
JP 5515766 B2 2014.6.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演算処理装置と記憶装置を含むハードウェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセ
キュリテイを確保するセキュリティ装置と、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する
設定情報保持部と、前記設定情報を通知する通知部と、前記セキュリティ装置を有効にす
る設定についての排他制御を行う排他制御部を備える複数の処理装置と、
　前記複数の処理装置のうち少なくとも２つの処理装置に、同一のパーティションを設定
するとともに、前記同一パーティション内の一の処理装置に障害を発生した場合、他の処
理装置が前記障害を発生した処理装置に代替えして動作するように、前記他の処理装置を
予約するシステム制御装置とを有する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置において、
　前記システム制御装置は、
　前記他の処理装置を予約した旨の予約情報を、前記一の処理装置に通知し、
　前記一の処理装置が有する排他制御部は、
　前記一の処理装置のファームウェアの起動により、前記通知された予約情報を参照して
、前記セキュリティ装置を有効にする設定と、前記他の処理装置の予約とを排他制御する
　ことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　演算処理装置と記憶装置を含むハードウェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセ
キュリテイを確保するセキュリティ装置と、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する
設定情報保持部と、前記設定情報を通知する通知部と、前記セキュリティ装置を有効にす
る設定についての排他制御を行う排他制御部を備える複数の処理装置を有する情報処理装
置のハードウェア設定方法であって、
　前記情報処理装置が有するシステム制御装置が、前記複数の処理装置のうち少なくとも
２つの処理装置に、同一のパーティションを設定するステップと、
　前記システム制御装置が、前記同一パーティション内の一の処理装置に障害を発生した
場合、他の処理装置が前記障害を発生した処理装置に代替えして動作するように、前記他
の処理装置を予約するステップとを有する
　ことを特徴とする情報処理装置のハードウェア設定方法。
【請求項４】
　前記情報処理装置のハードウェア設定方法はさらに、
　前記システム制御装置が、前記他の処理装置を予約した旨の予約情報を、前記一の処理
装置に通知するステップと、
　前記一の処理装置が有する排他制御部が、前記一の処理装置のファームウェアの起動に
より、前記通知された予約情報を参照して、前記セキュリティ装置を有効にする設定と、
前記他の処理装置の予約とを排他制御するステップとを有する
　ことを特徴とする請求項３記載の情報処理装置のハードウェア設定方法。
【請求項５】
　演算処理装置と記憶装置を含むハードウェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセ
キュリテイを確保するセキュリティ装置と、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する
設定情報保持部と、前記設定情報を通知する通知部と、前記セキュリティ装置を有効にす
る設定についての排他制御を行う排他制御部を備える複数の処理装置を有する情報処理装
置のハードウェア設定プログラムにおいて、
　前記情報処理装置が有するシステム制御装置に、
　前記複数の処理装置のうち少なくとも２つの処理装置に、同一のパーティションを設定
するステップと、
　前記同一パーティション内の一の処理装置に障害を発生した場合、他の処理装置が前記
障害を発生した処理装置に代替えして動作するように、前記他の処理装置を予約するステ
ップとを実行させる
　ことを特徴とする情報処理装置のハードウェア設定プログラム。
【請求項６】
　前記情報処理装置のハードウェア設定プログラムはさらに、
　前記システム制御装置に、
　前記他の処理装置を予約した旨の予約情報を、前記一の処理装置に通知するステップと
、
　前記一の処理装置が有する排他制御部が、前記一の処理装置のファームウェアの起動に
より、前記通知された予約情報を参照して、前記セキュリティ装置を有効にする設定と、
前記他の処理装置の予約とを排他制御するステップとを実行させる
　ことを特徴とする請求項５記載の情報処理装置のハードウェア設定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理装置のハードウェア設定方法及びそのプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報処理装置、例えば、サーバ・システムでは、演算処理装置としてのＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）と主記憶装置としてのメモリを含む処理装置としてのシステムボー
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ド（ＳＢ：System Board）等のハードウェア資源を、物理的又は論理的に、複数のパーテ
ィションに分割して、運用することが知られている。個々のパーティションでは、ＯＳ（
Operating System:オペレーティングシステム）の独立した動作が可能であり、このＯＳ
の動作を介して、アプリケーション業務（プログラム）の実行ができる。即ち、サーバ・
システムは、ＯＳが動作可能な複数のパーティションを有し、複数の異なる又は同一のＯ
Ｓを動作する。
【０００３】
　パーティショニング可能なサーバは、ＣＰＵ、メモリを搭載したシステムボードと、Ｉ
／Ｏ（Input Output）デバイス（例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）ユニット）を搭
載可能なＩＯＵ(Input Output Unit)とを、データ転送装置としてのクロスバスイッチま
たはスイッチにより、結合した構成を持つ。クロスバスイッチまたはスイッチを適切に設
定することで、論理的に複数のシステムに分割することが可能となる。
【０００４】
　このような構成によれば、稼動するシステムの規模に応じて、自由に、システムボード
リソースとＩＯＵリソースとを割り当てることが出来る。これにより、パーティション機
能を、任意の範囲で、任意の個数、割り当てることが容易となる。
【０００５】
　このようなパーティショニング可能なサーバでは、システムボードの予約機能（リザー
ブドＳＢ：Reserved SB機能）を設けることが有効である。リザーブドＳＢ機能は、運用
に使用するシステムボードが故障した場合に備え、他のシステムボードを、事前に予約設
定しておく(Reserved)。これにより、運用に使用するシステムボード故障時に、ＣＥ（Cu
stomer Engineer）等の人の介在なしに、自動的に、故障システムボードの代替として、
予約設定したシステムボードを、パーティションに組み込むことができる。
【０００６】
　一方、このようなシステムボードに、セキュリティ装置としてのトラステッド・プラッ
トフォーム・モジュール（ＴＰＭ：Trusted Platform Module）を搭載することにより、
システムボードにセキュリティ機能を付与することが知られている。トラステッド・プラ
ットフォーム・モジュールは、暗号化処理機能、暗号鍵の保存機能、プラットフォームの
構成証明などの機能をもつセキュリティチップである。このＴＰＭは、データ(ストレー
ジ)の暗号化、機器認証、プラットフォームの構成証明による改竄検知などに利用するこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－０２６４４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ＴＰＭは、基本的に、システムボードに１つしか有効にできないため、使用者が、パー
ティション設定時に、手動又は自動で、ＴＰＭを使用するシステムボードを設定する。こ
の設定されたシステムボードを、ホーム・システムボード（Home SB）と呼ぶ。
【０００９】
　一方、前述のリザーブドＳＢ機能を、ＴＰＭと併用した場合には、ホーム・システムボ
ードが故障した場合、代替のシステムボードを割り当てる。この割り当てにより、セキュ
リティ機能が実装されたＴＰＭチップ（Trusted Platform Module chip）そのものも、代
替してしまう。
【００１０】
　ＴＰＭにおいては、ＴＰＭチップごとに異なった暗号を生成するため、システムボード
の代替毎に、再起動時における自動構成証明機能により、エラーが発生し、代替後のシス
テムボードが起動しなくなってしまう。このため、システムボードにＴＰＭを搭載した場
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合には、ＣＥ等の人の介在無しに代替システムボードを自動的に組み込み、システムを再
起動するリザーブドＳＢ機能が実現できなくなる。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、トラステッド・プラットフォーム・モジュールを搭載したシ
ステムボードを使用した場合においても、リザーブド機能を阻害することを防止する情報
処理装置、情報処理装置のハードウェア設定方法及びそのプログラムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的の達成のため、情報処理装置は、演算処理装置と記憶装置を含むハードウェア
資源と、前記ハードウェア資源に対するセキュリテイを確保するセキュリティ装置と、前
記ハードウェア資源の設定情報を保持する設定情報保持部と、前記設定情報を通知する通
知部と、前記セキュリティ装置を有効にする設定についての排他制御を行う排他制御部を
備える複数の処理装置と、前記複数の処理装置のうち少なくとも２つの処理装置に、同一
のパーティションを設定するとともに、前記同一パーティション内の一の処理装置に障害
を発生した場合、他の処理装置が前記障害を発生した処理装置に代替えして動作するよう
に、前記他の処理装置を予約するシステム制御装置とを有する。
【００１３】
　又、この目的の達成のため、情報処理装置のハードウェア設定方法は、演算処理装置と
記憶装置を含むハードウェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセキュリテイを確保
するセキュリティ装置と、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する設定情報保持部と
、前記設定情報を通知する通知部と、前記セキュリティ装置を有効にする設定についての
排他制御を行う排他制御部を備える複数の処理装置を有する情報処理装置のハードウェア
設定方法であって、前記情報処理装置が有するシステム制御装置が、前記複数の処理装置
のうち少なくとも２つの処理装置に、同一のパーティションを設定するステップと、前記
システム制御装置が、前記同一パーティション内の一の処理装置に障害を発生した場合、
他の処理装置が前記障害を発生した処理装置に代替えして動作するように、前記他の処理
装置を予約するステップとを有する。
【００１４】
　更に、この目的の達成のため、プログラムは、演算処理装置と記憶装置を含むハードウ
ェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセキュリテイを確保するセキュリティ装置と
、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する設定情報保持部と、前記設定情報を通知す
る通知部と、前記セキュリティ装置を有効にする設定についての排他制御を行う排他制御
部を備える複数の処理装置を有する情報処理装置のハードウェア設定プログラムにおいて
、前記情報処理装置が有するシステム制御装置に、前記複数の処理装置のうち少なくとも
２つの処理装置に、同一のパーティションを設定するステップと、前記同一パーティショ
ン内の一の処理装置に障害を発生した場合、他の処理装置が前記障害を発生した処理装置
に代替えして動作するように、前記他の処理装置を予約するステップとを実行させる。
【発明の効果】
【００１５】
　システムユニットのトラステッド・プラットフォーム・モジュールの有効・無効設定と
、管理ユニットのシステムユニットの代替予約設定とを、互いの設定情報を通知し合い、
排他制御するため、トラステッド・プラットフォーム・モジュールを搭載しても、リザー
ブドシステムユニット機能である、人の介在無しに代替システムボードを組み込み、再起
動するという機能を有効に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】情報処理装置の一実施の形態の構成図である。
【図２】図２は、図１の構成のパーティションの構成例の説明図である。
【図３】図２の構成のリザーブド代替え機能の説明図である。
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【図４】ＴＰＭを搭載した場合の図２のリザーブド代替え動作の説明図である。
【図５】リザーブドＳＢの設定と、ＴＰＭの設定との説明図である。
【図６】本実施の形態のリザーブドＳＢの設定と、ＴＰＭの設定との排他制御の説明図で
ある。
【図７】図１、図４の構成において、システムボード２ＡとＭＭＢ５との関係を示す構成
図である。
【図８】ＢＩＯＳが、ＴＰＭの搭載有無を検出する動作の説明図である。
【図９】ＭＭＢが、ＴＰＭの搭載有無を検出する動作の説明図である。
【図１０】第１の実施の形態におけるＭＭＢで先にリザーブドＳＢを設定した場合の排他
処理の説明図である。
【図１１】第１の実施の形態におけるＢＩＯＳで先にＴＭＰを有効にした場合の排他処理
の説明図である。
【図１２】図１０、図１１の排他制御の動作の説明図である。
【図１３】図１、図４の構成において、システムボード２ＡとＭＭＢ５との関係を示す第
２の実施の形態の構成図である。
【図１４】第２の実施の形態におけるＭＭＢで先にリザーブドＳＢを設定した場合の排他
処理の説明図である。
【図１５】第２の実施の形態におけるＢＩＯＳで先にＴＭＰを有効にした場合の排他処理
の説明図である。
【図１６】図１４、図１５の排他制御の動作の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、実施の形態を、情報処理装置、ハードウェア設定方法、ハードウェア設定処理の
第１の実施の形態、ハードウェア設定処理の第２の実施の形態、他の実施の形態の順で説
明するが、開示の情報処理装置は、この実施の形態に限られない。尚、以下の例では、情
報処理装置を、サーバ・システムで説明する。
【００１８】
　（情報処理装置）
　図１は、情報処理装置の一実施の形態の構成図である。図１の情報処理装置は、サーバ
・システムを示す。サーバ・システム１は、処理装置としての複数のシステムボード（Ｓ
Ｂ：System Board）２Ａ～２Ｄと、システム制御装置（ＳＶＰ：SerVice  Processor）と
しての管理ボード（ＭＭＢ:ManageMent Board）５と、クロスバスイッチ（又はスイッチ
）４と、複数の入出力ユニット（ＩＯＵ: Input Output Unit）３Ａ，３Ｂ，・・・３Ｎ
と、共通ユニットボード６と、Ｉ２Ｃ（Inter Integrated-Circuit）等の内部インタフェ
ース７０、内部バス７２とを有する。
【００１９】
　各システムボード３Ａ～３Ｄは、回路基板に、一対の演算処理装置としてのＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）２０Ａ，２０Ｂと、一対の主記憶装置としてのメモリ２２Ａ，
２２Ｂと、セキュリティ装置としてのトラステッド・プラットフォーム・モジュール（Ｔ
ＰＭ：Trusted Platform Module）２４と、ベースボード・マネージメント・コントロー
ラ（ＢＭＣ：Baseboard Management Controller）２５と、フィールド・リプレイスメン
ト・ユニット（ＦＲＵ：Field Replacement Unit）２６と、第１のブリッジ回路２７と、
第２のブリッジ回路２８とを有する。
【００２０】
　各システムボード２Ａ～２ＤのＢＭＣ２５は、ＬＡＮ（Local Area Network）等の内部
インタフェース７０を介し、管理ボード５に接続する。管理ボード５は、内部インタフェ
ース７０を介し、各システムボード２Ａ～２Ｄの状態監視、起動、停止制御等を行う。又
、各システムボード２Ａ～２Ｄは、クロスバスイッチ（またはスイッチ）４により、ＩＯ
Ｕ３Ａ～３Ｎと接続する。
【００２１】
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　ＩＯＵ３Ａ～３Ｎは、ＬＡＮデバイス、ストレージコントローラ等のＩＯデバイスを搭
載する。クロスバスイッチ（またはスイッチ）４を、適切に設定することで、論理的に複
数のシステムに分割が可能となり、稼動するシステムの規模に応じて、自由にシステムボ
ードリソースとＩＯＵリソースを割り当てることが出来る。
【００２２】
　各システムボード２Ａ～２Ｄでは、一対のＣＰＵ２０Ａ，２０Ｂの各々が、メモリ２２
Ａ，２２Ｂに接続し、且つ第１のブリッジ回路２７に接続する。ＣＰＵ２０Ａ，２０Ｂは
、ＯＳの動作の元に、所望のアプリケーションプログラムを実行し、業務処理を行う。又
、ＣＰＵ２０Ａ，２０Ｂは、第1のブリッジ回路２７を通し、クロスバスイッチ（又はス
イッチ）４を介し、ＩＯＵ３Ａ～３Ｎと、コマンド、データの通信を行う。
【００２３】
　第１のブリッジ回路２７は、第２のブリッジ回路２８と、クロスバスイッチ（又はスイ
ッチ）４とに接続する。即ち、第１のブリッジ回路２７は、ＣＰＵ２０Ａ，２０Ｂ、第２
のブリッジ回路２８と、クロスバスイッチ（又はスイッチ）４との接続を行うブリッジ機
能を果たす。第２のブリッジ回路２８は、ＴＰＭ２４とＢＭＣ２５とに接続する。ＢＭＣ
２５は、ＭＭＢ５と連携して、システムボード２Ａ内の設定、管理等の処理を行う。
【００２４】
　ＦＲＵ２６は、システムボード内の構成等のシステム情報を、予め格納する記憶ユニッ
トで構成され、このシステム情報の一部として、システムボード内のＴＰＭの搭載有無を
記憶する。ＭＭＢ５は、ＦＲＵ２６にＩ２Ｃ等の内部パス７２で接続され、格納情報を直
接読み出しできる。電源、ファン等を搭載する共通ユニット６には、ＥＦＩ（Extensible
 Firmware Interface）Ｂａｃｋｕｐ　ＥＥＲＯＭ（拡張ファームウェアインタフェース
・バックアップ・メモリ）６０が、設けられている。
【００２５】
　このＥＦＩ　Ｂａｃｋｕｐ　ＥＥＲＯＭ６０は、例えば、不揮発性のＥＥＰＲＯＭ（El
ectric Erasable Program Read Only Memory）で構成され、システムボードで動作するフ
ァームウェアとしてのＢＩＯＳ（Basic Input Output System）が設定した情報を格納す
る。ＥＦＩ６０は、ＴＰＭ設定メモリ領域６０Ａと、リザーブドＳＢ（System Board）設
定メモリ領域６０Ｂとを有する。更に、外部装置８は、例えば、パーソナルコンピュータ
（ＰＣ：Personal Computer）で構成され、共通ユニット６とＭＭＢ５に接続し、各種の
設定等を画面の項目選択等により指示する。
【００２６】
　ここでは、全システムボード２Ａ～２Ｄが、ＴＰＭ２４を搭載している例で説明するが
、ＴＰＭ２４が搭載されないシステムボードが存在しても良い。このサーバ・システムは
、各パーティション内で独立にＯＳを介して情報処理が実行され、且つ設定により、パー
ティションを構成するシステムボードとＩＯＵの組み合わせを、任意に選ぶことができる
。
【００２７】
　（ハードウェア設定方法）
　次に、図２は、図１の構成のパーティションの構成例の説明図であり、図３は、図２の
構成のリザーブド代替え機能の説明図であり、図４は、ＴＰＭを搭載した場合の図２のリ
ザーブド代替え動作の説明図である。
【００２８】
　図２、図３では、説明の簡略化のため、ＴＰＭ２４を省いている。図２により、パーテ
ィションを説明する。図２に示すように、ＣＰＵ２０Ａ，２０Ｂ、メモリ２２Ａ、２２Ｂ
を搭載したシステムボード２Ａ～２Ｄと、Ｉ／Ｏデバイスを搭載可能なＩＯＵ３Ａ～３Ｎ
とを、クロスバスイッチ（またはスイッチ）４で結合した構成をしている。
【００２９】
　この構成において、図１のＭＭＢ５に設定された情報により、図２の右側に示すように
、パーティションを設定できる。図２は、パーティション機能により３個のパーティショ
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ン（＃０、＃１、＃２）を作成した例である。パーティション＃０は、システムボード２
Ａ，２Ｂ，ＩＯＵ３Ａで構成され、パーティション＃１は、システムボード２Ｃ，ＩＯＵ
３Ｂ，３Ｃで構成され、パーティション＃２は、システムボード２Ｄ，ＩＯＵ３Ｎで構成
される。各パーティション＃０、＃１、＃２は、他のパーティションと、論理的に隔離さ
れて情報処理を行う。
【００３０】
　図３は、リザーブドシステムボード機能の説明図である。リザーブドシステムボード機
能は、システムボードが故障した場合に備え、他のシステムボードを事前に予約設定して
おく(Reserved)ことで、システムボード故障時にＣＥ等の人の介在なしに、自動的に故障
システムボードの代替として組み込む機能である。
【００３１】
　図３では、システムボード２Ａ，２Ｂ，ＩＯＵ３Ａで構成されたパーティション＃０に
対し、リザーブドシステムボードとして、システムボード２Ｃが、ＭＭＢ５に設定されて
いる例を示す。又、図３は、パーティション＃０のうち、１つのシステムボード２Ｂが稼
働中に故障した例を示している。
【００３２】
　システムボード２Ｂが、故障した場合に、ＭＭＢ５が故障を検出し、事前に、「リザー
ブドＳＢ」と指示されているシステムボード２Ｃを自動的にパーティションに組み込む。
又、ＭＭＢ５が、故障したシステムボード２Ｂを切り離し、パーティション＃０を再起動
する。
【００３３】
　一方、図４に示すように、システムボードにＴＰＭ２４を実装した場合には、リザーブ
ドＳＢ機能を有効に使用することが困難となる。ＴＰＭ２４は、暗号化処理機能、暗号鍵
の保存機能、プラットフォームの構成証明などの機能をもつ暗号処理装置としてのセキュ
リティチップである。このＴＰＭ２４は、データ(ストレージ)の暗号化、機器認証、プラ
ットフォームの構成証明を行い、改竄検知などに利用する。
【００３４】
　システムボード２Ａは、ＣＰＵ，メモリがチップセットで接続された構成を有し、ＴＰ
Ｍチップ２４を搭載する場合は、このチップセットの配下にバスを介して接続する。ＴＰ
Ｍ２４は、上位に接続する回路チップ（第２のブリッジ回路２８（図１参照））を、シス
テム(パーティション)内で、１つしか有効にできない仕様のため、使用者は、パーティシ
ョン設定時に手動又は自動で、ＴＰＭ２４を使用するシステムボードを指定する必要があ
る。このシステムボードを、ホームシステムボード（Home SB）と呼ぶ。
【００３５】
　図４では、ホームシステムボード（Home SB）をシステムボード２Ａに設定し、リザー
ブドシステムボードをシステムボード２Ｃに設定した例を示す。パーティション＃０のHo
me SB２Ａが故障した場合（図の×印で示す）、リザーブドＳＢ機能を使用してパーティ
ション＃０の代替のシステムボード２Ｃを割り当てた場合に、ＴＰＭチップ２４そのもの
も代替してしまうことになる。
【００３６】
　ＴＰＭ２４は、チップ毎に暗号生成式は同じであるが、設定された初期値により異なっ
た暗号を生成するため、システムボード２Ａの代替としてシステムボード２Ｃを割り当て
た場合には、ＢＩＯＳのブート後ＯＳの再起動時に、ＴＰＭ２４が初期値から計算する構
成証明固有値がＯＳの期待値と相違し、構成証明機能でエラーが発生することとなる。こ
のため、システムボード２Ｃへの代替後には、当該システムボード２Ｃが、起動しなくな
ってしまう。即ち、ＣＥ等の人の介在無しに代替システムボードを組み込み再起動すると
いうリザーブドＳＢ機能を、有効に使用できない結果となる。
【００３７】
　図５は、リザーブドＳＢの設定とＴＰＭの設定との説明図であり、図６は、本実施の形
態のリザーブドＳＢの設定とＴＰＭの設定との排他制御の説明図である。
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【００３８】
　図５に示すように、ＭＭＢ５（図１参照）は、独立したサービスプロセッサを持ち、常
時電源で駆動される管理ユニット上でＭＭＢファームウェア５０を動作する。ＭＭＢファ
ームウェア５０は、パーティションの構成を行い、且つリザーブドＳＢの設定を行う。即
ち、ＭＭＢファームウェア５０は、ＰＣ９（図１参照）からの指定により、パーティショ
ン＃０のリザーブドシステムボード２Ｃを、リザーブドＳＢに設定し、内部情報として保
持する（図５中の（１）)。
【００３９】
　一方、ＴＰＭ２４は、ＭＭＢ５によって構成されたパーティション上で起動するＢＩＯ
Ｓ３０により設定される(図５中の（２）)。ＢＩＯＳ３０は、パーティションで起動する
ファームウェアプログラムであり、パーティション上のハードウェアの初期化、設定など
を行う。このハードウェアにはＴＰＭ２４も含まれ、ＢＩＯＳ３０はＴＰＭ２４の初期化
、および設定(有効、無効)を行う。
【００４０】
　このように、ＭＭＢ５によるリザーブドＳＢの設定と、ＢＩＯＳ３０によるＴＰＭ２４
の設定の間には、情報のやりとりが無い。このため、図６に示すように、ＢＩＯＳ３０か
らＭＭＢ５（ＭＭＢファームウェア５０）に、ＴＰＭ２４の設定情報を通知し、ＭＭＢ５
のＭＭＢファームウェア５０から、ＢＩＯＳ３０に、リザーブドＳＢの設定情報の通知す
る論理パスを設ける。
【００４１】
　この通知をもとにして、ＭＭＢ５のＭＭＢファームウェア５０とＢＩＯＳ３０の設定で
、それぞれの機能設定の排他制御を実行する。例えば、ＴＰＭ２４が有効なら、リザーブ
ドＳＢに設定することを排除し、リザーブドＳＢに設定されていれば、ＴＰＭ２４を無効
に設定する。
【００４２】
　これにより、リザーブドＳＢ機能を、ＴＰＭ搭載のシステムボードでも、エラーを発生
せずに再起動動作を実現できる。
【００４３】
　（ハードウェア設定処理の第１の実施の形態）
　図７は、図1、図４の構成において、システムボード２ＡとＭＭＢ５との関係を示す構
成図であり、図７中、図１、図４、図６で示したものと同一のものは、同一の記号で示し
てある。図８は、ＢＩＯＳが、ＴＰＭの搭載有無を検出する動作の説明図、図９は、ＭＭ
Ｂが、ＴＰＭの搭載有無を検出する動作の説明図、図１０は、ＭＭＢで先にリザーブドＳ
Ｂを設定した場合の排他処理の説明図、図１１は、ＢＩＯＳで先にＴＭＰを有効にした場
合の排他処理の説明図、図１２は、図１０、図１１の排他制御の動作の説明図である。
【００４４】
　図７の構成において、ＭＭＢ５は、システムボード２ＡのＢＭＣ２５とは、図１におけ
るＩ２Ｃ等の内部インタフェース７０で接続し、システムボード内の設定を、ＢＭＣ２５
と連携して処理する。システムボード２６内のＦＲＵ２６は、予め、システムボード内の
構成等のシステム情報を格納する。ＦＲＵ２６は、この情報の一部として、システムボー
ド２ＡにＴＰＭ２４が搭載されているか（０１：with TPM）、又は搭載されていない（０
２：without TPM）の情報を格納する。ＦＲＵ２６は、内部パス（バス）７２を介し、Ｍ
ＭＢ５と接続する。
【００４５】
　システムボード２Ａ内では、ＢＭＣ２５は、ＬＰＣ（Low Pin Count）バス２３により
、第２のブリッジ回路（ＩＣＨ）２８に接続する。又、ＴＰＭ２４は、ＬＰＣバス２３を
介し、第２のブリッジ回路（ＩＣＨ）２８に接続する。
【００４６】
　図８、図９を用いて、図７により、処理手順を説明する。
【００４７】
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　システムボード２Ａを、サーバ・システム１の筐体に搭載すると、ＭＭＢ５は、システ
ムボード２ＡのＦＲＵ２６を読み出し、構成情報を確認する。この確認において、ＴＰＭ
２４の搭載有無をチェックする(図７中の（１）)。これにより、システムボード２Ａが、
パーティションに組み込まれなくても、ＭＭＢ５は、ＴＰＭ２４の搭載有無を、すぐに確
認できる。
【００４８】
　次に、ＭＭＢ５のＭＭＢファームウェア５０により、システムボード２Ａが、パーティ
ションに組み込まれると、システムボード２ＡのＢＩＯＳ３０が起動される。ＢＩＯＳ３
０が起動されると、ＢＩＯＳ３０の設定で、ＴＰＭチップ２４の有効・無効制御が可能に
なる。尚、この有効・無効とは、無効時には、ＯＳからハードウェアを認識できないとい
う意味である。
【００４９】
　ここで、ＢＩＯＳ３０は、第２のブリッジ回路２８内の汎用入出力回路（ＧＰＩＯ：Ge
neral Purpose Input/Output）に接続されたTPM_PRESENTと呼ばれる信号を検出すること
により、ＴＰＭチップ２４の搭載の有無を確認する（図７中の（２））。図８に示すよう
に、第２のブリッジ回路２８に、ＴＰＭチップ２４が搭載（接続）されていない場合（図
８の上段）には、ＴＰＭ＿ＰＲＥＳＥＮＴ信号は、ローレベルであり、第２のブリッジ回
路２８に、ＴＰＭチップ２４が搭載（接続）されている場合（図８の下段）には、ＴＰＭ
＿ＰＲＥＳＥＮＴ信号は、ハイレベルである。ＢＩＯＳ３０は、ＴＰＭ＿ＰＲＥＳＥＮＴ
信号の電圧レベルを検出することにより、ＴＰＭチップ２４の搭載の有無を確認できる。
【００５０】
　又、図９は、ＴＰＭ２４を、モジュール形式で搭載した場合の例を示す。この図９では
、第２のブリッジ回路２８が、ＴＰＭ搭載の有無の識別信号（TPM_PRESENT#)を、ＴＰＭ
モジュール２４に通知する。これにより、ＴＰＭの搭載の有無を、ＧＰＩＯ２９経由でＢ
ＩＯＳ３０が確認する。この場合、ＦＲＵ２６では、ＴＰＭの搭載の有無を認識できない
ため、ＭＭＢ５へＧＰＩＯ２９を経由して、ＴＰＭ搭載の有無を通知する。これにより、
ＦＲＵ２６においても同様のＴＰＭの搭載の有無の認識機能を実現できる。
【００５１】
　ＢＩＯＳ３０は、ＢＭＣ２５、ＭＭＢ５を介し、ＥＦＩ６０に格納されたＴＰＭ２４の
有効・無効設定を読み出す（図７の（３））。ＴＰＭ２４の有効、無効の設定は、図１の
ＰＣ８の画面で、設定し、設定内容は、ＥＦＩ６０のＴＰＭ設定メモリ領域６０Ａに格納
されている。ＢＩＯＳ３０は、第２のブリッジ回路２８のＴＰＭ２４のリセット制御を個
別に行い、ＴＰＭ２４の有効・無効を制御する。
【００５２】
　例えば、ＴＰＭ２４を無効に設定したい場合は、第２のブリッジ回路２８のTPM_ENABLE
ピン(GPIO)を‘LOW’にデアサートし、ＴＰＭチップ２４のリセット状態を維持する(図７
の（３）)。
【００５３】
　この有効・無効の制御後、ＢＩＯＳ３０は、現在のＴＰＭ２４の設定状況を、ＢＭＣ２
５にコマンドで報告する(図７中に（４）)。ＢＭＣ２５は、ＴＰＭ２４の設定情報を内部
に保持する。
【００５４】
　その後、ＭＭＢ５は、リザーブドＳＢの設定をする際など、必要に応じて、ＢＭＣ２５
からＴＰＭの設定情報をコマンドで取得する（図７中の（５）)。また、本コマンドは、
Ｉ２Ｃ等の内部インタフェース７０に接続され、遠隔地に存在するサーバの管理ソフト(S
erver Management Soft)１０によって、外部からもＴＰＭ２４の設定情報を取得すること
ができる(図７の（６）)。
【００５５】
　このＴＰＭ２４の設定情報を、ＭＭＢ５が保持することにより、パーティションの電源
が投入されていない（即ち、ＢＩＯＳが起動されていない)状態であっても、ＴＰＭ２４
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の設定情報が確認可能である。このため、保守時に、ＭＭＢ５側でＴＰＭ２４の設定情報
を参照することにより、ＴＰＭ２４の設定情報の確認のためだけに、ＢＩＯＳ設定画面に
移行する手順を省くことが出来る。このＢＩＯＳ設定画面は、システム起動中（即ち、Ｏ
Ｓ起動中）には実施できないため、事前確認できることの利点は大きい。
【００５６】
　ＭＭＢ５が、各パーティションに対し、リザーブドＳＢの設定を実施した後、そのパー
ティションのホームＳＢとして機能しているシステムボード２Ａに対して、ＧＰＩＯ２９
を介して、第２のブリッジ回路２８のＧＰＩＯに対する信号（信号名：RSVD_SB_EN#）を
アサートすることにより、システムボード２Ａに通知を行う(図７の（７）)。ＢＩＯＳ３
０は、このＧＰＩＯにアクセスすることにより、当該パーティションに対して、リザーブ
ドＳＢの設定がされていることを認識する。
【００５７】
　このように、ＭＭＢ５とＢＩＯＳ３０とが、互いに、リザーブドの設定と、ＴＰＭの搭
載の有無を認識することが可能となる。このため、以下で、説明するリザーブドＳＢ設定
に関する排他制御が可能となる。
【００５８】
　図１０は、ＭＭＢ５がＢＩＯＳ３０よりも先にリザーブドＳＢを設定した場合の排他制
御の処理を説明する図である。図１２の遷移図とともに、図１０の処理を説明する。
【００５９】
　ＭＭＢ５が、パーティションのホームＳＢとして機能しているシステムボード２Ａに対
して、ＧＰＩＯ２９を介して、第２のブリッジ回路２８のＧＰＩＯ（信号名：RSVD_SB_EN
#）をアサートして、システムボード２Ａに、リザーブドＳＢを設定する（図１０の手順
１)。
【００６０】
　ＭＭＢ５が、パーティションの起動を指示すると、システムボード２ＡのＢＩＯＳ３０
が起動する（図１０の手順２）。
【００６１】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入らない場合には、ＢＩＯＳ３０は、ＢＭＣ２５とＭ
ＭＢ５を介し、ＥＦＩ６０のＴＰＭ設定メモリ領域６０Ａを読み出す。この場合に、ＥＦ
Ｉ６０には、必ず、ＴＰＭの設定として＝無効が、保存されている。以前に、ＢＩＯＳ３
０が、ＴＰＭの設定として＝有効を設定したのであれば、ＢＩＯＳ３０からＭＭＢ５へ通
知され、ＥＦＩ６０のリザーブドＳＢ設定が抑制されるためである。このため、ＢＩＯＳ
３０は、ＴＰＭ２４の無効を設定する（図１０の手順３）。
【００６２】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入り、ＴＰＭ２４を有効に設定する場合には、ＢＩＯ
Ｓ３０は、ＴＰＭ２４の設定を有効に変更しようとしても、RSVD_SB_EN#信号がアサート
されていることがチエックされることにより、警告を出力することにより、ＴＰＭ機能を
有効にすることを防止する（図１０の手順３）。
【００６３】
　図１１は、ＢＩＯＳが先にＴＰＭチップを有効に設定した場合の排他制御の処理を説明
する図である。図１２の遷移図とともに、図１１の処理を説明する。
【００６４】
　ＭＭＢ５は、リザーブドＳＢが設定されていないため、RSVD_SB_EN#信号は、デアサー
トされている。ＭＭＢ５が、パーティションの起動を指示すると、システムボード２Ａの
ＢＩＯＳ３０が起動する（図１１の手順１）。
【００６５】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入らない場合には、ＢＩＯＳ３０は、ＢＭＣ２５とＭ
ＭＢ５を介し、ＥＦＩ６０のＴＰＭ設定メモリ領域６０Ａを読み出す。この場合に、ＥＦ
Ｉ６０は、ＴＰＭの設定として＝有効が、保存されている。このため、ＢＩＯＳ３０は、
ＴＰＭ＿ＥＮＡＢＬＥ信号(図７の（３）参照)をアサートし、ＴＰＭ２４を有効に設定す
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る。ＢＩＯＳ３０は、有効に設定後、ＢＭＣ２５に、ＴＰＭステート送信を行う（図１１
の手順２）。
【００６６】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入り、ＴＰＭ２４の有効を行う場合には、ＢＩＯＳ３
０は、ＧＰＩＯ２９のRSVD_SB_EN#信号をチエックし、RSVD_SB_EN#信号がデアサートされ
ているため、ＴＰＭ２４を同様に有効に設定する。ＢＩＯＳ３０は、有効に設定後、ＢＭ
Ｃ２５に、ＴＰＭステート送信を行い、図示しないバックアップメモリに、この設定の保
存を行う（図１１の手順２）。
【００６７】
　ＢＭＣ２５は、ＢＩＯＳ３０から送信されたＴＰＭの有効・無効状態を表す状態信号で
あるＴＰＭステート信号を保持する（図１１の手順３）。ＭＭＢ５は、ＢＭＣ２５から、
ＴＰＭステート信号を受信することにより、ＢＩＯＳ３０が、パーティションに、ＴＰＭ
が有効に設定されたことを認識する（図１１の手順４）。
【００６８】
　ＭＭＢ５は、当該パーティションに、ＰＣ８からリザーブドＳＢを設定しようとした場
合、設定できないように抑止する（図１１の手順５）。
【００６９】
　（ハードウェア設定処理の第２の実施の形態）
　図１３は、図1、図４の構成において、システムボード２ＡとＭＭＢ５との関係を示す
第２の実施の形態の構成図であり、図１３中、図１、図４、図６、図７で示したものと同
一のものは、同一の記号で示してある。図１４は、ＭＭＢで先にリザーブドＳＢを設定し
た場合の排他処理の説明図であり、図１５は、ＢＩＯＳで先にＴＭＰを有効にした場合の
排他処理の説明図であり、図１６は、図１４、図１５の排他制御の動作の説明図である。
【００７０】
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態に比し、ＭＭＢ５－ＢＭＣ２５の通知パスを
共通化し、ＧＰＩＯ２９を不要とした例である。即ち、図７の第１の実施の形態では、Ｍ
ＭＢ５からＢＩＯＳ３０へのリザーブドＳＢ設定の通知（図７のＭＭＢ－ＢＩＯＳ間の情
報伝達とＴＰＭ設定の（７））については、ＢＩＯＳ３０からＭＭＢ５へのＴＰＭ設定情
報通知（図７のＭＭＢ－ＢＩＯＳ間情報伝達とＴＰＭ設定（４）、（５））と同じ内部イ
ンタフェースを使うことができる。
【００７１】
　このため、ＭＭＢ５からＢＩＯＳ３０への通知パスを共用化し、コマンドＡ，Ｂを、新
たに追加する。これにより、図７の第１の実施の形態の構成の内、ＧＰＩＯ２９は、不要
となり、第１の実施の形態に対してハードウェアの削減が可能となる。
【００７２】
　図１４は、ＭＭＢが先にリザーブドＳＢ設定した場合の排他制御の処理を説明する図で
ある。図１６の遷移図とともに、図１４の処理を説明する。
【００７３】
　ＭＭＢ５は、コマンドＡにより、ＢＭＣ２５にリザーブドＳＢを設定されていることを
、通知する（図１４の手順１)。ＢＭＣ２５は、ＭＭＢ５から通知されたリザーブドＳＢ
の設定状態を保持する（図１４の手順２）。
【００７４】
　ＭＭＢ５が、パーティションの起動を指示すると、システムボード２ＡのＢＩＯＳ３０
が起動する（図１４の手順３）。
【００７５】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入らない場合には、ＢＩＯＳ３０は、ＢＭＣ２５とＭ
ＭＢ５を介し、ＥＦＩ６０のＴＰＭ設定メモリ領域６０Ａを読み出す。この場合に、ＥＦ
Ｉ６０には、必ず、ＴＰＭ２４の設定として＝無効が、保存されている。以前に、ＢＩＯ
Ｓ３０が、ＴＰＭの設定として＝有効を設定したのであれば、ＢＩＯＳ３０からＭＭＢ５
へ通知され、ＥＦＩ６０のリザーブドＳＢ設定が抑制されるためである。このため、ＢＩ
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ＯＳ３０は、ＴＰＭ２４の無効を設定する（図１４の手順４）。
【００７６】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入り、ＴＰＭ２４を有効にする設定を行う場合には、
ＢＩＯＳ３０は、コマンドＢをＢＭＣ２５に発行し、ＢＭＣ３０から、リザーブドＳＢ設
定状態を取得する。ＢＩＯＳ３０は、リザーブドＳＢが設定されている場合には、警告を
出力することにより、ＴＰＭ機能を有効にすることを防止する（図１４の手順４）。
【００７７】
　図１５は、ＢＩＯＳが先にＴＰＭ２４を有効に設定した場合の排他制御の処理を説明す
る図である。図１６の遷移図とともに、図１５の処理を説明する。
【００７８】
　ＭＭＢ５は、リザーブドＳＢが設定されていないため、コマンドＡにより、リザーブド
ＳＢが設定されていない状態を、ＢＭＣ２５に通知する。あるいは、コマンドＡを発行し
ない。ＭＭＢ５が、パーティションの起動を指示すると、システムボード２ＡのＢＩＯＳ
３０が起動する（図１５の手順１）。
【００７９】
　ＢＭＣ２５は、ＭＭＢ５から通知されたリザーブドＳＢの設定状態を保持する。尚、通
知されない場合におけるリザーブドＳＢの設定デフォルトは、リザーブドＳＢ設定なし、
即ち、いずれのＳＢもリザーブドＳＢに設定されていない状態である（図１５の手順２）
。
【００８０】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入らない場合には、ＢＩＯＳ３０は、ＢＭＣ２５、Ｍ
ＭＢ５を介し、ＥＦＩ６０のＴＰＭ設定メモリ領域６０Ａを読み出す。この場合に、ＥＦ
Ｉ６０は、ＴＰＭ２４の設定として＝有効が、保存されている。このため、ＢＩＯＳ３０
は、ＴＰＭ＿ＥＮＡＢＬＥ信号(図７の（３）参照)をアサートし、ＴＰＭ２４を有効に設
定する。ＢＩＯＳ３０は、有効に設定後、ＢＭＣ２５に、ＴＰＭステートの送信を行う（
図１５の手順３）。
【００８１】
　ＢＩＯＳセットアップメニューに入り、ＴＰＭ２４を有効に設定する場合には、ＢＩＯ
Ｓ３０は、ＢＭＣ２５へコマンドＢを発行し、リザーブドＳＢ設定状態を取得する。ここ
では、リザーブドＳＢが設定されていないため、ＴＰＭ２４を有効に設定できる。ＢＩＯ
Ｓ３０は、有効に設定後、ＢＭＣ２５に、ＴＰＭステートの送信を行い、図示しないバッ
クアップメモリに、この設定の保存を行う（図１５の手順３）。
【００８２】
　ＢＭＣ２５は、ＢＩＯＳ３０から送信されたＴＰＭの有効・無効状態を表すＴＰＭステ
ート信号を保持する（図１５の手順４）。ＭＭＢ５は、ＢＭＣ２５から、ＴＰＭステート
信号を取得し、ＭＭＢ５は、パーティションにＴＰＭ２４が有効にＢＩＯＳ３０に対して
設定されたことを認識する（図１５の手順５）。
【００８３】
　ＭＭＢ５は、当該パーティションに、ＰＣ８からリザーブドＳＢを設定しようとした場
合、設定できないように抑止する（図１５の手順６）。
【００８４】
　即ち、ＭＭＢ５からＢＩＯＳ３０への情報通信は、ＭＭＢ５が、リザーブドＳＢの設定
を行うと、ＭＭＢ５からＢＭＣ２５に対してコマンドＡを発行し、ＢＭＣ２５が、当該パ
ーティションに対するリザーブドＳＢの設定状態を保持する。その後、ＢＩＯＳ３０が起
動する際に、ＢＩＯＳ３０がＢＭＣ２５へコマンドＢを発行することにより、リザーブド
ＳＢ設定状態を確認するという手順になる。
【００８５】
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態に比し、ＧＰＩＯ２９を削減できる。一方、
第１の実施の形態は、ＭＭＢ５からＢＩＯＳ３０への情報通信に、ＧＰＩＯ２９を使用し
たハードワイヤによる通知を使用し、コマンドＡ，Ｂの作成が不要である。このため、Ｍ
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ＭＢ(かつリザーブＳＢ機能)の無い小型サーバ装置等の小型装置へ適用する場合には利点
が大きい。リザーブドＳＢ設定が不要な小型装置の場合は、第２の実施の形態で必要とな
るリザーブドＳＢ設定情報の通知コマンドＡ，Ｂは使用されないためである。
【００８６】
　このように、ＢＩＯＳ３０によるＴＰＭ２４の設定は、ＭＭＢ５に通知され、ＭＭＢフ
ァームウェア５０によるリザーブドＳＢの設定情報は、ＢＩＯＳ３０に通知される。この
双方向の情報伝達を使用し、排他制御を行うことで、誤設定を防止できる。
【００８７】
　又、ＭＭＢ５側からリザーブドＳＢ設定を先に実施した場合でも、ＢＩＯＳ３０側から
ＴＰＭ２４を有効にする設定を先に実施した場合のどちらのケースでも、排他制御を行う
ことが可能になる。
【００８８】
　更に、ＢＩＯＳ３０から通知されてくるＴＰＭ２４の設定が、パーティションが設定さ
れていないパーティションオフの状態であっても、ＭＭＢ５には、ＴＰＭ２４の設定が保
持されている。このため、システムボードの交換などの作業時に、ＢＩＯＳ３０の設定情
報を、パーティションを起動することにより、設定する必要がない。このため、システム
全体の保守時間の短縮につながる。
【００８９】
　（他の実施の形態）
　前述の実施の形態では、２つ又は３つのパーティションに分割した例で説明したが、他
の数のパーティションに分割しても良い。又、物理パーティションの例で説明したが、論
理パーティションにも適用できる。システムボードの構成を、２つのＣＰＵ、２つのメモ
リの例で説明したが、他の数のＣＰＵ、メモリを持つ構成を任意に採用できる。又、ＩＯ
Ｕとの組み合わせも、任意に設定できる。
【００９０】
　以上、本発明を実施の形態により説明したが、本発明の趣旨の範囲内において、本発明
は、種々の変形が可能であり、本発明の範囲からこれらを排除するものではない。
【００９１】
　（付記１）
　演算処理装置と記憶装置を含むハードウェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセ
キュリテイを確保するセキュリティ装置と、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する
設定情報保持部と、前記設定情報を通知する通知部と、前記セキュリティ装置を有効にす
る設定についての排他制御を行う排他制御部を備える複数の処理装置と、前記複数の処理
装置のうち少なくとも２つの処理装置に、同一のパーティションを設定するとともに、前
記同一パーティション内の一の処理装置に障害を発生した場合、他の処理装置が前記障害
を発生した処理装置に代替えして動作するように、前記他の処理装置を予約するシステム
制御装置とを有することを特徴とする情報処理装置。
【００９２】
　（付記２）
　前記情報処理装置において、前記システム制御装置は、前記他の処理装置を予約した旨
の予約情報を、前記一の処理装置に通知し、前記一の処理装置が有する排他制御部は、前
記一の処理装置のファームウェアの起動により、前記通知された予約情報を参照して、前
記セキュリティ装置を有効にする設定と、前記他の処理装置の予約とを排他制御すること
を特徴とする付記１記載の情報処理装置。
【００９３】
　（付記３）
　前記一の処理装置は、前記通知された予約情報が予約したことを示す場合には、前記フ
ァームウェアの起動により、前記セキュリティ装置を有効に設定することを禁止し、且つ
前記通知された予約情報が予約していないことを示す場合には、前記ファームウェアの起
動により、前記セキュリティ装置を有効に設定することを許可することを特徴とする付記
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２記載の情報処理装置。
【００９４】
　（付記４）
　前記一の処理装置は、前記セキュリティ装置を有効に設定した場合には、前記有効に設
定した情報を、前記システム制御装置に通知し、前記システム制御装置は、前記他の処理
装置を予約設定することを禁止することを特徴とする付記３記載の情報処理装置。
【００９５】
　（付記５）
　前記システム制御装置は、前記他の処理装置の予約情報を、前記一の処理装置に、信号
線を介し通知することを特徴とする付記１記載の情報処理装置。
【００９６】
　（付記６）
　前記システム制御装置は、前記予約情報を前記一の処理装置に前記設定情報の通知のた
めの通知パスを用いて通知することを特徴とする付記１記載の情報処理装置。
【００９７】
　（付記７）
　前記処理装置は、処理装置が、前記セキュリティ装置を備えるか否かを示すシステム情
報を格納したメモリを有し、前記システム制御装置は、前記メモリを読み出し、前記処理
装置が前記セキュリティ装置を備えるか否かを確認することを特徴とする付記１記載の情
報処理装置。
【００９８】
　（付記８）
　前記処理装置は、前記ファームウェアの起動により、前記セキュリティ装置を備えるか
否かを確認することを特徴とする付記１記載の情報処理装置。
【００９９】
　（付記９）
　前記起動されたファームウェアは、前記セキュリティ装置を有効に設定するリセット信
号を前記セキュリティ装置に発行することを特徴とする付記３記載の情報処理装置。
【０１００】
　（付記１０）
　演算処理装置と記憶装置を含むハードウェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセ
キュリテイを確保するセキュリティ装置と、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する
設定情報保持部と、前記設定情報を通知する通知部と、前記セキュリティ装置を有効にす
る設定についての排他制御を行う排他制御部を備える複数の処理装置を有する情報処理装
置のハードウェア設定方法であって、前記情報処理装置が有するシステム制御装置が、前
記複数の処理装置のうち少なくとも２つの処理装置に、同一のパーティションを設定する
ステップと、前記システム制御装置が、前記同一パーティション内の一の処理装置に障害
を発生した場合、他の処理装置が前記障害を発生した処理装置に代替えして動作するよう
に、前記他の処理装置を予約するステップとを有することを特徴とする情報処理装置のハ
ードウェア設定方法。
【０１０１】
　（付記１１）
　前記情報処理装置のハードウェア設定方法はさらに、前記システム制御装置が、前記他
の処理装置を予約した旨の予約情報を、前記一の処理装置に通知するステップと、前記一
の処理装置が有する排他制御部が、前記一の処理装置のファームウェアの起動により、前
記通知された予約情報を参照して、前記セキュリティ装置を有効にする設定と、前記他の
処理装置の予約とを排他制御するステップとを有することを特徴とする付記１０記載の情
報処理装置のハードウェア設定方法。
【０１０２】
　（付記１２）
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　前記排他制御ステップは、前記通知された予約情報が予約したことを示す場合には、前
記ファームウェアの起動により、前記セキュリティ装置を有効に設定することを禁止する
ステップと、前記通知された予約情報が予約していないことを示す場合には、前記ファー
ムウェアの起動により、前記セキュリティ装置を有効に設定することを許可するステップ
とを有することを特徴とする付記１１記載の情報処理装置のハードウェア設定方法。
【０１０３】
　（付記１３）
　前記排他制御ステップは、更に、前記一の処理装置が前記セキュリティ装置を有効に設
定した場合には、前記有効に設定した情報を前記システム制御装置に通知するステップと
、前記システム制御装置は、前記他の処理装置を予約設定することを禁止するステップと
を有することを特徴とする付記１２記載の情報処理装置のハードウェア設定方法。
【０１０４】
　（付記１４）
　前記設定ステップは、前記システム制御装置が、前記予約情報を前記一の処理装置に信
号線を介し通知するステップを有することを特徴とする付記１０記載の情報処理装置のハ
ードウェア設定方法。
【０１０５】
　（付記１５）
　前記設定ステップは、前記システム制御装置が、前記予約情報を前記一の処理装置に、
前記設定情報の通知のための通知パスを用いて通知するステップを有することを特徴とす
る付記１０記載の情報処理装置のハードウェア設定方法。
【０１０６】
　（付記１６）
　前記システム制御装置は、前記処理装置が、前記セキュリティ装置を備えるか否かを示
すシステム情報を格納したメモリを読み出し、前記処理装置が、前記セキュリティ装置を
備えるか否かを確認するステップを更に有することを特徴とする付記１０記載の情報処理
装置のハードウェア設定方法。
【０１０７】
　（付記１７）
　前記処理装置が、前記ファームウェアの起動により、前記セキュリティ装置を備えるか
否かを確認するステップを更に有することを特徴とする付記１０記載の情報処理装置のハ
ードウェア設定方法。
【０１０８】
　（付記１８）
　前記許可ステップ後、前記ファームウェアは、前記セキュリティ装置を有効に設定する
リセット信号を前記セキュリティ装置に発行するステップを更に有することを特徴とする
付記１２記載の情報処理装置のハードウェア設定方法。
【０１０９】
　（付記１９）
　演算処理装置と記憶装置を含むハードウェア資源と、前記ハードウェア資源に対するセ
キュリテイを確保するセキュリティ装置と、前記ハードウェア資源の設定情報を保持する
設定情報保持部と、前記設定情報を通知する通知部と、前記セキュリティ装置を有効にす
る設定についての排他制御を行う排他制御部を備える複数の処理装置を有する情報処理装
置のハードウェア設定プログラムにおいて、前記情報処理装置が有するシステム制御装置
に、前記複数の処理装置のうち少なくとも２つの処理装置に、同一のパーティションを設
定するステップと、前記同一パーティション内の一の処理装置に障害を発生した場合、他
の処理装置が前記障害を発生した処理装置に代替えして動作するように、前記他の処理装
置を予約するステップとを実行させることを特徴とする情報処理装置のハードウェア設定
プログラム。
【０１１０】
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　（付記２０）
　前記情報処理装置のハードウェア設定プログラムはさらに、前記システム制御装置に、
前記他の処理装置を予約した旨の予約情報を、前記一の処理装置に通知するステップと、
前記一の処理装置が有する排他制御部が、前記一の処理装置のファームウェアの起動によ
り、前記通知された予約情報を参照して、前記セキュリティ装置を有効にする設定と、前
記他の処理装置の予約とを排他制御するステップとを実行させることを特徴とするプログ
ラム。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　システムユニットのトラステッド・プラットフォーム・モジュールの有効・無効設定と
、管理ユニットのシステムユニットの代替予約設定とを、互いの設定情報を通知し合い、
排他制御するため、トラステッド・プラットフォーム・モジュールを搭載しても、リザー
ブドシステムユニット機能である、人の介在無しに代替システムボードを組み込み、再起
動するという機能を有効に使用できる。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　サーバ・システム（情報処理装置）
　２Ａ～２Ｄ　システムボード(システムユニット)
　３Ａ～３Ｎ　ＩＯＵ
　４　クロスバスイッチ
　９　リモートＰＣ
　２６Ａ，２６Ｂ　ＭＭＢ不揮発性メモリ
　３０　ボード管理部
　３４　ＣＰＵ
　３５　メモリ
　３６Ａ，３６Ｂ　ＢＩＯＳ不揮発性メモリ
　３７Ａ，３７Ｂ　ＢＭＣ不揮発性メモリ
　１００－１～１００－３　ファームウェア一式
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