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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して受信された伝送または媒体に格納されたコンテンツの信憑性およ
び保全性を検証するのに使用される検証実施命令を記憶するための不揮発性メモリと、
　安全区分を有するシステム・メモリと、そして
　前記不揮発性メモリと前記システム・メモリに結合されたプロセッサと
を備え、
　前記プロセッサは、
　ＢＩＯＳコードを認証するブートストラップ・セキュリティ・ロジックを含むオンチッ
プＢＩＯＳと、そして
　前記オンチップＢＩＯＳと前記システム・メモリに結合された実施ユニットであって、
前記ブートストラップ・セキュリティ・ロジックにより特定されるオペレーションを実施
するように構成された前記実施ユニットと
を備え、
　前記オペレーションは前記不揮発性メモリから前記システム・メモリの前記安全区分へ
前記検証実施命令をコピーするステップと前記検証実施命令の信頼性を検証するステップ
とを含む、
　処理システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、
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　キーを記憶するように構成されたキー記憶要素と、そして
　前記実施ユニットと前記キー記憶要素に結合された暗号化ロジックであって、前記キー
に基づいて前記検証実施命令を復号化するように構成された暗号化ロジックと
をさらに備える請求項１に記載の処理システム。
【請求項３】
　前記暗号化ロジックはＲＳＡアルゴリズムを実行する請求項２に記載の処理システム。
【請求項４】
　前記キーがＲＳＡ秘密キーである請求項３に記載の処理システム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、前記実施ユニットに結合された安全区分実施ロジックであって、前
記安全区分へのアクセスをモニターし、メモリ・アクセスを許可するか否かを決定するよ
うに構成された安全区分実施ロジックをさらに備える請求項１に記載の処理システム。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記安全区分実施ロジックに結合され、仮想メモリ・アドレスを物
理メモリ・アドレスに整合させるように構成されたＴＬＢをさらに備える請求項５に記載
の処理システム。
【請求項７】
　前記システム・メモリはオンチップ物理メモリと外部システム・メモリを備え、前記プ
ロセッサは仮想化することにより異なるプロセス間でオンチップ物理メモリを共有するよ
うに構成されている請求項１に記載の処理システム。
【請求項８】
　前記プロセッサは前記外部システム・メモリに暗号化されたデータを記憶し、前記オン
チップ物理メモリに復号化されたデータを記憶するように構成されている請求項１に記載
の処理システム。
【請求項９】
　処理システムにおいて不揮発性メモリとシステム・メモリに結合されたプロセッサによ
り実行される方法であって、
　前記不揮発性メモリから前記システム・メモリの安全区分に、ネットワークを介して受
信された伝送または媒体に格納されたコンテンツの信憑性および保全性を検証するのに使
用される検証実施命令をコピーするために、前記プロセッサに含まれるオンチップＢＩＯ
Ｓに記憶されたＢＩＯＳコードを認証するブートストラップ・セキュリティ・ロジックを
実行するステップと、そして
　その後、前記検証実施命令の信頼性を検証するステップと
を含む方法。
【請求項１０】
　前記プロセッサのキー記憶要素に記憶されたキーに基づいて前記検証実施命令を、前記
暗号化ロジックにより、復号化するステップをさらに含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記暗号化ロジックはＲＳＡアルゴリズムを実施する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記キーはＲＳＡ秘密キーである請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記安全区分実施ロジックにより、前記安全区分へのアクセスをモニターし、メモリ・
アクセスを許可するか否かを決定する請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　処理システムにおいてプロセッサにより処理される方法であって、
　Ｉ／Ｏインタフェースと、ディスプレイ・デバイスと通信するように適応されたディス
プレイ・コントローラと、スタンダード・ネットワーク・プロトコルを使用して通信する
ように適応されたネットワーク・インタフェースと、そしてオンチップ・メモリとを有す
る前記プロセッサを含む処理システムを作動させるステップと、
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　不揮発性メモリに記憶された、ネットワークを介して受信された伝送または媒体に格納
されたコンテンツの信憑性および保全性を検証するのに使用される検証実施命令をシステ
ム・メモリの安全区分にローディングするステップと、
　前記プロセッサに含まれたオンチップＢＩＯＳに収容された、ＢＩＯＳコードを認証す
るブートストラップ・セキュリティ・ロジックにより特定されるオペレーションを実行す
るステップであって、前記オペレーションが前記不揮発性メモリから前記システム・メモ
リの前記安全区分に前記検証実施命令をコピーするステップと前記検証実施命令の信頼性
を検証するステップを含む、ステップと
を含む方法。
【請求項１５】
　キー記憶要素内にＲＳＡ公開キーを記憶するステップと、
　安全区分実施ロジックで前記安全区分へのアクセスをモニターするステップと、
　前記安全区分実施ロジックでメモリ・アクセスを許可するか否かを決定するステップと
、そして
　仮想メモリ・アドレスを物理メモリ・アドレスにＴＬＢで整合させるステップと
をさらに含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記不揮発性メモリはフラッシュ・メモリからなり、前記実行ユニットは演算ロジック
・ユニットを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　１つまたは複数の安全区分レジスターにおいて前記システム・メモリの前記安全区分を
定めるステップをさらに含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記安全区分実施ロジックでメモリ・アクセスを許可するか否かを決定するステップが
、前記安全区分外のターゲット位置の分岐命令を検出するステップと、前記安全区分外に
在る前記ターゲット位置に基づいて前記分岐命令を拒否するステップと、をさらに含む請
求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記暗号化ロジックが乱数発生器からなる請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施態様は、プロセッサ内での安全な実行に関する。より詳細には、本発明は
、安全なメモリ区分を使用した安全な実行のための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータの接続性の著しい増大により、頑強なセキュリティ・インフラストラクチ
ャの重要性が高まってきた。未許可アクセス（例えばインターネットからの）を防止する
ために、コンピュータ・システムのセキュリティ機能を使用することができる。インター
ネットに基づく商取引の利用を可能にするには、取引のプライバシーおよび保全性を維持
する安全な実行環境が重要である。安全にされた実行環境はまた、ディジタル多用途ディ
スク（ＤＶＤ）やコンパクト・ディスク－読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）などの媒体
に記憶された発行されたソフトウェアまたはコンテンツ（例えば映画）に対するコピーを
保護するのに用いることもできる。
【０００３】
　実行を安全なものとすることは、実行の保全性を保証し、コードおよびデータのプライ
バシーを保証することを含む。様々なタイプの脅威が、システムの保全性またはプライバ
シーを損なうことにつながる恐れがある。例えば、悪意あるソフトウェアが、オペレーテ
ィング・システムの脆弱性を利用することがある。ダイレクト・メモリ・アクセス・デバ
イスが、プロセッサのサポートなしで物理メモリを読み取れることがある。ロジック・ア
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ナライザを使用して、プロセッサとメモリの間のトラフィックが観察されることもある。
また、プロセッサに備わるデバッグ・モードまたはプローブ・モードを利用した攻撃や、
システム中のコンポーネントの接続性を物理的に変更して、コンポーネント間の通信を観
察および変更する攻撃が行われることもある。また、攻撃者がハードウェアを異常な電圧
、温度、または周波数にさらして、システムの実行を損なわせ、場合によってはハードウ
ェアから外に秘密を「リーク」させる可能性もある。さらに、攻撃者がプロセス層を選択
的に除去して、秘密を隠しているデバイス構造を露出させたり、イオン・ビームを使用し
てデバイス内部の信号フローを調べたりする可能性もある。
【０００４】
　公開鍵／秘密鍵暗号法に基づくものなど、いくつかのセキュリティ方式は、秘密にして
おく必要のある秘密データまたはコードを使用する。いくつかの場合、使用されるエンコ
ード・アルゴリズムは公開され、暗号法の強度は、鍵を秘密にしておくことにある。プロ
グラムの制御フロー情報などの中間データは、明るみになれば秘密鍵が決定されやすくな
る恐れがあるので、明るみにならないようにすべきである。これに関して、プロセッサ・
アーキテクチャの条件付き割当て能力を用いて秘密データ上の分岐を除去することができ
る場合もあるが、この要件を満たすようにコードを設計することは困難である。適用例に
よっては、暗号強度の一部は、アルゴリズム自体のプライバシーにある。この場合、実行
環境は、入力データおよびすべての中間結果に加えて実行コードさえも秘密に保たれるこ
とを保証する必要がある。
【０００５】
　いくつかのシステムでは、特別なセキュリティ・コプロセッサを使用して、ホスト・プ
ロセッサのコードおよびデータを保護する。既知のシステムでは、例えば悪意あるソフト
ウェアやダイレクト・メモリ・アクセス・デバイスやロジック・アナライザを使用した攻
撃、システム・デバッグ／プローブ・モードを利用した攻撃、またはハードウェアに変更
を加えて秘密を暴く攻撃から、ホスト・プロセッサがホスト・プロセッサ内の秘密コード
またはデータ（例えば鍵）を保護するための、効果的な手段が提供されない。　　　
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の実施態様は、機密コードおよびデータを安全なメモリ区分に記憶することによ
って安全に実行できるようにする。機密コードおよびデータとしては、ネットワークを介
して受信された伝送の信憑性および保全性を検証するのに使用されるコードおよびデータ
を含めることができ、また、ＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭなどの媒体に記憶されたコンテンツを
含めることができる。安全なメモリ区分は、プロセッサの一般的なアドレス空間内のアド
レス範囲としてアーキテクチャによって定義することができる。区分は、仮想メモリ位置
または物理メモリ位置のアドレス範囲とすることができる。アドレス範囲は、基底アドレ
スおよび範囲によって指定することができる。安全なメモリ区分は、固定エントリ・ポイ
ントを有することができる。他の実施態様では、機密コードおよびデータが暴かれないよ
う保護するために、機密コードおよびデータは、メモリに書き込む前にプロセッサ上のハ
ードウェアによって暗号化し、プロセッサに再び読み込んだ後で暗号化解除する。本発明
の様々な実施態様が、様々なレベルの脅威に対する保護を与える。各実施態様は、悪意あ
るソフトウェアやインテリジェントな入出力デバイスに基づく攻撃、ロジック・アナライ
ザを使用した攻撃、プロセッサをソケットから外した後で保全性の損なわれたプラットフ
ォーム中に配置することを含むハードウェア攻撃に対して、高度な保護を与える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態による、安全に実行できるコンピュータ・システムの部分ブ
ロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による、安全な実行コンポーネントを有するプロセッサと、
安全な区分を有するメモリとの部分ブロック図である。
【図３】仮想メモリ区分および物理メモリ区分の部分ブロック図である。
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【図４】本発明の一実施形態による命令処理方法のフロー・チャートである。
【図５】本発明の一実施形態による別の命令処理方法のフロー・チャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、本発明の一実施形態による、安全に実行できるコンピュータ・システムの部分
ブロック図である。コンピュータ１００はコンポーネント１０１を含み、このコンポーネ
ント１０１は、プロセッサ１１０、チップセット１０２、システム・メモリ１２０、ネッ
トワーク・インタフェース・カード１０３、不揮発性の大容量記憶域１０４、入出力（Ｉ
／Ｏ）デバイス１０７、およびＢＩＯＳ（ｂａｓｉｃ　ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ　ｓｙ
ｓｔｅｍ）ＲＯＭ１０８を備えることができる。プロセッサ１１０はチップセット１０２
に結合することができる。「結合」という語は、直接接続、間接接続、間接通信などを含
む。チップセット１０２もまた、システム・メモリ１２０、ネットワーク・インタフェー
ス・カード１０３、不揮発性の大容量記憶域１０４、入出力デバイス１０７、およびＢＩ
ＯＳ　ＲＯＭ１０８に結合することができる。これらのデバイスは、システム・バスやＰ
ＣＩ（ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどのバ
スを介してチップセットに結合することができる。ネットワーク・インタフェース・カー
ド１０３は、ネットワーク１３０に結合することができる。コンピュータ１０３はまた、
コプロセッサやモデムなど、追加のコンポーネントを含むこともできる。
【０００９】
　プロセッサ１１０は、カリフォルニア州サンタクララのＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｐ．製のＰ
ＥＮＴＩＵＭクラス・プロセッサなどの汎用マイクロプロセッサとすることができる。別
の実施形態では、プロセッサは、特定用途向け集積回路（ＩＣ）（ＡＳＩＣ）、コントロ
ーラ、マイクロコントローラなどとすることができる。チップセット１０２は、コンピュ
ータ・システムのプロセッサと他のコンポーネントとの間でデータを転送するためのハブ
またはコアとして働く１つまたは複数の集積回路チップとすることができる。一実施形態
では、チップセット１０２は、「ノースブリッジ機能」として知られる機能を実施するメ
モリ・コントロール・ハブ（ＭＣＨ）と、「サウスブリッジ機能」として知られる機能を
実施する入出力コントローラ・ハブ（ＩＣＨ）を含む。システム・メモリ１２０は、ダイ
ナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）やスタティック・ランダム・アクセ
ス・メモリ（ＳＲＡＭ）など、ディジタル情報を記憶するように適合された任意のデバイ
ス、またはこれらの任意の組合せである。一実施形態では、システム・メモリ１２０は揮
発性メモリである。プロセッサ１１０、チップセット１０２、システム・メモリ１２０、
およびＢＩＯＳ　ＲＯＭ１０８は、コンピュータ１００中のシステム・マザーボード上に
装着することができる。
【００１０】
　ネットワーク・インタフェース・カード１０３は、標準的なネットワーク・プロトコル
を使用して通信するためのロジックを含むことができる。ネットワーク１３０は、ローカ
ル・エリアまたはワイド・エリア・コンピュータ・ネットワークとすることができ、例え
ばイントラネットやインターネットとすることができる。不揮発性の大容量記憶域１０４
は、フラッシュ・メモリ、ハードディスク、光ディジタル記憶デバイス、電磁気記憶デバ
イス、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭなど、ディジタル情報を記憶するように適合された任意のデ
バイス、またはこれらの任意の組合せとすることができる。図１には、光記憶装置１０５
およびフロッピー・ドライブ１０６を含むものとして、不揮発性の大容量記憶域１０４を
示す。入出力デバイス１０７は、キーボード、マウス、表示画面、プリンタなど、または
これらの任意の組合せとすることができる。ＢＩＯＳ　ＲＯＭ１０８は、キーボード、表
示画面、ディスク・ドライブ、シリアル通信機構などの周辺デバイスを制御するためのコ
ードを含むことができる。ＢＩＯＳ　ＲＯＭ１０８はまた、その他の様々な機能を実施す
るのに使用されるコードを含むこともできる。
【００１１】
　図２は、本発明の一実施形態による安全な実行コンポーネントを有するプロセッサと、
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安全な区分を有するメモリとの部分ブロック図である。図２には、例えば図１に示したコ
ンピュータ・システム１００などのコンピュータ・システムの一部であるプロセッサ２１
０およびシステム・メモリ２２０が示してある。プロセッサ２１０およびシステム・メモ
リ２２０は、図１のプロセッサ１１０およびシステム・メモリ１２０と同じものとするこ
とができる。プロセッサ２１０は、例えば図１のチップセット１０２などを介して、シス
テム・メモリ２２０に結合することができる。
【００１２】
　プロセッサ２１０は、例えば算術論理ユニットなどの実行ユニット２１１を含むことが
でき、これはレジスタ・ファイル２１２に結合することができる。レジスタ・ファイル２
１２は、汎用レジスタ、フラグ・レジスタ、命令ポインタ、インデックス・レジスタなど
、またはこれらの組合せなど、複数のレジスタを含むことができる。レジスタ・ファイル
２１２は、安全な区分レジスタ２１４を含むことができる。実行ユニット２１１は、オン
チップＢＩＯＳ（ｂａｓｉｃ　ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ　ｓｙｓｔｅｍ）２１５、プロ
セッサ・キー記憶要素２１６、および乱数生成器（ＲＮＧ）ユニット２１７に結合するこ
とができる。オンチップＢＩＯＳ２１５は、プロセッサがシステム・メモリ１２０など他
のシステム・コンポーネントと通信するために使用する、焼き込まれたロジックを含むこ
とができ、また、プロセッサが開始（ブートアップ）されるときに実行されるロジックを
含むことができる。このロジックは、後述するようにブートストラップ・セキュリティ・
ロジック２４１を含むことができる。さらに、オンチップＢＩＯＳ２１５は、システム開
始時にＢＩＯＳ　ＲＯＭ１０８からシステム・メモリに命令をロードするためのロジック
（例えばファームウェアやマイクロコードなど）を含むこともできる。プロセッサ鍵記憶
要素２１６は、プロセッサ２１０が他のシステム・コンポーネントおよび他のコンピュー
タ・システムから受け取った情報を検証および認証するのに使用することのできる秘密鍵
を含む。プロセッサ鍵は、プロセッサ鍵記憶要素２１６に焼き込むことができる。乱数生
成器ユニット２１７は、任意のランダム化機能を使用するハードウェア乱数生成器とする
ことができる。一実施形態では、乱数生成器ユニット２１７は、物理デバイス中の統計的
現象（例えば熱雑音）を利用して乱数を提供する。
【００１３】
　この実施形態では、実行ユニット２１１は、安全な区分実施ロジック２１８にも結合す
ることができる。安全な区分実施ロジック２１８は、後述するように、メモリ中の安全区
分を管理するためのロジックを含む。他の実施形態では、安全な区分実施ロジック２１８
は、暗号ロジック２１９に結合される。暗号ロジック２１９は、安全区分に記憶される情
報を暗号化し、安全区分から読み取られた情報を暗号化解除する。暗号ロジック２１９は
、ＤＥＳ（Ｄａｔａ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎａｒｄ）、ＲＳＡ（Ｒｉｖｅｓｔ
－Ｓｈａｍｉｒ－Ａｄｌｅｍａｎ）、ＤＳＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔａｎ
ｄａｒｄ）暗号化などのアルゴリズムを実装したハードウェア・ロジックとすることがで
きる。一実施形態では、暗号ロジック２１９は、プロセッサ鍵記憶要素２１６に記憶され
たプロセッサ鍵ではなく、プラットフォーム特有の鍵を使用する。安全な区分実施ロジッ
ク２１８および暗号ロジック２１９は、アドレス変換バッファ（ＴＬＢ）２１３に結合す
ることができる。ＴＬＢ２１３は、プロセッサ２１０のアドレス空間中の仮想アドレスを
、システム・メモリ２２０中の物理アドレスおよびプロセッサ２１０からアクセスされる
他のメモリ中の物理アドレスとマッチさせるのに使用することができる。
【００１４】
　図２にはまた、安全なメモリ区分２２３を含むシステム・メモリ２２０も示す。安全な
メモリ区分２２３は、安全な区分中にあるコードからしかアクセスされない、物理メモリ
または仮想メモリのセクションとすることができる。一実施形態では、安全区分２２３は
、２つの安全な区分レジスタ２１４によって決めることができる。例えば、安全区分２２
３は、仮想メモリ中の安全区分の開始を指定する安全区分仮想アドレス基底レジスタと、
安全区分のサイズを指定する安全区分仮想アドレス範囲レジスタとによって定義すること
ができる。図２では、安全区分２２３は、システム・メモリ２２０中の物理アドレスにマ
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ッピングされた状態で示されている。安全なメモリ区分２２３は、安全なデータ・セクシ
ョン２２５および安全なコード・セクション２２６を含むことができる。安全なコード・
セクション２２６は、例えば信用できる検証実施命令２４２を記憶することができる。こ
の命令２４２は、暗号アルゴリズムを適用し、ネットワークを介して受信された伝送（ま
たはＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭなどの媒体に記憶されたコンテンツ）の信憑性および保全性を
検証するのに使用される。安全なデータ・セクション２２５は、秘密鍵や中間データ（例
えばセキュリティ命令の制御フロー情報）など、安全コードによって使用されるデータを
含むことができる。安全なコード・セクション２２６は、後述するように使用することの
できるエントリ・ポイント２２８を有することができる。
【００１５】
　図２に示す実施形態は、次のように動作することができる。プロセッサ２１０は、プロ
セッサ・マイクロコードやオンチップＢＩＯＳ検証ファームウェア・コード（図２にはブ
ートストラップ・セキュリティ・ロジック２４１として示す）などのブートストラップ・
セキュリティ・ロジックを使用して、ＢＩＯＳコード（例えばＢＩＯＳ　ＲＯＭ１０８中
にある）を認証することにより、プラットフォームの保全性を保証する。次いで、安全な
ＢＩＯＳ１０８は、チップセット中に他の保護機構があればその存在を妥当性検査する。
一実施形態によれば、プロセッサ２１０がブートアップされるとき、プロセッサ２１０は
、メモリを走査して安全区分のための位置を決定することにより、安全区分を生み出すこ
とができる。次いでプロセッサは、安全区分基底レジスタおよび安全区分範囲レジスタを
プログラムして、安全区分を定義することができる。これらのレジスタは、追記型レジス
タとすることができる。他の実施形態では、他の機構を使用して安全区分を生み出すこと
ができる。次いでプロセッサは、検証実施命令２４２、および鍵などの関連データを、シ
ステム・メモリ２２０中の安全なメモリ区分２２３にコピーすることができる。別の実施
形態では、プロセッサのブートアップ中に、検証実施命令２４２をディスク・ドライブな
ど不揮発性の大容量記憶域から安全なメモリ区分２２３にコピーする。この実施形態では
、プロセッサ２１０は、オンチップＢＩＯＳ２１５に記憶されたセキュリティ・ロジック
２４１と、プロセッサ鍵記憶要素２１６に記憶された鍵データを使用して、安全なメモリ
区分２２３にコピーされた検証実施命令２４２およびデータの信憑性および保全性を検証
することができる。この検証により、不揮発性メモリに記憶された検証実施命令２４２に
、攻撃による破損または欠陥が生じているかどうかを判定することができる。ブートスト
ラップ・セキュリティ・ロジック２４１をプロセッサに記憶し、検証実施命令２４２を不
揮発性メモリに記憶することは、検証実施命令２４２をプロセッサ自体に焼き込むことよ
りも低コストであろう。
【００１６】
　一実施形態では、安全な区分実施ロジック２１８は、プロセッサ２１０によって行われ
るどんなメモリ・アクセスも監視する。このようなアクセスには、メモリに記憶された命
令の実行や、メモリ中のデータに作用する命令の実行を含めることができる。命令は、メ
モリ中のある位置に記憶されたデータを読み取るとき、またはある位置にデータを書き込
むときに、その位置でデータに作用する。この実施形態では、安全な区分実施ロジック２
１８は、プロセッサ２１０によって各命令が実行される前に命令を調べることになる。命
令が、区分エントリ・ポイント２２８以外の安全なメモリ区分２２３内の位置への分岐で
ある場合は、安全な区分実施ロジックは、この命令を実施すべきでないと決定する。この
ような場合、区分実施ロジックは、トラップ・ハンドラにトラップすることができる。安
全な区分実施ロジック２１８は、区分内のある位置から区分内の別の位置への分岐の実行
は許可し、また、区分エントリ・ポイント２２８への分岐の実行は許可する。エントリ・
ポイント２２８は、安全区分にジャンプしたソフトウェアの信憑性を検証する検証ルーチ
ンの開始を含むことができる。したがって例えば、このルーチンは、未許可のまたは悪意
あるプログラムが安全なコードを実行しないようにすることができる。さらに、エントリ
・ポイントを安全なコード２２６へエンフォース(enforcing)することにより、安全な区
分実施ロジック２１８は、未許可のまたは悪意あるコードが検証ルーチンをバイパスする
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のも防止する。他の実施形態では、命令が区分エントリ・ポイントに記憶されておらず、
前に実行された命令が区分の開始の前の命令だったときは、安全な区分実施ロジックは、
この命令を実行しないと決定する。したがって、区分エントリ・ポイント２２８が区分中
の第１の命令でない場合、安全な区分実施ロジック２１８は、プロセッサがエントリ・ポ
イント以外のポイントで安全区分中に続けて進まないようにすることになる。
【００１７】
　この実施形態では、命令が安全区分外にあり、安全区分内の位置に作用（例えば読取り
または書込み）しようとしているときは、安全な区分実施ロジックは、この命令を実行し
ないと決定する。したがって、安全なコード・セクション２２６中の信用できる命令だけ
が、安全なメモリ区分２２３の安全なデータ・セクション２２５内のデータに作用するこ
とができる。この実施形態では、安全区分中に位置するコードによってアクセスできるこ
とを除いては、安全データにアクセスすることはできない。他の実施形態では、安全区分
中のコードは、安全区分外にあるデータにアクセスすることができる。別の実施形態では
、この区分の安全なデータ・セクション２２５中のデータに作用しようとする命令が適切
な読取り／書込み許可を有さない場合は、安全な区分実施ロジック２１８は、この命令を
実行しないと決定することができる。別の実施形態では、安全区分外の命令が安全区分内
の位置に作用しようとするときは、安全な区分実施ロジック２１８は、トラップ・ハンド
ラにトラップすることができる。また、命令が適切な読取り／書込み許可なしで安全なデ
ータ・セクション中のデータに作用しようとするときも、トラップ・ハンドラにトラップ
することができる。
【００１８】
　一実施形態では、安全なメモリ区分２２３は、仮想メモリ中の区分とすることができる
。一実施形態では、プロセッサのアドレス空間は仮想メモリ・アドレス空間であり、すべ
ての命令は、仮想アドレスでメモリをアドレス指定する。この実施形態では、安全区分は
、プロセッサ２１０中で、仮想アドレス基底レジスタや仮想アドレス範囲レジスタなど、
仮想アドレスによって指定される。安全区分を仮想アドレスで指定することにより、安全
な区分実施ロジックはより早くパイプライン中に位置することができる。アドレス変換バ
ッファ２１３が、これらの仮想アドレスを物理アドレスに変換することができる。安全区
分についての仮想アドレスから物理アドレスへのマッピングは、信用できる機構を介して
行うことができる。
【００１９】
　図３は、仮想メモリ区分および物理メモリ区分の部分ブロック図である。図３には、ア
プレット空間３６７およびカーネル空間３６５を有する仮想メモリ３６０を示す。アプレ
ット空間３６７およびカーネル空間３６５は、物理メモリ３２０中の安全区分３２３にマ
ッピングする。安全区分３２３中の情報は、不揮発性メモリ３４０中の安全な不揮発性空
間３４５にスワップアウトすることができる。不揮発性メモリ３４０はフラッシュ・メモ
リとすることができる。一実施形態では、安全な不揮発性空間３４５は、安全区分３２３
中のコードまたはデータのわずかな部分しか含まない。
【００２０】
　一実施形態では、検証実施命令２４２および関連データは、プロセッサ２１０からメモ
リに移行する間またはメモリに記憶されている間に暴かれないよう保護するために、暗号
化された形で安全区分２２３に記憶される。この実施形態によれば、安全なコードおよび
データは、メモリ中の安全区分からプロセッサ２１０に転送された後で、実行ユニット２
１１が作用できるように暗号ロジック２１９によって暗号化解除されることになる。反対
に、安全なコードおよびデータがプロセッサ２１０からメモリ中の安全区分に転送される
前には、暗号ロジック２１９によって暗号化されることになる。このようにすることで、
安全なコードおよびデータは、例えばダイレクト・メモリ・アクセス、ロジック・アナラ
イザ、イオン・ビームなどによる攻撃から保護されることになる。十分に強力な暗号化が
用いられれば、攻撃者は、安全区分の内容を決定することができたとしても、安全なコー
ドまたはデータを決定することはできないことになる。一実施形態では、安全なコードお
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よびデータは、例えばディフィー・ヘルマン・メソッドなどの共有暗号アルゴリズムを使
用して暗号化および暗号化解除される。このような実施形態では、カバー鍵を使用してデ
ータをカバーすることができ、このカバー鍵は共有されない。カバー鍵は、ブートアップ
・ロジックによって生成することができる。他の実施形態では、１つのシステムがいくつ
かのプロセッサを有し、カバー鍵はシステム・プロセッサによって共有される。
【００２１】
　他の実施形態では、コンピュータ・システムは、ディスク・ドライブなど不揮発性の大
容量記憶域中に安全区分を有する。不揮発性の大容量記憶域中の安全区分は、揮発性の大
容量記憶域中の安全区分への追加的なものとすることができる。この実施形態によれば、
不揮発性メモリ中の区分は、安全にされたコードによってのみアドレス指定可能である。
【００２２】
　乱数生成器２１７を使用して、暗号アルゴリズムの実施または新しい鍵の生成を行うこ
とができる。プロセッサは、安全な不揮発性（ＮＶ）メモリを使用して、単調な値を最新
のものに維持することができる。
【００２３】
　図４に、本発明の一実施形態による命令処理方法のフロー・チャートを示す。命令は、
例えば、図１および２のプロセッサ１１０や２１０などのプロセッサによって実行される
アセンブリ言語命令とすることができる。実行前に、命令を調べる（４０１）。命令が仮
想メモリ中の位置区分内の位置への未許可アクセスであるときは、この命令を実行しない
と決定する。一実施形態では、命令が区分内の位置にあるデータに作用するものであり、
命令が区分内に記憶されていないときは、この命令を実行しないと決定する（４０２）。
他の実施形態では、命令が区分外の位置からの分岐であり、この分岐が区分内の位置への
分岐であり、この分岐が区分エントリ・ポイントへの分岐でないときは、この命令を実行
しないと決定する（４０３）。別の実施形態によれば、命令が区分エントリ・ポイントに
記憶されておらず、前に実行された命令が区分の開始の直前の命令であったときは、この
命令を実行しないと決定する（４０４）。命令を許可すると決定した場合は、命令を実行
する（４０５）。例えば、命令が区分内のある位置から区分内の別の位置に分岐するとき
、および命令が区分外の位置から区分エントリ・ポイントに分岐するときは、この命令を
実行することができる。一実施形態によれば、この方法は、命令を実行しないと決定した
ときにトラップ・ハンドラにトラップすることを含む（４０６）。
【００２４】
　図５に、本発明の一実施形態による別の命令処理方法のフロー・チャートを示す。一実
施形態によれば、暗号化された命令をメモリ中の安全区分からプロセッサに読み込む（５
０１）。命令は、任意の暗号技術を用いて暗号化されたものとすることができる。読み込
んだ命令は、例えば図２に示した暗号ロジック２１９を使用して暗号化解除する（５０２
）。次いで、暗号化解除した命令を実行することができる。一実施形態では、安全区分か
らデータを読み取る命令の場合は（５０３）、安全区分からデータを読み取り、読み取っ
たデータを暗号化解除する（５０４）。別の実施形態では、安全区分中の位置にデータを
書き込む命令の場合は（５０５）、データを暗号化し、暗号化したデータを安全区分に書
き込む（５０６）。他の実施形態では、安全区分からデータを読み取る命令か、または安
全区分中の位置にデータを書き込む命令かを決定することは、データの仮想アドレスを安
全区分の境界と比較することを含む。
【００２５】
　セキュリティ特権レベル（ＳＰＬ）
　一実施形態では、２つの「セキュリティ特権レベル」を定義することができる。一方の
特権レベルは、セキュリティ・カーネル特権レベルと呼び、これは、プリミティブなセキ
ュリティ機能／サービスだけを実行するためのものとすることができる。第２の特権レベ
ルは、プロセッサまたは第三者から供給されたセキュリティ・コードを実行するためのも
のと定義することができる。この第２の特権レベルは、アプレット特権レベルと呼ぶこと
ができる。これらの新しいセキュリティ特権レベル（ＳＰＬ）は、実行の特権レベルに関
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する既存の概念と直交することができる。したがってこの実施形態では、所与のアドレス
範囲に対するアクセス（実行／読取り／書込み）特権は、現在特権レベル（ＣＰＬ）だけ
でなく現在ＳＰＬ（ＣＳＰＬ）とも相関関係になる。ＣＳＰＬは、現在の実行に関連する
セキュリティ特権レベルを示す。ＣＳＰＬのデフォルト値は３とすることができる。この
場合、ＣＳＰＬが３のときは、実行モデルはデフォルト実行モデルと呼ぶことができる。
ＣＳＰＬがデフォルト以外の値を有するときは、実行モデルは「隠し実行」モデルの実行
モデルと呼ぶ。
【００２６】
　２つの特権レベルは、ＳＰＬ０（カーネルの場合）およびＳＰＬ１（アプレットの場合
）と呼ぶことができる。複合特権レベルはリングｘ．ｙと呼ぶことができ、ｘは現在の実
行についてのＣＰＬであり、ｙは現在の実行についてのＣＳＰＬである。したがって、現
在の実行の特権レベルが３．３である場合、これは現在のアプリケーションがデフォルト
・リング３で実行されていることを意味する。しかし、現在特権レベルが３．０である場
合は、実行についての現在特権レベルがリング３であり、アクセス権がセキュリティ・カ
ーネル特権レベルに関連することを意味する。一実施形態では、実モードではＣＳＰＬは
常に３であり、この場合、実モードでの隠し実行に対するサポートはない。
【００２７】
　カーネル特権レベル
　アーキテクチャは、カーネル特権レベルで使用される新しい仮想アドレス範囲を定義す
ることができる。新しい仮想アドレス範囲は、仮想アドレス基底レジスタ・カーネル（Ｖ
ＡＢＲｋ）および仮想アドレス範囲レジスタ・カーネル（ＶＡＲＲｋ）によって定義する
ことができる。ＶＡＢＲｋおよびＶＡＲＲｋによって定義する仮想アドレス範囲は、それ
に関連するカーネル・レベルのセキュリティ・アクセス権を有するように定義することが
でき、安全なカーネル空間、またはカーネルの安全なメモリ区分と呼ぶことができる。
【００２８】
　一実施形態では、安全なカーネル空間内のコードだけが、この空間で読取りまたは書込
みを行うことができる。この場合、安全なカーネル空間内のデータおよびコードの保全性
およびプライバシーがこの空間の外のコードによって損なわれることはない。他の実施形
態では、安全なカーネル空間内のコードは、任意の仮想アドレス空間に対するデータの読
取りおよび書込みを、そのようなアクセスが例えば既存のセグメンテーションおよびペー
ジング保護機構によって許される限り、行うことができる。他の実施形態では、セキュリ
ティ・カーネル特権レベルにあるときだけ実行できる命令が定義される。別の実施形態で
は、カーネル仮想アドレス空間は自由に再配置可能である。別の実施形態では、安全区分
のサイズは、ブートアップ時に固定され、一般のシステム・ソフトウェアの制御下にはな
い。例えば、プリＯＳファームウェアまたはオンチップ・マイクロコードだけが、仮想ア
ドレス範囲レジスタに書き込むことができる。この場合、仮想アドレス範囲レジスタは、
ソフトウェアによる書込みは全く不可能（プロセッサ・マイクロコードによって書き込ま
れる場合）とするか、またはリセット後に１度だけ書き込める（ファームウェアによって
書き込まれる場合）とすることができる。
【００２９】
　別の実施形態では、安全なカーネル空間への固定エントリ・ポイントがあり、この空間
の外から、このエントリ・ポイントに対する事前定義済みオフセット以外のオフセットま
で安全なカーネル空間に分岐するのは違反である。デフォルトのセキュリティ特権を有す
るアドレス空間からは、固定エントリ・ポイントに入るのである限り、どんな制御転送機
構を介しても安全なカーネル空間に入ることができる。他の実施形態では、カーネル・セ
キュリティ特権レベルにあるコードから要求されるカーネル・サービスは、要求元の現在
特権レベルと相関関係にあるものとすることができる。この実施形態では、安全なカーネ
ル空間へのエントリ・ポイントにあるコードは、呼出し元の現在特権レベルおよび現在の
セキュリティ特権レベルを調べて、要求されているサービスが可能か否かを決定する。一
実施形態では、安全カーネル・アドレス空間は、現在のセキュリティ特権レベルｘ．３を
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有する空間に、任意の制御転送機構を介して出ることができる。セキュリティ・カーネル
が呼出し／リターン機構を使用してプログラム・フローを変更する場合、セキュリティ・
カーネルは、その安全なスタック空間を管理し、かつ、安全なアプリケーション・スタッ
ク空間と安全でないアプリケーション・スタック空間との間の移行を管理することが必要
な場合がある。
【００３０】
　アプレット特権レベル
　アーキテクチャは、プロセッサの一般的な仮想アドレス空間内で新しい仮想アドレス範
囲を定義することができる。この仮想アドレス範囲は、２つのレジスタすなわち仮想アド
レス基底レジスタ・アプレット（ＶＡＢＲａ）および仮想アドレス範囲レジスタ・アプレ
ット（ＶＡＲＲａ）によって定義することができる。ＶＡＢＲａおよびＶＡＲＲａによっ
て定義するアドレス範囲は、アプレット・レベルを有し、それに関連するセキュリティ・
アクセス権を有することができ、安全なアプレット空間と呼ぶことができる。
【００３１】
　一実施形態では、アプレット・セキュリティ特権レベルに対応する仮想アドレス空間の
場合、読取りおよび書込みアクセス権は、アプレットまたはカーネル・セキュリティ特権
レベルを有するアドレス範囲内で実行されているコードに限定される。一実施形態では、
安全なアプレット空間を定義するアプリケーションは、同じプロセスのコンテキストで、
同じ現在特権レベルの安全なカーネル空間も定義しなければならない。一実施形態では、
カーネルまたはアプレット隠し実行コード以外のコードは、安全なアプレット空間内で読
取りまたは書込みを行うことができない。したがって、安全なアドレス空間内のデータま
たはコードの保全性およびプライバシーが、セキュリティ・アクセス権を有さないコード
（すなわち現在のセキュリティ特権レベル３）によって損なわれることはない。この実施
形態では、安全なアプレット空間内のコードは、安全なカーネル・アドレス空間内ではデ
ータの読取りまたは書込みを行うことはできず、安全なアプレット空間内のコードは、既
存のセグメンテーションおよびページングおよび保護機構によって許される限り、安全な
カーネル空間以外ならどんなアドレス範囲に対しても読取りおよび／または書込みを行う
ことができる。安全なアプレット空間は自由に再配置可能である。区分のサイズは、ブー
ト時に固定することができ、一般のシステム・ソフトウェアの制御下にはない。この実施
形態では、プリＯＳファームウェアまたはオンチップ・マイクロコードだけが、ＶＡＲＲ
ａレジスタに書き込むことができる。したがって、レジスタＶＡＲＲａは、ソフトウェア
による書込みは全く不可能（プロセッサ・マイクロコードによって書き込まれる場合）で
あるか、またはリセット後に１度だけ書き込める（ファームウェアによって書き込まれる
場合）。
【００３２】
　一実施形態では、安全なアプレット空間には、安全なカーネル空間からしか入ることが
できない。この実施形態では、デフォルト・セキュリティ空間から安全なアプレット空間
に分岐するのは違反とすることができるが、安全なカーネル空間から安全なアプレット空
間へのエントリ・ポイントには制約はないものとすることができる。この実施形態では、
デフォルト・セキュリティ特権を有するアドレス空間から安全なアプレット空間中の機能
を呼び出すには、現在安全なアプレット空間内の機能の要求についての適切な「信任状」
と共に、安全なカーネル空間中の固定エントリ・ポイントに制御を転送する必要がある。
安全なアプレット・アドレス空間は、現在のセキュリティ特権レベル３を有する空間に、
任意の制御転送機構を介して出ることができる。ただし、デフォルト・セキュリティを有
する空間中の機能をアプレットが呼び出したい場合は、その安全なカーネル空間への機能
呼出しを介してこれを行う。
【００３３】
　一実施形態では、安全なアプレット空間と安全なカーネル空間の間の移行は、デフォル
ト・セキュリティを有するアドレス空間と安全なカーネル空間の間の移行と同様だが、例
外として、アプレットは、追加のセキュリティ・カーネル機能を呼び出すことができる。
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この実施形態では、安全なアプレット空間は、あらゆる割込みが安全なアプレット空間か
らの退出を引き起こすことを除いては、安全なアプレット空間内での制御転送のために任
意の制御転送機構を使用することができる。安全なアプレット空間は、セキュリティ・カ
ーネルが安全なアプレット空間の管理をサポートし、安全なアプリケーション・スタック
空間と安全でないアプリケーション・スタック空間との間の移行をサポートする場合だけ
、呼出し／リターン機構を使用することができる。
【００３４】
　安全な物理メモリ（ＲＡＭおよび不揮発性）区分
　一実施形態では、セキュリティ拡張は、物理メモリ中の１つの「安全」区分を定義する
。プロセッサがセキュリティ・カーネル特権レベルだけを実装している場合は、安全な物
理空間のサイズは安全なカーネル空間のサイズ以上である。プロセッサがセキュリティ・
カーネル特権レベルとアプレット特権レベルの両方をサポートする場合は、物理区分のサ
イズは、安全なカーネル空間と安全なアプレット空間の合計以上とすることができる。安
全な物理メモリ区分は、物理アドレス基底レジスタ（ＰＡＢＲ）および物理アドレス範囲
レジスタ（ＰＡＲＲ）によって定義することができる。一実施形態では、安全な物理メモ
リ区分の基底と範囲は両方とも、ブート時に固定され、したがって一般のシステム・ソフ
トウェアの制御下にはない。プリＯＳファームウェアだけがＰＡＢＲまたはＰＡＲＲレジ
スタに書き込むことができる。したがってこれらのレジスタは、リセット後に１度だけ書
き込むことができる。
【００３５】
　物理アドレス区分は、仮想アドレス機構がイネーブルのとき（例えばプロセッサが保護
モードで実行しているとき）、安全な仮想アドレス区分のための物理メモリを提供するの
に使用することができる。仮想アドレス機構がディセーブルのとき（例えばプロセッサが
実モードのとき）は、プロセッサ・ハードウェアは、安全な物理メモリ区分へのどんなア
クセスも許可せず、この結果、実モードでの安全な物理区分へのアクセスはいずれも違反
オペレーション・トラップとなる。
【００３６】
　一実施形態では、安全な物理メモリ区分は、プロセッサ・ダイ中の物理メモリとして、
または同じパッケージ中の別個のダイとして、または外部システム・メモリの一部として
提供することができる。安全な物理区分を外部システム・メモリとして実装する場合は、
メモリ・コントローラもＰＡＢＲおよびＰＡＲＲと同様のレジスタの対を実装し、アドレ
ス空間がＤＭＡデバイスからアクセスを受けないようにすることが有利である。プリＯＳ
　ＢＩＯＳが、チップセット中に適切な保護機構があることを検証することができる。安
全な物理メモリの一部は、不揮発性メモリに対応することができる。ＮＶ物理メモリ区分
に使用される基底アドレスは、ＰＡＢＲと同じものとすることができる。追加の範囲レジ
スタとして、ＮＶメモリ範囲レジスタすなわちＮＭＲＲがあってもよく、これは、安全な
ＮＶメモリ区分のサイズを定義するものであり、ＳＰＬ０のコードによってしか書くこと
ができない。安全なＮＶメモリ空間は、同じパッケージ中の別個のダイとしてあってもよ
く、外部コンポーネントの一部としてあってもよい。一実施形態では、このＮＶメモリへ
は、安全なカーネル空間で実行されているコードによって要求が開始された場合だけアク
セス可能である。
【００３７】
　一実施形態では、安全なアドレス空間には４つのアーキテクチャ区分がある。すなわち
、１）安全なアプレット空間、２）アプレットから要求されたセキュリティ・カーネル機
能を実行するための、アプレット・アドレス空間に関連する安全な物理メモリ、３）カー
ネル・コードおよびデータのための安全な物理メモリ、４）安全なＮＶメモリである。ア
プレット空間のための安全な物理メモリと、アプレット実行に関連する安全なカーネル空
間の一部とは、プロセスごとのリソースとすることができる。安全なカーネル空間は、安
全なアプレット物理アドレス空間の内容、ならびに安全なアプレット・コードから呼び出
されるセキュリティ・カーネル機能のために予約される安全なカーネル空間の一部の内容
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の、暗号化バージョンを保存する機能を実装することができる。安全なカーネル・アドレ
ス空間はまた、安全なアプレット物理メモリと、アプレット空間に関連する安全なカーネ
ル空間の一部とを復元する機能も実装することができる。これらの機能は、安全なアプレ
ット物理メモリと、アプレット空間に関連するカーネル・メモリとを、いくつかのプロセ
ス間で「仮想化」することを可能にする。スワップアウトされた状態の保全性は、スワッ
プされた状態に関連するハッシュ値を、保存した状態のこのインスタンスに対応する「固
有タグ」と共に安全なＮＶメモリに保持することによって提供することができる。
【００３８】
　一実施形態では、いくつかのカーネル機能を同時に実行することを可能にするのに十分
な安全なカーネル空間物理メモリが提供され、実行の最中にセキュリティ・ドライバによ
って開始されたカーネル機能のスワップアウトを可能にすることは必要ない。他の実施形
態では、セキュリティ機能の実行に割り振られた安全なカーネル空間が使用中になった後
は、以後にカーネルのセキュリティ機能の要求があっても、前に実行されているセキュリ
ティ機能が完了するまでブロックされる。
【００３９】
　プロセッサ鍵
　一実施形態では、プロセッサは、固有ＩＤに加えて秘密鍵／公開鍵の対も有することが
できる。この鍵の対は、ＲＳＡ鍵の対、ＤＳＳ鍵の対、または他の何らかの鍵の対とする
ことができるが、ＲＳＡが最も有利である。秘密鍵は、プロセッサ内部に「焼き込み」、
特定のカーネルのセキュリティ機能でのみ使用できるものとすることができる。これらの
セキュリティ機能は、特権レベルｃｐ１．０（したがってカーネル・セキュリティ空間内
）でのみ実行することができる。公開鍵もまた、関連する証明書と共にプロセッサ中に提
供することができる。完全な秘密鍵と公開鍵のためにオンチップＮＶ記憶域を提供するこ
ともできる。電源投入時にプロセッサが秘密鍵を明るみにすることなくオンチップ・マイ
クロコードまたはカーネル・コードを使用して完全な鍵を計算することができるような、
公開鍵と秘密鍵を構成するのに十分なコンポーネントのための記憶域を提供すれば足りる
。鍵の署名入りの値に対応する公開鍵証明書の部分もまた、オンチップＮＶメモリ中に提
供すべきである。一実施形態では、ＲＳＡ鍵の対は、１０２４ビットの秘密鍵の場合に、
１３４４ビットの隠しＮＶ記憶域をプロセッサ上に必要とする。すなわち、Ｐコンポーネ
ント用に５１２ビット、Ｑコンポーネント用に５１２ビット、公開鍵証明書用に３２０ビ
ットである（証明書中の署名がＤＳＳ署名であると仮定した場合）。
【００４０】
　秘密鍵と公開鍵に加えて、プロセッサは、オンチップＮＶセル中に５６ビットのＤＥＳ
鍵を有することもできる（またはトリプルＤＥＳに対するサポートを有するべきである）
。この鍵もまたプロセッサだけの秘密にしておくことができ、この鍵は、外部の安全な物
理メモリに対して記憶／読取りを行うためのＤＥＳ機能を実施するためだけに使用するこ
とができる。一実施形態では、プロセッサ特有のＤＥＳ鍵ではなくプラットフォーム特有
のＤＥＳ鍵が使用される。
【００４１】
　セキュリティ特権レベルとプロセッサ・オペレーション・モードの対話
　一実施形態では、デフォルトのプロセッサ実行と現在のセキュリティ特権レベルとの間
に最小限の対話がある。他の実施形態では、仮想変換機構がオフのとき（すなわちプロセ
ッサが実モードのとき）、ＣＳＰＬは３（すなわちデフォルト・モード）にされ、安全な
物理アドレス区分にアクセスするのは違反である。セキュリティ機能は、実モードまたは
仮想モードではディセーブルとすることができる。この実施形態では、仮想変換機構がオ
ンのとき（すなわちプロセッサが保護モードのとき）、安全な仮想アドレス区分へのアク
セスに関するどんなＴＬＢミスも、プロセッサが新しい変換アルゴリズムを使用して直接
処理する。ＴＬＢミスは、ＴＬＢに関係するどんな障害も生じない。
【００４２】
　一実施形態では、安全なアドレス空間内でアクセス権がＣＳＰＬによってのみ制御され
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るように、安全なアドレス空間についての仮想－物理マッピングのためのページ変換エン
トリ・フォーマットを定義することができる。安全な仮想区分のいずれかからコードを実
行するときは、性能監視機能がディセーブルになる。中断または外部割込みのせいで安全
なカーネル空間または安全なアプレット空間の外に移行する場合があるときは、適切なレ
ジスタを安全なカーネル空間内の事前定義済みのブロックに保存することができる。安全
なアドレス空間内のデータを外部メモリに書き込む前にレジスタ中の一時的な値を保存す
るのに外部のシステム・メモリを使用することができる場合は、プロセッサは、プラット
フォーム特有の「カバー鍵」を使用して、オンチップＤＥＳユニットで自動的にこの値を
暗号化することができる。これらのレジスタを安全な物理メモリに保存した後、対応する
プロセス・レジスタ値を、正当だが無意味ないくつかの値に変更することができる。例え
ば、ＥＩＰを何らかの正当な固定値に変更できることを除いては、ほとんどのデータ／ア
ドレス・レジスタは、すべて「０」に変更することができる。
【００４３】
　セキュリティ・アドレス空間から外への移行は、オンチップ・マイクロコードによって
、またはカーネルの安全な仮想アドレス区分内の割込み機構によって扱うことができる。
安全な物理アドレス区分のために外部メモリが使用される場合、いくつかの実装形態では
、プラットフォームの「カバー鍵」でＤＥＳを使用して命令ストリームの暗号化バージョ
ンを安全な仮想アドレス区分からフェッチすることをサポートすることができる。
【００４４】
　一実施形態では、新しい安全移行（ＴＳＲ）を定義することができる。この実施形態に
よれば、プログラム制御を他の空間から安全なカーネル空間に転送する制御転送機構はい
ずれも、呼出し元のＣＰＬおよびＣＳＰＬをこのレジスタ中に提供する。安全なカーネル
空間中のエントリ・ポイントにあるコードが、これらのビットおよび要求されているサー
ビスを調べて、要求されているサービスを許可すべきか否かを決定することができる。例
えば、いくつかのセキュリティ・サービスは、ＣＰＬ０のコード（すなわちセキュリティ
・ドライバ）からしか要求することができない。一実施形態では、ＴＳＲレジスタは、ハ
ードウェアまたは安全なカーネル・コード（ＣＳＰＬ０）によってしか更新することがで
きない。
【００４５】
　一実施形態では、安全なカーネル空間には固定エントリ・ポイントがある。この実施形
態では、他のどんなオフセットへの分岐も違反である。レジスタの１つが、セキュリティ
・アドレス空間またはアプリケーション・アドレス空間内で実行すべき機能番号を指定す
ることができる。機能の中には、追加のパラメータを必要とするものもある。例えば、入
力オペランドや、ターゲット・コード／データの暗号化解除に使用される鍵などである。
一実施形態では、デフォルト・セキュリティ（ＣＳＰＬ３）を有するアドレス空間から安
全なアプレット空間に制御を転送することは許されない。別の実施形態では、安全な物理
空間についての「ライトバック」属性を選択するために、安全な仮想アドレス空間につい
てのキャッシュ制御ビットが事前定義される。
【００４６】
　セキュリティ命令
　本発明の機能を実装するために、セキュリティ命令を設けることができる。これらの命
令は、セキュリティ機能をサポートするのに必要な命令として分類することができ、ある
いは、セキュリティ機能の性能または異なる特権レベル間の移行の性能を向上させるため
の命令として分類することができる。一実施形態では、最小限のネイティブ・セキュリテ
ィ機能では、実装形態がカーネル・セキュリティ特権レベルを「ロジック・アナライザ」
脅威レベルでサポートすることが必要である。この機能レベルをサポートするのに使用す
ることのできる命令は、（１）ｃｐ１．０特権レベルでプロセッサ秘密鍵を読み取る命令
、（２）ｃｐ１．０特権レベルでプラットフォーム「カバー」鍵に、かつ別のモデル特有
レジスタに書き込む命令、（３）いずれかのＣＰＬまたはＣＳＰＬでプロセッサの公開鍵
を証明書と共に読み取る命令、（４）いずれかのＣＰＬまたはＣＳＰＬでＲＮＧを読み取
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る命令である。
【００４７】
　その他の命令を定義して、実装形態を容易にし、異なるセキュリティ特権を有するアド
レス空間の間の移行を促進することもできる。これらの命令には、次に現れる制御転送命
令が実際に現在のセキュリティ特権レベルの変更を必要とすることを示すための分岐「ヒ
ント」命令を含めることができる。この命令は、制御を安全なアプレット空間中のコード
に転送する命令として実装することもでき、制御を安全なカーネル空間に転送する命令と
して実装することもでき、かつ／または、制御をデフォルトのセキュリティ特権レベルに
転送する命令として実装することもできる。使用できる別の命令は、安全なＮＶメモリに
記憶する命令である。この命令は、現在の記憶がＮＶメモリを対象としていることを設計
のバックエンドではなくフロントエンドで知らせることにより、実装を補助することがで
きる。
【００４８】
　ソフトウェア・モデル
　セキュリティ・カーネル空間を実装するには、多くのオプションが可能である。一実施
形態では、セキュリティ・カーネルは、セキュリティ機能を１つだけ実装することができ
る。他の実施形態では、セキュリティ・カーネルは、単に追加の機能をマクロコード中に
実装するだけで、追加の機能をサポートすることができる。別の実施形態では、セキュリ
ティ・カーネルは、セキュリティ・ドライバから１度に１つの機能が呼び出されることし
か許可しないポリシーを実装することができる。この場合、いずれかの追加セキュリティ
機能の実行を開始する前に、前のセキュリティ機能を完了すべきである。別の実施形態で
は、セキュリティ・カーネルは、そのリソース内で生きた機能を１つしかサポートできな
いが、セキュリティ・ドライバによって安全なカーネル空間を仮想化することができる。
この手法は、部分的に実行された機能の状態を暗号化して、新たにロードされた機能に対
して保全性チェックを実施する場合に、大きなオーバーヘッドにつながることがある。別
の実施形態は、いくつかのセキュリティ機能が同時に生きられるだけの十分な空間を安全
なカーネル空間に与え、この空間の「仮想化」はサポートしない。
【００４９】
　一実施形態では、ＣＳＰＬ３のアプリケーションがカーネルのセキュリティ機能を呼び
出したいとき、このアプリケーションは、ＣＰＬ０およびＣＳＰＬ３で実行されているセ
キュリティ・ドライバを介して要求を出すべきである。性能の理由から、このアーキテク
チャは、セキュリティ・ドライバを介した呼出しのオーバーヘッドなしにアプリケーショ
ンがそれに関連する安全なアプレット中の機能を呼び出せるようにすることができる。Ｃ
ＳＰＬ３のアプリケーションは、安全なカーネル空間へのエントリ・ポイントに対する制
約が守られる限り、安全なカーネル空間を介してこのような要求を出すことができる。固
定エントリ・ポイントにある安全なカーネル・コードが、呼出し元が指定のサービスを要
求するのにふさわしい特権レベル（ＰＬとＳＰＬの両方）を有していたことを検証するこ
とを担う。このために、新しいレジスタとして移行状況レジスタ（ＴＳＲ）を定義して、
呼出し元のＰＬおよびＳＰＬを安全なカーネル空間および安全なアプレット空間に提供す
ることができる。
【００５０】
　性能の理由から、安全なアプレットが制御転送命令を介して制御をアプリケーションに
転送して戻せるようにすることができる。実行のプライバシーを維持するために、アプレ
ットは、セキュリティ・カーネルが安全なスタックに対するサポートを提供する場合だけ
、制御をアプリケーションに転送する呼出し命令を使用すべきである。一実施形態では、
呼出し元を検証するために安全なカーネル空間に負担を課すのではなく、アプリケーショ
ンから安全なアプレット空間への制御転送の要求は、セキュリティ・ドライバを介しての
み可能とすることができる。一実施形態では、インフラストラクチャはまた、エントリ・
ポイントに対する制約が守られる限り、安全なアプレットが直接制御転送命令を介してカ
ーネル空間中のセキュリティ機能を呼び出すことも可能にする。安全なカーネル空間は、
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生きたセキュリティ機能の呼出しを１度に１つサポートするのに十分な、現在安全なアプ
レットに関連する空間を提供するだけでよい。一実施形態では、どんなＣＰＬおよびＣＳ
ＰＬからでも安全なカーネル空間に入ることができるとしても、エントリ・ポイントにあ
るセキュリティ・カーネル・コードは、許可されたセキュリティ・カーネル・サービス要
求だけしか所与のＰＬおよびＳＰＬから出されないようにする。エントリ・ポイントにあ
るセキュリティ・カーネル・コードは、移行状況レジスタ（ＴＳＲ）中の要求元の特権レ
ベルを調べて、この決定を行うことができる。
【００５１】
　レジスタ
　レジスタを使用して、安全区分機構を管理することができる。これらのレジスタには、
安全カーネル仮想アドレス空間、アプレット仮想アドレス空間、物理アドレス空間、およ
び不揮発性メモリ・アドレス空間のための、基底レジスタおよび範囲レジスタを含めるこ
とができる。また、様々なプロセッサ鍵にアクセスするためのレジスタを提供することも
できる。これらには、プロセッサ秘密鍵のためのレジスタと、プロセッサ公開鍵およびそ
れに加えて証明書に対応する署名、ならびにプロセッサＤＥＳ「カバー鍵」のためのレジ
スタを含めることができる。レジスタは読取り専用レジスタとすることができる。
【００５２】
　その他のレジスタには、セキュリティ・アドレス空間への移行のために呼出し元のＰＬ
およびＳＰＬを提供する移行状況レジスタを含めることができる。さらに、固有タグ番号
レジスタが、隠し実行の特定インスタンスに割り当てられたタグ番号を保持することがで
きる。中断セキュリティ特権レベル・レジスタを使用して、セキュリティ特権レベルを記
録することができる。これらのレジスタは、読取り／書込みレジスタとすることができる
。
【００５３】
　安全カーネル仮想アドレス空間および安全なアプレット仮想アドレス空間の管理
　一実施形態では、安全なカーネル・アドレス空間および安全なアプレット・アドレス空
間は、仮想－物理変換機構がイネーブルのときだけ定義される。セキュリティ機能は、安
全な仮想アドレス区分を安全な物理メモリにマッピングすることを実現するために、ＯＳ
のメモリ・マネージャに依拠しなくてもよい。安全な仮想アドレス区分と安全な物理区分
との間に、固定マッピングを定義することができる。安全な仮想アドレス空間にはアクセ
ス・フォールトおよびダーティ・フォールトへの対応がないものとすることができ、キャ
ッシュ制御ビットを「ライトバック」モードに設定することができる。一実施形態では、
安全な仮想アドレス空間と安全な物理アドレス空間との間にリンクを確立するのに、ＯＳ
サービスは必要ない。他の実施形態では、これらの仮想アドレス区分にはページ・フォー
ルトの概念がない。
【００５４】
　安全な仮想空間は、固定線形マッピングを用いて安全な物理空間にマッピングすること
ができる。ページ変換は、ＰＡＢＲレジスタおよびＶＡＲＲｋレジスタと相関関係にある
ものとすることができる。アクセス権は事前定義することができる。これらのアクセス権
は、あらゆるＣＰＬで実行／読取り／書込み権を許可することができ、それにより、仮想
安全区分はどんなＣＰＬにあることもできる。この実施形態では、エントリ・ポイントに
おけるセキュリティ・カーネル・コードによって安全なアドレス空間への移行が認められ
ると、安全な区分内の所与の仮想アドレスに対するアクセス許可は、ＣＳＰＬによっての
み制御される。
【００５５】
　一実施形態では、安全な仮想アドレス空間は自由に再配置可能である。この実施形態で
は、安全な仮想区分が再配置されたときは常に、再配置された安全な仮想区分に関する前
の有効マッピングはすべて無効になる。このようにして、新しい安全な仮想区分への分岐
が行われるときは常に、新しい有効ＴＬＢエントリが新しい区分に対して確立される。他
の実施形態では、デフォルト・セキュリティを有する仮想アドレス空間のためのＴＬＢ機
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構は、これらのＰＴＥに関する物理ページ・アドレスが安全な物理空間と重複しないこと
を保証するように強化される。重複の可能性があると、違反オペレーション・フォールト
が引き起される恐れがある。
【００５６】
　割込み
　一実施形態では、カーネル・アドレスとアプレット・アドレスの両方についての隠し実
行が、ソフトウェアによって、かつ／または外部割込みを通して割込みを受けることがあ
る。カーネルとアプレットのいずれかのセキュリティ特権レベルで隠し実行の途中だった
かもしれないプロセスのコンテキストを保存できるようにするアーキテクチャ機構を設け
ることができる。プロセスがセキュリティ特権レベルのうちの１つで実行されている間に
シングルステッピングによる割り込みを受けた場合でも、ハードウェア機構およびソフト
ウェア機構は、実行のプライバシーおよび保全性が脅威モデルまで維持されるようにする
ことができる。割込みの処理に使用される機構は、プロセッサ・アーキテクチャの機能に
応じて決まる。一実施形態では、セキュリティ特権レベルで実行されているコードが割込
みを受けた場合にセキュリティ問題に対処するルーチンを、既存の割込みマイクロコード
に追加する。別の実施形態では、新しいセキュリティ割込みベクトル・テーブルを定義し
て、これらの割込みを処理する。この実施形態では、プログラムがセキュリティ特権レベ
ルで実行されている間のどんな割込みも、安全なカーネル・アドレス空間中のハンドラに
転送される。この安全な割込みハンドラは、クリティカルな機能を実施して、割り込まれ
たコードのプライバシーおよび保全性を保証し、次いで、関連するすべての正しい割込み
状況情報と共に、分岐してデフォルトの割込みベクトルに戻る。
【００５７】
　セキュリティ・レベルの仕様
　様々な実装形態が、様々な脅威レベルに対する保護を与えることができる。例えばいく
つかの実装形態は、ソフトウェア、インテリジェント入出力、およびロジック・アナライ
ザ（観察モードのみ）による攻撃だけに対して保護を与えることができ、他の実装形態は
、イオン・ビーム攻撃からの脅威を含めて、あらゆる脅威モデルに対して保護を与えるこ
とができる。ある種類の脅威に対する保護能力が、セキュリティ・レベルを定義する。単
純なハードウェア攻撃（プロセッサをソケットから外して、保全性の損なわれたプラット
フォームに配置し、安全な物理空間を確立するための高保全性ＢＩＯＳに対する信頼を欺
くことを含む）に対する保護は、すべてのセキュリティ・レベルが実現すべきである。一
実装形態では、プロセッサは、プロセッサ・マイクロコードまたはオンチップＢＩＯＳ検
証ファームウェア・コードを使用してＢＩＯＳを認証することにより、プラットフォーム
の保全性を保証する。この場合、ＢＩＯＳコードは、必要なセキュリティ機能がチップセ
ット中にあればその存在を妥当性検査することができる。
【００５８】
　セキュリティ・レベル１（ＳＬ－１）モデルの一実施形態では、安全な仮想アドレス区
分をマッピングするための外部システム・メモリおよびシステムＮＶ（フラッシュ）メモ
リの、保護された区分が使用される。一実施形態では、隠し実行のためのコードは、共通
プラットフォーム鍵を使用して暗号化され、保護された物理メモリ中に暗号化された形で
保持される。デバイスの秘密鍵に対して作用するいくつかの機能については、これらがデ
バイスの秘密鍵のビットに依存する分岐を有さないことを保証するための安全対策をとる
ことができる。これは、条件付き移動命令を使用することによって、または予測機能を使
用することによって達成することができる。一実施形態では、すべての中間計算データは
、クリアな形でプロセッサ・レジスタおよびオンチップ・キャッシュ中だけに保持される
。一実施形態では、安全なアドレス範囲中のデータを保護された外部物理メモリ区分に記
憶する必要があるときは常に、出て行くデータをバス・インタフェース・ユニット中のＤ
ＥＳユニットを使用して暗号化する。安全な物理アドレス空間から入ってきたデータおよ
びコードを暗号化解除するためには、別個のＤＥＳユニットがあってもよく、共通のＤＥ
Ｓユニットを共用してもよい。ＤＥＳユニットは、少なくとも５６ビットのＤＥＳ鍵を使
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用すれば有利である。実装形態によっては、より大きな鍵を使用することもできる（トリ
プルＤＥＳが使用される場合）。
【００５９】
　セキュリティ・レベル１は、あらゆる隠し実行に対するロジック・アナライザ（観察モ
ード）までのセキュリティ脅威に対処することができる。安全な物理空間中のコードが暗
号化された形であるとき、外部バス信号をアクティブに変更してプロセッサ／プラットフ
ォームの秘密にアクセスすることは非常に難しい。ただし、このセキュリティ・レベルは
、このような攻撃に対してどんな保証も提供しない。他の実施形態では、耐タンパ性ソフ
トウェアを使用して「既知テキスト」攻撃をさらに困難にする。セキュリティ・レベル１
モデルはまた、秘密データを解読するために実装プローブ・モードおよびデバッグ・フッ
クを使用して実装特有の状態へのアクセスを得ることに対しても、何らかの保護を与える
ことができる。さらに、ＳＬ１モードは、プロセッサが誤って挙動するようにして秘密デ
ータへのアクセスを得る電圧および周波数タンパ技法に対しても、限られたいくらかの量
の保護を採用することができる。
【００６０】
　ＳＬ－１モデルでは、物理メモリの安全な区分の保護は、仮想－物理変換機構、プロセ
ッサ中でのＤＥＳ暗号化、およびメモリ・コントローラ中の物理メモリ・タイプ・レジス
タを介して提供することができる。ＳＬ－１モデルでは、秘密データのプライバシーは、
プロセッサ記憶域内だけで秘密データに作用することによって保証することができる。安
全な物理メモリ・アドレス範囲内のデータがバス上に書き出されるときは常に、データは
ＢＩＵ中のＤＥＳユニットを使用して暗号化される。システムによっては、安全な物理メ
モリとの間でデータ／コードを暗号化／暗号化解除するＤＥＳユニットは、プロセッサ特
有の鍵ではなくプラットフォーム特有の鍵を使用することが望ましい。
【００６１】
　ＳＬ－１モデルでは、安全な物理アドレス空間中の外部コードおよびデータはすべてプ
ラットフォーム鍵で暗号化しておくことができるので、ロジック・アナライザで外部バス
信号を見るだけではコードまたはデータを解読することができない。プロセッサ／プラッ
トフォーム秘密鍵は、より高レベルの脅威モデルまで保護することもできる。外部コード
が暗号化されるので、機能の中のどの命令が秘密鍵にアクセスしているか、あるいはプロ
セッサが最終的に秘密データをクリアなメモリに書くように入来命令ビット・ストリーム
をどのように変形するかを知ることは、非常に難しい。ＳＬ－１モデルはまた、プロセッ
サ実装特有のデバッグおよびマシンチェック機構を使用して、また電圧および周波数タン
パ技法を使用してプロセッサ／プラットフォームの秘密にアクセスすることに対しても、
適度な量の保護を与える。
【００６２】
　セキュリティ・レベル２（ＳＬ－２）モデルの一実施形態は、安全な物理メモリ区分の
少なくとも一部のためのオンチップ物理メモリを設けることによって、セキュリティ・レ
ベルをＳＬ－１よりも上げたものである。この場合、すべての安全なＮＶメモリ区分はや
はりプラットフォーム中にある。揮発性の安全な物理メモリのいくつかもまたシステム・
メモリ中にある場合がある。外部のシステム・メモリの一部である安全な揮発性メモリの
部分に対する安全保護は、ＳＬ－１と同様である。ＳＬ－２セキュリティ・モデルでは、
隠し実行に関するコードを、暗号化された形で外部メモリからダウンロードすることがで
きる。次いで、このコードを暗号化解除して、プロセッサ・オンチップ・メモリを使用し
て保全性を検証することができる。次いで、暗号化解除したコードをプロセッサのオンチ
ップ・メモリ外で実行する。あらゆる秘密データも、クリアな形でオンチップ・メモリに
保持される。
【００６３】
　このモデルの一実施形態によれば、オンチップ・メモリは、セキュリティ・ドライバに
よって管理される共有プロセッサ・リソースである。オンチップ・メモリの一部は種々の
プロセスによって共有することができる。オンチップ・メモリのこの共有部分を仮想化す
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ることは、ドライバによって行うことができる。オンチップ・メモリのこの部分を暗号化
および保存する能力を与えるためのセキュリティ・カーネル機能を、ドライバに利用可能
にすることができる。また、オンチップ物理メモリの、前に保存された部分を暗号化解除
および復元するためのセキュリティ・カーネル機能を利用可能にすることもできる。外部
ＮＶメモリへの秘密データの記憶もまた、同じＤＥＳを使用して暗号化することができる
。ＳＬ－２モデルは、プロセッサ実装特有のプローブ・モードまたはデバッグ・フックを
用いた攻撃、ならびに電圧および周波数タンパによる攻撃に対して、より高レベルの保護
を与えることもできる。
【００６４】
　ＳＬ－２モデルでは、物理揮発性メモリの安全区分の保護は、仮想－物理変換機構、オ
ンチップ物理メモリによって提供することができ、また、外部システム・メモリの一部で
ある安全な物理空間の部分に対するＤＥＳ暗号化によって提供することができる。ＳＬ－
２モデルは、ＳＬ－１モデルと比較して、デバイス／プラットフォームの秘密鍵とプロセ
ッサの隠し実行との両方のセキュリティ・レベルを上げることができる。外部物理メモリ
中のクリティカルなコードおよびデータがすべて暗号化された形で、かつクリアな形でオ
ンチップ物理メモリ中に保持される場合、攻撃者は、ロジック・アナライザで外部バス信
号を見るだけではコードまたはデータを解読することができない。また、オンチップ・メ
モリへのダウンロードの保全性がチェックされる場合、ロジック・アナライザを使用して
外部バス信号をドライブすることによって隠し実行の保全性を損ねることはできない。Ｓ
Ｌ－２モデルはまた、秘密鍵を解読するために実装プローブおよびデバッグ・フックを使
用して実装特有の状態へのアクセスを得ることに対しても、より多くの保護を与えること
ができる。ＳＬ－２モデルはまた、プロセッサが誤って挙動するようにして秘密データへ
のアクセスを得る電圧および周波数タンパ技法に対しても、追加の保護を採用することが
できる。
【００６５】
　セキュリティ・レベル３（ＳＬ－３）モデルの一実施形態は、オンチップの安全なＮＶ
メモリを提供することにより、または安全なＮＶメモリ区分をプロセッサ・ダイと同じパ
ッケージ内にもってくることにより、セキュリティ・レベルをＳＬ－２よりも上げたもの
である。一実施形態では、揮発性および不揮発性メモリのいくつかは、やはりシステム・
メモリおよびシステムＮＶメモリの一部として存在することができる。さらに、このセキ
ュリティ・レベルは、実装デバッグ・フック、マシン・チェック・アーキテクチャ、およ
び様々な実行タンパ技法の使用に対して、また放射線攻撃の使用に対して、より高レベル
の保護を与えることもできる。実装形態によっては、イオン・ビーム攻撃を妨げるために
、プロセッサおよびＮＶメモリ・シリコン上に、またプロセッサと安全なＮＶメモリ・ダ
イとの間の相互接続上に、保護ダイ・コーティングを施すこともできる。揮発性および不
揮発性メモリの区分がシステム・リソース中にあるので、これらの実装は、少なくともＳ
Ｌ－１レベルまでのセキュリティを与える。
【００６６】
　ＳＬ－３モデルの実施形態では、物理揮発性ならびにＮＶメモリの安全な区分の保護は
、仮想－物理変換機構とオンチップ物理メモリの組合せによって行われる。このモデルは
、プロセッサ記憶域内だけで秘密データに作用することにより、秘密データのプライバシ
ーを保証する。このモデルは、ＳＬ－２モデルと比較して、デバイス／プラットフォーム
秘密鍵とプロセッサ隠し実行との両方セキュリティ・レベルを上げることができる。ＳＬ
－３モデルでは、隠し実行に関係するすべての記憶域を１つのパッケージ内にもってくる
ことができる。これにより、計算エンジンと隠し実行のための記憶域との間でどんな内部
信号も明るみになることはない。さらにこのモデルでは、オンチップ（または同一パッケ
ージ）ＮＶメモリもまた、ハードウェア再生攻撃に対して保護することができる。ＳＬ－
３モデルは、実装特有プローブおよびデバッグ・フックによる秘密データのリークに対し
て、広範な保護を与えることができる。このモデルはまた、プロセッサを誤動作させて、
場合により秘密データをクリアな形で外部バス上に書き出させることのできる様々なタン
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パ手法に対しても、保護を与えることができる。実装形態によっては、イオン・ビーム攻
撃を用いて秘密データにアクセスすることができないように、プロセッサおよび秘密記憶
領域の上に保護ダイ・コーティングを施すこともできる。
【００６７】
　安全なカーネル・アドレス空間内のマクロ機能
　安全なカーネル・アドレス空間内に実装することのできるマクロ機能には、認証機能、
鍵管理機能、埋込み検証カーネル、署名機能、検証機能、アプレット・ロード機能、暗号
化保存アプレット、暗号化復元アプレット、アプレット空間中の機能呼出しがある。
【００６８】
　結び
　本発明の実施形態は、安全なメモリ区分を使用した安全な実行のための方法および装置
に関するものである。本発明は、ホスト・プロセッサのコードおよびデータを保護するた
めの特別なセキュリティ・コプロセッサを有する従来システムに勝る、いくつかの利点を
提供する。本発明は、コプロセッサが必要ないので、コスト効果がより大きい。さらに本
発明は、より高性能な汎用プロセッサ中でセキュリティ・コードを実行することができる
ので、より高性能な解決法である。さらに本発明は、コプロセッサ・データ転送オーバー
ヘッドがないので、より効率的な解決法でもある。
【００６９】
　本明細書では、本発明のいくつかの実施形態について具体的に図示および／または記述
している。ただし、本発明の修正および変形も、本発明の趣旨および意図される範囲を逸
脱することなく、以上の教示によってカバーされ、頭記の特許請求の範囲内にあることは
理解されるであろう。例えば、メモリ区分は、仮想メモリ中に実装しても物理メモリ中に
実装してもよい。別の例として、各実施形態は、ＳＬ－１、ＳＬ－２、ＳＬ－３のいずれ
かのセキュリティ・モデルに適合する特徴を含んでいればよい。

【図１】 【図２】
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