ・デバ
イスは表示インターフェースを利用してターゲット・デバイスと通信中であることを示し
、即ち、その時点で電子デバイスを操作することはユーザにとって好都合であり、そのた
め、トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足しない、と
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判断し、表示インターフェースに通信メッセージを直接的に表示し、処理は終了する。ト
ランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが通信メッセージの表
示インターフェースではない場合、それは、ユーザはトランスファ・デバイスを利用する
ことにより別のアプリケーションを呼び出しているかもしれないことを示し、例えば、ト
ランスファ・デバイスはブラウザを呼び出している、或いは、トランスファ・デバイスは
別のソーシャル・アプリケーションを呼び出している、或いは、トランスファ・デバイス
は別のターゲット・デバイスと通信するためにソーシャル・アプリケーションを呼び出し
ているかもしれない。表示インターフェースを切り替えてユーザを邪魔してしまうことを
回避するために、トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスが所定の条件を充
足している、と判断する。
【００７４】
　トランスファ・デバイスは制御スイッチを備えて配置されても良い点に留意すべきであ
り、制御スイッチは通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ送信するようにトランス
ファ・デバイスを制御するように構成される。例えば、制御スイッチがイネーブル状態に
ある場合、それは、トランスファ・デバイスが通信メッセージをウェアラブル・デバイス
へ送信することは許可されていることを示し；制御スイッチがディセーブル状態にある場
合、それは、トランスファ・デバイスが通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ送信
することは禁止されていることを示す。代替的に、制御スイッチがイネーブル状態にある
場合、それは、トランスファ・デバイスが通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ送
信することは禁止されていることを示し；制御スイッチがディセーブル状態にある場合、
それは、トランスファ・デバイスが通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ送信する
ことは許可されていることを示す。
【００７５】
　この実現方法では、トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェー
スが通信メッセージの表示インターフェースではないことをトランスファ・デバイスが検
出し、制御スイッチがイネーブル状態であってもディセーブル状態であっても、トランス
ファ・デバイスは所定の条件を充足している、と判断されても良い。
【００７６】
　第2の実現方法では、トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェ
ースが通信メッセージに対応するソーシャル・アプリケーションの表示インターフェース
である場合、それは、トランスファ・デバイスは別のデバイスとソーシャル・アプリケー
ションで通信していることを示し、即ち、この時点で電子デバイスを操作することはユー
ザにとって好都合であり、そのため、トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイ
スが所定の条件に合致しないと判断し、表示インターフェースに通信メッセージを直接的
に表示し、処理は終了する。トランスファ・デバイスにより現在表示されているインター
フェースが通信メッセージに対応するソーシャル・アプリケーションの表示インターフェ
ースではない場合、それは、ユーザはトランスファ・デバイスを利用することにより別の
アプリケーションを呼び出しているかもしれないことを示し、例えば、トランスファ・デ
バイスはブラウザを呼び出している、或いは、トランスファ・デバイスは別のソーシャル
・アプリケーションを呼び出しているかもしれない。表示インターフェースを切り替えて
ユーザを邪魔してしまうことを回避するために、トランスファ・デバイスは、トランスフ
ァ・デバイスが所定の条件を充足している、と判断する。
【００７７】
　トランスファ・デバイスは制御スイッチを備えて配置されても良い点に留意すべきであ
り、制御スイッチの詳細については第1の実現方法の説明に示されている。
【００７８】
　この実現方法では、トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェー
スが通信メッセージに対応するソーシャル・アプリケーションの表示インターフェースで
はないことをトランスファ・デバイスが検出し、制御スイッチがイネーブル状態であって
もディセーブル状態であっても、トランスファ・デバイスは所定の条件を充足している、
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と判断されても良い。
【００７９】
　第3の実現方法では、トランスファ・デバイスがロック・スクリーン状態にある場合、
それは、ユーザはトランスファ・デバイスを利用していないことを示し、ユーザはトラン
スファ・デバイスが受信した通信メッセージを時間内に確認しないかもしれない。この場
合、トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスが所定の条件に合致している、
と直接的に判断しても良い。代替的に、トランスファ・デバイスが制御スイッチとともに
配置される場合において、トランスファ・デバイスがロック・スクリーン状態にあること
を検出すると、トランスファ・デバイスは制御スイッチの状態を更に読み込んでも良く；
制御スイッチが所定の状態にあり、所定の状態は通信メッセージをウェアラブルへ送信す
ることがトランスファ・デバイスに許可されていることを示すために使用されている場合
、それは、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足している、と判断され；トランス
ファ・デバイスがロック・スクリーン・モードにあり、制御スイッチが所定の状態にない
場合、トランスファ・デバイスはトランスファ・デバイスが所定の条件を充足していない
、と判断する。所定の状態はイネーブル状態であっても良いし、或いは、ディセーブル状
態であっても良く、この実施形態では限定されない。
【００８０】
　第4の実現方法では、ウェアラブル・デバイスが過去の時点で第1期間内に通信メッセー
ジに応答している場合、トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスが所定の条
件を充足している、と直接的に判断しても良い。過去の時点と、トランスファ・デバイス
が今回通信メッセージを受信した時点により決定される持続期間は、第1期間の持続期間
より短い又は等しい。
【００８１】
　例えば、トランスファ・デバイスは2015年3月31日9:29に通信メッセージを受信したと
する。第1期間の継続は5分間であると仮定すると、この場合、計算により得られる第1期
間は、2015年3月31日9:24から2015年3月31日9:29までである。トランスファ・デバイスが
、2015年3月31日9:28に、ウェアラブル・デバイスにより送信された第1履歴メッセージを
受信すると、第1履歴メッセージの受信時点は第1期間内に収まるので、トランスファ・デ
バイスは、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する、と判断する。
【００８２】
　第5の実現方法では、トランスファ・デバイスは、過去の時点で第2期間内に通信メッセ
ージをウェアラブル・デバイスへ送信している場合に、トランスファ・デバイスは、トラ
ンスファ・デバイスが所定の条件を充足している、と直接的に判断しても良い。過去の時
点と、トランスファ・デバイスが今回通信メッセージを受信する時点とにより決定される
持続期間は、第2期間以下である。
【００８３】
　例えば、トランスファ・デバイスが2015年3月31日9:29に通信メッセージを受信したと
する。第2期間の継続は5分間であると仮定すると、この場合、計算により得られる第2期
間は、2015年3月31日9:24から2015年3月31日9:29までである。トランスファ・デバイスが
2015年3月31日9:28に第2履歴メッセージをウェアラブル・デバイスへ送信している場合、
第2履歴メッセージの送信時点は第2期間内に収まるので、トランスファ・デバイスは、ト
ランスファ・デバイスが所定の条件を充足している、と判断する。
【００８４】
　第6の実現方法では、所定のサービス・アプリケーションは、ナビゲーション・アプリ
ケーション、ゲーム・アプリケーション等であっても良く、トランスファ・デバイスの操
作にユーザは今のところ不都合であることを示すために使用される。例えば、トランスフ
ァ・デバイスがナビゲーション・アプリケーションを動作させている場合、それは、ユー
ザが車両を運転していることを示し、この場合、トランスファ・デバイスは所定の条件を
充足すると判断され；また、トランスファ・デバイスがゲーム・アプリケーションを動作
させている場合、それは、ユーザがゲームを楽しんでいることを示し、この場合、トラン
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スファ・デバイスは所定の条件を充足すると判断される。
【００８５】
　トランスファ・デバイスはアプリケーション・リストを予め設定していても良く、アプ
リケーション・リストは所定のサービス・アプリケーションを保存するために使用される
。通信メッセージを受信すると、トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスで
動作しているアプリケーションがアプリケーション・リスト中のアプリケーションである
か否かを見出し；トランスファ・デバイスで動作しているアプリケーションがアプリケー
ション・リスト中のアプリケーションである場合、トランスファ・デバイスは所定の条件
を充足していると判断し；或いは、トランスファ・デバイスで動作しているアプリケーシ
ョンがアプリケーション・リスト中のアプリケーションではない場合、トランスファ・デ
バイスは所定の条件を充足していないと判断する。
【００８６】
　ステップ405。トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスが所定の条件を充
足する場合に、通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送する。
【００８７】
　ステップ401及び402は、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足することが見出さ
れた場合に実行されても良いことに、留意すべきである。
【００８８】
　ステップ406。ウェアラブル・デバイスは、トランスファ・デバイスにより送信された
通信メッセージを受信する。
【００８９】
　ステップ407。ウェアラブル・デバイスはユーザによりトリガされる応答命令を検出し
、応答命令は音声応答命令又はテキスト応答命令であり；応答命令が音声応答命令である
場合にはステップ408を実行し；或いは、応答命令がテキスト応答命令である場合にはス
テップ411を実行する。
【００９０】
　通信メッセージを受信した後に、ウェアラブル・デバイスは応答するためにテキスト・
メッセージを入力しても良い。ウェアラブル・デバイスの表示スクリーンは小さく、テキ
ストを入力することは困難なので、リアル・タイム応答パフォーマンスを改善するために
、ウェアラブル・デバイスは音声応答方式を更に提供する。
【００９１】
　ウェアラブル・デバイスが通信メッセージを受信した後に、ユーザが応答方法を選択し
ても良い。ある実現方法において、ユーザは音声を利用して応答方法を選択し、例えば、
ユーザは「音声応答」という音声を入力し、音声応答命令のトリガを与えてもよい。別の
実現方法において、ウェアラブル・デバイスは、通信メッセージの受信インターフェース
において、テキスト応答方法及び音声応答方法の選択肢を表示しても良く；ユーザがテキ
スト応答方法の選択肢を選択すると、テキスト応答命令がトリガされ、その場合、ウェア
ラブル・デバイスはステップ411を実行し；或いは、ユーザが音声応答方法の選択肢を選
択すると、音声応答命令がトリガされ、その場合、ウェアラブル・デバイスはステップ40
8を実行する。
【００９２】
　図4Bに示される応答インターフェースの第1概略図を参照すると、図4Bのインターフェ
ースの下側は、「テキスト応答(Text　reply)」及び「クリックして録音(Click　to　rec
ord)」の選択肢を表示し；ユーザが「テキスト」応答の選択肢を選択すると、テキスト応
答命令がトリガされ；また、ユーザが「クリックして録音」の選択肢を選択すると、音声
応答命令がトリガされる。図4Bの上側には「リトル・プリンス(Little　prince)」の名称
及びアイコンとともに「ハロー(Hello)のメッセージが表示されている。
【００９３】
　ウェアラブル・デバイスは、通信メッセージのタイプに応じて応答方法を自動的に選択
しても良いことに、留意すべきである。例えば、通信メッセージがテキスト・メッセージ
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である場合には、ウェアラブル・デバイスはテキスト応答方法を利用し；或いは、通信メ
ッセージが音声メッセージである場合には、ウェアラブル・デバイスは音声応答方法を利
用する。
【００９４】
　ステップ408。ウェアラブル・デバイスは通信メッセージに対する音声メッセージ入力
を受信する。
【００９５】
　ウェアラブル・デバイスが音声応答命令を受信すると、ウェアラブル・デバイスは録音
を実行するためにマイクロフォンを起動する。図4Cに示される応答インターフェースの第
2概略図では、ユーザが図4Bの「録音開始」の選択肢をクリックした後に、図4Cにおいて
「クリックして録音を停止して応答する(Click　to　stop　recording　and　reply)」選
択肢が表示され、ユーザは音声の入力を開始し、そして、ユーザが音声の入力を終了する
と、ユーザは「クリックして録音を停止して応答する」選択肢をクリックし、この場合、
ウェアラブル・デバイスは録音を停止し、ユーザにより入力された音声を、応答する音声
メッセージとして決定する。
【００９６】
　ステップ409。ウェアラブル・デバイスは音声メッセージをトランスファ・デバイスへ
送信する。
【００９７】
　ウェアラブル・デバイスは、音声メッセージをトランスファ・デバイスへ直接的に送信
しても良いし、或いは、音声メッセージをテキスト・メッセージに変換してそのテキスト
・メッセージをトランスファ・デバイスへ送信しても良い。この実施形態は、ウェアラブ
ル・デバイスによる音声メッセージの送信の仕方を限定しない。
【００９８】
　図4Dに示される応答インターフェースの第3概略図では、ウェアラブル・デバイスが音
声メッセージをトランスファ・デバイスへ送信した後に、情報が表示され、その情報は、
例えば、通信メッセージが応答インターフェース上で応答した時間や、通信メッセージの
タイプ等である。例えば、音声メッセージの継続が7秒間であり、応答時間が2015年3月30
日18:18である場合、2015年3月30日18:18:7が表示されても良い。
【００９９】
　ステップ410。トランスファ・デバイスは、ウェアラブル・デバイスにより送信された
音声メッセージを受信し、音声メッセージをターゲット・デバイスへ転送し、処理は終了
する。
【０１００】
　音声メッセージを受信した後、トランスファ・デバイスがスクリーン・オン状態である
か又はロック・スクリーン状態であるかによらず、トランスファ・デバイスは音声メッセ
ージをターゲット・デバイスへ直接的に転送する。
【０１０１】
　ステップ411。ウェアラブル・デバイスは、ウェアラブル・デバイスに予め保存されて
いるテキスト・メッセージを表示し、ウェアラブル・デバイスのインターフェースでトリ
ガされるメッセージ選択命令を受信し、メッセージ選択命令に応じて返すテキスト・メッ
セージを取得する。
【０１０２】
　ウェアラブル・デバイスにテキストを入力することは非常に困難なので、ウェアラブル
・デバイスは少なくとも1つのテキスト・メッセージを予め保存しておいても良く、ユー
ザは、応答するために、少なくとも1つのテキスト・メッセージの中から何れかのテキス
ト・メッセージを選択しても良い。
【０１０３】
　テキスト・メッセージは、ユーザによりトランスファ・デバイスに予め設定され、トラ
ンスファ・デバイスによりウェアラブル・デバイスへ送信されても良いし、或いは、ウェ
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アラブル・デバイスにより他のデバイスから取得されても良い。この実施形態はテキスト
・メッセージの情報源を限定しない。
【０１０４】
　ステップ412。ウェアラブル・デバイスはテキスト・メッセージをトランスファ・デバ
イスへ送信する。
【０１０５】
　ステップ413。トランスファ・デバイスは、ウェアラブル・デバイスにより送信された
テキスト・メッセージを受信し、テキスト・メッセージをターゲット・デバイスへ転送し
、処理は終了する。
【０１０６】
　選択的に、この実施形態により提供される方法は、以下のステップを更に含んでも良い
：
　1)　通信メッセージを受信すると計時を開始し、ウェアラブル・デバイスが、計時の開
始から第3期間内に、入力された応答メッセージが受信されたか否かを検出するステップ
；及び
　2)　第3期間内に応答メッセージは受信されていない場合に、ウェアラブル・デバイス
が、所定の応答メッセージをトランスファ・デバイスへ送信するステップ。その場合にお
いて、所定の応答メッセージはトランスファ・デバイスによりターゲット・デバイスへ転
送され、所定の応答メッセージは音声メッセージ又はテキスト・メッセージである。
【０１０７】
　これに応じて、この実施形態で提供される方法は、以下のステップを更に含んでも良い
：
　トランスファ・デバイスが、ウェアラブル・デバイスにより送信された所定の応答メッ
セージを受信し、所定の応答メッセージをターゲット・デバイスへ転送するステップ。そ
の場合において、所定の応答メッセージは音声メッセージ又はテキスト・メッセージであ
り、所定の応答メッセージは、ウェアラブル・デバイスが通信メッセージを受信すると計
時を開始し、計時の開始から第3期間以内に入力応答メッセージが受信されなかった後に
送信される。
【０１０８】
　ウェアラブル・デバイスが、通信メッセージの受信の後第3期間内に入力応答メッセー
ジを受信しない場合、それは、その時点でユーザはウェアラブル・デバイスを装着してい
ないかもしれないし、或いは、ユーザは忙しいかもしれず、ウェアラブル・デバイスを操
作するには不都合であることを示す。ターゲット・デバイスのユーザが応答メッセージを
待機することを回避するため、ウェアラブル・デバイスは所定の応答メッセージを取得し
、その所定の応答メッセージをトランスファ・デバイスへ送信し、それにより、トランス
ファ・デバイスは所定の応答メッセージをターゲット・デバイスへ転送し、ターゲット・
デバイスは、所定の応答メッセージに従って、トランスファ・デバイスのユーザは忙しい
状態にあると判断する。所定の応答メッセージは「ユーザはビジー状態です。ご遠慮下さ
い。」等であってもよい。第3期間の継続時間は、自動的に設定されても良いし修正され
てもよく、この実施形態では限定されない。
【０１０９】
　選択的に、この実施形態で提供される方法は、以下のステップを更に含んでも良い：
　1)　トランスファ・デバイスが、通信メッセージを送信するコンタクト・アカウントを
取得するステップ；
　2)　そのコンタクト・アカウントを、ウェアラブル・デバイスが過去に送信したコンタ
クト・アカウントが含んでいるか否かを、トランスファ・デバイスが見出すステップ；及
び
　3)　そのコンタクト・アカウントを、ウェアラブル・デバイスが過去に送信したコンタ
クト・アカウントが含んでいる場合、通信メッセージをウェアラブル・デバイスに転送す
ることをスキップするステップ。
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【０１１０】
　ウェアラブル・デバイスにより過去に送信されたコンタクト・アカウントは、ブラック
リスト(a　blacklist)のアカウントである。通信メッセージを受信した後、トランスファ
・デバイスは、通信メッセージを送信するコンタクト・アカウントがブラックリストのア
カウントであるか否かを検出する必要があり；コンタクト・アカウントがブラックリスト
のアカウントである場合、通信メッセージはウェアラブル・デバイスへ転送されず；コン
タクト・アカウントがブラックリストのアカウントではない場合、トランスファ・デバイ
スはステップ304を実行する。
【０１１１】
　これに応じて、この実施形態で提供される方法は、以下のステップを更に含んでも良い
：
　1)　ウェアラブル・デバイスが、ウェアラブル・デバイスに保存されているコンタクト
・アカウントを表示するステップ；
　2)　ウェアラブル・デバイスが、アカウント選択命令を受信し、アカウント選択命令に
応じて返すコンタクト・アカウントを取得するステップ；及び
　3)　ウェアラブル・デバイスが、取得したコンタクト・アカウントをトランスファ・デ
バイスへ送信するステップ(コンタクト・アカウントにより送信された通信メッセージを
受信した場合、トランスファ・デバイスは、通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ
転送することをスキップする)。
【０１１２】
　ユーザは、ウェアラブル・デバイスにより表示されるコンタクト・アカウントの中から
、ブラックリストに追加される必要があるコンタクト・アカウントを選択しても良く、そ
して、ウェアラブル・デバイスは選択されたコンタクト・アカウントをトランスファ・デ
バイスへ送信する。
【０１１３】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信方法を利用すること
により、トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージが受信され、通信メッ
セージは、ターゲット・デバイスによりトランスファ・デバイスへ送信され、トランスフ
ァ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、トランスファ・デバイスによりウェアラブ
ル・デバイスへ転送され；通信メッセージに対する応答メッセージの入力が受信され；及
び、応答メッセージはトランスファ・デバイスへ送信され、応答メッセージはトランスフ
ァ・デバイスによりターゲット・デバイスへ転送される。トランスファ・デバイスが所定
の条件に合致する場合、それは、電子デバイスの操作にユーザは不都合である、と判断さ
れて良く；その場合、ユーザはウェアラブル・デバイスを利用することにより通信メッセ
ージに応答し、それにより、電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが時間内に通
信メッセージに応答できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１１４】
　更に、通信コネクションがウェアラブル・デバイスに対して設定され、その通信コネク
ションを利用してユーザ・アカウントがウェアラブル・デバイスに送信され、その場合に
おいて、ユーザ・アカウントはウェアラブル・デバイスへ直接的に送信されても良く、そ
れにより、ウェアラブル・デバイスの表示スクリーンは極めて小さいのでユーザ・アカウ
ントが正確に入力できない問題を回避することができ、ユーザ・アカウントを正確に入手
する改善効果を達成する。
【０１１５】
　図5に関し、図5は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャー
トを示す。通信メッセージ送信方法は図1に示されるウェアラブル・デバイス120に適用さ
れても良い。通信メッセージ送信方法は以下のステップを含む：
【０１１６】
　ステップ501。ウェアラブル・デバイスが、ターゲット・デバイスの識別子を取得する
。
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【０１１７】
　ステップ502。ウェアラブル・デバイスが、入力される通信メッセージを受信する。
【０１１８】
　ステップ503。ウェアラブル・デバイスが、通信メッセージ及び識別子をトランスファ
・デバイスへ送信し、その場合において、トランスファ・デバイスは、識別子に応じてタ
ーゲット・デバイスを判定し、通信メッセージをターゲット・デバイスへ転送するように
構成される。
【０１１９】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信方法を利用すること
により、通信メッセージ及び識別子がトランスファ・デバイスへ送信され、トランスファ
・デバイスは識別子に応じてターゲット・デバイスを判別し、通信メッセージをターゲッ
ト・デバイスへ送信する。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合、電子デ
バイスを操作することはユーザにとって不都合であると判断されても良く、この場合、ユ
ーザは、装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メッセージを送信し、これ
により、電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが時間内に通信メッセージを送信
できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１２０】
　図6に関し、図6は本開示の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチャー
トを示す。通信メッセージ送信方法は図1に示されるトランスファ・デバイス140に適用さ
れても良い。通信メッセージ送信方法は以下のステップを含む：
【０１２１】
　ステップ601。トランスファ・デバイスは、ウェアラブル・デバイスにより送信された
通信メッセージ及びターゲット・デバイスの識別子を受信する。
【０１２２】
　ステップ602。トランスファ・デバイスは識別子に従ってターゲット・デバイスを判別
する。
【０１２３】
　ステップ603。トランスファ・デバイスは通信メッセージをターゲット・デバイスへ転
送する。
【０１２４】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信方法を利用すること
により、ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバ
イスの識別子が受信され、トランスファ・デバイスは識別子に従ってターゲット・デバイ
スを判別し、通信メッセージはターゲット・デバイスへ転送される。トランスファ・デバ
イスが所定の条件を充足する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不都合
であると判断されても良く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイス
を利用して通信メッセージを送信し、これにより、電子デバイスの操作に不都合である時
にユーザが時間内に通信メッセージを送信できない問題を解決し、通信効率の改善効果を
達成する。
【０１２５】
　図7に関し、図7は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信方法の方法フローチ
ャートを示す。通信メッセージ送信方法は図1に示される通信システムに適用されても良
い。通信メッセージ送信方法は以下のステップを含む：
【０１２６】
　ステップ701。トランスファ・デバイスがウェアラブル・デバイスに対するコネクショ
ンを設定し；トランスファ・デバイスが、通信コネクションを利用することにより、ユー
ザ・アカウントをウェアラブル・デバイスへ送信し、その場合において、ユーザ・アカウ
ントは別のデバイスにより通信を実行するために使用されるアカウントである。
【０１２７】
　トランスファ・デバイスは、通信メッセージを転送することになるウェアラブル・デバ
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イスを決定し、ウェアラブル・デバイスに対する通信コネクションを設定する。通信コネ
クションは有線コネクション及び無線コネクションを含んでも良く、無線コネクションは
、ブルートゥース・コネクション、WiFiコネクション等を含んでも良い。
【０１２８】
　この実施形態では、トランスファ・デバイスとウェアラブル・デバイスとの間に設定さ
れるブルートゥース・コネクションは一例として使用されている。別のユーザのウェアラ
ブル・デバイスに対するブルートゥース・コネクションを設定することを回避するため、
トランスファ・デバイスがサーチによりウェアラブル・デバイスを発見した後に、トラン
スファ・デバイスは、ユーザにより設定されたペアのキーを受信し、ウェアラブル・デバ
イスへコネクション設定要求を送信し；ウェアラブル・デバイスは、コネクション設定要
求を受信した後に、ペアのキーを入力し、ペアのキーをトランスファ・デバイスへ送信し
；そして、受信したペアのキーが設定済みのペアのキーと同一であることを確認すると、
トランスファ・デバイスはウェアラブル・デバイスに対するブルートゥース・コネクショ
ンを設定し、これにより、通信プロセスのセキュリティを保証する。
【０１２９】
　トランスファ・デバイスがウェアラブル・デバイスに対するブルートゥース・コネクシ
ョンを設定した後に、ウェアラブル・デバイスは、インストールされているソーシャル・
アプリケーションに、ユーザ・アカウントを入力しても良い。ウェアラブル・デバイスの
ディスプレイ・スクリーンは小く、ユーザ・アカウントを入力することは非常に困難であ
り、ユーザ・アカウントは正確に入力できない；従って、ユーザ・アカウントを取得する
際の正確さを改善するために、ウェアラブル・デバイスはトランスファ・デバイスからユ
ーザ・アカウントを取得しても良い。具体的には、ウェアラブル・デバイスは、ソーシャ
ル・アプリケーションのユーザ・アカウントをトランスファ・デバイスに要求しても良く
、トランスファ・デバイスは要求に応じてウェアラブル・デバイスへユーザ・アカウント
を送信しても良いし、或いは、通信リソースを節約するためにトランスファ・デバイスが
ユーザ・アカウントをウェアラブル・デバイスへ能動的に送信しても良い。
【０１３０】
　ユーザ・アカウントは、別のデバイスにより通信を実行するのに使用されるアカウント
である。WeChatが別のデバイスとの通信に使用される必要がある場合、ユーザ・アカウン
トはWeChat番号であり、通信メッセージはWeChatメッセージであり；Weiboが別のデバイ
スとの通信に使用される必要がある場合、ユーザ・アカウントはWeibo番号であり、通信
メッセージはWeiboメッセージであり；QQが別のデバイスとの通信に使用される必要があ
る場合、ユーザ・アカウントQQ番号であり、通信メッセージはQQメッセージである。
【０１３１】
　ステップ702。ウェアラブル・デバイスは、通信コネクションを利用することにより、
トランスファ・デバイスが送信したユーザ・アカウントを受信し、ウェアラブル・デバイ
スに対するユーザ・アカウントにログインする。
【０１３２】
　ユーザ・アカウントを受信した後に、ウェアラブル・デバイスは、ウェアラブル・デバ
イスにインストールされているソーシャル・アプリケーションに対するユーザ・アカウン
トに直接的にログインする。
【０１３３】
　ステップ703。ウェアラブル・デバイスはターゲット・デバイスの識別子を取得する。
【０１３４】
　ターゲット・デバイスはサーバであっても良いし、或いは、電子デバイスであっても良
い。ターゲット・デバイスが電子デバイスである場合、トランスファ・デバイスも電子デ
バイスであっても良い。その場合、トランスファ・デバイス及びターゲット・デバイスは
、同じソーシャル・アプリケーションとともにインストールされる。トランスファ・デバ
イス及びターゲット・デバイスはそれぞれユーザ・アカウントにログインした場合、その
ユーザ・アカウントでログインしたソーシャル・アプリケーションを利用することにより
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、トランスファ・デバイス及びターゲット・デバイスの間で通信メッセージが送受信され
ても良い。
【０１３５】
　ターゲット・デバイスがサーバである場合、ターゲット・デバイスの識別子はサーバ識
別子、サーバのIP(インターネット・プロトコル)アドレス等であっても良い。ターゲット
・デバイスが電子デバイスである場合、ターゲット・デバイスの識別子はコンタクト・ア
カウントであっても良い。
【０１３６】
　識別子がコンタクト・アカウントである場合、ウェアラブル・デバイスがターゲット・
デバイスの識別子を取得するステップは、以下のステップを含んでも良い：
　1)　ウェアラブル・デバイスが、ウェアラブル・デバイスに保存されているターゲット
・デバイスのコンタクト・アカウントを表示し、アカウント選択命令を受信し、アカウン
ト選択命令に応じて返されるコンタクト・アカウントを、ターゲット・デバイスのコンタ
クト・アカウントとして決定するステップ；或いは
　2)　ウェアラブル・デバイスが、入力されるコンタクト情報を受信し、ウェアラブル・
デバイスは、コンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存しているか否かを
検出するステップ；ウェアラブル・デバイスがコンタクト情報に合致するコンタクト・ア
カウントを保存している場合には、当該コンタクト・アカウントをターゲット・デバイス
のコンタクト・アカウントとして決定し；或いは、ウェアラブル・デバイスがコンタクト
情報に合致するコンタクト・アカウントを保存していない場合には、コンタクト情報をト
ランスファ・デバイスへ送信し、コンタクト情報に合致し且つトランスファ・デバイスに
より送信されたコンタクト・アカウントを受信し、当該コンタクト・アカウントをターゲ
ット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定する。
【０１３７】
　第1の可能な実現方法において、ウェアラブル・デバイスは、ユーザ・アカウントに対
応する全てのコンタクト・アカウント、或いは、ウェアラブル・デバイスと通信したコン
タクト・アカウントを保存する。この場合、ウェアラブル・デバイスは、アカウント表示
命令を受信し、アカウント表示命令の制御の下でコンタクト・アカウントを全て表示して
も良い。ユーザは、通信メッセージを受信する必要のあるコンタクト・アカウントを、表
示されたコンタクト・アカウントの中から選択し、アカウント選択命令をトリガする。ウ
ェアラブル・デバイスは、アカウント選択命令に応じて返されるコンタクト・アカウント
を取得し、そのコンタクト・アカウントを、通信メッセージを受信する必要のあるターゲ
ット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定する。1つのターゲット・デバイス
は少なくとも1つのコンタクト・アカウントに対応する。アカウント表示命令は、ユーザ
がウェアラブル・デバイスをトリガするインターフェースに表示されるオプションにより
トリガされても良いし、或いは、ユーザにより入力される音声を分析することにより取得
されても良く、この実施形態では限定されない。
【０１３８】
　第2の可能な実現方法において、ウェアラブル・デバイスは、ウェアラブル・デバイス
と通信したコンタクト・アカウントを保存している。この場合、ウェアラブル・デバイス
は、ユーザにより入力されるコンタクト情報を受信し、コンタクト情報に合致するコンタ
クト・アカウントをウェアラブル・デバイスが保存しているか否かを見出しても良い。コ
ンタクト情報は、ユーザ又はグループの名前、ニックネーム、アカウント等であっても良
く、コンタクト情報とコンタクト・アカウントとの間に対応関係が存在する。例えば、「
シャオ・ミン(Xiao　Ming)」というコンタクト情報は、「123456」というコンタクト・ア
カウントに対応する。
【０１３９】
　ウェアラブル・デバイスが、コンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存
している場合、ウェアラブル・デバイスは、そのコンタクト・アカウントを、通信メッセ
ージを受信する必要のあるターゲット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定し
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；ウェアラブル・デバイスがコンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存し
ていない場合、ウェアラブル・デバイスはコンタクト情報をトランスファ・デバイスへ送
信しても良い。
【０１４０】
　これに応じて、識別子がコンタクト・アカウントである場合、トランスファ・デバイス
が、ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバイス
の識別子を受信する前に、本方法は更に以下のステップを含んでいても良い：
　1)　トランスファ・デバイスが、ウェアラブル・デバイスにより送信されたコンタクト
情報を受信するステップ。この場合において、コンタクト情報は、ウェアラブル・デバイ
スがコンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存していない場合に、トラン
スファ・デバイスに送信される；
　2)　トランスファ・デバイスが、トランスファ・デバイスはコンタクト情報に合致する
コンタクト・アカウントを保存しているか否かを見出すステップ；及び
　3)　　トランスファ・デバイスが、コンタクト情報に合致するコンタクト・アカウント
を保存している場合に、トランスファ・デバイスが、コンタクト・アカウントをウェアラ
ブル・デバイスへ送信するステップ。この場合において、ウェアラブル・デバイスは、そ
のコンタクト・アカウントを、ターゲット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決
定する。
【０１４１】
　トランスファ・デバイスは、ユーザ・アカウントに対応する全てのコンタクト・アカウ
ントと、コンタクト・アカウント及びコンタクト情報の間の対応関係とを保存する。この
場合、トランスファ・デバイスは、トランスファ・デバイスが、コンタクト情報に合致す
るコンタクト・アカウントを保存しているか否かを、対応関係に従って見出しても良い。
トランスファ・デバイスが、コンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存し
ている場合、トランスファ・デバイスは、コンタクト・アカウントをウェアラブル・デバ
イスへ送信し、その場合において、ウェアラブル・デバイスは、そのコンタクト・アカウ
ントを、通信メッセージを受信する必要のあるターゲット・デバイスのコンタクト・アカ
ウントとして決定する。トランスファ・デバイスがコンタクト情報に合致するコンタクト
・アカウントを保存していない場合、トランスファ・デバイスは、コンタクト・アカウン
トが発見されないことを示す通知メッセージをウェアラブル・デバイスへ送信し、ウェア
ラブル・デバイスは通信メッセージの送信を止めても良い；或いは、トランスファ・デバ
イスは、コンタクト情報により示される連絡先へ、アカウント問い合わせ要求を送信し、
その連絡先により送信されたコンタクト・アカウントを受信した後に、コンタクト・アカ
ウントをウェアラブル・デバイスへ送信し、ウェアラブル・デバイスは、そのコンタクト
・アカウントを、通信メッセージを受信する必要のあるターゲット・デバイスのコンタク
ト・アカウントとして決定する。
【０１４２】
　例えば、ユーザが「シャオ・ミン」という音声をウェアラブル・デバイスに入力する場
合、ウェアラブル・デバイスは、「シャオ・ミン」に対応するコンタクト・アカウントを
求めて、ウェアラブル・デバイスにより保存された各コンタクト・アカウントを探し；「
シャオ・ミン」に対応するコンタクト・アカウント「123456」を発見した場合、そのコン
タクト・アカウントを、通信メッセージを受信する必要のあるコンタクト・アカウントと
して判断し；「シャオ・ミン」に対応するコンタクト・アカウントを発見しない場合、コ
ンタクト情報をトランスファ・デバイスへ送信する。「シャオ・ミン」に対応するコンタ
クト・アカウント「123456」を発見した場合、トランスファ・デバイスは、コンタクト・
アカウントをウェアラブル・デバイスへ送信し、ウェアラブル・デバイスは、そのコンタ
クト・アカウントを、通信メッセージを受信する必要のあるコンタクト・アカウントとし
て判断する。
【０１４３】
　ステップ704。ウェアラブル・デバイスは入力された通信メッセージを受信する。
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【０１４４】
　通信メッセージは音声メッセージであっても良いし、或いは、テキスト・メッセージで
あっても良い。具体的には、ウェアラブル・デバイスが、入力通信メッセージを受信する
ステップは、以下のステップを含んでも良い：
　1)　ウェアラブル・デバイスが、ユーザによりトリガされる応答命令を検出するステッ
プ。その場合において、応答命令は音声応答命令又はテキスト応答命令である；　
　2)　命令が音声応答命令である場合に、ウェアラブル・デバイスが、入力音声メッセー
ジを受信するステップ；及び
　3)　応答命令がテキスト応答命令である場合に、ウェアラブル・デバイスが、ウェアラ
ブル・デバイスに予め保存されているテキスト・メッセージを表示し、ウェアラブル・デ
バイスのインターフェースでトリガされるメッセージ選択命令を受信し、メッセージ選択
命令に応じて返すテキスト・メッセージを取得するステップ。
【０１４５】
　ウェアラブル・デバイスは、通信メッセージの受信インターフェースにおいて、テキス
ト送信方式及び音声送信方式の選択肢を表示し；ユーザがテキスト送信方式の選択肢を選
択した場合、テキスト応答命令がトリガされ；或いは、ユーザが音声送信方式の選択肢を
選択した場合、音声応答命令がトリガされる。
【０１４６】
　ウェアラブル・デバイスがテキスト応答命令を受信する場合、ウェアラブル・デバイス
にテキストを入力することは非常に困難であるので、ウェアラブル・デバイスは、少なく
とも1つのテキスト・メッセージを予め保存していても良く、ユーザは、応答するために
、少なくとも1つのテキスト・メッセージから1つのテキスト・メッセージを選択しても良
い。テキスト・メッセージは、ユーザによりトランスファ・デバイスに予め設定され、ウ
ェアラブル・デバイスへ送信されても良いし、或いは、ウェアラブル・デバイスにより他
のデバイスから取得されてもよい。この実施形態はテキスト・メッセージの情報源を限定
しない。
【０１４７】
　ウェアラブル・デバイスが音声応答命令を受信する場合、ウェアラブル・デバイスは、
録音するためにマイクロフォンを起動し、ユーザにより入力される音声を音声メッセージ
として判断する。
【０１４８】
　選択的に、ウェアラブル・デバイスは更にデフォルト・メッセージ送信方式を使用して
も良く、例えば、デフォルト・メッセージ送信方式はテキスト送信方式又は音声送信方式
であり、これらはこの実施形態では限定されない。
【０１４９】
　ステップ705。ウェアラブル・デバイスは、通信メッセージ及び識別子をトランスファ
・デバイスへ送信する。
【０１５０】
　通信メッセージが音声メッセージである場合、ウェアラブル・デバイスは音声メッセー
ジをトランスファ・デバイスへ直接的に送信しても良いし、或るいは、音声メッセージを
テキスト・メッセージに変換し、テキスト・メッセージをトランスファ・デバイスへ送信
しても良い。この実施形態は、ウェアラブル・デバイスによる音声メッセージの送信の仕
方を限定しない。
【０１５１】
　ステップ706。トランスファ・デバイスは、ウェアラブル・デバイスにより送信された
通信メッセージ及びターゲット・デバイスの識別子を受信する。
【０１５２】
　通信メッセージがテキスト・メッセージである場合、トランスファ・デバイスが、ウェ
アラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバイスの識別子
を受信するステップは：トランスファ・デバイスが、ウェアラブル・デバイスにより送信
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されたテキスト・メッセージ及び識別子を受信するステップを含み、その場合において、
テキスト・メッセージは、ウェアラブル・デバイスがテキスト応答命令を受信した場合に
、テキスト応答命令に応じて、予め保存されたテキスト・メッセージの中から選択するこ
とにより取得され、テキスト応答命令はユーザによりトリガされる応答命令である。
【０１５３】
　ステップ707。トランスファ・デバイスは識別子に応じてターゲット・デバイスを判別
する。
【０１５４】
　音声メッセージを受信した後、トランスファ・デバイスがスクリーン・オン状態にある
か又はロック・スクリーン状態にあるかによらず、トランスファ・デバイスは識別子に従
ってターゲット・デバイスを確認する。
【０１５５】
　ステップ708。トランスファ・デバイスは通信メッセージをターゲット・デバイスへ転
送する。
【０１５６】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信方法を利用すること
により、通信メッセージ及び識別子がトランスファ・デバイスへ送信され、トランスファ
・デバイスは、識別子に応じてターゲット・デバイスを判別し、通信メッセージをターゲ
ット・デバイスへ送信する。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合、電子
デバイスを操作することはユーザにとって不都合であると判断されても良く；この場合、
ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メッセージを送信し、こ
れにより、電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが時間内に通信メッセージを送
信できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１５７】
　更に、トランスファ・デバイスに対して通信コネクションが設定され；トランスファ・
デバイスにより送信されるユーザ・アカウントは、その通信コネクションを利用すること
により受信され、ユーザ・アカウントはウェアラブル・デバイスに対してログインされ、
その場合において、ユーザ・アカウントはウェアラブル・デバイスへ直接的に送信され、
これにより、ウェアラブル・デバイスの表示スクリーンが小さすぎてユーザ・アカウント
が正確に入力できない問題を回避し、ユーザ・アカウントを取得する正確さを改善する効
果を達成する。
【０１５８】
　図8に関し、図8は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロック
図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるウェアラブル・デバイス120に適用さ
れても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するように構成される
第1受信モジュール801(この場合において、通信メッセージは、ターゲット・デバイスに
よりトランスファ・デバイスへ送信され、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足す
る場合に、トランスファ・デバイスによりウェアラブル・デバイスへ転送される)；
　第1受信モジュールにより受信された通信メッセージに対する応答メッセージの入力を
受信するように構成される第2受信モジュール802；及び
　第2受信モジュール802により受信された応答メッセージをトランスファ・デバイスへ送
信するように構成される第1送信モジュール801(この場合において、応答メッセージはト
ランスファ・デバイスによりターゲット・デバイスへ転送される)。
【０１５９】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、トランスフ
ァ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信し、その場合において、通信メッセ
ージはターゲット・デバイスによりトランスファ・デバイスへ送信され、トランスファ・
デバイスが所定の条件を充足する場合に、トランスファ・デバイスによりウェアラブル・
デバイスへ転送され；通信メッセージに対する応答メッセージを受信し；及び、応答メッ
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セージをトランスファ・デバイスへ送信し、その場合において、応答メッセージはトラン
スファ・デバイスによりターゲット・デバイスへ転送される。トランスファ・デバイスが
所定の条件を充足する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不都合である
と判断されても良く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイスを利用
して通信メッセージに応答し、これにより、電子デバイスの操作に不都合である時にユー
ザが通信メッセージに応答できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１６０】
　図9に関し、図9は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロック
図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるウェアラブル・デバイス120に適用さ
れても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するように構成される
第1受信モジュール901(この場合において、通信メッセージは、ターゲット・デバイスに
よりトランスファ・デバイスへ送信され、トランスファ・デバイスが所定の条件を充足す
る場合に、トランスファ・デバイスによりウェアラブル・デバイスへ転送される)；
　第1受信モジュール901により受信された通信メッセージに対する応答メッセージの入力
を受信するように構成される第2受信モジュール902；及び
　第2受信モジュール902により受信された応答メッセージをトランスファ・デバイスへ送
信するように構成される第2送信モジュール903(この場合において、応答メッセージはト
ランスファ・デバイスによりターゲット・デバイスへ転送される)。
【０１６１】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでいても良い：
　第1受信モジュール901が、トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを
受信する前に、トランスファ・デバイスに対する通信コネクションを設定するように構成
されるコネクション設定モジュール904；及び
　コネクション設定モジュール904により設定された通信コネクションを利用することに
より、トランスファ・デバイスが送信したユーザ・アカウントを受信し、ウェアラブル・
デバイスに対するユーザ・アカウントにログインするように構成される第3受信モジュー
ル905(この場合において、ユーザ・アカウントは別のデバイスによる通信を実行するため
に使用されるアカウントである)。
【０１６２】
　選択的に、所定の条件は以下のようなものであっても良い：
　トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、通信メッセー
ジの表示インターフェースではないこと；或いは
　トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、通信メッセー
ジに対応するソーシャル・アプリケーションの表示インターフェースではないこと；或い
は
　トランスファ・デバイスが現在はロック・スクリーン状態にあり、トランスファ・デバ
イスの制御スイッチが所定の状態にあること(この場合において、所定の状態は、通信メ
ッセージをウェアラブル・デバイスへ送信することを、トランスファ・デバイスは許可さ
れていることを示すために使用される)；或いは
　ウェアラブル・デバイスにより送信される第1履歴メッセージが第1期間内に受信される
こと(この場合において、第1期間の終了時点はトランスファ・デバイスが通信メッセージ
を受信する時点であり、第1履歴メッセージは過去の時点で受信された通信メッセージに
応じてウェアラブル・デバイスにより取得された応答メッセージである、或いは、第1履
歴メッセージは過去の時点でウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージで
ある)；或いは
　第2履歴メッセージが第2期間内にウェアラブル・デバイスへ送信されること(この場合
において、第2期間の終了時点はトランスファ・デバイスが通信メッセージを受信する時
点であり、第2履歴メッセージは過去の時点でウェアラブル・デバイスにより受信された
通信メッセージである)；或いは
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　トランスファ・デバイスが所定のサービス・アプリケーションを動作させていること。
【０１６３】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでいてもよい：
　通信メッセージが受信されると計時を開始し、計時の開始から第3期間内に、入力され
た応答メッセージが受信されたか否かを検出するように構成されるメッセージ検出モジュ
ール906；及び
　第3期間内に応答メッセージは受信されていないことをメッセージ検出モジュール906が
検出した場合に、所定の応答メッセージをトランスファ・デバイスへ送信するように構成
される第2送信モジュール907(この場合において、所定の応答メッセージはトランスファ
・デバイスによりターゲット・デバイスへ転送され、所定の応答メッセージは音声メッセ
ージ又はテキスト・メッセージである)。
【０１６４】
　選択的に、第2受信モジュール902は以下のモジュールを含んでいてもよい：
　ユーザによりトリガされる応答命令を検出するように構成される命令検出ユニット9021
(この場合において、応答命令は音声応答命令又はテキスト応答命令である)；
　応答命令は音声応答命令であることを命令検出ユニット9021が検出した場合に、通信メ
ッセージに対する音声メッセージの入力を受信するように構成される第1受信ユニット902
2；及び
　応答命令はテキスト応答命令であることを命令検出ユニット9021が検出した場合に、ウ
ェアラブル・デバイスに予め保存されているテキスト・メッセージを表示し、ユーザによ
りトリガされるメッセージ選択命令を受信し、メッセージ選択命令に応じて返すテキスト
・メッセージを取得するように構成される第2受信ユニット9023。
【０１６５】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでも良い：
　ウェアラブル・デバイスに保存されているコンタクト・アカウントを表示するように構
成されるアカウント表示モジュール908；
　アカウント選択命令を受信し、アカウント選択命令に応じて返すコンタクト・アカウン
トを取得するように構成されるアカウント取得モジュール909；及び
　アカウント取得モジュール909が取得したコンタクト・アカウントをトランスファ・デ
バイスへ送信するように構成されるアカウント送信モジュール910(この場合において、コ
ンタクト・アカウントは、コンタクト・アカウントにより送信された通信メッセージを受
信した場合に、通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送することをスキップする
ように、トランスファ・デバイスを指示するために使用される)。
【０１６６】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、
　トランスファ・デバイスにより送信された通信メッセージを受信し(この場合において
、通信メッセージは、ターゲット・デバイスによりトランスファ・デバイスへ送信され、
トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、トランスファ・デバイスにより
ウェアラブル・デバイスへ転送される)；通信メッセージに対する応答メッセージの入力
を受信し；及び、応答メッセージをトランスファ・デバイスへ送信する(この場合におい
て、応答メッセージはトランスファ・デバイスによりターゲット・デバイスへ転送される
)。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合、電子デバイスを操作すること
はユーザにとって不都合であると判断されても良く、この場合、ユーザは、装着している
ウェアラブル・デバイスを利用して通信メッセージに応答し、これにより、電子デバイス
の操作に不都合である時にユーザが通信メッセージに応答できない問題を解決し、通信効
率の改善効果を達成する。
【０１６７】
　更に、トランスファ・デバイスに対して通信コネクションが設定され；トランスファ・
デバイスにより送信されるユーザ・アカウントは、その通信コネクションを利用すること
により受信され、ユーザ・アカウントはウェアラブル・デバイスに対してログインされ、
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その場合において、ユーザ・アカウントはウェアラブル・デバイスへ直接的に送信され、
これにより、ウェアラブル・デバイスの表示スクリーンが小さすぎてユーザ・アカウント
が正確に入力できない問題を回避し、ユーザ・アカウントを取得する正確さを改善する効
果を達成する。
【０１６８】
　図10に関し、図10は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロッ
ク図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるトランスファ・デバイス140に適用
されても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　ターゲット・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するように構成されるメ
ッセージ受信モジュール1001；　
　トランスファ・デバイスは所定の条件を充足しているか否かを見出すように構成される
条件検出モジュール1002；
　トランスファ・デバイスが所定の条件を充足することを条件検出モジュール1002が検出
した場合に、通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送するように構成される第1
送信モジュール1003；及び
　ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセージを受信し、応答メッセージを
ターゲット・デバイスへ転送するように構成される第1転送モジュール1004(この場合にお
いて、応答メッセージは通信メッセージに対してウェアラブル・デバイスに入力される)
。
【０１６９】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、トランスフ
ァ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、通信メッセージをウェアラブル・デバイス
へ転送し；及び、ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセージを受信し、応
答メッセージをターゲット・デバイスへ転送する。トランスファ・デバイスが所定の条件
を充足する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不都合であると判断され
ても良く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メ
ッセージに応答し、これにより、電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが通信メ
ッセージに応答できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１７０】
　図11に関し、図11は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブ
ロック図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるトランスファ・デバイス140に
適用されても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　ターゲット・デバイスにより送信された通信メッセージを受信するように構成されるメ
ッセージ受信モジュール1101；
　トランスファ・デバイスは所定の条件を充足しているか否かを見出すように構成される
条件検出モジュール1102；
　トランスファ・デバイスが所定の条件を充足することを条件検出モジュール1102が検出
した場合に、通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送するように構成される第1
送信モジュール1103；及び
　ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセージを受信し、応答メッセージを
ターゲット・デバイスへ転送するように構成される第1転送モジュール1104(この場合にお
いて、応答メッセージは通信メッセージに対してウェアラブル・デバイスに入力される)
。
【０１７１】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでも良い：
　第1送信モジュールが通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送する前に、ウェ
アラブル・デバイスに対する通信コネクションを設定するように構成されるコネクション
設定モジュール1105；及び
　コネクション設定モジュール1105により設定された通信コネクションを利用することに
より、ユーザ・アカウントをウェアラブル・デバイスへ送信するように構成される第2送
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信モジュール1106(この場合において、ウェアラブル・デバイスはユーザ・アカウントに
ログインし、ユーザ・アカウントは別のデバイスにより通信を実行するために使用される
アカウントである)。
【０１７２】
　選択的に、条件検出モジュール1102は以下のユニットを含んでも良い：
　トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、通信メッセー
ジの表示インターフェースであるか否かを見出すように構成される第1検出ユニット11021
；或いは
　トランスファ・デバイスにより現在表示されているインターフェースが、通信メッセー
ジに対応するソーシャル・アプリケーションの表示インターフェースであるか否かを見出
すように構成される第2検出ユニット11022；或いは
　トランスファ・デバイスが現在はロック・スクリーン状態にあるか否かを見出し、トラ
ンスファ・デバイスの制御スイッチが所定の状態にあるか否かを見出すように構成される
第3検出ユニット11023(この場合において、所定の状態は、通信メッセージをウェアラブ
ル・デバイスへ送信することを、トランスファ・デバイスは許可されていることを示すた
めに使用される)；或いは
　トランスファ・デバイスが、ウェアラブル・デバイスにより送信される第1履歴メッセ
ージを第1期間内に受信したか否かを見出すように構成される第4検出ユニット11024(この
場合において、第1期間の終了時点はトランスファ・デバイスが通信メッセージを受信す
る時点であり、第1履歴メッセージは過去の時点で受信された通信メッセージに応じてウ
ェアラブル・デバイスにより取得される)；或いは
　トランスファ・デバイスが、第2履歴メッセージを第2期間内にウェアラブル・デバイス
へ送信したか否かを見出すように構成される第5検出ユニット11025(この場合において、
第2期間の終了時点はトランスファ・デバイスが通信メッセージを受信する時点であり、
第2履歴メッセージは過去の時点でウェアラブル・デバイスにより受信された通信メッセ
ージである)；或いは
　トランスファ・デバイスは所定のサービス・アプリケーションを動作させているか否か
を見出すように構成される第6検出ユニット11026。
【０１７３】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでも良い：
　ウェアラブル・デバイスにより送信された所定の応答メッセージを受信し、所定の応答
メッセージをターゲット・デバイスへ転送するように構成される第2転送モジュール1107(
所定の応答メッセージは音声メッセージ又はテキスト・メッセージであり、所定の応答メ
ッセージは、ウェアラブル・デバイスが通信メッセージを受信すると計時を開始し、計時
の開始から第3期間以内に入力応答メッセージが受信されなかった後に送信される)。
【０１７４】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでも良い：
　第1送信モジュール1103が通信メッセージをウェアラブル・デバイスへ転送した後に、
ウェアラブル・デバイスにより送信されたテキスト・メッセージを受信し、テキスト・メ
ッセージをターゲット・デバイスへ送信するように構成される第3転送モジュール1108(こ
の場合において、テキスト・メッセージは、ウェアラブル・デバイスがテキスト応答命令
を受信した場合に、テキスト応答命令に応じて、予め保存されたテキスト・メッセージの
中から選択することにより取得され、テキスト応答命令はユーザによりトリガされる応答
命令である)。
【０１７５】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでも良い：
　通信メッセージを送信するコンタクト・アカウントを取得するように構成されるアカウ
ント取得モジュール1109；
　ウェアラブル・デバイスにより過去に送信されたコンタクト・アカウントが、アカウン
ト取得モジュールにより取得されたコンタクト・アカウントを含んでいるか否かを見出す
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ように構成されるアカウント検出モジュール1110；及び
　そのコンタクト・アカウントを、ウェアラブル・デバイスにより過去に送信されたコン
タクト・アカウントが含んでいることをアカウント検出モジュール1110が検出した場合、
通信メッセージをウェアラブル・デバイスに転送することをスキップするように構成され
るメッセージ処理モジュール1111。
【０１７６】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、トランスフ
ァ・デバイスが所定の条件を充足する場合に、通信メッセージをウェアラブル・デバイス
へ転送し；及び、ウェアラブル・デバイスにより送信された応答メッセージを受信し、応
答メッセージをターゲット・デバイスへ転送する。トランスファ・デバイスが所定の条件
を充足する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不都合であると判断され
ても良く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メ
ッセージに応答し、これにより、電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが通信メ
ッセージに応答できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１７７】
　更に、ウェアラブル・デバイスに対して通信コネクションが設定され；ユーザ・アカウ
ントは、その通信コネクションを利用してウェアラブル・デバイスへ送信され、ユーザ・
アカウントはウェアラブル・デバイスへ直接的に送信されても良く、これにより、ウェア
ラブル・デバイスの表示スクリーンが小さすぎてユーザ・アカウントが正確に入力できな
い問題を回避し、ユーザ・アカウントを取得する正確さを改善する効果を達成する。
【０１７８】
　図12に関し、図12は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロッ
ク図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるウェアラブル・デバイス120に適用
されても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　ターゲット・デバイスの識別子を取得するように構成される識別子取得モジュール1201
；
　入力される通信メッセージを受信するように構成されるメッセージ受信モジュール1202
；及び
　メッセージ受信モジュール1202により受信した通信メッセージ及び識別子取得モジュー
ル1201により取得した識別子をトランスファ・デバイスへ送信するように構成される送信
モジュール1203(この場合において、トランスファ・デバイスは、識別子に応じてターゲ
ット・デバイスを判別し、通信メッセージをターゲット・デバイスへ転送するように構成
される)。
【０１７９】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、通信メッセ
ージ及び識別子をトランスファ・デバイスへ送信し(この場合において、トランスファ・
デバイスは識別子に応じてターゲット・デバイスを判別するように構成される)、通信メ
ッセージをターゲット・デバイスへ転送する。トランスファ・デバイスが所定の条件を充
足する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不都合であると判断されても
良く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メッセ
ージを送信し、これにより、電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが通信メッセ
ージを送信できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１８０】
　図13に関し、図13は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブ
ロック図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるウェアラブル・デバイス120に
適用されても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　ターゲット・デバイスの識別子を取得するように構成される識別子取得モジュール1301
；
　入力される通信メッセージを受信するように構成されるメッセージ受信モジュール1302
；及び
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　メッセージ受信モジュール1302により受信した通信メッセージ及び識別子取得モジュー
ル1301により取得した識別子をトランスファ・デバイスへ送信するように構成される送信
モジュール1303(この場合において、トランスファ・デバイスは、識別子に応じてターゲ
ット・デバイスを判別し、通信メッセージをターゲット・デバイスへ転送するように構成
される)。
【０１８１】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでも良い：
　送信モジュール1303が、通信メッセージ及び識別子をトランスファ・デバイスへ送信す
る前に、トランスファ・デバイスに対する通信コネクションを設定するように構成される
コネクション設定モジュール1304；及び
　通信コネクションを利用することにより、トランスファ・デバイスが送信したユーザ・
アカウントを受信し、ウェアラブル・デバイスに対するユーザ・アカウントにログインす
るように構成されるアカウント取得モジュール1305(この場合において、ユーザ・アカウ
ントは別のデバイスによる通信を実行するために使用されるアカウントである)。
【０１８２】
　選択的に、識別子がコンタクト・アカウントである場合に、識別子取得モジュール1301
は、以下のユニットを含んでいても良い：
　ウェアラブル・デバイスに保存されているターゲット・デバイスのコンタクト・アカウ
ントを表示し、アカウント選択命令を受信し、アカウント選択命令に応じて返されるコン
タクト・アカウントを、ターゲット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定する
ように構成される第1取得ユニット13011；或いは
　入力されるコンタクト情報を受信し、ウェアラブル・デバイスはコンタクト情報に合致
するコンタクト・アカウントを保存しているか否かを検出するように構成される第2取得
ユニット13012(この場合において、ウェアラブル・デバイスがコンタクト情報に合致する
コンタクト・アカウントを保存している場合には、当該コンタクト・アカウントをターゲ
ット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定し、或いは、ウェアラブル・デバイ
スがコンタクト情報に合致するコンタクト・アカウントを保存していない場合には、コン
タクト情報をトランスファ・デバイスへ送信し、コンタクト情報に合致し且つ前記トラン
スファ・デバイスにより送信されたコンタクト・アカウントを受信し、当該コンタクト・
アカウントをターゲット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定する)。
【０１８３】
　選択的に、メッセージ受信モジュール1302は、以下のユニットを含んでいても良い：
　ユーザによりトリガされる応答命令を検出するように構成される命令検出ユニット1302
1(この場合において、応答命令は音声応答命令又はテキスト応答命令である)；
　命令検出ユニット13021により受信された応答命令が音声応答命令である場合に、音声
メッセージの入力を受信するように構成される第1受信ユニット13022；及び
　命令検出ユニット13021により受信される応答命令がテキスト応答命令である場合に、
ウェアラブル・デバイスに予め保存されているテキスト・メッセージを表示し、ユーザに
よりトリガされるメッセージ選択命令を受信し、メッセージ選択命令に応じて返すテキス
ト・メッセージを取得するように構成される第2受信ユニット13023。
【０１８４】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、通信メッセ
ージ及び識別子をトランスファ・デバイスへ送信し(この場合において、トランスファ・
デバイスは識別子に従ってターゲット・デバイスを判別するように構成され)、通信メッ
セージをターゲット・デバイスへ転送する。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足
する場合、電子デバイスを操作することはユーザにとって不都合であると判断されても良
く、この場合、ユーザは、装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メッセー
ジを送信し、これにより、電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが通信メッセー
ジに応答できない問題を解決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１８５】
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　更に、トランスファ・デバイスに対して通信コネクションが設定され；トランスファ・
デバイスにより送信されるユーザ・アカウントは、その通信コネクションを利用して受信
され、ユーザ・アカウントはウェアラブル・デバイスに対してログインされ、これにより
、ウェアラブル・デバイスの表示スクリーンが小さすぎてユーザ・アカウントが正確に入
力できない問題を回避し、ユーザ・アカウントを取得する正確さを改善する効果を達成す
る。
【０１８６】
　図14に関し、図14は本開示の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブロッ
ク図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるトランスファ・デバイス140に適用
されても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバイスの
識別子を受信するように構成される第1受信モジュール1401；
　第1受信モジュール1401により受信した識別子に応じてターゲット・デバイスを判別す
るように構成されるデバイス判別モジュール1402；　及び
　デバイス判別モジュール1402により判別されたターゲット・デバイスへ通信メッセージ
を転送するように構成されるメッセージ転送モジュール1403。
【０１８７】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、ウェアラブ
ル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバイスの識別子を受信
し、識別子に応じてターゲット・デバイスを判別し、ターゲット・デバイスへ通信メッセ
ージを転送する。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合、電子デバイスを
操作することはユーザにとって不都合であると判断されても良く、この場合、ユーザは、
装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メッセージを送信し、これにより、
電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが通信メッセージを送信できない問題を解
決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１８８】
　図15に関し、図15は本開示の別の実施形態による通信メッセージ送信装置の構造的なブ
ロック図を示す。通信メッセージ送信装置は図1に示されるトランスファ・デバイス140に
適用されても良い。通信メッセージ送信装置は以下のモジュールを含む：
　ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ及びターゲット・デバイスの
識別子を受信するように構成される第1受信モジュール1501；
　第1受信モジュール1501により受信した識別子に応じてターゲット・デバイスを判別す
るように構成されるデバイス判別モジュール1502；　及び
　デバイス判別モジュール1502により判別されたターゲット・デバイスへ通信メッセージ
を転送するように構成されるメッセージ転送モジュール1503。
【０１８９】
　選択的に、当該装置は以下のモジュールを更に含んでも良い：
　第1受信モジュール1501が、ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ
及びターゲット・デバイスの識別子を受信する前に、ウェアラブル・デバイスに対する通
信コネクションを設定するように構成されるコネクション設定モジュール1504；及び
　通信コネクションを利用することにより、ユーザ・アカウントをウェアラブル・デバイ
スへ送信するように構成されるアカウント送信モジュール1505(この場合において、ウェ
アラブル・デバイスはユーザ・アカウントにログインし、ユーザ・アカウントは別のデバ
イスにより通信を実行するために使用されるアカウントである)。
【０１９０】
　選択的に、識別子がコンタクト・アカウントである場合に、当該装置は以下のモジュー
ルを更に含んでも良い：
　第1受信モジュール1501が、ウェアラブル・デバイスにより送信された通信メッセージ
及びターゲット・デバイスの識別子を受信する前に、ウェアラブル・デバイスにより送信
されたコンタクト情報を受信するように構成される第2受信モジュール1506(この場合にお
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いて、コンタクト情報は、ウェアラブル・デバイスがコンタクト情報に合致するコンタク
ト・アカウントを保存していない場合に、トランスファ・デバイスへ送信される)；
　トランスファ・デバイスが、第1受信モジュールにより受信されるコンタクト情報に合
致するコンタクト・アカウントを保存しているか否かを検出するように構成されるアカウ
ント検出モジュール1507；及び
　アカウント検出モジュール1507が、トランスファ・デバイスはコンタクト情報に合致す
るコンタクト・アカウントを保存していることを検出した場合に、ウェアラブル・デバイ
スへコンタクト・アカウントを送信するように構成されるアカウント送信モジュール1508
(この場合において、ウェアラブル・デバイスは、当該コンタクト・アカウントを、ター
ゲット・デバイスのコンタクト・アカウントとして決定する)。
【０１９１】
　選択的に、第1受信モジュール1501は、ウェアラブル・デバイスにより送信されるテキ
スト・メッセージ及び識別子を受信するように具体的に構成されても良く、この場合にお
いて、テキスト・メッセージは、ウェアラブル・デバイスがテキスト応答命令を受信した
場合に、テキスト応答命令に応じて、予め保存されているテキスト・メッセージの中から
選択することにより取得され、テキスト応答命令はユーザによりトリガされる応答命令で
ある。
【０１９２】
　要するに、本開示のこの実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、ウェアラブ
ル・デバイスにより送信される通信メッセージ及びターゲット・デバイスの識別子を受信
し、識別子に応じてターゲット・デバイスを判別し、通信メッセージをターゲット・デバ
イスへ転送する。トランスファ・デバイスが所定の条件を充足する場合、電子デバイスを
操作することはユーザにとって不都合であると判断されても良く、この場合、ユーザは、
装着しているウェアラブル・デバイスを利用して通信メッセージを送信し、これにより、
電子デバイスの操作に不都合である時にユーザが通信メッセージを送信できない問題を解
決し、通信効率の改善効果を達成する。
【０１９３】
　更に、ウェアラブル・デバイスに対して通信コネクションが設定され；ユーザ・アカウ
ントは、その通信コネクションを利用してウェアラブル・デバイスへ送信され、ユーザ・
アカウントはウェアラブル・デバイスへ直接的に送信されても良く、これにより、ウェア
ラブル・デバイスの表示スクリーンが小さすぎてユーザ・アカウントが正確に入力できな
い問題を回避し、ユーザ・アカウントを取得する正確さを改善する効果を達成する。
【０１９４】
　図16に関し、図16は本開示の実施形態による通信装置の構造的なブロック図を示す。通
信装置1600はウェアラブル・デバイス又はトランスファ・デバイスであっても良い。具体
的には以下の通りである。
【０１９５】
　通信装置1600はコンポーネントを含み、コンポーネントは、無線周波数(RF)回路1610、
1つ以上のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含むメモリ、入力ユニット1630、ディ
スプレイ・ユニット1640、センサ1650、オーディオ回路1660、近距離無線通信モジュール
1670、1つ以上の処理コアを含むプロセッサ1680、及び、電源1690等である。当業者は、
図16に示される端末構造が通信装置に対する限定を為さないこと、及び、通信装置は図示
のものより多い又は少ないコンポーネントを含んでも良いこと、或いは、幾つかのコンポ
ーネントは組み合わせられても良いこと、或いは、異なるコンポーネントの配置が使用さ
れても良いことを理解するであろう。
【０１９６】
　RF回路1610は通信メッセージを送受信するように構成されても良い。一般に、RF回路16
10は、アンテナ、少なくとも1つの増幅器、チューナ、1つ以上の発振器、トランシーバ、
カプラ、低雑音増幅器(LNA)及びデュプレクサを含むが、これらに限定されない。更に、R
F回路1610は、無線通信によりネットワーク及び他のデバイスと通信しても良い。無線通
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信は、任意の通信規格又はプロトコルを利用しても良く、通信規格又はプロトコルは、GS
M（登録商標）(Global　System　for　Mobile　communications)、GPRS(General　Packet
　Radio　Service)、CDMA(Code　Division　Multiple　Access)、WCDMA（登録商標）(Wid
eband　Code　Division　Multiple　Access)、LTE(Long　Term　Evolution)、電子メール
、SMS(Short　Messaging　Service)等を含んで良いが、これらに限定されない。
【０１９７】
　メモリ1620はソフトウェア・プログラム及びモジュールを保存するように構成されても
良く、例えば、メモリ1620はユーザ・アカウントを保存するように構成されても良いし、
或いは、コンタクト・アカウントを保存するように構成されても良いし、或いは、所定の
応答メッセージを保存するように構成されても良いし、或いは、テキスト・メッセージを
保存するように構成されても良いし、或いは、音声信号を収集するためのソフトウェア・
プログラム、キーワード識別を実現するためのソフトウェア・プログラム、連続音声識別
を実現するためのソフトウェア・プログラム等を保存するように構成されても良い。
【０１９８】
　プロセッサ1680は、メモリ1620に保存されているソフトウェア・プログラム及びモジュ
ールを動作させることにより、様々な機能アプリケーション及びデータ処理を実行する。
主にメモリ1620はプログラム保存エリア及びデータ保存エリアを含んでも良い。プログラ
ム保存エリアは、オペレーティング・システム、少なくとも1つの機能により必要とされ
るアプリケーション・プログラム等を保存しても良い。データ保存エリアは、通信装置16
00の利用に応じて作成されたデータ等を保存しても良い。更に、メモリ1620は高速ランダ
ム・アクセス・メモリを含んでも良く、また、磁気ディスク・ストレージ・デバイス、フ
ラッシュ・メモリ等のような不揮発性メモリ又はその他の揮発性ソリッド・ステート・ス
トレージ・デバイスを含んでも良い。それに応じて、メモリ1620は、プロセッサ1680につ
いてのアクセスを提供するメモリ・コントローラ及びメモリ1620に対する入力ユニット16
30を更に含んでも良い。
【０１９９】
　入力ユニット1630は入力される数字又は文字の情報を受信するように構成される。具体
的には、入力ユニット1630は、タッチ感知式画面1631及びその他の入力デバイス1632を含
んでも良い。タッチ感知式画面1631(タッチ・スクリーン又はタッチ・パネルと言及され
ても良い)は、タッチ感知式画面の上又は近辺での接触操作を受け(例えば、指又はスタイ
ラス等のような適切な何らかのオブジェクト又はアクセサリを利用することにより、タッ
チ感知式画面1631の上又は近辺でのユーザの操作を受け)、所定のプログラムに従って対
応するコネクション装置を駆動しても良い。選択的に、タッチ感知式画面1631は、タッチ
検出装置及びタッチ・コントローラという2つのパーツを含む。タッチ検出装置は、ユー
ザの接触位置を検出し、接触操作により生成される信号を検出し、その信号をタッチ・コ
ントローラへ転送する。タッチ・コントローラは、タッチ検出装置からタッチ情報を受信
し、タッチ情報をタッチ点座標に変換し、タッチ点座標をプロセッサ1680に送る。更に、
タッチ・コントローラは、プロセッサ1680から送信されるコマンドを受信して実行するこ
とが可能である。更に、タッチ感知式画面1631は、抵抗型、容量型、赤外線型又は表面音
響波型のタッチ感知式画面であっても良い。タッチ感知式画面1631に加えて、入力ユニッ
ト1630は他の入力デバイス1632を更に含んでいても良い。具体的には、他の入力デバイス
1632は、ファンクション・キー(例えば、ボリューム制御キー又はスイッチ・キー等)を含
んでも良いが、これらの例に限定されない。
【０２００】
　ディスプレイ・ユニット1640は、ユーザにより入力された情報又はユーザに提供される
情報、及び、通信装置1600の様々なグラフィカル・ユーザ・インターフェースを表示する
ように構成される。ディスプレイ・ユニット1640はディスプレイ・パネル1641を含み、選
択的に、ディスプレイ・パネル1641は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(
OLED)等のような形態を利用して構成されても良い。更に、タッチ感知式画面1631はディ
スプレイ・パネル1641をカバーしても良い。タッチ感知式画面1631の上又は近辺における
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接触操作を検出した後に、タッチ感知式画面1641は、接触操作をプロセッサ1680に転送し
、接触イベントのタイプを決定する。図16ではタッチ・パネル1661及びディスプレイ・パ
ネル1641は、入力及び出力機能を実現するように2つの別個のパーツとして使用されてい
るが、或る実施形態では、タッチ・パネル1661及びディスプレイ・パネル1641は入力及び
出力機能を実現するように一体化されていても良い。
【０２０１】
　通信装置1600は、例えば光センサ、モーション・センサ及びその他のセンサ等のような
少なくとも1つのセンサ1650更に含んでも良い。具体的には、光センサは周囲光センサ及
び近隣センサを含んでも良い。周囲光センサは、周囲光の輝度に応じてディスプレイ・パ
ネル1641の照明を調整することが可能である。近隣センサは、通信装置1600が耳まで動か
されると、ディスプレイ・パネル1641及び/又はバックライトをオフに切り替える。一種
のモーション・センサとして、重力加速度センサは、様々な方向で(一般的には、3軸方向
の)加速度の大きさを検出し、静止時の重力の大きさ及び方向を検出し、及び、モバイル
・フォン・ジェスチャ(例えば、横画面及び縦画面の間の切り替え、関連するゲーム、及
び、磁力計の校正ジェスチャ)、振動認識(例えば、歩数計やノック)に関する機能などの
適用を識別するように構成されて良い。ジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度計及び
赤外線センサ等のような通信装置1600内に備わっても良い他のセンサは、ここで更には説
明されない。
【０２０２】
　オーディオ回路1660、拡声スピーカ1661及びマイクロフォン1662は、ユーザ及び通信装
置1600間のオーディオ・インターフェースを提供する。オーディオ回路1660は、受信した
オーディオ・データを電気信号に変換し、電気信号を拡声スピーカ1661へ送信する。拡声
スピーカ1661は出力のために電気信号を音声信号に変換する。一方、マイクロフォン1662
は収集した音声信号を電気信号に変換する。オーディオ回路1660は、電気信号を受信し、
電気信号をオーディオ・データに変換し、処理のためにオーディオ・データをプロセッサ
1680に出力する。そして、プロセッサ1680は、RF回路1610を利用することにより、例えば
他のモバイル通信装置へオーディオ・データを送信し、或いは、更なる処理のためにオー
ディオ・データをメモリ1620へ出力する。オーディオ回路1660は、ペリフェラル・イヤフ
ォン及び通信装置1600の間で通信を提供するためにイヤプラグ・ジャックを更に含んでい
ても良い。
【０２０３】
　近距離無線通信モジュール1670は、WiFiモジュール、ブルートゥース・モジュール等で
あってもよい。通信装置1600は、近距離無線通信モジュール1670を利用することにより、
ユーザが通信メッセージを受信及び送信すること等を支援する。
【０２０４】
　プロセッサ1680は、通信装置1600の制御センターであり、様々なラインを利用すること
によりモバイル通信装置の様々なパーツに接続される。メモリに保存されるソフトウェア
・プログラム及び/又はモジュールを動作させ又は実行し、及び、メモリ1620に保存され
ているデータを呼び出すことにより、プロセッサ1680は通信装置1600の様々な機能及びデ
ータ処理を実行し、それにより、モバイル通信装置における全体的なモニタリングを実行
する。選択的に、プロセッサ1680は1つ以上のプロセシング・コアを含んでいても良い。
選択的に、プロセッサ1680はアプリケーション・プロセッサ及びモデムを統合しても良い
。アプリケーション・プロセッサは、主に、オペレーティング・システム、ユーザ・イン
ターフェース、アプリケーション・プログラム等を処理する。モデムは主に無線通信を処
理する。上記のモデム・プロセッサはプロセッサ1680に統合されなくても良いことが理解
されるであろう。
【０２０５】
　通信装置1600は、様々なコンポーネントに電力を供給する電源1690(例えば、バッテリ)
を更に含んでいても良い。好ましくは、電源は電力管理システムを利用することによりプ
ロセッサ1680に論理的に接続され、電力管理システムを利用することにより、充電、放電
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及び電力消費管理などのような機能を実現する。電源1690は直流電源、交流電源、再充電
システム、電源障害検出回路、電源コンバータ又はインバータ、電源状態インジケータ及
び他の任意のコンポーネントのうちの1つ以上を更に含んでいても良い。
【０２０６】
　図示されてはいないが、通信装置1600は、ここで更には説明されないカメラ等を更に含
んでいても良い。
【０２０７】
　通信装置1600はメモリ及び1つ以上のプログラムを更に含む。1つ以上のプログラムは、
メモリに保存され、そして、上記の実施形態に従って通信メッセージ方法を実行するため
に、1つ以上のプロセッサにより実行されるように構成される。
【０２０８】
　一実施形態において、命令を含むメモリのような、命令を含む非一時的なコンピュータ
読み取り可能な記憶媒体が更に提供され、その場合において、上記の命令は、通信メッセ
ージを送信する上記の方法を実現するように、ウェアラブル・デバイスのプロセッサによ
り実行されても良いし、或いは、上記の命令は、通信メッセージを送信する上記の方法を
実現するように、トランスファ・デバイスのプロセッサにより実現されても良い。例えば
、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ROM、ランダム・アクセス・メモ
リ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピ・ディスク、光データ・ストレージ・デバイス
等であってもよい。
【０２０９】
　上記の機能モジュールの区分けは、上記の実施形態で提供される通信メッセージ送信装
置が通信メッセージを送信する場合に、例示目的だけのために記述されているに過ぎない
ことに、留意すべきである。実際のアプリケーションでは、具体的なノードに応じて様々
な機能モジュールに機能が割り振られ、そのような割り振りは、上記の機能の全部又は一
部を達成するように、通信メッセージ送信装置の内部構造が様々な機能モジュールに分割
されることを意味する。更に、上記の実施形態で提供される通信メッセージ送信装置は、
上記の実施形態で通信メッセージを送信する方法と同じ概念に基づいている。具体的な実
現プロセスについては、方法の実施形態が参照され、その詳細はここで再び説明されない
。
【０２１０】
　本開示の上記実施形態の連続番号は、単なる説明の便宜上のものであるに過ぎず、実施
形態の中での優先性を暗示してはいない。
【０２１１】
　上記の実施形態のステップのうちの全部又は一部が、ハードウェアを利用することによ
り実現されても良いこと、或いは、関連するハードウェアを指図するプログラムにより実
現されても良いことを、当業者は理解するであろう。プログラムは、コンピュータ読み取
り可能な記憶媒体に保存されても良い。記憶媒体は、リード・オンリ・メモリ、磁気ディ
スク、光ディスク等であってもよい。
【０２１２】
　上記の説明は本開示についての単なる好ましい実施形態にすぎず、本開示を限定するよ
うには意図されていない。本開示の精神及び原理の中で為される何らかの修正、等価な置
換又は改善も、本開示の保護範囲内に属する。
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