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(57)【要約】
【課題】場所に基づくデータにより更なる安全性をプラ
ットフォームに提供する。
【解決手段】幾つかの実施形態で、本発明は、場所に基
づくデータを用いてプラットフォームを保護すること、
より具体的には、プラットフォームが不正アクセスを受
けないことを確かにすべく場所に基づくデータを用いる
ことを伴う。幾つかの実施形態で、第２段階のセキュリ
ティ（例えば、キーフォッブ（key　fob）、バッジ、又
は識別ＲＦＩＤを有する他のソース装置）が更なる安全
性のために用いられる。他の実施形態についても記載及
び請求される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不正アクセスからコンピュータプラットフォームを保護するシステムであって、
　ポジショニング装置からロケーションベースの情報を受け取るよう第１の無線通信装置
に結合されるホストプロセッサと、
　前記ホストプロセットと通信し、前記第１の無線通信装置に結合され、前記ホストプロ
セッサがアクティブ又は非アクティブであるかどうかにかかわらず帯域外通信を介して前
記ポジショニング装置からロケーションベースの情報を受け取る、前記ホストプロセッサ
とは異なる帯域外プロセッサと、
　少なくとも前記ポジショニング装置から受け取ったロケーションベースの情報に基づき
前記コンピュータプラットフォームが所定のプラットフォームポリシーによって定義され
る所定のロケーションにあるかどうかを決定することにより、及び前記所定のプラットフ
ォームポリシーによって定義される少なくとも１つのセキュリティ装置の近接性が前記コ
ンピュータプラットフォームと前記少なくとも１つのセキュリティ装置との間の通信を通
じて検出されるかどうかを決定することにより、前記コンピュータプラットフォームが動
作のために権限を付与されることを確認するように、前記ホストプロセッサでブート中に
実行されるよう構成されるファームウェアサービスと、
　少なくとも前記ポジショニング装置から受け取ったロケーションベースの情報に基づき
前記コンピュータプラットフォームが前記所定のロケーションにあるかどうかを決定する
ことにより、及び前記少なくとも１つのセキュリティ装置の近接性が前記コンピュータプ
ラットフォームと前記少なくとも１つのセキュリティ装置との間の通信を通じて検出され
るかどうかを決定することにより、前記コンピュータプラットフォームが動作のために権
限を付与されることを確認するように、前記帯域外プロセッサでブート後に実行されるよ
う構成されるランタイムサービスと
　を有するシステム。
【請求項２】
　前記ファームウェアサービスは、前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシ
ーで定義されるロケーションの範囲内にあり、前記プラットフォームに関連付けられる識
別子が認証される場合に、通常動作を許可するよう構成される、請求項１記載のシステム
。
【請求項３】
　前記ファームウェアサービスは、前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシ
ーで定義される前記ロケーションの範囲外にある場合、又は前記プラットフォームに関連
付けられる前記識別子が認証されない場合は、前記プラットフォームがブートを完了する
ことを禁止するよう構成される、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記ランタイムサービスは、前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで
定義されるロケーションの範囲内にあり、前記プラットフォームに関連付けられる識別子
が認証される場合に、通常動作を許可するよう構成される、請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義される前記ロケーション
の範囲外にある場合、又は前記プラットフォームに関連付けられる前記識別子が認証され
ない場合に、前記ファームウェアサービスは、前記プラットフォームをロックアップする
こと、前記プラットフォームにスクリーンセーバーを実行させること、又は前記プラット
フォームをシャットダウンすることのうち少なくとも１つを行うよう構成される、請求項
４記載のシステム。
【請求項６】
　前記プラットフォームは、当該プラットフォームが動作のための権限付与に失敗する場
合に警告を送るよう構成される、請求項１記載のシステム。
【請求項７】
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　前記警告は、前記ホストプロセッサに結合されるネットワーク装置、又は前記帯域外プ
ロセッサに結合されるネットワーク装置のうち少なくとも１つによって送られる、請求項
６記載のシステム。
【請求項８】
　権限付与は、更に、前記プラットフォームが少なくとも１つのセキュリティ装置の所定
範囲内にあるとの検出に基づく、請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記セキュリティ装置は、前記プラットフォームポリシーに知られている受動的又は能
動的いずれかの無線周波数識別子を有する物理的な装置を有する、請求項８記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　前記ロケーションベースの情報は、前記プラットフォームが認可されたネットワークの
範囲内にあるかどうかについてのインジケータを含む、請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ポジショニング装置は、グローバルポジショニング衛星システムである、請求項１
記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ポジショニング装置は、前記プラットフォームの範囲内にあるローカルポジショニ
ングシステムである、請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　不正アクセスからコンピュータプラットフォームを保護する方法であって、
　ブート及びランタイムの間、ポジショニング装置からロケーションベースの情報を受け
取るステップと、
　少なくとも１つのセキュリティ装置の近接性が前記コンピュータプラットフォームと前
記少なくとも１つのセキュリティ装置との間の通信を通じて検出されるかどうかを決定す
るステップと、
　ネットワークサーバ上のＩＤ認証部へプラットフォーム識別子を送るステップと、
　認証確認又は認証失敗のうち１つを前記ＩＤ認証部から受け取るステップと、
　前記少なくとも１つのセキュリティ装置の近接性の検出と、前記プラットフォーム識別
子の認証確認若しくは失敗と、現在のロケーションが前記プラットフォームポリシーによ
って定義される所定のロケーションにあるかどうかの決定とに基づき、受け取った前記ロ
ケーションベースの情報によって決定される前記現在のロケーションで前記プラットフォ
ームが動作する権限を与えられるかどうかを決定するステップと、
　前記プラットフォームが動作する権限を与えられる場合に、通常のブート及びランタイ
ム動作を許可するステップと、
　前記プラットフォームが動作する権限を与えられない場合に、プラットフォームポリシ
ーと、前記プラットフォームがブートモード又はランタイムモードにあるかどうかとに基
づいて、プラットフォームがブートすることを禁止すること、ランタイム中に前記プラッ
トフォームをロックアップすること、ランタイム中に前記プラットフォームをシャットダ
ウンすること、及び正常に動作する権限を前記プラットフォームに与えることができなか
ったことを特定する警告を送ることのうち少なくとも１つを行うステップと
　を有し、
　前記プラットフォームが動作する権限を与えられるかどうかを決定する前記ステップは
、（ｉ）ブート中は前記プラットフォームにおいてホストプロセッサで実行されるファー
ムウェアサービスによって実行され、（ｉｉ）ランタイム中は前記プラットフォームにお
いて帯域外プロセッサで実行されるシステムサービスによって実行される、方法。
【請求項１４】
　前記ホストプロセッサ及び前記帯域外プロセッサは、少なくとも１つのネットワーク装
置への独立した通信が可能な別個のネットワーク装置に結合される、請求項１３記載の方
法。
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【請求項１５】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義されるロケーションの範
囲内にあり、前記プラットフォーム識別子が確認される場合は、通常のブート動作を許可
するステップを更に有する、請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義される前記ロケーション
の範囲外にある場合、又は前記ＩＤ認証部からの認証失敗が受け取られる場合は、前記プ
ラットフォームがブートを完了することを禁止するステップを更に有する、請求項１５記
載の方法。
【請求項１７】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義されるロケーションの範
囲内にあり、前記プラットフォーム識別子が確認される場合は、通常のランタイム動作を
許可するステップを更に有する、請求項１３記載の方法。
【請求項１８】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義される前記ロケーション
の範囲外にある場合、又は認証失敗が前記ＩＤ認証部から受け取られる場合は、前記プラ
ットフォームをロックアップすること、前記プラットフォームにスクリーンセーバーを実
行させること、又は前記プラットフォームをシャットダウンすることのうち少なくとも１
つを行うステップを更に有する、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記プラットフォームが動作のための権限付与に失敗する場合にネットワーク装置へ警
告を送るステップを更に有する、請求項１３記載の方法。
【請求項２０】
　前記プラットフォームが現在のロケーションで動作する権限を与えられるかどうかを決
定する前記ステップは、
　少なくとも１つのセキュリティ装置の近傍を検出するステップと、
　前記少なくとも１つのセキュリティ装置が前記プラットフォームの近傍でなくなる場合
に、権限付与を撤回又は保留するステップと
　を有し、
　前記プラットフォームポリシーは、近傍に係る閾値及び認可されたセキュリティ装置を
定義する、請求項１３記載の方法。
【請求項２１】
　前記セキュリティ装置は、前記プラットフォームポリシーに知られている受動的又は能
動的いずれかの無線周波数識別子を有する物理的な装置を有する、請求項２０記載の方法
。
【請求項２２】
　前記ロケーションベースの情報は、前記プラットフォームが認可されたネットワークの
範囲内にあるかどうかについてのインジケータを含む、請求項１３記載の方法。
【請求項２３】
　前記ポジショニング装置は、グローバルポジショニング衛星システムである、請求項１
３記載の方法。
【請求項２４】
　前記ポジショニング装置は、前記プラットフォームの範囲内にあるローカルポジショニ
ングシステムである、請求項１３記載の方法。
【請求項２５】
　不正アクセスからコンピュータプラットフォームを保護するための命令を記憶したコン
ピュータ読取可能な記憶媒体であって、
　前記命令は、前記プラットフォーム上の少なくとも１つのプロセッサで実行される場合
に、前記プラットフォームに、
　ブート及びランタイムの間、ポジショニング装置からロケーションベースの情報を受け
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取るステップと、
　プラットフォームポリシーによって定義される少なくとも１つのセキュリティ装置の近
接性が前記コンピュータプラットフォームと前記少なくとも１つのセキュリティ装置との
間の通信を通じて検出されるかどうかを決定するステップと、
　ネットワークサーバ上のＩＤ認証部へプラットフォーム識別子を送るステップと、
　認証確認又は認証失敗のうち１つを前記ＩＤ認証部から受け取るステップと、
　前記少なくとも１つのセキュリティ装置の近接性の検出と、前記プラットフォーム識別
子の認証確認若しくは失敗と、現在のロケーションが前記プラットフォームポリシーによ
って定義される所定のロケーションにあるかどうかの決定とに基づき、受け取った前記ロ
ケーションベースの情報によって決定される前記現在のロケーションで前記プラットフォ
ームが動作する権限を与えられるかどうかを決定するステップと、
　前記プラットフォームが動作する権限を与えられる場合に、通常のブート及びランタイ
ム動作を許可するステップと、
　前記プラットフォームが動作する権限を与えられない場合に、プラットフォームポリシ
ーと、前記プラットフォームがブートモード又はランタイムモードにあるかどうかとに基
づいて、プラットフォームがブートすることを禁止すること、ランタイム中に前記プラッ
トフォームをロックアップすること、ランタイム中に前記プラットフォームをシャットダ
ウンすること、及び正常に動作する権限を前記プラットフォームに与えることができなか
ったことを特定する警告を送ることのうち少なくとも１つを行うステップと
　を実行させ、
　前記プラットフォームが動作する権限を与えられるかどうかを決定する前記ステップは
、（ｉ）ブート中は前記プラットフォームにおいてホストプロセッサで実行されるファー
ムウェアサービスによって実行され、（ｉｉ）ランタイム中は前記プラットフォームにお
いて帯域外プロセッサで実行されるシステムサービスによって実行される、コンピュータ
読取可能な記憶媒体。
【請求項２６】
　前記ホストプロセッサ及び前記帯域外プロセッサは、少なくとも１つのネットワーク装
置への独立した通信が可能な別個のネットワーク装置に結合される、請求項２５記載のコ
ンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項２７】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義されるロケーションの範
囲内にあり、前記プラットフォーム識別子が確認される場合は、通常のブート動作を許可
する命令を更に有する、請求項２５記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項２８】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義される前記ロケーション
の範囲外にある場合、又は前記ＩＤ認証部からの認証失敗が受け取られる場合は、前記プ
ラットフォームがブートを完了することを禁止する命令を更に有する、請求項２７記載の
コンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項２９】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義されるロケーションの範
囲内にあり、前記プラットフォーム識別子が確認される場合は、通常のランタイム動作を
許可する命令を更に有する、請求項２５記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項３０】
　前記プラットフォームが前記プラットフォームポリシーで定義される前記ロケーション
の範囲外にある場合、又は認証失敗が前記ＩＤ認証部から受け取られる場合は、前記プラ
ットフォームをロックアップすること、前記プラットフォームにスクリーンセーバーを実
行させること、又は前記プラットフォームをシャットダウンすることのうち少なくとも１
つを行う命令を更に有する、請求項２９記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項３１】
　前記プラットフォームに、当該プラットフォームが動作のための権限付与に失敗する場
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合にネットワーク装置へ警告を送らせる命令を更に有する、請求項２５記載のコンピュー
タ読取可能な記憶媒体。
【請求項３２】
　前記プラットフォームが現在のロケーションで動作する権限を与えられるかどうかを決
定する前記ステップは、
　少なくとも１つのセキュリティ装置の近傍を検出するステップと、
　前記少なくとも１つのセキュリティ装置が前記プラットフォームの近傍でなくなる場合
に、権限付与を撤回又は保留するステップと
　を有し、
　前記プラットフォームポリシーは、近傍に係る閾値及び認可されたセキュリティ装置を
定義する、請求項２５記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項３３】
　前記セキュリティ装置は、前記プラットフォームポリシーに知られている受動的又は能
動的いずれかの無線周波数識別子を有する物理的な装置を有する、請求項３２記載のコン
ピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項３４】
　前記ロケーションベースの情報は、前記プラットフォームが認可されたネットワークの
範囲内にあるかどうかについてのインジケータを含む、請求項２５記載のコンピュータ読
取可能な記憶媒体。
【請求項３５】
　前記ポジショニング装置は、グローバルポジショニング衛星システムである、請求項２
５記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項３６】
　前記ポジショニング装置は、前記プラットフォームの範囲内にあるローカルポジショニ
ングシステムである、請求項２５記載のコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、概して、場所に基づくデータを用いてプラットフォームを保護す
ることに関し、より具体的に、プラットフォームが不正アクセスを受けないことを確かに
するよう場所に基づくデータを用いることに関する。幾つかの実施形態で、第２段階のセ
キュリティ（例えば、キーフォッブ（key　fob））が更なる安全性のために用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　種々のメカニズムが、盗用又は不正アクセスからモバイルコンピュータ装置を保護する
ために存在する。一般に、ハードドライブ及びオペレーティングシステム・ログインの両
方に対するパスワード保護が既存のシステムで使用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　たとえ既存のプラットフォームが、電源オン・パスワード、スクリーンセーバー・パス
ワード、及びネットワークログイン・チャレンジを有する保護下にあるとしても、何らも
ユーザ判断の意図的でない過失からプラットフォームを保護することはできない。パスワ
ードが盗まれ、又は捕らえられて、権限のない者がデバイスにアクセスすることを許すこ
とがある。判断の過失の例は、無人のラップトップ型コンピュータの盗難や、ユーザが適
当なパスワード保護手段を用いることを選択しないこと等に関するものである。
【０００４】
　本発明は、このような問題を鑑みなされたものであり、場所に基づくデータにより更な
る安全性をプラットフォームに提供可能なシステム及び方法を提供することを目的とする
。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の実施形態に係るシステムは、不正アクセスからコ
ンピュータプラットフォームを保護するシステムであって、ポジショニング装置からロケ
ーションベースの情報を受け取るよう第１の無線通信装置へ結合されるホストプロセッサ
と、前記コンピュータプラットフォームが少なくとも前記ポジショニング装置から受け取
ったロケーションベースの情報と所定のプラットフォームポリシーとに基づいて動作のた
めに権限を付与されることを確認するようにブート中に実行されるよう構成されるファー
ムウェアサービスと、ブート後に実行されるよう構成され、前記コンピュータプラットフ
ォームが少なくとも前記ポジショニング装置から受け取ったロケーションベースの情報と
所定のプラットフォームポリシーとに基づいて動作のために権限を付与されることを確認
するよう構成されるランタイムサービスとを有する。
【０００６】
　また、上記目的を達成するために、本発明の実施形態に係る方法は、不正アクセスから
コンピュータプラットフォームを保護する方法であって、ブート及びランタイムの間、ポ
ジショニング装置からロケーションベースの情報を受け取るステップと、受け取った前記
ロケーションベースの情報とプラットフォームポリシーとに基づいて、前記プラットフォ
ームが所定のロケーションの範囲内にあるかどうかを決定するステップと、ネットワーク
サーバ上のＩＤ認証部へプラットフォーム識別子を送るステップと、認証確認又は認証失
敗のうち１つを前記ＩＤ認証部から受け取るステップと、受け取った前記ロケーションベ
ースの情報と、前記プラットフォーム識別子の認証確認若しくは失敗と、プラットフォー
ムポリシーとによって決定される現在のロケーションで前記プラットフォームが動作する
権限を与えられるかどうかを決定するステップと、前記プラットフォームが動作する権限
を与えられる場合に、通常のブート及びランタイム動作を許可するステップと、前記プラ
ットフォームが動作する権限を与えられない場合に、プラットフォームポリシーと、前記
プラットフォームがブートモード又はランタイムモードにあるかどうかとに基づいて、プ
ラットフォームがブートすることを禁止すること、ランタイム中に前記プラットフォーム
をロックアップすること、ランタイム中に前記プラットフォームをシャットダウンするこ
と、及び正常に動作する権限を前記プラットフォームに与えることができなかったことを
特定する警告を送ることのうち少なくとも１つを行うステップとを有する。
【０００７】
　また、上記目的を達成するために、本発明の実施形態に係るコンピュータ読取可能な媒
体は、不正アクセスからコンピュータプラットフォームを保護するための命令を記憶した
コンピュータ読取可能な媒体であって、前記命令は、前記プラットフォーム上の少なくと
も１つのプロセッサで実行される場合に、前記プラットフォームに、ブート及びランタイ
ムの間、ポジショニング装置からロケーションベースの情報を受け取るステップと、受け
取った前記ロケーションベースの情報とプラットフォームポリシーとに基づいて、前記プ
ラットフォームが所定のロケーションの範囲内にあるかどうかを決定するステップと、ネ
ットワークサーバ上のＩＤ認証部へプラットフォーム識別子を送るステップと、認証確認
又は認証失敗のうち１つを前記ＩＤ認証部から受け取るステップと、受け取った前記ロケ
ーションベースの情報と、前記プラットフォーム識別子の認証確認若しくは失敗と、プラ
ットフォームポリシーとによって決定される現在のロケーションで前記プラットフォーム
が動作する権限を与えられるかどうかを決定するステップと、前記プラットフォームが動
作する権限を与えられる場合に、通常のブート及びランタイム動作を許可するステップと
、前記プラットフォームが動作する権限を与えられない場合に、プラットフォームポリシ
ーと、前記プラットフォームがブートモード又はランタイムモードにあるかどうかとに基
づいて、プラットフォームがブートすることを禁止すること、ランタイム中に前記プラッ
トフォームをロックアップすること、ランタイム中に前記プラットフォームをシャットダ
ウンすること、及び正常に動作する権限を前記プラットフォームに与えることができなか
ったことを特定する警告を送ることのうち少なくとも１つを行うステップとを実行させる
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。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の実施形態によれば、場所に基づくデータにより更なる安全性をプラットフォー
ムに提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に従う、場所に基づくコンポーネントを伴うプラットフォーム
を有する極めて高レベルのシステムを表すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に従う位置センサの基本ロジックを表す。
【図３】本発明の実施形態に従う、Ｐｏｗｅｒｒを計算するための例となる式を示す。
【図４】本発明の実施形態に従う、プラットフォームを保護するために場所に基づく情報
を用いる例となる方法を示すフロー図である。
【図５】本発明の実施形態に従う、本願で開示される特徴を実施する例となるプラットフ
ォームを表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の特徴及び利点は、本発明の以下の詳細な記載から明らかになるであろう。
【００１１】
　本発明の実施形態は、場所に基づくデータを用いて不正なアクセス又は利用からプラッ
トフォームを保護することに関するシステム及び方法である。“接続される”装置として
構築されるプラットフォームについて、それらの装置は、ポリシー変数（policy　variab
les）の設定を介して、ファミリアネットワーク（familiar　network）の存在及び認可さ
れたユーザの存在の両方に合わせられてよい。それらポリシー変数のいずれも満足されな
い場合に、代替のブート経路が（電源オンの間に）開始される。プラットフォームが予め
、起動されているオペレーティングシステム（ＯＳ）により実行されている場合は、プラ
ットフォームは、ポリシー変数が不正利用を規定することになる場合に速やかに「ロック
ダウン（lock-down）」モードに入る。これらの状況の例には、プラットフォームがファ
ミリアネットワークを検出しない場合、物理的侵入が検出された場合、又はプラットフォ
ームが適切な無線周波数（ＲＦ）トランスポンダ若しくはＲＦＩＤ（ＲＦ識別子）の存在
下にない場所使用可能なプラットフォーム、がある。
【００１２】
　明細書中での「一実施形態」又は「実施例」との言及は、その実施形態に関連して記載
される特定の機能、構造又は特徴が本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを
意味する。従って、本明細書全体を通して様々な箇所に現れる「一実施形態で」というフ
レーズは、必ずしも全てが同じ実施形態について言及しているわけではない。
【００１３】
　説明のために、特定の構成及び詳細は、本発明の完全な理解を与えるために挙げられて
いる。しかし、当業者には明らかなように、本発明の実施形態は、ここで提示されている
特定の詳細を用いずに実施されてよい。更に、周知の事項は、本発明を不明りょうにしな
いよう省略又は簡略化をされてよい。これらは、単に、本発明の特定の実施形態に係る記
載である。本発明の適用範囲は、与えられている例に限定されない。
【００１４】
　遠隔のプラットフォーム管理可能性を進展させるプラットフォーム・コンポーネントの
出現で、例えば、インテル（登録商標）・アクティブ・マネージメント・テクノロジ（Ｉ
ＡＭＴ）等のインテル（登録商標）・コーポレーションから入手可能な管理可能性イニシ
アチブを用いると、潜在的なセキュリティ違反が目前にある旨をネットワーク管理組織に
警告するよう通信環境の帯域外特性が利用可能となる。ＩＡＭＴについての更なる情報に
ついては、公衆インターネットＵＲＬwww.intel.com/technology/manage/iamt/を参照さ
れたし。
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【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に従う、場所に基づくコンポーネントを伴うプラットフォー
ムを有する極めて高レベルのシステムを表すブロック図である。実施形態で、プラットフ
ォーム１０１はＲＦ装置１０３へ結合されている。ＲＦ装置１０３は、グローバルポジシ
ョニング衛星（ＧＰＳ）システム１０７からロケーション情報を受け取るよう構成されて
よい。他の実施形態で、例えば、プラットフォームが安全な建物内に置かれている場合に
、その建物内の一部の部屋でしかプラットフォームが使用されないことが重要であること
がある。従って、ロケーションは依然として重要である。この場合に、ＲＦ装置１０３は
、建物内に置かれており且つ衛星１０７より限定された範囲を有する更なる局所ポジショ
ニング装置と通信を行ってよい。いずれの場合にも、ＲＦ装置１０３は、ポジショニング
装置からロケーションベースの情報を受け取る。
【００１６】
　実施例で、プラットフォーム１０１は、自身が既知のネットワーク１０９へ接続され、
又はその範囲内にあるのかどうかを検出することができる。メカニズムは、プラットフォ
ーム１０１が既知のネットワーク１０９の存在下でブーティングを行うことを確かにする
ことができる。すなわち、このような既知の／なじみの環境の欠如は、プラットフォーム
１０１に、追加のユーザ１０５の照合を必要としうる代替のブート経路へとブートさせる
。
【００１７】
　実施例で、プラットフォーム１０１は、帯域外通信１１１が可能な管理可能性エンジン
又はマイクロプロセッサ（例えば、インテル（登録商標）・アクティブ・マネージメント
・テクノロジ（ＩＡＭＴ））を備えられてよい。この帯域外ネットワーク接続性は、権限
付与を伴わずにブートされるよう試みているシステムに関連する潜在的な安全性の問題を
、遠く離れた当局に警告することができる。
【００１８】
　プラットフォームに基づくヒューリスティックス（heuristics）（例えば、パスワード
確認によらない侵入検出、場所に基づく動作、等）を用いることによって、プラットフォ
ーム１０１は、プラットフォームの使用を阻止するよう代替のブート経路を自動的に立ち
上げるとともに、場合によっては、プラットフォームが権限なく使用されていることを中
央の当局に警告するように、自身の動作を変更してよい。ヒューリスティックスには、ネ
ットワーク１０９の検出、ポジショニング・ソース１０７からのロケーション、又はＲＦ
ＩＤを有するセキュリティ装置１２０（例えば、権限のあるユーザを検出するためのキー
フォッブ１２１若しくはバッジ１２３又はバイオメトリック読取器１２５）が含まれうる
。他の受動的又は能動的なセキュリティ装置が使用されてよい。プラットフォームポリシ
ーは、検出されたパラメータに基づいて、どの代替ブート経路が開始すべきかと、警告が
送られるべきかどうか、又はユーザによるチャレンジが実行されるべきかどうかとを決定
づける。
【００１９】
　本発明の実施形態は、それらが忘れられうる共有秘密キー（例えば、パスフレーズ）に
単純に依存しているわけではない点で、既存のシステムと相違する。例えば、場所情報（
例えば、ファミリアネットワーク）又は幾つかのＲＦＩＤデータ（例えば、ユーザの企業
バッジに埋め込まれているようなもの）の使用は、大部分のユーザが、物理的な既述事項
を入力するために、考える必要がなく、又は持ち運ばなければならない何かである。
【００２０】
　比較的費用の安い技術（例えば、ＲＦ送受信機）を使用すると、セキュリティ装置（例
えば、ＲＦＩＤを有する企業バッジ又はキーフォッブ等の物）の存在が検出され得る。プ
ラットフォームポリシーは、セキュリティ装置を検出し、その物が所与のシステムの使用
を認めるほど送受信機の近傍内にあることを確かめるようプラットフォームで連続的にサ
ービスが実行されることを定める。このような対象検知は、また、プラットフォームが、
権限のあるユーザが送受信機の検出区域を離れた場合、又は範囲閾値の外にある場合を検
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出することを可能にする。近接性テストに通らなかった場合には、サービスは自動的にプ
ラットフォームを使用させないようにすることができる。
【００２１】
　これと同じ解決法は様々なタイプのプラットフォームに適用可能である。移動体システ
ムについて、共通のシナリオは、ラップトップ型コンピュータが（例えば、自動車、空港
等から）盗難されたとしても、窃盗犯がシステムを使用しようとした場合に、システムが
適切な近接応答識別の欠如によりブートしないことである。デスクトップ型システムにつ
いて、プラットフォームポリシーは、ユーザがユーザ自身の作業スペース若しくはオフィ
ス又は旅行者のワークステーションエリアにあるコンピュータを操作する権限を与えられ
るが、他のユーザの作業領域にあるコンピュータを操作する権限は与えられないことを定
めてよい。例えば、２段階のＩＤが利用されてよい。１つは、サーバが局所的に操作され
ることを可能にするアテンダント（attendant）のＩＤであり、一方、部屋自体にある第
２のＩＤは、サーバが正常に動作することを可能にしてよい。第１のサーバＩＤの例で、
アテンダントが立ち去る場合に、サーバは自動的にロックアップし、ユーザ入力を禁止し
てよいが、そうでない場合は、依然として動作可能なままであってよい。他のポリシーは
、アテンダントが近傍から離れる場合に、サーバを他のブート経路へとリブートさせてよ
い。第２のＩＤの例で、サーバは、権限のない場所へ動かされたことを検出する場合に、
動作を中止してよい。
【００２２】
　図２は、本発明の実施形態に従う場所センサについて基本ロジックを表す。他のプラッ
トフォームポリシーは、潜在的な安全性の問題に係る所望の効果に基づいて使用されてよ
い。このロジックで、Ｐｏｗｅｒｒは、セキュリティ装置の検出された強さ若しくは電力
、又は距離／場所の閾値を表す。例えば、キーフォッブがプラットフォームの所定範囲内
で検出される場合は、Ｐｏｗｅｒｒは閾値より大きい。幾つかの実施形態で、Ｐｏｗｅｒ

ｒは、プラットフォームが特定のロケーションの一定範囲内にあることを示す。
【００２３】
　実施例で、Ｐｏｗｅｒｒが閾値より大きく且つ識別子が正確である場合（例えば、バッ
ジ又はキーフォッブにある識別子）は、行２０１に示されるように、正常な動作が許可さ
れる。Ｐｏｗｅｒｒが閾値より大きく且つ識別子が正確でなく（例えば、バッジ若しくは
キーフォッブにある無許可の識別子、又はその欠如）、更に、プラットフォームがブート
しようとしている場合は、行２０３に示されるように、ブートは禁止され、あるいは代替
のブート経路についてのみ許可されてよい。Ｐｏｗｅｒｒが閾値より大きく且つ識別子が
正確でなく、更に、プラットフォームがプリブート（pre-boot）フェーズにない場合は、
ポリシーは、行２０５に示されるように、セッションがロックアップされることを定めて
よい（例えば、ユーザ入力若しくは出力の無効化、又はスクリーンセーバーの強制実行、
等）。幾つかの場合では、シャットダウンが行われてよい。
【００２４】
　Ｐｏｗｅｒｒが閾値より小さく（例えば、範囲外又は無許可のロケーション）且つプラ
ットフォームがプリブートフェーズを試みている場合は、ポリシーは、行２０７に示され
るように、プラットフォームがブートすることを禁止されることを定めてよい。Ｐｏｗｅ
ｒｒが閾値より小さく（例えば、範囲外又は無許可のロケーション）且つプラットフォー
ムがプリブートフェーズにない場合は、ポリシーは、行２０９に示されるように、セッシ
ョンがロックアップされることを定めてよい（例えば、ユーザ入力若しくは出力の無効化
、又はスクリーンセーバーの強制実行、等）。幾つかの場合では、シャットダウンが行わ
れてよい。
【００２５】
　図３は、本発明の実施形態に従うＰｏｗｅｒｒの計算式の例を示す。式２００は、Ｐｏ
ｗｅｒ（電力）、Ｇａｉｎ（利得）及びλ（波長）を掛け合わせ、それを（４×π×半径
）２で割り算することで、受け取られる電力を計算する一般式である。この式は、しばし
ば、対象の距離を決定するために使用される。このようにして、それは、装置が機械の特
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定半径の範囲内にあるかどうかを判断するために適用される。
【００２６】
　図４は、本発明の実施形態に従う、プラットフォームを保護するために場所に基づく情
報を使用する例となる方法を示すフロー図である。ブート処理の間、プラットフォームは
ブロック４０１で起動を開始する。ポリシーエンジンが実行されるブート中の時点は、処
理がオペレーティングシステム（ＯＳ）の立ち上げ前に実行される限り、様々であってよ
い。言い換えると、以下で論じられる当該処理は、ＯＳの立ち上げ前に、ファームウェア
又はＢＩＯＳによって実行されてよい。ブロック４０３で、プラットフォームが場所に基
づくセキュリティを有効にしたかどうかについての判断がされる。セキュリティ機能が有
効にされていない場合は、ブロック４０５で、プラットフォームはターゲットへとブート
する。
【００２７】
　セキュリティ機能が有効にされている場合は、ブロック４０７で、侵入検出がアクティ
ブにされているかどうかについての判断がされる。検出される侵入は、一般に、プラット
フォーム筐体が開かれている場合、及び／又は何らかのハードウェア変更が最後のブート
からプラットフォームに対してなされている場合である。筐体が開かれている場合を検出
することは当該技術で知られている。このような侵入が検出された場合は、ブロック４０
９で、ユーザが権限を与えられていることを裏付けるようユーザにチャレンジが課されて
よい。ブロック４１１で、チャレンジが失敗したかどうかが判断される。プラットフォー
ムポリシーに基づいて、チャレンジの失敗は、ブロック４１５で、プラットフォームのロ
ックアップ及び／又は帯域外通信を介した警告の潜在的な送信を生じさせ、プラットフォ
ームはブートしない。ロケーションの変更又はステータスも警告において送信されてよい
。チャレンジが成功する場合は、ブロック４１７で、プラットフォームはブートして継続
することを可能にされてよい。
【００２８】
　例えば、何者かがプラットフォームを盗み、筐体を開いてハードウェアを変更すること
でセキュリティ対策を回避しようとする場合に、ファームウェアが無傷である限り、本発
明の実施形態は、依然として、不正利用から装置を保護することができる。窃盗犯がプラ
ットフォームをブートしようとする場合に、チャレンジが課される。１つのチャレンジは
単純なパスワード要求でありうる。他の更なる受動的なチャレンジは、既知のネットワー
クが範囲内にあるかどうか、又はプラットフォームが認可されたロケーションの範囲内に
あるかどうかを決定することであってよい。チャレンジが失敗する場合は、システムはブ
ートせず、窃盗犯のアクセスへの試みは失敗する。求められるチャレンジはプラットフォ
ームポリシーに基づいて様々であってよい。
【００２９】
　幾つかの実施形態で、プラットフォームは、ブートの間、ネットワークへ接続してよい
。ネットワークが利用可能である場合に、ファームウェアは、セキュリティ違反を記述す
る適切な当局への警告メッセージを送信してよい。プラットフォームがそのロケーション
を確定することができる場合は、この情報が警告において送られてよい。実施例で、この
通信は、管理可能性エンジン、又はＩＡＭＴネットワーク接続を用いて可能でありうる。
他の実施例で、ホストネットワークドライバが起動されており、警告はホストプロセッサ
ネットワーク接続を介して送られる。
【００３０】
　侵入がブロック４０７で検出されなかった場合は、ブロック４１３で、場所に基づくク
エリが開始される。クエリはポジショニング装置（例えば、ＧＰＳシステム１０７）又は
ローカル装置（図示せず。）へ送信されてよい。プラットフォームのロケーションは様々
なフォーマットでプラットフォームへ返されてよい。明らかなように、ポジショニング装
置からロケーションに基づく情報を受け取る際には遅延が存在しうる。従って、実施例で
は、ブロック４１５で、ループが応答を待ち始めるように、タイマｔが設定されてよい。
時間が経過して、ロケーションに基づく情報が受け取られると、処理はブロック４１７に



(12) JP 2013-33557 A 2013.2.14

10

20

30

40

50

続く。
【００３１】
　ブロック４１７で、強制的なチャレンジ応答セキュリティが有効にされているかどうか
についての判断がされる。このセキュリティ対策が有効にされていない場合は、ブロック
４１９で、ブートターゲットはＯＳ又はアプリケーションを立ち上げてよい。セキュリテ
ィ対策が有効にされている場合は、処理はブロック４２１に続く。実施例で、各プラット
フォームは、認可されたネットワークに知られている一意の識別子を有する。ブロック４
１２で、プラットフォーム識別子（ＩＤ）は、要求パケットとともにネットワークへ送信
されてよい。要求パケットは、単に、ネットワークに応答を求めるものであってよい。ブ
ロック４２３で決定されるように応答が現れる場合は、ブロック４２７で、ネットワーク
サーバは認証してよい。ブロック４２９で決定されるようにＩＤが有効である場合は、ブ
ロック４１９で、ブートターゲットは、ＯＳ又はアプリケーションを立ち上げるよう実行
されてよい。
【００３２】
　ブロック４２５で決定されるように閾値時間ｔの間に応答が受信されない限り、処理は
ブロック４２３へ戻って応答を待つ。時間ｔが経過した時点で応答がない場合は、ブロッ
ク４２１で、ＩＤ要求が再度送信される。
【００３３】
　プラットフォームがブロック４１９でブートした時点で、プラットフォームが、例えば
、スタンバイ中若しくはハイバネーションモード（hibernate　mode）にある間、又は実
行中でさえ、認可されたロケーションから動かされたり、あるいは盗まれたりすることが
依然として起こりうる。従って、ランタイム・セキュリティが有効にされてよい。ランタ
イムの間、ブロック４３１で、強制的なチャレンジ応答セキュリティ対策が有効にされて
いるかどうかについての判断がされる。このチェックは、プラットフォームポリシーによ
って決定されるように、周期的に行われてよい。セキュリティ機能が有効にされていない
場合は、処理はいつものように続く、すなわち、ループ内でブロック４３１に戻って、セ
キュリティ機能が有効にされているかどうかをチェックしつづける。
【００３４】
　ブロック４３１で決定されるようにセキュリティ対策が有効にされている場合は、ブロ
ック４３３で、ＩＤ要求がネットワークサーバへ送信されてよい。更なる場所に基づくク
エリが、ブロック４６１で、ブート後に同様に周期的に行われてよい。待機ループは、ブ
ロック４２３及び４２５について上述されたように、ブロック４３５及び４３７で行われ
、応答を待つ。応答がネットワークサーバによって受信される場合は、ブロック４３９で
、ＩＤが認証される。ブロック４４１で決定されるようにＩＤがロケーション及び／又は
ネットワークについて有効でない場合は、ブロック４４３で、プラットフォームは、プラ
ットフォームポリシーに基づいて、ロックアップモード、スクリーンセーバーモード、又
はシャットダウンを強いられてよい。プラットフォームポリシーが完全なシャットダウン
ではなくロックアップ、スタンバイ、又はスクリーンセーバーモードを定める場合は、当
業者には当然のことながら、様々な選択肢が継続される処理について選択されてよい。実
施例では、例えば、リブートを強制して、ロケーションに基づく確認をブートフェーズか
ら再開するよう電源ボタンを保持することによって物理的にプラットフォームをリブート
する必要がありうる。他の実施例では、プラットフォームが許可状態に至るまで周期的に
、ロケーション情報及び／又はＩＤ要求のポーリングが行われてよい。他の実施例で、ユ
ーザは、所定のキー列を押してチャレンジ応答を提示し、ロックダウンのオーバーライド
を試みてよい。明らかなように、図４に示される方法は例示であり、場所に基づくクエリ
及び識別子のバリデーションは、プラットフォームポリシー、プラットフォーム・アーキ
テクチャ若しくは実装に基づいて、ポーリング若しくは割り込みによって行われ、又は様
々な時間的順序で周期的に設定されてよい。
【００３５】
　しかし、ｎ回のリトライ後、場所センサが有効な予めプログラムされているロケーショ
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ンを取得することができない場合は、ブロック４４５で、様々なプラットフォームポリシ
ー・ドライバ・アクティビティが行われてよい。例えば、たとえＩＤがネットワーク上で
認証されるとしても、プラットフォームは、許容されるロケーション範囲外にあることが
ある。従って、プラットフォームは強制的にロックアップ、スタンバイ、シャットダウン
等の状態にされてよく、更に、警告がネットワーク管理者に送信されてよい。実施例で、
次いで、処理は、ブロック４６１で、更なる場所に基づく情報を待ち続ける。
【００３６】
　他の実施例で、更なるチェックが、場所に基づくポリシーに加えて実行されてよく、ユ
ーザは更にブート及びランタイムの両方でプラットフォームの近傍内にある既知のセキュ
リティ装置を有するよう求められる。セキュリティ装置は、ＲＦＩＤ若しくは他の識別子
についてプラットフォームのＲＦ受信器（１０３又は付加的なＲＦ受信器／送受信機）へ
送信し又はそのアクセスを可能にするよう受動的又は能動的なＲＦ機能を有する。実施例
で、プラットフォームの範囲内での認可されたセキュリティ装置の存在は、チャレンジ応
答（例えば、パスワード又は質問／回答チャレンジの要求）に取って代わり、あるいは、
それを取り除く。他の実施例で、セキュリティ装置が近接近している場合でさえ、プラッ
トフォームが認可されたネットワークへアクセス可能でなく、又は認可されたロケーショ
ンにない場合は、チャレンジが要求されてよい。
【００３７】
　再び図４を参照すると、ＲＦＩＤを使用可能なセキュリティ装置についてのテストが、
場所に基づくクエリ（４１３又は４６１）の前に、及び／又は強制的なチャレンジ（４０
９、４１７及び４３１）の前に若しくはそれに代えて、挿入されてよい。
【００３８】
　場所に基づく情報及びＲＦＩＤセキュリティ装置の両方を利用するよう構成されるプラ
ットフォームは、これらの機能のうちいずれか一方又は両方をプラットフォームポリシー
に基づいて選択的にオン又はオフさせてよい。
【００３９】
　図５は、本発明の実施形態に従う、ここで開示される特徴を実施する例となるプラット
フォームを表すブロック図である。プラットフォーム５００はプロセッサ５０１を有する
。プロセッサ５００は、メモリコントローラハブ５０３を介してランダムアクセスメモリ
５０５へ接続されてよい。プロセッサ５０１は、ソフトウェアを実行可能な如何なるタイ
プのプロセッサ（例えば、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、マイクロコン
トローラ等）であってもよい。図５には斯かるプロセッサ５０１はただ１つしか示されて
いないが、プラットフォーム５００には１又はそれ以上のプロセッサがあってよく、これ
らのプロセッサのうち１又はそれ以上は多数のスレッド（thread）又は多数のコア（core
）等を有してよい。
【００４０】
　プロセッサ５０１は、更に、入出力コントローラハブ（ＩＣＨ）５０７を介してＩ／Ｏ
装置へ接続されている。ＩＣＨ５０７は、様々な装置（例えば、スーパーＩ／Ｏコントロ
ーラ（ＳＩＯ）、キーボード・コントローラ（ＫＢＣ）、又はトラスティッド・プラット
フォーム・モジュール（ＴＰＭ）等）へロー・ピン・カウント（ＬＰＣ）バス５０２を介
して結合されてよい。例えば、ＳＩＯは、フロッピー（登録商標）・ドライブ又は業界標
準アーキテクチャ（ＩＳＡ）装置へのアクセスを有してよい。実施例で、ＩＣＨは、シリ
アル・ペリフェラル・インターフェース（ＳＰＩ）バス５０４を介して不揮発性メモリへ
結合される。不揮発性メモリはフラッシュメモリ又は静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲ
ＡＭ）等のメモリであってよい。帯域外（ＯＯＢ（out-of-band））マイクロコントロー
ラ５１０ｎ（図１と同様）がプラットフォーム５００に存在してよい。ＯＯＢマイクロコ
ントローラ５１０ｎは、バス５１２、一般的には、ペリフェラル・コンポ-ネント・イン
ターコネクト（ＰＣＩ）又はＰＣＩエクスプレス・バスを介してＩＣＨへ接続してよい。
ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎは、また、ＳＰＩバス５０４を介して不揮発性メモ
リ記憶部（ＮＶ記憶部）５１７と結合されてよい。ＮＶ記憶部５１７はフラッシュメモリ



(14) JP 2013-33557 A 2013.2.14

10

20

30

40

50

又は静的ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）等のメモリであってよい。多くの既存のシステムで、ＮＶ記
憶部５１７はフラッシュメモリである。明らかなように、様々なアーキテクチャが使用さ
れてよい。例えば、メモリコントローラが直接的にプロセッサへ結合されてよく、且つ／
あるいは、プラットフォームはＩＣＨよりむしろＩＯＨ（入出力コントローラハブ）を有
してよい、等。
【００４１】
　ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎは“ミニチュア”プロセッサへ連結されてよい。
全機能プロセッサと同様に、ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎは、キャッシュメモリ
５１５へ結合され得るプロセッサユニット５１１と、ＲＡＭ及びＲＯＭメモリ５１３とを
有する。ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎは、帯域内プロセッサ５０１がアクティブ
でない場合でさえ帯域外通信を可能にするよう、内蔵ネットワークインターフェース５２
７と、電源５２５への独立した接続とを有してよい。
【００４２】
　実施例で、プロセッサはＮＶ記憶部５１７に基本入出力システム（ＢＩＯＳ）２１９を
有する。他の実施例で、プロセッサは遠隔の装置（図示せず。）からブートし、ブートベ
クトル（ポインタ）はＮＶ記憶部５１７のＢＩＯＳ部分２１９に存在する。ＯＯＢマイク
ロコントローラ５１０ｎは、不揮発性メモリのＢＩＯＳ部分２１９及び保護部分２２１を
含め、ＮＶ記憶部５１７の内容の全てへのアクセスを有してよい。幾つかの実施形態で、
メモリの保護部分２２１はインテル（登録商標）・アクティブ・マネージメント・テクノ
ロジ（ＩＡＭＴ）により保護され得る。実施例で、ＮＶ記憶部５１７の部分２２１は、基
本アドレスレジスタ（ＢＡＲ）でのチップセット選択に基づいてファームウェアによるア
クセスから保護される。
【００４３】
　不揮発性メモリ５１７のＢＩＯＳ部分２１９はＯＳ又はＯＳ内で実行中のアプリケーシ
ョンによって変更されうるので、それは悪意のある改竄に対して弱い。ＯＯＢマイクロコ
ントローラ５１０ｎによってしか利用可能でないメモリ領域２２１は、改善の危険性を伴
うことなく、重要なブートベクトル情報を記憶するために使用され得る。ＮＶ記憶部５１
７のＯＯＢマイクロコントローラ側にアクセスする唯一の方法は、ＯＯＢマイクロコント
ローラ５１０ｎによるプロキシを介した認証、すなわち、署名認証等、による。本発明の
実施形態は、不揮発性メモリ５１７のハードウェア保護領域２２１を利用し、その保護さ
れた領域をＯＳにアクセス不可能とする。
【００４４】
　多くの既存のシステムは、拡張可能ファームウェアインターフェース（ＥＦＩ）及びそ
の関連するフラッシュ変数を使用する。ＥＦＩは、一般に基本入出力システム（ＢＩＯＳ
）として知られている、オペレーティングシステムとプラットフォーム・ファームウェア
との間のインターフェースについて新しいモデルを定義する仕様である。２００２年１２
月１日に公開された仕様バージョン１．１０は、公衆インターネット上で、ＵＲＬwww.in
tel.com/technology/efi/main_specification.htmから入手可能である。統一（unified）
ＥＦＩ（ＵＥＦＩ）アーキテクチャも利用されてよい。ＵＥＦＩに関する更なる情報は、
www.uefi.org/specs/で見つけられ得る。ＥＦＩブート・ロケーション仕様では、単一の
ブート・ロケーションへのポインタに完全に依存することに代えて、ブート変数の連続が
使用される。ブート変数は、どのロケーションからプラットフォームがブートすべきかを
定める。ＥＦＩシステムは、不揮発性メモリ、一般にはフラッシュメモリ、にブート変数
を記憶する。この標準のアーキテクチャは、ブート変数のロケーションが適切に定義され
るので、本発明の実施形態を実施するのに都合がよい。
【００４５】
　実施例で、帯域内（ホストプロセッサ通信）及び帯域外プロセッサの間でメッセージ及
びデータを送る「メールボックス」の実施は、２００４年１０月１２日に出願された米国
特許出願第１０／９６４，３５５号明細書（代理人整理番号：Ｐ１９８９６）（題名「BU
S　COMMUNICATION　EMULATION」、Rothman等）に記載される技術に従う。
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【００４６】
　ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎは、ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎ及びコ
ンピュータシステムのプロセッサ（例えば、ホストコンピュータ５００のプロセッサ５０
１）によって共有されるメモリに、命令を含む「メッセージ」を記憶するよう動作してよ
い。表される実施形態で、ホストコンピュータ５００は、プロセッサ５０１及びＯＯＢマ
イクロコントローラ５１０ｎの両方によってアクセス可能な共有メモリ５５２を有する。
共有メモリ５５２は、ＲＡＭ５５２ａのリザーブ領域にあっても、あるいは、別個の不揮
発性メモリ記憶部５５２ｂにあっても、あるいは他の場所にあってもよい。共有メモリ５
５２は、これらのメッセージのためのメールボックスとして動作してよい。従って、一態
様において、ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎは、プロセッサ５０１、オペレーティ
ングシステム及びプログラムのステータスを含むホストコンピュータ５００のステータス
とは無関係に、メッセージを共有メモリ５５２に記憶し、あるいは、共有メモリ５５２か
らメッセージを取り出すことができる。よって、表される実施形態で、ＯＯＢマイクロコ
ントローラ５１０ｎは、プロセッサ５０１が初期化又はオフをされようとなかろうと、あ
るいは、オペレーティングシステムがブート中、実行中、又はクラッシュ中であろうとな
ろうと、共有メモリ５５２にメッセージを記憶し、又はそこからメッセージを取り出すこ
とができる。
【００４７】
　このような独立した動作を容易にするよう、この例では、コントローラ５１０ｎ、共有
メモリ５５２、ローカルバス５１２、及び必要に応じて他のコンポーネントは、プロセッ
サ５０１及びホストメモリ５０５を含むホストコンピュータ５００の主要コンポーネント
から独立して給電されてよい。共有メモリ５５２は、例えばフラッシュメモリ又は静的ラ
ンダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）等の不揮発性（ＮＶ）メモリであってよい。以下でよ
り詳細に記載される実施形態で、ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎは、オペレーティ
ングシステム又はシステム起動プログラムから独立して動作する。これにより、ＯＯＢマ
イクロコントローラ５１０ｎは、ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎの動作をホストコ
ンピュータ５００の残りの部分のステータスから独立して制御するよう、それ自体の専用
の制御回路、ファームウェア、オペレーティングシステム等を有してよい。好ましくは、
コントローラ５１０ｎ及び他のコンポーネントの（もしあれば）動作非依存性の程度は、
特定の用途に依存して様々であってよい。
【００４８】
　実施例で、プリブートの間、セキュリティ対策はホストプロセッサ５０１で実行する。
しかし、ポストブート（post-boot）の間、セキュリティ対策及び場所に基づくチェック
は、例えばＩＡＭＴを用いて、ＯＯＢマイクロコントローラ５１０ｎで実行してよい。こ
のようなタスクの区分は、場所に基づく情報を確認するためにファームウェア・ドライバ
及びサービスを連続して実行する必要性を伴うことなく、ホストプロセッサがランタイム
時により効率良く実行されることを可能にする。この場合に、セキュリティ対策が失敗す
る場合は、マイクロコントローラ５１０ｎは、プラットフォームポリシーに従ってシャッ
トダウン又はロックアップを行うよう、メッセージをホストＢＩＯＳに送信してよい。
【００４９】
　ここに記載される技術は、如何なる特定のハードウェア又はソフトウェア構成にも限定
されない。すなわち、それらは、如何なるコンピューティング、コンシューマエレクトロ
ニクス、又はプロセッシング環境でも適用性を見出すことができる。斯かる技術は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、又はそれらの組合せで実施されてよい。
【００５０】
　シミュレーションのために、プログラムコードは、どのように設計されているハードウ
ェアのモデルが実行すると期待されているのかを原則的に提供するハードウェア記述言語
又は他の機能記述言語を用いてハードウェアを表すことができる。プログラムコードは、
コンパイル及び／又はインタープリットされ得るアセンブリ若しくは機械言語、又はデー
タであってよい。更に、措置をとるか又は結果を引き起こすこととしての１つの形又はも
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う一方において、ソフトウェアについて話すことは、当該技術において一般的である。こ
のような表現は、プロセッサに動作を実行させ又は結果を生じさせる、プロセッシング・
システムによるプログラムコードの実行について簡単明瞭に述べているにすぎない。
【００５１】
　各プログラムは、プロセッシング・システムと通信を行うよう高レベルの手続的な又は
オブジェクト指向のプログラミング言語で実施されてよい。しかし、プログラムは、必要
に応じて、アセンブリ又は機械言語で実施されてよい。いずれの場合にも、言語はコンパ
イル又はインタープリットされ得る。
【００５２】
　プログラム命令は、命令によりプログラムされる汎用の又は特別の目的のプロセッシン
グ・システムに、ここに記載される動作を実行させるために使用されてよい。代替的に、
動作は、動作を実行するためのハードワイヤード・ロジックを有する特定のハードウェア
コンポーネントによって、又はプログラムされたコンピュータコンポーネント及びカスタ
ムのハードウェアコンポーネントの何らかの組合せによって、実行されてよい。ここに記
載される方法は、当該方法を実行するようプロセッシング・システム又は他の電子装置を
プログラムするために使用され得る命令を記憶した機械によりアクセス可能な媒体を含む
コンピュータプログラムプロダクトとして提供されてよい。
【００５３】
　プログラムコード又は命令は、例えば、揮発性及び／又は不揮発性のメモリ（例えば、
ソリッドステートメモリ、ハードドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、光学記憶
装置、テープ、フラッシュメモリ、メモリスティック、デジタルビデオディスク、デジタ
ルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）等を含む記憶装置及び／又は関連する機械により読出
可能な若しくは機械によりアクセス可能な媒体、並びにより標準的でない媒体（例えば、
機械によりアクセス可能な生物学的状態保全記憶装置（biological　state　preserving
　storage）））に記憶されてよい。機械により読出可能な媒体には、機械によって読出
可能な形で情報を記憶し、送信し、又は受信するためのあらゆるメカニズムが含まれ、媒
体には、プログラムをエンコードする電気的、光学的若しくは他の伝播信号形態又は搬送
波が通ることができる有形的表現媒体（例えば、アンテナ、光ファイバ、通信インターフ
ェース等）が含まれうる。プログラムコードは、パケット、シリアルデータ、パラレルデ
ータ、伝播信号等の形で送信されてよく、圧縮又は暗号化をされた形で使用されてよい。
【００５４】
　プログラムコードは、プログラム可能な機械（例えば、持ち運び可能な若しくは固定の
コンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、セットトップボックス、携
帯電話及びページャー、コンシューマエレクトロニス装置（ＤＶＤプレーヤ、パーソナル
ビデオレコーダ、パーソナルビデオプレーヤ、衛星受信機、ステレオ受信器、ケーブルテ
レビ受信器を含む。）、並びに他のエレクトロニス装置があり、夫々、プロセッサ、プロ
セッサによって読出可能な揮発性及び／又は不揮発性のメモリ、少なくとも１つの入力装
置及び／又は１若しくはそれ以上の出力装置を有する機械）で実行中のプログラムで実施
されてよい。プログラムコードは、記載される実施形態を実行し且つ出力情報を生成する
よう、入力装置により入力されるデータに適用されてよい。出力情報は１又はそれ以上の
出力装置に適用されてよい。当業者には明らかなように、開示される対象の実施形態は、
マイクロプロセッサ若しくはマルチコアプロセッサシステム、ミニコンピュータ、メイン
フレームコンピュータと、事実上あらゆる装置に組み込まれ得る大規模若しくは小規模コ
ンピュータ又はプロセッサとを含め、様々なコンピュータシステム構成により実行され得
る。開示される対象の実施形態は、また、そのタスク又は部分が、通信ネットワークを通
じて連結されている遠隔の処理装置によって行われうるところの分散型コンピュータ環境
で行われ得る。
【００５５】
　動作は順次的な処理として記載されているが、動作の幾つかは、実際には、並列に、同
時に、及び／又は分散環境で、更に、シングル若しくはマルチプロセッサ機械によるアク
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てよい。加えて、幾つかの実施形態で、動作の順序は、開示される題材の趣旨から逸脱す
ることなく再配置されてよい。プログラムコードは、組込コントローラによって又はそれ
とともに使用されてよい。
【００５６】
　本発明は例となる実施形態を参照して記載されてきたが、この記載は限定の意味で解さ
れるべきではない。本発明の例となる実施形態及び他の実施形態の様々な変更は、本発明
が属する技術の分野において通常の知識を有する者には明らかであり、本発明の精神及び
適用範囲の中にあると考えられる。
【符号の説明】
【００５７】
１０１，５００　プラットフォーム
１０３　ＲＦ装置
１０５　ユーザ
１０７　ＧＰＳシステム
１０９　ネットワーク
１１１　帯域外通信
１２０　セキュリティ装置１２０
１２１　キーフォッブ
１２３　バッジ
１２５　バイオメトリック読取器
２１９　基本入出力システム（ＢＩＯＳ）
２２１　保護領域（ＩＡＭＴ）
５０１　プロセッサ
５０２　ロー・ピン・カウント（ＬＰＣ）バス
５０３　メモリコントローラハブ（ＭＣＨ）
５０４　シリアル・ペリフェラル・インターフェース（ＳＰＩ）バス
５０５　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
５０７　入出力コントローラハブ（ＩＣＨ）
５１０ｎ　帯域外（ＯＯＢ）マイクロコントローラ
５１１　プロセッサユニット
５１３　ＲＡＭ及びＲＯＭメモリ
５１５　キャッシュメモリ
５１７　不揮発性メモリ記憶部（ＮＶ記憶部）
５２５　電源
５２７　内蔵ネットワークインターフェース
５５２　共有メモリ
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