
JP 2014-519655 A 2014.8.14

10

(57)【要約】
　デバイス内のリソースの第１のバックアップソースへ
の変更を識別する方法および装置について記述する。第
１のバックアップソースから、第２のバックアップソー
スに対する許可のためのトークンを受信するのに応じて
、リソースの変更が、トークンを使って第２のバックア
ップソースへバックアップされてもよい。第２のバック
アップソースへの変更のバックアップが成功すると、リ
ソースの変更が、第１のバックアップソースへコミット
されてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　命令を有する非一時的なマシン可読記録媒体であって、前記命令は、マシンによって実
行されると、前記マシンに方法を実行させ、前記方法は、
　デバイス内のリソースの第１のバックアップソースへの変更を識別するステップと、
　前記第１のバックアップソースから、第２のバックアップソースに対する許可のための
トークンを受信するのに応じて、前記トークンを用いて、前記リソースの変更を前記第２
のバックアップソースにバックアップするステップと、
　前記第２のバックアップソースに対する前記変更の前記バックアップが成功した場合、
前記リソースの変更を前記第１のバックアップソースに対してコミットするステップと、
　を備えることを特徴とするマシン可読記録媒体。
【請求項２】
　前記識別するステップは、
　　前記デバイスの以前のスナップショットを前記第１のバックアップソースと同期させ
るステップであって、前記以前のスナップショットは以前の時点に前記デバイスのために
既にバックアップされているリソースを示す、ステップと、
　　前記変更に関して、前記デバイスのリソースを前記以前のスナップショットと比較す
るステップと、
　を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項３】
　前記デバイスはキャッシュスナップショットを含み、
　前記同期させるステップは、前記第１のバックアップソースを介して、前記キャッシュ
スナップショットが前記以前のスナップショットに関して期限切れであるか否かを判定す
るステップを含む
　ことを特徴とする請求項２に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項４】
　前記同期させるステップは、前記デバイスの識別子に基づいており、
　前記以前のスナップショットは、前記第１のバックアップソースの中で前記識別子に対
応して維持される
　ことを特徴とする請求項２に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項５】
　前記デバイスはファイルシステムを含み、
　前記リソースは前記ファイルシステム中のファイルを含み、
　前記比較するステップは、どのファイルをバックアップする必要があり、どのファイル
が既にバックアップされているかを前記以前のスナップショットに基づいて追跡するため
に、前記ファイルシステムをスキャンする
　ことを特徴とする請求項２に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項６】
　ファイルがネットワークアクセス可能なサイトから入手可能な場合、当該ファイルはバ
ックアップする必要が無い
　ことを特徴とする請求項５に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項７】
　前記リソースの実際のコンテンツを記述することなく前記リソースに関する情報を記述
する、前記リソースのメタデータを維持するステップを更に備え、
　前記第１のバックアップソースと前記デバイスとの間の通信は、前記通信に関して軽量
のネットワークを可能にするために、前記リソースの１つの抽象化層として前記メタデー
タに基づいており、
　前記第２のバックアップソースと前記デバイスとの間の通信は、前記第２のバックアッ
プソース内のバックアップストレージを共有することを可能にするために、前記リソース
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の別個の抽象化層として前記リソースの前記実際のコンテンツに基づいている
　ことを特徴とする請求項１に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項８】
　前記デバイスは、バックアップクオータを有するアカウントに関連付けられており、
　前記許可は、前記バックアップクオータを超過することなく、前記リソースの変更のた
めのバックアップスペースが前記バックアップストレージの中に予約されたということを
示す
　ことを特徴とする請求項７に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項９】
　前記実際のコンテンツの一部分が前記リソースの変更に対応し、
　前記バックアップするステップは、
　　前記第１のバックアップソースから参照される第３のバックアップソースを、前記ト
ークンを介して認証するステップと、
　　前記第３のバックアップソースから受信した指示に応えて、前記リソースの前記別個
の抽象化層に従い、前記実際のコンテンツの前記一部分をデータチャンクに分割するステ
ップと、
　を含む
　ことを特徴とする請求項７に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１０】
　前記第３のバックアップソースを介して、どのデータチャンクが存在しなくてバックア
ップする必要があるかを識別するステップと、
　前記識別したデータチャンクを前記第２のバックアップソースへアップロードするステ
ップと、
　を更に備えることを特徴とする請求項９に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１１】
　どのデータチャンクがということを識別する前記ステップは、各データチャンクを一意
に識別するチャンク識別子を生成するステップを含み、前記第３のバックアップソースは
、データチャンクのチャンク識別子に従って、当該データチャンクが既にバックアップさ
れているか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１０に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１２】
　前記チャンク識別子は、対応するチャンクデータからハッシュされた署名である
　ことを特徴とする請求項１１に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１３】
　前記リソースは、ファイルから分割されたデータチャンクのうちの少なくとも１つに関
連付けられたファイルを含み、
　前記方法は、前記第３のバックアップソースにおける前記関連付けられたデータチャン
クに関する参照として、前記ファイルに対して任意の識別子を割り当てることで、前記任
意の識別子がもはや参照されていない場合に前記第３のバックアップソースを介したガベ
ージコレクションを可能にするステップを更に備える
　ことを特徴とする請求項１１に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１４】
　前記データチャンクのうちの第１のデータチャンクは、第２のデータチャンクがバック
アップソースの中に存在すると共に当該第２のデータチャンクが前記第２のデータチャン
クを識別する特定の識別子によって識別される場合には、バックアップする必要が無く、
　前記第１及び第２のデータチャンクは、別個の任意の識別子を割り当てられた別個のフ
ァイルに関連づけられている
　ことを特徴とする請求項１３に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１５】
　前記アップロードするステップは、前記デバイスにおいて前記第３のバックアップソー
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スから受信した認証キーによって可能にされる
　ことを特徴とする請求項１０に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１６】
　命令を有する非一時的なマシン可読記録媒体であって、前記命令は、マシンによって実
行されると、前記マシンに方法を実行させ、前記方法は、
　デバイス内に格納されたファイルの実際のコンテンツを記述するメタデータであって、
前記ファイルを表す第１の抽象化層を表すメタデータを維持するステップと、
　前記第１の抽象化層から、前記デバイスからバックアップすべき前記実際のコンテンツ
の一部分を識別するステップと、
　バックアップすべき前記実際のコンテンツの前記一部分に関するコンテンツ識別子を動
的に生成するステップであって、前記コンテンツ識別子は、前記第１の抽象化層とは別個
の、前記ファイルを表す第２の抽象化層を表す、ステップと、
　前記コンテンツ識別子を介して、前記実際のコンテンツの前記一部分をネットワークア
クセス可能なストレージへアップロードするステップと、
　を備えることを特徴とするマシン可読記録媒体。
【請求項１７】
　前記実際のコンテンツの前記一部分は、前記ファイルの一部分に属し、
　前記ネットワークアクセス可能なストレージは、前記ファイルの前記一部分を復元する
には不十分なデータを格納する
　ことを特徴とする請求項１６に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１８】
　前記識別するステップは、前記第１の抽象化層を用いて前記第１のバックアップソース
と通信するネットワークプロトコルに基づく
　ことを特徴とする請求項１７に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項１９】
　前記第２の抽象化層を用いるネットワークプロトコルを介して、前記第２のバックアッ
プソースを用いて、前記ファイルの前記一部分について、前記ネットワークアクセス可能
なストレージへアップロードすべき前記実際のコンテンツの前記一部分を識別するステッ
プを更に備える
　ことを特徴とする請求項１７に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項２０】
　前記ネットワークアクセス可能なストレージは、前記アップロードの効率性を向上させ
るために、前記第２のバックアップソースを介して動的に構成される
　ことを特徴とする請求項１７に記載のマシン可読記録媒体。
【請求項２１】
　コンピュータによって実行される方法であって、
　デバイス内のリソースの第１のバックアップソースへの変更を識別するステップと、
　前記第１のバックアップソースから、第２のバックアップソースに対する許可のための
トークンを受信するのに応じて、前記トークンを用いて、前記リソースの変更を前記第２
のバックアップソースにバックアップするステップと、
　前記第２のバックアップソースに対する前記変更の前記バックアップが成功した場合、
前記リソースの変更を前記第１のバックアップソースに対してコミットするステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２２】
　コンピュータによって実行される方法であって、
　デバイス内に格納されたファイルの実際のコンテンツを記述するメタデータであって、
前記ファイルを表す第１の抽象化層を表すメタデータを維持するステップと、
　前記第１の抽象化層から、前記デバイスからバックアップすべき前記実際のコンテンツ
の一部分を識別するステップと、
　バックアップすべき前記実際のコンテンツの前記一部分に関するコンテンツ識別子を動
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的に生成するステップであって、前記コンテンツ識別子は、前記第１の抽象化層とは別個
の、前記ファイルを表す第２の抽象化層を表す、ステップと、
　前記コンテンツ識別子を介して、前記実際のコンテンツの前記一部分をネットワークア
クセス可能なストレージへアップロードするステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　コンピュータシステムであって、
　実行可能な命令を格納するメモリと、
　少なくとも第１及び第２のバックアップソースと結合するネットワークインタフェース
と、
　前記メモリ及び前記ネットワークインタフェースと結合して前記メモリからの前記命令
を実行するプロセッサと、
　を備え、前記プロセッサは、
　　前記コンピュータシステム内のリソースの前記第１のバックアップソースへの変更を
識別し、
　　前記第１のバックアップソースから、前記第２のバックアップソースに対する許可の
ためのトークンを受信するのに応じて、前記トークンを用いて、前記リソースの変更を前
記第２のバックアップソースにバックアップし、
　　前記第２のバックアップソースに対する前記変更の前記バックアップが成功した場合
、前記リソースの変更を前記第１のバックアップソースに対してコミットする
　ように構成される
　ことを特徴とするコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１１年６月３日に出願され、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔ
ｕｓ　ｆｏｒ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｈａｓｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｓｏｕｒｃｅ　Ｂａｃｋｕｐ　ａ
ｎｄ　Ｒｅｓｔｏｒｅ」と題された、Ｇｏｒｄｏｎ　Ｊ．Ｆｒｅｅｄｍａｎ他の、米国仮
特許出願第６１／４９３，３６０号の利益を請求するものであり、それを全体として参照
により本願に援用する。
【０００２】
　［技術分野］
　本発明は、一般に、デバイスのバックアップに関する。より詳細には、本発明は、デバ
イスのためにファイルを複数の段階で複数のソースを用いてバックアップすることに関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　移動デバイス、特に、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、タブレットデバイス等
の移動通信デバイスの急増に伴って、バックアップおよび復元操作は、これらの移動デバ
イスの日常的な使用においてますます不可欠なものとなってきている。しかし、作業環境
、モバイルアプリケーションおよび／またはネットワークストレージ・インフラが進化を
続けるにつれて、移動デバイスについての絶えず変化する要件に伴う、そのような能力を
サポートするという新たな課題も浮かび上がっている。
【０００４】
　例えば、従来のバックアップ／復元操作は、高帯域幅ネットワーク接続を用いたバック
アップ／復元ソフトウェアおよびハードウェアとの複雑な対話に基づいて行われることが
ある。しかし、移動デバイスは、ある場所から別の場所への移動中に、信頼性が低く、帯
域幅が限られ、および／または、予測不可能でありうるワイヤレスネットワーク接続を使
って使用されることが多い。従って、移動デバイスのバックアック／復元操作を完了する
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のに、長い時間および／または複数の試行が必要となる可能性がある。また、ほとんどの
ワイヤレスネットワークはこれらの操作についてはオープンであるため、さらなるセキュ
リティリスクが存在する可能性もある。
【０００５】
　従って、既存のメカニズムでは、信頼性があってセキュアでユーザにやさしい形で移動
デバイスをバックアップおよび／または復元できない可能性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　一実施形態では、デバイス内のリソースが、クラウドストレージとも呼ばれるネットワ
ークベースのストレージに、複数のレベルの抽象化を介して、増分バックアップおよび再
開可能なバックアップ操作が可能になるように、バックアップされてもよい。バックアッ
プソースは、バックアップ／復元性能を向上させると共にデバイスの通常操作への影響を
最小化するように、動的に構成されてもよい。一実施形態では、デバイスは、モバイルバ
ックアップサービス（ＭＢＳ）と通信して、リソース（またはファイル）のどの部分をバ
ックアップするのかを、ＭＢＳの中に維持される階層的データに基づいて判定してもよい
。階層的データは、デバイスのオーナアカウントと、オーナアカウントに関連する各デバ
イスに固有のバックアップ階層（または表現）と、および／または、バックアップされて
いる各ファイルを説明するメタデータとを含んでいてもよい。
【０００７】
　一実施形態では、ＭＢＳが、（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍｅ　Ｃｈｕｎｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅすな
わちＭＭＣＳのような）コンテンツサービスと通信して、例えばクラウドストレージにお
ける、データチャンクの重複を回避する目的で、ファイルのうちのどの実際のデータチャ
ンク（すなわちチャンク化データ）がバックアップ用にアップロードされるべきなのかを
識別してもよい。ＭＭＣＳは、ファイルとファイルのデータチャンクを識別する一組のチ
ャンク識別子との間のマッピングを把握してもよい。一実施形態では、ＭＭＣＳは、ベン
ダクラウドストレージを動的に構成または配置して、バックアップ用に識別されたファイ
ルのコンテンツをチャンク化データのコンテナの中に記憶することができる。
【０００８】
　別の実施形態では、リソース（またはファイル）がユーザデータ（例えばユーザが作成
したデータ）を表すのか、あるいは購入された資産もしくはコンテンツを表すのかを把握
するために、デバイス内にメタデータが維持されてもよい。購入資産の実データは、バッ
クアップされることを必要とせず、利用可能な資産ストア（すなわちサイト）からダウン
ロードまたは復元されうる。例えばＰｏｄｃａｓｔのような、特定の自由に入手可能な資
産は、それらの実際のコンテンツが直接バックアップされて復元される代わりに、それら
の識別子をバックアップすることによって、再ダウンロードされてもよい。バックアップ
されるべきリソースを記述するメタデータによって、バックアップ用の多様なソースの自
動識別が、これを好機としてユーザに透過的に可能になりうる。例えば、購入資産として
リソースをバックアップすることは、購入資産のコンテンツをプッシュアップする代わり
に、メモを取ることを含んでいてもよい。メモされた購入資産を復元するには、購入資産
のコンテンツが、資産ストアからプルダウンされるとよい。例えば、資産ストアとは、ネ
ットワークアクセス可能なサイトであって、購入可能な資産をホストし、購入された資産
を記憶し、および／または、自由に利用可能な資産（すなわちコンテンツ）をホストして
いてもよい。
【０００９】
　任意で、リソースが、クラウドストレージ、ローカルコンピュータ、資産ストアおよび
／またはその他の適用可能なソースのような複数のソースから、好機をねらってまたデバ
イスに分割復元されてもよい。メディア資産のタイプを示すメタデータがデバイス内のリ
ソースについて把握されて、リソースを復元（またはバックアップ）するのにどのソース
が利用可能なのか、および／またはコスト効率が良いのかが、例えば性能や帯域幅や消費
電力および／または適用可能な考慮事項に基づいて、動的に識別されてもよい。
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【００１０】
　例えば、デバイスが、復元されるべきリソースのコンテンツデータの一部分を記憶して
いる（例えば有線または無線で接続されている）ローカルコンピュータへの接続に気付く
ことがありうる。そのコンテンツデータの一部分は、すでに接続されているコンピュータ
から引き出されてもよい。その後、ローカルコンピュータから入手できない残りのリソー
スが、クラウドストレージおよび／またはストアから分割復元されるように識別されても
よい。結果として、音楽やアプリケーションやその他のメディアファイルのようなコンテ
ンツデータは、クラウド（またはクラウドストレージ）の中にバックアップされてもよい
が、そのデバイスにとってのローカルコンピュータから復旧することもやはりできる。
【００１１】
　一実施形態では、ファイルまたはリソースが、例えば、関連のアプリケーションやメデ
ィアタイプやその他の拡張可能な情報に基づいて、バックアップ用に選択されることがあ
りうる。リソースが、リソースの実際のコンテンツをバックアップすることを必要とせず
ストアから入手可能な、ストア資産（例えば、資産ストアから入手可能な購入資産）とし
て把握されてもよい。任意で、別のリソースが、ストアから入手可能でなく、例えばクラ
ウドストレージを介して、バックアップおよび復元を必要とするユーザデータとして把握
されることがありうる。アプリケーションが、ストア資産としてのアプリケーション自体
とユーザデータとしてのアプリケーションデータとを含めて、リソースに関連付けられて
もよい。従って、アプリケーションと関連のアプリケーションデータとが、別のソースか
ら復元されてもよい。
【００１２】
　例えば、クラウドバックアップ用にデバイス内で選択されたリソースは、対応するアプ
リケーション自体を含むことなくアプリケーションデータを含んでいてもよい。アプリケ
ーションは、資産ストアからデバイスへ再ダウンロードされてもよく、アプリケーション
データは、クラウドストレージおよび／またはローカルコンピュータから復元されてもよ
い。あるいは、アプリケーションが、ローカルコンピュータから同期されて、アプリケー
ションデータをクラウドストレージから復元してもよい。他にも、アプリケーションとア
プリケーションデータとを別個に復元するためのバックアップソースの組み合わせは可能
でありうる。一部の実施形態では、アプリケーションデータは、その対応するアプリケー
ションを（例えばユーザが）使用できるようになる前に復元されてもよい。アプリケーシ
ョンは、適切な順序付けを行うために、（例えばクラウドストレージまたはその他のソー
スからの）アプリケーションデータの復元を開始する前にダウンロードされるかまたは同
期されてもよい。
【００１３】
　一実施形態では、バックアップからデバイスへのリソースの復元が複数の段階で行われ
て、リソースが復元されている間、デバイスを使用可能でユーザに応答できる作業状態に
維持してもよい。例えば、デバイスが、デバイスのデュアルフェーズすなわち二段階の復
元のために、最初のモーダルな復元セッション（例えば第１のモード）に入り、その後、
バックグラウンドの復元セッション（例えば第２のモード）に入ってもよい。一実施形態
では、最初のモーダルな復元セッションではデバイスがユーザ入力に応答しないかたちで
、デバイスがユーザによって使用されてもよい。一実施形態では、最初のモーダルなセッ
ションは、デバイスをリブートするための中核的なユーザファイルを復元するために、短
くて速くてもよい。その後、バックグラウンドセッションでは、個別のアプリケーション
がバックグラウンドでまたデバイスへ復元されている間に、ユーザがデバイスを使用でき
てもよい。バックグラウンドの復元セッションでは、少なくとも一組のユーザ入力に応答
するようにデバイスを操作できてもよい。
【００１４】
　一実施形態では、２段階復元のうちのモーダルなセッションの間、デバイスをユーザに
固有の作業状態にさせるためにデバイスがシステムリソースをダウンロードする間、デバ
イスが一時的に使用不可能であってもよい。例えば、システムリソースには、すべてのメ
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タデータおよびシステムデータ、アカウントのリスト、壁紙、ＳＭＳ（ショートメッセー
ジサービス）履歴、および／またはその他の適用可能なユーザ固有の、アプリケーション
以外のデータが含まれていてもよい。システムデータとメタデータとが、例えば、ユーザ
の電話として動作するために、デバイスを構成してもよい。デバイスは、モーダルなセッ
ションの後、リブートして復旧してもよい。
【００１５】
　一実施形態では、２段階復元のうちのバックグラウンドセッションの間、デバイスが、
（例えばＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のｉＴｕｎｅｓ（登録商標）を実行中の）ローカルコン
ピュータおよび／またはクラウドストレージからのデータまたはメディア資産を復元して
もよい。デバイスは、バックグラウンドセッションの間、メールを同期させ、および／ま
たはテキストメッセージを受信してもよい。一実施形態では、リソースは、利用パタンに
よって決められた復元順に従って復元されてもよい。例えば、アプリケーションの利用が
把握されて、視聴されたショー／映画や、読まれた書籍やその他の適用可能な利用統計を
含めて利用パタンが収集されてもよい。他の実施形態では、復元順は、リソース（または
コンテンツ）のサイズに依存してもよく、その場合、リソースに対応するアイコンが、デ
バイスのディスプレイ上に位置する（例えばユーザは、使用頻度の高いアイコンを最初の
ページに置くことがあるだろう）。あるいは、その他の適用可能な因子に依存してもよい
。復元順は、ユーザ要求に適合して動的に更新されてもよく、例えば、ユーザがディスプ
レイ上をタップしてアプリケーションの優先度を示してもよい。
【００１６】
　別の実施形態では、デバイスは使用可能であるがすべてのデータがまだ復元されてはい
ない場合に、デュアルフェーズの（すなわち２つに分けられた）復元におけるある時間帯
の間、ＵＩ（ユーザインタフェース）要素が表示され、それによってユーザ体験を向上さ
せて、アプリケーションが不正確に動作したり予期せぬかたちで動作したりするのを防い
でよい。例えば、オブジェクトファイルまたはユーザデータがまだ復元されていない（例
えば音楽、動画、その他のメディアコンテンツ／資産を再生するための）アプリケーショ
ンおよび／またはライブラリを示すアイコンが、灰色で薄く表示されたりプログレスバー
を含んでいたりして、アプリケーションはまだ利用可能でないがまもなく利用可能になる
であろうということを示してもよい。ユーザが復元を優先させたいアプリケーションや写
真や音楽や動画のアイコンをユーザがタップできるようにすることによって、双方向性が
付加されてもよい。
【００１７】
　別の実施形態では、デバイス内のリソースの第１のバックアップソースへの変更を識別
する方法および装置が、本明細書内で記述される。第１のバックアップソースから、第２
のバックアップソースに対する許可のためのトークンを受信するのに応じて、リソースの
変更が、トークンを使って第２のバックアップソースへバックアップされてもよい。第２
のバックアップソースへの変更のバックアップが成功すると、リソースの変更が、第１の
バックアップソースへコミットされてもよい。
【００１８】
　別の実施形態では、メタデータが、デバイス内に記憶されたファイルの実際のコンテン
ツを記述するように維持される。メタデータは、ファイルを表現するための第１の抽象化
層を表現してもよい。実際のコンテンツの一部分が、第１の抽象化層から識別されてもよ
い。一実施形態では、実際のコンテンツの一部分が、デバイスからバックアップされても
よい。コンテンツ識別子が、第１の抽象化層とは別の第２の抽象化層を表すため、実際の
コンテンツの一部分について動的に生成されてもよい。実際のコンテンツの一部分が、コ
ンテンツ識別子を介して、ネットワークアクセス可能なストレージにアップロードされて
もよい。
【００１９】
　本発明のその他の特徴は、添付の図面および以下の詳細記述から明らかになるであろう
。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明を、添付の図面中の各図において、例として、かつ、限定することなく示してお
り、添付の図面中、類似の参照文字は、類似の要素を示す。
【００２１】
【図１】多段階多ソースのバックアップおよび復元のためのネットワークシステムの一実
施形態を示すブロック図である。
【００２２】
【図２】多段階多ソースのバックアップおよび復元のための例示的なシステムを示すブロ
ック図である。
【００２３】
【図３】複数のソースを用いる複数の段階におけるバックアップおよび復元を管理するた
めの例示的なシステムを示すブロック図である。
【００２４】
【図４】デバイスのための増分バックアップ操作を行うプロセスの一実施形態を示すフロ
ー図である。
【００２５】
【図５】デバイスにおける増分復元操作を行うプロセスの一実施形態を示すフロー図であ
る。
【００２６】
【図６】デバイスを復元するためにリソースに動的に優先順序を付けるプロセスの一実施
形態を示すフロー図である。
【００２７】
【図７】バックアップおよび／または復元操作のためにデバイスの電源を監視する例示的
なシステムを示すブロック図である。
【００２８】
【図８】電力を節約するためにデバイスのバックアップおよび／または復元操作を中断す
るプロセスの一実施形態を示すフロー図である。
【００２９】
【図９】本明細書で記述する実施形態と共に用いられうるデータ処理システムの一例を示
す図である。
【００３０】
【図１０】本明細書で記述する実施形態と共に用いられうる典型的なコンピュータシステ
ムの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　デバイス用のファイルを１つ以上のソースを用いて複数の段階でバックアップして復元
するための方法および装置を、本明細書に記述する。以下の記述では、本発明の実施形態
の十分な説明を提供するために、多数の個別の詳細が述べられている。しかし、当業者に
は明らかであろうが、本発明の実施形態は、これらの個別の詳細がなくても実施されうる
。その他の例では、本記述の理解をあいまいにしないようにするため、周知のコンポーネ
ント、構造、技法は、詳細に示されていない。
【００３２】
　明細書の中で「一実施形態」または「実施形態」と呼ぶのは、その実施形態に関連して
記述された或る個別の特性、構造、または特徴が、本発明の少なくとも１つの実施形態に
含まれうることを意味する。「一実施形態において」という句が本明細書の各所に現れる
が、必ずしも、それらがすべて同一の実施形態のことを言っているのではない。
【００３３】
　以下の各図に描かれたプロセスは、（例えば、回路機構、専用論理などの）ハードウェ
ア、（例えば汎用コンピュータシステムまたは専用マシン上で実行されるもののような）
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ソフトウェア、またはそれら両方の組み合わせを含む処理論理によって行われる。各プロ
セスは、以下では、いくつかの順次的な操作という形で記述されているが、記述された一
部の操作は、異なる順序で行われてもよいことは理解されるべきである。また、一部の操
作は、順次的ではなく並行して行われてもよい。
【００３４】
　一実施形態では、デバイスからのデータまたはリソースをバックアップするために、複
数のソースが利用可能でありうる。例えば、一般的なデータバックアップサービスが、ク
ラウド（すなわちクラウドストレージ、クラウドサービス）内で、例えばＡｍａｚｏｎ、
Ｓ３、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔなどのようなサードパーティーベンダを介して提供されてもよ
い。例えば、歌、映画、および／またはアプリケーション等のような購入資産が、クラウ
ド内のｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ストアからダウンロードされてもよい。例えばｉＴｕｎ
ｅｓ（登録商標）のようなバックアップサービスソフトウェアを実行するユーザのコンピ
ュータを用いて、例えば、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．からのｉＯＳ（登録商標）デバイス、ｉ
Ｐｈｏｎｅ（登録商標）デバイス、ｉＰａｄ（登録商標）デバイスのようなデバイスがバ
ックアップされてもよい。
【００３５】
　デバイスからのバックアップされるべきリソースは、例えば、設定、アカウントデータ
、アプリケーションデータ、写真、メディアファイル、購入資産、および／またはその他
のデータファイルを含むバックアップデータでありうる。一実施形態では、バックアップ
データは、デバイス内の既存のリソースから動的に識別されてもよい。ユーザコンピュー
タ（例えば、デスクトップコンピュータまたはノートブックコンピュータ）は、デバイス
用のバックアップデータを記憶することができる。任意で、またはその代わりに、デバイ
ス用のバックアップデータの部分集合が、バックアップデータ内の購入資産については、
クラウドバックアップを介して、および／または、例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）スト
アのようなストアを介して、クラウド内に記憶されてもよい。
【００３６】
　一実施形態では、例えばクラウド内でＭＢＳサーバによって維持されるアカウントを、
そのアカウントについての多様なデバイスに個別的に対応する複数のバックアップ（また
はバックアップ構造）を含む階層データによって表すことができる。階層データは、複数
の異なるデバイスについての一組のバックアップを含むアカウントを含んでいてもよい。
バックアップは、デバイス上のファイルの一組のスナップショットを含んでいてもよい。
デバイス毎に１つというバックアップがサポートされてもよい。
【００３７】
　スナップショットは、単一の時点でのデバイスの状態を表していてもよい。復元は、バ
ックアップ内のいずれのスナップショットからも行うことができ、その時点でのデバイス
の状態が再構築される。スナップショットは、或る番号（例えば１）から順次的に番号を
つけられてもよく、これらの番号は、サーバによって割り当てられてもよい。第１のスナ
ップショットは、デバイスの完全なバックアップであってもよく、その後のスナップショ
ットは、前のスナップショットからの差分であってもよい。増分スナップショットは、前
のスナップショット以来、デバイス上で追加され、修正され、削除されたファイルをすべ
て含んでいてもよい。
【００３８】
　スナップショットは、そのコンテンツがアップロードされた後、明示的にコミットされ
てもよい。未コミットのスナップショットが一時に１つあってもよく、その未コミットの
スナップショットは、最大の数を持つ最後のスナップショットでありうる。スナップショ
ットがコミットされた後、そのコンテンツは、それを完全に削除することによる以外は、
修正されないことがある。
【００３９】
　スナップショットが削除された場合、そのコンテンツは、それが未コミットでない限り
、前のスナップショットにマージされてもよい。結果として、復元は、依然として、いず
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れかのその後のスナップショットから行うことができる。目標スナップショットの中の追
加／修正／削除されたファイルは、保持されうる（例えば、失われないであろう）。未コ
ミットのスナップショットを削除してもマージは行われず、その代わり、コンテンツが単
に廃棄されてもよい。一連の記憶されたスナップショットから第２のスナップショットを
削除して、その一連のスナップショットのうちの第１のスナップショットにファイルをマ
ージする場合、第１のスナップショットが完全であるため、削除されたファイルは保持さ
れないことがある。第１のスナップショットは、それが一連のスナップショットの中の唯
一のスナップショットでない限り、削除されないことがある。
【００４０】
　個々のバックアップは、例えば、構成されたスケジュール（例えば、毎時、毎日、毎週
など）に従って、対応するデバイスから取られたスナップショットを含んでいてもよい。
個々のスナップショットは、ファイルまたはリソースのリストの記述を含んでいてもよい
。個々のファイルは、クラウドサービスが記憶するための（例えば所定のビット数の）実
データのチャンクに分割（すなわち、ファイルチャンキング）されてもよい。あるいは、
ファイルチャンキングは、例えば、全体として参照により本願に援用する、２０１１年１
月１４日に出願されたＤｏｍｉｎｉｃ　Ｇｉａｍｐａｏｌｏによる「Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｂ
ａｓｅｄ　Ｆｉｌｅ　Ｃｈｕｎｋｉｎｇ」と題された仮特許出願第６１／４３３，１５２
号に記述された、データ項目をチャンクに分割する技術に基づいていてもよい。
【００４１】
　典型的には、複数のチャンクが、例えばサードパーティーベンダによって提供されるク
ラウドサービス用のストレージユニットとして、１つのコンテナとして統合されることが
ある。バックアップは、要求に応じて作成され、更新され、削除され、無効化され、操作
されてもよい。例えば、所与の領域のファイルが、バックアップから削除されることがあ
る。クラウドストレージは、クラウドストレージ内に記憶されたデータのチャンクに対応
するオリジナルのファイルを再生するのに十分な情報を記憶していない。従って、ファイ
ルは、本質的に、データチャンキングを介して保護される。データのチャンクの暗号化に
よって、クラウドストレージ内に記憶されたデータについて、さらなるレベルの保護が提
供されてもよい。
【００４２】
　一実施形態では、例えばｉＯＳデバイスのようなデバイスが、デバイスのリソースから
バックアップデータを識別するために、クラウド内の（例えばＭＢＳサーバ内でホストさ
れる）バックアップサービスを使ってバックアップ操作を開始してもよい。デバイスのバ
ックアップステータスを記述するメタデータが、バックアップサービスの中に、例えば、
デバイスに対応するバックアップ構造を介して、維持されてもよい。バックアップステー
タスは、デバイスについてすでにバックアップされているリソースの最新のスナップショ
ットまたは最近の一連のスナップショットを含んでいてもよい。一実施形態では、メタデ
ータは、デバイスのバックアップデータについてサードパーティーベンダを介してクラウ
ドサービス内に記憶されたデータチャンクを参照してもよい。
【００４３】
　バックアップ操作のためにデバイス内で識別されたバックアップデータまたはファイル
が、クラウドストレージのために準備ができた実際のデータビットのチャンクへと分割さ
れてもよい。一実施形態では、識別されたファイルについてバックアップするためにデー
タのチャンクを準備するために、デバイスのサービスフレームワークの中のＭＭＣＳコー
ドが、クラウドの中のＭＭＣＳサーバと通信してもよい。例えば、バックアップデータが
、一定のチャンク構成（例えば各チャンクについて固有のデータビットサイズ）に従って
、複数のデータチャンクに分割されてもよい。
【００４４】
　バックアップ用に識別されたファイルから準備された複数のデータチャンクのうちのど
れがクラウド内で現在利用可能でなく、アップロードされる必要があるのかを、サービス
フレームワークが判定してもよい。一部の実施形態では、サービスフレームワークが（例
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えばＭＭＣＳコードを介して）、例えばＳＨＡハッシングアルゴリズムまたはその他の適
用可能なアルゴリズムを介して、ＭＭＣＳサーバ（またはサービス）用の識別子として各
チャンクをハッシングして署名を入れて、識別されたチャンクがすでにクラウド内にバッ
クアップされているのかどうかを判定してもよい。
【００４５】
　一実施形態では、ファイルが、ＭＭＣＳへと参照されてもよい。デバイスが、任意の識
別子をファイルに割り当ててもよい。デバイスは、識別子を用いて、ファイルに戻って参
照してもよい。参照は、ファイルの参照されなかったデータチャンク（すなわちファイル
チャンク）のゴミを収集するために、（例えばサーバによって）周期的にＭＭＣＳへとク
ロールされてもよい。
【００４６】
　デバイス用のバックアップ操作は、クラウド内の複数のサービスと協調するために、例
えば、セットアップ段階、スキャン段階、バックアップ段階、および／または、その他の
適用可能な段階というように、複数の段階で行われてもよい。各段階は、バックアップ操
作の効果を高め、および／または、性能を向上させるために、クラウドストレージの動的
な構成を好機をねらって可能にするよう、操作の個別の抽象化層に対応していてもよい。
【００４７】
　例えば、セットアップ段階の間、ＭＢＳサービスの中にデバイス用のバックアップ（す
なわちバックアップ構造）が存在するかどうかが、判定されてもよい。ＭＢＳサービスの
中にデバイス用のバックアップが存在しない場合、ＭＢＳサービスは、デバイス用の最初
のメタデータを使ってバックアップを作成することを求められてもよい。一実施形態では
、デバイスは、ＭＢＳサービスの中のデバイスに対応するバックアップのコピーを反映す
る、バックアップキャッシュを含んでいてもよい。バックアップキャッシュは、デバイス
用に以前取られた１つ以上のスナップショットを含んでいてもよい。
【００４８】
　一実施形態では、バックアップキャッシュは、必要に応じて（例えば、ＭＢＳサービス
と交わされたメッセージによればバックアップキャッシュの中にキャッシュされているス
ナップショットが期限切れになった場合）ＭＢＳサービスと同期するように（例えば、Ｍ
ＢＳサービスに相談することによって）再構築されてもよい。任意で、またはそれに加え
て、未コミットのスナップショットがデバイスの中に存在するかどうかが、セットアップ
段階の間に判定されてもよい。未コミットのスナップショットは、ＭＢＳサービスの中に
記憶された既存のスナップショットに対応していなくてもよいし、まだバックアップされ
ていないリソースの記述を含んでいてもよい。未コミットのスナップショットが、セット
アップ段階の間に作成されてもよい。
【００４９】
　一実施形態では、例えばバックアップキャッシュが最新のものであることを確認するこ
との一環として、未コミットのスナップショットが存在するかどうかを判定するために、
デバイスが、ＭＢＳサービスにクエリを行ってもよい。デバイスは、バックアップ操作の
間にそのファイルシステムをスキャンした後で、未コミットのスナップショットを作成し
てもよい。バックアップキャッシュは、例えば、ＭＢＳサービスおよびＭＭＣＳサービス
へのバックアップが成功したものを反映するために、増分的に更新されてもよい。
【００５０】
　スキャン段階の間、デバイスのファイルシステムがスキャンされて、例えば新規ファイ
ル、削除されたファイル、修正されたファイルなどのようなファイルまたはリソース内の
変更が見つけられてもよい。一実施形態では、スキャンされたファイルとバックアップキ
ャッシュに記憶されたスナップショットとの間の比較を介して、変更が識別されてもよい
。どのファイルがすでにバックアップされており、どのファイルがバックアップされる必
要があるのかが、スキャン段階の間に把握されてもよい。
【００５１】
　バックアップ段階では、実際のファイルバックアップ操作が行われてもよい。例えば、
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必要に応じて（例えば、利用可能な未コミットのスナップショットが存在しない場合）ス
ナップショットが作成されてもよい。ＭＢＳサービスにおいて新規ファイル、修正ファイ
ルおよび／または削除ファイルのエントリを作成するための要求が、ＭＢＳサービスへ送
信されてもよい。クオータ認証またはクラウドストレージへのアクセス権がＭＢＳサービ
スから受信されて、ＭＭＣＳサービスにバックアップ要求を送信することが可能になって
もよい。バックアップ要求は、バックアップすべきファイルまたはファイルの変更を記述
するメタデータを含んでいてもよい。
【００５２】
　要求されたバックアップは、デバイスのためにＭＭＣＳによって課されたバックアップ
ストレージサイズの限度内にあることを示すために、認証トークンがＭＢＳサービスから
受信されてもよい。認証トークンは、デバイスからストレージベンダへの一組の許可され
たＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）要求について
、ＭＭＣＳサービスへ送信されてもよい。ＭＭＣＳサービスは、ストレージベンダ（すな
わちクラウドサービス）と対話して、デバイス用の許可キーを検索することができる。フ
ァイルの変更（例えば、追加／削除／除去）は、許可キーを用いてクラウドサービスへア
ップロードされてもよい。アップロード成功の確認がクラウドサービスから受信されると
、アップロードに対応するスナップショットが、デバイスとＭＢＳサービスとの間でコミ
ットされてもよい。スナップショットは、それが作成され、そのコンテンツが定義され、
次いでＭＭＣＳへアップロードされた後、コミットされてもよい。
【００５３】
　一実施形態では、ＭＢＳサービスは、ファイルレベルでファイルを記述するメタデータ
に基づいていてもよい。ＭＭＣＳサービスは、ファイルの実際のコンテンツまたはデータ
（例えばデータのチャンク）に依存してもよい。ファイルの実際のコンテンツから生成さ
れたハッシュ署名が、コンテンツの識別子としてＭＭＣＳサービスで用いられてもよい。
ＭＭＣＳサービスは、識別子によって識別されたコンテンツの部分が、例えばクラウドス
トレージ内で、新規なのか（あるいはまだバックアップされていないのか）どうかを判定
してもよい。ＭＢＳサービスは、ファイルが新規であるのかまたは更新されたのかを、そ
のファイルに関連するメタデータに従って決定してもよい。
【００５４】
　実施形態によっては、ＭＢＳサービスのようなバックアップサービスは、デバイス用の
１つ以上のバックアップを維持することができる。バックアップは、バックアップされた
データまたはファイルは何なのか、バックアップされたデータをどのように把握するのか
、対応するデバイスのＩＤ、（例えば、バックアップの日付、増分バックアップ関係性な
どに基づいて）異なるバックアップ同士がどのように関係しているのか、および／または
その他の情報を記述しているセマンティクスを含んでいてもよい。一実施形態では、バッ
クアップが、１つのアカウントの下で１つのデバイスに関連付けられてもよい。個々のア
カウントは、複数のデバイスを含むことができる。バックアップは、デバイスの複数のス
ナップショットを含むことができる。例えば、スナップショットは、デバイスのリソース
について毎日取られてもよい。個々のスナップショットは、バックアップの中の前のスナ
ップショットからデバイス内で変更されたファイルを、記述してもよい。
【００５５】
　一実施形態では、デバイスのリソースが、複数の方式によるハンドシェイクに基づいて
バックアップされて、ＭＢＳサービス、ＭＭＣＳサービス、クラウドベンダ（すなわちス
トレージ）および／またはその他の適用可能なサービスのようなサービスとデバイスとの
間で、ファイルおよび／またはファイルのメタデータが送信されてもよい。ＭＢＳサービ
スは、ＭＭＣＳサービスの参照を把握してもよい。ＭＭＣＳサービスは、例えば、デバイ
スがファイルをベンダによって指定された構造化されたデータに動的にマッピングできる
ようにするため、クラウドベンダの参照を把握してもよい。
【００５６】
　例示する一実施形態では、特定のクラウドベンダに従って、ＭＭＣＳサービスは、デバ
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イス内のファイルを項目として識別し、項目をデータのチャンクに分割するようにデバイ
スに命令し、データの個々のチャンクについて一意の識別子を生成し、識別されたデータ
のチャンクをバックアップ用にデバイスがクラウドベンダへ転送する必要があるかどうか
をデバイスに通知してもよい。デバイスは、ＭＢＳに命令するかまたはＭＢＳと通信して
、デバイスのために取られたスナップショットの中に情報を入れ、および／または、スナ
ップショットをデバイスに整合させてもよい。
【００５７】
　従って、複数のサービスが、デバイスのリソースをバックアップするための間接化の層
を提供して、１つの層の範囲内の操作を他の層に影響しないように分離してもよい。ＭＢ
Ｓサービスは、バックアップすべきリソースのメタデータを把握して、どのファイル（す
なわち項目）が、バックアップすることを必要とせず、すでに存在していたかを判定して
もよい。ＭＭＣＳサービスは、実際のバックアップデータをクラウドストレージのどのベ
ンダに記憶するかを把握し、デバイスがバックアップデータをクラウドストレージへアッ
プロードできるようにするためのチケット（または証明書）を作成するためにクラウドス
トレージの利用権を管理し、および／または、ゴミ収集（ガベージコレクション）を行っ
てバックアップ用にもう参照されなくなったデータのチャンクを表す構造を削除すること
に責任を持ってもよい。ＭＢＳサービスは、ＭＭＣＳサービスによって管理されるクラウ
ドストレージからは孤立して（またはそれに気づかなくて）もよい。
【００５８】
　一実施形態では、バックアップ操作用に生成されたスナップショットは、バックアップ
操作が成功して完了された後にスナップショットがコミットされるまでは、整合している
とマークされなくてもよい。（例えば、３日間の日常的なスナップショットに相当する）
決まった（すなわち構成された）数の最近のスナップショットが、デバイス内にキャッシ
ュされるかまたはＭＢＳサービス内に記憶されてもよい。スナップショットの数は、スト
レージスペースを節約するために、制限されてもよい。典型的には、記憶されるスナップ
ショットのうち最初の（すなわち最も古い）ものは、対応するバックアップ操作について
デバイスの各リソースを記述する完全スナップショットであってもよい。残りのスナップ
ショットは、前のスナップショットに対するリソースの追加変更を記述する増分スナップ
ショットであってもよい。
【００５９】
　バックアップ操作の最終段階の間、一実施形態では、スナップショットがマージされて
もよく、例えば、最も古い２つ以上の既存のスナップショットを１つの完全スナップショ
ットへと折りたたんでもよい。結果として、新規のスナップショットがコミットされる時
、記憶されるスナップショットの総数が固定数として維持されてもよい。一部の実施形態
では、ＭＢＳサービスは、１つのアトミックなデータベース操作として既存のスナップシ
ョットを削除および／またはマージするように通知（または命令）されてもよい。それに
応じて、アトミックな操作が成功したか否かを示すために、ＭＢＳサービスから確認応答
が受信されてもよい。
【００６０】
　実施形態によっては、再ダウンロードできない可能性があるリソース（例えば、アプリ
ケーション、購入資産、またはその他の資産）のリストを識別するために、ｉＴｕｎｅｓ
（登録商標）ストアのようなバックアップソースに、クエリが行われてもよい。例えば、
（例えばデバイスからの要求に基づいて）デバイスに関連付けられたどの購入資産が再ダ
ウンロードできないのかを、デバイスがコンテンツバックアップ操作を行う前に、バック
アップソースが判定してもよい。バックアップソースから再ダウンロードできないリソー
スのリストにある実際のコンテンツは、ＭＢＳ、ＭＭＣＳ等のバックアップサービスを介
してアーカイブまたはバックアップされてもよい。
【００６１】
　一実施形態では、デバイスとＭＢＳサービスとの間の通信は、バックアップ（例えば作
成／削除）およびスナップショット（例えば作成／削除／マージ／更新）を管理するため
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のクライアントサーバプロトコルを規定する。スナップショットの更新は、アトミックに
行われてもよく、すなわち、スナップショットへのすべての変更が組み込まれる（すなわ
ちコミットされる）かまたはスナップショットがまったく更新されないかのいずれかであ
る。
【００６２】
　一部の実施形態では、ＭＢＳサービスを介してスナップショットを管理するプロトコル
は、効率的で軽量なネットワーク通信のため、ファイルまたはリソースのメタデータに基
づいていてもよい。メタデータは、ファイルの実際のコンテンツを記述することなく、デ
バイス内のファイルについての情報、例えばファイル名、ファイルへの参照、サイズ、タ
イムスタンプ、所有権、保護設定、その他のファイルに関連する適用可能なデータ等を記
述してもよい。どのファイルまたは資産をバックアップ操作に含める必要があるのかが、
メタデータの記述に基づいて判定されてもよい。個別のスナップショット間の差分すなわ
ち相違が、メタデータ記述に関して把握されてもよい。
【００６３】
　例えば、デバイスが、最後に修正された時刻値を用いてキャッシュを維持することがあ
りうる。リソースに対してアクセス、削除、更新、修正またはその他の操作を実行するた
め、要求および応答には最後に修正された時刻値が含まれていてもよい。一実施形態では
、リソースに関する要求は、リソースの親リソースの最後に修正された時刻値を更新する
ことをもたらすことがある。例えば、アカウントのバックアップを削除することは、アカ
ウントの最後に修正された時刻値を更新することになりうる。スナップショットにファイ
ルを追加することは、スナップショットの最後に修正された時刻値だけでなくスナップシ
ョットの親のバックアップおよびアカウントも更新することになりうる。
【００６４】
　スナップショットを管理するための要求によって、新規の空の未コミットのスナップシ
ョットを作成することと、前に作成されたスナップショットを更新することと、スナップ
ショットを削除することと、および／または、スナップショットをコミットすることとが
可能になりうる。要求されたスナップショットのためにスペースを予約することが、関連
のアカウントのクオータを超過することにつながりそうな場合、応答が、ストレージ不足
を示してもよい。要求は、デバイス名やバージョン番号のようなスナップショットの属性
を含んでいてもよい。
【００６５】
　別の実施形態では、属性を持つファイルのリストが、要求を介してスナップショットか
ら検索されてもよい。ＭＭＣＳからファイルのストリームをダウンロードするために、Ｍ
ＭＣＳ許可トークンが要求されてもよい。スナップショット用のファイルを管理すること
への要求には、例えば、作成すること、削除すること、更新すること、マークすること、
またはその他の適用可能な操作が含まれていてもよい。スナップショット内のファイルの
サイズが予約されているスペースを超過しそうな場合、応答がコンフリクトを示してもよ
い。一部の実施形態では、ファイルをスナップショットから削除すると、サーバによって
記憶されている元のデータベースレコードが削除されることがあり、削除されたファイル
は、スナップショット用のファイルのリストにその後現れないことがある。あるいは、フ
ァイルが削除されたという印を付けることによって、ファイルは以前のスナップショット
には存在していたが、もうデバイス内には存在しないことを示してもよい。
【００６６】
　デバイス内のファイルのメタデータは、例えばＭＢＳサービスを介してどのファイルを
バックアップすべきかを判定するための、および／または、バックアップ操作用のスナッ
プショットを作成するための、抽象化の１つのレベルに対応していてもよい。実際のファ
イルコンテンツのハッシュ（例えば、ハッシュチャンクが少しずつ）が、別のレベルの抽
象化を提供し、バックアップファイルのうちのどのコンテンツがアップロードされる必要
があるのかが、例えばＭＭＣＳサービスを介して、識別されてもよい。一実施形態では、
同一コンテンツの別個のファイルが、異なるメタデータ記述に関連付けられてもよい。従
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って、コンテンツのハッシュまたはチャンク署名に基づく比較によって、同一コンテンツ
であるが異なるメタデータを持つファイルのための、（例えばクラウドからの）バックア
ップストレージの共有ができてもよい。
【００６７】
　バックアップ操作は、再開されるか、および／または、切り換えられてもよい。例えば
、ネットワーク接続が失われた場合、バックアップ操作が停止されることがある。バック
アップ操作は、ネットワーク接続が再度確立された場合、再開されてもよい。一実施形態
では、再開されたバックアップ操作についてどのファイルをバックアップするのかが、フ
ァイルコンテンツから（例えばＭＭＣＳサービスを介して）生成された署名に基づいて判
定されてもよい。バックアップ操作が停止される前にファイルシステム内のファイルが変
更された場合、ファイルシステムは、バックアップ操作を再開（または開始）する前に再
度スキャンされてもよい。一部の実施形態では、最適化のために、ファイルが変更された
かどうかを判定するためにＭＭＣＳサービスに相談する前に、ファイルシステムをスキャ
ンしている間、ファイルの修正タイムスタンプ（または時刻値）が、バックアップキャッ
シュの中の対応するタイムスタンプと比較されてもよい。
【００６８】
　デバイスとソースすなわちホストとの間のバックアップ／復元操作は、デバイス上のデ
バイスアンカーおよびホスト上のホストアンカーのような同期アンカー技術に基づいて、
停止（または終了）されて再開されてもよい。同期アンカー技術の例は、Ｇｏｒｄｏｎ　
Ｊ．Ｆｒｅｅｄｍａｎによる「Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎ
ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」と題された発行済の米国特許第７，８０７，４０３号に記述されて
おり、それを全体として参照により本願に援用する。
【００６９】
　一実施形態では、リソースが、動的に構成される複数のソースからデバイスへ分割復元
されてもよい。例えば、アプリケーション、音楽、動画、ＴＶショー、その他のメディア
データのような購入資産が、要求に応じてクラウド内の１つ以上のストアからデバイスへ
ダウンロードされてもよい。購入資産は、（例えば、デバイスのユーザが所有する）ロー
カルコンピュータに記憶され、デバイスにも同様に復元される準備が整ってもよい。
【００７０】
　一実施形態では、ローカルコンピュータに近い範囲内で移動している時にデバイスが購
入資産をクラウド（例えばストア）から復元している間に、デバイスとローカルコンピュ
ータとの間で接続（例えば有線接続または無線接続）が確立されてもよい。接続とローカ
ルコンピュータ内での購入資産の利用可能性とを検出した時点で、デバイスは、購入資産
の復元ソースをクラウドからローカルコンピュータへと動的に切り換えて、（例えば、ロ
ーカルコンピュータにおいてホストされているｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ソフトウェアを
介して）購入資産の残りの部分の復元を完了させてもよい。結果として、ネットワーク接
続コストを削減して、復元性能を高めることができる。
【００７１】
　一部の実施形態では、ストア、ローカルコンピュータ、クラウドストレージといった複
数のソースからのデバイスのリソースの利用可能性が、リソースのメタデータに基づいて
把握されてもよい。或る個別のリソースがストアまたはローカルコンピュータの中にすで
に存在する場合、その個別のリソースは、既存のソースからデバイスへ復元されうるため
、その個別のリソースの実際のコンテンツをバックアップする必要はない。例えば、リソ
ースのメタデータが、デバイスに関連するアカウントについて購入資産の所有権を示して
もよい。購入資産は、クラウドからのストアおよび／またはローカルコンピュータのよう
な利用可能なソースからすぐに利用可能となりうる。結果として、購入されたリソースは
、利用可能なソースから再ロードされうるため、バックアップする必要はない。
【００７２】
　一実施形態では、設定、アカウントデータ、アプリケーションデータ、および／または
購入資産のようなデバイス内のリソースが、ローカルコンピュータへバックアップされて
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もよい。また、設定、および／または、アプリケーションデータのようなリソースの部分
が、クラウドストレージへバックアップされてもよい。購入資産のような一部のリソース
が、クラウド内のストアの中に維持されて利用可能であってもよい。リソースは、利用可
能な場合にはローカルコンピュータから復元されてもよいし、ローカルコンピュータがデ
バイスに接続されていない場合あるいはリソースをローカルコンピュータ内に位置させる
ことができない場合には、クラウドストレージおよび／またはストアから復元されてもよ
い。電子メール、カレンダ、またはその他の適用可能なリソースのような、中央サービス
との同期操作を介して同期されうる一定の資産は、バックアップ操作によってバックアッ
プされなくてもよい。
【００７３】
　実施形態によっては、ＭＢＳサービスのようなメタデータサービスが、バックアップ操
作用に許可トークンをデバイスに提供する場合、デバイス内のどのリソースをバックアッ
プすることが可能かを選択してもよい。例えば、サードパーティーアプリケーションおよ
び／またはデータによっては、フィルタで除去されて、バックアップされることが許可さ
れないことがある。一実施形態では、バックアップからフィルタで除去されるデータには
、キャッシュされたデータまたは再生成されうるインデックスのような、サードパーティ
ーアプリケーションによってバックアップされる必要なしと宣言されたディレクトリや文
書が含まれることがある。あるいは、デバイスの関連のアカウントについて課される、バ
ックアップデータのトータルなサイズに関するクオータ制限に従って、バックアップすべ
きリソースが識別されてもよい。
【００７４】
　一実施形態では、デバイスについてのすべてのリソースが復元されたかどうか（すなわ
ち、復元操作が完了したのかどうか）が、異なるリソースまたは或る特定のリソースのう
ちの異なる部分がそれらから復元されうる複数のソース（例えばクラウドストア、ローカ
ルコンピュータ、ストアなど）に対して、把握されてもよい。例えば、デバイスと通信し
ているローカルコンピュータ内で実行中のｉＴｕｎｅｓ（登録商標）が、クラウド内には
記憶されているがローカルコンピュータ内には記憶されていない或る個別のリソースがま
だデバイスへ復元されていないと判定してもよい。その個別のリソースは、デバイスが復
元操作を完了させるために、ローカルコンピュータを介して検索されてもよい。
【００７５】
　例として、ユーザに関連するアカウントについてアクティベートされている新しいデバ
イス、例えば新しい電話が、アカウントのクラウドバックアップから復元されてもよい。
デバイスは、アカウントとデバイスとを識別する識別子を持つＭＢＳサービスのようなバ
ックアップサービスを使って復元操作を開始してもよい。従って、復元すべきリソースの
記述が、例えばＭＢＳサービスを使って、判定されてもよい。クラウドストレージは、判
定されたリソースを復元するように、（例えば、動的に発見されるかまたは接続されたサ
ービスから得られるなどした構成を介して）位置を突き止められてもよい。あるいは、ｉ
Ｔｕｎｅｓ（登録商標）のような対応するバックアップ・サービス・アプリケーションを
実行中のローカルコンピュータが利用可能である（例えばデバイスの接続範囲内にある）
と分かった場合、リソースは、リモートのクラウドストレージにアクセスすることを必要
とせず、ローカルコンピュータから検索されてもよい。
【００７６】
　デバイスにおける復元操作は、例えば、モーダルな復元段階に続くバックグラウンドの
復元段階を含めて、複数の段階で行われてもよい。設定やメタデータのような不可欠なフ
ァイルや情報は、最初にモーダルな復元段階の間にアトミックに（例えば、すべての不可
欠なファイルが復元されるか、あるいは何も復元されないかのいずれか）復元されて、デ
バイスが作業状態へとブートでき、復元操作の残りの完了を待つことを必要とせず、ユー
ザが迅速に利用できるようにされてもよい。モーダルな復元段階の間、デバイスは、シス
テムファイルを記録中であって、ユーザ入力を受け付けるように操作できないことがある
。アトミックな復元によって、リソースが完全に復元される前であっても、整合性のある
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一組のデータを使ってデバイスが実行されることが保証されてもよい。
【００７７】
　続いて、バックグラウンドの復元段階の間、デバイスを復元するのに必要な残りのリソ
ースが、クラウドストレージおよび／またはローカルコンピュータのような利用可能なバ
ックアップソースからバックグラウンドの中にプルされてもよい。例えば、メディア資産
の実際のコンテンツ（例えば写真、動画、音声ファイルなど）、サードパーティーアプリ
ケーションデータ、またはその他の適用可能なリソースのようなかなり大きなリソースが
、デバイスの操作または少なくとも一部の機能を用いるユーザの能力あるいはデバイスの
機能性に影響を及ぼすことなく、バックグラウンドの復元段階の間にプルされてもよい。
例えば、バックグラウンドの復元段階においてユーザが、テキストメッセージを送信する
かまたはインターネットを閲覧するかまたは音声電話をすることができてもよい。
【００７８】
　一実施形態では、デバイスが、ローカルコンピュータ（例えば、ｉＴｕｎｅｓ（登録商
標）アプリケーションを実行するｉＴｕｎｅｓ（登録商標）コンピュータ）を使って（例
えば同期操作を介して）同期されて、デバイス上の所定のコンテンツまたはリソース（例
えば音楽、アプリケーション、ｐｏｄｃａｓｔ、動画、着信音、写真、メモ、電子メール
アカウント設定、連絡先、カレンダ、ブックマーク）が、ローカルコンピュータ内の対応
するリソースのうちのユーザの選択した部分集合に一致することが保証されてもよい。ア
プリケーションデータは、同期された場合、デバイスからローカルコンピュータ（例えば
、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）バックアップ内）へバックアップされてもよい。アプリケー
ションやメディアコンテンツのような購入資産は、ローカルコンピュータからデバイスへ
ダウンロードされて（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ライブラリを介して）同期されて
もよい。
【００７９】
　一実施形態では、デバイスとローカルコンピュータとの間の同期操作が、デバイスのバ
ックグラウンドの復元（段階）の間に（またはその後に）行われてもよい。デバイスとｉ
Ｔｕｎｅｓ（登録商標）コンピュータとの間の通信または接続は、デバイスがまだ作業状
態へとブートされていないため、バックグラウンドの復元の前には利用可能でないことが
ある。同期操作は、（例えば、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ライブラリとして）ローカルコ
ンピュータからデバイスへ資産（例えば購入されたメディアおよび／またはアプリケーシ
ョン）を復元することができることがある。
【００８０】
　任意で、またはそれに加えて、同期操作は、アプリケーションデータまたはユーザデー
タを（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）バックアップとして）ローカルコンピュータから
デバイスへ復元してもよい。一実施形態では、同期操作は、デバイスがそれと同期するた
めのリソースのリストを識別するため、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）コンピュータとデバイ
スとの間の比較を含んでいてもよい。復元操作および同期操作は、デバイス内で実行中の
ＡＴＣ（Ａｉｒ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）コードのような共通モジュー
ルに依存して、適用可能なソースから実際のコンテンツまたはビットデータをプルしても
よい。同期操作および／または復元操作のためにｉＴｕｎｅｓ（登録商標）デバイスから
リソースを転送する目的でデバイスがｉＴｕｎｅｓ（登録商標）デバイスと結合すなわち
接続された時、ＡＴＣは、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）同期（またはペアリング）イベント
のようなシステムイベントに自動的に気付いてもよい。
【００８１】
　一実施形態では、デバイス内の復元操作は、接続されたバックアップサービス（例えば
ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）コンピュータまたはＭＢＳサービス）に問い合わせて、リソー
スを復元するための最も良いソースを判定してもよい。別個のリソースまたは資産につい
て、クラウド内のバックアップストレージ（すなわちクラウドバックアップ）、ローカル
コンピュータ内のバックアップ（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）バックアップ）、クラ
ウド内のストア（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ストア）、ローカルコンピュータ内の
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ローカルライブラリ（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ライブラリ）といった多様なソー
スが識別されることがある。１つのカテゴリのデータが１つのソースから復元されている
間に、別のカテゴリのデータが別のソースから復元されてもよい。例えば、写真はクラウ
ドストレージから、音楽コンテンツはストアから、アプリケーションはローカルライブラ
リから、アプリケーションデータはクラウドストレージからというように復元されてもよ
い。典型的には、例えば、接続コストがより安価であること、および／または、利用可能
なネットワーク帯域幅がより高いことなどの理由で、ローカルコンピュータ内のソースの
方が、クラウドからのソースより好適でありうる。
【００８２】
　一部の実施形態では、同期操作は、トランザクション段階とその後のベストエフォート
段階というように、複数の段階で行われてもよい。トランザクション段階の間に、メタデ
ータが識別されて、デバイスとローカルコンピュータとの間で同期すべきリソースのリス
トが記述されてもよい。メタデータは、（例えば全か無かの）トランザクションの形でロ
ーカルコンピュータから受信されてもよい。ベストエフォート段階の間に、メタデータに
よって記述された資産が、例えば、利用可能性、性能、コスト、および／またはその他の
適用可能な因子を考慮して動的に判定された多様なソースから、デバイスに同期されても
よい。
【００８３】
　実施形態によっては、リソースを復元するための多様なソースが、例えば、リソースに
関連付けられたメタデータに基づいて、動的に識別されてもよい。同期操作は、デバイス
との同期が必要なリソースのリストの記述を、ローカルに結合または接続されたコンピュ
ータ（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）コンピュータ）からプッシュしてもよい。歌、動
画、映画、アプリケーションなどのような購入資産は、クラウド内のストアまたはローカ
ルコンピュータから（例えば、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ライブラリを介して）転送され
てもよい。ユーザが撮影した写真または他のデバイスからダウンロードされた動画のよう
な、ストアから購入または取得されていないメディアは、クラウドストレージまたはロー
カルコンピュータから（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）バックアップを介して）復元さ
れてもよい。
【００８４】
　復元順序の動的構成が多段階復元の後半で（例えば、第１の段階すなわちモーダルな段
階の後で）適用されることは、デバイスの効率および／または有用性を向上させるために
有利でありうる。例えば、復元用のリソースまたは資産のリストは、復元の開始（すなわ
ち第１）段階で識別されてもよい。実際のデータ転送のためのバックグラウンド段階のよ
うな復元の後半では、動的にすぐさま行われる順序または優先度の判定に続いて、識別さ
れたリソースのうちのどれを次に復元するのかの選択が行われることがある。例えば複数
のスレッドまたはプロセスを介して、複数のリソースが、その復元のために同時に転送さ
れることがある。
【００８５】
　デバイスの作業ステータス、および／または、まだ復元されていないかまたは復元中の
リソースについて構成される各種のヒューリスティックな基準に依存して、次に転送すべ
きリソースを選択する順序が、ランタイムの間に変更されてもよい。例えば、より小さい
サイズのリソース、および／または、転送に必要な時間がより少ない（例えば、関連のソ
ースについてより高い帯域幅が利用可能な）リソースが、（例えば、復元すべき次のリソ
ースとして選択される確率が高い）より高いランクを与えられてもよい。
【００８６】
　一実施形態では、デバイスの有用性を高める目的でリソースが復元についてどのように
順序付けられるべきかまたは優先されるべきかを判定するために、デバイスの利用が把握
されてもよい。例えば、リソースは、関連のアプリケーションに従って順序付けられても
よい。実施形態によっては、直近に用いられたアプリケーションのリソースに、より以前
に用いられたアプリケーションのリソースより高い優先度が割り当てられてもよい。アプ
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リケーションに関連するアプリケーションデータがまもなくユーザによってアクセスされ
うることを予想する際に、現在用いられているアプリケーション（例えば、再生中の映画
または動画）が、直近に用いられたアプリケーションとして識別されてもよい。
【００８７】
　一部の実施形態では、復元すべきリソースは、リソースに関連するアイコンの表示順に
従って優先されてもよい。例えば、リソースに関連するアプリケーションアイコンおよび
／またはメディアアイコンが、表示順に従ってデバイスのディスプレイ上に提示されても
よい。表示順は、デバイスのユーザによって暗示的に指定される優先度を反映していても
よい。任意で、またはそれに加えて、リソースがどのように転送されるべきかを動的に制
御する（例えば、一時停止、再起動、起動など）ために、ユーザ入力（例えば表示画面を
タップすること）が、受信されてもよい。
【００８８】
　一実施形態では、復元すべきリソースのリストが、ヒューリスティックに構成された特
性、および／または、動的に識別された因子に基づいて割り当てられた順序を使って構築
されてもよい。特性は、サイズ、タイプ、位置、および／またはその他のリソースに関連
する適用可能なメタデータのような、リソースに関する基準的情報を含んでいてもよい。
例えば、購入資産タイプのリソースは、ユーザが作成したコンテンツのタイプである別の
リソースより、復元の優先度が高くてもよい。リソースの位置は、リソースがデバイス用
にどこで生成または購入されたかを示していてもよい。デバイスの現在位置により近い位
置に関連するリソースが、デバイスから離れた別の位置を持つ別のリソースより高い優先
度であってもよい。
【００８９】
　動的因子は、デバイス内の絶えず変化する作業環境または利用パタンに基づいて、すぐ
さま判定されてよい。例えば、動的因子には、利用可能な（復元）ソース（例えば、クラ
ウドストレージ、ストア、ローカルコンピュータなど）、アプリケーションの利用履歴、
アプリケーションアイコンに関連する表示順序、ユーザ入力、その他の適用可能な因子が
含まれうる。典型的には、利用可能なソースから転送されうるリソースは、現在利用可能
なソースからは見つからない別のリソースより優先度が高いことがある。リソースの利用
履歴には、例えば、頻度、最後にリソースが（例えば、アプリケーションを介して）アク
セスされた時刻、利用回数、および／または、その他の利用統計値が含まれてもよい。使
用頻度が高いリソースには、より高いランクが付けられてもよい。
【００９０】
　一実施形態では、復元すべきリソースの初期リストが、多段階復元の第１の段階（例え
ばモーダルな段階）の間に構築されてもよい。ヒューリスティックに判定された特性およ
び／または動的因子は、例えば、各リソースについて別個に合成されたヒューリスティッ
クな重みに従って、リソースのリスト間の復元順序を判定するように割り当てられて合成
されたヒューリスティックな重みとして表されてもよい。復元の後半の段階の間、最高の
重みを持つリソースが、次にダウンロードするために選択されてもよい。
【００９１】
　例えば、復元すべきリソースの順序付けられたリストが、少なくとも１つの復元ソース
（例えば、クラウドストレージ、ストア、およびｉＴｕｎｅｓ（登録商標）コンピュータ
）からリソースを復元することのできる復元プロセスへ転送されてもよい。復元プロセス
は、復元のステータスを把握し、環境（例えばネットワーク接続、電源ステータス）の変
化を監視し、ユーザ入力を検出するなどして、復元用のリソースの順序を変更してもよい
。復元は、（例えば、ユーザ入力および／または環境の変化を介して）中断され、新たな
順序を持つリソースの新規リストが再構築されて、新規に構築されたリストを使って再開
されてもよい。
【００９２】
　一実施形態では、（例えば、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）コンピュータ、またはクラウド
ストレージなどの）或る個別のソースからの復元すべきリソースの待ち行列が、復元用に
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識別されたリソースの現在の順序付けられたリストに従って維持されてもよい。異なるソ
ースには、別個の待ち行列が維持されてもよい。一部の実施形態では、リソースのリスト
は、ランタイムの間に（例えば、ユーザの中断、選択、および／またはその他のシステム
イベントなどに起因して）動的に構築されるため、個々の待ち行列が、リソースの新たに
構築されたリストに従って（例えば、或る個別のリソースを待ち行列のトップに移動させ
ることによって）更新され、復元が継続されてもよい。
【００９３】
　一部の実施形態では、リソースがデバイスを介してどのように用いられているかに従っ
て、リソースの実際のコンテンツが協調的な形で復元されてもよい。例えば、リソースは
、デバイスを復元する時にアプリケーションにすぐにアクセスできるようにするため、ア
プリケーションの周りにサンドボックスされてもよい。アプリケーションプログラムおよ
び関連のアプリケーションデータ（または設定）は、一緒に復元されるようにサンドボッ
クスされてもよい。
【００９４】
　実行可能なプログラム、ライブラリ、アプリケーションの設定、アプリケーションデー
タ（すなわち、アプリケーションを介してユーザが作成した文書のようなユーザデータ）
などのような、アプリケーション用のリソースの依存関係は、これらのリソースをデバイ
スへ復元する順序を識別するために、サンドボックス内に維持されてもよい。アプリケー
ションは、たとえすべてのサンドボックスされたリソースが復元される前であっても、デ
バイスのユーザが利用できるようにされてもよい。例えば、音楽再生アプリケーションを
実行するには、音楽コンテンツファイルがデバイスへ転送される前に、プレーヤの設定が
復元されることが必要でありうる。
【００９５】
　一実施形態では、多段階復元は、ユーザインタフェースと協調して、復元の間に（例え
ば、デバイスが完全に復元される前に）ユーザがデバイスと対話できるようにしてもよい
。復元の個々の段階についてのライブアップデートのステータスまたは進行状況について
、プレースホルダが表示されてもよい。リソースの実際の転送は、ユーザインタフェース
を介して受信された入力に従って動的に順序付けられてもよい。
【００９６】
　例えば、アプリケーション（例えば、写真ビューワ、動画プレーヤ、音楽プレーヤなど
）および関連のアプリケーション設定は、対応するアプリケーションアイコンをユーザイ
ンタフェース上に表示して、アプリケーションが利用可能であることを示すように復元さ
れてもよい。アプリケーションとユーザとの対話（例えば、写真を見ること）を検出した
場合、関連のアプリケーションデータ（例えば写真）に関係するリソースにより高い優先
度が割り当てられて、復元順序が動的に変更されてもよい。
【００９７】
　一実施形態では、デバイスが復元されている時、アプリケーションの復元状態が、アプ
リケーションによって把握されてもよい。アプリケーションの復元状態は、例えば、「ス
ピナ」タイプのユーザインタフェース要素か、例えば温度計スタイルの進捗インジケータ
のような表現か、あるいはその他の適用可能なユーザインタフェース要素を介して、提示
されてもよい。アプリケーション用の資産は利用可能か否かが、ユーザインタフェースを
介して示されてもよい。
【００９８】
　実施形態によっては、復元状態を提示するユーザインタフェース要素は、復元の全体的
速度に影響する因子の組み合わせに基づく複合進捗インジケータを含んでいてもよい。各
因子は、例えば、アプリケーションのサイズ、アプリケーションのソースからのアプリケ
ーションのダウンロード速度、ユーザデータのサイズ、ユーザデータのソースからのユー
ザデータのダウンロード速度、インストール時間、メディアコンテンツ（例えば、音楽、
暗号化されたデータなど）の解読時間、および／またはその他の適用可能な因子に従って
演算されてもよい。複合進捗インジケータは、例えば、メディアタイプおよび／または文
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脈（例えば、スプリングボードの文脈、ｉＰｏｄ（登録商標）アプリケーションなど）に
依存して、直感的な一意の温度計スタイルのインジケータか、円グラフスタイルのインジ
ケータか、またはその他の適用可能なユーザインタフェーススタイルのインジケータとし
て提示または表示されてもよい。
【００９９】
　一部の実施形態では、多様なユーザインタフェースコンポーネント／機能が、復元の状
態に依存して提示（またはイネーブル）されてもよい。例えば、（例えば復元の第１の段
階で）復元するように識別されたがまだ復元されていない資産は、灰色で表示されて、例
えば、その資産のアプリケーションをユーザが起動できないようにされてもよい。しかし
、順序付け、名前の変更、および／または削除のような所定のユーザインタフェース操作
は、まだ復元されていない資産についても可能であってもよい。一部の実施形態では、復
元の状態には、資産の利用可能性や利用不可能性が含まれていてもよい。ソース（例えば
、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ストア、資産ストア、またはその他の適用可能なストレージ
）から復元すべき資産が、現時点で利用可能でない、例えばソース内に存在していない、
および／または、不正なアクセス認証情報（例えば、資産のメタデータの中に含まれてい
るパスワード）に関連しているのかどうかを、ソースインタフェースモジュールが判定し
てもよい。
【０１００】
　一実施形態では、復元するように識別されたリソースまたは資産のリストが、例えば、
同期操作と復元操作との両方のためにＡＴＣモジュールまたは共通モジュールの中に維持
されて、復元順序および／または復元の進捗報告を動的に変更してもよい。アプリケーシ
ョンは、プラグインモジュール（例えばライブラリ）および／またはＡＰＩ（アプリケー
ションプログラミングインタフェース）を介して復元の進捗にアクセスしてもよい。従っ
て、アプリケーションは、ユーザインタフェース操作を介して、例えばアイコンを灰色で
表示し、アイコンを回転させ、進捗バーを動かし、あるいはその他の適用可能なユーザイ
ンタフェースを変化させるなどして、復元の進捗のライブアップデートを提供することが
できる。例えば、ユーザインタフェースが、アプリケーションの復元の進捗を提示して、
このアプリケーションについては資産の２０％またはその他のパーセンテージがすでに復
元されたことを示してもよい。
【０１０１】
　アプリケーションが、バックグラウンド段階において作業中の復元操作を中断または変
更してもよい。例えば、ユーザが、ストアから購入したメディア資産（例えば歌または動
画）用のアプリケーションをタップしてもよい。それに応じて、アプリケーションが、例
えばＡＴＣモジュールを介しての資産転送の優先順序の付け直しを、例えばプラグインモ
ジュールまたはＡＰＩを介して要求してもよい。クラウド内の資産ストアのソースインタ
フェースモジュール（例えばｉｔｕｎｅｓｔｏｒｅｄ）は、ユーザにタップされたメディ
ア資産を、復元または転送を再開するための関連の待ち行列のトップに置くように命令さ
れてもよい。
【０１０２】
　一実施形態では、バックアップ操作の間、デバイスが電源の状態を監視して、ロバスト
なユーザ体験を維持してもよい。電源の変化に関係するシステムイベントを検出した時点
で、デバイスは、（例えば、バックグラウンド内の）プロセスを終了させるかキャンセル
し、ユーザに気付かれずに透過的な形でリソースをバックアップ（または復元）してもよ
い。システムイベントは、例えば、デバイスへの電源コード、非接触充電パッド、または
その他の給電メカニズムのプラグが抜かれたり、切断されたりすることによって生じるこ
とがある。
【０１０３】
　一部の実施形態では、デバイスが十分な電力を持つ電源にプラグを差し込まれているか
どうかを監視することに基づいて（例えば、電源が十分な電力を持たない場合にはバック
アップを中止するため）イベントが生成されてもよい。あるいは、または任意で、イベン
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トは、デバイス内の画面がオンかオフか、および／または、デバイスのネットワーク接続
のステータスに基づいていてもよい。例えば、画面が（例えばどのような理由であれ）オ
ンにされると、デバイスの自動バックアップがキャンセルされて、ユーザインタフェース
の性能に影響を与えることが回避されてもよい。デバイスがもうＷｉＦｉネットワークに
接続されていないことをイベントが示す場合、例えば、自動バックアップが中止されて、
セルラー電話ネットワークを介してセルラーデータを使用することが回避されてもよい。
【０１０４】
　一部の実施形態では、バックアップ／復元を続けるか否かをユーザが選択するための選
択肢を提供するために、警告が発せられてもよい。デバイスは、作業状態で電源投入され
たまま維持され、例えば、ユーザに知られないままバックグラウンドでのバックアップ／
復元操作に起因する電力の浪費をすることなく、バッテリ電力を節約してもよい。
【０１０５】
　一実施形態では、例えば、外部電力線にまたプラグを差し込まれた時にバックアップ／
復元操作を再開できるようにするため、バックアップ／復元状態がデバイス内で維持され
てもよい。バックアップ操作は再開され、デバイスが再スキャンされて、どのリソースが
バックアップされたのかが識別され、例えば外部電力線のプラグが抜かれた時より前にす
でにバックアップされていたリソースに関して不要なバックアップ操作が行われないよう
にされてもよい。
【０１０６】
　図１は、本明細書で記述される一実施形態による多段階多ソースのバックアップおよび
復元のためのネットワークシステムの一実施形態を示すブロック図である。ネットワーク
システム１００は、サービス１０１、１０３、１０５、１０７、１１７およびデバイス１
１１、１１３を接続する、動的に構成されたネットワーク１０９を含んでいてもよい。例
えば、電話デバイスのようなクライアントデバイス１１３が、デバイス１１３がどこに位
置しているかに依存して資産ストアサービス１０７に時々接続してもよい。デバイス１１
３は、ローカルなバックアップデバイス１１１にローカルに結合されるかまたは（例えば
有線で）直接接続されてもよく、バックアップデバイス１１１は、ハードディスク、固体
デバイス、フラッシュメモリ、またはその他のストレージサービスのような大容量記憶装
置にアクセスすることが可能なデスクトップコンピュータである可能性がある。一実施形
態では、クライアントデバイス１１３は、すぐさま識別される複数のソース（例えばサー
バ、サービス、またはローカルデバイス）１０１、１０３、１０５、１０７、１１１、１
１７を介してバックアップおよび／または復元されてもよい。サービス１０１、１０３、
１０５、１０７、１１１、１１７またはその他の適用可能なコンテンツサービスのような
バックアップサービスおよびバックアップソースが、デバイス１１３のようなデバイスへ
、デバイスが資産をバックアップすることを必要とせず、要求に応じて資産またはコンテ
ンツを復元することができてもよい。
【０１０７】
　図２は、本明細書で記述される一実施形態による、多段階多ソースのバックアップおよ
び復元のための例示的なシステムを示すブロック図である。一実施形態では、システム２
００は、図１のクライアントデバイス１１３に基づいていて、操作環境２０１を実行中で
あってもよく、操作環境２０１は、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のｉＯＳ（登録商標）オペレ
ーティングシステムまたはその他の適用可能なオペレーティングシステムに基づいていて
もよい。
【０１０８】
　システム２０１は、バックアップ／復元管理モジュール２０７を含んでいて、選択され
たソースを使ってネットワークインタフェースモジュール２０３を介してデバイスのリソ
ースをバックアップおよび復元してもよい。リソースは、例えば、ファイルシステム２１
７の中のファイルを含んでいてもよい。モジュール２０７は、ユーザが構成可能なスケジ
ュールで、例えば、毎日、毎週、および／または、リモートのデバイスを介して受信され
た要求および／またはユーザ入力からのオンデマンドで、バックアップ／復元操作を開始
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してもよい。一部の実施形態では、モジュール２０７は、システムイベントハンドラモジ
ュール２０５を介して監視された、（例えば、外部電源コードのプラグが抜けた場合の）
外部電力の喪失のようなシステムイベントに応じて、バックアップ／復元操作を中断また
は再開してもよい。
【０１０９】
　ローカルデータベース２０９が、デバイス用にバックアップされた１つ以上のスナップ
ショットをキャッシュに格納するかまたは記憶してもよい。スナップショットは、或る時
刻点でバックアップされたデバイスのリソースの状態を表してもよい。バックアップ／復
元操作は、システム２０１が、スナップショットに対応する、前の状態に戻ることを可能
にしてもよい。
【０１１０】
　一実施形態では、アプリケーション２１３のような１つ以上のアプリケーションが、例
えばステータスインタフェースモジュール２１５を介して、バックアップ／復元管理モジ
ュール２０７と通信してもよい。アプリケーション２１３は、プラグインとしてかまたは
ＡＰＩインタフェースを介して、ステータスインタフェースモジュール２１５とリンクし
ていてもよい。一実施形態では、アプリケーション２１３は、関連のリソースのバックア
ップ／復元ステータスにアクセスして、ユーザインタフェースモジュール２１９を介して
進捗を提示してもよい。
【０１１１】
　あるいは、アプリケーション２１３は、ユーザインタフェースモジュール２１９を介し
て受信された、例えばユーザのタップ動作のようなユーザ要求をモジュール２０７へ中継
して、バックアップ／復元操作をすぐさま順序付けし直すかまたは変更してもよい。ユー
ザ要求は、タッチスクリーンに基づく、マウスに基づく、ポインタに基づく、音声に基づ
く、あるいはその他の適用可能なユーザインタフェースの技術を介して受信されてもよい
。一実施形態では、利用回数、利用頻度、利用時刻、またはその他の適用可能な利用統計
値などのようなアプリケーション２１３の利用履歴が、利用履歴２１１の中に記録されて
もよい。モジュール２０７は、利用履歴２１１を介して収集された情報に基づいてバック
アップ／復元操作を動的に構成してもよい。
【０１１２】
　図３は、本明細書で記述される一実施形態による、複数のソースを用いる複数の段階に
おけるバックアップおよび復元を管理するための例示的なシステムを示すブロック図であ
る。システム３００は、バックアップ／復元管理モジュール２０７を含めて、図２のシス
テム２００に基づいていてもよい。一実施形態では、システム３００は、バックアップ／
復元操作を行うための複数のバックアップ／復元ソースを発見し、および／または、それ
らとインタフェースを取ることができる、サービスフレームワーク３０９を含んでいても
よい。
【０１１３】
　例えば、（例えばｉｔｕｎｅｓｔｏｒｅｄプロセスとして実行中の）ストアインタフェ
ースモジュール３０１が、購入されたリソースを転送するために、図１のストア１０７の
ような利用可能なストアと通信してもよい。クラウド・インタフェース・モジュール３０
７が、図１のクラウドバックアップサービス１０１のようなクラウドストレージと通信し
て、デバイス内のバックアップ／復元リソース用の実際のコンテンツを転送してもよい。
（例えばｉｔｕｎｅｓｔｏｒｅｄプロセスとして実行中の）ローカルデバイス・インタフ
ェース・モジュール３０５が、図１のローカルバックアップデバイス１１１の中にホスト
されるｉＴｕｎｅｓ（登録商標）のような、ローカルコンピュータの中で実行中の対応す
るサービスとメッセージを交換することによって、リソースをバックアップ、復元、およ
び／または同期させてもよい。一実施形態では、インタフェースモジュール３０１、３０
５、３０７が、ＡＴＣエンジンまたはモジュールのような共通インタフェースエンジン３
０３を共有してもよく、インタフェースエンジン３０３は、インタフェースモジュール３
０１、３０５、３０７よりも低レベルの抽象化でデータ転送を行うことができてもよい。
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【０１１４】
　（例えば、ｂａｃｋｕｐｄプロセスとして実行中の）多段階ハンドラモジュール３１１
が、多様な段階のバックアップ／復元操作を管理することができる。例えば、多段階ハン
ドラモジュール３１１は、（例えば、構成されたスケジュールに従って）バックアップサ
ービス１０５を使ってバックアップ操作を開始して、バックアップすべきリソースのスナ
ップショットの記述を識別してもよい。一実施形態では、多段階ハンドラモジュール３１
１は、モーダルな段階（すなわち第１段階）および／または、モーダルでないことがある
（例えば、ユーザとの対話が可能な）その後の段階（例えばバックグラウンド段階）にお
いてどのリソースを復元すべきかを識別してもよい。
【０１１５】
　一部の実施形態では、リソース待ち行列ハンドラモジュール３１３が、復元および／ま
たはバックアップ用のリソースの順序付け直しを、例えば、構成されたヒューリスティッ
クスおよび／またはユーザ要求に従って、動的に行ってもよい。リソースまたは資産は、
サービスフレームワーク３０９の別個の待ち行列に従って順序付けされた多様なソースと
の間で転送されてもよい。一実施形態では、デバイスの（例えばバックグランドにおける
）復元の間にアプリケーションから受信された、ユーザのタップ動作またはその他のユー
ザインタフェース動作（例えばマウスのクリック、音声コマンド、キーボード選択、手の
ジェスチャなど）に応じて、リソース待ち行列ハンドラモジュール３１３が、まだ復元さ
れていないリソースの優先順序の付け直しを、アプリケーションに有利になるように行っ
てもよい。リソース待ち行列ハンドラモジュール３１３は、サービスフレームワーク３０
９に命令して、例えば、アプリケーションに関連するリソースをダウンロードする目的で
、優先度を上げられるように待ち行列を更新させてもよい。
【０１１６】
　図４は、本明細書で記述される一実施形態による、デバイスのための増分バックアップ
操作を行うプロセスの一実施形態を示すフロー図である。例示的なプロセス４００は、（
回路機構、専用論理などの）ハードウェア、（専用マシン上で実行されるような）ソフト
ウェア、あるいはそれら両方の組み合わせを含みうる処理論理によって行われてもよい。
例えば、プロセス４００は、図２のシステム２００の一部のコンポーネントによって行わ
れてもよい。
【０１１７】
　一実施形態では、プロセス４００の処理論理は、少なくとも２つのステップを含むバッ
クアップ操作を行ってもよい。プロセス４００の処理論理は、メタデータをバックアップ
サービス（例えばＭＢＳ）へ送信し、コンテンツサービス（例えばＭＭＣＳ）との間で認
証するためのトークンをバックアップサービスから受信してもよい。その後、プロセス４
００の処理論理は、トークンを用いて実際のコンテンツをコンテンツサービスへアップロ
ードしてもよい。バックアップサービス内のファイルのメタデータは、認証トークンを使
って更新されてもよい。
【０１１８】
　ブロック４０１で、プロセス４００の処理論理は、バックアップ管理サーバ（例えばＭ
ＢＳ）内でデバイスに対応するバックアップを探し出してもよい。デバイスに対応する既
存のバックアップが見つからない場合、バックアップが新たに作成されてもよい。ブロッ
ク４０３で、プロセス４００の処理論理は、バックアップ管理サーバと同期するために、
スナップショットのキャッシュ（またはマニフェストキャッシュ(manifest cache)）を再
構築してもよい。ブロック４０５で、プロセス４００の処理論理は、前のバックアップ操
作のスナップショットを識別してもよい。識別されたスナップショットは、未コミットの
スナップショットまたは新規作成されたスナップショットであってもよい。識別されたス
ナップショットは、ファイルシステム内のファイルを記述するメタデータを含んでいても
よい。
【０１１９】
　ブロック４０７で、プロセス４００の処理論理は、例えば、識別されたスナップショッ
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トとの比較を介して、ファイルシステムの変更（例えば新規ファイル、削除されたファイ
ル、修正されたファイルなど）についてファイルシステムをスキャンしてもよい。ブロッ
ク４０９で、プロセス４００の処理論理は、バックアップ管理サーバ、バックアップサー
ビス管理サーバ（例えばＭＭＣＳ）およびストレージベンダサーバ（例えば、Ａｍａｚｏ
ｎ、Ｓ３、またはクラウドストレージなど）との協調トランザクションを介してバックア
ップ操作を行ってもよい。ブロック４１１で、プロセス４００の処理論理は、前に作成さ
れたスナップショットをマージしてもよい（例えば、古いスナップショットを削除し、お
よび／または、各々が前のスナップショットからの一組のファイルへの増分変更に対応す
る、複数の増分スナップショットにより、ファイル一式に対応する１つの全体的スナップ
ショットを維持してもよい）。
【０１２０】
　図５は、本明細書で記述される一実施形態による、デバイス内で増分復元操作を行うプ
ロセスの一実施形態を示すフロー図である。例示的なプロセス５００は、（回路機構、専
用論理などの）ハードウェア、（専用マシン上で実行されるような）ソフトウェア、ある
いはそれら両方の組み合わせを含みうる処理論理によって行われてもよい。例えば、プロ
セス５００は、図２のシステム２００の一部のコンポーネントによって行われてもよい。
【０１２１】
　ブロック５０１で、プロセス５００の処理論理は、ユーザからの入力に応じることなく
、システムファイルをクラウドバックアップからデバイス（例えばｉＯＳ（登録商標）デ
バイス）へモーダル復元することができる。モーダルな復元の間、デバイスのオペレーテ
ィングシステムが利用可能であって実行されてもよい。ブロック５０３で、プロセス５０
０の処理論理は、復元されたシステムファイルを使ってデバイスをユーザのための作業状
態へリブートすることができる。
【０１２２】
　ブロック５０５で、プロセス５００の処理論理は、バックグラウンドにおいてファイル
をデバイスへ復元することができる。（例えば、購入または転送された）資産は、クラウ
ドストア（例えばｉＴｕｎｅｓ（登録商標）ストア）からダウンロードされてもよく、デ
ータをクラウドバックアップから復元することもできる。ブロック５０７で、プロセス５
００の処理論理は、（例えば、ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）バックアップソフトウェアを実
行中の）ユーザコンピュータからのファイルを同期／分割復元することができる。ファイ
ルは、購入された資産、および／または、クラウドバックアップから復元されたのではな
いデータを含んでいてもよい。
【０１２３】
　図６は、本明細書で記述される一実施形態による、デバイスを復元するためのリソース
に動的に優先順位を付けるプロセスの一実施形態を示すフロー図である。例示的なプロセ
ス６００は、（回路機構、専用論理などの）ハードウェア、（専用マシン上で実行される
ような）ソフトウェア、あるいはそれら両方の組み合わせを含みうる処理論理によって行
われてもよい。例えば、プロセス６００は、図２のシステム２００の一部のコンポーネン
トによって行われてもよい。
【０１２４】
　ブロック６０１で、プロセス６００の処理論理は、デバイス（例えば、ｉＯＳ（登録商
標）ベースの移動デバイス）内でホストされているアプリケーションおよび／またはコン
テンツの利用パタン（例えば、回数、利用時刻、利用位置、利用継続時間など）を把握す
ることができる。ブロック６０３で、プロセス６００の処理論理は、デバイスへ復元すべ
きアプリケーションおよび／またはコンテンツのリストを作成することができる。ブロッ
ク６０５で、プロセス６００の処理論理は、デバイスの現在位置を判定してもよい。ブロ
ック６０７で、プロセス６００の処理論理は、復元すべきアプリケーションおよび／また
はコンテンツのリストに、利用パタン、アプリケーションおよび／またはコンテンツに関
連する適用可能なメタデータ（例えば、サイズ、タイプなど）、および／または現在位置
での利用可能性に基づく順序を使って優先順位を付けてもよい。
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【０１２５】
　ブロック６０９で、プロセス６００の処理論理は、優先順位を付けられたリストを用い
て現在位置においてアプリケーションおよび／またはコンテンツをデバイスへ復元するこ
とができる。ブロック６１１で、プロセス６００の処理論理は、１つ以上のアプリケーシ
ョン／コンテンツに関する所望の復元優先度を示す、例えばタップ入力を介したユーザ要
求を検出してもよい。ブロック６１３で、プロセス６００の処理論理は、復元すべきアプ
リケーションおよび／またはコンテンツの優先順位を付けられたリストの順序を、要求さ
れた所望の復元優先度に従って動的に変更してもよい。
【０１２６】
　図７は、本明細書で記述される一実施形態による、バックアップおよび／または復元操
作のためにデバイスの電源を監視する例示的なシステムを示すブロック図である。システ
ム７００は、図１のデバイス１１３のようなクライアントデバイスに基づいていてもよい
。
【０１２７】
　システム７００は、外部電源（例えばＡＣ／ＤＣアダプタ、ソーラーパネル、誘導充電
パッドなど）７１９からの再充電が停止したのを検出することに応じて、開始されて進行
中である、電波による（ワイヤレス）バックアップ操作を終了させるように構成すること
ができる。システム７００は、ＡＣ／ＤＣアダプタまたはその他の外部電源の出力に結合
されるプラグのジャックまたはソケットのような外部電源ポート７１３と、再充電制御器
の制御の下で再充電されるバッテリ７１７とを含んでいる。
【０１２８】
　電源検出器７０９が、外部電源ポートに結合され、そして、処理システム７１１に結合
されている。処理システム７１１は、チップ上のマイクロプロセッサをベースにしたシス
テムかまたはその他の処理システムであってよい。電源検出器は、外部電源の利用可能性
および再充電プロセスの状態を監視し、その監視に基づいて、再充電プロセスが、外部電
源からの切断の結果として終了したかどうかを判定する。電源検出器は、再充電プロセス
が切断の結果として終了したことを検出するのに応じて、終了信号（例えば、処理システ
ムに接続されているバス上の中断信号）を生成することができ、それが、処理システムに
ワイヤレスバックアップ操作を終了させる。
【０１２９】
　一実施形態では、終了の前にはバックアップ操作が開始されて進行中であり、システム
７００のメモリ７１５の中に記憶されうるソフトウェアまたはユーザデータ（例えば、連
絡先、カレンダのエントリ、ユーザのテキストファイル、歌や写真などのユーザのメディ
アファイルなど）またはそれら両方をバックアップしているところである。システム７０
０内の処理システムは、本明細書内で記述されたバックアップ方法のいずれか１つを行っ
て、ソフトウェアおよび／またはユーザデータを、バックアップ操作を通じて、ネットワ
ーク７０３に接続されたサーバ７０１のようなリモートデバイス上に記憶させることがで
きる。バックアッププロセスは、システム７００内の１つ以上の無線（例えばＷｉＦｉ無
線またはセルラー電話無線）７０７を通じてワイヤレスで行われ、これらの無線は、シス
テム７００内の処理システムに接続され、１つ以上のネットワークに接続される。ネット
ワークは、単一のネットワーク（例えばワイヤレスＬＡＮ）であってもよいし、複数のネ
ットワークまたはインターネットに接続されたセルラー電話ネットワークであってもよい
。
【０１３０】
　終了信号に応じて、処理システムは、進行中の（この時点では不完全である）バックア
ッププロセスを、すぐに、またはバックアップ操作内で現在処理されているファイルのバ
ックアップ操作を完了した後に、終了させることができる。本明細書で記述される処理シ
ステムおよび／または１つ以上のサーバは、署名または同期アンカーまたはその他のメカ
ニズムを用いて、時期尚早に終了されたバックアップ操作において何が完了されたか、お
よび、時期尚早に終了されたバックアップ操作において何が完了されなかったかを把握す
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るために、アトミックなバックアップ操作を把握することができる。バックアップ操作の
終了は、システム７００によって、ユーザ要求または対話なしで自動的に行われてもよい
。
【０１３１】
　システム７００が再び外部電源から再充電されている場合、バックアッププロセスは、
終了された状態から再開されてもよい。一実施形態では、システム７００は、外部電源を
通じて再充電されている場合は本明細書で記述された１つ以上の方法によってバックアッ
プされ、そして、その電源から切断された場合はバックアップを終了させ、再充電が再開
された場合は、終了されたバックアップ状態から再開される。従って、バックアッププロ
セスは、一実施形態では、図８に示すように、外部電源が接続されてシステム７００内の
バッテリを充電中であることを検出するのに応じて、開始または再開される。
【０１３２】
　図８は、本明細書で記述された一実施形態による、電力を節約するためにデバイスのバ
ックアップおよび／または復元操作を中断するプロセスの一実施形態を示すフロー図であ
る。例示的なプロセス８００は、（回路機構、専用論理などの）ハードウェア、（専用マ
シン上で実行されるような）ソフトウェア、あるいはそれら両方の組み合わせを含みうる
処理論理によって行われてもよい。例えば、プロセス８００は、図２のシステム２００ま
たは図７のシステム７００の一部のコンポーネントによって行われてもよい。
【０１３３】
　ブロック８０１で、プロセス８００の処理論理は、内部バッテリが再充電中であること
を判定してもよい。ブロック８０３で、プロセス８００の処理論理は、バックグラウンド
プロセスとしてリモートのバックアップサーバを使ってバックアップ操作を開始し、そし
て、内部バッテリの再充電ステータスを監視してもよい。ブロック８０５で、プロセス８
００の処理論理は、内部バッテリの再充電が（例えば、ＡＣ／ＤＣアダプタなどから切断
されて）終了したと、再充電ステータスに従って判定してもよい。ブロック８０７で、プ
ロセス８００の処理論理は、バッテリの再充電が終了したことを検出するのに応じてバッ
クアップ操作を終了させてもよい。ブロック８０９で、プロセス８００の処理論理は、バ
ッテリが再充電を開始することを検出するのに応じてバックアップ操作を再開してもよい
。
【０１３４】
　図９は、本明細書で記述された実施形態と共に用いられうるデータ処理システムの一例
を示す図である。図９に示すデータ処理システム９００は、処理システム９１１を含んで
おり、処理システム９１１は、１つ以上のマイクロプロセッサであってもよいし、チップ
の集積回路上のシステムであってもよい。また、システムは、処理システムによって実行
されるデータおよびプログラムを記憶するメモリ９０１も含んでいる。また、システム９
００は、音声入力／出力サブシステム９０５を含んでおり、音声入力／出力サブシステム
９０５には、例えば、スピーカとマイクとを通して音楽を再生するかまたは電話機能性を
提供するためのマイクとスピーカとが含まれていてもよい。システム９００は、少なくと
も一部の実施形態では、ネットワークまたはローカルな接続を通して自動的におよび／ま
たは手動で、記述された多段階多ソース復元およびバックアップを行うことができる。一
実施形態では、システム９００は、図２に示すシステムを含んでいてもよい。
【０１３５】
　ディスプレイ制御器兼ディスプレイデバイス９０７が、ユーザのための視覚的なユーザ
インタフェースを提供し、このデジタルインタフェースには、ＯＳ　Ｘ（登録商標）オペ
レーティングシステムソフトウェアを実行中のマッキントッシュコンピュータ上に示され
るものに類似したグラフィカルユーザインタフェースが含まれてもよい。また、システム
９００は、別のデータ処理システムと通信するための１つ以上のワイヤレストランシーバ
９０３を含んでいる。ワイヤレストランシーバは、ＷｉＦｉトランシーバ、赤外線トラン
シーバ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈトランシーバ、および／またはワイヤレスセルラー電話トラ
ンシーバであってもよい。理解されるであろうが、実施形態によっては、図示しない追加
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のコンポーネントがシステム９００の一部であってもよいし、実施形態によっては、デー
タ処理システム内で用いられるコンポーネントは、図９に示すものより少なくてもよい。
【０１３６】
　また、データ処理システム９００は、ユーザがシステムに入力を行えるように設けられ
ている１つ以上の入力デバイス９１３を含んでいる。これらの入力デバイスは、キーパッ
ドまたはキーボードまたはタッチパネルまたはマルチタッチパネルであってもよい。また
、データ処理システム９００は、ドック用のコネクタであってもよい任意の入力／出力デ
バイス９１５を含んでいる。理解されるであろうが、当分野では周知であるように、図示
しない１つ以上のバスが用いられて、各種のコンポーネントが相互接続されてもよい。図
９に示すデータ処理システムは、手持ち式のコンピュータもしくは携帯情報端末（ＰＤＡ
）、または、ＰＤＡに似た機能性を持つセルラー電話、または、セルラー電話を含んでい
る手持ち式コンピュータ、または、ｉＰｏｄのようなメディアプレーヤ、あるいは、１つ
のデバイスの中にＰＤＡとセルラー電話とを組み合わせたメディアプレーヤのような、こ
れらのデバイスの態様または機能を組み合わせたデバイスであってもよい。別の実施形態
では、データ処理システム９００は、ネットワークコンピュータ、または別のデバイス内
に内蔵された処理デバイス、あるいは図９に示すものよりコンポーネントがより少ないか
または場合によってはより多い、別のタイプのデータ処理システムであってもよい。
【０１３７】
　図１０は、本発明における一実施形態と共に用いられうる、コンピュータシステムのよ
うなデータ処理システムの一例を示す図である。例えば、システム１０００は、図１に示
すシステムの一部として実装されてもよい。図１０はコンピュータシステムの各種のコン
ポーネントを示しているが、コンポーネントを相互接続するいずれかの個別のアーキテク
チャまたは方式を表すことは意図されておらず、そのような詳細は本発明に密接に結びつ
いてはいないことに留意されたい。また、ネットワークコンピュータ、および、コンポー
ネントがより少ないかまたは場合によってはより多いその他のデータ処理システムが本発
明と共に用いられうることも、理解されるであろう。
【０１３８】
　図１０に示すように、データ処理システムの一形態であるコンピュータシステム１００
０がバス１００３を含んでおり、バス１００３は、マイクロプロセッサ１００５とＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１００７と揮発性ＲＡＭ１００９と不揮発性メモ
リ１０１１とに接続されている。マイクロプロセッサ１００５は、メモリ１００７、１０
０９、１０１１から命令を検索して、上記の操作を行うために命令を実行してもよい。バ
ス１００３は、これらの各種のコンポーネントを一緒に相互接続し、また、これらのコン
ポーネント１００５、１００７、１００９、１０１１をディスプレイ制御器兼ディスプレ
イデバイス１０１３と、例えばマウス、キーボード、モデム、ネットワークインタフェー
ス、プリンタ、および当分野では周知のその他のデバイスであってもよい入力／出力（Ｉ
／Ｏ）デバイスのような周辺デバイスとに相互接続する。典型的には、入力／出力デバイ
ス１０１５は、入力／出力制御器１０１７を通じてシステムに接続される。揮発性ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１００９は、典型的には、メモリ内のデ
ータをリフレッシュまたは維持するために持続的に電力を必要とするダイナミックＲＡＭ
（ＤＲＡＭ）として実装される。
【０１３９】
　マスストレージ１０１１は、典型的には、磁気ハードドライブまたは磁気光学ドライブ
または光学ドライブまたはＤＶＤ　ＲＡＭまたはフラッシュメモリまたは、電力がシステ
ムから取り外された後であってもデータ（例えば、大量のデータ）を維持する、その他の
タイプのメモリシステムである。また、典型的には、マスストレージ１０１１も、ランダ
ムアクセスメモリであろうが、これは必要とされていない。図１０は、マスストレージ１
０１１が、データ処理システム内の残りのコンポーネントに直接接続されるローカルデバ
イスであることを示しているが、本発明は、モデムやイーサネットインタフェースやワイ
ヤレス・ネットワーキング・インタフェースのようなネットワークインタフェースを通じ
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てデータ処理システムに接続されるネットワークストレージデバイスのような、システム
からリモートである不揮発性メモリを利用しうることは、理解されるであろう。バス１０
０３には、当分野では周知の各種のブリッジ、制御器および／またはアダプタを通じて相
互に接続された１つ以上のバスが含まれていてもよい。
【０１４０】
　上記で説明したものの各部分が、専用の論理回路のような論理回路機構を使って、ある
いは、マイクロコントローラまたはその他の形のプログラムコード命令を実行する処理コ
アを使って、実装されてもよい。従って、上記の議論によって教示されたプロセスが、命
令を実行するマシンに所定の機能を行わせるマシン実行可能命令のようなプログラムコー
ドを使って行われてもよい。この文脈では、「マシン」とは、中間形態の（または「抽象
的な」）命令をプロセッサ固有の命令へ変換するマシン（例えば、「バーチャルマシン」
（例えばＪａｖａ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ）、インタプリタ、Ｃｏｍｍｏｎ　
Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｒｕｎｔｉｍｅ、高レベル言語バーチャルマシンなどのような抽象実
行環境）、および／または、汎用プロセッサおよび／または特定用途プロセッサのような
、命令を実行するようになっている半導体チップ上に配置された電子回路機構（例えば、
トランジスタを実装した「論理回路機構」）であってもよい。また、上記の議論によって
教示されたプロセスは、プログラムコードを実行することなくプロセス（またはその一部
分）を行うようになっている電子回路機構によって（マシンに代わるものとして、または
マシンと組み合わせて）行われてもよい。
【０１４１】
　プログラムコードを記憶するため、製品が用いられてもよい。プログラムコードを記憶
する製品は、１つ以上のメモリ（例えば、１つ以上のフラッシュメモリ、ランダムアクセ
スメモリ（スタティック、ダイナミック、またはその他）、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ　ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気カードまたは光カード、あるいはその
他のタイプの、電子的命令を記憶するのに適したマシン可読メディア）として実施されて
もよいが、それらに限定されない。また、プログラムコードは、リモートのコンピュータ
（例えばサーバ）から要求側コンピュータ（例えばクライアント）へ、伝搬メディアの中
に具現化されたデータ信号によって（例えば、通信リンク（例えばネットワーク接続）を
介して）ダウンロードされてもよい。
【０１４２】
　本明細書では「メモリ」という用語は、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（
ＤＲＡＭ）やスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）のような、すべての揮発性の記憶媒体を包
含することが意図されている。コンピュータ実行可能命令は、磁気ハードディスクや光デ
ィスクのような不揮発性記憶デバイス上に記憶されてもよく、典型的には、プロセッサに
よってソフトウェアの実行中にメモリ内へ、ダイレクトメモリアクセスプロセスによって
、書き込まれる。当業者であれば、「マシン可読記憶媒体」という用語は、プロセッサに
よってアクセス可能ないかなるタイプの揮発性または不揮発性の記憶デバイスをも含むと
いうことをすぐに理解するであろう。
【０１４３】
　上記の詳細記述は、コンピュータメモリの中のデータビットに関する操作のアルゴリズ
ムおよび象徴的な表現に関して提示されている。これらのアルゴリズムに関する記述およ
び表現は、データ処理分野において当業者によって用いられ、自分達の作業の中身を他の
当業者に最も効果的に伝達するツールである。本明細書では、また、一般には、アルゴリ
ズムとは、所望の結果をもたらす一連の一貫した操作であると考えられている。これらの
操作は、物理量の物理的マニピュレーションを必要とする操作である。必ずというわけで
はないが、通常は、これらの量は、記憶され、転送され、合成され、比較され、その他の
方式でマニピュレートされることができる電気信号または磁気信号という形を取る。主に
共通使用という理由から、時には、これらの信号をビット、値、要素、シンボル、文字、
用語、数などとして言及することが便利であることが分かっている。
【０１４４】
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　しかし、留意すべきことだが、これらの用語および同様の用語はすべて、適切な物理量
に関連付けられることになり、これらの量に適用される単に便利なラベルなのである。理
解されることだが、特に別段の指定がない限り、また上記から明らかなとおり、本記述全
体を通して、例えば「処理」または「演算」または「計算」または「判定」または「表示
」のような用語を用いた議論は、コンピュータシステムまたは同様の電子的演算デバイス
の動作およびプロセスのことを言う。コンピュータシステムまたは同様の電子的演算デバ
イスは、コンピュータシステムのレジスタおよびメモリの中の物理（電子）量として表さ
れるデータをマニピュレートして、コンピュータシステムのメモリまたはレジスタまたは
その他のそのような情報のストレージ、送信、または表示デバイスの中の物理量として同
様に表される他のデータへと変換する。
【０１４５】
　また、本発明は、本明細書に記述された操作を行うための装置に関する。この装置は、
必要とされる目的に合わせて特別に構築されてもよいし、コンピュータ内に記憶されるコ
ンピュータプログラムによって選択的に起動されるか再構成される汎用コンピュータを備
えていてもよい。そのようなコンピュータプログラムは、フロッピーディスク、光ディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭおよび磁気光ディスクを含むいずれかのタイプのディスクと、読取専用
メモリ（ＲＯＭ）と、ＲＡＭと、ＥＰＲＯＭと、ＥＥＰＲＯＭと、磁気カードおよび光カ
ードと、あるいは、電子的命令を記憶するのに適していて、それぞれがコンピュータシス
テムバスに接続されているいずれかのタイプの媒体とのような、コンピュータ可読記憶媒
体の中に記憶されていてもよいが、それらに限定されない。
【０１４６】
　本明細書で提示されたプロセスおよびディスプレイは、いかなる個別のコンピュータま
たはその他の装置にも本質的に関係してはいない。各種の汎用システムが、本明細書の教
示内容によるプログラムと共に用いられてもよいし、記述された操作を行うためのより特
殊な装置を構築することが便利であると分かることもありうる。各種のこれらのシステム
に必要な構造は、以下の記述から明らかであろう。加えて、本発明は、いずれかの特定の
プログラム言語に関して記述しているのではない。理解されるであろうが、各種のプログ
ラム言語を用いて、本明細書に記述された本発明の教示内容を実装することができる。
【０１４７】
　前述の明細書において、本発明をその特定の例示的な実施形態に関して記述してきた。
下記の請求項の中に記述した本発明の広範な趣旨と範囲とから逸脱することなく、それに
対して各種の修正形態が作られうることは明らかであろう。従って、本明細書および図面
は、限定的な意味でなく例示的な意味で考えられるべきである。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月6日(2014.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブル電子デバイスであって、
　情報を格納するように構成されたメモリと、
　前記メモリに格納された前記情報をバックアップするバックアッププロセスの間に、内
蔵バッテリの再充電状態を監視するように構成された電源検出器であって、前記監視は、
前記内蔵バッテリの再充電がいつ停止したか、及び、前記内蔵バッテリの再充電がいつ再
開したかを検出することを含む、電源検出器と、
　前記バックアッププロセスの間に、前記情報をリモートデバイスへ送信するように構成
されたネットワーク無線部と、
　前記内蔵バッテリの前記再充電が停止すると、前記バックアッププロセスを、自動的に
、ユーザ要求なしに、終了させ、前記内蔵バッテリの前記再充電が再開すると、前記バッ
クアッププロセスを自動的に再開させるように構成されたプロセッサと、
　を備えることを特徴とするポータブル電子デバイス。
【請求項２】
　前記内蔵バッテリは、外部電源ポートに対する接続を介して、外部電源から再充電され
る
　ことを特徴とする請求項１に記載のポータブル電子デバイス。
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【請求項３】
　前記外部電源が切断されると、前記内蔵バッテリの再充電が停止する
　ことを特徴とする請求項２に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項４】
　前記内蔵バッテリは、誘導パッドを介して、外部電源から再充電される
　ことを特徴とする請求項１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項５】
　前記ポータブル電子デバイスが前記誘導パッドから予め定められた距離だけ離れると、
前記内蔵バッテリの再充電が停止する
　ことを特徴とする請求項４に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項６】
　前記内蔵バッテリは、ソーラーパネルを介して再充電される
　ことを特徴とする請求項１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項７】
　前記ポータブル電子デバイスが別の場所へ移って前記ソーラーパネルによりソーラーソ
ースにアクセスできなくなると、前記内蔵バッテリは再充電を停止する
　ことを特徴とする請求項６に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項８】
　前記バックアッププロセスは、複数のバックアップ操作を実行することを含み、
　前記バックアッププロセスが終了させられた時、前記バックアッププロセスは進行中で
あり、前記複数のバックアップ操作のうちの少なくとも１つがこれから実行すべく残って
いる
　ことを特徴とする請求項１に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項９】
　前記バックアッププロセスは、前記複数のバックアップ操作のうちの前記少なくとも１
つを実行することなく終了させられる
　ことを特徴とする請求項８に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１０】
　前記バックアッププロセスを再開させることは、前記複数のバックアップ操作のうちの
前記少なくとも１つを実行することを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１１】
　前記バックアッププロセスは、前記複数のバックアップ操作のうちの１つについて進行
中であり、
　前記１つのバックアップ操作はアトミックであり、
　前記バックアッププロセスは、前記１つのバックアップ操作の全てが完了した後に終了
させられる
　ことを特徴とする請求項８に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１２】
　前記バックアッププロセスは、前記複数のバックアップ操作のうちの１つについて進行
中であり、
　前記バックアッププロセスは、前記１つのバックアップ操作が完了する前に終了させら
れる
　ことを特徴とする請求項８に記載のポータブル電子デバイス。
【請求項１３】
　前記バックアッププロセスは、前記バックアッププロセスの終了状態を追跡することを
更に含み、
　前記終了状態は、前記バックアッププロセスが終了させられた時にどのバックアップ操
作が完了していたかを示す
　ことを特徴とする請求項８に記載のポータブル電子デバイス。
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【請求項１４】
　コンピュータによって実行される方法であって、
　デバイスからリモート位置へ情報をバックアップするステップと、
　前記情報がバックアップされている間に、内蔵バッテリの再充電状態を監視するステッ
プと、
　前記内蔵バッテリが再充電を停止したことを検出するステップと、
　前記内蔵バッテリが再充電を停止したことの前記検出に応えて、前記情報の前記バック
アップを、自動的に、ユーザ要求なしに、終了させるステップと、
　前記情報の前記バックアップが終了させられた後に、前記内蔵バッテリが再充電を再開
したことを検出するステップと、
　前記内蔵バッテリが再充電を再開したことの前記検出に応えて、前記情報の前記バック
アップを再開させるステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記内蔵バッテリの前記再充電状態を監視する前記ステップは、外部電源が前記デバイ
スに接続されているか否かを検出するステップを含む
　ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　情報をバックアップする前記ステップは、複数のバックアップ操作を実行することによ
って前記デバイスから前記リモート位置へ前記情報を送信するステップを含む
　ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記情報の前記バックアップが終了させられた時に、前記複数のバックアップ操作のう
ちの少なくとも１つは実行されていない
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数のバックアップ操作は、前記デバイスのカレントファイルのためのカレントバ
ックアップ操作を含み、
　前記情報の前記バックアップは、前記内蔵バッテリが再充電を停止した時に、前記カレ
ントバックアップ操作の全てを実行することを含み、
　前記カレントバックアップ操作はアトミックである
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記情報の前記バックアップは、前記カレントバックアップ操作の全てが完了した後に
終了させられる
　ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記情報の前記バックアップを自動的に終了させる前記ステップは、前記情報の前記バ
ックアップが終了させられた時にどのバックアップ操作が完了しているかを示すように構
成されたアンカーを追跡するステップを含む
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
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