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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腕時計のストラップと、
　トップカバー、主回路、バッテリ、及びボトムカバーを含む前記腕時計の本体と、
を有するスマートウォッチであって、
　前記主回路は、電話機能モジュール、マイクロホンモジュール、記録モジュール、スピ
ーカーモジュール、CPUモジュール、制御回路モジュール、GPSモジュール、ストレージモ
ジュール、近距離無線通信モジュール、加速度計センサーモジュール、モーターモジュー
ル、ヘッドフォンジャックモジュール、コネクタモジュール、及び温度センサーモジュー
ルを含み、
　前記スマートウォッチは、1つ以上の携帯電話に繋がり、
　前記スマートウォッチの電話機能モジュールの電話番号、及び前記携帯電話の電話番号
は、対応比較表を生成し、
　前記対応比較表は、前記スマートウォッチ及び前記携帯電話に保存され、または、通信
会社のサーバーに保存され、または、スマートウォッチ会社のサーバーに保存され、
　前記スマートウォッチ、前記携帯電話、及び前記サーバーは、前記対応比較表に基づい
て、接続のセキュリティを検出し、
　前記腕時計の本体は、1つ以上のダイヤルアップボタンも含み、各々の前記ダイヤルア
ップボタンは、1つの対応する電話番号をダイヤルするように構成されており、
　前記近距離無線通信モジュールがオフ状態であるとき、又は、近距離無線通信信号の値
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が設定値未満であるとき、前記スマートウォッチはアラームを鳴らし、
　前記スマートウォッチの地理的位置が設定範囲外であるとき、前記スマートウォッチは
アラームを鳴らし、
　前記スマートウォッチの前記加速度計センサーモジュールが設定値を超えた値を検出し
ているとき、前記スマートウォッチはアラームを鳴らし、
　前記スマートウォッチの前記温度センサーモジュールが設定値範囲を超えた値を検出し
ているとき、前記スマートウォッチはアラームを鳴らす、 
スマートウォッチ。
【請求項２】
　異なるタイプの情報によって、異なる検出基準が設定され、いくつかのタイプの情報は
、検出されずに直接送信され、いくつかのタイプの情報は、前記スマートウォッチ、前記
携帯電話、前記サーバーのいずれか1つによって検出され、いくつかのタイプの情報は、
前記スマートウォッチ、前記携帯電話、及び前記サーバーの2つによって検出され、いく
つかのタイプの情報は、前記スマートウォッチ、前記携帯電話、及び前記サーバーの3つ
によって検出され、
　前記スマートウォッチの検出機能モジュールは、前記制御回路モジュールの内部にあり
、前記携帯電話の検出機能モジュールは、前記携帯電話機内のスマートウォッチ・アプリ
ケーション・ソフトウェア内にある、
　請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項３】
　前記携帯電話は、次の（１）～（７）を目的として前記スマートウォッチに制御情報を
送信するように構成されているアプリケーションソフトを含み、
　（１）前記近距離無線通信モジュールをオン状態又はオフ状態にする、
　（２）前記GPSモジュールをオン状態又はオフ状態にする、
　（３）GPS位置情報を確認する、
　（４）前記電話機能モジュールをオン状態又はオフ状態にする、
　（５）前記マイクロホンモジュール及び前記記録モジュールをオン状態にする、
　（６）前記モーターモジュールをオン状態又はオフ状態にする、
　（７）振動振幅、振動周波数、振動方向及び音量調整の指示、前記スマートウォッチの
バッテリ電力を確認するための指示、前記加速度計センサーモジュールをオン状態又はオ
フ状態にするための指示、前記温度センサーモジュールをオン状態又はオフ状態にするた
めの指示、温度情報を確認するための指示、又は繋がっている携帯電話に情報を送るため
の指示を送る、
　前記制御情報は、GPS位置情報と、前記電話機能モジュールの信号に基づいて計算され
た位置情報と、バッテリ電力情報と、マイクロホン記録内容情報と、加速度計センサー情
報と、振動振幅情報、振動周波数情報、及び振動方向情報を含むモーター振動情報と、温
度センサー情報と、を含む、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項４】
　前記温度センサーモジュールは、前記ボトムカバー上に又は前記腕時計のストラップ上
にあり、前記温度センサーモジュールが設定値を超えた値を検出しているとき、前記スマ
ートウォッチと前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話との両方がアラームを
鳴らす、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項５】
　前記携帯電話によって遠隔制御可能な1つ以上のインジケータライトをさらに含む、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項６】
　前記近距離無線通信モジュールは、Bluetooth（登録商標）モジュールを含み、前記ス
マートウォッチと前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話とがBluetooth接続
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を設定した後、又は、前記スマートウォッチと前記スマートウォッチに繋がっている前記
携帯電話とがBluetooth接続の切断を検出した場合、又は、前記スマートウォッチと前記
スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話とが設定値未満であるBluetooth信号の値
を検出した場合、前記スマートウォッチと前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯
電話との両方がアラームを鳴らし、
　前記スマートウォッチがBluetoothの物理スイッチを有する場合は、前記スマートウォ
ッチと前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話とがBluetooth接続を設定する
とき、前記Bluetoothの物理スイッチが自動的に有効性を失い、
　前記携帯電話がBluetoothのオフを許可する指令を前記スマートウォッチに送る場合は
、前記Bluetoothの物理スイッチが機能し、
　前記携帯電話が自己のBluetoothをオフにし、自己のBluetoothをオフにしたという情報
を前記スマートウォッチに送る場合は、前記Bluetoothの物理スイッチが機能する、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項７】
  前記スマートウォッチは、リアルタイムに前記GPSモジュールを介して前記携帯電話に
自己の地理的位置情報を送信するように構成されており、前記携帯電話は、前記スマート
ウォッチの現在位置を遠隔で表示し、前記スマートウォッチの地理的位置が設定範囲外で
あるとき、前記スマートウォッチと前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話と
の両方がアラームを鳴らす、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項８】
　前記加速度計センサーモジュールの変化値が設定値を超えているとき、前記スマートウ
ォッチと前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話との両方がアラームを鳴らす
、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項９】
　前記スマートウォッチはスクリーンを持っていない、又は、前記スマートウォッチは白
黒画面、タッチスクリーンではなく、電子ペーパー、カラースクリーン、若しくはカラー
タッチスクリーンを備える、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１０】
　前記モーターモジュールは、前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話の指令
を受け入れ、所定の周波数で振動し、所定の振幅で振動し、所定の方向に振動するように
構成されている、又は、
　前記モーターモジュールは、前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話のモー
ターをフィードバック制御し、前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話の振動
周波数、振動振幅、及び振動方向を制御するように構成されている、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１１】
　前記制御回路モジュールは、前記主回路に含まれる他のモジュールのオン／オフを制御
するように構成されており、
　前記スマートウォッチに繋がっている前記携帯電話のソフトウェアは、前記他のモジュ
ールそれぞれのオン／オフを指示するコマンドを前記制御回路モジュールに送り、前記制
御回路モジュールは、前記スマートウォッチの前記他のモジュールをオン状態又はオフ状
態にする、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１２】
  前記スマートウォッチは時計ボタンを含み、前記時計ボタンが押されているとき、前記
スマートウォッチはスピーカーを介して音声で時間を自動的に報告し、
又は、
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　2つのダイヤルアップボタンが一緒に押されているとき、前記音声が時間、日付、及び
曜日を報告する、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１３】
　前記スマートウォッチの電源スイッチは、前記ボトムカバーの後ろ側にある、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１４】
　前記スマートウォッチは、三軸ジャイロスコープをさらに含む、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１５】
　前記スマートウォッチは、前記トップカバー上に又は前記腕時計のストラップ上に太陽
電池モジュールをさらに含む、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１６】
　前記スマートウォッチは、無線ホットスポットの機能を有し、前記スマートウォッチの
前記電話機能モジュールの信号を無線WiFi信号に変換する無線WiFiモジュールをさらに含
む、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１７】
　前記制御回路モジュールは、他の機能を有する複数のモジュールに接続されており、「
オン信号」と「オフ信号」の信号線は、前記他の機能を有する複数のモジュールの電源回
路のスイッチ回路に接続されている、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１８】
　前記近距離無線通信モジュールは、無線通信技術を含み、前記無線通信技術は、Blueto
oth、WiFi、超音波、又は高周波を含む、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項１９】
　前記制御回路モジュールは、選択された条件下で自動的にプログラムを実行するように
構成されている、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【請求項２０】
　前記スマートウォッチは、記録ボタンを含む、
請求項１に記載のスマートウォッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用可能な電子機器の分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の研究とグローバルウェアラブルコンピューティングデバイスの開発は非常に熱い
：グーグルメガネ、伝説のアップルウォッチ、サムスンのスマートウォッチ、Googleのウ
ェアラブルオペレーティングシステム、スマート腕時計、等々。ソニーやカシオなどの企
業はまた、前のスマートウォッチを開始したが、すべて失敗した。テクノロジー・リーダ
ーの新世代は会社：Appleは、Googleが、サムスンはまた、市場に何の成熟した製品を持
っていない，この本発明の申請時に。
【０００３】
　最初に、スマート・ウォッチの重要な技術的課題は、小さなボリュームサイズで実現可
能な機能を達成する方法だ。現在では、スマートフォンのすべての機能、またはスマート
フォンの一部の機能、腕時計の容積の大きさに置き，技術的な難易度は非常に高い。Goog
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leのメガネも大きな技術的な問題に直面している、容積ムサイズの制限のためだ。
【０００４】
　第二に、大人、普通の人、ウェアラブルコンピューティングデバイスのための、何のキ
ラー機能はない、人々の間に広がっウェアラブルコンピューティングデバイスを、させる
ことができる。今も誰が伝説のアップルウォッチは知りない、何キラー機能及び用途を有
する。
【０００５】
　この本発明のスマートウォッチは、腕時計サイズ内，通話機能を有し；あなたが呼び出
すことができる；安全保護、そして、健康の保護、子供の良い習慣を養いる，等々。主要
なキラー機能は、子供市場、高齢者市場、患者市場やカップル市場だ。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、上記従来技術には不十分であり、それはスマ
ートウォッチが提案されている。
【０００７】
　スマートウォッチは、腕時計のストラップを含み、腕時計の本体を含み、腕時計の本体
のキーをダイヤル含ま；腕時計の本体は、トップカバーを含み、主回路を含み、バッテリ
ーを含み、ボトムカバーを含む。主回路は、電話機能モジュールを含み、マイクロホンモ
ジュールを含み、スピーカーモジュールを含み、CPUモジュールを含み、制御回路モジュ
ールを含み、GPSモジュールを含み、ストレージモジュールを含み、近距離無線通信モジ
ュールを含み、加速度センサーモジュールを含み、モータモジュールを含み、ヘッドフォ
ンジャックモジュールを含み、コネクタモジュールを含む。
【０００８】
　制御回路モジュール、主回路の他のモジュールの電源制御，電源をオンにし，そして電
源をオフにする。
【０００９】
　スマート・ウォッチは、1つ以上の移動電話に結合する。結合携帯電話のソフトウェア
，制御回路モジュールに各機能モジュールに開きまたはを閉じ指令を送信する。その後、
制御回路モジュールは、を開きまたはを閉じ, スマートウォッチの他の機能モジュール。
【００１０】
　腕時計本体は、ダイヤルアップ・ボタンの一つまたは複数を有している；各ダイヤルア
ップボタンは、設定の対応の電話番号をダイヤルする。2つのダイヤルアップボタンを押
して、時間スピーカー機能があり、声は日付、曜日、時間を報告する。
【００１１】
　スマートウォッチの電源スイッチは、ボトムカバーの裏面に設定されている。
【００１２】
　上記のスマートウォッチ、スマートウォッチは、携帯電話を結合するとき、対応比較表
を生成する。この対応の比較表は、スマートウォッチや携帯電話に保存し,または、通信
会社のサーバーに保存，またはスマートウォッチ会社のサーバーに保存する。スマートウ
ォッチ、携帯電話、サーバーは、接続のセキュリティを検出し、この対応の比較表のベー
ス。
【００１３】
　異なるタイプの情報によれば、異の検出の基準を設定する。情報のいくつかのタイプ、
検出せずに直接送信された。情報のいくつかのタイプ、スマート腕時計、携帯電話、サー
バーのいずれかで検出。情報のいくつかのタイプ、スマートウォッチ、携帯電話、および
サーバーの2によって検出された。情報のいくつかのタイプ、スマートウォッチ、携帯電
話、およびサーバーの3により検出された。
【００１４】
　スマートウォッチの検出機能モジュール，制御回路モジュールの内部にある。携帯電話
の検出機能モジュール，携帯電話機内のスマート・ウォッチ・アプリケーション・ソフト
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ウェアだ。
【００１５】
　上記のスマートウォッチは、携帯電話アプリケーションソフトを介して、結合スマート
ウォッチに制御情報（操作指令）を送信する：近距離無線通信モジュールの電源を開きま
たは閉じ；GPSモジュールの電源を開きまたは閉じ；GPS位置情報を確認して；電話機能モ
ジュールの電源を開きまたは閉じ；マイクモジュールをオンにし、そして、記録；モータ
モジュールの電源を開きまたは閉じ，振動振幅、振動周波数、振動方向の指示を送り；音
の音量を調節し；スマートウォッチのバッテリ電力情報を確認。加速度センサーの電源を
開きまたは閉じ；温度センサーの電源を開きまたは閉じ，温度情報をご確認；インジケー
タライトの電源を開きまたは閉じる；
【００１６】
　スマートウォッチは、結合携帯電話に情報を送信することができる。
含ん情報：GPS位置情報；位置情報は、スマート・ウォッチ、電話機能モジュール信号上
のベースを計算し；バッテリ電力情報；コンテンツ情報をマイク記録；加速度センサー情
報；振動振幅情報、振動周波数情報、及び振動方向情報を含むモータ振動情報；温度セン
サー情報。
【００１７】
　上記のスマートウォッチのボトムカバー上、または腕時計ストラップ上に，温度センサ
ーを含む。温度センサーの値が設定値を超えた場合に、スマートウォッチと結合携帯電話
両方鳴き声アラーム。
【００１８】
　上記のスマートウォッチ、インジケータライトを備え；結合の携帯電話は、インジケー
タライトをリモート制御し、開きまたは閉じる。
【００１９】
　上記のスマートウォッチ、近距離無線通信モジュールはブルートゥースだ。スマートウ
ォッチと結合携帯電話がBluetoothkal（登録商標）接続を設定した後、スマートウォッチ
と結合携帯電話は、検出Bluetooth接続切断場合，またはスマートウォッチと結合携帯電
話は、検出ブルートゥース信号値比設定値小さい場合，スマートウォッチと結合携帯電話
両方鳴き声アラーム。
【００２０】
　スマートウォッチは、Bluetoothの物理的なスイッチがある場合は、スマートウォッチ
と結合携帯電話がBluetooth接続を設定するとき、Bluetoothの物理的なスイッチが自動的
に有効性を失いる。のみ，携帯電話送信指示、ブルートゥースの電源を切るを許可場合；
Bluetoothの物理スイッチが作業してもよい。または、携帯電話オフBluetooth，Bluetoot
hターンオフ情報を送り,スマートウォッチへ，Bluetoothの物理スイッチが作業してもよ
い。
【００２１】
　上記のスマートウォッチ、スマート・ウォッチは、リアルタイムGPSモジュールを介し
て携帯電話にその位置情報を送信する。携帯電話は、リモートスマートウォッチの現在位
置を表示する。スマートウォッチの場所では設定領域外場合，スマートウォッチと結合携
帯電話両方鳴き声アラーム。
【００２２】
　上記のスマートウォッチは、加速度センサモジュールを含み。加速度センサーの変化値
が、設定値を超えたとき、スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラーム。
【００２３】
　上記のスマートウォッチは、三軸ジャイロスコープを含む。
【００２４】
　上記のスマートウォッチは、スクリーンを持っていない、または黒白非タッチスクリー
ンを備える。
【００２５】
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　上記のスマートウォッチは、太陽電池モジュールを備え，トップカバーに、または腕時
計のストラップ。
【００２６】
　上記のスマートウォッチは、無線WiFiモジュールを含み，そして、無線ホットスポット
の機能を有し，スマートウォッチの電話機能モジュールの信号を無線WiFi信号変換する。
【００２７】
　上記のスマートウォッチにおいて、モータモジュールは、結合携帯電話の操作指令を受
け入れ，所定の周波数で振動し、与えられた振幅で振動し、所定の方向に振動する。また
はスマート時計自体の振動周波数情報と振動振幅情報と振動方向情報を使用して，フィー
ドバックと反転制御結合携帯電話のモーター、携帯電話の振動周波数と振動振幅と振動方
向を制御する。
【００２８】
　二つのスマートウォッチを結合、フィードバックや制御互いのモーター，フィードバッ
クや制御互いのモーターの振動周波数と振動振幅と振動方向。
【００２９】
　従来技術と比較して、本発明は、以下の利点を有する：
1、防ぐ、あるいは行方不明の子供を排除し、子供が誘拐。
2、子ども、高齢者、および患者，落ちる場合；あるいは発熱の場合、家族や医師はすぐ
に知っている。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　以下の図面の詳細な説明から分野の当業者のために、明確な理解本発明は、上記の利点
には、より明らかになるであろうことができる。
【図１】：本発明のスマートウォッチの模式図
【図２】：本発明のスマートウォッチの概略構成
【図３】：腕時計本体の概略構成
【図４】：主回路の概略構成図
【図５】：ボトムカバーの概略図
【図６】：時間スピーカー機能キー
【図７】：トップカバーのインジケータランプ
【図８】：スクリーンを備えたスマートウォッチ
【図９】：ソーラーモジュールを備えたスマート・ウォッチ
【図１０】：携帯電話は、リモートスマートウォッチの手順を制御
【図１１】：スマートウォッチは、携帯電話の手順に情報を送信
【図１２】：スマートウォッチや携帯電話、Bluetooth開きまたは閉じの手順
【００３１】
［図面の符号の簡単な説明］：
1、腕時計ストラップ
2、腕時計本体
3、ダイヤルアップボタン
4、Bluetoothのスイッチボタン
5、時間スピーカー機能ボタン
6、温度センサー
7、電源スイッチボタン
8、携帯電話で制御インジケータランプ
9、スマートウォッチ機能インジケータライト
10、スクリーン
11、ソーラーモジュール
21、トップカバー
22、主回路
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23、電池
24、ボトムカバー
221、マイクモジュール
222、電話機能モジュール
223、スピーカーモジュール
224、ストレージ・モジュール
225、制御回路モジュール
226、CPUモジュール
227、GPSモジュール
228、近距離無線通信モジュール
229、加速度センサーモジュール
230、モータモジュール
231、コネクタモジュール
232、ヘッドフォンジャックモジュール
1001-1006：携帯電話は、リモートスマートウォッチの手順を制御し
2001-2006：スマートウォッチは、携帯電話の手順に情報を送信
3001-3013：スマートウォッチや携帯電話、Bluetooth開きまたは閉じの手順
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図1は、スマート・ウォッチの模式図だ。図2に示した,スマート・ウォッチの概略構成
。スマートウォッチは、腕時計のストラップ1を含み、腕時計の本体2を含み，腕時計の本
体のキーをダイヤル3とキーをダイヤル4含む。図3に示した，腕時計本体2の概略構成。腕
時計本体2は、トップカバー21を含み、主回路22を含み、バッテリー23を含み、ボトムカ
バー24を含む。図2に示すように，ダイヤルアップボタンを腕時計本体2の側に設定する；
また、トップカバー21に設定する；または腕時計ストラップ1に設定する。図3に示すよう
に、バッテリ23は、主回路22以下；または主回路23の上部にすることができ；または主回
路22の側に。
【００３３】
　図4は、主回路図22の概略構成図。主回路は、電話機能モジュール222を含み、マイクロ
ホンモジュール221を含み、スピーカーモジュール223を含み、CPUモジュール226を含み、
制御回路モジュール225を含み、GPSモジュール227を含み、ストレージモジュール224を含
み、近距離無線通信モジュール228を含み、加速度センサーモジュール229を含み、モータ
モジュール230を含み、ヘッドフォンジャックモジュール232を含み、コネクタモジュール
231を含む。
【００３４】
　電話機能モジュール222は、携帯電話通信回路モジュールだ；これは、任意の携帯電話
の通信回路とすることができる。含むがこれらに限定されない：GSM（登録商標）, PHS, 
EDGE, WCDMA（登録商標）, CDMA, TDMA, LTE, Wi-Max, 2G, 3G, 3.5G, 4G, 5G, 等々。電
話機能モジュール222は、電話カードスロットを備えて，あなたは携帯電話のカードを置
くことができる。またはスペースを節約するために、直接内蔵電話機能回路モジュール、
何の電話カードを必要としない。
【００３５】
　制御回路モジュール225は、主回路22の他のモジュールを制御，開きまたは閉じ。制御
回路モジュール225は，他のモジュールに接続されている；「ON信号」線路と「OFF信号」
線路があり，他のモジュールの電源回路のスイッチ回路を接続され；供給電圧線路，また
は供給電流線路。制御回路モジュール225は、開きまたは閉じの電気信号、それぞれ他の
機能モジュールへ送信する。制御回路モジュールの出力「ON信号」または「OFF信号」，
他の機能モジュールの電源回路のスイッチ回路に，開きまたは閉じ，各機能モジュールの
供給電源線路。このように、各機能モジュールの機能をオンにしてまたはオフに達成する
。
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【００３６】
　本発明のスマートウォッチ、そして、結合携帯電話は、一緒にいくつかの機能を実現す
る。結合携帯電話のアプリケーションソフトウェア、送信操作指令，スマートウォッチの
制御回路モジュール225に；オンまたはオフ各機能モジュールに指示する。その後，制御
回路モジュール225は、オンまたはオフを実装する、および、動作する。
【００３７】
　スマートウォッチは、一つ携帯電話に結合する，または、複数携帯電話に結合する。た
とえば、親が自分のアイデンティティのIDカードを使用するために、通信会社からスマー
トウォッチの電話番号を適用し、スマート・ウォッチの電話番号、自分の携帯電話の電話
番号を結合する。
【００３８】
　スマートウォッチの腕時計本体の側では、一つまたはダイヤルアップ複数のボタンを有
する。これは、伝統的な時計の調整時間のボタンに似ている。本発明のダイヤルアップボ
タン，また、時間を調整する機能を有している。しかし、腕時計本体側のダイヤルアップ
ボタンの主な機能は，ダイヤルアップ電話，または電話を受ける。各ダイヤルアップボタ
ンを押し，ダイヤルアップ設定の電話番号、通常、ダイヤルアップ結合携帯電話の電話番
号だ。
【００３９】
　親は、子供たちには、この本発明のスマートウォッチを購入する；子供の手首に身に着
ける。各ダイヤルアップキーを設定することができる親が電話番号を対応している。たと
えば、最初のダイヤルアップキーは子供の父親にダイヤルだ、2番目のダイヤルアップキ
ーは子供の母親にダイヤルだ、第三のダイヤルアップの鍵は、子供の祖父母や母方の祖父
母にダイヤルだ。
【００４０】
　子供のスマートウォッチの電話番号は、唯一の親が知っている、他の人が知りない；そ
れは、子供にも安全だ。これは、7歳未満の子供のために特に適している，幼稚園児の段
階。多くの親は、子供とのコミュニケーションをしたいのだ，子どもに携帯電話を購入す
る場合は、彼らはあまりにも早期使用の携帯電話を心配するかもしれない子供たちに悪い
影響を与える。本発明のスマートウォッチは、子供たちの手首に着用し，子供のために非
常に適している。唯一の家族電話を呼び出すことができる。家族は、子供に呼び出する，
スマートウォッチは、各着信コール異なる着信音を設定することができる，各着信音、各
家族の電話番号に対応する。といった，父親の電話の着信音は「A」で、母親の電話の着
信音は「B」で、祖父母の電話の着信音は「C」で。電話の着信音は、両親の声に直接設定
することができる。子どもたちは、発信者が電話の着信音に応じて誰であるかを知ること
ができる。ときに別の着信コール、子機対応ダイヤルアップキー、コールに応答する。ま
たは、すべての着信コールを設定し、関係なく、すべてのコールに応答するダイヤルアッ
プキー。子どもたちのために、それは非常にシンプルで使い。もちろん、着信が、スマー
トウォッチは思い出させるために振動したときに設定することができる。またはコールの
着信時に、スマートウォッチのインジケータライト思い出させるために点滅に設定する。
【００４１】
　スマートウォッチや携帯電話のバインド、いくつかの方法がある。
【００４２】
　一つの方法は、ユーザーは、通信会社にアイデンティティIDカードを持参，スマートウ
ォッチの電話カードに通信会社入力結合携帯電話番号。またはスマート・ウォッチの電話
機能回路に通信会社入力結合携帯電話番号。スマートウォッチの各ダイヤルアップボタン
、電話カード、または電話機能回路中の電話番号に対応し。ユーザーに通知する対応配列
。
【００４３】
　一つの方法は、通信会社やスマートウォッチサービスプロバイダ、固定設定の短い電話
番号をダイヤルし、スマートウォッチの各ダイヤルアップボタンを設定する。そして、ユ
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ーザーは、各電話番号を対応する各短い電話番号を設定する。例えば、いくつかの通信会
社は、家族親族ネットワークビジネスを提供し；すべての家族の電話番号は、短い電話番
号に割り当てられている。
【００４４】
　一つの方法は、通信会社やスマートウォッチサービスプロバイダ、サーバーを提供し、
両親は、サーバーのWebページにユーザー名とパスワードのログインを使用することがで
きる，スマートウォッチの各ダイヤルアップボタンを設定し、どの電話番号に対応し。
【００４５】
　一つの方法は、スマートウォッチは、親の携帯電話、またはコンピュータに接続するた
めのケーブルを持っている。親の携帯電話やコンピュータ上のアプリケーションソフトで
は、スマートウォッチの各ダイヤルアップボタンを設定し、どの電話番号に対応し。スマ
ートウォッチは、携帯電話をバインドするとき，結合対応比較表を生成し。この結合対応
比較表は、3の場所に保存し：スマートウォッチ、携帯電話、および通信会社のサーバー
、またはスマートウォッチ会社のサーバー。スマートウォッチは、携帯電話、サーバーは
、接続のセキュリティを検出，この結合対応比較表上のベース。
【００４６】
　スマートウォッチ、携帯電話、およびサーバーは、検出機能モジュールを備え；スマー
トウォッチと結合携帯電話との間に接続のセキュリティ監視で。スマートウォッチの検出
機能モジュール、制御回路モジュール225内だ。携帯電話の検出機能モジュール，携帯電
話機内のスマート・ウォッチ・アプリケーション・ソフトウェアだ。
【００４７】
　結合携帯電話は、リモートで、スマートウォッチを制御することができる，制御手順を
図10に示す。
【００４８】
　手順1001、結合携帯電話のアプリケーションソフトウェアは、結合スマートウォッチに
制御情報（操作指令）を送信する。
【００４９】
　手順1002、結合携帯電話のアプリケーションソフトウェアは，ターゲットスマートウォ
ッチの電話番号かどうかを検出、結合電話番号だ。そうである場合には、操作指示を送信
し続ける。そうでない場合、次に、動作指示を送信しない；ステップ1001に戻る。
【００５０】
　検出機能は、通信会社やスマートウォッチ会社のサーバー上にこともできる。手順1003
に示すように、携帯電話の制御情報（操作指令）際に、サーバーに到着；指令送信者の電
話番号、および指令受信者の電話番号は、結合関係を持っている場合、サーバー検出され
る。送信者の電話番号と受信者の電話番号、属しているの結合対応比較表の場合。両側の
電話番号場合は、サーバーに結合記録を持っている、サーバーは、スマートウォッチに操
作指令を送信する。両側の電話番号場合は、サーバーに結合記録を持っていない、サーバ
ーは、スマートウォッチに操作指令を送信することを拒否する；そして、サーバーがリス
トを監視するには、この命令の送信者の電話番号を追加し、手順1004に示すように。そし
て、サーバシステムは、この警告情報を通知し，マニュアル処理。
【００５１】
　手順1003では、サーバーはまた、結合携帯電話は確認するパスワードを入力して要求す
る。ときに、ユーザーのスマートウォッチを購入、またはユーザーが結合携帯電話を設定
した場合、彼らは彼らの識別を介して、ユーザー名とパスワードを取得する。
【００５２】
　スマートウォッチの制御回路モジュール225は、携帯電話の制御情報（操作指令）を受
信すると、手順1005に示すように。まず、送信側の携帯電話番号を検出し，それは結合の
携帯電話番号である場合。そうである場合、次に、操作指令を受け付け；そうでない場合
、操作指令を受け付けていない。
【００５３】
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　次の手順1006で、スマートウォッチの操作指令を受け付けた場合、制御回路部225は、
操作指令を実行する。開きまたは閉じ、主回路上の他の機能モジュールの電源。
【００５４】
　上記の3つの検出，携帯電話、スマートウォッチ、およびサーバー。一方のみが検出さ
れた場合は、簡単検出と呼ばれ；2つ検出場合は、二重検出と呼ばれ；3が検出場合は、ト
リプル検出と呼ばれる。
【００５５】
　3つの検出は、双方向だ。図11は、戻り方向だ、手順は、スマートウォッチが結合携帯
電話に情報を送信する。
【００５６】
　手順2001、スマートウォッチは、情報を送信する準備をする。手順2002、スマートウォ
ッチの制御回路モジュール225、目標携帯電話の電話番号かどうかを検出、結合電話番号
だ。そうである場合、情報を送信し続ける。そうでない場合は、情報を送信しない。
【００５７】
　サーバーは、スマート・ウォッチによって送信された情報を受信すると、手順2003に示
すように。指令送信者の電話番号、および指令受信者の電話番号は、結合関係を持ってい
る場合、サーバー検出される。送信者の電話番号と受信者の電話番号、属しているの結合
対応比較表の場合。両側の電話番号場合は、サーバー内の結合記録を持っていると、サー
バーは、結合携帯電話へスマートウォッチの情報が送信される。両側の電話番号場合は、
サーバーに結合記録を持っていない、サーバーはバインド携帯電話にスマートウォッチの
情報を送信することを拒否する。そして、サーバーがリストを監視するには、この情報受
信者の電話番号を追加し、手順2004に示すように。
【００５８】
　手順2005、結合携帯電話は情報を受信し，結合携帯電話のアプリケーションソフトウェ
ア、送信者スマートウォッチの電話番号かどうかを検出、結合電話番号だ。そうである場
合、情報を受け取る。そうでない場合は、情報を受け入れない。
【００５９】
　本発明を実装する場合、コストに応じて、簡単な検出、二重検出、およびトリプル検出
を選択することができる。一種検出の少なくとも。ほとんどのセキュリティは、トリプル
検出だ。
【００６０】
　双方向送信コンテンツを検出し，含むがこれらに限定されない，結合携帯電話はスマー
トウォッチに送信する制御情報：開きまたは閉じ近距離無線通信モジュール228；開きま
たは閉じGPSモジュール227；GPS位置情報を確認し；開きまたは閉じ電話機能モジュール2
22；開きマイクモジュール221，そして、記録；開きまたは閉じモータモジュール230，振
動振幅、振動周波数、振動方向の指示を送り；音の音量を調節し；スマートウォッチのバ
ッテリ電力情報をチェックし；開きまたは閉じ加速度センサーモジュール229；開きまた
は閉じ温度センサー6，温度情報をご確認；開きまたは閉じインジケータライト8；スマー
ト・ウォッチブルートゥースリンクオブジェクト。
【００６１】
　双方向送信コンテンツを検出し，含むがこれらに限定されない，スマートウォッチは、
結合携帯電話に送る情報：GPS位置情報；位置情報は、スマート・ウォッチの電話機能モ
ジュール信号上のベースを計算し；バッテリ電力情報；コンテンツ情報をマイク記録；加
速度センサー情報；振動振幅情報、振動周波数情報、及び振動方向情報を含むモータ振動
情報；温度センサー情報。
【００６２】
　図5に示すように、ボトムカバー24の背面に、側に近い人体の皮膚，温度センサー6を有
している，パワーは7を切り替え。温度センサー6は、また、腕時計のストラップの内側に
配置でき、側に近い人体の皮膚。
【００６３】
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　温度センサー6は、彼の身体の温度が人体の通常の温度範囲を超えた場合、スマート・
ウォッチを着用する人を検出し，スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラーム。
そのように、子供は、高齢者、または患者の体温は正常な身体温度範囲を超えた場合、ス
マートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラーム。家族、または医師や看護師は、すぐ
に知ることができ、そして、対策をとる。
【００６４】
　スマート・ウォッチは、温度センサー6を有している，着用スマートウォッチする,女性
である場合には、それは、毎日の温度情報によると、月経周期を計算することができる。
【００６５】
　スマートウォッチの電源スイッチ7は、ボトムカバー24の裏側に設定，いくつかの利点
がある。到達できないため、そう子供たちは、タッチを間違えないだろう，間違いはシャ
ットダウン。電源スイッチ7は、ボタンスイッチを突起されていない，しかし、溝内のト
グルスイッチがあり、または針型スイッチを突くる。トグルスイッチや針突くスイッチ、
間違いの操作がないことを確認して。それは両親自身でない場合，他の人が子供のスマー
トウォッチを奪うようにしようと、またはスマートウォッチをシャットダウンしようとし
ている；最初,子供のスマートウォッチを取り除く必要があり、いつスマートウォッチ取
り除き，温度センサーがトリガされ，スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラー
ム。
【００６６】
　効率性と利便性のために、上記の3つの検出，異なる検出標準設定され,異なる種類の情
報に応じて。情報のいくつかのタイプ、検出せずに直接送信され；情報のいくつかのタイ
プ、簡単検出を必要とし；情報のいくつかのタイプ、二重検出を必要とし；情報のいくつ
かのタイプ、トリプル検出を必要とする。
【００６７】
　例えば、温度センサー値が設定値の範囲を超えた場合、または加速度センサーの変化値
が設定値を超えた場合、双方の電話番号を検出せずに直接送信する。
【００６８】
　例えば、確認するか、スマートウォッチのバッテリ電力情報を送信し，簡単検出を必要
とする。
【００６９】
　例えば、GPSの位置情報を送信し，マイクと録音をオンにし，二重検出を必要とする。
【００７０】
　例えば、開きまたは閉じ近距離無線通信モジュール228、開きまたは閉じ温度センサー6
、開きまたは閉じ加速度センサーモジュール229，トリプル検出を必要とする。
【００７１】
　この本発明のスマートウォッチは、時間スピーカー機能を持っている。図6に示すよう
に、時間スピーカー機能ボタン5がある，腕時計本体側の。ボタン5を押し，スピーカーか
ら音声でスマートウォッチ自動レポート時間。ダブルクリックしボタン5、または長押し
ボタン5を，スマートウォッチ自動レポートスピーカーから音声で日付と曜日。
【００７２】
　時間スピーカー機能のタイムソースは3を持っている。一つは、通常のクオーツ回路ス
マートウォッチの主回路22のクロック回路からだ。一つは、結合携帯電話の時刻情報だ。
ユーザーが押したときに時間スピーカー機能ボタン5，スマートウォッチは、結合携帯電
話に時間要求を送信し，スマートウォッチに結合携帯電話の時間値送信する。一つは、通
信会社やスマートウォッチ会社のサーバーからのものだ，一つは、通信会社やスマートウ
ォッチ会社のサーバーからのものだ，スマートウォッチは、サーバーに時間要求を送信し
，スマートウォッチにサーバーの時間値送信する。
【００７３】
　ボタンを節約するために、独立した時間スピーカー機能ボタン5は必要ない。それは、
ダイヤルアップボタン3と共有することができる。ときに一緒にプレス2ダイヤルアップボ
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タン、スピーカーから音声による自動レポート時間。ときに押して一緒に別の2のダイヤ
ルアップボタン、自動レポートスピーカーから音声で日付と曜日。
【００７４】
　その後、ダイヤルアップボタンは各ボタンに設定する、別の色を持っている，それは、
子どもたちが差別化とメモリのに役立つ。
【００７５】
　時間スピーカー機能は、また、すべての時間に設定することができ、スマートウォッチ
スピーカーから音声による自動レポート時間、または自動振動レポート。
【００７６】
　図7に示すように、腕時計本体2のトップカバー21上に，インジケータライトを設定する
。インジケータライトの2種類がある。一つは、インジケータランプ8，それが結合携帯電
話によって制御され、スマートウォッチ自体がライトをオンまたは光をシャットダウンす
ることはできない。一つは、インジケータランプ9，それはスマートウォッチの機能イン
ジケータライトだ。例えば、スマートウォッチのバッテリー電源インジケータライト、バ
ッテリ電力が設定値以上である場合には緑色光だ。バッテリ電源は、2つの設定値の間に
あるとき、それは黄色光だ。バッテリ電力が設定値より小さい場合には、赤色光または赤
色光を点滅している。別の指標光9サンプルは、録音ボタン、録音を開始し、ユーザーを
押して、記録インジケータの色の光がある。
【００７７】
　インジケータランプ8およびインジケータランプ9は、また、腕時計のストラップに設定
することができる。
【００７８】
　以下は、インジケータランプ8の実施形態だ。親は、子供のスマートウォッチのインジ
ケータランプ8を制御することができる,両親結合携帯電話のアプリケーションソフトウェ
アを介して,または通信会社やスマートウォッチ会社のサーバーを介して。両親はまた、
他の携帯電話は子供のスマートウォッチのインジケータランプ8を制御できるように構成
することができる,両親結合携帯電話のアプリケーションソフトウェアを介して,または通
信会社やスマートウォッチ会社のサーバーを介して。たとえば、スマートウォッチが持つ
2インジケータライト8、一つは、ピンクの光であり、一つは緑色の光だ。ピンクの光が子
供の親の携帯電話によって制御される。緑色光は両親によってallowably設定されている
子供の教師、によって制御される。緑色光は両親によって許可設定されている子供の教師
、によって制御される。
【００７９】
　例えば、多くの子どもたちが時間に寝ていない、時間に食べてはいけない、等々。子供
が自宅で行儀されている場合は親は、ピンクの光をオンにする。だから、子供は次の日に
幼稚園に行き、他の子供たちのスマートウォッチすべてがピンクの光を輝かせたが、彼の
場合はピンクの光が暗い。他の子供たちと教師のすべてが暗いインジケータライトを参照
して。その後、子どもたちが自宅で行儀の良い持つこと，両親はとても幸せになる。
【００８０】
　子供が幼稚園でよくやっている場合、教師は緑色の光をオンにする。子供が学校でよく
やっていない場合、教師は緑色の光をシャットダウンする。そして、子供のバックの家に
学校から、両親はすぐに日中の学校での子供の性能を知っている。子どもたちは、それぞ
れ他の二つの光、ピンクの光と緑色の光毎日と比較する。それは積極的に自宅や学校の両
方で行儀の良い子供を推進している。
【００８１】
　この本発明のスマートウォッチは、近距離無線通信モジュール228を備える，無線通信
技術だ。無線通信技術は、Bluetoothを含み、WiFiを含み、超音波を含み、無線周波数を
含み、等々。通常、Bluetoothがある。
【００８２】
　ときにスマートウォッチと結合携帯電話との間の距離、Bluetoothレシーバーの距離に
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超え，それは、結合標的のBluetooth信号を検出できない，スマートウォッチと結合携帯
電話両方鳴き声アラーム。またはスマートウォッチのBluetoothスイッチがオフされたと
き，スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラーム。このような親がに子供たちを
取るよう，ショッピングモール、スーパーマーケット、公園、鉄道駅、バスステーション
やその他の公共の場所。ときに子供のスマートウォッチBluetoothの信号、および両親の
携帯電話のBluetooth信号は、互いの信号を検出することはできない；スマートウォッチ
と結合携帯電話両方鳴き声アラーム。したがって、もし親と子の間の距離、Bluetoothは
距離を受け、超え；スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラーム。したがって、
子供の欠落している回避する。彼らは子供と一緒に外出するとき大幅に、両親に心理的負
担を軽減することができる。そして、それは子どもの人身売買を防ぐことができる。
【００８３】
　スマートウォッチは、物理的なBluetoothのスイッチを持つことはできない。結合の携
帯電話は、開きまたは閉じ近距離無線通信モジュールのコマンドを送信する，スマート腕
時計の制御回路モジュール225に。
【００８４】
　スマートウォッチのBluetoothは唯一のいくつかの結合の携帯電話とアダプタができ、
他のBluetoothデバイスにアダプタができない。
【００８５】
　スマートウォッチはまた、物理的なBluetoothのスイッチ4を持つことができる，腕時計
本体の側に。物理Bluetoothスイッチ4は、また、GPSスイッチで一つのボタンを共有する
ことができ、呼ばれ"Bluetooth/GPS switch"，プレスはかつて、Bluetoothのをオンにし
、GPSをオフにする。もう一度キーを押して，BluetoothのをオフにするとGPSをオンにす
る。
【００８６】
　物理Bluetoothスイッチ4使用している場合，スマートウォッチと結合携帯電話、開きま
たは閉じ Bluetooth，図12に示すように。
【００８７】
　手順3001、スマートウォッチ開き物理Bluetoothスイッチ；手順3002、結合携帯電話開
きBluetooth。
【００８８】
　手順3003、スマートウォッチの制御回路モジュール225，結合携帯電話のBluetoothアド
レスを検出、それが結合アドレスがある場合。そうでない場合は、Bluetoothがリンクし
ていない。（手順3005）
【００８９】
　手順3004、携帯電話でのアプリケーションソフトウェア、結合スマートウォッチのBlue
toothアドレスを検出、それが結合アドレスがある場合。そうでない場合は、Bluetoothが
リンクしていない。（手順3005）
【００９０】
　唯一のスマートウォッチと結合携帯電話は、お互いのBluetoothアドレスが正しいこと
を確認して，その後、Bluetoothリンクを設定，手順3006に示すように。
【００９１】
　スマートウォッチと結合携帯電話がBluetoothリンクを設定した後、スマートウォッチ
の制御回路モジュール、Bluetoothリンクを検出し、手順3007に示すように。制御回路場
合するには、Bluetoothリンクの切断を検出，または、Bluetoothの信号値が設定値未満で
検出，その後、スマートウォッチ鳴き声アラーム，手順3009に示すように。
【００９２】
　スマートウォッチと結合携帯電話がBluetoothリンクを設定した後、携帯電話のアプリ
ケーションソフトウェア、Bluetoothリンクを検出し、手順3008に示すように。アプリケ
ーションソフトウェアは、Bluetoothリンク切断を検出した場合、または、Bluetoothの信
号値が設定値未満で検出，その後、結合携帯電話鳴き声アラーム，手順3010に示すように
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。
【００９３】
　スマートウォッチと結合携帯電話は、手順3006で、Bluetoothリンクを設定する場合、
スマートウォッチの物理Bluetoothスイッチ，自動的に有効性を失いる、手順3011に示す
ように。
【００９４】
　バインディング携帯電話の送信がスマートウォッチにコマンドをオフにすることができ
た場合にのみ、手順3012に示すように。物理Bluetoothスイッチ作業することができる。
【００９５】
　手順3012の後、手順3013だ。手順3013は、図10の手順1002-手順1006，OFF指令にを許可
確認する，結合の携帯電話は、スマートウォッチに送信し。その後、3014順手入力し、物
理Bluetoothスイッチ作業することができ。物理Bluetoothスイッ押し，スマートウォッチ
のBluetoothをオフにする。
【００９６】
　これは、意味し，制御回路モジュールは、スマートウォッチのBluetoothオフ最初のタ
ーンを許可しない，その後、携帯電話のBluetoothをオフにする。それは、携帯電話がBlu
etoothリンクをオフに最初にする必要がある。その後、スマートウォッチの物理Bluetoot
hスイッチ作業し；そうでなければ動作しないことができる。制御回路モジュールは、結
合携帯電話のBluetoothリンク閉じ場合に検出、そしてBluetoothリンクOFF情報をスマー
トウォッチへ送り；スマートウォッチの物理Bluetoothスイッチ作業をする。制御回路モ
ジュールは、携帯電話閉じBluetoothリンク情報を受信しない場合には、物理Bluetoothス
イッチ手触りの場合，スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラーム。そして、こ
の状態では、はるかに高い警報レベル。これは実質的に犯罪者が子供のスマートウォッチ
のBluetoothスイッチをオフにしようとしないようにする。
【００９７】
　この本発明のスマートウォッチ、GPSモジュールのデフォルト設定では、物理的なGPSス
イッチがないとされている。完全にリモート結合の携帯電話によって制御される。スマー
トウォッチは、物理的なGPSのスイッチがある場合は、上記の物理Bluetoothスイッチ同じ
になる。これは許可されていないの最初の閉じスマートウォッチのGPSモジュール。結合
の携帯電話は、GPSモジュールに閉じ許可指令を送信し，その後、物理GPSスイッチが動作
する。
【００９８】
　もちろん、ほかに人身売買を防ぐため、子どもたちがさまようのを防ぐために、これら
の機能はまた、高齢者や特別な患者のために非常に適している。
【００９９】
　この本発明のスマートウォッチ、サイズ、形状、及び形態を変更することができる。そ
れは、ペットの首輪も動物ペットがさまようのを防ぐことができる。
【０１００】
　スマートウォッチは、結合携帯電話するリアルタイムの地理的位置情報を送信すること
ができ、GPSモジュール227を介して。時計アプリケーションソフトウェアでは、結合の携
帯電話ユーザーは、リアルタイムチェックをすることができるし、地図上のスマートウォ
ッチユーザの位置情報を表示し；地図上の動きを見ることができ。そして、時間、日付、
ビューによって表示し、地図上のスマートウォッチのユーザーの動きの様々な統計情報を
表示することができる。
【０１０１】
　この本発明のスマートウォッチ、長距離プロテクト機能を有している，長距離場所のア
ラーム機能。スマート・ウォッチの位置が設定領域外である場合、スマートウォッチと結
合携帯電話両方鳴き声アラーム。結合携帯電話ユーザーは、時計アプリケーションソフト
ウェアを設定することができ，地図上のセキュリティエリアを設定し、もしスマートウォ
ッチのユーザー,このセキュリティエリア外の場合、スマートウォッチと結合携帯電話両
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方鳴き声アラーム。長距離プロテクト機能は、電気柵（electronic fence）呼ばれ，また
は電子フェンス機能、または電子フェンス保護機能。
【０１０２】
　例えば、子供が幼稚園や小学校に行き、通常のルートは、自宅から学校、学校へ、学校
で，家であり，これは、一定の範囲だ。まず第一に、両親は子供の地理的位置を遠隔表示
することができる。第二に、親が設定することができ、スマートウォッチの場所学校エリ
ア外の場合、スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声アラーム。親が子供と一緒に滞
在しない場合には、この長距離プロテクト機能、人身売買を防ぐことができる。
【０１０３】
　この本発明のスマートウォッチは、加速度センサーモジュール229を備える。加速度セ
ンサーの変化値が、設定値を超えた場合、スマートウォッチと結合携帯電話両方鳴き声ア
ラーム。
【０１０４】
　だから、身に着けスマートウォッチは、子どもたちは、高齢者は、患者は突然の大きな
動きが発生した場合、といった，転倒、戦い、等。家族や医師や看護師は、即座に知って
いる、との措置をとることができる。
【０１０５】
　子どもたちは腕を振って熾烈な、犯罪者に抵抗するとき、加速度センサートリガースマ
ートウォッチ鳴き声アラーム；犯罪者に警告し、犯罪者を追い払う。同時両親の携帯電話
の鳴き声アラーム，両親はすぐに状況を知っているか。親はまた、リモートででき開き、
マイクモジュール221，そして、記録；本当の危険の子供の場合、すぐに警察を呼ぶこと
ができ、そして警察に子どもたちにスマートウォッチのGPS位置を送信する。
【０１０６】
　この本発明のスマートウォッチは、また、録画ボタンを含むことができる。また、ヘッ
ドフォンジャックモジュール232を備える。だから子供たちは、学校で教師の重要なコン
テンツを記録することができ，自宅でレビューする。子供たちは耳を傾け、記録内容を確
認することができ、直接スマートウォッチに。また、結合の携帯電話への記録内容、また
はコンピュータをアップロードすることができ，ように、アーカイブを保存、編集、およ
び、レビューし。もちろん、あなたはまた、ファイルや音楽は、インターネットから、ま
たは結合携帯電話から、またはコンピュータからダウンロードすることができ、スマート
ウォッチのストレージ・モジュール224に。して、スマートウォッチを介して音楽を聴く
。
【０１０７】
　この本発明のスマートウォッチは、近距離無線通信の保護を備える；地理的な位置中距
離と長距離保護を備える；温度センサー保護を備える；加速度センサーの保護を備える；
リモート録声保護を備える；直接電話保護を備える。親は子どもの安全を確保することが
できる。近距離無線通信保護は、Bluetoothする。地理位置中距離と長距離保護は、GPSす
る，またはそれは、テレコム企業の基地局によれば、スマートウォッチ電話機能モジュー
ル信号のベースに計算することができる。
【０１０８】
　スマートウォッチの電源スイッチは、ボトムカバーの裏面に設定されているので、ので
、他の人の場合、結合携帯電話ユーザーを除いて、じスマートウォッチを閉しようとする
と、彼は最初のスマートウォッチを取り去る必要がある。ときにスマートウォッチを取り
去ろうとしている人、上述の温度センサーと加速度センサー、トリガースマートウォッチ
と結合携帯電話両方鳴き声アラーム。
【０１０９】
　制御回路モジュール225は、また、一定の条件の下でプログラムを実行し、自動的に設
定することができる。たとえば、それが検出されたスマートウォッチ近距離無線通信は、
オフにされ，または設定値未満の近距離無線通信信号値，自動的にマイクをオンにし、設
定時間を記録し、などの自動記録2分。そして、自動的に地理的位置を報告する。
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【０１１０】
　この本発明のスマートウォッチは、デフォルトの設定では、何の画面ではない，それは
非常に電力を節約する。市場での電子端末機器の様々な、装置全体の消費電力のタッチス
クリーンのコストの半分。例えば、搭載したタッチスクリーンとスマートウォッチ、タッ
チスクリーンの消費電力は全体のスマート時計の消費電力の半分だ。
【０１１１】
　この本発明のスマートウォッチは、また、太陽電池モジュールを備える，バッテリーを
充電し、スマートウォッチの供給。図9に示すように、太陽電池モジュール11、トップカ
バー21上に設定する。もちろん、太陽電池モジュール11は、腕時計のストラップに設定す
る。
【０１１２】
　この本発明のスマートウォッチは、また、スクリーン10を備える，図8に示すように。
スクリーン10は、黒白の非タッチスクリーンとする。初期の電子時計に使用され、黒白の
画面のよう。画面10はまた”e-ink screen”だ。スクリーン10は、カラースクリーン、カ
ラータッチスクリーンであることができる。
【０１１３】
　この本発明のスマートウォッチは、また、三軸ジャイロスコープを備える。スマートウ
ォッチのユーザーを身に着けていることのスポーツ情報のすべての種類を記録する。
【０１１４】
　この本発明のスマートウォッチは、また、WiFiモジュールを備える。そして、無線ホッ
トスポットの機能を有し，WiFi信号にスマートウォッチ電話機能モジュールの信号を変換
する。したがって、スマート・ウォッチ電話機能モジュールは、3G、4G、5Gおよび他の高
速通信技術であれば、スマートウォッチは、WiFi信号に3G、4G、5G信号に変換する，ユー
ザーの他の電子デバイスのための、そのようなユーザーの携帯電話、タブレットPC、ノー
トブックコンピュータ、all-in-one コンピューター、デスクトップコンピュータ。
【０１１５】
　本発明のスマートウォッチのモーターモジュール230、結合携帯電話の操作指令を受け
入れ，所定の周波数で振動し、与えられた振幅で振動し、所定の方向に振動する。
【０１１６】
　またはスマート時計自体の振動周波数情報と振動振幅情報と振動方向情報を使用して，
フィードバックと反転制御結合携帯電話のモーター、携帯電話の振動周波数と振動振幅と
振動方向を制御する。
【０１１７】
　二つのスマートウォッチを結合、フィードバックや制御互いのモーター，フィードバッ
クや制御互いのモーターの振動周波数と振動振幅と振動方向。
【０１１８】
　具体的なレイアウト、モード、操作、本発明の考え方によれば、本発明の保護の範囲内
だ。交換及び上記の例の場所の転置、数量などを入力，本発明の保護の範囲内だ。
【０１１９】
　といった、トップカバーにダイヤルアップボタン3を入れ、または腕時計のストラップ
。といった、主回路22の各機能モジュール221-232，すべて1のPCB回路基板の上に置き，
またはそれらのほとんどはメインPCB基板に載せ、いくつかの他の機能モジュールは、一
つ以上の副PCB回路基板に置く。
【０１２０】
　主回路22の各機能モジュール221-232，各機能モジュールは、単一の回路または単一の
チップであることができ、またはいくつかの機能モジュールは、一つチップに集積する。
例えば、近距離無線通信モジュール228と、GPSモジュール227は、一つチップ上に集積す
る。このような一つのチップに設けられBluetooth機能、GPS機能、無線LAN機能、など。
このように、センサーのすべての種類、温度センサー、加速度センサー，一つチップ上に
集積する。といった、制御回路モジュール225とCPUモジュール226，一つチップ上に集積
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【０１２１】
　主回路22の各機能モジュール221-232，また、状況に応じて一つ以上のモジュールを減
少させる。といった、GPSモジュールいいえ；といった、記憶モジュールいいえ；といっ
た、温度センサー・モジュールいいえ；等々。
【０１２２】
　コネクタモジュール231、電源に接続された充電提供；またはスマートウォッチが結合
携帯電話やコンピュータに接続を提供，さまざまな設定。コネクタは通常のUSBコネクタ
の一種だ。
【０１２３】
　この分野の当業者は理解することができる：上記の説明は、本発明の好ましい実施例の
みだ，しかし、本発明を限定するものではない。熟練した技術者は、技術的解決策、また
は交換いくつかの技術的特徴を変更することができる。精神及び本発明の原理内のあらゆ
る変更は、本発明の保護の範囲内だ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図９】
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【図１１】 【図１２】
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