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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶空間を節約するための方法であって、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定するステップと、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップするステップと、
　ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーションのアイ
コンは保留するステップと
　を含み、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップするステップは、
　前記サーバに対して、前記アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを、照会するステップと、
　前記サーバに、前記アプリケーションをインストールする際にバックアップしたことが
ないと確認された場合、前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サ
ーバに送信してバックアップするステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　保留された前記アイコンがクリックされた場合、前記サーバから前記インストールパッ
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ケージとデータをダウンロードするステップと、
　前記インストールパッケージとデータを用いて、前記アプリケーションをインストール
して回復し、前記アプリケーションを起動するステップと
　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３】
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定するステップは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内の利用回
数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと
特定するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するステップ、
　中の少なくとも一つのステップ
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記データは、前記アプリケーションによってメモリ中に保存されたデータを含むか、
又は、前記アプリケーションによってメモリ中に保存されたデータとキャッシュメモリ中
に保存されたデータと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　記憶空間を節約するための装置であって、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定するための特定モジュールと、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップするためのバックアップモジュールと、
　ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーションのアイ
コンは保留するためのアンインストールモジュールと
　を備え、
　前記バックアップモジュールは、
　前記サーバに対して、前記アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを、照会するための照会ユニットと、
　前記サーバに、前記アプリケーションをインストールする際にバックアップしたことが
ないと確認された場合、前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サ
ーバに送信してバックアップするためのバックアップユニットと
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項６】
　保留された前記アイコンがクリックされた場合、前記サーバから前記インストールパッ
ケージとデータをダウンロードし、前記インストールパッケージとデータを用いて、前記
アプリケーションをインストールして回復し、前記アプリケーションを起動するための回
復モジュール
　を、さらに備えることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記特定モジュールは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
するための第１特定ユニット、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内の利用回
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数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと
特定するための第２特定ユニット、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するための第３特
定ユニット、
　中の少なくとも一つのユニット
　を備えることを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　前記データは、前記アプリケーションによってメモリ中に保存されたデータを含むか、
又は、前記アプリケーションによってメモリ中に保存されたデータとキャッシュメモリ中
に保存されたデータとを含む
　ことを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項９】
　記憶空間を節約するための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定し、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップし、
　ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーションのアイ
コンは保留するように構成され
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップする際に、
　前記サーバに対して、前記アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを、照会し、
　前記サーバに、前記アプリケーションをインストールする際にバックアップしたことが
ないと確認された場合、前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サ
ーバに送信してバックアップする
　ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　プロセッサにより実行されることにより、請求項１から請求項４のいずれかに記載の記
憶空間を節約するための方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、特に、記憶空間を節約するための方法、装置、プログラム
及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、インテリジェントデバイスにおいては、一般的に、様々なアプリケーションがイ
ンストールされている。あるアプリケーションは利用される頻度がより高いが、あまり利
用されないアプリケーションもある。例えば、一ヶ月、さらには何ヶ月、利用されないア
プリケーションもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　インテリジェントデバイスにとっては、これらのあまり利用されないアプリケーション
は長期にわたって記憶空間（記憶領域）を占用するため、あまり利用されないアプリケー
ションがより多くなると、インテリジェントデバイスの記憶空間がたいへん浪費される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　従って、本発明は、記憶空間を節約するための方法、装置、プログラム及び記憶媒体を
提供する。
　本発明に係る実施の形態の第１の態様によると、記憶空間を節約するための方法を提供
する。
【０００５】
　当該方法は、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定するステップと、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップするステップと、
　ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーションのアイ
コンは保留するステップと
　を含む。
【０００６】
　オプションとして、前記方法は、
　保留された前記アイコンがクリックされた場合、前記サーバから前記インストールパッ
ケージとデータをダウンロードするステップと、
　前記インストールパッケージとデータを用いて、前記アプリケーションをインストール
して回復し、前記アプリケーションを起動するステップと
　を、さらに含む。
【０００７】
　オプションとして、ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バ
ックアップ待ちのアプリケーションを特定するステップは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内の利用回
数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと
特定するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するステップ、
　中の少なくとも一つのステップを含む。
【０００８】
　オプションとして、特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデー
タを、サーバに送信してバックアップするステップは、
　前記サーバに対して、前記アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを、照会するステップと、
　前記サーバに、前記アプリケーションをインストールする際にバックアップしたことが
ないと確認された場合、前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サ
ーバに送信してバックアップするステップと
　を含む。
【０００９】
　オプションとして、前記データは、前記アプリケーションによってメモリ中に保存され
たデータを含むか、又は、前記アプリケーションによってメモリ中に保存されたデータと



(5) JP 6096992 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

キャッシュメモリ中に保存されたデータとを含む。
【００１０】
　本発明に係る実施の形態の第２の態様によると、記憶空間を節約するための装置を提供
する。
　当該装置は、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定するための特定モジュールと、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップするためのバックアップモジュールと、
　ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーションのアイ
コンは保留するためのアンインストールモジュールと
　を備える。
【００１１】
　オプションとして、前記装置は、
　保留された前記アイコンがクリックされた場合、前記サーバから前記インストールパッ
ケージとデータをダウンロードし、前記インストールパッケージとデータを用いて、前記
アプリケーションをインストールして回復し、前記アプリケーションを起動するための回
復モジュール
　を、さらに備える。
【００１２】
　オプションとして、前記特定モジュールは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
するための第１特定ユニット、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内の利用回
数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと
特定するための第２特定ユニット、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するための第３特
定ユニット、
　中の少なくとも一つのユニットを備える。
【００１３】
　オプションとして、前記バックアップモジュールは、
　前記サーバに対して、前記アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを、照会するための照会ユニットと、
　前記サーバに、前記アプリケーションをインストールする際にバックアップしたことが
ないと確認された場合、前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サ
ーバに送信してバックアップするためのバックアップユニットと
　を備える。
【００１４】
　オプションとして、前記データは、前記アプリケーションによってメモリ中に保存され
たデータを含むか、又は、前記アプリケーションによってメモリ中に保存されたデータと
キャッシュメモリ中に保存されたデータとを含む。
【００１５】
　本発明に係る実施の形態の第３の態様によると、記憶空間を節約するための装置を提供
する。
　当該装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと
　を備え、
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　前記プロセッサは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定し、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップし、
　ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーションのアイ
コンは保留する
　ように構成される。
　本発明に係る実施の形態の第４の態様によると、プロセッサにより実行されることによ
り、上記の記憶空間を節約するための方法を実現するプログラムを提供する。
　本発明の実施の形態の第５の態様によると、上記プログラムが記録された記録媒体を提
供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施の形態が提供する技術方案の有益な効果は以下のとおりである。
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定し、特定された前記アプリケーションのインストールパッケージと
データを、サーバに送信してバックアップして、ローカルで前記アプリケーションをアン
インストールし、前記アプリケーションのアイコンは保留する。このようにすることによ
り、記憶空間を有効に節約することができるし、アプリケーションが長期にわたって記憶
空間を占用することを避けて、記憶空間の浪費を低下させる。
【００１７】
　以上の一般的な記述と以下の細部記述は、ただ例示的なものであり、本発明を制限する
ものではないと、理解するべきである。
　ここでの図面は、明細書中に組み込まれて本明細書の一部を構成するためのものであり
、本発明に合致する実施の形態を示すためのものであり、明細書と一緒に本発明の原理を
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための方法を示すフローチャート
である。
【図２】他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための方法を示すフローチャ
ートである。
【図３】他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための方法を示すフローチャ
ートである。
【図４】他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック図
である。
【図５】他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック図
である。
【図６】他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック図
である。
【図７】他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック図
である。
【図８】他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　ここで、例示的な実施の形態を詳細に説明し、また、説明中の例を図面に示している。
以下の記述において、図面を説明する際に、特に、説明しない場合、異なる図面中の同一
の符号は、同一、或は、同様の要素を意味する。以下の例示的な実施の形態において記述
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する実施方法は、本発明に合致するすべての実施方法を代表しない。逆に、それらは、添
付の特許請求の範囲において詳細に記述された、本発明のいくつかの態様と合致する装置
及び方法の例に過ぎない。
【００２０】
　図１は、例示的な実施列に係る記憶空間を節約するための方法を示すフローチャートで
ある。図１に示されたように、当該方法は、端末中に用いられる。
　当該方法は、以下のステップを含む。
【００２１】
　ステップＳ１１において、ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中か
ら、バックアップ待ちの（または、バックアップをすべき）アプリケーションを特定する
。
　本実施の形態において、前記端末は、任意の種類の端末であってもよい。前記端末は、
コンピュータ、ノートパソコン、携帯電話、タブレットＰＣ、等を含むが、これらに限定
されない。前記端末内には、複数のアプリケーションがインストールされていてもよい。
特定されたバックアップ待ちのアプリケーションは、一つのアプリケーションであっても
よいし、複数のアプリケーションであってもよい。ここでは、これに対して限定しない。
【００２２】
　ステップＳ１２において、特定された当該アプリケーションのインストールパッケージ
とデータを、サーバに送信してバックアップする。
　ここで、当該アプリケーションのインストールパッケージは、当該アプリケーションを
インストールするためのものである。当該アプリケーションのデータは、当該アプリケー
ションを利用する過程に発生されたデータを意味する。当該データは、例えば、ユーザが
アプリケーション中に保存した個人情報、状態情報、進捗情報、等であるが、本実施の形
態においては、これに対し限定しない。
【００２３】
　ステップＳ１３において、ローカルにおいて当該アプリケーションをアンインストール
し、当該アプリケーションのアイコンは保留する（または、そのままにする）。
　ここで、当該アプリケーションをアンインストールすることにより、当該アプリケーシ
ョンの端末中の記憶空間を節約することができて、記憶空間の浪費を有効に避けることが
できる。既にアンインストールされたアプリケーションのアイコンはデスクトップに保留
することにより、ユーザは当該アプリケーションが既にアンインストールされたことが感
知できなくなって、ユーザに悩みを与えないと同時に、ユーザの使用習慣にもっとも合う
ようにすることができる。
【００２４】
　本実施の形態において、オプションとして、上記の方法は、
　保留された当該アイコンがクリックされた場合、当該サーバから当該インストールパッ
ケージとデータをダウンロードするステップと、
　当該インストールパッケージとデータを用いて、当該アプリケーションをインストール
して回復し、当該アプリケーションを起動するステップと、
　を、さらに含むことができる。
【００２５】
　本実施の形態において、オプションとして、前記ローカルに既にインストールされたア
プリケーションの中から、バックアップ待ちのアプリケーションを特定するステップは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーション（または、所定の期間内に利用されなかったアプ
リケーション）を、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内（または
、所定の期間内）の利用回数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ
待ちのアプリケーションと特定するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
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れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するステップ、
　中の少なくとも一つのステップを含んでもよい。
【００２６】
　本実施の形態において、オプションとして、前記特定された当該アプリケーションのイ
ンストールパッケージとデータを、サーバに送信してバックアップするステップは、
　当該サーバに対して、当該アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか（または、バックアップしてあるか）否かを照会するステップと、
　当該サーバによって、当該アプリケーションをインストールする際にバックアップした
ことがないと確認された場合、当該アプリケーションのインストールパッケージとデータ
を、サーバに送信してバックアップするステップと
　を含む。
【００２７】
　本実施の形態において、オプションとして、前記データは、当該アプリケーションによ
って（または、当該アプリケーションに関連して）メモリ中に保存されたデータを含むか
、又は、当該アプリケーションによって（または、当該アプリケーションに関連して）メ
モリ中に保存されたデータとキャッシュメモリ中に保存されたデータとを含む。
　本実施の形態によって提供する上記の方法によると、ローカルに既にインストールされ
たアプリケーションの中から、バックアップ待ちのアプリケーションを特定し、特定され
た前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信してバック
アップして、ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーシ
ョンのアイコンは保留する。このようにすることにより、記憶空間を有効に節約すること
ができるし、アプリケーションが長期にわたって記憶空間を占用することを避けて、記憶
空間の浪費を低下させる。
【００２８】
　図２は、他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための方法を示すフローチ
ャートである。図２に示されるように、当該方法は、端末中に用いられる。
　当該方法は、以下のステップを含む。
　ステップＳ２１において、ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中か
ら、バックアップ待ちのアプリケーションを特定する。
【００２９】
　本実施の形態において、オプションとして、本ステップは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内の利用回
数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと
特定するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するステップ、
　中の少なくとも一つのステップを含んでもよい。
【００３０】
　ステップＳ２２において、特定された当該アプリケーションのインストールパッケージ
とデータを、サーバに送信してバックアップする。
　本実施の形態において、オプションとして、前記データは、当該アプリケーションによ
ってメモリ中に保存されたデータを含むか、又は、当該アプリケーションによってメモリ
中に保存されたデータとキャッシュメモリ中に保存されたデータとを含む。
【００３１】
　ここで、キャッシュメモリ中に保存された当該アプリケーションのデータは、一般的に
、ユーザが当該アプリケーションを利用する過程に保存した一時的な情報である。これら
の情報もサーバ中にバックアップして、当該アプリケーションのインストールを回復する
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際にこれら情報も一緒に回復することにより、インストールを回復した後のアプリケーシ
ョンとアンインストールする前のアプリケーションとの一致性を保証する。
【００３２】
　本実施の形態において、オプションとして、本ステップは、
　当該サーバに対して、当該アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを照会するステップと、
　当該サーバによって、当該アプリケーションをインストールする際にバックアップした
ことがないと確認された場合、当該アプリケーションのインストールパッケージとデータ
を、サーバに送信してバックアップするステップと
　を含んでもよい。
【００３３】
　ステップＳ２３において、ローカルにおいて当該アプリケーションをアンインストール
し、当該アプリケーションのアイコンは保留する。
　ステップＳ２４において、保留された当該アイコンがクリックされた場合、当該サーバ
から当該インストールパッケージとデータをダウンロードして、当該インストールパッケ
ージとデータを用いて、当該アプリケーションをインストールして回復し、当該アプリケ
ーションを起動する。
【００３４】
　本実施の形態において、アンインストールした後保留された当該アイコンは、当該アプ
リケーションのショートカットでもあり、当該アプリケーションをインストールするため
の起動ボタンでもある。ユーザが、当該アイコンをクリックした後、インストールを開始
し、また、当該アプリケーションを起動させる。ここで、当該インストールは、サーバか
ら既にバックアップされた当該アプリケーションのインストールパッケージとデータとを
高速にダウンロードして、完了する。また、インストールが完了した後直ちに当該アプリ
ケーションを起動する。このようにすることにより、ユーザは、当該アプリケーションの
インストール過程を感知できなくなり、当該アプリケーションを起動することだけを感知
できる。このようにすることにより、ユーザに対する邪魔を避けて、ユーザに対する影響
を有効に低下させて、ユーザーエクスペリエンスを改善することができる。
【００３５】
　本実施の形態によって提供する上記の方法によると、ローカルに既にインストールされ
たアプリケーションの中から、バックアップ待ちのアプリケーションを特定し、特定され
た前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信してバック
アップして、ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーシ
ョンのアイコンは保留する。このようにすることにより、記憶空間を有効に節約すること
ができるし、アプリケーションが長期にわたって記憶空間を占用することを避けて、記憶
空間の浪費を低下させる。
【００３６】
　図３は、他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための方法のフローチャー
トである。図３に示されるように、当該方法は、端末中に用いられる。
　当該方法は、以下のステップを含む。
　ステップＳ３１において、ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中か
ら、利用されなかった期間が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ち
のアプリケーションと特定するか、或は、所定の周期内の利用回数が所定の回数未満であ
るアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するか、或は、ユー
ザによって指定されたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
する。
【００３７】
　ここで、前記所定の期間、所定の周期、所定の回数、等は、必要に応じて設定すること
ができる。本実施の形態は、これらに対して具体的に限定しない。
　利用されなかった期間が所定の期間を超えたアプリケーションは、長い期間にわたって
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利用されなかったアプリケーションを意味する。このような長い期間にわたって利用され
なかったアプリケーションをバックアップしてから、アンインストールしてもよい。この
ようにすることにより、記憶空間を節約することができるし、ユーザに影響も与えなくな
る。例えば、８日間、１０日間、一ヶ月、三ヶ月にわたって利用されなかったアプリケー
ションが、長期にわたって利用されなかったアプリケーションである。
【００３８】
　所定の周期内の利用回数が所定の回数未満であるアプリケーションは、使用頻度が比較
的に低いアプリケーションを意味する。このようなアプリケーションも、バックアップし
てから、アンインストールしてもよい。このようにすることにより、記憶空間を節約する
ことができるし、ユーザに影響も与えなくなる。例えば、二ヶ月内の利用回数が３回未満
であるアプリケーション、或は、半年以内の利用回数が６回未満であるアプリケーション
、等が、所定の周期内の利用回数が所定の回数未満であるアプリケーションである。
【００３９】
　上記の二つのケースで特定されたバックアップ待ちアプリケーションは、すべてバック
グラウンドで特定されるため、ユーザは感知できない。もう一ケースにおいては、ユーザ
が自発的にバックアップ待ちのアプリケーションを特定してもよい。ここで、アプリケー
ションリストをユーザに提供してもよい。ユーザは、必要に応じて該当するアプリケーシ
ョンを選択して、バックアップしてもよい。このようにして、ユーザによって選択された
アプリケーションをバックアップしてから、アンインストールすることにより、記憶空間
を有効に節約することができる。
【００４０】
　ステップＳ３２において、特定された当該アプリケーションのインストールパッケージ
とデータを、サーバに送信してバックアップする。
　本実施の形態において、オプションとして、本ステップは、
　当該サーバに対して、当該アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを照会するステップと、
　当該サーバによって、当該アプリケーションをインストールする際にバックアップした
ことがないと確認された場合、当該アプリケーションのインストールパッケージとデータ
を、サーバに送信してバックアップするステップと
　を含んでもよい。
【００４１】
　ここで、前記端末は、当該アプリケーションを最初にインストールする際に、サーバに
当該アプリケーションのインストールパッケージとデータをバックアップできる。当該ア
プリケーションをバックアップする際に、まず、サーバに既に前記サーバにバックアップ
したか否かを照会する。バックアップしたことがある場合には、当該インストールパッケ
ージをもう一回バックアップする必要がなくなるから、伝送効率を改善できる。この場合
、当該アプリケーションのデータのみをサーバにバックアップすればよい。バックアップ
したことがない場合には、当該アプリケーションのインストールパッケージとデータとを
一緒にサーバに送信してバックアップする。
【００４２】
　ステップＳ３３において、ローカルにおいて当該アプリケーションをアンインストール
し、当該アプリケーションのアイコンは保留する。
　本実施の形態において、オプションとして、上記の方法は、
　保留された当該アイコンがクリックされた場合、当該サーバから当該インストールパッ
ケージとデータをダウンロードするステップと、
　当該インストールパッケージとデータを用いて、当該アプリケーションをインストール
して回復し、当該アプリケーションを起動するステップと
　を、さらに含む。
【００４３】
　本実施の形態において、オプションとして、前記データは、当該アプリケーションによ
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ってメモリ中に保存されたデータを含むか、又は、当該アプリケーションによってメモリ
中に保存されたデータとキャッシュメモリ中に保存されたデータとを含む。
　本実施の形態によって提供する上記の方法によると、ローカルに既にインストールされ
たアプリケーションの中から、バックアップ待ちのアプリケーションを特定し、特定され
た前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信してバック
アップして、ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーシ
ョンのアイコンは保留する。このようにすることにより、記憶空間を有効に節約すること
ができるし、アプリケーションが長期にわたって記憶空間を占用することを避けて、記憶
空間の浪費を低下させる。
【００４４】
　図４は、他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック
図である。図４を参照すると、当該装置は、特定モジュール１２１、バックアップモジュ
ール１２２、及びアンインストールモジュール１２３を備える。
　当該特定モジュール１２１は、ローカルに既にインストールされたアプリケーションの
中から、バックアップ待ちのアプリケーションを特定する。
【００４５】
　当該バックアップモジュール１２２は、特定された当該アプリケーションのインストー
ルパッケージとデータを、サーバに送信してバックアップする。
　当該アンインストールモジュール１２３は、ローカルにおいて当該アプリケーションを
アンインストールし、当該アプリケーションのアイコンは保留する。
【００４６】
　図５は、他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック
図である。図５を参照すると、オプションとして、上記の装置は、
　保留された当該アイコンがクリックされた場合、当該サーバから当該インストールパッ
ケージとデータをダウンロードし、当該インストールパッケージとデータを用いて、当該
アプリケーションをインストールして回復し、当該アプリケーションを起動するための回
復モジュール１２４をさらに備える。
【００４７】
　図６は、他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック
図である。図６を参照すると、オプションとして、特定モジュール１２１は、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
するための第１特定ユニット１２１a、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内の利用回
数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと
特定するための第２特定ユニット１２１b、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するための第３特
定ユニット１２１c、
　中の少なくとも一つのユニットを備える。
【００４８】
　ここで、オプションとして、バックアップモジュール１２２は、
　当該サーバに対して、当該アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを照会するための照会ユニットと、
　当該サーバによって、当該アプリケーションをインストールする際にバックアップした
ことがないと確認された場合、当該アプリケーションのインストールパッケージとデータ
を、サーバに送信してバックアップするためのバックアップユニットと
　を含む。
【００４９】
　ここで、オプションとして、前記データは、当該アプリケーションによってメモリ中に
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保存されたデータを含むか、又は、当該アプリケーションによってメモリ中に保存された
データとキャッシュメモリ中に保存されたデータとを含む。
　上記の実施の形態の装置について、その各モジュールが実行する操作の具体的な形態は
既に方法に関する実施の形態において詳細に説明したため、ここでは詳細に説明しない。
【００５０】
　本実施の形態によって提供する上記の装置によると、ローカルに既にインストールされ
たアプリケーションの中から、バックアップ待ちのアプリケーションを特定し、特定され
た前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信してバック
アップして、ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーシ
ョンのアイコンは保留する。このようにすることにより、記憶空間を有効に節約すること
ができるし、アプリケーションが長期にわたって記憶空間を占用することを避けて、記憶
空間の浪費を低下させる。
【００５１】
　図７は、他の例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置を示すブロック
図である。図７を参照すると、当該装置は、
　プロセッサ７０１と、
　前記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリ７０２と
　を備え、
　当該プロセッサ７０１は、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定し、
　特定された当該アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップし、
　ローカルにおいて当該アプリケーションをアンインストールし、当該アプリケーション
のアイコンは保留する
　ように構成される。
【００５２】
　図８は、例示的な実施の形態に係る記憶空間を節約するための装置８００を示すブロッ
ク図である。例えば、装置８００は、携帯電話、コンピューター、デジタル放送端末、メ
ッセージ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フィット
ネス機器、パーソナルデジタルアシスタント等であってもよい。
【００５３】
　図８を参照して、装置８００は、プロセッサ部材８０２、メモリ８０４、電源部材８０
６、マルチメディア部材８０８、オーディオ部材８１０、入出力（Ｉ／ O）インターフェ
イス８１２、センサ部材８１４、及び通信部材８１６のような一つ以上の部材を含んでよ
い。
【００５４】
　プロセッサ部材８０２は、一般的には装置８００の全体の操作を制御するものであり、
例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連する操作を
制御する。プロセッサ部材８０２は、一つ以上のプロセッサ８２０を含み、これらによっ
て命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップを実現するように
してもよい。なお、プロセッサ部材８０２は、一つ以上のモジュールを含み、これらによ
ってプロセッサ部材８０２と他の部材の間の相互作用を容易にするようにしてもよい。例
えば、プロセッサ部材８０２は、マルチメディアモジュールを含み、これらによってマル
チメディア部材８０８とプロセッサ部材８０２の間の相互作用を容易にするようにしても
よい。
【００５５】
　メモリ８０４は、各種類のデータを記憶することにより装置８００の操作を支援するよ
うに構成される。これらのデータの例は、装置８００において操作されるいずれのアプリ
ケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセージ、画
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像、ビデオ等を含む。メモリ８０４は、いずれの種類の揮発性、不揮発性記憶デバイスま
たはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Static Random 
Access Memory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memo
ry）、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable Read Only Memory）、ＰＲＯＭ（Programmab
le ROM）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク
、或いは光ディスクである。
【００５６】
　電源部材８０６は、装置８００の多様な部材に電力を供給する。電源部材８０６は、電
源管理システム、一つ以上の電源、及び装置８００のための電力の生成、管理及び割り当
てに関連する他の部材を含んでもよい。
【００５７】
　マルチメディア部材８０８は、前記装置８００とユーザの間に一つの出力インターフェ
イスを提供するスクリーンを含む。上記の実施の形態において、スクリーンは液晶モニタ
ー（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含む
ことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入力信
号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり、例え
ば、タッチ、スライドなどのタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記
タッチセンサは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或はス
ライド操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施の形態において、マルチメ
ディア部材８０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置８００
が、例えば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、
及び／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラと
リアカメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機
能を有するものであってもよい。
【００５８】
　オーディオ部材８１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい。例え
ば、オーディオ部材８１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置８００が、例えば呼
出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、マイクは外部
のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、さらにメモリ
８０４に記憶されたり、通信部材８１６を介して送信されたりされる。上記の実施の形態
において、オーディオ部材８１０は、オーディオ信号を出力するための一つのスピーカー
をさらに含む。
【００５９】
　Ｉ／Ｏインターフェイス８１２は、プロセッサ部材８０２と周辺インターフェイスモジ
ュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモジュ
ールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタンは、
ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが、こ
れらに限定されない。
【００６０】
　センサ部材８１４は、装置８００に各方面の状態に対する評価を提供するための一つ以
上のセンサを含む。例えば、センサ部材８１４は、装置８００のＯＮ／ＯＦＦ状態、装置
８００のディスプレイとキーパッドのような部材の相対的な位置決めを検出できる。また
、例えば、センサ部材８１４は、装置８００、或は装置８００の一つの部材の位置変更、
ユーザと装置８００とが接触しているか否か、装置８００の方位、又は加速／減速、装置
８００の温度の変化を検出できる。センサ部材８１４は、何れの物理的接触がない状態に
て付近の物体の存在を検出するための近接センサを含んでもよい。センサ部材８１４は、
撮影アプリケーションに適用するため、ＣＭＯＳ、又はＣＣＤ図像センサのような光セン
サを含んでもよい。上記の実施の形態において、当該センサ部材８１４は、加速度センサ
、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでも
よい。
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【００６１】
　通信部材８１６は、装置８００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提供する
。装置８００は、例えばＷｉＦｉ（登録商標）、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせの
ような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施
の形態において、通信部材８１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムか
らの放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施の形態において
、前記通信部材８１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより
、近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Radio Fr
equency IDentification）技術、ＩｒＤＡ（Infrared Data Association）技術、ＵＷＢ
（Ultra Wide Band）技術、ＢＴ（BLUETOOTH（登録商標））技術、他の技術に基づいて実
現できる。
【００６２】
　例示的な実施の形態において、装置８００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Application Spec
ific Integrated Circuit）、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、ＤＳＰＤ（Digital
 Signal Processing Device）、ＰＬＤ（Programmable Logic Device）、ＦＰＧＡ（Fiel
d-Programmable Gate Array）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセ
ッサ、または他の電子部品によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【００６３】
　例示的な実施の形態において、さらに、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的
な記録媒体、例えば命令を含むメモリ８０４を提供しており、装置８００のプロセッサ８
２０により上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記コンピュータ読取り可
能な非一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（
登録商標）ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【００６４】
　コンピュータ読取り可能な非一時的な記録媒体は、当該記録媒体中の命令が携帯端末の
プロセッサによって実行される際に、携帯端末に記憶空間を節約するための方法を実行さ
せることができる。
　前記方法は、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待ちのア
プリケーションを特定するステップと、
　特定された前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サーバに送信
してバックアップするステップと、
　ローカルで前記アプリケーションをアンインストールし、前記アプリケーションのアイ
コンは保留するステップと
　を含む。
【００６５】
　ここで、オプションとして、前記方法を、
　保留された前記アイコンがクリックされた場合、前記サーバから前記インストールパッ
ケージとデータをダウンロードするステップと、
　前記インストールパッケージとデータを用いて、前記アプリケーションをインストール
して回復し、前記アプリケーションを起動するステップと
　を、さらに含む。
【００６６】
　ここで、オプションとして、ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中
から、バックアップ待ちのアプリケーションを特定するステップは、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、利用されなかった期間
が所定の期間を超えたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定
するステップ、
　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、所定の周期内の利用回
数が所定の回数未満であるアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと
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　ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、ユーザによって指定さ
れたアプリケーションを、バックアップ待ちのアプリケーションと特定するステップ、
　中の少なくとも一つのステップを含む。
【００６７】
　ここで、オプションとして、特定された前記アプリケーションのインストールパッケー
ジとデータを、サーバに送信してバックアップするステップは、
　前記サーバに対して、前記アプリケーションをインストールする際に既に前記サーバに
バックアップしたか否かを、照会するステップと、
　前記サーバに、前記アプリケーションをインストールする際にバックアップしたことが
ないと確認された場合、前記アプリケーションのインストールパッケージとデータを、サ
ーバに送信してバックアップするステップと
　を含む。
【００６８】
　ここで、オプションとして、前記データは、前記アプリケーションによってメモリ中に
保存されたデータを含むか、又は、前記アプリケーションによってメモリ中に保存された
データとキャッシュメモリ中に保存されたデータとを含む。
　本実施の形態によって提供する上記のコンピュータ読取り可能な非一時的な記録媒体に
よると、ローカルに既にインストールされたアプリケーションの中から、バックアップ待
ちのアプリケーションを特定し、特定された前記アプリケーションのインストールパッケ
ージとデータを、サーバに送信してバックアップして、ローカルで前記アプリケーション
をアンインストールし、前記アプリケーションのアイコンは保留する。このようにするこ
とにより、記憶空間を有効に節約することができるし、アプリケーションが長期にわたっ
て記憶空間を占用することを避けて、記憶空間の浪費を低下させる。
【００６９】
　当業者は、明細書を検討して本発明を実践した後、本発明の他の実施案を容易に考え出
すことができる。本願は、本発明のいずれの変形、用途、又は適応的な変更を含むことを
意図し、これらの変形、用途、又は適応的な変更は、本発明の一般的な原理に従い、また
、本発明は明細書に開示していない当業界の公知の知識又は通常の技術手段を含む。明細
書と実施の形態はただ例示として考慮され、本発明の本当の範囲と精神は以下の特許請求
の範囲に記載される。
【００７０】
　本発明は上記され、また図面で示した寸分違わぬ構成に限定されず、その範囲を逸脱し
ない限り多様な置換えと変更を行うことができると、理解するべきである。本発明の範囲
は添付の特許請求の範囲のみにより限定される。
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０３５３６６８.４であって、出願日が２０１４年
７月２３日である中国特許出願に基づいて優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を援用するようにする。
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