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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムソフトウェアによって制御される情報処理装置であって、
　前記情報処理装置の制御に通常使用される第１のシステムソフトウェアを記憶する第１
記憶手段と、
　アップデート用の第２のシステムソフトウェアを記憶する第２記憶手段と、
　複数のシステムソフトウェアのうちの何れか１つを起動する起動手段と、
　前記第１のシステムソフトウェアをアップデートするための第１更新データを取得する
第１更新データ取得手段と、
　前記第２のシステムソフトウェアをアップデートするための第２更新データを取得する
第２更新データ取得手段と、を備え、
　前記第２のシステムソフトウェア又は当該第２のシステムソフトウェア上で動作する第
２のアプリケーションは、前記第１更新データを用いて前記第１記憶手段に記憶された第
１のシステムソフトウェアをアップデートし、
　前記第１のシステムソフトウェア又は当該第１のシステムソフトウェア上で動作する第
１のアプリケーションは、前記第２更新データを用いて前記第２記憶手段に記憶された第
２のシステムソフトウェアをアップデートし、
　前記第１更新データ取得手段および前記第２更新データ取得手段によって前記第１更新
データおよび前記第２更新データの両方が取得されている場合は、前記第２のシステムソ
フトウェア又は前記第２のアプリケーションによって前記第１更新データを用いて前記第
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１のシステムソフトウェアがアップデートされるとともに、前記第１のシステムソフトウ
ェア又は前記第１のアプリケーションによって前記第２更新データを用いて前記第２のシ
ステムソフトウェアがアップデートされ、
　前記第１更新データのみが取得されている場合は、前記第２のシステムソフトウェア又
は前記第２のアプリケーションによって、前記第１更新データを用いて、前記第１のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされ、
　前記第２更新データのみが取得されている場合は、前記第１のシステムソフトウェア又
は前記第１のアプリケーションによって、前記第２更新データを用いて、前記第２のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされる、情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１のシステムソフトウェア又は前記第１のアプリケーションによって前記第２の
システムソフトウェアがアップデートされた後、前記起動手段によって前記第２のシステ
ムソフトウェアが起動され、前記第２のシステムソフトウェア又は前記第２のアプリケー
ションによって前記第１のシステムソフトウェアがアップデートされる、請求項１に記載
の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第１のシステムソフトウェア又は前記第１のアプリケーションによって前記第２の
システムソフトウェアがアップデートされた後、前記起動手段によって自動的に前記第２
のシステムソフトウェアが起動され、前記第２のシステムソフトウェア又は前記第２のア
プリケーションによって前記第１のシステムソフトウェアが自動的にアップデートされる
、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　所定のアプリケーションを実行するための第３のシステムソフトウェアを記憶する第３
記憶手段と、
　前記第３のシステムソフトウェアをアップデートするための第３更新データを取得する
第３更新データ取得手段と、をさらに備え、
　前記起動手段は、前記第１記憶手段に記憶された第１のシステムソフトウェア、前記第
２記憶手段に記憶された第２のシステムソフトウェア、及び、前記第３記憶手段に記憶さ
れた第３のシステムソフトウェアを含む複数のシステムソフトウェアのうちの何れか１つ
を起動し、
　前記起動手段によって前記第１又は第２のシステムソフトウェアが起動された場合、当
該起動されたシステムソフトウェア又は当該起動されたシステムソフトウェア上で動作す
るアプリケーションが、前記第３更新データを用いて前記第３記憶手段に記憶された第３
のシステムソフトウェアをアップデートする、請求項１から３の何れかに記載の情報処理
装置。
【請求項５】
　前記第１のシステムソフトウェアは、前記情報処理装置の電源がＯＮにされたときに起
動されるシステムソフトウェアである、請求項１から４の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第１のシステムソフトウェアは、ユーザに所定のアプリケーションを選択させるた
めのメニュー機能を提供する、請求項１から５の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第１のシステムソフトウェアは、ユーザに所定のアプリケーションを選択させるた
めのメニュー機能を提供し、
　前記第１のシステムソフトウェア又は前記第１のアプリケーションによる前記第２のシ
ステムソフトウェアのアップデートは、前記メニュー機能を用いてユーザによって選択実
行される、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第１及び第２のシステムソフトウェアは、予め前記第１記憶手段及び前記第２記憶
手段にそれぞれ記憶される、請求項１から７の何れかに記載の情報処理装置。
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【請求項９】
　システムソフトウェアによって制御される情報処理システムであって、
　前記情報処理システムの制御に通常使用される第１のシステムソフトウェアを記憶する
第１記憶手段と、
　アップデート用の第２のシステムソフトウェアを記憶する第２記憶手段と、
　複数のシステムソフトウェアのうちの何れか１つを起動する起動手段と、
　前記第１のシステムソフトウェアをアップデートするための第１更新データを取得する
第１更新データ取得手段と、
　前記第２のシステムソフトウェアをアップデートするための第２更新データを取得する
第２更新データ取得手段と、を備え、
　前記第２のシステムソフトウェア又は当該第２のシステムソフトウェア上で動作する第
２のアプリケーションは、前記第１更新データを用いて前記第１記憶手段に記憶された第
１のシステムソフトウェアをアップデートし、
　　前記第１のシステムソフトウェア又は当該第１のシステムソフトウェア上で動作する
第１のアプリケーションは、前記第２更新データを用いて前記第２記憶手段に記憶された
第２のシステムソフトウェアをアップデートし、
　前記第１更新データ取得手段および前記第２更新データ取得手段によって前記第１更新
データおよび前記第２更新データの両方が取得されている場合は、前記第２のシステムソ
フトウェア又は前記第２のアプリケーションによって前記第１更新データを用いて前記第
１のシステムソフトウェアがアップデートされるとともに、前記第１のシステムソフトウ
ェア又は前記第１のアプリケーションによって前記第２更新データを用いて前記第２のシ
ステムソフトウェアがアップデートされ、
　前記第１更新データのみが取得されている場合は、前記第２のシステムソフトウェア又
は前記第２のアプリケーションによって、前記第１更新データを用いて、前記第１のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされ、
　前記第２更新データのみが取得されている場合は、前記第１のシステムソフトウェア又
は前記第１のアプリケーションによって、前記第２更新データを用いて、前記第２のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされる、情報処理システム。
【請求項１０】
　システムソフトウェアによって制御される情報処理装置のコンピュータによって実行さ
れる情報処理プログラムであって、前記コンピュータを、
　前記情報処理装置の制御に通常使用される第１のシステムソフトウェア、及び、アップ
デート用の第２のシステムソフトウェアを含む複数のシステムソフトウェアのうちの何れ
か１つを起動する起動手段と、
　前記第１のシステムソフトウェアをアップデートするための第１更新データを取得する
第１更新データ取得手段と、
　前記第２のシステムソフトウェアをアップデートするための第２更新データを取得する
第２更新データ取得手段として機能させ、
　前記第２のシステムソフトウェア又は当該第２のシステムソフトウェア上で動作する第
２のアプリケーションは、前記第１更新データを用いて前記第１のシステムソフトウェア
をアップデートし、
　前記第１のシステムソフトウェア又は当該第１のシステムソフトウェア上で動作する第
１のアプリケーションは、前記第２更新データを用いて前記第２のシステムソフトウェア
をアップデートし、
　前記第１更新データ取得手段および前記第２更新データ取得手段によって前記第１更新
データおよび前記第２更新データの両方が取得されている場合は、前記第２のシステムソ
フトウェア又は前記第２のアプリケーションによって前記第１更新データを用いて前記第
１のシステムソフトウェアがアップデートされるとともに、前記第１のシステムソフトウ
ェア又は前記第１のアプリケーションによって前記第２更新データを用いて前記第２のシ
ステムソフトウェアがアップデートされ、
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　前記第１更新データのみが取得されている場合は、前記第２のシステムソフトウェア又
は前記第２のアプリケーションによって、前記第１更新データを用いて、前記第１のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされ、
　前記第２更新データのみが取得されている場合は、前記第１のシステムソフトウェア又
は前記第１のアプリケーションによって、前記第２更新データを用いて、前記第２のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされる、情報処理プログラム。
【請求項１１】
　システムソフトウェアによって制御される情報処理システムにおいて実行される情報処
理方法であって、
　第１記憶手段に記憶された前記情報処理システムの制御に通常使用される第１のシステ
ムソフトウェアと、第２記憶手段に記憶されたアップデート用の第２のシステムソフトウ
ェアとを含む複数のシステムソフトウェアのうちの何れか１つを起動する起動ステップと
、
　前記第１のシステムソフトウェアをアップデートするための第１更新データを取得する
第１更新データ取得ステップと、
　前記第２のシステムソフトウェアをアップデートするための第２更新データを取得する
第２更新データ取得ステップと、を含み、
　前記第２のシステムソフトウェア又は当該第２のシステムソフトウェア上で動作する第
２のアプリケーションは、前記第１更新データを用いて前記第１記憶手段に記憶された第
１のシステムソフトウェアをアップデートし、
　前記第１のシステムソフトウェア又は当該第１のシステムソフトウェア上で動作する第
１のアプリケーションは、前記第２更新データを用いて前記第２記憶手段に記憶された第
２のシステムソフトウェアをアップデートし、
　前記第１更新データ取得ステップおよび前記第２更新データ取得ステップにおいて前記
第１更新データおよび前記第２更新データの両方が取得されている場合は、前記第２のシ
ステムソフトウェア又は前記第２のアプリケーションによって前記第１更新データを用い
て前記第１のシステムソフトウェアがアップデートされるとともに、前記第１のシステム
ソフトウェア又は前記第１のアプリケーションによって前記第２更新データを用いて前記
第２のシステムソフトウェアがアップデートされ、
　前記第１更新データのみが取得されている場合は、前記第２のシステムソフトウェア又
は前記第２のアプリケーションによって、前記第１更新データを用いて、前記第１のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされ、
　前記第２更新データのみが取得されている場合は、前記第１のシステムソフトウェア又
は前記第１のアプリケーションによって、前記第２更新データを用いて、前記第２のシス
テムソフトウェアのみがアップデートされる、情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソフトウェアのアップデートを行うことが可能な情報処理装置、情報処理シ
ステム、情報処理プログラム、および情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、機器に予め組み込まれたファームウェアによる制御の下で、新しいバージョ
ンのファームウェアをネットワークからダウンロードし、当該ファームウェアを新しいバ
ージョンのファームウェアにアップデートする機器が存在する（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１６７７４２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術では、現在実行中のファームウェアによる制御の下で当該フ
ァームウェアのアップデートを行うため、大幅な更新ができない等の制限があり、容易に
アップデートを行うという点においては改善の余地があった。
【０００５】
　それ故、本発明の目的は、システムソフトウェアを容易にアップデートすることが可能
な技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の構成を採用した。
【０００７】
　本発明は、システムソフトウェアによって制御される情報処理装置であって、当該情報
処理装置は、第１記憶手段と、第２記憶手段と、起動手段と、第１更新データ取得手段と
、第１アップデート手段とを備える。第１記憶手段は、第１のシステムソフトウェアを記
憶する。第２記憶手段は、アップデート用の第２のシステムソフトウェアを記憶する。起
動手段は、複数のシステムソフトウェアのうちの何れか１つを起動する。第１更新データ
取得手段は、前記第１のシステムソフトウェアをアップデートするための第１更新データ
を取得する。第１アップデート手段は、前記起動手段によって前記第２のシステムソフト
ウェアが起動されて当該第２のシステムソフトウェアによって前記情報処理装置が制御さ
れているときに、前記第１更新データを用いて前記第１記憶手段に記憶された第１のシス
テムソフトウェアをアップデートする。
【０００８】
　上記によれば、情報処理装置は、第１のシステムソフトウェアとアップデート用の第２
のシステムソフトウェアとを有し、第１のシステムソフトウェアは、第２のシステムソフ
トウェアによって情報処理装置が制御されているときにアップデートされる。このため、
第１のシステムソフトウェアのアップデートを容易に行うことができる。なお、「アップ
デート」は、規模の大小に関わらず、ソフトウェアの機能追加、修正、削除等の何らかの
変更を意味する。
【０００９】
　また、他の構成では、情報処理装置は、第２更新データ取得手段と、第２アップデート
手段とをさらに備えてもよい。第２更新データ取得手段は、前記第２のシステムソフトウ
ェアをアップデートするための第２更新データを取得する。第２アップデート手段は、前
記起動手段によって前記第１のシステムソフトウェアが起動されて当該第１のシステムソ
フトウェアによって前記情報処理装置が制御されているときに、前記第２更新データを用
いて前記第２記憶手段に記憶された第２のシステムソフトウェアをアップデートする。
【００１０】
　上記によれば、第２のシステムソフトウェアのアップデートをも行うことができる。第
２のシステムソフトウェアのアップデートは、第１のシステムソフトウェアによって情報
処理装置が制御されているときに行われるため、第２のシステムソフトウェアのアップデ
ートを容易に行うことができる。
【００１１】
　また、他の構成では、前記第２アップデート手段によって前記第２のシステムソフトウ
ェアがアップデートされた後、前記起動手段によって前記第２のシステムソフトウェアが
起動されて当該第２のシステムソフトウェアによって前記情報処理装置が制御されている
ときに、前記第１アップデート手段によって前記第１のシステムソフトウェアがアップデ
ートされてもよい。
【００１２】
　上記によれば、まず、第２のシステムソフトウェアがアップデートされ、次に第１のシ
ステムソフトウェアがアップデートされる。このため、第１のシステムソフトウェアをア
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ップデートするために必要な第２のシステムソフトウェアのアップデートを、第１のシス
テムソフトウェアのアップデート前に行うことができる。これにより、例えば、第１のシ
ステムソフトウェアの大規模な改修を容易に行うことができる。
【００１３】
　また、他の構成では、前記第２アップデート手段によって前記第２のシステムソフトウ
ェアがアップデートされた後、前記起動手段によって自動的に前記第２のシステムソフト
ウェアが起動されて当該第２のシステムソフトウェアによって前記情報処理装置が制御さ
れているときに、前記第１アップデート手段によって前記第１のシステムソフトウェアが
自動的にアップデートされてもよい。
【００１４】
　上記によれば、第２のシステムソフトウェアのアップデート及び第１のシステムソフト
ウェアのアップデートを一連で自動的に行うことができる。
【００１５】
　また、他の構成では、情報処理装置は、第３記憶手段と、第３更新データ取得手段と、
第３アップデート手段とをさらに備えてもよい。第３記憶手段は、アプリケーションを実
行するための第３のシステムソフトウェアを記憶する。第３更新データ取得手段は、前記
第３のシステムソフトウェアをアップデートするための第３更新データを取得する。前記
起動手段は、前記第１記憶手段に記憶された第１のシステムソフトウェア、前記第２記憶
手段に記憶された第２のシステムソフトウェア、及び、前記第３記憶手段に記憶された第
３のシステムソフトウェアを含む複数のシステムソフトウェアのうちの何れか１つを起動
する。第３アップデート手段は、前記起動手段によって前記第１又は第２のシステムソフ
トウェアが起動されて当該起動されたシステムソフトウェアによって前記情報処理装置が
制御されているときに、前記第３更新データを用いて前記第３記憶手段に記憶された第３
のシステムソフトウェアをアップデートする。
【００１６】
　上記によれば、第１のシステムソフトウェアとは別に、アプリケーションを実行するた
めの第３のシステムソフトウェアが用意される。第３のシステムソフトウェアは、第１又
は第２のシステムソフトウェアによって情報処理装置が制御されているときにアップデー
トされる。このため、第３のシステムソフトウェアのアップデートを容易に行うことがで
きるとともに、第１のシステムソフトウェアをアップデートする場合に、アプリケーショ
ンの動作に影響を与えないようにすることができる。
【００１７】
　また、他の構成では、前記第１のシステムソフトウェアは、前記情報処理装置の電源が
ＯＮにされたときに起動されるシステムソフトウェアであってもよい。
【００１８】
　上記によれば、第１のシステムソフトウェアを電源投入時に起動するシステムソフトウ
ェアとすることができる。
【００１９】
　また、他の構成では、前記第１のシステムソフトウェアは、ユーザにアプリケーション
を選択させるためのメニュー機能を提供してもよい。
【００２０】
　上記によれば、メニュー機能を提供することができる。
【００２１】
　また、他の構成では、前記第１のシステムソフトウェアは、ユーザにアプリケーション
を選択させるためのメニュー機能を提供してもよい。前記第２アップデート手段による前
記第２のシステムソフトウェアのアップデートは、前記メニュー機能を用いてユーザによ
って選択実行される。
【００２２】
　上記によれば、メニューから第２のシステムソフトウェアのアップデートを実行するこ
とができる。
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【００２３】
　また、他の構成では、前記第１及び第２のシステムソフトウェアは、予め前記第１記憶
手段及び前記第２記憶手段にそれぞれ記憶されてもよい。
【００２４】
　上記によれば、予め第１のシステムソフトウェア及び第２のシステムソフトウェアを情
報処理装置に記憶することができる。
【００２５】
　なお、本発明の他の一例は、情報処理システム（単一又は複数の装置によって構成され
る）であってもよいし、上記アップデートの処理を実行するためのプログラムであっても
よいし、アップデート方法であってもよい。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、システムソフトウェアのアップデートを容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ゲーム装置１０の内部構成を示すブロック図
【図２】ゲーム装置１０がインターネット上のサーバからシステムソフトウェアをダウン
ロードして、システムソフトウェアのアップデートが行われる様子を示す図
【図３】アップデート処理の流れの概要を示す図
【図４】第１システムソフトウェアが起動したときに表示装置４０に表示される画像の一
例を示す図
【図５】アップデート前後のシステムソフトウェアのディレクトリ構成の一例を示す図
【図６】ゲーム装置１０において行われる処理の詳細を示すフローチャート
【図７】図６のステップＳ１０４におけるアップデート処理の詳細を示すフローチャート
【図８】図６のステップＳ１０６におけるアプリケーション処理の詳細を示すフローチャ
ート
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　［１．ゲーム装置の構成］
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係るゲーム装置１０について説明する。
図１は、ゲーム装置１０の内部構成を示すブロック図である。図１に示すように、ゲーム
装置１０は、プログラムに従って種々の演算を行うＣＰＵ１１と、システム記憶部１２と
、ＲＡＭ１３と、データ記憶部１４と、ネットワーク接続部１５とを含む。ゲーム装置１
０は、ユーザによって操作される入力装置２０からの入力を受信して処理を行い、表示装
置４０へ画像を出力する。
【００２９】
　システム記憶部１２は、不揮発性の記憶装置であり、例えば、フラッシュメモリやハー
ドディスク装置によって構成されてもよい。システム記憶部１２には、第１システムソフ
トウェア（ＯＳ：オペレーティングシステム）５０と、アップデート用の第２システムソ
フトウェア６０と、第３システムソフトウェア７０とが記憶される。ゲーム装置１０にお
いては、同時に２つのシステムソフトウェアが動作することはなく、これら第１～第３シ
ステムソフトウェアのうちの何れか１つが選択されて、起動される。
【００３０】
　第１システムソフトウェア５０は、ゲーム装置１０内のハードウェアを管理・制御する
ための予め記憶された基本ソフトウェアである。第１システムソフトウェア５０は、入出
力管理を行ったり、ハードウェア（ＣＰＵ１１やシステム記憶部１２、ＲＡＭ１３、デー
タ記憶部１４等）のリソース管理を行ったり、ファイルシステム等を管理する。第１シス
テムソフトウェア５０は、ゲーム装置１０の電源がＯＮにされたときに通常起動し、ユー
ザによる操作を受け付けるためのメニュー機能を提供する。
【００３１】
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　第２システムソフトウェア６０は、ゲーム装置１０内のハードウェアを管理・制御する
ための予め記憶された基本ソフトウェアである。第１システムソフトウェア及び／又は第
３システムソフトウェアをアップデートする際に起動されるシステムソフトウェアであり
、以下ではアップデートＯＳということがある。
【００３２】
　第３システムソフトウェア７０は、ゲーム装置１０内のハードウェアを管理・制御する
ための予め記憶された基本ソフトウェアである。第３システムソフトウェア７０は、ゲー
ム装置１０においてゲームプログラム（アプリケーション）が実行される際に起動される
システムソフトウェアであり、以下では、第３システムソフトウェア７０をゲームＯＳと
いうことがある。ゲームプログラムは、第３システムソフトウェア７０上で動作し、当該
第３システムソフトウェア７０が提供する種々の機能（ＡＰＩ等）を利用して動作する。
ゲームプログラムは、ゲーム装置１０に着脱自在に接続される光ディスク等の可搬型の記
憶媒体３０に記憶されてゲーム装置１０に提供されてもよいし、予めゲーム装置１０に記
憶されてもよいし、ネットワーク経由でゲーム装置１０に提供されてもよい。
【００３３】
　第１～第３システムソフトウェアの実体は、それぞれ複数のプログラム（ファイル）群
であり、それぞれのプログラム群は、予めシステム記憶部１２の異なる領域にそれぞれ記
憶される。
【００３４】
　データ記憶部１４は、不揮発性の記憶装置であり、例えば、フラッシュメモリやハード
ディスク装置によって構成されてもよい。データ記憶部１４は、ゲーム装置１０がインタ
ーネット上のサーバから取得したデータを記憶することが可能である。なお、システム記
憶部１２とデータ記憶部１４とは、物理的に同じハードウェアによって実現されてもよい
し、異なるハードウェアによって実現されてもよい。
【００３５】
　ネットワーク接続部１５は、例えばインターネット等のネットワークに接続するための
通信モジュールである。例えば、ゲーム装置１０は、ネットワーク接続部１５を介して、
インターネット上のサーバからデータを取得することが可能である。
【００３６】
　（アップデートの概要）
　次に、本実施形態におけるシステムソフトウェアのアップデートについて説明する。な
お、本明細書では、システムソフトウェアの大規模な改修や小規模な修正、機能追加、変
更、削除等を含めて、ソフトウェアに対する何らかの変更を「アップデート」と呼ぶこと
にする。
【００３７】
　図２は、ゲーム装置１０がインターネット上のサーバからシステムソフトウェアをダウ
ンロードして、システムソフトウェアのアップデートが行われる様子を示す図である。
【００３８】
　図２に示すように、インターネット上のサーバ８０には、最新バージョンの第１システ
ムソフトウェア５１と、最新バージョンの第２システムソフトウェア６１と、最新バージ
ョンの第３システムソフトウェア７１とが記憶される。
【００３９】
　まず、ゲーム装置１０は、ネットワーク接続部１５を介して、インターネット上のサー
バ８０にアクセスして、第１システムソフトウェア５１と、第２システムソフトウェア６
１と、第３システムソフトウェア７１とをダウンロードし、データ記憶部１４に記憶する
。そして、ゲーム装置１０は、これらダウンロードしたシステムソフトウェアのデータを
用いて、システム記憶部１２に記憶されたシステムソフトウェアをアップデートする。
【００４０】
　図３は、アップデート処理の流れの概要を示す図である。図３に示すように、まず、ゲ
ーム装置１０の電源が投入されると、第１システムソフトウェアが起動し、メニュー機能
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が提供される（Ｓ１）。
【００４１】
　図４は、第１システムソフトウェアが起動したときに表示装置４０に表示される画像の
一例を示す図である。図４に示すように、表示装置４０には、複数の選択項目が表示され
、ユーザが入力装置２０を用いて複数の選択項目のうちの何れかを選択すると、その選択
項目に応じた処理が行われる。例えば、ユーザが「アップデート」を選択すると、アップ
デート処理が開始される。
【００４２】
　図３に戻り、「アップデート」が選択されると、ゲーム装置１０は、サーバ８０にアク
セスして、システムソフトウェアの更新データをダウンロードする（Ｓ２）。ここでは、
第１～第３システムソフトウェアをアップデートするための更新データがダウンロードさ
れる。なお、第１システムソフトウェアをアップデートするための更新データは、最新の
第１システムソフトウェアそのもの（すなわち、第１システムソフトウェアの全データ）
であってもよいし、更新のあった部分のみのデータ（修正パッチ等）であってもよい。他
のシステムソフトウェアの更新データも同様である。
【００４３】
　更新データのダウンロード完了後、第１システムソフトウェアによってゲーム装置１０
が制御されているときに、第２システムソフトウェアがアップデートされる（Ｓ３）。す
なわち、第１システムソフトウェア又は当該第１システムソフトウェア上で動作するアッ
プデート用アプリケーションが、ダウンロードされた第２システムソフトウェア６１の更
新データを用いて、システム記憶部１２に記憶された第２システムソフトウェア６０をア
ップデートする。
【００４４】
　第２システムソフトウェアのアップデートが完了すると、ゲーム装置１０は、再起動す
る。再起動すると、第２システムソフトウェア６１が起動される。すなわち、ゲーム装置
１０は、システム記憶部１２に記憶された、アップデートされた第２システムソフトウェ
アを起動する。
【００４５】
　次に、第２システムソフトウェアによってゲーム装置１０が制御されているときに、サ
ーバ８０からダウンロードした第１及び第３システムソフトウェアの更新データを用いて
、第１システムソフトウェア、及び第３システムソフトウェアがアップデートされる（Ｓ
４）。すなわち、第２システムソフトウェア又は当該第２システムソフトウェア上で動作
するアップデート用アプリケーションが、ダウンロードされた第１システムソフトウェア
５１及び第３システムソフトウェア７１を用いて、システム記憶部１２に記憶された第１
システムソフトウェア５０及び第３システムソフトウェア７０をアップデートする。
【００４６】
　第１システムソフトウェア、及び第３システムソフトウェアのアップデートが完了する
と、ゲーム装置１０は再起動する。すると、第１システムソフトウェア５１が起動して、
図４に示すメニュー画面が表示される。そして、メニュー画面においてユーザによってア
プリケーションが選択されると（Ｓ５）、ゲーム装置１０は再起動し、第３システムソフ
トウェア７１が起動する。ユーザによって選択されたアプリケーションは、当該第３シス
テムソフトウェア上で実行される（Ｓ６）。アプリケーションの実行が終了すると、ゲー
ム装置１０は再起動して、第１システムソフトウェア５１が起動する。
【００４７】
　以上のように、本実施形態では、ゲーム装置１０の電源を投入したときに通常起動する
第１システムソフトウェアをアップデートする場合、アップデート用の第２システムソフ
トウェアが起動して、当該第２システムソフトウェアが第１システムソフトウェアをアッ
プデートする。これにより、第１システムソフトウェアに対する大幅な変更があった場合
でも、第１システムソフトウェアをアップデートすることができる。
【００４８】
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　すなわち、第１システムソフトウェアの実行中は、当該第１システムソフトウェア自体
の大幅な変更を行うことはできない。図５は、アップデート前後のシステムソフトウェア
のディレクトリ構成の一例を示す図である。
【００４９】
　例えば、図５に示すように、第１システムソフトウェアの実行中は、第１システムソフ
トウェアに含まれるシステムファイルのディレクトリ構成を変更するといった大幅な変更
はできない。すなわち、あるシステムソフトウェアによってゲーム装置１０が制御されて
いる間は、当該システムソフトウェアに含まれる複数のプログラムが実行されており、そ
れら実行中のプログラム自体やそれらプログラムによって利用されているファイル等には
変更（置き換え、名前やパスの変更等）を加えることができない。
【００５０】
　しかしながら、本実施形態では、第１システムソフトウェアのアップデートを行う場合
は、第２システムソフトウェアが起動するため、第１システムソフトウェアのファイルシ
ステムに自由にアクセスすることができ、容易にアップデートすることができる。
【００５１】
　また、第１システムソフトウェアがアップデートされる前に、アップデート用の第２シ
ステムソフトウェアがアップデートされる。このため、第１システムソフトウェアに大幅
な変更が加えられる場合であっても、その変更に応じて第２システムソフトウェアも変更
することができ、システムのアップデートを容易かつスムーズに行うことができる。すな
わち、第２システムソフトウェアが当初のバージョンからアップデートされない場合は、
当初は想定されていなかった第１システムソフトウェアの大幅な変更を行うことができな
い場合がある。しかしながら、本実施形態では、第１システムソフトウェアが動作してい
るときに第２システムソフトウェアもアップデート可能であるため、第１システムソフト
ウェアの大幅な変更に対応して第２システムソフトウェアをアップデートすることができ
る。そして、アップデートされた第２システムソフトウェアを起動して、当該第２システ
ムソフトウェアが第１システムソフトウェアをアップデートすることにより、第１システ
ムソフトウェアに大幅な変更を加えることができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、アップデートの処理が開始されると、第２システムソフトウェ
アのアップデート、第２システムソフトウェアへの切り替え（再起動して第２システムソ
フトウェアを起動）、第１（及び第３）システムソフトウェアのアップデート、及び、第
１システムソフトウェアへの切り替え（再起動して第１システムソフトウェアを起動）が
、自動で行われる。このため、複数のアップデートを一連の流れで自動的にスムーズに行
うことができる。
【００５３】
　また、本実施形態では、ゲームプログラム（アプリケーション）は、第３システムソフ
トウェア上で動作する。このため、メニュー機能を提供する第１システムソフトウェアが
アップデートされても、第３システムソフトウェアには影響がなくゲームプログラムの動
作にも影響しない。同様に、アプリケーションに提供する機能を追加・変更するために第
３システムソフトウェアをアップデートすることがあり、この場合、第３システムソフト
ウェアをアップデートしても、第１システムソフトウェアには影響がない。このように、
本実施形態では、第１システムソフトウェアと第３システムソフトウェアとがゲーム装置
１０に組み込まれて、それぞれ別の機能を提供するように構成される。そして、それぞれ
のシステムソフトウェアがアップデート用の第２システムソフトウェアによってアップデ
ートされるため、一方が他方に影響を与えること無く、大幅な改修であってもシステムソ
フトウェアのアップデートを容易かつスムーズに行うことができる。
【００５４】
　なお、各システムソフトウェアの更新データはサーバから提供される必要は無く、光デ
ィスクや半導体等の記録媒体から提供されてもよい。
【００５５】
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　また、各システムソフトウェアは必ずしもアップデートされる必要は無く、更新データ
が無いシステムソフトウェアはアップデートされない。例えば、第１システムソフトウェ
アのみがアップデートされてもよいし、第３システムソフトウェアのみがアップデートさ
れてもよい。
【００５６】
　また、第２システムソフトウェア又はその上で動作するアプリケーションが、第１およ
び第３システムソフトウェアのアップデートを行ったが、第１システムソフトウェア又は
その上で動作するアプリケーションが、第３システムソフトウェアのアップデートを行っ
てもよい。
【００５７】
　また、ゲーム装置１０は、システムソフトウェアをアップデートするための更新データ
として、最新のシステムソフトウェアそのもの（すなわち、システムソフトウェアの全デ
ータ）をダウンロードしてもよいし、更新のあった部分のみを含むデータを更新データと
してダウンロードしてもよい。
【００５８】
　（詳細フロー）
　次に、上述したアップデートの処理の詳細について説明する。図６は、ゲーム装置１０
において行われる処理の詳細を示すフローチャートである。
【００５９】
　図６に示すように、ゲーム装置１０の電源が投入されると、ゲーム装置１０（ＣＰＵ１
１）は、第１システムソフトウェアを起動し（ステップＳ１０１）、メニュー機能を開始
する（ステップＳ１０２）。次に、ゲーム装置１０は、システムソフトウェアのアップデ
ートを実行するか否かを判定する（ステップＳ１０３）。例えば、メニュー画面において
ユーザによってアップデートが選択された場合、ゲーム装置１０は、アップデートを実行
すると判定する。
【００６０】
　アップデートを実行すると判定した場合（ステップＳ１０３：ＹＥＳ）、ゲーム装置１
０は、アップデート処理を実行する（ステップＳ１０４）。アップデート処理の詳細につ
いては図７を参照して後述する。
【００６１】
　ステップＳ１０４に続いて、ゲーム装置１０は、アプリケーションを実行するか否かを
判定する（ステップＳ１０５）。具体的には、メニュー画面においてユーザによってアプ
リケーション（ゲームプログラム）が選択された場合、ゲーム装置１０は、アプリケーシ
ョンを実行すると判定する。
【００６２】
　アプリケーションを実行すると判定した場合（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、ゲーム装
置１０は、アプリケーション処理を実行する（ステップＳ１０６）。アプリケーション処
理の詳細については図８を参照して後述する。なお、ステップＳ１０３～ステップＳ１０
６の処理は繰り返し実行される。以上で、図６の説明を終了する。
【００６３】
　（アップデート処理）
　次に、アップデート処理の詳細を図７を参照して説明する。図７は、図６のステップＳ
１０４におけるアップデート処理の詳細を示すフローチャートである。
【００６４】
　図７に示すように、ゲーム装置１０は、サーバ８０にアクセスして、システムソフトウ
ェアの更新データがあるか否かをチェックし、更新データがある場合は当該更新データを
取得してデータ記憶部１４に保存する（ステップＳ２０１）。次に、ゲーム装置１０は、
取得した更新データを用いて第２システムソフトウェアをアップデートし（ステップＳ２
０２）、アップデートが完了後、ゲーム装置１０を再起動する（ステップＳ２０３）。再
起動されると、ゲーム装置１０は、第２システムソフトウェア（アップデートＯＳ）を起
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動する（ステップＳ２０４）。
【００６５】
　第２システムソフトウェアが起動すると、ゲーム装置１０は、ステップＳ２０１で取得
した更新データを用いて、第１、第３システムソフトウェアをアップデートする（ステッ
プＳ２０５）。アップデートが完了後、ゲーム装置１０は再起動され（ステップＳ２０６
）、第１システムソフトウェアが起動される（ステップＳ２０７）。そして、第１システ
ムソフトウェアの起動が完了すると、メニュー機能が開始され（ステップＳ２０８）、図
７に示す処理は終了する。
【００６６】
　（アプリケーション処理）
　次に、アプリケーション処理の詳細を図８を参照して説明する。図８は、図６のステッ
プＳ１０６におけるアプリケーション処理の詳細を示すフローチャートである。
【００６７】
　図８に示すように、まず、ゲーム装置１０の再起動が行われ（ステップＳ３０１）、ゲ
ーム装置１０は、第３システムソフトウェア（ゲームＯＳ）を起動する（ステップＳ３０
２）。第３システムソフトウェアの起動が完了すると、ゲーム装置１０は、ユーザによっ
て選択されたアプリケーションを実行する（ステップＳ３０３）。
【００６８】
　アプリケーションの実行が開始されて所定の終了条件（例えば、ユーザによって終了指
示がされたこと）が成立すると、ゲーム装置１０は、アプリケーションを終了する（ステ
ップＳ３０４）。そして、ゲーム装置１０は再起動され（ステップＳ３０５）、第１シス
テムソフトウェアが起動される（ステップＳ３０６）。第１システムソフトウェアの起動
が完了すると、再びメニュー機能が開始される（ステップＳ３０７）。以上で図８に示す
処理は終了する。
【００６９】
　以上のように、本実施形態では、アップデート処理においてアップデート用の第２シス
テムソフトウェアがアップデートされた後、自動的に第２システムソフトウェアが立ち上
がって、当該第２システムソフトウェアの実行中に、第１システムソフトウェアのアップ
デートが行われる。そして、第１システムソフトウェアのアップデートが終了すると、再
び第１システムソフトウェアが起動する。このため、システムソフトウェアに大幅な改修
が必要な場合でも、システムソフトウェアを容易にアップデートすることができる。
【００７０】
　なお、図６から図８に示したフローチャートは単なる一例に過ぎず、同様の結果が得ら
れるのであれば、各ステップの処理順序が入れ替えられてもよいし、処理の追加、変更、
削除が行われてもよい。また、上記フローチャートの一部又は全部の処理は、ＣＰＵ１１
以外の他の汎用プロセッサや専用回路によって行われてもよい。
【００７１】
　また、上記ゲーム装置１０において行われた処理は、任意の情報処理装置（情報処理シ
ステム）において実行されてもよい。
【００７２】
　例えば、任意の情報処理装置（システム）としては、パーソナルコンピュータ、サーバ
、スマートフォン、携帯電話、ＰＤＡ、ゲーム装置、タブレット型コンピュータ等が挙げ
られる。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　ゲーム装置
　１１　ＣＰＵ
　１２　システム記憶部
　１４　データ記憶部
　１５　ネットワーク接続部
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　２０　入力装置
　３０　記憶媒体
　４０　表示装置
　５０、５１　第１システムソフトウェア
　６０、６１　第２システムソフトウェア
　７０、７１　第３システムソフトウェア
　８０　サーバ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】
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