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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フルディスク暗号化を利用して暗号化され、オペレーティングシステムを記憶する記憶
媒体を有する、コンピュータデバイスをブート処理する方法であって、
　前記コンピュータデバイスにおいて、ブート時間にユーザから、前記暗号化された記憶
媒体に関するボリュームキーに関連する資格証明書を受け取る段階と、
　暗号化されていない記憶媒体からカーネルキャッシュ及び前記オペレーティングシステ
ムが生成したカーネルキャッシュダイジェストを取り込む段階と、
　前記資格証明書及び前記カーネルキャッシュダイジェストに基づいて前記カーネルキャ
ッシュが真正であることを確認する段階と、
　前記カーネルキャッシュが真正である場合、前記オペレーティングシステムの開始及び
実行、並びに前記暗号化された記憶媒体の復号化を可能にする段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　ユーザログイン時に、前記資格証明書の少なくとも一部を前記オペレーティングシステ
ムに提供する段階を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンピュータデバイスのファームウェアは、カーネルキャッシュが真正であること
を確認する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記オペレーティングシステムは、暗号化アルゴリズム、ユーザ資格証明書、及びカー
ネルキャッシュを使用して前記カーネルキャッシュダイジェストを生成する、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　命令を記憶するコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記命令はプロセッサ
によって実行されると前記プロセッサに複数の手順を実行させるためのものであり、当該
複数の手順は、　コンピュータデバイスにおいて、ブート時間にユーザから、暗号化され
た記憶媒体に関するボリュームキーに関連する資格証明書を受け取る手順と、
　暗号化されていない記憶媒体からカーネルキャッシュ及びオペレーティングシステムが
生成したカーネルキャッシュダイジェストを取り込む手順と、
　前記資格証明書及び前記カーネルキャッシュダイジェストに基づいて前記カーネルキャ
ッシュが真正であることを確認する手順と、
　前記カーネルキャッシュが真正である場合、前記オペレーティングシステムの開始及び
実行、並びに前記暗号化された記憶媒体の復号化を可能にする手順と、
を含む、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項６】
　前記複数の手順は、ユーザログイン時に、前記資格証明書の少なくとも一部を前記オペ
レーティングシステムに提供する手順を更に含む、請求項５に記載のコンピュータ読み取
り可能な記録媒体。
【請求項７】
　前記コンピュータデバイスのファームウェアは、カーネルキャッシュが真正であること
を確認する、請求項５に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項８】
　前記オペレーティングシステムは、暗号化アルゴリズム、ユーザ資格証明書、及びカー
ネルキャッシュを使用して前記カーネルキャッシュダイジェストを生成する、請求項５に
記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項９】
　データ処理システムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに接続され、命令を記憶するためのメモリであって、前記命令はプロセ
ッサによって実行されると前記プロセッサに複数の手順を実行させるためのものであり、
当該複数の手順は、
　ブート時間にユーザから、暗号化された記憶媒体に関するボリュームキーに関連する資
格証明書を受け取る手順と、
　暗号化されていない記憶媒体からカーネルキャッシュ及びオペレーティングシステムが
生成したカーネルキャッシュダイジェストを取り込む手順と、
　前記資格証明書及び前記カーネルキャッシュダイジェストに基づいて前記カーネルキャ
ッシュが真正であることを確認する手順と、
　前記カーネルキャッシュが真正である場合、前記オペレーティングシステムの開始及び
実行、並びに前記暗号化された記憶媒体の復号化を可能にする手順と、
を含む、メモリと、
　を備える、データ処理システム。
【請求項１０】
　前記複数の手順は、ユーザログイン時に、前記資格証明書の少なくとも一部を前記オペ
レーティングシステムに提供する手順を更に含む、請求項９に記載のデータ処理システム
。
【請求項１１】
　前記データ処理システムのファームウェアは、カーネルキャッシュが真正であることを
確認する、請求項９に記載のデータ処理システム。
【請求項１２】
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　前記オペレーティングシステムは、暗号化アルゴリズム、ユーザ資格証明書、及びカー
ネルキャッシュを使用して前記カーネルキャッシュダイジェストを生成する、請求項９に
記載のデータ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本出願は、２０１１年１月１４日出願の米国特許出願番号１３／００７，５２９「耐タ
ンパー性ブート処理のためのシステム及び方法」の優先権を主張するものであり、その開
示内容全体は、引用により本明細書に組み込まれている。
【０００２】
（技術分野）
　本開示は、暗号化に関し、詳細にはコンピュータデバイスの耐タンパー性ブート処理に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、大部分のコンピュータデバイスは、ある程度の情報保護を必要とする。暗号手法
はコンピュータデバイスを保護するために利用される１つの方法である。暗号手法は、情
報の暗号化及び復号化の両方に関連する。暗号化は、理解できる情報（平テキスト）を理
解できない情報（暗号化テキスト）に変換する処理であり、復号化は、暗号化テキストを
平テキストに戻す処理である。
【０００４】
　コンピュータデバイスは、種々のサイズのデータをデータの小さなセットから大きなブ
ロックに暗号化することができる。フルディスク暗号化（ＦＤＥ）は、コンピュータデバ
イスのディスクボリューム全体を暗号化する方法である。ディスクボリューム全体の復号
化は、ディスクボリュームがアクセス可能になる前に必要になる。フルディスク暗号化は
、全てのファイル（一時ファイルを含む）が暗号化されるのでファイルレベル暗号化より
も安全と考えられる。
【０００５】
　ＦＤＥはファイルレベル暗号化よりも安全と考えられているが、ＦＤＥを使用するシス
テムは、依然として攻撃に対して脆弱である。単純な１つの攻撃において、ハッカーは、
正常なブートシーケンスを実行する代わりにコンピュータデバイスをハッカー自身の悪意
のあるコードでブートするように、コンピュータデバイスのブートシーケンスを変更する
ことができる。ＦＤＥシステムは、ブート時にＦＤＥボリュームをアンロックするために
ユーザに対してパスワードの入力を促す必要がある。ハッカーの悪意のあるコードは。Ｆ
ＤＥパスワードを要求するスクリーンと全く同じ見かけであるが、ＦＤＥボリュームをア
ンロックするためにパスワードを使用するのではなくこれを盗むスクリーンを表示するこ
とができる。ユーザがパスワードを入力すると、ハッカーはパスワードを記録してコンピ
ュータデバイスにアクセスする。従って、ハッカーは、こっそりとユーザのパスワードを
盗むことができる。ブースターからオペレーティングシステムカーネルへの信頼チェーン
が無いと、この攻撃はフルディスク暗号化コンピュータデバイスであっても破ることがで
きる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の更なる特徴及び利点は、以下の説明に記載され、この説明から部分的に自明で
あり、又は本明細書に記載の原理を実施することで知ることができる。本開示の更なる特
徴及び利点は、特に請求項に指摘される手段及び組み合わせによって実現すること及び得
ることができる。本開示の前述の及び他の特徴は、以下の説明及び請求項から更に理解で
きるようになり、又は本明細書の原理を実施することで知ることができるはずである。
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【０００７】
　耐タンパー性ブート処理と呼ばれる、フルディスク暗号化を使用して暗号化された記憶
媒体を有するコンピュータデバイスをブート処理するためのシステム、方法、非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体が開示される。前述の攻撃に対処する１つの方法は耐タンパー性
ブートと呼ばれる。コンピュータデバイスがＦＤＥといった安全性の高いモードを使用す
る場合、安全性の低いモードで作動する場合よりも、ハッカーは、ブートシーケンスを変
更することが一層困難になるはずである。しかしながら、ＦＤＥ可能記憶媒体を備えるコ
ンピュータデバイスにおいて、オペレーティングシステムカーネルは暗号化されない。こ
れは、ブート環境がＦＤＥボリュームを復号するように十分に複雑ではないという理由か
らである。その代わりに、ブート環境は、復号化を行うためにオペレーティングシステム
カーネルに依存する必要がある。暗号化されていないオペレーティングシステムカーネル
は、攻撃者によって悪意のあるパスワード盗用コードにこっそりと置き換えることができ
るので、ＦＤＥセキュリティモデル全体において明らかな脆弱リンクである。コンピュー
タデバイスに関するこの欠陥に対処するための１つの方法は、ファームウェアからのオペ
レーティングシステムのカーネルに対する信頼チェーンを確立することによって、ブート
シーケンスの信頼性を確認することである。図１は、本明細書に記載の方法を実施する例
示的なシステム１００を示す。システム１００は、ブート時間にユーザからＦＤＥ可能暗
号化記憶媒体に関するボリュームキーに関連する資格証明書を受信する。システムは、記
憶媒体から暗号化されていないカーネル及び暗号化されていないカーネルキャッシュダイ
ジェストを取り込む。次に、システムは、取り込んだカーネルキャッシュダイジェストを
演算したダイジェストと比較することによってカーネルキャッシュが真正であることを確
認する。オペレーティングシステムの開始及び実行は、カーネルキャッシュが真正である
とシステムが判定した場合に行われる。システムは、カーネルキャッシュが真正ではない
場合にはエラーを発生する。
【０００８】
　本方法を実行するシステムは、最初にユーザから受け取ったフルディスク暗号化パスワ
ードに基づいてボリュームキーを発生することで、耐タンパー性ブート処理プロセスを開
始する。システムは、ボリュームキーで記憶媒体を暗号化して、フルディスク暗号化記憶
媒体をもたらす。次に、システムは、フルディスク暗号化ボリュームキーでカーネルキャ
ッシュを暗号化して、カーネルキャッシュダイジェストをもたらし、システムは、これを
カーネルキャッシュ自体と一緒に暗号化されていない記憶媒体又はそうでなければ暗号化
される記憶媒体の暗号化されていない部分に記憶する。システムがブートすると、システ
ムは、カーネルキャッシュダイジェスト及び演算ダイジェストに基づいてカーネルキャッ
シュの完全性を確認する。
【０００９】
　システムは、ファームウェアを用いてシステムをブート処理すること、及びファームウ
ェアによってブーターの完全性を確かめることで、オペレーティングシステムが不正変更
されていないことを確認する。システムは、制御をブーターに渡し、ブーターは、記憶さ
れたカーネルキャッシュダイジェスト及び演算されたダイジェストに基づいてオペレーテ
ィングシステムのカーネルキャッシュを確かめる。オペレーティングシステムが不正変更
されていないとシステムが判定すると、システムは、開始及び実行及び何らかの残りのタ
スクのための制御をオペレーティングシステムに渡す。
【００１０】
　１つの実施形態において、システムは、ファームウェアレベルで、パスワード検証子を
生成して、これをパスワード証明書と比較することで耐タンパー性ブート処理を無効にす
る。システムは、暗号化アルゴリズムの複数回の反復をサルト値及びパスワードに適用す
ることでパスワード検証子を生成する。システムが耐タンパー性ブート処理を無効にする
ユーザからのリクエストを受け取ると、オペレーティングシステムは、部分的なパスワー
ド証明書を生成する。部分的なパスワード証明書の生成は、暗号化アルゴリズムの複数回
の反復の一部をパスワード及びサルト値に適用することで実現され、次に、コンピュータ
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デバイスをリブート処理する。システムがリブートすると、ファームウェアは、部分的な
パスワード証明書を取り込み、暗号化アルゴリズムの複数回の反復の残りを遂行して完全
なパスワード証明書を生成する。パスワード証明書がパスワード検証子と一致すると、シ
ステムは、耐タンパー性ブート処理を無効にする。このようにして、システムは、リクエ
ストを真正として耐タンパー性ブートを無効にする。
【００１１】
　更に、システムは、パスワード検証子を記憶するデータベースを確立することで耐タン
パー性ブート処理を初期化する。オペレーティングシステムは、耐タンパー性ブート処理
を無効にする権限のあるユーザリストを生成し、このリストをファームウェアに送る。オ
ペレーティングシステムは、各ユーザに関するパスワード検証子を生成し、これを同様に
ファームウェアに送る。ファームウェアは、これを不揮発性ランダムアクセスメモリ（Ｎ
ＶＲＡＭ）データベースに記憶する。また、システムは、ファームウェアにおいてシステ
ムサルトを生成し、システムサルトを後で使用するためにＮＶＲＡＭに記憶する。本明細
書に開示する原理は、フルディスク暗号化を用いて暗号化された記憶媒体を有するコンピ
ュータデバイスに適用する。
【００１２】
　本開示の前述及び他の利点及び特徴を得ることができる方法を説明するために、前述の
簡潔な原理のより詳細な説明は、添付図面に示される特定の実施形態を参照して与えられ
る。図面は、本開示の例示的な実施形態を示すだけであり、この範囲を限定することを意
図しておらず、本明細書の原理は添付図面を利用して、追加の特定性及び詳細内容を用い
て記載及び説明されることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】例示的なシステムの実施形態を示す。
【図２】耐タンパー性ブート処理のための例示的な方法の実施形態を示す。
【図３】カーネルキャッシュの認証を示す。
【図４】例示的なシステムの実施形態の確立を示す。
【図５】耐タンパー性ブート処理を確立するための例示的な方法の実施形態を示す。
【図６】耐タンパー性ブートを無効にするための例示的な方法の実施形態を示す。
【図７】パスワード検証子の発生を示す。
【図８】パスワード検証子を発生するための例示的な論理の流れを示す。
【図９】部分的なパスワード証明書の生成を示す。
【図１０】完全なパスワード証明書の生成を示す。
【図１１】部分的なパスワード証明書を生成する例示的な論理の流れを示す。
【図１２】完全なパスワード証明書を生成する例示的な論理の流れを示す。
【図１３】フルディスク暗号化の確立を示す。
【図１４】フルディスク暗号化を確立するための例示的な方法の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本開示の種々の実施形態を詳細に示す。特定の実施例が記載されるが、これは
例示目的であることを理解されたい。当業者であれば、本開示の精神及び範囲を逸脱する
ことなく他の構成要素及び機器構成を使用できることを理解できるはずである。
【００１５】
　本開示は、ブートシーケンスの真正性の確認に関する従来のニーズに対処するものであ
る。フルディスク暗号化を用いて暗号化された記憶媒体を有するコンピュータデバイスを
ブートするシステム、方法、及び非一時的コンピュータ可読媒体が開示される。図１には
基本的な汎用システム又はコンピュータデバイスが説明され、本明細書に開示の原理を実
行するために使用できる。以下に、フルディスク暗号化（ＦＤＥ）を用いて、コンピュー
タデバイス上で耐タンパー性ブート処理を確立、管理、使用、及び除去するための詳細な
説明を行う。これらの変形形態は、本明細書では種々の実施形態として説明される。
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【００１６】
　図１を参照すると、例示的なシステム１００は、プロセッシングユニット（ＣＰＵ又は
プロセッサ）１２０、及びリードオンリメモリ（ＲＯＭ）１４０及びランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）１５０等のシステムメモリ１３０を含む種々のシステム構成要素をプロセ
ッサ１２０に接続するシステムバス１１０を含む汎用コンピュータデバイス１００を備え
る。システム１００は、プロセッサ１２０に直接、ごく接近して接続されるか、又はその
一部として統合される高速メモリのキャッシュ１２２を含むことができる。システム１０
０は、プロセッサ１２０による迅速なアクセスのためにメモリ１３０及び／又は記憶装置
１６０からキャッシュにデータをコピーする。このようにして、キャッシュは、プロセッ
サ１２０がデータを待つ間の遅れを回避して性能向上を可能にする。これらの及び他のモ
ジュールは、プロセッサ１２０を制御すること又はプロセッサ１２０を制御するように構
成することができ、種々の動作を実行するようになっている。他のシステムメモリ１３０
を利用でき同様に使用することができる。メモリ１３０は、性能特性が異なる複数の異な
る種類のメモリを含むことができる。本開示は、高い処理性能をもたらすようにネットワ
ーク化された２つ以上のプロセッサ１２０、或いはコンピュータデバイスのグループ又は
クラスタを有するコンピュータデバイス１００上で作動できることを理解されたい。プロ
セッサ１２０は、任意の汎用プロセッサ、及び記憶装置１６０に記憶されプロセッサ１２
０並びに特定用途向けプロセッサを制御するように構成される、モジュール１　１６２、
モジュール２　１６４、及びモジュール３　１６６といったハードウェアモジュール又は
ソフトウェアモジュールを含むことができ、ソフトウェア命令は、実際のプロセッサデザ
インに組み込まれる。プロセッサ１２０は、本質的に、複数のコア又はプロセッサ、バス
、メモリコントローラ、キャッシュ等を含む完全内蔵式コンピュータシステムとすること
ができる。マルチコアプロセッサは、対称又は非対称とすることができる。
【００１７】
　システムバス１１０は、任意の種々のバスアーキテクチャを使用するメモリバス又はメ
モリコントローラ、周辺バス、ローカルバスを含む、任意の種々の形式のバス構成とする
ことができる。ＲＯＭ１４０等に記憶される基本入出力（ＢＩＯＳ）は、起動時等にコン
ピュータデバイス１００内の各要素の間の情報転送を助ける基本ルーチンを提供すること
ができる。更に、コンピュータデバイス１００は、ハードディスクドライブ、磁気ディス
クドライブ、光ディスクドライブ、テープドライブ等の記憶装置１６０を含む。記憶装置
１６０は、プロセッサ１２０を制御するためのソフトウェアモジュール１６２、１６４、
１６６を含むことができる。他のハードウェア又はソフトウェアモジュールも想定できる
。記憶装置１６０は、ドライブインタフェースによってシステムバス１１０に接続される
。ドライブ及び関連のコンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造
、プログラムモジュール、及びコンピュータデバイス１００に関する他のデータの非一時
的記憶を可能にする。１つの態様において、特定の機能を実行するハードウェアモジュー
ルは、プロセッサ１２０、バス１１０、ディスプレイ７０等の必須のハードウェア構成要
素に関連する、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶されるソフトウェア構成要素を含む
。基本構成要素は、当業者には公知であり、装置１００が小型携帯式コンピュータデバイ
ス、ディスクトップコンピュータ、又はコンピュータサーバであるか否かの装置の形式に
応じて、適切な変形形態が想定できることを理解できるはずである。
【００１８】
　本明細書に記載の例示的な実施形態は、ハードディスク１６０を使用するが、当業者で
あれば、例示的な作動環境において、磁気カセット、フラッシュメモリカード、デジタル
多用途ディスク、カートリッジ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１５０、リードオン
リメモリ（ＲＯＭ）１４０、ビット流を含む有線又は無線信号等の、コンピュータがアク
セス可能なデータを記憶することができる他のコンピュータ可読媒体を使用できることを
理解できるはずである。非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、特にエネルギ、搬送信号
、電磁波、信号等の媒体を本質的に除外する。
【００１９】
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　ユーザがコンピュータデバイス１００と相互作用すること可能にするために、入力デバ
イス１９０は、会話用のマイク、ジェスチャ又は図形入力用のタッチセンサ式スクリーン
、キーボード、マウス、モーション入力、会話等の任意数の入力機構を表す。また、出力
デバイス１７０は、当業者には公知の１つ又はそれ以上の複数の出力機構とすることがで
きる。いくつかの例では、マルチモーダルシステムにより、ユーザは、複数の形式の入力
を行ってコンピュータデバイス１００と通信することができる。一般的に、通信インタフ
ェース１８０は、ユーザ入力及びシステム出力を制御及び管理する。何らかの特定のハー
ドウェア構成上での作動に制限されないので、基本的な特徴は、改良されたハードウェア
又はファームウェア構成に置き換えることが容易である。
【００２０】
　説明を明瞭化するために、システムの実施形態は、「プロセッサ」又はプロセッサ１２
０と表記される機能ブロックを含む個々の機能ブロックを含むように示される。これらの
ブロックの機能は、共有又は専用ハードウェアのいずれかでもたらすことができ、限定さ
れるものではないが、プロセッサ１２０のようなソフトウェア及びハードウェアを実行す
ることができるハードウェアを含み、これは汎用プロセッサ上で実行されるソフトウェア
と同等に作動する専用のものである。例えば、図１に示す１つ又はそれ以上のプロセッサ
の機能は、単一の共用プロセッサ又は複数のプロセッサで提供することができる（用語「
プロセッサ」の使用は、ソフトウェアを実行することができるハードウェアのみを呼ぶと
解釈すべきではない）。例示的な実施形態は、マイクロプロセッサ及び／又はデジタル信
号プロセッサ（ＤＳＰ）ハードウェア、以下に説明する動作を行うソフトウェアを記憶す
るリードオンリメモリ（ＲＯＭ）１４０、及び結果を記憶するランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）１５０を含むことができる。汎用ＤＳＰ回路と組み合わせて超大規模集積回路（
ＶＬＳＩ）ハードウェアの実施形態及びカスタムＶＬＳＩ回路も可能である。
【００２１】
　種々の実施形態の論理演算は、（１）汎用コンピュータ内のプログラム可能な回路上で
実行する一連のコンピュータにより実現されたステップ、動作、又は手順、（２）専用の
プログラム可能な回路上で実行する一連のコンピュータにより実現されたステップ、動作
、又は手順、及び／又は（３）プログラム可能な回路内の相互接続されたマシンモジュー
ル、又はプログラムエンジンとして実現される。図１に示されたシステム１００は、列挙
された方法の全て、又は一部を実施し、列挙されたシステムの一部であり、及び／又は列
挙された非一時的コンピュータ可読記憶媒体における命令に従って動作する。そのような
論理演算は、モジュールのプログラミングに従って特定の機能を実行するようプロセッサ
１２０を制御するように構成されたモジュールとして実現される。例えば、図１は、プロ
セッサ１２０を制御するように構成されたモジュールである３つのモジュールＭｏｄ１　
１６２、Ｍｏｄ２　１６４及びＭｏｄ３　１６６を示す。これらのモジュールは、記憶装
置１６０上に格納されるか、実行時にＲＡＭ１５０、又はメモリ１３０にロードされるか
、又は当技術分野において既知であるように他のコンピュータ可読記憶場所に格納される
。
【００２２】
　いくつかの基本的なシステム構成要素を開示したが、次に、本開示は、図２の例示的な
方法の実施形態に示すような、耐タンパー性ブート処理の説明に戻る。明瞭化のために、
本方法を実行するように構成された図１に示すような例示的システムに関して本方法を説
明する。
【００２３】
　図２は、耐タンパー性ブート処理とし知られる、フルディスク暗号化を使用して暗号化
された記憶媒体を有するコンピュータデバイスをブート処理するための例示的な方法の実
施形態を示す。耐タンパー性ブート処理により、ハッカーは、認可されたブートシーケン
スを認可されていない方法で変更すること、又は自身の認可されていないブートシーケン
スを挿入することがより困難になる。ブートシーケンスを保護する１つの方法は、ファー
ムウェアからオペレーティングシステムカーネルへの信頼チェーンを確立することである
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。ファームウェアは、デバイスの低レベル基本動作を制御する固定プログラムを呼ぶ。し
かしながら、ファームウェアは「固定」プログラムと呼ばれるが、例えば、ファームウェ
ア更新によりファームウェアが提供する機能性を変更することができる。典型的に、ファ
ームウェアは、ＢＩＯＳ（基本入出力システム）ベース又はＥＦＩ（エクステンシブル・
ファームウェア・インタフェース）ベースのコンピュータブートアップ実装としてＲＯＭ
、ＥＥＰＲＯＭ等に記憶される。カーネルは、中央処理装置（ＣＰＵ）、メモリ、及び他
のデバイスを含む、コンピュータデバイスのハードウェアのようなコンピューティング資
源にアクセスできるソフトウェアアプリケーションを提供するオペレーティングシステム
の主要な構成要素である。信頼チェーンの確立において、ファームウェアはブーター（ブ
ーター）の完全性を確かめることができるが、ブーターはカーネルの完全性を確かめるこ
とはできない。コンピュータは製造工場からの出荷後に自身のカーネルを更新し、ブート
時の特定のマシンに関するカーネル拡張を含む。カーネルは、特定のユーザのマシンに対
してカスタマイズされる。ブーターはカーネルの完全性を確かめてブートシーケンス全体
を保護する必要がある。
【００２４】
　システム１００がフルディスク暗号化を使用する場合、暗号化されるボリュームに関す
るボリュームキーは、ブーターとカーネルとの間の共有秘密キーとして機能する。ブータ
ーは、パスワードを確認してこれをオペレーティングシステムカーネルに送るために、ボ
リュームキーを有する必要があり、その後、オペレーティングシステムカーネルはディス
クを復号することができる。システムの実行時、カーネルは、メモリ内にフルディスク暗
号化ボリュームキーを有することもできる。ブート時間において、ブーターは、ボリュー
ムキーを使用してカーネルの完全性チェックを行う。ボリュームキーは、パスワードと同
一とすること、又は少なくともパスワードの一部に基づいて形成することができる。
【００２５】
　システム１００は、ファームウェアからカーネルへの信頼チェーンを確立して、コンピ
ュータデバイスのブートシーケンスを保護する。システムは、ブート時間において、ユー
ザからボリュームキーに関する資格証明書を受信する（２１０）。暗号手法において、資
格証明書は、ユーザ識別を証明するために使用される。資格証明書のいくつかの例として
、パスワード証明書、又は指紋や声紋等の生体認証を挙げることができる。ボリュームキ
ー資格証明書と同じか、又はその派生物である。例えば、ボリュームキーは、ユーザパス
ワード、暗号化されたパスワード、又はユーザパスワードを入力とするアルゴリズムの出
力とすることができる。システム１００がボリュームキーを証明すると、システムは、カ
ーネル及び暗号化されていない記憶媒体からオペレーティングシステムが生成するカーネ
ルキャッシュダイジェストを取り込む（２３０）。カーネルキャッシュダイジェストは、
暗号学的ハッシュ関数、秘密キー、及びカーネルキャッシュを用いて生成される。カーネ
ルキャッシュは、カーネルコード及びカーネル拡張を含む。ダイジェストは、ハッシュ値
、メッセージダイジェスト、又はハッシュ付きメッセージ認証コード（ＨＭＡＣ）と呼ば
れる場合もある。ＨＭＡＣは、メッセージの真正性及び完全性の両方を同時に確認するた
めに使用できる。暗号学的ハッシュ関数は、データブロックを取得して、ハッシュ値又は
メッセージダイジェストと呼ばれる、固定サイズのビットストリングを戻す手続きである
。データブロックの何らかの変更は、ダイジェストを変更することになる。カーネルキャ
ッシュダイジェストは、カーネルキャッシュのキー付きハッシュであり、キーはＦＤＥボ
リュームキーである。
【００２６】
　システムが記憶されたカーネルキャッシュダイジェストを取り込むと、システムは、カ
ーネルキャッシュが、ユーザ入力の資格証明書に基づいて真正であることを確認し（２４
０）、カーネルキャッシュが真正であるとシステムが判定する場合、オペレーティングシ
ステムの開始及び実行を可能にする（２５０）。システムは、カーネルキャッシュが真正
でない場合、エラーを生成し（２６０）、オペレーティングシステムを実行しない。シス
テムは、カーネルの完全性を確認できない場合、コンピュータデバイスが不正変更されて
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いると仮定する。この処理は、完全性チェックがブート処理の各段階で行われるという理
由から耐タンパー性ブートと呼ばれ、不正変更に対するシステム耐性をもたらし、ブート
処理の重要部分が許可なく変更された場合を検出することができる。
【００２７】
　ユーザが手動でフルディスク暗号化を行うこと、又はいくつかの自動処理がフルディス
ク暗号化を開始することができるが、大部分の自動処理は、システムがボリュームキーを
生成するパスワードの入力といった特定のユーザ入力を必要とする。耐タンパー性ブート
処理は、フルディスク暗号化が可能になった場合及び／又は何らかの適切な共有秘密キー
がフルディスク暗号化ボリュームキーの変わりとして利用可能になった場合の他の状况に
おいて使用できる。
【００２８】
　図３は、ファームウェアからカーネルへの信頼チェーンの確立の一部である、例示的な
カーネルキャッシュ認証を示す。システム１００は、暗号化アルゴリズム、ユーザ入力パ
スワード、及びカーネルキャッシュを用いてＨＭＡＣを演算することで（３１０）、カー
ネルキャッシュが真正でないことを確認する（２４０）。システム１００は、ＨＭＡＣを
出力する暗号学的ハッシュ関数への入力としてカーネルキャッシュ及びパスワードを使用
する。システム１００は、演算したＨＭＡＣを記憶されたカーネルキャッシュダイジェス
トと比較して（３２０）、オペレーティングシステムが不正変更されたか否かを判定する
。比較された値が一致する場合（３３０）、オペレーティングシステムは不正変更されて
おらず真正とみなし、システムはブートを継続できる。比較された値が異なる場合（３４
０）、カーネルキャッシュダイジェストが生成され真正ではないのでオペレーティングシ
ステムは変更されている。この時点で、システムはブート処理を停止して、ユーザにパス
ワードの再入力を指示し、リモートデバイスに警告を送ること、及び／又は何らかの他の
所望のアクションを起動することができる。
【００２９】
　図４は、耐タンパー性ブート処理を示す。システム１００は、ファームウェア４１０を
用いてシステムをブート処理して、ファームウェア４１０によってブーター４２０の完全
性を確かめることによって、オペレーティングシステムが不正変更されていないことを確
認する。システムがファームウェアよってブーターの完全性を確かめると、システムは、
制御をブーター４２０に渡す。ブーターは、記憶されたカーネルキャッシュダイジェスト
４３０及びブート時間４２０に入力されたパスワードに基づいてオペレーティングシステ
ムのカーネルキャッシュ４４０を確かめる。カーネルキャッシュの真正性は、カーネルキ
ャッシュ及びユーザ入力パスワードを用いてＨＭＡＣを演算することで（４５０）判定さ
れる。ブート処理がオペレーティングシステムは不正変更されてないと判定すると、開始
及び実行のために、ブート処理は制御をオペレーティングシステムに渡す。
【００３０】
　図５は、耐タンパー性ブート処理の開始を示す。システム１００は、ユーザから受け取
ったフルディスク暗号化パスワードに基づいて最初にボリュームキーを生成することで、
耐タンパー性ブート処理を開始する（５１０）。システム１００は、ボリュームキーを用
いて記憶媒体を暗号化してフルディスク暗号化記憶媒体を得る（５２０）。ボリュームキ
ーは、フルディスク暗号化及び／又はユーザ登録処理に関するセットアップ処理の一部と
して生成することができる。例えば、ユーザが記憶ボリュームのフルディスク暗号化のセ
ットアップを決めた場合、システムは、ユーザに対してフルディスク暗号化パスワード又
はパスワードに等価なものの入力を指示する。次に、システムは、フルディスク暗号化パ
スワードに基づいてボリュームキーを生成し、ボリュームキーを用いてボリュームを暗号
化し、同時に耐タンパー性ブート処理に関して同じボリュームキーを使用することができ
る。次に、システム１００は、カーネルキャッシュ及びフルディスクボリュームキーを用
いてカーネルキャッシュダイジェストを生成し（５３０）、これをシステム１００は暗号
化されていないボリュームに記憶する（５４０）。システムがブートすると、システムは
、記憶されたカーネルキャッシュダイジェスト及び演算されダイジェストに基づいてカー



(10) JP 5703391 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

ネルキャッシュの完全性を確認する。少なくとも１つの変形形態において、システム１０
０は、暗号化された記憶ボリューム以外の場所にカーネルキャッシュダイジェストを記憶
するが、この理由は、ブート環境が、アンロック処理が非常に複雑でフル機能のカーネル
を必要とするのでフルディスク暗号化ボリュームをアンロックできないからである。従っ
て、カーネルキャッシュは、ブーターがフルディスク暗号化ボリュームをアンロックでき
ないのでの、暗号化ボリューム内に存在できない。その結果、カーネルキャッシュは、フ
ルディスク暗号化ボリュームとは別のボリューム上に暗号化されずに存在し、ここではブ
ーターは、該ブーターでは不可能な復号化を行うことなくカーネルキャッシュに達するこ
とができる。データはＦＤＥボリューム上で暗号化されるが、カーネルキャッシュは全く
保護されず、攻撃者による置き換えにさらされる可能性がある。
【００３１】
　カーネルは、キー付きＨＭＡＣダイジェスト（フルディスク暗号化ボリュームキーがダ
イジェストキーとして使用される）がカーネルの隣に存在する限り、保護されていないボ
リューム上に存在することができる。従って、攻撃者は、カーネルを悪意のあるものに置
き換えることができるが、攻撃者はフルディスク暗号化パスワードを知らないので、攻撃
者はマッチングダイジェストファイルを作ることができず、ブーターは、悪意のあるカー
ネルのブートを拒否することになる。
【００３２】
　耐タンパー性ブート処理の開始及び実行を説明したが、本開示は、以下に、コンピュー
タデバイスの耐タンパー性ブート処理を無効にする方法を説明する。システム１００は、
最初に耐タンパー性ブート処理を無効にするリクエストを認証して、リクエストが有効で
ハッカーからのものではないことを確認する必要がある。システムは、パスワード証明書
（ｐａｓｓｗｏｒｄ　ｐｒｏｏｆ）を生成することで、耐タンパー性ブート処理を無効に
するリクエストが有効であることを確認する。ファームウェア及びオペレーティングシス
テムは同時に実行されないので、従来のやり方は、２つのプロセスが相互通信するための
実行可能な方法を提示しない。オペレーティングシステムは、ファームウェアに情報を送
ってマシンをブートすることができ、ファームウェアは、ブート時間にオペレーティング
システムからのメッセージを受け取ることができる。しかしながら、いくつかの状况では
、複数のリブートは許されないので、システムは、コマンドをファームウェアに対して一
度だけ送ることができる。ファームウェアは、オペレーティングシステムによって書き込
みできないが読み出し可能な不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）チップに記
憶される。オペレーティングシステムは、平テキストで記憶されオペレーティングシステ
ムで読み出し可能なので、元のパスワードを送ることはできない。また、オペレーティン
グシステムは、攻撃者がハッシュを読み取ってアンロック機構を始動させることができる
ので、パスワードのハッシュを送ることはできない。オペレーティングシステムは、保護
されていないが、依然として無効リクエストの真正性を確認するデータを送る必要がある
。このことは、パスワード検証子（ｐａｓｓｗｏｒｄ　ｖｅｒｉｆｉｅｒ）及びパスワー
ド証明書を使用して実現できる。
【００３３】
　図６は、ファームウェアレベルでパスワード検証子を生成してパスワード証明書と比較
することで、耐タンパー性ブート処理を無効にする方法を示す。システム１００は、パス
ワード検証子を生成して、後で使用するために記憶する（６１０）。システム１００は、
ユーザからリクエスト及びパスワードを受け取り、耐タンパー性ブートを無効にする（６
２０）。オペレーティングシステムは、暗号化アルゴリズムの複数回の反復の一部を要求
パスワード及びソルト値に適用することで部分的なパスワード証明書を生成し（６３０）
、次に、コンピュータデバイスを再起動する（６４０）。システムがリブートすると、フ
ァームウェアは、部分的なパスワード証明書を取り込んで（６５０）、暗号化アルゴリズ
ムの残りの反復回数を実行して、完全なパスワード証明書を得る（６６０）。パスワード
証明書がパスワード検証子に一致する場合、システム１００は、耐タンパー性ブート処理
を無効にする（６７０）。システムは、リクエストが真正であることが確認される場合の
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み耐タンパー性ブート処理を無効にする。
【００３４】
　図７及び８は、パスワード検証子の生成方法を示す。システム１００は、先行する反復
の出力を現在の反復の入力として利用して、暗号化アルゴリズムの複数回の反復を実行す
ることでパスワード検証子を生成する（７２０）。例えば、本プロセスは、ＰＶ1を使用
してＰＶ2を生成し、ＰＶ99を使用してＰＶ100を生成する。最初の反復の場合に（７１０
）、先行する反復からの出力がないのでパスワードＰが入力として使用される。システム
１００は、例えば１００回の反復を行うことでパスワード検証子を生成する（７４０）。
パスワード証明書は、中間点の反復といった、１つ又はそれ以上の中間の反復の出力から
得られる（７３０）。先行の反復からの出力を暗号化アルゴリズムの入力として使用する
ことに加えて、サルト値を使用する。サルト値は、通常暗号学的ハッシュ関数であるキー
派生関数への１つの入力として使用されるランダムビットを含む。サルトデータは、記憶
量及びパスワードを決定するのに必要な演算量を増大させるので攻撃を困難にする。盗ん
だハッシュからパスワードを特定するために、攻撃者はランダム特性のハッシュを計算す
る必要があるので、所要の演算時間が増加する。いくつかの状况では、このプロセスはフ
ルディスク暗号化ボリュームを有するデバイス上のプロセッサでの実行に限定される、結
果的に、反復回数は、プロセッサ速度に基づいて選択又は決定することができ、何らかの
攻撃に必要な時間は、プロセッサの速度の関数であり、総当たり攻撃で見つけることは容
易ではない。ＨＭＡＣを演算する際にＳＨＡ－１又はＭＤ５のような任意の暗号学的ハッ
シュ関数を使用することができる。
【００３５】
　パスワード検証子の生成は、パスワードＰ、サルト値Ｓ、実行反復回数ｎ、及びインデ
ックスｉを必要とする（８１０）。システムは、インデックスｉと反復回数ｎを比較して
所要の反復回数が終了しているか否かをチェックする（８１０）。両者が等しくない場合
、プロセスは終了しておらず追加の反復が必要である。次に、システムは、現在のラウン
ドｉに関するラウンドパスワード検証子を生成する（８３０）。ラウンドパスワード検証
子ＰＶｉの生成は、暗号化アルゴリズム、先行するラウンドＰＶｉ－１からのパスワード
検証子（現在にラウンドが１ではない場合）、及びサルト値Ｓを用いて行われる（８３０
）。最初のラウンドに関しては先行するラウンド検証子が存在しないので、パスワードＰ
を使用してＰＶ0を初期設定する（８１０）。次に、システムはインデックスをインクリ
メントして（８３０）、このインデックスを反復回数と比較して所要の反復回数が終了し
たか否かをチェックする（８２０）。インデックスが反復回数と一致する場合、プロセス
は終了してシステムはパスワード検証子を出力する（８４０）。
【００３６】
　システムは、パスワード検証子及び同じプロセスに続いてパスワード証明書を生成する
が、パスワード証明書を生成する段階はコンピュータデバイスをブート処理すること以外
で同じプロプロセスである。システムは、通常は半分である全反復回数の所要の一部だけ
で遂行して、自身がリブートする。システムが再起動されると、残りの反復回数が遂行さ
れて最終的なパスワード証明書がもたらされる。図９及び１０は、パスワード証明書の生
成方法を示す。例えば、パスワード証明書を生成するのに必要な全反復回数は１００であ
り、システムは、５０回の反復を使用して一部のパスワード証明書を生成し、その結果を
リブート処理の前に記憶する（９１０）。システムが再起動すると、記憶された部分パス
ワード証明書を読み込んで残りの５０回の反復を遂行して最終的なパスワード証明書をも
たらす（１０１０）。部分的なパスワード証明書は、中間点で又は特定の反復セットの他
の点で生成することができる。部分的なパスワード証明書は、元のパスワード、反復回数
、パスワード検証子、又はパスワード証明書に関する何らかの有用な情報を示さないので
、平テキスト及び／又は他のプロセスが読み出すことができるメモリ領域に記憶しても安
全である。
【００３７】
　図１１及び１２は、パスワード証明書の生成方法を示す。システム１００は、先行する
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反復の出力を現在の反復の入力として利用して、暗号化アルゴリズムの複数回の反復を遂
行することでパスワード証明書を生成する。例えば、このプロセスは、ＰＶ1を使用して
ＰＶ2を生成し、ＰＶ99を使用してＰＶ100を生成する。最初の反復の場合には先行する反
復からの出力がないのでパスワードＰを使用する。先行する反復からの出力を暗号化アル
ゴリズムの入力として使用することに加えて、サルト値を使用する。
【００３８】
　パスワード証明書の生成は、パスワードＰ、サルト値Ｓ、実行反復回数ｎ、インデック
スｉ、及びンデックスｊを必要とするが（１１１０）、ｊは反復回数を２で除算したもの
である。システムは、インデックスｉをインデックスｊと比較して所要の反復回数が終了
したか否かをチェックする（１１２０）。両者が等しくない場合、プロセスは終了してお
らず追加の反復が必要である。次に、システムは、現在のラウンドｉに関するラウンドパ
スワード検証子を生成する（１１３０）。ラウンドパスワード検証子ＰＶｉの生成は、暗
号化アルゴリズム、先行するラウンドＰＶｉ－１からのパスワード検証子（現在にラウン
ドが１ではない場合）、及びサルト値Ｓを用いて行われる（１１３０）。最初のラウンド
に関しては先行するラウンド検証子が存在しないので、パスワードＰを使用してＰＶ0を
初期設定する（１１１０）。次に、システムはインデックスをインクリメントして（１１
３０）、このインデックスを反復回数と比較して所要の反復回数が終了したか否かをチェ
ックする（１１２０）。インデックスｉがインデックスｊと一致する場合、プロセスは部
分的なパスワード証明書を記憶してコンピュータデバイスをリブートする（１１４０）。
【００３９】
　コンピュータデバイスがリブートすると、ファームウェアは残りの反復を演算して完全
なパスワード証明書をもたらす。反復の半分は既に遂行されているので、インデックスｉ
はｊ＋１に初期化される（１２１０）。システムは、インデックスｉと反復回数ｎとを比
較して、所要の反復回数が終了したか否かをチェックする（１２２０）。両者が一致しな
い場合、プロセスは終了しておらず追加の反復が必要である。次に、システムは、現在の
ラウンドｉに関するラウンドパスワード検証子を生成する（１２３０）。ラウンドパスワ
ード検証子ＰＶｉの生成は、暗号化アルゴリズム、先行するラウンドＰＶｉ－１からのパ
スワード検証子、及びサルト値Ｓを用いて行われる（１２３０）。次に、システムはイン
デックスをインクリメントして（１２３０）、このインデックスを反復回数と比較して所
要の反復回数が終了したか否かをチェックする（１２２０）。インデックスｉが反復回数
と等しい場合、プロセスは終了し、システムは完全なパスワード証明書ＰＶｎを出力する
（１２４０）。
【００４０】
　図１３は、パスワード証明書の生成方法を示す。部分的なパスワード証明書は、元のパ
スワードではないがパスワードの派生物なので安全である。システム１００は、これを何
らかのプロセス（悪意のあるプロセスも含む）で読み出せるようにＮＶＲＡＭ１３１０に
記憶する。プロセスは、中間点での証明書を得るために元のパスワードを保持する必要が
ある（１３２０）。次に、ファームウェアは、残りに反復を繰り返して、証明書が元のパ
スワードを所持するプロセスから来たことを確認することができる（１３３０）。このプ
ロセス自体は、一定時間に到達するまでループ内でＨＭＡＣ反復を実行し、新しい高速ハ
ードウェアに容易に適合するので、ハードウェアが改良された場合の自動改善に役立つ。
高速ハードウェアは、単純に多数の反復を実行して同様の性能特性を実現することができ
る。反復回数は、所望の実行性能、安全性、及び／又は他の特性閾値に基づいて選択又は
決定することができる。
【００４１】
　図１４は、フルディスク暗号化の無効化方法を示す。システムは、耐タンパー性ブート
処理を無効にする権限を与えられたユーザのリストを生成し（１４１０）、このリストを
ファームウェアへ送る（１４２０）。システムは、各ユーザに関するパスワード検証子を
生成し、この検証子をソフトウェア１３４０としてＮＶＲＡＭ１３１０に記憶する（１４
３０）。システムがユーザについてのパスワード証明書に関するコマンドを送出する場合
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、システムはパスワード証明書を認証コマンドインタフェース（ＡＣＩ）のための「ドロ
ップボックス」に入れ、ここではＮＶＲＡＭ１３１０は次のブートでコマンドを読み出す
。ＮＶＲＡＭはオペレーティングシステム及び全てのユーザが読み出し可能なので、いず
れかのユーザはこのＮＶＲＡＭ内のコマンドを読むことができ、パスワード証明書を盗む
ことができる。従来、サルトはこの問題を解決するために使用されている。しかしながら
、これを実現するのは容易ではない。従って、システムは、マシンが最初にブートする場
合に、システムサルトを生成して（１４４０）、システムサルトをＮＶＲＡＭに記憶する
（１４５０）。ＮＶＲＡＭに記憶されたシステムサルトは、ＡＣＩインタフェースを経由
してファームウェアに送出される次のコマンドに利用される。ファームウェアは、コマン
ドが送出される度に新しいランダムサルトをＮＶＲＡＭに入れる。
【００４２】
　本明細書で説明する手法で実現できる１つの新しい結果は、フルディスク暗号化可能シ
ステムにおけるより安全なブート処理であり、ブート信頼チェーンの無許可の変更を検出
できる。この手法の他の結果は、最小数のシステムリブートでこの安全なブートを有効及
び／又は無効にできることである。
【００４３】
　本開示の範囲内の実施形態は、記憶されるコンピュータ実行可能命令又はデータ構造を
実行するか又は格納する有形の及び／又は非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含むこ
とができる。そのような非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、汎用コンピュータ、又
は前述の任意の専用プロセッサの機能デザインを含む専用コンピュータによりアクセスさ
れる任意の使用可能な媒体とすることができる。例示的に、限定されるものではないが、
そのような非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、或いは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、又は他の磁気記憶
装置、或いはコンピュータが実行可能な命令、データ構造、又はプロセッサチップ設計の
形態の所望のプログラムコード手段を保持、或いは格納するために使用される他の任意の
媒体を含む。情報がネットワーク、又は別の通信接続（ハードワイヤード、無線、又はそ
れらの組合せのいずれか）を介してコンピュータに転送、又は提供される場合、コンピュ
ータは、正しく接続をコンピュータ可読媒体として見なす。従って、そのような任意の接
続を正しくコンピュータ可読媒体と呼ぶ。前述の組合せは、コンピュータ可読媒体の範囲
内にも含まれるべきである。
【００４４】
例えば、コンピュータが実行可能な命令は、ある特定の機能、又は機能のグループを汎用
コンピュータ、専用コンピュータ、或いは専用処理装置に実行させる命令及びデータを含
む。コンピュータが実行可能な命令は、スタンドアロン環境、又はネットワーク環境にお
いてコンピュータにより実行されるプログラムモジュールを更に含む。一般にプログラム
モジュールは、特定のタスクを実行するか、或いは特定の抽象データ型を実現する専用プ
ロセッサの設計に固有のルーチン、プログラム、構成要素、データ構造、オブジェクト及
び機能等を含む。コンピュータが実行可能な命令、関連したデータ構造及びプログラムモ
ジュールは、本明細書において開示した方法のステップを実行するプログラムコード手段
の例を示す。そのような実行可能な命令、または関連したデータ構造の特定のシーケンス
は、そのようなステップにおいて説明した機能を実現する対応する動作の例を示す。
【００４５】
本発明の他の実施形態がパーソナルコンピュータ、ハンドヘルド装置、マルチプロセッサ
システム、マイクロプロセッサベースの購買者向けの電子機器、またはプログラム可能な
購買者向けの電子機器、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ及びメインフレームコンピ
ュータ等を含む多くの種類のコンピュータシステム構成でネットワークコンピューティン
グ環境において実施されることは、当業者により理解されるだろう。実施形態は、通信ネ
ットワークを介してリンクされる（ハードワイヤードリンク、無線リンク、又はそれらの
組合せのいずれかにより）ローカル処理装置及びリモート処理装置によりタスクが実行さ
れる分散コンピューティング環境において更に実施される。分散コンピューティング環境
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において、プログラムモジュールは、ローカルメモリ記憶装置及びリモートメモリ記憶装
置の双方に配置される。
【００４６】
　前述の種々の実施形態は例示的であり、本開示の範囲を限定すると解釈すべきではない
。例えば、本明細書の原理は、ディスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ
、携帯デバイス、又は安全で耐タンパー性のブート処理が望まれる、ボリュームキーとい
った適切な共有秘密キーを有する任意の他のコンピュータ環境に適用することができる。
当業者であれば、本明細書に記載して説明される例示的な実施形態及び応用例に追従する
ことなく、及び本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、種々の変形及び変更を本明
細書に記載の原理から行い得ることを容易に理解できるはずである。

【図１】 【図２】
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