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(57)【要約】
　本出願は、ネットワークリソース処理方法、装置、及
びインスタントメッセージングシステムを提供する。本
方法は、第一のクライアントが、第二のクライアントと
のインスタントメッセージングの間に、第一のクライア
ントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセ
ージングウィンドウ内で入力されたネットワークリソー
ス転送情報を受信することと、第一のクライアントが、
サーバ側にネットワークリソース転送情報を送信して、
サーバ側は、ネットワークリソース転送情報に従って、
第二のクライアントを用いる第二のユーザに対して第一
のユーザのネットワークリソースを転送することと、を
備える。本出願は、ネットワークリソースの転送効率を
向上することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークリソース処理方法であって、
　第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィン
ドウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を、第二のクライアントとのインスタ
ントメッセージングの間に、前記第一のクライアントによって受信することと、
　前記第一のクライアントによって、サーバ側に前記ネットワークリソース転送情報を送
信して、前記サーバ側は、前記ネットワークリソース転送情報に従って、前記第二のクラ
イアントを用いる第二のユーザに対して前記第一のユーザのネットワークリソースを転送
することと、
　を備えるネットワークリソース処理方法。
【請求項２】
　前記第一のクライアントによって、サーバ側に前記ネットワークリソース転送情報を送
信して、前記サーバ側は、前記ネットワークリソース転送情報に従って、前記第二のクラ
イアントを用いる第二のユーザに対して前記第一のユーザの前記ネットワークリソースを
転送することは、
　前記第一のユーザによって前記インスタントメッセージングウィンドウ内で送られた送
信指示を、第一のクライアントによって受信することと、
　前記送信指示に従って前記サーバ側に対して前記ネットワークリソース転送情報を、前
記第一のクライアントによって送信して、前記サーバ側は、前記ネットワークリソース転
送情報に従って前記第二のユーザに対して前記第一のユーザの前記ネットワークリソース
を転送することと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転送値とを含む、
請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも一
つを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワークリソース処理方法であって、
　第一のクライアントによって送られたネットワークリソース転送情報であって、前記第
一のクライアントの前記第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に、前
記第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィン
ドウを通じて前記第一のクライアントに対して入力される前記ネットワークリソース転送
情報を、サーバ側によって受信することと、
　前記ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユー
ザに対して前記第一のユーザの前記ネットワークリソースを、前記サーバ側によって転送
することと、
　を備えるネットワークリソース処理方法。
【請求項６】
　前記ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転送値とを含む、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも一
つを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユー
ザに対して前記第一のユーザの前記ネットワークリソースを、前記サーバ側によって転送
することは、
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　　前記転送ショートカットキー値をネットワークリソース転送指示と転送されるネット
ワークリソースのタイプとに、前記サーバ側によって、パースすることと、
　　前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに従って前記第一のユーザの転送
アカウントと前記第二のユーザの転送アカウントとを、前記サーバ側によって判定するこ
とと、
　　前記ネットワークリソース転送指示、前記第一のユーザの転送アカウント、及び前記
第二のユーザの転送アカウントに従って、ネットワークリソース転送操作を、前記サーバ
側によって実行することと、
　を備える、請求項６又は請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークリソース転送指示、前記第一のユーザの転送アカウント、及び前記第
二のユーザの転送アカウントに従って、ネットワークリソース転送操作を、前記サーバ側
によって実行することは、
　　前記ネットワークリソース転送指示に従って、前記サーバ側が、前記第一のユーザの
前記転送アカウントにおける前記ネットワークリソース量から前記転送値を減算し、前記
第二のユーザの前記転送アカウントにおける前記ネットワークリソース量に前記転送値を
加算すること、又は、
　　前記ネットワークリソース転送指示に従って、前記サーバ側が、前記第一のユーザの
前記転送アカウントにおける前記ネットワークリソース量から前記転送値を減算し、前記
第二のユーザの転送アカウントにおける前記ネットワークリソース量に前記転送値を加算
するようにサードパーティ支払いプラットフォームに指示すること、
　を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに従って前記第一のユーザの転送ア
カウントと前記第二のユーザの転送アカウントとを、前記サーバ側によって判定すること
は、
　　前記第一のユーザに対して結び付けられた様々なアカウントから、前記第一のユーザ
の前記転送アカウントとして、前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに属す
るアカウントを、前記サーバ側によって判定することと、
　　前記第二のユーザに対して結び付けられた様々なアカウントから、前記第二のユーザ
の前記転送アカウントとして、前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに属す
るアカウントを、前記サーバ側によって判定することと、
　を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第一のユーザの前記ネットワークリソースは、前記第一のユーザのマネタリーリソ
ース又はデータトラフィックである、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　第一のクライアントに実装されたネットワークリソース処理装置であって、前記ネット
ワークリソース処理装置は、
　前記第一のクライアントの第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に
、前記第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウ
ィンドウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信するように構成された受信
モジュールと、
　サーバ側に前記ネットワークリソース転送情報を送信するように構成され、前記サーバ
側は、前記ネットワークリソース転送情報に従って、前記第二のクライアントを用いる第
二のユーザに対して前記第一のユーザのネットワークリソースを転送する、送信モジュー
ルと、
　を備えるネットワークリソース処理装置。
【請求項１３】
　前記受信モジュールは、前記第一のユーザによって前記インスタントメッセージングウ
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ィンドウ内で送られた送信指示を受信するように更に構成され、
　前記送信モジュールは、前記送信指示に従って前記サーバ側に前記ネットワークリソー
ス転送情報を送信するように具体的に構成され、前記サーバ側は、前記ネットワークリソ
ース転送情報に従って前記第二のユーザに対して前記第一のユーザの前記ネットワークリ
ソースを転送する、
　請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転送値とを含む、
請求項１２又は請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも一
つを含む、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　サーバ側に実装されたネットワークリソース処理装置であって、前記ネットワークリソ
ース処理装置は、
　第一のクライアントによって送られたネットワークリソース転送情報であって、前記第
一のクライアントの前記第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に、前
記第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィン
ドウを通じて前記第一のクライアントに対して入力される前記ネットワークリソース転送
情報を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユー
ザに対して前記第一のユーザのネットワークリソースを転送するように構成されたリソー
ス転送モジュールと、
　を備えるネットワークリソース処理装置。
【請求項１７】
　前記ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転送値とを備える
、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも一
つを含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記リソース転送モジュールは、
　前記転送ショートカットキー値をネットワークリソース転送指示と転送されるネットワ
ークリソースのタイプとにパースするように構成されたパーシングユニットと、
　前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに従って前記第一のユーザの転送ア
カウントと前記第二のユーザの転送アカウントとを判定するように構成された判定ユニッ
トと、
　前記ネットワークリソース転送指示、前記第一のユーザの転送アカウント、及び前記第
二のユーザの転送アカウントに従って、ネットワークリソース転送操作を実行するように
構成された転送処理ユニットと、
　を備える、請求項１７又は請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記転送処理ユニットは、
　前記ネットワークリソース転送指示に従って、前記第一のユーザの前記転送アカウント
における前記ネットワークリソース量から前記転送値を減算し、前記第二のユーザの前記
転送アカウントにおける前記ネットワークリソース量に前記転送値を加算する、又は、
　前記ネットワークリソース転送指示に従って、前記第一のユーザの前記転送アカウント
における前記ネットワークリソース量から前記転送値を減算し、前記第二のユーザの転送
アカウントにおける前記ネットワークリソース量に前記転送値を加算するようにサードパ
ーティ支払いプラットフォームに指示する、
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　ように具体的に構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記判定ユニットは、
　前記第一のユーザに対して結び付けられた様々なアカウントから、前記第一のユーザの
前記転送アカウントとして、前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに属する
アカウントを判定し、
　前記第二のユーザに対して結び付けられた様々なアカウントから、前記第二のユーザの
前記転送アカウントとして、前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに属する
アカウントを判定する、
　ように具体的に構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第一のユーザの前記ネットワークリソースは、前記第一のユーザのマネタリーリソ
ース又はデータトラフィックである、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　第一のクライアントと第二のクライアントとサーバ側とを備えるインスタントメッセー
ジングシステムであって、
　前記第一のクライアントは、前記第二のクライアントとのインスタントメッセージング
の間に、前記第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージ
ングウィンドウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信し、前記ネットワー
クリソース転送情報を前記サーバ側に送信するように構成され、
　前記サーバ側は、前記ネットワークリソース転送情報を受信し、前記ネットワークリソ
ース転送情報に従って前記第二のクライアントを用いる第二のユーザに対して前記第一の
ユーザのネットワークリソースを転送するように構成された、
　インスタントメッセージングシステム。
【請求項２４】
　前記ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転送値とを含む、
請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記サーバ側は、
　前記転送ショートカットキー値をネットワークリソース転送指示と転送されるネットワ
ークリソースのタイプとにパースし、
　前記転送されるネットワークリソースの前記タイプに従って前記第一のユーザの転送ア
カウントと前記第二のユーザの転送アカウントとを判定し、
　前記ネットワークリソース転送指示に従って、前記第一の前記ユーザの転送アカウント
における前記ネットワークリソース量から前記転送値を減算し、前記第二のユーザの前記
転送アカウントにおける前記ネットワークリソース量に前記転送値を加算する、
　ように具体的に構成された、請求項２４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、インターネット技術の分野に係り、特に、ネットワークリソース処理方法、
装置、及びインスタントメッセージングシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インスタントメッセージング（ＩＭ）は、現在最も普及しているインターネットを通じ
た通信手段であり、様々なＩＭソフトウェアも次々に出現する。サービス事業者は、また
、ＩＭソフトウェアの機能を絶えず強化し拡張する。例えば、リアルタイムでチャットを
行うこと及び情報を相互に送信することが可能なことに加えて、WeChat（ウィーチャット
）は、ネットワークリソース転送（network resource transferring）（例えばアカウン
ト転送（account transferring））及びネットワークリソース共有（network resource s
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haring）などの付加的な機能を更に有する。
【０００３】
　既存のＩＭツールは、比較的複雑な手法の他の付加的な機能を実装し、この機能は通常
複数のページの間をジャンプする必要があり、ユーザが多段階の操作をする必要がある。
例としてウィーチャットによって提供されるアカウント伝送機能を採用することによって
、別のユーザに対してアカウント転送を行うことが必要な場合、ユーザは、クリック、タ
ッチ、又はスクロールなどの方式で機能メニューを呼び出し、そこから転送ボタンを見つ
け出し、ウィーチャットコンタクトのインタフェースに入るためにボタンをクリックする
必要がある。ユーザは、アカウント転送を要する目的を選択し、その後、転送量のインタ
フェースにジャンプする。ユーザが転送量を入力してＯＫをクリックした後、パスワード
ボックスが現れ、ユーザがパスワードを入力してＯＫをクリックした後、アカウント転送
が行われる。
【０００４】
　このように、ユーザがＩＭツールによって提供されたネットワークリソース転送機能を
用いる場合、操作が比較的面倒であり、その結果、ネットワークリソースの転送効率が比
較的低い、ということは明らかである。
【発明の概要】
【０００５】
　本出願の複数の態様において、ネットワークリソース処理方法、装置、及びインスタン
トメッセージングシステムが、ネットワークリソースの転送効率の向上のために提供され
る。
【０００６】
　本出願の一態様において、ネットワークリソース処理方法であって、
　第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィン
ドウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を、第二のクライアントとのインスタ
ントメッセージングの間に、第一のクライアントによって受信することと、
　第一のクライアントによって、サーバ側にネットワークリソース転送情報を送信して、
サーバ側は、ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二
のユーザに対して第一のユーザのネットワークリソースを転送することと、
　を含むネットワークリソース処理方法が提供される。
【０００７】
　本出願の他の態様において、ネットワークリソース処理方法であって、
　第一のクライアントによって送られたネットワークリソース転送情報であって、第一の
クライアントの第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に、第一のクラ
イアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンドウを通じて
第一のクライアントに対して入力されるネットワークリソース転送情報を、サーバ側によ
って受信することと、
　ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユーザに
対して第一のユーザのネットワークリソースを、サーバ側によって転送することと、
　を含むネットワークリソース処理方法が提供される。
【０００８】
　本出願の更に他の態様において、ネットワークリソース処理装置であって、
　該ネットワークリソース処理装置は、
　第一のクライアントの第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に、第
一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンドウ
内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信するように構成された受信モジュー
ルと、
　サーバ側にネットワークリソース転送情報を送信するように構成され、サーバ側は、ネ
ットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユーザに対し
て第一のユーザのネットワークリソースを転送する、送信モジュールと
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　を備えるネットワークリソース処理装置が提供され、第一のクライアントに実装される
。
【０００９】
　本出願の更に他の態様において、ネットワークリソース処理装置であって、
　該ネットワークリソース処理装置は、
　第一のクライアントによって送られたネットワークリソース転送情報であって、第一の
クライアントの第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に、第一のクラ
イアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンドウを通じて
第一のクライアントに対して入力されるネットワークリソース転送情報を受信するように
構成された受信モジュールと、
　ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユーザに
対して第一のユーザのネットワークリソースを転送するように構成されたリソース転送モ
ジュールと、
　を含むネットワークリソース処理装置が提供され、サーバ側に実装される。
【００１０】
　本出願の更に他の態様において、インスタントメッセージングシステムであって、第一
のクライアントと、第二のクライアントと、サーバ側と、を含み、
　第一のクライアントは、第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に、
第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンド
ウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信し、ネットワークリソース転送情
報をサーバ側に送信するように構成され、
　サーバ側は、ネットワークリソース転送情報を受信し、ネットワークリソース転送情報
に従って第二のクライアントを用いる第二のユーザに対して第一のユーザのネットワーク
リソースを転送するように構成される、
　インスタントメッセージングシステムが提供される。
【００１１】
　本出願において、第一のクライアントでは、ユーザは、ネットワークリソースを伝送す
るためにインスタントメッセージングの間に用いられるインスタントメッセージングウィ
ンドウ内でネットワークリソース転送情報を直接入力することが可能になり、複数のペー
ジの間をジャンプする必要はなく、ユーザは、ネットワークリソース転送情報を入力する
ことのみが必要であり、多段階の操作を実行する必要はない。先行技術と比較して、本出
願においては、第一のクライアントは、ネットワークリソース転送機能の実装ロジック（
implementation logic）が比較的簡単であり、ユーザ操作も、比較的簡単であり、それに
より、ネットワークリソースの転送効率を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本出願の実施形態における技術的解決手段を更に明確に記載するために、実施形態又は
先行技術の記述で用いられる添付の図面について以下に記述する。以下の記述において、
添付の図面が本出願の単にいくつかの実施形態であるということは明らかであり、当業者
は、また、創造的な労力を伴わずに添付の図面に従って他の添付の図面を得ることができ
る。
【００１３】
【図１】図１は、本出願の実施形態によるネットワークリソース処理方法の概略フローチ
ャートである。
【図２】図２は、本出願の別の実施形態によるネットワークリソース処理方法の概略フロ
ーチャートである。
【図３】図３は、本出願の実施形態によるアカウント転送を行うインスタントメッセージ
ングクライアントをユーザが用いるプロセスにおけるユーザ入力操作の概略図である。
【図４】図４は、本出願の実施形態によるネットワークリソース処理装置の概略構成図で
ある。
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【図５】図５は、本出願の別の実施形態によるネットワークリソース処理装置の概略構成
図である。
【図６】図６は、本出願の実施形態によるインスタントメッセージングシステムの概略構
成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本出願の実施形態の目的、技術的解決手段、及び有利性をより明らかにするために、本
出願の実施形態における技術的解決手段は、本出願の実施形態内に添付の図面を参照して
明確に且つ充分に以下に記載されることになる。記載される実施形態が本出願の実施形態
の全部ではなく単に一部である、ということは明らかである。本出願における実施形態に
基づいて、創造的な労力を伴わずに当業者によって得られる他のすべての実施形態は、本
出願の保護範囲によって包含されるものとする。
【００１５】
　図１は、本出願の実施形態によるネットワークリソース処理方法の概略フローチャート
である。図１に示すように、本方法は、以下のものを含む。
【００１６】
　１０１．第一のクライアントは、第二のクライアントとのインスタントメッセージング
の間に、第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージング
ウィンドウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信する。
【００１７】
　１０２．第一のクライアントは、サーバ側にネットワークリソース転送情報を送信し、
その結果、サーバ側は、ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを
用いる第二のユーザに第一のユーザのネットワークリソースを転送する。
【００１８】
　この実施形態は、インスタントメッセージングツールにおいてクライアントによって達
成されてもよいネットワークリソース転送方法を提供する。この実施形態において、第一
のクライアント及び第二のクライアントは、それぞれインスタントメッセージングクライ
アントである。この実施形態においてインスタントメッセージングツールは、XinGe Push
、Renren Desktop、ICQ、QQ、Gmail Talk、Fetion（飛信）、WeChat、Laiwang（来往）な
どであってもよい。
【００１９】
　インスタントメッセージングツールがネットワークリソース転送機能の実装ロジックに
おいて比較的複雑であるという既存の問題に関して、通常は複数のページの間をジャンプ
することが必要であり、ユーザは、多段階の操作を実行することを必要とされ、結果的に
、ネットワークリソースの転送効率が比較的低くなる。この実施形態は、ネットワークリ
ソース転送を実装するための、実装ロジックが比較的簡単で且つユーザ操作が比較的簡単
なネットワークリソース処理方法を提供し、該ネットワークリソース処理方法の具体的な
手続きは、以下の通りである：
　第一のクライアントは、第二のクライアントとのインスタントメッセージングの間に第
一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンドウ
内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信し、サーバ側にネットワークリソー
ス転送情報を送信し、その結果、サーバ側は、ネットワークリソース転送情報に従って、
第二のクライアントを用いる第二のユーザに対して第一のユーザのネットワークリソース
を転送する。
【００２０】
　オプションの実装方式において、第一のクライアントは、ユーザがインスタントメッセ
ージングウィンドウ内で入力したネットワークリソース転送情報であるということを自動
的に識別してもよく、ユーザの入力が終了したということを識別した後、サーバ側にネッ
トワークリソース転送情報を自動的に送信してもよい。例えば、ユーザによって入力され
たネットワークリソース転送情報は、通常のインスタントメッセージングの間にユーザに
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よって入力されたコンテンツとの区別をするために指定の位置に転送マークを運んでもよ
い。例えば、現在のコンテンツは従来の通信コンテンツではなくネットワークリソース転
送情報であるということを識別するために、ネットワークリソース転送情報の先頭文字は
、指定の文字、例えば、＊、！、＃、＠、Ａ、ＡＯなどでなければならない、ということ
が予め決められてもよい。
【００２１】
　別のオプションの実装方式において、第一のユーザは、送信指示を送るためにインスタ
ントメッセージングウィンドウ内で操作を実行してもよい。それに対応して、第一のクラ
イアントは、第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンドウ内で送られた
送信指示を受信し、受信された送信指示に従ってサーバ側にネットワークリソース転送情
報を送信し、その結果、サーバ側は、ネットワークリソース転送情報に従って第二のユー
ザに対して第一のユーザのネットワークリソースを転送する。例えば、ユーザは、送信指
示を送るためにインスタントメッセージングウィンドウ内の送るボタンをクリックしても
よいし、又はクリック、タッチ、若しくはスクロールなどの操作によって送信指示を送っ
てもよい。
【００２２】
　ネットワークリソース転送情報の情報量が少なくなればなるほど、入力方式は簡単にな
り、ユーザの入力は速くなり、ネットワークリソースの転送効率は高くなる、ということ
に留意するべきである。これに基づいて、ネットワークリソース転送情報の実装方式は、
転送ショートカットキー値（transfer shortcut key value）と転送値（transfer value
）とを含む。転送ショートカットキー値は、ネットワークリソース転送指示を示す。転送
ショートカットキー値は、比較的簡単なように設定されてもよいし、又は、その入力方式
が比較的速い情報が、転送ショートカットキー値として選択されてもよい。例えば、転送
ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも一つを含んで
もよい。具体的には、転送ショートカットキー値は、特殊文字、特殊記号、特殊な数字、
若しくは同種のものであってもよいし、又は、インスタントメッセージングツールによっ
て提供される顔文字若しくは顔文字画又は同種のものが、転送ショートカットキー値とし
て更に設定されてもよい。
【００２３】
　例えば、第一のユーザのネットワークリソースは、例えば、第一のユーザのキャピタル
アカウント（capital account）におけるキャピタルであってもよい、ユーザのマネタリ
ーリソース（monetary resource）であってもよい。それに対応して、第二のユーザに対
して第一のユーザのネットワークリソースを転送することは、事実上第二のユーザに対す
るアカウント転送のプロセスである。第一のユーザのネットワークリソースは、更に、例
えば３Ｇトラフィック、４Ｇトラフィックなどのユーザのデータトラフィックであっても
よい。それに対応して、第二のユーザに対して第一のユーザのネットワークリソースを転
送することは、事実上第二のユーザに対してネットワークリソースを転売（reselling）
又は移転（passing）するプロセスである。
【００２４】
　この実施形態で提供される方法において、第二のユーザとインスタントメッセージング
を行うために、第一のユーザが第一のクライアントを用いることは、上記の手続きから理
解することができる。インスタントメッセージングの間に、第一のユーザが第二のユーザ
に対してネットワークリソースを転送する必要があれば、第一のクライアントは、別ペー
ジにジャンプする必要はなく、第一のユーザは、インスタントメッセージングの間にイン
スタントメッセージングウィンドウ内でネットワークリソース転送情報を直接入力するこ
とができ、その後、ネットワークリソースの転送を遂行するために、第一のクライアント
は、サーバ側にネットワークリソース転送情報を送出する。先行技術と比較して、この実
施形態における第一のクライアントは、第一のクライアントが複数のページの間をジャン
プする必要のある先行技術とは異なり、ネットワークリソース転送機能の実装ロジックが
比較的簡単である。これは、また、ユーザの操作を簡易化し、ユーザは、多段階の操作を
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実行する必要がなく、現在のインスタントメッセージングウィンドウ内でネットワークリ
ソース転送情報を入力する必要があるのみであり、それによりユーザエクスペリエンスの
向上に好都合な、ネットワークリソースの転送効率が向上される。
【００２５】
　図２は、本出願の別の実施形態によるネットワークリソース処理方法の概略フローチャ
ートである。図２に示すように、本方法は、以下のものを含む。
【００２６】
　２０１．サーバ側は、第一のクライアントによって送られたネットワークリソース転送
情報であって、第一のクライアントの第二のクライアントとのインスタントメッセージン
グの間に、第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージン
グウィンドウを通じて第一のクライアントに入力されるネットワークリソース転送情報を
受信する。
【００２７】
　２０２．サーバ側は、ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアントを
用いる第二のユーザに第一のユーザのネットワークリソースを転送する。
【００２８】
　この実施形態は、インスタントメッセージングツールにおいてサーバ側によって遂行さ
れてもよいネットワークリソース処理方法を提供する。この実施形態においてインスタン
トメッセージングツールは、XinGe Push、Renren Desktop、ICQ、QQ、Gmail Talk、Fetio
n、WeChat、Laiwangなどであってもよい。
【００２９】
　インスタントメッセージングツールがネットワークリソース転送機能の実装ロジックに
おいて比較的複雑であるという既存の問題に関して、通常は複数のページの間をジャンプ
することが必要であり、ユーザは、多段階の操作を実行することを必要とされ、結果的に
、ネットワークリソースの転送効率が比較的低くなる。この実施形態は、ネットワークリ
ソース転送を実装するための、実装ロジックが比較的簡単で且つユーザ操作が比較的簡単
なネットワークリソース処理方法を提供し、該ネットワークリソース処理方法の具体的な
手続きは、以下の通りである：
　第一のクライアントを用いるユーザは、第一のクライアントの第二のクライアントとの
インスタントメッセージングの間にインスタントメッセージングウィンドウ内でネットワ
ークリソース転送情報を入力し、第一のクライアントは、サーバ側にネットワークリソー
ス転送情報を送信する。サーバ側は、第一のクライアントによって送られたネットワーク
リソース転送情報を受信し、ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアン
トを用いる第二のユーザに第一のユーザのネットワークリソースを転送する。
【００３０】
　ネットワークリソース転送情報の情報量が少なくなればなるほど、入力方式は簡単にな
り、ユーザの入力は速くなり、ネットワークリソースの転送効率は高くなる、ということ
に留意するべきである。これに基づいて、ネットワークリソース転送情報の実装方式は、
転送ショートカットキー値と転送値とを含む。転送ショートカットキー値は、ネットワー
クリソース転送指示を示す。転送ショートカットキー値は、比較的簡単なように設定され
てもよいし、又は、その入力方式が比較的速い情報が、転送ショートカットキー値として
選択されてもよい。例えば、転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報
のうちの少なくとも一つを含んでもよい。具体的には、転送ショートカットキー値は、特
殊文字、特殊記号、特殊な数字、若しくは同種のものであってもよいし、又は、インスタ
ントメッセージングツールによって提供される顔文字若しくは顔文字画又は同種のものが
、転送ショートカットキー値として更に設定されてもよい。
【００３１】
　上記のものに基づいて、ネットワークリソース転送情報に従って、第二のクライアント
を用いる第二のユーザに対してサーバ側が第一のユーザのネットワークリソースを転送す
る方式は、以下の通りであってもよい：
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　サーバ側は、転送ショートカットキー値をネットワークリソース転送指示と転送される
ネットワークリソースのタイプとにパース（parse）し、転送されるネットワークリソー
スのタイプに従って第一のユーザの転送アカウントと第二のユーザの転送アカウントとを
判定し、ネットワークリソース転送指示、第一のユーザの転送アカウント、及び第二のユ
ーザの転送アカウントに従ってネットワークリソース転送操作を実行する。
【００３２】
　さらなるオプションとして、サーバ側は、特に、ネットワークリソース転送指示に従っ
て、第一のユーザの転送アカウントにおけるネットワークリソース量から転送値を減算し
、第二のユーザの転送アカウントにおけるネットワークリソース量に転送値を加算しても
よい。代替的に、
　さらなるオプションとして、サーバ側は、特に、ネットワークリソース転送指示に従っ
て、第一のユーザの転送アカウントにおけるネットワークリソース量から転送値を減算し
、第二のユーザの転送アカウントにおけるネットワークリソース量に転送値を加算するた
めにサードパーティ支払いプラットフォームを指示してもよい。実装方式において、具体
的なネットワークリソース転送操作は、サードパーティ支払いプラットフォームによって
実行されてもよい。
【００３３】
　この実施形態において提供される方法の使用によって、例えば、ユーザのマネタリーリ
ソース、データトラフィック、又は同種のものであってもよい様々なネットワークリソー
スを転送することができる、ということに留意するべきである。例えば、第一のユーザの
ネットワークリソースは、ユーザのマネタリーリソースであってもよく、これは例えば、
第一のユーザのキャピタルアカウントにおけるキャピタルであってもよい。それに対応し
て、第二のユーザに対して第一のユーザのネットワークリソースを転送することは、事実
上第二のユーザに対するアカウント転送のプロセスである。第一のユーザのネットワーク
リソースは、更に、例えば３Ｇトラフィック、４Ｇトラフィックなどのユーザのデータト
ラフィックであってもよい。それに対応して、第二のユーザに対して第一のユーザのネッ
トワークリソースを転送することは、事実上第二のユーザに対してネットワークリソース
を転売又は移転するプロセスである。
【００３４】
　その上、異なるネットワークリソースに対して、ユーザは異なるアカウントに対して結
び付けられる必要がある。言いかえれば、第一のユーザ及び第二のユーザは、各アカウン
トが一つのネットワークリソースに対応する、様々なアカウントに対して予め結び付けら
れてもよい。これに基づいて、サーバ側は、第一のユーザに対して結び付けられた様々な
アカウントから、第一のユーザの転送アカウントとして、転送されるネットワークリソー
スのタイプに属するアカウント判定してもよく、サーバ側は、第二のユーザに対して結び
付けられた様々なアカウントから、第二のユーザの転送アカウントとして、転送されるネ
ットワークリソースのタイプに属するアカウントを判定する。
【００３５】
　更に、ユーザが同じネットワークリソースの複数のアカウントに対して結び付けられれ
ば、ユーザは、デフォルトのアカウントを更に事前設定してもよく、このようにして、サ
ーバ側は、ユーザの転送アカウントとしてデフォルトのアカウントを直接選択してもよい
。
【００３６】
　更に、ネットワークリソース転送のセキュリティを向上するために、サーバ側は、ネッ
トワークリソース転送操作を実行する前に、ネットワークリソース転送操作を確認しても
よい。例えば、パスワードを入力して、ユーザによって入力されたパスワードに従ってネ
ットワークリソース転送が正当な操作であうか否かを確認するように、ユーザに対して入
力を促すことが可能である。ネットワークリソース転送が正当な操作であることが確認さ
れると、サーバ側は、ネットワークリソース転送操作を実行し、それにより、ネットワー
クリソース転送のセキュリティを向上する。ネットワークリソース転送が正当な操作であ
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るか否かを確認する方式がパスワード確認の方式に限定されない、ということに留意する
べきである。
【００３７】
　更に、ユーザ間のネットワークリソース転送の効率を向上するために、この実施形態は
、信頼できるインスタントメッセージングユーザをユーザが設定することを可能にし、こ
のような信頼できるインスタントメッセージングユーザのアカウントを、デフォルトのア
カウントとして設定することができる。デフォルトのアカウントに対して、サーバ側は、
直接ネットワークリソースの転送効率を向上するために、確認なしでネットワークリソー
ス転送操作を実行することができる。デフォルトのアカウント以外のアカウントに対して
、ネットワークリソース転送を実行する場合、サーバ側は、ネットワークリソース転送の
セキュリティを向上するために、ネットワークリソース転送操作が正当な操作であること
を確認する必要があり、正当な操作であることが確認される場合のみ、ネットワークリソ
ース転送操作を実行することができる。
【００３８】
　この実施形態において提供される方法において、サーバ側は、インスタントメッセージ
ングを実装するクライアントと協働し、同時に、ネットワークリソースの転送を実装する
。ネットワークリソースを転送するプロセスにおいて、ユーザは、ネットワークリソース
転送を実行するためにインスタントメッセージングの間に用いられるインスタントメッセ
ージングウィンドウ内でネットワークリソース転送情報を直接入力することが可能になり
、複数のページの間をジャンプする必要はなく、ユーザは、ネットワークリソース転送情
報を入力することのみが必要であり、多段階の操作を実行する必要がなく、それにより、
ネットワークリソースの転送効率を向上する。
【００３９】
　本出願の技術的解決手段の具体的な実装プロセスを、例として、アカウント転送を用い
ることによって以下に記載する。
【００４０】
　特有の顔文字又は記号は、例えば図３に示す「ウォレット」アイコンのように、アカウ
ント転送指示を示すために、QQ又はWeChatなどのインスタントメッセージングツールにお
いて事前に定義される。第一のユーザは、第二のユーザとの例えばチャットなどの通信の
プロセスにおいて、アカウント転送を示すために顔文字内の「ウォレット」アイコンを入
力し、その後、転送される量を示す「ウォレット」アイコンの後ろに例えば１００などの
数字を入力する。オプションとして、通貨のタイプは、ユーザの定義又はユーザの登録国
を通じて選択されてもよい。インスタントメッセージングクライアントは、第一のユーザ
の指示に従って、インスタントメッセージングツールのサーバ側に対して、入力された「
ウォレット」アイコンと数字とを送信する。
【００４１】
　インスタントメッセージングツールのサーバ側にて、ユーザによって用いられるインス
タントメッセージングアカウント（例えばWeChatのアカウントweix001）は、Alipayアカ
ウント、WeChat支払いアカウント、及びバンクカードアカウントなどの複数の支払いツー
ルの複数のアカウントに対して予め結び付けられ、ユーザは、デフォルトの支払い先アカ
ウント（default payee account）及びデフォルトの支払人アカウント（default payer a
ccount）を更に設定してもよい。インスタントメッセージングツールのサーバ側は、イン
スタントメッセージングアカウントと支払いアカウントと（デフォルトの支払い先アカウ
ントと支払人アカウントとであってもよい）の間のマッピング関係を維持する。ユーザは
、支払人として役割を果たす場合、支払いをするためにそのデフォルト支払いツールのデ
フォルトの支払いアカウントを取得する。デフォルトの支払いアカウントに対して、サー
バ側はアカウントを信頼できる支払いアカウントとして見なし、パスワードなしの支払い
インタフェースを提供する。
【００４２】
　サーバ側は、クライアントによって送信された「ウォレット」アイコン及び数字を受信
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した後に、アカウント転送指示内の「ウォレット」アイコンをパースし、同時に、転送さ
れるネットワークリソースが第一のユーザのキャピタルアカウント内のマネタリーリソー
スであるということを取得し、「ウォレット」アイコンに後続する数字１００に従って、
転送量が１００であるということを取得する。サーバ側は、通信における二つのクライア
ントアカウントに従って結合された支払いアカウントを取得してもよい。例えば、サーバ
側は、第一のユーザのデフォルトの支払人アカウントを取得し、第二のユーザのデフォル
トの支払い先アカウントを取得してもよい。その後、サーバ側は、直接第一のユーザのデ
フォルトの支払人アカウントにおける量から１００を差し引き、第二のユーザのデフォル
トの支払い先アカウントにおける量に対して１００を加えてもよい。代替的に、サーバ側
は、また、アカウント転送処理を遂行するようにサードパーティ支払いプラットフォーム
に指示して、サードパーティ支払いプラットフォームに対して、アカウント転送指示、転
送量、及び支払人アカウントなどの情報とアカウント転送に関わる支払い先アカウントと
を送信してもよい。ここで、アカウント転送処理は、具体的には、サードパーティ支払い
プラットフォームによって第一のユーザのデフォルトの支払人アカウントにおける量から
１００を差し引き、第二のユーザのデフォルトの支払い先アカウントにおける量に対して
１００を加えるプロセスを指す。
【００４３】
　上記のプロセスにおいて、第一のユーザは、インスタントメッセージングの間に、イン
スタントメッセージングウィンドウ内のアカウント転送指示に対応する顔文字と転送量と
を直接入力することができ、その後、第一のクライアントは、アカウント転送処理を遂行
するためにアカウント転送指示に対応する顔文字と転送量とをサーバ側に送出する。イン
スタントメッセージングクライアントは、インスタントメッセージングクライアントが複
数のページの間をジャンプする必要のある先行技術とは異なり、アカウント転送の実装ロ
ジックにおいて比較的簡単である。これは、また、ユーザの操作も簡易化し、ユーザは、
多段階の操作を実行する必要がなく、それにより、ユーザエクスペリエンスの向上のため
に好都合である、アカウント転送効率が向上される。
【００４４】
　方法の実施形態は、記述の容易さのために、すべて一連の動作の組み合わせとして表現
される、ということに留意するべきである。但し、いくつかのステップは、本出願に従っ
て別の順序で又は同時に実行されてもよいので、当業者は、本出願が記載の動作のシーケ
ンスに限定されない、ということを認識するべきである。それに加えて、当業者は、また
、明細書内に記載される実施形態は、すべて、好ましい実施形態に属し、関係する動作及
びモジュールは、本出願にとって必須ではない、ということを認識するべきである。
【００４５】
　前述の実施形態において、各実施形態の記述にはそれ自身のフォーカスがあり、ある実
施形態には詳述されないコンテンツに対して、他の実施形態の適切な記述が参照されるこ
とができる。
【００４６】
　図４は、本出願の実施形態によるネットワークリソース処理装置の概略構成図である。
本装置は、インスタントメッセージングツールの第一のクライアント内に実装されてもよ
い。図４に示すように、本装置は、受信モジュール４１と送信モジュール４２とを含む。
【００４７】
　受信モジュール４１は、第一のクライアントの第二のクライアントとのインスタントメ
ッセージングの間に、第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメ
ッセージングウィンドウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信するように
構成される。
【００４８】
　送信モジュール４２は、受信モジュール４１によって受信されたネットワークリソース
転送情報をサーバ側に送信するように構成され、その結果、サーバ側は、ネットワークリ
ソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユーザに第一のユーザのネ



(14) JP 2018-503189 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

ットワークリソースを転送する。
【００４９】
　オプションの実装方式において、受信モジュール４１は、第一のユーザによってインス
タントメッセージングウィンドウ内で送られた送信指示を受信するように更に構成される
。それに対応して、送信モジュール４２は、具体的には、送信指示に従ってネットワーク
リソース転送情報をサーバ側に送信するように構成され、その結果、サーバ側は、ネット
ワークリソース転送情報に従って第二のユーザに対して第一のユーザのネットワークリソ
ースを転送する。
【００５０】
　オプションとして、ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転
送値とを含む。
【００５１】
　更に、転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも
一つを含む。
【００５２】
　第一のユーザのネットワークリソースは、第一のユーザのマネタリーリソース又はデー
タトラフィックである。
【００５３】
　この実施形態において提供されるネットワークリソース処理装置によれば、ユーザは、
ネットワークリソースを伝送するためにインスタントメッセージングの間に用いられるイ
ンスタントメッセージングウィンドウ内でネットワークリソース転送情報を直接入力する
ことが可能になり、複数のページの間をジャンプする必要がなく、ユーザは、ネットワー
クリソース転送情報を入力することのみが必要であり、多段階の操作を実行する必要はな
い。先行技術と比較して、この実施形態において提供されるネットワークリソース処理装
置は、ネットワークリソース転送機能の実装ロジックが比較的簡単であり、ユーザ操作も
、比較的簡単であり、それにより、ネットワークリソースの転送効率を向上することがで
きる。
【００５４】
　図５は、本出願の別の実施形態によるネットワークリソース処理装置の概略構成図であ
る。本装置は、インスタントメッセージングツールのサーバ側内に実装されてもよい。図
５に示すように、本装置は、受信モジュール５１とリソース転送モジュール５２とを含む
。
【００５５】
　受信モジュール５１は、第一のクライアントによって送られたネットワークリソース転
送情報であって、第一のクライアントの第二のクライアントとのインスタントメッセージ
ングの間に、第一のクライアントを用いる第一のユーザによってインスタントメッセージ
ングウィンドウを通じて第一のクライアントに対して入力されるネットワークリソース転
送情報を受信するように構成される。
【００５６】
　リソース転送モジュール５２は、受信モジュール５１によって受信されたネットワーク
リソース転送情報に従って、第二のクライアントを用いる第二のユーザに第一のユーザの
ネットワークリソースを転送するように構成される。
【００５７】
　オプションとして、ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転
送値とを含む。
【００５８】
　更に、転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも
一つを含む。
【００５９】
　オプションの実装方式において、リソース転送モジュール５２の実施体制は、パーシン
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グユニットと、判定ユニットと、転送処理ユニットと、を含んでもよい。
【００６０】
　パーシングユニットは、転送ショートカットキー値を、ネットワークリソース転送指示
と転送されるネットワークリソースのタイプとにパースするように構成される。
【００６１】
　判定ユニットは、転送されるネットワークリソースのタイプに従って第一のユーザの転
送アカウントと第二のユーザの転送アカウントとを判定するように構成される。
【００６２】
　転送処理ユニットは、ネットワークリソース転送指示、第一のユーザの転送アカウント
、及び第二のユーザの転送アカウントに従ってネットワークリソース転送操作を実行する
ように構成される。
【００６３】
　更に、オプションとして、転送処理ユニットは、ネットワークリソース転送指示に従っ
て、第一のユーザの転送アカウントにおけるネットワークリソース量から転送値を減算し
、第二のユーザの転送アカウントにおけるネットワークリソース量に転送値を加算するよ
うに特に構成される。代替的に、
　転送処理ユニットは、ネットワークリソース転送指示に従って、第一のユーザの転送ア
カウントにおけるネットワークリソース量から転送値を減算し、第二のユーザの転送アカ
ウントにおけるネットワークリソース量に転送値を加算するようにサードパーティ支払い
プラットフォームに指示するように特に構成される。
【００６４】
　更に、判定ユニットは、
　第一のユーザに対して結び付けられた様々なアカウントから、第一のユーザの転送アカ
ウントとして、転送されるネットワークリソースのタイプに属するアカウントを判定し、
　第二のユーザに対して結び付けられた様々なアカウントから、第二のユーザの転送アカ
ウントとして、転送されるネットワークリソースのタイプに属するアカウントを判定する
、
　ように具体的に構成される。
【００６５】
　第一のユーザのネットワークリソースは、第一のユーザのマネタリーリソース又はデー
タトラフィックである。
【００６６】
　この実施形態において提供されるネットワークリソース処理装置は、インスタントメッ
セージングを実装するために、上記の実施形態において提供されるネットワークリソース
処理装置と協働し、同時に、ネットワークリソースの転送を実装する。ネットワークリソ
ースを転送するプロセスにおいて、ユーザは、ネットワークリソース転送を実行するため
にインスタントメッセージングの間に用いられるインスタントメッセージングウィンドウ
内でネットワークリソース転送情報を直接入力することが可能になり、複数のページの間
をジャンプする必要はなく、ユーザは、ネットワークリソース転送情報を入力することの
みが必要であり、多段階の操作を実行する必要はなく、それにより、ネットワークリソー
スの転送効率を向上することができる。
【００６７】
　図６は、本出願の実施形態によるインスタントメッセージングシステムの概略構成図で
ある。図６における示されるように、本システムは、第一のクライアント６１と、第二の
クライアント６２と、サーバ側６３と、を含む。
【００６８】
　第一のクライアント６１は、第二のクライアント６２とのインスタントメッセージング
の間に、第一のクライアント６１を用いる第一のユーザによってインスタントメッセージ
ングウィンドウ内で入力されたネットワークリソース転送情報を受信し、ネットワークリ
ソース転送情報をサーバ側６３に送信するように構成される。
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【００６９】
　サーバ側６３は、ネットワークリソース転送情報を受信し、ネットワークリソース転送
情報に従って、第二のクライアント６２を用いる第二のユーザに対して第一のユーザのネ
ットワークリソースを転送するように構成される。
【００７０】
　オプションとして、ネットワークリソース転送情報は、転送ショートカットキー値と転
送値とを含む。
【００７１】
　更に、転送ショートカットキー値は、顔文字、文字、及び音声情報のうちの少なくとも
一つを含む。
【００７２】
　オプションの実装方式において、サーバ側６３は、
　転送ショートカットキー値をネットワークリソース転送指示と転送されるネットワーク
リソースのタイプとにパースし、
　転送されるネットワークリソースのタイプに従って第一のユーザの転送アカウントと第
二のユーザの転送アカウントとを判定し、
　ネットワークリソース転送指示に従って、第一のユーザの転送アカウントにおけるネッ
トワークリソース量から転送値を減算し、第二のユーザの転送アカウントにおけるネット
ワークリソース量に転送値を加算する、
　ように具体的に構成される。
【００７３】
　この実施形態における第一のクライアント６１の実装構造に対して、図４に示すネット
ワークリソース処理装置を参照することができるが、但しそれに限定されない。それに対
応して、この実施形態におけるサーバ側６３の実装構造に対して、図５に示すネットワー
クリソース処理装置を参照することができるが、但しそれに限定されない。
【００７４】
　この実施形態において提供されるインスタントメッセージングシステムは、インスタン
トメッセージングを実装することができ、同時に、ネットワークリソースの転送を実装す
る。ネットワークリソースを転送するプロセスにおいて、ユーザは、ネットワークリソー
ス転送を実行するためにインスタントメッセージングの間に用いられるインスタントメッ
セージングウィンドウ内でネットワークリソース転送情報を直接入力することが可能にな
り、複数のページの間をジャンプする必要はなく、ユーザは、ネットワークリソース転送
情報を入力することのみが必要であり、多段階の操作を実行する必要はなく、それにより
、ネットワークリソースの転送効率を向上することができる。
【００７５】
　本出願の実施形態は、
　一つ以上のプロセッサと、
　メモリと
　一つ以上のプログラムであって、該一つ以上のプログラムはメモリ内に格納され、一つ
以上のプロセッサによって実行されるときに、
　　別のクライアント装置とのインスタントメッセージングの間にクライアント装置を用
いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンドウ内で入力されたネット
ワークリソース転送情報を受信し、
　　サーバに対してネットワークリソース転送情報を送信し、その結果、サーバは、ネッ
トワークリソース転送情報に従って、別のクライアントを用いる第二のユーザに対して第
一のユーザのネットワークリソースを転送する、
　プログラムと、
　を含むクライアント装置を提供する。
【００７６】
　この実施形態において提供されるクライアント装置によれば、ユーザは、ネットワーク
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リソースを伝送するためにインスタントメッセージングの間に用いられるインスタントメ
ッセージングウィンドウ内でネットワークリソース転送情報を直接入力することが可能に
なり、複数のページの間をジャンプする必要がなく、ユーザは、ネットワークリソース転
送情報を入力することのみが必要であり、多段階の操作を実行する必要はない。先行技術
と比較して、この実施形態において提供されるクライアント装置は、ネットワークリソー
ス転送機能の実装ロジックにおいて比較的簡単であり、ユーザ操作は、比較的簡単であり
、それにより、ネットワークリソースの転送効率を向上することができる。
【００７７】
　本出願の実施形態は、
　一つ以上のプロセッサと、
　メモリと
　一つ以上のプログラムであって、該一つ以上のプログラムはメモリ内に格納され、一つ
以上のプロセッサによって実行されるときに、
　　クライアント装置によって送られたネットワークリソース転送情報であって、クライ
アント装置の別のクライアント装置とのインスタントメッセージングの間に、クライアン
ト装置を用いる第一のユーザによってインスタントメッセージングウィンドウを通じてク
ライアント装置に対して入力されたネットワークリソース転送情報を受信し、
　　ネットワークリソース転送情報に従って、別のクライアント装置を用いる第二のユー
ザに対して第一のユーザのネットワークリソースを転送する、
　プログラムと、
　を含むサーバを提供する。
【００７８】
　この実施形態において提供されるサーバは、インスタントメッセージングを実装するた
めに上記の実施形態において提供されるクライアント装置と協働し、同時に、ネットワー
クリソースの転送を実装する。ネットワークリソースを転送するプロセスにおいて、ユー
ザは、ネットワークリソース転送を実行するためにインスタントメッセージングの間に用
いられるインスタントメッセージングウィンドウ内でネットワークリソース転送情報を直
接入力することが可能になり、複数のページの間をジャンプする必要はなく、ユーザは、
ネットワークリソース転送情報を入力することのみが必要であり、多段階の操作を実行す
る必要はなく、それにより、ネットワークリソースの転送効率を向上することができる。
【００７９】
　当業者は、上記のシステム、装置、及びユニットの具体的な作業手続きに対して、前述
の方法の実施形態における対応する記述を参照することができ、該参照は、記述を便利で
圧簡潔にするために、本明細書において繰り返されない、ということを明確に理解するこ
とができる。
【００８０】
　本出願において提供されるいくつかの実施形態において、開示されるシステム、装置、
及び方法が、他の方式で実装されてもよい、ということを理解するべきである。例えば、
上記の装置の実施形態は、単に例示的である。例えば、装置の区分は、単に論理機能の区
分であり、別の方式での区分が実際の実装に存在してもよい。例えば、複数の装置又は構
成要素を組み合わせても、若しくは、別のシステム内に組み込まれても良く、又は、いく
つかの機能が無視されても若しくは実行されなくてもよい。その上、表示若しくは議論さ
れた相互連結又は直接連結又は通信接続は、いくつかのインタフェースを用いることによ
って実装されてもよく、装置若しくはユニット間の間接連結又は通信接続は、電気的に、
機械的に、又は別の形式で実装されてもよい。
【００８１】
　個別の部分として記載されたユニットは、物理的に分離されていても若しくは分離され
ていなくてもよく、ユニットとして表示された部分は、物理的ユニットであっても若しく
は物理的ユニットでなくてもよく、一つの位置に配置されてもよく、又は、複数のネット
ワークユニット上に分散されてもよい。実施形態の解決手段の目的を実現するために、ユ
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【００８２】
　その上、本出願の実施形態における機能ユニットは、一つの処理装置内に組み込まれて
もよいし、又は、ユニットの各々が物理的に単独で存在してもよいし、又は、２以上のユ
ニットが１ユニット内に組み込まれる。統合されたユニットが、ハードウェアの形式で実
装されてもよいし、又は、ソフトウェア機能ユニットを加えたハードウェアの形式で実装
されてもよい。
【００８３】
　ソフトウェア機能ユニットの形式で実装された統合されたユニットは、コンピュータ読
み取り可能な記憶媒体内に格納されてもよい。ソフトウェア機能ユニットは、記憶媒体内
に格納され、本出願の実施形態において記載された方法のステップの一部を実行するよう
に、パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置、又は同種のものであってもよ
いコンピュータ装置若しくはプロセッサを指示するためのいくつかの指示を含む。前述の
記憶媒体は、ＵＳＢフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読み取り専用メ
モリ（ＲＯＭ：Read-Only Memory）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：Random Access 
Memory）、磁気ディスク、又は光ディスクなどのプログラムコードを格納することができ
る任意の媒体を含む。
【００８４】
　最後に、上記の実施形態は、本出願の技術的解決手段の記述のために単に提供されるが
、本出願を限定するようには意図されない、ということに留意するべきである。本出願が
前述の実施形態に関連して詳細に記載されたが、前述の実施形態に記載された技術的解決
手段に対して修正を行うことができるし、又は、このような修正若しくは置換が本出願の
実施形態の技術的解決手段の精神及び範囲から対応する技術的解決手段の本質を逸脱しな
い限り、等価の置換が技術的解決手段におけるいくつかの技術的特徴に対して行うことが
できる、ということは当業者によって理解されるべきである。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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