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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　システムのメモリに非暗号化秘密を記憶する工程と、
　前記メモリが非暗号化秘密を含む旨を示すよう、第１のフラグを秘密記憶機構において
セットする工程と、
　複数のシステム構成部分のうちの少なくとも１つの電源断を行うことにより、前記シス
テムに、複数のスリープ状態のうちの１つに入らせる旨をスリープ・コントローラに要求
するよう、第２のフラグをスリープ・イネーブル記憶機構においてセットする工程と、
　スリープ・タイプ記憶機構に基づいて、前記複数のスリープ状態のうちのどれに入るか
を判定する工程であって、前記スリープ・タイプは、前記複数のシステム構成部分のうち
のどれの電源断を行うかを定める工程と、
　スリープ状態における攻撃の検出ロジックにより、スリープ状態における攻撃を検出す
る工程と、
　前記メモリが非暗号化秘密を有する旨を前記秘密記憶機構に基づいて判定する工程と、
　スリープ状態に入る前に、前記メモリが非暗号化秘密を有する旨を前記秘密記憶機構に
基づいて判定することに応じて、前記スリープ状態における攻撃から前記非暗号化秘密を
保護する、スリープ状態における攻撃に対する応答をプロセッサによって起動させる工程
とを含み、
　前記スリープ状態における攻撃に対する応答は、システム・リセット・イベントの生成
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、システム停止イベントの生成、システム遮断イベントの生成、システム電源断イベント
の生成、前記スリープ状態中に前記非暗号化秘密を保護するために使用される回路の給電
、及び前記メモリの消去を含む群のうちの１つ又は複数を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、
　前記第２のフラグを前記スリープ・イネーブル記憶機構においてセットする工程は、ス
リープ・イベントに応じて行われることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法であって、
　前記メモリの１つ又は複数の部分をスリープ・イベントに応じて暗号化する工程を更に
有することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法であって、
　前記メモリの前記１つ又は複数の部分を証明する内容証明を生成する工程を更に有する
ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項３記載の方法であって、
　前記メモリの前記１つ又は複数の部分を識別する構造を生成する工程と、
　前記構造、及び前記メモリの前記１つ若しくは複数の部分を証明する１つ又は複数の証
明を生成する工程とを更に有することを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法であって、
　前記構造、及び前記１つ又は複数の証明を計算機装置のモニタに対してシール処理する
工程を更に有することを特徴とする方法。
【請求項７】
　システム内のプロセッサをサポートするためのチップセットであって、
　前記システム内のメモリが非暗号化秘密を有するか否かを示すための秘密記憶機構と、
　スリープ・コントローラと、
　複数のシステム構成部分のうちの少なくとも１つの電源断を行うことにより、前記シス
テムに、複数のスリープ状態のうちの１つに入らせる旨を前記スリープ・コントローラに
要求するためのスリープ・イネーブル記憶機構と、
　前記複数のスリープ状態のうちのどれに入るかを指示するためのスリープ・タイプ記憶
機構であって、前記指示は、前記複数のシステム構成部分のうちのどれの電源断を行うか
を定めるスリープ・タイプ記憶機構と、
　前記スリープ状態に入り、スリープ状態における攻撃に対する応答を前記スリープ状態
に入る前に起動させる旨の、前記プロセッサからの要求に応じて、スリープ状態における
攻撃を検出し、前記メモリが秘密を有する旨を前記秘密記憶機構に基づいて判定するため
の、スリープ状態における攻撃の検出ロジックとを備え、
　前記スリープ状態における攻撃に対する応答は、システム・リセット・イベントの生成
、システム停止イベントの生成、システム遮断イベントの生成、システム電源断イベント
の生成、前記スリープ状態中に前記非暗号化秘密を保護するために使用される回路の給電
、及び前記メモリの消去を含む群のうちの１つ又は複数を含むことを特徴とするチップセ
ット。
【請求項８】
　請求項７記載のチップセットであって、前記秘密記憶機構のトラステッドでない修正を
妨げるインタフェースを更に有することを特徴とするチップセット。
【請求項９】
　請求項７記載のチップセットであって、前記秘密記憶機構に対する更新を可能にする前
に１つ又は複数のメッセージの受信を要するインタフェースを更に有することを特徴とす
るチップセット。
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【請求項１０】
　システムであって、
　オペレーティング・システム、及び
　特権を有するモニタを有し、
　前記オペレーティング・システムは、
　システム・メモリに非暗号化秘密を記憶し、
　前記メモリが非暗号化秘密を含む旨を示すための第１のフラグを秘密記憶機構において
受け取り、
　複数のシステム構成部分のうちの少なくとも１つの電源断をスリープ状態タイプに基づ
いて行うことにより、スリープ状態に入る旨をスリープ・コントローラに要求するための
第２のフラグをスリープ・イネーブル記憶機構において受け取り、
　スリープ・タイプ記憶機構に基づいて、複数のスリープ状態のうちのどれに入るかを判
定し、前記スリープ状態タイプは、前記複数のシステム構成部分のうちのどれの電源断を
行うかを定め、スリープ・イベントの処理を前記モニタに移行し、
　前記モニタは、メモリが非暗号化秘密を有するか否かを示す秘密記憶機構に基づいて、
かつ、前記スリープ・イベントに応じて、かつ、前記システムが前記スリープ状態に入る
前に、前記メモリの一又は複数のページを暗号化し、前記メモリが非暗号化秘密を有しな
い旨を示し、
　前記モニタは、更に、前記メモリの前記暗号化ページを証明する内容証明を生成するも
のであることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のシステムであって、前記モニタは、更に、前記暗号化ページを識別す
る構造を生成するものであり、前記構造を証明する構造証明を生成するものであることを
特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１１記載のシステムであって、前記モニタは、更に、前記内容証明、前記構造証
明、及び前記暗号化ページを復号するためのモニタ鍵を前記モニタに対してシール処理す
るものであることを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　システムであって、
　セキュリティ拡張領域を有する揮発性メモリと、
　前記揮発性メモリが非暗号化秘密を有するか否かを示すための秘密記憶機構と、
　スリープ・コントローラと、
　複数のシステム構成部分のうちの少なくとも１つの電源断を行うことにより、前記シス
テムに、複数のスリープ状態のうちの１つに突入させる旨をスリープ・イベントに応じて
前記スリープ・コントローラに要求するためのスリープ・イネーブル記憶機構と、
　前記複数のスリープ状態のうちのどれに入るかを表示するためのスリープ・タイプ記憶
機構であって、前記表示は、前記複数のシステム構成部分のうちのどれの電源断を行うか
を定めるスリープ・タイプ記憶機構と、
　前記スリープ状態への突入を起動させるよう前記スリープ・イネーブル記憶機構が更新
され、前記揮発性メモリが非暗号化秘密を有する旨を前記秘密記憶機構が示すことに応じ
て、前記スリープ状態に入る前にスリープ状態における攻撃を起動させるための、スリー
プ状態における攻撃に対する検出ロジックとを備え、
　前記スリープ状態における攻撃に対する応答は、
　システム・リセット・イベントの生成、
　システム停止イベントの生成、
　システム遮断イベントの生成、
　システム電源断イベントの生成、
　前記スリープ・イベントに応じてセキュリティ拡張領域を暗号化し、前記セキュリティ
拡張領域の暗号化に応じて前記揮発性メモリが非暗号化秘密を有しない旨を示すために前
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記秘密記憶機構を更新するためのプロセッサなどの、前記スリープ状態中に前記非暗号化
秘密を保護するために使用される回路の給電、及び
　前記メモリの消去
を含む群のうちの１つ又は複数を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のシステムであって、前記プロセッサは、更に、前記セキュリティ拡張
領域を証明する内容証明を生成するものであり、前記スリープ状態における攻撃に対する
応答を、スリープ解除イベントに応じて、前記内容証明が、前記セキュリティ拡張領域が
真性のものでないことを示す場合に、起動させるものであることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のシステムであって、前記プロセッサは、更に、前記内容証明、及び前
記セキュリティ拡張領域を復号するための鍵を前記システムにシール処理することを特徴
とするシステム。
【請求項１６】
　請求項１５記載のシステムであって、前記プロセッサは、更に、前記スリープ状態にお
ける攻撃に対する応答を、スリープ解除イベントに応じて、前記内容証明及び前記鍵のシ
ール解除処理が首尾良く行われなかった場合に起動させることを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　マシン判読可能記録媒体であって、
　複数の命令を有し、
　前記複数の命令は、実行されることに応じて、コンピュータ・システムに、
　前記メモリが非暗号化秘密を含む旨を示すよう、第１のフラグを秘密記憶機構において
セットする機能と、
　スリープ・イベントに応じて、複数のシステム構成部分のうちの少なくとも１つの電源
断を行うことにより、前記コンピュータ・システムに、複数のスリープ状態のうちの１つ
に入らせる旨をスリープ・コントローラに要求するよう、第２のフラグを秘密イネーブル
機構においてセットする機能と、
　スリープ・タイプ記憶機構に基づいて、前記複数のスリープ状態のうちのどれに入るか
を判定する機能であって、前記スリープ状態のタイプは、前記複数のシステム構成部分の
うちのどれの電源断を行うかを定める機能と、
　スリープ状態における攻撃の検出ロジックにより、スリープ状態における攻撃を検出す
る機能と、
　前記メモリが非暗号化秘密を有する旨を前記秘密記憶機構に基づいて判定する機能と、
　前記スリープ状態に入る前に、前記メモリが非暗号化秘密を有する旨を前記秘密記憶機
構に基づいて判定する機能に応じて、前記メモリの内容を暗号化する機能と、
　前記メモリの前記内容を証明する内容証明を生成する機能と
　を行わせることを特徴とするマシン判読可能記録媒体。
【請求項１８】
　請求項１７記載のマシン判読可能記録媒体であって、前記複数の命令は、実行されるこ
とに応じて、更に、
　前記内容証明を用いて、前記内容の真性を、スリープ解除イベントに応じて検証する機
能と、
　前記メモリの前記内容が真性のものでないことを判定することに応じてスリープ状態に
おける攻撃に対する応答をプロセッサによって起動させる機能とを前記コンピュータ・シ
ステムに行わせることを特徴とするマシン判読可能記録媒体。
【請求項１９】
　請求項１８記載のマシン判読可能記録媒体であって、前記複数の命令は、実行されるこ
とに応じて、更に、
　前記内容証明、及び前記メモリの前記内容を復号するための鍵を前記コンピュータ・シ
ステムに対して前記スリープ・イベントに応じてシール処理する機能と、
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　前記内容証明及び前記鍵をスリープ解除イベントに応じてシール解除処理する機能と、
　前記内容証明及び前記鍵のシール解除処理が首尾良く行なわれなかったことに応じて前
記スリープ状態における攻撃に対する応答をプロセッサによって起動させる機能とを前記
コンピュータ・システムに行わせることを特徴とするマシン判読可能記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スリープ状態における攻撃から秘密の保護を図る方法、装置、及びマシン判
読可能媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　計算機装置上で行われる、個人金融取引の量が増大している。しかしながら、そのよう
な個人金融取引は、部分的には、プライバシの喪失、データの破壊、データの悪用、など
を妨げるようとするセキュリティ拡張（ＳＥ）環境の確立によってかわってくる。ＳＥ環
境は、保護データ又は秘密（例えば、社会保障番号、口座番号、銀行口座残高、パスワー
ド、承認キー、など）に対する異なる種類の攻撃又は許可されていないアクセスを妨げる
種々の手法を利用し得る。ＳＥ環境が妨げようとし得る１つの種類の攻撃はスリープ状態
における攻撃である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　例えば、多くの計算機装置は、例としては、「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　（ＡＣＰＩ）　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ，　ｒｅｖｉｓｉｏｎ　２．０，　２７　Ｊｕｌｙ　２０００」に記載のＳ３
スリープ状態などのメモリ・サスペンド・スリープ状態（以下、「スリープ状態」）をサ
ポートする。メモリ・サスペンド・スリープ状態に突入すると、計算機装置は、計算機装
置の種々の構成部分及び／又はサブ構成部分の電源断を行うが、システム・メモリを通電
し続けて、システム・メモリの内容を保持する。電源断を行った結果、計算機装置はシス
テム・メモリに記憶された秘密を保護するのに用いる回路からの電源断を行い得る。スリ
ープ状態が解除されると、計算機装置はシステム・メモリに記憶された秘密を保護するの
に用いられる回路に対する電源を回復させ得る。しかしながら、電源を回復させた後は、
保護回路はリセット状態にあり得るものであり、実際には、システム・メモリにおいて秘
密を保護し得るものでない。攻撃者は、記憶された秘密に、保護回路によって備えられる
保護をリセットする前に、アクセスを得ることに成功し得る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書及び特許請求の範囲記載の本発明は、添付図面においては、例示的に示すもの
であり、限定的なものとして示すものでない。説明を簡素化し、明瞭化するよう、図にお
いて示す構成要素は、必ずしも一定の縮小比で表したものでない。例えば、いくつかの構
成要素の寸法は明瞭化するよう、別の構成要素よりも大きくなっていることがある。更に
、適切と考えられる場合には、参照番号を図中で繰り返して相当する構成要素又は類似し
た構成要素を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　以下の記載は秘密をスリープ状態における攻撃から保護する手法を説明する。以下の記
載には、ロジックの実現方法、演算コード、指定手段演算子、リソースのパーティション
化／共有／複製、システム構成部分の種類と相互関係、及びロジックのパーティション化
／統合の選択の可能性などの種々の特定の詳細を示して本発明を十分に分かるようにして
いる。しかしながら、当業者には、本発明をそのような特定の詳細なしで実施し得ること
が分かるものである。別の場合では、制御構造、ゲート・レベル回路、及びソフトウェア



(6) JP 4660188 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

命令のシーケンス全体、は、本発明を分かりにくくしないように詳細には示していない。
本明細書及び特許請求の範囲によって、当業者は、過度に試行することなく適切な機能を
実現することができるものである。
【０００６】
　本明細書及び特許請求の範囲の原文における「ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ」、「ａ
ｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ」、「ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ」などへ
の言及は、記載実施例が、特定の特徴、構造、又は特性を有し得るものであるが、全ての
実施例が、必ずしも特定の特徴、構造、又は特性を有し得るものでないことを示す。更に
、そのような句は必ずしも同じ実施例を表すものでない。更に、特定の特徴、構造、又は
特性が実施例に関して記載された場合には、明示的に記載されているか否かに係わらず、
別の実施例に関するそのような特徴、構造、又は特性を実現することは当業者の知識の範
囲内に収まるものであることとする。
【０００７】
　本明細書及び特許請求の範囲の原文における、暗号、鍵、暗号化又は復号、に先行する
「ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ」の語への言及は、同じ鍵が暗号化と復号とに用いられる暗号を表
す。周知の、西暦１９９３年に「Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｕｂｌｉ
ｓｈｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＦＩＰＳ　ＰＵＢ　４６－２」として公表された「Ｄａ
ｔａ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　（ＤＥＳ）」、及び西暦２００１年に
「ＦＩＰＳ　ＰＵＢ１９７」として公表された、「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉ
ｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　（ＡＥＳ）」は対称暗号の例である。本明細書及び特許請求の
範囲の原文における、暗号、鍵、暗号化又は復号に先行する、「ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ」
の語への言及は、異なるが関連した鍵が暗号化と復号、各々、に用いられる暗号を表す。
周知のリベスト・シャミール・アデルマン（ＲＳＡ）手法を有する、いわゆる「ｐｕｂｌ
ｉｃ　ｋｅｙ」暗号手法は、非対称暗号の例である。非対称暗号システムの２つの関連し
た鍵の一方は、本明細書及び特許請求の範囲では（秘密にされるので）私有鍵として表し
、他方は（通常、自由に利用可能とされるので）公開鍵として表す。いくつかの実施例で
は、私有鍵と公開鍵との何れかを暗号化に用い得るものであり、別の鍵を関連した復号に
用い得るものである。
【０００８】
　本明細書及び特許請求の範囲の原文で用いるように、「ｏｂｊｅｃｔ」の語は、構造、
フォーマット、又は表現にかかわらず、１つ又は複数のビットのいずれかの群を包含する
広い意味での語であることが意図されている。更に、「ｈａｓｈ」の動詞とその関連形は
本明細書及び特許請求の範囲では、演算子又はメッセージに対して演算を行ってダイジェ
スト値又は「ｈａｓｈ」を生成することを表す。理想的には、ハッシュ演算はダイジェス
ト値を生成し、その値からは、そのハッシュを伴うメッセージを見出すことが計算量的に
は実行不能であり、その値からは、そのハッシュを伴うメッセージに関する情報を何ら判
定することが可能でないものである。更に、ハッシュ演算は理想的には、同じハッシュを
生成する２つのメッセージを判定することが計算量的に不可能であるように、ハッシュを
生成する。ハッシュ演算は理想的には上記の特性を有するが、実際には、例えば、メッセ
ージ・ダイジェスト５関数（ＭＤ５）及びセキュア・ハッシング・アルゴリズム１（ＳＨ
Ａ－１）はハッシュ値を生成し、その値からはメッセージを推定することは困難であり、
計算量的に集中し、及び／又は実際に実行不能であるものである。
【０００９】
　本発明の実施例は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はそれらのいず
れかの組み合わせにおいて実現し得る。本発明の実施例は、更に、マシン判読可能媒体上
に記憶された命令として実現し得るものであり、それは、１つ又は複数のプロセッサによ
って読み取って実行し得る。マシン判読可能媒体は、マシン（例えば、計算機装置）によ
って判読可能な形式において情報を記憶するか伝送する何れかの機構を有し得る。例えば
、マシン判読可能媒体は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）；ランダム・アクセス・メモリ
（ＲＡＭ）；磁気ディスク記憶媒体；光記憶媒体；フラッシュ・メモリ装置；電気の形態
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、光の形態、音響の形態、又は別の、形態の、伝搬信号（例えば、搬送波、赤外線、ディ
ジタル信号、など）などを有し得る。
【実施例】
【００１０】
　計算機装置１００の例示的実施例を図１に表す。計算機装置１００はプロセッサ・バス
１０６を介してチップセット１０４に結合された１つ又は複数のプロセッサ１０２を有し
得る。チップセット１０４は、プロセッサ１０２を、システム・メモリ１０８、トークン
１１０、ファームウェア１１２、非揮発性記憶機構１１４（例えば、ハード・ディスク、
フロッピ・ディスク、光ディスク、プログラム可能読み取り専用の、フラッシュ・メモリ
など）、及び／又は別の装置１１６（例えば、マウス、キーボード、ビデオ・コントロー
ラなど）に結合する、１つ又は複数の集積回路パッケージ又はチップを有し得る。
【００１１】
　プロセッサ１０２は、例えば、図２の例示的ＳＥ環境などの、ＳＥ環境の生成を開始す
るセキュア入口（ＳＥＮＴＥＲ）命令の実行をサポートし得る。プロセッサ１０２は更に
、ＳＥ環境の撤去を開始するようセキュア出口（ＳＥＸＩＴ）命令をサポートし得る。一
実施例では、プロセッサ１０２はＳＥＮＴＥＲ、ＳＥＸＩＴ、及び別の命令の実行に関連
してプロセッサ・バス１０６上のバス・メッセージを発行し得る。
【００１２】
　プロセッサ１０２は更に、例えば、対称暗号鍵、非対称暗号鍵、又は何かの別の種類の
鍵、などの鍵１１８を有し得る。プロセッサ１０２はプロセッサ鍵１１８を用いて真性コ
ード（ＡＣ）モジュールを、ＡＣモジュールを実行する前に、認証し得る。一実施例では
、プロセッサ鍵１１８は、それに対してプロセッサ１０２のみがアクセスを有するその非
対称鍵を有する。
【００１３】
　プロセッサ１０２は、リアル・モード、保護モード、仮想リアル・モード、及び仮想マ
シン・モード（ＶＭＸモード）などのような１つ又は複数の動作モードをサポートし得る
。更に、プロセッサ１０２は、サポート動作モード各々における１つ又は複数の特権レベ
ル又はリングをサポートし得る。一般的に、プロセッサ１０２の動作モードと特権レベル
とは実行するのに利用可能な命令とそのような命令を実行する効果とを規定する。特に、
プロセッサ１０２は、プロセッサ１０２が適切なモード及び／又は特権レベルにある場合
のみ、特定の特権命令を実行するよう許容し得る。
【００１４】
　チップセット１０４は、プロセッサ１０２を、例えば、システム・メモリ１０８、トー
クン１１０、非揮発性記憶機構１１４、及び別の装置１１６などの計算機装置１００の構
成部分にインタフェースする、１つ若しくは複数のチップ又は集積回路パッケージを有し
得る。一実施例では、チップセット１０４はメモリ・コントローラ１２０を有する。しか
しながら、別の実施例では、プロセッサ１０２はメモリ・コントローラ１２０の全て又は
一部分を有し得る。一般的に、メモリ・コントローラ１２０はシステム・メモリ１０８に
アクセスするよう、計算機装置１００の構成部分用インタフェースを備える。更に、チッ
プセット１０４及び／又はプロセッサ１０２のメモリ・コントローラ１２０はメモリ１０
８の特定の領域をセキュリティ拡張（ＳＥ）メモリ１２２として規定し得る。一実施例で
は、プロセッサ１０２は、適切な動作モード（例えば、保護モード）及び特権レベル（例
えば、０Ｐ）にある場合、ＳＥメモリ１２２のみをアクセスし得る。
【００１５】
　更に、チップセット１０４は、実行前にＡＣモジュールを認証するのに用い得る鍵１２
４を有し得る。プロセッサ鍵１１８と同様に、チップセット鍵１２４は、対称暗号鍵、非
対称暗号鍵、又は何かの別の種類の鍵を有し得る。一実施例では、チップセット鍵１２４
は、それに対してチップセット１０４のみがアクセスを有するその非対称私有鍵を有する
。別の実施例では、チップセット１０４は計算機装置１００の別の構成部分に記憶された
非対称チップセット鍵１２４のハッシュを有する。チップセット１０４はチップセット鍵
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１２４を取り出して、前記ハッシュを用いて鍵１２４を認証する。
【００１６】
　チップセット１０４は更に、システム・メモリ１０８が非暗号化秘密を有し得るか否か
を示す秘密記憶機構１２６を有し得る。一実施例では、秘密記憶機構１２６は、システム
・メモリ１０８は非暗号化秘密を有し得ることを示すよう設定し得るものであり、システ
ム・メモリ１０８が非暗号化秘密を有するものでないことを示すようクリアされ得るもの
である、フラッグを有し得るものである。別の実施例では、秘密記憶機構１２６は、例え
ば、トークン１１０、プロセッサ１０２、又は計算機装置１１０の別の構成部分などの、
別の場所に位置指定し得る。
【００１７】
　一実施例では、秘密記憶機構１２６は電池によって供給されるバックアップ電源を有す
る単一の揮発性メモリ・ビットとして実現される。電池によって供給されるバックアップ
電源は、システム・リセット、スリープ・イベント、システム・シャットダウン６は、シ
ステム・リセット・イベント、システム停止イベント、システム・シャットダウン（遮断
）、システム・パワーダウン、又は別の電源断／電源喪失イベントをまたがって維持する
。チップセット１０４は更に、電池によって供給される電源における中断を検出する電池
検出回路（図示せず）を有し得る。この回路は更に、システム・メモリ１０８が秘密を有
し得る旨を電源中断の検出に応じて示すよう秘密記憶機構１２６を更新し得る。別の実施
例では、秘密記憶機構１２６は、電源断／電源喪失イベントをまたがってその内容を維持
する電池バックアップを要しない、フラッシュ・メモリ・ビットなどの非揮発性メモリ・
ビットとして実現される。一実施例では、秘密記憶機構１２６は設定又はクリアし得る単
一のメモリ・ビットによって実現される。しかしながら、別の実施例は、秘密記憶機構１
２６で、異なる記憶容量を有するもの及び／又は異なる状態符号化を利用するもの、を有
し得る。
【００１８】
　チップセット１０４は更に、許可されていない更新から秘密記憶機構１２６を保護し得
る。一実施例では、チップセット１０４は、プロセッサ・インタフェース１２８で、プロ
セッサ・バス１０６のトランザクションを復号化するもの及び／又はプロセッサ１０２か
らメッセージを受信するもの、を有する。プロセッサ１０２は、秘密記憶機構１２６を更
新するようチップセット１０４に要求する１つ又は複数の特権命令を実行することに応じ
てバス・トランザクション及び／又はメッセージを生成し得る。プロセッサ・インタフェ
ース１２８はバス・トランザクション及び／又はメッセージを受信し得るものであり、復
号化バス・トランザクション及び／又はメッセージに基づいて秘密記憶機構１２６を更新
し得る。一実施例では、特権命令の有効な実行は特定のプロセッサ特権レベルで実行され
るソフトウェアに制限される。例えば、一実施例では、特権命令の有効な実行は、モニタ
が最高特権プロセッサ・レベルで実行することに制限される（図２参照。）。
【００１９】
　チップセット１０４は更に、秘密記憶機構１２６の非特権更新を可能にし得る。一実施
例では、プロセッサ１０２は、１つ又は複数の特権命令に応じて秘密記憶機構１２６の特
権更新を可能にするようチップセット１０４に要求するバス・トランザクション及び／又
はメッセージを生成し得る。更に、プロセッサ１０２は、１つ若しくは複数の非特権又は
特権の命令を実行することに応じて、チップセット１０４が、秘密記憶機構１２６の非特
権更新を拒否するよう要求するバス・トランザクション及び／又はメッセージを生成し得
る。プロセッサ１０２は、１つ又は複数の非特権命令を実行することに応じて、チップセ
ット１０４が秘密記憶機構１２６を更新するよう要求するバス・トランザクション及び／
又はメッセージを生成し得る。プロセッサ・インタフェース１２８はバス・トランザクシ
ョン及び／又はメッセージを受信して、復号化バス・トランザクション及び／又はメッセ
ージに基づいて、非特権更新を可能にし、非特権更新を拒否し、及び／又は秘密記憶機構
１２６を更新し得る。一実施例では、非特権更新を要求するよう特権命令を有効に実行す
ることは、特定のプロセッサ特権レベルで実行するソフトウェアに制限される。例えば、
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一実施例ではこれらの特権命令の有効な実行は最高特権プロセッサ・レベルで実行するモ
ニタに制限され、それによってモニタが特定の非特権コード（例えば、ＡＣモジュール）
に、秘密記憶機構１２６への書き込みアクセスを付与することを可能にする。
【００２０】
　チップセット１０４は更に、スリープ・コントローラ１３０、スリープ種類記憶機構１
３２、及びスリープ・イネーブル記憶機構１３４を有し得る。一実施例におけるスリープ
・コントローラ１３０は選択的に、スリープ種類記憶機構１３２とスリープ・イネーブル
記憶機構１３４に基づいて構成部分及び／又はサブ構成部分を通電する。一実施例では、
値を、スリープ種類記憶機構１３２に記憶して、スリープ・コントローラ１３０が計算機
装置１００をどのスリープ状態（例えば、ＡＣＰＩスリープ状態Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４
）に突入させるかを示し得る。スリープ・イネーブル記憶機構１３４は更新して、スリー
プ状態記憶機構１３２によって示されるスリープ状態への突入を起動させ得る。例えば、
スリープ・イネーブル記憶機構１３４は、設定されることに応じて、スリープ・コントロ
ーラ１３０が計算機装置１００を要求スリープ状態にさせるフラッグを有し得る。
【００２１】
　チップセット１０４は更に、スリープ状態における攻撃を検出するスリープ状態におけ
る攻撃検出ロジック１３６を有し得る。一実施例では、スリープ方法は秘密記憶機構１２
６を更新して、システム・メモリ１０８が、スリープ入口処理を開始するようスリープ・
イネーブル記憶機構１３４を更新する前に非暗号化秘密を何ら有しない旨を示す。したが
って、一実施例におけるスリープ状態における攻撃検出ロジック１３６は、スリープ状態
における攻撃が：（ｉ）システム・メモリ１０８が非暗号化秘密を有し得る旨を秘密記憶
機構１２６が示すこと；及び（ｉｉ）スリープ入口処理を起動させるようスリープ・イネ
ーブル記憶機構１３４が要求すること；に応じて起こり得ることを判定する。スリープ状
態における攻撃の検出に応じて、スリープ状態における攻撃検出ロジック１３６は、シス
テム・リセット・イベント、システム停止イベント、システム・シャットダウン（遮断）
・イベント、システムの電源断イベント、又はシステム・メモリ１０８に記憶された秘密
を保護する何かの別の応答、などのスリープ状態における攻撃に対する応答を開始する。
【００２２】
　別の実施例では、スリープ状態における攻撃検出ロジック１３６は更に、スリープ状態
における攻撃に対する応答を起動させるか否かを、突入する対象のスリープ状態に基づい
て、判定する。例えば、ＳＥメモリ１２２に記憶された秘密を保護するのに用いられる回
路は所定のスリープ状態中に効果的な状態のままであり得る。したがって、スリープ状態
における攻撃検出ロジック１３６は、スリープ種類記憶機構１３２が、その中ではＳＥメ
モリ保護が効果的な状態のままである旨を示す場合、スリープ状態における攻撃が何も発
生していないと判定することと、スリープ状態における攻撃に対する応答を起動させない
よう判定すること、との何れかを行い得る。
【００２３】
　チップセット１０４は更に、周辺構成部分相互接続（ＰＣＩ）、アクセラレーテッド・
グラフィックス・ポート（ＡＧＰ）、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）、ロー・
ピン・カウント（ＬＰＣ）バス、又はいずれかの別の種類のＩ／Ｏバス（図示せず）など
の、Ｉ／Ｏバス上の標準的なＩ／Ｏ処理をサポートする。特に、チップセット１０４は、
１つ又は複数のプラットフォーム・コンフィグレーション・レジスタ（ＰＣＲ）１４０を
有するトークン１１０を伴うチップセット１０４に接続するトークン・インタフェース１
３８を有し得る。一実施例では、トークン・インタフェース１３８は、ＬＰＣバス・イン
タフェース（ＬＰＣ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ，　Ｉｎｔｅｌ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，　ｒｅｖ．　１．０，　西暦１９９７年１２月２９日参照。
）を有し得る。
【００２４】
　一般的に、トークン１１０はメトリックをセキュリティ拡張方法で記録し得るものであ
り、メトリックをセキュリティ拡張方法でクオート処理し得るものであり、秘密を（現在
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又は将来の）特定の環境にシール処理し得るものであり、秘密を、そこに対してそれらの
秘密がシール処理されたその環境に対してシール処理解除し得る。トークン１１０は上記
処理をサポートし得る１つ又は複数の鍵１４２を有し得る。トークン鍵１４２は対称鍵、
非対称鍵、及び／又は何かの別の種類の鍵を有し得る。トークン１１０は更に、１つ又は
複数のプラットフォーム・コンフィグレーション・レジスタ（ＰＣＲレジスタ）１４０を
有してメトリックをセキュリティ拡張方法において記録して報告し得る。一実施例では、
トークン１１０はセキュリティ拡張方法で識別ＰＣＲレジスタ１４０における受信メトリ
ックを記録するＰＣＲ拡張処理をサポートする。
【００２５】
　トークン１１０は更に、識別ＰＣＲレジスタ１４０のクオート又は内容を戻すＰＣＲク
オート処理をサポートし得る。トークン１１０は更に、シール処理及びシール解除処理を
サポートし得る。シール処理に応じて、トークン１１０はトークン１１０と特定装置環境
にシール処理されたオブジェクトを有するシール処理されたオブジェクトを生成する。逆
に、トークン１１０は、オブジェクトがトークン１１０の鍵によってシール処理され、現
行の装置環境がシール処理オブジェクトについて規定された環境基準を満たす場合にのみ
、シール解除処理に応じてシール処理オブジェクトのオブジェクトを戻し得る。一実施例
では、トークン１１０は、「Ｔｒｕｓｔｅｄ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ　
Ａｌｌｉａｎｃｅ　（ＴＰＣＡ）　Ｍａｉｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ，　Ｖｅｒｓ
ｉｏｎ　１．１ａ，　西暦２００１年１２月１日」又はその変形、記載のトラステッド・
プラットフォーム・モジュール（ＴＰＭ）を有し得る。
【００２６】
　実施例では、ファームウェア１１２は基本入出力システム・ルーチン（ＢＩＯＳ）１４
４を有する。ＢＩＯＳ１４４はＡＣモジュール、スリープ・コード、スリープ解除コード
、システム起動コード及び／又は構造を有し得る。例えば、ＢＩＯＳ１４４は、スリープ
・イベント処理、スリープ解除イベント処理、及び／又は計算機装置初期化の間にアクセ
ス及び／又は実行が行われ得るＡＣＰＩ構造とＡＣＰＩソース言語（ＡＳＬ）コードを有
し得る。
【００２７】
　ＳＥ環境２００の一実施例を図２に表す。ＳＥ環境２００は、例えば、システム起動、
アプリケーション要求、オペレーティング・システム要求、などのような種々のイベント
に応じて開始し得る。図示されたように、ＳＥ環境２００はトラステッド仮想マシン・カ
ーネル又はモニタ２０２、１つ又は複数の標準仮想マシン（標準ＶＭ）２０４、及び１つ
又は複数のトラステッド仮想マシン（トラステッドＶＭ）２０６を有し得る。一実施例で
は、ＳＥ環境２００のモニタ２０２は最高特権プロセッサ・リング（例えば、０Ｐ）での
保護モードにおいて実行してセキュリティを管理して仮想マシン２０４、２０６間のバリ
アを備える。
【００２８】
　標準ＶＭ２０４はＶＭＸモードの最高特権プロセッサ・リング（例えば、０Ｄ）で実行
するオペレーティング・システム２０８及び、ＶＭＸモードの低特権プロセッサ・リング
（例えば、３Ｄ）で実行する１つ又は複数のアプリケーション２１０を有し得る。その中
でモニタ２０２が実行するそのプロセッサ・リングはその中でオペレーティング・システ
ム２０８が実行するそのプロセッサ・リングよりも特権が高いので、オペレーティング・
システム２０８は計算機装置１００の自由な制御を有するものでない代わりに、モニタ２
０２の制御と制限を受ける。特に、モニタ２０２はオペレーティング・システム２０８と
そのアプリケーション２１０とがＳＥメモリ１２２とトークン１１０とを直接アクセスす
ることを妨げ得る。
【００２９】
　モニタ２０２は更に、スリープ・ロジック２１２及び１つ又は複数のモニタ鍵２１４を
有して、情報を、暗号化し、更に、別の方法で保護する。スリープ・ロジック２１２は、
例えば、メモリ内容を、暗号化し、証明すること、などの１つ又は複数のスリープ処理を
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行うコードを有する。モニタ鍵２１４は、対称暗号鍵、非対称暗号鍵、又はそれに対して
モニタ２０２が排他的コントロールを有するその別の鍵を有し得る。例えば、モニタ鍵２
１４は、対称ルート鍵及び、対称ルート鍵によって暗号化される１つ又は複数の非対称鍵
を有し得る。
【００３０】
　モニタ２０２はカーネル・コードのハッシュのようなトラステッド・カーネル２１６の
１つ又は複数の測定を行って１つ又は複数のメトリックを取得し、トークン１１０に、Ｐ
ＣＲレジスタ１４０をカーネル２１６のメトリックによって拡張させ、当前記メトリック
をＳＥメモリ１２２に記憶された関連ＰＣＲログに記録し得る。モニタ２０２は更に、ト
ラステッドＶＭ２０６をＳＥメモリ１２２に確立し、トラステッド・カーネル２１６を確
立されたトラステッドＶＭ２０６において起動し得る。
【００３１】
　同様に、トラステッド・カーネル２１６はアプレット・コードのハッシュなどの、アプ
レット又はアプリケーション２１８の１つ又は複数の測定を行い得る。トラステッド・カ
ーネル２１６はモニタ２０２を介して更に、物理トークン１１０にＰＣＲレジスタ１４０
をアプレット２１８のメトリックによって拡張させ得る。トラステッド・カーネル２１６
は更に、ＳＥメモリ１２２に記憶された関連ＰＣＲログにおけるメトリックを記録し得る
。トラステッド・カーネル２１６は更に、ＳＥメモリ１２２に記憶された関連ＰＣＲログ
においてメトリックを記録し得る。更に、トラステッド・カーネル２１６は、ＳＥメモリ
１２２の確立されたトラステッドＶＭ２０６においてトラステッド・アプレット２１８を
起動し得る。
【００３２】
　図２のＳＥ環境２００を起動することに応じて、計算機装置１００は更に、トークン１
１０の１つ又は複数のＰＣＲレジスタ１４０に計算機装置１００のモニタ２００とハード
ウェア構成部分のメトリックを記録する。例えば、プロセッサ１０２は、例えば、プロセ
ッサ１０２、チップセット１０４、及び物理トークン１１０の、プロセッサ・ファミリ、
プロセッサ・バージョン、プロセッサ・マイクロコード・バージョン、チップセット・バ
ージョン、及び物理トークン・バージョンなど、のハードウェア識別子を取得し得る。プ
ロセッサ１０２は更に、１つ又は複数のＰＣＲレジスタ１４０に取得ハードウェア識別子
を記録し得る。
【００３３】
　次に図３を参照して、スリープ状態に突入する方法の実施例を示す。計算機装置１００
は当前記方法をスリープ・イベントに応じて行い得る。例えば、スリープ・イベントは、
装置が所定の期間中はアイドル状態のままであった旨を検出する、装置及び／又はオペレ
ーティング・システムに応じて生成し得る。スリープ・イベントに応じて、オペレーティ
ング・システム２０８はブロック３００で、ＳＥ環境２００が現在確立されているか否か
を判定し得る。ＳＥ２００が何ら確立されていない旨を判定することに応じて、計算機装
置１００はブロック３０２で、（以下に詳細を説明する）スリープ入口処理を起動して計
算機装置１００を要求スリープ状態に突入させ得る。
【００３４】
　ＳＥ環境２００が確立された旨を判定することに応じて、モニタ２０２はブロック３０
４でＳＥメモリ１２２の内容を暗号化し、証明し得る。一実施例では、モニタ２０２はモ
ニタ鍵２１４の１つを用いてＳＥメモリ１２２のページを暗号化し、そのページを暗号化
ページと置換する。モニタ２０２は、プロセッサ１０２がスリープ・ロジック２１２を引
き続き実行するように、モニタ２０２を有するＳＥメモリ１２２の部分又はモニタ２０２
のスリープ・ロジック２１２を有するＳＥメモリ１２２の一部分を非暗号化状態のままに
し得る。
【００３５】
　モニタ２０２はブロック３０４で、更に、ＳＥメモリ１２２の内容を証明し得る。一実
施例では、モニタ２０２はＳＥメモリ１２２の暗号化内容をハッシングしてメモリ・ハッ
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シュを得ることによって内容証明を生成し得る。別の実施例では、モニタ２０２はスリー
プ解除処理後にＳＥメモリ１２２に残るページのみをハッシングすることによって内容証
明を生成し得る。例えば、スリープ解除処理はモニタ２０２及び／又は別のコードを非揮
発性記憶機構１１４からリロードし得る。ＳＥメモリ１２２のこれらの部分がリロードさ
れるので、計算機装置１００は、スリープ状態に突入する前に、これらの部分をシステム
・メモリ１０８から消去し得るもの及び／又はそれらを非揮発性記憶機構１１４に記憶し
得るもの、である。別の実施例では、モニタ２０２はＳＥメモリ１２２の内容を、例えば
、透かし、署名、及び／又は、別の情報を、ＳＥメモリ１２２の証明内容中に埋め込むこ
とによって、証明し得る。
【００３６】
　ブロック３０６では、モニタ２０２は、ブロック３０４で暗号化されたシステム・メモ
リ１２２のページ／セグメント／領域を識別するデータ構造（例えば、ページ・テーブル
、ページ・リスト、セグメント・リスト、領域リストなど）を生成し、証明し得る。一実
施例では、モニタ２０２はデータ構造をハッシングしてデータ構造ハッシュを得ることに
よってデータ構造証明を生成し得る。別の実施例では、モニタ２０２は、例えば、透かし
、署名、及び／又は別の情報などのデータ構造証明を証明データ構造において埋め込むこ
とによってデータ構造を証明し得る。
【００３７】
　モニタ２０２はブロック３０８において、内容証明、データ構造証明、及び／又はモニ
タ鍵２１４、をシール処理して、それらを許可されていないアクセス及び／又は改変から
保護し得る。一実施例では、モニタ２０２は内容証明、データ構造証明、及びモニタ鍵２
１４をトークン１１０の１つ又は複数のシール処理を介してシール処理して１つ又は複数
のシール処理レジューム・オブジェクトを得る。一実施例では、シール処理はモニタ２０
２のメトリックを有するＰＣＲレジスタ１４０を用いて、例えば、不正モニタ、などの別
のモニタが、シール処理レジューム・オブジェクトの不暗号化内容のアクセス及び／又は
改変を行うことを効果的に妨げる。
【００３８】
　ブロック３１０では、モニタ２０２はＳＥ環境２００を撤去する。モニタ２０２は撤去
処理の一部として種々の処理を行い得る。一実施例では、モニタ２０２は秘密記憶機構１
２６を、システム・メモリ１０８が非暗号化秘密を有するものでない旨を示すよう、更新
する。例えば、モニタ２０２は、システム・メモリ１０８が非暗号化秘密を有するもので
ないことを示すよう、秘密記憶機構１２６のフラッグをクリアし得る。更に、モニタ２０
２はトラステッド仮想マシン２０６のシャットダウンを行い得るものであり、ＶＭＸプロ
セッサ・モードの出口処理を行い得る。モニタ２０２は更に、スリープ解除処理中に非揮
発性記憶機構１１４から再ロードされるシステム・メモリ１０８の領域を消去し得る。
【００３９】
　ブロック３１２では、計算機装置１００はモニタ２０２の実行を中止してオペレーティ
ング・システム２０８の実行に戻り得る。一実施例では、オペレーティング・システム２
０８に戻ることによって、モニタ２０２は、オペレーティング・システム２０８に、スリ
ープ解除に応じて実行される対象の、モニタ２０２の位置とサイズを識別するＳＥ環境レ
ジューム情報及び、シール処理レジューム・オブジェクトの位置並びにサイズ、を備える
。しかしながら、計算機装置１００は別の手法を用いて、オペレーティング・システム２
０８がスリープ解除処理中にモニタ２０２及びシール処理レジューム・オブジェクトを取
り出すことを可能にし得る。例えば、モニタ２０２及び／又はシール処理レジューム・オ
ブジェクトは、所定の位置又はＢＩＯＳ１４４によって設定された位置で記憶し得る。
【００４０】
　オペレーティング・システム２０８はブロック３１４で、レジューム情報を、それがス
リープ解除処理の一部として取り出し得るように、保存し得る。オペレーティング・シス
テム２０８はシステム・メモリ１０８の所定の位置、ＢＩＯＳ１４４によって設定された
位置、チップセット１０４の非揮発性レジスタ、及び／又は別の位置、でＳＥ環境レジュ
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ーム情報を記憶し得る。一実施例では、モニタ２０２はブロック３１２で、当前記情報を
適切な位置に記憶し、それによってブロック３１４で当前記情報をオペレーティング・シ
ステム２０８が保存する処理を軽減する。
【００４１】
　オペレーティング・システム２０８及び／又はＢＩＯＳ１４４はブロック３０２でスリ
ープ入口処理を完了する。例えば、オペレーティング・システム２０８及び／又はＢＩＯ
Ｓ１４４はスリープ種類識別子をスリープ種類記憶機構１３２に書き込んで、どのスリー
プ状態に計算機装置１００が突入するかを示し得るものであり、スリープ・イネーブル記
憶機構１３４を更新してスリープ状態への突入を起動し得る。一実施例では、オペレーテ
ィング・システム２０８及び／又はＢＩＯＳ１４４は計算機装置１００に、要求スリープ
状態とは異なるスリープ状態に突入させ得る。オペレーティング・システム２０８及び／
又はＢＩＯＳ１４４はスリープ状態を、例えば、計算機装置１００の１つ又は複数の構成
部分が要求スリープ状態をサポートするものでない、などの種々の理由で変更するように
してもよい。スリープ種類記憶機構１３２とスリープ・イネーブル記憶機構１３４の更新
に応じて、スリープ・コントローラ１３０は計算機装置１００をスリープ状態に突入さえ
得るものであり、スリープ処理を完了し得る。例えば、スリープ・コントローラ１３０は
計算機装置１００の構成部分及び／又はサブ構成部分の電源断を行い得るものであり、構
成部分及び／又はサブ構成部分に低電力動作モードに突入するよう要求し得るものであり
、及び／又は、システム・メモリ１０８の内容を非揮発性メモリ１１４に書き込ませ得る
ものである。
【００４２】
　次に図４を参照して、スリープ状態を解除する方法を示す。計算機装置１００は当前記
スリープ解除方法をスリープ解除イベントに応じて行い得る。スリープ解除イベントは、
例えば、モデムによるリング・イベントの検出、ネットワーク・コントローラによるネッ
トワーク活動の検出、キーボード・コントローラによるキーボードを押す操作の検出、な
どの種々の刺激に応じて生成し得る。スリープ解除イベントに応じて、スリープ・コント
ローラ１３０はブロック４００で、例えば、プロセッサ１０２をスリープ解除し、保存状
態情報を非揮発性記憶機構１１４からシステム・メモリ１０８に転送するような、１つ又
は複数のスリープ解除処理を行い得る。スリープ・コントローラ１３０は一実施例におい
ては、１つ又は複数のスリープ解除処理をＢＩＯＳ１４４のＡＳＬ及び／又は別のコード
の実行に応じて行い得る。スリープ解除処理を行った後、スリープ・コントローラ１３０
は制御をオペレーティング・システム２０８に転送し得る。一実施例では、スリープ・ロ
ジック２１２はスリープ解除ベクトルによって識別された位置からのオペレーティング・
システム２０８の実行を起動させる。
【００４３】
　オペレーティング・システム２０８はブロック４０２で、スリープ解除ネットワーク・
コントローラ、モデム、及び／又は計算機装置１００の別の装置などの１つ又は複数のス
リープ解除処理を行い得る。ブロック４０４では、オペレーティング・システム２０８は
、記憶レジューム情報及び／又は、前記情報がないこと、に基づいてＳＥ環境２００を復
元するか否かを判定する。ＳＥ環境２００を復元するかの判定に応じて、オペレーティン
グ・システム２０８は種々の処理を行う。例えば、オペレーティング・システム２０８は
、ＡＣモジュールで、計算機装置１００を構成するもの及び／又は計算機装置１００の構
成を検証するもの、の実行をロードし、認証し、開始し得る。更に、オペレーティング・
システム２０８はブロック４０６で、レジューム情報によって識別されるモニタ２０２の
実行をロードして起動し得る。
【００４４】
　ブロック４０８で、モニタ２０２は、シール処理レジューム・オブジェクトをシール処
理解除して、トークン１１０の１つ又は複数のシール処理解除処理を介して内容証明、デ
ータ構造証明、及びモニタ鍵２１４を取得し得る。シール処理解除処理が失敗したことを
検出する（ブロック４１０）ことに応じて、モニタ２０２はブロック４１２で、スリープ
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状態における攻撃に対する応答を起動させてスリープ状態における攻撃に対処する。一実
施例では、モニタ２０２はスリープ状態における攻撃に対する応答を、チップセット１０
４のリセット・レジスタに書き込んでシステム・リセットを起動させることによって、起
動する。しかしながら、モニタ２０２は、プロセッサ１０２の停止、システム・メモリ１
０８の消去、システム・シャットダウンの起動、計算機装置１００からの電源断、及び／
又は秘密を許可されていないアクセス及び／又は改変から保護する別の動作などの別の方
法において応答し得る。
【００４５】
　ブロック４１４では、モニタ２０２はデータ構造証明に基づいてデータ構造の真性を検
証する。一実施例では、モニタ２０２はデータ構造をハッシングして算定データ構造証明
を取得する。モニタ２０２は更に、算定データ構造証明をシール処理レジューム・オブジ
ェクトから取得したデータ構造証明と比較して、データ構造が、シール解除処理された証
明に対して、所定の関係を有する（例えば、等しい）、算定証明に応じて真性であること
を判定する。データ構造が真性でないものであり得、かつ、改変されたものであり得ると
の判定に応じて、モニタ２０２はブロック４１２でスリープ状態における攻撃に対する応
答を起動させてスリープ状態における攻撃に対処する。
【００４６】
　モニタ２０２はブロック４１６で、システム・メモリ１０８の部分を復号して、復号部
分をＳＥメモリ１２２に記憶し得る。モニタ２０２は１つ又は複数のシール解除処理され
たモニタ鍵２１４を用いてデータ構造によって識別されたシステム・メモリ１０８の部分
を復号し得る。ブロック４１８では、モニタ２０２は暗号化又は復号ＳＥメモリ内容の真
性を検証し得る。一実施例では、モニタ２０２はＳＥメモリ１２２に付加された復号内容
をハッシングして算定内容証明を取得する。別の実施例では、モニタ２０２は、ＳＥメモ
リ１２２に付加する対象の暗号化内容をハッシングして算定内容証明を取得し得る。モニ
タ２０２は更に、算定内容証明をシール解除処理された内容証明と比較して、内容が真性
である（例えば、改変されてない）ことを、そのシール解除処理された証明に対して、所
定の関係を有する（例えば、等しい）、算定証明に応じて、判定し得る。内容が真性でな
い（例えば、改変されている）旨の判定に応じて、モニタ２０２はブロック４１２で、ス
リープ状態における攻撃に対する応答を起動し得る。逆に、内容が真性であることを判定
することに応じて、モニタ２０２はスリープ解除処理をオペレーティング・システム２０
８の実行を起動させることによって完了する。
【００４７】
　スリープ及びスリープ解除の上記実施例は、攻撃から秘密を保護することに有用である
。しかしながら、攻撃者は、図３のスリープ方法が、計算機装置１００を、その中では非
暗号化秘密がシステム・メモリ１０８及び／又は非揮発性記憶機構１１４に非保護状態で
存在するそのスリープ状態に、突入させることを回避させるよう試行し得る。そのように
回避させることから保護するよう、スリープ状態における攻撃検出ロジック１３６は、シ
ステム・リセット・イベント又は別のスリープ状態における攻撃に対する応答を、スリー
プ状態における攻撃の検出に応じて起動させ得る。図３のスリープ方法の一実施例では、
モニタ２０２は秘密記憶機構１２６を、システム・メモリ１０８が、スリープ入口処理を
開始させるようスリープ・イネーブル記憶機構１３４を更新する前に非暗号化秘密を何ら
有しないことを示すよう、更新する。したがって、スリープ状態における攻撃検出ロジッ
ク１３６は更新されるスリープ・イネーブル記憶機構１３４に応じてスリープ状態におけ
る攻撃に対する応答を、秘密記憶機構４２０がシステム・メモリ１０８が非暗号化秘密を
有し得る場合に、起動させ得る。
【００４８】
　図３のスリープ方法の別の実施例では、モニタ２０２がＳＥメモリ１２２を暗号化して
、秘密記憶機構１２６を、システム・メモリ１０８が、要求スリープ状態によってＳＥメ
モリ１２２が非保護状態になってしまう場合のみ、何ら非暗号化秘密を有しないことを示
すよう、更新する。したがって、スリープ状態における攻撃検出ロジック１３６は更新さ
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れるスリープ・イネーブル記憶機構１３４に応じてスリープ状態における攻撃に対する応
答を、秘密記憶機構４２０がシステム・メモリ１０８が非暗号化秘密を有し得ることを示
し、かつ、スリープ種類記憶機構１３２が、その中ではＳＥメモリ１２２が非保護状態で
あり得るそのスリープ状態を示す場合、起動させ得る。
【００４９】
　本発明の特定の特徴を、例示的実施例を参照して、説明したが、本明細書及び特許請求
の範囲における記載は限定的な意味合いで解釈されるものでないことが意図されている。
本発明の、例示的実施例の種々の修正、更には、本発明の別の実施例は、本発明が関係す
る当業者には明らかであり、本発明の趣旨及び範囲の中に収まるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】計算機装置の実施例を示す図である。
【図２】図１の計算機装置によって確立し得るセキュリティ拡張（ＳＥ）環境の実施例を
示す図である。
【図３】図１の計算機装置のスリープ方法の実施例を示す図である。
【図４】図１の計算機装置のスリープ解除方法の実施例を示す図である。

【図１】 【図２】
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