
JP 4302641 B2 2009.7.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　安全ドメインと、非安全ドメインとを有するデータ処理装置であって、該データ処理装
置のデバイスが前記安全ドメインにおいて非安全ドメインではアクセスできない安全デー
タにアクセスする前記データ処理装置において、
　デバイスバスと、
　前記デバイスバスに結合されており、各々が前記安全ドメインまたは前記非安全ドメイ
ンに関係するメモリアクセスリクエストを発生するようになっている複数のデバイスであ
って、該複数のデバイスの少なくとも１つが非安全ドメイン内のモードである少なくとも
１つの非安全モードと、安全ドメインにおけるモードである少なくとも１つの安全モード
とを備えた複数のモードで作動できる、前記複数のデバイスと、
　前記デバイスバスに結合されており、前記複数のデバイスが必要とするデータを記憶す
るようになっているメモリとを備え、該メモリが安全データを記憶するための安全メモリ
と、非安全データを記憶するための非安全メモリとを備え、前記メモリ内のあるアイテム
のデータへのアクセスが必要とされたときに、前記複数のデバイスがメモリアクセスリク
エストをデバイスバスに発生するようになっており、
　前記複数のデバイスのいずれかが発生したメモリアクセスリクエストが前記非安全ドメ
インに関するときはいつも、前記メモリアクセスリクエストが前記安全メモリへのアクセ
スを求めているかどうかを検出するようになっており、かかる検出時に前記メモリアクセ
スリクエストが指定するアクセスを防止するようになっている、前記デバイスバスに結合
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されたパーティションチェックロジックとを更に備えたデータ処理装置。
【請求項２】
　前記複数のデバイスの前記少なくとも１つに対し、前記複数のモードが前記安全ドメイ
ンと前記非安全ドメインにおいて存在する、請求項１記載のデータ処理装置。
【請求項３】
　前記安全ドメインにおける所定の安全モードで作動するときに、前記パーティションチ
ェックロジックを前記複数のデバイスの１つによって管理する、請求項１または２記載の
データ処理装置。
【請求項４】
　前記メモリアクセスリクエストが前記安全ドメインに関するものであるか、または前記
非安全ドメインに関するものであるかを識別するドメイン信号を、前記複数のデバイスに
よって発生される前記メモリアクセスリクエストは含み、前記ドメイン信号は前記メモリ
アクセスリクエストのアクセス対象へのアクセスを進めてよいかを判定するために前記パ
ーティションチェックロジックで使われる、請求項１～３のいずれかに記載のデータ処理
装置。
【請求項５】
　前記複数のデバイスは所定のピン（ｐｉｎ）を有し、該所定のピンを介して前記デバイ
スバスに前記ドメイン信号を出力する、請求項４記載のデータ処理装置。
【請求項６】
　前記デバイスバスに発生されたメモリアクセスリクエストの間を仲裁するように、前記
デバイスバスに結合されたアービッタ内に前記パーティションチェックロジックが設けら
れている、請求項１～５のいずれかに記載のデータ処理装置。
【請求項７】
　前記非安全ドメインにおいて、前記複数のデバイスの前記少なくとも１つが非安全オペ
レーティングシステムの制御によって作動でき、
　前記安全ドメインにおいて、前記複数のデバイスの前記少なくとも１つが安全オペレー
ティングシステムの制御によって作動できる、請求項１～６のいずれかに記載のデータ処
理装置。
【請求項８】
　前記複数のデバイスの前記少なくとも１つがプロセッサを内蔵するチップであり、前記
プロセッサがメモリアクセスリクエストを発生するときに１つ以上の所定のアクセス制御
機能を奏し、前記デバイスバスへのメモリアクセスリクエストの発生を制御するように作
動できるメモリ管理ユニットを前記チップが更に含む、請求項１～７のいずれかに記載の
データ処理装置。
【請求項９】
　前記チップが更に、
　システムバスを介してプロセッサに結合された別のメモリを備え、該別のメモリがプロ
セッサの必要とするデータを記憶するようになっており、該別のメモリが安全データを記
憶するための別の安全メモリと、非安全データを記憶するための別の非安全メモリとを備
え、
　前記非安全ドメインにおいて、非安全モードで作動中の前記プロセッサによって前記メ
モリアクセスリクエストが発生されるときはいつも、前記メモリアクセスリクエストが前
記安全メモリまたは別の安全メモリのいずれにアクセスしようとしているかを検出するよ
うに作動し、かかる検出がなされたときに前記メモリアクセスリクエストが指定するアク
セスを防止するように作動する、前記システムバスに結合された別のパーティションチェ
ックロジックを前記チップが含む、請求項８記載のデータ処理装置。
【請求項１０】
　前記プロセッサが前記非安全ドメイン内のモードである少なくとも１つの非安全モード
と、前記安全ドメインにおけるモードである少なくとも１つの安全モードとを含む複数の
モードで作動でき、前記少なくとも１つの非安全モードにおいて、前記プロセッサが非安
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全オペレーティングシステムの制御によって作動でき、前記少なくとも１つの安全モード
では前記プロセッサが安全オペレーティングシステムの制御によって作動でき、
　前記別のパーティションチェックロジックが前記安全オペレーティングシステムによっ
て管理される、請求項９記載のデータ処理装置。
【請求項１１】
　前記プロセッサが少なくとも１つの非安全モードで作動するときに、前記メモリアクセ
スリクエストが仮想アドレスを指定し、前記メモリ管理ユニットが前記非安全オペレーテ
ィングシステムによって制御され、前記メモリ管理ユニットが実施する前記所定のアクセ
ス制御機能のうちの１つが前記仮想アドレスから物理アドレスへの変換を含み、前記メモ
リ管理ユニットが発生すべき前記物理アドレスが前記安全メモリ内にある場合に、前記別
のパーティションチェックロジックが前記メモリアクセスリクエストの指定するアクセス
を防止するようになっている、請求項１０記載のデータ処理装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサが少なくとも１つの安全モードの１つで作動するときに、前記メモリア
クセスリクエストが仮想アドレスを指定し、前記メモリ管理ユニットが前記安全オペレー
ティングシステムによって制御され、前記メモリ管理ユニットが実施する前記所定のアク
セス制御機能のうちの１つが、前記仮想アドレスから物理アドレスへの変換を含み、前記
別のパーティションチェックロジックが少なくとも１つの安全モードでは使用されない、
請求項１０または１１記載のデータ処理装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサのすべての作動モードに対し、前記メモリアクセスリクエストが仮想ア
ドレスを指定し、前記別のパーティションチェックロジックが前記メモリ管理ユニット内
に設けられ、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動するときはいつ
も、前記別のパーティションチェックロジックが作動可能である、請求項１２記載のデー
タ処理装置。
【請求項１４】
　前記別のパーティションチェックロジックが内部に設けられたメモリ保護ユニットを更
に備え、前記メモリ保護ユニットが前記安全オペレーティングシステムによって管理され
ており、前記プロセッサが特定の安全モードで作動するときに、前記メモリアクセスリク
エストがメモリロケーションに対する物理アドレスを指定し、前記メモリ管理ユニットが
使用されず、前記物理アドレスが指定するメモリロケーションが前記特定の安全モードで
アクセスできるかどうかを証明するために前記メモリ保護ユニットが少なくともメモリア
クセス許可処理を実行するようになっている、請求項１１または１２記載のデータ処理装
置。
【請求項１５】
　前記メモリが少なくとも１つのテーブルを含み、該少なくとも１つのテーブルが、多数
のメモリ領域の各々毎に、関連するデスクリプタを含み、前記メモリ管理ユニットが、前
記メモリアクセスリクエストに対する所定のアクセス制御機能を実行するために前記メモ
リ管理ユニットが使用する、前記デスクリプタから誘導されたアクセス制御情報を記憶す
るための内部記憶ユニットを備え、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モード
で作動するときに前記安全メモリへのアクセスを可能にするアクセス制御情報を前記内部
記憶ユニットが記憶しないように、前記別のパーティションチェックロジックが作動する
ようになっている、請求項１０～１４のいずれかに記載のデータ処理装置。
【請求項１６】
　前記メモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定し、前記所定のアクセス制御機能
のうちの１つが前記仮想アドレスから物理アドレスへの変換を含み、各デスクリプタが対
応するメモリ領域に対する少なくとも１つの仮想アドレス部分およびそれに対応する物理
アドレス部分を含み、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動すると
きに、前記仮想アドレスに対して発生される物理アドレスが前記安全メモリ内にある場合
に、前記内部記憶ユニットが前記物理アドレス部分をアクセス制御情報として記憶しない
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ように、前記別のパーティションチェックロジックが作動できる、請求項１５記載のデー
タ処理装置。
【請求項１７】
　前記内部記憶ユニットが少なくとも１つのテーブルから検索された対応するデスクリプ
タから得られた対応する物理アドレス部分を多数の仮想アドレス部分に対して記憶するよ
うになっている変換ルックアサイドバッファ（ＴＬＢ）となっている、請求項１６記載の
データ処理装置。
【請求項１８】
　前記ＴＬＢがマイクロＴＬＢであり、前記内部記憶ユニットが前記メモリ管理ユニット
により前記少なくとも１つのテーブルから検索されたデスクリプタを記憶するためのメイ
ンＴＬＢを更に備え、前記メモリアクセスリクエストに対する所定のアクセス制御機能を
実行するための前記メモリ管理ユニットによるそのアクセス制御情報の使用前に、前記メ
インＴＬＢからマイクロＴＬＢへアクセス制御情報が転送され、前記プロセッサが前記少
なくとも１つの非安全モードで作動しているときに、前記別のパーティションチェックロ
ジックが前記メインＴＬＢから前記安全メモリへのアクセスを許可するマイクロＴＬＢへ
のアクセス制御情報の転送を防止するようになっている、請求項１７記載のデータ処理装
置。
【請求項１９】
　前記非安全オペレーティングが発生したデスクリプタを含み、前記プロセッサが前記少
なくとも１つの非安全モードで作動しているときに使用するための非安全テーブルを前記
少なくとも１つのテーブルが含み、前記非安全テーブル内のデスクリプタが前記安全メモ
リの一部を少なくとも部分的に内蔵するメモリ領域に関連する場合に、前記プロセッサが
非安全モードで作動しているときに、前記仮想アドレスに対して発生される物理アドレス
が安全メモリ内にある場合に、前記デスクリプタにより指定される物理アドレス部分をア
クセス制御情報として前記内部記憶ユニットが記憶することを前記別のパーティションチ
ェックロジックが防止するように作動できる、請求項１６～１８のいずれかに記載のデー
タ処理装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのテーブルが前記安全オペレーティングシステムによって発生され
たデスクリプタを含む安全メモリ内の安全テーブルを更に備え、そのデスクリプタが前記
非安全テーブルからのものであるか、または前記安全テーブルからのものであるかを識別
するための、前記メインＴＬＢ内に記憶された各デスクリプタに関連するフラグを前記メ
インＴＬＢが含む、請求項１８に記載する場合の、請求項１９記載のデータ処理装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサの作動モードが安全モードと非安全モードとの間で切り替わるときはい
つも、前記マイクロＴＬＢがフラッシングされ、前記安全モードにおいて、前記関連する
フラグによって安全テーブルからのものである、と示された前記メインＴＬＢ内のデスク
リプタからマイクロＴＬＢへアクセス制御情報が転送されるだけであり、前記非安全モー
ドにおいて、前記関連するフラグによって前記非安全転送されるからのものである、と示
された前記メインＴＬＢ内のデスクリプタから前記マイクロＴＬＢへアクセス制御情報が
転送されるだけである、請求項２０記載のデータ処理装置。
【請求項２２】
　前記メモリが少なくとも１つのテーブルを含み、該少なくとも１つのテーブルが、多数
のメモリ領域の各々毎に、関連するデスクリプタを含み、前記メモリ管理ユニットが、前
記メモリアクセスリクエストに対する所定のアクセス制御機能を実行するために前記メモ
リ管理ユニットが使用する、前記デスクリプタから誘導されたアクセス制御情報を記憶す
るための内部記憶ユニットを備え、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モード
で作動するときに前記安全メモリへのアクセスを可能にするアクセス制御情報を前記内部
記憶ユニットが記憶しないように、前記別のパーティションチェックロジックが作動する
ようになっていて、前記少なくとも１つのテーブルが少なくとも１つのページテーブルを
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含む、請求項１０～２１のいずれかに記載のデータ処理装置。
【請求項２３】
　前記別のメモリが前記システムバスに接続された密に結合されたメモリを備え、該密に
結合されたメモリに対する物理アドレスレンジが制御レジスタ内で定義され、特権安全モ
ードで作動しているときに限り、プロセッサによって前記密に結合されたメモリを制御で
きるか、または少なくとも１つの非安全モードで作動中にプロセッサによって制御可能か
どうかを示すよう、特権安全モードで作動中のプロセッサによって制御フラグを設定でき
るようになっている、請求項１０～２２のいずれかに記載のデータ処理装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの非安全モードで作動中の前記プロセッサによって、前記密に結合
されたメモリを制御できる場合に、安全データが前記密に結合されたメモリ内に記憶され
ないようになっている、請求項２３記載のデータ処理装置。
【請求項２５】
　安全ドメインと非安全ドメインとを有するデータ処理装置におけるメモリへのアクセス
を制御する方法であって、該データ処理装置の複数のデバイスが前記安全ドメインでは非
安全ドメインでアクセスできない安全データにアクセスするようになっており、前記デー
タ処理装置が、
　デバイスバスと、
　該デバイスバスに結合され、各々が前記安全ドメインまたは前記非安全ドメインのいず
れかに関係するメモリアクセスリクエストを発生するようになっている複数のデバイスで
あって、該複数のデバイスの少なくとも１つが非安全ドメイン内のモードである少なくと
も１つの非安全モードと、安全ドメインにおけるモードである少なくとも１つの安全モー
ドとを含む複数のモードで作動できる、前記複数のデバイスと、
　前記デバイスバスに結合されており、前記複数のデバイスが必要とするデータを記憶す
るようになっているメモリとを備え、
　該メモリが安全データを記憶するための安全メモリと、非安全データを記憶するための
非安全メモリとを備えた、前記データ処理装置におけるメモリへのアクセスを制御する方
法において、
　（ｉ）前記メモリ内のデータへのアクセスが求められると、前記複数のデバイスのいず
れかから前記デバイスバスにメモリアクセスリクエストを発生するステップと、
　（ｉｉ）前記いずれかのデバイスが発生した前記メモリアクセスリクエストが前記非安
全ドメインに関するものであるときはいつも、そのメモリアクセスリクエストが安全メモ
リへのアクセスを求めているかどうかを検出するための、前記デバイスバスに結合された
パーティションチェックロジックを使用するステップと、
　（ｉｉｉ）かかる検出時に前記メモリアクセスリクエストが指定するアクセスを防止す
るステップと、を備えた、データ処理装置におけるメモリへのアクセスを制御する方法。
【請求項２６】
　前記複数のデバイスの前記少なくとも１つに対し、前記複数のモードが前記安全ドメイ
ンと前記非安全ドメインにおいて存在する、請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記安全ドメインにおける所定の安全モードで作動するときに、前記パーティションチ
ェックロジックが前記複数のデバイスの１つによって管理される、請求項２５または２６
記載の方法。
【請求項２８】
　前記複数のデバイスによって発生される各メモリアクセスリクエストは該メモリアクセ
スリクエストが前記安全ドメインに関するものであるか、または前記非安全ドメインに関
するものであるかを識別するドメイン信号を含み、該ドメイン信号は前記メモリアクセス
リクエストのアクセス対象へのアクセスを進めてよいかを判定するために前記パーティシ
ョンチェックロジックで使われる、請求項２５～２７のいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
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　前記複数のデバイスは所定のピンを有し、該所定のピンを介して前記デバイスバスに前
記ドメイン信号を出力する、請求項２８記載の方法。
【請求項３０】
　前記デバイスバスに発生されたメモリアクセスリクエストの間を仲裁するように、前記
デバイスバスに結合されたアービッタ内に前記パーティションチェックロジックが設けら
れている、請求項２５～２９のいずれかに記載の方法。
【請求項３１】
　前記非安全ドメインにおいて、前記複数のデバイスの前記少なくとも１つが非安全オペ
レーティングシステムの制御によって作動でき、
　前記安全ドメインにおいて、前記複数のデバイスの前記少なくとも１つが安全オペレー
ティングシステムの制御によって作動できる、請求項２５～３０のいずれかに記載の方法
。
【請求項３２】
　前記複数のデバイスの少なくとも１つがプロセッサを内蔵するチップであり、該チップ
が更にメモリ管理ユニットを備え、前記プロセッサがメモリアクセスリクエストを発生す
るときに、
　前記デバイスバスへのメモリアクセスリクエストの発生を制御するための１つ以上の所
定のアクセス制御機能を実行するために、前記メモリ管理ユニットを使用するステップを
備えた、請求項２５～３１のいずれかに記載の方法。
【請求項３３】
　前記チップがシステムバスを介して前記プロセッサに結合された別のメモリを更に備え
、前記別のメモリがプロセッサが必要とするデータを記憶するようになっており、前記別
のメモリが安全データを記憶するための別の安全メモリと、非安全データを記憶するため
の別の非安全メモリとを備え、前記チップが更に前記システムバスに結合された別のパー
ティションチェックロジックを備え、
　前記非安全ドメインにおいて非安全モードで作動している場合に、前記プロセッサによ
って前記メモリアクセスリクエストが発生されるときはいつも、前記メモリアクセスリク
エストが前記安全メモリまたは前記別の安全メモリのいずれかへのアクセスを求めている
かを検出するために前記別のパーティションチェックロジックを使用するステップと、
　かかる検出時に前記メモリアクセスリクエストが指定するアクセスを防止するステップ
とを備えた、請求項３２記載の方法。
【請求項３４】
　前記プロセッサが前記非安全ドメインにおけるモードである少なくとも１つの非安全モ
ードと、前記安全ドメインにおけるモードである少なくとも１つの安全モードとを含む複
数のモードで作動でき、前記少なくとも１つの非安全モードにおいて、前記プロセッサが
非安全オペレーティングシステムの制御によって作動でき、前記少なくとも１つの安全モ
ードでは前記プロセッサが安全オペレーティングシステムの制御によって作動でき、
　前記別のパーティションチェックロジックが前記安全オペレーティングシステムによっ
て管理される、請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動しているときに、前記ステ
ップ（ｉ）で発生される前記メモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定し、１つ以
上の所定のアクセス制御機能を実行するために前記メモリ管理ユニットを使用する前記ス
テップが、前記非安全オペレーティングシステムによって制御され、実行される前記所定
のアクセス制御機能のうちの１つが前記仮想アドレスから物理アドレスへの変換を備え、
前記メモリ管理ユニットによって発生される物理アドレスが安全メモリ内にある場合、前
記メモリアクセスリクエストが指定するアクセスを前記別のパーティションチェックロジ
ックが前記ステップ（ｉｉｉ）で防止するようになっている、請求項３４記載の方法。
【請求項３６】
　前記プロセッサが前記少なくとも１つの安全モードのうちの１つで作動しているときに
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、前記ステップ（ｉ）で発生される前記メモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定
し、１つ以上の所定のアクセス制御機能を実行するために前記メモリ管理ユニットを使用
する前記ステップが、前記安全オペレーティングシステムによって制御され、実行される
前記所定のアクセス制御機能のうちの１つが前記仮想アドレスから物理アドレスへの変換
を備え、前記少なくとも１つの安全モードでは前記別のパーティションチェックロジック
が使用されない、請求項３４または３５記載の方法。
【請求項３７】
　前記プロセッサのすべての作動モードに対し、前記ステップ（ｉ）で発生される前記メ
モリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定し、前記別のパーティションチェックロジ
ックが前記メモリ管理ユニット内に設けられ、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非
安全モードで作動するときはいつも、前記別のパーティションチェックロジックが作動可
能である、請求項３６記載の方法。
【請求項３８】
　前記データ処理装置が、前記別のパーティションチェックロジックが内部に設けられた
メモリ保護ユニットを更に備え、前記メモリ保護ユニットが前記安全オペレーティングシ
ステムによって管理されており、前記プロセッサが特定の安全モードで作動するときに、
前記ステップ（ｉ）で発生される前記メモリアクセスリクエストがメモリロケーションに
対する物理アドレスを指定し、１つ以上の所定のアクセス制御機能を実行するために前記
メモリ管理ユニットを使用する前記ステップが使用されず、前記物理アドレスで指定され
るメモリロケーションが前記特定の安全モードでアクセスできるかどうかを証明するため
に前記メモリ保護ユニットが少なくともメモリアクセス許可処理を実行するようになって
いる、請求項３５または３６記載の方法。
【請求項３９】
　前記メモリが多数のメモリ領域の各々に対し、関連するデスクリプタを含む少なくとも
１つのテーブルを備え、
　前記メモリアクセスリクエストに対し前記所定のアクセス制御機能を実行するために前
記メモリ管理ユニットによって使用される、前記デスクリプタから誘導されたアクセス制
御情報を記憶するための内部記憶ユニットをメモリ管理ユニット内に設けるステップと、
　前記プロセッサが少なくとも１つの非安全モードで作動するときに前記安全メモリへの
アクセスを許可するアクセス制御情報を前記内部記憶ユニットが記憶しないようにするた
めに前記別のパーティションチェックロジックを利用するステップとを備えた、請求項３
４～３８のいずれかに記載の方法。
【請求項４０】
　前記ステップ（ｉ）で発生される前記メモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定
し、前記メモリ管理ユニットによって実行される前記所定のアクセス制御機能のうちの１
つが前記仮想アドレスから物理アドレスへの変換を含み、各デスクリプタが対応するメモ
リ領域に対する少なくとも１つの仮想アドレス部分およびそれに対応する物理アドレス部
分を含み、
　前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動する場合に、前記仮想アド
レスに対して発生される物理アドレスが前記安全メモリ内にあるときに、前記内部記憶ユ
ニットが前記物理アドレス部分をアクセス制御情報として記憶しないように、前記別のパ
ーティションチェックロジックを利用するステップを含む、請求項３９記載の方法。
【請求項４１】
　前記内部記憶ユニットが、前記少なくとも１つのテーブルから検索された対応するデス
クリプタから得られた対応する物理アドレス部分を多数の仮想アドレス部分に対して記憶
するようになっている変換ルックアサイドバッファ（ＴＬＢ）となっている、請求項４０
記載の方法。
【請求項４２】
　前記ＴＬＢが、マイクロＴＬＢであり、前記内部記憶ユニットが前記メモリ管理ユニッ
トにより前記少なくとも１つのテーブルから検索されたデスクリプタを記憶するためのメ
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インＴＬＢを更に備え、
　前記メモリアクセスリクエストに対する所定のアクセス制御機能を実行するための前記
メモリ管理ユニットによるそのアクセス制御情報の使用前に、前記メインＴＬＢからマイ
クロＴＬＢへ前記アクセス制御情報を転送するステップと、
　前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動しているときに、前記メイ
ンＴＬＢから前記安全メモリへのアクセスを許可するマイクロＴＬＢへのアクセス制御情
報の転送を防止するように前記別のパーティションチェックロジックを利用するステップ
とを備えた、請求項４１記載の方法。
【請求項４３】
　前記非安全オペレーティングにより発生されたデスクリプタを含みかつ前記プロセッサ
が前記少なくとも１つの非安全モードで作動しているときに使用するための非安全テーブ
ルを前記少なくとも１つのテーブルが含み、前記非安全テーブル内のデスクリプタが前記
安全メモリの一部を少なくとも部分的に内蔵するメモリ領域に関連する場合に、
　前記プロセッサが非安全モードで作動しているときに、前記仮想アドレスに対して発生
される物理アドレスが安全メモリ内にある場合に、前記デスクリプタにより指定される物
理アドレス部分をアクセス制御情報として前記内部記憶ユニットが記憶することを防止す
るために前記別のパーティションチェックロジックを利用するステップを備えた、請求項
４０～４２のいずれかに記載の方法。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つのテーブルが前記安全オペレーティングシステムによって発生され
たデスクリプタを含む安全メモリ内の安全テーブルを更に備え、前記メインＴＬＢが前記
メインＴＬＢ内に記憶された各デスクリプタに関連するフラグを含み、
　デスクリプタがメインＴＬＢ内に記憶されているときに、そのデスクリプタが前記非安
全テーブルからのものであるか、または前記安全テーブルからのものであるかを識別する
ための前記関連するフラグを前記メインＴＬＢが含む、請求項４２に従属した場合に、請
求項４３記載の方法。
【請求項４５】
　前記プロセッサの作動モードが安全モードと非安全モードとの間で切り替わるときはい
つも、前記マイクロＴＬＢをフラッシングするステップと、
　前記安全モードにおいて、前記関連するフラグによって安全テーブルからのものである
、と示された前記メインＴＬＢ内のデスクリプタからマイクロＴＬＢへアクセス制御情報
を転送するだけのステップと、
　前記非安全モードにおいて、前記関連するフラグによって前記非安全テーブルからのも
のである、と示された前記メインＴＬＢ内のデスクリプタから前記マイクロＴＬＢへアク
セス制御情報を転送するだけのステップとを備えた、請求項４４記載の方法。
【請求項４６】
　前記メモリが多数のメモリ領域の各々に対し、関連するデスクリプタを含む少なくとも
１つのテーブルを備え、
　前記メモリアクセスリクエストに対し前記所定のアクセス制御機能を実行するために前
記メモリ管理ユニットによって使用される、前記デスクリプタから誘導されたアクセス制
御情報を記憶するための内部記憶ユニットをメモリ管理ユニット内に設けるステップと、
　前記プロセッサが少なくとも１つの非安全モードで作動するときに前記安全メモリへの
アクセスを許可するアクセス制御情報を前記内部記憶ユニットが記憶しないようにするた
めに前記別のパーティションチェックロジックを利用するステップとを備え、
　前記少なくとも１つのテーブルが少なくとも１つのページテーブルを含む、請求項３４
～４５のいずれかに記載の方法。
【請求項４７】
　前記別のメモリが前記システムバスに接続された密に結合されたメモリを備え、
　該密に結合されたメモリに対する物理アドレスレンジを制御レジスタ内で定義するステ
ップと、
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　特権安全モードで作動しているときに限りプロセッサによって前記密に結合されたメモ
リを制御できるか、または前記少なくとも１つの非安全モードで作動中にプロセッサによ
って制御可能かどうか、を示すよう、特権安全モードで作動中のプロセッサによって制御
フラグを設定するステップと、を備えた請求項３４～４６のいずれかに記載の方法。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つの非安全モードで作動中に前記プロセッサによって前記密に結合さ
れたメモリを制御できる場合に、安全データが前記密に結合されたメモリ内に記憶される
ことを防止する、請求項４７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデバイスによるメモリへのアクセスの制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データ処理システムは、このデータ処理システムにロードされたアプリケーションを実
行するためのプロセッサを一般に含む。このプロセッサはオペレーティングシステムの制
御により作動する。特定のアプリケーションを実行するのに必要なデータは一般にデータ
処理装置のメモリに記憶される。これらのデータはアプリケーション内に含まれる命令お
よび／またはプロセッサにおいてこれら命令を実行する間に使用される実際のデータ値か
ら成ることが理解できよう。
【０００３】
　アプリケーションのうちの少なくとも１つによって使用されるデータが、プロセッサで
実行し得る他のアプリケーションによってアクセスできないような機密データとなってい
る場合が多い。一例として、データ処理装置がスマートカードであり、アプリケーション
の１つが有効化、認証、暗号解読などを実行するために、例えば安全キーを使用するよう
なセキュリティアプリケーションである場合を挙げることができる。かかる状況では、機
密データを安全に維持し、データ処理装置にロードできる他のアプリケーション、例えば
その安全データにアクセスしようとする目的でデータ処理装置にロードされたハッキング
アプリケーションによってアクセスできないようにすることは、明らかに重要である。
【０００４】
　公知のシステムでは、オペレーティングシステムの制御により実行されている他のアプ
リケーションから１つのアプリケーションの安全データにアクセスできないように保証す
るために十分なセキュリティを提供することは、オペレーティングシステム開発者の仕事
であった。しかしながら、システムがより複雑になるにつれ、一般的な傾向としてオペレ
ーティングシステムはより大きく、かつ複雑となっている。かかる状況では、オペレーテ
ィングシステム自身の内部で十分なセキュリティを保証することは次第に困難となりつつ
ある。
【０００５】
　米国特許出願第US2002/0007456A1号および米国特許第US6,282,657B号、および同第US6,
292,874B号には、安全データを安全に記憶し、かつ悪意のあるプログラムコードから保護
しようとするシステムの例が記載されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、データ処理装置内に含まれるかかる安全データの機密を維持せんとする改善さ
れた技術を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の特徴によれば、本発明は、安全ドメインと、非安全ドメインとを有し、前記安全
ドメインにおいて非安全ドメインではアクセスできない安全データにアクセスするデータ
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処理装置において、デバイスバスと、前記デバイスバスに結合されており、前記安全ドメ
インまたは前記非安全ドメインに関係するメモリアクセスリクエストを発生するようにな
っているデバイスと、前記デバイスバスに結合されており、前記デバイスが必要とするデ
ータを記憶するようになっているメモリとを備え、該メモリが安全データを記憶するため
の安全メモリと、非安全データを記憶するための非安全メモリとを備え、前記メモリ内の
あるアイテムのデータへのアクセスが必要とされたときに、前記デバイスがメモリアクセ
スリクエストをデバイスバスに発生するようになっており、前記デバイスが発生したメモ
リアクセスリクエストが前記非安全ドメインに関するときはいつも、前記メモリアクセス
リクエストが前記安全メモリへのアクセスを求めているかどうかを検出するようになって
おり、かかる検出時に前記メモリアクセスリクエストが指定するアクセスを防止するよう
になっている、前記デバイスバスに結合されたパーティションチェックロジックとを更に
備えたデータ処理装置を提供するものである。
【０００８】
　本発明によれば、デバイスバスを介し、メモリにデバイスが結合されており、このデバ
イスは安全ドメインまたは非安全ドメインのいずれかに関係するメモリアクセスリクエス
トを発生するようになっている。メモリはデバイスが必要とするデータを記憶するように
なっており、安全データを記憶するための安全メモリと、非安全データを記憶するための
非安全メモリとから成る。デバイスがメモリ内のあるアイテムのデータにアクセスしたい
とき、デバイスはデバイスバスにメモリアクセスリクエストを発生するようになっている
。本発明によれば、デバイスバスに結合されたパーティションチェックロジックが設けら
れており、このパーティションチェックロジックはデバイスが発生したメモリアクセスリ
クエストが前記非安全ドメインに関するときはいつも、メモリアクセスリクエストが安全
メモリへのアクセスを求めているかどうかを検出するようになっており、かかる検出がな
されたときにメモリアクセスリクエストによって指定されるアクセスを防止するようにな
っている。
【０００９】
　従って、パーティションチェックロジックはデバイスによって発生されるメモリアクセ
スリクエストが非安全ドメインに関するものであるときに、安全メモリへのアクセスが起
きないことを保証するように、メモリへのアクセスを監視するようになっている。
【００１０】
　一実施例では、デバイスは非安全ドメインにおけるモードである少なくとも１つの非安
全モードと、安全ドメインにおけるモードである少なくとも１つの安全モードとを備えた
複数のモードで作動できる。
【００１１】
　パーティションチェックロジックは安全メモリと非安全メモリとの間のパーティション
に関する情報にアクセスする。安全メモリと非安全メモリとの間の物理パーティションを
変更できない実施例では、このパーティション情報はハードによる配線で構成できると理
解できよう。しかしながら、好ましい実施例では安全メモリと非安全メモリとの間のパー
ティションはデバイスが所定の安全モードで作動するときにはデバイスによって構成でき
、かかる実施例ではパーティションチェックロジックはその所定の安全モードで作動して
いるときのデバイスによって管理される。従って、安全データへアクセスしようとする目
的でデバイスに不正な（ｒｏｇｕｅ）アプリケーションがインストールされた場合、その
アプリケーションは安全ドメインでは作動できないので、パーティション情報を変更でき
ない。従って、安全メモリ内のあるロケーションにアクセスしようとしているメモリアク
セスリクエストをそのアプリケーションが出力できても、そのパーティションチェックロ
ジックはデバイスの非安全モードで実行中のアプリケーションが安全メモリロケーション
にアクセスしようとしていることを検出し、アクセスが行われるのを防止する。
【００１２】
　メモリアクセスリクエストが関係するのはどのドメインであるかに関する情報をパーテ
ィションチェックロジックがデバイスから受信できる異なる方法は多数あることが理解で
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きよう。しかしながら、好ましい実施例では、デバイスが発生するメモリアクセスリクエ
ストは、メモリアクセスリクエストが前記安全ドメインに関するものであるか、または前
記非安全ドメインに関するものであるかを識別するドメイン信号を含む。
【００１３】
　従って、一実施例では、このドメイン信号はデバイスが安全ドメインで作動しているの
か、または非安全ドメインで作動しているのかを識別するので、デバイスが非安全ドメイ
ンで作動中であることをそのドメイン信号が表示する場合、メモリアクセスリクエストを
チェックするようにパーティションチェックロジックをトリガーできる。好ましい実施例
では、パーティションチェックロジックはデバイスが安全ドメインで作動中にパーティシ
ョンチェックを実行しない。その理由は、好ましい実施例ではデバイスは安全モードで作
動中に安全メモリと非安全メモリの双方にアクセスできるからである。
【００１４】
　種々の方法でメモリアクセスリクエスト内にドメイン信号を組み込むことができること
が理解できよう。ドメイン信号はハードウェアレベルでアサートすることが好ましいので
、安全ドメインで作動できることをデバイス自身が証明したアプリケーションによってし
かアサートできない。従って、デバイス上で実行中の不正アプリケーションがドメイン信
号の設定を不正操作することはできない。より詳細には、好ましい実施例ではデバイスは
デバイスバスにドメイン信号を出力するための所定のピンを有し、デバイスが非安全モー
ドで作動中であることを示すようにデフォルトによってドメイン信号は設定されている。
従って、一実施例ではデバイスが安全ドメインにおいて安全アプリケーションを実行して
いるときに限り、デバイスが安全ドメインで作動中であることを表示するように、ドメイ
ン信号を設定できず、そのドメイン信号が設定された場合にしか、パーティションチェッ
クロジックはメモリ内の安全データへのアクセスを許可しない。
【００１５】
　パーティションチェックロジックは種々の方法で具現化できることを理解できよう。し
かしながら、好ましい実施例ではデバイスバスで発生されたメモリアクセスリクエスト間
の仲裁をするようにデバイスに結合されたアービッタ内にパーティションチェックロジッ
クが設けられる。パーティションチェックロジックとアービッタとを関連させることが便
利であることが判っている。この場合、アービッタは競合するメモリアクセスリクエスト
の間の優先権を決定し、パーティションチェックロジックはアービッタが付与したメモリ
アクセスリクエストが実際に発生することを許可できるかどうかを決定する。
【００１６】
　好ましい実施例では、前記非安全ドメインにおいて、デバイスは非安全オペレーティン
グシステムの制御により作動でき、前記安全ドメインでは、デバイスは安全オペレーティ
ングシステムの制御により作動できる。安全オペレーティングシステムは一般には非安全
オペレーティングシステムよりもかなり小さく、所定の安全機能を制御するために提供さ
れた安全カーネルと見なすことができる。このようなアプローチにより安全ドメインは制
御された環境内で所定の秘密動作を実行できるようにするための安全ワールドを提供する
と見なすことができる。他のアプリケーションは非安全ワールドと見なすことができる非
安全ドメインに留まる。
【００１７】
　デバイスは種々の形態をとり得ることが理解できよう。バスに結合されたかかるデバイ
スは多数存在する。バスに多数のデバイスが結合されている場合、安全モードと非安全モ
ードの双方で作動できる各デバイスは安全モードで作動しているときにパーティションチ
ェックロジックを別々に制御してもよい。かかる状況では、各別個のデバイスに固有のパ
ーティション情報にパーティションチェックロジックがアクセスする。しかしながら、デ
バイスの１つがパーティションチェックロジックの管理に責任を果たすことが好ましい。
【００１８】
　好ましい実施例では少なくとも１つのデバイスはプロセッサを内蔵するチップであり、
このチップはプロセッサがメモリアクセスリクエストを発生するときにデバイスバスへの
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メモリアクセスリクエストの発生を制御するための１つ以上の所定のアクセス制御機能を
実行するように作動できるメモリ管理ユニットを更に含む。データ処理装置のうちの１つ
またはそれ以上の他の部品を同じチップに設けたり、またはチップの外に設けたりするこ
とができる。
【００１９】
　デバイスバスに結合されるメモリは種々の形態をとり得る。例えばランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、所定の周辺デバイ
ス内に設けられたレジスタなどとすることができる。かかるメモリの他に、デバイスがシ
ステムバスに関連するプロセッサを内蔵するチップであるとき、システムバスに接続され
た所定のメモリ、例えばキャッシュメモリ、密結合メモリ（ＴＣＭ）などがあってもよい
ことも理解できよう。
【００２０】
　従って、所定の実施例では、チップは更に、システムバスを介してプロセッサに結合さ
れた別のメモリを備え、該別のメモリは、プロセッサの必要とするデータを記憶するよう
になっており、該別のメモリが安全データを記憶するための別の安全メモリと、非安全デ
ータを記憶するための別の非安全メモリとを備え、前記非安全ドメインにおいて、非安全
モードで作動中の前記プロセッサによって前記メモリアクセスリクエストが発生されると
きはいつも、前記メモリアクセスリクエストが前記安全メモリまたは別の安全メモリのい
ずれにアクセスしようとしているかを検出するように作動し、かかる検出がなされたとき
に前記メモリアクセスリクエストが指定するアクセスを防止するように作動する、前記シ
ステムバスに結合された別のパーティションチェックロジックを前記チップが更に含む。
【００２１】
　デバイスバスに結合されたパーティションチェックロジックはシステムバスに結合され
たメモリに関するパーティションチェック機能を実行できないので、プロセッサが非安全
モードで作動中には、デバイスバスに結合された安全メモリの一部となっているのか、ま
たは安全データを含む別のメモリの一部となっているのかにかかわらず、プロセッサが安
全メモリシステムの一部にアクセスできないように保証するために、かかる実施例では別
のパーティションチェックロジックが設けられている。
【００２２】
　本発明の一実施例によれば、プロセッサは非安全ドメイン内のモードである少なくとも
１つの非安全モードと、安全ドメイン内のモードである少なくとも１つの安全モードを含
む複数のモードで作動できる。プロセッサが非安全作動モードにあるときには、非安全オ
ペレーティングシステム、例えば標準的なあらかじめ存在するオペレーティングシステム
の制御により作動できる。しかしながら、安全作動モードにあるときには、プロセッサは
安全オペレーティングシステムの制御により作動できる。安全オペレーティングシステム
は非安全オペレーティングシステムと比較して比較的小さいことが好ましいので、所定の
安全機能を実行するときに使用するための安全カーネルの形態をとる。このようなアプロ
ーチにより、安全ドメインは制御された環境で所定の秘密動作を実行できるようにするた
めの安全ワールドを提供するものと見なすことができる。他のアプリケーションは非安全
ワールドとして見なすことができる非安全ドメイン内に留まる。
【００２３】
　一実施例では、メモリ管理ユニットが設けられる。このメモリ管理ユニットはプロセッ
サがメモリ内のあるアイテムのデータにアクセスしたいときに、プロセッサが発生したメ
モリアクセスリクエストを受信すると、メモリへのメモリアクセスリクエストの発生を制
御するための１つ以上の所定のアクセス制御機能を実行するようになっている。例えばか
かる所定のアクセス制御機能が仮想アドレスから物理アドレスへの変換、現在の作動モー
ドにあるプロセッサがリクエストされたデータアイテムへアクセスする権利が与えられる
ことを保証するためのアクセス許可権利の検討、領域属性、例えば当業者であれば理解で
きるように、データアイテムがキャッシュ可能か、バッファ化可能かなどを判断するため
の領域属性の分析に関与できる。
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【００２４】
　更に本発明によれば、別のパーティションチェックロジックは安全オペレーティングシ
ステムによって管理される。別のパーティションチェックロジックは安全オペレーティン
グシステムによって管理されるので、非安全アプリケーションによって別のパーティショ
ンチェックロジックの設定を変更することはできないので、安全データへの許可されてい
ないアクセスを防止できる。
【００２５】
　この別のパーティションチェックロジックは安全メモリと非安全メモリとの間のパーテ
ィションに関する情報にアクセスする。安全メモリと非安全メモリとの間の物理的パーテ
ィションを変更できないようになっている実施例では、このパーティション情報をハード
による配線で構成できることが理解できよう。しかしながら好ましい実施例では、プロセ
ッサが所定の安全モードで作動しているときには、安全メモリと非安全メモリとの間のパ
ーティションをプロセッサによって構成でき、かかる実施例では所定の安全モードで作動
しているときに別のパーティションチェックロジックをプロセッサで管理する。従って、
安全データへアクセスしようとする目的でデバイスに不正アプリケーションがインストー
ルされた場合、そのアプリケーションは安全ドメインでは作動できないので、パーティシ
ョン情報を変更できない。従って、安全メモリ内のあるロケーションにアクセスしようと
しているメモリアクセスリクエストをそのアプリケーションが出力できても、そのパーテ
ィションチェックロジックはデバイスの非安全モードで実行中のアプリケーションが安全
メモリロケーションにアクセスしようとしていることを検出し、アクセスが行われるのを
防止する。
【００２６】
　当業者であれば、メモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定できるか、または所
定の実施例ではデータ処理装置のアーキテクチュアによっては物理アドレスを指定できる
ことが理解できよう。しかしながら、好ましい実施例では、プロセッサが非安全モードで
作動しているとき、メモリアクセスリクエストは、仮想アドレスを指定し、メモリ管理ユ
ニットは、非安全、オペレーティングシステムによって制御される。かかる実施例では、
メモリ管理ユニットによって実施される好ましいアクセス制御機能のうちの１つは前記仮
想アドレスから物理アドレスへの変換を含み、前記メモリ管理ユニットが発生すべき前記
物理アドレスが前記安全メモリ内にある場合に、前記別のパーティションチェックロジッ
クは、前記メモリアクセスリクエストの指定するアクセスを防止するようになっている。
【００２７】
　更に、好ましい実施例では、前記プロセッサが少なくとも１つの安全モードの１つで作
動するときに、前記メモリアクセスリクエストは仮想アドレスを指定し、前記メモリ管理
ユニットは前記安全オペレーティングシステムによって制御され、前記メモリ管理ユニッ
トが実施する前記所定のアクセス制御機能のうちの１つが、前記仮想アドレスから物理ア
ドレスへの変換を含み、前記別のパーティションチェックロジックは少なくとも１つの安
全モードでは使用されない。
【００２８】
　一実施例では、プロセッサのすべての作動モードは、メモリアクセスリクエストに対す
る仮想アドレスを使用し、前記別のパーティションチェックロジックが前記メモリ管理ユ
ニット内に設けられ、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動すると
きはいつも、前記別のパーティションチェックロジックは作動可能である。従って、作動
モードにかかわらず、必要なアドレス変換およびその他の任意の必要とされるアクセス制
御機能を実行するのにメモリ管理ユニットが使用されるが、プロセッサが非安全モードで
作動中は別のパーティションチェックロジックだけを使用することが好ましい。その理由
は、一般にプロセッサが安全モードで作動中は、メモリ内のデータへのアクセスに制限が
なくなるからである。しかしながら、別の実施例では所定の安全作動モードに対してある
程度のパーティションチェックを行ってもよい。
【００２９】
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　本発明の別の実施例ではメモリアクセスリクエストが直接物理アドレスによって指定さ
れる少なくとも１つの特定の安全作動モードが設けられる。従って、かかる特定の安全モ
ードでは仮想アドレスから物理アドレスへの変換を実行するための条件はない。物理アド
レスを直接指定するこのアプローチは仮想アドレスアプローチよりもフレキシビリティが
低いが、仮想アドレスと物理アドレスとのマッピングを実行する必要がないので、本来的
により安全である。従って、特定の好ましい実施例では、メモリアクセスリクエストに対
する物理アドレスを直接指定する安全モードは最も安全な作動モードであり、好ましい実
施例ではこのモードをモニタ作動モードと称し、このモードは非安全ドメインと安全ドメ
インとの間のデータ処理装置の切り替えを管理する役割を果たす。
【００３０】
　かかる好ましい実施例では、データ処理装置は、前記別のパーティションチェックロジ
ックが内部に設けられたメモリ保護ユニットを更に備え、前記メモリ保護ユニットは前記
安全オペレーティングシステムによって管理され、前記プロセッサが特定の安全モードで
作動するときに、前記メモリアクセスリクエストはメモリロケーションに対する物理アド
レスを指定し、前記メモリ管理ユニットは、使用されず、前記物理アドレスが指定するメ
モリロケーションが前記特定の安全モードでアクセスできるかどうかを証明するために前
記メモリ保護ユニットが少なくともメモリアクセス許可処理を実行するようになっている
。従って、プロセッサが、特定の安全モードで作動するとき、アクセスは、安全オペレー
ティングシステムで管理されるメモリ保護ユニットによって管理されるにすぎない。
【００３１】
　好ましい実施例では、前記メモリは多数のメモリ領域の各々のための関連するデスクリ
プタを含む少なくとも１つのテーブルを含み、前記メモリ管理ユニットは前記デスクリプ
タから誘導され、前記メモリアクセスリクエストに対する所定のアクセス制御機能を実行
するために前記メモリ管理ユニットが使用するアクセス制御情報を記憶するための内部記
憶ユニットを備え、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動するとき
に前記安全メモリへのアクセスを可能にするアクセス制御情報を前記内部記憶ユニットが
記憶しないように、前記別のパーティションチェックロジックが作動するようになってい
る。
【００３２】
　当業者であれば理解できるように、かかるデスクリプタのテーブルは種々の形態をとる
ことができるが、好ましい実施例ではかかるテーブルはメモリの多数のページの各々に対
し、対応するデスクリプタを定めるページテーブルであり、このデスクリプタにおいてメ
モリのそのページに対応するアクセス制御情報が記述される。従って、デスクリプタは例
えばそのページに対する仮想アドレス部分および対応する物理アドレス部分と、そのペー
ジがスーパーバイザーモード、ユーザーモードなどでアクセスできるかどうかのアクセス
許可情報と、そのページ内に含まれるデータがキャッシュ可能か、バッファ化可能かなど
に関する領域属性を定めることができる。
【００３３】
　メモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定し、従ってテーブル内のデスクリプタ
が対応するメモリ領域に対する少なくとも１つの仮想アドレス部分およびそれに対応する
物理アドレス部分を含む実施例では、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モー
ドで作動するときに、前記仮想アドレスに対して発生される部分アドレスが前記安全メモ
リ内にある場合に、前記内部記憶ユニットが前記物理アドレス部分をアクセス制御情報と
して記憶しないように、前記別のパーティションチェックロジックが作動できる。
【００３４】
　後に理解できるように、正しく作動中のシステムではプロセッサにより安全モードで作
動中の非安全アプリケーションは一般に安全メモリについて知っておらず、プロセッサが
かかる非安全モードで作動中に仮想アドレスから物理アドレスへ変換するのにプロセッサ
が参照するテーブルは、安全メモリの一部を含むメモリ領域を参照すべきでない。しかし
ながら、非安全アプリケーションが安全情報へのアクセスだけを求めているようになって
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いるハッキングアプリケーションである場合、安全メモリの一部をポイントするマッピン
グを発生するのに非安全モードとなっているプロセッサが参照するテーブル内のデスクリ
プタを破壊する可能性があり得ることが理解できよう。しかしながら、別のパーティショ
ンチェックロジックは安全オペレーティングシステムにより安全ドメイン内で管理される
ので、かかる活動によって破壊されることはなく、従って特定の仮想アドレスに対して発
生される物理アドレスが安全メモリ内にあるように、デスクリプタから検索された物理ア
ドレス部分となるかかる状況を検出することができる。従ってメモリ内のテーブルが不正
に変更されたときに、安全メモリへのアクセスが生じる場合にメモリ管理ユニットの内部
記憶ユニットが変更されたアクセス制御情報を記憶することを別のパーティションチェッ
クロジックが防止し、よってアクセスが行われることを防止する。
【００３５】
　メモリ管理ユニット内の内部記憶装置は、種々の形態を取り得る。しかしながら、好ま
しい実施例では、前記内部記憶ユニットは、少なくとも１つのテーブルから検索された対
応するデスクリプタから得られた対応する物理アドレス部分を多数の仮想アドレス部分に
対して記憶するようになっている変換ルックアサイドバッファ（ＴＬＢ）である。
【００３６】
　一実施例ではメモリ管理ユニット内に単一のＴＬＢが含まれ、プロセッサが非安全モー
ドで作動中であり、デスクリプタ内のアクセス制御情報に基づき発生される物理アドレス
が安全メモリ内のロケーションをポイントする場合に、メモリ内のテーブルから検索され
たデスクリプタがＴＬＢ内に記憶されないことを保証するように、別のパーティションチ
ェックロジックが作動する。安全作動モードと非安全作動モードとの切り替え時には、非
安全モードでは安全モードに対応するデスクリプタを利用できず、逆に安全モードでは非
安全モードに対応するデスクリプタを利用できないようにＴＬＢがフラッシングされる。
【００３７】
　しかしながら、別の記憶ユニットはマイクロＴＬＢとメインＴＬＢの双方から成る、メ
インＴＬＢがメモリ管理ユニットによりメモリ内の少なくとも１つのテーブルから検索さ
れたデスクリプタを記憶するのに使用され、アクセス制御情報はメモリアクセスリクエス
トに対する所定のアクセス制御機能を実行するのに、メモリ管理ユニットによってその制
御情報が使用される前に、メインＴＬＢからマイクロＴＬＢへ転送される。かかる実施例
では、プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作動中は、別のパーティション
チェックロジックは前記安全メモリへのアクセスを認めるアクセス制御情報をメインＴＬ
ＢからマイクロＴＬＢへ転送することを防止するように作動する。
【００３８】
　従って、かかる実施例ではメインＴＬＢにデスクリプタをコピーできるが、プロセッサ
が非安全モードで作動中は別のパーティションチェックロジックは安全メモリへのアクセ
スを認めるアクセス制御情報がマイクロＴＬＢへ送られないように、メインＴＬＢとマイ
クロＴＬＢとの間のインターフェースを監視するように作動できる。
【００３９】
　好ましい実施例では、２つ以上のメモリが設けられ、作動モードに応じて異なるテーブ
ルが使用される。これによって異なる作動モードに対して異なるアクセス制御情報を定義
することが可能となる。より詳細には好ましい実施例では前記非安全オペレーティングが
発生したデスクリプタを含み、前記プロセッサが前記少なくとも１つの非安全モードで作
動しているときに使用するための非安全テーブルを前記少なくとも１つのテーブルが含み
、前記非安全テーブル内のデスクリプタが前記安全メモリの一部を少なくとも部分的に内
蔵するメモリ領域に関連する場合に、前記プロセッサが非安全モードで作動しているとき
に、前記仮想アドレスに対して発生される物理アドレスが安全メモリ内にある場合に、前
記デスクリプタにより指定される物理アドレス部分をアクセス制御情報として前記内部記
憶ユニットが記憶することを前記別のパーティションチェックロジックが防止するように
作動できる。
【００４０】
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　更に少なくとも１つの安全モードで仮想アドレスから物理アドレスへの変換が行われる
かかる好ましい実施例では、前記少なくとも１つのテーブルは前記安全オペレーティング
システムによって発生されたデスクリプタを含む安全メモリ内の安全テーブルを更に備え
、そのデスクリプタが前記非安全テーブルからのものであるか、または前記安全テーブル
からのものであるかを識別するための、前記メインＴＬＢ内に記憶された各デスクリプタ
に関連するフラグを前記メインＴＬＢが含む。
【００４１】
　対応するデスクリプタが非安全テーブルからのものであるか、または安全テーブルから
のものであるかを表示するためのフラグをメインＴＬＢ内に組み込むことにより、安全ド
メインと非安全ドメインとの間でプロセッサの作動が変化するときに、メインＴＬＢをフ
ラッシングする（ｆｌｕｓｈ）必要がなくなる。アクセス制御情報をメインＴＬＢ内のデ
スクリプタからマイクロＴＬＢへ送るべきときには、プロセッサが作動している現在のド
メインにおいて適当なデスクリプタだけを検討する。従って、プロセッサが非安全モード
で作動しており、従って非安全ドメイン内にある場合、非安全適当なからのものであるこ
とを関連するフラグが表示するメインＴＬＢ内のデスクリプタだけを後方デスクリプタと
して検討する。この後方デスクリプタからはマイクロＴＬＢへ送るべきアクセス制御情報
が得られる。
【００４２】
　前記プロセッサの作動モードが安全モードと非安全モードとの間で切り替わるときはい
つも、前記マイクロＴＬＢをフラッシングすることが好ましく、前記安全モードにおいて
前記関連するフラグが安全テーブルからのものであることを表示する前記メインＴＬＢ内
のデスクリプタからマイクロＴＬＢへアクセス制御情報が転送されるだけであり、前記関
連するフラグが前記非安全転送されるからのものであることを表示する前記メインＴＬＢ
内のデスクリプタから前記マイクロＴＬＢへアクセス制御情報が転送されるだけである。
このマイクロＴＬＢは、メインＴＬＢよりも一般に小さいので、安全ドメインと非安全ド
メインとの間でプロセッサが変化するときのマイクロＴＬＢのフラッシングは性能に大き
な影響を与えない。メモリ管理ユニットで実行される所定のアクセス制御機能は、マイク
ロＴＬＢ内の制御情報へのアクセスに関して実行されるにすぎないので、上記メカニズム
はプロセッサの任意の特定の作動モードに対し、マイクロＴＬＢが適当なメモリテーブル
から得られた、すなわちプロセッサが非安全モードで作動中に非安全テーブルから得られ
た、またはプロセッサが安全モードで作動中に安全テーブルから得られたデスクリプタか
ら誘導されたアクセス制御情報しか含まない。
【００４３】
　すべての安全作動モードは、メモリアクセスリクエスト内で直接物理アドレスを指定す
る実施例では、メインＴＬＢは非安全デスクリプタを記憶するだけであるので、メインＴ
ＬＢ内にかかるフラグは不要であることが理解できよう。
【００４４】
　メモリは種々の形態をとることができ、データ処理装置内の種々の場所に設けることが
できることが理解できよう。例えばメモリは種々の素子のうちの１つ以上から構成できる
。例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ハード
ディスクドライブ、密結合メモリ（ＴＣＭ）、１つ以上のキャッシュ、周辺デバイス内に
設けられる種々のレジスタから構成でき、メモリのアドレスレンジはメモリのこれら種々
の素子を別々にアドレス指定できるような大きさとなる。従って、かかる実施例では上記
デバイスバスにメモリの少なくとも一部を結合できるが、異なるバスにはメモリの別の部
分を結合できる。
【００４５】
　例えば一実施例では、プロセッサはシステムバスに結合され、メモリの一部はシステム
バスに接続された密結合メモリ（ＴＣＭ）を含む。当業者であれば理解できるように、シ
ステムバスを介したＴＣＭへのアクセスは、外部メモリ、例えばデバイス上のメモリへの
アクセスよりもかなり早いので、プロセッサにより頻繁に使用されるデータを記憶するの
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に、かかるＴＣＭを使用することが多い。データ処理装置の制御レジスタ内でＴＣＭに対
する物理アドレスレンジを定義できることが多い。しかしながらこれにより、次の例によ
って示すことができるような安全上のある問題が生じ得る。
【００４６】
　プロセッサが非安全モードで作動しているとき、安全メモリの一部にオーバーラップす
る物理アドレススペースをＴＣＭメモリとして定義するよう、非安全オペレーティングシ
ステムがその制御レジスタをプログラムすることを認めることが有り得る。その後、プロ
セッサが安全ドメイン内で作動するとき、安全オペレーティングシステムは安全データを
この安全メモリ部分に記憶させることができ、この場合、安全データは一般に外部メモリ
ではなく、ＴＣＭに記憶される。その理由は、ＴＣＭは一般により高い優先権を有するか
らである。しかしながら、非安全オペレーティングシステムはその後、再びＴＣＭに対す
る物理アドレスレンジの設定を変更し、よってメモリの非安全物理領域において前の安全
メモリ部分がマッピングされた場合、非安全オペレーティングシステムは安全データにア
クセスできることが理解できよう。その理由は、別のパーティションチェックロジックが
そのエリアを非安全領域として見なし、アボートをアサートしないからである。従って、
要約すれば、ＴＣＭがノーマルなローカルＲＡＭとして作動するが、スマートキャッシュ
としては作動しないように構成されている場合において、非安全オペレーティングシステ
ムがＴＣＭベースレジスタを非安全物理アドレスに移動させることができれば、非安全オ
ペレーティングシステムが安全ワールドデータを読み出すことが可能である。
【００４７】
　このようなシナリオを防止するために、好ましい実施例のデータ処理装置には制御フラ
グを設けることが好ましい。この制御フラグは特権安全モードで作動中に限り、密結合メ
モリをプロセッサによって制御できるのか、または少なくとも１つの非安全モードで作動
中のプロセッサによって制御できるのかを表示するよう、特権安全モードで作動中のプロ
セッサにより設定可能である。この制御フラグは安全オペレーティングシステムにより設
定され、実際にＴＣＭを安全特権モードで制御するのか、または非安全モードで制御する
のかを定める。従って、構成できる１つのコンフィギュレーションはプロセッサが特権安
全作動モードで作動しているときに限り、ＴＣＭを制御することである。かかる実施例で
はＴＣＭ制御レジスタに対して試みられる非安全アクセスにより、無定義命令例外に入る
ことになる。
【００４８】
　別のコンフィギュレーションでは、非安全作動モードで作動中のプロセッサによりＴＣ
Ｍを制御できる。かかる実施例では、ＴＣＭは非安全アプリケーションによってしか使用
されない。ＴＣＭへ安全データを記憶したり、ＴＣＭから安全データをロードすることは
できない。従って、安全アクセスを実行するときにアドレスがＴＣＭアドレスレンジに一
致しているかどうかを見るためのルックアップをＴＣＭ内で実行することはない。好まし
い一実施例では、非安全オペレーティングシステムによってしか使用されないようにＴＣ
Ｍが構成される。非安全オペレーティングシステムにとって利用できるＴＣＭと共に、通
常の態様で作動が続くので、非安全オペレーティングシステムを変更する必要はないとい
う利点が得られる。
【００４９】
　第２の特徴によれば、本発明は、安全ドメインと非安全ドメインとを有し、前記安全ド
メインでは非安全ドメインでアクセスできない安全データにアクセスするようになってお
り、デバイスバスと、該デバイスバスに結合され、前記安全ドメインまたは前記非安全ド
メインのいずれかに関係するメモリアクセスリクエストを発生するようになっているデバ
イスと、前記デバイスバスに結合されており、前記デバイスが必要とするデータを記憶す
るようになっているメモリとを備え、前記メモリが安全データを記憶するための安全メモ
リと、非安全データを記憶するための非安全メモリとを備えたデータ処理装置におけるメ
モリへのアクセスを制御する方法において、（ｉ）前記メモリ内のあるアイテムのデータ
へのアクセスが求められると、前記デバイスから前記デバイスバスにメモリアクセスを発
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生するステップと、（ｉｉ）前記デバイスが発生した前記メモリアクセスリクエストが前
記非安全ドメインに関するものであるときはいつも、そのメモリアクセスリクエストが安
全メモリへのアクセスを求めているかどうかを検出するための、前記デバイスバスに結合
されたパーティションチェックロジックを使用するステップと、（ｉｉｉ）かかる検出時
に前記メモリアクセスリクエストが指定するアクセスを防止するステップとを備えた、デ
ータ処理装置におけるメモリへのアクセスを制御する方法を提供するものである。
【００５０】
　別の特徴によれば、本発明は、安全ドメインと、非安全ドメインとを有し、前記安全ド
メインにおいて非安全ドメインではアクセスできない安全データにアクセスするデータ処
理装置において、デバイスバスと、前記デバイスバスに結合されており、前記デバイスが
非安全ドメイン内のノードである少なくとも１つの非安全モードと、非安全ドメインにお
けるモードである少なくとも１つの安全ドメインとを備えた、複数のモードおよび前記安
全ドメインまたは前記非安全ドメインで作動できるデバイスと、前記デバイスバスに結合
されており、前記デバイスが必要とするデータを記憶するようになっているメモリとを備
え、該メモリが安全データを記憶するための安全メモリと、非安全データを記憶するため
の非安全メモリとを備え、前記メモリ内のデータのアイテムへのアクセスが必要とされた
ときに、前記デバイスがメモリアクセスリクエストをデバイスバスに発生するようになっ
ており、少なくとも１つの前記非安全モードで作動中のデバイスによってメモリアクセス
リクエストが発生されたときはいつも、前記メモリアクセスリクエストが前記安全メモリ
へのアクセスを求めているかどうかを検出するようになっており、かかる検出時に前記メ
モリアクセスリクエストが指定するアクセスを防止するようになっている、前記デバイス
バスに結合されたパーティションチェックロジックとを更に備えたデータ処理装置を提供
するものである。
【００５１】
　別の特徴によれば、本発明は、デバイスバスと、前記デバイスバスに結合されており、
前記安全ドメインまたは前記非安全ドメインに関係するメモリアクセスリクエストを発生
するようになっているデバイスと、前記デバイスバスに結合されており、前記デバイスが
必要とするデータを記憶するようになっているメモリとを備え、該メモリが安全データを
記憶するための安全メモリと、非安全データを記憶するための非安全メモリとを備えたデ
ータ処理装置におけるメモリへのアクセスを制御する方法において、（ｉ）前記メモリ内
のあるアイテムのデータへのアクセスが求められると、前記デバイスから前記デバイスバ
スにメモリアクセスを発生するステップと、（ｉｉ）前記デバイスが発生した前記メモリ
アクセスリクエストが前記非安全ドメインに関するものであるときはいつも、そのメモリ
アクセスリクエストが安全メモリへのアクセスを求めているかどうかを検出するための、
前記デバイスバスに結合されたパーティションチェックロジックを使用するステップと、
（ｉｉｉ）かかる検出時に前記メモリアクセスリクエストが指定するアクセスを防止する
ステップとを備えた、データ処理装置におけるメモリへのアクセスを制御する方法を提供
するものである。
【００５２】
　以下添付図面に示した好ましい実施例を参照し、単なる例として本発明について説明す
る。
【実施例】
【００５３】
　図１は本発明の好ましい実施例に係わるデータ処理装置を示すブロック図である。この
データ処理装置にはプロセッサコア１０が実装されており、このプロセッサコア１０内に
は命令のシーケンスを実行するようになっている代数論理ユニット（ＡＬＵ）１６が設け
られている。このＡＬＵ１６が必要とするデータはレジスタバンク１４に記憶される。コ
ア１０にはプロセッサコアのアクティビティを表示する、診断データを捕捉できるように
するための種々のモニタ機能が設けられている。一例として、埋め込み型トレースモジュ
ール（ＥＴＭ）２２が設けられているが、このＥＴＭ２２はどのアクティビティをトレー
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スするかを定める、ＥＴＭ２２内の所定の制御レジスタ２６のコンテンツに応じてプロセ
ッサコアの所定アクティビティのリアルタイムのトレースを発生するようになっている。
このトレース信号は一般にトレースバッファへ出力され、このバッファからこれらトレー
ス信号をその後分析できる。種々の周辺機器（図示せず）によって立ち上げられ得る複数
のインターラプトのサービスを管理するためのベクトル化されたインターラプトコントロ
ーラ２１が設けられている。
【００５４】
　更に図１に示されるように、コア１０内に設けることができる別のモニタ機能として、
デバッグ機能、１つ以上のスキャンチェーン１２に結合されたジョイントテストアクセス
グループ（ＪＴＡＧ）コントローラ１８を介してコア１０と通信できるデータ通信装置の
外部のデバッギングアプリケーションが挙げられる。プロセッサコア１０の種々の部分の
ステータスに関する情報は、スキャンチェーン１２およびＪＴＡＧコントローラ１８を介
して外部デバッギングアプリケーションに出力できる。デバッグ機能をいつスタートし、
停止すべきかを識別する条件をレジスタ２４内に記憶するのに、インサーキットエミュレ
ータ（ＩＣＥ）２０が使用され、従ってこのエミュレータ２０は例えばブレークポイント
、ウォッチポイントなどを記憶するのに使用される。
【００５５】
　コア１０はメモリ管理ロジック３０を介してシステムバス４０に結合されており、メモ
リ管理ロジック３０はデータ処理装置のメモリ内のロケーションへアクセスするためにコ
ア１０が発生したメモリアクセスリクエストを管理するようになっている。メモリの所定
の部分は、システムバス４０に直接接続されたメモリユニット、例えば図１に示されるよ
うな密結合メモリ（ＴＣＭ）３６およびキャッシュ３８によって具現化できる。かかるメ
モリにアクセスするのに別のデバイス、例えばダイレクトメモリアクセス（ＤＭＡ）コン
トローラ３２を設けることもできる。チップの種々の素子の所定の制御パラメータを定義
するための種々の制御レジスタ３４が一般に設けられ、これら制御レジスタを本明細書で
はコプロセッサ１５（ＣＰ１５）のレジスタとも称す。
【００５６】
　コア１０を含むチップは外部バスインターフェース４２を介し、外部バス７０（例えば
ＡＲＭユナイテッド社によって開発された「高度マイクロコントローラバスアーキテクチ
ャ」（ＡＭＢＡ）仕様に従って作動するバス）へ結合でき、この外部バス７０に種々のデ
バイスを接続できる。これらデバイスはマスターデバイス、例えばデジタル信号プロセッ
サ（ＤＳＰ）５０またはダイレクトメモリアクセス（ＤＭＡ）コントローラ５２だけでな
く、種々のスレーブデバイス、例えばブートＲＯＭ４４、スクリーンドライバ４６、外部
メモリ５６、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース６０またはキー記憶ユニット６４を含む
ことができる。図１に示されたこれら種々のスレーブデバイスはすべてデータ処理装置の
全メモリの実装部分と見なすことができる。例えばブートＲＯＭ４４は外部メモリ５６の
ようにデータ処理装置のアドレス指定可能なメモリの一部を形成する。更に、スクリーン
ドライバ４６、Ｉ／Ｏインターフェース６０およびキー記憶ユニット６４などのデバイス
はいずれも内部記憶素子、例えばレジスタまたはバッファ４８、６２、６６を含み、これ
らはいずれもデータ処理装置の全メモリの一部として別々にアドレス指定できる。後によ
り詳細に説明するように、メモリの一部、例えば外部メモリ５６の一部を使用して、メモ
リアクセスの制御に対応する情報を定める１つ以上のページテーブル５８を記憶する。
【００５７】
　当業者であれば理解できるように、外部バス７０には一般にアービタおよびデコーダロ
ジック５４が設けられる。アービタは多数のマスタースレーブ、例えばコア１０、ＤＭＡ
３２、ＤＳＰ５０、ＤＭＡ５２などが発生する多数のメモリアクセスリクエストの間の仲
裁をするのに使用され、他方、デコーダは外部バス上のどのスレーブデバイスが特定のメ
モリアクセスリクエストを取り扱うべきかを決定するのを判断するのに使用される。
【００５８】
　一部の実施例では、コア１０を含むチップの外部に外部バスを設けることができるが、
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別の実施例では、外部バスはコア１０を有するチップ上に設けられる。このことは、外部
バスがオフチップであるときよりもより安全に、外部バス上の安全データを安全に維持で
きるという利点を有し、外部バスがオフチップである場合、安全データのセキュリティを
高めるのにデータ暗号化技術を使用できる。
【００５９】
　図２は、安全ドメインと非安全ドメインを有する処理システム上で作動する種々のプロ
グラムを略図で示す。このシステムには少なくとも一部がモニタモードで実行されるモニ
タプログラム７２が設けられている。この実施例では、セキュリティステータスフラグに
はモニタモードでしか書き込みアクセス可能ではなく、このセキュリティステータスフラ
グはモニタプログラム７２によって書き込みできる。このモニタプログラム７２は両方向
の安全ドメインと非安全ドメインとのすべての切り換えを管理する責任を果たす。コアの
外部から見ればモニタモードは常に安全であり、安全メモリ内にモニタプログラムが存在
する。
【００６０】
　非安全ドメイン内には非安全オペレーティングシステム７４と、この非安全オペレーテ
ィングシステム７４と協働して実行される複数の非安全アプリケーションプログラム７６
、７８が設けられている。安全ドメイン内には安全カーネルプログラム８０が設けられて
いる。この安全カーネルプログラム８０は安全オペレーティングシステムを形成すると見
なすことができる。一般に、かかる安全カーネルプログラム８０は安全カーネル８０をで
きるだけ小さく、かつ簡単にすることができるように、安全ドメイン内に設けなければな
らない処理アクティビティにとって不可欠な機能しか提供しないように設計されている。
安全カーネル８０をできるだけ小さく、かつ簡単にする理由は、このようにすると安全カ
ーネルをできるだけ安全にできるからである。複数の安全アプリケーション８２、８４は
安全カーネル８０と組み合わせて実行されるように図示されている。
【００６１】
　図３は、異なるセキュリティドメインに関連する処理モードのマトリックスを示す。こ
の特定の例では、処理モードはセキュリティドメインに対して対称的であるので、モード
１とモード２は安全な形態および非安全な形態の双方に存在する。
【００６２】
　モニタモードはシステム内で最高レベルのセキュリティアクセスを有し、この実施例で
は、モニタモードはシステムを非安全ドメインと安全ドメインとに両方向に切り換えでき
る権利が与えられた唯一のモードである。従って、すべてのドメインの切り換えはモニタ
モードおよびモニタモードにあるモニタプログラム７２の実行へ切り換えることにより行
われる。
【００６３】
　図４は、非安全ドメイン処理モード１、２、３、４および安全ドメイン処理モードａ、
ｂ、ｃの別のセットを略図で示す。図３の対称的な構造と対照的に、図４は安全ドメイン
の一方または他方には処理モードの一部が存在できないことを示している。モニタモード
８６は再び非安全ドメインと安全ドメインとをまたがるように図示されている。モニタモ
ード８６は安全処理モードと見なすことができる。このモードでは安全ステータスフラグ
を変えることができ、モニタモードのモニタプログラム７２は自ら安全ステータスフラグ
をセットする能力を有するので、このモニタプログラムは全体としてシステム内の究極的
レベルのセキュリティを有効に提供する。
【００６４】
　図５はセキュリティドメインに対する処理モードの別の構造を略図で示す。この構造で
は、安全ドメインおよび非安全ドメインの双方だけでなく、更に別のドメインも識別され
る。この別のドメインは図示されている安全ドメインまたは非安全ドメインのいずれとも
相互作用しなくてもよいように、システムの他の部分からアイソレートされ、この別のド
メインが安全ドメインおよび非安全ドメインのどれに属すかという問題関係のないように
できる。
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【００６５】
　後に理解できるように、マイクロプロセッサのような処理システムには通常レジスタバ
ンク８８が設けられ、このバンクにはオペランド値を記憶できる。図６は処理モードのう
ちの所定のモードにおけるレジスタ番号のうちの所定の番号に対して設けられた専用レジ
スタを有するレジスタバンクの一例の、プログラマーのモデル図を示す。より詳細には、
図６の例は（英国ケンブリッジのＡＲＭリミテッド社のＡＲＭ７（登録商標）プロセッサ
内に設けられるような）公知のＡＲＭレジスタバンクの拡張であり、このレジスタバンク
には各処理モードに対して専用のセーブされたプログラムステータスレジスタ、専用のス
タックポインタレジスタおよび専用のリンクレジスタＲ１４が設けられるが、この場合、
このレジスタバンクはモニタモードを設けることによって拡張される。図６に示されるよ
うに、高速インターラプトモードは高速インターラプトモードに入ったときに他のモード
からのレジスタコンテンツをセーブし、再記憶する必要がないように設けられた別の専用
レジスタを有する。別の実施例では、このモニタモードには高速インターラプトモードと
同じように別の専用レジスタを設け、安全ドメインの切り換えの処理をスピードアップし
、かかる切り換えに関連したシステムの待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）を小さくできる。
【００６６】
　図７は、安全ドメインおよび非安全ドメインでそれぞれ使用される２つの完全な別個の
レジスタバンク状にレジスタバンク８８が設けられた別の実施例を略図で示す。このこと
は非安全ドメインへの切り換えをしたときに安全ドメイン内で作動できる、レジスタ内に
記憶された安全データにアクセス可能になることを防止する１つの方法である。しかしな
がら、この構造は非安全ドメインおよび安全ドメインの双方でアクセス可能なレジスタ内
にデータを入れる、高速かつ効率的な手順を使用することにより、可能かつ好ましいよう
に、非安全ドメインから安全ドメインへのデータが通過する可能性を阻止するものである
。
【００６７】
　安全レジスタバンクを設ける重要な利点は１つのワールドから別のワールドに切り換え
る前に、レジスタのコンテンツをフラッシングさせる必要をなくてもよいようにすること
である。待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）が重要な問題でなければ、例えば図６のように安全
ドメインのワールドに対して重複したレジスタを有しない、より簡単なハードウェアシス
テムを使用できる。このモニタモードはあるドメインから別のドメインへ切り換える役割
を果たす。コンテンツのリストア、前のコンテンツのセーブだけでなく、レジスタのフラ
ッシングはモニタモードで少なくとも部分的に作動中のモニタプログラムによって実行さ
れる。従って、このシステムは仮想化モデルのように働く。以下、このタイプの実施例に
ついて更に検討する。例えば本明細書に説明するセキュリティの特徴を構築したＡＲＭ７
のプログラマーのモデルについて参照すべきである。
【００６８】
　プロセッサモード
　安全ワールドにおける複製モードの代わりに同じモードが安全ドメインおよび非安全ド
メインの双方をサポートする（図８参照）。モニタモードは（例えばコプロセッサコンフ
ィギュレーションレジスタから記憶されたＳビットを読み出すように）コアの現在のステ
ータスが安全であるか、非安全であるかを知る。
【００６９】
　図８ではＳＭＩ（ソフトウェアモニタインターラプト命令）が生じるたびに、コアはあ
るワールドから別のワールドに正しく切り換えるためのモニタモードに入る。
【００７０】
　ユーザーモードからＳＭＩが許可される図９を参照する。
　１．スケジューラはスレッド１を開始する。
【００７１】
　２．スレッド１は安全機能＝＞ＳＭＩ安全コールを実行しなければならず、コアはモニ
タモードに入る。ハードウェアの制御により、Ｒ１４＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎ（
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モニタモードのためのセーブされたプロセッサステータスレジスタ）が現在のＰＣおよび
ＣＰＳＲ（現在のプロセッサステータスレジスタ）が記憶され、ＩＲＱ／ＦＩＱインター
ラプトがディスエーブルされる。
【００７２】
　３．モニタプログラムは次のタスクを行う。
　　－Ｓビットをセットする（安全ステータスフラグ）。
　　－安全アプリケーションが作動中に例外が生じた場合でも、非安全コンテクストを失
うことができないようにスタック内に少なくともＲ１４＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎ
をセーブする。
　　－開始する新しいスレッド：安全スレッド１があるかどうかをチェックする。（一部
の実施例におけるスレッドＩＤテーブルを介し）手順はスレッド１が安全ワールド内でア
クティブであることを表示する。
　　－ＩＲＱ／ＦＩＱインターラプトを再イネーブルする。次に安全ユーザーモードで安
全アプリケーションがスタートできる。
【００７３】
　４．安全スレッド１が終了するまで作動し、モニタプログラムモードの安全機能からの
リターンへ分岐（ＳＭＩ）する（次にコアがモニタモードに入ったときにＩＲＱ／ＦＩＱ
インターラプトがディスエーブルされる）。
【００７４】
　５．安全からのリターン機能は次のタスクを行う。
　　－安全スレッド１が終了したことを表示する（例えばスレッドＩＤテーブルの場合、
テーブルからスレッド１を除く）。
　　－スタックから非安全コンテクストをリストアし、必要なレジスタをフラッシングし
、非安全ドメインへのリターンが一旦なされると、安全データを読み出しできないように
する。
　　－次にＳＵＢＳ命令（この命令はプログラムカウンタを正しいポイントにリストアし
、ステータスフラグを更新する）により非安全ドメインへ戻るように分岐し、（リストア
されたＲ１４＿ｍｏｎからの）ＰＣおよび（ＳＰＳＲ＿ｍｏｎからの）ＣＰＳＲをリスト
アする。よって、非安全ドメインにおけるポイントへのリターンはスレッド１において前
に実行されたＳＭＩに続く命令となる。
【００７５】
　６．スレッド１はエンドまで実行され、スケジューラへ戻すようにハンドを与える。
　上記機能の一部を、特定の実施例によっては、モニタプログラムと安全オペレーティン
グシステムとに分割できる。
　別の実施例では、ユーザーモードではＳＭＩが生じないようにすることが望ましい。
【００７６】
　安全ワールドへの進入
　　リセット
　ハードウェアのリセットが生じると、ＭＭＵはディスエーブルされ、ＡＲＭコア（プロ
セッサ）はセットされたＳビットにより安全スーパーバイザーモードへ分岐する。一旦、
安全ブートが終了されると、モニタモードに進むＳＭＩを実行でき、所望した場合モニタ
は、非安全ワールド（非安全ｓｖｃモード）におけるＯＳへ切り換えできる。遺産（ｌｅ
ｇａｃｙ）ＯＳを使用したい場合、このＯＳは単に安全スーパーバイザーモードへブート
でき、安全ステートを無視できる。
【００７７】
　　ＳＭＩ命令
　この命令（モード切り換えソフトウェアインターラプト命令）は、非安全ドメイン内の
非安全モードからコールできる（前に述べたようにＳＭＩを特権モードに制限することが
望ましいことがある）が、関連するベクトルによって決定されるターゲット進入ポイント
は常に固定されており、モニタモード内にある。これは、実行すべき（例えば命令によっ
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てパスされるオペランドによって制御される）適当な安全機能に分岐するためのＳＭＩハ
ンドラーまでである。
【００７８】
　図６のタイプのレジスタバンク内のレジスタバンクの共用レジスタを使用し、非安全ワ
ールドから安全ワールドまでのパラメータのパスを実行できる。
【００７９】
　非安全ワールド内でＳＭＩが生じると、ＡＲＭコアがハードウェア内の次のアクション
を行うことができる。
　　－モニタモードへのＳＭＩベクトルへ分岐すること（次にモニタモードに入るので、
安全メモリへのアクセスが許可される）。
　　－ＰＣをＲ１４＿ｍｏｎにセーブし、ＣＰＳＲをＳＰＳＲ＿ｍｏｎにセーブすること
。
　　－モニタプログラムを使ってＳビットをセットすること。
　　－モニタモードでの安全例外ハンドラーの実行をスタートすること（マルチスレッド
の場合、コンテクストをリストア、すなわちセーブすること）。
　　－適当な機能を実行するための安全ユーザーモード（またはＳＶＣモードのような別
のモード）への分岐。
　　－コアがモニタモードとなっている間、ＩＲＱおよびＦＩＱをディスエーブルするこ
と（待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）が大きくなる）。
【００８０】
　　安全ワールドの出口
　安全ワールドから出る可能性は２つある。すなわち、
　　－安全機能を終了し、この機能をコールした前の非安全モードに戻ること。
　　－非安全例外（例えばＩＲＱ／ＦＩＱ／ＳＭＩ）により安全機能をインターラプトす
ること。
【００８１】
　　安全機能の通常のエンド
　安全機能は正常に終了し、ＳＭＩの直後の命令で非安全ワールド内のアプリケーション
をレジュームしなければならない。安全ユーザーモードでは、「安全ワールドからのリタ
ーン」ルーチンに対応する適当なパラメータにより、モニタモードにリターンするように
ＳＭＩ命令を実行する。このステージでは、非安全ワールドと安全ワールドとの間のデー
タの漏れを防止するためにレジスタをフラッシュし、非安全コンテクスト汎用レジスタを
リストアし、非安全バンクレジスタが非安全ワールドで持っていた値により、非安全バン
クレジスタを更新する。Ｒ１４＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎは「ＭＯＶＳ　ＰＣ、Ｒ
１４」命令を実行することにより、ＳＭＩの後で非安全アプリケーションをレジュームす
るように適当な値を得る。
【００８２】
　　非安全例外に起因する安全機能の出口
　この場合、安全機能は終了せず、取り扱いの必要なインターラプトがあれば、非安全例
外ハンドラーに進む前に安全コンテクストをセーブしなければならない。
【００８３】
　　安全インターラプト
　安全インターラプトに対してはいくつかの可能性がある。
　次のことに応じて２つの可能な解決案が提案される。
　　－どんな種類のインターラプトであるか（安全または非安全）。
　　－（安全ワールドまたは非安全ワールドのいずれかにおいて）ＩＲＱが生じたときに
コアはどのモードになっているか。
【００８４】
　　解決案１
　この解決案では、安全インターラプトおよび非安全インターラプトをサポートするのに
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２つの別個のピンが必要とされる。
　非安全ワールド内にある間、
　　－ＩＲＱが生じた場合、コアはＡＲＭ７のようなＡＲＭコアにおけるように、このイ
ンターラプトを取り扱うためにＩＲＱモードに進む。
　　－ＳＲＩＱが生じた場合、コアはモニタモードに進み、非安全コンテクストをセーブ
し、次に安全ＩＲＱハンドラーに進み、安全インターラプトを取り扱う。
【００８５】
　安全ワールド内にある間、
　　－ＳＩＲＱが生じた場合、コアは安全ＩＲＱハンドラーに進む。コアは安全ワールド
から離れない。
　　－ＩＲＱが生じた場合、コアはモニタモードに進み、このモードで安全コンテクスト
がセーブされ、次に非安全ＩＲＱハンドラーに進み、この非安全インターラプトを取り扱
う。
【００８６】
　換言すれば、現在のワールドに属しないインターラプトが生じると、コアは直接モニタ
モードに進み、そうでない場合、コアは現在のワールドに留まる（図１０参照）。
【００８７】
　　安全ワールドで発生するＩＲＱ
　図１１Ａ参照：
　１．スケジューラはスレッド１を開始する。
【００８８】
　２．スレッド１は安全機能＝＞ＳＭＩ安全コールを実行しなければならず、コアはモニ
タモードに入る。Ｒ１４＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎに現在のＰＣおよびＣＰＳＲが
記憶され、ＩＲＱ／ＦＩＱインターラプトがディスエーブルされる。
【００８９】
　３．モニタハンドラー（プログラム）は次のタスクを行う。
　　－Ｓビットをセットする。
　　－安全アプリケーションが作動中に例外が生じた場合でも、非安全コンテクストを失
うことができないようにスタック内に少なくともＲ１４＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎ
をセーブする（可能な場合には別のレジスタもプッシュする）。
　　－開始する新しいスレッド：安全スレッド１があるかどうかをチェックする。（スレ
ッドＩＤテーブルを介し）手順はスレッド１が安全ワールド内でアクティブであることを
表示する。
　　－次に安全ユーザーモードで安全アプリケーションがスタートでき、ＩＲＱ／ＦＩＱ
インターラプトを再イネーブルする。
【００９０】
　４．安全スレッド１の実行中にＩＲＱが生じる。コアは直接モニタモード（特殊ベクト
ル）にジャンプし、モニタモードでＲ１４＿ｍｏｎに現在のＰＣを記憶し、ＳＰＳＲ＿ｍ
ｏｎにＣＰＳＲを記憶する。
　５．安全コンテクストをセーブしなければならず、前の非安全コンテクストをリストア
する。モニタハンドラーは適当な値によりＲ１４＿ＩＲＱ／ＳＰＳＲ＿ＩＲＱを更新する
ように、ＩＲＱモードとなることができ、次に制御を非安全ＩＲＱハンドラーへ移す。
　６．ＩＲＱハンドラーはＩＲＱをサービスし、次に非安全ワールドでスレッド１へ制御
を戻す。ＣＰＳＲおよびＰＣにＳＰＲＳ＿ＩＲＱおよびＲ１４＿ＩＲＱをリストアするこ
とにより、次にスレッド１はインターラプトされたＳＭＩ命令をポイントする。
【００９１】
　７．ＳＭＩ命令を再実行する（２と同じ命令）。
　８．モニタハンドラーはこのスレッドが前にインターラプトされていると判断し、スレ
ッド１のコンテクストをリストアする。次に、ユーザーモードで安全スレッド１に分岐し
、インターラプトされた命令をポイントする。
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　９．終了するまで安全スレッド１が作動し、モニタモード（専用ＳＭＩ）で（安全から
のリターン）機能に分岐する。
　１０．（安全からのリターン）機能は次のタスクを行う。
　　－安全スレッド１が終了したことを表示する（すなわちスレッドＩＤテーブルの場合
、テーブルからスレッド１を除く）。
　　－スタックから非安全コンテクストをリストアし、必要なレジスタをフラッシングし
、非安全ワールドへのリターンが一旦なされた場合に、安全データを読み出しできないよ
うにする。
　　－ＳＵＢＳ命令により非安全ワールドに戻るように分岐し、（リストアされたＲ１４
＿ｍｏｎからの）ＰＣおよび（ＳＰＲＳ＿ｍｏｎからの）ＣＰＳＲをリストアする。よっ
て、非安全ワールド内のリターンポイントはスレッド１において前に実行されたＳＭＩに
続く命令となるはずである。
　１１．エンドまでスレッド１が実行され、スケジューラに制御を戻す。
【００９２】
　　非安全ワールドで生じるＳＩＲＱ
　図１１Ｂ参照：
　１．スケジュールがスレッド１を開始する。
　２．安全スレッド１の実行中にＳＩＲＱが生じる。コアは直接モニタモード（特別ベク
トル）にジャンプし、モニタモードでＲ１４＿ｍｏｎに現在のＰＣを記憶し、ＳＰＳＲ＿
ｍｏｎにＣＰＳＲを記憶し、ＩＲＱ／ＦＩＱをディスエーブルする。
　３．非安全コンテクストをセーブしなければならず、次にコアは安全ＩＲＱハンドラー
に進む。
　４．ＩＲＱハンドラーはＳＩＲＱをサービスし、次に適当なパラメータを有するＳＭＩ
を使ってモニタモードハンドラーに制御を戻す。
　５．モニタハンドラーはＳＵＢＳ命令がコアを非安全ワールドに戻し、インターラプト
されたスレッド１をレジュームするように非安全コンテクストをリストアする。
　６．スレッド１はエンドまで実行され、次にスケジューラにハンドを戻す。
【００９３】
　図１１Ａの手順は安全ワールドに入るための決定方法を提供する利点を有する。しかし
ながら、インターラプトのプライオリティに関連した問題がある。すなわちＳＩＲＱが安
全インターラプトハンドラーで作動している間、より高いプライオリティを有する非安全
ＩＲＱが生じる。一旦この非安全ＩＲＱが終了すると、コアが安全インターラプトをレジ
ュームできるように、ＳＩＲＱイベントを再び作成する必要が生じる。
【００９４】
　　解決案２．
　この手順（図１２参照）では、２つの別個のピンまたは１つのピンだけで安全インター
ラプトおよび必要がインターラプトをサポートできる。２つのピンを設けることによって
インターラプトの待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）を小さくできる。
【００９５】
　非安全ワールド内にある場合に、
　　－ＩＲＱが生じた場合、コアはＡＲＭ７のシステム内と同じようにこのインターラプ
トを取り扱うように、ＩＲＱモードに進む。
　　－ＳＩＲＱが生じた場合、コアはＩＲＱハンドラーに進み、ここでＳＭＩ命令がコア
をモニタモードに分岐させ、非安全コンテクストをセーブし、次に安全ＩＲＱハンドラー
に進み、安全インターラプトを取り扱う。
【００９６】
　安全ワールド内にある間に、
　　－ＳＩＲＱが生じた場合、コアは安全ＩＲＱハンドラーに進む。コアは安全ワールド
を離れない。
　　－ＩＲＱが生じた場合、コアは安全ＩＲＱハンドラーに進み、ここでＳＭＩ命令がコ
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アをモニタモード（ここで安全コンテクストがセーブされる）に分岐させ、次に非安全Ｉ
ＲＱハンドラーに進み、この非安全インターラプトを取り扱う。
【００９７】
　　安全ワールド内でのＩＲＱの発生
　図１３Ａ参照：
　１．スケジュールがスレッド１を開始する。
【００９８】
　２．スレッド１は安全機能＝＞ＳＭＩ安全コールを実行しなければならず、コアはモニ
タモードに入る。Ｒ１４＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎに現在のＰＣおよびＣＰＳＲが
記憶され、ＩＲＱ／ＦＩＱがディスエーブルされる。
【００９９】
　３．モニタハンドラーは次のタスクを行う。
　　－Ｓビットをセットする。
　　－安全アプリケーションが作動中に例外が生じた場合でも、非安全コンテクストを失
うことができないようにスタック内（最終的には他のレジスタ内）に少なくともＲ１４＿
ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎをセーブする。
　　－ローンチする新しいスレッド：安全スレッド１があるかどうかをチェックする。（
スレッドＩＤテーブルを介し）手順はスレッド１が安全ワールド内でアクティブであるこ
とを表示する。
　　－次に安全ユーザーモードで安全アプリケーションがスタートでき、ＩＲＱ／ＦＩＱ
を再イネーブルする。
【０１００】
　４．安全スレッド１の実行中にＩＲＱが生じる。コアは直接安全ＩＲＱモードにジャン
プする。
　５．コアはＲ１４＿ＩＲＱに現在のＰＣを記憶し、ＳＰＲＳ＿ＩＲＱにＣＰＳＲを記憶
する。ＩＲＱハンドラーはこれが非安全インターラプトであることを検出し、ＳＭＩを実
行し、適当なパラメータによりモニタモードに入る。
　６．安全コンテクストをセーブしなければならず、前の非安全コンテクストをリストア
する。モニタハンドラーはＣＰＳＲを読み出すことにより、ＳＭＩがどこから来たもので
あるかを知る。モニタハンドラーはＩＲＱモードに進み、Ｒ１４＿ＩＲＱ／ＳＰＳＲ＿Ｉ
ＲＱを読み出し、安全なコンテクストを適当にセーブすることもできる。更に、モニタハ
ンドラーはＩＲＱルーチンが終了した場合、リストアしなければならない非安全コンテク
ストをこれら同じレジスタにセーブすることもできる。
　７．ＩＲＱハンドラーはＩＲＱをサービスし、次に非安全ワールドでスレッド１へ制御
を戻す。ＳＰＲＳ＿ＩＲＱおよびＲ１４＿ＩＲＱをＣＰＳＲおよびＰＣにリストアするこ
とにより、次にコアはインターラプトされたＳＭＩ命令をポイントする。
【０１０１】
　８．ＳＭＩ命令を再実行する（２と同じ命令）。
　９．モニタハンドラーはこのスレッドが前にインターラプトされていると判断し、スレ
ッド１のコンテクストをリストアする。次に、ユーザーモードで安全スレッド１に分岐し
、インターラプトされた命令をポイントする。
　１０．終了するまで安全スレッド１が作動し、モニタモード（専用ＳＭＩ）で（安全か
らのリターン）機能に分岐する。
　１１．（安全からのリターン）機能は次のタスクを行う。
　　－安全スレッド１が終了したことを表示する（すなわちスレッドＩＤテーブルの場合
、テーブルからスレッド１を除く）。
　　－スタックから非安全コンテクストをリストアし、必要なレジスタをフラッシングし
、非安全ワールドへのリターンが一旦なされた場合に、安全データを読み出しできないよ
うにする。
　　－ＳＵＢＳ命令により非安全ワールドに戻るように分岐し、（リストアされたＲ１４
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て、非安全ワールド内のリターンポイントはスレッド１において前に実行されたＳＭＩに
続く命令となるはずである。
　１２．エンドまでスレッド１が実行され、スケジューラにハンドを戻す。
【０１０２】
　　非安全ワールドで生じるＳＩＲＱ
　図１３Ｂ参照：
　１．スケジュールがスレッド１を開始する。
　２．安全スレッド１の実行中にＳＩＲＱが生じる。
　３．コアは直接ｉｒｑモードにジャンプし、Ｒ１４＿ｉｒｑに現在のＰＣを記憶し、Ｓ
ＰＳＲ＿ｉｒｑにＣＰＳＲを記憶する。次にＩＲＱをディスエーブルする。ＩＲＱハンド
ラーはこれがＳＩＲＱであることを検出し、適当なパラメータによりＳＭＩ命令を実行す
る。
　４．一旦モニタモードになると、非安全コンテクストをセーブしなければならず、次に
コアは安全ＩＲＱハンドラーに進む。
　５．安全ＩＲＱハンドラーはＳＩＲＱサービスルーチンをサービスし、次に適当なパラ
メータを有するＳＭＩを使ってモニタモードハンドラーに制御を戻す。
　６．モニタハンドラーはＳＵＢＳ命令が非安全コンテクストをリストアし、よってＳＵ
ＢＳ命令がコアを非安全ワールドに戻し、インターラプトされたＩＲＱハンドラーをレジ
ュームする。
　７．ＩＲＱハンドラーは次にＳＵＢＳを実行することにより、非安全スレッドに戻るこ
とができる。
　８．スレッド１はエンドまで実行され、次に制御をスケジューラに戻す。
　
　図１２の手順により、入れ子状のインターラプトの場合、ＳＩＲＱイベントを再作成す
る必要はないが、安全インターラプトが実行される保証はない。
【０１０３】
　　例外ベクトル
　仮想アドレスの見地から物理的ベクトルテーブルは単一ベクトルテーブルとして見える
が、少なくとも２つの物理的ベクトルテーブルが維持される。一方のテーブルは非安全メ
モリ内の非安全ワールドのためのものであり、一方は（非安全ワールドからアクセスでき
ない）安全メモリ内の安全ワールドのためのものである。安全ワールドおよび非安全ワー
ルド内に使用される仮想－物理メモリの異なるマッピングによって同じ仮想的メモリアド
レスが効果的に物理メモリ内に記憶されている異なるベクトルテーブルにアクセスできる
ようになる。モニタモードは物理メモリ内の第３ベクトルテーブルを提供するのに常にフ
ラットなメモリマッピングを使用できる。
【０１０４】
　インターラプトが図１２の手順に従う場合、各テーブルに対し、図１４に示されるよう
な次のベクトルが生じる。このベクトルセットは安全メモリおよび非安全メモリの双方で
重複する。
【０１０５】
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【表１】

【０１０６】
　注：リセットへの進入は安全ベクトルテーブル内でしかない。非安全ワールドでリセッ
トが実行されると、コアハードウェアはスーパーバイザーモードに入ることおよびＳビッ
トのセットを強制し、安全メモリ内でリセットベクトルにアクセスできる。
【０１０７】
　図１５は安全モード、非安全モードおよびモニタモードにそれぞれ適用できる３つの例
外ベクトルテーブルを示す。これら例外ベクトルテーブルは安全および非安全オペレーテ
ィングシステムの条件および特性に一致するように例外ベクトルでプログラムすることが
できる。例外ベクトルテーブルの各々はメモリ内のテーブルをポイントするベースアドレ
スを記憶するＣＰ１５内の関連するベクトルテーブルベースアドレスレジスタを有するこ
とができる。例外が生じると、ハードウェアはシステムの現在のステートに対応するベク
トルテーブルベースアドレスレジスタを基準にし、使用すべきベクトルテーブルのベース
アドレスを決定する。これとは異なり、異なるモードで適用される仮想－物理メモリの異
なるマッピングを使用して、異なる物理メモリアドレスに記憶された３つの異なるベクト
ルテーブルを分離できる。図１６に示されるように、プロセッサのコアに関連するシステ
ム（コンフィギュレーション制御）コプロセッサ（ＣＰ１５）には例外トラップマスクレ
ジスタが設けられている。この例外トラップマスクレジスタはそれぞれの例外のタイプに
関連するフラグを提供し、これらフラグはハードウェアが処理を現在のドメイン内で関連
する例外のためのいずれかのベクトルに向けて作動するのか、またはスイッチをモニタモ
ード（ある種の安全モードである）へ切り換えるべきかを表示し、次にモニタモードベク
トルテーブル内のベクトルに従う。この例外トラップマスクレジスタ（例外制御レジスタ
）はモニタモードからしか書き込みできない。非安全モードでは、例外トラップマスクレ
ジスタへの読み出しアクセスも阻止されるようにできる。更にシステムは安全ブートおよ
び後方へのコンパチビリティを保証するように、安全ベクトルテーブルで指定されるよう
な安全スーパーバイザーモードでシステムをリセットベクトルに常にジャンプさせるよう
に構成されているので、図１６の例外トラップマスクレジスタはリセットベクトルのため
のフラグを含まないことが理解できよう。また図１５では、完全を期すために、安全スー
パーバイザーモードの安全ベクトルテーブルを除くベクトルテーブルには、リセットベク
トルが示されていることが理解できよう。
【０１０８】
　図１６は、安全ブート中のモニタプログラムにより例外トラップマスクレジスタ内の異
なる例外タイプに対するフラグをプログラムできることも示している。これとは異なり、
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フラグの一部またはすべてが物理的入力信号によって所定の実行手段で提供できる。すな
わち安全インターラプト信号が受信されたときに、対応するモニタモードの安全インター
ラプトリクエストベクトルの実行およびモニタモードへの進入を常に強制するように、安
全インターラプトフラグＳＩＲＱをハードウェア化できる。図１６は非安全ドメインの例
外に関係する例外トラップレジスタの部分しか示していない。安全例外に対してプログラ
マブルビットの同様なセットが提供される。
【０１０９】
　これまでの記載から、例外制御レジスタフラグに応じて１つのレベルではハードウェア
は現在のドメイン例外ハンドラーによってインターラプトをサービスさせるか、またはモ
ニタモード例外ハンドラーによってサービスさせるかのいずれかに作動することが理解で
きようが、これは適用される制御の第１レベルにすぎない。例えば安全モードで例外が生
じて、安全モードの例外ベクトルが安全モード例外ハンドラーに従うことが可能であるが
、この安全モード例外ハンドラーはこの例外が非安全例外ハンドラーによって良好に処理
される性質のものであると判断する。従って、非安全モードへの切り換え、および非安全
例外ハンドラーを呼び出すのにＳＭＩ命令を利用する。ハードウェアが非安全例外ハンド
ラーを開始するように働く場合、この逆も可能であるが、その場合、処理を安全例外ハン
ドラーまたはモニタモード例外ハンドラーに向ける命令を実行する。
【０１１０】
　図１７は新しいタイプの例外に関連した別の可能性のあるタイプの切り換えリクエスト
をサポートするためのシステムの動作を略図で示すフローチャートである。ステップ９８
において、ハードウェアは現在のプログラムステータスレジスタ（ＣＰＳＲ）における表
示としてモニタモードを変えようと試みる命令を検出する。かかる試みが検出されると、
新しいタイプの例外がトリガーされる。本明細書ではこの例外をＣＰＳＲ違反例外と称す
。ステップ１００におけるこのＣＰＳＲ違反例外が発生する結果、モニタモード内での適
当な例外ベクトルを参照し、ステップ１０２でＣＰＳＲ違反例外を取り扱うためのモニタ
プログラムが作動される。
【０１１１】
　これまで説明したＳＭＩ命令のためのサポートの他に、図１７に関連して説明した安全
ドメインと非安全ドメインとの切り換えを開始するための手順を設けることができること
も理解できよう。この例外手順は、ＳＭＩ命令を介し、すべての正当な試みを行うべき切
り換えモードに対する不正な試みに応答するように設けることができる。これとは異なり
、かかる手順は安全ドメインと非安全ドメインとを切り換える正当な方法でもよいし、ま
たは安全ドメインと非安全ドメインとを切り換える不正な試みを真に行うとはしていない
場合でも、正常な動作の一部として処理ステータスレジスタをクリアにしようとする現在
のコードとの後方コンパチビリティを与えるように設けることもできる。
【０１１２】
　上記のように、一般にプロセッサがモニタモードで作動しているとき、インターラプト
をディスエーブルする。これはシステムのセキュリティを高めるために行われる。インタ
ーラプトが生じると、このときのプロセッサのステートがインターラプト例外レジスタに
記憶され、よってインターラプト機能の完了時にインターラプトポイントでインターラプ
トされた機能の処理をレジュームできる。このプロセスはモニタモードで許可される場合
、このことはモニタモードのセキュリティを下げ、起こり得る安全データが漏れるパスを
生じさせ得る。この理由からモニタモードではインターラプトは一般にディスエーブルさ
れる。しかしながら、モニタモード中のインターラプトをディスエーブルする結果、イン
ターラプトの待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）が大きくなる。
【０１１３】
　機能を実行するプロセッサのステートが記憶されていない場合、モニタモードでインタ
ーラプトを認めることが可能である。インターラプトに次いで、機能をレジュームしない
場合に限り、これを行うことができる。従って、モニタモードでのインターラプトの待ち
時間（ｌａｔｅｎｃｙ）の問題は、安全に再スタートできる機能のモニタモードにしか、
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インターラプトを認めないことによって解決できる。この場合、モニタモードでのインタ
ーラプトの後で、機能の処理に関係するデータを記憶せず、投げ棄て、インターラプトが
一旦終了すると、その開始から機能の処理をスタートするようにプロセッサに命令される
。上記例では、プロセッサは単にモニタモードに切り換わったポイントに戻るだけである
ので、これを行うことは簡単なことである。機能を再スタートすることは、再スタートで
きる所定の機能に対してのみ可能であり、機能の再スタートは繰り返すことができる結果
を生じることに留意すべきである。機能を再スタートした場合にプロセッサが異なる結果
を生じるように機能がプロセッサのステートを変える場合、機能を再スタートすることは
よいアイデアではない。この理由から、安全に再スタートできる機能だけをモニタモード
でインターラプトでき、他の機能に対してはインターラプトをディスエーブルする。
【０１１４】
　図１８は、本発明の一実施例に従ってモニタモードで発生するインターラプトを取り扱
う１つの方法を示す。非安全モードでは、タスクＡの処理中にＳＭＩが生じ、このことは
プロセッサをモニタモードに切り換える。ＳＭＩ命令は専用非安全ＳＭＩベクトルにより
コアをモニタモードにする。ＰＣの現在のステートがセーブされ、Ｓビットがセットされ
、インターラプトがディスエーブルされる。一般に、非安全モードのＰＣおよびＣＰＳＲ
をセーブするのにＬＲ＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎが使用される。
【０１１５】
　次に、１つの機能、すなわち機能Ｃがモニタモードで開始される。最初に機能Ｃが行う
ことは、インターラプトをイネーブルすることであり、次に機能Ｃが処理される。機能Ｃ
の処理中にインターラプトが生じた場合、インターラプトは受け入れられ実行されるよう
に、インターラプトがディスエーブルされる。しかしながら、モニタモードインジケータ
はインターラプトの後で、機能をレジュームすべきでなく、むしろ再スタートすべきであ
ることをプロセッサに表示する。これとは異なり、このことを別個の制御パラメータによ
りプロセッサに表示してもよい。従って、インターラプトに続き、インターラプト例外ベ
クトルをＬＲ＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎの値で更新し、プロセッサの現在ステート
を記憶しない。
【０１１６】
　図１８に示されるように、インターラプトタスク、すなわちタスクＢの完了の後でプロ
セッサはインターラプトレジスタにコピーされたＳＭＩ命令のアドレスを読み出し、ＳＭ
Ｉを実行し、機能Ｃの処理を再びスタートする。
【０１１７】
　上記プロセスは機能Ｃが再スタート可能な場合、すなわちプロセスＣを再スタートする
結果、処理ステップを繰り返しできるようになる場合にしか作動しない。このことは機能
Ｃが将来の処理に影響を与えるスタックポインタのようなプロセッサのステートを変更す
る場合のケースである。このように繰り返し可能な機能はべき等性（ｉｄｅｎｐｏｔｅｎ
ｃｅ）を有すると称す。べき等性を有しない機能の問題を処理する１つの方法は、コード
の最初の部分がべき等性を有するように機能を定義するコードを再配置することであり、
べき等性を有するようにコードを構成し直すことができなかった場合、インターラプトを
ディスエーブルする。例えばコードＣがスタックへの書き込みに関係する場合、少なくと
も最初にスタックポインタを更新することなく、このようにすることが可能である。コー
ドを安全に再スタートできないと判断できた場合、機能Ｃに対するコードはインターラプ
トをディスエーブルするようにプロセッサに命令し、プロセッサがスタックポインタを正
しい位置に更新できる。このことは図１８に示されており、ここでは機能Ｃの処理により
インターラプトは所定の方法でディスエーブルされる。
【０１１８】
　図１９は若干異なる例を示す。この例では、タスクＣを処理することによる所定の方法
で別の制御パラメータがセットされる。このパラメータはタスクＣのその後の部分、厳密
にはべき等性ではなく、最初にアップルーチンを実行することを条件に安全に再スタート
できることを示す。このフィックスアップルーチンはタスクＣのスタートにプロセッサが
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どのようになっていたかを示すプロセッサのステートをリストアするように働くので、タ
スクＣを安全に再スタートし、プロセッサが行ったときにインターラプトされていなかっ
たタスクのエンド時に同じプロセッサのステートを発生できる。一部の実施例では、別の
制御パラメータをセットしたポイントにおいて若干の間、インターラプトをディスエーブ
ルできるが、プロセッサの一部のステートは更新されるスタックポインタのように補正さ
れる。これによってプロセッサを後にアイデムポテントステートにリストアすることが可
能となる。
【０１１９】
　別の制御パラメータをセットした後にインターラプトが生じた場合に続行できる２つの
方法がある。フィックスアップルーチンを（Ｆ１で）即座に実行し、次にインターラプト
を処理してもよいし、またインターラプトを即座に処理し、インターラプトの完了後にＳ
ＭＩを実行し、タスクＣの再スタート前に（Ｆ２で）フィックスアップルーチンを実行し
てもよい。理解できるように、これら実施例のいずれにおいても、フィックスアップルー
チンはモニタモードで実行され得ので、安全ドメインであることを知らないか、またはモ
ニタモードであることを知らない非安全ドメインでの実行には影響がない。
【０１２０】
　図１９から判るように、コードＣの最初の部分はべき等性を有し、インターラプトの後
にこれを再スタートできる。フィックスアップルーチンが高速で実行されることを条件に
、第２部分は再スタート可能であり、このことは「別の」制御パラメータをセットするこ
とによって表示される。コードの最終部分は再スタートできないので、このコードを処理
する前にインターラプトをディスエーブルする。
【０１２１】
　図２０は別の例を示し、この場合、この例は他の例と異なっており、モニタモード中に
インターラプトをイネーブルする。次に、モニタモードで作動する機能はインターラプト
がもはや安全に再スタートできなくなるとすぐにインターラプトをディスエーブルするよ
うに働く。このことは、モニタモードでインターラプトされたすべての機能がレジューム
されるのではなく、再スタートされた場合にしか可能ではない。
【０１２２】
　インターラプト時に所定のモードで作動するすべての機能をレジュームするのではなく
再スタートすることを保証できるようにする方法は種々ある。１つの方法は、インターラ
プトされた命令がインターラプトされた命令のアドレスではなく、命令シーケンスのスタ
ートのアドレスをセーブする新しいプロセッサステートを加える方法である。この場合、
モニタモードは既にこのステートで作動する。別の方法は、各機能のスタート時にインタ
ーラプト例外レジスタに機能のスタートのアドレスをあらかじめロードし、インターラプ
ト例外レジスタへのインターラプトの後のプロセッサのステートのその後の書き込みをデ
ィスエーブルする方法である。
【０１２３】
　図２０に示された実施例では、インターラプト機能の終了直後に機能の再スタートを行
ってもよいし、または必要であれば、機能を安全に再スタートできるようにするのにフィ
ックスアップルーチンの後で行ってもよい。
【０１２４】
　安全および非安全ドメイン、ならびにモニタモードを有するシステムに関連して、イン
ターラプト待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）を取り扱う上記方法について説明したが、この方
法は特定の理由からレジュームすべきでない機能を有するシステムに明らかに適用できる
。一般にかかる機能はインターラプトレジュームを大きくするインターラプトをディスエ
ーブルすることによって作動する。再スタートを可能にすべき機能を補正し、インターラ
プト後に機能を再スタートするようにプロセッサを制御することにより、機能の処理の少
なくとも一部に対してインターラプトをイネーブルできるようになり、更にインターラプ
トの待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）を小さくすることに役立つ。例えばオペレーティングシ
ステムの通常のコンテクストの切り換えに役立つ。
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【０１２５】
　　安全メモリおよび非安全メモリへのアクセス
　図１を参照して説明したように、データ処理装置は特にＴＣＭ３６、キャッシュ３８、
ＲＯＭ４４、スレーブデバイスのメモリおよび外部メモリ５６を含むメモリを有する。例
えば図３７を参照して説明したように、メモリは安全メモリと非安全メモリに分割されて
いる。製造時にメモリの安全メモリ領域と非安全メモリ領域との間には一般に物理的な区
別はないが、その代わり、これら領域は安全ドメインで作動しているときのデータ処理装
置の安全オペレーティングシステムによって定められる。従って、メモリデバイスの物理
的部分を安全メモリとして割り当て、任意の物理部分を非安全メモリとして割り当てでき
る。
【０１２６】
　図２～５を参照して説明するように、処理システムは安全ドメインと非安全ドメインと
を有する。安全ドメインでは安全カーネルプログラム８０が設けられ、このプログラムは
安全モードで実行される。安全ドメインと非安全ドメインとをまたがり、少なくとも一部
がモニタモードで実行されるモニタプログラム７２が設けられる。本発明の実施例ではモ
ニタプログラムの一部はモニタモードで実行され、一部は安全モードで実行される。例え
ば図１０に示されるように、特にスーパーバイザーモードＳＶＣを含む安全モードは複数
ある。
【０１２７】
　モニタプログラム７２は両方向の安全ドメインと非安全ドメインとのすべての切り換え
を管理する役割を果たす。「プロセッサモード」の章において、図８および９を参照し、
これら機能の一部について説明する。モニタプログラムは前記非安全モードから前記安全
モードへの切り換えを開始するために、非安全モードで発行されたモード切り換えリクエ
ストＳＭＩおよび前記安全モードから前記非安全モードへの切り換えを開始するために安
全モードで発生されたモード切り換えリクエストＳＭＩに対して応答できる。「ワールド
間の切り換え」なる章で説明したように、モニタモードでは安全ドメインおよび非安全ド
メインの一方から他方へのレジスタのうちの少なくとも一部の切り換えが行われる。この
ことはあるドメインに存在するレジスタのステートをセーブし、他のドメインにあるレジ
スタへの新しいステートの書き込み（または以前にセーブされたステートをレジスタにリ
ストアすること）を必要とする。本明細書でも説明したように、かかる切り換えを実行す
る際には一部のレジスタへのアクセスをディスエーブルすることができる。好ましくはモ
ニタモードではすべてのインターラプトモードをディスエーブルする。
【０１２８】
　モニタモードが実行されるモニタモードは安全ドメインと非安全ドメインとにまたがっ
ているので、モニタプログラムが恐らく安全であることが重要である。すなわちモニタプ
ログラムは実行しようとする機能しか実行しない。従って、モニタプログラムはできるだ
け簡単であれば有利である。安全モードによってプロセスが安全ドメインでしか実行でき
ないようにすることができる。本発明のこの実施例では、特権安全モードおよびモニタモ
ードにより同じ安全メモリおよび非安全メモリにアクセスすることが可能となっている。
特権安全モードが同じ安全メモリおよび非安全メモリを「見る」ことを保証することによ
り、モニタモードでしか実行されない機能を安全モードに移し、モニタプログラムの簡略
化を可能にできる。更に、このことによって特権安全モードで作動するプロセスが直接モ
ニタプログラムに切り換わり、逆にモニタモードから特権安全モードに切り換わることが
できるようになる。特権安全モードからモニタモードへの切り換えが許可されると、モニ
タモードで非安全モードへの切り換えを行うことができる。非特権安全モードはモニタモ
ードに入るのにＳＭＩを使用しなければならない。このシステムはリセット後、特権安全
モードに入る。モニタモードと特権安全モードとの切り換えはドメイン間で移動するとき
のステートのセーブを容易にするように行われる。
【０１２９】
　別の実施例ではＳフラグへのアクセスは安全特権モードからだけでなくモニタモードか
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らでも認められる。プログラムフローの制御を維持しながら、プロセッサをモニタモード
に切り換えるように安全特権モードが認められる場合、かかる安全特権モードは有効にＳ
フラグ（ビット）を変える能力を既に有している。従って、モニタモードでしかＳフラグ
を変更できないことを定めるが、追加されることは是認されない。その代わり、１つ以上
の安全特権モードにより変更できる他のコンフィギュレーションフラグを同じようにＳフ
ラグを記憶できる。現在の技術には１つ以上の安全特権モード内でＳフラグを変更できる
かかる実施例が含まれる。
【０１３０】
　次に、前に説明した実施例に戻ると、本装置はモードを定め、かつモードの特権レベル
、すなわちモードが認める機能のセットを定めるプロセッサコア１０を有する。従って、
このプロセッサコア１０は安全モードおよびモニタモードが安全および非特権メモリにア
クセスでき、モニタモードがアクセスを認めているすべてのメモリへアクセスできるよう
にし、かつ特権安全モードで作動中のプロセスが直接モニタモードへ切り換わり、モニタ
モードから特権安全モードに切り換えできるように公知の態様で構成されている。このプ
ロセッサコア１０は次のことを可能にするようになっていることが好ましい。
【０１３１】
　本発明の一例では、メモリは安全メモリと非安全メモリとに区分されており、安全メモ
リと非安全メモリの双方はモニタモードおよび安全モードでしかアクセスできない。非安
全メモリはモニタモード、安全モードおよび非安全モードでアクセスできることが好まし
い。
【０１３２】
　本発明の別の例では、モードおよび１つ以上の安全モードでは非安全メモリへのアクセ
スが安全モードに対して否定され、非安全モードでは非安全メモリへのアクセスが安全モ
ードおよびモニタモードに対して否定される。従って、安全メモリはモニタモードおよび
安全モードでしかアクセスできず、非安全メモリは非安全モードでしかアクセスできない
ので、セキュリティが高まる。
【０１３３】
　本発明の例では、装置のリセットまたはブートは安全モード、特権モードよりもより高
い特権を有するモードと見なすことができるモニタモードで実行できる。しかしながら、
本発明の多くの例では直接切り換えが安全モードとモニタモードとの間で認められている
ので、可能である安全モードでリセットまたはブートを行うようになっている。
【０１３４】
　図２を参照して説明したように、安全ドメインおよび安全モードでは安全カーネル８０
（またはオペレーティングシステム）が機能し、この安全カーネル８０のもとで１つ以上
の安全アプリケーションプログラム８２、８４が作動できる。安全カーネルおよび／また
は安全アプリケーションプログラム、または安全モードで作動するその他のプログラムコ
ードは、安全メモリおよび非安全メモリの双方にアクセスすることが認められる。
【０１３５】
　プロセッサを有する装置を参照して本発明の例について説明したが、本発明は適当なプ
ロセッサで作動するときにこの章で説明したように作動するようにプロセッサを構成する
コンピュータプログラムによって実行できる。
【０１３６】
　プログラマーのモデルの見解から検討した本技術の別の実施例の説明を次のように図２
１～２３を参照して下記に示す。
【０１３７】
　次の説明では、英国ケンブリッジのＡＲＭリミテッド社によって設計されたようなＡＲ
Ｍプロセッサに関連して理解すべき次の用語を使用するものとする。
　　－Ｓビット：専用ＣＰ１５レジスタに含まれる安全ステートビット。
　　－「安全／非安全ステート」。このステートはＳビットの値によって定められ、この
ステートはコアが安全ワールドにアクセスできる（安全ステートとなっており、すなわち



(34) JP 4302641 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

Ｓ＝１となっているとき）のか、または非安全ワールドだけに制限されている（Ｓ＝０）
のかのいずれかを表示する。モニタモード（更に参照）は、Ｓビットステータスを無効に
することに留意されたい。
　　－「非安全ワールド」はセキュリティを要しない非安全アプリケーションにアクセス
できるすべてのハードウェア／ソフトウェアをグループ分けする。
　　－「安全ワールド」は安全コードを実行するときにしかアクセスできないすべてのハ
ードウェア／ソフトウェア（コア、メモリ....）をグループ分けする。
　　－モニタモード：安全ステートと非安全ステートとの間でコアを切り換える役割を果
たす新しいモードである。
【０１３８】
　簡単な要約として、
　　－コアは常に非安全ワールドにアクセスできる。
　　－コアは安全ステートまたはモニタモードになっているときにしか、安全ワールドに
アクセスできない。
　　－ＳＭＩ：ソフトウェアモニタインターラプト：専用ＳＭＩ例外ベクトルによりコア
がモニタモードに入るようにする新しい命令である。「スレッドＩＤ」は（ＯＳによって
制御される）各スレッドに関連した識別子である。ＯＳが非安全ワールドで作動する一部
のタイプのＯＳに対し、安全機能がコールされるごとに現在のスレッドＩＤをパラメータ
として送り、安全機能と、そのコールしている非安全アプリケーションとをリンクしなけ
ればならない。従って、安全ワールドはマルチスレッドをサポートできる。
　　－安全インターラプトは安全周辺機器が発生したインターラプトを定める。
【０１３９】
　プログラマーのモデル
　　カーボン（Ｃａｒｂｏｎ）コアの概観
　本技術を使用するプロセッサに対して本明細書で使用する用語であるカーボンアーキテ
クチャの概念は、２つのワールド、すなわち安全ワールドと非安全ワールドとに分離する
ことから成る。安全ワールドは非安全ワールドにどんなデータもリークしてはならない。
【０１４０】
　提案する解決案では、安全ステートと非安全ステートとは同じ（現在存在する）レジス
タバンクを共用する。この結果、ＡＲＭコアに存在するすべての現在のモード（Ａｂｏｒ
ｔ（アボート）、Ｕｎｄｅｆ（無定義）、ＩＲＱ、Ｕｓｅｒ（ユーザー）、....が各ステ
ートで存在することになる。
【０１４１】
　コアは専用ＣＰ１５レジスタ内でインスタンス生成される新しいステートビット、Ｓ（
安全）ビットにより、自らが安全ステートで作動しているのか、または非安全ステートで
作動しているのかを知る。
【０１４２】
　Ｓビットを変更するのに、すなわちあるステートから別のステートに変更するのに、ど
の命令またはイベントを許可するかを制御することが、本システムのセキュリティのキー
となる特徴である。現在の解決案は新しいモード、すなわち２つのステートの間の切り換
えを監督するモニタモードを追加することを提案する。モニタモードは適当なＣＰ１５レ
ジスタへの書き込みによりＳビットを変更することが認められた唯一のモードとなってい
る。
【０１４３】
　最後に、例外の取り扱いにある程度のフレキシビリティを追加することを提案するもの
である。リセットを除くすべての例外は、生じたステートまたはモニタモードに向けられ
たステートのいずれかで取り扱われ、この例外の取り扱いは専用ＣＰ１５レジスタにより
構成可能なままとされる。
【０１４４】
　次のパラグラフでこの解決案の詳細について説明する。
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【０１４５】
　プロセッサステートおよびモード
　　カーボンの新しい特徴
　　　安全または非安全ステート（Ｓビット）
　カーボンコアの主な１つの特徴は、Ｓビットが存在していることであり、このＳビット
はコアが安全（Ｓ＝１）ステートとなっているか、または非安全（Ｓ＝０）ステートとな
っているかのいずれかを表示する。安全ステートとなっているとき、コアは安全ワールド
または非安全ワールド内のどのデータにもアクセスできる。非安全ステートとなっている
ときにコアは非安全ワールドだけに限定される。
【０１４６】
　この規則に対する唯一の例外は、Ｓビット情報を無効にするモニタモードに関係してい
る。Ｓ＝０でも、コアはモニタモードとなっていれば安全特権アクセスを実行する。更な
る情報がほしい場合には次のパラグラフであるモニタモードを参照されたい。
【０１４７】
　Ｓビットはモニタモードで読み出し書き込みできるにすぎない。Ｓビットがどんな値と
なっていても、他のモードがこのビットにアクセスしようとしても、このアクセスは無視
されるか、またはその結果、Ｕｎｄｅｆｉｎｅｄ（無定義）例外が生じる。
【０１４８】
　リセットを除くすべての例外は安全ステートビットに影響しない。リセット時にＳビッ
トがリセットされ、コアはスーパーバイザーモードでスタートする。より詳細な情報がほ
しい場合にはブートの章を参照されたい。
【０１４９】
　安全ステート／非安全ステートは別個であり、ＡＲＭ／Ｔｈｕｍｂ／Ｊａｖａ（登録商
標）ステートと別個に作動する。
【０１５０】
　　　モニタモード
　カーボンシステムの別の重要な特徴は、新しいモード、モニタモードを作成したことで
ある。このモードは安全ステートと非安全ステートとの間のコアの切り換えを制御するの
に使用される。このモニタモードは常に安全モードと見なされる。すなわちＳビットの値
がどんな値であってもコアがモニタモードになっていると、コアは常に外部ワールドへの
安全特権アクセスを実行する。
【０１５１】
　ＣＰＳＲモードビット（ＭＳＲ、ＭＯＶＳまたは等価的な命令）を書き込むだけで、ど
の安全特権モード（例えばＳ＝１のときの特権モード）もモニタモードに切り換わること
ができる。しかしながら、この切り換えは非安全モードまたは安全ユーザーモードでは禁
止される。このことが起こった場合、命令は無視されるか、または例外を生じさせる。
【０１５２】
　専用ＣＰＳＲ違反例外に対するニーズが生じ得る。この例外は非安全モードまたは安全
ユーザーモードからＣＰＳＲを直接書き込むことにより、モニタモードへの切り換えの試
みにより生じる。
【０１５３】
　モニタモードがアクティブとなっているときにはリセットを除くすべての例外を実際に
ディスエーブルする：
　・すべてのインターラプトをマスクする。
　・すべてのメモリ例外を無視するか、またはこれら例外によって致命的例外が生じる。
　・無定義／Ｕｎｄｅｆｉｎｅｄ／ＳＷＩ／ＳＭＩを無視するか、またはこれらによって
致命的例外が生じる。
【０１５４】
　モニタモードに入るとき、インターラプトを自動的にディスエーブルし、システムモニ
タが作動中は他のタイプの例外が全く生じないよう、システムモニタを書き込むべきであ
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る。
【０１５５】
　モニタモードはあるプライベートレジスタを有する必要がある。この解決案は、レジス
タの最小のセット、すなわちＲ１３（ｓｐ＿ｍｏｎ）、Ｒ１４（ｌｒ＿ｍｏｎ）およびＳ
ＰＳＲ（ｓｐｓｒ＿ｍｏｎ）しか複製しないことを提案する。
【０１５６】
　モニタモードではＭＭＵをディスエーブルする（フラットアドレスマップ）だけでなく
、ＭＰＵまたはパーティションチェッカーもディスエーブルする（モニタモードは常に安
全特権外部アクセスを実行する）。しかしながら、特別にプログラムされたＭＰＵ領域の
属性（キャッシュ性....）はまだアクティブである。別の例として、モニタモードが安全
ドメインによって使用されているどのマッピングも使用できる。
【０１５７】
　新しい命令
　この提案は、現在のＡＲＭ命令セットに１つの新しい命令を追加しなければならない。
【０１５８】
　モニタモードに入り、固定ＳＭＩ例外ベクトルで分岐するのにＳＭＩ（ソフトウェアモ
ニタインターラプト）命令が使用される。この命令は非安全ステートと安全ステートとの
間で切り換わることをモニタに表示するのに主に使用される。
【０１５９】
　別の例として（またはその追加として）、モニタモードがモニタスタックに、またはモ
ニタスタックから、他のモードのステートをセーブ／リストアし、コンテクスト切り換え
性能を改善できるようにするために、新しい命令を追加することが可能である。
【０１６０】
　プロセッサモード
　前のパラグラフで説明したように、コアでは１つの新しいモード、すなわちモニタモー
ドしか追加されない。現在のすべてのモードは利用できるままであり、安全ステートおよ
び非安全ステートで存在する。
　実際にカーボンユーザーは図２１に示された構造を見ることになる。
【０１６１】
　プロセッサレジスタ
　この実施例は、安全ワールドと非安全ワールドとが同じレジスタバンクを共用すること
を提案するものである。このことは、あるワールドからモニタモードを通して別のワール
ドに切り換わるときに、システムモニタは最初にワールドコンテクストをセーブし、第２
のワールド内にコンテクストを作成（またはリストア）しなければならないことを意味す
る。
【０１６２】
　パラメータを送ることは容易なタスクとなる。システムモニタが一旦Ｓビットを切り換
えた場合、最初のワールド内のレジスタに含まれたデータは第２ワールド内の同じレジス
タで利用できるようになる。
【０１６３】
　しかしながら、厳密に制御しなければならないパラメータを送るための専用の限られた
数のレジスタとは別に、安全データがリークするのを防止するために、安全ステートから
非安全ステートに移る際に他のすべてのレジスタをフラッシングしなければならない。こ
れはモニタカーネルによって保証しなければならない。
【０１６４】
　安全ステートから非安全ステートに切り換わるときに、レジスタを直接フラッシュする
ためのハードウェアメカニズムまたは新しい命令を実行できるようにすることも１つの可
能性である。
【０１６５】
　提案される別の解決案は、現在存在するレジスタバンクのすべて（またはほとんど）を
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スタバンクを設けることである。この解決案はレジスタ内に含まれる安全データと非安全
データとを明瞭に分離するという主な利点を有する。更にこのことは、安全ステートと非
安全ステートとの間の高速のコンテクストの切り換えも可能にする。しかしながら、欠点
として安全ワールドの非安全レジスタへのアクセスを可能にするある専用命令を作成しな
ければ、レジスタを通してパラメータを送ることが困難となるということが挙げられる。
【０１６６】
　図２２は、プロセッサモードに応じて利用できるレジスタを示す。プロセッサのステー
トはこの主題に影響するものではないことに留意されたい。
　例外
　安全インターラプト
　現在の解決案
　現在のコア内と同じインターラプトピン、例えばＩＲＱおよびＦＩＱを維持することが
現在提案されている。（本明細書の後半で定義する）例外トラップマスクレジスタに関連
し、システムが異なる種類のインターラプトを実行し、取り扱いできるようにする十分な
フレキシビリティがなければならない。
【０１６７】
　ＶＩＣエンハンスメント
　次のようにＶＩＣ（ベクトル化されたインターラプトコントローラ）を強化できる。こ
のＶＩＣは各ベクトル化されたアドレスに関連する１つの安全情報ビットを含むことがで
きる。このビットはモニタまたは安全特権モードでしかプログラムできない。このビット
は当該インターラプトを安全として取り扱い、従って、安全側で取り扱うべきかどうかを
表示する。
【０１６８】
　我々は２つの新しいベクトルアドレスレジスタも追加する。すなわち１つは、非安全ス
テートで生じるすべての安全インターラプト用のレジスタであり、他方は、安全ステート
で生じるすべての非安全インターラプト用のレジスタである。
【０１６９】
　ＣＰ１５に含まれるＳビット情報は新しいＶＩＣ入力としてＶＩＣにも利用できる。
【０１７０】
　次の表は着信インターラプトのステータス（各インターラプトラインに関連するＳビッ
トによって表示される安全または非安全）およびコアのステート（ＣＰ１５内のＳビット
＝ＶＩＣ上のＳ入力信号）に応じた異なる可能性のあるシナリオを要約したものである。
【０１７１】
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【表２】

【０１７２】
　例外取り扱いコンフィギュレーション性
　Ｃａｒｂｏｎのフレキシビリティを改善するためにＣＰ１５に新しいレジスタ、すなわ
ち例外トラップマスクを追加する。このレジスタは次のビットを含む。
　－ビット０：Ｕｎｄｅｆ例外　　　　　　　（非安全ステート）
　－ビット１：ＳＷＩ例外　　　　　　　　　（非安全ステート）
　－ビット２：プリフェッチアボート例外　　（非安全ステート）
　－ビット３：データアボート例外　　　　　（非安全ステート）
　－ビット４：ＩＲＱ例外　　　　　　　　　（非安全ステート）
　－ビット５：ＦＩＱ例外　　　　　　　　　（非安全ステート）
　－ビット６：ＳＭＩ例外　　　　（非安全ステート／安全ステートの双方）
　－ビット１６：Ｕｎｄｅｆ例外　　　　　　（非安全ステート）
　－ビット１７：ＳＷＩ例外　　　　　　　　（非安全ステート）
　－ビット１８：プリフェッチアボート例外　（非安全ステート）
　－ビット１９：データアボート例外　　　　（非安全ステート）
　－ビット２０：ＩＲＱ例外　　　　　　　　（非安全ステート）
　－ビット２１：ＦＩＱ例外　　　　　　　　（非安全ステート）
【０１７３】
　リセット例外はこのレジスタに対応するビットを有しない。リセットは常に専用ベクト
ルを通してコアを安全スーパーバイザーモードに進入させる。
【０１７４】
　ビットがセットされている場合、対応する例外はコアをモニタモードに進入させる。そ
うでない場合、例外が生じたワールド内の対応するハンドラー内で例外が取り扱われる。
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　このレジスタはモニタモードでしか見ることができない。他のモードにおいて、このレ
ジスタにアクセスしようとする命令は無視される。
【０１７６】
　このレジスタはシステムがモニタをサポートしているか否かに応じてシステム固有の値
に初期化すべきである。この機能はＶＩＣによって制御できる。
【０１７７】
　例外ベクトルの表
　別個の安全ワールドと非安全ワールドとが生じるので、別個の安全例外別個の表と非安
全例外ベクトルの表も必要となる。
　更にモニタは一部の例外をトラップし得るので、モニタ専用の第３の例外ベクトルの表
も必要となる。
【０１７８】
　次の表は３つの異なる例外ベクトルの表を要約したものである。
【０１７９】
【表３】

【０１８０】
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【０１８１】



(41) JP 4302641 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

【表５】

【０１８２】
　モニタモードでは例外ベクトルがコピーされるので、各例外は２つの異なる関連ベクト
ルを有する。
　　－１つのベクトルは非安全ステートで生じた例外用のベクトルであり、
　　－１つのベクトルは安全ステートで生じた例外用のベクトルである。
【０１８３】
　モニタカーネルは例外が生じた場合に発生ステートを検出する必要性をそれ以上必要と
しないので、このことは例外待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）を小さくするのに有効となり得
る。
【０１８４】
　この特徴は、数種の例外に限られており、ＳＭＩは安全ステートと非安全ステートとの
切り換えを改善するための最も適当な候補の１つである。
【０１８５】
　ワールド間の切り換え
　ステートを切り換える際に、モニタモードはそのモニタスタックに最初のステートのコ
ンテクストをセーブし、モニタスタックからの第２のステートのコンテクストをリストア
しなければならない。
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【０１８６】
　従って、モニタモードはプライベートレジスタ（ｒｌ４、ＳＰＳＲ、....）を含む他の
任意のモードのレジスタにアクセスしなければならない。
【０１８７】
　これを取り扱うために、提案された解決案はＣＰＳＲを書き込むだけでモニタモードに
直接切り換える権利を、安全ステートにおける特権モードに与えることから成る。
【０１８８】
　かかるシステムでは、ワールド間の切り換えを次のように実行する。
　　－モニタモードに入る。
　　－Ｓビットをセットする。
　　－スーパーバイザーモードに切り換え、　－モニタスタックにスーパーバイザーレジ
スタをセーブする（当然ながらスーパーバイザーモードはモニタスタックポインタにアク
セスしなければならないが、これは例えば共通レジスタ（Ｒ０～Ｒ８）を使用することに
より容易に行うことができる。
　　－システムモードに切り換え、　－モニタスタックにレジスタ（ユーザーモードと同
じ）をセーブする。
　　－すべてのモードに対してモニタスタック上のＩＲＱレジスタ．．．．等々。
　　－すべてのモードのすべてのプライベートレジスタを一旦セーブすると、簡単なＭＳ
Ｒ命令によりモニタモードへ戻る（＝ＣＰＳＲモードフィールド内にモニタ値を単に書き
込む）。
【０１８９】
　その他の解決案も検討した。
　　－モニタが自己のスタックに他のモードのプライベートレジスタをセーブできるよう
にする新しい命令を加えること。
　　－モニタを新しい「ステート」として実行すること。すなわち（適当なアクセス権を
有するように）モニタステートとなり、ＩＲＱ（または他の）モードとなり、ＩＲＱ（ま
たは他の）プライベートレジスタを見ることができるようにすること。
【０１９０】
　基本的なシナリオ（図２３参照）
　１．スレッド１は非安全ワールドで作動中である（Ｓビット＝０）。このスレッドは安
全機能＝＞ＳＭＩ命令を実行しなければならない。
　２．ＳＭＩ命令は非安全ＳＭＩベクトルを通してコアを入力モードにする。
　非安全モードのＰＣおよびＣＰＳＲをセーブするようにＬＲ＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿
ｍｏｎを使用する。
　この段階ではＳビットは無変更のままであるが、システムはそのときに安全ステートに
ある。
　モニタカーネルはモニタに非安全コンテクストをセーブする。
　モニタカーネルはＬＲ＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎもプッシュする。
　次にモニタカーネルはＣＰ１５レジスタに書き込むことによって「Ｓ」ビットを変更す
る。
　この実施例ではモニタカーネルは（例えばスレッドＩＤテーブルを更新することにより
）安全ワールドで「安全スレッド１」をスタートするトラックを維持する。
　最後に、モニタカーネルはモニタモードから出て安全スーパーモードに切り換わる。「
ＬＲ＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ＿ｍｏｎを更新した後のＭＯＶＳ命令」
【０１９１】
　３．安全カーネルはアプリケーションを正しい安全メモリロケーションへディスパッチ
し、（例えばＭＯＶＳを使って）ユーザーモードに切り換わる。
　４．安全ユーザーモードで安全機能を実行する。一旦終了すると、安全機能は適当なＳ
ＷＩを実行することによって「出口」機能をコールする。
　５．ＳＷＩ命令は専用ＳＷＩベクトルを通してコアを安全ＳＶＣモードにし、次に専用
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ＳＷＩベクトルは「出口」機能を実行する。この「出口」機能はモニタモードに戻るよう
に切り換わるよう、「ＳＭＩ」により終了する。
　６．ＳＭＩ命令は専用安全ＳＭＩベクトルを通してコアをモニタモードにする。
　安全ｓｖｃモードのＰＣおよびＣＰＳＲをセーブするのにＬＲ＿ｍｏｎおよびＳＰＳＲ
＿ｍｏｎを使用する。
　Ｓビットは無変更のままである（すなわち安全ステート）。
　モニタカーネルは安全スレッド１が終了した事実を登録する（スレッドＩＤテーブルか
ら安全スレッド１のＩＤを除く）。
　次にモニタカーネルはＣＰ１５レジスタに書き込みをすることにより「Ｓ」ビットを変
更し、非安全ステートに戻る。
　モニタカーネルはモニタスタックから非安全コンテクストをリストアする。
　モニタカーネルはステップ２で前にセーブしたＬＲ＿ｍｏｎおよびＣＰＳＲ＿ｍｏｎも
ロードする。
　最後に、モニタカーネルはＳＵＢＳによりモニタモードから出る。これによってコアは
命令時に非安全ユーザーモードに戻る。
　７．通常、スレッド１がレジュームできる。
【０１９２】
　図６を参照すると、すべてのレジスタは安全ドメインと非安全ドメインとの間で共用さ
れる。モニタモードでは安全ドメインおよび非安全ドメインのうちの一方から他方へレジ
スタを切り換える切り換えが行われる。これを行うには、上記「ワールド間の切り換え」
の章でも説明したように、一方のドメインにあるレジスタのステートをセーブし、レジス
タへの間のステートを他方のドメインに書き込み（またはレジスタ内の前にセーブしたス
テートをリストア）しなければならない。
【０１９３】
　この切り換えを行うのにかかる時間を短縮するのが望ましい。切り換えを行うのにかか
る時間を短縮するには、安全ドメインと非安全ドメインとの切り換え時に共用されるレジ
スタをディスエーブルし、内部に記憶されているデータ値を変えないままにする。例えば
非安全ドメインから安全ドメインへの切り換えを検討する。例えば図６に示されたＦＩＱ
レジスタは安全ワールドでは必要でないと仮定する。従って、これらレジスタをディスエ
ーブルし、これらレジスタを安全ドメインに切り換える必要はなく、これらレジスタのコ
ンテンツをセーブする必要もない。
【０１９４】
　レジスタをディスエーブルすることはいくつかの方法で行うことができる。１つの方法
は、これらレジスタを使用するモードをロックアウトすることである。モードをディスエ
ーブルすることを表示する制御ビットをＣＰ１５レジスタに書き込むことによってこれを
行う。
【０１９５】
　これとは異なり、ＣＰ１５レジスタに再び制御ビットを書き込むことにより、命令に基
づく方法によって命令時にレジスタへのアクセスをディスエーブルしてもよい。ＣＰ１５
レジスタに書き込まれるビットはモードではなくレジスタに明示的に関係しているので、
モードはディスエーブルされず、このモードはディスエーブルされず、このレジスタへの
アクセスがディスエーブルされる。
【０１９６】
　ＦＩＱレジスタは高速インターラプトに関連するデータを記憶する。ＦＩＱレジスタが
ディスエーブルされ、高速インターラプトが生じた場合、プロセッサはモニタでの例外を
表示する信号を発生する。この例外に応答し、モニタモードは１つのドメインに関連し、
前記ディスエーブルされたレジスタ内に記憶されていたデータ値をセーブし、他方のドメ
インに関連した新しいデータ値をディスエーブルされたレジスタにロードし、ＦＩＱモー
ドレジスタを再イネーブルする。
【０１９７】
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　プロセッサはドメインを切り換える際にモニタモードですべてのバンクレジスタをディ
スエーブルするようにプロセッサを構成できる。これとは異なり、ドメインを切り換える
際に共用レジスタの所定のレジスタをディスエーブルし、他方をプログラマーの選択によ
ってディスエーブルしてもよいという点で、レジスタのディスエーブル化を選択的とする
ことができる。
【０１９８】
　モニタモードでドメインを切り換える際に、１つ以上の共用レジスタをディスエーブル
し、１つ以上の他方の共用レジスタが一方のドメインを出るときにセーブされたデータを
有し、他方のドメインにロードされた新しいデータを有するようにプロセッサを構成して
もよい。新しいデータをゼロデータとすることができる。
【０１９９】
　図２４は従来のＡＲＭコアに安全処理オプションを追加する原理を略図で示す。この図
は現在あるコアに安全処理オプションを追加することにより、安全処理オプションを含む
プロセッサをどのように形成できるかを略図で示している。現在存在する遺産オペレーテ
ィングシステムと後方コンパーチブルとすべき場合、プロセッサの従来の非安全部分で作
動する遺産システムが直観的に考えられる。しかしながら、この図の下方部分に略で示し
、更に下記で詳細に説明するように、実際には遺産システムが作動するのはシステムの安
全部分内である。
【０２００】
　図２５は安全および非安全ドメインを有するプロセッサを示し、更にリセットを示し、
図２と同様な図となっている。図２は安全ドメインでの処理を制御する安全ＯＳシステム
および非安全ドメインでの処理を制御する非安全ＯＳシステムにより、セキュリティ機密
タイプのオペレーションを作動させるようになっているプロセッサを示す。しかしながら
、このプロセッサは従来の遺産オペレーティングシステムに後方コンパーチブルでもある
ので、プロセッサは遺産オペレーティングシステムを使ってセキュリティに機密でないよ
うに作動し得る。
【０２０１】
　図２５に示されるように、リセットは安全ドメイン内にあり、ここではＳビットまたは
セキュリティステータスフラグセットによりどんなタイプのオペレーションのリセットも
生じる。セキュリティ非機密タイプのオペレーションの場合、安全ドメインでリセットが
生じ、処理は安全ドメイン内で続く。しかしながら、処理を制御する遺産オペレーティン
グシステムはシステムのセキュリティの特徴については知らない。
【０２０２】
　図２５に示されるように、処理を安全機密状態とすべきか、または実際に安全に非機密
状態とするのかに応じて、安全スーパーバイザーモード内での処理をスタートさせるアド
レスを設定するようにリセットが行われる。一旦リセットが行われると、次にブートまた
は再ブート手順内に存在する追加タスクが実行される。このブート手順については後述す
る。
【０２０３】
　ブート手順
　ブート手順は次の特徴を尊重しなければならない。
　　－遺産ＯＳとのコンパチビリティを維持すること。
　　－システムのセキュリティを保証するように、最も特権性のあるモードでブートする
こと。この結果、カーボンコアは安全スーパーバイザーモードでブートすることになる。
　次に、異なるシステムは次のようになる。
　　－遺産ＯＳを作動させたいシステムに対してはＳビットを考慮せず、コアはスーパー
バイザーモードでブートする
　　－カーボンの特性を使用したいシステムに対しては（潜在的にモニタモードにスワッ
プした後に）コアはシステム内のすべての安全保護を構成できるようにしなければならな
い安全特権モードでブートする。
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【０２０４】
　上記ブート手順の詳細に関し、本発明の実施例のプロセッサはすべてのケースにおいて
安全スーパーバイザーモードで処理をスタートするようにプロセッサをリセットする。セ
キュリティに機密でないタイプのオペレーションの場合、Ｓビットがセットされているの
で（しかしながらオペレーティングシステムはこのことを知らない）セキュリティはここ
では問題ではないが、オペレーティングシステムは実際には安全ドメインで作動中である
。このことには、非安全ドメインからアクセスできないメモリ部分はこの状況ではアクセ
ス可能であるという利点がある。
【０２０５】
　セキュリティに機密であるシステムはシステムのセキュリティを保証するのに役立つの
で、すべてのケースにおいて安全スーパーバイザーモードでブートすることはセキュリテ
ィに機密なシステムでも有利である。安全機密システムでは、ブート時に提供されるアド
レスは安全スーパーバイザーモードでブートプログラムを記憶した場所をポイントするの
で、システムを安全システムとして構成し、モニタモードへの切り換えを可能にする。一
般に安全スーパーバイザーモードからモニタモードへの切り換えが認められ、この切り換
えはモニタモードコンフィギュレーションを初期化するよう、適当な時間の安全システム
がモニタモードでの処理をスタートできるようにする。
【０２０６】
　図２６はステップ１において非安全スレッドＮＳＡが非安全オペレーティングシステム
によって実行されることを示す。ステップ２において、非安全スレッドＮＳＡはモニタモ
ードを介して安全ドメインをコールし、ステップ３においてモニタモードプログラムを作
動させる。モニタモードプログラムはＳビットを変更し、ドメインを切り換え、ステップ
５で安全オペレーティングシステムに移る前に必要なコンテクストのセーブおよびコンテ
クストのリストアを行う。次にステップ６においてインターラプトＩＲＱを受ける前に、
対応する安全スレッドＳＡを実行する。ステップ７でインターラプト取り扱いハードウェ
アがモニタモードへのリターンをトリガーし、ここでインターラプトを安全オペレーティ
ングシステムで取り扱うのか、または非安全オペレーティングシステムで取り扱うのかが
判断される。この場合、インターラプトはステップ９でスタートする非安全オペレーティ
ングシステムによって取り扱われる。このインターラプトが非安全オペレーティングシス
テムによって取り扱われると、ステップ１１において通常のスレッド切り換え動作の前に
非安全スレッドＮＳＡは非安全オペレーティングシステムにおける現在のタスクとしてレ
ジュームされる。このスレッドの切り換えはタイミングイベントまたは同等なものの結果
とすることができる。ステップ１２では、非安全オペレーティングシステムにより非安全
ドメインで異なるスレッドＮＳＢが実行され、次にステップ１４においてこのことは、モ
ニタドメイン／プログラムを介し、安全ドメインへのコールを行う。ステップ７における
モニタプログラムは安全スレッドが既に実行を終了しているので、または通常のリクエス
トが残っていることに起因し、安全オペレーティングシステムが残されているのではなく
、インターラプトの結果として最後にサスペンドされたことを表示するためのフラグを記
憶しており、他の一部の手順を使用する。従って、安全オペレーティングシステムはイン
ターラプトによってサスペンドされたのでステップ１５におけるモニタプログラムはリタ
ーンスレッドＩＤ（例えば非安全スレッドＮＳＢがリクエストしたような安全オペレーテ
ィングシステムによってスタートすべきスレッドの識別子だけでなく、その他のパラメー
タデータ）を指定する、ソフトウェア疑似インターラプトを使用する安全オペレーティン
グシステムに再進入する。ソフトウェア疑似インターラプトのこれらパラメータをレジス
タ値として送ることができる。
【０２０７】
　ソフトウェア疑似インターラプトはステップ１５において安全オペレーティングシステ
ムのリターンインターラプトハンドラールーチンをトリガーする。このリターンインター
ラプトハンドラールーチンはソフトウェア疑似インターラプトのリターンスレッドＩＤを
検査し、このＩＤがサスペンド前に安全オペレーティングシステムが実行され、最後にイ
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ンターラプトされた安全スレッドＳＡのスレッドＩＤと一致するかどうかを判断する。こ
の場合、一致せず、従ってステップ１６では安全オペレーティングシステムは安全スレッ
ドＳＡのコンテクストがセーブされた後に、非安全スレッドＮＳＢによって指定されたリ
ターンスレッドへのスレッドの切り換えを実行するようにトリガーされる。次に、必要な
ようにインターラプトされたポイントから後に安全スレッドＳＡを再スタートできる。
【０２０８】
　図２７は図２６に示された挙動の別の例のタイプを略図で示す。この例では、ＩＲＱを
取り扱うために非安全オペレーティングシステムの制御下で処理が続行される間、非安全
スレッドの切り換えはないので、安全オペレーティングシステムのリターンインターラプ
トハンドラーによりソフトウェア疑似インターラプトが受信されると、オペレーティング
システムはスレッドの切り換えは不要であると判断し、ステップ１５で安全スレッドＳＡ
をレジュームするだけである。
【０２０９】
　図２８はリターンスレッドハンドラーによって実行される処理を略図で示すフローチャ
ートである。ステップ４００２において、リターンスレッドハンドラーがスタートされる
。ステップ４００４において、ソフトウェア疑似インターラプトからのリターンスレッド
識別子が検査され、安全オペレーティングシステムがサスペンドされたときに、現在実行
中の安全スレッドと比較される。これらが一致した場合、処理はステップ４００６に進み
、ここで安全スレッドがレジュームされる。ステップ４００４での比較が一致していない
場合、処理はステップ４００８に進み、ここでステップ４０１０での新しい安全スレッド
への切り換えが行われる前に、（その後のレジュームのために）旧い安全スレッドのコン
テクストがセーブされる。新しいスレッドは既に途中にあるので、ステップ４０１０はレ
ジュームである。
【０２１０】
　図２９はスレーブ安全オペレーティングシステムがマスター非安全オペレーティングシ
ステムによって実行されるタスクの切り換えに従うことができるようにする処理を略図で
示す。マスター非安全オペレーティングシステムは他のオペレーティングシステムとその
アクティビティを伝え、コーディネートする手順を有しない遺産オペレーティングシステ
ムであり得るので、マスターとしてしか作動しない。図２９における初期進入ポイントで
は、非安全オペレーティングシステムは非安全スレッドＮＳＡを実行中である。この非安
全スレッドＮＳＡはソフトウェアのインターラプト、例えばＳＭＩコールを使って安全オ
ペレーティングシステムにより実行すべき安全スレッドへのコールを行う。このＳＭＩコ
ールはステップ２においてモニタモードで実行中のモニタプログラムに進み、ここでモニ
タプログラムはステップ４における安全オペレーティングシステムへコールを送る前に、
必要なコンテクストのセーブおよび切り換えを実行する。次に安全オペレーティングシス
テムは対応する安全スレッドＳＡをスタートさせる。この安全スレッドはモニタモードを
介し、タイマー事象の結果として非安全オペレーティングシステムへ制御をリターンでき
る。ステップ９において非安全スレッドＮＳＡが再び安全オペレーティングシステムに制
御を送るとき、このＮＳＡは元のソフトウェアインターラプトを再発生することによって
これを行う。ソフトウェアインターラプトはＮＳＡを識別する非安全スレッドＩＤ、アク
ティブにすべきターゲット安全スレッドの安全スレッドＩＤ、例えば安全スレッドＳＡを
識別するスレッドＩＤだけでなくその他のパラメータも含む。
【０２１１】
　ステップ９で発生したコールはモニタプログラムにより送られ、ステップ１２にて安全
オペレーティングシステムにより安全ドメイン内で受信されると、非安全オペレーティン
グシステムによるコンテクストの切り換えがあったかどうかの判断をするために非安全ス
レッドＩＤを検査できる。安全オペレーティングシステム下の正しいスレッドが新しいス
レッドとして再スタートされたか、またはスタートされたかを見るために、ターゲットス
レッドの安全スレッドＩＤを検査することもできる。図２９の例では、安全オペレーティ
ングシステムにより安全ドメイン内でスレッドの切り換えは不要とされる。
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【０２１２】
　図３０は図２９に類似するが、ステップ９において、非安全オペレーティングシステム
の制御下の非安全ドメイン内でスレッドの切り換えが行われる点が異なっている。従って
、ステップ１１において安全オペレーティングシステムに対し、ソフトウェアのインター
ラプトコールをするのは別の非安全スレッドＮＳＢである。ステップ１４では安全オペレ
ーティングシステムは非安全スレッドＮＳＢの異なるスレッドＩＤを認識し、よって安全
スレッドＳＡのコンテクストをセーブし、安全スレッドＳＢをスタートさせることに関係
するタスクの切り換えを行う。
【０２１３】
　図３１は安全オペレーティングシステムのスレッドをスタートさせるか、またはスレッ
ドをレジュームするためのコールとしてソフトウェアインターラプトを受信したときに安
全オペレーティングシステムが実行する処理を略図で示すフローチャートである。ステッ
プ４０１２ではコールが受信される。ステップ４０１４ではパラメータが安全オペレーテ
ィングシステムでの現在アクティブな安全スレッドに一致するかどうかを判断するように
、コールのパラメータが検査される。一致している場合、ステップ４０１６でこの安全ス
レッドを再スタートする。一致していなければ、ステップ４０１８に進み、ここで新しく
リクエストされたスレッドを利用できるかどうかの判断を行う。新たにリクエストされた
スレッドが安全オペレーティングシステムで実行中の他のあるスレッドによって既に使用
されている排他的リソースであるか、または排他的リソースを必要とするような理由によ
り、利用できないことがある。かかるケースでは、非安全オペレーティングシステムにリ
ターンされた適当なメッセージにより、ステップ４０２０でコールを拒否する。ステップ
４０１８における判断の結果が新しいスレッドを利用できるという判断である場合、処理
はステップ４０２２に進み、ここで後に起こり得るレジュームのために旧い安全スレッド
のコンテクストをセーブする。ステップ４０２４において、安全オペレーティングシステ
ムに対してなされたソフトウェアインターラプトコール内で指定された新しい安全スレッ
ドへの切り換えが行われる。
【０２１４】
　図３２は異なるインターラプトを有する多数のオペレーティングシステムを有するシス
テム内で取り扱いのインターラプトが異なるオペレーティングシステムによって処理され
ると、プライオリティの反転が生じ得るようなオペレーションを略図で示す。
【０２１５】
　この処理が安全スレッドＳＡを実行する安全オペレーティングシステムによりスタート
する。この処理は最初のインターラプトＩｎｔ１によりインターラプトされる。これはイ
ンターラプトを安全ドメイン内または非安全ドメイン内で処理すべきかどうかを判断する
のに、モニタモード内のモニタプログラムをトリガーする。この場合、インターラプトは
安全ドメイン内で処理すべきであり、処理は安全オペレーティングシステムに戻され、イ
ンターラプトＩｎｔ１のためのインターラプト取り扱いルーチンがスタートされる。Ｉｎ
ｔ１のためのインターラプト取り扱いルーチンの実行の途中において、より高いプライオ
リティを有する別のインターラプトＩｎｔ２が受信される。従って、Ｉｎｔ１のためのイ
ンターラプトハンドラーが停止され、インターラプト２を取り扱うべきかどうかの判断を
するのにモニタモード内のモニタプログラムが使用される。この場合、非安全オペレーテ
ィングシステムによりインターラプトＩｎｔ２を取り扱うべきであるので、制御は非安全
オペレーティングシステムへ送られ、Ｉｎｔ２のためのインターラプトハンドラーがスタ
ートされる。インターラプトＩｎｔ２のためのこのインターラプトハンドラーが完了する
と、非安全オペレーティングシステムは安全ドメイン内でサービスをサスペンドしたペン
ディング中のインターラプトＩｎｔ１があるかどうかを表示する情報を有していない。従
って、非安全オペレーティングシステムは別の処理、例えばタスクの切り換え、異なる非
安全スレッドＮＳＢのスタートを実行でき、他方、元のインターラプトＩｎｔ１はサービ
スされないままである。
【０２１６】
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　図３３は、図３２のオペレーションに関連する問題を回避できるようにする技術を示す
。インターラプトＩｎｔ１が生じると、モニタプログラムはこれを非安全ドメインへ送り
、ここでスタブインターラプトハンドラーがスタートされる。このスタブインターラプト
ハンドラーは比較的小さく、モニタモードを介して処理を安全ドメインに迅速に戻し、安
全ドメイン内のインターラプトＩｎｔ１のためのインターラプトハンドラーをトリガーす
る。このインターラプトＩｎｔ１は主に安全ドメイン内で処理され、非安全ドメイン内の
スタブインターラプトハンドラーの開始は安全ドメイン内でインターラプトがペンディン
グ中となっていることを非安全ドメインに表示するためのあるタイプのプレイスホルダと
見なすことができる。
【０２１７】
　インターラプトＩｎｔ１のための安全ドメイン内のインターラプトハンドラーは再び高
いプライオリティのＩｎｔ２を受ける。このことは前と同じように非安全ドメイン内のイ
ンターラプトＩｎｔ２のためのインターラプトハンドラーの実行をトリガーする。しかし
ながらこの場合、Ｉｎｔ２のためのそのインターラプトハンドラーが終了するとき、非安
全オペレーティングシステムはインターラプトＩｎｔ１のためのスタブインターラプトハ
ンドラーが未解決であることを示すデータを有するので、このスタブインターラプトハン
ドラーをレジュームする。このスタブインターラプトハンドラーはあたかも安全ドメイン
へコールバックしたポイントでサスペンドされたかのように見えるので、このコールは再
実行され、従って安全ドメインへの切り換えが行われる。一旦安全ドメインに戻ると、安
全ドメイン自身はインターラプトＩｎｔ１がサスペンドされたポイントにおいて、インタ
ーラプトＩｎｔ１のためのインターラプトハンドラーを再スタートできる。安全ドメイン
内でインターラプトＩｎｔ１のためのインターラプトハンドラーが完了すると、もともと
実行中の安全スレッドＳＡがレジュームされる前に非安全ドメイン内のスタブインターラ
プトハンドラーを閉じるよう、非安全ドメインに対するコールがなされる。
【０２１８】
　図３４は関連するプライオリティを有する異なるタイプのインターラプトおよびそれら
をどのように取り扱うことができるかを略図で示す。高いプライオリティのインターラプ
トは非安全ドメインによって取り扱われるより高いプライオリティのインターラプトがな
いことを条件に、純粋に安全なドメインのインターラプトハンドラーを使用して取り扱う
ことができる。その後のインターラプトよりも高いプライオリティを有し、非安全ドメイ
ン内で取り扱われるインターラプトがあった場合、すべてのより低いインターラプトを純
粋に安全ドメイン内で取り扱わなければならないか、またはこれらすべてのプライオリテ
ィの低いインターラプトは、図３３に示されるスタブインターラプトハンドラー技術を利
用しなければならず、よって安全ドメイン内で主な取り扱いが行われた場合でも非安全ド
メインはこれらインターラプトのトラックを維持できる。
【０２１９】
　前に述べたように、安全ドメインと非安全ドメインとの切り換えを実行するのにモニタ
モードが使用される。２つの異なるドメインの間でレジスタを共用する実施例では、これ
らレジスタ内のステートをメモリにセーブし、宛て先ドメインのための新しいステートを
メモリからこれらレジスタにロードしなければならない。２つのドメイン間では共用され
ないレジスタに関してはステートをセーブする必要はない。その理由は、これらレジスタ
には他のドメインからアクセスされることはなく、ステート間の切り換えは、安全ドメイ
ンと非安全ドメインの切り換えの直接の結果として実行される（すなわちＣＰ１５レジス
タのうちの１つに記憶されたＳビットの値は非共用レジスタのどれを使用するかを決定す
る）からである。
【０２２０】
　モニタモードの間で切り換えしなければならないステート部分はプロセッサによるメモ
リへのアクセスを制御するプロセッサコンフィギュレーションデータである。各ドメイン
内にはメモリの異なるビュー、例えば安全データを記憶するために安全メモリにアクセス
する安全ドメインがあり、この安全メモリは非共用ドメインからアクセスできないので、
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ドメイン間を切り換えるときにプロセッサコンフィギュレーションデータを変更しなけれ
ばならないことは明らかである。
【０２２１】
　図３５に示されるように、ＣＰ１５レジスタ３４内にはこのプロセッサコンフィギュレ
ーションデータが記憶され、一実施例ではドメインの間でこれらレジスタが共用される。
従って、安全ドメインと非安全ドメインとの間でモニタモードを切り換えるときには、そ
のときにＣＰ１５レジスタ３４内にあるプロセッサコンフィギュレーションデータをＣＰ
１５レジスタからメモリに切り換える必要があり、宛て先ドメインに関するプロセッサコ
ンフィギュレーションデータをＣＰ１５レジスタ３４にロードしなければならない。
【０２２２】
　ＣＰ１５レジスタ内のプロセッサコンフィギュレーションデータは一般にシステム内の
メモリへのアクセスに対して即座に生じる影響を及ぼすので、これら設定がモニタモード
で作動している間にプロセッサによって更新される際に、これら設定は即座に有効となる
ことは明らかである。しかしながら、このことは望ましくないことである。その理由はモ
ニタモード中のメモリへのアクセスを制御するプロセッサコンフィギュレーションデータ
のスタティックなセットをモニタモードが有することが望ましいからである。
【０２２３】
　従って、図３５に示されるように、本発明の一実施例では、プロセッサがモニタモード
で作動している間にＣＰ１５レジスタ３４内のプロセッサコンフィギュレーションデータ
を無効にするのに使用できるモニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデー
タ２０００が提供されている。図３５に示された実施例では、このことはマルチプレクサ
２０１０を設けることによって達成される。このマルチプレクサ２０１０はその入力端で
ＣＰ１５レジスタに記憶されたプロセッサコンフィギュレーションデータとモニタモード
固有のプロセッサコンフィギュレーションデータ２０００との双方を受信する。更にマル
チプレクサ２０１０はプロセッサが現在モニタモードで作動しているのかどうかを表示す
る制御信号をパス２０１５を通して受信する。プロセッサがモニタモードで作動していな
い場合、システムにはＣＰ１５レジスタ３４内のプロセッサコンフィギュレーションデー
タが出力されるが、プロセッサがモニタモードで作動している場合には代わりにマルチプ
レクサ２０１０はモニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータ２０００
を出力し、プロセッサがモニタモードで作動している間にプロセッサコンフィギュレーシ
ョンデータの一貫したセットを適用することを保証する。
【０２２４】
　モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータはシステム内でハードコ
ピーでき、このデータを操作できないように保証できる。しかしながら、安全な特権モー
ドで作動中にモニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータをプロセッサ
によってしか改変できないことを条件に、セキュリティを妥協することなく、モニタモー
ド固有のプロセッサコンフィギュレーションデータ２０００をプログラマブルにすること
が可能である。このことは、モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデー
タの設定に関するある程度のフレキシビリティを認めるものである。モニタモード固有の
プロセッサコンフィギュレーションデータがプログラマブルであるようになっている場合
、そのコンフィギュレーションデータをシステム内、例えばＣＰ１５レジスタ３４内の別
個のセットのレジスタ内の適当な場所に記憶できる。
【０２２５】
　一般にモニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータはモニタモードで
プロセッサを作動させるための極めて安全な環境を提供するように設定される。従って、
上記実施例ではモニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータはプロセッ
サがモニタモードで作動している間、メモリ管理ユニット３０をディスエーブルするよう
に指定でき、よってそうしなければメモリ管理ユニットによって適用され得る仮想－物理
アドレス変換をディスエーブルする。かかる状況ではプロセッサは常に、メモリアクセス
リクエストを発生するとき、例えばフラットマッピングを使用するときに直接物理アドレ
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スを発生するようになる。このことは、仮想－物理アドレスマッピングに対して不正操作
がなされたかどうかに拘わらず、モニタモードで作動中にプロセッサは信頼できる状態で
メモリにアクセスできることを保証するものである。
【０２２６】
　モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータはプロセッサがモニタモ
ードで作動中にプロセッサが安全データにアクセスすることを認めることも一般に指定す
る。このことはドメインステータスビットの形態をとるメモリ許可データによって指定す
ることが好ましい。このドメインステータスビットは安全プロセッサコンフィギュレーシ
ョンデータ内の対応するドメインステータスビット（Ｓビット）に対して指定される同じ
値を有する。従って、ＣＰ１５レジスタ内に記憶されるドメインステータスビットの実際
の値に拘わらず、その値はモニタモードが安全データにアクセスすることを保証するよう
、モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータによって指定されるドメ
インステータスビットによって無効状態となる。
【０２２７】
　モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータはメモリの一部へのアク
セスを制御するのに使用される別のデータも指定できる。例えばモニタモード固有のプロ
セッサコンフィギュレーションデータはプロセッサがモニタモードで作動している間、デ
ータにアクセスするのにキャッシュ３８を使用すべきでないことを指定できる。
【０２２８】
　上記実施例では、プロセッサコンフィギュレーションデータを含むＣＰ１５レジスタの
すべてがドメイン間で共用されると仮定している。しかしながら別の実施例では、例えば
プロセッサコンフィギュレーションデータの特定のアイテムを記憶するために２つのレジ
スタが設けられるよう、多数のＣＰ１５レジスタがバンク状となる。すなわち、一方のレ
ジスタには非安全ドメイン内でアクセスでき、このレジスタは非安全ドメインのためのプ
ロセッサコンフィギュレーションデータのそのアイテムの値を含み、他方のレジスタには
安全ドメイン内でアクセスでき、このレジスタは安全ドメインのためのプロセッサコンフ
ィギュレーションデータのそのアイテムの値を含む。
【０２２９】
　バンク状とされないＣＰ１５レジスタはＳビットを含むレジスタであるが、基本的には
他のＣＰ１５レジスタのいずれも、所望すればバンク状とすることができる。かかる実施
例では、モニタモードによるプロセッサコンフィギュレーションの切り換えは共用されて
いるレジスタ内にそのときにあるプロセッサコンフィギュレーションデータを、共用され
ているＣＰ１５レジスタからメモリに切り換え、共用されているＣＰ１５レジスタに宛て
先ドメインに関係するプロセッサコンフィギュレーションデータをロードしなければなら
ない。バンク状レジスタに対してはプロセッサコンフィギュレーションデータをメモリに
記憶させる必要はなく、その代わり、対応する共用ＣＰ１５レジスタ内に記憶されている
Ｓビットの値を変える結果として自動的に切り換えが行われる。
【０２３０】
　前に述べたように、モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータは対
応するＣＰ１５レジスタ内に記憶されているビットを無効にし、安全ドメインで使用され
たドメインステータスビットに対して使用されたビットと同じ値（すなわち上記実施例で
は１のＳビット値）を有するドメインステータスビットを含む。多数のＣＰ１５レジスタ
がバンク状となっていう場合、このことは図１５内のモニタモード固有のプロセッサコン
フィギュレーションデータ２００の少なくとも一部をバンク状レジスタ内に記憶された安
全プロセッサコンフィギュレーションデータから誘導できることを意味する。その理由は
、レジスタのコンテンツは切り換えプロセッサ中にメモリに書き込まれることはないから
である。
【０２３１】
　従って、一例としてモニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータはモ
ニタモードでないときに使用したステータスビットを無効にするよう、ドメインステータ
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スビットを指定し、好ましい実施例では、このステータスビットは安全ドメインで使用さ
れたビットと同じ値を有するので、このことはバンク状ＣＰ１５レジスタのどれにアクセ
スできるようにするかを選択するロジックが安全バンク状ＣＰ１５レジスタへアクセスで
きるようにすることを意味する。モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーション
データの対応する部分として、モニタモードがこの安全プロセッサコンフィギュレーショ
ンデータを使用できるようにすることにより、ソースの節約を実行できる。その理由は、
モニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデータのアイテムに対してレジス
タの別個のセットを設ける必要がなくなるからである。
【０２３２】
　図３６は、１つのドメインと別のドメインとの間の切り換えが必要なときにプロセッサ
コンフィギュレーションを切り換えるのに実行されるステップを示すフローチャートであ
る。前に述べたようにドメイン間の切り換えを起こすためにＳＭＩ命令が発せられる。従
って、ステップ２０２においてＳＭＩ命令の発生が待たれる。ＳＭＩ命令が受信されると
、プロセッサはステップ２０３０へ進み、プロセッサはモニタモードでのモニタプログラ
ムの実行を開始する。このことはマルチプレクサ２０１０へパス２０１５上の制御信号が
入力される結果、モニタプログラム固有のプロセッサコンフィギュレーションデータが使
用され、マルチプレクサがそのモニタモード固有のプロセッサコンフィギュレーションデ
ータを切り換える。前に述べたように、これはデータの内蔵されたセットでもよいし、ま
たはそのデータの所定の部分をバンク状レジスタ内に記憶された安全プロセッサコンフィ
ギュレーションデータから誘導してもよい。
【０２３３】
　その後、ステップ２０４０においてドメインから現在のステートがセーブされ、ＳＭＩ
命令をメモリに発生する。このことは、そのドメインに対応するプロセッサコンフィギュ
レーションデータのステートを共用されているＣＰ１５レジスタからセーブすることを含
む。一般にかかるステートの記憶をするためのメモリセットの一部が設けられる。次にス
テップ２０５０にて、宛て先ドメインのための対応するステートを含むメモリ部分をポイ
ントするように、ステートポインタが切り換えられる。従って、一般にステート情報を記
憶するためにメモリの２つの部分が割り当てられる。１つの部分は非安全ドメインのため
のステートを記憶するために割り当てられ、他方は、安全ドメインのためのステートを記
憶するために割り当てられるものである。
【０２３４】
　ステップ２０５０において、ステートポインタが一旦割り当てられると、ステートポイ
ンタによってそのときポイントされているステートがステップ２０６０にて対応する共用
ＣＰ１５レジスタにロードされる。このロードは宛て先ドメインのためのコンフィギュレ
ーションデータを対応するプロセッサにロードすることを含む。その後、ステップ２０７
０にてモニタモードと同じようにモニタプログラムから出て、プロセッサは宛て先ドメイ
ン内の必要なモードに切り換わる。
【０２３５】
　図３７は本発明の一実施例のメモリ管理ロジック３０の作動をより詳細に示す。メモリ
管理ロジックはメモリ管理ユニット（ＭＭＵ）２００と、メモリ保護ユニット（ＭＰＵ）
２２０とから成る。仮想アドレスを指定するコア１０によって発生されるメモリアクセス
のリクエストはパス２３４を通してＭＭＵ２００へ送られる。ＭＭＵ２００は所定のアク
セス制御機能、より詳細には仮想アドレスに対応する物理アドレスを決定するための役割
およびアクセス許可権利を決定し、領域属性を決定する役割を果たす。
【０２３６】
　データ処理装置のメモリシステムは安全メモリと、非安全メモリとから成り、安全メモ
リはそのコアまたは他のデバイスが安全作動モードで作動中、従って安全ドメイン内で作
動中に、コア１０または１つ以上のその他のマスターデバイスにしかアクセスできないよ
うになっている安全データを記憶するのに使用される。
【０２３７】
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　図３７に示される本発明の一実施例では、コア１０上で非安全モードで作動するアプリ
ケーションによる安全メモリ内の安全データへのアクセスの試みのポリシングをＭＰＵ２
２０内のパーティションチェッカー２２２によって実行する。ＭＰＵ２２０は安全オペレ
ーティングシステムによって管理され、本明細書では安全カーネルとも称す。
【０２３８】
　本発明の好ましい実施例によれば非安全メモリ内、例えば外部メモリ５６の非安全メモ
リ部分内には非安全ページテーブル５８が設けられ、そのページテーブル内に定められた
多数の非安全メモリ領域の各々のための対応するデスクリプタを記憶するのに使用される
。このデスクリプタは情報を含み、この情報からＭＭＵ２００が所定のアクセス制御機能
を実行できるようにするのに必要なアクセス制御情報をＭＭＵが誘導でき、従って図３７
を参照して説明した実施例では、このデスクリプタは仮想－物理アドレスマッピング、ア
クセス許可権利および領域属性に関する情報を提供する。
【０２３９】
　更に本発明の好ましい実施例によれば、メモリシステムの安全メモリ内、例えば外部メ
モリ５６の安全部分内には、少なくとも１つの安全ページテーブル５８が設けられ、再び
このページテーブルはテーブル内に定められた多数のメモリ領域のための関連するデスク
リプタを提供する。プロセッサが非安全モードで作動しているときには、メモリアクセス
を管理する際に使用するための適当なデスクリプタを得るために非安全ページテーブルが
参照されるが、プロセッサが安全モードで作動しているときは安全ページテーブルからの
デスクリプタが使用される。
【０２４０】
　適当なページテーブルからＭＭＵへのデスクリプタの検索は次のように進む。コア１０
が発生したメモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定した場合、多数の仮想アドレ
ス部分の１つに対し、適当なページテーブルから得られた対応する物理アドレス部分を記
憶するマイクロＴＬＢ２０６内でルックアップが実行される。従って、マイクロＴＬＢ２
０６は仮想アドレスの所定部分とマイクロＴＬＢ内に記憶された対応する仮想アドレス部
分とを比較し、一致しているかどうかを判断する。比較された部分は一般に仮想アドレス
の最大位ビットの所定の数となる。このビット数はページテーブル５８内の粒度（ｇｒａ
ｎａｌａｒｉｔｙ）に応じてきまる。マイクロＴＬＢ２０６は比較的少数のエントリー、
例えば８個のエントリーしか含まないので、マイクロＴＬＢ２０６内で実行されるルック
アップは一般に比較的迅速である。
【０２４１】
　マイクロＴＬＢ２０６内で一致が見いだされなかった場合、メモリアクセスリクエスト
はパス２４２を通してメインＴＬＢ２０８へ送られる。このＴＬＢ２０８はページテーブ
ルから得られた多数のデスクリプタを含む。後により詳細に説明するように、非安全ペー
ジテーブルと安全ページテーブルの双方からのデスクリプタがメインＴＬＢ２０８内に共
存でき、メインＴＬＢ内の各エントリーは対応するフラグ（本明細書ではドメインフラグ
と称する）を有する。このフラグはそのエントリー内の対応するデスクリプタが安全ペー
ジテーブルから得られたものであるか、または非安全ページテーブルから得られたもので
あるかを表示するように設定可能である。すべての安全作動モードがメモリアクセスリク
エスト内の物理アドレスを直接指定する実施例では、メインＴＬＢは非安全デスクリプタ
しか記憶しないので、メインＴＬＢ内にかかるフラグは不要であることが理解できよう。
【０２４２】
　メインＴＬＢ２０８内ではメモリアクセスリクエスト内で発行された仮想アドレスの対
応する部分が特定の作動モードに対応するメインＴＬＢ２０８内のデスクリプタに関連す
る仮想アドレス部分のいずれかに対応するかどうかを判断するために、同様なルックアッ
ププロセスが実行される。従って、コア１０が非安全モードで作動している場合、非安全
ページテーブルから得られたメインＴＬＢ２０８内のデスクリプタしかチェックしないが
、他方、コア１０が安全モードで作動している場合、安全ページテーブルから得られたメ
インＴＬＢ内のデスクリプタしかチェックしない。
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【０２４３】
　チェックプロセスの結果としてメインＴＬＢ内で一致があった場合、対応するデスクリ
プタからアクセス制御情報を抽出し、これをパス２４２を通して送り戻す。特にデスクリ
プタの仮想アドレス部分および対応する物理アドレス物理をパス２４２を通してマイクロ
ＴＬＢ２０６へ送り、このマイクロＴＬＢ内のエントリー内に記憶する。アクセス許可ロ
ジック２０２へはアクセス許可権利がロードされ、領域属性ロジック２０４内には領域属
性がロードされる。マイクロＴＬＢに対してアクセス許可ロジック２０２と領域属性ロジ
ック２０４とは別個にしてもよいし、またはマイクロＴＬＢ内に組み込んでもよい。
【０２４４】
　このポイントでは、マイクロＴＬＢ２０６内には一致があるので、ＭＭＵ２００はメモ
リアクセスリクエストを処理できる。従って、マイクロＴＬＢ２０６は物理アドレスを発
生し、この物理アドレスはパス２３８を通して対応するメモリへルーティングするための
システムバス４０へ出力できる。ルーティング先のメモリはオンチップメモリ、例えばＴ
ＣＭ３６、キャッシュ３８など、または外部バスインターフェース４２を介してアクセス
できる外部メモリユニットの１つである。同時に、アクセス許可ロジック２０２はメモリ
アクセスを認めるかどうかを判断し、現在の作動モードで、指定されたメモリロケーショ
ンへコアがアクセスすることを許可しないと判断した場合、バス２３０を通してコア１０
へアボート信号を発生する。例えばコアがスーパーバイザーモードで作動しているときに
、安全メモリ内、または非安全メモリ内のいずれかにあるメモリの所定の部分をコアによ
ってしかアクセスできないものとして指定することができ、従って、例えばユーザーモー
ドにあるときにコア１０がかかるメモリロケーションへのアクセスを求めた場合、コア１
０がそのときに適当なアクセス権を有していないことをアクセス許可ロジック２０２が検
出し、パス２３０を通してアボート信号を発生する。このことはメモリアクセスをアボー
トさせる。最終的に、領域属性ロジック２０４は特定のメモリアクセスのための領域属性
、例えばアクセスがキャッシュ可能であるか、バッファ可能であるかを判断し、パス２３
２を通してかかる信号を発生し、ここでかかる信号はメモリアクセスリクエストの対象で
あるデータを、例えばキャッシュ３８内でキャッシュできるかどうか、書き込みアクセス
の場合、書き込みデータをバッファ化できるかどうかを判断するのに使用される。
【０２４５】
　メインＴＬＢ２０８内で一致がなかった場合、対応するページテーブル５８にアクセス
するのに変換テーブルウォークロジック２１０が使用され、パス２４８を通して、必要と
されるデスクリプタを検索し、次にパス２４６を通してメインＴＬＢ２０８へそのデスク
リプタを送り、このメインＴＬＢへ記憶する。非安全ページテーブルおよび安全ページテ
ーブルの双方のためのベースアドレスはＣＰ１５　３４のレジスタ内に記憶され、プロセ
ッサコアが作動しているそのときのドメイン、すなわち安全ドメインまたは非安全ドメイ
ンもＣＰ１５のレジスタ内でセットされ、そのドメインのステータスレジスタは非安全ド
メインと安全ドメインとの間の切り換えが行われるときにモニタモードでセットされる。
本明細書では、ドメインステータスレジスタのコンテンツをドメインビットと称す。従っ
て、変換テーブルウォークプロセスを実行しなければならない場合、変換テーブルウォー
クロジック２１０はどのドメインでコア１０が作動しているか、従って、対抗するテーブ
ルにアクセスするのにどのベースアドレスを使用するかについて知る。次に、仮想アドレ
スは適当なページテーブル内の適当なエントリーにアクセスし、必要なデスクリプタを得
るためのベースアドレスに対するオフセットとして使用される。
【０２４６】
　デスクリプタが変換テーブルウォークロジック２１０によって検索され、そのデスクリ
プタがメインＴＬＢ２０８に入れられると、メインＴＬＢ内で一致が得られ、アクセス制
御情報を検索し、これをマイクロＴＬＢ２０６、アクセス許可ロジック２０２および論理
属性ロジック２０４内に記憶するのに、前に説明したプロセスが呼び出される。次に、Ｍ
ＭＵ２００によりメモリアクセスを作動させることができる。
【０２４７】
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　先に述べたように、好ましい実施例ではメインＴＬＢ２０８は安全ページテーブルおよ
び非安全ページテーブルの双方からのデスクリプタを記憶できるが、一旦マイクロＴＬＢ
２０６内に適当な情報が記憶されると、メモリアクセスリクエストはＭＭＵ２００によっ
てしか処理されない。好ましい実施例では、メインＴＬＢ２０８とマイクロＴＬＢ２０６
との間の情報の転送はＭＰＵ２２０内に設けられたパーティションチェッカー２２２によ
ってモニタされ、コア１０が非安全モードで作動中にメインＴＬＢ２０８内のデスクリプ
タからのアクセス制御情報がマイクロＴＬＢ２０６内に転送された場合、安全メモリ内に
ある物理アドレスを発生させる場合にこのようなアクセス制御情報はマイクロＴＬＢ２０
６へ転送されない。
【０２４８】
　安全メモリと非安全メモリとの間の区分を定義するパーティション情報をＣＰ１５　３
４のレジスタ内にセットできるメモリ保護ユニットが安全オペレーティングシステムによ
り管理される。次に、パーティションチェッカー２２２はこのパーティション情報を参照
し、非安全モードにあるコア１０による安全メモリへのアクセスを認めるマイクロＴＬＢ
２０６へのアクセス制御情報を転送するかどうかを判断することができる。より詳細には
、好ましい実施例ではコア１０がＣＰ１５ドメインステータスレジスタ内のモニタモード
によって設定されるドメインビットにより表示されるように、コア１０が非安全作動モー
ドで作動しているときには、パーティションチェッカー２２２はメインＴＬＢ２０８から
マイクロＴＬＢ２０６へ検索しようとする物理アドレス部分をパス２４４を介してモニタ
し、かつ物理アドレス部分に基づき、仮想アドレスに対して発生される物理アドレスが安
全メモリ内にあるかどうかを判断するようになっている。かかる状況では、パーティショ
ンチェッカー２２２はパス２３０を通してコア１０へアボート信号を発生し、メモリアク
セスが生じるのを防止する。
【０２４９】
　更にパーティションチェッカー２２２は実際に物理アドレス部分がマイクロＴＬＢ２０
６に記憶されるのを防止するようにでき、またはこれとは異なり、物理アドレス部分をマ
イクロＴＬＢ２０６に記憶してもよいことが理解できよう。しかしながら、アボートプロ
セスの一部は、例えばマイクロＴＬＢ２０６をフラッシュすることによりマイクロＴＬＢ
２０６からその不正確な物理アドレス部分を除くことである。
【０２５０】
　コア１０がモニタモードを介し、非安全作動モードと安全作動モードとの間で切り換わ
るときはいつも、モニタモードはＣＰ１５ドメインステータスレジスタ内のドメインビッ
トの値を変更し、プロセッサの作動が変化しているドメインを表示する。ドメイン間での
転送プロセスの一部として、マイクロＴＬＢ２０６をフラッシュし、従って安全ドメイン
と非安全ドメインとの切り換えに従う第１メモリアクセスはマイクロＴＬＢ２０６内に不
一致を発生し、メインＴＬＢ２０８から直接、または適当なページテーブルからの適当な
デスクリプタを検索することにより、検索すべきアクセス情報を必要とする。
【０２５１】
　コアが非安全ドメインで作動中に安全メモリへのアクセスを可能にするアクセス制御情
報をマイクロＴＬＢ２０６で検索しようとする試みがなされる場合、メモリアクセスのア
ボートを発生することをチェッカー２２２が保証することを、上記アプローチにより理解
できよう。
【０２５２】
　プロセッサコア１０が任意の作動モードにあるとき、メモリアクセスリクエストが直接
物理アドレスを指定するようになっている場合、その作動モードにおいてＭＭＵ２００が
ディスエーブルされ、物理アドレスがパス２３６を通してＭＰＵ２２０へ送られる。安全
作動モードではアクセス許可ロジック２２４および領域属性ロジック２２６はＣＰ１５　
３４内のパーティション情報レジスタ内の対応する領域に対して識別された領域属性およ
びアクセス許可権利に基づき、必要なアクセスの許可および領域属性分析を実行する。ア
クセスされる安全メモリロケーションが所定作動モード、例えば安全特権モードでしかア
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クセスできない安全メモリの一部内にある場合、別の作動モード、例えば安全ユーザーモ
ードになっているコアによるアクセスの試みは、かかる状況においてＭＭＵのアクセス許
可ロジック２０２がアボートを発生したのと同じように、アクセス許可ロジック２２４に
パス２３０を通してコアにアボートを発生させる。同様に、領域属性ロジック２２６はＭ
ＭＵの領域属性ロジック２０４が仮想アドレスにより指定されたメモリアクセスリクエス
トに対して信号を発生したのと同じように、キャッシュ可能で、かつバッファ可能な信号
を発生する。アクセスが許可されたと仮定した場合、アクセスリクエストがパス２４０を
通してシステムバス４０まで進み、このバスから適当なメモリユニットへルーティングさ
れる。
【０２５３】
　アクセスリクエストが物理アドレスを指定する非安全アクセスを行うために、パス２３
６を介し、パーティションチェッカー２２２へアクセスがルーティングされ、パーティシ
ョンチェッカー２２２はＣＰ１５レジスタ３４内のパーティション情報を参照し、パーテ
ィションのチェックを実行し、物理アドレスが安全メモリ内のロケーションを指定したか
どうかを判断し、指定したと判断した場合、再びパス２３０を通してアボート信号が発生
される。
【０２５４】
　次に図３９および４０のフローチャートを参照し、メモリ管理ロジックの上記処理につ
いて説明する。図３９はコア１０で作動しているプログラムがステップ３００によって表
示されるように、仮想アドレスを発生する状況を示す。モニタモードによってセットされ
るＣＰ１５ドメインステータスレジスタ３４内の適当なドメインビットは、コアが安全ド
メイン内で現在作動中であるか、非安全ドメイン内で作動中であるかを表示する。コアが
安全ドメイン内で作動している場合、プロセスはステップ３０２へ分岐し、ここで仮想ア
ドレスの対応する部分とマイクロＴＬＢ内の仮想アドレス部分の１つとが一致するかどう
かを見るために、マイクロＴＬＢ２０６内でルックアップが実行される。ステップ３０２
で一致した場合、プロセスはステップ３１２へ直接分岐し、ここでアクセス許可ロジック
２０２は必要なアクセス許可分析を実行する。ステップ３１４において、アクセス許可違
反があったかどうかが判断され、違反があった場合、プロセスはステップ３１６に進み、
ここでアクセス許可ロジック２０２はパス２３０を通してアボートを発生する。違反がな
ければ、すなわちかかるアクセス許可違反がない場合、プロセスはステップ３１４からス
テップ３１８へ進み、ここでメモリアクセスが進む。特に領域属性ロジック２０４はパス
２３２を通して必要なキャッシュ可能、かつバッファ可能な属性を出力し、マイクロＴＬ
Ｂ２０６は前に説明したようにパス２３８を通して物理アドレスを発生する。
【０２５５】
　ステップ３０２において、マイクロＴＬＢ内で一致がある場合、ステップ３０４にてメ
インＴＬＢ２０８内でルックアッププロセスが実行され、メインＴＬＢ内に必要な安全デ
スクリプタが存在するかどうかを判断する。存在しない場合、ステップ３０６でページテ
ーブルウォークプロセスが実行され、変換テーブルウォークロジック２１０は図３７を参
照して前に説明したように、安全ページテーブルから必要なデスクリプタを入手する。次
にプロセスがステップ３０８へ進むか、またはメインＴＬＢ２０８内に既に安全デスクリ
プタがある場合、ステップ３０４からステップ２０８へ直接進む。
【０２５６】
　ステップ３０８において、メインＴＬＢが有効なタブの付いた安全デスクリプタを含む
と判断され、従ってプロセスはステップ３１０まで進み、ここでマイクロＴＬＢに物理ア
ドレス部分を含むデスクリプタのサブ部分がロードされる。コア１０はそのときに安全モ
ードで作動中であるので、パーティションチェック機能を実行するのにパーティションチ
ェッカー２２２は必要とされない。
【０２５７】
　次にプロセスはステップ３１２に進み、ここで残りのメモリアクセスが上記のように進
行する。
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【０２５８】
　非安全メモリアクセスの場合、プロセスはステップ３００から３２０へ進み、ここで非
安全デスクリプタからの対応する物理アドレス部分が存在するかどうかを判断するための
ルックアッププロセスがマイクロＴＬＢ２０６で実行される。存在する場合、プロセスは
直接ステップ３３６に分岐し、ここでアクセス許可ロジック２０２によりアクセス許可権
がチェックされる。このポイントでは、適当な物理アドレス部分がマイクロＴＬＢ内に存
在する場合、パーティションチェッカー２２２はマイクロＴＬＢ内に情報が記憶される前
にこの情報を有効に規制するので、セキュリティ違反がないと見なし、よってマイクロＴ
ＬＢ内にこの情報がある場合、適当な非安全情報であると判断することに注目することが
重要である。ステップ３３６にて、アクセス許可がチェックされた場合、プロセスはステ
ップ３３８に進み、ここで違反があるかどうかが判断され、違反がある場合、ステップ３
１６でアクセス許可フォールト（ｆａｕｌｔ）アボートが発生される。違反がない場合、
プロセスはステップ３１８に進み、上記のように残りのメモリアクセスが実行される。
【０２５９】
　ステップ３２０において、マイクロＴＬＢ内に一致が発見されない場合、プロセスはス
テップ３２２に進み、ここで対抗する非安全デスクリプタが存在するかどうかを判断する
ためのルックアッププロセスがメインＴＬＢ２０８内で実行される。デスクリプタが存在
しない場合、変換テーブルウォークロジック２１０によりステップ３２４でページテーブ
ルウォークプロセスが実行され、非安全ページテーブルからの必要な非安全デスクリプタ
をメインＴＬＢ２０８へ検索する。次にプロセスはステップ３２６に進むか、またはステ
ップ３２２内でメインＴＬＢ２０８内の一致が生じた場合にはステップ３２２から直接ス
テップ３２６へ進む。ステップ３２６ではメインＴＬＢが当該仮想アドレスに対する有効
なタグ付き非安全デスクリプタを含むと判断され、ステップ３２８においてパーティショ
ンチェッカー２２２は（デスクリプタ内の物理アドレス部分を仮定した場合）メモリアク
セスリクエストの仮想アドレスから発生される物理アドレスが非安全メモリ内のロケーシ
ョンをポイントしていることをチェックする。ポイントしていない場合、すなわち物理ア
ドレスが安全メモリ内のロケーションをポイントしている場合、ステップ３３０にてセキ
ュリティの違反があると判断され、プロセスはステップ３３２に進み、ここでパーティシ
ョンチェッカー２２２により安全／非安全フォールトアボートが発生される。
【０２６０】
　しかしながら、パーティションチェッカーロジック２２２がセキュリティの違反がない
と判断した場合、プロセスはステップ３３４へ進み、ここで物理アドレス部分を含む対応
するデスクリプタのサブ部分がマイクロＴＬＢにロードされ、その後、ステップ３３６で
前に説明したようにメモリアクセスが処理される。
【０２６１】
　次に、図４０を参照し、物理アドレスを直接発生するメモリアクセスリクエストの取り
扱いについて説明する。上記のように、このシナリオではＭＭＵ２００は使用が止められ
る。このことは、ＣＰ１５レジスタの適当なレジスタ内の設定、例えばＭＭＵのイネーブ
ルビットによって達成することが好ましく、この設定プロセスはモニタモードで実行され
る。従って、ステップ３５０にてコア１０は物理アドレスを発生し、この物理アドレスは
パス２３６を通してＭＰＵ２２０へ送られる。次にステップ３５２において、ＭＰＵはリ
クエストされているメモリアクセスが所与の現在の作動モード、例えばユーザー、スーパ
ーバイザーなどを進めることができることを証明するための許可をチェックする。更にコ
アは非安全モードで作動している場合、パーティションチェッカー２２２はステップ３５
２にて非安全メモリ内に物理アドレスが存在するかどうかもチェックする。次にステップ
３５４にて、違反があるかどうか、例えばアクセス許可処理が違反を明らかにしたか、す
なわち非安全モードにおいてパーティションチェックプロセスが違反を識別したかどうか
が判断される。これら違反のいずれかが生じた場合、プロセスはステップ３５６に進み、
ここでＭＰＵ２２０によりアクセス許可フォールトアボートが発生される。所定の実施例
では、２つのタイプのアボートには区別がないが、別の実施例ではアボート信号はこの信
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号がアクセス許可フォールトに関係するものであるのか、またはセキュリティフォールト
に関係するものであるかどうかを表示できる。
【０２６２】
　ステップ３５４にて、違反が検出されない場合、プロセスはステップ３５８に進み、こ
こで物理アドレスによって識別されたロケーションへのメモリアクセスが行われる。
【０２６３】
　好ましい実施例では、モニタモードでしか物理アドレスを直接発生しないようになって
いるので、他のすべてのケースではＭＭＵ２００がアクティブとされ、上記のようにメモ
リアクセスリクエストの仮想アドレスから物理アドレスが発生される。
【０２６４】
　図３８はすべてのメモリアクセスリクエストが仮想アドレスを指定し、従って、いずれ
も作動モードでも直接物理アドレスが発生されない状況にあるメモリ管理ロジックの別の
実施例を示す。このシナリオでは、別個のＭＰＵ２２０は必要ではなく、その代わりにＭ
ＭＵ２００内にパーティションチェッカー２２２を組み込んでもよいと理解できよう。こ
の変化を別にすれば、図３７および３９を参照して前に説明したのと全く同じように処理
が進む。
【０２６５】
　その他の種々のオプションも可能であることが理解できよう。例えば仮想アドレスを指
定する安全モードおよび非安全モードの双方でメモリアクセスリクエストを発生できると
仮定すれば、２つのＭＭＵを設けることができる。１つは安全アクセスリクエスト用のも
のであり、１つは非安全アクセスリクエスト用のものである。すなわち図３７のＭＰＵ２
２０は完全なＭＭＵに置換できる。これらケースでは、一方のＭＭＵがそのメインＴＬＢ
に非安全デスクリプタを記憶し、他方のＭＭＵがメインＴＬＢ内に安全デスクリプタを記
憶するので、デスクリプタが安全または非安全のいずれであるかを定めるための各ＭＭＵ
のメインＴＬＢと共にフラグを使用する必要はない。当然ながら、コアが非安全ドメイン
内にある間に安全メモリへのアクセスが試みられているかどうかをチェックするためのパ
ーティションチェッカーがまだ必要である。
【０２６６】
　これとは異なり、すべてのメモリアクセスが直接指定された物理アドレスをリクエスト
する場合、別の実行例は２つのＭＰＵ（１つは安全アクセスリクエスト用であり、１つは
非安全アクセスリクエスト用である）を使用すべきである。非安全アクセスリクエスト用
に使用されるＭＰＵは安全メモリへのアクセスが非安全モードでは認められないことを保
証するよう、パーティションチェッカーによって規制されるアクセスリクエストを有する
。
【０２６７】
　図３７または図３８の構造のいずれかを設けることができる別の特徴として、変換テー
ブルウォークロジック２１０のアクティビティを規制するために、一部のパーティション
チェッカー２２２が一部のパーティションチェックを実行するようにできる。特にコアが
そのときに非安全ドメイン内で作動中の場合、変換テーブルウォークロジック２１０がペ
ージテーブルへのアクセスを求めていること、すなわち安全ページテーブルではなく、非
安全ページテーブルにアクセスしていることをパーティションチェッカー２２２がチェッ
クするようにできる。違反が検出された場合、アボート信号を発生することが好ましい。
変換テーブルウォークロジック２１０はページテーブルベースアドレスとメモリアクセス
リクエストが発生する仮想アドレスの所定のビットとを組み合わせることにより、ページ
テーブルルックアップを一般に実行するので、このパーティションチェックは例えば変換
テーブルウォークロジック２１０が安全ページテーブルのベースアドレスではなく非安全
ページテーブルのベースアドレスを使用していることをチェックできる。
【０２６８】
　図４１はコア１０が非安全モードで作動中にパーティションチェッカー２２２によって
実行されるプロセスを略図で示す。正常に動作しているときは、非安全ページテーブルか
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ら得られるデスクリプタは非安全メモリだけでマッピングされたページを記述する。しか
しながら、ソフトウェアのアタックがあった場合にデスクリプタはメモリの非安全領域お
よび安全領域の双方を含む部分を記述するように不正操作できる。従って、図４１内の例
を検討すると、不正操作された非安全デスクリプタは非安全領域３７０、３７２、３７４
および安全領域３７６、３７８、３８０を含むページをカバーし得る。メモリアクセスリ
クエストの一部として発生された仮想アドレスが安全メモリ領域、例えば図４１に示され
るような安全メモリ領域３７６内の物理アドレスに対応する場合、パーティションチェッ
カー２２２はアクセスが生じないようにアボートを発生するようになっている。従って、
安全メモリへアクセスしようとする試みで非安全デスクリプタが不正に操作された場合で
も、パーティションチェッカー２２２はアクセスの発生を防止する。これと対照的に、こ
のデスクリプタを使って誘導される物理アドレスが非安全メモリ領域、例えば図４１に示
されるような領域３７４に対応する場合、マイクロＴＬＢ２０６にロードされるアクセス
制御情報はこの非安全領域３７４を識別するだけである。従って、非安全メモリ領域３７
４内のアクセスが生じ得るが、安全領域３７６、３７８または３８０のいずれかへのアク
セスは生じることができない。従って、メインＴＬＢ２７８が不正操作された非安全ペー
ジテーブルからのデスクリプタを含むことがあっても、マイクロＴＬＢは非安全メモリ領
域へのアクセスを可能にする物理アドレス部分しか含まないことが理解できよう。
【０２６９】
　上記のように、非安全モードおよび安全モードが仮想アドレスを指定するメモリアクセ
スリクエストを発生し得る実施例では、メモリは非安全メモリ内に非安全ページテーブル
を含み、安全メモリ内に安全ページテーブルを含むことが好ましい。非安全モードでは、
変換テーブルウォークロジック２１０によって非安全ページテーブルが参照され、他方、
安全モードでは変換テーブルウォークロジック２１０によって安全ページテーブルが参照
される。図４２はこれら２つのページテーブルを示す。図４２に示されるように、例えば
図１の外部メモリ５６０内にあり得る非安全メモリ３９０は、ベースアドレス３９７を参
照することによってＣＰ１５レジスタ３４内に指定された非安全ページテーブル３９５を
内部に含む。同様に、図１の外部メモリ５６内に再びあり得る安全メモリ４００内には、
安全ページテーブルベースアドレス４０７により二重ＣＰ１５レジスタ３４内で指定され
る対応する安全ページテーブル４０５が設けられる。非安全ページテーブル３９５内の各
デスクリプタは非安全メモリ３９０内の対応する非安全ページをポイントし、他方、安全
ページテーブル４０５内の各デスクリプタは安全メモリ４００内に対応する安全ページを
定める。更により詳細に後述するように、メモリの所定領域を非安全モードと安全モード
の双方によってアクセスできる共用メモリ領域４１０とすることができる。
【０２７０】
　図４３は好ましい実施例に従ってメインＴＬＢ２０８内で実行されるルックアッププロ
セスをより詳細に示す。上記のように、メインＴＬＢ２０８は対応するデスクリプタ４３
５が安全ページテーブルからのものか、または非安全ページテーブルからのものかのいず
れかを識別するドメインフラグ４２５を含む。このことは、ルックアッププロセスを実行
しているときはコア１０が作動中の特定のドメインに対応するデスクリプタしかチェック
しないことを保証している。図４３は、安全ワールドとも称す安全ドメイン内でコアが作
動中の一例を示す。図４３から判るように、メインＴＬＢ２０８のルックアップが実行さ
れるとき、この結果、デスクリプタ４４０が無視され、デスクリプタ４４５だけがルック
アッププロセス用の候補として識別される。
【０２７１】
　好ましい実施例によれば、本明細書でＡＳＩＤフラグとも称す別のプロセスＩＤフラグ
４３０がプロセス固有のページテーブルからのデスクリプタを識別するように設けられる
。従って、プロセスＰ１、Ｐ２およびＰ３の各々はメモリ内に設けられた対応するページ
テーブルを有し、更に非安全動作および安全動作のための異なるページテーブルを有する
ことができる。更に、安全ドメイン内のプロセスＰ１、Ｐ２、Ｐ３は非安全ドメイン内の
プロセスＰ１、Ｐ２、Ｐ３に対して完全に別個のプロセスとすることができると理解でき
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よう。従って、図４３に示されるように、メインＴＬＢルックアップ２０８が必要とされ
るときのドメインのチェックのほかに、ＡＳＩＤフラグもチェックする。
【０２７２】
　従って、安全ドメインにおいてプロセスＰ１が実行中の図４３内の例では、このルック
アッププロセスはメインＴＬＢ２０８内の２つのエントリー４５０を識別し、これら２つ
のデスクリプタ内の仮想アドレス部分がメモリアクセスリクエストによって発生される仮
想アドレスの対応する部分と一致するかどうかに応じて、一致または不一致信号を発生す
る。一致した場合、対応するアクセス制御情報が抽出され、マイクロＴＬＢ２０６、アク
セス許可ロジック２０２および領域属性ロジック２０４へ送られる。一致しない場合、す
なわち不一致が生じた場合、変換テーブルウォークロジック２１０を使用し、安全プロセ
スＰ１に対して提供されるページテーブルからの必要なデスクリプタをメインＴＬＢ２０
８内に検索する。当業者であれば理解できるように、ＴＬＢのコンテンツを管理する技術
は多数あるので、メインＴＬＢ２０８内に記憶するように、新しいデスクリプタが検索さ
れる。メインＴＬＢが既に満杯である場合、多数の公知の技術のうちの１つを使用して新
しいデスクリプタ例えば少なくとも最近使用されたアプローチのための余裕を設けるため
に、どのデスクリプタをメインＴＬＢから退却させるかを判断することができる。
【０２７３】
　安全作動モードで使用される安全カーネルは非安全オペレーティングシステムに対して
完全に別個に開発できると理解できよう。しかしながら、所定の場合では安全カーネルと
非安全オペレーティングシステムの開発は密接にリンクしており、かかる状況では安全ア
プリケーションは非安全デスクリプタを使用できるようにすることが適当であり得る。実
際にこれによって仮想アドレスを知るだけで、安全アプリケーションが（共用のために）
非安全データに直接アクセスできるようになる。当然ながらこのことは、特定のＡＳＩＤ
に対して安全仮想マッピングと非安全仮想マッピングとが排他的であることを仮定するも
のである。かかるシナリオでは、安全デスクリプタと非安全デスクリプタとを区別するよ
うに、前に導入されたタグ（すなわちドメインフラグ）が不要となる。代わりに、利用で
きるすべてのデスクリプタによるＴＬＢ内のルックアップを実行する。
【０２７４】
　好ましい実施例では、メインＴＬＢのこのコンフィギュレーションと、別個の安全デス
クリプタおよび非安全デスクリプタを有する前に説明したコンフィギュレーションとの選
択を、ＣＰ１５制御レジスタ内で提供される特定のビットによって設定できる。好ましい
実施例では、このビットは安全カーネルによってしかセットされない。
【０２７５】
　安全アプリケーションが直接非安全仮想アドレスを使用することが認められる実施例で
は、非安全スタックポインタが安全ドメインから利用できるようにすることが可能である
。このことは、ＣＰ１５レジスタ３４内の専用レジスタ内に非安全スタックポインタを識
別する非安全レジスタ値をコピーすることによって行うことができる。このことは、安全
アプリケーションによって理解される方式に従い、スタックを介してパラメータを非安全
アプリケーションが送ることを可能にする。
【０２７６】
　上記のように、メモリは非安全部分と安全部分とに分割でき、このような分割はパーテ
ィションチェッカー２２２専用のＣＰ１５レジスタ３４を使って安全カーネルによって制
御される。このような基本的なパーティション（分割）方法は、代表的なＭＰＵデバイス
内で定義できるような領域アクセス許可に基づくものである。従って、メモリは複数の領
域に分割され、各領域はそのベースアドレス、サイズ、メモリ属性およびアクセス許可に
よって定義することが好ましい。更に、オーバーラップする領域にプログラムを組むとき
には、上部領域の属性が最も高いプライオリティを有する。更に、本発明の好ましい実施
例によれば、対応する領域が安全メモリ内にあるのか、または非安全メモリ内にあるのか
を定めるための新しい領域属性が提供される。この新しい領域属性は安全カーネルによっ
て使用され、安全メモリとして保護すべきメモリ部分を定める。
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【０２７７】
　ブート段階では、図４４に示されるように、最初の分割が実行される。この最初の分割
は非安全ワールド、非安全オペレーティングシステムおよび非安全アプリケーションに割
り当てられるメモリ４６０の量を決定する。この量はこの分割で定められる非安全領域に
対応する。次にこの情報はメモリ管理のために非安全オペレーティングシステムで使用さ
れる。安全として定められるメモリ４６２、４６４の残りの部分は非安全オペレーティン
グシステムにとっては未知である。非安全ワールドにおける完全性を保護するために、非
安全メモリには安全特権モードだけのアクセス許可のプログラムを組むことができる。従
って、安全アプリケーションは非安全アプリケーションを不正に改変しない。図４４から
判るように、このようなブート段階の分割の後で、メモリ４６０が非安全オペレーティン
グシステムによる使用のために利用できるようになり、メモリ４６２は安全カーネルによ
る使用に利用できるようになり、メモリ４６４は安全アプリケーションによる使用に利用
できるようになる。
【０２７８】
　一旦ブート段階の分割を実行すると、非安全メモリ４６０のメモリマッピングはＭＭＵ
２００を使用する非安全オペレーティングシステムによって処理されるので、通常のよう
に一連の非安全ページを定めることができる。これについては図４５に示されている。
【０２７９】
　安全アプリケーションが非安全アプリケーションとメモリを共用しなければならない場
合、安全カーネルはあるドメインから別のドメインへデータを人工的に転送するためのメ
モリの一部の権利を変更できる。従って、図４６に示されるように、安全カーネルは非安
全ページの完全性をチェックした後に、共用メモリとしてアクセスできる安全ページ４６
６となるように、非安全ページの権利を変えることができる。
【０２８０】
　メモリのパーティションを変更するときに、マイクロＴＬＢ２０６をフラッシングする
必要がある。従って、このシナリオでは、その後、非安全アクセスが行われるときにマイ
クロＴＬＢ２０６で不一致が生じるので、メインＴＬＢ２０８から新しいデスクリプタを
ロードしなければならない。この新しいデスクリプタはマイクロＴＬＢ２０６への検索を
試みているものとしてＭＰＵのパーティションチェッカー２２２によりその後チェックさ
れ、よってメモリの新しいパーティションと一致する。
【０２８１】
　好ましい実施例では、キャッシュ３８は仮想インデックスされ、物理的なタグがつけら
れるので、キャッシュ３８内でアクセスを実行するときには最初にマイクロＴＬＢ２０６
では既にルックアップが実行されている。従って、アクセス許可、特に安全許可および非
安全許可はチェック済みである。従って、非安全アプリケーションによりキャッシュ３８
にはデータを記憶できない。キャッシュ３８へのアクセスはパーティションチェッカー２
２２により実行されるパーティションチェックの制御下にあるので、非安全モードでは安
全データへのアクセスを実行できない。
【０２８２】
　しかしながら、生じ得る１つの問題は非安全ドメイン内のアプリケーションがキャッシ
ュ動作レジスタを使用し、キャッシュを無効にし、クリーンにし、またはフラッシュでき
ることである。かかる動作はシステムのセキュリティに影響しないように保証する必要が
ある。例えば非安全オペレーティングシステムがキャッシュ３８をクリーンにすることな
く、キャッシュ３８を無効にした場合、置き換え前に外部メモリへ安全ダーティデータを
書き込まなければならない。キャッシュ内では安全データにタグを付け、よってこのデー
タを所望する場合、異なるように取り扱うことができるようにすることが好ましい。
【０２８３】
　好ましい実施例では、「アドレスによるラインの無効化」動作が非安全プログラムによ
って実行される場合、物理アドレスはパーティションチェッカー２２２によりチェックさ
れ、キャッシュラインが安全キャッシュラインである場合、動作は「クリーンおよび無効
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化」動作となり、システムのセキュリティを維持することを保証する。更に好ましい実施
例では、非安全プログラムによって実行されるすべての「インデックスによるライン無効
化」動作は「インデックスによるクリーンおよび無効化」動作となる。同様に、非安全プ
ログラムによって実行されるすべての「すべてを無効化する」動作のいずれも、「すべて
をクリーンにし、無効化する」動作となる。
【０２８４】
　更に図１を参照すると、ＤＭＡ３２によるＴＣＭ３６へのアクセスはマイクロＴＬＢ２
０６によって制御される。従って、ＤＭＡ３２がＴＬＢ内のルックアップを実行し、その
仮想アドレスを物理アドレスに変換するときに、メインＴＬＢで追加された、前に説明し
たフラグにより、ちょうどコア１０によってアクセスリクエストが発生されたかのように
、必要とされるセキュリティチェックが実行される。更に後述するように、好ましくはア
ービタ／デコーダブロック５４内に設けることが好ましい外部バス７０へレプリカパーテ
ィションチェッカーが結合されるので、ＤＭＡ３２が外部バスインデックス４２を介し、
外部バス７０に結合されたメモリに直接アクセスした場合、その外部バスに接続されたレ
プリカパーティションチェッカーがアクセスの有効性をチェックする。更に所定の好まし
い実施例では、非安全ドメイン内でＤＭＡコントローラ３２が使用されるかどうかを定め
るためのビットをＣＰ１５レジスタ３４に追加することができる。このビットは特権モー
ドで作動している時にしか安全カーネルによってセットされない。
【０２８５】
　次に、ＴＣＭ３６を検討する。安全データがＴＣＭ３６に置かれる場合、このデータは
注意して取り扱われなければならない。一例として、ＴＣＭメモリ３６に対する物理アド
レスレンジが外部安全メモリ部分にオーバーラップするように、非安全オペレーティング
システムがＴＣＭメモリ３６に対する物理アドレスレンジをプログラムしているようなシ
ナリオをイメージできる。次に、作動モードが安全モードに変化した場合、安全カーネル
はデータをそのオーバーラップした部分に記憶させることができ、ＴＣＭ３６は外部メモ
リよりも高いプライオリティを有するので、一般にＴＣＭ３６にデータが記憶されること
になる。前の安全領域からメモリの非安全物理領域にマッピングされるよう、非安全オペ
レーティングシステムがＴＣＭ３６に対する物理アドレススペースの設定を変えたとした
場合、パーティションチェッカーはこのエリアを非安全エリアと見なし、アボートをアサ
ートしないので、非安全オペレーティングシステムは安全データにアクセスできることが
理解できよう。従って、要約すれば、ＴＣＭがスマートキャッシュとしてではなく、通常
のローカルＲＡＭとして作動するように構成されている場合において、非安全オペレーテ
ィングシステムがＴＣＭベースレジスタを非安全物理アドレスまで移動できれば、非安全
オペレーティングシステムは安全ワールドデータを読み出すことが可能である。
【０２８６】
　この種のシナリオを防止するために、好ましい実施例では、安全特権作動モードでしか
アクセスできないＣＰ１５レジスタ３４内に制御ビットが設けられ、この制御ビットは２
つの可能なコンフィギュレーションを提供する。第１のコンフィギュレーションでは、こ
の制御ビットは「１」にセットされ、この場合、ＴＣＭは安全特権モードによってしか制
御できない。従って、ＣＰ１５　３４内のＴＣＭ制御レジスタに試みられる非安全アクセ
スは無定義命令例外を入力させる。従って、この第１コンフィギュレーションでは、安全
モードと非安全モードの双方がＴＣＭを利用できるが、ＴＣＭは安全特権モードによって
しか制御できない。第２コンフィギュレーションでは、制御ビットは「０」にセットされ
、この場合、ＴＣＭは非安全オペレーティングシステムによって制御できる。この場合、
ＴＣＭは非安全アプリケーションによってしか使用されない。安全データはＴＣＭに記憶
することもＴＣＭからロードすることもできない。従って、安全アクセスを実行するとき
に、アドレスがＴＣＭアドレスレンジに一致しているかどうかを見るために、ＴＣＭ内で
はルックアップは実行されない。
【０２８７】
　デフォルトにより非安全オペレーティングシステムを変える必要がないこのようなシナ
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リオのように、ＴＣＭを非安全オペレーティングシステムによってしか使用できないよう
に考えつくことができる。
【０２８８】
　上記のように、ＭＰＵ２２０内にパーティションチェッカー２２２を設けるほかに、本
発明の好ましい実施例は、外部バス７０に結合された類似するパーティションチェックブ
ロックも提供している。この追加パーティションチェッカーは他のマスターデバイス、例
えばデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）５０、外部バスに直接結合されたＤＭＡコントロ
ーラ５２、外部バスインターフェース４２を介して外部バスに接続できるＤＭＡコントロ
ーラ３２などにより、メモリへのアクセスを規制するのに使用される。実際に一部の実施
例では、後述するように外部（またはデバイス）バスにパーティションチェックブロック
を結合するだけでよく、メモリ管理ロジック３０の一部としてパーティションチェッカー
を設ける必要はない。かかる一部の実施例では、メモリ管理ロジック３０の一部としてパ
ーティションチェッカーをオプションで設けることができ、かかる場合、このパーティシ
ョンチェッカーはデバイスバスに結合されたチェッカーのほかに設けられた別のパーティ
ションチェッカーと見なされる。
【０２８９】
　上記のように、メモリシステム全体はいくつかのメモリユニットから構成でき、これら
種々のメモリユニット、例えば外部メモリ５６、ブートＲＯＭ４４またはスクリーンドラ
イバ４６、Ｉ／Ｏインターフェース６０、キー記憶ユニット６４などのような周辺デバイ
スに設けられたバッファまたはレジスタ４８、６２、６６が外部バス７０に存在し得る。
例えばメモリシステムの異なる部分を安全メモリとして定義する必要がある。例えばキー
記憶ユニット６４内のキーバッファ６６を安全メモリとして取り扱わなければならないこ
とが望まれる。かかる安全メモリへのアクセスが外部バスに結合されているデバイスによ
って試みられる場合、コア１０を含むチップ内に設けられた、前に説明したメモリ管理ロ
ジック３０は、かかるアクセスを規制できないことは明らかである。
【０２９０】
　図４７は、本明細書でデバイスバスとも称す外部バスに結合された別のパーティション
チェッカー４９２をどのように使用するかを示す。デバイス、例えばデバイス４７０、４
７２によって外部バスにメモリアクセスリクエストが発生されるときは常に、そのメモリ
アクセスリクエストが作動モード、例えば特権モード、ユーザーモードなどを定める所定
の信号も外部バスに含むように、外部バスを一般に構成する。本発明の好ましい実施例に
よれば、メモリアクセスリクエストはデバイスが安全モードで作動しているのか、または
非安全モードで作動しているのかを識別するためのドメイン信号を外部バスに発生するこ
とも含む。このドメイン信号はハードウェアレベルで発生することが好ましく、好ましい
実施例では安全ドメインまたは非安全ドメインで作動できるデバイスは外部バス内のパス
４９０にドメイン信号を出力するための所定のピンを含む。図解のために、外部バス上の
別の信号パス４８８とは別に、このパス４９０が示されている。
【０２９１】
　本明細書で「Ｓビット」とも称すこのドメイン信号は、メモリアクセスリクエストを発
生したデバイスが安全ドメインで作動中か、または非安全ドメインで作動中かを識別し、
この情報は外部バスに結合されたパーティションチェッカー４９２によって受信される。
このパーティションチェッカー４９２はメモリのどの領域が安全であるか、または非安全
であるかを識別するパーティション情報にもアクセスするので、Ｓビットが安全作動モー
ドを識別するようにアサートされている場合にしかデバイスがメモリの安全部分にアクセ
スできないようにすることができる。
【０２９２】
　デフォルトによりＳビットをアンアサートし、よって図４７に示されているデバイス４
７２のような、あらかじめ存在する非安全デバイスがアサートされたＳビットを出力せず
、従って、メモリの安全部分がレジスタまたはバッファ４８２、４８６内、スクリーンド
ライバ４８０、Ｉ／Ｏインターフェース４８４内、または外部メモリ４７４内にあるかど
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うかに応じ、メモリの安全部分へのパーティションチェッカー４９２によるアクセス権が
付与されることはない。
【０２９３】
　説明の都合から、マスターデバイス、例えば４７０、４７２が発生するメモリアクセス
リクエスト間の仲裁をするのに使用されるアービタブロック４７６は、メモリアクセスリ
クエストのサービスをするための適当なメモリデバイスを決定するのに使用されるデコー
ダ４７８に対して別々に示されており、パーティションチェッカー４９２と別個となって
いる。しかしながら、これら部品の１つ以上は所望すれば同じユニット内に組み込むこと
もできることが理解できよう。
【０２９４】
　図４８は、パーティションチェッカー４９２が設けられず、その代わりに各メモリデバ
イス４７４、４８０、４８４がＳビットの値に応じて自己のメモリアクセスを規制するよ
うになっている別の実施例を示す。従って、デバイス４７０が安全メモリとしてマークさ
れたスクリーンドライバ４８０内のレジスタ４８２に対して、非安全モードでメモリアク
セスリクエストをアサートすると仮定した場合、スクリーンドライバ４８０はＳビットが
アサートされていないと判断し、メモリアクセスリクエストを処理しない。従って、種々
のメモリデバイスを適当に設計することにより、外部バスと別個にパーティションチェッ
カー４９２を設けなくてもよいようにできる。
【０２９５】
　図４７および４８の上記説明では、「Ｓビット」はメモリアクセスリクエストを発生し
たデバイスは安全ドメインで作動中か、非安全ドメインで作動中かを識別すると述べられ
ている。別の観点から見た場合、このＳビットはメモリアクセスリクエストが安全ドメイ
ンに関するものであるか、または非安全ドメインに関するものであるかのいずれかを表示
すると見ることができる。
【０２９６】
　図３７および３８を参照して説明した実施例では、ページテーブルの単一のセットと共
に単一のＭＭＵを使用して、仮想－物理アドレス変換を実行した。かかるアプローチでは
、物理アドレス空間は図４９に示されるように簡単な態様で、非安全メモリと安全メモリ
とに一般にセグメント化される。ここで、物理アドレス空間２１００はメモリシステム内
のメモリユニットのうちの１つ、例えば外部メモリ５６に対し、アドレスゼロからスター
トし、アドレスＹまで拡張するアドレス空間を含む。各メモリユニットに対し、アドレス
指定可能なメモリは一般に２つの部分、すなわち非安全メモリとして割り当てられた第１
部分２１１０と安全メモリとして割り当てられた第２部分２１２０とに区分される。
【０２９７】
　かかるアプローチには特定のドメインにアクセスできない所定の物理アドレスが存在し
、これらギャップはそれらドメインで使用されるオペレーティングシステムに対して明ら
かとなることが理解できよう。安全ドメイン内で使用されるオペレーティングシステムは
非安全ドメインの知識を有するので、非安全ドメインに関係しないが、非安全ドメイン内
のオペレーティングシステムは理想的には安全ドメインが存在することの知識を有しなく
てもよく、代わりに安全ドメインがなかったかのように作動すべきである。
【０２９８】
　別の問題として、非安全オペレーティングシステムはアドレスゼロでスタートし、アド
レスＸまで拡張する外部メモリに対するアドレス空間をみて、非安全オペレーティングシ
ステムは安全カーネルに関して、特にアドレスＸ＋１からアドレスＹまで延びる安全メモ
リの存在を全く知る必要はないことが理解できよう。これと対照的に、安全カーネルはオ
ペレーティングシステムが一般に期待するアドレスではないアドレスゼロでスタートする
アドレス空間を見ない。
【０２９９】
　図５１には物理アドレス空間の非安全オペレーティングシステムのビューから安全メモ
リ領域を完全に隠すことができるようにし、安全ドメイン内の安全カーネルおよび非安全
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ドメイン内の非安全オペレーティングシステムの双方が、アドレスゼロでスタートする外
部メモリに対するアドレス空間を見ることができるようにすることによって、上記問題を
解決する一実施例が略図で示されている。ここで、物理アドレス空間２２００はページレ
ベルにて安全セグメントまたは非安全セグメントのいずれかにセグメント化できる。図５
１に示された例では、外部メモリのためのアドレス空間は２つの安全メモリ領域と２つの
非安全メモリ領域とから成る４つの部分２２１０、２２２０、２２３０および２２４０に
セグメント化されているように示されている。
【０３００】
　単一ページテーブル変換により仮想アドレス空間と物理アドレス空間との間の切り換え
を行うかわりに、第１ページテーブルおよび第２ページテーブルを参照し、２つの別個の
層のアドレス変換を実行し、よってプロセッサが安全ドメインにあるのか、または非安全
ドメインにあるのかに応じて異なるように配置できる中間アドレス空間の概念を導入する
ことができる。より詳細には、図５１に示されるように、ページテーブル２２５０の組内
の安全ページテーブル内に設けられたデスクリプタを使用することにより、安全ドメイン
に対する中間アドレス空間内の１つの領域２２６５に対し、物理アドレス空間内の２つの
安全メモリ領域２２１０および２２３０をマッピングできる。プロセッサで作動中のオペ
レーティングシステムに関し、中間アドレス空間を物理アドレス空間として満てＭＭＵを
使って仮想アドレスを中間アドレス空間内の中間アドレスに変換する。
【０３０１】
　同様に、非安全ドメインに対して中間アドレス空間２２７０を構成でき、この空間では
ページテーブル２２５０のセット内の非安全ページテーブル内の対応するデスクリプタに
より、非安全ドメインに対する中間アドレス空間内の非安全領域２２７５に対して物理ア
ドレス空間内の２つの非安全メモリ領域２２２０および２２４０をマッピングする。
【０３０２】
　一実施例では、図５０Ａに示されるような２つの別個のＭＭＵを使って中間アドレスを
介した仮想アドレスから物理アドレスへの変換が取り扱われる。図５０Ａ内のＭＭＵ２１
５０および２１７０の各々は、図３７に示されたＭＭＵ２００と同じように構成されてい
ると見なすことができるが、図解を容易にするために図５０Ａでは所定の細部が省略され
ている。
【０３０３】
　第１ＭＭＵ２１５０はマイクロＴＬＢ２１５５、メインＴＬＢ２１６０および変換テー
ブルウォークロジック２１６５を含み、同様に第２ＭＭＵ２１７０はマイクロＴＬＢ２１
７５、メインＴＬＢ２１８０および変換テーブルウォークロジック２１８５を含む。第１
ＭＭＵはプロセッサが非安全ドメイン内で作動中は非安全オペレーティングシステムによ
って制御でき、プロセッサが安全ドメイン内で作動中は安全カーネルによって制御できる
。しかしながら、好ましい実施例では、第２ＭＭＵは安全カーネルまたはモニタプログラ
ムによってしか制御できない。
【０３０４】
　プロセッサコアがメモリアクセスリクエストを発生するとき、このコアはパス２１５３
を通してマイクロＴＬＢ２１５５へ仮想アドレスを発生する。マイクロＴＬＢ２１５５は
メインＴＬＢ２１６０内に記憶されたデスクリプタから検索された対応する中間アドレス
部分を多数の仮想アドレス部分に対して記憶する。メインＴＬＢ２１６０内のデスクリプ
タは第１ＭＭＵ２１５０に関連したページテーブルの第１のセット内のページテーブルか
ら検索したものである。マイクロＴＬＢ２１５５内で一致が検出された場合、マイクロＴ
ＬＢ２１５５はパス２１５３を通して受信された仮想アドレスに対応する中間アドレスを
パス２１５７を通して発生できる。マイクロＴＬＢ２１５５内に一致がない場合、メイン
ＴＬＢ内で一致が検出されたかどうかを見るためにメインＴＬＢ２１６０が参照され、一
致が検出された場合、対応する仮想アドレス部分および対応する中間アドレス部分がマイ
クロＴＬＢ２１５５に検索され、その後、パス２１５７を通して中間アドレスを発生でき
る。
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【０３０５】
　マイクロＴＬＢ２１５５およびメインＴＬＢ２１６０内で一致がなかった場合、第１Ｍ
ＭＵ２１５０によってアクセスできるページテーブルの第１のセット内の所定のページテ
ーブルからの必要なデスクリプタに関するリクエストを発生するのに、変換テーブルウォ
ークロジック２１６５を使用する。一般に、安全ドメインまたは非安全ドメインの双方の
ための個々のプロセスに関連したページテーブルがあり、変換テーブルウォークロジック
２１６５により、例えばＣＰ１５レジスタ３４内の適当なレジスタからこれらページテー
ブルに対する中間ベースアドレスにアクセスできる。従って、変換テーブルウォークロジ
ック２１６５は適当なページテーブルからデスクリプタをリクエストするよう、パス２１
６７を通して中間アドレスを発生できる。
【０３０６】
　第２ＭＭＵ２１７０はパス２１５７を通してマイクロＴＬＢ２１５５により、またはパ
ス２１６７を通して変換テーブルウォークロジック２１６５により出力される中間アドレ
スを受信するようになっており、マイクロＴＬＢ２１７５内で一致が検出された場合、マ
イクロＴＬＢはパス２１９２を通してメモリに必要な物理アドレスを発生し、データバス
２１９０を通して必要なデータを検索させる。中間アドレスはパス２１５７を通して発生
された場合、これによって必要なデータをコア１０に戻され、一方、パス２１６７を通し
て発生される中間アドレスに対し、メインＴＬＢ２１６０に記憶できるように、第１ＭＭ
Ｕ２１５０に対し、必要なデスクリプタがリターンされる。
【０３０７】
　マイクロＴＬＢ２１７５に不一致があった場合、メインＴＬＢ２１８０が参照され、メ
インＴＬＢ内に一致があった場合、必要な中間アドレス部分および対応する物理アドレス
部分がマイクロＴＬＢ２１７５へ戻され、次にマイクロＴＬＢ２１７５がパス２１９２を
通して必要な物理アドレスを発生できるようにする。しかしながら、マイクロＴＬＢ２１
７５でもメインＴＬＢ２１８０でも一致がなかった場合、変換テーブルウォークロジック
２１８５は第２ＭＭＵ２１７０に関連したページテーブルの第２のセット内の対応するペ
ージテーブルから、必要なデスクリプタに対してパス２１９４を通してリクエストを出力
するようになっている。このページテーブルの第２のセットは中間アドレス部分と物理ア
ドレス部分を関連付けるデスクリプタを含み、一般に安全ドメインのための少なくとも１
つのページテーブルおよび非安全ドメインのための１つのページテーブルが設けられる。
パス２１９４を通してリクエストが発生されると、この結果、ページテーブルの第２のセ
ットからの対応するデスクリプタが第２ＭＭＵ２１７０へ戻され、メインＴＬＢ２１８０
内に記憶できる。
【０３０８】
　次に、後述する特定の例により、更に図５０Ａに示されている実施例の作動について説
明する。この例では、略語ＶＡは仮想アドレスを示し、ＩＡは中間アドレスを示し、ＰＡ
は物理アドレスを示す。
【０３０９】
　１）コアがＶＡ＝３０００を発生する　［ＩＡ＝５０００、ＰＡ＝７０００］
　２）ＭＭＵ１のマイクロＴＬＢ内で不一致
　３）ＭＭＵ１のメインＴＬＢ内で不一致
　　　ページテーブル１のベースアドレス＝８０００ＩＡ［ＰＡ＝１００００］
　４）ＭＭＵ１内の変換テーブルウォークロジックがページテーブルルックアップを実行
し、
　　　ＩＡ＝８００３を発生する。
　５）ＭＭＵ２のマイクロＴＬＢ内で不一致
　６）ＭＭＵ２のメインＴＬＢ内で不一致
　　　ページテーブル２のベースアドレス＝１２０００ＰＡ
　７）ＭＭＵ２内の変換テーブルウォークロジックがページテーブルルックアップを実行
し、
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　　　ＰＡ＝１２００８を発生する。
　　　「８０００ＩＡ＝１００００ＰＡ」がページテーブルデータとしてリターンされる
。
【０３１０】
　８）ＭＭＵ２のメインＴＬＢ内に記憶される。
　９）ＭＭＵ２のマイクロＴＬＢ内に記憶される。
　１０）ＭＭＵ２内のマイクロＴＬＢが一致を有し、
　　　　ＰＡ＝１０００３を発生する。
　　　　「３０００ＶＡ＝５０００ＩＡ」がページテーブルデータとしてリターンされる
。
　１１）ＭＭＵ１のメインＴＬＢ内に記憶される。
　１２）ＭＭＵ１のマイクロＴＬＢ内に記憶される。
　１３）ＭＭＵ１内のマイクロＴＬＢが一致を有し、
　　　　ＩＡ＝５０００を発生しデータアクセスを実行する。
　１４）ＭＭＵ２のマイクロＴＬＢ内で不一致
　１５）ＭＭＵ２のメインＴＬＢ内で不一致
　１６）ＭＭＵ２内の変換テーブルウォークロジックがページテーブルルックアップを実
行し、
　　　ＰＡ＝１２００５を発生する。
　　　「５０００ＩＡ＝７０００ＰＡ」がページテーブルデータとしてリターンされる。
【０３１１】
　１７）ＭＭＵ２のメインＴＬＢ内に記憶される。
　１８）ＭＭＵ２のマイクロＴＬＢ内に記憶される。
　１９）ＭＭＵ２内のマイクロＴＬＢが一致を有し、
　　　　ＰＡ＝７０００を発生し、データアクセスを実行する。
　２０）物理アドレス７０００におけるデータがコアにリターンされる。
【０３１２】
　次の時間コアがメモリアクセスリクエスト（例えばＶＡ３００１....）を発生する。
　１）コアがＶＡ＝３００１を発生する。
　２）ＭＭＵ１のマイクロＴＬＢ内で一致があり、ＭＭＵ２にリクエストＩＡ５００１が
発生される。
　３）ＭＭＵ２のマイクロＴＬＢ内で一致があり、メモリへＰＡ７００１のためのリクエ
ストが発生される。
　４）ＰＡ７００１におけるデータがコアにリターンされる。
【０３１３】
　上記例では、双方のＭＭＵ２のマイクロＴＬＢおよびメインＴＬＢの双方で一致が生じ
、よってこの例は最悪ケースのシナリオを示していることが理解できよう。一般に、マイ
クロＴＬＢまたはメインＴＬＢの少なくとも１つで一致が観察され、従ってデータを検索
するのにかかる時間が大幅に短縮されることが予想される。
【０３１４】
　図５１に戻ると、好ましい実施例の安全領域における物理アドレス空間の所定の領域内
には一般にページテーブルの第２のセット２２５０が設けられる。このページテーブルの
第１セットは２つのタイプ、すなわち安全ページテーブルと非安全ページテーブルとに分
割できる。非安全中間アドレス空間２２７５内の非安全ページテーブルと同じように、中
間アドレス空間２２６５内には安全ページテーブルが連続的に生じることが好ましい。し
かしながら、安全ページテーブルは物理アドレス空間内に連続的に設置する必要はないの
で、例えば安全領域２２１０、２２３０全体にページテーブルの第１セットのための安全
ページテーブルを広げることができ、同じように非安全ページテーブルも非安全メモリ領
域２２２０および２２４０全体に広げてもよい。
【０３１５】
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　上記のようにページテーブルの２つのセットの２レベルのアプローチを使用する主な利
点の１つとして、安全ドメインのオペレーティングシステムおよび非安全ドメインのオペ
レーティングシステムの双方に対し、物理アドレス空間が一般にオペレーティングシステ
ムによって予想されるゼロでスタートするようにできる。更にオペレーティングシステム
は中間アドレスの連続シーケンスを有するように配列できる中間アドレス空間を物理アド
レス空間として見るので、「物理アドレス」空間の非安全オペレーティングシステムのビ
ューから安全メモリ領域を完全に隠すことができる。
【０３１６】
　更に、かかるアプローチを使用することにより、非安全メモリと安全メモリとの間のメ
モリの領域をスワッピングする方法をかなり簡略化できる。このことは、図５２を参照し
て略図で示されている。図５２から分かるように、例えばメモリの単一ページとすること
ができるメモリの領域２３００は非安全メモリ領域２２２０内に存在でき、同様にメモリ
領域２３１０は安全メモリ領域２２１０内に存在できる。領域２３００が安全領域の中間
アドレス空間内の領域２３０５にマッピングされた安全領域となり、他方、領域２３１０
が非安全ドメインの中間アドレス空間内の領域２３１５にマッピングされた非安全領域と
なるように、ページテーブルの第２の組内の対応するデスクリプタを変えるだけで、これ
ら２つのメモリ領域２３００と２３１０を容易にスワッピングできる。しかしながら、こ
のことは安全ドメインおよび非安全ドメインの双方におけるオペレーティングシステムに
対して完全にトランスペアレントに生じる。その理由は物理アドレス空間のビューは実際
には安全ドメインまたは非安全ドメインの中間アドレス空間であるからである。従って、
このアプローチは各オペレーティングシステム内の物理アドレス空間を再定義しなくても
よいようにできる。
【０３１７】
　次に、図５２を参照し、２つのＭＭＵも使用するが、図５０Ａの構造と別の構造となっ
ている本発明の別の実施例について説明する。図５０Ｂと図５０Ａとを比較することから
判るように、構造はほとんど同じであるが、この実施例では第１ＭＭＵ２１５０は仮想ア
ドレスから物理アドレスへの変換を実行するようになっており、第２ＭＭＵは中間アドレ
スから物理アドレスへの変換を実行するようになっている。従って、図５０Ａで使用され
る第１ＭＭＵ２１５０内のマイクロＴＬＢ２１５５から、第２ＭＭＵ２１７０内のマイク
ロＴＬＢ２１７５へのパス２１５７の代わりに、第１ＭＭＵ内のマイクロＴＬＢ２１５５
が図５０Ｂに示されるようにパス２１９２を通して直接物理アドレスを出力するようにな
っている。次に、図５０Ａの実施例に対してこれまで説明したように、同じコアメモリア
クセスリクエストの処理を詳細に説明する下記のような特定の例により、図５０ｂに示さ
れた実施例の作動について説明する。
【０３１８】
　１）コアがＶＡ＝３０００を発生する。［ＩＡ＝５０００、ＰＡ＝７０００］
　２）ＭＭＵ１のマイクロＴＬＢおよびメインＴＬＢ内で不一致。
　　　ページテーブル１のベースアドレス＝８０００ＩＡ　［ＰＡ＝１００００］
　３）ＭＭＵ１内の変換テーブルウォークロジックがページテーブルルックアップを実行
し、
　　　ＩＡ＝８００３を発生する。
　４）ＭＭＵ２のマイクロＴＬＢおよびメインＴＬＢ内でＩＡ８００３が不一致。
　　　ページテーブル２のベースアドレス＝１２０００ＰＡ
　５）ＭＭＵ２内の変換テーブルウォークロジックがページテーブルルックアップを実行
し、
　　　ＰＡ＝１２００８を発生する。
　「８０００ＩＡ＝１００００ＰＡ」がページテーブルデータとしてリターンされる。
【０３１９】
　６）ＭＭＵ２のメインおよびマイクロＴＬＢ内に「８０００ＩＡ＝１００００ＰＡ」の
マッピングが記憶される。
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　７）ＭＭＵ２内のマイクロＴＬＢはステップ（３）からＰＡ１０００３までリクエスト
を変換でき、フェッチを発生する。
　ページテーブルデータとして「３０００ＶＡ＝５０００ＩＡ」がリターンされる。
　注：　この変換はＭＭＵ２によって一時記憶装置に保持されるが、ＴＬＢに直接記憶さ
れることはない。
　８）ＭＭＵ２の変換テーブルウォークロジックがＩＡ＝５０００に対するＭＭＵ２にリ
クエストを発生する。
　９）ＭＭＵ２のマイクロＴＬＢおよびメインＴＬＢ内でＩＡ５０００が不一致。
　１０）ＭＭＵ２内の変換テーブルウォークロジックがページテーブルルックアップを実
行し、
　　　　ＰＡ＝１２００５を発生する。
　　　　ページテーブルデータとして「５０００ＩＡ＝７０００ＰＡ」がリターンされる
。
【０３２０】
　１１）ＭＭＵ２がマイクロＴＬＢおよびメインＴＬＢ内に「５０００ＩＡ＝７０００Ｐ
Ａ」を記憶する。この変換はＭＭＵ１にも伝えられる。
　１２ａ）ＭＭＵ２がメモリへＰＡ＝７０００アクセスを発生する。
　１２ｂ）ＭＭＵ１が「３０００ＶＡ＝５０００ＩＡ」と「５０００ＩＡ＝７０００ＰＡ
」デスクリプタを組み合わせ、「３０００ＶＡ＝７０００ＰＡ」デスクリプタを与え、こ
のデスクリプタはｍＭＵ１のメインＴＬＢおよびマイクロＴＬＢに記憶される。
　１３）ＰＡ７０００におけるデータはコアへリターンされる。
【０３２１】
　次の時間コアがメモリアクセスリクエスト（例えばＶＡ３００１....）を発生する。
　１）コアがＶＡ＝３００１を発生する。
　２）ＭＭＵ１のマイクロＴＬＢ内で一致があり、ＭＭＵ１がＰＡ７００１に対するリク
エストを発生する。
　４）ＰＡ７００１におけるデータがコアにリターンされる。
【０３２２】
　上記例と図５０Ａに対して提供された例との比較から判るように、主な差はＭＭＵ１が
第１テーブルデスクリプタを直接記憶しないステップ７、およびＭＭＵ１がＩＡ－＞ＰＡ
変換も受信し、これらの組み合わせを行い、組み合わされたデスクリプタをそのＴＬＢに
記憶するステップ１２ｂ（１２ａと１２ｂとは同時に生じ得る）にある。
【０３２３】
　従って、この別の実施例は仮想アドレスから物理アドレスに変換するのにページテーブ
ルの２つのセットを使用しているが、マイクロＴＬＢ２１５５とメインＴＬＢ２１６０と
が直接の仮想アドレス－物理アドレス変換を記憶しているという事実により、マイクロＴ
ＬＢ２１５５またはメインＴＬＢ２１６０のいずれかで一致が生じたときに、双方のＭＭ
Ｕでルックアップを実行しなくてもよいようになる。かかるケースでは、第１ＭＭＵは第
２ＭＭＵを参照することなく、コアからのリクエストを直接取り扱いできる。
【０３２４】
　第２ＭＭＵ２１７０はマイクロＴＬＢ２１７５およびメインＴＬＢ２１８０を含まなく
てもよいようにできることが理解できよう。この場合、第２ＭＭＵによる取り扱いを必要
としたどのリクエストに対しても、ページテーブルウォークロジック２１８５が使用され
る。このことは、第２ＭＭＵの複雑さを下げ、コストを節約するので、第２ＭＭＵがあま
り頻繁には必要とされないことを仮定すれば受け入れ可能である。どのリクエストに対し
ても第１ＭＭＵを使用しなければならないので、一般に第１ＭＭＵの動作速度を改善する
のに第１ＭＭＵ２１５０内にマイクロＴＬＢ２１５５およびメインＴＬＢ２１６０を設け
ることは好都合となる。
【０３２５】
　ページテーブル内のページはサイズが変わり得るので、変換の半分の２つのためのデス
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クリプタが異なるサイズのページに関連できることに留意すべきである。一般にＭＭＵ１
のページのほうがＭＭＵ２のページよりも小さくなるが、必ずしもこのような場合になる
わけではない。例えば、
【０３２６】
　テーブル１は０ｘ４０００３０００における４Ｋｂを０ｘ０００８１０００にマッピン
グする。
　テーブル２は０ｘ００００００００における１Ｍｂを０ｘ０２００００００にマッピン
グする。
　ここで、組み合わせ変換を行うには２つのサイズのうちの小さい方を使用しなければな
らないので、組み合わせデスクリプタは次のようになる。
　０ｘ０２０８１０００に対する０ｘ４０００３０００における４Ｋｂとなる。
【０３２７】
　しかしながら、（図５２を参照して前に説明したように）ワールド間でデータをスワッ
プする場合、この逆も真となり得る。例えば、
　テーブル１は０ｘｃ０００００００における１Ｍｂを０ｘ００００００００にマッピン
グする。
　テーブル２は０ｘ０００４２０００における４Ｋｂを０ｘ０２０４２０００にマッピン
グする。
　次にコアからのアドレス０ｘｃ００４２０１０におけるルックアップは次のマッピング
を与える。
　０ｘ０２０４２０００に対する０ｘｃ００４２０００における４Ｋｂ
　すなわち組み合わせマッピングに対して常に２つのサイズのうちの小さい方を使用する
。
【０３２８】
　第２のケースでは、プロセスはより効率が低い。その理由は、テーブル１における（１
Ｍｂの）デスクリプタは繰り返しルックアップされ、異なる４Ｋｂのエリアにアクセスさ
れる際に廃棄されるからである。しかしながら、代表的なシステムでは大部分の時間でテ
ーブル２のデスクリプタのほうが（第１の例のように）大きく、この場合の方がより効率
的である（ＩＡの空間の適当な部分をポイントする別の４Ｋｂのページに対しては２Ｍｂ
のマッピングをリサイクルできる）。
【０３２９】
　図５０Ａおよび５０Ｂに示されるように、２つの別個のＭＭＵを使用する別の例として
、図５３に示されるように単一のＭＭＵを使用できる。メインＴＬＢ２４２０内で不一致
が生じた場合、ＭＭＵによって例外が発生され、この例外はソフトウェアをコア１０内で
作動させ、ページテーブルの２つの異なるセットからのデスクリプタの組み合わせに基づ
き、仮想－物理アドレス変換を生じさせる。より詳細には、図５３に示されるように、コ
ア１０はＭＭＵ２４００に結合されており、このＭＭＵ２４００はマイクロＴＬＢ２４１
０とメインＴＬＢ２４２０とを含む。コア１０がメモリアクセスリクエストを発生すると
、パス２４３０を通して仮想アドレスが提供される。マイクロＴＬＢ内で一致が見いださ
れると、パス２４４０を通して対応する物理アドレスが直接出力され、データがパス２４
５０を通してコア１０へリターンされる。しかしながら、マイクロＴＬＢ２４１０内で不
一致があった場合、メインＴＬＢ２４２０が参照され、メインＴＬＢ内に対応するデスク
リプタが含まれている場合には関連する仮想アドレス部分および対応する物理アドレス部
分がマイクロＴＬＢ２４１０に検索され、その後、パス２４４０を通して物理アドレスを
発生できる。しかしながら、メインＴＬＢが不一致も発生する場合、パス２４２２を通し
てコアに例外が発生される。次に、図５４を参照し、かかる例外の受信からコア内で実行
されるプロセスについて更に説明する。
【０３３０】
　図５４に示されるように、ステップ２５００でコアによりＴＬＢ不一致例外が検出され
た場合、コアはステップ２５１０にてその例外に対する所定のベクトルでモニタモードに
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入る。このことによって、ページテーブルマージコードが作動され、図５４に示されたス
テップで他の部分を実行する。
【０３３１】
　より詳細には、ステップ２５２０にてパス２４３０を通して発生され、マイクロＴＬＢ
２４１０およびメインＴＬＢ２４２０の双方での不一致を生じさせた仮想アドレス（以下
、フォールト仮想アドレスと称す）が検索され、その後、ステップ２５３０にてテーブル
の第１のセット内の適当なテーブルに対する中間ベースアドレスに応じて、必要な第１デ
スクリプタに対する中間アドレスが決定される。（一般に仮想アドレスと中間ベースアド
レスとの所定の組み合わせにより）中間アドレスが一旦決定されると、テーブルの第２セ
ット内の対応するテーブルが参照され、第１デスクリプタに対する対応する物理アドレス
が得られる。その後、ステップ２５５０にてメモリから第１デスクリプタをフェッチし、
フォールト仮想アドレスに対する中間アドレスを決定できる。
【０３３２】
　次にステップ２５６０にて再び第２テーブルを参照し、フォールト仮想アドレスの中間
アドレスに対する物理アドレスを与える第２デスクリプタを探す。その後、ステップ２５
７０にて第２デスクリプタをフェッチし、フォールト仮想テーブルに対する物理アドレス
を得る。
【０３３３】
　一旦上記情報が得られると、プログラムは第１デスクリプタと第２デスクリプタとをマ
ージし、必要な仮想アドレス－物理アドレス変換を与える新しいデスクリプタを発生する
。このプロセスはステップ２５８０で実行される。図５０Ｂを参照して前に説明したのと
同じように、ソフトウェアによって実行されるマージは再び組み合わされた変換に対する
最小のページテーブルサイズを使用する。その後、ステップ２５９０にてメインＴＬＢ２
４２０内に新しいデスクリプタが記憶され、その後、ステップ２５９０にて例外からプロ
セスがリターンされる。
【０３３４】
　その後、コア１０はパス２４３０を通してメモリアクセスリクエストに対する仮想アド
レスを再発生するようになっており、この再発生の結果、マイクロＴＬＢ２４１０内で不
一致が生じるが、メインＴＬＢ２４２０内では一致が生じる。従って、マイクロＴＬＢ２
４１０内に仮想アドレス部分と対応する物理アドレス部分とを検索でき、その後、マイク
ロＴＬＢ２４１０はパス２４４０を通して物理アドレスを発生できるので、その結果、必
要なデータがパス２４５０を通してコア１０にリターンされる。
【０３３５】
　図５０Ａおよび５０Ｂを参照してこれまで説明した実施例と別の実施例として、これら
実施例における一方または双方のＭＭＵは図５３および５４を参照してこれまで説明した
原理を使用するソフトウェアによって管理できることが理解できよう。
【０３３６】
　図５０Ａまたは５０Ｂに示されるように、２つのＭＭＵを使用するか、または図５３に
示されるように、１つのＭＭＵを使用するかのいずれに拘わらず、モニタモード（または
これとは異なり、特権安全モード）で作動しているときに、ページテーブルの第２セット
をプロセッサで管理することにより、これらページテーブルが安全となることを保証でき
る。この結果、プロセッサが非安全ドメインにあるとき、プロセッサは非安全メモリしか
見ることができない。その理由は、プロセッサが非安全ドメインにあるときに見ることが
できるのは、ページテーブルの第２のセットにより非安全ドメインに対して発生される中
間アドレス空間に限られるからである。この結果、図１に示されるようなメモリ管理ロジ
ック３０の一部としてパーティションチェッカーを設ける必要はない。しかしながら、シ
ステム内の他のバスマスターによってなされるアクセスをモニタするためのパーティショ
ンチェッカーが外部バスに設けられることになる。
【０３３７】
　図３７および３８を参照して前に説明した実施例では、ＭＭＵ２００に関連してパーテ
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ィションチェッカー２２２が設けられていたので、キャッシュ３８ないでアクセスを実行
すべきときには、まずマイクロＴＬＢ２０６内ですでにルックアップが実行されており、
従って、アクセス許可、特に安全許可および非安全許可がチェックされていたはずである
。従って、かかる実施例では非安全アプリケーションによりキャッシュ３８に安全データ
を記憶できない。キャッシュ３８へのアクセスはパーティションチェッカー２２２により
行われるパーティションチェックの制御下にあるので、非安全モードでは安全データへの
アクセスを行うことができない。
【０３３８】
　しかしながら、本発明の別の実施例では、システムバス４０を通してなされるアクセス
をモニタするためのパーティションチェッカー２２２が設けられておらず、その代わりに
データ処理装置はその外部バスに接続されたメモリユニットへのアクセスをモニタするよ
う、外部バス７０に結合された単一のパーティションチェッカーを有するに過ぎない。か
かる実施例では、このことは外部パーティションチェッカーによりこれらアクセスを規制
することなく、システムバス４０に直接結合されたメモリユニット、例えばＴＣＭ３６お
よびキャッシュ３８にプロセッサコア１０がアクセスできることを意味する。従って、非
安全モードで作動している間にキャッシュ３８内またはＴＣＭ３６内の安全データにプロ
セッサコア１０がアクセスしないように保証するためのある手順が必要である。
【０３３９】
　図５５は本発明の一実施例に拘わるデータ処理装置を示し、この実施例では、ＭＭＵ２
００に関連してパーティションチェックロジックを設けなくても、キャッシュ３８および
／またはＴＣＭ３６がこれらへのアクセスを制御できるようにするための手順が設けられ
る。図５５に示されるように、ＭＭＵ２００を介し、システムバス４０にコア１０が結合
されており、キャッシュ３８およびＴＣＭ３６もシステムバス４０に結合されている。コ
ア１０、キャッシュ３８およびＴＣＭ３６は外部バスインターフェース４２を介して外部
バス７０に結合されており、外部バスは図５５に示されるように、アドレスバス２６２０
、制御バス２６３０およびデータバス２６４０から成る。
【０３４０】
　コア１０、ＭＭＵ２００、キャッシュ３８、ＴＣＭ３６および外部バスインターフェー
ス４２はデバイスバスとも称される外部バス７０に接続された単一デバイスを構成すると
見なすことができ、このデバイスバスには他のデバイス、例えば安全周辺デバイス４７０
または非安全周辺デバイス４７２も接続できる。更に、デバイスバス７０は１つ以上のメ
モリユニット、例えば外部メモリ５６も接続される。更に、デバイスバス７０にはバス制
御ユニット２６５０が接続されており、この制御ユニットは一般にアービタ２６５２、デ
コーダ２６５４およびパーティションチェッカー２６５６を含む。デバイスバスに接続さ
れた構成部品の作動を一般に説明するには、前に説明した図４７を参照すべきである。前
に説明した図４７では、アービタ２６５２とデコーダと、パーティションチェッカーは別
個のブロックとして示されていたが、これら要素は単一制御ブロック２６５０に入れても
同じように働く。
【０３４１】
　図５６に図５５のＭＭＵ２００をより詳細に示す。図５６と図３７とを比較することに
より、ＭＭＵ２００は図３７のＭＭＵと全く同じように構成され、唯一の差異はメインＴ
ＬＢ２０８とマイクロＴＬＢ２０６との間でパス２４２を通して送られるデータをモニタ
するためのパーティションチェッカー２２２が設けられていないことであるということが
理解できよう。プロセッサコア１０が仮想アドレスを指定するメモリアクセスリクエスト
を発生した場合、このメモリアクセスリクエストはＭＭＵ２００を通過するようにルーテ
ィングされ、図３７を参照して前に説明したように処理され、この結果、マイクロＴＬＢ
２０６からパス２３８を通してシステムバス４０に物理アドレスが出力される。これと対
照的に、メモリアクセスリクエストが直接物理アドレスを指定する場合、このアドレスは
ＭＭＵ２００をバイパスし、代わりにパス２３６を介してシステムバス４０に直接ルーテ
ィングされる。一実施例では、プロセッサがモニタモードで作動しているときにしか、物
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理アドレスを直接指定するメモリアクセスリクエストを発生しない。
【０３４２】
　ＭＭＵ２００の前の説明、および特に図４３の説明から思い出されるように、メインＴ
ＬＢ２０８は多数のデスクリプタ４３５を含み、各デスクリプタに対し、対応するデスク
リプタが安全ページテーブルからのものであるか、または非安全ページテーブルからのも
のであるかを識別するためのドメインフラグ４２５が設けられる。図５５のＭＭＵ２００
内にはこれらデスクリプタ４３５および関連するドメインフラグ４２５が略図で示されて
いる。
【０３４３】
　コア１０がメモリアクセスリクエストを発生すると、この結果、システムバス４０にそ
のメモリアクセスリクエストのための物理アドレスが出力され、そのアドレスによって指
定されるデータアイテムがキャッシュ内に記憶されているかどうかを判断するためのルッ
クアッププロセスを一般に実行する。キャッシュ内に不一致が生じるときはいつも、すな
わちアクセスリクエストを受けたデータアイテムがキャッシュ内に記憶されていなかった
ときはいつも、メモリアクセスリクエストの対象であるデータアイテムを含むデータのラ
インを外部メモリ４５から検索するためのラインフィル手順がキャッシュにより開始され
る。特にキャッシュはアドレスバス２６２０に出力されたスタートアドレスにより、デバ
イスバス７０の制御バス２６３０にＥＢＩ４２を介してラインフィルリクエストを出力す
る。更にバス２６３２を通してＨＰＲＯＴ信号が制御バス２６３０に出力され、このＨＰ
ＲＯＴ信号はメモリアクセスリクエストが発生されたときに、コアの作動モードを指定す
るドメイン信号を含む。従って、ラインプロセスをキャッシュ３０に載る外部バスへの元
のメモリアクセスリクエストの伝搬と見なすことができる。
【０３４４】
　このＨＰＲＯＴ信号はパーティションチェッカー２６５６によって受信されるので、外
部メモリ５６から指定されたデータをリクエストするデバイス（この場合、デバイスはコ
ア１０およびキャッシュ３８を実装している）が、メモリアクセスリクエストが発生され
たときに安全ドメインで作動していたか、または非安全ドメインで作動していたかをパー
ティションチェッカーに対して識別する。パーティションチェッカー２６５６はメモリの
どの領域が安全であるか、または非安全であるかを識別するパーティション情報にもアク
セスするので、デバイスがリクエストしているデータにアクセスすることを許可されてい
るかどうかを判断できる。従って、パーティションチェッカーはＨＰＲＯＴ信号内のドメ
イン信号（本書ではＳビットとも称す）が、安全作動モードで作動中のデバイスによって
、このデータへのアクセスがリクエストされたことを識別するようにアサートされた場合
にしか、デバイスがメモリの安全部分にアクセスできないようにすることができる。
【０３４５】
　コアが非安全モードで作動中であるが、メモリの安全領域内にある外部メモリからデー
タをラインフィルリクエストが検索しようとしていることを、例えばＨＰＲＯＴ信号が識
別しているので、リクエストされたデータへのアクセスをすることが、コア１０には許可
されていないとパーティションチェッカーが判断した場合、パーティションチェッカー２
６５６は制御バス２６３０へアボート信号を発生し、この信号はパス２６３６を通してＥ
ＢＩ４２へ、更にこれからキャッシュ３８へ送られ、この結果、パス２６７６を通してコ
ア１０にアボート信号が発生される。しかしながら、アクセスが許可されていないとパー
ティションチェッカー２６５６が判断した場合、パーティションチェッカーは外部メモリ
から検索されたデータが安全データであるか、または非安全であるかであるかを識別する
Ｓタグ信号を出力し、このＳタグ信号はパス２６４５を通してＥＢＩ４２に、更にこれか
らキャッシュ３８へ送られ、ラインフィルプロセスの対象であるキャッシュライン２６０
０に関連するフラグ２６０２の設定を可能にする。
【０３４６】
　同時に制御ロジック２６５０はリクエストされたラインフィルデータを出力するために
外部メモリ５６を認証する。このデータはパス２６８０を通し、ＥＢＩ４２を介し、キャ
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ッシュ３８へ送られ、対応するキャッシュライン２６００へ記憶される。従って、このプ
ロセスの結果としてキャッシュライン３８内の選択されたキャッシュラインには、外部メ
モリ５６からのデータアイテムが満たされ、これらデータアイテムはコア１０からの元の
メモリアクセスリクエストの対象であるデータアイテムを含む。コアからのメモリアクセ
スリクエストの対象であるデータアイテムを次にキャッシュ３８からコアにリターンでき
るか、これとは異なり、パス２６６０を通してＥＢＩ４２からコア１０へ直接提供できる
。
【０３４７】
　好ましい実施例では、上記ラインフィルプロセスの結果として、キャッシュラインでの
データの元の記憶が行われるので、そのキャッシュラインに関係するフラグ２６０２はパ
ーティションチェッカー２６５６によって提供される値に基づきセットされ、次にそのフ
ラグはそのキャッシュライン２６００内のデータアイテムへのその後のアクセスを直接制
御するのに、キャッシュ３８によって使用できる。従って、コア１０がキャッシュ３８の
特定のキャッシュライン２６００内で一致を生じさせるメモリアクセスリクエストをその
後発生した場合、キャッシュ３８は関連するフラグ２６０２の値を検討し、その値とコア
１０の現在の作動モードとを比較する。好ましい実施例では、コア１０のそのときの作動
モードはＣＰ１５ドメインステータスレジスタ内のモニタモードによってセットされるド
メインビットによって表示される。従って、プロセッサコア１０が安全作動モードで作動
しているときにしか、対応するフラグ２６０２が安全データであると表示したキャッシュ
ライン内のデータアイテムにプロセッサコアがアクセスできないように、キャッシュ３８
を構成できる。コアが非安全モードで作動している間のキャッシュ３８内の安全データへ
のアクセスをする、コアによる試みがなされる結果、キャッシュ３８はパス２６７０を通
してアボート信号を発生する。
【０３４８】
　ＴＣＭ３６は種々の方法で設定できる。一実施例では、キャッシュのように作動するよ
う、セットできる。この実施例では、ＴＣＭ３６は複数のライン２６１０を含むように構
成され、ラインの各々はキャッシュ３８と同じようにラインに関連したフラグ２６１２を
有する。キャッシュ３８を参照して前に説明したのと全く同じように、ＴＣＭ３６へのア
クセスが管理され、ＴＣＭの不一致の結果、ラインフィルプロセスが実行され、この結果
、データが特定のライン２６１０に検索され、パーティションチェッカー２６５６がその
ライン２６１０に関連したフラグ２６１２に記憶するための必要なＳタグ値を発生する。
【０３４９】
　別の実施例では、外部メモリ５６の延長としてＴＣＭ３６を設定でき、プロセッサによ
り頻繁に使用されるデータを記憶するのにこのＴＣＭ３６を使用できる。その理由は、シ
ステムバスを介したＴＣＭのアクセスは、外部メモリのアクセスよりもかなり高速である
からである。かかる実施例では、ＴＣＭ３６はフラグ２６１２を使用せず、代わりにＴＣ
Ｍへのアクセスを制御するのに異なる手順が使用される。特に前に説明したように、かか
る実施例では、密に結合されたメモリが特権安全作動モードで作動中にしかプロセッサに
よって制御できないのか、または少なくとも１つの非安全モードで実行中のプロセッサに
よって制御できるのかのいずれかを表示するよう、特権安全モードで作動中のプロセッサ
によって設定可能な制御フラグを設けることができる。この制御フラグは安全オペレーテ
ィングシステムによってセットでき、実際にＴＣＭが特権安全モードで制御するのか、ま
たは非安全モードで制御するのかを定める。従って、構成できる１つのコンフィギュレー
ションはプロセッサが特権安全作動モードで作動しているときにしか制御できないという
コンフィギュレーションである。かかる実施例では、ＴＣＭ制御レジスタで試みられる非
安全アクセスは、無定義命令例外に進入させる。
【０３５０】
　別のコンフィギュレーションでは、非安全作動モードで作動中のプロセッサによってＴ
ＣＭを制御できる。かかる実施例では、ＴＣＭは非安全アプリケーションによってしか使
用されない。ＴＣＭへ安全データを記憶したり、ＴＣＭから安全データをロードしたりす
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ることはできない。従って、安全アクセスを実行するときには、アドレスがＴＣＭアドレ
スレンジに一致しているかどうかを見るためのルックアップはＴＣＭ内では実行されない
。
【０３５１】
　図５７はプロセッサコア１０で作動中の非安全プログラムが仮想アドレスを発生したと
き（ステップ２７００）に、図５５の装置によって実行されるプロセスを示すフローチャ
ートである。最初に、ステップ２７０５においてマイクロＴＬＢ２０６内でルックアップ
が実行され、この結果、一致が生じた場合、マイクロＴＬＢはステップ２７３０でアクセ
ス許可をチェックする。図５６を参照すると、このプロセスはアクセス許可ロジック２０
２によって実行されているものと見なすことができる。
【０３５２】
　ステップ２７０５において、マイクロＴＬＢのルックアップ内で不一致が生じた場合、
内部に記憶された非安全デスクリプタの間のルックアップがメインＴＬＢ２０８内で実行
される（ステップ２７１０）。この結果不一致が生じた場合、ステップ２７１５へページ
テーブルウォークプロセス（これについては図３７を参照して前に詳細に説明してある）
が実行され、ここでステップ２７２０の後でメインＴＬＢが有効なタグ付き非安全デスク
リプタを含むと判断される。ステップ２７１０におけるルックアップが一致を生じさせた
場合、プロセスは直接ステップ２７２０に進む。
【０３５３】
　その後、ステップ２７２５において、物理アドレスを含むデスクリプタ部分がマイクロ
ＴＬＢにロードされ、その後、ステップ２７３０にてマイクロＴＬＢがアクセス許可をチ
ェックする。
【０３５４】
　ステップ２７３０にて、アクセス許可の違反があったと判断された場合、プロセスはス
テップ２７４０に進み、ここでパス２３０（図５５に示されたパス２６７０に類似する）
を通してプロセッサコアにアボート信号が発生される。しかしながら、違反が検出されな
いと仮定した場合、ステップ３７４５において、アクセスがキャッシュ可能なデータアイ
テムに関係しているかどうかが判断される。関係していなければ、ステップ２７９０にて
外部メモリ５６からデータアイテムを検索するための外部アクセスが開始される。ステッ
プ２７９５にて、パーティションチェッカー２６５６は安全パーティション違反があるか
どうか、例えば非安全モードで作動中にプロセッサコア１０が安全メモリ内のデータアイ
テムにアクセスしようとしているかどうかを判断する。違反が検出された場合、２７７５
にてパーティションチェッカー２６５６はアボート信号を発生する。しかしながら、非安
全パーティション違反がない場合、プロセスはステップ２７８５に進み、ここでデータア
クセスが生じる。
【０３５５】
　ステップ２７４５にて、リクエストされているデータアイテムがキャッシュ可能である
と判断された場合、ステップ２７５０にてキャッシュ内でキャッシュのルックアップが実
行され、一致が検出されれば、キャッシュはステップ２７５５にて安全ラインタグ違反が
あるかどうかを判断する。従って、この段階でキャッシュはデータアイテムを含むキャッ
シュラインに関連したフラグ２６０２の値を検討し、そのフラグの値とコア１０の作動モ
ードとを比較し、リクエストされたデータアイテムへアクセスする権利がコアに与えられ
ているかを判断する。安全ラインタグ違反が検出された場合、プロセスはステップ２７６
０に進み、ここでキャッシュ３８により安全違反フォールトアボート信号が発生され、パ
ス２６７０を通してコア１０へこの信号が送られる。しかしながら、ステップ２７５５に
て非安全ラインタグ違反が検出されなかった場合、ステップ２７８５にてデータアクセス
が実行される。
【０３５６】
　ステップ２７５０にてキャッシュのルックアップが実行されたときに、キャッシュの不
一致が生じた場合、ステップ２７６５にてキャッシュのラインフィルが開始される。ステ



(75) JP 4302641 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

ップ２７７０にてパーティションチェッカー２６５６は安全パーティションチェッカー違
反があるかどうかを検出し、違反が検出されれば、ステップ２７７５にてアボート信号を
発生する。しかしながら、非安全パーティション違反が検出されなかった場合、ステップ
２７８０にてキャッシュラインフィルが進み、その結果、ステップ２７８５にてデータア
クセスが完了する。
【０３５７】
　図５７に示されるように、ステップ２７０５、２７１０、２７１５、２７２０、２７２
５、２７３０および２７３５はＭＭＵ内で実行され、ステップ２７４５、２７５０、２７
５５、２７６５、２７８０および２７９０はキャッシュによって実行され、ステップ２７
７０およびステップ２７９５はパーティションチェッカーによって実行される。
【０３５８】
　図５８はコアで実行中の安全プログラムが仮想アドレスを発生した場合（ステップ２８
００）に実行される類似のプロセスを示すフローチャートである。図５８と図５７とを比
較すると、ＭＭＵ内で実行されるステップ２８０５～２８３５は、図５７を参照して前に
説明したステップ２７０５～２７３５に類似していることが理解できよう。これらの違い
はステップ２８１０にあり、メインＴＬＢ内に記憶された安全デスクリプタに関連してメ
インＴＬＢ内で実行されるルックアップが実行され、この結果、ステップ２８２０にてメ
インＴＬＢは有効なタグの付いた安全デスクリプタを含む。
【０３５９】
　図５８を参照した実施例では、安全プログラムは安全データと非安全データの双方にア
クセスできると仮定しているので、キャッシュ内ではキャッシュは安全ラインタグ違反を
探す必要はない。従って、ステップ２８５０にてキャッシュのルックアップ中に一致が生
じた場合、プログラムは直接データアクセスステップ２８８５に進む。
【０３６０】
　同様に、（例えばステップ２８６５または２８９０にて）外部メモリへの外部アクセス
が必要とされた場合、安全プログラムは安全データまたは非安全データのいずれにもアク
セスできると仮定されているので、パーティションチェッカーはパーティションチェック
を実行しなくてもよい。
【０３６１】
　キャッシュ内で実行されるステップ２８４５、２８５０、２８６５、２８８０および２
８９０は、図５７を参照して前に説明したステップ２７４５、２７５０、２７６５、２７
８０および２７９０に類似している。
【０３６２】
　図５７はプロセッサで作動する異なるモードおよびアプリケーションを示す。点線は本
発明の実施例に従い、プロセッサのモニタ中に異なるモードおよび／またはアプリケーシ
ョンを互いにどのように分離し、アイソレートできるかを示している。
【０３６３】
　生じ得る障害を発見し、なぜアプリケーションが期待するように作動しないかを発見す
るために、プロセッサをモニタする能力は極めて有効であり、多くのプロセッサはかかる
機能を提供している。デバッグ機能およびトレース機能を含む種々の方法でモニタを行う
ことができる。
【０３６４】
　本技術に係わるプロセッサでは、フォールトデバッグモードおよびモニタデバッグモー
ドを含むいくつかのモードでデバッグが作動できる。これらモードは侵襲的であり、この
ときに実行中のプログラムを停止させる。フォールトデバッグモードにおいて、ブレーク
ポイントまたはウォッチポイントが発生すると、コアが停止され、システムの他の部分か
らアイソレートされ、コアはデバッグステートに入る。デバッグステートに入るときにコ
アはホールト（ｈａｌｔ）されパイプラインがフラッシングされるが、命令はプリフェッ
チされない。ＰＣはフリーズされ、どのインターラプト（ＩＲＱおよびＦＩＱ）も無視さ
れる。（ＪＴＡＧシリアルインターフェースを介し）コアの内部ステートだけでなくメモ
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リシステムのステートも検査できる。そのときのモードを改善し、レジスタコンテンツな
どを変更できるので、このステートはプログラムの実行に対して侵襲的である。デバッグ
が一旦終了すると、コアはデバッグＴＡＰ（テストアクセスポート）を通して再スタート
命令でスキャンすることにより、デバッグステートから出ることができる。
【０３６５】
　モニタデバッグモードではブレークポイントまたはウォッチポイントはコアがアボート
モードに入るようにさせ、それぞれプリフェッチまたはデータアボートベクトルを取り込
む。この場合、コアはまだ機能モードにありホールトデバッグモードとなっているので、
まだ停止されていない。アボートハンドラーはデバッグアプリケーションと通信し、プロ
セッサおよびコプロセッサのステートまたはダンプメモリにアクセスする。デバッグハー
ドウェアとソフトウェアデバッガーとの間をデバッグモニタプログラムがインターフェー
スする。デバッグステートのビット１１および制御レジスタＤＳＣＲがセット（後に参照
）された場合、インターラプト（ＦＩＱおよびＩＲＱ）を禁止できる。モニタデバッグモ
ードではデータアボートおよびプリフェッチアボートでベクトルキャッチがディスエーブ
ルされ、モニタデバッグモードに対して発生されたアボートの結果として、プロセッサが
強制的にリカバー不能ステートされるのを防止する。モニタデバッグモードはある種のデ
バッグモードであり、安全ワールドと非安全ワールドとの間の切り換えをスーパーバイズ
（監督）するモードであるプロセッサのモニタモードには関連していないことに留意すべ
きである。
【０３６６】
　デバッグはある瞬間においてプロセッサのステートのスナップショットを提供できる。
デバッグはデバッグの開始リクエストが受信された瞬間における種々のレジスタ内の値に
注目することによってこれを行う。これら値はスキャンチェーン（図６７の５４１、５４
４）に記録され、次にＪＴＡＧコントローラ（図１の１８）を使ってシリアルに出力され
る。
【０３６７】
　コアをモニタする別の方法は、トレースすることである。このトレースは侵襲的ではな
く、コアが作動し続ける際にその後のステートを記録する。トレースは図１の埋め込み型
トレースマイクロセル（ＥＴＭ）２２、２６で作動する。ＥＴＭはトレースポートを有し
、このトレースポートを介してトレース情報がイクスポートされ、この情報は外部トレー
スポートアナライザによって分析される。
【０３６８】
　本技術の実施例のプロセッサは２つの別個のドメインで作動する。上記実施例では、こ
れらドメインは安全ドメインと非安全ドメインとを含む。しかしながら、モニタ機能の目
的のために、当業者であれば、これらドメインは両者の間でデータをリークしてはならな
い２つのドメインとなり得ることが明らかとなろう。本技術の実施例は２つのドメイン間
でのデータのリークを防止することに関係するものであり、従来システム全体にアクセス
が認められていたデバッグおよびトレースのようなモニタ機能はドメイン間でデータがリ
ークする潜在的なソースである。
【０３６９】
　安全および非安全ドメインまたはワールドの上記例では、安全データは非安全ワールド
に利用できるものであってはならない。更に、安全ワールドにおいてデバッグが許可され
た場合、安全ワールド内のデータの一部を制限したり、隠したりすることが有利となり得
る。図５９における点線はデータのアクセスをセグメント化し、異なるレベルの粒度を提
供するために可能な方法のいくつかの例を示す。図５９において、モニタモードがブロッ
ク５００で示されており、すべてのモードのうちで最も安全なモードであり、安全ワール
ドと非安全ワールドとの切り換えを制御するものである。モニタモード５００の下方には
スーパーバイザーモードが設けられており、このスーパーバイザーモードは安全スーパー
バイザーモード５１０と非安全スーパーバイザーモード５２０とを含む。次に、アプリケ
ーション５２２および５２４を有する非安全ユーザーモードおよびアプリケーション５１
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２、５１４および５１６を有する安全ユーザーモードがある。モニタモード（デバッグお
よびトレース）は（点線５０１の左側までの）非安全モードをモニタするためにしか制御
できない。これとは異なり、非安全ドメインまたはワールドおよび安全ユーザーモードは
モニタすることが認められる（５０１の左および５０２の下方の５０１の右）。別の実施
例では、非安全ワールドおよび安全ユーザードメインで作動する所定のアプリケーション
が認められる。この場合、点線５０３による更なるセグメント化が行われる。かかる分割
は異なるアプリケーションを作動させる可能性のある異なるユーザー間で安全データがリ
ークすることを防止することを助ける。一部の制御されたケースでは、システム全体のモ
ニタが認められる。必要な粒度によりコアの次の部分はモニタ機能中にアクセスを制御す
る必要がある。
【０３７０】
　デバッグイベントでセットできるレジスタは４つある。すなわち命令フォールトステー
タスレジスタ（ＩＦＳＲ）、データフォールトステータスレジスタ（ＤＦＳＲ）、フォー
ルトアドレスレジスタ（ＦＡＲ）および命令フォールトアドレスレジスタ（ＩＦＡＲ）で
ある。安全ワールドから非安全ワールドに移る際に、一部の実施例ではデータのリークを
防止するためにこれらレジスタをフラッシングしなければならない。
【０３７１】
　ＰＣサンプラーレジスタ：デバッグＴＡＰはスキャンチェーン７を通してＰＣにアクセ
スできる。安全ワールドでデバッギング中に、安全ワールドで選択されたデバッグ粒度に
応じてその値をマスクできる。コアが安全ワールドで作動している間、非安全ワールドま
たは非安全ワールド＋安全ユーザーアプリケーションがＰＣのどの値も入手できないこと
が重要である。
【０３７２】
　ＴＬＢエントリー：ＣＰ１５を使用することによりマイクロＴＬＢのエントリーを読み
出し、メインＴＬＢエントリーを読み出し、かつ書き込むことができる。メインＴＬＢお
よびマイクロＴＬＢへのロードおよびマッチングを制御することもできる。特に安全スレ
ッドが知っているデバッグがＭＭＵ／ＭＰＵのアシスタンスを必要とする場合、この種の
作動を厳密に制御しなければならない。
【０３７３】
　性能モニタ制御レジスタ：性能制御レジスタはキャッシュの不一致、マイクロＴＬＢの
不一致、外部メモリのリクエスト、実行された分布命令などに関する情報を与える。デバ
ッグステートであっても、非安全ワールドはこのデータにアクセスすべきではない。安全
ワールドでデバッグがディスエーブルされた場合でも、カウンターは安全ワールドで作動
できなければならない。
【０３７４】
　キャッシュシステムにおけるデバッギング：キャッシュ化されたシステムではデバッグ
は非侵襲的にしなければならない。キャッシュと外部メモリとの間のコヒーレンスを維持
することが重要である。キャッシュがＣＰ１５を使って無効にでき、キャッシュはすべて
の領域で強制的に書き込みスルーとすることができる。いずれのケースにおいても、デバ
ッグにおけるキャッシュの挙動の変更を認めることはセキュリティに対して弱くなり、こ
のことは制御されるべきである。
【０３７５】
　エンディアンネス：デバッグにアクセスできる非安全ワールドまたは安全ユーザーアプ
リケーションは、エンディアンネスの変更を認めるべきではない。エンディアンネスを変
えることによって安全カーネルが誤作動する可能性があり、粒度に従ってデバッグにおい
てエンディアンネスのアクセスを禁止する。
【０３７６】
　モニタ機能の開始時にはコアの一部にたいするモニタ機能のアクセスを制御できるデバ
ッグおよびトレースは種々の方法で初期化される。本技術の実施例は、所定の条件での初
期化を認めるだけで、コアの所定の安全部分に対するモニタ機能のアクセスを制御する。
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【０３７７】
　本技術の実施例は次の粒度、すなわち
　侵襲的、かつ観測可能な（トレース）デバッグを別々に制御することにより；
　安全ワールドのみ、または安全ワールド全体においてデバッグが安全ユーザーモードに
入ることを認めることにより；
　安全ユーザーモードにおけるデバッグだけを認め、更にスレッドＩＤ（アプリケーショ
ン実行中）を考慮することにより、モニタ機能に入ることを制限せんとするものである。
【０３７８】
　モニタ機能の開始を制御するには、機能をどのように開始できるかを知ることが重要で
ある。図６０はモニタ機能を開始する可能な方法、開始されるモニタ機能のタイプおよび
かかる開始命令をプログラムできる方法を示す表である。
【０３７９】
　一般に、ソフトウェアまたはハードウェアにより、例えばＪＴＡＧコントローラにより
、これらモニタ命令に入ることができる。モニタ機能の開始を制御するには制御値を使用
する。これらの値は条件に依存するイネーブルビットを含むので、特定の条件が存在する
場合、イネーブルビットをセットする場合にしかモニタのスタートが認められない。これ
らビットはＩＣＥ３５０（図６７参照）内にある安全レジスタＣＰ１４、デバッグおよび
ステータス制御レジスタ（ＤＳＣＲ）に記憶される。
【０３８０】
　好ましい実施例では、侵襲的かつ観察可能なデバッグをイネーブル／ディスエーブルす
る４つのビットがある。これらビットは安全デバッグイネーブルビットと、安全トレース
イネーブルビットと、安全ユーザーモードイネーブルビットと、安全スレッドアウェアイ
ネーブルビットとを含む。これらの制御値はモニタ機能のためのある程度の制御可能な粒
度を提供するように働き、特定のドメインからのデータのリークを停止させることに役立
つことができる。図６１はこれらビットの概要およびこれらビットにどのようにアクセス
できるかを示している。
【０３８１】
　これら制御ビットは安全ドメイン内のレジスタに記憶され、このレジスタへのアクセス
は３つの可能な例に制限される。ＡＲＭコプロセッサのＭＲＣ／ＭＣＲ命令を介してソフ
トウェアアクセスが行われ、これら命令には安全スーパーバイザーモードしか認められな
い。これとは異なり、認証コードを使用することにより、他のどのモードからもソフトウ
ェアアクセスを行うことができる。更に別の例は、ハードウェアアクセスに関係するもの
であり、ＪＴＡＧ上の入力ポートを介して書き込まれる命令を呼び出す。モニタ機能の利
用可能性に関係する制御値を入力するのに使用される他に、この入力ポートはプロセッサ
の他の機能に関係する制御値を入力するのにも使用できる。
　スキャンチェーンおよびＪＴＡＧに関する更なる細部を下記に示す。
【０３８２】
　レジスタロジックセル
　どの集積回路（ＩＣ）も２つの種類のロジックから成る。
　・ＡＮＤ、ＯＲ、ＩＮＶゲートのような、組み合わせロジックセル。かかるゲートまた
はかかるゲートの組み合わせは１つまたは数個の入力信号に従ってブール式を計算するの
に使用される。
　・ＬＡＴＣＨ、ＦＬＩＰ－ＦＬＯＰのようなレジスタロジックセル。かかるセルは任意
の信号値を記憶するのに使用される。図６２は正のエッジでトリガーされるＦＬＩＰ－Ｆ
ＬＯＰの図を示す。
【０３８３】
　クロック信号（ＣＫ）で正のエッジが生じると、出力（Ｑ）は入力（Ｄ）の値を受信す
る。そうでない場合、出力（Ｑ）はメモリにその値を保持する。
【０３８４】
　スキャンチェーンセル
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　テストまたはデバッグ目的のためには、レジスタロジックセルの機能アクセスをバイパ
スさせ、レジスタロジックセルのコンテンツに直接アクセスすることが必要である。従っ
て、図６３に示されるように、レジスタセルはスキャンチェーンセル内に集積化されてい
る。
【０３８５】
　機能モードでは、ＳＥ（スキャンイネーブル）はクリアであり、レジスタセルは単一レ
ジスタセルとして働く。テストまたはデバッグモードでは、ＳＥがセットされ、Ｄ入力の
代わりにＳＩ入力（スキャンＩｎ）から入力データがくることができる。
【０３８６】
　スキャンチェーン
　図６４に示されるように、スキャンチェーンにはすべてのスキャンチェーンセルがチェ
ーン状となっている。
　機能モードではＳＥはクリアされ、通常どおりすべてのレジスタセルにアクセスでき、
レジスタセルは回路の他のロジックと相互作用できる。テストまたはデバッグモードでは
ＳＥはセットされ、スキャンチェーン内ですべてのレジスタは互いにチェーン状となって
いる。第１スキャンチェーンセルからデータがくることができ、各クロックサイクルのカ
デンスにおいて、他のスキャンチェーンセルを通してデータをシフトできる。レジスタの
コンテンツを見るためにデータをシフトすることもできる。
【０３８７】
　ＴＡＰコントローラ
　いくつかのスキャンチェーンを取り扱うのにＴＡＰコントローラが使用される。このＴ
ＡＰコントローラは特定のスキャンチェーンを選択でき、「スキャンイン」および「スキ
ャンアウト」信号を特定のスキャンチェーンに接続する。次に、データをチェーンへスキ
ャン入力し、シフトし、スキャンアウトすることができる。ＴＡＰコントローラはＪＴＡ
Ｇオートインターフェースにより外部から制御できる。図６５はＴＡＰコントローラを略
図で示す。
【０３８８】
　ＪＴＡＧ選択的ディスエーブルチェーンセル
　セキュリティの理由から、デバッグまたはテストモードでの一部のレジスタに対してス
キャンチェーンによりアクセスできない場合がある。ＪＡＤＩ（ＪＴＡＧアクセスディス
エーブル）と称される新しい入力信号は、集積回路におけるスキャンチェーンの構造を変
えることなく、全スキャンチェーンから１つのスキャンチェーンセルをダイナミックまた
はスタティックに除くことを認めることができる。図６６ＡおよびＢはこの入力信号を略
図で示す。
【０３８９】
　ＪＡＤＩが非アクティブ（ＪＡＤＩ＝０）である場合、機能モードまたはテストもしく
はデバッグモードに拘わらず、スキャンチェーンは通常どおり作動する。ＪＡＤＩがアク
ティブ（ＪＡＤＩ＝１）であり、テストまたはデバッグモードとなっている場合、スキャ
ンチェーン構造から（設計者によって選択した）あるスキャンチェーンセルを除くことが
できる。同じ数のスキャンチェーンセルを維持するためにＪＴＡＧ選択的ディスエーブル
スキャンチェーンセルは１つのバイパスレジスタを使用する。この場合、スキャンアウト
（ＳＯ）およびスキャンチェーンセル出力（Ｑ）は異なっていることに留意されたい。
【０３９０】
　図６７はＪＴＡＧの部品を含むプロセッサを略図で示す。通常の作動では、メモリセル
５５０はコアと通信し、所定の状況ではレジスタＣＰ１４とも通信でき、制御値をリセッ
トできる。このことは一般に、安全スーパーバイザーモードからしか認められない。
【０３９１】
　デバッグが開始されると、デバッグＴＡＰ５８０を介して命令が入力され、コアを制御
するのはこれら命令である。デバッグ中のコアはステップバイステップモードで作動する
。デバッグＴＡＰは（ＪＡＤＩピンとして示されたＪＳＤＡＥＮピン上のアクセス制御信
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号入力、図４５におけるＪＴＡＧ　ＡＣＣＥＳＳ　ＤＩＳＡＢＬＥ　ＩＮＰＵＴに応じて
）コアを介しＣＰＵ１４にアクセスし、この方法で制御値をリセットすることもできる。
【０３９２】
　デバッグＴＡＰ５８０を介したＣＰ１４レジスタへのアクセスはアクセス制御信号ＪＳ
ＤＡＥＮによって制御される。この信号はアクセスするための順序に特に許可すべき書き
込みアクセスするための順序にＪＳＤＡＥＮをハイにセットしなければならないようにな
っている。プロセッサ全体が検証中のボードステージの間では、ＪＳＤＡＥＮがハイにセ
ットされ、デバッグは全システムでイネーブルされる。システムが一旦チェックされると
、ＪＳＤＡＥＮピンをアースに結ぶことができる。このことは、安全モードでデバッグを
イネーブルする制御値へのアクセスはデバッグＴＡＰ５８０を介しては利用できないこと
を意味する。一般に製造モードのプロセッサはアースに接続されたＪＳＤＡＥＮを有する
。従って、制御値へのアクセスは命令メモリ５５０を介したソフトウェアルートを通して
しか利用できない。このルートを介した安全スーパーバイザーモードまたは認証コードが
与えられることを条件にする別のモードに制限される（図６８参照）。
【０３９３】
　デフォルトによりデバッグ（侵襲的かつ観測可能－トレース）は、非安全ワールドでし
か利用できないことに留意すべきである。これらデバッグを安全ワールドで利用できるよ
うにするには、制御値イネーブルビットをセットしなければならない。
【０３９４】
　この利点は非安全ワールドにおいて作動させるためにユーザーによって常にデバッグを
開始できるということである。従って、デバッグではユーザーには一般に安全ワールドへ
のアクセスは利用できないが、この安全ワールドへのアクセスは制限されており、安全ワ
ールドは利用できるようになる前にボード段階で完全に検証済みであるので、多くのケー
スではこのことは問題にならない。従って、多くのケースでは安全ワールドのデバッグは
不要となることが予想される。必要であれば、ＣＰ１４を書き込むソフトウェアルートに
よりデバッグを開始できる。
【０３９５】
　図６８はデバッグ初期化の制御を略図で示している。この図では、コア６００の一部は
記憶素子６０１（この素子は前に説明したようなＣＰ１５レジスタでよい）を含み、この
阻止にはシステムが安全ワールド内にあるかないかを表示する安全ステータスビットＳが
記憶される。コア６００はプロセッサが作動しているモード、例えばユーザーモードを表
示するビットを含むレジスタ６０２と、コアでそのときに作動中のアプリケーションまた
はスレッドを識別するコンテクスト識別子を提供するレジスタ６０３も含む。
【０３９６】
　ブレークポイントに達すると、レジスタ６１１上に記憶されているブレークポイントと
、レジスタ６１２に記憶されているコアのアドレスとを比較するコンパレータ６１０は制
御ロジック６２０に信号を送る。制御ロジック６２０は安全ステートＳ、モード６０２お
よびスレッド（コンテクスト識別子）６０３を見て、これと制御値およびレジスタＣＰ１
４に記憶されている条件インジケータとを比較する。システムが安全ワールドで作動中で
なければ、６３０にて「デバッグ進入」信号が出力される。しかしながら、システムが安
全ワールドで作動中であれば、制御ロジック６２０はモード６０２を見る。ユーザーモー
ドであればユーザーモードイネーブルビットおよびデバッグイネーブルビットがセットさ
れているかをチェックする。そうであれば、スレッドアウェアビットが初期化されていな
いことを条件にデバッグが初期化される。上記の説明は制御値の階層的性質を示すもので
ある。
【０３９７】
　図６８には、安全スーパーバイザーモード（この実施例ではプロセッサは製造段階にあ
り、ＪＳＤＡＥＮはアースに接続されている）のみからどのようにレジスタＣＰ１４に記
憶されている制御値を制御するのか、ということと共に、モニタ制御のスレッドアウェア
部分も略図で示されている。安全ユーザーモードからは認証コードを使って安全スーパー
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バイザーモードに入ることができ、ＣＰ１４内で制御値をセットできる。
【０３９８】
　デバッグがスレッドに対して可能であることをスレッドコンパレータ６４０が示してい
ることを条件に、ブレークポイントに達したことをアドレスコンパレータ６１０が表示し
たときに、制御ロジック６２０は「デバッグ進入」信号を出力する。このことは、ＣＰ１
５でスレッドアウェア初期化ビットがセットされることを仮定している。ブレークポイン
トの後でスレッドアウェア初期化ビットがセットされた場合、アドレスおよびコンテクス
トが、ブレークポイントおよび許可されたスレッドインジケータで表示されたそれぞれと
一致した場合にしか、デバッグまたはトレースに入ることはできない。モニタ機能の開始
後はコンテクスト識別子がコンパレータ６４０によって、許可されたスレッドとして検出
されている間にしか、診断データの捕捉は続かない。実行中のアプリケーションが許可さ
れているアプリケーションでないことをコンテクスト識別子が示した場合、診断データの
捕捉は抑制される。
【０３９９】
　好ましい実施例では、粒度内にはある階層が存在することに留意すべきである。実際に
は安全デバッグまたはトレースイネーブルビットは頂部にあり、次に安全ユーザーモード
イネーブルビットが続き、最後に安全スレッドアウェアイネーブルビットが入る。これに
ついては図６９Ａおよび６９Ｂに示されている（以下参照）。
【０４００】
　「デバッグおよびステータス制御」レジスタ（ＣＰ１４）内に保持された制御値はドメ
イン、モードおよび実行中のスレッドに従って安全デバッグの粒度を制御する。この安全
デバッグ粒度は安全スーパーバイザーモードの頂部にあり、（デバッグおよびステータス
制御）レジスタＣＰ１４が一旦構成されると、この安全デバッグ粒度はコアを「デバッグ
進入」ステートにするよう、対応するブレークポイント、ウォッチポイントをプログラム
するための安全スーパーバイザーモードまでである。
【０４０１】
　図６９Ａは侵襲的デバッグのための安全デバッグの粒度の概要を示す。リセット時のデ
フォルト値はグレー色で表示されている。
【０４０２】
　観測可能なデバッグに関するデバッグ粒度に対しては同じである。図６９Ｂはこの場合
における安全デバッグ粒度の概要を示し、ここでもリセット時のデフォルト値はグレー色
で表示されている。
【０４０３】
　侵襲的かつ観測可能なデバッグに対しては安全ユーザーモードデバッグイネーブルビッ
トと安全スレッドアウェアデバッグイネーブルビットとを共通に使用することに留意され
たい。
【０４０４】
　レジスタＣＰ１４にはスレッドアウェア初期化ビットが記憶され、このビットはアプリ
ケーションによる粒度が必要であるかどうかを表示する。スレッドアウェアビットが初期
化されている場合、アプリケーション識別子またはスレッド６０３がスレッドアウェア制
御値内で表示されたものであるかどうかを制御ロジックが更にチェックする。そうである
場合、デバッグが初期化される。ユーザーモードまたはデバッグイネーブルビットのいず
れかがセットされていないか、またはスレッドアウェアビットがセットされており、実行
中のアプリケーションがスレッドアウェア制御値で表示されたものではない場合、ブレー
クポイントは無視され、コアは行ってきたことを続行し、デバッグは初期化されない。
【０４０５】
　モニタ機能の初期化を制御するほかに、モニタ機能中の診断データの捕捉も同じ制御で
きる。これを行うために、コアは双方の制御値、すなわちレジスタＣＰ１４に記憶された
イネーブルビット、およびモニタ機能の実行中にこれらイネーブルビットが関係する条件
を検討し続けなければならない。
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【０４０６】
　図７０は実行中のモニタ機能の粒度を略図で示す。この場合、領域Ａは診断データを捕
捉することが許可されている領域に関係し、領域Ｂは診断データを捕捉することができな
いことをＣＰ１４に記憶されている制御値が表示する領域に関係している。
【０４０７】
　従って、デバッグが作動中であり、プログラムが領域Ａで作動中であるとき、デバッグ
中に診断データがステップバイステップの状態で出力される。作動が領域Ｂに切り換わり
、この領域で診断データの捕捉が認められていないときは、デバッグはステップバイステ
ップの状態では進行せず、むしろ自律的に進行し、データは捕捉されない。このことは、
プログラムの動作が領域Ａに再び入り、この領域で診断データの捕捉が再びスタートし、
デバッグがステップバイステップの状態で続行するまで続く。
【０４０８】
　上記実施例では、安全ドメインがイネーブルされない場合、ＳＭＩ命令は常にオートミ
ックイベントとして見られ、診断データの捕捉が抑制される。
【０４０９】
　更にスレッドアウェア初期化ビットがセットされる場合、アプリケーションに対する作
動中のモニタ機能の粒度を生じる。
【０４１０】
　観測可能なデバッグまたはトレースに関し、これはＥＴＭによって行われ、デバッグと
は完全に独立している。トレースがイネーブルされると、ＥＴＭは通常どおり作動し、デ
ィスエーブルされる、ＥＴＭは安全ワールド内のトレースまたは選択された粒度によって
は安全ワールドの一部を隠す。ＥＴＭの捕捉およびトレースがイネーブルされたかったと
きの安全ドメインにおける診断データの捕捉を防止する１つの方法は、Ｓビットがハイの
ときにＥＴＭを止めることである。このことは、ＳビットとＥＴＭＰＷＲＤＯＷＮ信号と
を組み合わせることによって行うことができるので、コアが安全ワールドに入ったときに
最後の値にＥＴＭ値を保持される。従って、ＥＴＭはＳＭＩ命令をトレースしなければな
らないので、コアが非安全ワールドにリターンするまでストールしなければならない。従
って、ＥＴＭが非安全アクティビティを見るだけである。
【０４１１】
　次に、異なるモニタ機能の一部およびそれらの粒度の概要を示す。
　ボードステージでの侵襲的デバッグ
　ＪＳＤＡＥＮピンが接続されていないときのボードステージでは、ブートセッションを
スタートさせる前のどの場所でも、デバッグをイネーブルする能力がある。同様に、安全
スーパーバイザーモードにある場合、同様の権利を有する。
【０４１２】
　ホールトデバッグモードでデバッグを初期化する場合、すべてのレジスタにアクセス可
能であり（非安全および安全レジスタバンク）、制御デバッグ専用ビットを除き、全メモ
リをダンプできる。
【０４１３】
　どのモードからも、かつどのドメインからも、デバッグホールトモードに入ることがで
きる。ブレークポイントおよびウォッチポイントは安全メモリまたは非安全メモリでセッ
トできる。デバッグステートではＭＣＲ命令を介してＳビットを変えるだけで安全ワール
ドに入ることができる。
【０４１４】
　安全例外が生じたときにデバッグモードに入ることができるので、次の新しいビットと
共にベクトルトラップレジスタを拡張する。
　ＳＭＩベクトルトラッピングイネーブル
　安全データアボートベクトルトラッピングイネーブル
　安全プリフェッチアボートベクトルトラッピングイネーブル
　安全無定義ベクトルトラッピングイネーブル



(83) JP 4302641 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

【０４１５】
　モニタデバッグモードにおいて、どこをデバッグしてもよいと許可した場合、非安全ワ
ールドでＳＭＩがコールされても、ステップバイステップのデバッグで安全ワールドに入
ることができる。安全ドメインでブレークポイントが生じると、安全アボートハンドラー
は安全レジスタバンクおよび安全メモリをダンプするように作動できる。
【０４１６】
　安全ワールドおよび非安全ワールドにおける２つのアボートハンドラーは、それらの情
報をデバッガーアプリケーションに与え、（ＰＣを制御する関連するデバッグでの）デバ
ッガーウィンドーは安全ワールドおよび非安全ワールドの双方におけるレジスタのステー
トを示すことができる。
【０４１７】
　図７１Ａはコアがモニタデバッグモードに構成されており、安全ワールドでデバッグが
イネーブルされたときに何が生じるかを示している。図７１Ｂはコアがモニタデバッグモ
ードに構成され、安全ワールドでデバッグがディスエーブルされたときに何が生じるかを
示している。この後者のプロセスについては後述する。
【０４１８】
　製造ステージにおける侵襲的デバッグ
　ＪＳＤＡＥＮが接続され、デバッグが非安全ワールドに制限されている製造ステージで
は、安全スーパーバイザーが判断しないかぎり、図７１Ｂに示されたテーブルは何が生じ
るかを示す。この場合、ＳＭＩは常に自律命令と見なすべきであるので、デバッグステー
トに入る前に安全機能は常に終了される。
【０４１９】
　デバッグホールトモードに入ることは次の制限を受ける。
　非安全ワールドだけでは外部デバッグリクエストまたは内部デバッグリクエストが考慮
される。安全ワールドにある間にＥＤＢＧＲＱ（外部デバッグリクエスト）がアサートさ
れた場合、安全機能が一旦終了すれば、コアはデバッグホールトモードに入り、非安全ワ
ールドでコアがリターンされる。
【０４２０】
　安全メモリにブレークポイントまたはウォッチポイントをプログラムすることは効力が
なく、プログラムされたアドレスが一致したときにコアは停止される。
【０４２１】
　ベクトルトラップレジスタ（このレジスタの細部については下記に示す）は、非安全例
外にしか関係しておらず、効力を生じる前のすべての拡張トラッピングイネーブルビット
について説明する。
【０４２２】
　一旦ホールトデバッグモードになると、次の制限が適用される。
　安全デバッグがイネーブルされなければ、安全ワールドに入るのにＳビットを変えるこ
とはできない。
　デバッグが安全スーパーバイザーモードでしか許可されていない場合、モードビットを
変えることはできない。　
　安全デバッグを制御する専用ビットを変えることはできない。
　（システム速度アクセスが）ＳＭＩにロードされ、ＳＭＩが実行された場合、安全機能
が完全に実行されたときにしか、コアはデバッグステートに再進入できない。
【０４２３】
　モニタデバッグモードでは、安全ワールドでモニタを行うことはできないので、安全ア
ボートハンドラーはデバッグモニタプログラムをサポートしなくてもよい。非安全ワール
ドでは、ステップバイステップが可能であるが、ＳＭＩが実行されているときはいつも安
全機能が完全に実行される。換言すれば、ＸＷＳＩの「ステップオーバー」しか認められ
ないが、他のすべての命令では、「ステップイン」および「ステップオーバー」が可能で
ある。従って、ＸＷＳＩは自律命令と見なされる。
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【０４２４】
　一旦安全デバッグがディスエーブルされた場合、次の制限を有する。
　モニタモードに入る前に：
　非安全ワールドに限りブレークポイントおよびウォッチポイントを考慮する。ビットＳ
がセットされれば、ブレークポイント／ウォッチポイントをバイパスする。ブレークポイ
ント／ウォッチポイントは安全メモリでは効果がないので、セキュリティの問題がないＭ
ＣＲ／ＭＲＣ（ＣＰ１４）によってウォッチポイントユニットにもアクセスできることに
留意されたい。
【０４２５】
　ＢＫＰＴは通常、ブレークポイントがセットされた命令を置き換えるのに使用される。
このことは非安全モードに限り可能なＢＫＰＴ命令により、メモリにこの命令をオーバー
ライトすると仮定している。
【０４２６】
　ベクトルトラップレジスタは非安全例外にしか関係していない。前に説明したすべての
拡張トラップイネーブルビットは効果がない。プロセッサが強制的にアンリカバブルステ
ートにされるのを防止するには、データアボートおよびプリフェッチアボートイネーブル
ビットをディスエーブルすべきである。
【０４２７】
　ＪＴＡＧを介し、ホールトモードに関して同じ制限を有する（Ｓビットは変更できない
など）。
　一旦モニタモード（非安全アボートモード）となると、
　非安全アボートハンドラーは非安全ワールドをダンプでき、安全バンク状レジスタだけ
でなく安全メモリでビジビリティを有しない。
　アトミックＳＭＩ命令により安全機能を実行する。
　安全ワールドへの進入を強制するためにＳビットを変更できない。
　安全スーパーバイザーモードでしかデバッグが許可されていない場合、モードビットを
変更できない。
【０４２８】
　外部デバッグリクエスト（ＥＤＢＧＲＱ）が生じた場合、次のことに留意されたい。
　非安全ワールドではコアはそのときの命令を終了し、即座に（ホールトモードで）デバ
ッグステートに入る。
【０４２９】
　安全ワールドではコアはそのときの機能を終了し、コアが非安全ワールドに戻ったとき
にデバッグステートに入る。
【０４３０】
　新しいデバッグ条件とは、コアハードウェアにおけるある変更を意味する。Ｓビットは
注意深く制御しなければならず、セキュリティ上の理由からスキャンチェーンに安全ビッ
トを挿入してはならない。
【０４３１】
　要約すれば、デバッグにおいて、デバッグが安全スーパーバイザーモードでイネーブル
された場合に限りモードビットを変更できる。このことはデバッグにアクセスするものが
安全ドメインにおいてシステムを変更することによって（ＴＢＬエントリーなどを変える
ことにより）すべての安全ワールドへアクセスすることを防止するものである。このよう
に、各スレッドは自己のコードしかデバッグできない。安全カーネルはセーフ状態を維持
すべきである。従って、コアが非安全ワールドで作動している場合にデバッグに入る際に
モードビットは、前と同じように変更できるだけである。
【０４３２】
　本技術の実施例は新しいベクトルトラップレジスタを使用するものである。このレジス
タ内のビットの１つはハイにセットされており、対応するベクトルがトリガーした場合、
モニタはブレークポイントがあたかも対応する例外ベクトルからの命令フェッチでセット
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されたかのようにデバッグステートに入る。これらビットの挙動はデバッグ制御レジスタ
内の「安全ワールド内のデバッグイネーブル」ビットの値に従って異なることがある。
【０４３３】
　この新しいベクトルトラップレジスタは次のビット：すなわちＤ＿ｓ＿アボート、Ｐ＿
Ｓ＿アボート、Ｓ＿ｕｎｄｅｆ、ＳＭＩ、ＦＩＱ、ＩＲＱ、Ｕｎａｌｉｇｎｅｄ、Ｄ＿ア
ボート、Ｐ＿アボート、ＳＷＩおよびＵｎｄｅｆを含む。
　・Ｄ＿ｓ＿アボートビットはデバッグが安全ワールドでイネーブルされたとき、および
デバッグがホールトデバッグモードで構成されたときに限りセットすべきである。モニタ
デバッグモードではこのビットをセットしてはならない。安全ワールドにおけるデバッグ
がディスエーブルされると、このビットはどんな値であっても効果がない。
　・Ｐ＿ｓ＿アボートビットはＤ＿ｓ＿アボートビットと同じである。
　・Ｓ＿ｕｎｄｅｆビットはデバッグが安全ワールドでイネーブルされているときに限り
セットすべきである。安全ワールドにおけるデバッグがディスエーブルされている場合、
このビットはどんな値であっても効果がない。
　・ＳＭＩビットは安全ワールドにおいてデバッグがイネーブルされているときに限りセ
ットすべきである。安全ワールドにおけるデバッグがディスエーブルされている場合、こ
のビットはどんな値であっても効果がない。
　・ＦＩＱ、ＩＲＱ、Ｄ＿アボート、Ｐ＿アボート、ＳＷＩ、ｕｎｄｅｆビットは非安全
例外に対応するので、これらビットは安全ワールドにおけるデバッグがディスエーブルさ
れても有効である。モニタモードではＤ＿アボートおよびＰ＿アボートはハイにアサート
すべきでない。
　・リセットビット：リセットが生じたときに安全ワールドが入るので、このビットは安
全ワールドにおけるデバッグがイネーブルされたときにしか有効でなく、そうでない場合
は効果がない。
【０４３４】
　以上で本発明の特定の実施例について説明したが、本発明はこれら実施例だけに限定さ
れるものでなく、本発明の範囲内で多数の変形および追加を行うことができることが明ら
かとなろう。例えば本発明の範囲から逸脱することなく、次の従属請求項の特徴事項と独
立請求項の特徴事項とを種々組み合わせできる。
【図面の簡単な説明】
【０４３５】
【図１】本発明の好ましい実施例に係わるデータ処理装置を略図で示すブロック図である
。
【図２】非安全ドメインおよび安全ドメインで作動する異なるプログラムを略図で示す。
【図３】異なるセキュリティドメインに関連した処理モードを略図で示す。
【図４】処理モードとセキュリティドメインとの間の異なる関係を略図で示す。
【図５】処理モードとセキュリティドメインとの間の異なる関係を略図で示す。
【図６】処理モードに応じたプロセッサのレジスタバンクのプログラマーのモデルを示す
。
【図７】安全ドメインおよび非安全ドメインのために別個のレジスタバンクを提供する一
例を示す。
【図８】別個のモニタモードを介して行われるセキュリティドメイン間の切り換えと共に
、複数の処理モードを略図で示す。
【図９】モード切り換えソフトウェアインターラプト命令を使用するセキュリティドメイ
ンの切り換えのためのシナリオを略図で示す。
【図１０】非安全インターラプトリクエストおよび安全インターラプトリクエストをどの
ようにシステムで処理できるかの一例を略図で示す。
【図１１Ａ】図１０に従った非安全インターラプトリクエスト処理の一例および安全イン
ターラプトリクエスト処理の一例を略図で示す。
【図１１Ｂ】図１０に従った非安全インターラプトリクエスト処理の一例および安全イン
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ターラプトリクエスト処理の一例を略図で示す。
【図１２】図１０に示された方式と比較された非安全インターラプトリクエスト信号およ
び安全インターラプトリクエスト信号を取り扱うための別の方式を示す。
【図１３Ａ】図１２に示された方式に従った非安全インターラプトリクエストおよび安全
インターラプトリクエストを取り扱うためのシナリオ例を示す。
【図１３Ｂ】図１２に示された方式に従った非安全インターラプトリクエストおよび安全
インターラプトリクエストを取り扱うためのシナリオ例を示す。
【図１４】ベクトルインターラプトテーブルの一例である。
【図１５】異なるセキュリティドメインに関連した多数のベクトルインターラプトテーブ
ルを略図で示す。
【図１６】例外制御レジスタを略図で示す。
【図１７】セキュリティドメインの設定を変更するように処理ステータスレジスタを変更
しようと試みる命令がどのように別個のモード変更例外を生じさせ、次にこの例外がモニ
タモードへの進入およびモニタプログラムの実行をトリガーするかを示すフローチャート
である。
【図１８】モニタモードにおけるタスクがインターラプトされる複数のモードで作動する
プロセッサの制御スレッドを略図で示す。
【図１９】複数のモードで作動中のプロセッサの制御の異なるスレッドを略図で示す。
【図２０】インターラプトがモニタモードでイネーブルされる複数のモードで作動中のプ
ロセッサの制御の別のスレッドを略図で示す。
【図２１】別の実施例に従って安全ドメインと非安全ドメインとを切り換えるための異な
る処理モードおよびシナリオの図を示す。
【図２２】別の実施例に従って安全ドメインと非安全ドメインとを切り換えるための異な
る処理モードおよびシナリオの図を示す。
【図２３】別の実施例に従って安全ドメインと非安全ドメインとを切り換えるための異な
る処理モードおよびシナリオの図を示す。
【図２４】従来のＡＲＭコアに安全処理オプションを追加する原理を略図で示す。
【図２５】安全および非安全ドメイン、およびリセットを有するプロセッサを略図で示す
。
【図２６】ソフトウェア疑似インターラプトを使用する、サスペンドされたオペレーティ
ングシステムへ処理リクエストを送ることを略図で示す。
【図２７】ソフトウェア疑似インターラプトを使用する、サスペンドされたオペレーティ
ングシステムへ処理リクエストを送る別の例を略図で示す。
【図２８】図２６および２７で発生されたタイプのソフトウェア疑似インターラプトの受
信時に実行される処理を略図で示すフローチャートである。
【図２９】非安全オペレーティングシステムによって行われる、可能なタスクの切り換え
をトラックするために、安全オペレーティングシステムによるタスクのフォローを略図で
示す。
【図３０】非安全オペレーティングシステムによって行われる、可能なタスクの切り換え
をトラックするために、安全オペレーティングシステムによるタスクのフォローを略図で
示す。
【図３１】図２９および３０の安全オペレーティングシステムでコールを受信した際に実
行される処理を略図で示すフローチャートである。
【図３２】異なるインターラプトを異なるオペレーティングシステムによって取り扱うこ
とができる多数のオペレーティングシステムを有するシステムで生じ得る、インターラプ
トプライオリティの反転の問題を示す略図である。
【図３３】図３２に示された問題を防止するためのスタブインターラプトハンドラーの使
用を示す略図である。
【図３４】異なるオペレーティングシステムを使ってサービスされるインターラプトによ
り、インターラプトできるか否かに応じて、異なるタイプおよびプライオリティのインタ
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ーラプトをどのように取り扱うことができるかを略図で示す。
【図３５】プロセッサがモニタモードで作動しているときに、モニタモード固有のプロセ
ッサコンフィギュレーションデータにより、どのようにプロセッサコンフィギュレーショ
ンデータが無効にされるかを示す。
【図３６】本発明の一実施例に従って安全ドメインと非安全ドメインとを切り換える際に
、プロセッサコンフィギュレーションデータをどのように切り換えるかを示すフローチャ
ートである。
【図３７】メモリへのアクセスを制御するために本発明の一実施例で使用されるメモリ管
理ロジックを示す図である。
【図３８】メモリへのアクセスを制御するために使用される本発明の第２実施例のメモリ
管理ロジックを示すブロック図である。
【図３９】仮想アドレスを指定するメモリアクセスリクエストを処理するためのメモリ管
理ロジック内で、本発明の実施例で実行されるプロセスを示すフローチャートである。
【図４０】物理アドレスを指定するメモリアクセスリクエストを処理するためのメモリ管
理ロジック内で、本発明の実施例で実行されるプロセスを示すフローチャートである。
【図４１】メモリアクセスリクエストを発生するデバイスが非安全モードで作動中に、安
全メモリ内の物理アドレスへのアクセスを、好ましい実施例のパーティションチェッカー
がどのように防止するかを略図で示す。
【図４２】本発明の好ましい実施例における非安全ページテーブルおよび安全ページテー
ブルの双方の使用を示す図である。
【図４３】好ましい実施例のメイン変換ルックアサイドバッファ（ＴＬＢ）内で使用され
るフラグの２つのフォームを示す図である。
【図４４】本発明の一実施例におけるブートステージ後にメモリをどのように分割できる
かを示す。
【図４５】本発明の一実施例に係わるブート分割の実行後の、メモリ管理ユニットによる
非安全メモリのマッピングを示す。
【図４６】本発明の一実施例に従って安全アプリケーションが非安全アプリケーションと
メモリを共用できるように、どのようにメモリの一部の権利を変更できるかを示す。
【図４７】本発明の一実施例に係わるデータ処理装置の外部バスにデバイスをどのように
接続できるかを示す。
【図４８】本発明の第２実施例に従ってデバイスをどのように外部バスに結合できるかを
示すブロック図である。
【図４９】ページテーブルの単一のセットを使用する実施例における物理メモリの構造を
示す。
【図５０Ａ】中間アドレスを介して仮想－物理アドレス変換を実行するのに２つのＭＭＵ
を使用する構造を示す。
【図５０Ｂ】中間アドレスを介して仮想－物理アドレス変換を実行するのに２つのＭＭＵ
を使用する別の構造を示す。
【図５１】安全ドメインおよび非安全ドメインの双方のための物理アドレス空間と中間ア
ドレス空間との間の対応を例で示す。
【図５２】第２ＭＭＵに関連したページテーブルの操作により、安全ドメインと非安全ド
メインとの間のメモリ領域のスワッピングを示す。
【図５３】仮想－物理アドレス変換を決定するためにメインＴＬＢにおける不一致が例外
を呼び出す、単一のＭＭＵを使用した実行例を示す一実施例である。
【図５４】図５３のＭＭＵのメインＴＬＢ内での不一致の発生時に発生される例外に作用
するよう、プロセッサコアによって実行されるプロセスを示すフローチャートである。
【図５５】個々のキャッシュラインに記憶されるデータが安全データであるか、または非
安全であるかのいずれかに関する情報をキャッシュに提供する一実施例の、データ処理装
置内に設けられた部品を示すブロック図である。
【図５６】図５５に示されたメモリ管理ユニットの構造を示す。
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【図５７】非安全メモリアクセスリクエストを処理するための、図５５のデータ処理装置
内で実行される処理を示すフローチャートである。
【図５８】安全メモリアクセスリクエストを処理するための、図５５のデータ処理装置内
で実行される処理を示すフローチャートである。
【図５９】プロセッサで作動するアプリケーションおよび異なるモードに対するモニタ機
能の可能な粒度を略図で示す。
【図６０】異なるモニタ機能を開始する可能な方法を示す。
【図６１】異なるモニタ機能の利用可能性を制御するための制御値の表を示す。
【図６２】正のエッジでトリガーされるフリップフロップの図を示す。
【図６３】スキャンチェーンセルを示す。
【図６４】スキャンチェーンにおける複数のスキャンチェーンセルを示す。
【図６５】デバッグＴＡＰコントローラを示す。
【図６６Ａ】ＪＡＤＩ入力を有するデバッグＴＡＰコントローラを示す。
【図６６Ｂ】バイパスレジスタを有するスキャンチェーンセルを示す。
【図６７】コア、スキャンチェーンおよびデバッグステータスおよび制御レジスタを含む
プロセッサを略図で示す。
【図６８】デバッグまたはトレースの初期化を制御する要素を略図で示す。
【図６９Ａ】デバッグの粒度の概要を示す。
【図６９Ｂ】デバッグの粒度の概要を示す。
【図７０】作動中のデバッグの粒度を略図で示す。
【図７１Ａ】デバッグが安全ワールドでイネーブルされたときのモニタデバッグを示す。
【図７１Ｂ】デバッグが安全ワールドでイネーブルされていないときのモニタデバッグを
示す。
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