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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報バックアップ方法であって、
　ローカルメモリを含む電子デバイスで、
　　特定のアプリケーションに関連する複数の動作を含むジョブのキューを追跡する情報
を含むログファイルを監視するステップと、
　　前記ログファイルの第１の部分が前記複数の動作の第１のサブセットに関連付けられ
ていることを決定するステップであって、動作の前記第１のサブセットが前記特定のアプ
リケーションをアンインストールする第１のアクションを含む、ステップと、
　　前記特定のアプリケーションに関連付けられるユーザ情報を前記ローカルメモリに格
納するステップであって、前記ユーザ情報は、ユーザが前記特定のアプリケーションを使
用する時、生成およびアップデートされたユーザデータベース、構成ファイル、およびプ
ライベートファイルを含む、ステップと、
　　前記ログファイルの第２の部分が前記複数の動作の第２のサブセットに関連付けられ
ていることを決定するステップであって、動作の前記第２のサブセットが前記特定のアプ
リケーションを再インストールする第２のアクションを含む、ステップと、
　　前記特定のアプリケーションを再インストールする前記第２のアクションで使用する
ために前記ローカルメモリに格納された前記ユーザ情報を抽出するステップと
　を行うことを特徴とする方法。
【請求項２】
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　前記ログファイルの前記第１の部分が前記複数の動作の前記第１のサブセットに関連付
けられていることを決定するステップは、前記ログファイルの前記第１の部分が前記特定
のアプリケーションでソフトウェアパッケージの対応するパッケージ名を含むことを決定
するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ情報を前記ローカルメモリに格納するステップは、
　前記ユーザ情報を格納するためにユーザインタフェースを作成して、前記ユーザインタ
ーフェースに表示されたバックアップオプションからバックアップオプションのセットを
決定するようユーザを促し、前記バックアップオプションは、バックアップされるユーザ
情報のカテゴリを示す、ステップと、
　前記バックアップオプションのセットに従い、前記ローカルメモリに前記ユーザ情報を
選択的に格納するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記バックアップオプションのセットによりユーザは、バックアップされる前記ユーザ
情報のサブセットを選択できるようになることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザ情報は、前記ユーザ情報をバックアップするためにオプションを選択するユ
ーザ入力を入力するように前記ユーザを促すことなく、前記ローカルメモリに自動的に格
納されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ログファイルは、前記電子デバイスにおいて実行されるようにスケジュールされた
複数の動作を追跡するために、リアルタイムで維持および監視されることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定のアプリケーションをアンインストールする前記第１のアクションが初期化さ
れ、その際に前記ユーザ情報は、除去されないことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記特定のアプリケーションは、前記電子デバイスで第１のアプリケーションを含み、
前記電子デバイスはまた、第１のバックアッププラグインを含む第２のアプリケーション
を含み、前記第１のバックアッププラグインは、前記情報バックアップ方法の各ステップ
を実装し、前記ユーザ情報の第１のサブセットを格納し、前記ユーザ情報の前記第１のサ
ブセットは、前記ユーザデータベース、前記構成ファイル、および前記プライベートファ
イルの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　電子デバイスの１つまたは複数のプロセッサによって実行される時、
　特定のアプリケーションに関連する複数の動作を含むジョブのキューを追跡する情報を
含むログファイルを監視するステップと、
　前記ログファイルの第１の部分が前記複数の動作の第１のサブセットに関連付けられて
いることを決定するステップであって、動作の前記第１のサブセットが前記特定のアプリ
ケーションをアンインストールする第１のアクションを含む、ステップと、
　前記特定のアプリケーションに関連付けられるユーザ情報をローカルメモリに格納する
ステップであって、前記ユーザ情報は、ユーザが前記特定のアプリケーションを使用する
時、生成およびアップデートされたユーザデータベース、構成ファイル、およびプライベ
ートファイルを含む、ステップと、
　前記ログファイルの第２の部分が前記複数の動作の第２のサブセットに関連付けられて
いることを決定するステップであって、動作の前記第２のサブセットが前記特定のアプリ
ケーションを再インストールする第２のアクションを含む、ステップと、
　前記特定のアプリケーションを再インストールする前記第２のアクションで使用するた
めに前記ローカルメモリに格納された前記ユーザ情報を抽出するステップと
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　を含む動作を前記プロセッサに実行させる命令を格納した非一時的コンピュータ読取可
能媒体。
【請求項１０】
　１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサによって実行される時、
　　特定のアプリケーションに関連する複数の動作を含むジョブのキューを追跡する情報
を含むログファイルを監視するステップと、
　　前記ログファイルの第１の部分が前記複数の動作の第１のサブセットに関連付けられ
ていることを決定するステップであって、動作の前記第１のサブセットが前記特定のアプ
リケーションをアンインストールする第１のアクションを含む、ステップと、
　　前記特定のアプリケーションに関連付けられるユーザ情報をローカルメモリに格納す
るステップであって、前記ユーザ情報は、ユーザが前記特定のアプリケーションを使用す
る時、生成およびアップデートされたユーザデータベース、構成ファイル、およびプライ
ベートファイルを含む、ステップと、
　　前記ログファイルの第２の部分が前記複数の動作の第２のサブセットに関連付けられ
ていることを決定するステップであって、動作の前記第２のサブセットが前記特定のアプ
リケーションを再インストールする第２のアクションを含む、ステップと、
　　前記特定のアプリケーションを再インストールする前記第２のアクションで使用する
ために前記ローカルメモリに格納された前記ユーザ情報を抽出するステップと
　を含む動作を前記プロセッサに実行させる命令を格納したメモリと
　を含むことを特徴とする電子デバイス。
【請求項１１】
　前記ユーザ情報を前記ローカルメモリに格納する前記動作は、
　前記ユーザ情報を格納するためにユーザインタフェースを作成して、前記ユーザインタ
ーフェースに表示されたバックアップオプションからバックアップオプションのセットを
決定するようユーザを促し、前記バックアップオプションは、バックアップされるユーザ
情報のカテゴリを示す、ステップと、
　前記バックアップオプションのセットに従い、前記ローカルメモリに前記ユーザ情報を
選択的に格納するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の電子デバイス。
【請求項１２】
　前記バックアップオプションのセットにより前記ユーザは、バックアップされる前記ユ
ーザ情報のサブセットを選択できるようになることを特徴とする請求項１１に記載の電子
デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１２年８月２０日に出願された名称「INFORMATION　BACKUP　METHOD　AND
APPARATUS」の中国特許出願第２０１２１０２９６６６６．７の優先権を主張し、その全
体が参照によって組込まれる。
【０００２】
　開示される実施形態は一般に、コンピュータ技術の分野に関し、具体的には、ソフトウ
ェアアプリケーションに関連付けられたユーザ情報をバックアップし、電子デバイスにお
けるアプリケーションの効率的な再インストールおよびリカバリを支援するためのシステ
ム、方法、およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイルデバイスは、多くの従来の電子デバイスの代わりに、我々の日常生活に広く使
用され、その迅速なアクセス性および極めて柔軟性のある特徴によりこれまでにないユー
ザエクスペリエンスをもたらす。例えば、ノートＰＣは、ユーザがどこでも作業できるよ
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うにする一方、デスクトップＰＣのほとんどの機能を実装することができる。タブレット
およびスマートフォンは常に、有益な情報（例えば、電子メール、メッセージ、天気、お
よび株価）をユーザにアップデートし、ユーザの娯楽ニーズを満たし、各種教育および社
会活動を支援する。特に、スマートフォンは、過去数年の間に多くの人々の仕事および個
々の生活に不可欠になってきている。
【０００４】
　これらモバイルデバイスは主に、ハードウェア技術の発展的製品であるが、これまでに
ないユーザエクスペリエンスは、各種モバイルプラットフォーム上で開発された途方もな
い数のソフトウェアアプリケーションによってかなり可能になった。２０１３年１月時点
で、９０００００のアプリケーションがｉＰｈｏｎｅまたはｉＰａｄユーザによってＡｐ
ｐｌｅＡｐｐＳｔｏｒｅでダウンロード利用可能である。モバイルデバイスユーザは通常
、多岐にわたるアプリケーションに容易にアクセスできるので、必要に応じてソフトウェ
アアプリケーションをインストール、アンインストール、回復、およびアップデートする
ことができる。
【０００５】
　動作中、各アプリケーションは、アプリケーション構成／設定およびモバイルデバイス
内に格納される個人データを含む固有のユーザ情報を生成する。ユーザ情報のデータ管理
は、対応するアプリケーションを動作およびアンインストールしている一連の間にモバイ
ルデバイスに課題を与えうる。特に、ユーザ情報がアンインストール時に誤って削除され
た場合、アプリケーションが再インストールされる時に回復可能でないことがあり、ユー
ザ情報の喪失で、将来回復されたアプリケーションのユーザエクスペリエンスが深刻にな
る。この情報管理の問題が他の電子デバイスにより共有されると、これらデバイスが通常
、ソフトウェアアプリケーション上でより頻繁な動作に関与するので、モバイルデバイス
でより目立つ。
【０００６】
　解決策として、バックアッププラグインは、アンインストールアクションを示すメッセ
ージをアプリケーションから受信するためにもう１つのアプリケーションに組込まれる。
この他のアプリケーションは、メッセージを受動的に待機し、その後初期化され、アンイ
ンストールされたアプリケーションに関連付けられたユーザ情報をバックアップする。し
かし、アンインストールされたアプリケーションはしばしば、バックアップ処理を積極的
に引起すためのメッセージを送信する必要性に気付かず、故に必要なメッセージを送信し
損ねる。他のアプリケーションがこのメッセージを受信しないと、進行中のアンインスト
ール処理が分からず、故にアンインストールされたアプリケーションのユーザ情報をバッ
クアップし損ねる。従って、特にアプリケーションのアンインストールおよびリカバリの
一連の間にソフトウェアアプリケーションのデータ管理を改善するための必要性が存在す
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、コンピュータ技術の分野の情報バックアップ方法に関し、具体的には、ソフ
トウェアアプリケーションに関連付けられたユーザ情報をバックアップし、電子デバイス
におけるアプリケーションの効率的な再インストールおよびリカバリを可能にするための
システム、方法、およびデバイスに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの実施形態によると、情報バックアップ方法は、ローカルメモリを含む電
子デバイスに実装される。ログファイルが監視され、ログファイルの第１の部分はその後
、特定のアプリケーションをアンインストールする第１のアクションを含む動作の第１の
サブセットに関連付けられることが決定される。決定に従い、特定のアプリケーションに
関連付けられるユーザ情報は、ローカルメモリに格納され、ユーザ情報は、ユーザが特定
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のアプリケーションを使用する時に生成およびアップデートされるプライベートファイル
、ユーザデータベース、および構成ファイルを含むことができる。ログファイルの第２の
部分はまた、特定のアプリケーションを再インストールする第２のアクションを含む動作
の第２のサブセットに関連付けられることが決定される。ユーザ情報は、特定のアプリケ
ーションを再インストールする第２のアクションで用いるローカルメモリから抽出される
。
【０００９】
　本発明のもう１つの実施形態によると、非一時的コンピュータ読取可能な媒体は、特定
のアプリケーションに関するユーザ情報をバックアップするために適用される。コンピュ
ータ読取可能な媒体は、命令を格納して含み、電子デバイスの１つまたは複数のプロセッ
サによって実行される時、ログファイルを監視し、ログファイルの第１の部分が特定のア
プリケーションをアンインストールする第１のアクションを含む動作の第１のサブセット
に関連付けられることを決定し、ローカルメモリにユーザ情報を格納し、ログファイルの
第２の部分が特定のアプリケーションを再インストールする第２のアクションを含む動作
の第２のサブセットに関連付けられることを決定し、特定のアプリケーションを再インス
トールする第２のアクションで用いるローカルメモリに格納されたユーザ情報を抽出する
という動作を、プロセッサに実行させる。
【００１０】
　また、本発明の１つの実施形態によると、電子デバイスは、特定のアプリケーションに
関するユーザ情報をバックアップするように適用される。電子デバイスは、１つまたは複
数のプロセッサと、命令を格納して有するメモリとを含み、１つまたは複数のプロセッサ
によって実行される時、ログファイルを監視し、ログファイルの第１の部分が特定のアプ
リケーションをアンインストールする第１のアクションを含む動作の第１のサブセットに
関連付けられることを決定し、ローカルメモリにユーザ情報を格納し、ログファイルの第
２の部分が特定のアプリケーションを再インストールする第２のアクションを含む動作の
第２のサブセットに関連付けられることを決定し、特定のアプリケーションを再インスト
ールする第２のアクションで用いるローカルメモリに格納されたユーザ情報を抽出すると
いう動作を、プロセッサに実行させる。
【００１１】
　他の実施形態および利点は、本明細書の説明および図に照らし当業者にとって明白であ
る。
【００１２】
　より理解するため、以下の詳細な説明では添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、いくつかの実施形態による１つまたは複数の電子デバイスおよびサーバ
を含む例示的なデータバックアップシステムを示す。
【図２】図２は、いくつかの実施形態によるユーザ情報をバックアップするために使用さ
れる電子デバイスの例示的なブロック図を示す。
【図３】図３は、いくつかの実施形態による情報バックアップモジュールによる特定のア
プリケーションに関連付けられたユーザ情報をバックアップするための方法に関する例示
的なフローチャートを示す。
【図４Ａ】図４Ａは、いくつかの実施形態による特定のアプリケーションがアンインスト
ールされると決定された時に電子デバイスのディスプレイ上に作成される例示的なユーザ
インタフェースである。
【図４Ｂ】図４Ｂは、いくつかの実施形態による特定のアプリケーションがアンインスト
ールされると決定された時に電子デバイスのディスプレイ上に作成される例示的なユーザ
インタフェースである。
【図４Ｃ】図４Ｃは、いくつかの実施形態による特定のアプリケーションが再インストー
ルされると決定された時に電子デバイスのディスプレイ上に作成される例示的なユーザイ
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ンタフェースである。
【図４Ｄ】図４Ｄは、いくつかの実施形態による特定のアプリケーションが再インストー
ルされると決定された時に電子デバイスのディスプレイ上に作成される例示的なユーザイ
ンタフェースである。
【図５】図５は、いくつかの実施形態によるユーザ情報をバックアップするために使用さ
れる電子デバイスのもう１つの例示的なブロック図を示す。
【図６】図６は、いくつかの実施形態による特定のアプリケーションに関連付けられるユ
ーザ情報をバックアップする方法に関するもう１つの例示的なフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　同じ参照番号は、図面全体で対応する部分に言及する。
【００１５】
　各種実施形態に対して詳細に参照がなされ、それらの例は、添付図面に示される。以下
の詳細な説明では、多数の特定の詳細が本開示および本明細書に記載の実施形態に対する
完全な理解を提供するために説明される。しかし、本明細書に記載の実施形態は、これら
特定の詳細なしで実施されうる。他の例では、周知の方法、手順、構成要素、および機械
装置は、実施形態を余計に曖昧にしないために、詳細には説明されていない。
【００１６】
　図１は、いくつかの実施形態による１つまたは複数の電子デバイスを含む例示的なデー
タバックアップシステム１００を示す。各電子デバイスは、デスクトップまたはノートＰ
Ｃ１０２、携帯電話１０４、タブレットコンピュータ、または個人情報端末（ＰＤＡ）に
限定されないがそれらを含むのが好ましい。これら電子デバイスは、通信ネットワーク１
０８を介して互いにまたはサーバ１０６に接続される。ある実施形態では、サーバ１０６
は、電子デバイスと見なされうる。通信ネットワーク１０８は、インターネット、イント
ラネット、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、セルラネットワーク、イーサネット
（登録商標）、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）、電話ネットワーク、ブルート
ゥース（登録商標）通信等を含むがそれらに限定されない１つまたは複数のタイプのトポ
ロジを有する１つまたは複数のネットワークにすることができる。
【００１７】
　１つのモバイルデバイス１０４等の各個々の電子デバイスは通常、呼出し、電子メール
およびメッセージ送信、チャット、ニュースを見る、買い物、支払い、および情報（例え
ば、株価および天気の）チェックを含む異なる目的を提供するために使用される多数のソ
フトウェアアプリケーションがインストールされている。これらアクティビティの結果と
して、各アプリケーションは、ユーザデータベース、構成ファイル、およびプライベート
ファイルを含みうる一組のユーザ情報を生成する。いくつかの実施形態では、ダウンロー
ドされた写真および文書は、ユーザデータベースに格納されうる。特定のアプリケーショ
ンの設定および構成は、構成ファイルで維持される。アカウント名およびパスワードは、
高レベルのセキュリティを要求しうるプライベートファイルに格納される。
【００１８】
　各ソフトウェアアプリケーションは、ユーザ情報の１つまたは２つのカテゴリを生成で
き、３つ全てのカテゴリを生成するよう要求されない。例えば、インターネットを閲覧す
るための単純なアプリケーションは、ユーザデータベースに格納された、いくつかのダウ
ンロードされた写真をもたらすことがあるが、構成ファイルまたはプライベートファイル
を生成する必要がない。これに対し、インスタントメッセージアプリケーションは、個々
のチャット毎に一般的なチャット履歴および詳細なチャット内容の記録を維持するデータ
ベースと、アプリケーションの設定を定義する構成ファイルと、少なくとも１つのチャッ
トアカウントに関するユーザ名およびパスワードを格納するプライベートファイルとを含
む、ユーザ情報の３つ全てのカテゴリを生成しうる。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、ユーザ情報は、サーバ１０６に遠隔で管理および格納されう
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る。特に、写真および日記がサーバ１０６にアップロードされるソーシャルネットワーク
アプリケーションにおいて、対応するデータベース、構成、およびプライベートファイル
は、ソーシャルメディアによりほぼ所有および管理されるサーバ１０６に遠隔で格納され
うる。他の好ましい実施形態では、ユーザ情報のキャッシュコピーがサーバ１０６により
未だ作成され格納されうるが、ローカルソフトウェアアプリケーションは、ユーザ情報の
制御を保ち、故に電子デバイスのローカルメモリの一部または全てのユーザ情報を保存す
るようプログラムされる。これら状況下で、モバイルデバイス１０４は、サーバ１０６か
らキャッシュコピーを受信するために、または保存されたユーザ情報をサーバ１０６と共
有するために、サーバ１０６と通信しうる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、モバイルデバイス１０４は、民間ワイヤレスキャリア（例え
ば、ＡＴ＆Ｔ、Ｖｅｒｉｚｏｎ、およびＴ－Ｍｏｂｉｌｅ）により出資された通信ネット
ワークを介してその各ユーザ情報を交換および共有するよう接続される。また、各モバイ
ルデバイス１０４は、ワイヤードおよびワイヤレス通信ネットワーク１０８を介してデス
クトップまたはノートＰＣ１０２にさらに接続されうる。ユーザ情報は、通常のデータ同
期処理に関連付けられた同様の方法でモバイルデバイス１０４からコンピュータ１０２に
転送される。
【００２１】
　いくつかの実施形態によると、対応するアプリケーション１１０が特定の電子デバイス
からアンインストールされる時、例えばモバイルデバイス１０４Ａ等の電子デバイスに格
納されたユーザ情報は、データバックアップシステム１００内の様々な位置へ任意に通信
およびそこへバックアップされうる。好ましい実施形態では、ユーザ情報は、ローカルア
プリケーションとしてアンインストールされたアプリケーション１１０を含む電子デバイ
スのローカルメモリに積極的にバックアップされうる。そうすると、電子デバイスは、そ
れ自体の動作中および特定のアプリケーション１１０のアンインストール後にユーザ情報
を制限することによってデータセキュリティを高めることができる。
【００２２】
　電子デバイスは、モバイルデバイス１０４Ｂ、コンピュータ１０２、およびサーバ１０
６から選択されたもう１つの電子デバイスに接続されうる。好ましい実施形態では、ロー
カルアプリケーションのユーザ情報はまた、一度電子デバイス内にバックアップされると
、集中型のストレージおよび管理のためにこの他の電子デバイスに転送されうる。上記好
ましい実施形態に加えて、特定のアプリケーションのユーザ情報はまた、この他の電子デ
バイスによって直接バックアップされてもよい。
【００２３】
　情報のバックアップまたはストレージに使用される電子デバイスに関係なく、モバイル
デバイス１０４Ｂおよびコンピュータ１０２は、ユーザ情報を生成する電子デバイス（即
ち、この例ではモバイルデバイス１０４Ａ）の同じユーザによって制御されうる。従って
、ユーザ情報は、外部の電子デバイスに安全に格納されうるが、ユーザに対し迅速なアク
セス性を保つ。
【００２４】
　他方で、サーバ１０６は、通常動作の間にアンインストールされたアプリケーション１
１０に出資するホストでもよく、アプリケーションのアンインストール時にユーザ情報を
維持する。ある実施形態では、サーバ１０８は、特定のアプリケーション１１０に関する
ものでなく、むしろ異なるアプリケーションおよび異なるユーザにより生成されるデータ
をバックアップするために確立された固有のデータバックアップサービスを提供する。結
果として、ユーザ情報は、この他の電子デバイスにおけるストレージおよび管理に関して
集中型である。
【００２５】
　また、特定のアプリケーション１１０が電子デバイス（この例ではモバイルデバイス１
０４）上に再インストールされる必要がある時、ユーザ情報は、都合よく回収可能でなけ
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ればならない。いくつかの実施形態では、特定のアプリケーションは、アンインストール
された特定のアプリケーションのアップデートバージョンであり、一方でいくつかの他の
実施形態では、同一の特定のアプリケーションは、前のアンインストール後に再インスト
ールされる。ユーザデータベース、構成、およびプライベート情報は、特定のアプリケー
ション１１０に使用するために回復され、故にユーザは、前の記録を喪失して新たにアプ
リケーションを設定することなく、円滑なソフトウェアの再インストールを享受しうる。
【００２６】
　図２は、いくつかの実施形態によるユーザ情報をバックアップするために使用される電
子デバイスの例示的なブロック図２００を示す。ユーザ情報は、特定のアプリケーション
によって生成され、電子デバイス２００のローカルメモリ内のバックアップのために配置
される。いくつかの実施形態によると、電子デバイス２００は、特定のアプリケーション
に関しうる複数の動作を追跡するログファイルを積極的に監視し、特定のアプリケーショ
ンのアンインストールを検出し、故にそのローカルメモリ内にユーザ情報のサブセットま
たは全てを格納する。特定のアプリケーションおよびログファイルの両方は、電子デバイ
ス２００と同じかまたはそうでない電子デバイスに属する。
【００２７】
　電子デバイス２００は通常、プログラム（例えば、メモリ２１０に格納されたプログラ
ム）を実行するための１つまたは複数の処理ユニット２０２（時々ＣＰＵまたはプロセッ
サと呼ばれる）、１つまたは複数のインタフェース２０４、メモリ２１０、入／出力（Ｉ
／Ｏ）インタフェース２０６（例えば、タッチスクリーン、キーパッド、カメラ２０６Ａ
、ディスプレイスクリーン２０６Ｂ）、およびこれら構成要素を相互接続するための１つ
または複数の通信バス２０８を含む。メモリ２１０は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　Ｒ
ＡＭ(登録商標)、または他のランダムアクセス固体メモリデバイスのような高速ランダム
アクセスメモリを含み、通常１つまたは複数の磁気ディスクストレージデバイス、光ディ
スクストレージデバイス、フラッシュメモリデバイス、または他の不揮発性固体ストレー
ジデバイスのような不揮発性メモリを含む。メモリ２１０は任意に、（複数の）ＣＰＵ２
０２から遠隔に位置する１つまたは複数のストレージデバイスを含む。メモリ２１０、ま
たは代わりにメモリ２１０内の（複数の）不揮発性メモリデバイスは、非一時的コンピュ
ータ読取可能なストレージ媒体を含む。いくつかの実施形態では、メモリ２１０またはメ
モリ２１０のコンピュータ読取可能なストレージ媒体は、以下のプログラム、モジュール
、およびデータ構造、またはそのサブセットを格納する。
　・各種基本システムサービスを扱うための、およびハードウェア依存タスクを実行する
ための手順を含むオペレーティングシステム２１２；
　・１つまたは複数の通信インタフェース２０４（ワイヤードまたはワイヤレス）および
インターネット、他の広域ネットワーク、ローカルエリアネットワーク、都市規模ネット
ワーク等のような１つまたは複数の通信ネットワークを介して他のデバイスに電子デバイ
ス２００を接続するために使用される通信モジュール２１４；
　・入力デバイス２０６Ｃを介してユーザからコマンドを受信し、ディスプレイデバイス
２０６Ｂにユーザインタフェースオブジェクトを生成する任意のＩ／Ｏインタフェースモ
ジュール２１６；
　・本明細書で説明されるような情報バックアップモジュール２１８；および
　・ウェブ閲覧、オンラインショッピング、およびチャット等の各種機能を実装するため
に使用されるソフトウェアＡ、Ｂ、およびＣに各々関連付けられるアプリケーションモジ
ュールＡ～Ｃ。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、上記特定されたプログラムまたはモジュールは、上記機能を
実行するための一組の命令に対応する。一組の命令は、１つまたは複数のプロセッサ（例
えば、ＣＰＵ２０２）によって実行できる。上記特定されたモジュールまたはプログラム
（即ち、一組の命令）は、別のソフトウェアプログラム、手順、またはモジュールとして
実装される必要がなく、故にこれらプログラムまたはモジュールの各種サブセットは、各
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種実施形態で結合或いは再配置されうる。いくつかの実施形態では、メモリ２１０は、上
記特定されたモジュールおよびデータ構造のサブセットを格納する。また、メモリ２１０
は、上記説明されていない追加のモジュールおよびデータ構造を格納しうる。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、情報バックアップモジュール２１８は、電子デバイス２００
に含まれるかまたは含まれない可能性のある特定のアプリケーションに関連付けられたユ
ーザ情報をバックアップするために保存される。情報バックアップモジュール２１８は少
なくとも、ログ監視モジュール２３２およびバックアップモジュール２３４を含む。ログ
監視モジュール２３２は、ジョブのキューを意味する情報を含むログファイルを監視する
。ジョブのキューは、特定のアプリケーションのアンインストールを含みうる複数の動作
を含む。アンインストールがログ監視モジュール２３２で検出された時、バックアップモ
ジュール２３４は、ローカルメモリ内で特定のアプリケーションに関連付けられたユーザ
情報を格納する。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、情報バックアップモジュール２１８はまた、特定のアプリケ
ーションを構成する対応するソフトウェアパッケージのパッケージ名を識別および取得す
る収集モジュール２３０、および／または対応するアンインストールされたアプリケーシ
ョンを回復または再インストールするために格納されたユーザ情報を回収する修復モジュ
ール２３６を含む。
【００３１】
　上記の好ましい実施形態では、電子デバイス２００は、特定のアプリケーションを含む
電子デバイスを示し、故に特定のアプリケーションは、電子デバイス２００内のローカル
アプリケーションである。この状況では、電子デバイス２００は実際、その独自のオペレ
ーティングシステム２１２により生成されたログファイルを監視する。アンインストール
アクションは、ログファイルで内部キューされるかまたは実行可能になったらすぐに、特
定のアプリケーションに関して検出されうる。一例として、情報バックアップモジュール
２１８は、ローカルにインストールされたアプリケーションＡ、Ｂ、またはＣに関連付け
られたユーザ情報をバックアップしうる。
【００３２】
　ある実施形態では、電子デバイス２００は、アンインストールされるべき特定のアプリ
ケーションを維持するもう１つの電子デバイス２８０と異なる。にもかかわらず、ログ監
視モジュール２３２は、ログファイルを実際に生成する他の電子デバイス２８０からログ
ファイルを積極的に取得するために、電子デバイス２００を管理する。その後、ログ監視
モジュール２３２は、電子デバイス２８０内で発生しているかまたは発生しうるアンイン
ストールアクションに関してログファイルをチェックし、肯定的な検出に応じて、バック
アップモジュール２３４は、電子デバイス２００のローカルメモリ内、即ち他の電子デバ
イス２８０から遠隔でユーザ情報をバックアップする。特に上記説明の通り、電子デバイ
ス２００は、ワイヤードまたはワイヤレス通信ネットワークを介してこの他の電子デバイ
ス２８０からログファイルおよびユーザ情報の両方を受信するモバイルデバイス、サーバ
、またはコンピュータから選択されうる。
【００３３】
　図３は、いくつかの実施形態による、情報バックアップモジュール２１８による特定の
アプリケーションに関連付けられたユーザ情報をバックアップするためのデータバックア
ップ方法３００に関する例示的なフローチャートを示す。ログ監視モジュール２３２は、
ジョブのキューを意味する情報を一般に含むログファイルを監視する（３０２）。ジョブ
のキューはまた、複数の動作を含み、これら動作の第１のサブセットは、特定のアプリケ
ーションをアンインストールするアクションを含む。
【００３４】
　ログファイルは、情報バックアップ方法３００の一連の実装の間に重要である。コンピ
ューティングにおいて、ログファイルは一般に、システムのアクティビティを理解して問
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題を診断するために使用されうるオーディットトレイルを提供するために、システムの実
行中に発生するイベントを記録する。この例では、ログファイルは、実装に関してスケジ
ュールされた複数の動作を追跡するために、リアルタイムで維持および監視される。具体
的に、ログファイルの各ラインは、実行中の各動作のリアルタイム記録に関する実行時間
、実行アクション、および実行オブジェクトを含んでもよいが、それらに限定されない。
いくつかの実施形態では、ログファイルは、初期化されたアンインストールのアクション
を記録しうるが、情報バックアップ方法３００が初期化された時、ユーザ情報は、まだ除
去されない。
【００３５】
　情報バックアップモジュール２１８は、バックグラウンドスレッドプールで監視スレッ
ドを追加してもよく、監視スレッドは、ログファイルの内容が監視スレッドを介してリア
ルタイムで読み取られるように常に実行状態であり、それによりログファイル上で監視ス
テップを実装する（３０２）。アンドロイドベースのプラットフォームに関する特定の例
では、ログキャットデータ（logcat　data）は、動作のバックグラウンドで実行のスレッ
ドとして処理されうる。故に、リアルタイムでログファイルを監視することにより、電子
デバイスは、ログファイルの内容に基づきアンインストールの継続的アクションを都合よ
く認識しうる。
【００３６】
　アンインストールのリアルタイム決定に追加して、情報バックアップ方法は、予測的方
法で実装されるのが好ましい。ログファイルは、実際の実装に関してスケジュールされる
が初期化されない動作を含みうる。特定のアプリケーションの次のアンインストールの検
出に応じて、情報バックアップモジュール２１８は、特定のアプリケーションのアンイン
ストールが初期化される前でも、予めユーザ情報を格納する。そうすることで、電子デバ
イスは、アンインストールアクションの開始と同じくらい早く生じうるデータ破損からユ
ーザ情報を保護する。
【００３７】
　いくつかの実施形態によると、この特定のアプリケーションは、ＱＱ、Ｗｏｒｄ、およ
びＷｅＣｈａｔを含んでもよいがそれらに限定されず、特定のアプリケーションを構成す
る対応するソフトウェアパッケージのパッケージ名によって識別される。動作が特定のア
プリケーションで実行される時、パッケージ名は、動作の実行オブジェクトを識別するた
めに、動作に関連付けられたスクリプトに組込まれる。
【００３８】
　アンインストールを積極的に識別するために、ログ監視モジュール２３２は、ログファ
イルの一部がアンインストールの特定のアクションに言及することを決定しうる（３０４
）。アクションは一般に、アプリケーションのアンインストール、ショートカットの追加
、および電話番号のダイアルのようなアプリケーション上での動作に言及する。この例で
は、アクションは、特定のアプリケーションをアンインストールする。一例として、アン
ドロイドベースのプラットフォーム上で、そのようなアンインストールアクションに言及
するスクリプトは、ログキャットデータのラインに埋め込まれたAndroid.intent.action.
DELETEであり、特定のアプリケーションは、スクリプトの実行結果としてアンインストー
ルされる。しかし、アンインストールのアクションに関するそのような情報に追加して、
ログファイルのある部分（例えば、ライン）が、特定のアプリケーションを構成する対応
するソフトウェアパッケージの名前を含むかどうかを決定する必要がある（３０４）。
【００３９】
　ログファイルの一部でアンインストールのアクションを決定すること、およびパッケー
ジ名を決定することに関する順番は、柔軟である。決定規則は、パッケージ名の決定の前
または後の何れかで、ログファイルでアプリケーションをアンインストールするアクショ
ンを決定することとして設定されうる。特定の実施形態では、ログファイルのラインが読
み取られ、ログファイルの内容は、特定のアプリケーションをアンインストールするアク
ションに対応するスクリプトと比較される。ログファイルの内容の一部が対応するスクリ
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プトに一致する場合、ログファイルがアプリケーションをアンインストールするアクショ
ンを含むと決定される。ログファイルのラインは次に、アプリケーションのパッケージ名
と比較される。ログファイルの内容の一部が同様にパッケージ名に一致する場合、特定の
アプリケーションがアンインストールされているか将来アンインストールされると決定さ
れる。しかし、ログファイルの内容が、アプリケーションをアンインストールするアクシ
ョンに対応するスクリプトと異なる場合、決定手順が終了し、パッケージ名を検索するた
めのシステムリソースの浪費を回避し、故に全体の効率を改善する。
【００４０】
　決定（３０４）に従い、バックアップモジュール２３４は、対応するソフトウェアパッ
ケージに関連付けられたユーザ情報をローカルメモリに格納する（３０６）。いくつかの
実装では、ユーザ情報を格納するステップ（３０６）はまた、（ａ）ユーザ情報を格納す
るために一組のバックアップオプションを決定するようユーザを促すためにインタフェー
スを作成すること、および（ｂ）一組のバックアップオプションに従い、ローカルメモリ
で選択的にユーザ情報を格納することを含みうる。
【００４１】
　ユーザは、アプリケーションのユーザ情報をバックアップするよう電子デバイスのディ
スプレイインタフェースで促されることができる。例示的な催促方法は、ディスプレイス
クリーン２０６Ｂ上でのダイアログボックスプロンプトまたはスピーカを介したボイスプ
ロンプトを含むがそれらに限定されない。図４Ａは、特定のアプリケーションをいくつか
の実施形態に従いアンインストールすることが決定される時、電子デバイスのディスプレ
イスクリーン上で作成される例示的なユーザインタフェース４００である。ディスプレイ
インタフェース４００上で、ユーザは、バックアップのために一部または全てのユーザ情
報を選択するよう促される。いくつかの実施形態では、ユーザはまた、ユーザ情報が格納
されうるパスを決定するよう促されてもよい。
【００４２】
　通常、ユーザ情報はまた、ユーザが特定のアプリケーションを使用する時に生成される
、分類された情報を共に構成するユーザデータベース、構成ファイル、およびプライベー
トファイルの１つまたは複数を含む。例えば、ユーザデータベースは通常、ダウンロード
された写真および文書、チャット履歴または連絡先のリストを含む。これに対し、フォン
トおよびバックグラウンド色の設定情報は、構成ファイルに格納され、秘密のアカウント
名およびパスワードは、プライベートファイルに格納される。いくつかの実施形態では、
ユーザ情報の全てではなく一部が、対応するアプリケーションのアンインストール時にバ
ックアップされる必要がある。
【００４３】
　特に、バックアップオプションは、ユーザ情報の各カテゴリを選択的にバックアップす
るためにユーザによって設定されうる。いくつかの実施形態では、詳細なバックアップ照
会は、ユーザ情報の各カテゴリに関するバックアップオプションを決定するためにユーザ
に対しディスプレイインタフェースで表示される。ユーザが所定時間内に応答しない時、
ユーザ情報の各カテゴリは、バックアップ動作の複雑化を低減するためにバックアップが
抑制されてもよい。所定時間は、例えば５秒または１０秒のようにランダムに設定されて
もよい。図４を参照。
【００４４】
　図４Ｂは、特定のアプリケーションをいくつかの実施形態に従いアンインストールする
ことが決定される時、電子デバイスのディスプレイインタフェース上で作成されるもう１
つの例示的なユーザインタフェース４２０である。この実施形態では、ユーザ情報は、バ
ックアップオプションに関するユーザ入力を入力するようユーザを促すことなく、自動的
にバックアップされる。単一のメッセージは、バックアップ動作をユーザに注意喚起する
ためにユーザインタフェース４２０上に表示される。バックアップ動作の複雑化は、その
ような自動バックアップ動作によりかなり低減されるので、ユーザエクスペリエンスが改
善しうる。しかし、所定のデフォルトオプションは、ユーザ情報の全てまたは一部が自動
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的にバックアップされうるかどうかをユーザが決定できるようにするために依然として利
用可能である。ユーザ情報の一部が自動的バックアップされる時、ユーザ情報の各カテゴ
リは、デフォルトバックアップに関して選択されてもよく、例えば構成ファイルは常に、
自動的にバックアップされるように設定されうる。
【００４５】
　図３に示すように、ユーザ情報が抽出され、特定のアプリケーションに関して後続の再
インストール処理でさらに適用されうる。そうするために、情報バックアップ方法３００
はまた、ログファイルの第２の部分が複数の動作の第２のサブセットに関連付けられるこ
とを決定するステップ（３０８）を含んでよく、このサブセットは、特定のアプリケーシ
ョンを再インストールする第２のアクションを含む。特定の実施形態では、ログファイル
は、電子デバイスに存在するジョブのキューに従い常にアップデートされるので、ステッ
プ３０４および３０８間で全体的にアップデートされうる。
【００４６】
　決定（３０８）に従い、以前格納されたユーザ情報は、特定のアプリケーションを再イ
ンストールするアクションで使用するためにローカルメモリから抽出される（３１０）。
再インストールされた特定のアプリケーションは、ユーザが以前に取り除いた同一のアプ
リケーション、またはアンインストールされた特定のアプリケーションのアップデートバ
ージョンでもよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、ユーザ情報は、ユーザ情報がローカルメモリに格納された後
（３１０）、特定の時間窓内で抽出される必要がある（３１０）。そうしないと、それが
時間窓内で特定のアプリケーションを再インストールするために使用されない場合、ユー
ザ情報がローカルメモリから除去される。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、ユーザ情報を抽出するステップ（３１０）はまた、（ａ）イ
ンストールされた特定のアプリケーションでユーザ情報を回復するために一組のリカバリ
オプションを決定するようユーザを促すインタフェースを作成すること、および（ｂ）一
組のリカバリオプションに従い、ローカルメモリでユーザ情報を選択的に抽出することを
含みうる。
【００４９】
　ユーザは、リカバリオプションを選択するために電子デバイスのディスプレインタフェ
ースで促されてもよい。図４Ｃおよび４Ｄは、特定のアプリケーションをいくつかの実施
形態に従い再インストールすることが決定される時、電子デバイスのディスプレイインタ
フェース上に作成される２つの例示的なユーザインタフェース４４０および４６０である
。ディスプレイインタフェース４４０上では、ユーザは、以前のバックからいくつかのユ
ーザ情報を回復したいかどうかを決定するよう促される。ユーザが“いいえ”を選択する
と、特定のアプリケーションは、以前のユーザ情報を用いることなく新たなものとして再
インストールされる。しかし、ユーザが“はい”を選択すると、もう１つのインタフェー
ス４６０がポップアップし、リカバリのためにユーザ情報の特定のカテゴリを選択するよ
うユーザに促す。
【００５０】
　図５は、いくつかの実施形態によるユーザ情報をバックアップするために使用される電
子デバイス５００のもう１つの例示的なブロック図を示す。専用の情報バックアップモジ
ュール２１８ではなく、バックアッププラグイン５２０は、もう１つの親アプリケーショ
ン（この例では、アプリケーションＡまたはＢ）に組込まれた特定のアプリケーションに
関連付けられ、特定のアプリケーションがアンインストールされる時、対応するユーザ情
報を電子デバイス５００がバックアップするように適用される。バックアッププラグイン
５２０は同様に、収集モジュール２３０、ログ監視モジュール２３２、バックアップモジ
ュール２３５、および修復モジュール２３６を含みうる。
【００５１】
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　各バックアッププラグイン５２０は、特定のインタフェースを介して各親アプリケーシ
ョンに組込まれ、特定のアプリケーションは故に、バックアッププラグイン５２０のロー
カルアプリケーションとして言及される。この特定のアプリケーションは、特定のアプリ
ケーションを構成する対応するソフトウェアパッケージのパッケージ名によって識別され
うる。いくつかの実施形態では、バックアッププラグイン５２０の収集モジュール２３０
は、アプリケーションのアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を介
して特定のアプリケーションのパッケージ名を取得しうる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、バックアッププラグイン５２０は、１つの特定のアプリケー
ションが異なるアプリケーションによって管理またはバックアップされうるように、例え
ば両方のアプリケーションＡおよびＢのような複数のアプリケーションに組込まれる。例
えば、両方のアプリケーションＡおよびＢのバックアッププラグイン５２０は、特定のア
プリケーションがアンインストールされていることを決定する。データベースおよび構成
ファイルは、アプリケーションＡによってバックアップされてもよく、またプライベート
ファイルは、アプリケーションＢによってバックアップされてもよい。特定のアプリケー
ションが再インストールされる時、アプリケーションＡおよびＢのバックアッププラグイ
ン５２０は、それらの各ユーザ情報を回収し、それにより特定のアプリケーションが、回
収されたユーザ情報に従い適切に回復されうる。
【００５３】
　好ましい実施形態では、電子デバイス５００は、特定のアプリケーションが初期インス
トールされている電子デバイスを示し、特定のアプリケーションは、電子デバイス５００
内のローカルアプリケーションである。一例として、特定のアプリケーションは、メモリ
２１０に格納されたアプリケーションＣである。両方のバックアッププラグイン５２０は
、アプリケーションＣにリンクされ、ローカルオペレーティングシステム２１２によって
生成されたログファイルを実際に監視する。結果として、バックアッププラグイン５２０
のログ監視モジュール２３２は、アクションがログファイルの内部でキューされるかまた
は実行可能になるとすぐに、アプリケーションＣのアンインストールアクションを検出す
る。
【００５４】
　バックアッププラグイン４２０のバックアップモジュール２３５は、電子デバイス５０
０内でユーザ情報をローカルバックアップしうる。しかし、いくつかの実施形態では、ユ
ーザ情報はまた、モバイルデバイス、コンピュータ、およびサーバから選択されたもう１
つの電子デバイスに通信されて格納される。
【００５５】
　他方で、特定のアプリケーションは、電子デバイス５００と異なる電子デバイス５４０
にインストールされうる。それにもかかわらず、ログ監視モジュール２３２は、ログファ
イルを生成する他の電子デバイス５４０からログファイルを積極的に取得するために電子
デバイス５００を管理する。次に、ログ監視モジュール２３２は、他の電子デバイス５４
０上で発生しているかまたは将来発生するアンインストールアクションに関してログファ
イルをチェックし、肯定的検出に応じて、バックアップモジュール２３４は、電子デバイ
ス５００のローカルメモリ内、即ち電子デバイス５４０から遠隔でユーザ情報をバックア
ップする。具体的に、電子デバイス５００は、ワイヤードまたはワイヤレス通信ネットワ
ークを介して他の電子デバイス５４０からログファイルおよびユーザ情報の両方を受信す
るモバイルデバイス、サーバ、またはコンピュータから選択されてもよい。
【００５６】
　図２および５に示す通り、電子デバイス２８０および５４０を含む外部のバックアップ
解決法は、効率的なデータおよびリソース管理を確実にするのに特に役立つ。特に、ロー
カルメモリ自体は、特定のアプリケーションがインストールされている電子デバイス５４
０で限定的サイズを有することがあり、ユーザ情報のサイズがローカルストレージにとっ
て比較的大きいことがある。もう１つのデバイスのストレージは、これら問題を効率的に
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解決しうる。また、いくつかの実施形態では、ユーザ情報は、共通のユーザによって所有
される異なる電子デバイス上で実行される各種アプリケーションに関して１つのコンピュ
ータにおいて、または異なるユーザによって所有される各種デバイス上にインストールさ
れた１つの特定のアプリケーションに関してサーバにおいて集中しうる。従って、そのよ
うな外部バックアップ解決法は、いくつかの特定の状況下で利用されうる。
【００５７】
　図６は、いくつかの実施形態に従う特定のアプリケーションに関連付けられたユーザ情
報をバックアップするデータバックアップ方法６００に関するもう１つの例示的なフロー
チャートを示す。方法６００は、特定のアプリケーションと異なる少なくとも１つのアプ
リケーションに組込まれた対応するバックアッププラグイン５２０を介して実装される。
特に、アプリケーションＡ（またはＢ）およびＣは、各々少なくとも１つの他のアプリケ
ーションおよび特定のアプリケーションに言及する。アプリケーションＡまたはＢは、第
１の電子デバイス内で実装され、アプリケーションＣに関連付けられたユーザ情報をバッ
クアップするために１つの各バックアッププラグイン５２０を組込む。アプリケーション
Ｃ（即ち、特定のアプリケーション）は、第１の電子デバイス内にローカルに、または第
１の電子デバイスから遠隔に位置する第２の電子デバイス内に任意に位置する。
【００５８】
　バックアッププラグインは先ず、特定のアプリケーションを構成するソフトウェアパッ
ケージの名前を取得する（６０１）。
【００５９】
　特定のアプリケーション（Ｃ）の位置に従い、第１の電子デバイスは、第１の電子デバ
イスでローカルに、または第２の電子デバイスから遠隔でログファイルを収集する。上記
検討したように、ログファイルは、ジョブのキューを意味する情報を含む。ジョブのキュ
ーはまた、特定のアプリケーションを含みうる複数の動作を含んでもよい。
【００６０】
　ログファイルは、アプリケーションＡでバックアッププラグインによって監視される（
６０２）。アプリケーションＡはまた、ログファイルの一部に関連付けられた複数の動作
のサブセットが、特定のアプリケーションを構成するソフトウェアパッケージをアンイン
ストールするアクションを含むことを決定する（６０４）。いくつかの実施形態では、決
定（６０４）はまた、ソフトウェアパッケージの対応するパッケージ名を含むログファイ
ルの一部を決定することを含む。
【００６１】
　肯定的決定に従い、特定のアプリケーションのユーザ情報は、第１の電子デバイスのロ
ーカルメモリに格納される。いくつかの実施形態では、両方のアプリケーションＡおよび
Ｂは、情報バックアップ動作に含まれる。両方のアプリケーションＡおよびＢは、ログフ
ァイルを監視し（６０２）、ログファイルの第１の部分が特定のアプリケーションをアン
インストールする第１のアクションに関連付けられていることを決定する（６０４）。各
アプリケーション（ＡまたはＢ）の各バックアッププラグイン５２０は、ユーザ情報の１
つのカテゴリ、例えば構成ファイルを選択してよく、異なるバックプラグイン５２０は、
ステップ６０６でバックアップするためにユーザ情報の異なるカテゴリを選択することに
なろう。
【００６２】
　ユーザ情報は、特定のアプリケーションを再インストールするためにさらに適用されう
る。そのため、情報バックアップ方法６００はまた、ログファイルのもう１つの部分が複
数の動作のもう１つのサブセットに関連付けられていることを決定するステップ（６０８
）を含んでもよく、この他のサブセットは、特定のアプリケーションのソフトウェアパッ
ケージを再インストールするもう１つのアクションを含む。いくつかの実施形態では、ユ
ーザ情報の異なるカテゴリは、関与するアプリケーションの特定のバックアッププラグイ
ン５２０に従って収集されるので、以前に格納したユーザ情報は、ソフトウェアパッケー
ジを再インストールするアクションで使用するために第１の電子デバイスのローカルメモ
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リから抽出される。再インストールされた特定のアプリケーションは、ユーザが以前に取
り除いた同一のアプリケーション、またはアンインストールされた特定のアプリケーショ
ン、即ちここではアプリケーションＣのアップデートバージョンでもよい。
【００６３】
　当業者であれば、バックアッププラグイン５２０がログファイルの情報に基づきユーザ
情報を管理することが分かる。ログファイルは、ステップ６０２および６０６でバックア
ッププラグイン５２０に利用可能でなければならず、それによりアンインストールまたは
インストールの各アクションが第２の電子デバイス上で実行されているかまたは保留かを
バックアッププラグイン５２０が積極的に決定しうる。故に、特定のアプリケーションに
関するユーザ情報は、アプリケーションのアンインストールおよび再インストールの各決
定に従って第１の電子デバイスのローカルメモリに格納およびそこから取り消される。
【００６４】
　そのようなユーザ情報バックアップ方法６００は、ユーザの介入がないかまたはほとん
どなく実装されうる。修復されたユーザ情報に基づき、特定のアプリケーションは、アン
インストールアクション前にその元のステータスに自動的に戻されうる。ユーザは、アプ
リケーションに対する自分のエクスペリエンスに関して任意の変化に気づくことすらない
かもしれない。そのように改善されたユーザエクスペリエンスは特に、モバイルデバイス
上にインストールされた多数のゲームまたはソーシャルネットワーキングアプリケーショ
ンにとって重要である。これらアプリケーションが規則的にアンインストール、インスト
ール、またはアップデートされうる場合、ユーザは、オリジナルおよびアップデートした
アプリケーション間の円滑な移行を享受することで、そのようなユーザ情報バックアップ
方法から恩恵を受けることができる。
【００６５】
　アプリケーションＣ（即ち、特定のアプリケーション）が第２の電子デバイスに位置す
る時、両方のログファイルおよびユーザ情報は、方法６００の一連の実装の間、第１およ
び第２の電子デバイス間で通信される必要がある。一方で、ログファイルは、第１の電子
デバイスに転送される必要があり、それによりバックアッププラグイン５２０は、アンイ
ンストールおよびインストールのアクションが第２の電子デバイス上で実行されているか
または保留であるかを決定しうる。他方で、情報が各々情報バックアップ（６０６）また
はリカバリのためにローカルメモリに格納またはそこから抽出される必要がある時、特定
のアプリケーションに関するユーザ情報は、第１の電子デバイスから転送およびそこへ返
送される。ログファイルおよびユーザ情報は、電子デバイス間で確立されたワイヤードま
たはワイヤレス通信ネットワークを介して転送されうる。
【００６６】
　上記開示は、本発明の好ましい実装にすぎないが、本発明の請求の範囲を限定すること
を意図しない。本発明の請求に従ってなされた任意の均等な変更は、本発明の範囲内であ
る。
【００６７】
　特定の実装が上記説明されたが、これら特定の実装に本発明を限定することを意図しな
いことが分かる。むしろ、本発明は、添付の請求の精神および範囲内にある代替、修正、
および均等を含む。多数の特定の詳細は、本明細書で提供された主題の完全な理解を提供
するために説明される。しかし、主題がこれら特定の詳細なしで実施可能であることは当
業者にとって明らかである。他の例では、周知の方法、手順、構成要素、および回路は、
実装の局面を不必要に曖昧にしないために、詳細に説明されない。
【００６８】
　用語第１、第２等が各種要素を説明するためにここで使用されうるが、これら要素は、
これら用語に限定されるべきでない。これら用語は、１つの要素をもう１つの要素と区別
するために使用される。例えば、本発明の範囲から逸脱することなく、第１のランク基準
は、第２のランク基準と呼ばれてよく、同様に第２のランク基準は、第１のランク基準と
呼ばれてもよい。第１のランク基準および第２のランク基準は、両方ともランク基準であ
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【００６９】
　ここで本発明の説明で使用される用語は、特定の実装のみを説明する目的のためであり
、本発明を限定することを意図しない。本発明の説明および添付の請求の範囲で使用され
るように、単数形“a”、“an”および“the”は、特に明確な表示が無い限り、複数形も
含むことを意図する。また、用語“and/or”は、関連付けられたリストされた項目の１つ
または複数の任意の、および全ての可能な組み合わせに言及および包含することが分かる
。また、用語“includes”、“including”、“comprises”および／または“comprising
”は、本明細書で使用される時、述べられた特徴、動作、要素、および／または構成要素
の存在を定めるが、１つまたは複数の他の特徴、動作、要素、構成要素、および／または
それらのグループの存在または追加を除外しないことが分かる。
【００７０】
　ここで使用されるように、用語“if”は、述べられた前提条件が文脈に依存して真であ
る“when”、“upon”、“in　response　to　determining”、“in　accordance　with
　a　determination”または“in　response　to　detecting”を意味すると解釈されう
る。同様に、文章“［述べられた前提条件が真であること］を決定する場合”または“[
述べられた前提条件が真である]場合”または“[述べられた前提条件が真である]時”は
、述べられた前提条件が文脈に依存して真である“決定時”、“決定に応じて”、“決定
に従って”、“検出時”、または“検出に応じて”を意味すると解釈されうる。
【００７１】
　各種図面の一部が特定の順番で複数の論理的な段階を示すが、順番に依存しない段階が
並べ替えられてもよく、他の段階が結合または除かれてよい。いくつかの並べ替えまたは
他のグループ化が特に言及される一方、他の並べ替えまたはグループ化が当業者にとって
明白であるので、代替の完全なリストを提供しない。また、段階は、ハードウェア、ファ
ームウェア、ソフトウェア、または任意のそれら組合せで実装されうることが分かる。
【００７２】
　説明目的の上記記載は、特定の実装に関して記載されている。しかし、上記例示的な検
討は完全ではなく、開示された通りの形式に本発明を限定することを意図しない。多数の
修正および変形が上記教示に鑑みて可能である。実装は、本発明の原則およびその実際の
用途を最良に説明するために、選択および記載され、それにより当業者であれば、考慮さ
れる特定の使用に適した各種修正で本発明および各種実装を最良に利用できるようになる
。実装は、添付の請求の精神および範囲内である代替、修正、および均等を含む。複数の
特定の詳細は、個々で提供された主題の完全な理解を提供するために説明される。しかし
、当業者であれば主題がこれら特定の詳細なしで実施されうることが分かる。他の例では
、周知の方法、手順、構成要素、および回路は、実装の局面を不必要に曖昧にしないため
に、詳細に説明されない。
【符号の説明】
【００７３】
１００　データバックアップシステム
１０８　ネットワーク
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