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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲームコンソールであって、
　プロセッサと、
　該プロセッサに結合された非リムーバブルハードディスクドライブであって、コンソー
ルアプリケーションを格納する、前記プロセッサにより作成されたコンソールアプリケー
ションデータ領域と、第１の識別子により特定される第１のゲームに関連付けられたデー
タを格納する第１のサブディレクトリと、第２の識別子により特定される第２のゲームに
関連付けられたデータを格納する第２のサブディレクトリとを含む、前記プロセッサによ
り作成されたユーザデータ領域と、前記第１の識別子により特定される前記第１のゲーム
に関連付けられたデータを格納する第１のサブディレクトリと、前記第２の識別子により
特定される前記第２のゲームに関連付けられたデータを格納する第２のサブディレクトリ
とを含む、前記プロセッサにより作成されたアプリケーションデータ領域とを含む非リム
ーバブルハードディスクドライブとを備え、
　前記ユーザデータ領域の第１のサブディレクトリおよび前記アプリケーションデータ領
域の第１のサブディレクトリの名前は前記第１のゲームに関連する情報のハッシュ値であ
り、
　前記ユーザデータ領域の第２のサブディレクトリおよび前記アプリケーションデータの
サブディレクトリの第２のサブディレクトリの名前は前記第２のゲームに関連する情報の
ハッシュ値であり、
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　前記プロセッサ上で実行するコンソールアプリケーションは、前記第１のゲームを実行
すると、前記第１のゲームが前記ユーザデータ領域の第２のサブディレクトリおよび前記
アプリケーションデータ領域の第２のサブディレクトリ以下のデータにアクセスすること
を防止し、
　前記プロセッサ上で実行するコンソールアプリケーションは、前記第１のゲームまたは
前記第２のゲームが前記コンソールアプリケーションデータ領域以下のデータにアクセス
することを防止することを特徴とするゲームコンソール。
【請求項２】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第１のサブディレクトリは、前記第１のゲーム
に関連付けられた第３のサブディレクトリを含み、該第３のサブディレクトリは、前記第
１のゲームに関連する保存されたゲームデータを格納し、
　前記第３のサブディレクトリの名前は前記第１のゲームに関連する情報のハッシュ値で
あり、
　前記プロセッサ上で実行する前記コンソールアプリケーションは、前記第２のゲームを
実行すると、前記第２のゲームが前記第３のサブディレクトリ以下のデータにアクセスす
ることを防止することを特徴とする請求項１に記載のゲームコンソール。
【請求項３】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第２のサブディレクトリは、前記第２のゲーム
に関連付けられた第４のサブディレクトリを含み、該第４のサブディレクトリは、前記第
２のゲームに関連する保存されたゲームデータを格納し、
　前記第４のサブディレクトリの名前は前記第２のゲームに関連する情報のハッシュ値で
あり、
　前記プロセッサ上で実行する前記コンソールアプリケーションは、前記第１のゲームを
実行すると、前記第１のゲームが前記第４のサブディレクトリ以下のデータにアクセスす
ることを防止することを特徴とする請求項１に記載のゲームコンソール。
【請求項４】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第１のサブディレクトリは、前記第１のゲーム
に関連付けられた第３のサブディレクトリをさらに含み、前記第３のサブディレクトリは
、前記第１のゲームによって生成されたデータを格納し、
　前記第３のサブディレクトリの名前は前記第１のゲームに関連する情報のハッシュ値で
あり、
　前記プロセッサで実行する前記コンソールアプリケーションは、前記第２のゲームを実
行すると、前記第２のゲームが前記第３のサブディレクトリ以下のデータにアクセスする
ことを防止することを特徴とする請求項１に記載のゲームコンソール。
【請求項５】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第１のサブディレクトリは、前記第１のゲーム
に関連付けられた第３のサブディレクトリをさらに含み、前記第３のサブディレクトリは
、前記第１のゲームによって生成されたゲームデータを永続的に格納し、
　前記第３のサブディレクトリの名前は前記第１のゲームに関連する情報のハッシュ値で
あり、
　前記プロセッサ上で実行する前記コンソールアプリケーションは、前記第２のゲームを
実行すると、前記第２のゲームが前記第３のサブディレクトリ以下のデータにアクセスす
ることを防止することを特徴とする請求項１に記載のゲームコンソール。
【請求項６】
　前記第１のゲームは、前記プロセッサに結合されたポータブルメディアドライブに挿入
される記憶ディスク上に格納されており、前記プロセッサは、前記コンソールアプリケー
ションを実行すると、前記記憶ディスク上に格納された第１のゲームを読み出して実行す
ることを特徴とする請求項１に記載のゲームコンソール。
【請求項７】
　ゲームコンソールであって、
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　プロセッサと、
　該プロセッサに結合された非リムーバブルハードディスクドライブであって、コンソー
ルアプリケーションを格納する、前記プロセッサにより作成されたコンソールアプリケー
ションデータ領域と、第１の識別子により特定される第１のゲームに関連付けられたデー
タを格納する第１のサブディレクトリと、第２の識別子により特定される第２のゲームに
関連付けられたデータを格納する第２のサブディレクトリとを含む、前記プロセッサによ
り作成されたユーザデータ領域と、前記第１の識別子により特定される前記第１のゲーム
に関連付けられたデータを格納する第１のサブディレクトリと、前記第２の識別子により
特定される前記第２のゲームに関連付けられたデータを格納する第２のサブディレクトリ
とを含む、前記プロセッサにより作成されたアプリケーションデータ領域とを含む非リム
ーバブルハードディスクドライブとを備え、
　前記ユーザデータ領域の第１のサブディレクトリおよび前記アプリケーションデータ領
域の第１のサブディレクトリの名前は前記第１のゲームに関連する情報のハッシュ値であ
り、
　前記ユーザデータ領域の第２のサブディレクトリおよび前記アプリケーションデータ領
域の第２のサブディレクトリの名前は前記第２のゲームに関連する情報のハッシュ値であ
り、
　前記プロセッサ上で実行する前記コンソールアプリケーションは、前記第１のゲームを
実行すると、前記第１のゲームが前記第２のゲームに関連付けられたデータにアクセスす
ることを防止し、
　前記プロセッサ上で実行するコンソールアプリケーションは、前記第１のゲームまたは
前記第２のゲームが前記コンソールアプリケーションデータ領域以下のデータにアクセス
することを防止することを特徴とするゲームコンソール。
【請求項８】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第１のサブディレクトリは、前記第１のゲーム
に関連付けられた第３のサブディレクトリを含み、該第３のサブディレクトリは、前記第
１のゲームに関連する保存されたゲームデータを格納することを特徴とする請求項７に記
載のゲームコンソール。
【請求項９】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第２のサブディレクトリは、前記第２のゲーム
に関連付けられた第４のサブディレクトリを含み、該第４のサブディレクトリは、前記第
２のゲームに関連する保存されたゲームデータを格納することを特徴とする請求項７に記
載のゲームコンソール。
【請求項１０】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第１のサブディレクトリは、前記第１のゲーム
に関連付けられた第３のサブディレクトリをさらに含み、前記第３のサブディレクトリは
、前記第１のゲームによって生成されたデータを格納することを特徴とする請求項７に記
載のゲームコンソール。
【請求項１１】
　前記ユーザデータ領域に作成された前記第１のサブディレクトリは、前記第１のゲーム
に関連付けられた第３のサブディレクトリをさらに含み、前記第３のサブディレクトリは
、前記第１のゲームによって生成されたゲームデータを永続的に格納することを特徴とす
る請求項７に記載のゲームコンソール。
【請求項１２】
　前記第１のゲームは、前記プロセッサに結合されたポータブルメディアドライブに挿入
される記憶ディスク上に格納されており、前記プロセッサは、前記コンソールアプリケー
ションを実行すると、前記記憶ディスク上に格納された第１のゲームを読み出して実行す
ることを特徴とする請求項７に記載のゲームコンソール。
【請求項１３】
　ゲームコンソールであって、
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　プロセッサと、
　該プロセッサに結合された非リムーバブルハードディスクドライブであって、コンソー
ルアプリケーションを格納する、前記プロセッサにより作成されたコンソールアプリケー
ションデータ領域と、識別子により特定される第１のゲームに関連付けられたユーザデー
タを格納する第１の記憶領域と、前記第１のゲームに関連付けられたゲームデータを格納
する第２の記憶領域とを含む非リムーバブルハードディスクドライブとを備え、
　　前記第１の記憶領域および前記第２の記憶領域のサブディレクトリの名前は前記第１
のゲームに関連する情報のハッシュ値であり、
　前記プロセッサ上で実行するコンソールアプリケーションは、前記第１のゲームと異な
る識別子に関連付けられた他のゲームを実行すると、前記第１のゲームと異なる識別子に
関連付けられた他のゲームが前記第１の記憶領域および前記第２の記憶領域のサブディレ
クトリ以下のデータにアクセスすることを防止し、
　前記プロセッサ上のコンソールアプリケーションは前記第１のゲームまたは前記他のゲ
ームが前記コンソールアプリケーションデータ領域以下のデータにアクセスすることを防
止することを特徴とするゲームコンソール。
【請求項１４】
　前記ユーザデータは、保存されたゲームデータであることを特徴とする請求項１３に記
載のゲームコンソール。
【請求項１５】
　前記ゲームデータは、前記第１のゲームによって使用された永続的に格納されたゲーム
データであることを特徴とする請求項１３に記載のゲームコンソール。
【請求項１６】
　前記第１の記憶領域は複数の追加の記憶領域を含み、該複数の追加の記憶領域の各々は
、特定の保存されたゲームに関連付けられたデータを格納することを特徴とする請求項１
３に記載のゲームコンソール。
【請求項１７】
　特定の保存されたゲームに関連付けられた前記データは、前記ゲームが保存されたとき
のゲームの状態のグラフィック表現を含むことを特徴とする請求項１６に記載のゲームコ
ンソール。
【請求項１８】
　特定の保存されたゲームに関連付けられた前記データは、前記ゲームが保存されたとき
のゲーム状態の説明を含むことを特徴とする請求項１６に記載のゲームコンソール。
【請求項１９】
　特定の保存されたゲームに関連付けられた前記データは、前記ゲームが保存された日時
を含むことを特徴とする請求項１６に記載のゲームコンソール。
【請求項２０】
　特定の保存されたゲームに関連付けられた前記データは、保存されたゲームの記述名を
含むことを特徴とする請求項１６に記載のゲームコンソール。
【請求項２１】
　前記ゲームコンソールに結合され、かつ保存されたゲームデータを格納するメモリユニ
ットをさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載のゲームコンソール。
【請求項２２】
　第１の識別子により特定される第１のゲームを実行するゲームコンソールのプロセッサ
が、前記ゲームコンソール内でハードディスクドライブのユーザデータ領域と、アプリケ
ーションデータ領域の各々について前記プロセッサにより作成された第１のサブディレク
トリに格納されたデータにアクセスするステップと、
　第２の識別子により特定される第２のゲームを実行する前記ゲームコンソールの前記プ
ロセッサが、前記ハードディスクドライブの前記ユーザデータ領域と、前記アプリケーシ
ョンデータ領域の各々について前記プロセッサにより作成された第２のサブディレクトリ
に格納されたデータにアクセスするステップと、
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　前記第１のゲームを実行する前記プロセッサが前記ユーザデータ領域および前記アプリ
ケーションデータ領域の前記第２のサブディレクトリ以下のデータおよび前記プロセッサ
により作成された、コンソールアプリケーションを格納する前記ハードディスクドライブ
のコンソールアプリケーションデータ領域以下のデータにアクセスすることを防止するス
テップと、
　前記第２のゲームを実行する前記プロセッサが前記ユーザデータ領域および前記アプリ
ケーションデータ領域の前記第１のサブディレクトリ以下のデータおよび前記コンソール
アプリケーションデータ領域以下のデータにアクセスすることを防止するステップとを備
え、
　前記ユーザデータ領域の第１のサブディレクトリおよび前記アプリケーションデータ領
域の第１のサブディレクトリの名前は前記第１のゲームに関連する情報のハッシュ値であ
り、
　前記ユーザデータ領域の第２のサブディレクトリおよび前記アプリケーションデータ領
域の第２のサブディレクトリの名前は前記第２のゲームに関連する情報のハッシュ値であ
ることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　第３の識別子により特定される第３のゲームが最初に前記プロセッサにより実行される
とき、前記ユーザデータ領域と、前記アプリケーションデータ領域の各々について、第３
のサブディレクトリを作成するステップをさらに含み、
　前記第３のサブディレクトリの名前は前記第３のゲームに関連する情報のハッシュ値で
あることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記プロセッサが、前記第３のゲームが前記ハードディスクドライブの前記第１のサブ
ディレクトリおよび前記第２のサブディレクトリに格納されたデータにアクセスすること
を防止するステップをさらに含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　ゲームコンソールにより実行されたとき、前記ゲームコンソールに、請求項２２に記載
の方法を実行させるコンピュータ実行可能命令を備えることを特徴とする１つまたは複数
のコンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　ゲームコンソールのためのコンピュータ可読媒体であって、前記ゲームコンソールによ
って実行されたとき、前記ゲームコンソールに、
　第１の識別子により特定される第１のゲームに関連付けられたデータを、前記ゲームコ
ンソールのユーザデータ領域と、アプリケーションデータ領域の各々について作成された
第１の記憶領域に格納するステップと、
　第２の識別子により特定される第２のゲームに関連付けられたデータを、前記ゲームコ
ンソールの前記ユーザデータ領域と、前記アプリケーションデータ領域の各々について作
成された第２の記憶領域に格納するステップと、
　前記第１のゲームに従って前記第２の記憶領域におけるデータおよびコンソールアプリ
ケーションを格納する前記ゲームコンソールのコンソールアプリケーションデータ領域以
下のデータにアクセスすることを防止するステップとを実行させるコンピュータ実行可能
命令を記憶し、
　前記第１の記憶領域の名前は前記第１のゲームに関連する情報から生成された固有の値
であり、
　前記第２の記憶領域の名前は前記第２のゲームに関連する情報から生成された固有の値
であることを特徴とするコンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
　前記ゲームコンソールにより実行されたとき、前記ゲームコンソールに、前記第２のゲ
ームに従って前記第１の記憶領域におけるデータにアクセスすることを防止するステップ
を実行させるコンピュータ実行可能命令をさらに記憶したことを特徴とする請求項２６に
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記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　前記第１の記憶領域および前記第２の記憶領域は、前記ゲームコンソールにおけるハー
ドディスクドライブ上に位置することを特徴とする請求項２６に記載のコンピュータ可読
媒体。
【請求項２９】
　前記ゲームコンソールにより実行されたとき、前記ゲームコンソールに、第３のゲーム
が最初に前記ゲームコンソール上で実行されるときに、前記ユーザデータ領域と、前記ア
プリケーションデータ領域の各々について第３の記憶領域を作成するステップを実行させ
るコンピュータ実行可能命令をさらに備え、
　前記第３の記憶領域の名前は前記第３のゲームに関連する情報のハッシュ値であること
を特徴とする請求項２６に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３０】
　請求項２２に記載の方法をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプ
ログラム。
【請求項３１】
　ゲームコンソールに、
　第１の識別子により特定される第１のゲームに関連付けられたデータを、前記ゲームコ
ンソールのユーザデータ領域と、アプリケーションデータ領域の各々について作成された
第１の記憶領域に格納するステップと、
　第２の識別子により特定される第２のゲームに関連付けられたデータを、前記ゲームコ
ンソールの前記ユーザデータ領域と、前記アプリケーションデータ領域の各々について作
成された第２の記憶領域に格納するステップとを実行させ、さらに、
　前記ゲームコンソールが前記第１のゲームの実行中である場合、前記ゲームコンソール
に、前記第２の記憶領域におけるデータおよびコンソールアプリケーションを格納する前
記ゲームコンソールのコンソールアプリケーションデータ領域以下のデータにアクセスす
ることを防止するステップを実行させ、
　前記第１の記憶領域の名前は前記第１のゲームに関連する情報から生成された固有の値
であり、
　前記第２の記憶領域の名前は前記第２のゲームに関連する情報から生成された固有の値
であることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　前記ゲームコンソールに、前記第２のゲームを実行すると、前記第１の記憶領域におけ
るデータにアクセスすることを防止するステップをさらに実行させることを特徴とする請
求項３１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３３】
　前記第１の記憶領域および前記第２の記憶領域は、前記ゲームコンソールにおけるハー
ドディスクドライブ上に位置することを特徴とする請求項３１に記載のコンピュータプロ
グラム。
【請求項３４】
　前記ゲームコンソールに、第３のゲームが最初に前記ゲームコンソール上で実行される
ときに、前記ユーザデータ領域と、前記アプリケーションデータ領域の各々について第３
の記憶領域を作成するステップをさらに実行させ、
　前記第３の記憶領域の名前は前記第３のゲームに関連する情報のハッシュ値であること
を特徴とする請求項３１に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はゲームシステムに関し、より詳細には、ゲームシステム内で記憶デバイス上に格
納されたデータの管理、および格納されたデータに関する情報をゲームシステムのユーザ
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に表示することに関する。
【０００２】
著作権の注記
本特許明細書の開示の一部は、著作権保護を受ける題材を含む。著作権の所有者は、米国
特許商標庁の特許ファイルまたは記録内に見られる特許の書類または特許の開示をいかな
る者が複製しても異議はないが、そうでない場合は何であれすべての著作権を留保するも
のである。
【０００３】
【従来の技術】
現在、市場で入手可能なゲームシステムは、ゲームディスク、音楽ＣＤおよび映画のＤＶ
Ｄをディスクドライブからプレイすることができる。たとえば、Ｓｏｎｙ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎによるＰｌａｙｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）２ゲームシステムは、ゲーム、音
楽およびビデオのタイトルを、コンソールに挿入されたディスクからプレイする能力を提
供する。これらのゲームシステムは、内部データ記憶容量が制限されている。通常、内部
データ記憶が使用されて、現地時間、ユーザの言語運用および他の設定など、システムお
よび構成情報が格納される。保存されたゲームデータおよび他のゲーム特有のデータなど
、他のデータは一般に、ゲームコンソールの外部にあるメモリデバイス上に格納される。
たとえば、ハンドヘルドゲームコントローラに挿入されるメモリユニットはゲーム情報を
、後のゲームコンソールによる検索のために格納する。既存のゲームシステムは、保存さ
れたゲームおよび他の情報を格納するための内部の非リムーバブルハードディスクドライ
ブを含んでいない。
【０００４】
現在のゲームシステムはしばしば、ユーザデータ（保存されたゲームデータなど）を他の
システムデータ（構成データなど）と、メモリユニット上で混合する。一般に、ユーザが
システムデータに直接アクセスする必要はない。したがって、システムデータをゲームシ
ステムのユーザに提示する必要はない。ユーザデータを他のシステムデータと混合するこ
とはユーザを混乱させることであり、特定のユーザデータを識別しようと試みるときに困
難を生じる。
【０００５】
さらに、既存のゲームシステムはしばしば非記述的な命名規則を、保存されたゲームデー
タファイルなどのデータファイルについて使用する。保存されたゲームファイル名の例に
は、「ｓａｖｅ．００１」、「ｓａｖｅ．００２」、「ｓａｖｅｇａｍｅ．ａ」および「
ｓａｖｅｇａｍｅ．ｂ」が含まれる。これらのファイル名の例は、ファイルを作成したゲ
ーム、ゲームが保存されたときの状態、またはゲームが保存された日付または時間に関す
るいかなる情報も提供しない。これらのタイプの非記述的ファイル名は、ゲームシステム
のユーザを混乱させるものであり、ユーザがアクセスすることを望む特定の保存されたゲ
ームの識別が困難となる。
【０００６】
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎは最近、同社のＸｂｏｘ（商標）ビデオゲ
ームシステムを発表し、これはゲーム機能を強化するためのハードディスクドライブ、お
よびオンラインゲームを容易にするためのブロードバンド接続性を備える。これらの追加
により、著しい量のデータ（たとえば、ゲームシステムの多数のゲームタイトルおよび多
数のユーザから保存されたゲームデータ）をビデオゲームシステム内で、ハードディスク
ドライブを使用して格納することができる。この新しい内部記憶容量により、異なるタイ
プのデータをハードディスクドライブ上で格納かつ分離することに関して新しい問題が生
じる。さらに、特定のゲームタイトルに関連付けられたデータが、別のゲームタイトルま
たはアプリケーションによる偶然あるいは故意による破損から保護されるべきである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、ハードディスクドライブなどの内部データ記憶デバイスを含むゲームシステ
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ムにおいて、データを管理するための改良されたシステムが必要である。加えて、ゲーム
システムに格納されたデータに関する情報を表示するための改良されたシステムが必要で
ある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
ゲームシステムは、種々のデータを格納するためにハードディスクドライブを含む。ゲー
ムシステムは、記憶階層をハードディスクドライブに適用して、ハードディスクドライブ
上に格納されたデータへの無許可のアクセスを防止する。ハードディスクドライブは異な
る論理領域に分離され、各領域が特定のタイプのデータを格納し、かつ特定のデータアク
セスポリシーを有するようにする。ゲームシステム上で実行する各アプリケーションは、
そのデータを格納するための関連付けられた記憶領域を有する。アプリケーションプログ
ラムは、異なるアプリケーションプログラムに関連付けられた記憶領域に格納されたデー
タにアクセスすることができない。名前を保存するとき、保存されたゲームデータは、ゲ
ームが保存されたときのゲームの状態のグラフィック表現、ゲーム状態の記述名またはゲ
ームが保存されたときのゲーム状態、およびゲームが保存された日時を含むことができる
。
【０００９】
記載された実施形態では、ゲームシステムがゲームコンソールおよび１つまたは複数のコ
ントローラを含む。ゲームコンソールは、プロセッサおよびプロセッサに結合された非リ
ムーバブルハードディスクドライブを装備する。ゲームコンソールは、メモリ、記憶ディ
スクと通信するように構成されたポータブルメディアドライブ、１つまたは複数のポータ
ブルメモリユニットおよびブロードバンド接続性も含むことができる。他の実施形態では
、ハードディスクドライブが、ゲームデータ、オーディオデータおよびビデオデータを格
納するように構成される。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本明細書に記載する方法および装置は、データの適切な格納を保証し、かつゲームシステ
ム内で格納されたデータへの無許可のアクセスを防止するように実施されるハードディス
ク記憶階層を提供する。ハードディスクドライブをゲームシステムに追加することにより
、ゲームシステム内に格納することができるデータの量が著しく増大する。このデータを
管理するため、ハードディスクドライブの記憶容量が異なる領域に分離され、各領域が特
定のタイプのデータを格納し、かつ特定のデータアクセスポリシーを有する。このデータ
タイプの分離により、特定のデータファイルを発見するタスクが簡素化され、ユーザの混
乱が低減される。というのはシステムが異なるタイプのファイルを同じ記憶領域において
混合することを回避するように試みるからである。
【００１１】
データアクセスポリシーは、どのアプリケーションが特定のタイプのデータへのアクセス
を許可されるかを決定する。たとえば、ハードディスクドライブは、設定領域、ユーザデ
ータ領域、アプリケーションデータ領域、ユーティリティ領域およびコンソールアプリケ
ーション領域を含むことができる。記憶階層はさらに、異なるゲームタイトルに関連付け
られた格納されたゲームを、異なる記憶領域（たとえば、異なるサブディレクトリ）に分
離する。ユーザによる保存されたゲームの選択を簡素化するため、特定のゲームタイトル
に関連する保存されたゲームのみがユーザに表示される。したがって、ユーザは、現在ユ
ーザが関心を有していない多数の保存されたゲームファイルをソートする必要がない。
【００１２】
加えて、データファイル命名フォーマットが、記述名の使用を推奨あるいは要求し、かつ
／またはデータファイルのコンテンツをより明瞭に識別する他のデータを含めることがで
きる。たとえば、ゲーム用のデータファイル命名フォーマットは、記述名（たとえば、レ
ベル３跳ね橋にて）、ゲームを識別する関連付けられた画像および／またはゲームにおけ
る特定の位置またはキャラクタ、およびゲームが保存された日時を含むことができる。こ
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の標準のデータファイル命名フォーマットにより、ゲームシステムのユーザによる保存さ
れたゲームの選択が簡素化される。
【００１３】
各アプリケーションは、記憶デバイスのそれ自体の領域におけるデータを閲覧かつこれに
アクセスするように制限され、それにより異なるアプリケーションに関連付けられたデー
タの偶発的な汚染が防止される。他のアプリケーション（ゲーム、音楽アプリケーション
および映画アプリケーション）に加えて、コンソールアプリケーションがゲームシステム
によって実行される。コンソールアプリケーションは、ゲームシステムを動作するために
必要な種々の機能を実行し、これはユーザインターフェイスの実施、構成オペレーション
の実行および種々の管理機能の実行などである。コンソールアプリケーションデータおよ
び構成設定がハードディスクドライブの別々の領域に格納され、これらは一般に、ユーザ
インターフェイスアプリケーションおよび構成アプリケーション以外のアプリケーション
によりアクセス可能ではない。
【００１４】
図１は、例示的ゲームシステム１００である。ゲームシステム１００は、ゲームコンソー
ル１０２および最多４つのコントローラを含み、これらはコントローラ１０４（１）およ
び１０４（２）によって表現される。ゲームコンソール１０２は内部ハードディスクドラ
イブおよびポータブルメディアドライブ１０６を装備し、これは光学記憶ディスク１０８
によって表現されたような種々の形式のポータブル記憶メディアをサポートする。適切な
ポータブル記憶メディアの例には、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ゲームディスクなどが含まれ
る。
【００１５】
ゲームコンソール１０２は４つのスロット１１０をその前面に有し、最多４つのコントロ
ーラをサポートするが、スロットの数および配列を修正することができる。パワーボタン
１１２およびイジェクトボタン１１４もゲームコンソール１０２の前面に配置される。パ
ワーボタン１１２はゲームコンソールへの電力を切り替え、イジェクトボタン１１４はポ
ータブルメディアドライブ１０６のトレイを交互に開閉して、記憶ディスク１０８の挿入
および抜出しを可能にする。
【００１６】
ゲームコンソール１０２はテレビまたは他のディスプレイ（図示せず）へ、Ａ／Ｖインタ
ーフェイスケーブル１２０を介して接続する。パワーケーブル１２２は電力をゲームコン
ソールに提供する。ゲームコンソール１０２はさらにブロードバンド機能を付けて構成す
ることができ、これはインターネットなどのネットワークへのアクセスを容易にするため
のケーブルまたはモデムコネクタ１２４によって表現される。
【００１７】
各コントローラ１０４はゲームコンソール１０２へ、ワイヤまたはワイヤレスインターフ
ェイスを介して結合される。例示した実施形態では、コントローラがＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）互換であり、コンソール１０２へシリアルケーブル１
３０を介して接続される。コントローラ１０２は、幅広い種類のユーザインタラクション
メカニズムのいずれをも装備することができる。図１に例示したように、各コントローラ
１０４は２つのサムスティック（ｔｈｕｍｂｓｔｉｃｋ）１３２（１）および１３２（２
）、Ｄパッド１３４、ボタン１３６および２つのトリガ１３８を装備する。これらのメカ
ニズムは単に典型的なものであり、他の知られているゲームメカニズムを、図１に示した
ものの代りに使用するか、あるいはこれに追加することができる。
【００１８】
メモリユニット（ＭＵ）１４０をコントローラ１０４に挿入して、追加およびポータブル
の記憶装置を設けることができる。ポータブルメモリユニットにより、ユーザがゲームパ
ラメータを格納し、これらを他のコンソール上での再生のために移植することができる。
たとえば、ユーザはゲームをメモリユニット１４０へ、特定のゲームコンソールを使用し
て保存することができ、次いで、この保存されたゲームデータを、異なるゲームコンソー
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ル上で実行されたゲームと共に使用することができる。記載した実施形態では、各コント
ローラが２つのメモリユニット１４０を収容するように構成されるが、他の実施形態では
２つより多いかあるいはそれより少ないユニットを使用することができる。特定のゲーム
コンソール１０２を、いかなる数のメモリユニット１４０も収容するように構成すること
ができる。
【００１９】
ゲームシステム１００は、たとえば、ゲーム、音楽およびビデオを再生することができる
。異なる記憶の提供物により、タイトルをハードディスクドライブまたはドライブ１０６
内のポータブルメディア１０８から、オンラインソースから、あるいはメモリユニット１
４０から再生することができる。ゲームシステム１００がプレイバックすることができる
ものの例には、以下のものが含まれる。
【００２０】
１．ＣＤおよびＤＶＤディスクから、ハードディスクドライブから、あるいはオンライン
ソースから再生されるゲームタイトル。
２．ポータブルメディアドライブ１０６内のＣＤから、ハードディスクドライブ上のファ
イル（たとえば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ　Ａｕｄｉｏ（ＷＭＡ）フォ
ーマット）から、あるいはオンラインストリーミングソースから再生されるデジタル音楽
。
３．ポータブルメディアドライブ１０６内のＤＶＤディスクから、ハードディスクドライ
ブ上のファイル（たとえば、Ａｃｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｆｏｒｍａｔ）から、
あるいはオンラインストリーミングソースから再生されるデジタルオーディオ／ビデオ。
【００２１】
図２は、ゲームシステム１００の機能コンポーネントをより詳細に示す。ゲームコンソー
ル１０２は中央処理装置（ＣＰＵ）２００、ならびにフラッシュＲＯＭ（読取り専用メモ
リ）２０４、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）２０６、ハードディスクドライブ２０８
およびポータブルメディアドライブ１０６を含む種々のタイプのメモリへのプロセッサア
クセスを容易にするメモリコントローラ２０２を有する。ＣＰＵ２００はレベル１キャッ
シュ２１０およびレベル２キャッシュ２１２を装備して一時的にデータを格納し、よって
メモリアクセスサイクルの数を減らし、それにより処理速度およびスループットを向上さ
せる。
【００２２】
ＣＰＵ２００、メモリコントローラ２０２および種々のメモリデバイスが１つまたは複数
のバスを介して相互接続され、これらにはシリアルバスおよびパラレルバス、メモリバス
、周辺バス、および種々のバスアーキテクチャのいずれかを使用するプロセッサまたはロ
ーカルバスが含まれる。例として、このようなアーキテクチャには、ＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓ
ｔｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＭＣＡ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＥＩＳＡ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＩＳＡ
）バス、ＶＥＳＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｉｏｎ）ローカルバス、およびＭｅｚｚａｎｉｎｅバスとしても知られるＰＣ
Ｉ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｓ）バスが
含まれる可能性がある。
【００２３】
１つの適切な実施形態として、ＣＰＵ２００、メモリコントローラ２０２、ＲＯＭ２０４
およびＲＡＭ２０６が共通モジュール２１４上に統合される。この実施形態では、ＲＯＭ
２０４が、メモリコントローラ２０２へＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バスおよびＲＯＭバス（いずれも図示せず）を介して
接続されるフラッシュＲＯＭとして構成される。ＲＡＭ２０６は、メモリコントローラ２
０２によって、分離したバス（図示せず）を介して独立してコントロールされる多数のＤ
ＤＲＳＤＲＡＭ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　ＲＡＭ）として構成される。ハードディスクドライブ２０８およびポータブル
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メディアドライブ１０６はメモリコントローラへ、ＰＣＩバスおよびＡＴＡ（ＡＴ　Ａｔ
ｔａｃｈｍｅｎｔ）バス２１６を介して接続される。
【００２４】
３Ｄグラフィックス処理装置２２０およびビデオ符号器２２２が、高速および高解像度の
グラフィックス処理のためのビデオ処理パイプラインを形成する。データはグラフィック
ス処理装置２２０からビデオ符号器２２２へ、デジタルビデオバス（図示せず）を介して
搬送される。オーディオ処理装置２２４およびオーディオＣＯＤＥＣ（符号器／復号器）
２２６は、高い忠実性およびステレオ処理を有する、対応するオーディオ処理パイプライ
ンを形成する。オーディオデータは、オーディオ処理装置２２４およびオーディオＣＯＤ
ＥＣ２２６の間で、通信リンク（図示せず）を介して搬送される。ビデオおよびオーディ
オ処理パイプラインは、テレビまたは他のディス再生への伝送のために、データをＡ／Ｖ
（オーディオ／ビデオ）ポート２２８に出力する。例示した実施形態では、ビデオおよび
オーディオ処理コンポーネント２２０～２２８がモジュール２１４上に取り付けられる。
【００２５】
また、モジュール２１４上で実施されるものには、ＵＳＢホストコントローラ２３０およ
びネットワークインターフェイス２３２もある。ＵＳＢホストコントローラ２３０はＣＰ
Ｕ２００およびメモリコントローラ２０２へ、バス（たとえば、ＰＣＩバス）を介して結
合され、周辺コントローラ１０４（１）～１０４（４）のためのホストとしての機能を果
たす。ネットワークインターフェイス２３２はネットワーク（たとえば、インターネット
、ホームネットワークなど）へのアクセスを提供し、幅広い種類の種々のワイヤまたはワ
イヤレスインターフェイスコンポーネントのいずれにすることもでき、これらにはイーサ
ネット（登録商標）カード、モデム、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール、ケーブルモデムな
どが含まれる。
【００２６】
ゲームコンソール１０２は２つのデュアルコントローラサポートサブアセンブリ２４０（
１）および２４０（２）を有し、各サブアセンブリは２つのゲームコントローラ１０４（
１）～１０４（４）をサポートする。フロントパネルＩ／Ｏサブアセンブリ２４２は、パ
ワーボタン１１２およびイジェクトボタン１１４の機能性、ならびにゲームコンソールの
外面上で露出されたいかなるＬＥＤ（発光ダイオード）または他のインジケータもサポー
トする。サブアセンブリ２４０（１）、２４０（２）および２４２はモジュール２１４へ
、１つまたは複数のケーブルアセンブリ２４４を介して結合される。
【００２７】
８つのメモリユニット１４０（１）～１４０（８）が４つのコントローラ１０４（１）～
１０４（４）に、すなわち２つのメモリユニットが各コントローラについて接続可能であ
るように例示される。各メモリユニット１４０は追加の記憶装置を提供し、この上にゲー
ム、ゲームパラメータおよび他のデータを格納することができる。コントローラに挿入さ
れたとき、メモリユニット１４０にはメモリコントローラ２０２によってアクセスするこ
とができる。さらに、１つまたは複数のメモリユニット１４０をゲームコンソールに挿入
し、メモリコントローラ２０２によりアクセスすることができる。
【００２８】
システム電源モジュール２５０が電力をゲームシステム１００のコンポーネントに供給す
る。ファン２５２がゲームコンソール１０２内の回路を冷却する。
【００２９】
ゲームコンソール１０２が統一メディアポータルモデルを実施し、これが一貫したユーザ
インターフェイスおよびナビゲーション階層を提供して、ユーザを種々のエンターテイン
メントエリア中で移動させる。ポータルモデルは、ポータブルメディアドライブ１０６に
挿入されたメディアタイプにかかわらず、ゲームデータ、オーディオデータ、ビデオデー
タなど、多数の異なるメディアタイプからのコンテンツにアクセスするための好都合な方
法を提供する。
【００３０】
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統一メディアポータルモデルを実施するため、コンソールユーザインターフェイス（ＵＩ
）アプリケーション２６０がハードディスクドライブ２０８上に格納される。ゲームコン
ソールの電源が入れられたとき、コンソールアプリケーション２６０の種々の部分がＲＡ
Ｍ２０６および／またはキャッシュ２１０、２１２にロードされ、ＣＰＵ２００上で実行
される。コンソールアプリケーション２６０が、ゲームコンソール上で使用可能な異なる
メディアタイプへナビゲートするときに一貫したユーザ体験を提供するグラフィカルユー
ザインターフェイスを提示する。したがって、ハードディスクドライブ２０８（およびそ
の上に格納されたデータ）は、初期化プロセスの重要な部分である。ハードディスクドラ
イブ２０８が適切に機能中でない場合、ゲームシステム１００は正常にブートすることが
できない。
【００３１】
ゲームシステム１００はスタンドアロンシステムとして動作することができ、これは単に
システムをテレビまたは他のディスプレイに接続することによって行う。このスタンドア
ロンモードでは、ゲームシステム１００により、１人または複数のプレイヤーがゲームを
再生し、映画を見るか、あるいは音楽を聴くことができる。しかし、ネットワークインタ
ーフェイス２３２を介して使用可能にされたブロードバンド接続性の統合により、ゲーム
システム１００をさらに、より大規模なネットワークゲームコミュニティ内の参加者とし
て動作することができる。このネットワークゲーム環境を次に記載する。
【００３２】
図３は例示的ネットワークゲーム環境３００であり、これは多数のゲームシステム１００
（１）、．．．、１００（ｇ）を、ネットワーク３０２を介して相互接続する。ネットワ
ーク３０２は、幅広い種類のデータ通信ネットワークのいずれかを表す。これは、公開部
分（たとえば、インターネット）ならびに専用部分（たとえば、住宅向けのローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ））、ならびに公開および専用部分の組合せを含むことができる
。ネットワーク３０２は、ワイヤードおよびワイヤレスメディアを含む、幅広い種類の従
来の通信メディアのいずれか１つまたは複数を使用して実施することができる。幅広い種
類の通信プロトコルを使用して、ネットワーク３０２を介してデータを通信することがで
き、これには公開およびメーカ独自のプロトコルが含まれる。このようなプロトコルの例
には、ＴＣＰ／ＩＰ、ＩＰＸ／ＳＰＸ、ＮｅｔＢＥＵＩなどが含まれる。
【００３３】
ゲームシステム１００に加えて、１つまたは複数のオンラインサービス３０４（１）、．
．．、３０４（ｓ）が、ネットワーク３０２を介してアクセス可能であり、オンラインゲ
ームのホスティング、ダウンロード可能な音楽またはビデオファイルの提供、ゲーム大会
のホスティング、ストリーミングオーディオ／ビデオファイルの提供など、参加者向けの
種々のサービスを提供することができる。ネットワークゲーム環境３００はさらにキー配
布センタ３０６を含むことができ、これは、個々のプレイヤーおよび／またはゲームシス
テム１００を互いに、ならびにオンラインサービス３０４を認証する際に役割を果たす。
配布センタ３０６はキーおよびサービスチケットを有効な参加者に配布し、次いでこれら
を使用して多数のプレイヤーの間でゲームを形成するか、あるいはオンラインサービス３
０４からサービスを購入することができる。
【００３４】
ネットワークゲーム環境３００は、個々のゲームシステム１００で使用可能な別のメモリ
ソースであるオンライン記憶を導入する。ポータブル記憶メディア１０８、ハードディス
クドライブ２０８およびメモリユニット１４０に加えて、ゲームシステム１００（１）は
、オンラインサービス３０４（ｓ）のリモート記憶装置３０８によって例示されたように
、リモートの格納場所で使用可能なデータファイルに、ネットワーク３０２を介してアク
セスすることもできる。
【００３５】
図４は、５つの別々の領域を含む例示的ハードディスクドライブ４００を例示する。この
実施例では、５つのハードディスクドライブ領域が、設定領域４０２、ユーザデータ領域
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４０４、アプリケーションデータ領域４０６、ユーティリティ領域４０８およびコンソー
ルアプリケーション領域４１０である。図４の領域は一実施例として提供される。代替の
実施では、ハードディスクドライブがいかなる数の領域を含むこともできる。
【００３６】
以下で論じるように、各領域が特定のタイプのデータを格納し、特定のデータアクセスポ
リシーを有し、これがそのタイプのデータにアクセスするように意図されるこれらのアプ
リケーションにデータアクセスを制限する。５つの領域はハードディスクドライブの論理
的分離を表し、必ずしもハードディスクドライブの物理的分割または物理的パーティショ
ンに対応するものではない。ゲームシステムによって実行される１つまたは複数のアプリ
ケーション（たとえば、コンソールアプリケーション）は、このハードディスクドライブ
の多数の領域への論理的分離を維持し、サポートする。
【００３７】
設定領域４０２は、ゲームシステムによって使用されたシステム状態および構成情報を格
納するために使用される。サードパーティアプリケーション（ゲームアプリケーション、
音楽アプリケーションおよび映画アプリケーションなど）は、設定領域４０２への直接ア
クセスを拒否される。設定領域４０２に格納されたデータを必要とするアプリケーション
は、ＡＰＩ（アプリケーションプログラムインターフェイス）コールを介してこのような
データを要求する。設定領域４０２に割り振られた記憶空間が、コンソールアプリケーシ
ョン２６０によって管理される。設定領域データはファイルシステムの外部で格納され、
セクタレベルの入出力コマンドを使用してアクセスされる。この構成により、データの汚
染のリスクおよび設定データへの望ましくないアクセスが低減される。設定領域４０２は
、チェックサムを使用して保護されて、設定データが汚染されていないことが保証され、
必要な場合、完全なシステム復元手順を通過して存続することができる。
【００３８】
ユーザデータ領域４０４は、ゲームシステム上のユーザデータを格納するために使用され
る。ユーザデータは、たとえば、ゲームシステムのユーザによって保存されたゲームデー
タまたはユーザによって保存された画像ファイルを含むことができる。ユーザデータ領域
４０４におけるデータは、特定の階層に編成される。アプリケーションはこの階層に適合
することが要求される。１つの実施形態では、アプリケーションがゲームシステム上で実
行することを認可される前に、アプリケーションが特定の階層に適合しなければならない
。アプリケーションがゲームシステム上で実行することを認可されなかった場合、ゲーム
システムは、このアプリケーションをゲームシステム上で実行しようとするいかなる試み
も拒否する。通常、認可プロセスは、ゲームシステムのメーカによって実行される。
【００３９】
ユーザデータをハードディスクドライブ２０８のユーザデータ領域４０４に格納すること
に加えて、ユーザデータを、１つまたは複数のコントローラ１０４またはゲームコンソー
ル１０２に結合された１つまたは複数のメモリユニット１４０（図１）に格納することも
できる。
【００４０】
アプリケーションデータ領域４０６は、ゲームシステムによって実行される種々のアプリ
ケーションによって使用される永続データを格納するために使用される。アプリケーショ
ンデータ領域４０６に格納されるデータは、アプリケーションの実行中の種々の時間に作
成される。このデータは通常、ユーザが知ることなく格納される。領域４０６に格納され
たデータにより、アプリケーションがデータを多数のゲームセッションに渡って維持する
ことができ、データを特定の保存されたゲームに関連付ける必要はない。特定の実施形態
では、音楽ファイル（たとえば、ＷＭＡファイル）がアプリケーションデータ領域に保存
される。
【００４１】
アプリケーションデータ領域４０６に格納される例示的データには、更新されたプレイヤ
ー名簿、ゲーム更新、新しいゲームレベル、路上のスキッドマーク、ビルまたは対象物へ
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のダメージ、またはアプリケーションによって維持される他の変更が含まれる。スキッド
マークおよびビルへのダメージは、ゲームに対する「環境の変化」の例であり、これらは
、保存されたゲームの実行を含めて、ゲームが実行されるたびに適用される。各アプリケ
ーションには、そのアプリケーションデータを格納するために、分離した記憶領域（たと
えば、サブディレクトリ）がアプリケーションデータ領域４０６内で提供される。一般に
、特定のデータをアプリケーションデータ領域４０６に保存したアプリケーションのみが
、この特定のデータを削除することを許可される。しかし、ゲームシステムのユーザが、
特定のアプリケーションに関係付けられたすべてのデータを削除する希望を指示した場合
、この特定のアプリケーションに関連付けられたアプリケーションデータ領域４０６にお
けるデータが削除される。
【００４２】
１つの実施形態では、ユーザデータ４０４およびアプリケーションデータ４０６が、ハー
ドディスクドライブ４００の単一のパーティションに格納される。これにより、各アプリ
ケーションが、パーティションによって提供されたデータ記憶容量のいかなる部分も使用
することができる。各アプリケーションは、パーティションの記憶容量全体の一部を使用
する。この実施形態では、アプリケーションは、パーティションの総記憶容量の特定の部
分を使用することに制限されない。この構成はアプリケーション（およびアプリケーショ
ン開発者）に柔軟性を提供し、これはアプリケーションが所望の記憶空間の量を使用でき
るようにすることによる。この構成により、各アプリケーションに割り振られた記憶空間
を制限することによって生じる問題も減る。アプリケーションが特定の記憶領域に制限さ
れているとき、たとえ他のアプリケーションがそれらの記憶割り当て全体を使用中でない
としても、記憶空間が足りなくなる可能性がある。すべてのアプリケーションによって共
有される単一のパーティションを提供することにより、特定のアプリケーションが適切に
実行するために十分な記憶空間を有していないことになる可能性が低減される。
【００４３】
ユーティリティ領域４０８は、アプリケーションによって望まれるデータを格納するため
に使用される。ユーティリティ領域４０８は、アプリケーションによっていかなる形でも
使用することができ、ゲームシステムはアプリケーションによるユーティリティ領域の使
用にいかなる制約も課さない。したがって、各アプリケーションは、その割り当てられた
ユーティリティ領域４０８を、アプリケーション開発者が望むいかなる方法においても使
用することができる。アプリケーションはユーティリティ領域４０８を、データのキャッ
シングまたは仮想記憶空間の作成のために使用することができる。ユーティリティ領域４
０８はデータの一時格納用である。特定のアプリケーションは、次回にそのアプリケーシ
ョンが実行されるときに同じデータが使用可能になることを確信することができない。
【００４４】
１つの実施形態では、３つの別々のユーティリティ領域４０８がハードディスクドライブ
上に設けられる。各ユーティリティ領域４０８は７５０メガバイトの記憶空間を含み、異
なるアプリケーションによって種々のデータを格納するために使用される。アプリケーシ
ョンが開始されるとき、ゲームシステムは、３つのユーティリティ領域４０８のうち１つ
が、同じアプリケーションによってこのアプリケーションの以前の実行中に格納された情
報を含むかどうかを決定する。そうであった場合、その同じユーティリティ領域４０８お
よびアプリケーションによって先に格納されたデータが、アプリケーションの現在の実行
での使用のためにアプリケーションに割り当てられる。ユーティリティ領域４０８のうち
同じアプリケーションによって格納された情報を含むものがなかった場合、システムは、
ユーティリティ領域のうち１つが空であるかどうかを決定する。そうであった場合、空の
ユーティリティ領域がアプリケーションに割り当てられる。そうでない場合、もっとも古
いデータを有するユーティリティ領域がクリアされ（すなわち、このユーティリティ領域
におけるすべてのデータが削除される）、アプリケーションの現在の実行での使用のため
にアプリケーションに割り当てられる。
【００４５】
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アプリケーションが３つのユーティリティ領域４０８のうち１つを使用することを開始し
たとき、タイムスタンプが、使用中の特定のユーティリティ領域に適用される。タイムス
タンプは、ユーティリティ領域４０８を使用するアプリケーション（たとえば、アプリケ
ーションタイトル）、およびアプリケーションがユーティリティ領域にアクセスした時間
を識別する。３つのユーティリティ領域４０８は、最低使用頻度（ＬＲＵ）アルゴリズム
を使用して古くされる。アプリケーションがユーティリティ領域４０８を要求中であるが
、すべてのユーティリティ領域がデータを含んでおり、それらのいずれも要求側アプリケ
ーションに関連付けられていない場合、ＬＲＵアルゴリズムが、もっとも古いタイムスタ
ンプを有するユーティリティ領域からデータを削除する。この自動化プロセスは、ユーザ
（およびアプリケーション開発者）がこの一時記憶空間を管理する負担を軽減する。
【００４６】
アプリケーションは、ユーティリティ領域４０８におけるデータが将来の参照のために保
存されることを望むか、アプリケーションが終了されるときに削除されることを望むかを
識別することができる。データが削除された場合、このユーティリティ領域は別のアプリ
ケーションで使用可能となる。データが保存された場合、このデータは、ＬＲＵアルゴリ
ズムがアプリケーションの次の実行前にそのユーティリティ領域に格納されたデータを古
くしない限り、次回にアプリケーションが実行されるときにアプリケーションで使用可能
となる。
【００４７】
コンソールアプリケーション領域４１０は、ユーザインターフェイスデータなど、コンソ
ールアプリケーションの実行中に使用された種々のデータを格納するために使用される。
他のアプリケーションは、コンソールアプリケーション領域４１０に格納されたデータに
アクセスすることを防止される。特定の実施形態では、コンソールアプリケーション領域
４１０がハードディスクドライブ４００の分離したパーティションに格納されて、コンソ
ールアプリケーション領域に格納されたデータが汚染されるようになる可能性が低減され
る。
【００４８】
図４のように、種々のタイプのデータがハードディスクドライブ４００の異なる領域に格
納される。しかし、ゲームシステム１００における他の記憶デバイスを、それらが格納す
るコンテンツにおいて制限することができる。１つの実施形態では、メモリユニット１４
０が、１つまたは複数のゲームに関連する保存されたゲームデータを格納することに制限
される。種々のゲームシステム設定および構成データは各ゲームシステムに特有のもので
あるため、このデータを他のゲームシステムに分配する（たとえば、ポータブルメモリユ
ニット１４０を介して）必要はない。その代りに、他のゲームシステムは、それら自体の
ハードディスクドライブまたは他の内部記憶デバイス上に格納されたそれら自体のシステ
ム設定および構成データに依拠するべきである。したがって、ユーザがゲームまたは他の
アプリケーションデータをメモリユニット１４０に保存するように要求したとき、メモリ
ユニット上に格納されるデータが、ゲームまたは他のアプリケーションの状態を後に再現
するために必要なデータに制限される。メモリユニット１４０を、たとえば、保存された
ゲームデータを保存するが構成データを保存しないように制限することによって、ユーザ
に、保存されたゲームデータおよびユーザによって必要とされない他の構成データの混合
リストではなく、保存されたゲームデータの簡素なリストが提示される。
【００４９】
図５は、２つの異なる領域である、ハードディスクドライブ４００のユーザデータ領域４
０４およびアプリケーションデータ領域４０６に格納された例示的データを例示する。デ
ィスクドライブの各領域をさらに、特定のアプリケーションに関連付けられる異なるセク
ションまたは記憶領域（たとえば、サブディレクトリ）に分離することができる。このさ
らなる分離が、特定のアプリケーションに関連付けられたデータが別のアプリケーション
によってアクセスあるいは修正されないことを保証し、それにより、ゲームシステムによ
って実行される各アプリケーションに関連付けられたデータ整合性を維持する。
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【００５０】
図５の実施例では、ユーザデータ領域４０４およびアプリケーションデータ領域４０６が
、多数のゲームアプリケーション（「ゲームＡ」、「ゲームＢ」などと称する）に関係付
けられたデータを格納する。ユーザデータ領域４０４は４つのセクションを含み、それぞ
れが各ゲームの保存されたデータ用であり、保存されたゲームＡデータ５０２、保存され
たゲームＢデータ５０４、保存されたゲームＣデータ５０６および保存されたゲームＮデ
ータ５０８とラベルが付けられる。特定のユーザデータ領域４０４はいかなる数のセクシ
ョンも含むことができ、それぞれが特定のゲームまたは他のアプリケーションに関連付け
られる。特定のアプリケーションは、そのアプリケーションに関連付けられたデータにア
クセスすることを許可されるが、異なるアプリケーションに関連付けられているデータを
アクセスあるいは修正することを防止される。たとえば、ゲームＡは、セクション５０２
に格納されたデータにアクセスすることができる。しかし、ゲームＡは、セクション５０
４、５０６または５０８のいずれかに格納されたデータにもアクセスすることを防止され
る。これはそのデータが異なるゲームに関連付けられているからである。
【００５１】
アプリケーションデータ領域４０６は４つのセクションを含み、それぞれが各アプリケー
ションの保存されたデータ用であり、ゲームＡデータ５１０、ゲームＢデータ５１２、ゲ
ームＣデータ５１４およびゲームＮデータ５１６とラベルが付けられる。上述のように、
アプリケーションデータ領域は、アプリケーションによって生成された永続データを格納
するためにアプリケーションによって使用される。特定のアプリケーションデータ領域４
０６はいかなる数のセクションも含むことができ、それぞれが特定のゲームまたは他のア
プリケーションに関連付けられる。各アプリケーションは、そのアプリケーションに関連
付けられている領域４０６のセクションからのデータにアクセスするように制限される。
たとえば、ゲームＢは、セクション５１２に格納されたゲームＢデータにアクセスするこ
とができるが、セクション５１０、５１４または５１６のいずれかに格納されたデータに
もアクセスすることを防止される。これはそのデータが異なるゲームに関連付けられてい
るからである。
【００５２】
図６は、ハードディスクドライブ４００のユーザデータ領域４０４に格納された、例示的
な保存されたゲームデータ５０２を例示する。この実施例では、保存されたゲームデータ
５０２が３セットの保存されたゲームデータを含み、第１の保存されたゲーム６０２、第
２の保存されたゲーム６０４および第３の保存されたゲーム６０６とラベルが付けられる
。すべての３セットの保存されたゲームデータ６０２～６０６は、同じゲームアプリケー
ション（すなわち、ゲームＡ）に関係付けられる。各セットの保存されたゲームデータが
、ゲームコンソールのユーザによって実行された異なる「ゲーム保存」コマンドに対応す
る。たとえば、各セットの保存されたゲームデータ６０２～６０６が異なる日に作成され
たか、あるいはゲームシステムのユーザがゲームにおいて新しいレベルに達したときに作
成された可能性がある。保存されたゲームデータ６０２～６０６により、ユーザがゲーム
アプリケーションを、ゲームにおいてゲームが保存されたときと同じ位置（すなわち、同
じゲームレベル、スコア、設定など）で再開することができる。特定のゲームアプリケー
ションは、いかなる数のセットの保存されたゲームデータをも、ゲームの現在状態を保存
するためのユーザ要求に基づいて作成することができる。特定のゲーム（たとえば、ゲー
ムＡ）に関係付けられたすべての保存されたゲームが同じセクション（たとえば、保存さ
れたゲームＡデータ５０２）に格納され、これが所望の保存されたゲームの識別を簡素化
する。
【００５３】
以下にリストするものは、ゲームシステムにおけるハードディスクドライブ４００上にデ
ータを格納するために使用されたディレクトリの実施例である。類似のディレクトリ構造
を使用して、データをメモリユニット１４０またはゲームシステムによって使用された他
の記憶デバイス上に格納することができる。
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【００５４】
ＲＯＯＴ＼Ｕｄａｔａ＼０ＦＦＦＡＢ１２　＼ＦＦＥ６２＼＜保存されたゲームファイル
＞
ＲＯＯＴ＼Ｕｄａｔａ＼０ＦＦＦＡＢ１２　＼Ｆ４Ｂ１Ａ＼＜保存されたゲームファイル
＞
ＲＯＯＴ＼Ｔｄａｔａ＼０ＦＦＦＡＢ１２　＼＜保存されたデータ＞
【００５５】
上で識別した最初の２つのディレクトリは、特定のゲームアプリケーションのための種々
の保存されたゲームデータファイルを格納する。ルートの下の「Ｕｄａｔａ」ディレクト
リは、ハードディスクドライブ４００のユーザデータ領域４０４を表す。次のエントリ「
ＯＦＦＦＡＢ１２」はユーザデータ領域４０４のサブディレクトリであり、特定のアプリ
ケーションに関連付けられる。この実施例では、「ＯＦＦＦＡＢ１２」はゲームのタイト
ルのハッシュを表す。各ゲームが異なるハッシュ値を生成し、各サブディレクトリが固有
のものであるようにするべきである。別法として、固有のゲーム識別子をサブディレクト
リ名として使用することができる。
【００５６】
次のエントリ「ＦＦＥ６２」および「Ｆ４Ｂ１Ａ」はそれぞれ特定の保存されたゲームサ
ブディレクトリを表す。各保存されたゲームに関連付けられた種々のデータファイルが、
各サブディレクトリに格納される。新しいサブディレクトリが、ゲームシステムのユーザ
がゲーム保存オペレーションを開始するたびに作成される。新しいサブディレクトリは、
ゲーム保存オペレーションによって生成された種々の保存されたゲームデータを格納する
。エントリ「ＦＦＥ６２」および「Ｆ４Ｂ１Ａ」は、保存されたゲームについての種々の
情報（保存されたゲームの名前、ゲームが保存された日付、ゲームが保存された時間また
はゲームが保存されたときのゲームレベルなど）をハッシングすることによって生成され
る。１つの実施形態では、エントリ「ＦＦＥ６２」および「Ｆ４Ｂ１Ａ」が、保存された
ゲームの名前をハッシングすることによって生成される。別法として、結合された日付お
よび時間コードを使用して、固有のサブディレクトリ名を生成することができる。
【００５７】
上で識別した第３のディレクトリは、ゲーム「０ＦＦＦＡＢ１２」に関係付けられた追加
のデータを格納する。ルートの下の「Ｔｄａｔａ」ディレクトリは、ハードディスクドラ
イブ４００のアプリケーションデータ領域４０６を表す。アプリケーションデータ領域４
０６に格納されたデータは一般にゲーム自体に適用され、特定の保存されたゲームには適
用されないので、「０ＦＦＦＡＢ１２」の下にサブディレクトリはない。
【００５８】
新しいサブディレクトリは、新しいアプリケーションがゲームシステムによって実行され
るたびに「Ｕｄａｔａ」および「Ｔｄａｔａ」の下に作成される。アプリケーションが実
行されたとき、ゲームシステムは最初に、このアプリケーションに関連付けられた既存の
サブディレクトリをチェックする。サブディレクトリがすでにこのアプリケーション用に
存在した場合、これらのサブディレクトリおよびそれらの対応するデータがこのアプリケ
ーションに割り当てられる。しかし、サブディレクトリがこのアプリケーション用に存在
していない場合、コンソールアプリケーションが、このアプリケーションが使用するため
の適切なサブディレクトリを作成する。
【００５９】
多数の異なるサブディレクトリが「Ｕｄａｔａ」および「Ｔｄａｔａ」から拡張すること
ができるが、特定のアプリケーションは、そのアプリケーションの特定のサブディレクト
リの下に含まれたデータおよびサブディレクトリのみを見る。したがって、アプリケーシ
ョンは、ディレクトリ構造全体を見ること、あるいはハードディスクドライブ上に格納さ
れた関連付けられたサブディレクトリを有する他のアプリケーションを識別することがで
きない。データアクセスにおけるこれらの制限により、アプリケーションが故意あるいは
偶然に、別のアプリケーションに関連付けられたデータを汚染することが防止される。
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【００６０】
ある状況では、ゲームシステムにより、アプリケーションが、異なるアプリケーションに
関連付けられたデータにアクセスすることが可能になる。たとえば、新しいバージョンの
アプリケーションがリリースされた場合、先のバージョンのアプリケーションとは異なる
識別子を生成することができ、したがってこれを異なるセットのサブディレクトリに関連
付けることができる。この実施例では、ゲームシステム（たとえば、コンソールアプリケ
ーション）が新しいバージョンのアプリケーションを、古いバージョンのアプリケーショ
ンに関連付けられたサブディレクトリにマップあるいはリダイレクトすることができ、そ
れにより新しいバージョンのアプリケーションが、古いバージョンのアプリケーションに
よって格納されたデータにアクセスできるようにする。
【００６１】
もう１つの実施例では、特定のメーカからのアプリケーションが、同じメーカからの異な
るアプリケーションに関連付けられたデータにアクセスすることを許可される可能性があ
る。この実施例では、メーカに、そのアプリケーションによって生成されたデータを適切
に処理する責任が与えられる。
【００６２】
図７は、ゲーム関連データをハードディスクドライブの適切な領域に格納するプロセス７
００の流れ図である。プロセス７００はソフトウェアにおいてコンピュータ実行可能命令
として実施され、これがＣＰＵ２００によって実行されて、ブロックとして例示されたオ
ペレーションが実行される。最初に、ゲームがゲームシステムから開始される（ブロック
７０２）。ゲームは、ゲームディスクをポータブルメディアドライブ１０６に挿入するこ
と、ゲーム（または保存されたゲーム）をハードディスクドライブ２０８から（保存され
たゲームを識別するユーザインターフェイスを介して）選択すること、保存されたゲーム
をメモリユニット１４０から選択すること、またはゲームをオンラインソースから選択す
ることによって開始することができる。
【００６３】
次に、プロセス７００は、開始されたゲームに関係付けられたゲームＩＤを識別する（ブ
ロック７０４）。ゲームＩＤは、ゲームシステムによって、ゲームを互いに区別するため
、かつ異なるゲームがハードディスクドライブ２０８および他の記憶デバイスからのデー
タの適切なセットにアクセスすることを保証するために使用される。１つの実施形態では
、ゲームＩＤがゲームシステムのメーカによって割り当てられて、すべてのゲームＩＤが
固有のものであることが保証される。もう１つの実施形態では、ゲームＩＤが、ゲームタ
イトルのハッシュを作成することによって生成される。
【００６４】
ブロック７０６で、プロセス７００は、ポインタまたはハードディスクドライブの適切な
領域を識別するための他のメカニズムを、ゲームＩＤに基づいて作成する。たとえば、特
定のゲームがユーザデータ領域の特定の部分およびアプリケーションデータ領域の特定の
部分にアクセスすることを許可することができる。ポインタはアプリケーションを、ユー
ザデータ領域およびアプリケーションデータ領域の適切な部分に向けるが、ユーザデータ
領域およびアプリケーションデータ領域のうち異なるゲームに関連付けられている部分へ
のアクセスを可能にしない。特定のポインタは、ハードディスクドライブ上の特定のサブ
ディレクトリを、上述のように識別することができる。
【００６５】
次いで、プロセス７００は、ゲームシステムのユーザが、現在のゲームをハードディスク
ドライブ上に保存することを要求したかどうかを決定する（ブロック７０８）。ユーザが
現在のゲームを保存するように要求していなかった場合、ゲームの実行が継続する（ブロ
ック７１０）。ユーザが現在のゲームを保存することを要求した場合、このプロセスがゲ
ームの現在の状態を１セットのデータとして、ハードディスクドライブのユーザデータ領
域に保存する（ブロック７１２）。加えて、他のゲーム関連データをハードディスクドラ
イブのアプリケーションデータ領域に格納することができる（ブロック７１４）。他のゲ
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ーム関連データの保存をブロック７１４で示すが、このような活動はゲームの実行中のい
かなる時点に生じる可能性もある。たとえば、車がレース中にレースコースの壁に当たっ
た場合、ゲームはスキッドマークおよび壁に対するダメージを、ハードディスクドライブ
のアプリケーションデータ領域に記録することができる。したがって、同じスキッドマー
クおよび壁に対するダメージが、将来同じゲームがゲームシステム上で実行されるときに
示される。
【００６６】
図８は、ゲームシステムのユーザによって入力された種々のニックネームを管理するプロ
セス８００の流れ図である。プロセス８００はソフトウェアにおいてコンピュータ実行可
能命令として実施され、これがＣＰＵ２００によって実行されて、ブロックとして例示さ
れたオペレーションが実行される。ニックネームはしばしば、ゲームにおいてキャラクタ
に名前を割り当てるため、あるいはユーザのハイスコアを識別するために使用される。最
初に、ゲームがゲームシステムから開始される（ブロック８０２）。プロセス８００は、
最近使用されたニックネームのリストを検索する（ブロック８０４）。このリストは、現
在のゲームで最近使用されたニックネームが最初に表示され、他のゲームで最近使用され
たニックネームがリストにおいて後で表示されるように順序付けることができる。次に、
このプロセスは、最近使用されたニックネームのリストをゲームシステムのユーザに表示
する（ブロック８０６）。次いで、ゲームシステムのユーザに、表示されたリストからニ
ックネームを選択するか、あるいは現在のゲームで使用するための新しいニックネームを
作成する機会が提示される。プロセス８００は、ユーザがニックネームリストから名前を
選択するか、新しいニックネームを入力することを選択するかを決定する（ブロック８０
８）。ユーザがニックネームリストから名前を選択した場合、プロセスがブロック８１０
へ分岐し、そこでゲームが、選択されたニックネームを使用して実行される。ユーザが新
しいニックネームを入力することを選択した場合、プロセスがブロック８１２へ進行し、
そこでこのプロシージャが新しいニックネームを入力するための画面を表示する。ユーザ
が新しいニックネームを入力した後、プロセス８００が新しいニックネームを使用してゲ
ームを実行し、新しいニックネームを、最近使用されたニックネームのリストに追加する
（ブロック８１４）。ハイスコアが達成された（あるいは、他のいずれかのアクションが
プレイヤーのニックネームの入力を必要とする）場合、選択されたニックネームが自動的
にデフォルト名として入力される。ユーザはこのデフォルト名を、選択した場合は変更す
ることができる。
【００６７】
図９は、例示的ゲーム選択メニューを示すグラフィカルユーザインターフェイス９００を
例示する。グラフィカルユーザインターフェイス９００は、ＣＰＵ２００によって実行さ
れたコンソールアプリケーション２６０によって生成される。ゲーム選択メニューは、ユ
ーザが、先に自分のゲームシステム上でプレイした使用可能なゲームアプリケーションか
ら選択することができるエリアである。この実施例は使用可能なゲームをリストするが、
類似のユーザインターフェイスが、オーディオプレイヤーまたはビデオプレイヤーなど、
他のタイプのアプリケーションを識別する。ユーザインターフェイス９００は、ゲームシ
ステム上で使用可能なゲームのリスト９０２を含む。ゲームは、ユーザが購入したか、借
りたかあるいは賃貸しており、少なくとも１度はそのゲームシステム上でプレイされたア
プリケーションである。図９では、ゲームが水平のタイルまたはペイン（ｐａｎｅ）にお
いて示される。別法として、本棚、おもちゃ箱など、他のグラフィカルテーマを使用して
、使用可能なゲームを表現できることに留意されたい。
【００６８】
ユーザインターフェイス９００は、現在選択されているゲームタイトルのイメージを示す
円９０４、および選択されたゲームについての情報を有するテキストパネル９０６も含む
。例示した実施例では、ゲーム「Ｓｔａｒｃｒａｆｔ」が強調表示されており、結果とし
て、ゲーム「Ｓｔａｒｃｒａｆｔ」からのキャラクタのイメージが円９０４に示されてお
り、このゲームに関係する情報がテキストパネル９０６に提示されている。ゲーム開発者
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には、円９０４およびテキストパネル９０６のコンテンツのコントロールが与えられ、そ
のためこの情報はゲーム毎に変わる。
【００６９】
一片の説明テキスト９０８（すなわち、「ｎゲーム」）が、メインのキャプション「ゲー
ム」の横に配置されて、リストにおけるタイトルの数が示される。リスト９０２は、制限
された数のゲーム（たとえば、８タイトル）を表示する。ユーザが自分のゲームシステム
を購入した後で最初にゲームコレクションに入るとき、リスト９０２にはタイトルがない
。これを表現するため、説明テキスト９０８が「０ゲーム」と示し、テキストパネル９０
６が短い文を提供して、ユーザに、今後コンソール上でプレイされるゲームがこのエリア
に表示されることを伝える。ユーザがゲームをプレイするとき、これらがリスト９０２に
追加される。説明テキスト９０８が、リスト９０２上に示されたものより多くのゲームが
あること（たとえば、ｎ＞８）を示したとき、上下のスクロールアローがリスト９０２に
追加されて、現在リスト上に示されていない追加のタイトルがあることが示される。
【００７０】
上述のように、ゲーム開発者が、円９０４およびテキストパネル９０６を満たすために使
用されるデータを提供する。ユーザがゲームをゲームシステム上で初めてプレイするとき
、いくつかのデータ要素がハードディスクドライブ２０８のアプリケーションデータ領域
に、今後のアプリケーションの実行中にアプリケーションによって使用するためにコピー
される。
【００７１】
ユーザは、サムスティックの上下方向またはある他の事前定義されたコントロールメカニ
ズムを使用することによって、リスト９０２におけるゲームの間を移動することができる
。リスト９０２は、ユーザがリストの最上部または最下部に到達したときにラップするよ
うに、あるいはラップしないように構成することができる。セレクトエレメント９１０に
より、ユーザはコントローラ上の「Ａ」ボタンを使用して、リスト９０２から強調表示さ
れたゲームを選択することができる。バックエレメント９１２により、ユーザインターフ
ェイスにおいて以前のメニューへ戻るナビゲーションが容易になる。バックエレメント９
１２は、コントローラ上の「Ｂ」ボタンを押すことによって選択され、これはエレメント
９１２における文字「ｂ」によって視覚的に支援される。
【００７２】
図１０は、保存されたゲームに関係付けられた情報の表示の一実施例を示すグラフィカル
ユーザインターフェイス１０００を例示する。ユーザインターフェイス１０００は、ハー
ドディスクドライブなど、選択されているメモリデバイス上で現在使用可能であるすべて
のコンテンツデータのビューを提供する。ユーザインターフェイス１０００は、ゲームお
よびそれらの対応する保存されたゲーム、サウンドトラックおよびそれらの関連付けられ
たトラック、および選択されたメモリデバイス上に格納されるビデオクリップのフラット
なリスト１００２を示す。各ファイルは、水平のペインにおいて配列された小型の円１０
０４によって表現される。各円は、ゲームが保存された前のゲームイメージまたは最後の
シーンなど、コンテンツを識別するイメージを有する。ファイル１００４は、保存された
ゲームの合計サイズをブロック単位で示す、関連付けられた数字を有する。
【００７３】
ゲームのコンテキストでは、ファイルのリスト１００２は、ゲームのグラフィックがゲー
ムタイトルのタイトル（たとえば、「Ｓｔａｒｃｒａｆｔ」）の付近に位置する円１００
６に位置するようにフォーマットされる。円１００６が選択可能であり、選択されると、
選択されたゲームについて保存されたすべてのゲームにおける多数選択を実行する。保存
された各ゲームも選択可能であり、これは所望の円１００４へナビゲートすることによっ
て行う。前述のように、ナビゲーションは、サムスティックの左右上下の方向または他の
メカニズムを使用することによって達成することができる。１つの実施形態では、保存さ
れたゲームの円１００４が、各ゲームエントリ内でもっとも最近保存された順にソートさ
れる。
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【００７４】
テキストパネル１００８は、現在焦点が合わせられている保存されたゲーム、オーディオ
トラックまたはビデオクリップのより豊富な説明を提供する。ゲームのコンテキストでは
、この説明には以下の情報が含まれる可能性がある。
【００７５】
・保存されたゲーム
・保存されたゲームに関連付けられた２Ｄイメージ
・保存されたゲームが属するゲーム
・保存されたゲーム名
・ゲームまたは現在のミッションにおける位置（たとえば、レベル）
・ゲームが保存された日時
・保存されたゲームの合計サイズ
・多数の保存されたゲーム
・多数の保存されたゲームを表現する包括的イメージ
・現在選択されているすべての保存されたゲームの合計サイズ
・ゲームタイトル
・ゲームに関連付けられた２Ｄイメージ
・ゲームの名前
・保存されたゲームの合計数
・ゲームのブロック単位の合計サイズ（保存されたゲームの合計、永続データなど）
【００７６】
１つの実施形態では、ゲーム開発者が、保存された各ゲームに関係する特定の情報を提供
し、ゲームシステムのユーザがプレイ、あるいはメモリユニット１４０などの別の記憶デ
バイス上にコピーすることを望む保存されたゲームを容易に識別できるようにする。特定
のアプリケーションが、ゲーム保存コマンドが実行されたときに保存することができる情
報の例には、以下のものが含まれる可能性がある。
【００７７】
・保存されたゲームデータに関連付けられたゲームの名前
・ゲームが保存されたときの位置のグラフィック表現
・保存されたときのゲーム状態の簡単な説明（たとえば、レベル３－Ｃａｓｔｌｅ　Ｅｎ
ｔｒａｎｃｅにて）
・ゲームが保存された日時
【００７８】
他の実施形態では、より多いかあるいはより少ないデータを、ゲーム保存コマンドに応答
して保存することができる。
【００７９】
特定の実施形態では、ゲームシステムがゲーム開発者に、ゲームを保存するときに記述名
を使用することを要求する。記述名は、たとえば、「ｓａｖｅ．００１」または「ｓａｖ
ｅｇａｍｅ．ｂ」以外のものである。その代りに記述名には、たとえば、保存されたゲー
ムファイルを作成したゲームの識別、およびゲームの状態に関係するあるタイプの情報お
よび／またはゲームが保存された日時が必要となる。この記述名に対応するため、ゲーム
開発者は、いかなる文字長の保存されたゲーム名、およびいかなる文字（記号、句読点な
どを含む）を使用することもできる保存されたゲーム名を作成することが許可される。記
述名を、保存されたゲームに提供することにより、ゲームシステムのユーザが所望の保存
されたゲームを容易に位置付けることができる。
【００８０】
最上部のタイトルペイン１０１０は概要情報を提供し、これは記憶デバイスのフレンドリ
名（たとえば、「スティーブのゲーム」）、メモリデバイスのブロック単位の総記憶空間
、およびメモリデバイスで残されているブロック単位の記憶空間などである。選択および
バックエレメントが、他の画面へのナビゲーションをサポートする。
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本発明を、構造的な特徴および／または方法的な活動に特有の言語において記載したが、
特許請求の範囲において定義された本発明が必ずしも、記載された特定の特徴または活動
に限定されないことを理解されたい。むしろ、特定の特徴および活動は、特許請求の範囲
に記載された発明を実施する例示的形式として開示される。
【００８２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ハードディスクドライブなどの内部データ記憶デ
バイスを含むゲームシステムにおいて、データを管理するための改良されたシステムが提
供される。また、ゲームシステムに格納されたデータに関する情報を表示するための改良
されたシステムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】例示的ゲームシステムを示す図である。
【図２】ゲームシステムのブロック図である。
【図３】図１のゲームシステムがネットワークを介して他のコンソールおよびサービスに
接続される、ネットワークゲームシステムを示す図である。
【図４】５つの分離した領域を含む例示的ハードディスクドライブを示す図である。
【図５】ハードディスクドライブの２つの異なる領域に格納された例示的データを示す図
である。
【図６】ハードディスクドライブのユーザデータ領域に格納された例示的な保存されたゲ
ームデータを示す図である。
【図７】ゲーム関連データをハードディスクドライブの適切な領域に格納するプロセスの
流れ図である。
【図８】ゲームシステムのユーザによって入力された種々のニックネームを管理するプロ
セスの流れ図である。
【図９】例示的ゲーム選択メニューを示すグラフィカルユーザインターフェイスを示す図
である。
【図１０】保存されたゲームに関係付けられた情報の表示の一実施例を示すグラフィカル
ユーザインターフェイスを示す図である。
【符号の説明】
１００　ゲームシステム
１０２　ゲームコンソール
１０４　コントローラ
１０６　ポータブルメディアドライブ
１４０　メモリユニット（ＭＵ）
１０８　ポータブルメディア
２００　中央処理装置（ＣＰＵ）
２０２　メモリコントローラ
２０８、４００　ハードディスクドライブ
２６０　コンソールアプリケーション
４０２　設定領域
４０４　ユーザデータ領域
４０６　アプリケーションデータ領域
４０８　ユーティリティ領域
４１０　コンソールアプリケーション領域
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