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(57)【要約】
【課題】情報交換のための単一統合システムをもたらす
、追加の機能性を提供すること。
【解決手段】情報管理システムは、ユーザがネットワー
クに接続することを可能とするアプリケーションが実行
される一又はそれ以上のワークステーションを含む。各
アプリケーションは、アプリケーションがネットワーク
に送信しようとしているか、又はネットワークから受信
したばかりの送信データをモニターし、そのデータに関
して取るべき適切なアクションを決定するアナライザを
有する。アナライザは、どのようなアクションを取るべ
きかを決定するために、ワークステーションを制御する
ための、スーパバイザにより定義されたポリシーを含む
ポリシーデータを参照することができる。そのアクショ
ンは、保存や記録保持のために、送信データからパスワ
ード、ユーザ名、デジタル署名、電子商取引の取引の詳
細といったデータを抽出することとすることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数の
ワークステーションと、
　前記ワークステーションの各々からデータを受信するように構成されたデータリポジト
リーと、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションと、
　前記データリポジトリーに記憶される関係データを定義する規則を含むポリシーデータ
と、
　前記発信データ及び前記着信データの少なくとも一方をモニタし、前記発信データ及び
前記着信データの少なくとも一方において、前記ポリシーデータ内の前記規則に従って前
記データリポジトリーに記憶される関係データを識別し、前記関係データを前記データリ
ポジトリーに記憶させるように、前記ポリシーデータと協働して作動可能であるアナライ
ザと、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２】
前記データリポジトリーに記憶される前記関係データは、前記データリポジトリーに送信
される前に暗号化されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記データリポジトリーに記憶されている前記関係データは、暗号化されることを特徴と
する請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、「インターネット」であることを特徴とする請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５】
前記アナライザは、ユーザを識別するために使用されるユーザ名及びパスワード、「イン
ターネット」上のウェブページにアクセスするのに使用されるユーザ名及びパスワード、
及び、それらのユーザ名及びパスワードが使用されるウェブページの「ＵＲＬ」アドレス
のうちの少なくとも１つを関係データとして識別するように作動可能であり、
　前記識別されたユーザ名、パスワード、及び、前記識別された「ＵＲＬ」は、前記デー
タリポジトリーに記憶される、
　ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記アナライザは、前記発信データ及び前記着信データのうちの少なくとも一方に含まれ
たデータのフィールド名からユーザ名及びパスワードを識別するように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの
前記メモリに記憶され、
　前記アナライザは、ユーザ名及びパスワードを前記表現内で識別するように作動可能で
ある、
　ことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
前記アナライザは、前記発信データ又は前記着信データに含まれたデータのフィールド形
式からユーザ名又はパスワードを識別するように作動可能であることを特徴とする請求項
５に記載のシステム。
【請求項９】
前記アナライザは、前記発信データ又は前記着信データのうちの少なくとも一方に含まれ
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るか、又は、前記着信データ又は前記発信データ内の署名入りデータにデジタル署名する
ために使用されるデジタル証明書、又は、そのようなデジタル証明書を特定するのに十分
な記述データを関係データとして識別するように作動可能であり、
　前記デジタル証明書及び／又は前記記述データは、前記データリポジトリーに記憶され
る、
　ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項１０】
前記アナライザは、
　前記デジタル証明書が取り消されたか否か、
　前記デジタル証明書の保持者の身元、
　前記デジタル証明書に関連する実行中の任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の金額、
　前記デジタル証明書を用いて実行中の任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引で販売されて
いる品物又はサービス、及び
　前記デジタル証明書の受信日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上を関係データとして識別するように作動可能であり
、
　前記識別されたデータは、前記データリポジトリーに前記デジタル証明書と共に記憶さ
れる、
　ことを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記アナライザは、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生していることを識別するように作
動可能であり、かつ、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生中であると識別された場合は、
前記発信データ又は前記着信データにおいて、
　発信データが送信されているか、又は、着信データが受信されている遠隔ロケーション
の「ＵＲＬ」アドレス又は電子メールアドレス、
　取引中に前記１つ又はそれ以上のワークステーションのユーザによってアクセスされた
ウェブページ、
　取引の金額、
　取引で売買されている品物又はサービス、及び
　取引の日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上を、前記データリポジトリーに記憶される関係デー
タとして識別するように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項４に記載のシステム。
【請求項１２】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１４】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項１に記
載のシステム。
【請求項１７】
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前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・
エクステンションであることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
前記アナライザは、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであるこ
とを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２４】
前記データリポジトリーにアクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶され
た前記関係データを閲覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワークステーションを
更に含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２５】
前記ポリシーデータは、前記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシー
データを編集することができるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによって
アクセス可能であることを特徴とする請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
前記複数のワークステーションにあるワークステーションは、前記データリポジトリーに
アクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶された前記関係データを閲覧す
るように作動可能であることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２７】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項２８】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数の
ワークステーションと、
　前記ワークステーションの各々から受信したデータを記憶するための記憶手段と、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション手段と、
　前記記憶手段に記憶される関係データを定義する規則を含むポリシーデータを供給する
ためのポリシー記憶手段と、
　前記発信データ及び前記着信データのうちの少なくとも一方をモニタして、前記発信デ
ータ及び前記着信データのうちの少なくとも一方において、前記ポリシー手段における前
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記規則に従って前記記憶手段に記憶される関係データを識別して、前記関係データを前記
記憶手段に記憶させるための、前記ポリシー手段と協働して作動可能な解析手段と、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２９】
前記記憶手段に記憶される前記関係データは、前記記憶手段に送信される前に暗号化され
ることを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
前記記憶手段に記憶されている前記関係データは、暗号化されることを特徴とする請求項
２８に記載のシステム。
【請求項３１】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、「インターネット」であることを特徴とする請求項２８に記載のシ
ステム。
【請求項３２】
前記解析手段は、ユーザを識別するために使用されるユーザ名及びパスワード、「インタ
ーネット」上のウェブページにアクセスするのに使用されるユーザ名及びパスワード、及
び、それらのユーザ名及びパスワードが使用されるウェブページの「ＵＲＬ」アドレスの
うちの少なくとも１つを関係データとして識別するように作動可能であり、
　前記識別されたユーザ名、パスワード、及び、前記識別された「ＵＲＬ」は、前記記憶
手段に記憶される、
　ことを特徴とする請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記解析手段は、前記発信データ及び前記着信データのうちの少なくとも一方に含まれた
データのフィールド名からユーザ名及びパスワードを識別するように作動可能であること
を特徴とする請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの
前記メモリに記憶され、
　前記解析手段は、ユーザ名及びパスワードを前記表現内で識別するように作動可能であ
る、
　ことを特徴とする請求項３２に記載のシステム。
【請求項３５】
前記解析手段は、前記発信データ又は前記着信データに含まれたデータのフィールド形式
からユーザ名又はパスワードを識別するように作動可能であることを特徴とする請求項３
２に記載のシステム。
【請求項３６】
前記解析手段は、前記発信データ又は前記着信データのうちの少なくとも一方に含まれる
か、又は、前記着信データ又は前記発信データ内の署名入りデータにデジタル署名するの
に使用されるデジタル証明書、又は、そのようなデジタル証明書を特定するのに十分な記
述データを関係データとして識別するように作動可能であり、
　前記デジタル証明書及び／又は前記記述データは、前記記憶手段に記憶される、
　ことを特徴とする請求項３１に記載のシステム。
【請求項３７】
前記解析手段は、
　前記デジタル証明書が取り消されたか否か、
　前記デジタル証明書の保持者の身元、
　前記デジタル証明書に関連する、行われている任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の金
額、
　前記デジタル証明書を用いて行われている任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引で販売さ
れる品物又はサービス、及び
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　前記デジタル証明書の受信日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上を関係データとして識別するように作動可能であり
、
　前記識別されたデータは、前記記憶手段に前記デジタル証明書と共に記憶される、
　ことを特徴とする請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
前記解析手段は、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生していることを識別するように作動
可能であり、かつ、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生中であると識別した場合は、前記
発信データ又は前記着信データにおいて、
　発信データが送信されているか、又は、着信データが受信されている遠隔ロケーション
の「ＵＲＬ」アドレス又は電子メールアドレス、
　取引中に前記１つ又はそれ以上のワークステーションのユーザによってアクセスされた
ウェブページ、
　取引の金額、
　取引で売買されている品物又はサービス、及び
　取引の日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上を、前記記憶手段に記憶される関係データとして識
別するように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項３１に記載のシステム。
【請求項３９】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項４０】
前記アプリケーション手段は、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項２８に記載
のシステム。
【請求項４１】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
前記アプリケーション手段は、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項２
８に記載のシステム。
【請求項４４】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・エ
クステンションであることを特徴とする請求項４４に記載のシステム。
【請求項４６】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項４７】
前記解析手段は、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグインで
あることを特徴とする請求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
前記アプリケーション手段は、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特
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徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項４９】
前記解析手段は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであること
を特徴とする請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項５１】
前記記憶手段にアクセスすることができ、前記記憶手段に記憶された前記関係データを閲
覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワークステーションを更に含むことを特徴と
する請求項２８に記載のシステム。
【請求項５２】
前記ポリシー記憶手段は、前記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシ
ーデータを編集することができるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによっ
てアクセス可能であることを特徴とする請求項５１に記載のシステム。
【請求項５３】
前記複数のワークステーションにあるワークステーションは、前記記憶手段にアクセスす
ることができ、前記記憶手段に記憶された前記関係データを閲覧するように作動可能であ
ることを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項５４】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項２８に記載のシステム。
【請求項５５】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数の
ワークステーションを設ける段階と、
　前記ワークステーションの各々からデータを受信するように構成されたデータリポジト
リーを設ける段階と、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションを準備する段
階と、
　前記データリポジトリーに記憶される関係データを定義する規則を含むポリシーデータ
を準備する段階と、
　前記発信データ及び前記着信データのうちの少なくとも一方において、前記ポリシーデ
ータ内の前記規則に従って前記データリポジトリーに記憶される関係データを識別するた
めに、前記ポリシーデータを参照して前記発信データ及び前記着信データのうちの少なく
とも一方を解析する段階と、
　前記関係データを前記データリポジトリーに記憶する段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項５６】
前記データリポジトリーに記憶される前記関係データを、前記データリポジトリーに記憶
される前に暗号化する段階を更に含むことを特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
前記関係データが前記データリポジトリーに記憶された後で、前記データリポジトリーに
記憶されているその関係データを暗号化する段階を更に含むことを特徴とする請求項５５
に記載の方法。
【請求項５８】
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前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、「インターネット」であることを特徴とする請求項５５に記載の方
法。
【請求項５９】
前記解析する段階において、ユーザを識別するために使用されるユーザ名及びパスワード
、「インターネット」上のウェブページにアクセスするのに使用されるユーザ名及びパス
ワード、及び、それらのウェブページの「ＵＲＬ」アドレスのうちの少なくとも１つは、
関係データとして識別されることを特徴とする請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
前記解析する段階において、ユーザ名及びパスワードは、前記発信データ及び前記着信デ
ータのうちの少なくとも一方に含まれたデータのフィールド名内で識別されることを特徴
とする請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの
前記メモリに記憶され、
　前記解析する段階において、ユーザ名及びパスワードは、前記表現内で識別される、
　ことを特徴とする請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
前記解析する段階において、ユーザ名又はパスワードは、前記発信データ又は前記着信デ
ータに含まれるデータのフィールド形式内で識別されることを特徴とする請求項５９に記
載の方法。
【請求項６３】
前記解析する段階において、前記発信データ又は前記着信データのうちの少なくとも一方
に含まれるか、又は、前記着信データ又は前記発信データ内の署名入りデータにデジタル
署名するのに使用されたデジタル証明書が、関係データとして特定されるか、又は、その
ようなデジタル証明書を特定するのに十分な記述データが、関係データとして識別される
ことを特徴とする請求項５８に記載の方法。
【請求項６４】
前記解析する段階は、
　前記デジタル証明書が取り消されたか否か、
　前記デジタル証明書の保持者の身元、
　前記デジタル証明書に関連する、行われている任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の金
額、
　前記デジタル証明書を用いて行われている任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引で販売さ
れる品物又はサービス、及び
　前記デジタル証明書の受信日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上を関係データとして識別する段階を含むことを特徴
とする請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
前記解析する段階は、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生していることを識別する段階と
、オンライン「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生中であると識別した場合は、前記発信デ
ータ又は前記着信データにおいて、
　発信データが送信されているか、又は、着信データが受信されている遠隔ロケーション
の「ＵＲＬ」アドレス又は電子メールアドレス、
　取引中に前記１つ又はそれ以上のワークステーションのユーザによってアクセスされた
ウェブページ、
　取引の金額、
　取引で売買されている品物又はサービス、及び
　取引の日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上を関係データとして識別する段階とを含むことを特
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徴とする請求項５８に記載の方法。
【請求項６６】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションで実行されることを特
徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項６７】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項５５に記載の方
法。
【請求項６８】
前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールによって実行される
ことを特徴とする請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項５５に
記載の方法。
【請求項７１】
前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールによって実
行されることを特徴とする請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項７４】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項７３に記載の方法。
【請求項７５】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項５５に記載の方法。
【請求項７６】
前記解析する段階は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインにより
実行されることを特徴とする請求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワーク
ステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、
前記サーバで実行されることを特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項７８】
前記データリポジトリーにアクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶され
た前記関係データを閲覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワークステーションを
設ける段階を更に含むことを特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項７９】
前記ポリシーデータは、前記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシー
データを編集することができるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによって
アクセス可能であることを特徴とする請求項７８に記載の方法。
【請求項８０】
前記複数のワークステーションにあるワークステーションは、前記データリポジトリーに
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アクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶された前記関係データを閲覧す
るように作動可能であることを特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項８１】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項８２】
複数のコンピュータからのデータと、公衆ネットワークに送信された発信データ又は公衆
ネットワークから受信されてデータリポジトリーに記憶された着信データのうちの少なく
とも一方から抽出される関係データを定義する規則を含むポリシーデータとを受信するよ
うに構成されたデータリポジトリーを有する私設ネットワークにおいて、情報を管理する
ように複数のコンピュータを制御するコンピュータプログラム製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータによって読取可能な記録媒体、　を含み
、
　前記プログラムコードは、複数のコンピュータの各々で実行された時に、
　前記コンピュータの各々で実行される、発信データを送信して着信データを受信するよ
うに作動可能なアプリケーションと協働して、前記発信データ及び前記着信データのうち
の少なくとも一方においてポリシーデータ内の規則に従ってデータリポジトリーに記憶さ
れる関係データを識別するために、前記ポリシーデータを参照して前記発信データ及び前
記着信データのうちの少なくとも一方を解析し、かつ
　前記関係データを前記データリポジトリーに記憶させる、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項８３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記関係データが前記デ
ータリポジトリーに記憶される前に、前記データリポジトリーに記憶される前記関係デー
タを暗号化させるように作動可能であることを特徴とする請求項８２に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項８４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記データリポジトリー
に記憶されている前記関係データを暗号化させるように作動可能であることを特徴とする
請求項８２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８５】
前記アプリケーションは、発信データを「インターネット」に送信し、着信データを「イ
ンターネット」から受信するようになっていることを特徴とする請求項８２に記載のコン
ピュータプログラム製品。
【請求項８６】
ユーザを識別するために使用されるユーザ名及びパスワード、「インターネット」上のウ
ェブページにアクセスするのに使用されるユーザ名及びパスワード、及び、それらのウェ
ブページの「ＵＲＬ」アドレスのうちの少なくとも１つは、関係データとして識別される
ことを特徴とする請求項８５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８７】
ユーザ名及びパスワードは、前記発信データ及び前記着信データのうちの少なくとも一方
に含まれたデータのフィールド名内で識別されることを特徴とする請求項８６に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項８８】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの
前記メモリに記憶され、
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　前記ユーザ名及びパスワードは、前記表現内で識別される、
　ことを特徴とする請求項８６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８９】
ユーザ名又はパスワードは、前記発信データ又は前記着信データに含まれるデータのフィ
ールド形式内で識別されることを特徴とする請求項８６に記載のコンピュータプログラム
製品。
【請求項９０】
前記発信データ又は前記着信データのうちの少なくとも一方に含まれるか、又は、前記着
信データ又は前記発信データ内の署名入りデータにデジタル署名するのに使用されたデジ
タル証明書、又は、任意のそのようなデジタル証明書を特定するのに十分な記述データは
、関係データとして識別されることを特徴とする請求項８５に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項９１】
前記デジタル証明書が取り消されたか否か、
　前記デジタル証明書の保持者の身元、
　前記デジタル証明書に関連する、行われている任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の金
額、
　前記デジタル証明書を用いて行われている任意の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引で販売さ
れる品物又はサービス、及び
　前記デジタル証明書の受信日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上は、関係データとして識別されることを特徴とする
請求項９０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、
　「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生していることを識別し、
　「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生中であると識別された場合は、前記発信データ又は
前記着信データにおいて、
　発信データが送信されているか、又は、着信データが受信されている遠隔ロケーション
の「ＵＲＬ」アドレス又は電子メールアドレス、
　取引中に前記１つ又はそれ以上のワークステーションのユーザによってアクセスされた
ウェブページ、
　取引の金額、
　取引で売買されている品物又はサービス、及び
　取引の日付、
　のデータのうちの１つ又はそれ以上を関係データとして識別する、
　ように更に作動可能であることを特徴とする請求項８５に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
【請求項９３】
前記プログラムコードは、前記コンピュータの各々で実行可能であることを特徴とする請
求項８２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９４】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項８２に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項９５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項９４に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
【請求項９６】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
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特徴とする請求項９５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９７】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項８２に
記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項９７に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項９９】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項９８に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項１００】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項８２に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項１０１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項１００に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項１０２】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項８２記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項１０３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「音声メッセージン
グ」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項１０２に記載のコンピ
ュータソフトウエア製品。
【請求項１０４】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記１つ又はそれ以上のワ
ークステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか
、又は、前記サーバで実行可能であることを特徴とする請求項８２に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項１０５】
前記複数のコンピュータにおけるコンピュータ上で実行された時、そのコンピュータを、
前記データリポジトリーにアクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶され
た前記関係データを閲覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワークステーションと
して有効化することができる、前記記録媒体上に記録されたプログラムコードを更に含む
ことを特徴とする請求項８２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１０６】
前記ポリシーデータは、前記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシー
データを編集することができるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによって
アクセス可能であることを特徴とする請求項１０５に記載のコンピュータプログラム製品
。
【請求項１０７】
前記複数のコンピュータにおけるコンピュータ上で実行された時、そのコンピュータのユ
ーザが前記データリポジトリーに記憶された前記関係データを閲覧することができるよう
にそのコンピュータに前記データリポジトリーへのアクセスをもたらす、前記記録媒体上
に記録されたプログラムコードを更に含むことを特徴とする請求項８２に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項１０８】
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「インターネット」に接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数のワーク
ステーション、
　前記ワークステーションの各々からデータを受信するように構成されたデータリポジト
リー、
　発信データを送信し、着信データを「インターネット」から受信するための、各ワーク
ステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション、及び／又は、ユーザ入力デー
タを受信するためのアプリケーション、及び
　前記入力データ、前記発信データ、及び、前記着信データのうちの少なくとも１つをモ
ニタし、前記ユーザ入力データ、前記発信データ、又は、前記着信データに含まれるユー
ザ名及びパスワードを識別し、前記ユーザ名及びパスワードを前記データリポジトリーに
記憶させるように作動可能なアナライザ、
　を含むことを特徴とする、パスワード及びユーザ名を記録するためのシステム。
【請求項１０９】
前記アナライザは、前記ユーザ名及びパスワードがウェブページにアクセスするのに使用
されるか否かを判断するように作動可能であり、かつ、使用される場合は、前記ウェブペ
ージの「ＵＲＬ」アドレスを識別し、その「ＵＲＬ」を前記ユーザ名及びパスワードと共
に前記データリポジトリーに記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項１
０８に記載のシステム。
【請求項１１０】
前記関連ユーザ名及びパスワードのデータは、前記データリポジトリーに送信される前に
暗号化されることを特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１１１】
前記データリポジトリーに記憶されている前記関連ユーザ名及びパスワードは、暗号化さ
れることを特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１１２】
前記アナライザは、前記発信データ又は前記着信データのうちの少なくとも一方に含まれ
たデータのフィールド名から前記関連ユーザ名及びパスワードを識別するように作動可能
であることを特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１１３】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの
前記メモリに記憶され、
　前記アナライザは、前記関連ユーザ名及びパスワードを前記表現内で識別するように作
動可能である、
　ことを特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１１４】
前記アナライザは、前記発信データ又は前記着信データに含まれたデータのフィールド形
式から前記関連ユーザ名又はパスワードを識別するように作動可能であることを特徴とす
る請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１１５】
前記アプリケーションは、選択された時に入力ユーザ名及びパスワードをメモリに記憶す
る「ｒｅｍｅｍｂｅｒ　ｐａｓｓｗｏｒｄ」オプションが設けられたユーザインタフェー
スを有し、前記アナライザは、メモリに記憶された前記入力ユーザ名及びパスワード内で
前記関連ユーザ名及びパスワードを識別するように作動可能であることを特徴とする請求
項１０８に記載のシステム。
【請求項１１６】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１１７】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１０８に記載の
システム。
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【請求項１１８】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項１１７に記載のシステム。
【請求項１１９】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項１１８に記載のシステム。
【請求項１２０】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１２１】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項１２０に記載のシステム。
【請求項１２２】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１２３】
前記データリポジトリーにアクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶され
た前記関連ユーザ名及びパスワードを閲覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワー
クステーションを更に含むことを特徴とする請求項１０８に記載のシステム。
【請求項１２４】
前記複数のワークステーションにおけるワークステーションは、前記データリポジトリー
にアクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶された前記関連ユーザ名及び
パスワードを閲覧するように作動可能であることを特徴とする請求項１０８に記載のシス
テム。
【請求項１２５】
「インターネット」に接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数のワーク
ステーション、
　前記ワークステーションの各々からデータを受信するための記憶手段、
　発信データを送信し、着信データを「インターネット」から受信するための、各ワーク
ステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション手段、及び／又は、ユーザ入力
データを受信するためのアプリケーション手段、及び
　前記ユーザ入力データ、前記発信データ、又は、前記着信データに含まれるユーザ名及
びパスワードを識別するために前記入力データ、前記発信データ、及び、前記着信データ
のうちの少なくとも１つをモニタして、前記ユーザ名及びパスワードを前記記憶手段に記
憶させるための解析手段、
　を含むことを特徴とする、パスワード及びユーザ名を記録するためのシステム。
【請求項１２６】
前記解析手段は、前記ユーザ名及びパスワードがウェブページにアクセスするのに使用さ
れるか否かを判断するように作動可能であり、かつ、使用される場合は、前記ウェブペー
ジの「ＵＲＬ」アドレスを識別して、前記「ＵＲＬ」を前記ユーザ名及びパスワードと共
に前記記憶手段に記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項１２５に記載
のシステム。
【請求項１２７】
前記関連ユーザ名及びパスワードのデータは、前記記憶手段に送信される前に暗号化され
ることを特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１２８】
前記記憶手段に記憶されている前記関連ユーザ名及びパスワードは、暗号化されることを
特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
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【請求項１２９】
前記解析手段は、前記発信データ又は前記着信データのうちの少なくとも一方に含まれた
データのフィールド名から前記関連ユーザ名及びパスワードを識別するように作動可能で
あることを特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１３０】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの
前記メモリに記憶され、
　前記解析手段は、前記関連ユーザ名及びパスワードを前記表現内で識別するように作動
可能である、
　ことを特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１３１】
前記解析手段は、前記発信データ又は前記着信データに含まれるデータのフィールド形式
から前記関連ユーザ名又はパスワードを識別するように作動可能であることを特徴とする
請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１３２】
前記アプリケーション手段は、選択された時に入力ユーザ名及びパスワードをメモリに記
憶する「ｒｅｍｅｍｂｅｒ　ｐａｓｓｗｏｒｄ」オプションが設けられたユーザインタフ
ェースを有し、前記解析手段は、メモリに記憶された前記入力ユーザ名及びパスワード内
で前記関連ユーザ名及びパスワードを識別するように作動可能であることを特徴とする請
求項１２５に記載のシステム。
【請求項１３３】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１３４】
前記アプリケーション手段は、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１２５に記
載のシステム。
【請求項１３５】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項１３４に記載のシステム。
【請求項１３６】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項１３５に記載のシステム。
【請求項１３７】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１３８】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項１３７に記載のシステム。
【請求項１３９】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
解析手段は、前記サーバに位置することを特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１４０】
前記記憶手段にアクセスすることができ、前記記憶手段に記憶された前記関連ユーザ名及
びパスワードを閲覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワークステーションを更に
含むことを特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１４１】
前記複数のワークステーションにおけるワークステーションは、前記記憶手段にアクセス
することができ、前記記憶手段に記憶された前記関連ユーザ名及びパスワードを閲覧する



(16) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

ように作動可能であることを特徴とする請求項１２５に記載のシステム。
【請求項１４２】
「インターネット」に接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数のワーク
ステーションを設ける段階と、
　前記ワークステーションの各々からデータを受信するように構成されたデータリポジト
リーを設ける段階と、
　発信データを送信し、着信データを「インターネット」から受信するための、各ワーク
ステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション、及び／又は、ユーザ入力デー
タを受信するためのアプリケーションを設ける段階と、
　ユーザ名及びパスワードを識別するために、前記ユーザ入力データ、前記発信データ、
及び、前記着信データのうちの少なくとも１つを解析する段階と、
　前記ユーザ名及びパスワードを前記データリポジトリーに記憶させる段階と、　を含む
ことを特徴とする、パスワード及びユーザ名を記録する方法。
【請求項１４３】
前記ユーザ名及びパスワードがウェブページにアクセスするのに使用されるか否かを判断
する段階と、使用される場合は、前記ウェブページの「ＵＲＬ」アドレスを識別する段階
、及び、前記「ＵＲＬ」を前記ユーザ名及びパスワードと共に前記データリポジトリーに
記憶する段階とを更に含むことを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１４４】
ユーザ名及びパスワードを前記データリポジトリーに記憶される前に暗号化する段階を更
に含むことを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１４５】
前記データリポジトリーに記憶されている前記ユーザ名及びパスワードを暗号化する段階
を更に含むことを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１４６】
前記解析する段階において、ユーザ名及びパスワードは、前記発信データ又は前記着信デ
ータのうちの少なくとも一方に含まれたデータのフィールド名内で識別されることを特徴
とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１４７】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記ワークステーションの前記メモリに記憶さ
れ、
　前記解析する段階において、ユーザ名及びパスワードは、前記表現内で識別される、
　ことを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１４８】
前記解析する段階において、ユーザ名又はパスワードは、前記発信データ又は前記着信デ
ータに含まれたデータのフィールド形式内で識別されることを特徴とする請求項１４２に
記載の方法。
【請求項１４９】
前記アプリケーションは、選択された時に入力ユーザ名及びパスワードを前記１つ又はそ
れ以上のワークステーションの前記メモリに記憶する「ｒｅｍｅｍｂｅｒ　ｐａｓｓｗｏ
ｒｄ」オプションが設けられたユーザインタフェースを有し、
　前記解析する段階において、ユーザ名及びパスワードは、前記１つ又はそれ以上のワー
クステーションの前記メモリに記憶された前記入力ユーザ名及びパスワード内で識別され
る、
　ことを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１５０】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションで実行されることを特
徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１５１】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１４２に記載の
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方法。
【請求項１５２】
前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールによって実行される
ことを特徴とする請求項１５１に記載の方法。
【請求項１５３】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項１５２に記載の方法。
【請求項１５４】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１５５】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項１５４に記載の方法。
【請求項１５６】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワーク
ステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、
前記サーバで実行されることを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１５７】
前記データリポジトリーにアクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶され
た前記関連ユーザ名及びパスワードを閲覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワー
クステーションを設ける段階を更に含むことを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１５８】
前記複数のコンピュータにおけるコンピュータは、前記データリポジトリーにアクセスす
ることができ、前記データリポジトリーに記憶された前記関連ユーザ名及びパスワードを
閲覧するように作動可能であることを特徴とする請求項１４２に記載の方法。
【請求項１５９】
複数のコンピュータからデータを受信するように構成されたデータリポジトリーを有する
私設ネットワークにおいて、パスワード及びユーザ名を記録するように複数のコンピュー
タを制御するコンピュータプログラム製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータによって読取可能な記録媒体、　を含み
、
　前記プログラムコードは、複数のコンピュータの各々で実行された時に、
　発信データを「インターネット」に送信して着信データを「インターネット」から受信
するように作動可能な、コンピュータ上で実行されるアプリケーション、及び／又は、ユ
ーザ入力データを受信するための、コンピュータ上で実行されるアプリケーションと協働
して、前記ユーザ入力データ、前記発信データ、及び、前記着信データのうちの少なくと
も１つにおいてデータリポジトリーに記憶される関係データを識別するために、前記ユー
ザ入力データ、前記発信データ、及び、前記着信データのうちの少なくとも１つを解析し
、かつ
　前記関係データを前記データリポジトリーに記憶するように前記コンピュータを制御す
る、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項１６０】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、前記ユーザ名及び
パスワードがウェブページにアクセスするのに使用されるか否かを判断するように作動可
能であり、かつ、使用される場合は、前記ウェブページの「ＵＲＬ」アドレスを識別して
、前記「ＵＲＬ」を前記ユーザ名及びパスワードと共に前記データリポジトリーに記憶す
るように前記コンピュータに指示するように作動可能であることを特徴とする請求項１５
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９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、前記ユーザ名及び
パスワードを、それらが前記データリポジトリーに記憶される前に暗号化させるように作
動可能であることを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、前記データリポジ
トリーに記憶されている前記ユーザ名及びパスワードを暗号化させるように作動可能であ
ることを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記発信データ又は前記
着信データのうちの少なくとも一方に含まれたデータのフィールド名からユーザ名及びパ
スワードを識別するように作動可能であることを特徴とする請求項１５９に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項１６４】
ウェブページの入力フィールドの表現は、前記コンピュータのメモリに記憶され、
　前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、ユーザ名及びパスワー
ドを前記表現内で識別するように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、前記発信データ又
は前記着信データに含まれたデータのフィールド形式からユーザ名又はパスワードを識別
するように作動可能であることを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
【請求項１６６】
ユーザ入力データを受信するための前記アプリケーションは、選択された時に入力ユーザ
名及びパスワードを前記コンピュータの前記メモリに記憶する「ｒｅｍｅｍｂｅｒ　ｐａ
ｓｓｗｏｒｄ」オプションが設けられたユーザインタフェースを有し、
　前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記コンピュータの前
記メモリに記憶された前記入力ユーザ名及びパスワードからユーザ名及びパスワードを識
別するように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６７】
前記プログラムコードは、前記コンピュータの各々で実行可能であることを特徴とする請
求項１５９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６８】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１５９に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項１６９】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項１６８に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項１７０】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項１６９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７１】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項１７２】
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前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項１７１に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項１７３】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記コンピュータと前記サ
ーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか、又は、前記サーバで実行
可能であることを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７４】
前記コンピュータ上で実行された時、そのコンピュータを、前記データリポジトリーにア
クセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶された前記関連ユーザ名及びパス
ワードを閲覧するように作動可能であるスーパバイザ・ワークステーションとして有効化
するプログラムコードを更に含むことを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
【請求項１７５】
前記複数のコンピュータにおけるコンピュータは、前記データリポジトリーにアクセスす
ることができ、前記データリポジトリーに記憶された前記関連ユーザ名及びパスワードを
閲覧するように作動可能であることを特徴とする請求項１５９に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項１７６】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信データを前記ネットワークに送信して着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションと、
　発信データに対してそのデータの内容に依存する適切な暗号化強度を指定する規則を含
むポリシーデータと、
　前記発信データをモニタして、前記ポリシーデータ内の前記規則に従って前記発信デー
タに対する適切な暗号化強度を判断する、前記ポリシーデータと協働して作動可能なアナ
ライザと、
　を含み、
　前記アナライザは、前記適切な暗号化強度の判断に基づいて前記アプリケーションから
の前記発信データの送信を制御する、
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項１７７】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、送信することができない極秘データを定義し、前記
アナライザは、前記極秘データが前記アプリケーションから送信されるのを防止するため
に、前記ポリシーデータと協働して作動可能であることを特徴とする請求項１７６に記載
のシステム。
【請求項１７８】
前記アナライザは、更に、前記発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度を
判断するように作動可能であり、かつ
　前記アナライザは、前記適切な暗号化強度の判断と前記使用中の現在の暗号化強度の判
断との両方に基づいて、前記アプリケーションからの前記発信データの送信を制御する、
　ことを特徴とする請求項１７６に記載のシステム。
【請求項１７９】
前記アナライザが、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な
暗号化強度よりも低いと判断した場合、前記アナライザは、前記アプリケーションからの
前記発信データの送信を防止することを特徴とする請求項１７８に記載のシステム。
【請求項１８０】
前記アナライザが、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な
暗号化強度よりも低いと判断した場合、前記アナライザは、前記アプリケーションからの
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前記発信データの送信を防止して、送信に対する適切な暗号化強度を再ネゴシエートする
ように前記アプリケーションを制御することを特徴とする請求項１７８に記載のシステム
。
【請求項１８１】
前記アナライザが、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な
暗号化強度よりも低いと判断した場合、前記アナライザは、現在の暗号化強度が修正後の
発信データの送信に対して適切な暗号化強度になるように、前記発信データを修正するこ
とを特徴とする請求項１７８に記載のシステム。
【請求項１８２】
前記アナライザが、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な
暗号化強度よりも低いと判断した場合、前記アナライザは、前記アプリケーションのユー
ザに対して、使用中の暗号化強度が十分ではないことを通知するように前記アプリケーシ
ョンを制御することを特徴とする請求項１７８に記載のシステム。
【請求項１８３】
前記アナライザは、更に、前記発信データにおけるクレジットカード番号を識別するよう
に作動可能であることを特徴とする請求項１７６に記載のシステム。
【請求項１８４】
前記アナライザは、更に、所定の組のクレジットカード番号を他のクレジットカード番号
と区別するように作動可能であり、
　前記ポリシーデータの前記規則は、前記所定の組のクレジットカード番号を含む発信デ
ータに対して、他のクレジットカード番号に対するものとは異なる適切な暗号化強度を規
定する、
　ことを特徴とする請求項１８３に記載のシステム。
【請求項１８５】
前記ポリシーデータの前記規則は、１つ又はそれ以上のクレジットカード番号を有する所
定の組に対して適切な暗号化強度はないと指定することを特徴とする請求項１８４に記載
のシステム。
【請求項１８６】
前記アナライザは、更に、前記発信データの内容から、クレジットカード番号、アカウン
トコード、ユーザ名、パスワード、名前及びアドレス、及び、他の所定のキーワードのう
ちの少なくとも１つ又はそれ以上を識別するように作動可能であることを特徴とする請求
項１７６に記載のシステム。
【請求項１８７】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、前記発信データが送信されるアドレスに依存する、
前記発信データに対する適切な暗号化強度を指定することを特徴とする請求項１７６に記
載のシステム。
【請求項１８８】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項１７６に記載のシステム。
【請求項１８９】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１７６に記載の
システム。
【請求項１９０】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項１８９に記載のシステム。
【請求項１９１】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項１９０に記載のシステム。
【請求項１９２】
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前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項１７６
に記載のシステム。
【請求項１９３】
前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
特徴とする請求項１９２に記載のシステム。
【請求項１９４】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト」クライアント・エクステンション
であることを特徴とする請求項１９３に記載のシステム。
【請求項１９５】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項１７６に記載のシステム。
【請求項１９６】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項１９５に記載のシステム。
【請求項１９７】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項１７６に記載のシステム。
【請求項１９８】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項１７６に記載のシステム。
【請求項１９９】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによってアクセス可能であることを特徴とする請
求項１７６に記載のシステム。
【請求項２００】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション手段と、
　発信データに対してそのデータの内容により適切な暗号化強度を指定する規則を含むポ
リシーデータを記憶するためのポリシー記憶手段と、
　前記発信データをモニタして、前記ポリシー手段における前記規則に従って前記発信デ
ータに対する適切な暗号化強度を判断するための、前記ポリシーデータと協働して作動可
能な解析手段と、
　を含み、
　前記解析手段は、前記適切な暗号化強度の判断に基づいて前記アプリケーション手段か
らの前記発信データの送信を制御する、
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２０１】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、送信することができない極秘データを定義し、前記
解析手段は、前記極秘データが前記アプリケーション手段から送信されるのを防止するた
めに、前記ポリシーデータと協働して作動可能であることを特徴とする請求項２００に記
載のシステム。
【請求項２０２】
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前記解析手段は、更に、前記発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度を判
断するように作動可能であり、かつ
　前記解析手段は、前記適切な暗号化強度の判断と前記使用中の現在の暗号化強度の判断
の両方に基づいて、前記アプリケーション手段からの前記発信データの送信を制御する、
　ことを特徴とする請求項２００に記載のシステム。
【請求項２０３】
前記解析手段が、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な暗
号化強度よりも低いと判断した場合、前記解析手段は、前記アプリケーション手段からの
前記発信データの送信を防止することを特徴とする請求項２０２に記載のシステム。
【請求項２０４】
前記解析手段が、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な暗
号化強度よりも低いと判断した場合、前記解析手段は、前記アプリケーション手段からの
前記発信データの送信を防止し、送信に対する適切な暗号化強度を再ネゴシエートするよ
うに前記アプリケーションを制御することを特徴とする請求項２０２に記載のシステム。
【請求項２０５】
前記解析手段が、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な暗
号化強度よりも低いと判断した場合、前記解析手段は、現在の暗号化強度が修正後の発信
データの送信に対する適切な暗号化強度になるように、前記発信データを修正することを
特徴とする請求項２０２に記載のシステム。
【請求項２０６】
前記解析手段が、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度は前記適切な暗
号化強度よりも低いと判断した場合、前記解析手段は、前記アプリケーション手段のユー
ザに対して、使用中の暗号化強度が十分ではないことを通知するように前記アプリケーシ
ョン手段を制御することを特徴とする請求項２０２に記載のシステム。
【請求項２０７】
前記解析手段は、更に、前記発信データ内のクレジットカード番号を識別するように作動
可能であることを特徴とする請求項２００に記載のシステム。
【請求項２０８】
前記解析手段は、更に、所定の組のクレジットカード番号を他のクレジットカード番号と
区別するように作動可能であり、
　前記ポリシーデータの前記規則は、前記所定の組のクレジットカード番号を含む発信デ
ータに対して、他のクレジットカード番号に対するものとは異なる適切な暗号化強度を規
定する、
　ことを特徴とする請求項２０７に記載のシステム。
【請求項２０９】
前記ポリシーデータの前記規則は、１つ又はそれ以上のクレジットカード番号を有する所
定の組に対して適切な暗号化強度はないと指定することを特徴とする請求項２０８に記載
のシステム。
【請求項２１０】
前記解析手段は、更に、前記発信データの内容から、クレジットカード番号、アカウント
コード、ユーザ名、パスワード、名前及びアドレス、及び、他の所定のキーワードのうち
の少なくとも１つ又はそれ以上を識別するように作動可能であることを特徴とする請求項
２００に記載のシステム。
【請求項２１１】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、前記発信データが送信されるアドレスに依存する、
前記発信データに対する適切な暗号化強度を指定することを特徴とする請求項２００に記
載のシステム。
【請求項２１２】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項２００に記載のシステム。
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【請求項２１３】
前記アプリケーション手段は、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項２００に記
載のシステム。
【請求項２１４】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項２１３に記載のシステム。
【請求項２１５】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項２１４に記載のシステム。
【請求項２１６】
前記アプリケーション手段は、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項２
００に記載のシステム。
【請求項２１７】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項２１６に記載のシステム。
【請求項２１８】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト」クライアント・エクステンションで
あることを特徴とする請求項２１７に記載のシステム。
【請求項２１９】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項２００に記載のシステム。
【請求項２２０】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項２１９に記載のシステム。
【請求項２２１】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項２００に記載のシステム。
【請求項２２２】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項２００に記載のシステム。
【請求項２２３】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによってアクセス可能であることを特徴とする請
求項２００に記載のシステム。
【請求項２２４】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションを設ける段階と、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションを設ける段階
と、
　発信データに対してそのデータの内容により適切な暗号化強度を指定する規則を含むポ
リシーデータを準備する段階と、
　前記ポリシーデータ内の前記規則に従って前記発信データに対する適切な暗号化強度を
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判断するために、前記発信データを解析する段階と、
　前記解析する段階における前記適切な暗号化強度の判断に基づいて、前記アプリケーシ
ョンからの前記発信データの送信を制御する段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項２２５】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、送信することができない極秘データを定義し、
　前記制御する段階において、前記極秘データの送信は防止される、
　ことを特徴とする請求項２２４に記載の方法。
【請求項２２６】
前記解析する段階は、前記発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度を判断
する段階を更に含み、
　前記制御する段階において、前記発信データの前記アプリケーションからの送信は、前
記適切な暗号化強度の判断と前記使用中の現在の暗号化強度の判断との両方に依存する、
　ことを特徴とする請求項２２４に記載の方法。
【請求項２２７】
発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度が前記適切な暗号化強度よりも低
いと判断された場合、前記制御する段階において、前記アプリケーションからの前記発信
データの送信は防止されることを特徴とする請求項２２６に記載の方法。
【請求項２２８】
前記解析する段階において、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度が前
記適切な暗号化強度よりも低いと判断された場合、前記制御する段階において、前記発信
データの送信に対する適切な暗号化強度が送信前にネゴシエートされることを特徴とする
請求項２２６に記載の方法。
【請求項２２９】
前記解析する段階において、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度が前
記適切な暗号化強度よりも低いと判断された場合、前記制御する段階において、前記現在
の暗号化強度が適切な暗号化強度になるように、前記発信データは修正されることを特徴
とする請求項２２６に記載の方法。
【請求項２３０】
前記解析する段階において、発信データを送信するために使用中の現在の暗号化強度が前
記適切な暗号化強度よりも低いと判断された場合、前記制御する段階において、前記アプ
リケーションのユーザは、使用中の暗号化強度が十分ではないことを通知されることを特
徴とする請求項２２６に記載の方法。
【請求項２３１】
前記解析する段階は、前記発信データ内のクレジットカード番号を識別する段階を含むこ
とを特徴とする請求項２２６に記載の方法。
【請求項２３２】
前記解析する段階は、所定の組の１つ又はそれ以上のクレジットカード番号を他のクレジ
ットカード番号と区別する段階を含み、
　前記ポリシーデータの前記規則は、その所定の組のクレジットカード番号を含む発信デ
ータに対して、他のクレジットカード番号に対するものとは異なる適切な暗号化強度を規
定する、
　ことを特徴とする請求項２３１に記載の方法。
【請求項２３３】
前記ポリシーデータの前記規則は、１つ又はそれ以上のクレジットカード番号を有する前
記所定の組に対して適切な暗号化強度はないと指定することを特徴とする請求項２３２に
記載の方法。
【請求項２３４】
前記解析する段階は、前記発信データの内容から、クレジットカード番号、アカウントコ
ード、ユーザ名、パスワード、名前及びアドレス、及び、他の所定のキーワードのうちの
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少なくとも１つ又はそれ以上を識別する段階を含むことを特徴とする請求項２２４に記載
の方法。
【請求項２３５】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、前記発信データが送信されるアドレスに依存する、
前記発信データに対する適切な暗号化強度を指定することを特徴とする請求項２２４に記
載の方法。
【請求項２３６】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションで実行されることを特
徴とする請求項２２４に記載の方法。
【請求項２３７】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項２２４に記載の
方法。
【請求項２３８】
前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールによって実行される
ことを特徴とする請求項２３７に記載の方法。
【請求項２３９】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項２３８に記載の方法。
【請求項２４０】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項２２４
に記載の方法。
【請求項２４１】
前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールによって実
行されることを特徴とする請求項２４０に記載の方法。
【請求項２４２】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項２４１に記載の方法。
【請求項２４３】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項２２４に記載の方法。
【請求項２４４】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項２４３に記載の方法。
【請求項２４５】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワーク
ステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、
前記サーバで実行されることを特徴とする請求項２２４に記載の方法。
【請求項２４６】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項２２４に記載の方法。
【請求項２４７】
スーパバイザ・ワークステーションを設ける段階を更に含み、前記ポリシーデータは、前
記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することがで
きるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによってアクセス可能であることを
特徴とする請求項２２４に記載の方法。
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【請求項２４８】
公衆ネットワークに接続されて、前記公衆ネットワークに送信された発信データに対して
そのデータの内容に依存する適切な暗号化強度を指定する規則を含むポリシーデータへの
アクセスを有するコンピュータを、情報を管理するように制御するためのコンピュータプ
ログラム製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータによって読取可能な記録媒体、　を含み
、
　前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行された時に、
　少なくとも発信データを公衆ネットワーク送信するように作動可能な前記コンピュータ
上で実行されるアプリケーションと協働して、ポリシーデータ内の規則を参照して前記発
信データに対する適切な暗号化強度を判断し、かつ
　前記適切な暗号化強度の判断に基づいて、前記アプリケーションよる前記発信データの
送信を制御する、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項２４９】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、送信することができない極秘データを定義し、
　前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記アプリケーション
からの前記極秘情報の送信を防止するように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項２４８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５０】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、
　前記発信データを送信するのに使用中の現在の暗号化強度を判断し、
　前記適切な暗号化強度の判断と前記使用中の現在の暗号化強度の判断との両方に基づい
て、前記アプリケーションからの前記発信データの送信を制御する、
　ように作動可能であることを特徴とする請求項２４８に記載のコンピュータプログラム
製品。
【請求項２５１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、発信データを送信
するのに使用中の現在の暗号化強度が前記適切な暗号化強度よりも低いと判断された場合
、前記アプリケーションからの前記発信データの送信を防止するように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項２５０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、発信データを送信
するのに使用中の現在の暗号化強度が前記適切な暗号化強度よりも低いと判断された場合
、前記発信データの送信に対する適切な暗号化強度を送信前にネゴシエートするように作
動可能であることを特徴とする請求項２５０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、発信データを送信
するのに使用中の現在の暗号化強度が前記適切な暗号化強度よりも低いと判断された場合
、前記現在の暗号化強度が適切な暗号化強度になるように、前記発信データを修正するよ
うに作動可能であることを特徴とする請求項２５０に記載のコンピュータプログラム製品
。
【請求項２５４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、発信データを送信
するのに使用中の現在の暗号化強度が前記適切な暗号化強度よりも低いと判断された場合
、使用中の暗号化強度が十分ではないという通知を出すように作動可能であることを特徴
とする請求項２５０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、前記発信データ内
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のクレジットカード番号を識別するように作動可能であることを特徴とする請求項２４８
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、所定の組の１つ又
はそれ以上のクレジットカード番号を他のクレジットカード番号と区別するように作動可
能であり、
　前記ポリシーデータの前記規則は、その所定の組のクレジットカード番号を含む発信デ
ータに対して、他のクレジットカード番号に対するものとは異なる適切な暗号化強度を規
定する、
　ことを特徴とする請求項２５５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５７】
前記ポリシーデータの前記規則は、１つ又はそれ以上のクレジットカード番号を有する前
記所定の組に対する適切な暗号化強度はないと指定することを特徴とする請求項２５６に
記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、更に、前記発信データの
内容から、クレジットカード番号、アカウントコード、ユーザ名、パスワード、名前及び
アドレス、及び、他の所定のキーワードのうちの少なくとも１つ又はそれ以上を識別する
ように作動可能であることを特徴とする請求項２４８に記載のコンピュータプログラム製
品。
【請求項２５９】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、前記発信データが送信されるアドレスに依存する、
前記発信データに対する適切な暗号化強度を指定することを特徴とする請求項２４８に記
載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２６０】
前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行可能であることを特徴とする請求項
２４８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２６１】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項２４８に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項２６２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項２６１に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項２６３】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項２６２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２６４】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項２４８
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２６５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項２６４に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項２６６】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項２６５に記載のコンピュー
タプログラム製品。
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【請求項２６７】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項２４８に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項２６８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項２６７に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項２６９】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記１つ又はそれ以上のワ
ークステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか
、又は、前記サーバで実行可能であることを特徴とする請求項２４８に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項２７０】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数の
クライアントワークステーションと、
　前記クライアントワークステーションの各々からデータを受信するように構成されたデ
ータリポジトリーと、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリ内に記憶されたアプリケーションと、
　クライアントワークステーションと第三者との間で前記コンピュータネットワークを通
じて行われた取引の一部を含み得るデータの記録のための規則を規定するポリシーデータ
と、
　前記ポリシーデータと協働して、前記発信データ及び前記着信データとのうちの少なく
とも一方を解析し、前記発信データ又は前記着信データを解析することによりクライアン
トワークステーションと第三者との間で発生している取引の存在を識別し、識別された取
引に関連する前記発信データ又は前記着信データの全部又は一部である取引データを前記
データリポジトリーに記憶させるように作動可能なアナライザと、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２７１】
前記アナライザは、機密リンクが前記ネットワーク上で前記アプリケーションと遠隔サイ
トとの間でネゴシエートされたか否かを判断して、前記発信データ又は前記着信データが
機密リンク上で送信された場合は、取引の存在を識別するように作動可能であることを特
徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２７２】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は、非
「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」電子メールア
カウントのアドレスを規定し、前記アナライザは、非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイ
ト又は非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」電子メールアカウントに対して為された取引に関連する
いかなる取引データも前記データリポジトリーに記憶されないように、クライアントワー
クステーションと非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は電子メールアカウン
トとの間で識別されたあらゆる取引を無視するように作動可能であることを特徴とする請
求項２７１に記載のシステム。
【請求項２７３】
前記アナライザは、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ロケーションのアドレスを規定する前
記ポリシーデータの前記規則を参照して、取引の存在を識別するように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２７４】
前記アナライザは、クレジットカード番号を識別し、かつ、前記発信データ又は着信デー
タ内のクレジットカード番号を識別することにより取引の存在を識別するように作動可能
であることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
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【請求項２７５】
前記アナライザは、所定のデジタル証明書、アカウントコード、所定のキーワード、所定
の名前及びアドレス、及び、組込コードのうちの１つ又はそれ以上を規定する前記ポリシ
ーデータの前記規則を参照して取引の存在を識別するように作動可能であることを特徴と
する請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２７６】
前記アナライザは、前記着信データから、取引データとして特定するようにその着信デー
タに配置された組込コードを識別するように作動可能であることを特徴とする請求項２７
０に記載のシステム。
【請求項２７７】
前記アナライザは、電子領収書を識別し、かつ、前記発信データ又は着信データ内の電子
領収書を識別することにより取引の存在を識別するように作動可能であることを特徴とす
る請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２７８】
前記アナライザは、前記アナライザによる取引の存在の識別に続くその後の送信が送られ
る送信先又は受信される送信の発信元のアドレス又は組織が、前記発信データが送られた
送信先又は受信された前記着信データの発信元であるアドレス又は組織、かつ、取引の存
在が識別されたアドレス又は組織と同じであることを条件として、前記アナライザによる
取引の存在の識別に続くその後の前記発信データ又は前記着信データの所定数の送信を記
録するように作動可能であることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２７９】
前記アナライザは、取引の性質の１つ又はそれ以上のインジケータを検出するように作動
可能であり、前記ポリシーデータの前記規則は、その特定された取引の性質に基づいて、
前記データリポジトリーに記録される前記発信データ及び前記着信データのその後の送信
回数を規定することを特徴とする請求項２７８に記載のシステム。
【請求項２８０】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記データリポジトリーに記憶される前記発信データ及び前記着信データのその後の送信
回数を規定することを特徴とする請求項２７８に記載のシステム。
【請求項２８１】
前記アナライザは、前記アナライザによる取引の存在の識別に続くその後の送信が送られ
る送信先又は受信される送信の発信元のアドレス又は組織が、前記発信データが送られた
送信先又は受信された前記着信データの発信元であるアドレス又は組織、かつ、取引の存
在が識別されたアドレス又は組織と同じであることを条件として、前記アナライザによる
取引の存在の識別に続く所定の時間内に発生するその後の前記発信データ又は前記着信デ
ータの全ての送信を記録するように作動可能であることを特徴とする請求項２７０に記載
のシステム。
【請求項２８２】
前記アナライザは、取引の性質の１つ又はそれ以上のインジケータを検出するように作動
可能であり、前記ポリシーデータの前記規則は、その特定された取引の性質に基づいて、
全てのその後の前記発信データ及び前記着信データの送信が前記データリポジトリーに記
録される期間を規定することを特徴とする請求項２８１に記載のシステム。
【請求項２８３】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記発信データ及び前記着信データのその後の送信が前記データリポジトリーに記憶され
る期間を規定することを特徴とする請求項２８１に記載のシステム。
【請求項２８４】
前記アナライザは、更に、前記発信データ又は前記着信データを解析することにより取引
の完了を識別して、前記アナライザが取引の存在を識別した後、かつ、前記アナライザが
取引の完了を識別する前に、前記アプリケーションが送信した前記発信データの全て又は
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一部、及び、前記アプリケーションが受信した前記着信データの全て又は一部を前記デー
タリポジトリーに記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項２７０に記載
のシステム。
【請求項２８５】
前記アナライザは、前記アナライザが取引の完了を識別した後に前記アプリケーションが
送信した前記発信データ、及び、前記アプリケーションが受信した前記着信データ内のそ
の後の関連データを識別して、前記その後の関連データを既に識別された前記取引データ
と共に前記データリポジトリーに記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求
項２８４に記載のシステム。
【請求項２８６】
前記アナライザは、既に識別された前記取引データと、前記アナライザが取引の完了を識
別した後に前記アプリケーションが送信した前記発信データ及び前記アプリケーションが
受信した前記着信データとの両方から共通のインジケータを識別することにより、前記そ
の後の関連データを識別するように作動可能であり、前記共通のインジケータは、送信さ
れる前記発信データの送信先又は受信される前記着信データの発信元のロケーションのア
ドレス、送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着信データの発信元のロ
ケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコード、又は、参照番号のうちの１つ又
はそれ以上であることを特徴とする請求項２８５に記載のシステム。
【請求項２８７】
前記アプリケーションは、前記アプリケーションのユーザが取引に関連する前記発信デー
タ及び前記着信データを表示することができるように作動可能であり、前記アナライザは
、そのように表示された前記発信データ及び前記着信データを識別するように作動可能で
あることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２８８】
前記アプリケーションは、前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引の一
部であるかないかに関わりなく過去データとして前記ワークステーションの前記メモリに
記憶するように作動可能であり、前記アナライザは、取引の存在が識別された場合、所定
量の過去データを前記ワークステーションの前記メモリに記憶された前記発信データ及び
前記着信データから検索して、前記過去データを前記取引データと共に前記データリポジ
トリーに記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項２７０に記載のシステ
ム。
【請求項２８９】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、取引の存在を識別する前記インジケータに基づいて
検索される過去データの量を指定することを特徴とする請求項２８８に記載のシステム。
【請求項２９０】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記アプリケーションは、ウェブブラ
ウザであり、前記ウェブブラウザは、前記ウェブブラウザにより閲覧される各ウェブペー
ジを過去データとしてメモリに記憶するように作動可能であることを特徴とする請求項２
８８に記載のシステム。
【請求項２９１】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、取引の存在を識別する前記インジケータに基づいて
、メモリに以前に記憶されたものから検索されるウェブページの数を指定することを特徴
とする請求項２９０に記載のシステム。
【請求項２９２】
前記アプリケーションは、前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引の一
部であるかないかに関わりなく過去データとしてメモリに記憶するように作動可能であり
、前記アナライザは、取引の存在が識別された場合、前記過去データから、既に特定され
た前記取引データに関連する以前の関係データを識別して、その以前の関係データを前記
取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させるように作動可能であることを特徴
とする請求項２７０に記載のシステム。
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【請求項２９３】
前記アナライザは、前記ワークステーションの前記メモリに以前に記憶された前記取引デ
ータと前記発信データ及び前記着信データとの両方から共通のインジケータを識別するこ
とにより、前記以前の関係データを前記過去データ内で識別するように作動可能であり、
前記共通のインジケータは、送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着信
データの発信元のロケーションのアドレス、送信される前記発信データの送信先又は受信
される前記着信データの発信元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコー
ド、又は、参照番号のうちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項２９２に記
載のシステム。
【請求項２９４】
前記アプリケーションは、前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引の一
部であるかないかに関わりなく過去データとしてメモリに記憶するように作動可能であり
、更に、前記アナライザが取引の存在を識別した場合、前記アプリケーションのユーザが
以前の関係データを前記過去データから選択することができるように作動可能であり、ユ
ーザにより選択された前記以前の関係データは、前記取引データと共に共通データリポジ
トリーに記憶されることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２９５】
前記アナライザは、取引の存在を識別すると、前記発信及び着信データの内容を解析する
ことにより前記取引の性質を判断するように作動可能であり、前記ポリシーデータの前記
規則は、前記アナライザにより判断された前記取引の性質に基づいて前記取引データが前
記データリポジトリーに記憶される方法を規定し、前記取引データは、前記判断と前記ポ
リシーデータの前記規則とに従って前記データベースに記憶されることを特徴とする請求
項２７０に記載のシステム。
【請求項２９６】
前記アナライザは、前記発信データ及び前記着信データから１つ又はそれ以上のインジケ
ータを識別することにより、取引の性質を判断するように作動可能であり、前記インジケ
ータは、前記ポリシーデータの前記規則内で規定されて、取引の一部であり得る前記デー
タが送信される送信先か又はそれが受信されるその発信元のネットワークロケーションの
アドレス、送信される前記取引データの送信先又は受信される前記取引データの発信元の
ネットワークロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコード、参照番号、クレ
ジットカード番号、デジタル証明書、及び、所定のキーワードのうちの１つ又はそれ以上
であることを特徴とする請求項２９５に記載のシステム。
【請求項２９７】
前記アナライザは、取引の存在が識別されると、その取引の性質の１つ又はそれ以上のイ
ンジケータを識別するように作動可能であり、前記取引データは、記録を形成するために
それが前記１つ又はそれ以上のインジケータによってまとめられるように前記データリポ
ジトリーに記憶されることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項２９８】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の性質に対する前記１つ又はそれ以上のインジケ
ータを規定し、前記インジケータは、送信される前記取引データの送信先又は受信される
前記取引データの発信元のロケーションのアドレス、送信される前記取引データの送信先
又は受信される前記取引データの発信元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウ
ントコード、参照番号、クレジットカード番号、デジタル証明書、及び、所定のキーワー
ドのうちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項２９７に記載のシステム。
【請求項２９９】
前記アナライザは、取引を完了するのに必要な時間の長さを判断して、これを前記取引デ
ータと共に前記データリポジトリーに記憶させるように作動可能であることを特徴とする
請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３００】
前記アナライザは、取引を完了するために行われたキーストローク又はマウスクリックの
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数を判断して、これを前記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させるように
作動可能であることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３０１】
前記アナライザは、前記取引中にデータが前記アプリケーションにダウンロードされるの
を待つ間に費やされた時間の長さを判断して、これを前記取引データと共に前記データリ
ポジトリーに記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項２７０に記載のシ
ステム。
【請求項３０２】
前記アナライザは、ウェブサーバが前記アプリケーションから送られた発信メッセージに
応答するのに必要な時間の長さを判断して、これを前記データリポジトリーに記憶させる
ように作動可能であることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３０３】
前記アナライザは、前記アプリケーションのユーザが前記取引中に前記アプリケーション
にダウンロードされたデータに対する応答を送信するのに必要な時間の長さを判断して、
これを前記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させるように作動可能である
ことを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３０４】
前記アナライザは、前記アプリケーションのユーザが前記アプリケーションにダウンロー
ドされたデータに対する応答を送信するのに必要な時間の長さから、前記応答を形成する
データを入力するのに前記ユーザが費やす時間の長さを判断して、これを前記取引データ
と共に前記データリポジトリーに記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求
項３０３に記載のシステム。
【請求項３０５】
前記データリポジトリーは、アカウントアプリケーション、注文処理アプリケーション、
又は、他の取引管理アプリケーションのうちの１つ又はそれ以上によりアクセス可能であ
ることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３０６】
前記データリポジトリーに送信されるいかなるデータも、前記データリポジトリーに送信
される前に暗号化されることを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３０７】
前記データリポジトリーに記憶されたいかなるデータも暗号化されることを特徴とする請
求項２７０に記載のシステム。
【請求項３０８】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３０９】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項２７０に記載の
システム。
【請求項３１０】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項３０９に記載のシステム。
【請求項３１１】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項３１０に記載のシステム。
【請求項３１２】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項２７０
に記載のシステム。
【請求項３１３】
前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
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特徴とする請求項３１２に記載のシステム。
【請求項３１４】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・
エクステンションであることを特徴とする請求項３１３に記載のシステム。
【請求項３１５】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３１６】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項３１５に記載のシステム。
【請求項３１７】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３１８】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項２７０に記載のシステム。
【請求項３１９】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特徴とする請求
項２７０に記載のシステム。
【請求項３２０】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数の
クライアントワークステーションと、
　前記クライアントワークステーションの各々から受信されたデータを記憶するための記
憶手段と、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション手段と、
　前記コンピュータネットワークを通じてクライアントワークステーションと第三者との
間で行われた取引の一部を含み得るデータの記録のための規則を規定するポリシーデータ
を記憶するためのポリシー記憶手段と、
　クライアントワークステーションと第三者との間で発生している取引の存在を識別する
ために前記発信データ及び前記着信データのうちの少なくとも一方を解析し、識別された
取引に関連する前記発信データ又は前記着信データの全部又は一部である取引データを前
記記憶手段に記憶させるための、前記ポリシーデータと協働して作動可能な解析手段と、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項３２１】
前記解析手段は、機密リンクが前記ネットワーク上で前記アプリケーション手段と遠隔サ
イトとの間でネゴシエートされたか否かを判断して、前記発信データ又は前記着信データ
が機密リンク上で送信された場合は、取引の存在を識別するように作動可能であることを
特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３２２】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は、非
「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」電子メールア
カウントのアドレスを規定し、前記解析手段は、非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト
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又は非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」電子メールアカウントに対して為された取引に関連するい
かなる取引データも前記記憶手段に記憶されないように、クライアントワークステーショ
ンと非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は電子メールアカウントとの間で識
別されたあらゆる取引を無視するように作動可能であることを特徴とする請求項３２１に
記載のシステム。
【請求項３２３】
前記解析手段は、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ロケーションのアドレスを規定する前記
ポリシーデータの前記規則を参照して、取引の存在を識別するように作動可能であること
を特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３２４】
前記解析手段は、クレジットカード番号を識別し、かつ、クレジットカード番号を前記発
信データ又は前記着信データ内で識別することにより取引の存在を識別するように作動可
能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３２５】
前記解析手段は、所定のデジタル証明書、アカウントコード、所定のキーワード、所定の
名前及びアドレス、及び、組込コードのうちの１つ又はそれ以上を規定する前記ポリシー
データの前記規則を参照して取引の存在を識別するように作動可能であることを特徴とす
る請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３２６】
前記解析手段は、取引データとして特定するために前記着信データに置かれた組込コード
をその着信データ内で識別するように作動可能であることを特徴とする請求項３２０に記
載のシステム。
【請求項３２７】
前記解析手段は、電子領収書を識別し、かつ、電子領収書を前記発信又は着信データ内で
識別することにより取引の存在を識別するように作動可能であることを特徴とする請求項
３２０に記載のシステム。
【請求項３２８】
前記解析手段は、前記解析手段による取引の存在の識別に続くその後の送信が送られる送
信先又は受信される送信の発信元のアドレス又は組織が、前記発信データが送られた送信
先又は受信された前記着信データの発信元であるアドレス又は組織、かつ、取引の存在が
識別されたアドレス又は組織と同じであることを条件として、前記解析手段による取引の
存在の識別に続くその後の前記発信データ又は前記着信データの所定数の送信を記録する
ように作動可能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３２９】
前記解析手段は、取引の性質の１つ又はそれ以上のインジケータを検出するように作動可
能であり、前記ポリシーデータの前記規則は、その特定された取引の性質に基づいて、前
記記憶手段に記録される前記発信データ及び前記着信データのその後の送信回数を規定す
ることを特徴とする請求項３２８に記載のシステム。
【請求項３３０】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記記憶手段に記憶される前記発信データ及び前記着信データのその後の送信回数を規定
することを特徴とする請求項３２８に記載のシステム。
【請求項３３１】
前記解析手段は、前記解析手段による取引の存在の識別に続くその後の送信が送られる送
信先又は受信される送信の発信元のアドレス又は組織が、前記発信データが送られた送信
先又は受信された前記着信データの発信元であるアドレス又は組織、かつ、取引の存在が
識別されたアドレス又は組織と同じであることを条件として、前記解析手段による取引の
存在の識別に続く所定の時間内に発生するその後の前記発信データ又は前記着信データの
全ての送信を記録するように作動可能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシス
テム。
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【請求項３３２】
前記解析手段は、取引の性質の１つ又はそれ以上のインジケータを検出するように作動可
能であり、前記ポリシーデータの前記規則は、その特定された取引の性質に基づいて、全
てのその後の前記発信データ及び前記着信データの送信が前記記憶手段に記録される期間
を規定することを特徴とする請求項３３１に記載のシステム。
【請求項３３３】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記発信データ及び前記着信データのその後の送信が前記記憶手段に記憶される期間を規
定することを特徴とする請求項３３１に記載のシステム。
【請求項３３４】
前記解析手段は、更に、前記発信データ又は前記着信データを解析することにより取引の
完了を識別して、前記解析手段が取引の存在を識別した後、かつ、前記解析手段が取引の
完了を識別する前に、前記アプリケーション手段が送信した前記発信データの全て又は一
部、及び、前記アプリケーション手段が受信した前記着信データの全て又は一部を前記記
憶手段に記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシステ
ム。
【請求項３３５】
前記解析手段は、前記解析手段が取引の完了を識別した後に前記アプリケーション手段が
送信した前記発信データ、及び、前記アプリケーション手段が受信した前記着信データ内
のその後の関連データを識別して、前記その後の関連データを既に識別された前記取引デ
ータと共に前記記憶手段に記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項３３
４に記載のシステム。
【請求項３３６】
前記解析手段は、既に識別された前記取引データと、前記解析手段が取引の完了を識別し
た後に前記アプリケーション手段が送信した前記発信データ及び前記アプリケーション手
段が受信した前記着信データとの両方から共通のインジケータを識別することにより、前
記その後の関連データを識別するように作動可能であり、前記共通のインジケータは、送
信される前記発信データの送信先又は受信される前記着信データの発信元のロケーション
のアドレス、送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着信データの発信元
のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコード、又は、参照番号のうちの１
つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項３３５に記載のシステム。
【請求項３３７】
前記アプリケーション手段は、前記アプリケーション手段のユーザが取引に関連する前記
発信データ及び前記着信データを表示することができるように作動可能であり、前記解析
手段は、そのように表示された前記発信データ及び前記着信データを識別するように作動
可能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３３８】
前記アプリケーション手段は、前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引
の一部であるかないかに関わりなく過去データとして前記ワークステーションの前記メモ
リに記憶するように作動可能であり、前記解析手段は、取引の存在が識別された場合、所
定量の過去データを前記ワークステーションの前記メモリに記憶された前記発信データ及
び前記着信データから検索して、前記過去データを前記取引データと共に前記記憶手段に
記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３３９】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、取引の存在を識別する前記インジケータに基づいて
検索される過去データの量を指定することを特徴とする請求項３３８に記載のシステム。
【請求項３４０】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記アプリケーション手段は、ウェブ
ブラウザであり、前記ウェブブラウザは、前記ウェブブラウザにより閲覧される各ウェブ
ページを過去データとしてメモリに記憶するように作動可能であることを特徴とする請求
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項３３８に記載のシステム。
【請求項３４１】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、取引の存在を識別する前記インジケータに基づいて
、メモリに以前に記憶されたものから検索されるウェブページの数を指定することを特徴
とする請求項３４０に記載のシステム。
【請求項３４２】
前記アプリケーション手段は、前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引
の一部であるかないかに関わりなく過去データとしてメモリに記憶するように作動可能で
あり、前記解析手段は、取引の存在が識別された場合、前記過去データから、既に特定さ
れた前記取引データに関連する以前の関係データを識別して、その以前の関係データを前
記取引データと共に前記記憶手段に記憶させるように作動可能であることを特徴とする請
求項３２０に記載のシステム。
【請求項３４３】
前記解析手段は、前記ワークステーションの前記メモリに以前に記憶された前記取引デー
タと前記発信データ及び前記着信データとの両方から共通のインジケータを識別すること
により、前記以前の関係データを前記過去データ内で識別するように作動可能であり、前
記共通のインジケータは、送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着信デ
ータの発信元のロケーションのアドレス、送信される前記発信データの送信先又は受信さ
れる前記着信データの発信元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコード
、又は、参照番号のうちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項３４２に記載
のシステム。
【請求項３４４】
前記アプリケーション手段は、前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引
の一部であるかないかに関わりなく過去データとしてメモリに記憶するように作動可能で
あり、更に、前記解析手段が取引の存在を識別した場合、前記アプリケーション手段のユ
ーザが以前の関係データを前記過去データから選択することができるように作動可能であ
り、ユーザにより選択された前記以前の関係データは、前記取引データと共に共通記憶手
段に記憶されることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３４５】
前記解析手段は、取引の存在を識別すると、前記発信及び着信データの内容を解析するこ
とにより前記取引の性質を判断するように作動可能であり、前記ポリシーデータの前記規
則は、前記解析手段により判断された前記取引の性質に基づいて前記取引データが前記記
憶手段に記憶される方法を規定し、前記取引データは、前記判断と前記ポリシーデータの
前記規則とに従って前記データベースに記憶されることを特徴とする請求項３２０に記載
のシステム。
【請求項３４６】
前記解析手段は、前記発信データ及び前記着信データから１つ又はそれ以上のインジケー
タを識別することにより、取引の性質を判断するように作動可能であり、前記インジケー
タは、前記ポリシーデータの前記規則内で規定されて、取引の一部であり得る前記データ
が送信される送信先か又はそれが受信されるその発信元のネットワークロケーションのア
ドレス、送信される前記取引データの送信先又は受信される前記取引データの発信元のネ
ットワークロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコード、参照番号、クレジ
ットカード番号、デジタル証明書、及び、所定のキーワードのうちの１つ又はそれ以上で
あることを特徴とする請求項３４５に記載のシステム。
【請求項３４７】
前記解析手段は、取引の存在が識別されると、その取引の性質の１つ又はそれ以上のイン
ジケータを識別するように作動可能であり、前記取引データは、記録を形成するためにそ
れが前記１つ又はそれ以上のインジケータによってまとめられるように前記記憶手段に記
憶されることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３４８】



(37) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

前記ポリシーデータの前記規則は、取引の性質に対する前記１つ又はそれ以上のインジケ
ータを規定し、前記インジケータは、送信される前記取引データの送信先又は受信される
前記取引データの発信元のロケーションのアドレス、送信される前記取引データの送信先
又は受信される前記取引データの発信元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウ
ントコード、参照番号、クレジットカード番号、デジタル証明書、及び、所定のキーワー
ドのうちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項３４７に記載のシステム。
【請求項３４９】
前記解析手段は、取引を完了するのに必要な時間の長さを判断して、これを前記取引デー
タと共に前記記憶手段に記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項３２０
に記載のシステム。
【請求項３５０】
前記解析手段は、取引を完了するために行われたキーストローク又はマウスクリックの数
を判断して、これを前記取引データと共に前記記憶手段に記憶させるように作動可能であ
ることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３５１】
前記解析手段は、前記取引中にデータが前記アプリケーション手段にダウンロードされる
のを待つ間に費やされた時間の長さを判断して、これを前記取引データと共に前記記憶手
段に記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３５２】
前記解析手段は、ウェブサーバが前記アプリケーション手段から送られた発信メッセージ
に応答するのに必要な時間の長さを判断して、これを前記記憶手段に記憶させるように作
動可能であることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３５３】
前記解析手段は、前記アプリケーション手段のユーザが前記取引中に前記アプリケーショ
ン手段にダウンロードされたデータに対する応答を送信するのに必要な時間の長さを判断
して、これを前記取引データと共に前記記憶手段に記憶させるように作動可能であること
を特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３５４】
前記解析手段は、前記アプリケーション手段のユーザが前記アプリケーション手段にダウ
ンロードされたデータに対する応答を送信するのに必要な時間の長さから、前記応答を形
成するデータを入力するのに前記ユーザが費やす時間の長さを判断して、これを前記取引
データと共に前記記憶手段に記憶させるように作動可能であることを特徴とする請求項３
５３に記載のシステム。
【請求項３５５】
前記記憶手段は、アカウントアプリケーション、注文処理アプリケーション、又は、他の
取引管理アプリケーションのうちの１つ又はそれ以上によりアクセス可能であることを特
徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３５６】
前記記憶手段に送信されるいかなるデータも、前記記憶手段に送信される前に暗号化され
ることを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３５７】
前記記憶手段に記憶されたいかなるデータも暗号化されることを特徴とする請求項３２０
に記載のシステム。
【請求項３５８】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３５９】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項３２０に記載の
システム。
【請求項３６０】
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前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項３５９に記載のシステム。
【請求項３６１】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項３６０に記載のシステム。
【請求項３６２】
前記アプリケーション手段は、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項３
２０に記載のシステム。
【請求項３６３】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項３６２に記載のシステム。
【請求項３６４】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・エ
クステンションであることを特徴とする請求項３６３に記載のシステム。
【請求項３６５】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３６６】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項３６５に記載のシステム。
【請求項３６７】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３６８】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項３２０に記載のシステム。
【請求項３６９】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特徴とする請求
項３２０に記載のシステム。
【請求項３７０】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数の
クライアントワークステーションを設ける段階と、
　前記クライアントワークステーションの各々からデータを受信するように構成されたデ
ータリポジトリーを設ける段階と、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションを設ける段階
と、
　前記コンピュータネットワークを通じてクライアントワークステーションと第三者との
間で行われた取引の一部を含み得るデータの記録のための規則を規定するポリシーデータ
を準備する段階と、
　前記ポリシーデータの前記規則を参照してクライアントワークステーションと第三者と
の間で発生している取引の存在を識別するために、前記発信データ及び前記着信データの



(39) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

うちの少なくとも一方を解析する段階と、
　識別された取引に関連する前記発信データ又は前記着信データの全部又は一部である取
引データを前記データリポジトリーに記憶する段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項３７１】
前記解析する段階において、前記ネットワーク上で機密リンクが前記アプリケーションと
遠隔サイトとの間でネゴシエートされたか否かを判断することにより、及び、前記発信デ
ータ又は前記着信データがそのリンク上で送信されるか否かを判断することにより、取引
の存在が識別されることを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３７２】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は、非
「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」電子メールア
カウントのアドレスを規定し、
　前記解析する段階は、非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト又は非「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」電子メールアカウントに対して為された取引に関連するいかなる取引データも前記
データリポジトリーに記憶されないように、クライアントワークステーションと非「ｅＣ
ｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は電子メールアカウントとの間で識別されたあら
ゆる取引を無視する段階を含む、
　ことを特徴とする請求項３７１に記載の方法。
【請求項３７３】
前記解析する段階は、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ロケーションのアドレスを規定する
前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引の存在を識別する段階を含むことを特徴と
する請求項３７０に記載の方法。
【請求項３７４】
前記解析する段階は、クレジットカード番号を識別する段階を含み、取引の存在は、クレ
ジットカード番号を前記発信データ又は前記着信データ内で識別することにより特定され
ることを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３７５】
前記解析する段階において、取引の存在は、所定のデジタル証明書、アカウントコード、
所定のキーワード、所定の名前及びアドレス、及び、組込コードのうちの１つ又はそれ以
上を規定する前記ポリシーデータの前記規則を参照して識別されることを特徴とする請求
項３７０に記載の方法。
【請求項３７６】
前記解析する段階は、取引データとして識別するために前記着信データに置かれた組込コ
ードをその着信データから検出する段階を含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方
法。
【請求項３７７】
前記解析する段階において、取引の存在は、電子領収書を前記発信又は着信データ内で識
別することにより特定されることを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３７８】
前記解析する段階での取引の存在の識別に続くその後の送信が送られる送信先又は受信さ
れる送信の発信元のアドレス又は組織が、前記発信データが送られた送信先又は受信され
た前記着信データの発信元であるアドレス又は組織、かつ、取引の存在が識別されたアド
レス又は組織と同じであることを条件として、前記解析する段階での取引の存在の識別に
続くその後の前記発信データ又は前記着信データの所定数の送信を記録する段階を更に含
むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３７９】
前記解析する段階は、取引の性質の１つ又はそれ以上のインジケータを検出する段階を含
み、前記ポリシーデータの前記規則は、その特定された取引の性質に基づいて、前記デー
タリポジトリーに記録される前記発信データ及び前記着信データのその後の送信回数を規
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定することを特徴とする請求項３７８に記載の方法。
【請求項３８０】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記データリポジトリーに記憶される前記発信データ及び前記着信データのその後の送信
回数を規定することを特徴とする請求項３７８に記載の方法。
【請求項３８１】
前記解析する段階での取引の存在の識別に続くその後の送信が送られる送信先又は受信さ
れる送信の発信元のアドレス又は組織が、前記発信データが送られた送信先又は受信され
た前記着信データの発信元であるアドレス又は組織、かつ、取引の存在が識別されたアド
レス又は組織と同じであることを条件として、前記解析する段階での取引の存在の識別に
続く所定の時間内に発生するその後の前記発信データ又は前記着信データの全ての送信を
記録する段階を更に含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３８２】
前記解析する段階は、取引の性質の１つ又はそれ以上のインジケータを検出する段階を含
み、前記ポリシーデータの前記規則は、その特定された取引の性質に基づいて、全てのそ
の後の前記発信データ及び前記着信データの送信が前記データリポジトリーに記録される
期間を規定することを特徴とする請求項３８１に記載の方法。
【請求項３８３】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記発信データ及び前記着信データのその後の送信が前記データリポジトリーに記憶され
る期間を規定することを特徴とする請求項３８１に記載の方法。
【請求項３８４】
前記解析する段階は、前記発信データ又は前記着信データを解析することにより取引の完
了を識別する段階を含み、前記記憶する段階は、取引の存在が識別された後、かつ、取引
の完了が識別される前に前記アプリケーションが送信した前記発信データの全て又は一部
と前記アプリケーションが受信した前記着信データの全て又は一部とを前記データリポジ
トリーに記憶する段階を含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３８５】
前記解析する段階は、取引の完了後に前記アプリケーションが送信した前記発信データと
前記アプリケーションが受信した前記着信データとに含まれるその後の関連データを識別
する段階を含み、前記記憶する段階は、既に特定された前記取引データと共に前記その後
の関連データを前記データリポジトリーに記憶する段階を含むことを特徴とする請求項３
８４に記載の方法。
【請求項３８６】
前記解析する段階は、既に特定された前記取引データと、取引の完了が識別された後に前
記アプリケーションが送信した前記発信データ及び前記アプリケーションが受信した前記
着信データとの両方から共通のインジケータを識別することにより、前記その後の関連デ
ータを識別する段階を含み、　前記共通のインジケータは、送信される前記発信データの
送信先又は受信される前記着信データの発信元のロケーションのアドレス、送信される前
記発信データの送信先又は受信される前記着信データの発信元のロケーションまでのデー
タ経路の一部、アカウントコード、又は、参照番号のうちの１つ又はそれ以上である、
　ことを特徴とする請求項３８５に記載の方法。
【請求項３８７】
前記アプリケーションは、前記アプリケーションのユーザが取引に関連する前記発信デー
タ及び前記着信データを表示することができるように作動可能であり、前記解析する段階
は、表示された発信及び着信データを識別する段階を含むことを特徴とする請求項３７０
に記載の方法。
【請求項３８８】
前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引の一部であるかないかに関わり
なく過去データとして前記ワークステーションの前記メモリに記憶する段階を更に含み、
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前記解析する段階は、取引の存在が識別された場合、前記ワークステーションの前記メモ
リに記憶された前記発信データ及び前記着信データから所定量の過去データを検索する段
階を含み、前記記憶する段階は、前記過去データを前記取引データと共に前記データリポ
ジトリーに記憶する段階を含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３８９】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、取引の存在を識別する前記インジケータに基づいて
、検索される過去データの量を指定することを特徴とする請求項３７８に記載の方法。
【請求項３９０】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記アプリケーションは、ウェブブラ
ウザであり、前記ウェブブラウザは、そのウェブブラウザにより閲覧される各ウェブペー
ジを過去データとしてメモリに記憶するように作動可能であることを特徴とする請求項３
８８に記載の方法。
【請求項３９１】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を識別する前記インジケータに基づいて、
メモリに以前に記憶されたものから検索されるウェブページの数を指定することを特徴と
する請求項３９０に記載の方法。
【請求項３９２】
前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引の一部であるかないかに関わり
なく過去データとしてメモリに記憶する段階を更に含み、前記解析する段階は、既に特定
された前記取引データに関連する以前の関係データを前記過去データ内で識別する段階を
含み、前記記憶する段階は、前記以前の関係データを前記取引データと共に前記データリ
ポジトリーに記憶する段階を含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３９３】
前記解析する段階は、前記取引データと前記過去データとの両方から共通のインジケータ
を特定することにより、前記以前の関係データを前記過去データ内で識別する段階を含み
、前記共通のインジケータは、送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着
信データの発信元のロケーションのアドレス、送信される前記発信データの送信先又は受
信される前記着信データの発信元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコ
ード、又は、参照番号のうちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項３９２に
記載の方法。
【請求項３９４】
前記発信データ及び前記着信データの全てを、それが取引の一部であるかないかに関わり
なく過去データとしてメモリに記憶する段階と、
　取引の存在が識別された場合は、前記アプリケーションのユーザに、以前の関係データ
を前記過去データから選択するためのセレクタを準備する段階と、
　を更に含み、
　前記記憶する段階は、前記ユーザが選択した前記以前の関係データを前記取引データと
共に前記データリポジトリーに記憶する段階を含む、
　ことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３９５】
前記解析する段階は、取引の存在が識別されると、前記発信及び着信データの内容を解析
することにより前記取引の性質を判断する段階を含み、前記ポリシーデータの前記規則は
、前記解析する段階において判断された前記取引の性質に基づいて前記取引データが前記
データリポジトリーに記憶される方法を規定し、前記取引データは、前記判断と前記ポリ
シーデータの前記規則とに従って前記データベースに記憶されることを特徴とする請求項
３７０に記載の方法。
【請求項３９６】
前記解析する段階は、前記発信データ及び前記着信データから１つ又はそれ以上のインジ
ケータを識別することにより取引の性質を判断する段階を含み、前記インジケータは、前
記ポリシーデータの前記規則内で規定されて、取引の一部であり得る前記データが送信さ
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れる送信先か又はそれが受信されるその発信元のネットワークロケーションのアドレス、
送信される前記取引データの送信先又は受信される前記取引データの発信元のネットワー
クロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコード、参照番号、クレジットカー
ド番号、デジタル証明書、及び、所定のキーワードのうちの１つ又はそれ以上であること
を特徴とする請求項３９５に記載の方法。
【請求項３９７】
前記解析する段階は、取引の存在が特定された状態で、前記取引の性質の１つ又はそれ以
上のインジケータを識別する段階を含み、前記記憶する段階は、前記１つ又はそれ以上の
インジケータにより、前記データリポジトリーに記憶された取引データをそれが記録を形
成するように構成する段階を含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項３９８】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の性質の前記１つ又はそれ以上のインジケータを
規定し、前記インジケータは、送信される前記取引データの送信先又は受信される前記取
引データの発信元のロケーションのアドレス、送信される前記取引データの送信先又は受
信される前記取引データの発信元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコ
ード、参照番号、クレジットカード番号、デジタル証明書、及び、所定のキーワードのう
ちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項３９７に記載の方法。
【請求項３９９】
前記解析する段階は、取引を完了するのに必要な時間の長さを判断する段階と、それを前
記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させる段階とを含むことを特徴とする
請求項３７０に記載の方法。
【請求項４００】
前記解析する段階は、取引を完了するために行われたキーストローク又はマウスクリック
の数を判断する段階と、それを前記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させ
る段階とを含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４０１】
前記解析する段階は、前記取引中にデータが前記アプリケーションにダウンロードされる
のを待つ間に費やされた時間の長さを判断する段階と、それを前記取引データと共に前記
データリポジトリーに記憶させる段階とを含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方
法。
【請求項４０２】
前記解析する段階は、ウェブサーバが前記アプリケーションから送られた発信メッセージ
に応答するのに必要な時間の長さを判断する段階と、それを前記データリポジトリーに記
憶させる段階とを含むことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４０３】
前記解析する段階は、前記アプリケーションのユーザが前記取引中に前記アプリケーショ
ンにダウンロードされたデータに対する応答を送信するのに必要な時間の長さを判断する
段階と、それを前記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させる段階とを含む
ことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４０４】
前記解析する段階は、前記アプリケーションのユーザが前記アプリケーションにダウンロ
ードされたデータに対する応答を送信するのに必要な時間の長さから、前記応答を形成す
るデータを前記ユーザが入力するのに費やす時間の長さを判断する段階と、それを前記取
引データと共に前記データリポジトリーに記憶させる段階とを含むことを特徴とする請求
項３７０に記載の方法。
【請求項４０５】
前記データリポジトリーは、アカウントアプリケーション、注文処理アプリケーション、
又は、他の取引管理アプリケーションのうちの１つ又はそれ以上によりアクセス可能であ
ることを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４０６】
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前記解析する段階において識別されたあらゆる関係データを、それが前記データリポジト
リーに記憶される前に暗号化する段階を更に含むことを特徴とする請求項３７０に記載の
方法。
【請求項４０７】
前記データリポジトリーに記憶されたデータを暗号化する段階を更に含むことを特徴とす
る請求項３７０に記載の方法。
【請求項４０８】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々で実行されるこ
とを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４０９】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項３７０に記載の
方法。
【請求項４１０】
前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールにより実行されるこ
とを特徴とする請求項４０９に記載の方法。
【請求項４１１】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項４１０に記載の方法。
【請求項４１２】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項３７０
に記載の方法。
【請求項４１３】
前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールにより実行
されることを特徴とする請求項４１２に記載の方法。
【請求項４１４】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項４１３に記載の方法。
【請求項４１５】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４１６】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項４１５に記載の方法。
【請求項４１７】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワーク
ステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、
前記サーバで実行されることを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４１８】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項３７０に記載の方法。
【請求項４１９】
スーパバイザ・ワークステーションを設ける段階を更に含み、前記ポリシーデータは、前
記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することがで
きるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特
徴とする請求項３７０に記載の方法。
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【請求項４２０】
複数のコンピュータからのデータと、公衆ネットワークを通じて私設ネットワーク内のコ
ンピュータと第三者との間で行われた取引の一部を含み得るデータの記録のための規則を
規定するポリシーデータとを受信するように構成されたデータリポジトリーを有する私設
ネットワークにおける複数のコンピュータを、情報を管理するように制御するためのコン
ピュータプログラム製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータにより読取可能な記録媒体、
　を含み、
　前記プログラムコードは、複数のコンピュータの各々で実行された時に、
　発信データを公衆ネットワークに送信して着信データを公衆ネットワークから受信する
ように作動可能な前記コンピュータ上で実行されているアプリケーションと協働して、前
記コンピュータと第三者との間で発生している取引の存在をポリシーデータの規則を参照
して識別するために、前記発信データ及び前記着信データのうちの少なくとも一方を解析
し、かつ
　識別された取引に関連する前記発信データ又は前記着信データの全て又は一部である取
引データをデータリポジトリーに記憶するように前記コンピュータを制御する、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項４２１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、機密リンクが前記公衆ネ
ットワーク上で前記アプリケーションと遠隔サイトとの間でネゴシエートされたか否か、
及び、前記発信データ又は前記着信データがそのリンク上で送信されるか否かを判断する
ことにより、取引の存在を識別するように作動可能であることを特徴とする請求項４２０
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４２２】
前記公衆ネットワークは「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は、
非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」電子メール
アカウントのアドレスを規定し、
　前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、非「ｅＣｏｍｍｅｒｃ
ｅ」ウェブサイト又は非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」電子メールアカウントに対して為された
取引に関連するいかなる取引データも前記データリポジトリーに記憶されないように、前
記コンピュータと非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び／又は電子メールアカウン
トとの間で識別されたあらゆる取引を無視するように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項４２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４２３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」ロケーションのアドレスを規定する前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引
の存在を識別するように作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項４２４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、クレジットカード番号を
識別するように作動可能であり、取引の存在は、前記発信データ又は前記着信データ内で
クレジットカード番号を識別することにより特定されることを特徴とする請求項４２０に
記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４２５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、所定のデジタル証明書、
アカウントコード、所定のキーワード、所定の名前及びアドレス、及び、組込コードのう
ちの１つ又はそれ以上を規定する前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引の存在を
識別するように作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
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【請求項４２６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引データとして識別す
るために前記着信データに置かれた組込コードをその着信データ内で識別するように作動
可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４２７】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、電子領収書を前記発信又
は着信データ内で識別することにより取引の存在を識別するように作動可能であることを
特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４２８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の存在の識別に続く
その後の送信が送られる送信先又は受信される送信の発信元のアドレス又は組織が、前記
発信データが送られた送信先又は受信された前記着信データの発信元であるアドレス又は
組織、かつ、取引の存在が識別されたアドレス又は組織と同じであることを条件として、
取引の存在の識別に続くその後の前記発信データ又は前記着信データの所定数の送信を記
録するために前記コンピュータを制御するように更に作動可能であることを特徴とする請
求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４２９】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の性質の１つ又はそ
れ以上のインジケータを検出するように作動可能であり、前記ポリシーデータの前記規則
は、その特定された取引の性質に基づいて、前記データリポジトリーに記録される前記発
信データ及び前記着信データのその後の送信回数を規定することを特徴とする請求項４２
８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３０】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記データリポジトリーに記憶される前記発信データ及び前記着信データのその後の送信
回数を規定することを特徴とする請求項４２８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の存在の識別に続く
その後の送信が送られる送信先又は受信される送信の発信元のアドレス又は組織が、前記
発信データが送られた送信先又は受信された前記着信データの発信元であるアドレス又は
組織、かつ、取引の存在が識別されたアドレス又は組織と同じであることを条件として、
取引の存在の識別に続く所定の時間内に発生するその後の前記発信データ又は前記着信デ
ータの全ての送信を記録するために前記コンピュータを制御するように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の性質の１つ又はそ
れ以上のインジケータを検出するように作動可能であり、前記ポリシーデータの前記規則
は、その特定された取引の性質に基づいて、全てのその後の前記発信データ及び前記着信
データの送信が前記データリポジトリーに記録される期間を規定することを特徴とする請
求項４３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３３】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を特定した前記インジケータに基づいて、
前記発信データ及び前記着信データのその後の送信が前記データリポジトリーに記憶され
る期間を規定することを特徴とする請求項４３１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の完了を識別するよ
うに作動可能であり、取引の存在が識別された後、かつ、取引の完了が識別される前に、
前記アプリケーションが送信した前記発信データの全て又は一部と前記アプリケーション
が受信した前記着信データの全て又は一部とを前記データリポジトリーに記憶するために
前記コンピュータを制御するように作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載
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のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の完了後に前記アプ
リケーションが送信した前記発信データ及び前記アプリケーションが受信した前記着信デ
ータ内でその後の関連データを識別して、既に特定された前記取引データと共に前記その
後の関連データを前記データリポジトリーに記憶するために前記コンピュータを制御する
ように作動可能であることを特徴とする請求項４３４に記載のコンピュータプログラム製
品。
【請求項４３６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、既に識別された前記取引
データと、取引の完了が識別された後に前記アプリケーションが送信した前記発信データ
及び前記アプリケーションが受信した前記着信データとの両方から共通のインジケータを
識別することにより、前記その後の関連データを識別するように作動可能であり、
　前記共通のインジケータは、送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着
信データの発信元のロケーションのアドレス、送信される前記発信データの送信先又は受
信される前記着信データの発信元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコ
ード、又は、参照番号のうちの１つ又はそれ以上である、
　ことを特徴とする請求項４３５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３７】
前記アプリケーションは、前記アプリケーションのユーザが取引に関連する前記発信デー
タ及び前記着信データを表示することができるように作動可能であり、前記コンピュータ
上で実行された時の前記プログラムコードは、そのように表示された前記発信データ及び
前記着信データを識別するように作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項４３８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記発信データ及び前記
着信データの全てをそれが取引の一部であるかないかに関わりなく過去データとしてメモ
リに記憶し、取引の存在が識別された場合は、所定量の過去データをメモリに記憶された
前記発信データ及び前記着信データから検索し、前記過去データを前記取引データと共に
前記データリポジトリーに記憶するために前記コンピュータを制御するように作動可能で
あることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４３９】
前記ポリシーデータ内の前記規則は、取引の存在を識別するインジケータに基づいて、検
索される過去データの量を指定することを特徴とする請求項４３８に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項４４０】
前記公衆ネットワークは、「インターネット」であり、前記アプリケーションは、ウェブ
ブラウザであり、前記ウェブブラウザは、そのウェブブラウザにより閲覧される各ウェブ
ページをメモリに過去データとして記憶するように作動可能であることを特徴とする請求
項４３８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４１】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の存在を識別するインジケータに基づいて、メモ
リに以前に記憶されたものから検索されるウェブページの数を指定することを特徴とする
請求項４４０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記発信データ及び前記
着信データの全てをそれが取引の一部であるかないかに関わりなく過去データとしてメモ
リに記憶し、既に特定された前記取引データに関連する以前の関係データを前記過去デー
タ内で識別し、前記以前の関係データを前記取引データと共に前記データリポジトリーに
記憶するために前記コンピュータを制御するように更に作動可能であることを特徴とする
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請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記取引データ及び前記
過去データの両方から共通のインジケータを識別することにより、前記以前の関係データ
を前記過去データ内で特定するように更に作動可能であり、前記共通のインジケータは、
送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着信データの発信元のロケーショ
ンのアドレス、送信される前記発信データの送信先又は受信される前記着信データの発信
元のロケーションまでのデータ経路の一部、アカウントコード、又は、参照番号のうちの
１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項４４２に記載のコンピュータプログラム
製品。
【請求項４４４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記発信データ及び前記
着信データの全てを、それが取引の一部であるかないかに関わりなく過去データとしてメ
モリに記憶するために前記コンピュータを制御するように更に作動可能であり、
　ユーザからの入力に応答して以前の関係データを前記過去データから選択するように作
動可能な、前記記録媒体上に記録されたセレクタを更に含み、
　前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ユーザにより選択
された前記以前の関係データを前記取引データと共に前記共通データリポジトリーに記憶
するために前記コンピュータを制御するように更に作動可能である、
　ことを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の存在が識別された
状態で、前記発信及び着信データの内容を解析することにより前記取引の性質を判断する
ように作動可能であり、
　前記ポリシーデータの前記規則は、判断された前記取引の性質に基づいて、前記取引デ
ータが前記データリポジトリーに記憶される方法を規定し、前記取引データは、前記判断
と前記ポリシーデータの前記規則とに従って前記データベースに記憶される、
　ことを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記発信データ及び前記
着信データから１つ又はそれ以上のインジケータを識別することにより、取引の性質を判
断するように更に作動可能であり、前記インジケータは、前記ポリシーデータの前記規則
内で規定されて、取引の一部であり得る前記データが送信される送信先又はそれが受信さ
れるその発信元の公衆ネットワークロケーションのアドレス、送信される前記取引データ
の送信先又は受信される前記取引データの発信元の公衆ネットワークロケーションまでの
データ経路の一部、アカウントコード、参照番号、クレジットカード番号、デジタル証明
書、及び、所定のキーワードのうちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項４
４５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４７】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の存在が識別された
状態で、前記取引の性質の１つ又はそれ以上のインジケータを識別して、前記取引データ
の記憶をそれが記録を形成するように前記１つ又はそれ以上のインジケータによって構成
するために前記コンピュータを制御するように更に作動可能であることを特徴とする請求
項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４８】
前記ポリシーデータの前記規則は、取引の性質の前記１つ又はそれ以上のインジケータを
規定し、前記インジケータは、送信される前記取引データの送信先又は受信される前記取
引データの発信元の公衆ロケーションのアドレス、送信される前記取引データの送信先又
は受信される前記取引データの発信元の公衆ロケーションまでのデータ経路の一部、アカ
ウントコード、参照番号、クレジットカード番号、デジタル証明書、及び、所定のキーワ



(48) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

ードのうちの１つ又はそれ以上であることを特徴とする請求項４４７に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項４４９】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引を完了するのに必要
な時間の長さを判断して、これを前記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶さ
せるように更に作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項４５０】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引を完了するために行
われたキーストローク又はマウスクリックの数を判断して、これを前記取引データと共に
前記データリポジトリーに記憶させるように更に作動可能であることを特徴とする請求項
４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４５１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記取引中にデータが前
記アプリケーションにダウンロードされるのを待つ間に費やされた時間の長さを判断して
、これを前記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させるように更に作動可能
であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４５２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、ウェブサーバが前記アプ
リケーションから送られた発信メッセージに応答するのに必要な時間の長さを判断して、
これを前記データリポジトリーに記憶させるように更に作動可能であることを特徴とする
請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４５３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記アプリケーションの
ユーザが前記取引中に前記アプリケーションにダウンロードされたデータに対する応答を
送信するのに必要な時間の長さを判断して、これを前記取引データと共に前記データリポ
ジトリーに記憶させるように更に作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項４５４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記アプリケーションの
ユーザが前記アプリケーションにダウンロードされたデータに対する応答を送信するのに
必要な時間の長さから、前記ユーザが前記応答を形成するデータを入力するのに費やす時
間の長さを判断して、これを前記取引データと共に前記データリポジトリーに記憶させる
ように更に作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
【請求項４５５】
前記データリポジトリーは、アカウントアプリケーション、注文処理アプリケーション、
又は、他の取引管理アプリケーションのうちの１つ又はそれ以上によりアクセス可能であ
ることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４５６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、識別されたいかなる関係
データも、それが前記データリポジトリーに記憶される前に暗号化されるように更に作動
可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４５７】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記データリポジトリー
に記憶されたいかなる関係データも暗号化されるように更に作動可能であることを特徴と
する請求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４５８】
前記プログラムコードは、前記コンピュータの各々で実行可能であることを特徴とする請
求項４２０に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項４５９】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項４２０に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項４６０】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項４５９に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項４６１】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項４６０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４６２】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項４２０
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４６３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項４６２に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項４６４】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項４６３に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項４６５】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項４６６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項４６５に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項４６７】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記１つ又はそれ以上のワ
ークステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか
、又は、前記サーバで実行可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項４６８】
前記複数のコンピュータにおけるコンピュータ上で実行された時に、そのコンピュータを
スーパバイザ・ワークステーションとして有効化する、前記記録媒体上に記憶されたプロ
グラムコードを更に含み、前記スーパバイザ・ワークステーションは、前記データリポジ
トリーにアクセスすることができ、前記データリポジトリーに記憶された前記関係データ
を閲覧するように作動可能であることを特徴とする請求項４２０に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
【請求項４６９】
前記ポリシーデータは、前記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシー
データを編集することができるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによりア
クセス可能であることを特徴とする請求項４６８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４７０】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
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ための、各ワークステーションの前記メモリ内に記憶されたアプリケーションと、
　取引の一部であり得る発信データの送信の規則を含むポリシーデータと、
　取引の一部であり得る取引データを少なくとも前記発信データ内で識別し、前記取引デ
ータの送信が前記規則を満足すると考えられるか否かに関して前記ポリシーデータの前記
規則に従って判断するように、前記ポリシーデータと協働して作動可能なアナライザと、
　を含み、
　前記アプリケーションによる前記取引データの送信は、前記アナライザにより為された
前記判断に依存する、
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項４７１】
前記アナライザにより為された前記判断に従って、前記取引データは、送信されるか、送
信されないか、又は、前記取引データを送信すべきか否かを判断する承認者に送られるこ
とを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４７２】
取引の一部であり得る前記データの送信を行うことができるか否かを決断する１人又はそ
れ以上の承認者、
　を更に含み、
　前記アナライザは、取引の一部であり得る前記データ内で承認を必要とするデータを識
別して、承認を必要とする前記データを前記１人又はそれ以上の承認者のうちの１人に委
ねるように作動可能であり、
　承認を必要とする前記データの送信は、前記１人又はそれ以上の承認者の決断に依存す
る、
　ことを特徴とする請求項４７１に記載のシステム。
【請求項４７３】
前記アナライザは、前記取引データの性質を判断することにより、及び、前記取引データ
のその判断された性質に基づいて承認が必要か否かを規定する前記ポリシーデータの前記
規則を検査することにより、承認を必要とする前記取引データを識別するように作動可能
であることを特徴とする請求項４７２に記載のシステム。
【請求項４７４】
前記アナライザは、前記データの送信者の身元、前記データの意図された受信者の身元、
前記データが送信される発信元のワークステーション、取引が行われる合計金額、及び、
取引が行われるアカウントのうちの少なくとも１つを識別することにより、前記取引デー
タの性質を判断するように作動可能であることを特徴とする請求項４７２に記載のシステ
ム。
【請求項４７５】
前記アナライザと協働して作動可能な、取引データを記録するためのレコーダを含み、
　前記１人又はそれ以上の承認者が承認を与えるか否かを決断する時、承認を必要とする
データを含む前記取引データの全てを閲覧することができるように、前記１人又はそれ以
上の承認者は、前記レコーダにより記憶された前記取引データにアクセスすることができ
る、
　ことを特徴とする請求項４７２に記載のシステム。
【請求項４７６】
前記アナライザは、承認を必要とする前記取引データの性質を判断し、その判断に基づい
て前記１人又はそれ以上の承認者のうちの前記１人を選択するように作動可能であること
を特徴とする請求項４７２に記載のシステム。
【請求項４７７】
前記アナライザは、前記データの送信者の身元、前記データの意図された受信者の身元、
前記データが送信される発信元のワークステーション、取引が行われる合計金額、及び、
取引が行われるアカウントのうちの少なくとも１つを識別することにより、承認を必要と
する前記取引データの性質を判断するように作動可能であることを特徴とする請求項４７
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６に記載のシステム。
【請求項４７８】
前記アナライザは、機密リンクが前記ネットワーク上で前記アプリケーションと遠隔サイ
トとの間でネゴシエートされたか否かを判断して、データが機密リンク上で送信される場
合は、前記発信データ又は前記着信データを取引データとして識別するように作動可能で
あることを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４７９】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は、デ
ータの送信に関して機密リンクをネゴシエートするが、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」サイト又
はアカウントではないことが公知のウェブサイト又は電子メールアカウントのアドレスを
規定し、前記アナライザは、いかなる承認も必要でないように、それらのウェブサイト又
はアカウントに送信された前記発信データ又はそれらのウェブサイト又はアカウントから
受信された前記着信データを無視するように作動可能であることを特徴とする請求項４７
８に記載のシステム。
【請求項４８０】
前記アナライザは、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び電子メールアカウン
トのアドレスを規定する前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引データを識別する
ように作動可能であることを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４８１】
前記アナライザは、クレジットカード番号を前記発信データ又は前記着信データ内で識別
して、クレジットカード番号を含む発信データ又は着信データを取引データとして識別す
るように作動可能であることを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４８２】
前記ポリシーデータは、決して送信することができない所定のクレジットカード番号を指
定することを特徴とする請求項４８１に記載のシステム。
【請求項４８３】
前記アナライザは、前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引データを識別するよう
に作動可能であり、前記ポリシーデータの前記規則は、所定のデジタル証明書、アカウン
トコード、所定のキーワード、所定の名前及びアドレス、及び、組込コードのうちの１つ
又はそれ以上を規定することを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４８４】
前記アナライザは、前記着信データを取引データとしてマークするために前記着信データ
に置かれた組込コードをその着信データ内で識別するように作動可能であることを特徴と
する請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４８５】
前記アプリケーションは、前記アプリケーションのユーザが取引の一部である前記発信デ
ータ及び前記着信データを表示することができるように作動可能であり、前記アナライザ
は、そのように表示された前記発信データ及び前記着信データを識別するように作動可能
であることを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４８６】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４８７】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項４７０に記載の
システム。
【請求項４８８】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項４８７に記載のシステム。
【請求項４８９】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
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、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項４８８に記載のシステム。
【請求項４９０】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項４７０
に記載のシステム。
【請求項４９１】
前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
特徴とする請求項４９０に記載のシステム。
【請求項４９２】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・
エクステンションであることを特徴とする請求項４９１に記載のシステム。
【請求項４９３】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４９４】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項４９３に記載のシステム。
【請求項４９５】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４９６】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項４７０に記載のシステム。
【請求項４９７】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特徴とする請求
項４７０に記載のシステム。
【請求項４９８】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリ内に記憶されたアプリケーション手段と、
　取引の一部であり得る発信データの送信に関する規則を含むポリシーデータを記憶する
ためのポリシー記憶手段と、
　取引の一部であり得る取引データを少なくとも前記発信データ内で識別し、前記取引デ
ータの送信が前記規則を満足すると考えられるか否かに関して前記ポリシーデータの前記
規則に従って判断するための、前記ポリシーデータと協働して作動可能な解析手段と、
　を含み、
　前記アプリケーション手段による前記取引データの送信は、前記解析手段により為され
た前記判断に依存する、
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項４９９】
前記解析手段により為された前記判断に従って、前記取引データは、送信されるか、送信
されないか、又は、前記取引データを送信すべきか否かを判断する承認者に送られること
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を特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５００】
取引の一部であり得る前記データの送信を行うことができるか否かを決断する１人又はそ
れ以上の承認者、
　を更に含み、
　前記解析手段は、取引の一部であり得る前記データ内で承認を必要とするデータを識別
して、承認を必要とする前記データを前記１人又はそれ以上の承認者のうちの１人に委ね
るように作動可能であり、
　承認を必要とする前記データの送信は、前記１人又はそれ以上の承認者の決断に依存す
る、
　ことを特徴とする請求項４９９に記載のシステム。
【請求項５０１】
前記解析手段は、前記取引データの性質を判断することにより、及び、前記取引データの
その判断された性質に基づいて承認が必要か否かを規定する前記ポリシーデータの前記規
則を検査することにより、承認を必要とする前記取引データを識別するように作動可能で
あることを特徴とする請求項５００に記載のシステム。
【請求項５０２】
前記解析手段は、前記データの送信者の身元、前記データの意図された受信者の身元、前
記データが送信される発信元のワークステーション、取引が行われる合計金額、及び、取
引が行われるアカウントのうちの少なくとも１つを識別することにより、前記取引データ
の性質を判断するように作動可能であることを特徴とする請求項５００に記載のシステム
。
【請求項５０３】
前記解析手段と協働して作動可能な、取引データを記録するためのレコーダを含み、
　前記１人又はそれ以上の承認者が承認を与えるか否かを決断する時、承認を必要とする
データを含む前記取引データの全てを閲覧することができるように、前記１人又はそれ以
上の承認者は、前記レコーダにより記憶された前記取引データにアクセスすることができ
る、
　ことを特徴とする請求項５００に記載のシステム。
【請求項５０４】
前記解析手段は、承認を必要とする前記取引データの性質を判断し、その判断に基づいて
前記１人又はそれ以上の承認者のうちの前記１人を選択するように作動可能であることを
特徴とする請求項５００に記載のシステム。
【請求項５０５】
前記解析手段は、前記データの送信者の身元、前記データの意図された受信者の身元、前
記データが送信される発信元のワークステーション、取引が行われる合計金額、及び、取
引が行われるアカウントのうちの少なくとも１つを識別することにより、承認を必要とす
る前記取引データの性質を判断するように作動可能であることを特徴とする請求項５０４
に記載のシステム。
【請求項５０６】
前記解析手段は、機密リンクが前記ネットワーク上で前記アプリケーションと遠隔サイト
との間でネゴシエートされたか否かを判断して、データが機密リンク上で送信される場合
は、前記発信データ又は前記着信データを取引データとして識別するように作動可能であ
ることを特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５０７】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は、デ
ータの送信に関して機密リンクをネゴシエートするが、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」サイト又
はアカウントではないことが公知のウェブサイト又は電子メールアカウントのアドレスを
規定し、前記解析手段は、いかなる承認も必要でないように、それらのウェブサイト又は
アカウントに送信された前記発信データ又はそれらのウェブサイト又はアカウントから受
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信された前記着信データを無視するように作動可能であることを特徴とする請求項５０６
に記載のシステム。
【請求項５０８】
前記解析手段は、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び電子メールアカウント
のアドレスを規定する前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引データを識別するよ
うに作動可能であることを特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５０９】
前記解析手段は、クレジットカード番号を前記発信データ又は前記着信データ内で識別し
て、クレジットカード番号を含む発信データ又は着信データを取引データとして識別する
ように作動可能であることを特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５１０】
前記ポリシーデータは、決して送信することができない所定のクレジットカード番号を指
定することを特徴とする請求項５０９に記載のシステム。
【請求項５１１】
前記解析手段は、前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引データを識別するように
作動可能であり、前記ポリシーデータの前記規則は、所定のデジタル証明書、アカウント
コード、所定のキーワード、所定の名前及びアドレス、及び、組込コードのうちの１つ又
はそれ以上を規定することを特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５１２】
前記解析手段は、前記着信データを取引データとしてマークするために前記着信データに
置かれた組込コードをその着信データ内で識別するように作動可能であることを特徴とす
る請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５１３】
前記アプリケーションは、前記アプリケーションのユーザが取引の一部である前記発信デ
ータ及び前記着信データを表示することができるように作動可能であり、前記解析手段は
、そのように表示された前記発信データ及び前記着信データを識別するように作動可能で
あることを特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５１４】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５１５】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項４９８に記載の
システム。
【請求項５１６】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項５１５に記載のシステム。
【請求項５１７】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項５１６に記載のシステム。
【請求項５１８】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項４９８
に記載のシステム。
【請求項５１９】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項５１８に記載のシステム。
【請求項５２０】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・エ
クステンションであることを特徴とする請求項５１９に記載のシステム。
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【請求項５２１】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５２２】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項５２１に記載のシステム。
【請求項５２３】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５２４】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項４９８に記載のシステム。
【請求項５２５】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特徴とする請求
項４９８に記載のシステム。
【請求項５２６】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションを設ける段階と、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリ内に記憶されたアプリケーションを設ける段
階と、
　取引の一部であり得る発信データの送信に関する規則を含むポリシーデータを準備する
段階と、
　前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引の一部であり得る取引データを識別する
ために、少なくとも前記発信データを解析する段階と、
　前記取引データの送信が前記規則を満足すると考えられるか否かを前記ポリシーデータ
の前記規則に従って判断する段階と、
　前記判断する段階において為された判断に基づいて、前記アプリケーションによる前記
取引データの送信を制御する段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項５２７】
前記制御する段階は、前記取引データが送信されるか、送信されないか、又は、前記取引
データを送信すべきか否かを判断する承認者に送られるかのいずれかの段階を含むことを
特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５２８】
承認を必要とするデータを取引の一部であり得る前記データ内で識別する段階と、
　承認を得るために、承認を必要とする前記データを１人又はそれ以上の承認者に委ねる
段階と、
　前記１人又はそれ以上の承認者から承認が受信されるか否かをモニタする段階と、
　を更に含み、
　前記制御する段階において、前記取引データの送信は、前記１人又はそれ以上の承認者
から承認が受信されるか否かに依存する、
　ことを特徴とする請求項５２７に記載の方法。
【請求項５２９】
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前記解析する段階は、前記取引データの性質を判断し、前記取引データのその判断された
性質に基づいて承認が必要か否かを規定する前記ポリシーデータの前記規則を検査するこ
とにより、承認を必要とする前記取引を識別する段階を含むことを特徴とする請求項５２
８に記載の方法。
【請求項５３０】
前記解析する段階は、前記データの送信者の身元、前記データの意図された受信者の身元
、前記データが送信される発信元のワークステーション、取引が行われる合計金額、及び
、取引が行われるアカウントのうちの少なくとも１つを識別することにより、前記取引デ
ータの性質を判断する段階を含むことを特徴とする請求項５２８に記載の方法。
【請求項５３１】
取引の一部であり得る前記データを記録する段階と、承認を与えるか否かを決断する時に
調べられるように、この記録を前記１人又はそれ以上の承認者に送信する段階とを含むこ
とを特徴とする請求項５２８に記載の方法。
【請求項５３２】
前記解析する段階は、承認を必要とする前記取引データの性質を判断する段階と、その判
断に基づいて前記１人又はそれ以上の承認者の前記１人を選択する段階とを含むことを特
徴とする請求項５２８に記載の方法。
【請求項５３３】
前記解析する段階は、前記データの送信者の身元、前記データの意図された受信者の身元
、前記データが送信される発信元のワークステーション、取引が行われる合計金額、及び
、取引が行われるアカウントのうちの少なくとも１つを識別することにより、承認を必要
とする前記取引データの性質を判断する段階を含むことを特徴とする請求項５３２に記載
の方法。
【請求項５３４】
前記解析する段階は、機密リンクが前記ネットワーク上で前記アプリケーションと遠隔サ
イトとの間でネゴシエートされたか否かを判断する段階、及び、データが機密リンク上で
送信される場合は、前記発信データ又は前記着信データを取引データとして識別する段階
を含むことを特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５３５】
前記ネットワークは、「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は、デ
ータの送信に関して機密リンクをネゴシエートするが、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」サイト又
はアカウントではないことが公知のウェブサイト又は電子メールアカウントのアドレスを
規定し、前記解析する段階は、いかなる承認も必要でないように、それらのウェブサイト
又はアカウントに送信された前記発信データ又はそれらのウェブサイト又はアカウントか
ら受信された前記着信データを無視する段階を含むことを特徴とする請求項５３４に記載
の方法。
【請求項５３６】
前記解析する段階は、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイト及び電子メールアカウ
ントのアドレスを規定する前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引データを識別す
る段階を含むことを特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５３７】
前記解析する段階は、クレジットカード番号を前記発信データ又は前記着信データ内で識
別する段階と、クレジットカード番号を含む発信データ又は着信データを取引データとし
て識別する段階を含むことを特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５３８】
前記ポリシーデータは、決して送信することができない所定のクレジットカード番号を指
定することを特徴とする請求項５３７に記載の方法。
【請求項５３９】
前記解析する段階は、前記ポリシーデータの前記規則を参照して取引データを識別する段
階を含み、前記ポリシーデータの前記規則は、所定のデジタル証明書、アカウントコード
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、所定のキーワード、所定の名前及びアドレス、及び、組込コードのうちの１つ又はそれ
以上を規定することを特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５４０】
前記解析する段階は、前記着信データを取引データとしてマークするために前記着信デー
タに置かれた組込コードをその着信データ内で検出する段階を含むことを特徴とする請求
項５２６に記載の方法。
【請求項５４１】
取引の一部である前記発信データ及び前記着信データを表示するために、前記アプリケー
ションのユーザにセレクタを準備する段階を更に含み、前記解析する段階は、選択された
発信及び着信データを識別する段階を含むことを特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５４２】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションで実行されることを特
徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５４３】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項５２６に記載の
方法。
【請求項５４４】
前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴と
する請求項５４３に記載の方法。
【請求項５４５】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項５４４に記載の方法。
【請求項５４６】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項５２６
に記載の方法。
【請求項５４７】
前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールにより実行
されることを特徴とする請求項５４６に記載の方法。
【請求項５４８】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・エ
クステンションであることを特徴とする請求項５４７に記載の方法。
【請求項５４９】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５５０】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項５４９に記載の方法。
【請求項５５１】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５５２】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５５３】



(58) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

スーパバイザ・ワークステーションを設ける段階を更に含み、前記ポリシーデータは、前
記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することがで
きるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特
徴とする請求項５２６に記載の方法。
【請求項５５４】
公衆ネットワークに接続され、かつ、取引の一部であり得る発信データの前記公衆ネット
ワークへの送信に関する規則を含むポリシーデータにアクセスすることができるコンピュ
ータを、情報を管理するように制御するためのコンピュータプログラム製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータにより読取可能な記録媒体、
　を含み、
　前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行された時に、
　取引の一部であり得る取引データをポリシーデータの規則の参照により識別して、取引
データの送信が前記規則を満足すると考えられるか否かを前記ポリシーデータの前記規則
に従って判断するために、発信データを公衆ネットワークに送信して着信データを公衆ネ
ットワークから受信するように作動可能である前記コンピュータ上で実行されるアプリケ
ーションと協働して、少なくとも発信データを解析し、かつ
　前記解析の手段により為された判断に基づいて、前記アプリケーションによる前記取引
データの送信を制御する、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項５５５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記取引データが送信さ
れるか、送信されないか、又は、前記取引データを送信するか否かを判断する承認者に送
られるように、前記コンピュータを制御するように作動可能であることを特徴とする請求
項５５４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５５６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、承認を必要とするデータ
を取引の一部であり得る前記データ内で識別し、承認を得るために、承認を必要とする前
記データを１人又はそれ以上の承認者に委ね、前記１人又はそれ以上の承認者から承認が
受信されたか否かをモニタするように更に作動可能であり、
　前記アプリケーションによる前記取引データの送信は、前記１人又はそれ以上の承認者
から承認が受信されるか否かに依存する、
　ことを特徴とする請求項５５５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５５７】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記取引データの性質を
判断して前記ポリシーデータの前記規則を検査することにより、承認を必要とする前記取
引データを識別するように更に作動可能であり、前記ポリシーデータの前記規則は、前記
取引データのその判断された性質に基づいて、承認が必要か否かを規定することを特徴と
する請求項５５６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５５８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記データの送信者の身
元、前記データの意図された受信者の身元、前記データが送信される発信元の私設ネット
ワーク内のコンピュータ、取引が行われる合計金額、及び、取引が行われるアカウントの
うちの少なくとも１つを識別することにより、前記取引データの性質を判断するように更
に作動可能であることを特徴とする請求項５５６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５５９】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、取引の一部であり得る前
記データを記録し、承認者が承認を与えるか否かを決断する時に調べられるように、この
記録が前記１人又はそれ以上の承認者に送信されるように更に作動可能であることを特徴
とする請求項５５６に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項５６０】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、承認を必要とする前記取
引データの性質を判断し、その判断に基づいて前記１人又はそれ以上の承認者のうちの１
人を選択するように更に作動可能であることを特徴とする請求項５５６に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項５６１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記データの送信者の身
元、前記データの意図された受信者の身元、前記データが送信される発信元の私設ネット
ワーク内のコンピュータ、取引が行われる合計金額、及び、取引が行われるアカウントの
うちの少なくとも１つを識別することにより、承認を必要とする前記取引データの性質を
判断するように作動可能であることを特徴とする請求項５６０に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項５６２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、機密リンクが前記公衆ネ
ットワーク上で前記アプリケーションと遠隔サイトとの間でネゴシエートされたか否かを
判断して、データが機密リンク上で送信される場合は、前記発信データ又は前記着信デー
タを取引データとして識別するように作動可能であることを特徴とする請求項５５４に記
載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６３】
前記公衆ネットワークは、「インターネット」であり、前記ポリシーデータの前記規則は
、データの送信に関して機密リンクをネゴシエートするが、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」サイ
ト又はアカウントではないことが公知のウェブサイト又は電子メールアカウントのアドレ
スを規定し、前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、いかなる承
認も必要でないように、それらのウェブサイト又はアカウントに送信された前記発信デー
タ又はそれらのウェブサイト又はアカウントから受信された前記着信データを無視するよ
うに作動可能であることを特徴とする請求項５６２に記載のコンピュータプログラム製品
。
【請求項５６４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」ウェブサイト及び電子メールアカウントのアドレスを規定する前記ポリシーデータ
の前記規則を参照して取引データを識別するように作動可能であることを特徴とする請求
項５５４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、クレジットカード番号を
前記発信データ又は前記着信データ内で識別して、クレジットカード番号を含む発信デー
タ又は着信データを取引データとして識別するように作動可能であることを特徴とする請
求項５５４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６６】
前記ポリシーデータは、決して送信することができない所定のクレジットカード番号を指
定することを特徴とする請求項５６５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６７】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ポリシーデータの前
記規則を参照して取引データを識別するように作動可能であり、前記ポリシーデータの前
記規則は、所定のデジタル証明書、アカウントコード、所定のキーワード、所定の名前及
びアドレス、及び、組込コードのうちの１つ又はそれ以上を規定することを特徴とする請
求項５５４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５６８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記着信データを取引デ
ータとしてマークするために前記着信データに置かれた組込コードをその着信データ内で
検出するように作動可能であることを特徴とする請求項５５４に記載のコンピュータプロ
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グラム製品。
【請求項５６９】
前記記録媒体上に記録されたセレクタを更に含み、前記セレクタは、ユーザからの入力に
応答して取引の一部である前記発信データ及び前記着信データからデータを選択するよう
に作動可能であり、前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、その
ように選択された前記発信データ及び前記着信データを識別するように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項５５４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５７０】
前記プログラムコードは、前記コンピュータで実行可能であることを特徴とする請求項５
５４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５７１】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項５５４に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項５７２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項５７１に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項５７３】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項５７２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５７４】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項５５４
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５７５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項５７４に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項５７６】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項５７５に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項５７７】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項５５４に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項５７８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項５７７に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項５７９】
前記公衆ネットワークは、サーバを含み、前記プログラムコードは、前記コンピュータと
前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか、又は、前記サーバ
で実行可能であることを特徴とする請求項５５４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５８０】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　少なくとも着信データを前記ネットワークから受信するための、各ワークステーション
の前記メモリに記憶されたアプリケーションと、
　前記着信データをモニタして、デジタル証明書でデジタル署名された署名入りデータを
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少なくとも前記着信データ内で識別し、前記署名入りデータのうちの１つ又はそれ以上の
詳細を抽出して、前記デジタル証明書に対して確認が必要か否かを判断するように前記ア
プリケーションと協働して作動可能なアナライザと、　前記デジタル証明書に対して確認
が必要か否かを規定する規則を含む、前記アナライザによりアクセス可能なポリシーデー
タと、
　を含み、
　前記アナライザが、前記ポリシーデータの前記規則と、前記アナライザにより抽出され
た前記署名入りデータの前記１つ又はそれ以上の詳細とに基づいて、前記デジタル証明書
に対して確認が必要か否かを判断する、
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項５８１】
（欠番）
【請求項５８２】
前記デジタル証明書の前記確認は、前記デジタル証明書が取り消されたか否かを判断する
段階を含むことを特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項５８３】
前記アナライザは、前記署名入りデータが「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の一部であるか否
かを判断して、そうである場合は、その「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引において契約される
金額を判断するように更に作動可能であり、
　デジタル証明書に対する前記確認はまた、前記デジタル証明書を前記「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」取引において契約される金額を受け取る保証として考えることができるか否かを判
断する段階を含む、
　ことを特徴とする請求項５８２に記載のシステム。
【請求項５８４】
前記アナライザは、前記デジタル証明書保持者の身元、前記デジタル証明書の有効期限日
付、前記デジタル証明書の発行番号、及び、前記署名入りデータが受信されたその発信元
のドメイン名のうちの１つ又はそれ以上を、前記署名入りデータの１つ又はそれ以上の詳
細として抽出するように作動可能であり、
　ポリシーファイルの前記規則は、前記デジタル証明書の確認が必要か否かを前記アナラ
イザにより抽出された前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて規定する、
　ことを特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項５８５】
前記アナライザは、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生しているか否かを判断して、前記
デジタル証明書を用いて行われているあらゆる取引の金額、支払いが行われているあらゆ
るアカウントコード、クレジットカード番号、及び、取引の性質のうちの１つ又はそれ以
上のインジケータを、前記署名入りデータの１つ又はそれ以上の詳細として抽出するよう
に作動可能であり、　前記ポリシーファイルの前記規則は、デジタル証明書に対して確認
が必要か否かを前記アナライザにより抽出された前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて
規定する、
　ことを特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項５８６】
以前に受信された任意の署名入りデータにデジタル署名するために使用されたデジタル証
明書、又は、任意のこのようなデジタル証明書を識別するのに十分な記述データ、及び、
それらのデジタル証明書で行われた任意の以前の取引を説明する取引データが記憶された
データリポジトリーを更に含み、
　前記取引データは、デジタル証明書で行われた以前の任意の取引の日付、及び、そのデ
ジタル証明書で行われた以前の任意の取引の金額のうちの少なくとも１つ又はそれ以上で
あり、
　前記ポリシーファイルの前記規則は、前記取引データに基づいて前記デジタル証明書の
確認が必要か否かを規定する、
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　ことを特徴とする請求項５８５に記載のシステム。
【請求項５８７】
前記アナライザによりアクセス可能なデータリポジトリーを更に含み、
　前記アナライザは、署名入りデータにデジタル署名するために使用されたいかなるデジ
タル証明書をも少なくとも前記着信データ内で識別して、あらゆるこのようなデジタル証
明書又はこのようなデジタル証明書を識別するのに十分な記述データが前記データリポジ
トリーに記憶されるように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項５８８】
前記アナライザは、デジタル証明書に対するいかなる確認の結果も、前記デジタル証明書
又は前記記述データと共に前記データリポジトリーに記録するように作動可能であること
を特徴とする請求項５８７に記載のシステム。
【請求項５８９】
前記アナライザは、デジタル証明書を前記着信データ内で識別する場合、前記デジタル証
明書が前記データリポジトリーに以前に記憶されていたか否か、又は、前記デジタル証明
書を識別する前記記述的情報が前記データリポジトリーに記憶されていたか否かを判断し
て、前記デジタル証明書が以前に記憶されていた場合は、前記デジタル証明書が取り消さ
れたか否かに関するいかなる以前の確認の結果をも調べるように作動可能であり、
　前記アナライザは、前記識別されたデジタル証明書が取り消されたか否かに関する任意
の以前の確認の前記結果に基づいて、前記デジタル証明書が取り消されたかどうかを確認
するか否かを判断する、
　ことを特徴とする請求項５８８に記載のシステム。
【請求項５９０】
前記アナライザは、デジタル証明書が取り消されたか否かを確認するように更に作動可能
であり、
　前記アプリケーションは、前記アナライザが前記デジタル証明書は取り消されたと判断
した場合、前記着信データが前記アプリケーションのユーザにより閲覧されるのを防止す
るように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項５９１】
前記アナライザは、デジタル証明書が取り消されたか否かを確認するように更に作動可能
であり、前記アプリケーションは、前記アナライザが前記デジタル証明書は取り消された
と判断した場合、前記着信データは信頼することができないことを前記アプリケーション
のユーザに通知するように作動可能であることを特徴とする請求項５８０に記載のシステ
ム。
【請求項５９２】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項５９３】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項５８０に記載の
システム。
【請求項５９４】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項５９３に記載のシステム。
【請求項５９５】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項５９４に記載のシステム。
【請求項５９６】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項５８０
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に記載のシステム。
【請求項５９７】
前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
特徴とする請求項５９６に記載のシステム。
【請求項５９８】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト」クライアント・エクステンション
であることを特徴とする請求項５９７に記載のシステム。
【請求項５９９】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項６００】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項５９９に記載のシステム。
【請求項６０１】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項６０２】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項５８０に記載のシステム。
【請求項６０３】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特徴とする請求
項５８０に記載のシステム。
【請求項６０４】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　少なくとも着信データを前記ネットワークから受信するための、各ワークステーション
の前記メモリに記憶されたアプリケーション手段と、
　前記着信データをモニタしてデジタル証明書でデジタル署名された署名入りデータを少
なくとも前記着信データ内で識別し、前記署名入りデータのうちの１つ又はそれ以上の詳
細を抽出し、前記デジタル証明書に対して確認が必要か否かを判断するための、前記アプ
リケーション手段と協働して作動可能な解析手段と、　前記デジタル証明書に対して確認
が必要か否かを規定する規則を含むポリシーデータを記憶するための、前記解析手段によ
りアクセス可能なポリシー記憶手段と、
　を含み、
　前記解析手段が、前記ポリシーデータの前記規則と、前記解析手段により抽出された前
記署名入りデータの前記１つ又はそれ以上の詳細とに基づいて、前記デジタル証明書に対
して確認が必要か否かを判断する、
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項６０５】
前記デジタル証明書の前記確認は、前記デジタル証明書が取り消されたか否かを判断する
段階を含むことを特徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６０６】
前記解析手段は、前記署名入りデータが「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の一部であるか否か
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を判断して、そうである場合は、その「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引において契約される金
額を判断するように更に作動可能であり、
　デジタル証明書に対する前記確認はまた、前記デジタル証明書を前記「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」取引において契約される金額を受け取る保証として考えることができるか否かを判
断する段階を含む、
　ことを特徴とする請求項６０５に記載のシステム。
【請求項６０７】
前記解析手段は、前記デジタル証明書保持者の身元、前記デジタル証明書の有効期限日付
、前記デジタル証明書の発行番号、及び、前記署名入りデータが受信されたその発信元の
ドメイン名のうちの１つ又はそれ以上を、前記署名入りデータの１つ又はそれ以上の詳細
として抽出するように作動可能であり、
　ポリシーファイルの前記規則は、前記デジタル証明書の確認が必要か否かを前記解析手
段により抽出された前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて規定する、　ことを特徴とす
る請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６０８】
前記解析手段は、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生しているか否かを判断して、前記デ
ジタル証明書を用いて行われているあらゆる取引の金額、支払いが行われているあらゆる
アカウントコード、クレジットカード番号、及び、取引の性質のうちの１つ又はそれ以上
のインジケータを、前記署名入りデータの１つ又はそれ以上の詳細として抽出するように
作動可能であり、
　前記ポリシーファイルの前記規則は、デジタル証明書に対して確認が必要か否かを前記
解析手段により抽出された前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて規定する、
　ことを特徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６０９】
以前に受信された任意の署名入りデータにデジタル署名するために使用されたデジタル証
明書、又は、任意のこのようなデジタル証明書を識別するのに十分な記述データ、及び、
それらのデジタル証明書で行われた任意の以前の取引を説明する取引データが記憶された
データリポジトリーを更に含み、
　前記取引データは、デジタル証明書で行われた以前の任意の取引の日付、及び、そのデ
ジタル証明書で行われた以前の任意の取引の金額のうちの少なくとも１つ又はそれ以上で
あり、
　前記ポリシーファイルの前記規則は、前記取引データに基づいて前記デジタル証明書の
確認が必要か否かを規定する、
　ことを特徴とする請求項６０８に記載のシステム。
【請求項６１０】
前記解析手段によりアクセス可能なデータリポジトリーを更に含み、
　前記解析手段は、署名入りデータにデジタル署名するために使用されたいかなるデジタ
ル証明書をも少なくとも前記着信データ内で識別して、あらゆるこのようなデジタル証明
書又はこのようなデジタル証明書を識別するのに十分な記述データが前記データリポジト
リーに記憶されるように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６１１】
前記解析手段は、デジタル証明書に対するいかなる確認の結果も、前記デジタル証明書又
は前記記述データと共に前記データリポジトリーに記録するように作動可能であることを
特徴とする請求項６１０に記載のシステム。
【請求項６１２】
前記解析手段は、デジタル証明書を前記着信データ内で識別する場合、前記デジタル証明
書が前記データリポジトリーに以前に記憶されていたか否か、又は、前記デジタル証明書
を識別する前記記述的情報が前記データリポジトリーに記憶されていたか否かを判断して
、前記デジタル証明書が以前に記憶されていた場合は、前記デジタル証明書が取り消され
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たか否かに関するいかなる以前の確認の結果をも調べるように作動可能であり、
　前記解析手段は、前記識別されたデジタル証明書が取り消されたか否かに関する任意の
以前の確認の前記結果に基づいて、前記デジタル証明書が取り消されたかどうかを確認す
るか否かを判断する、
　ことを特徴とする請求項６１１に記載のシステム。
【請求項６１３】
前記解析手段は、デジタル証明書が取り消されたか否かを確認するように更に作動可能で
あり、
　前記アプリケーション手段は、前記解析手段が前記デジタル証明書は取り消されたと判
断した場合、前記着信データが前記アプリケーション手段のユーザにより閲覧されるのを
防止するように作動可能である、
　ことを特徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６１４】
前記解析手段は、デジタル証明書が取り消されたか否かを確認するように更に作動可能で
あり、前記アプリケーション手段は、前記解析手段が前記デジタル証明書は取り消された
と判断した場合、前記着信データは信頼することができないことを前記アプリケーション
手段のユーザに通知するように作動可能であることを特徴とする請求項６０４に記載のシ
ステム。
【請求項６１５】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６１６】
前記アプリケーション手段は、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項６０４に記
載のシステム。
【請求項６１７】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項６１６に記載のシステム。
【請求項６１８】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項６１７に記載のシステム。
【請求項６１９】
前記アプリケーション手段は、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項６
０４に記載のシステム。
【請求項６２０】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項６１９に記載のシステム。
【請求項６２１】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト」クライアント・エクステンションで
あることを特徴とする請求項６２０に記載のシステム。
【請求項６２２】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６２３】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項６２２に記載のシステム。
【請求項６２４】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
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ーバに位置することを特徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６２５】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項６０４に記載のシステム。
【請求項６２５】
スーパバイザ・ワークステーションを更に含み、前記ポリシーデータは、前記スーパバイ
ザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することができるように、
前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特徴とする請求
項６０４に記載のシステム。
【請求項６２６】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションを設ける段階と、
　少なくとも着信データを前記ネットワークから受信するための、各ワークステーション
の前記メモリに記憶されたアプリケーションを設ける段階と、
　前記着信データ内に受信された署名入りデータにデジタル署名するのに使用されたデジ
タル証明書に対して確認が必要か否かを規定する規則を含むポリシーデータを準備する段
階と、
　デジタル証明書を用いてデジタル署名された署名入りデータを少なくとも前記着信デー
タ内で識別する段階と、
　前記署名入りデータの１つ又はそれ以上の詳細を抽出する段階と、
　前記ポリシーデータの前記規則、及び、前記抽出する段階で抽出された前記署名入りデ
ータの前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて、前記デジタル証明書に対して確認が必要
か否かを判断する段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項６２７】
デジタル証明書の前記確認は、デジタル証明書が取り消されたか否かを判断する段階を含
むことを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６２８】
前記署名入りデータが「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の一部であるか否かを判断して、そう
である場合は、その「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引において契約される金額を判断する段階
を更に含み、
　デジタル証明書に対する前記確認はまた、前記デジタル証明書を前記「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」取引において契約される金額を受け取る保証として考えることができるか否かを判
断する段階を含む、
　ことを特徴とする請求項６２７に記載の方法。
【請求項６２９】
前記抽出手段で抽出された前記署名入りデータの前記１つ又はそれ以上の詳細は、前記デ
ジタル証明書保持者の身元、前記デジタル証明書の有効期限日付、前記デジタル証明書の
発行番号、及び、前記署名入りデータが受信されたその発信元のドメイン名のうちの１つ
又はそれ以上を含み、
　ポリシーファイルの前記規則は、前記デジタル証明書の確認が必要か否かを前記１つ又
はそれ以上の詳細に基づいて規定する、
　ことを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６３０】
「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生しているか否かを判断し、そうである場合は、前記着
信データの１つ又はそれ以上の詳細として、前記デジタル証明書を用いて行われているあ
らゆる取引の金額、支払いが行われているあらゆるアカウントコード、クレジットカード
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番号、及び、取引の性質のうちの１つ又はそれ以上のインジケータを前記抽出段階におい
て抽出する段階を更に含み、
　前記ポリシーファイルの前記規則は、デジタル証明書に対して確認が必要か否かを前記
１つ又はそれ以上の詳細に基づいて規定する、
　ことを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６３１】
以前に受信された任意の署名入りデータにデジタル署名するために使用されたデジタル証
明書、又は、任意のこのようなデジタル証明書を識別するのに十分な記述データ、及び、
それらのデジタル証明書で行われた任意の以前の取引を説明する取引データが記憶された
データリポジトリーを設ける段階を更に含み、
　前記取引データは、デジタル証明書で行われた任意の取引の日付、及び、そのデジタル
証明書で行われた任意の取引の金額のうちの少なくとも１つ又はそれ以上であり、
　前記ポリシーファイルの前記規則は、前記取引データに基づいて前記デジタル証明書の
確認が必要か否かを規定する、
　ことを特徴とする請求項６３０に記載の方法。
【請求項６３２】
前記着信データ内の署名入りデータに署名するのに使用されたデジタル証明書又は前記着
信データ内で送信されたデジタル証明書を識別する段階と、前記デジタル証明書又は前記
デジタル証明書を識別するのに十分な記述データを前記データリポジトリーに記憶する段
階とを更に含むことを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６３３】
デジタル証明書に対するいかなる確認の結果も、前記デジタル証明書と共に前記データリ
ポジトリーに記録する段階を更に含むことを特徴とする請求項６３２に記載の方法。
【請求項６３４】
前記デジタル証明書が前記データリポジトリーに以前に記憶されていたか否かを判断し、
それが以前に記憶されていた場合は、前記デジタル証明書に関するいかなる以前の確認の
結果をも調べる段階を更に含み、
　前記デジタル証明書に対する確認が必要か否かを判断する前記段階は、前記デジタル証
明書に対するいかなる以前の確認の前記結果にも依存する、
　ことを特徴とする請求項６３３に記載の方法。
【請求項６３５】
デジタル証明書が取り消されたか否かを判断する段階と、前記識別されたデジタル証明書
が取り消されていた場合は、前記着信データが前記アプリケーションのユーザにより閲覧
されるのを防止する段階とを更に含むことを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６３６】
デジタル証明書が取り消されたか否かを判断する段階と、前記デジタル証明書が取り消さ
れていた場合は、前記着信データは信頼することができないことを前記アプリケーション
のユーザに通知する段階とを更に含むことを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６３７】
デジタル証明書を識別する前記段階、１つ又はそれ以上の詳細を前記署名入りデータから
抽出する前記段階、及び、確認が必要か否かを判断する前記段階は、前記１つ又はそれ以
上のワークステーションで実行されることを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６３８】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項６２６に記載の
方法。
【請求項６３９】
デジタル証明書を識別する前記段階、１つ又はそれ以上の詳細を前記署名入りデータから
抽出する前記段階、及び、確認が必要か否かを判断する前記段階は、前記ウェブブラウザ
のプラグイン・モジュールにより実行されることを特徴とする請求項６３８に記載の方法
。
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【請求項６４０】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項６３９に記載の方法。
【請求項６４１】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項６２６
に記載の方法。
【請求項６４２】
デジタル証明書を識別する前記段階、１つ又はそれ以上の詳細を前記署名入りデータから
抽出する前記段階、及び、確認が必要か否かを判断する前記段階は、前記電子メールクラ
イアントのプラグイン・モジュールにより実行されることを特徴とする請求項６４１に記
載の方法。
【請求項６４３】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項６４２に記載の方法。
【請求項６４４】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６４５】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項６４４に記載の方法。
【請求項６４６】
前記ネットワークはサーバを含み、デジタル証明書を識別する前記段階、前記署名入りデ
ータから１つ又はそれ以上の詳細を抽出する前記段階、及び、確認が必要か否かを判断す
る前記段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションと前記サーバとの中間の前記
ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、前記サーバで実行されることを特徴とする
請求項６２６に記載の方法。
【請求項６４７】
前記１つ又はそれ以上のワークステーションが接続されるようになっている前記コンピュ
ータネットワークは、公衆コンピュータネットワークであり、
　前記１つ又はそれ以上のワークステーションは、互いに私設コンピュータネットワーク
を形成する、
　ことを特徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６４８】
スーパバイザ・ワークステーションを設ける段階を更に含み、前記ポリシーデータは、前
記スーパバイザ・ワークステーションのユーザが前記ポリシーデータを編集することがで
きるように、前記スーパバイザ・ワークステーションによりアクセス可能であることを特
徴とする請求項６２６に記載の方法。
【請求項６４９】
公衆ネットワークから着信データ内に受信された署名入りデータにデジタル署名するため
に使用されたデジタル証明書に対する確認が必要か否かを規定する規則を含むポリシーデ
ータにアクセスすることができる公衆ネットワークに接続されたコンピュータを、情報を
管理するように制御するためのコンピュータプログラム製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータにより読取可能な記録可能媒体、
　を含み、
　前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行された時に、
　公衆ネットワークから少なくとも着信データを受信するように作動可能な、前記コンピ
ュータ上で実行されるアプリケーションと協働して、署名入りデータの１つ又はそれ以上
の詳細を抽出するために、デジタル証明書でデジタル署名された署名入りデータを解析し
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、
　ポリシーデータの規則、及び、前記署名入りデータの前記１つ又はそれ以上の抽出され
た詳細に基づいて、前記デジタル証明書に対して確認が必要か否かを判断し、
　前記判断に基づいて前記アプリケーションを制御する、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項６５０】
デジタル証明書の前記確認は、デジタル証明書が取り消されたか否かを判断する段階を含
むことを特徴とする請求項６４９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記署名入りデータが「
ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の一部であるか否かを判断して、そうである場合は、その「ｅ
Ｃｏｍｍｅｒｃｅ」取引において契約される金額を判断するように更に作動可能であり、
　デジタル証明書に対する前記確認はまた、前記デジタル証明書を前記「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」取引において契約される金額を受け取る保証として考えることができるか否かを判
断する段階を含む、
　ことを特徴とする請求項６５０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５２】
前記署名入りデータの前記１つ又はそれ以上の詳細は、前記デジタル証明書保持者の身元
、前記デジタル証明書の有効期限日付、前記デジタル証明書の発行番号、及び、前記署名
入りデータが受信されたその発信元のドメイン名のうちの１つ又はそれ以上を含み、
　ポリシーファイルの前記規則は、前記デジタル証明書の確認が必要か否かを前記１つ又
はそれ以上の詳細に基づいて規定する、
　ことを特徴とする請求項６４９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」
取引が発生しているか否かを判断し、そうである場合は、前記署名入りデータの１つ又は
それ以上の詳細として、前記デジタル証明書を用いて行われているあらゆる取引の金額、
支払いが行われているあらゆるアカウントコード、クレジットカード番号、及び、取引の
性質のうちの１つ又はそれ以上のインジケータを抽出するように更に作動可能であり、
　前記ポリシーファイルの前記規則は、前記デジタル証明書に対して確認が必要か否かを
前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて規定する、
　ことを特徴とする請求項６４９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、デジタル証明書を用いて
為された取引の記録が維持されるように、前記着信データ内に受信された任意の署名入り
データにデジタル署名するのに使用されたデジタル証明書、又は、任意のこのようなデジ
タル証明書を識別するのに十分な記述データ、及び、それらのデジタル証明書で行われた
任意の取引を説明する取引データをデータリポジトリーに記録するために前記コンピュー
タを制御するように更に作動可能であり、
　前記取引データは、デジタル証明書で行われた任意の取引の日付、及び、そのデジタル
証明書で行われた任意の取引の金額のうちの少なくとも１つ又はそれ以上であり、
　前記ポリシーファイルの前記規則は、前記取引データに基づいて前記デジタル証明書の
確認が必要か否かを規定する、
　ことを特徴とする請求項６５３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記着信データ内の署名
入りデータに署名するのに使用されたデジタル証明書又は前記着信データ内で送信された
デジタル証明書を記憶し、前記デジタル証明書又は前記デジタル証明書を識別するのに十
分な記述データをデータリポジトリーに記憶するために前記コンピュータを制御するよう
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に更に作動可能であることを特徴とする請求項６４９に記載のコンピュータプログラム製
品。
【請求項６５６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、識別されたデジタル証明
書に対するいかなる確認の結果をも前記識別されたデジタル証明書と共に前記データリポ
ジトリーに記録するために前記コンピュータを制御するように更に作動可能であることを
特徴とする請求項６５５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５７】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記識別されたデジタル
証明書が前記データリポジトリーに以前に記憶されていたか否かを判断し、それが以前に
記憶されていた場合は、前記識別されたデジタル証明書に関するいかなる以前の確認の結
果をも調べるように作動可能であり、
　前記識別されたデジタル証明書に対する確認が必要か否かの前記判断は、前記識別され
たデジタル証明書に対するいかなる以前の確認の前記結果にも依存する、
　ことを特徴とする請求項６５６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、デジタル証明書が取り消
されたか否かを判断するように作動可能であり、かつ、前記識別されたデジタル証明書が
取り消されていた場合は、前記着信データが前記アプリケーションのユーザにより閲覧さ
れるのを防止するために前記アプリケーションを制御するように作動可能であることを特
徴とする請求項６４９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６５９】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、デジタル証明書が取り消
されたか否かを判断するように作動可能であり、かつ、前記識別されたデジタル証明書が
取り消されていた場合は、前記着信データは信頼することができないことを前記アプリケ
ーションのユーザに通知するために前記アプリケーションを制御するように作動可能であ
ることを特徴とする請求項６４９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６６０】
前記プログラムコードは、前記コンピュータで実行可能であることを特徴とする請求項６
４９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６６１】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項６４９に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項６６２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項６６１に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項６６３】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項６６２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６６４】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項６４９
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６６５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項６６４に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項６６６】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
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アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項６６５に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項６６７】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項６４９に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項６６８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項６６７に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項６６９】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記コンピュータと前記サ
ーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか、又は、前記サーバで実行
可能であることを特徴とする請求項６４９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６７０】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信メッセージを前記ネットワークに送信し、着信メッセージを前記ネットワークから
受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションと、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータと、　前記発信メッセ
ージの１つ又はそれ以上の詳細を判断して、前記発信メッセージを本来意図された受信者
ではなく第三者に選択的に再方向付けするように前記ポリシーデータと協働して作動可能
なアナライザと、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項６７１】
前記アナライザは、前記メッセージが所定のリストにある受信者又はアドレスのうちの１
つ又はそれ以上に送られる場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするよう
に作動可能であることを特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６７２】
前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレス
から送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リス
トを含み、
　前記アナライザは、前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストにあるド
メイン名のうちの１つを含むと判断した場合、及び、前記意図されたアドレスが前記名前
リストにある前記従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場合
、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けするように作動
可能である、
　ことを特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６７３】
前記アナライザは、前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワー
ドの組合せを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可
能であることを特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６７４】
前記アナライザは、前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が送信前に暗号化される
場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特
徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６７５】
前記アナライザは、その本来の暗号化キーと共に前記メッセージを前記第三者に再方向付
けするように作動可能であり、
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　前記第三者は、前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、
前記本来のキーで前記メッセージを再暗号化する手段を有する、
　ことを特徴とする請求項６７４に記載のシステム。
【請求項６７６】
前記アナライザは、前記メッセージが再方向付けされる前に、それが再方向付けされたメ
ッセージであることを示すテキストを前記メッセージに追加するように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項６７４に記載のシステム。
【請求項６７７】
前記アナライザは、前記メッセージが添付物又は特別の種類の添付物を含む場合、前記発
信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求
項６７０に記載のシステム。
【請求項６７８】
前記アナライザは、前記メッセージが添付物を含む場合、及び、前記メッセージの本文又
は件名が所定量よりも少ないテキストを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再
方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６７９】
前記アナライザは、前記メッセージの作成者の身元により前記発信メッセージを前記第三
者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項６７０に記載のシステ
ム。
【請求項６８０】
前記第三者が受信した前記再方向付けされたメッセージ上に、前記第三者が前記メッセー
ジを前記本来意図された受信者に送信されるように承認するための手段が設けられること
を特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６８１】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６８２】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項６７０に記載の
システム。
【請求項６８３】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項６８２に記載のシステム。
【請求項６８４】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項６８３に記載のシステム。
【請求項６８５】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項６７０
に記載のシステム。
【請求項６８６】
前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
特徴とする請求項６８５に記載のシステム。
【請求項６８７】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・
エクステンションであることを特徴とする請求項６８６に記載のシステム。
【請求項６８８】
（欠番）
【請求項６８９】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
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を特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６９０】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項６８９に記載のシステム。
【請求項６９１】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項６９０に記載のシステム。
【請求項６９２】
前記アナライザは、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであるこ
とを特徴とする請求項６９１に記載のシステム。
【請求項６９３】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項６７０に記載のシステム。
【請求項６９４】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　着信メッセージを前記ネットワークから受信し、受信されたメッセージを発信メッセー
ジとして前記ネットワークに送信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶
されたアプリケーションと、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの判断に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータと、　前記発信メッセ
ージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、前記ポリシーデータに規定された前記規則に基
づいて、前記発信メッセージが別の受信者に転送されるのを選択的に防止するか、又は、
メッセージが別の受信者に転送される前に警告を出すように前記ポリシーデータと協働し
て作動可能なアナライザと、
 を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項６９５】
前記ポリシーデータは、１つ又はそれ以上の所定のキーワードを規定し、
　前記アナライザが前記メッセージは１つ又はそれ以上の前記所定のキーワード又はキー
ワードの組合せを含むと判断した場合、前記メッセージは、別の受信者に転送されるのを
防止されるか、又は、前記メッセージが転送される前に警告が出される、
　ことを特徴とする請求項６９４に記載のシステム。
【請求項６９６】
前記アナライザは、メッセージが所定のリストにあるアドレスのうちの１つ又はそれ以上
に転送されるのを防止するか、又は、前記メッセージを前記所定のリストにあるアドレス
のうちの１つ又はそれ以上に転送する前に警告を出すように作動可能であることを特徴と
する請求項６９４に記載のシステム。
【請求項６９７】
前記アナライザは、メッセージが所定のグループのアドレス以外のアドレスに転送される
のを防止するか、又は、以前に前記メッセージが前記所定のグループのアドレス間のみで
送信されていた場合、前記メッセージを転送する前に警告を出すように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項６９４に記載のシステム。
【請求項６９８】
前記受信メッセージは、前記メッセージの送信者により設定可能な１つ又はそれ以上の属
性を有し、それらの属性の１つは、「転送禁止」属性であり、前記アナライザは、前記受
信メッセージの前記送信者が前記「転送禁止」属性を設定した場合、受信メッセージが発
信メッセージとして転送されるのを防止するように作動可能であることを特徴とする請求
項６９４に記載のシステム。
【請求項６９９】
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前記アナライザは、前記メッセージの転送を防止するか、又は、前記メッセージを転送す
る受信者が本来のメッセージの唯一の受信者であった場合、前記メッセージを転送する前
に警告を出すように作動可能であることを特徴とする請求項６９４に記載のシステム。
【請求項７００】
前記アナライザは、承認を得るために、転送される前記発信メッセージが最初に第三者に
再方向付けされるように更に作動可能であり、　前記第三者が承認を与えた場合、前記発
信メッセージは、通常の方法で本来意図された受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項６９４に記載のシステム。
【請求項７０１】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項６９４に記載のシステム。
【請求項７０２】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項６９４に記載の
システム。
【請求項７０３】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項７０２に記載のシステム。
【請求項７０４】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項７０３に記載のシステム。
【請求項７０５】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項６９４
に記載のシステム。
【請求項７０６】
前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
特徴とする請求項７０５に記載のシステム。
【請求項７０７】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・
エクステンションであることを特徴とする請求項７０６に記載のシステム。
【請求項７０８】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項６９４に記載のシステム。
【請求項７０９】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項７０８に記載のシステム。
【請求項７１０】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項６９４に記載のシステム。
【請求項７１１】
前記アナライザは、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであるこ
とを特徴とする請求項７１０に記載のシステム。
【請求項７１２】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項６９４に記載のシステム。
【請求項７１３】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
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　発信メッセージを前記ネットワークに送信し、着信メッセージを前記ネットワークから
受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションと、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータと、　前記発信メッセ
ージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、送信前に前記メッセージにデジタル署名するこ
とを選択的に要求するか、デジタル署名することが推奨されることを前記メッセージの送
信者に通知するか、デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信するように要求する
か、又は、前記メッセージの前記送信者にデジタル署名することが推奨されないことを通
知するように前記ポリシーデータと協働して作動可能なアナライザと、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項７１４】
前記メッセージに送信前にデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名された
メッセージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名する
ことが推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信す
ることが推奨されるか否かは、前記メッセージの意図された受信者又はアドレスに依存す
ることを特徴とする請求項７１３に記載のシステム。
【請求項７１５】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記メッセージが所定のキーワードリスト内の１つ又はそれ以上の
キーワード又はキーワードの組合せを含むか否かに依存することを特徴とする請求項７１
３に記載のシステム。
【請求項７１６】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記発信メッセージの作成者の身元に依存することを特徴とする請
求項７１３に記載のシステム。
【請求項７１７】
前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが必要か否か、又は、前記
デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが推奨されるか否かは、前記メ
ッセージにデジタル署名するのに使用されたデジタル証明書又は署名キーの種類に依存す
ることを特徴とする請求項７１３に記載のシステム。
【請求項７１８】
前記アナライザは、発信メッセージにデジタル署名するのにどのデジタル証明書又は署名
キーが利用可能であるかを判断するように作動可能であり、
　前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセ
ージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが
推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信すること
が推奨されるか否かは、前記メッセージにデジタル署名するのに使用される前記証明書又
は署名キーの種類、及び、前記メッセージに署名するのに利用可能な前記デジタル証明書
又は署名キーの種類に依存する、
　ことを特徴とする請求項７１３に記載のシステム。
【請求項７１９】
前記アナライザは、承認のために、転送される前記発信メッセージが最初に第三者に再方
向付けされるように更に作動可能であり、
　前記第三者が承認を与えた場合、前記発信メッセージは、通常の方法で本来意図された
受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項７１３に記載のシステム。
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【請求項７２０】
前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを
特徴とする請求項７１３に記載のシステム。
【請求項７２１】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項７１３に記載の
システム。
【請求項７２２】
前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とす
る請求項７２１に記載のシステム。
【請求項７２３】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記アナライザは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請
求項７２２に記載のシステム。
【請求項７２４】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項７１３
に記載のシステム。
【請求項７２５】
前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを
特徴とする請求項７２４に記載のシステム。
【請求項７２６】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記アナライザは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・
エクステンションであることを特徴とする請求項７２５に記載のシステム。
【請求項７２７】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項７１３に記載のシステム。
【請求項７２８】
前記アナライザは、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイン
であることを特徴とする請求項７２７に記載のシステム。
【請求項７２９】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項７１３に記載のシステム。
【請求項７３０】
前記アナライザは、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであるこ
とを特徴とする請求項７２９に記載のシステム。
【請求項７３１】
前記ネットワークはサーバを含み、前記アナライザは、前記１つ又はそれ以上のワークス
テーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記
サーバに位置することを特徴とする請求項７１３に記載のシステム。
【請求項７３２】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションと、
　前記発信データの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記発信
データの送信を制御するための規則を含むポリシーデータと、
　前記発信データの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、前記ポリシーデータに従って前記
データの送信を制御するように前記ポリシーデータと協働して作動可能なアナライザと、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項７３３】
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前記アナライザは、「インターネット」上のウェブサイトが禁止ウェブサイトの所定のリ
ストにあると判断した場合、及び、前記発信データが１つ又はそれ以上の所定のキーワー
ド又はキーワードの組合せを含むと判断された場合、発信データが「インターネット」上
の前記ウェブサイトに送信されるのを防止するように作動可能であることを特徴とする請
求項７３２に記載のシステム。
【請求項７３４】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信メッセージを前記ネットワークに送信し、着信メッセージを前記ネットワークから
受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション手段
と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータを記憶するポリシー記
憶手段と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、前記発信メッセージを本来意
図された受信者ではなく第三者に選択的に再方向付けするように前記ポリシーデータと協
働して作動可能な解析手段と、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項７３５】
前記解析手段は、前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のリストにある受信者又はア
ドレスに送られる場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可
能であることを特徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７３６】
前記ポリシーデータは、前記アプリケーション手段を使用して発信メッセージを会社アド
レスから送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前
リストを含み、
　前記解析手段は、前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストにあるドメ
イン名のうちの１つを含むと判断した場合、及び、前記意図されたアドレスが前記名前リ
スト内の従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場合、いずれ
の前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けするように作動可能であ
る、
　ことを特徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７３７】
前記解析手段は、前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワード
の組合せを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能
であることを特徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７３８】
前記解析手段は、送信前に前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が暗号化される場
合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴
とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７３９】
前記解析手段は、前記メッセージをその本来の暗号化キーと共に前記第三者に再方向付け
するように作動可能であり、
　前記第三者は、前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、
前記本来のキーを用いて前記メッセージを再暗号化する手段を有する、　ことを特徴とす
る請求項７３７に記載のシステム。
【請求項７４０】
前記解析手段は、前記メッセージが再方向付けされる前に、それが再方向付けされたメッ
セージであることを示すテキストを前記メッセージに追加するように作動可能であること
を特徴とする請求項７３７に記載のシステム。
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【請求項７４１】
前記解析手段は、前記メッセージが添付物又は特別の種類の添付物を含む場合、前記発信
メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項
７３４に記載のシステム。
【請求項７４２】
前記解析手段は、前記メッセージが添付物を含む場合、及び、前記メッセージの本文又は
件名が所定量よりも少ないテキストを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方
向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７４３】
前記解析手段は、前記メッセージの作成者の身元に基づいて前記発信メッセージを前記第
三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項７３４に記載のシス
テム。
【請求項７４４】
前記第三者は、本来意図された受信者に送信されるように前記メッセージを承認するため
の手段を有することを特徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７４５】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７４６】
前記アプリケーション手段は、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項７３４に記
載のシステム。
【請求項７４７】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項７４６に記載のシステム。
【請求項７４８】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項７４７に記載のシステム。
【請求項７４９】
前記アプリケーション手段は、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項７
３４に記載のシステム。
【請求項７５０】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項７４９に記載のシステム。
【請求項７５１】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・エ
クステンションであることを特徴とする請求項７５０に記載のシステム。
【請求項７５２】
前記アプリケーション手段は、「インスタントメッセージング」アプリケーションである
ことを特徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７５３】
前記解析手段は、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグインで
あることを特徴とする請求項７５２に記載のシステム。
【請求項７５４】
前記アプリケーション手段は、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特
徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７５５】
前記解析手段は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであること
を特徴とする請求項７５４に記載のシステム。
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【請求項７５６】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項７３４に記載のシステム。
【請求項７５７】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　着信メッセージを前記ネットワークから受信し、受信されたメッセージを発信メッセー
ジとして前記ネットワークに送信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶
されたアプリケーション手段と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータを記憶するポリシー記
憶手段と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、前記ポリシーデータに規定さ
れた前記規則に基づいて、前記発信メッセージが別の受信者に転送されるのを選択的に防
止するか、又は、メッセージが別の受信者に転送される前に警告を出すように前記ポリシ
ーデータと協働して作動可能な解析手段と、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項７５８】
前記ポリシーデータは、１つ又はそれ以上の所定のキーワードを規定し、
　前記解析手段が前記メッセージは１つ又はそれ以上の前記所定のキーワード又はキーワ
ードの組合せを含むと判断した場合、前記メッセージは、別の受信者に転送されるのを防
止されるか、又は、前記メッセージが転送される前に警告が出される、
　ことを特徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７５９】
前記解析手段は、メッセージが所定のリストにあるアドレスのうちの１つ又はそれ以上に
転送されるのを防止するか、又は、前記メッセージを前記所定のリストにあるアドレスの
うちの１つ又はそれ以上に転送する前に警告を出すように作動可能であることを特徴とす
る請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７６０】
前記解析手段は、メッセージが所定のグループのアドレス以外のアドレスに転送されるの
を防止するか、又は、以前に前記メッセージが前記所定のグループのアドレス間のみで送
信されていた場合、前記メッセージを転送する前に警告を出すように作動可能であること
を特徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７６１】
前記受信されたメッセージは、そのメッセージの送信者により設定可能な１つ又はそれ以
上の属性を有し、それらの属性の１つは、「転送禁止」属性であり、前記解析手段は、前
記受信されたメッセージの送信者が前記「転送禁止」属性を設定した場合、受信されたメ
ッセージが発信メッセージとして転送されるのを防止するように作動可能であることを特
徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７６２】
前記解析手段は、前記メッセージを転送する受信者が本来のメッセージの唯一の受信者で
あった場合、前記メッセージの転送を防止するか、又は、前記メッセージを転送する前に
警告を出すように作動可能であることを特徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７６３】
前記解析手段は、承認を得るために、転送される前記発信メッセージが最初に第三者に再
方向付けされるように更に作動可能であり、
　前記第三者が承認を与えた場合、前記発信メッセージは、通常の方法で本来意図された
受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項７５７に記載のシステム。
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【請求項７６４】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７６５】
前記アプリケーション手段は、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項７５７に記
載のシステム。
【請求項７６６】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項７６５に記載のシステム。
【請求項７６７】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項７６６に記載のシステム。
【請求項７６８】
前記アプリケーション手段は、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項７
５７に記載のシステム。
【請求項７６９】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項７６８に記載のシステム。
【請求項７７０】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・エ
クステンションであることを特徴とする請求項７６９に記載のシステム。
【請求項７７１】
前記アプリケーション手段は、「インスタントメッセージング」アプリケーションである
ことを特徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７７２】
前記解析手段は、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグインで
あることを特徴とする請求項７７１に記載のシステム。
【請求項７７３】
前記アプリケーション手段は、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特
徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７７４】
前記解析手段は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであること
を特徴とする請求項７７３に記載のシステム。
【請求項７７５】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項７５７に記載のシステム。
【請求項７７６】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信メッセージを前記ネットワークに送信し、着信メッセージを前記ネットワークから
受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション手段
と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むデータを記憶するポリシー記憶手段と
、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断して、送信前に前記メッセージに
デジタル署名するように選択的に要求するか、デジタル署名することが推奨されることを
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前記メッセージの送信者に通知するか、デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信
するように要求するか、又は、前記メッセージにデジタル署名しないことが推奨されるこ
とを前記メッセージの前記送信者に通知するための、前記ポリシーデータと協働して作動
可能な解析手段と、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項７７７】
前記メッセージに送信前にデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名された
メッセージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名する
ことが推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信す
ることが推奨されるか否かは、前記メッセージの意図された受信者又はアドレスに依存す
ることを特徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７７８】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記メッセージが所定のキーワードリスト内の１つ又はそれ以上の
キーワード又はキーワードの組合せを含むか否かに依存することを特徴とする請求項７７
６に記載のシステム。
【請求項７７９】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記発信メッセージの作成者の身元に依存することを特徴とする請
求項７７６に記載のシステム。
【請求項７８０】
前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが必要か否か、又は、前記
デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが推奨されるか否かは、前記メ
ッセージにデジタル署名するのに使用されたデジタル証明書又は署名キーの種類に依存す
ることを特徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７８１】
前記解析手段は、発信メッセージにデジタル署名するのにどのデジタル証明書又は署名キ
ーが利用可能であるかを判断するように作動可能であり、
　前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセ
ージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが
推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信すること
が推奨されるか否かは、前記メッセージにデジタル署名するのに使用される前記証明書又
は署名キーの種類、及び、前記メッセージに署名するのに利用可能な前記デジタル証明書
又は署名キーの種類に依存する、
　ことを特徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７８２】
前記解析手段は、承認のために、転送される前記発信メッセージが最初に第三者に再方向
付けされるように更に作動可能であり、
　前記第三者が承認を与えた場合、前記発信メッセージは、通常の方法で本来意図された
受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７８３】
前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々に位置することを特
徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７８４】
前記アプリケーション手段は、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項７７６に記
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載のシステム。
【請求項７８５】
前記解析手段は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴とする
請求項７８４に記載のシステム。
【請求項７８６】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記解析手段は、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを特徴とする請求
項７８５に記載のシステム。
【請求項７８７】
前記アプリケーション手段は、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項７
７６に記載のシステム。
【請求項７８８】
（欠番）
【請求項７８９】
前記解析手段は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであることを特
徴とする請求項７８７に記載のシステム。
【請求項７９０】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記解析手段は、「マイクロソフト・エクスチェンジ」クライアント・エ
クステンションであることを特徴とする請求項７８９に記載のシステム。
【請求項７９１】
前記アプリケーション手段は、「インスタントメッセージング」アプリケーションである
ことを特徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７９２】
前記解析手段は、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグインで
あることを特徴とする請求項７９１に記載のシステム。
【請求項７９３】
前記アプリケーション手段は、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特
徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７９４】
前記解析手段は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインであること
を特徴とする請求項７９３に記載のシステム。
【請求項７９５】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析手段は、前記１つ又はそれ以上のワークステ
ーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点に位置するか、又は、前記サ
ーバに位置することを特徴とする請求項７７６に記載のシステム。
【請求項７９６】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションと、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーション手段と、
　前記発信データの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記発信
データの送信を制御するための規則を含むデータを記憶するポリシー記憶手段と、
　前記発信データの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、前記ポリシーデータに従って前記
発信データの送信を制御するための、前記ポリシーデータと協働して作動可能な解析手段
と、
　を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項７９７】
前記解析手段は、「インターネット」上のウェブサイトが禁止ウェブサイトの所定のリス
トにあると判断した場合、及び、前記発信データが１つ又はそれ以上の所定のキーワード
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又はキーワードの組合せを含むと判断された場合、発信データが「インターネット」上の
前記ウェブサイトに送信されるのを防止するように作動可能であることを特徴とする請求
項７９６に記載のシステム。
【請求項７９８】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションを設ける段階と、
　発信メッセージを前記ネットワークに送信し、着信メッセージを前記ネットワークから
受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションを設
ける段階と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータを準備する段階と、
　前記ポリシーデータと協働して前記１つ又はそれ以上の詳細を判断するために前記発信
メッセージを解析する段階と、
　前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて、前記発信メッセージを本来意図された受信者
ではなく第三者に選択的に再方向付けする段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項７９９】
前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のリストにある受信者又はアドレスに送られる
場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項７
９８に記載の方法。
【請求項８００】
前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレス
から送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リス
トを含み、
　前記解析する段階において前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストに
あるドメイン名のうちの１つを含むと判断された場合、及び、前記意図されたアドレスが
前記名前リスト内の従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場
合、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けされる、
　ことを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８０１】
前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワードの組合せを含む場
合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項７９
８に記載の方法。
【請求項８０２】
前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が送信前に暗号化される場合、前記発信メッ
セージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８０３】
前記発信メッセージをその本来の暗号化キーと共に前記第三者に再方向付けする段階と、
前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、前記
本来のキーを用いて前記メッセージを再暗号化するための手段を設ける段階とを含むこと
を特徴とする請求項８０２に記載の方法。
【請求項８０４】
前記メッセージが再方向される前に、それが再方向付けされたメッセージであることを示
すテキストを前記メッセージに追加する段階を含むことを特徴とする請求項８０２に記載
の方法。
【請求項８０５】
前記発信メッセージは、前記メッセージが添付物又は特別の種類の添付物を含む場合、前
記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８０６】
前記メッセージが添付物を含む場合、及び、前記メッセージの本文又は件名が所定量より
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も少ないテキストを含む場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされるこ
とを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８０７】
前記発信メッセージは、前記メッセージの作成者の身元に基づいて前記第三者に再方向付
けされることを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８０８】
前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認するため
の手段を設ける段階を含むことを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８０９】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々で実行されるこ
とを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８１０】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項７９８に記載の
方法。
【請求項８１１】
前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールにより実行されるこ
とを特徴とする請求項８１０に記載の方法。
【請求項８１２】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項８１１に記載の方法。
【請求項８１３】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項７９８
に記載の方法。
【請求項８１４】
前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールにより実行
されることを特徴とする請求項８１３に記載の方法。
【請求項８１５】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項８１４に記載の方法。
【請求項８１６】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８１７】
前記解析する段階は、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイ
ンにより実行されることを特徴とする請求項８１６に記載の方法。
【請求項８１８】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項７９８に記載の方法。
【請求項８１９】
前記解析する段階は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインにより
実行されることを特徴とする請求項８１８に記載の方法。
【請求項８２０】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワーク
ステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、
前記サーバで実行されることを特徴とする請求項７９８に記載の方法。
【請求項８２１】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションを設ける段階と、
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　着信メッセージを前記ネットワークから受信し、受信されたメッセージを発信メッセー
ジとして前記ネットワークに送信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶
されたアプリケーションを設ける段階と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータを準備する段階と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断するために、前記ポリシーデータ
と協働して前記発信メッセージを解析する段階と、
　前記ポリシーデータに規定された前記規則、及び、前記１つ又はそれ以上の詳細に基づ
いて、前記発信メッセージが別の受信者に転送されるのを選択的に防止するか、又は、前
記発信メッセージが別の受信者に転送される前に警告を出す段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項８２２】
前記ポリシーデータは、１つ又はそれ以上の所定のキーワードを規定し、
　前記解析する段階において、前記メッセージが１つ又はそれ以上の前記所定のキーワー
ド又はキーワードの組合せを含むと判断された場合、前記メッセージは、別の受信者に転
送されるのを防止されるか、又は、前記メッセージが転送される前に警告が出される、
　ことを特徴とする請求項８２１に記載の方法。
【請求項８２３】
前記発信メッセージが所定のリストにある１つ又はそれ以上のアドレスに転送されると判
断された場合、前記発信メッセージは、転送されるのを防止されるか、又は、前記メッセ
ージを転送する前に警告が出されることを特徴とする請求項８２１に記載の方法。
【請求項８２４】
前記発信メッセージが所定グループのアドレス以外のアドレスに転送されることになって
おり、かつ、以前に前記メッセージが前記所定グループのアドレス間のみで送信されてい
たと判断された場合、前記発信メッセージは、転送されるのを防止されるか、又は、前記
発信メッセージを転送する前に警告が出されることを特徴とする請求項８２１に記載の方
法。
【請求項８２５】
前記受信されたメッセージは、そのメッセージの送信者により設定可能な１つ又はそれ以
上の属性を有し、それらの属性の１つは、「転送禁止」属性であり、前記受信されたメッ
セージの送信者がその「転送禁止」属性を設定したと判断される場合、前記発信メッセー
ジは、転送されるのを防止されることを特徴とする請求項８２１に記載の方法。
【請求項８２６】
前記発信メッセージを転送する受信者が前記受信されたメッセージの唯一の受信者であっ
たと判断される場合、前記発信メッセージは、転送されるのを防止されるか、又は、前記
発信メッセージを転送する前に警告が出されることを特徴とする請求項８２１に記載の方
法。
【請求項８２７】
承認を得るために、転送される前記発信メッセージが最初に第三者に再方向付けされる段
階を含み、
　前記第三者が承認を与えた場合、前記発信メッセージは、通常の方法で本来意図された
受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項８２１に記載の方法。
【請求項８２８】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々で実行されるこ
とを特徴とする請求項８２１に記載の方法。
【請求項８２９】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項８２１に記載の
方法。
【請求項８３０】



(86) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールにより実行されるこ
とを特徴とする請求項８２９に記載の方法。
【請求項８３１】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項８３０に記載の方法。
【請求項８３２】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項８３１
に記載の方法。
【請求項８３３】
前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールにより実行
されることを特徴とする請求項８３２に記載の方法。
【請求項８３４】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項８３４に記載の方法。
【請求項８３５】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項８２１に記載の方法。
【請求項８３６】
前記解析する段階は、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイ
ンにより実行されることを特徴とする請求項８３５に記載の方法。
【請求項８３７】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項８２１に記載の方法。
【請求項８３８】
前記解析する段階は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインにより
実行されることを特徴とする請求項８３７に記載の方法。
【請求項８３９】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワーク
ステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、
前記サーバで実行されることを特徴とする請求項８２１に記載の方法。
【請求項８４０】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションを設ける段階と、
　発信メッセージを前記ネットワークに送信し、着信メッセージを前記ネットワークから
受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションを設
ける段階と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記
発信メッセージの送信を制御するための規則を含むポリシーデータを準備する段階と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細、特に前記発信メッセージがデジタル署
名されているか否かを判断するために、前記ポリシーデータと協働して前記発信メッセー
ジを解析する段階と、
　前記発信メッセージが送信前にデジタル署名されるか、又は、デジタル署名されている
場合は、前記発信メッセージがデジタル署名されないことを選択的に要求する段階、又は
、デジタル署名することが推奨されるか又は推奨されないことを前記メッセージの送信者
に通知する段階のいずれかの段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項８４１】
前記メッセージに送信前にデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名された
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メッセージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名する
ことが推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信す
ることが推奨されるか否かは、前記メッセージの意図された受信者又はアドレスに依存す
ることを特徴とする請求項８４０に記載の方法。
【請求項８４２】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記メッセージが所定のキーワードリスト内の１つ又はそれ以上の
キーワード又はキーワードの組合せを含むか否かに依存することを特徴とする請求項８４
０に記載の方法。
【請求項８４３】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記発信メッセージの作成者の身元に依存することを特徴とする請
求項８４０に記載の方法。
【請求項８４４】
前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが必要か否か、又は、前記
デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが推奨されるか否かは、前記メ
ッセージにデジタル署名するのに使用されたデジタル証明書又は署名キーの種類に依存す
ることを特徴とする請求項８４０に記載の方法。
【請求項８４５】
発信メッセージにデジタル署名するのにどのデジタル証明書又は署名キーが利用可能であ
るかを判断する段階を含み、
　前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセ
ージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが
推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信すること
が推奨されるか否かは、前記メッセージにデジタル署名するのに使用される前記証明書又
は署名キーの種類、及び、前記メッセージに署名するのに利用可能な前記デジタル証明書
又は署名キーの種類に依存する、
　ことを特徴とする請求項８４０に記載の方法。
【請求項８４６】
承認のために、転送される前記発信メッセージが最初に第三者に再方向付けされる段階を
含み、
　前記第三者が承認を与えた場合、前記発信メッセージは、通常の方法で本来意図された
受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項８４０に記載の方法。
【請求項８４７】
前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワークステーションの各々で実行されるこ
とを特徴とする請求項８４０に記載の方法。
【請求項８４８】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項８４０に記載の
方法。
【請求項８４９】
前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールにより実行されるこ
とを特徴とする請求項８４８に記載の方法。
【請求項８５０】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
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特徴とする請求項８４９に記載の方法。
【請求項８５１】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項８４０
に記載の方法。
【請求項８５２】
前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールにより実行
されることを特徴とする請求項８５１に記載の方法。
【請求項８５３】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項８５２に記載の方法。
【請求項８５４】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項８４０に記載の方法。
【請求項８５５】
前記解析する段階は、前記「インスタントメッセージング」アプリケーションのプラグイ
ンにより実行されることを特徴とする請求項８５４に記載の方法。
【請求項８５６】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項８４０に記載の方法。
【請求項８５７】
前記解析する段階は、前記「音声メッセージング」アプリケーションのプラグインにより
実行されることを特徴とする請求項８５６に記載の方法。
【請求項８５８】
前記ネットワークはサーバを含み、前記解析する段階は、前記１つ又はそれ以上のワーク
ステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行されるか、又は、
前記サーバで実行されることを特徴とする請求項８４０に記載の方法。
【請求項８５９】
コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する１つ又
はそれ以上のワークステーションを設ける段階と、
　発信データを前記ネットワークに送信し、着信データを前記ネットワークから受信する
ための、各ワークステーションの前記メモリに記憶されたアプリケーションを設ける段階
と、
　前記発信データの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、それらの詳細に基づいて前記発信
データの送信を制御するための規則を含むポリシーデータを準備する段階と、
　前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断するために、前記ポリシーデータ
と協働して前記発信データを解析する段階と、
　前記ポリシーデータ及び前記１つ又はそれ以上の詳細に従って、前記データの送信を制
御する段階と、
　を含むことを特徴とする、情報を管理する方法。
【請求項８６０】
解析する段階において「インターネット」上のウェブサイトが禁止ウェブサイトの所定の
リストにあると判断された場合、及び、前記発信データが１つ又はそれ以上の所定のキー
ワード又はキーワードの組合せを含むと判断された場合、発信データが「インターネット
」上の前記ウェブサイトに送信されるのを防止する段階を含むことを特徴とする請求項８
５９に記載の方法。
【請求項８６１】
ネットワークへの発信データの送信を制御する規則を含むポリシーデータにアクセスする
ことができるネットワークに接続されたコンピュータを、情報を管理するように制御する
ためのコンピュータソフトウエア製品であって、
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　プログラムコードが記録された、コンピュータにより読取可能な記録媒体、
　を含み、
　前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行された時に、
　ポリシーデータの規則と協働して発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断する
ために、発信メッセージを前記ネットワークに送信して着信メッセージを前記ネットワー
クから受信するように作動可能な前記コンピュータ上で実行されるアプリケーションと協
働して、前記発信メッセージを解析し、
　前記１つ又はそれ以上の詳細に基づいて、前記発信メッセージを本来意図された受信者
ではなく第三者に選択的に再方向付けする、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８６２】
前記プログラムコードは、前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のリストにある受信
者又はアドレスに送られる場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするよう
に作動可能であることを特徴とする請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品
。
【請求項８６３】
前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレス
から送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リス
トを含み、
　前記プログラムコードは、前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストに
あるドメイン名のうちの１つを含むと判断した場合、及び、前記意図されたアドレスが前
記名前リスト内の従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場合
、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けするように作動
可能である、
　ことを特徴とする請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８６４】
前記プログラムコードは、前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキ
ーワードの組合せを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように
作動可能であることを特徴とする請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８６５】
前記プログラムコードは、送信前に前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が暗号化
される場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であるこ
とを特徴とする請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８６６】
前記プログラムコードは、前記メッセージをその本来の暗号化キーと共に前記第三者に再
方向付けするように作動可能であり、
　前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、前
記本来のキーを用いて前記メッセージを再暗号化するための手段が、前記第三者が受信す
る前記再方向付けされたメッセージ上に設けられる、
　ことを特徴とする請求項８６５に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８６７】
前記プログラムコードは、前記メッセージが再方向付けされる前に、それが再方向付けさ
れたメッセージであることを示すテキストを前記メッセージに追加するように作動可能で
あることを特徴とする請求項８６５に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８６８】
前記プログラムコードは、前記メッセージが添付物又は特別の種類の添付物を含む場合、
前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とす
る請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８６９】
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前記プログラムコードは、前記メッセージが添付物を含む場合、及び、前記メッセージの
本文又は件名が所定量よりも少ないテキストを含む場合、前記発信メッセージを前記第三
者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項８６１に記載のコンピ
ュータソフトウエア製品。
【請求項８７０】
前記プログラムコードは、前記メッセージの作成者の身元に基づいて前記発信メッセージ
を前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項８６１に記
載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８７１】
前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認するため
の手段が、前記第三者が受信する前記再方向付けされたメッセージ上に設けられることを
特徴とする請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８７２】
前記プログラムコードは、前記コンピュータの各々で実行可能であることを特徴とする請
求項８６１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８７３】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項８６１に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項８７４】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項８７３に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項８７５】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項８７４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８７６】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項８６１
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８７７】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項８７６に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項８７８】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項８７７に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項８７９】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８０】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項８７９に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８１】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項８６１に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「音声メッセージン
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グ」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項８８１に記載のコンピ
ュータソフトウエア製品。
【請求項８８３】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記１つ又はそれ以上のワ
ークステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか
、又は、前記サーバで実行可能であることを特徴とする請求項８６１に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項８８４】
ネットワークへの発信データの送信を制御する規則を含むポリシーデータにアクセスする
ことができるネットワークに接続されたコンピュータを、情報を管理するように制御する
ためのコンピュータソフトウエア製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータにより読取可能な記録媒体、
　を含み、
　前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行された時に、
　ポリシーデータの規則と協働して発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断する
ために、発信メッセージを前記ネットワークに送信して着信メッセージを前記ネットワー
クから受信するように作動可能な前記コンピュータ上で実行されるアプリケーションと協
働して、前記発信メッセージを解析し、
　前記ポリシーデータに規定された前記規則に基づいて、前記発信メッセージが別の受信
者に転送されるのを選択的に防止するか、又は、メッセージが別の受信者に転送される前
に警告を出す、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８５】
前記ポリシーデータは、１つ又はそれ以上の所定のキーワードを規定し、
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の前記所定のキーワード又はキーワードの組合せを
含むと判断された場合、前記メッセージは、別の受信者に転送されるのを防止されるか、
又は、前記メッセージが転送される前に警告が出される、
　ことを特徴とする請求項８８４に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８６】
前記プログラムコードは、メッセージが所定のリストにあるアドレスのうちの１つ又はそ
れ以上に転送されるのを防止するか、又は、前記メッセージを前記所定のリストにあるア
ドレスのうちの１つ又はそれ以上に転送する前に警告を出すように作動可能であることを
特徴とする請求項８８４に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８７】
前記プログラムコードは、メッセージが所定のグループのアドレス以外のアドレスに転送
されるのを防止するか、又は、以前に前記メッセージが前記所定のグループのアドレス間
のみで送信されていた場合、前記メッセージを転送する前に警告を出すように作動可能で
あることを特徴とする請求項８８４に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８８】
前記受信されたメッセージは、そのメッセージの送信者により設定可能な１つ又はそれ以
上の属性を有し、それらの属性の１つは、「転送禁止」属性であり、前記プログラムコー
ドは、前記受信されたメッセージの送信者が前記「転送禁止」属性を設定した場合、受信
されたメッセージが発信メッセージとして転送されるのを防止するように作動可能である
ことを特徴とする請求項８８４に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８８９】
前記プログラムコードは、前記メッセージを転送する受信者が本来のメッセージの唯一の
受信者であった場合、前記メッセージの転送を防止するか、又は、前記メッセージを転送
する前に警告を出すように作動可能であることを特徴とする請求項８８４に記載のコンピ
ュータソフトウエア製品。
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【請求項８９０】
前記プログラムコードは、承認を得るために、転送される前記発信メッセージが最初に第
三者に再方向付けされるように更に作動可能であり、
　前記第三者が承認を与えた場合、前記発信メッセージは、通常の方法で本来意図された
受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項８８４に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８９１】
前記プログラムコードは、前記コンピュータの各々で実行可能であることを特徴とする請
求項８８４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８９２】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項８８４に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項８９３】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項８９２に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項８９４】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項８９３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８９５】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項８８４
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８９６】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項８９５に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項８９７】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項８９６に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項８９８】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項８８４に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項８９９】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項８９８に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９００】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項８８４記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９０１】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「音声メッセージン
グ」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項９００に記載のコンピ
ュータソフトウエア製品。
【請求項９０２】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記１つ又はそれ以上のワ
ークステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか
、又は、前記サーバで実行可能であることを特徴とする請求項８８４に記載のコンピュー
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タプログラム製品。
【請求項９０３】
ネットワークへの発信データの送信を制御する規則を含むポリシーデータにアクセスする
ことができるネットワークに接続されたコンピュータを、情報を管理するように制御する
ためのコンピュータソフトウエア製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータにより読取可能な記録媒体、
　を含み、
　前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行された時に、
　ポリシーデータの規則と協働して発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断する
ために、発信メッセージを前記ネットワークに送信して着信メッセージを前記ネットワー
クから受信するように作動可能な前記コンピュータ上で実行されるアプリケーションと協
働して、前記発信メッセージを解析し、
　送信前に前記発信メッセージがデジタル署名されること、又は、デジタル署名された発
信メッセージがデジタル署名されないことを選択的に要求するか、又は、デジタル署名す
ることが推奨されること、又は、デジタル署名されたメッセージの場合は、デジタル署名
することは推奨されないことを前記発信メッセージの送信者に通知する、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９０４】
前記メッセージに送信前にデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名された
メッセージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名する
ことが推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信す
ることが推奨されるか否かは、前記メッセージの意図された受信者又はアドレスに依存す
ることを特徴とする請求項９０３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９０５】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記メッセージが所定のキーワードリスト内の１つ又はそれ以上の
キーワード又はキーワードの組合せを含むか否かに依存することを特徴とする請求項９０
３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９０６】
前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセー
ジを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが推
奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが
推奨されるか否かは、前記発信メッセージの作成者に依存することを特徴とする請求項９
０３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９０７】
前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが必要か否か、又は、前記
デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信することが推奨されるか否かは、前記メ
ッセージにデジタル署名するのに使用されたデジタル証明書又は署名キーの種類に依存す
ることを特徴とする請求項９０３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９０８】
前記プログラムコードは、発信メッセージにデジタル署名するのにどのデジタル証明書又
は署名キーが利用可能であるかを判断するように作動可能であり、
　前記メッセージにデジタル署名することが必要か否か、前記デジタル署名されたメッセ
ージを署名なしで送信することが必要か否か、前記メッセージにデジタル署名することが
推奨されるか否か、又は、前記デジタル署名されたメッセージを署名なしで送信すること
が推奨されるか否かは、前記メッセージにデジタル署名するのに使用される前記証明書又
は署名キーの種類、及び、前記メッセージに署名するのに利用可能な前記デジタル証明書
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又は署名キーの種類に依存する、
　ことを特徴とする請求項９０３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９０９】
前記プログラムコードは、承認のために、転送される前記発信メッセージが最初に第三者
に再方向付けされるように更に作動可能であり、
　前記第三者が承認を与えた場合、前記発信メッセージは、通常の方法で本来意図された
受信者に転送される、
　ことを特徴とする請求項９０３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９１０】
前記プログラムコードは、前記コンピュータの各々で実行可能であることを特徴とする請
求項９０３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９１１】
前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項９０３に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項９１２】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記ウェブブラウザのプ
ラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項９１１に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項９１３】
前記ウェブブラウザは、マイクロソフト製の「インターネット・エクスプローラ」であり
、前記プラグイン・モジュールは、「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」であることを
特徴とする請求項９１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９１４】
前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項９０３
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９１５】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記電子メールクライア
ントのプラグイン・モジュールであることを特徴とする請求項９１４に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項９１６】
前記電子メールクライアントは、マイクロソフト製の「アウトルック」電子メールクライ
アントであり、前記プラグイン・モジュールは、「マイクロソフト・エクスチェンジ」ク
ライアント・エクステンションであることを特徴とする請求項９１５に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項９１７】
前記アプリケーションは、「インスタントメッセージング」アプリケーションであること
を特徴とする請求項９０３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９１８】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「インスタントメッ
セージング」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項９１７に記載
のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９１９】
前記アプリケーションは、「音声メッセージング」アプリケーションであることを特徴と
する請求項９０３に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９２０】
前記コンピュータ上で実行された時の前記プログラムコードは、前記「音声メッセージン
グ」アプリケーションのプラグインであることを特徴とする請求項９１９に記載のコンピ
ュータソフトウエア製品。
【請求項９２１】
前記ネットワークはサーバを含み、前記プログラムコードは、前記１つ又はそれ以上のワ
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ークステーションと前記サーバとの中間の前記ネットワーク上の一点で実行可能であるか
、又は、前記サーバで実行可能であることを特徴とする請求項９０３に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項９２２】
ネットワークへの発信データの送信を制御する規則を含むポリシーデータにアクセスする
ことができるネットワークに接続されたコンピュータを、情報を管理するように制御する
ためのコンピュータソフトウエア製品であって、
　プログラムコードが記録された、コンピュータにより読取可能な記録媒体、
　を含み、
　前記プログラムコードは、前記コンピュータ上で実行された時に、
　ポリシーデータの規則と協働して発信データの１つ又はそれ以上の詳細を判断するため
に、発信データを前記ネットワークに送信して着信データを前記ネットワークから受信す
るように作動可能な前記コンピュータ上で実行されるアプリケーションと協働して、前記
発信データを解析し、
　前記ポリシーデータと前記発信メッセージの前記１つ又はそれ以上の詳細とに従って前
記データの送信を制御する、
　ように前記コンピュータを構成する、
　ことを特徴とするコンピュータソフトウエア製品。
【請求項９２３】
前記プログラムコードは、「インターネット」上のウェブサイトが禁止ウェブサイトの所
定のリストにあると判断した場合、及び、前記発信データが１つ又はそれ以上の所定のキ
ーワード又はキーワードの組合せを含むと判断された場合、発信データが「インターネッ
ト」上の前記ウェブサイトに送信されるのを防止するように作動可能であることを特徴と
する請求項９２２に記載のコンピュータソフトウエア製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に情報セキュリティ、取引監査及び報告、中央集中型ポリシー、及び、ア
プリケーション接続性の領域において、「インターネット」アプリケーションに対する拡
張管理機能性を提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に企業間（Ｂ２Ｂ）、また、企業・消費者間（Ｂ２Ｃ）での電子商取引（ｅＣｏｍｍ
ｅｒｃｅ）は、郵便、電話、及び、個人的な面談などのこれまでの手段ではなく、リンク
したコンピュータシステムから成る世界的なネットワークである「インターネット」を使
用して買い手及び売り手が通信する、急速に成長している市場である。売り手は、「イン
ターネット」への接続、「ワールド・ワイド・ウェブ」上のページ、又は、一般的に特定
の市場部門の品物及びサービスを商う電子市場を通じて閲覧又はダウンロードすることが
できるデジタル小冊子及びカタログを使用して製品及びサービスを宣伝する。買い手は、
全て電子的に、またいつでも、供給業者を捜し、品物を選択し、見積りを取得し、注文を
してそれを追跡し、支払いさえも行うことができる。「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」によって、
調達経費の大幅な軽減による柔軟性、選択性、及び、効率の向上が約束される。
【０００３】
　ユーザを「インターネット」に接続する世界的に容認されている方法は２通りある。そ
の１つは「ウェブブラウザ」であり、これによって、ユーザは、個々のウェブサイトにア
クセスすることにより「ワールド・ワイド・ウェブ」上のページを閲覧することができ、
そのアドレスは、一般的にこれまでの手段を使用して広く公開されているか、又は、別の
ウェブサイトで参照される。最も広く採用されているウェブブラウザは、マイクロソフト
・コーポレーション製の「インターネット・エクスプローラ」である。
【０００４】
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　第２の接続手段は、「電子メール」プログラムを使用することであり、これによって、
ユーザは、「ｅ－ｍａｉｌ」として公知のメッセージを作成し、これは、次に「インター
ネット」上で意図する受信者のアドレスに電子的に経路指定される。よく知られている「
電子メール」プログラムには、ＩＢＭ・コーポレーション製の「ロータス・ノーツ」、及
び、マイクロソフト・コーポレーション製の「アウトルック」が含まれる。
【０００５】
　一般的な「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」のシナリオにおいては、買い手は、売り手のウェブサ
イト上で価格設定及び配達情報と共に、特定の製品を特定すると考えられる。買い手は、
次に、ウェブサイト上の電子注文書式に必要事項を記入するか、又は、売り手に直接「電
子メール」を送ることによって注文する。注文には、一般的に、恐らくは「クレジットカ
ード」に関する詳細事項という形か、又は、何らかの電子支払い手段による支払いの約束
が含まれることになる。次に、売り手は、一般的に返信電子メールを送って受注を確認す
る。
【０００６】
　「ウェブブラウザ」は、認定された各種の規格、特に「インターネット」規格文書「Ｒ
ＦＣ２６１６」で詳細に記載されている「ハイパーテキスト・トランスファープロトコル
（ＨＴＴＰ）」に従って作動する。「電子メール」プログラムは、認定された各種の規格
、特に「インターネット」規格文書「ＲＦＣ０８２１」で詳細に記載されている「シンプ
ルメール・トランスファープロトコル（ＳＭＴＰ）」、及び、「インターネット」規格文
書「ＲＦＣ２０４５－２０４９」で詳細に記載されている「多目的インターネットメール
拡張仕様（ＭＩＭＥ）」に従って作動する。
【０００７】
　「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」は莫大な利点をもたらすが、その採用は、多くの新しい問題に
なっており、特に最終的にこれまでの方法に取って代わろうとする場合、その継続的な採
用を確保するためにこれらの問題に対処しなければならない。重要問題の１つは、セキュ
リティである。
　「インターネット」は、開放型通信ネットワークであり、それは、誰でも使用すること
ができることから定義上安全性に欠けるものである。「インターネット」上で交換される
機密性情報（例えば、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引において）を保護する手段は、確実な
送信プロトコル及びメッセージ処理の採用によってこれまでに実現されている。例えば、
ウェブ「サーバ」とウェブ「ブラウザ」との間で使用されている確実な点間送信プロトコ
ルには、ネットスケープ・コミュニケーションズ・コーポレーションによって定義されて
いる「セキュア・ソケット・レイヤー（ＳＳＬ）」、及び、「インターネット」規格文書
「ＲＦＣ２２４６」で定義されているその継承プロトコル「トランスポート・レイヤー・
セキュリティ（ＴＬＳ）」が含まれる。確実な電子メールメッセージ規格には、「インタ
ーネット」規格文書「ＲＦＣ２６３３」で詳細に定義されている「機密性多目的インター
ネットメール拡張仕様（Ｓ／ＭＩＭＥ）」、及び、フィリップ・チマーマンによって開発
された公有機密性メッセージ処理システム「プリティ・グッド・プライバシー」が含まれ
る。
【０００８】
　「インターネット」に接続されたサーバ上の情報へのアクセスを管理するために、ユー
ザ名及びパスワードから成るシステムが広く採用されている。例えば、特定のウェブサー
バ上の割引価格リストへのアクセスは、アクセスを許可するユーザ名及びパスワードを過
去に提示した取引上のユーザに制限することができる。同様に、オンライン情報サービス
では、一般的に、そのサービスに対して支払いがあった者にアクセスを制限するためのユ
ーザ名及びパスワードが広範囲に使用されている。各ユーザに独特なユーザ名及び変更可
能なパスワードを与えることによって、そのサービスにより支払済みの加入者のみがシス
テムにアクセスすることができるようにすることができ、ユーザは、そのサービスによっ
て記憶された個人的データへの他人によるアクセスを防止することができる。
【０００９】
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　「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」の用途において、重要な問題は、身元及び信頼性という問題で
ある。供給業者が「インターネット」を通じて注文を受信した時、その顧客に関する事前
の知識を有していないことは全くあり得ることであり、おそらくありそうなことである。
供給業者は、顧客が、ａ）自分で言っているその本人であること、換言すると、誰かが他
の誰かに成りすましているのではないこと、及び、ｂ）信頼することができ、提供する品
物又はサービスに対して最終的に支払いをする意志が有ることを立証しなければならない
。これらの問題は、「Ｂ２Ｃ」市場では、これまでは主としてクレジットカードを使用し
て対処されている。顧客は、自分のクレジットカード番号及び住所を注文と共に提示し、
次に、供給業者はクレジットカード会社に確認し、その料金に対する許可を取得する。こ
の処理全体は、人間の介入がなく、一般的に全くオンライン上で行われる。この方法は、
供給業者がクレジットカード保持者の住所に品物を出荷する場合には大体において効果的
であり、なぜなら、潜在的な窃盗犯は、カード保持者の詳細を盗み出す必要があるばかり
でなく、品物の配達に割り込む必要があるからである。物理的な配達を伴わないサービス
の場合には、その効果ははるかに落ちる。
【００１０】
　明らかに、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」におけるクレジットカードの使用は、普及してはい
るものの、例えば最大１０，０００ドルまでの金額を伴う可撓性のある小規模の取引に制
限されている。このような金額を上回る取引（総額の金銭的条件がそれ以下のもののそれ
を遥かに上回るもの）の場合、相互に信頼された第三者を使用して、身元及び信頼性を立
証しなければならない。
　身元の立証の要であるのは、「デジタル証明書」の使用である。顧客は、信頼された第
三者による「デジタル証明書」の発行を受けることができ、次に、「デジタル証明書」は
、通信事項に電子的に「署名する」ために使用される。署名入りメッセージが受信される
と、受信者（この場合は供給業者）は、ａ）送信者の身元、ｂ）メッセージが変更されて
いないこと、及び、ｃ）送信者が後で自分がメッセージを送信したことを否定できないこ
と、を明確に立証することができる。「デジタル証明書」に関する認定された規格は、「
ＩＴＵ」文書「Ｘ．５０９」に説明されており、「インターネット」通信におけるその使
用は、「インターネット」規格文書「ＲＦＣ２３１２」、「ＲＦＣ２４５９」、「ＲＦＣ
２５１０」、「ＲＦＣ２５１１」、「ＲＦＣ２５２７」、「ＲＦＣ２５６０」、「ＲＦＣ
２５８５」、及び、「ＲＦＣ２６３２」で説明されている。
　バリサート・コーポレーションによって提供されるサービスなどの請求可能な第三者サ
ービスは、「デジタル証明書」が例えば何らかの方法で危うくなった後で証明書が無効に
されていないことを確認するのに使用することができる。
【００１１】
　メッセージの信憑性が立証されると、供給業者は、別の第三者を利用して信頼性を立証
することができるか、又は、同一の第三者を利用して信憑性及び信頼性を立証することが
できる。例えば、世界の大手銀行の協会である「Ｉｄｅｎｔｒｕｓ」は、供給業者が「Ｉ
ｄｅｎｔｒｕｓ」発行の「デジタル証明書」を用いて署名されたメッセージを受信した時
、供給業者が、その顧客が認定銀行と良好な取引状態にある有効な口座保持者であること
を独立に確認することができるシステムを提供する。
【００１２】
　最終的には、このシステムは、銀行が更に取引を保証し、それによって供給業者に対す
る支払いが保証されるように拡張されることになる。「顧客」及び「供給業者」という用
語は、「インターネット」通信に関わる任意の２つの当事者に適用できることが認められ
るであろう。
　上述のシステムの適切な組合せによって、「インターネット」の使用、及び、「インタ
ーネット」を通じて利用可能なサービス及び機能に対する確実な基礎が得られることが分
る。しかし、これらのシステムのみを使用して「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」を行うことに関す
るいくつかの問題があることが認められる。これらの問題について以下で検討する。
【００１３】
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　上記で参照した機密性送信プロトコル及びメッセージ処理において、データは、通常は
送信される前に暗号化され、閲覧する前に意図する受信者によって復号化が行われる。従
って、万一データが送信中に傍受された場合、無許可の第三者が復号化アルゴリズムの秘
密の復号化キーを知っているか又は確認することができる場合を除き、無許可の第三者に
よって閲覧されずに安全なものとなる。
　機密リンク又はメッセージの各終点でのデータの暗号化及び復号化には、かなりの処理
パワーが必要とされる。更に、送信側及び受信側の双方の当事者は、システムが問題なく
作動するために、同じ暗号化強度での暗号化アルゴリズムの同一暗号化キーを所有してい
なければならない。これは、例えば、コンピュータシステムに対するデータのインポート
及びエクスポートの規制によってより高強度のアルゴリズムの使用が禁止されており、リ
ンク又はメッセージがより低い強度で暗号化せざるを得ないか又は機密性通信が全くでき
ない場合には問題になることが多い。その結果、機密リンク及びメッセージ処理は、通常
は必要な時に限って使用される。
【００１４】
　「ワールド・ワイド・ウェブ」上での通信の場合、機密性通信に対する要件は、「ウェ
ブサーバ」によって判断及び開始される。例えば、サーバがユーザに漏れなく記載させる
ために注文書を送信しようとしている場合、注文書がサーバに返送される時に暗号化され
るように機密リンクを開始することができる。同様に、注文が完了すると、サーバは、機
密リンクを終了して通常の暗号化されていない通信に戻ることができる。
【００１５】
　一般的に、リンクが機密であることを示すユーザが有する唯一のものはアイコン（通常
は南京錠を示す）であり、ブラウザウインドウ内に表示される。このアイコンが表示され
ると、ユーザは、一般的に、ブラウザに問い合わせて使用されている暗号化アルゴリズム
の強度を判断することができ、クレジットカード及びアドレス詳細などの機密性情報を入
力して続けて送信するか否かを決めることができる。
　しかし、実際には、ユーザは、リンクが機密性のものであるか検査しないことが多く、
それが送信されている情報を保護するのに適切な暗号化強度であることを検査する頻度は
はるかに少ない。この問題に対処するために、マイクロソフト・コーポレーション製の「
アウトルック」などの「電子メール」アプリケーションは、初期設定によって全ての「電
子メール」を暗号化する能力を提供する。
【００１６】
　ユーザ名及びパスワードの広範囲な採用は、特に効果的なセキュリティ上の慣行として
パスワードを頻繁に変更する必要ある時に、覚えておく必要がある真の番号のために多く
の「インターネット」ユーザに対して管理上の問題を引き起こす。同様に、ユーザは、他
の誰かが既に自分のユーザ名の「お気に入り」を任意のサイトで使用している恐れがある
ことから、多くの場合様々な異なるユーザ名を使用する必要があることになる。ユーザ名
及びパスワードを覚えたり、その後の機会にユーザ名及びパスワードフィールドを自動的
に書き込むための機能は、マイクロソフト・コーポレーション製の「インターネット・エ
クスプローラ」などのウェブブラウザ、及び、「Ｇａｔｏｒ．ｃｏｍ」製の「Ｇａｔｏｒ
」などの付加的な「ヘルパー」機能によって設けられている。これらの機能によって、一
般的に、ユーザ名、パスワード、及び、それぞれが適用されるウェブページのファイルが
維持される。これらのファイルは、確実に適切なユーザのみがアクセスすることができる
ように暗号化される。許可されたユーザが暗号キーを忘れてしまったり、もはや暗号キー
を与えるのに連絡することができない時、又は、ファイルが誤って又は故意に、紛失、破
壊、又は、改ざんされた時など、このようなユーザ名及びパスワードが失われたり、又は
、利用することができなくなった場合、「インターネット」アカウント及びサービスへの
アクセスが失われる恐れがあり、必要なユーザ名及び／又はパスワードを交換又は取り戻
すために、各サイトに個別に接続しなければならない。これは、アクセスの喪失及び管理
時間に関して企業にとっては非常に経費の掛かる問題になりかねない。更に、このような
記憶されたユーザ名及びパスワードは、最初に使用された機械上での使用にのみ利用可能
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である。ユーザが別の機械に移ったり、複数の機械を使用する場合、記憶されたユーザ名
及びパスワードは、これらの他の機械からはユーザは利用することができない。
【００１７】
　全ての企業及び多くの個々のユーザは、自分たちが着手する取引の正確な記録を維持す
る法律上の義務を有するが、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引に関しては、これが困難である
ことを証明することができる。企業は、例えば、論争の場合には品物が注文された条件を
証明するために監査を目的として記録を維持しなければならない。このような記録は、「
ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」環境においてはかなり維持し難く、ユーザは、例えば「電子メール
」で送られた注文書のコピーを保管するとか、又は、ウェブサイト購入からのウェブペー
ジ領収書を印刷しておく必要がある。ユーザにとっては、これは労力を要するものであり
、このように作成されたいかなる記録も完全なもの又は信頼できるものであるという保証
はない。
【００１８】
　「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の記録を保管する１つの自動的なソリューションは、マッ
クス・マネジャー・コーポレーション製の「ＡＭａｘ　Ｍａｎａｇｅｒ（登録商標）」ア
プリケーションによって実現されている。「Ｍａｘ　Ｍａｎａｇｅｒ」は、公知のウェブ
サイトで領収書ページを捕捉し、取引情報をそれらの領収書ページから抽出し、そのアプ
リケーションが実行されている機械上で領収書ページ及び抽出された取引情報の両方をロ
ーカルに記憶する。しかし、「Ｍａｘ　Ｍａｎａｇｅｒ」は、作動させるために領収書ペ
ージの正確なアドレス及びレイアウトを供給してやる必要がある。「Ｍａｘ　Ｍａｎａｇ
ｅｒ」は、領収書ページのアドレスを判断するか、又は、ブラウザによって閲覧されてい
る現在のページを領収書ページが供給された領収書ページのそのレイアウトと比較するか
のいずれかにより、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が行われたことを判断する。領収書ペー
ジを特定すると、適合させるためのテンプレートとしてページの公知のレイアウトを使用
することにより、該当取引の詳細が領収書ページから抽出される。「Ｍａｘ　Ｍａｎａｇ
ｅｒ」の重大な欠点は、データが詳細と共に供給されたページからデータを抽出するため
にしかそれを使用することができないということである。更に、領収書ページのレイアウ
トが変更されている場合、「Ｍａｘ　Ｍａｎａｇｅｒ」は、変更後のレイアウト用の新し
いテンプレートが供給されるまで、ページからいかなるデータもまともに抽出することが
できない。ウェブサイトは頻繁に変更されることから、「Ｍａｘ　Ｍａｎａｇｅｒ」は、
このような変更を考慮するために絶えず更新されなければならない。これは、大局的には
非実用的であり、必然的に取引が見逃され、更に悪い場合には間違った報告がなされる。
【００１９】
　これらの問題はまた、コンピュータ端末が分散式であり、その結果、多くの場合に端末
とユーザとが別々の場所にいるということからきている。複数ユーザという環境において
は、ユーザコンピュータは、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）を使用
して、物理的に互いに接続することができ、「ＬＡＮ」によって「インターネット」への
接続のための「ゲートウェイ」が得られる。また、ユーザコンピュータは、「電子メール
」メッセージの中央収集及び配信点として機能するマイクロソフト・コーポレーション製
の「エクスチェンジ・サーバ」、頻繁に閲覧するウェブサイトの性能を改善するためのキ
ャッシュとして、及び、望ましくないものと指定された特定のウェブサイトへのアクセス
を防止するためのフィルタとして機能するマイクロソフト・コーポレーション製の「プロ
キシー・サーバ」などのローカルサーバに接続することができる。しかし、２つのローカ
ルユーザ間で送られるメッセージの場合を除き、情報の交換に関する限り、各ユーザは、
同一場所で他人から全く孤立して作動する。これは、従業員の活動を中央で管理する手段
を有さず、情報の共有から為し得る大幅な経費節約の恩恵を受けることができない企業及
び他の組織に対して重大な管理上の問題を呈する。例えば、組織内の２つのユーザは、同
一送信者によってデジタル署名された「電子メール」メッセージを独立して受信する恐れ
がある。双方の受信者は、個別に「デジタル証明書」を確認しなければならず、２つの確
認料金が発生して少なくともその１つは不要なものである。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、上述のシステム固有の問題を緩和し、情報交換のための単一統合システムを
もたらす、上述のシステムへの追加の機能性を提供する。
【００２１】
　本発明は、ここで参照すべき独立請求項に示されており、本発明の有利な態様は、特許
請求の範囲に示されている。
　情報管理システムは、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」環境における多くの利点をオンライン商
社にもたらし、オンライン商社は、ポリシーデータに暗号化された取引の命令に従って従
業員によって為される取引を制御し、パスワード及びオンラインで行われた取引の記録を
自動的に維持し、「デジタル証明書」の確認に関する不要な検査の支払いを回避し、従業
員によるデータの送信が常に機密に実行されるように保証することができることによる恩
恵を受ける。
　ここで、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照しながら例示的に更に詳細に
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来技術により「インターネット」を構成するシステム及びリソースの現在の構
成の概略図である。
【図２】企業環境において実行される本発明の好ましい実施形態の概略図である。
【図３】本発明の好ましい実施形態によるウェブブラウザの作動の概略図である。
【図４】ウェブブラウザによって作られた一般的な入力ウインドウの図である。
【図５】本発明の好ましい実施形態による「電子メール」クライアントの作動の概略図で
ある。
【図６】ユーザによって遠隔ウェブサイトに送信されたユーザ名及びパスワード値を捕捉
するための、本発明の好ましい実施形態によるプラグイン・モジュールの作動を示すフロ
ーチャートである。
【図７】データを記録するための制御条件を指定する例示的なポリシーデータの図である
。
【図８】ウェブサイト又は「電子メール」クライアントに対して送受信されたデータに含
まれるクレジットカード番号を認識するための、本発明の好ましい実施形態によるプラグ
イン・モジュールの作動を示すフローチャートである。
【図９】ユーザによって受信された「デジタル証明書」の有効性を立証するための、本発
明の好ましい実施形態によるプラグイン・モジュールの作動を示すフローチャートである
。
【図１０】「デジタル証明書」を確認すべきか否かを判断するための例示的なポリシーデ
ータの図である。
【図１１】「デジタル証明書」に対して確認が必要とされるか否かを判断するために、図
１０に示した例示的ポリシーデータを使用する方法を示すフローチャートである。
【図１２】「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の一部を構成するユーザに対する送受信を特定す
るための、本発明の好ましい実施形態によるプラグイン・モジュールの作動を示すフロー
チャートである。
【図１３】取引を特定するために図１２に示した処理と共に使用されることを意図した例
示的なポリシーデータの図である。
【図１４】単一取引の一部を構成すると特定された送信を記録することにより取引の記録
を形成するための、本発明の好ましい実施形態によるプラグイン・モジュールの作動を示
すフローチャートである。
【図１５】特定された取引を所定のポリシー設定に基づいて承認又は拒否するための、本
発明の好ましい実施形態によるプラグイン・モジュールの作動を示すフローチャートであ
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る。
【図１６】特定された取引が承認を必要とするか否かを判断し、適切な承認者を特定する
ための例示的なポリシーデータの図である。
【図１７】伝送のための適切なレベルの暗号化を判断し、そのレベルが設けられている場
合に限りその伝送が送信されることを可能にするための、本発明の好ましい実施形態によ
るプラグイン・モジュールの作動を示すフローチャートである。
【図１８】必要とされる暗号化強度を様々なデータ形式に対して指定する例示的なポリシ
ーデータの図である。
【図１９】発信メッセージの再方向付けを制御するための例示的なポリシーデータの図で
ある。
【図２０】図１９に示したポリシーデータを利用して送信前に検討するために発信メッセ
ージを第三者に再方向付けするための、本発明の好ましい実施形態によるプラグイン・モ
ジュールの作動を示すフローチャートである。
【図２１】図１９に示したポリシーデータを利用して会社外部のサイトへの情報のアップ
ロードを制御するための、本発明の好ましい実施形態によるプラグイン・モジュールの作
動を示すフローチャートである。
【図２２】会社内外の受信者へのメッセージの転送を制御するための例示的なポリシーデ
ータの図である。
【図２３】図２２に示すポリシーデータを利用する本発明の好ましい実施形態によるプラ
グイン・モジュールの作動を示すフローチャートである。
【図２４】発信メッセージがデジタル署名されているか否かを管理するための例示的なポ
リシーデータの図である。
【図２５】図２４に示すポリシーデータを利用する本発明の好ましい実施形態によるプラ
グイン・モジュールの作動を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　好ましいシステムは、「インターネット」のユーザにコンピュータシステム上の情報の
流れを管理する自動的な方法を提供する。それは、送信が行われるセキュリティレベルを
管理する機能、オンライン取引を記録し、承認を得るために第三者にまさに行われようと
している取引を参照する機能、及び、承認が拒否された場合に取引が発生するのを防止す
る手段を提供し、それはまた、受信されたか又はまさに送信されようとしているいかなる
伝送からの関連データも抽出及び記録し、電子メールの送信を知的に管理する機能を提供
する。
【００２４】
　好ましいシステムは、「インターネット」上で商売をする「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」会社
が遭遇する問題の多くに対するソリューションを提供する。このため、以下で論じられる
例示的な内容は、ほとんど「インターネット」上で自社事業の少なくとも一部を行ってい
る妥当な規模の会社による本システムの実施及び使用に関するものとなる。しかし、いか
なる規模及び概要の会社や民間の個人を含む「インターネット」を使用する人はだれでも
、好ましいシステムによってもたらされる機能性の恩恵を受けることができることが認め
られるであろう。
　好ましいシステムの機能性は、ウェブブラウザ又は電子メールクライアントに「プラグ
イン」されるコード・モジュールを通じて実行される。これらのプラグイン・モジュール
を使用して、作動中のウェブブラウザ又は電子メールクライアントの挙動を制御又は変更
することができる。
【００２５】
　多くの既存のウェブブラウザ及び電子メールクライアントは、既に、このようなプラグ
イン・モジュールと容易に一体化することができる。マイクロソフト・コーポレーション
製の「インターネット・エクスプローラ」の場合、プラグインは「ブラウザ・ヘルパー」
として知られており、１９９９年１月にマイクロソフト・コーポレーションによって発行



(102) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

された、ディノ・エスポシト著の文書「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト：あなたが望
むようなブラウザ」において詳しく説明されている。マイクロソフト製の「アウトルック
」及び「エクスチェンジ・ｅ－ｍａｉｌ・クライアンツ」の場合、プラグインは、「エク
ステンション」として知られており、１９９８年３月にマイクロソフト・コーポレーショ
ンによって発行された、シャロン・ロイド著の文書「マイクロソフト・アウトルック及び
エクスチェンジ・クライアント・エクステンション」において詳しく説明されている。好
ましいシステムで作られた「ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト」及び「エクステンショ
ン」プラグインの使用については、更に詳細に後述する。
【００２６】
　好ましいシステムの機能性を実行するためのブラウザ又は電子メールクライアントのプ
ラグイン・モジュールの使用には、メッセージ内容の暗号化が通常はブラウザ又は電子メ
ールクライアント自体によって行われることから、パスワード情報を抽出するため又は暗
号化の目標とするレベルを判断するための送信コンテントの検査を、例えばコンテントが
暗号化されて送信準備完了の状態になる前、又は、実際に受信後の非暗号化の状態となっ
た後に行うことができるという付加的な利点がある。
【００２７】
　図１は、一般的に「インターネット」１０上で品物及びサービスを販売している会社で
あるサービスプロバイダと、このような品物又はサービスを購入することを希望するユー
ザとの間の関係を示す。ウェブブラウザ２２、２４、及び、２６を備えたユーザは、「イ
ンターネット」を通じて接続し、ウェブページ情報をウェブサーバ１４及び１８から検索
することができる。代替的に、電子メールアプリケーション２０、３０、及び、３２を有
するユーザは、「ａｂｃ．ｃｏｍ」及び「ｘｙｚ．ｃｏｍ」を有する電子メッセージを電
子メールサーバ１２及び１６を通じて送受信することができる。
【００２８】
　図１の右下隅に示すものなどの企業レベルの設定において、企業ユーザのウェブブラウ
ザ２４及び２６は、プロキシー・サーバ２８を通じて「インターネット」に接続される。
プロキシー・サーバ２８は、ウェブページをキャッシュし、ウェブサイトへのアクセスを
制御するのに使用される。同様に、企業は、企業に入ってくる電子メールの中央回収点と
して機能し、個々のユーザへの電子メールの配信を制御する電子メールサーバ３４を通じ
て「インターネット」に接続された電子メールクライアント３０及び３２を有する。図１
は、「ａｂｃ．ｃｏｍ」及び「ｘｙｚ．ｃｏｍ」を売り手として示すが、企業は、買い手
及び売り手の両方になり得ることが理解され、買い手として、「ａｂｃ．ｃｏｍ」及び「
ｘｙｚ．ｃｏｍ」は、この説明のために企業ユーザとして説明される。
【００２９】
　個人用電子メールアプリケーション２０によって送受信された電子メールの場合、メー
ルは、一般的に個人ユーザが加入する「インターネット」接続サービス業者によって提供
される遠隔電子メールサーバによって回収及び配信されることになる点に注意すべきであ
る。
　このシステムの特徴及び機能の多くは、個々のユーザにかなりの便益をもたらすが、本
システムは、取引情報が多くのユーザから収集されるマルチユーザ環境において作動する
時に最大の利点を提供する。図２は、マルチユーザ環境における本システムの好ましい構
成の概略図を示す。好ましいシステムは、データベース４２とオペレータコンソール４４
とに接続された「中央管理サーバ」４０を含む。「中央管理サーバ」４０はまた、「アプ
リケーションインタフェース」５０及び５２と開放「アプリケーション・プログラム・イ
ンタフェース」５４とを含む「バック・オフィス・アプリケーション・プラグイン」と、
「ゲートウェイ」構成要素６０、６２、及び、６４とに接続される。「ゲートウェイ」構
成要素６２は、「インターネット・エクスプローラ・プラグイン」７０、「ネットスケー
プ・ナビゲータ・プラグイン」７２、及び、「ロータス・ノーツ・プラグイン」７６を備
えた、１つ又はそれ以上のユーザのコンピュータ上に位置する「ユーザアプリケーション
・プラグイン」に接続されているように図示されている。これらのプラグインは、これら



(103) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

のプラグインが一体化されているホストプログラムにおいて好ましいシステムの機能性を
もたらすために使用される。４つの可能なホストプログラムである、「インターネット・
エクスプローラ」、「ネットスケープ・ナビゲータ」、「マイクロソフト・アウトルック
」、及び、「ロータス・ノーツ」が示されているが、好ましいシステムの機能性を実行す
るように挙動を変更することができることを条件として、「インターネット」に接続する
ことができる任意の他のプログラムを使用してもよい。
【００３０】
　「インターネット」１０への接続は、ユーザアプリケーション・プラグイン、及び、そ
のそれぞれのホストプログラムを通じて行われる。
　「ゲートウェイ」構成要素７０、７２、及び、７４は、オプションであるが、各「ゲー
トウェイ」が情報を記憶及び転送すると共にシステム全体をスケーリングすることを可能
にし、その結果、任意数のユーザを接続することを可能にするので好ましいものである。
　複数のユーザマシン上の異なるアプリケーションに対する複数のアプリケーション「プ
ラグイン」７０、７２、７４、及び、７６からの情報は、中央管理サーバ４０によって収
集され、付随するデータベース４２に記憶される。
【００３１】
　「バック・オフィス・アプリケーション・プラグイン」５０、５２、及び、５４により
、本システムは、注文処理及び会計事務システムなどの第三者管理アプリケーションと接
続することができる。これは、取引情報をこのようなシステムで自動的に入力及び処理す
ることを可能にする。
　「オペレータコンソール」４４は、運営管理用に、特に取引の承認用に設けられる。図
２においては「中央管理サーバ」に直接取り付けられるように論理的に示されているが、
このようなコンソールは、任意のネットワーク化されたコンピュータ上で実行することが
できる。電子メール又はウェブブラウザ・プラグインが特定の取引が承認を必要とすると
判断した場合、要求が「中央管理サーバ」に送られ、許可されたオペレータによる承認待
ちの順番に入れられる。
【００３２】
　本システムの作動は、ポリシーデータによって制御され、ポリシーデータは、セキュリ
ティに関する企業の規則、認定、及び、ユーザが行うことを許可されるアクション、並び
に作動情報を記憶する。ポリシーデータは、「オペレータコンソール」４４、「バック・
オフィス・アプリケーション・プラグイン」又は「ユーザ・アプリケーション・プラグイ
ン」のいずれかによってアクセスされるように、「中央管理サーバ」上のポリシーファイ
ルに記憶されることが好ましい。本システムの管理人又はネットワークのスーパバイザは
、１つ又はそれ以上のポリシー又はポリシーファイルの設定を定義することができ、個々
のユーザ又はユーザのグループを異なるポリシーに割り当てることができ、その結果、各
ユーザのコンピュータで直接にパラメータ及びコントロールを設定する必要なく「インタ
ーネット」と対話するユーザの能力又はワークステーションの能力さえも制御する。例え
ば、会社の経理部のユーザを会計ポリシーに割り当てることができ、そのポリシーのその
後のいかなる変更も、自動的にそのポリシーに割り当てられた全てのユーザの能力の変化
をもたらす。
【００３３】
　ポリシーデータを編集又は設定する能力は、ネットワーク・スーパバイザ又は他の許可
された１人又は複数の者に制限されることが好ましい。これは、「オペレータコンソール
」４４などのポリシーデータを編集するためのアクセスを有効化されたネットワークにお
ける１つ又はそれ以上のスーパバイザ・ワークステーションを指定することによって達成
することができる。
　ポリシーは、構造がツリー状であり、設定値をツリーの個々のポリシーノードまで強制
的に落とすことができ、例えば、会社の資金繰りが万一問題になった場合に経営最高責任
者が全ての購入に自分の承認を必要とするようにさせたいと希望した場合、世界規模の変
更がたやすく行うことができることが好ましい。このようなポリシーを基本としたシステ
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ムにより、これまでの購入システム及び現行の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」購入環境の両方に
固有の冗長性が大幅に軽減される。
【００３４】
　ネットワークの各ユーザは、ポリシーデータの自分独自の表現を有することになる。メ
モリ内のスペースを節約するために、主ネットワークポリシーと異なる各ユーザのポリシ
ーの枝及び葉のみが記憶されることが好ましい。ポリシーデータは、「中央管理サーバ」
上にファイル形式で記憶されることが好ましいが、ポリシーデータの記憶がファイル形式
のみに制限されることを意図したものではない。ポリシー設定の任意の他の表現又は暗号
化を好ましいシステム内で採用してもよい。
　ウェブブラウザ又は電子メールクライアントにおける本システムの実施について、ここ
で更に詳細に説明する。
【００３５】
　ウェブブラウザでの好ましいシステムの使用
　図３は、ウェブブラウザの簡素化された作動を示す。ウェブブラウザは、ユーザからの
開始要求に応答して、又は、ユーザのコンピュータの起動ファイルから自動的に段階Ｓ１
００で立ち上げられる。起動ファイルは、コンピュータが起動された時に、指定されたプ
ログラムを自動的に実行するコマンドを含む。ウェブブラウザは、起動された後、所定の
設定に従って一般的に「ホームページ」つまり閲覧用のデフォルトウェブページを要求す
る。これは、段階Ｓ１０２で示されている。
　要求は、適切なウェブサーバ９０に送られ、「インターネット」上のその正確なアドレ
スは、通常は「ドメイン名サービス」によって判断される。ウェブサーバ９０は、次に、
ウェブページを定義する適切なデータで応答し、この処理は、それぞれ段階Ｓ１０４及び
Ｓ１０６として表されており、その結果、段階Ｓ１０８となる。
【００３６】
　ウェブページを定義するデータは、「ＨＴＭＬ」スクリプト、及び、「ＸＭＬ」又は「
ＡｃｔｉｖｅＸ」、及び、実行可能なプログラムを暗号化する「Ｊａｖａ（登録商標）ｓ
ｃｒｉｐｔ」などの他の可能なデータ形式などから成る。ブラウザは、このデータを解釈
し、段階Ｓ１１０で適宜表示及び／又は実行する。
　次に、ブラウザは、一般的に段階１１２でユーザ入力を待つ。このような入力には、表
示されたフィールドを埋める、ハイパーリンクをクリックする、又は、新しいウェブペー
ジの「ＵＲＬ」アドレスを入力するなどを挙げることができる。最終的には、このような
アクションにより、段階Ｓ１１４及び段階Ｓ１１６で更なる要求がウェブサーバ９０に送
られることになる。要求は、単に別のウェブページアドレスであってもよいし、又は、表
示されたフィールドにユーザによって入力されたものなどの追加データを含んでもよい。
【００３７】
　図４は、サンプルウェブページの表示を示し、「ＧＵＩ」がユーザ名及び電子メールア
ドレスを受信するためにユーザに提示されている。図４を参照すれば、ユーザが提示され
た名前要求フィールドに自分の名前を「フレッド・スミス」として、電子メールアドレス
を「ｆｓｍｉｔｈ＠ｘｙｚ．ｃｏｍ」として電子メールアドレスフィールドに入力したこ
とが分るであろう。
　ユーザが要求ウインドウ上に設けれられた「提出」ボタンをクリックすると、ユーザが
入力した詳細は、ウェブサーバ９０に送られるコマンド内に含められる。このようなコマ
ンドは、以下のようになるであろう。
　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｓａｍｐｌｅ２．ｈｔｍ？ＵｓｅｒＩ
Ｄ＝Ｆｒｅｄ＋Ｓｍｉｔｈ＆ｅｍａｉｌ＝ｆｓｍｉｔｈ＠ｘｙｚ．ｃｏｍ＆ｓｕｂｍｉｔ
＝ｓｕｂｍｉｔ
　以上から、ユーザ名が「ＵｓｅｒＩＤ」という変数の値としてコマンドに組み込まれ、
電子メールアドレスは、「ｅｍａｉｌ」という変数の値として組み込まれることが分る。
【００３８】
　コマンドは、段階Ｓ１１４において組み立てられ、段階１１６においてウェブサーバ９
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０に送信され、ユーザ名及び電子メールアドレス情報は、例えば、電子メールを通じて製
品情報をユーザに送るため、又は、ウェブページにアクセスできるようにするために使用
することができる。
　ブラウザ・ヘルパー・オブジェクト（「ＢＨＯ」）の形の本発明の好ましい実施形態に
よって得られるプラグイン・モジュールは、標準的なウェブブラウザの機能性を高めるた
めに更なる機能性を提供する。「ＢＨＯ」は、ウェブブラウザが様々なウェブサイト及び
ページと対話するようにユーザによって操作及び命令された時に発生するいくつかの重大
なイベントに応答するように実行される。
【００３９】
　「ＢＨＯ」は、ブラウザからウェブサーバに提出されたナビゲーション要求とデータと
をモニタし、ユーザ独自のデータを特定するように実行される。これは、単に所定の単語
及び語句があるか否かに関して発信データストリームを検索することによって行うことが
できる。図４に示した上述の場合において、２つの変数の定義「ＵｓｅｒＩＤ」及び「ｅ
ｍａｉｌ」を検索し、それに続くデータを抽出して記憶することができる。代替的に、「
ＢＨＯ」は「？」記号を検索することができ、「？」記号は、接続される「ＵＲＬ」アド
レスの終わりを示し、それに続くものがデータであることを示す。「ＢＨＯ」はまた、接
続されているウェブサイトから受信された着信データストリームをモニタすることができ
る。
【００４０】
　「ＢＨＯ」はまた、ウェブブラウザ自体の作動をモニタするために実行することができ
る。ウェブブラウザは、それが作動する時に「ｅｖｅｎｔｓ」を生成し、共依存のソフト
ウエアモジュール又はオブジェクトに何か重要なことが発生したばかりであること、又は
、アクションが完了したばかりであることを通知する。イベントの名称は、通常、それ自
体が発生したばかりのことを説明するものであり、更に詳細にイベントを説明する追加デ
ータが一般的に利用可能である。「ＢＨＯ」は、これらのイベントを捕捉し、それらによ
ってアクションを取るように実行される。
【００４１】
　「ＢＨＯ」がそれに応答して実行される１つのこのようなイベントは、「Ｂｅｆｏｒｅ
Ｎａｖｉｇａｔｅ２」と呼ばれ、これは、ユーザがウェブブラウザに新しいページにナビ
ゲートするように要求した時にウェブブラウザが立ち上げる。イベントが発せられ、要求
されたページがダウンロードされる前にそれを「ＢＨＯ」が認識することができ、これに
より、「ＢＨＯ」は、ユーザがページを閲覧する前にいかなる関連アクションをも取るこ
とができる。１つのこのようなアクションは、そのページ、及び、そのページに応答して
提出された任意のデータをデータベースに記録することであろう。別のこのようなアクシ
ョンは、要求されたページの「ＵＲＬ」をイベント内で特定し、そのページがダウンロー
ドされるのを防止することであろう。
【００４２】
　「ＢＨＯ」が捕捉する別のイベントは、「ＤｏｃｕｍｅｎｔＣｏｍｐｌｅｔｅ」イベン
トであり、これは、新しいページがウェブサイトからメモリに完全にダウンロードされた
時にウェブブラウザによって立ち上げられる。そのページは、マイクロソフト製の「ドキ
ュメント・オブジェクト・モデル（ＤＯＭ）」に準拠する「ドキュメント・オブジェクト
」の形式に暗号化される。「ＤＯＭ」により、ページを構成するデータに総合的にアクセ
スすることができるようになり、その結果、「ＢＨＯ」は、自らに興味があるデータ項目
を抽出することができる。例えば、「ＢＨＯ」は、そのページが「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」
取引の一部を成すか否かを判断するためにデータを「ＤＯＭ」に要求することができる。
これは、「Ｒｅｃｅｉｐｔ」又は「Ａｃｃｏｕｎｔ　Ｎｕｍｂｅｒ」などの用語がないか
に関して「ＤＯＭ」内のオブジェクトを検索することによって行うことができる。
【００４３】
　「ＢＨＯ」はまた、「ＤＯＭ」を使用して、ウェブページ上に要求されているデータの
フィールド名又はフィールド形式を判断することができる。次に、ユーザによってこのよ
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うなフィールドに入力されたデータは、「ＤＯＭ」から抽出されて記憶されるか、又は、
それに対してアクションを起こすことができる。フィールド名は、一般的に、何が記憶さ
れているかを説明するものである。例えば、パスワードは、「ｐａｓｓｗｏｒｄ」という
フィールドに保持されることが多く、それによってウェブページ上で検索することができ
る。クレジットカード番号は、同様の方法で検索することができる。通常、パスワードフ
ィールドは、あらゆる入力されたデータがアスタリスクとして表示されるような形式のも
のである。これもまた、「ＤＯＭ」の解析から判断して、関連データを識別するのに使用
することができる。
【００４４】
　ユーザデータは、一般的にはウェブサイトからダウンロードされたウェブページには存
在しないが、ユーザによって「ＨＴＭＬ」形式で入力されるであろう。通常、潜在的に機
密性のユーザデータは、ユーザが「Ｓｕｂｍｉｔ」ボタンを選択した時にウェブサイトを
通じてウェブサイトに送信される。この段階で、「ＢＨＯ」は、ウェブブラウザによって
発せられた「Ｓｕｂｍｉｔ」イベントを捕捉し、「ＤＯＭ」にアクセスしてユーザデータ
を抽出し、必要であれば、そのデータが送信されるのを防止することができる。
【００４５】
　機密リンク上での暗号化及び復号化は、図３においては、それぞれ点Ｃ及び点Ａ後に行
われる。従って、「ＢＨＯ」は、暗号化前又は復号化後にそのデータを解析することがで
きる。これは、「ＢＨＯ」がデータ自体の暗号化又は復号化を行う必要がないことから有
利である。これは、現行の「ＵＲＬ」の始めにあるプロトコル識別子「ｈｔｔｐ」によっ
て識別することができることから、リンクが機密性であるか否かを判断する能力に悪影響
を与えることはない。送信コンテントの検査は、暗号化前又は復号化が行われた後に行わ
れることが好ましい。
【００４６】
　電子メールクライアントの作動に関する検討
　図５を参照して、ここで一般的な電子メールクライアントの作動、及び、電子メールク
ライアントにおける好ましい実施形態の実行について説明する。
　図５は、電子メールクライアントの簡素化された作動を示す。「受信」及び「送信」作
動は、一般的に独立して作動し、これらの作動は、それぞれ図５の反対側に別個に示され
ており、段階Ｓ１２０及び段階Ｓ１３０から始まる。
【００４７】
　電子メールクライアントの「ｒｅｃｅｉｖｅ　ｍｅｓｓａｇｅ」作動は、段階Ｓ１２０
で開始される。これは、ユーザにいかなる新しい受信メッセージをも知らせておくために
所定の間隔で自動的に行うことができ、又は、ユーザが手作業で「ｒｅｃｅｉｖｅ　ｍｅ
ｓｓａｇｅ」アイコンを選択することに応答して行うことができる。これを開始する作動
により、電子メールクライアントは、電子メールサーバ９５をポーリングして、任意の新
しいメッセージをユーザのコンピュータにダウンロードする。段階Ｓ１２２において、電
子メールメッセージは、電子メールクライアントによって受信される。一般的に、新しい
メッセージは、受信された時に「Ｉｎｂｏｘ」に追加され、受信されたメッセージヘッダ
（例えば、送信者名、日付、及び、表題）がリストに配置される。次に、ユーザは、メッ
セージ全体を読むためにリスト内の適切な項目をクリックし、メッセージをコンピュータ
画面に表示させる。段階Ｓ１２４で、電子メールメッセージが表示される。
【００４８】
　発信電子メールの場合、ユーザは、「ｃｏｍｐｏｓｅ　ｅ－ｍａｉｌ」オプションを段
階Ｓ１３０として選択する。これに応えて、電子メールクライアントは、テキストエディ
タを含むインタフェースを供給し、ユーザは、メッセージ本文のテキストと、宛先アドレ
ス及び件名などの他の情報とを入力することができる。段階Ｓ１３２で、ユーザはメッセ
ージを構成し、その後に「ｓｅｎｄ　ｃｏｍｍａｎｄ」を発するために電子メールクライ
アントによって供給されたアイコン又はメニューオプションを選択することによりメッセ
ージを送ることを選ぶ。段階Ｓ１３４で、電子メールは、受信者に送信されるように電子
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メールサーバに送られる。電子メールクライアントによって暗号化が適用される場合、そ
れは、段階Ｓ１３４で送信前に適用される。
【００４９】
　好ましい実施形態において、付加的な機能性が、プラグイン・モジュールを通じて電子
メールクライアントに対して与えられる。電子メールクライアントは、「マイクロソフト
・エクスチェンジ」クライアント又は「マイクロソフト・アウトルック」クライアントな
どのマイクロソフトによって供給されたもののうちの１つであり、プラグイン・モジュー
ルは、「エクスチェンジ」クライアント・エクステンションとして暗号化されることが好
ましい。これらについては、上述のシャロン・ロイド著の文書「マイクロソフト・アウト
ルック及びエクスチェンジ・クライアント・エクステンション」に説明されている。
【００５０】
　「エクスチェンジ・クライアント・エクステンション」は、「マイクロソフト・ウイン
ドウズ（登録商標）・コンポーネント・オブジェクト・モデル（ＣＯＭ）」に準拠し、「
エクスチェンジ　ＩＥｘｃｈＥｘｔ」インタフェースを利用するコンポーネント・オブジ
ェクトである。このインタフェースにより、「エクスチェンジ」の電子メールクライアン
トの作動を変更するためのいくつかの追加インタフェースが得られ、例えば、既存のクラ
イアント挙動を交換又は変更し、新しいコマンドをクライアントのメニューに追加するこ
とを可能にする「ＩＥｘｃｈＥｘｔＣｏｍｍａｎｄｓ」インタフェース、及び、新しいメ
ッセージの到着、読み取り、書き込み、メッセージ送信、及び、添付ファイルの読取り及
び書込みなどのクライアント「ｅｖｅｎｔ」を処理するように習慣的な行動を実行させる
「ＩＥｘｃｈＥｘｔＥｖｅｎｔｓ」インタフェースなどがある。また、「ＩＥｘｃｈＥｘ
ｔＭｅｓｓａｇｅＥｖｅｎｔｓ」、「ＩＥｘｃｈＥｘｔＳｅｓｓｉｏｎＥｖｅｎｔｓ」、
及び、「ＩＥｘｃｈＥｘｔＡｔｔａｃｈｍｅｎｔＥｖｅｎｔｓ」インタフェースが設けら
れており、インタフェース名の各々が暗示するより特定的なタスクに対して更なる機能性
を提供する。
【００５１】
　好ましい実施形態において、プラグイン・モジュールを形成する「エクスチェンジ・ク
ライアント・エクステンション」は、種々の作業を行ってアクションを完了した時にクラ
イアントプログラムによって立ち上げられるクライアント「ｅｖｅｎｔｓ」に応答するよ
うに実行される。当該の「ｅｖｅｎｔｓ」は、上述の「ＣＯＭ」インタフェースによって
供給される。従って、プラグイン・モジュールによる電子メールクライアントのモニタリ
ングは、「ＢＨＯ」プラグイン・モジュールがウェブブラウザの作動をモニタする方法と
類似のものであることが分る。
【００５２】
　電子メールクライアント・プラグイン・モジュールは、例えば、新しいメッセージがそ
の下にあるメール配信システムから受信された時、かつ、ユーザが目にすることができる
前に立ち上げられる「ＯｎＤｅｌｉｖｅｒｙ」イベントに応答して実行される。「ＯｎＤ
ｅｌｉｖｅｒｙ」イベントは、ダウンロードされてメモリに保持された電子メールメッセ
ージの異なる部分にアクセスするための情報を含む。メッセージヘッダ、メッセージ本文
、及び、いかなるメッセージ添付ファイルも、「メール・アプリケーション・プログラム
・インタフェース（ＭＡＰＩ）」呼出しを通じて個別にアクセスすることができるメッセ
ージオブジェクトのプロパティとしてメモリに暗号化される。
【００５３】
　「ＯｎＤｅｌｉｖｅｒｙ」イベントの一部として供給される情報を通じて、プラグイン
・モジュールは、メッセージヘッダにアクセスして、例えば送信者の身元を抽出する。更
に、プラグイン・モジュールは、「ＭＡＰＩ」呼出しから得られた情報を利用して、キー
ワード又は関連データがないかどうか受信されたメッセージの本文を走査することができ
る。それは、「ｒｅｃｅｉｐｔ」又は「ａｃｃｏｕｎｔ　ｎｕｍｂｅｒ」などの重要な単
語を特定することによって「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の証拠を検索することができる。
次に、メッセージは、監査を目的として記憶することができる。未承認送信者又は有害な
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メッセージコンテントの場合、そのメッセージを見られることなく削除することができる
。
【００５４】
　従って、受信された電子メールの解析は、図５においてはポイントＡでユーザによる閲
覧の前に行われる。電子メールは、好ましくは「Ｉｎｂｏｘ」に置かれる前でさえも検査
される。メッセージが「Ｉｎｂｏｘ」に置かれる前に自動的に復号化されない場合、例え
ばユーザが復号化キーを入力することが必要な場合には、メッセージは、復号化直後であ
ってしかも閲覧前に検索される。「デジタル証明書」は、電子メールの添付ファイルとし
て含めてもよく、閲覧前にたやすく検査することができ、確認などの任意の適切なアクシ
ョンを行うことを可能にする。
【００５５】
　プラグイン・モジュールがそれに応答して実行される別の重要なクライアントイベント
は、ユーザが「ｓｅｎｄ　ｃｏｍｍａｎｄ」を選択し、電子メールクライアントに新しい
電子メールメッセージをメール配信システムに送信するように要求した時に立ち上げられ
る「ＯｎＷｒｉｔｅＣｏｍｐｌｅｔｅ」イベントである。このイベントは、図５のポイン
トＢで、送信前及びいかなる暗号化も行われない前に立ち上げられる。送信されるべき新
しいメッセージは、「ＭＡＰＩ」呼出しによりアクセスすることができるオブジェクトと
してメモリに同様に記憶される。プラグイン・モジュールは、「ＭＡＰＩ」呼出しを使用
してクレジットカード番号などの機密性データに関して発信電子メールのコンテントを走
査し、結果的にメッセージを記録させるか、又は、阻止させることさえ可能である。
【００５６】
　プラグイン・モジュールの作動
　ウェブブラウザ、及び、電子メールクライアント・プラグイン・モジュールの好ましい
実行については、上述の図３及び図５を参照して既に説明している。次に、プラグイン・
モジュールにより供給される機能性について、詳細に図６から図１８までを参照しながら
説明する。
　ユーザ名、パスワード、及び、他の情報の識別及び記録
　好ましいシステムは、ユーザのワークステーションへの送受信に含まれるデータ、特に
、ウェブサイトページ、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）サイト、及び、「インターネ
ット」上の他のこのようなサイトにアクセスするためにユーザによって入力されたユーザ
名及びパスワードを自動的に識別、収集、及び、記憶する手段を提供する。
【００５７】
　現時点でパスワードを記録する機能をもたらすシステムは、現時点では、ユーザが「Ｇ
ＵＩ」上に設けられた「ｒｅｍｅｍｂｅｒ　ｐａｓｓｗｏｒｄ」オプションをクリックし
た時にのみそれを行う。パスワードは、例えば、ユーザが起動時にユーザ名及びパスワー
ドを入力することによってそのコンピュータで確認された時にのみ開かれるユーザのコン
ピュータ上の保護されたローカルファイルに保存される。「ｒｅｍｅｍｂｅｒ　ｐａｓｓ
ｗｏｒｄ」オプションは、パスワードが必要とされる度にユーザが入力しなくても済むよ
うに、次にユーザが接続した時に本システムがユーザのパスワードを覚えておくようにさ
せてパスワードフィールドにそのパスワードを予め記入する。ローカルに記憶されるパス
ワードファイルの欠点は、ユーザが別のコンピュータに移動した時に、記憶されたパスワ
ードファイルにアクセスすることができないのでパスワードを自分で再入力しなければな
らないということである。
【００５８】
　好ましいシステムは、ユーザからの命令が必要なくパスワードを自動的に識別し、識別
されたパスワード及びユーザ名をデータリポジトリーに記憶する。これは、中央データベ
ース４２であることが好ましい。これにより、任意のユーザのパスワードがユーザがログ
オンする端末に関係なく思い出されるが、端末がデータベースにアクセスできることが条
件である。
　あらゆる識別されたパスワード及びユーザ名は、最初のウェブサイト上で記憶されたフ
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ィールド名、及び、送信先かつ使用された場所である「インターネット」サイトのアドレ
スと共にデータベースに記憶される。サイト情報は、パスワード及びユーザ名情報をその
サイトに提出する「ＨＴＴＰ」要求、及び、メモリに保持されたウェブページの表現に含
まれているので簡単に検索することができる。
【００５９】
　セキュリティのために、データベースに記憶された情報は、ネットワーク・スーパバイ
ザ、システム管理者、又は、会社取締役などの選ばれた数の人々のみがアクセスすること
ができるように暗号化されることが好ましい。彼らは、ネットワーク内のワークステーシ
ョンを通じて、身元確認を行うためにユーザ名及びパスワードを入力することにより、又
は、オペレートコンソール４４などのスーパバイザ・ワークステーションを通じてデータ
ベースにアクセスすることができる。
【００６０】
　アドレス詳細と共に為されるユーザ名及びパスワードの記憶により、オンライン機能を
使用する会社にとって重要な利点が呈示される。既存の技術を用いると、ユーザが保護フ
ァイルへのアクセスを防止するための自分の確認用パスワードを忘れたり、又は、パスワ
ードを開示せずに退職した場合に「インターネット」サービスにアクセスすることができ
ない。同様の状況は、保護ファイルが損傷、削除、又は、他の方法で紛失した場合に発生
する。その時は、紛失したパスワードを交換又は発見するために、各「インターネット」
サービスに接続しなければならず、これは、失われたアクセス及び管理時間の両方の点で
費用が掛かる可能性がある。好ましいシステムを用いると、パスワード情報は、中央デー
タベースから発見することができ、そのためにウェブサイトへのアクセスは失われない。
【００６１】
　図６は、ウェブサーバに送信されるべきデータからユーザ名及びパスワード情報を抽出
するために実行されたプラグイン・モジュールの作動を概略的に示すフローチャートであ
る。段階Ｓ１５０において、プラグイン・モジュールが開始され、ブラウザからウェブサ
ーバにまさに送信されようとしているデータを構文解析する。これは、図３で示した処理
のポイント「Ｃ」で発生する。次に、制御は段階Ｓ１５２に移り、プラグイン・モジュー
ルは、送信されるべきデータがユーザ名又はパスワード情報を含むか否かを判断する。
【００６２】
　パスワード及びユーザ名は、図３、図４、及び、図５を参照して説明した方法、つまり
、提出されたコマンド内のフィールド名を識別することにより、又は、「ＣＯＭ」を使用
して例えばフィールド名、フィールド形式、又は、ウェブページ上のデータを識別するの
に使用された表示方法を検索することにより識別することができる。また、パスワード及
びユーザ名は、「ワールド・ワイド・ウェブ」上の遠隔サーバ又はプロバイダによるか、
又は、電子メールメッセージのコンテントを走査することによってさえも呈示されるウェ
ブページの「ＨＴＭＬ」、ポップアップウインドウ、又は、「ＧＵＩ」（グラフィッカル
・ユーザ・インタフェース）から検索することができる。
【００６３】
　ウェブページのコマンド又は「ＤＯＭ」内のパスワード及びユーザ名をそのフィールド
名内で識別することは、「パスワード」又は「ユーザ名」などの明白なラベルでその目的
を説明するフィールド名に依存する。フィールド名自体が意味を持たない場合、送信され
るデータの性質は、「ストリング」又は「整数」などであるデータのフィールド形式、又
は、そのデータを入力するのに使用された表示方法から推論することができる。パスワー
ドを受信するように意図されるフィールドは、「ＤＯＭ」内の「パスワード」フィールド
形式を検索することにより、その表現内で識別することができる。パスワードデータの入
力先であるウェブページ上のテキストボックスでは、一般的に各文字入力はアスタリスク
として表示され、このプロパティを「ＤＯＭ」から判断することができ、テキストボック
スへ入力されたデータが他のインジケータがない場合でさえもパスワードであると推論す
るのに使用することができる。パスワードは、アスタリスクのストリングとして表示され
るが、メモリ内の表現は、それでも尚ユーザによって入力された文字情報を含む。次に、
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パスワードは、単に入力をフィールドから抽出することによって検索することができる。
【００６４】
　代替的に、パスワード及びユーザ名は、「ｒｅｍｅｍｂｅｒ　ｐａｓｓｗｏｒｄ」オプ
ションがユーザによって選択されている時にマイクロソフト製の「インターネット・エク
スプローラ」などの他のプログラムによって記憶されたものを参照することにより識別す
ることができる。このようなパスワードは、ユーザのコンピュータ上のローカル保護ファ
イルに記憶される。このファイルは、ユーザがコンピュータ上に確認された時に「解錠」
され、従って、好ましいシステムのブラウザ・プラグイン・モジュールによりパスワード
及びユーザ名情報を取得するためにアクセスすることができる。
【００６５】
　プラグイン・モジュールが送信されるべきデータにおいてユーザ名又はパスワードを検
出しなかった場合、制御は段階Ｓ１５８に移り、この時点でモジュールはフローから出て
、制御は図３のポイント「Ｃ」に戻される。次に、ブラウザは、データをウェブサーバに
送信することができる。しかし、ユーザ名又はパスワードが段階Ｓ１５２で検出された場
合、制御は段階Ｓ１５４に移り、識別されたユーザ名又はパスワード、及び、データの送
信先であるウェブページの「ＵＲＬ」又は他の識別子の値が抽出される。次に、制御は段
階Ｓ１５６に移り、これらの値、及び、「ＵＲＬ」又は他の識別子は、好ましいシステム
データベース４２に記憶される。記憶が行われると、制御は次に段階Ｓ１５８に移り、モ
ジュールはフローから出て、制御は図３のポイント「Ｃ」に戻される。次に、モジュール
は、データをウェブサーバに送信することができる。
【００６６】
　好ましい実施形態は、パスワード又はユーザ名の記憶によって直ちに得られる利点のた
めに例示的に使用されたそれらの記憶のみに限定される必要はない。他の形式のデータ、
特にクレジットカード情報及び「デジタル証明書」などの「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引に
関係するものもまた、データベース又は記録が得られるように有益に抽出及び記憶するこ
とができる。情報を送信から抽出するためのシステムもまた、電子メールシステムに適用
することができる。
【００６７】
　この情報は、上述の方法、つまり「ＤＯＭ」を通じて又は電子メールコンテントの「Ｃ
ＯＭ」表現への「ＭＡＰＩ」呼出しを通じて抽出することができ、又は、ウェブページが
符号化される言語から抽出することができる。ウェブページは、一般的に、「ハイパーテ
キスト・マークアップ言語（ＨＴＭＬ）」、つまり、従来のテキストマッチング技術を使
用して公知のキーワード又はインジケータがないかどうか検索することができる人間読取
り可能テキストベースの言語に符号化される。好ましい実施形態において、データの記録
は、ウェブページが後で検索して閲覧することができるように、パスワード及びユーザ名
情報のみを記録する段階、閲覧されているウェブページ又は電子メールアカウントの「Ｕ
ＲＬ」を記録する段階、ウェブページのフィールドに提出された任意のデータを記録する
段階、及び、ウェブページの「ＨＴＭＬ」を記録する段階を伴うであろう。
　好ましいシステムによってもたらされるプラグイン・モジュールは、ポリシーデータに
関連して作動し、ポリシーデータは、例えば、ファイル、データベース、又は、ソフトウ
エアコードに記録することができる。ポリシーデータにより、好ましいシステムのユーザ
は、各プラグイン・モジュールの作動を命令し、それによってプラグイン・モジュールの
機能性を制御することができる。
【００６８】
　図７に示すポリシーデータのサンプル表現は、ユーザがプラグイン・モジュールの作動
を制御して、他の形式のデータと共にパスワード及びユーザ名情報を記録する方法を示す
。
　ポリシーデータのツリー状の構造は、図７に明確に示されており、図７は、「ＡＲｅｃ
ｏｒｄｉｎｇ＠」と題したポリシーデータの１つの主なブランチのみを示す。「Ｒｅｃｏ
ｒｄｉｎｇ」ブランチは、ウェブブラウザ・イン・モジュール、及び、電子メールクライ
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アント・プラグイン・モジュールの作動の命令をそれぞれ含む「ＡＢｒｏｗｓｅｒ＠」、
及び、「ＡＥｍａｉｌ＠」という２つのサブブランチに分かれる。
【００６９】
　ブラウザブランチは、「ＡＤａｔａＴｏＲｅｃｏｒｄ＠」、「ＡＷｈｅｎＴｏＳｔａｒ
ｔＲｅｃｏｒｄｉｎｇ＠」、及び、「ＡＷｈｅｎＴｏＳｔｏｐＲｅｃｏｒｄｉｎｇ＠」と
いう３つのサブブランチを含む。「ＤａｔａＴｏＲｅｃｏｒｄ」ブランチは、ユーザのワ
ークステーション及びウェブサーバに対する送受信から抽出されるデータの形式を指定す
る。４つの形式のデータは図に示されており、これらは、閲覧されているウェブページ、
閲覧されているウェブページの「ＨＴＭＬ」、ウェブページ上に設けられたフィールドに
ユーザによって入力され、ウェブサイトに提出されたデータ、及び、ユーザによって入力
された任意のパスワード及びユーザ名である。これらは、「Ａ「ＵＲＬ」＠」、「ＡＨＴ
ＭＬ＠」、「ＡＳｕｂｍｉｔｔｅｄＦｉｅｌｄｓ＠」、及び、「ＡＰａｓｓｗｏｒｄｓ＠
」と題された「ＤａｔａＴｏＲｅｃｏｒｄ」ブランチの４つの異なるサブブランチ上で示
されている。それらの各サブブランチ上のＹＥＳ／ＮＯオプションは、表示されたデータ
が記録されるべきか否かを指定する。
【００７０】
　「ＷｈｅｎＴｏＳｔａｒｔＲｅｃｏｒｄｉｎｇ＠」ブランチは、「ＤａｔａＴｏＲｅｃ
ｏｒｄ＠」ブランチにおいて指定されたデータが記録されるポイントを指定するいくつか
の条件を定める。この例において５つの条件が示されており、各々は個別のブランチで定
められ、それぞれ、「ＡＷｈｅｎＢｒｏｗｓｅｒＩｓＯｐｅｎｅｄ＠」、「ＡＩｆＣｒｅ
ｄｉｔＣａｒｄＲｅｃｅｉｖｅｄ＠」、「ＡＰａｓｓｗａｒｄＳｕｂｍｉｔｔｅｄ＠」、
及び、「ＡＩｆＫｅｙｗｏｒｄｓＳｅｎｔ＠」と題されている。いつ記録を開始すべきか
を判断するためにこれらの条件を使用すべきであるか否かは、各ブランチ上でＹＥＳ／Ｎ
Ｏマーカーによって表示されている。
【００７１】
　同様に、「ＷｈｅｎＴｏＳｔｏｐＲｅｃｏｒｄｉｎｇ＠」ブランチは、「ＤａｔａＴｏ
Ｒｅｃｏｒｄ＠」ブランチにおいて指定されたデータの記録を停止すべきポイントを判断
するために使用することができる３つの条件を示している。これらの条件は、「ＡＷｈｅ
ｎＵｓｅｒＣｌｏｓｅｓＢｒｏｗｓｅｒ＠」、「ＡＷｈｅｎＵｓｅｒＣｈａｎｇｅｓＳｉ
ｔｅ＠」、及び、「ＡＷｈｅｎＵｓｅｒＣｈａｎｇｅｓＰａｇｅ＠」である。各条件及び
記録されるデータ形式に対するＹＥＳ／ＮＯ状態は、プラグイン・モジュールの作動を制
御するために、好ましいシステムのユーザが簡単に設定することができる。
【００７２】
　ポリシーデータの電子メールブランチは、「ＤａｔａＴｏＲｅｃｏｒｄ」ブランチ、及
び、「ＷｈｅｎＴｏＲｅｃｏｒｄ」ブランチに分けられている。これらのブランチの各々
は、「Ｓｅｎｔ　Ｍａｉｌ」及び「Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｍａｉｌ」を処理するブランチに
細分化されている。記録することができるデータの形式は、「ＤａｔａＴｏＲｅｃｏｒｄ
」ブランチに定められ、送られたメールについては、メッセージテキスト及びメッセージ
の任意の添付物とすることができ、デジタル署名で署名されたメッセージの場合には、署
名を伴う「デジタル証明書」のコピーとすることができる。「Ｓｅｎｔ　Ｍａｉｌ」及び
「Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｍａｉｌ」を記録するための条件は、「ＷｈｅｎＴｏＲｅｃｏｒｄ
」ブランチに定められており、送られたか又は受信されたメール内のクレジットカード番
号、キーワード、又は、「デジタル証明書」の識別に基づくものとすることができる。
【００７３】
　説明したツリー状の構造は、データを容易にまとめて参照することができるのでポリシ
ーデータの好ましい形式である。また、この構造により、異なるポリシーを受信するため
に異なるユーザをツリーの異なるブランチに割り当てることができる。ツリー状の構造は
好ましいものであるが、他の配置も可能とすることができる。この図で示されているブラ
ンチは、単に例示的であるように意図されている。
【００７４】
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　クレジットカード番号の識別
　好ましいシステムはまた、一般的に１４桁と１６桁の間の長さの数値桁のストリングを
検索することにより、ウェブサーバ又は電子メールクライアントに送信されるデータ内の
「クレジットカード」番号又は他のアカウント情報を検索する。次に、その桁のストリン
グがカード番号を確認するためにクレジットカード会社によって世界的に使用される試験
の１つを満足するか否かが判断される。クレジットカード番号が送信に見つけられた場合
、好ましいシステムは、承認を得るために送信を第三者に問い合わせる、クレジットカー
ド番号が会社に属する場合には送信を安全保護するためにより高度な暗号化を再交渉する
、又は、送信が全く行われないようにするなどの、ポリシーファイルの設定によるいくつ
かのアクションを取ることができる。
【００７５】
　クレジットカード番号を識別する最も一般的な試験は、「ＡＮＳＩ規格Ｘ４．１３」に
定義されており、一般的に「ＬＵＨＮ」又は「Ｍｏｄ　１０」として知られている。
　「Ｌｕｈｎ」公式は、検査桁を生成するためにクレジットカード番号に適用され、従っ
て、クレジットカードを確認するためにも使用することができ、その場合は、検査桁はそ
の公式の一部として考えられる。「Ｌｕｈｎ」公式を使用してクレジットカード番号を確
認するためには、番号の右側から始まって左側に移動する１桁目以降の２桁目ごとの値に
２を掛け、次に、桁の全て、つまり２を掛けた桁とそうでない桁の両方を合計し、２倍し
た結果として１０に等しいか又はそれ以上になったいかなる桁の数値も、例えば「１０」
が「１＋０＝１」と計算され、「１８」が「１＋８＝９」と計算されるように、それらが
２つの単一の桁値であるかのように加え合わされる。足し算の合計が１０で割り切れる場
合、そのクレジットカードは、有効なクレジットカード番号である。
【００７６】
　図８は、まさに送信されようとしているデータにおいて、上述の「Ｌｕｈｎ」公式を使
用してクレジットカード番号を検出するプラグイン・モジュールの作動を示すフローチャ
ートである。クレジットカード番号が識別された場合、プラグイン・モジュールは、更な
るポリシーベースの検査を実行し、その結果に基づいて、クレジットカード番号を含むデ
ータを送信するか、又は、送信を防止するかを決めることができる。
【００７７】
　このモジュールは、段階Ｓ１６０で作動を開始するが、この段階は、ブラウザ実行の場
合には図３に示した処理のポイント「Ｃ」、又は、電子メールクライアント実行の場合に
は図５に示した処理の「Ｂ」に続くものである。制御は、段階１６０から段階Ｓ１６２に
移り、段階Ｓ１６２において、モジュールは、ウェブサーバ又は電子メールサービスにま
さに送信されようとしているデータを走査し、クレジットカード番号の可能性が高い桁の
第１ストリングをそのデータから抽出する。
　これは、特定の桁数の長さに亘る桁のストリングの送信を含むデータを走査することに
よって達成される。クレジットカード番号は、通常は長さが１２桁を上回る桁で構成され
、通常は１６桁を上回らない。従って、この範囲の桁のいかなるストリングも可能なクレ
ジットカード番号として識別することができる。
【００７８】
　抽出段階Ｓ１６２の後、制御は判断段階Ｓ１６４に移り、そこで、ファイル検査のルー
チン終了が為される。データが候補のクレジットカード番号を含まず、いずれかの第１候
補の番号が見つかる前にファイル検査の終了になった場合、段階Ｓ１６４で、制御は段階
Ｓ１７８に移り、データの送信は、更なる検査を行うことなく続行することができる。次
に、モジュールは段階Ｓ１８０でフローから出る。制御は、図３に示すウェブブラウザの
作動においてはポイント「Ｃ」から、又は、図５に示す電子メールクライアント作動にお
いてはポイントＢから再開する。
【００７９】
　段階Ｓ１６２において、第１の潜在的なクレジットカード番号がデータ内で見つかった
場合、抽出されてメモリに記憶される。ファイルの終了にはならないが、制御は、段階１
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６２から段階Ｓ１６４へ、次にＳ１６６に移り、記憶された候補番号の「ｃｈｅｃｋｓｕ
ｍ」が「Ｌｕｈｎ」公式を使用して計算される。次に、制御は判断段階Ｓ１６８に移り、
「ｃｈｅｃｋｓｕｍ」が問い合わせされる。
　「ｃｈｅｃｋｓｕｍ」の結果として候補番号が有効クレジットカード番号でないと分っ
た場合、制御は段階Ｓ１６２に戻り、次の潜在的なクレジットカード番号がデータから抽
出される。第２のクレジットカード番号が見つからなかった場合、ファイルの終了となり
、制御は、送信の進行が許される段階Ｓ１７８に移り、次に、モジュールがフローから出
る段階Ｓ１８０に移る。
【００８０】
　しかし、「ｃｈｅｃｋｓｕｍ」の結果として候補番号が有効クレジットカード番号であ
ると分った場合、制御は判断段階Ｓ１７０に移り、取るべき適切なアクションがあるかど
うかポリシーデータの設定に問い合わせる。そのアクションは、番号自体、その番号を送
信するユーザの身元、及び、送信先のアドレスなどの要素から判断することができる。ポ
リシーデータは、例えば、クレジットカードを送信すべきではないとか、又は、送信が続
行される前により高い暗号化強度が必要であると指定することができるであろう。
【００８１】
　このポリシー検査段階により、取引を行うユーザよりも高いレベルでクレジットカード
取引を制御することができる。従って、金融面の決定は、迅速かつ簡単に実行することが
でき、モニタリングを必要とせずに自動的に実施することができる。組織は、例えば、そ
の組織のアカウント上でクレジットカード取引を行う能力を特定の許可された人々に制限
したり、又は、特定のアカウント上の取引を全て制限したいと思う場合がある。
【００８２】
　段階Ｓ１７０において、クレジットカード番号及び取引の他の詳細がポリシーファイル
内の設定と比較され、送信が行われてもよいか否かが判断される。ポリシー検査を参照し
て何らかの理由でそのクレジットカード番号は送信されるべきではないと判断された場合
、制御は段階Ｓ１７２に移り、そのデータの送信が停止され、次に段階Ｓ１７４に移り、
モジュールはフローから出る。この時点で、本システムは、ユーザに要求が否定されたこ
とをポップアップメッセージボックスによって通知することができる。次に、制御は、ウ
ェブブラウザの場合には図３のポイントＡに、又は、電子メールクライアントの場合には
図５の段階Ｓ１３２の「ｃｏｍｐｏｓｅ　ｍａｉｌ」に戻る。
【００８３】
　段階Ｓ１７２において、クレジットカード番号を送信することができると判断された場
合、制御は段階Ｓ１７６に移り、データの送信が発生し、次に段階Ｓ１８０に移り、モジ
ュールはフローから出る。この場合、制御は、ウェブブラウザ作動においてはポイントＣ
から、又は、電子メールクライアント作動においては図５に示すポイントＢから再開する
。
　クレジットカード番号は、単に送信のコンテントを走査することにより段階Ｓ１６２に
おいて識別されるとは限らない。ウェブブラウザでの実施において、クレジットカード番
号は、例えば送信される任意の変数のフィールド名を参照することにより、又は、メモリ
内のウェブページの表現からも直接識別することができる。パスワードの識別に関する上
述の検討は、これをより詳細に説明している。
【００８４】
　好ましいシステムはまた、アカウント番号などの他の関連する金融上の詳細がないかど
うか発信される送信を検索するように構成することができる。資金を預金することができ
る会社アカウント番号は、別ファイルに記憶することができる。次に、説明した方法によ
り、発信データから任意の可能性の高い文字又は桁のストリングを抽出してアカウントフ
ァイル内の入力コンテントと比較し、それが有効アカウント番号であるか否かを判断する
ことができる。次に、上述の方法で取引を続行又は拒絶することができるであろう。クレ
ジットカード番号を参照したが、デビットカード番号のような支払いを行うためのあらゆ
る形式のカード番号もまた使用し得ることが認められるであろう。
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　また、クレジットカード番号の識別を送信されるデータに関して説明したが、同様の技
術を使用して、受信する伝送からクレジットカード番号を識別して抽出することができる
ことが認められるであろう。
【００８５】
　確認及び認証サポート
　オンライン取引では、一般的に、ユーザが自分で言うその本人であること、及び、注文
した品物の代金を支払うことができるということの何らの形の認証が必要とされる。これ
らの要件は、通常、売り手が後でカード発行人に確認することができるクレジットカード
番号とカード保持者の住所とを購入者が業者に供給することによって満足される。しかし
、「デジタル証明書」がユーザによって電子取引に添付されることが増加傾向にあり、デ
ジタル署名と共に「デジタル証明書」は、受信者が送信者という名前の人物から発せられ
た取引を確認することを可能にする。「Ｉｎｄｅｎｔｒｕｓ」のようないくつかの発行機
関からの「デジタル証明書」はまた、その保持者が所定の金額を支払うという自分の責任
を全うすることの保証として機能することができる。これらの証明書は、オンラインで取
引をする時に有用である。
【００８６】
　「デジタル証明書」は、情報を送信する時又は取引を行う時に個人の身元を確立する普
及している手段である。それらはまた、いかなる送信情報又は取引詳細の受信者に対して
も、それらの詳細やその情報が無許可の第三者によって途中で改竄されていないという保
証を提供する。
　「デジタル証明書」は、ベリサイン・インコーポレーテッドのような独立した「証明書
発行機関」によって個人、組織、又は、会社に発行される。組織はまた、別の「証明書発
行機関」によって発行された「ルート」証明書から得ることができるか又は得ることがで
きない独自の「デジタル証明書」を発行する独自の「証明書発行機関」として機能するこ
とができる。「デジタル証明書」には、一般的に、保持者名、一連番号、満了日、証明書
保持者の一般キーの写し、及び、証明書発行機関のデジタル署名が含まれる。また、個人
キーが証明書保持者に発行され、保持者は、それをだれにも開示してはならない
【００８７】
　証明書は、各保持者独自のものであり、保持者がもはや実行可能でない場合は発行人に
より取り消すことができ、代替的に、保持者は、自分の個人キーが危うくなった場合には
それを取り消すように頼むことができる。
　一般キー及び個人キーは、いずれも、メッセージを暗号化又は復号化をするために協働
して使用することができる。メッセージを個人キーで復号化した後には証明書保持者によ
ってのみ読むことができるように、誰でも証明書保持者の一般キーを使用してメッセージ
を暗号化することができる。
【００８８】
　また、メッセージには、メッセージのコンテントをハッシュという数学的要約に変換す
るソフトウエアを使用してデジタル署名することができる。その後、ハッシュは、送信者
の個人キーを使用して暗号化される。その後、ハッシュは、送信されているメッセージの
デジタル署名として使用することができる。元のメッセージ、デジタル署名、及び、送信
者の「デジタル証明書」は、全て、受信者に送信され、受信者は、その後、自分が受信し
たメッセージが不備なく元の形から改竄されていないことを確認するために、受信された
メッセージのハッシュを生成することができる。受信されたハッシュが、保持者の一般キ
ーで復号化された後に受信者によって生成されたハッシュと合った場合は、受信者は、そ
のメッセージは証明書の発行先であるその人物から送られたものであり、メッセージは元
の形から途中で変更されていないと信用することができる。従って、「デジタル証明書」
は、「インターネット」上で取引を行う会社にはかなり重要であり、ますます重要になっ
ている。
【００８９】
　オンライン業者が、顧客の身元を確認するために「デジタル証明書」を利用する場合、
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証明書は任意の取引が許可される前にまだ有効であることを発行人に対して検査すること
が必要である。このような検査は、バリサート・インコーポレーテッドなどの独立した確
認サービスを使用してオンラインで行うことができる。通常、このようなサービスに対し
ては手数料が請求される。
【００９０】
　おそらく、組織の従業員は、各々単一のクライアントから電子メールを受信し、各電子
メールは、個別の機会に「デジタル証明書」で証明されるであろう。現在、自分たち自身
で手作業で共有しない限り、１人の従業員によって受信された証明書に関する情報が別の
従業員と共有される方法はなく、その結果、個々の従業員は、同一の証明書を受信する度
に確認するように要請するであろう。しかし、証明書が発行人によって取り消されると、
二度と回復されず、それで、既に取り消された証明書に費やされた確認手数料は不要であ
ることからこれは無駄である。更に、受信者は、以前に確認された証明書を再検査すべき
か否かに関して業務上の判断をしたいと思う可能性がある。例えば、１００万ドル分の品
物のデジタル署名された注文がある日受信されて、証明書は問題なく確認され、翌日に５
０ドルの別の注文が受信されて同一の証明書で署名された場合、その組織は、２番目の検
査は不要であり、それによって確認料金の節約になると考えるであろう。
【００９１】
　好ましいシステムは、受信された「デジタル証明書」、最終検査時の証明書の状態、並
びに、可能な場合には、クライアント、金額、日付、及び、品物のような取引情報に関す
る情報を記録する手段を提供する。この情報は、本システムの全てのユーザがアクセスす
ることができる中央データベースに記憶される。また、好ましいシステムは、記憶された
情報を使用して確認検査が望ましいか否かを判断し、「デジタル証明書」の状態により取
引を受理又は拒否する手段を提供する。従って、本システムのユーザは、真偽を自分で立
証する必要がなく、取引を受信して検討することができる。
【００９２】
　図９は、会社従業員によって受信された取引から「デジタル証明書」を抽出し、その確
認状態、及び、日付、金額、及び、品物などの任意の関連取引の詳細と共に、それらをデ
ータベース内に記録するために実行される好ましいシステムのプラグイン・モジュールの
作動を示す。モジュールは、まず、証明書が明らかに無効であるか否か、また、メッセー
ジは正しくその証明書によって署名されているかを判断するために検査する。証明書は、
例えば、満了日が過ぎている場合、又は、無効な「捺印」を含む場合は明らかに無効であ
る。このような捺印は、例えば証明書自体の「ｃｈｅｃｋｓｕｍ」である場合がある。メ
ッセージは、証明書に含まれた情報から署名を確認することができない場合は正しく署名
されていないことになる。証明書確認及びメッセージ署名の詳細については、先に参照し
た「ＩＴＵ」及び「ＲＦＣ」文書に詳しく説明されている。次に、モジュールは、その証
明書がデータベースに既に記憶されているか否かを判断するために検査し、記憶されてい
ないものだけを記録する。証明書のコピーが既に記憶されている場合、モジュールは、デ
ータベース記録を検査して、取り消しと以前に識別されていたか否かを判断し、識別され
ていた場合は直ちにその取引は拒否される。そうでない場合、次にモジュールは、業務上
の規則を定義するポリシーに従って、証明書を確認するか否かを判断する。任意のこのよ
うな確認を考慮に入れて、次に、証明書を信頼すべきか否か、従って「デジタル証明書」
によって署名された取引は拒否されるべきか受理されるべきか否かを判断する。モジュー
ルは、「デジタル証明書」を含むデータの受信後に段階Ｓ１９０で開始される。「デジタ
ル証明書」は、一般的に、メッセージの添付ファイルとして送信され、添付ファイルのヘ
ッダ内の最初の数バイトを検査することによって識別することができる。これらのバイト
により、添付されたファイルの形式が識別され、それによって添付ファイルが「デジタル
証明書」か否かが示されることになる。
【００９３】
　初期化段階Ｓ１９０は、モジュールがウェブブラウザで実行された場合には図３のポイ
ントＡで、また、モジュールが電子メールクライアントで実行された場合には図５のポイ
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ントＡの後に発生する。初期化後、モジュールは、段階Ｓ１９１に進み、証明書の満了日
が検査され、デジタル署名がメッセージに署名されたことが確認される。証明書が満了と
なっていたか、又は、メッセージが不正に署名されていた場合、モジュールは、段階Ｓ１
９２に進み、その取引を拒否する。そうでない場合は、モジュールは、段階Ｓ１９２に進
み、「デジタル証明書」の以前に受信されたコピーがないかデータベースを検索する。次
に、制御は段階Ｓ１９４に移る。証明書のコピーがデータベースで見つかった場合、制御
は判断段階Ｓ１９６に移り、そこでモジュールは、証明書が以前に取り消しとして記載さ
れていたか否かを判断する。これは、以前の確認検査が「デジタル証明書」が取り消され
ていたことを明らかにした場合に生じているものである。証明書がまだデータベース内に
ない場合、制御は段階Ｓ１９４から段階Ｓ２０２に移り、新しい証明書及び証明書が受信
された日付が、証明書が送信されたアドレス、及び、金額及びアカウント番号などの取引
に関連した任意の取引の更なる詳細と共に、データベースに記憶される。段階Ｓ１９６で
証明書が既に取り消しと記載された場合、制御は、直接段階Ｓ１９８に移り、「デジタル
証明書」を構成する取引が自動的に拒否される。これには、例えば、証明書が無効と分っ
た送信の開始者に拒否を説明するために自動的に生成されたメッセージを送信する段階、
及び、「デジタル証明書」の受信者が拒否された送信に関連していかなる更なる段階を講
じることをも防止する段階を伴うであろう。次に、モジュールは、段階Ｓ２００でフロー
から出る。
【００９４】
　しかし、段階Ｓ１９６で証明書が以前に取り消しと記載されていなかった場合、制御は
段階Ｓ２０４に移り、証明書により署名されたか、同じ会社の他の証明書により署名され
たか、又は、同じアカウント上で取引を行うのに使用された送信の履歴は、証明書のオン
ライン確認検査が必要とされるか否かを判断するためにポリシーデータを用いて検討され
る。制御はまた、段階２０２で新しい「デジタル証明書」がデータベースに追加された後
に段階Ｓ２０４に移る。
【００９５】
　ポリシーデータには、以前に受信した署名された取引と以前に行われた取り消し検査と
の履歴と共に検討した時に、取引に署名するために使用された証明書をこの場合に確認す
べきか否かを示す命令が含まれる。例示的なポリシーデータをここで参照すべき図１０に
示す。
　ポリシーデータは、ポリシーデータ表現の「ＤｉｇｉｔａｌＣｏｎｆｉｄｅｎｃｅＲａ
ｔｉｎｇ」ブランチ上の「ＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＣｏｎｆｉｄｅｎｃｅＲａｔｉｎｇ」ブ
ランチ上に記憶されている。「ＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＣｏｎｆｉｄｅｎｃｅＲａｔｉｎｇ
」ブランチは、証明書が金額に関する受信者との取引を伴う送信に署名するために使用さ
れる「金融上の」「デジタル証明書」と、送信の受信者との金銭的な取引を伴わない「Ａ
ｉｄｅｎｔｉｔｙ＠」「デジタル証明書」とを個々に取り扱う２つの個別のブランチに細
分化されている。いくつかの証明書は、金銭的な取引に関連して使用するために限って発
行される。例えば、署名された送信の受信者に対する保証として、「Ｉｄｅｎｔｒｕｓ」
のような一部のオンライン銀行組織によって「保証証明書」が発行される。このような保
証証明書は、伝送の送信者が「Ｉｎｄｅｎｔｒｕｓ」加盟銀行の顧客であること、及び、
この顧客が支払いを行わなかった場合には、その銀行が債務を引き受けることを証明する
ものである。
【００９６】
　異なる種類又はクラスの「デジタル証明書」を発行する組織は、そのクラスに従って各
証明書にマーキングを付している。従って、証明書が特定クラスのものとして識別するこ
とは、異なる組織がその証明書を分類する方法を知り、適切なインジケータを受信した証
明書において検索するということである。
　「デジタル証明書」の発行人は、異なる目的に合った多くの異なるクラスの証明書を交
付することができる。これらは、ポリシー・データ・ツリーの対応するサブブランチによ
り、ポリシーデータによって別々に取り扱うことができる。
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【００９７】
　例示的なポリシーにおいて、「ＡＩｄｅｎｔｉｔｙＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ＠」と題
した第１のブランチは、金銭的な取引を伴わない送信を取り扱う。このブランチは、４つ
の個別のサブブランチを含む。これらの第１のサブブランチは、「ＡＡｌｗａｙｓＡｃｃ
ｅｐｔＦｒｏｍ＠」と題されており、信頼できると考えられる個人及び組織の名前を記載
する「表ａ」への参照を含む。この表に記載された名前は、その会社が知っており黙示的
に信頼しているものであり、これらの個人及び組織については、「デジタル証明書」がそ
の発行人から取り消されているか否かを判断する必要はない。
　「ＡＡｌｗａｙｓＣｈｅｃｋＦｒｏｍ＠」と題された第２のブランチは、「デジタル証
明書」を常に検査すべき組織及び個人の名前が記憶されている別表である表ｂへの参照を
含む。明らかに、表ａ及び表ｂのコンテントは、好ましいシステムのユーザの経験に依存
するものになり、ユーザの入力したものに任されることになる。
【００９８】
　「ＡＣｈｅｃｋＩｆＤａｙｓＳｉｎｃｅＣｅｒｔｉｆｃａｔｅＲｅｃｅｉｖｅｄＦｒｏ
ｍＣｏｍｐａｎｙ＠」と題された第３のブランチは、有効な「デジタル証明書」会社から
の受領以降の期間を指定しており、この期間内では、その会社から受領されたあらゆる更
なる「デジタル証明書」の検査は不要とみなされる。この場合、その期間は１０日間と設
定されている。
　「ＡＣｈｅｃｋＩｆＤａｙｓＳｉｎｃｅＬａｓｔＲｅｃｅｉｖｅｄＴｈｉｓＣｅｒｔｉ
ｆｉｃａｔｅ＠」と題された第４のブランチは、個別の「デジタル証明書」の場合の同様
の期間を指定する。図示した例においては、ポリシーデータは、いかなる所定の識別の「
デジタル証明書」に関する確認の検査も３０日毎のみに行う必要があると指定する。ここ
でもまた、これらのブランチの両方で指定された日数は、決めるのは好ましいシステムの
ユーザに任される。有効な「デジタル証明書」が受領されてから経過した期間は、「デジ
タル証明書」及びデータベースに記憶された関連データを参照することによって判断する
ことができる。受信される度ではなく「デジタル証明書」を定期的に検査することにより
、検査するのに使う費用を節約することができる。また、「ＭｏｎｅｔａｒｙＣｅｒｔｉ
ｆｉｃａｔｅ」ブランチは、それぞれ、表ｘ及び表ｙを参照する「ＡｌｗａｙｓＡｃｃｅ
ｐｔＦｒｏｍ」ブランチ及び「ＡｌｗａｙｓＣｈｅｃｋＦｒｏｍ」ブランチを含む。表ｘ
には、「デジタル証明書」の状態検査が不要である組織及び個人が記載されており、表ｙ
には、検査が常に必要とされるもの全員が記載されている。また、「ＭｏｎｅｔａｒｙＣ
ｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ」ブランチは、全ての「デジタル証明書」を検査しなければならな
い閾値取引金額を指定する「ＣｈｅｃｋＡｍｏｕｎｔＥｘｃｅｅｄｓ」ブランチ、及び、
最後に、最近受信されて確認された「デジタル証明書」に対して検査を行うための２つの
条件を定める「ＩｆＲｅｃｅｎｔｌｙＣｈｅｃｋｅｄ」ブランチを含む。「ＩｆＲｅｃｅ
ｎｔｌｙＣｈｅｃｋｅｄ」ブランチにより、ユーザは、過去の取り消し検査から特定の期
間内、この場合は３０日内に受信された小額、この場合は５０００ドルについての取引に
関して受信された「デジタル証明書」は確認する必要はないことを指定することができる
。
【００９９】
　図１１は、図９に示したポリシーデータと対話するプラグイン・モジュール処理を示す
。この処理は、図８に示したものの副処理であり、段階Ｓ２０４で発生し、それによって
判断段階Ｓ２０６に進み、プラグイン・モジュールは、受信した「デジタル証明書」の状
態のオンライン検査を行うか否かを判断する。この副処理は、段階Ｓ２２０で始まり、そ
こから制御は段階Ｓ２２２に移り、メッセージに署名するのに使用された「デジタル証明
書」のクラスからその取引が金銭的なものであるか否かが判断される。取引が金銭的なも
のであった場合、制御は段階Ｓ２３２に流れ、この段階は、ポリシーデータの「Ａｃｃｅ
ｐｔａｎｃｅＣｏｎｆｉｄｅｎｃｅＲａｔｉｎｇ」ブランチの「ＭｏｎｅｔａｒｙＣｅｒ
ｔｉｆｉｃａｔｅ」ブランチ内の各ブランチに対応する判断段階チェーン内の第１のもの
である。
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【０１００】
　段階Ｓ２２２において、取引が金銭的なものではないと判断された場合、制御は段階Ｓ
２２４に移り、この段階は、ポリシーデータの「ＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＣｏｎｆｉｄｅｎ
ｃｅＲａｔｉｎｇ」ブランチの「ＩｄｅｎｔｉｔｙＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ」ブランチ
に対応する判断段階チェーン内の第１の判断段階である。チェーン内の判断段階の各々に
おいて、ポリシーデータの「ＩｄｅｎｔｉｔｙＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ」ブランチの各
サブブランチに指定された条件が満足されているか否かを確かめるために単純な検査が行
われる。その検査結果により、制御は、「デジタル証明書」の信用が確立されているので
「デジタル証明書」の状態のオンライン検査は不要である段階Ｓ２４２か、又は、信用が
確立されていないのでオンライン検査が必要とみなされる段階Ｓ２４４か、又は、チェー
ンの次の判断段階かのいずれかに流れる。
【０１０１】
　すなわち、「デジタル証明書」の送信者が「ＡＡｌｗａｙｓＡｃｃｅｐｔＦｒｏｍ＠」
表である表ａに記載されているか否かが判断される判断段階Ｓ２２４において、「デジタ
ル証明書」の送信者が表Ａに記載されていた場合、制御は、判断段階Ｓ２２４から段階Ｓ
２４２に流れ、信用が証明書に確立されて副処理が終わり、図８の段階Ｓ２０８に戻る。
送信者が表Ａになかった場合、制御は、段階Ｓ２２４からチェーン段階Ｓ２２６内の次の
判断段階に流れ、「デジタル証明書」の送信者が「ＡＡｌｗａｙｓＣｈｅｃｋＦｒｏｍ＠
」表である表ｂに記載されているか否かが判断される。同様に、送信者がこの表に記載さ
れていた場合、制御は段階Ｓ２４４に流れ、「デジタル証明書」の状態のオンライン検査
が必要であるとみなされる。制御は、副処理の段階Ｓ２４４から図８の段階Ｓ２１０に戻
る。
【０１０２】
　「デジタル証明書」の送信者が表ｂに記載されていなかった場合、制御は、判断段階Ｓ
２２６から、ポリシーデータに記載されたサブブランチとして記載されたその次の条件を
表すチェーン内の判断段階に流れる。すなわち、判断段階Ｓ２８８において、この「デジ
タル証明書」が過去３０日間において確認されたか否かに関して検査が行われる。これは
、記憶された「デジタル証明書」のデータベースにおいてその「デジタル証明書」を調べ
、記憶された情報からその「デジタル証明書」が以前に検査された日付を抽出する段階を
伴うことになる。「デジタル証明書」の状態が過去３０日間で検査されていた場合、制御
は段階Ｓ２４２に流れ、そこで信用が確立される。記憶された「デジタル証明書」の情報
から、過去３０日間において検査されていなかったことが分った場合、制御は、段階Ｓ２
２８から判断段階Ｓ２３０に流れ、別の「デジタル証明書」が同一の会社から受信された
か否か、及び、その「デジタル証明書」が過去１０日以内に検査されたか否かを見るため
に検査が行われる。この判断では、やはり、記憶された「デジタル証明書」のデータベー
ス及びこれらの「デジタル証明書」に関係する情報を検査することが行われる。他の「デ
ジタル証明書」が過去１０日以内に検査されていた場合、制御は段階Ｓ２４２に流れ、受
信された「デジタル証明書」の信用が確立される。そうでない場合は、制御は段階Ｓ２４
４に流れる。
【０１０３】
　金銭的な送信の場合、ポリシーデータで定められた条件は、判断段階Ｓ２３２から判断
段階Ｓ２４０へと進められる。判断段階Ｓ２３２において「デジタル証明書」の送信者が
「デジタル証明書」の検査が不要であるとみなされている会社及び組織の名前を定めた表
ｂに記載されていると分った場合、信用が確立され、制御は段階Ｓ２４３に移る。見つか
らなかった場合、制御は、判断段階Ｓ２３４であるチェーン内の次の段階に移る。判断段
階Ｓ２３４において、「デジタル証明書」の送信者が「ＡＡｌｗａｙｓＣｈｅｃｋＦｒｏ
ｍ＠」表である表ｂに記載されていると分った場合、信用は確立されず、制御は段階Ｓ２
４４に移る。記載されていなかった場合、制御は段階Ｓ２３６に移り、取引が行われてい
る金額が１０，０００ドルを超えているか否かが判断される。この判断は、証明書の発行
人によって予め決められたか、又は、取引を形成する関連の電子メール内に含まれた金額
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を含む署名された取引データを参照しながら行われる。取引が１０，０００ドルを超える
金額に対するものであると分った場合、又は、取引金額が送信されたデータを参照しても
判断することができなかった場合、信用は確立されず、制御は段階Ｓ２４４に移る。そう
でなかった場合、制御は段階Ｓ２３８に移り、この「デジタル証明書」が過去３０日間に
おいて検査されたか否かが判断される。ここでもまた、この判断は、記憶された「デジタ
ル証明書」及び「デジタル証明書」に関係するデータを参照しながら行われる。証明書が
過去３０日間において検査されていなかった場合、信用は確立されず、制御は段階Ｓ２４
４に移る。検査されていた場合、制御は段階Ｓ２４０に移り、そこで、以前に判断された
取引金額が５，０００ドルを上回るとみなされた場合、信用は確立されず、制御は段階Ｓ
２４４に移る。取引金額が５，０００ドルを下回る場合、「デジタル証明書」を信頼する
ことに対する受容可能なリスクとして分類されて信用が確立され、制御は段階Ｓ２４２に
移る。
【０１０４】
　これらの最後の２つの条件によって、本システムは、最近の取引履歴に基づいて証明書
の状態を検査すべきか否かを判断することができる。例えば、取引が中庸な金額、すなわ
ち、５，０００ドルよりも低い金額に関して当事者によってまさに行われようとしており
、また、記録された取引及び証明書の詳細の検索によってごく最近に同一当事者が取引を
行い、その時点で「デジタル証明書」が有効と確認されたことが分った場合、第１回後の
非常に間もないうちにその当事者の証明書の有効性を再度検査することは不要であるとい
うのは論拠のあることであり、２回目の確認手数料を支払うのではなく、その当事者を信
用することが好ましい。
【０１０５】
　ポリシーファイル内の命令は、会社内の個人の経験、及び、重大な危険性なしに許可可
能とみなされる取引金額などに基づいて、その会社が自社顧客又は納入業者に対して有す
る信用のレベルを反映するように定めることができることが認められるであろう。また、
ポリシーファイルは、その「デジタル証明書」の保持者の取引詳細の記録に関連して使用
すべき更に総合的なポリシーを実行するように定めることができる。例えば、保持者によ
って提供されるいかなる取引も、金額、品物、及び、サービスがその取引履歴通りに維持
されているか否かを確かめるために、以前に行った取引の記録に照らして比較することが
できる。そうでない場合、証明書の有効性を検査してまだ有効であり送信者の身元を特定
するものであることを確認することが望ましいであろう。取り消されていた場合には、第
三者が元の保持者の個人キーを取得して、不正な取引を行おうとしている可能性がある。
【０１０６】
　段階Ｓ２０４においてポリシーデータを検査した後、「デジタル証明書」の信用は、確
立されているか又は確立されていないことになる。判断段階Ｓ２０６において、信用が確
立されていた場合、制御は段階Ｓ２０８に移り、その取引を含む送信が受理される。次に
、制御は段階Ｓ２００に移り、そこでモジュールはフローから出て、ウェブブラウザの場
合は図３のポイントＡに、又は、電子メールクライアントの場合は図５のポイントＡに戻
る。
【０１０７】
　段階Ｓ２０６において「デジタル証明書」の信用が確立されなかった場合、制御は段階
Ｓ２１０に移り、オンライン確認検査が「デジタル証明書」に対して行われる。これは、
「デジタル証明書」が取り消されたか否か、又は、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の場合に
は「デジタル証明書」の発行人が取引で約束された金額の保証を確認することになるのか
否かを見るために検査する段階を伴うであろう。次に、制御は段階Ｓ２１２に移り、その
証明書に関してデータベースに記憶された有効性状態が更新される。次に、制御は段階Ｓ
２１４に移り、そこで証明書が無効と判明した場合、制御は段階Ｓ１９８に移り、取引は
拒否されるか又は段階Ｓ２０８に移り、そこで取引が受理される。取引の拒否とは、開か
れる前に受信者のメールボックスから削除されるか、又は、その送信に「拒否」という語
又は何らかの他のインジケータが記載されることを意味するであろう。段階Ｓ１９８又は



(120) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

Ｓ２０８のいずれかの後、制御は段階Ｓ２００に移り、そこでモジュールはフローから出
る。取引が進行することを許可された時は常に、データベースは、その情報が今後の確認
検査の必要性を判断する際に使用することができるように、日付及び金額のような取引に
関する情報を含むように更新される。
【０１０８】
　情報の記録
　好ましいシステムはまた、オンラインで実行される取引の取引情報を記録する自動的な
方法を提供する。この関連において、「Ａｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ＠」及び「ＡｅＣｏｍ
ｍｅｒｃｅ　ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ＠」という語は、インターネット上、又は、会社の
同一ネットワーク上でさえも、２人の当事者間で為された金額又は金額に相当するものを
約束する同意を意味するように意図されている。一般的は、ユーザ自身は、該当電子記録
のハードコピーを取ることによって、又は、コンピュータ上のファイルにあらゆる電子記
録のコピーを積極的に記憶することによって取引情報を維持する責任がある。これらの記
録を維持するのに手作業の方法に頼ることは、明らかに信頼性がなく労動集約的である。
【０１０９】
　一方、好ましいシステムは、取引が始まったか又は行われていることのインジケータを
求めて本システムによって処理された全ての通信の情報内容を走査する。このようなイン
ジケータは非常に多い。最も直接的なものは、大半のウェブページは取引が実行される前
に機密リンクをネゴシエートしてその後そのリンクを閉じるため、リンクが機密リンクで
あるか否かということである。リンクが機密リンクであるか否かの判断は、宛先ウェブペ
ージの「ＵＲＬ」を検査することによって達成される。機密リンクは、接頭語「ｈｔｔｐ
」の後の「ｓ」によって表示される。従って、好ましいシステムの１つの作動モードは、
リンクが機密リンクである間にウェブページに送信された全てのデータを記録することで
ある。また、好ましいシステムは、機密リンクをネゴシエートするが「ｅＣｏｍｍｅｒｃ
ｅ」サイトではない、すなわち、購入をするため以外に接続されているものであってこれ
らのページに送信されたデータを記録しないウェブページの記録を維持する。このような
ウェブページは、電子メールサービスを行うマイクロソフト製の「ホットメール」ウェブ
ページであろう。
　別のインジケータは、単にサイトの「ＵＲＬ」であろう。この場合、好ましいシステム
は、オンライン取引会社のものとして特定されたウェブページに送信された全てのデータ
を記録するように構成することができる。他のインジケータは、識別されたカード番号、
電子領収書、販売を確認する電子メール、「デジタル証明書」特にデジタル保証証明書の
使用、又は、購入コードであろう。
【０１１０】
　取引が発生していると特定された状態で、好ましいシステムは、ユーザ及び特定された
業者間の各通信をそっくりそのまま記憶することによって、又は、取引を走査して日付、
金額、品物の種類、及び、数量のような特定の詳細を抽出することによって、その取引の
詳細を記録することができる。
　取引データの記録は、取引の終了が特定された時、又は、購入者と業者間の所定の数の
取引が行われた後に停止することができる。同様に、取引が特定されると、好ましいシス
テムは、取引の第１の認識された送信直前に行われたキャッシュされた所定数の送信をデ
ータベースに記録することができる。
【０１１１】
　これは、例えば、送信が発生しているという第１のインジケータがクレジットカード番
号又は電子領収書の検出である時には、それらが取引の正に終了時に受信される可能性が
高いので有益であろう。従来の送信は、例えば、購入されている品物又はサービスに関す
る情報を含むウェブページ、又は、仕様又は納品条件が同意された電子メールの交換から
成るものとすることができる。従来の送信は、取引が検出されたものと同一の形式、異な
る形式、又は、各形式の混合であることが全く可能であることに注意すべきである。例え
ば、ユーザは、ウェブサイトｗｗｗ．ａｂｃ．ｃｏｍを訪れて品物の詳細を取得し、次に
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「ｏｒｄｅｒｓ＠ａｂｃ．ｃｏｍ」に送られる電子メールで注文することができるであろ
う。
　好ましいシステムは、取引詳細を中央共通データベース４２に記録する。更に、データ
ベースは、ローカルファイル又はネットワーク上のサービスとしてもよい。データベース
に記憶された情報は、必要な認定を有する人のみがアクセスすることができるように公知
の暗号化技術を使用して暗号化することができる。
【０１１２】
　図１２は、電子取引がオンラインで行われている時期を特定するためのモジュールの例
示的な実行の作動図である。図１４は、好ましいシステムが識別された取引をデータベー
スに記録する処理を示し、図１５は、好ましいシステムによって識別された取引を所定の
承認ポリシーに基づいて承認又は拒否することができる様子を示す。
　次に、図１２を参照して、オンライン取引が発生している時期を特定するためのモジュ
ールの作動について説明する。
　モジュールは、段階Ｓ２５０で、データの受信に応答して又はユーザが遠隔サイトへの
データ送信を開始したのに応答して作動を開始する。これは、ウェブブラウザでの実行の
場合、図３に示すように、それぞれポイントＡの後又はポイントＣの後、また、電子メー
ルクライアントでの実行の場合、図５に示すように、それぞれポイントＡ又はＢの後とな
る。
【０１１３】
　次に、制御は段階Ｓ２５２に移り、ウェブブラウザの場合には、機密リンクがデータを
送信するサイトとデータを受信するサイトとの間でネゴシエートされたか否かが判断され
る。これは、上述したように、接続された「ＵＲＬ」アドレスに問い合わせるか、又は、
ウェブブラウザに質問して暗号化が採用されているか否かを確認することによって達成す
ることができる。電子メールメッセージの場合、この段階は省略され、制御は、直接段階
Ｓ２６０に移る。ウェブブラウザによるオンライン取引は、通常、名前及びアドレス、及
び、クレジットカード番号又は他のアカウント特定情報のような個人情報の送信を伴うこ
とから、当然のことながら、通常は機密リンクがネゴシエートされる。従って、機密リン
クの存在だけで取引が行われていることを十分に示すものになる。しかし、機密性を有す
る接続は、取引詳細の送信以外の理由からもネゴシエートすることができる。従って、段
階Ｓ２５２において、接続が機密のものであると判断された場合、制御は段階Ｓ２５４に
移り、接続が為された遠隔サイトのアドレスは、オンライン取引を行う機能を提供してい
ないが機密性接続は確かに確立している公知のサイトのリストに照らして検査される。マ
イクロソフト製の「ホットメール」サイトなどのブラウザベースの電子メールサイトは、
１つのこのような例である。次に、制御は段階Ｓ２５６に移り、以前の検査に基づく判断
が行われる。サイトアドレスが、取引の実施を促進しないものである非「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」サイトと特定された場合、次に、取引が発生する可能性があるか否かが判断され、
制御は、取引内容を更に検査するために段階Ｓ２６０に移る。段階Ｓ２５６において、サ
イトアドレスが公知の非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」サイトと特定されなかった場合、オンラ
イン取引が発生していると仮定され、モジュールは段階Ｓ２５８でフローから出る。
【０１１４】
　段階Ｓ２５２で機密性の接続が確立されていないと判明した場合、又は、機密性接続は
確立されているが、段階Ｓ２５６で判断されたように、公知の非「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」
サイトに対してであるか又はその送信が電子メールであった場合、制御は段階Ｓ２６０に
移る。判断段階Ｓ２６０において、送信の内容に対するいくつかの検査のうちの第１の検
査が、それが取引の一部であるか否かを判断するために行われる。段階Ｓ２６０において
、送信は、クレジットカード番号を含むか否か確認するために走査される。これを行うた
めの方法は、図８を参照して説明された。クレジットカード番号が送信内で見つかった場
合、取引が発生しているに違いないと仮定され、制御は段階Ｓ２５８に移り、そこでモジ
ュールはフローから出る。クレジットカード番号が見つからなかった場合、制御は、代わ
りに判断段階Ｓ２６２に移り、送信がアカウントコードを含むか否かを確認するために走
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査される。アカウントコードは、（例えば）この段階の実行時にモジュールによってアク
セスされる個別のファイルに記憶することができ、又は、代替的に、アカウントコードは
、メッセージのテキストに表示される「アカウント番号」又は類似の文字のようなファイ
ル名などの送信内の説明データ内で識別することができる。
【０１１５】
　判断段階Ｓ２６２において、アカウントコードが見つかった場合、送信は取引の一部を
成すと仮定され、制御は段階Ｓ２５８に移り、そこでモジュールはフローから出る。アカ
ウントコードが見つからなかった場合、制御は段階Ｓ２６４に移り、ウェブブラウザの場
合には、「ＵＲＬ」がデータベース内のファイルに記憶された公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃ
ｅ」の「ＵＲＬ」リストと比較される。判断段階Ｓ２６６において、その比較に関する判
断が行われる。「ＵＲＬ」が公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ページにおけるもの又は公知
の組の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ページ内のものであると判明した場合、「ｅＣｏｍｍｅｒ
ｃｅ」取引が行われていると判断され、制御は段階Ｓ２５８に移り、そこでモジュールは
フローから出る。同様に、電子メールの場合には、宛先アドレスが公知の「ｅＣｏｍｍｅ
ｒｃｅ」の電子メールアドレス、例えば「ｏｒｄｅｒｓ＠ａｂｃ．ｃｏｍ」のリストと比
較され、適合するものが見つかった場合は、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が行われている
と判断され、制御は段階Ｓ２５８に移り、そこでモジュールはフローから出る。
　説明した検査は、送信が「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引の一部でありそうであるか否かを
判断するために為し得る可能な検査を単に表しているに過ぎず、網羅したものであること
を意図していない。更に、検査が図示されている順番には特別な意味はない。順番は、単
に、図１３を参照して分るようにポリシーデータの構造に依存する。
【０１１６】
　段階Ｓ２６８において、上述のものに加えて、例えば、データ内に置かれた購入コード
又は組込コードを検索するなど、会社が採用することが望ましいと判断する取引のインジ
ケータの有無に関する任意の更なる検査を表す一般的な検査が図示されている。好ましい
システムにおいて使用されているウェブブラウザ又は電子メールクライアントにより、ユ
ーザが、その送信は取引の一部であるので記録すべきであることを示すために、組込コー
ドで送信をマークすることができることが好ましい。また、組込コードは、ウェブサイト
又は取引データの一部をユーザのワークステーションに送信する電子メールクライアント
によってデータ内に置くことができる。
【０１１７】
　サイトが公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」サイトと認識されなかった場合、制御は段階Ｓ
２６６の後にこの段階に移り、そのような取引インジケータが段階Ｓ２６８において見つ
かった場合、取引は発生しているとみなされ、制御は段階Ｓ２５８に移り、そこでモジュ
ールはフローから出る。段階Ｓ２６８でこのようなインジケータが見つからなかった場合
、取引は発生していないとみなされ、モジュールは、段階Ｓ２５８でフローから出る。フ
ローから出た後、データは、図３及び図５のポイントＣ及びＢの後にそれぞれ送信するか
、又は、図３及び図５のポイントＡで受信されてから処理することができる。
【０１１８】
　説明した例において、その目的は、取引が発生しているという単なる疑いがある場合に
送信及び可能性がある取引の詳細を記録し始めることである。取引の一部ではないデータ
の記録は、取引を全く記録しないよりも好ましいと仮定される。図１３は、「ｅＣｏｍｍ
ｅｒｃｅ」取引が発生していることを識別し、取引データの記録方法を制御するために使
用されたポリシーデータの図である。ポリシーデータは、「ＡＩｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ＠」及び「ＡＴｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ＠」という２つの個別のサブブランチに細分化
されるポリシー・データ・ツリーの「取引」ブランチによって表現される。「Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ」ブランチ自体は、図１２で示した処理で行われた判断に対応する５
つのサブブランチに分けられる。これらのサブブランチのうち、「ＡＩｆＣｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎＧｏｅｓＳｅｃｕｒｅ＠」と題されたサブブランチによって、ユーザは、プラグイ
ン・モジュールがウェブサーバとの接続が機密になったことを検出した時に記録を開始す
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べきであるか否かを指定することができる。このサブブランチで指定された諸条件は、図
１２に示した判断段階Ｓ２５２に対応する。図１２に示した制御の流れは、図１３に示し
たポリシー・データ・ツリーの種々のブランチに指定された条件のレイアウトに対応する
ことは、図１２及び図１３を参照すれば認められるであろう。「ＩｆＣｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎＧｏｅｓＳｅｃｕｒｅ」ブランチの「ＥｘｃｌｕｄｅｄＳｉｔｅｓ」ブランチは、機密
サイトをネゴシエートすると知られているが「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」ウェブサイトではな
いと知られているウェブサイトが記載される表ｑへの参照を含む。表ｑは、図１２に示し
た処理の段階Ｓ２５６において参照される。
【０１１９】
　「ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」ブランチの次のサブブランチは、「ＡＩｆＣｒｅｄ
ｉｔＣａｒｄＮｕｍｂｅｒＰｒｅｓｅｎｔ＠」と題されており、これによって、ユーザは
、送信されている又は受信されているデータの記録を開始するためにクレジットカード番
号の検出を使用すべきであるか否かを指定することができる。このサブブランチは、判断
段階Ｓ２６０に対応する。「ＩｆＣｒｅｄｉｔＣａｒｄＮｕｍｂｅｒＰｒｅｓｅｎｔ」ブ
ランチの「ＰｒｅｖｉｏｕｓＰａｇｅｓ」サブブランチは、クレジットカード番号が検出
されたウェブページ以前のウェブページの数を記載し、それはまた記録されるべきである
。クレジットカード番号は一般的に取引終了時に提出されることから、このサブブランチ
の設置によって、取引の詳細及び要求を含む可能性が高い過去のウェブページを検出及び
記憶することができる。これらのウェブページは、仮に取引が特定された場合にもウェブ
ページがキャッシュから検索されてデータベースに記憶されるように、好ましいシステム
によって絶えずキャッシュされる。これについて、図１４を参照しながら更に詳細に説明
する。
【０１２０】
　「Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」ブランチの次のサブブランチは、「ＡＩｆＡｃｃｏ
ｕｎｔｓＣｏｄｅＰｒｅｓｅｎｔ＠」と題されており、これによって、ユーザは、送信さ
れているか又は受信されているデータ内のアカウントコードの検出をデータの記録を開始
するためのインジケータとして取るべきであるか否かを指定することができる。アカウン
トコードは、図１２に示す段階Ｓ２６２において表ｒを参照して特定される。この表への
参照は、「ＩｆＡｃｃｏｕｎｔｓＣｏｄｅＰｒｅｓｅｎｔ」ブランチの「Ａｃｃｏｕｎｔ
Ｃｏｄｅｓ」サブブランチに含まれている。この表はまた、クレジットカード識別に関し
て上述したものと類似の方法で記録すべき以前のウェブページ数を示すが、この場合、記
録すべき以前のウェブページ数は表ｒに記憶されており、ウェブページの異なる数を各検
出アカウントコードに対して指定することができることに注意すべきである。
【０１２１】
　「ＩｆＫｎｏｗｎＥＣｏｍｍｅｒｃｅＳｉｔｅ」ブランチによって、ユーザは、「ｅＣ
ｏｍｍｅｒｃｅ」取引が行われると知られているサイト、サイトの一部、又は、単一のサ
イトに対応している「ＵＲＬ」のリストを指定することができる。現在のページ「ＵＲＬ
」は、取引が行われているか否かを判断するために、このリスト内のエントリと照合され
る。「ＫｎｏｗＳｉｔｅｓ」サブブランチは、公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」サイトの「
ＵＲＬ」が記憶されている表ｓへの参照を含む。ウェブサイトの「ＵＲＬ」が公知の「ｅ
Ｃｏｍｍｅｒｃｅ」サイトであるか否かの判断は、図１２の段階Ｓ２６４後の判断段階Ｓ
２６６において行われる。最後に、「ＩｆＯｔｈｅｒＩｎｄｉｃａｔｉｏｎＰｒｅｓｅｎ
ｔ」ブランチは、ユーザが他のインジケータの判断をデータ記録の開始点として使用すべ
きであるか否かを指定する方法を提供する。「Ｋｅｙｗｏｒｄｓ」及び「Ｐｒｅｖｉｏｕ
ｓＰａｇｅｓ」と題されたこのブランチの２つのサブブランチは、検出し得る可能なイン
ジケータ、この場合は表ｔに記載されたキーワードと、キーワードが検出された場合に記
憶することが必要とされる以前のページ数とを指定する。
【０１２２】
　「取引」ブランチの「終了」ブランチは、送信されている又は受信されているデータの
記録を終了するのに使用される条件を指定する４つのサブブランチに分かれる。各サブブ
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ランチは、取引の終了を定義することができる条件を定める。「ＡＩｆＣｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎＧｏｅｓＩｎｓｅｃｕｒｅ＠」と題された第１のブランチによって、ユーザは、記録
が停止されるように、ウェブブラウザによる機密性接続の廃止が取引の終了を示すことを
指定することができる。他のサブブランチは、ウェブサイトが変更された時に記録が停止
する、デジタル領収書が受信された場合に記録が停止する、及び、取引が発生していると
いう表示後に２０種類のウェブページが受信された後に記録が停止することを指定するこ
とができる。
【０１２３】
　この図に示したポリシーデータは特に、また他の図においても、それが各ユーザに独特
なものであることを強調しなければならない。ユーザが「ＹＥＳ又はＮＯ」変数を相応に
設定することにより、又は、例えば記録されるべきページ数を変更することにより特定の
条件に対してアクションを起こすべきであるか否かを指定することができるばかりでなく
、ブランチの構造及び配置、及び、それらのブランチで指定された条件もまた、ユーザ毎
に異なっていてもよい。例示的なポリシーは、ウェブブラウザ環境における取引の記録を
説明する一方、類似のポリシーは、電子メール環境を制御し、機密性接続のオプションを
省略するが、クレジットカード番号、アカウントコード、又は、電子メール内の他の識別
可能な情報の検出時に、又は、電子メールが公知の「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」アドレスに送
られた場合に電子メールを記録するようにポリシーを定義することを可能にすることが認
められるであろう。
【０１２４】
　取引を識別する方法の全ての利点は、その方法が好ましいシステムと遠隔サイトとの間
の送信を記録するための手段と共に利用された時に実現される。これによって、ユーザが
実行した全ての送信の記録を自動的に保管及び維持管理することができる。記録は、受信
又は送信された各伝送の紙によるコピーを取る必要もなく更新された状態で保管すること
ができる。従って、会社の記録保管は、かなり容易かつ正確になる。
【０１２５】
　図１４は、取引を含む送信を記録するためのモジュールの作動を示す。モジュールは、
段階Ｓ２７０で開始される。
　モジュールがウェブブラウザの一部として実施された場合、段階Ｓ２７０は、データ受
信後に図３のポイントＡで、又は、遠隔サイトへデータを送信する直前に図３のポイント
Ｃの後で開始される。モジュールが電子メールクライアントの一部として実施された場合
、段階Ｓ２７０は、電子メールが受信された後に図５のポイントＡの後に、又は、ユーザ
によって作成された電子メールが受信者に送信される直前に図５のポイントＢの後に発生
する。段階Ｓ２７０後に、制御は段階Ｓ２７２に移り、図９を参照して上述した取引を特
定するための試験が行われ、「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引が発生しているか否かに関して
判断が行われる。次に、制御は段階Ｓ２７４に移り、取引は発生していないと判断された
場合は、制御は、直接段階Ｓ２７６に移り、そこでモジュールはフローから出る。
【０１２６】
　しかし、取引が発生していると判断された場合、制御は段階Ｓ２７８に移り、そこで、
検出手段、送信者の身元、取引金額、又は、どの前回の送信（それがある場合）を特定さ
れた送信と共に記憶するべきであるか、及び、どのくらい詳細に送信を記録すべきかを判
断する他のパラメータのうちの１つ又はそれ以上に関してポリシーが調べられる。例えば
、ポリシーは、多額の金額を伴う取引を小額の取引よりも詳細に記録するように要求する
かもしれない。作動におけるこの一例は、多額の金額を伴う取引のためにオンライン取引
業者のウェブサイト上で取引を行っている時にアクセスされた全てのウェブページを記録
するが、小額取引については電子領収書を含む送信のみを記録することであろう。
【０１２７】
　ポリシーファイルはまた、記憶されるデータの量を判断するだけでなく、記録されるデ
ータの性質を判断することができる。取引の一連のスナップショットとして送信又はウェ
ブページ全体を、例えばウェブページがキャッシュメモリに記憶されるのと同一の方法で



(125) JP 2009-146454 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

記録することができ、又は、代替的には、日付、業者の身元、及び、金額のような個々の
データ項目を送信又はウェブページから抽出して、それら自体又はスナップショットデー
タと共に記憶することができる。
　このように、最も重要な取引には確実に十分な記録スペースがあるようにするために、
記憶のためのメモリを最も効果的に使用することができる。また、記録される取引データ
の量は、業者の身元、地理的位置、ユーザの会社との取引履歴、及び、オファーされる品
物及びサービスによる場合がある。
【０１２８】
　図１３において、例示的なポリシーデータは、記録されるデータ量がメモリにキャッシ
ュされたページから検索されるウェブページ数によって指定されるという簡単なシナリオ
を示している。数字は、クレジットカード番号、アカウントコード、又は、キーワードが
特定されるか否かによって異なる。更に、表ｒは、異なるアカウントコードの認識で、記
憶すべき以前のウェブページ数が異なる可能性があることを示しており、アカウントの相
対的な重要性を反映している。
【０１２９】
　この単純な事例をより高度な事例に拡張することは、ポリシーデータにより高いレベル
の詳細を提供することによって達成することができる。ポリシー・データ・ツリーに対す
る追加のブランチは、品物及び／又はサービスに関係する会社名又は個人名又は特定のキ
ーワード、及び、これらのキーワード及び名称に依存する記録すべきデータ量を指定する
ことができるであろう。
　また、これらの表は、記憶すべき異なる形式のデータ量を示すために拡張することがで
きる。会社名、販売されていた物、及び、数量などのデータは、電子メールテキスト、ウ
ェブページを構成する「ＨＴＭＬ」テキスト、又は、ウェブページの「ＤＯＭ」表現から
抽出してデータベースに記憶することができる。
【０１３０】
　キャッシュ内に記憶された全てのウェブページ又は情報を検索することができ、又は、
代替的に、本システムは、取引の一部であると当初に特定されたページと共通の詳細を有
するページのみを検索することができる。
　代替的に、全ての記憶されたメッセージのリストは、ユーザが識別された取引に関係す
る送信を手作業で選択するようにユーザに提示することができる。
　どれだけのデータを記憶すべきかの判断後に、制御は判断段階Ｓ２８０に移る。段階Ｓ
２８０において、以前の送信を記憶すべきであった場合、制御は段階Ｓ２８２に移り、ロ
ーカルキャッシュに記憶された送信が検索される。ウェブブラウザの場合、これは、上述
したように以前のページの所定数としてもよい。取引がウェブブラウザにおいて検索され
た場合、ポリシーはまた、例えば、同一の組織に送られたか又は同一の組織から受信され
た以前の電子メールメッセージがないかに関してキャッシュを検索するように命令するこ
とができる。これは、ブラウザ「ＵＲＬ」の部分を電子メールアドレスの部分と対照させ
ることによって判断することができる。同様に、電子メールメッセージにおいて検出され
た取引によって、以前の電子メール及び以前のウェブページをキャッシュから検索するこ
とができる。次に、制御は段階Ｓ２８４に移り、識別された取引及びあらゆる検出された
以前の送信は、システムデータベース４２に記憶される。
【０１３１】
　段階Ｓ２８０において、以前の送信が必要とされた場合、制御は、直接段階Ｓ２８４に
移り、取引として特定された送信がシステムデータベースに記録される。段階Ｓ２８４に
おいて送信が記憶される同時に、完全な記録を形成するためにユーザ身元、金額、及び、
取引の相手方当事者などの関連データもシステムデータベースに記録することができるが
、これは、ポリシーデータの命令に依存することになる。次に、制御は段階Ｓ２８６に移
り、モジュールはフローから出る。
　モジュールがフローから出た後の段階Ｓ２７６以降、データは、図３及び図５のポイン
トＡに続いてそれぞれ送信することができ、又は、図３及び図５のポイントＣ及びＢでそ
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れぞれ受信された以降に処理することができる。
【０１３２】
　送信が行われていると識別された状態で、ユーザと相手方当事者との間の全ての送信は
、本システムが取引が完了されたことを検出するまで記録することができる。取引終点の
検出及び記録の停止は、取引が行われているか否かの識別に関して上述したものと類似の
方法で行うことができる。最も簡単な実施例は、電子領収書又は発送指図書が受信される
まで送信情報を記録することである。代替的に、送信の記録をユーザと相手方当事者との
間の所定回数の送信が発生した後に、又は、取引が識別されてから一定の期間が経過した
場合に停止させることができる。
　送信は、ユーザがウェブサイトを変更する度にキャッシュが空になる場合には更に単純
にすることができる。これによって、キャッシュメモリに必要とされるメモリを低容量に
維持し、検索技術が使用される場合には検索する必要がある以前の送信回数も少なくなる
。
【０１３３】
　上述の方法はまた、取引が検出及び記録された後に発生する関連の送信を記録するのに
使用することができることが認められるであろう。例えば、ウェブブラウザを使用して行
われた取引の後には、一般的に、確認の電子メールが売り手から買い手に送られることに
なる。この電子メールは、注文番号、アカウント番号、品物の説明、及び、価格のような
共通の特性を含むことから取引の一部を形成するものとして検出することができる。また
、購入するのに使用された元のウェブサイトが「ａｂｃ．ｃｏｍ」であった時は、それを
ウェブサイトアドレスに類似したアドレス、例えば「ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅｓ
＠ａｂｃ．ｃｏｍ」から送ることができる。所定の期間内に発生するその後の送信のみが
元の取引に関連するものであるとみなされるように時間要素が使用されることが好ましい
。
【０１３４】
　取引情報の記録に加えて、例えば、組織が実際に電子商取引の採用によって真の生産性
の恩恵を得ていることを保証するために、ユーザの挙動を解析する能力を有する管理を提
供する他の情報を記録することが有利であろう。このような情報は、ユーザ自身の生産性
に限定されずに全体的な処理に及び、例えば、ウェブ購入サイトのどれが購入処理に関し
て最も効率的か、従って購入経費を低減する際の最大の利点はどれにあるかを判断するた
めにウェブ購入サイトを比較することを可能にする。好ましいシステムは、購入に掛かる
期間、購入を完了するのに必要とされるキーストローク数及びマウスクリック回数、及び
、ダウンロードするページ又は受信する応答をユーザが待つ間の「アイドル」時間の量の
ような更なる情報を記録することによってこれに準備する。この情報は、取引記録と共に
データベースに記録することができ、統計的な解析を取引の範囲に亘って実施することが
できる。
【０１３５】
　取引に掛かった時間は、タイムスタンプを受信された送信の各々と関連付けることによ
って判断することができる。取引が完了していると判断された時、第１の送信（段階Ｓ２
８２においてキャッシュから取り戻されたものとしてもよい）に付随するタイムスタンプ
を最終送信に付随するタイムスタンプから差し引き、全体的な取引期間となるその結果が
段階Ｓ２８４においてデータベースに記憶される。代替的に、第１の送信と最終送信とを
データベースに記録した後で取引期間を計算することができる。キーストローク数及びマ
ウスクリック回数は、オペレーティングシステム内への標準的な「ウィンドウズ」の「フ
ック」を使用して「マイクロソフトウィンドウズ」ベースのシステムにおいて判断するこ
とができる。このような技術は、マイクロソフト・コーポレーションのウェブサイト（ｈ
ｔｔｐ:／／ｍｓｄｎ．ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍ／ｌｉｂｒａｒｙ　／ｄｅｆａｕｌ
ｔ．ａｓｐ？ｕｒｌ＝／ｌｉｂｒａｒｙ／ｅｎ－ｕｓ／ｄｎｍｇｍｔ／ｈｔｍｌ／ｍｓｄ
ｎ＿ｈｏｏｋｓ３２．ａｓｐ）で利用可能である、１９９３年７月２９日付けのザ・マイ
クロソフト・ディベロッパー・ネットワーク・テクノロジー・グループのカイル・マーシ
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ュ著の文書「ウィン３２フックス」において更に詳しく説明されている。
【０１３６】
　好ましいシステムは、受信された各送信間で発生するキーストローク数（「ＷＨ＿ＫＥ
ＹＢＯＡＲＤ」フックを使用）及びマウスクリック回数（「ＷＨ＿ＭＯＵＳＥ」フックを
使用）のカウンタを維持し、これらの総数を受信された送信と関連付ける。別のアプリケ
ーションに焦点がある間（例えば、ユーザが一時的に別のアプリケーションに切り替えた
場合）に発生するキーストローク及びマウスクリックは無視される。取引が完了している
と判断された場合、第１の送信（段階Ｓ２８２においてキャッシュから取り戻されたもの
としてもよい）と最終送信との間のキーストローク及びマウスクリックの総数が互いに加
えられ、その結果（取引全体でのキーストリング及びマウスクリックの総数）が段階Ｓ２
８４においてデータベースに記憶される。同様に、ウェブサイト取引応答時間は、各発信
伝送要求が送られる時間に注目し、応答送信が受信される時間からそれを差し引くことに
よって測定することができる。取引の開始と終了との間の応答時間を合計すれば、ユーザ
がウェブサイトを待つのに費やした総時間が得られる。同様に、好ましいシステムはまた
、伝送が受信された時間と応答が送信された時間との間の時間であるユーザ応答時間を計
数する。
【０１３７】
　好ましいシステムはまた、ユーザの応答時間のうち、どれだけの時間がデータ入力に費
やされたかを計算するので、従って、ユーザが着信伝送を「吸収する」のに必要とされた
時間（その差として）を判断することができる。データ入力に費やされた時間は、「スト
ップウォッチ」を維持することによって判断される。ストップウォッチは、新しい送信が
受信される毎にリセットされ、ユーザがキーストロークを入力するか又はマウスをクリッ
クする時、常に直ちに再起動される。ユーザが所定の時間、例えば５秒間キーストローク
を入力しなかったか又はマウスをクリックしなかった場合、本システムは、ユーザが現在
以前の送信の詳細を吸収していると仮定してストップウォッチを止める。また、ストップ
ウォッチは、キーストローク又はマウスクリックによって発信伝送を送信させた時に止め
られる。取引開始と終了との間のデータ入力に費やされた時間を合計すれば、ウェブサイ
トでデータ入力にユーザが費やした総時間が出る。合計時間は、今後の解析のために段階
Ｓ２８４でデータベースに記憶することができる。
【０１３８】
　好ましいシステムはまた、行われている取引をモニタして必要とみなされた場合には承
認を得るために取引を自動的に紹介するための手段を提供する。この処理によって、大手
企業は、ポリシーデータに定められた単一の組の基準を使用して自社従業員によって行わ
れている取引をモニタして制御することができる。ポリシーデータは、ユーザが自分でそ
の取引を行うことが許可されているか否か、又は、ユーザが会社の上層部からの許可を必
要とするか否かを判断するために、取引が識別される度に参照することができる。その処
理を、ここで参照すべきである図１５に示す。
【０１３９】
　この処理を具体化するモジュールは、段階Ｓ２９０で開始される。この開始は、検討す
る必要がある取引の全ての関連詳細が判断されるとすぐに、かつ、取引が行われる前に行
われることが好ましい。電子メールによる取引の場合には、品物及び価格などの詳細は、
一般的に単一の電子メール内に含まれており、その電子メールの送信前に検討することが
できる。ウェブブラウザによる取引の場合には、取引の存在は、全ての詳細が分る前に検
出することができ、その場合、全ての詳細が分るまで開始されない。これは、最終的な義
務は、全ての関連の詳細が分ったかなり後になって、取引処理の最後の最後まで発生しな
いので一般的には問題にならない。取引及び関連の詳細の検出は、図１２を参照して上述
した方法で判断することができる。図３及び図５をざっと参照すれば、その段階Ｓ２９０
は、必要とされる詳細が分ると、ウェブブラウザによる実行の場合には図３のポイントＣ
の後に、又は、電子メールクライアントによる実行の場合には図５のポイントＡの後に発
生することが分るであろう。
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【０１４０】
　制御は、段階Ｓ２９０から判断段階Ｓ２９２に移り、取引の詳細は、承認が必要とされ
るか否かを判断するためにポリシー設定に照らして比較される。この判断は、取引を行う
従業員の身元又は地位、取引金額、又は、取引の相手方当事者に基づくものとすることが
できる。いくつかの場合においては、会社の財務担当取締役が各取引が行われる前にその
各々を検討したいと思う場合のように、承認が常に必要とされるかもしれない。
【０１４１】
　図１６は、取引が第三者からの承認を必要とするか否かを判断するため、及び、使用す
べき妥当な承認者の身元を判断するために使用することができる例示的なポリシーデータ
の図である。この場合、ポリシーデータ内の条件は、取引金額と、取引の相手方当事者の
「ＵＲＬ」アドレスとによって承認が必要とされるか否かを規定するものである。
　関連のポリシーデータは、ポリシー・データ・ツリーの「取引承認」ブランチに定めら
れている。このブランチは、４つのサブブランチに細分化されている。第１のブランチは
、「ＭａｘｉｍｕｍＵｎａｐｐｒｏｖｅｄＴｒａｎａｃｔｉｏｎＡｍｏｕｎｔ」と題され
ており、取引の閾値金額を定義する。閾値を上回る金額に関する取引は、行われる前に承
認者によって承認されなければならない。
【０１４２】
　「ＭａｘｉｍｕｍＵｎａｐｐｒｏｖｅｄＭｏｎｔｈｌｙＡｍｏｕｎｔ」と題された第２
のサブブランチは、ユーザが１ヵ月以内で行うことができる取引の金額を定義する。この
場合、月間総額が２，５００ドルを超えるようなユーザによって行われたいかなる取引も
、その閾値に到達した後に行われる更なる取引と同様に第三者からの承認を必要とするこ
とになる。
　「ＥｘｃｌｕｄｅｄＳｉｔｅｓ」と題された第３のブランチは、取引が行われる前に第
三者からの承認を常に必要とする全てのサイトのウェブサイト及び電子メールアドレスを
含む表を参照する。最後に、「Ａｐｐｒｏｖｅｒｓ」と題された最後のブランチは、可能
な第三者の承認者の名前が記載されている表を参照する。各名前に並べて、その承認者が
承認する権限を有する対象である最大取引金額及びその承認者が取引を承認することがで
きない対象外サイトのリストがある。各場合の最も単純なものにおいて、承認者は、部長
又は管理者などの取引を行うユーザと同一ネットワーク上にログインされた他のコンピュ
ータユーザであろう。承認者は、その役割上の性格から、商事会社が行う金銭的な取引の
責任を負い、また、その責任を負う権限を有するその会社の社員であることになる。また
、承認者は、財務部専属者のような主としてこの役割のために採用された者のグループか
ら得られるという可能性がある。
【０１４３】
　取引ブランチの最初の３つのサブブランチの条件によって承認が必要とされると分った
場合、取引限度が提案された取引の限度に等しいか又はそれ以上であり、かつ、関係サイ
トに対する取引の承認を禁止されていない承認者が見つかるまで承認者の表を走査するこ
とにより、妥当な承認者を見つけることができる。
　図１６に示す例示的なポリシーデータは、ネットワーク内の単一のコンピュータユーザ
又はユーザのグループに専用のポリシーデータであることが認められるであろう。他のユ
ーザ又はグループは、異なる設定及び異なる承認者リストを有してもよい。
　適切な承認者を判断するための条件は、ポリシー・データ・ツリーの新しいサブブラン
チを作成することによって導入することができることが認められるであろう。
【０１４４】
　承認処理の作動は、例えば「ｅＣｏｍｍｅｒｃｅ」取引を含むものだけでなく、任意の
種類の送信に拡張することができる。このような作動は、種々の条件が定義されるか、又
は、ポリシーデータのサブブランチに例えば送信内で識別されてかつその作動基準とすべ
きユーザ名、アドレス、又は、キーワードを指定させることによって実行することができ
る。従って、特定の会社又は個人宛ての全ての電子メールによる送信は、承認を必要とさ
せるか、又は、所定の情報を含む全ての電子メールをキーワードの識別を通じて認識させ
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ることができる。
【０１４５】
　承認が必要でないことが段階Ｓ２９２において判断された場合、制御は、直接段階Ｓ２
９４に移り、そこでモジュールはフローから出る。段階Ｓ２９４の後、取引の送信が許可
されてその取引を処理することができる。制御は、段階Ｓ２９４から図３のポイントＣに
、又は、図５のポイントＢに戻る。
　しかし、段階Ｓ２９２において、ポリシー設定を調べた後に取引の承認が必要とされる
と判断された場合、制御は段階Ｓ２９６に移り、取引の詳細は、その取引の適切な承認者
を判断するために使用される。承認者は、自分のワークステーションか、又は、図２に示
すように「オペレータ」コンソール４４などの承認者専用機能を有するワークステーショ
ンでログオンした会社従業員であってもよく、又は、自動化処理である場合さえもある。
いくつかの部門を有する大企業の場合、各部門に対してそれぞれがその部署のアカウント
をモニタする承認者グループを有することは有利であろう。これによって、例えば、その
部署の長が購入又は特定の性格の購入を一時的に停止したいと判断した場合、取引が行わ
れる前に拒否することができる。
【０１４６】
　制御は、適切な承認者の判断後に段階Ｓ２９６から段階Ｓ２９８に移り、承認要求が、
システム承認待ち行列１００を通じて指名された承認者に送信される。段階Ｓ２９８後、
制御は判断段階Ｓ３００に移り、承認者からの応答が受信されたか否かが判断される。承
認の要求が提出されるとすぐにタイマーが起動される。段階Ｓ３００において応答が受信
されていない場合、制御は段階Ｓ３０２に移り、時間切れ時期が経過したか否かがタイマ
ーから判断される。その時期が経過していないことを条件として、制御は、段階Ｓ３０２
から段階Ｓ３００に戻り、本システムは、承認者からの応答を待ち続ける。従って、段階
Ｓ３００及び段階Ｓ３０２によって、応答が受信されるまで、又は、制限時間になるまで
システムが待つというループが形成される。判断段階Ｓ３００において、応答が受信され
ると、制御は段階Ｓ３０４に移り、取引が承認又は拒否されたか否かによってアクション
が取られる。
【０１４７】
　取引が承認された場合、制御は、段階Ｓ３０４から段階Ｓ２９４に移り、そこでモジュ
ールはフローから出て、送信を続行することが許可される。しかし、送信が承認されなか
った場合、制御は、段階Ｓ３００から段階Ｓ３０６に移り、そこでモジュールはフローか
ら出る。しかし、段階Ｓ３０６でフローから出ることによって、取引の送信が行われるの
が防止され、ウェブブラウザの実施の場合には図３のポイントＡに、又は、電子メールク
ライアントの実施の場合には図５の段階Ｓ１３２の「ｃｏｍｐｏｓｅ　ｅ－ｍａｉｌ」に
ユーザを戻す。
　また、段階Ｓ３０２において、承認者からの承認が受信されずに「時間切れ」になった
とみなされた場合、制御は、直接段階Ｓ３０６に移り、そこでモジュールはフローから出
る。
【０１４８】
　図１５の右側は、承認者に関して伴う段階を示す。承認処理は、段階Ｓ３１０において
開始され、そこから、制御は段階Ｓ３１２に移り、承認者のコンピュータが新しい承認要
求がないかシステム承認待ち行列に問い合わせる。次に、制御は判断段階Ｓ３１４に移る
。段階Ｓ３１４において、未決の要求がなかった場合、制御は段階Ｓ３１２に戻り、シス
テム待ち行列がもう１度ポーリングされる。これらの段階は、承認要求が受信されるまで
、又は、承認者が承認段階を非活性にするまで繰り返される。
【０１４９】
　段階Ｓ３１４において、承認要求が受信された場合、制御は段階Ｓ３１６に移り、承認
要求がシステム待ち行列からダウンロードされ、承認者自身がその要求を承認又は拒否す
べきか判断する。次に、制御は段階Ｓ３１８に移り、承認者の応答がシステム承認待ち行
列に返送され、そこからユーザワークステーションに送信される。
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　制御は、段階Ｓ３１８から段階Ｓ１３２に移り、新しい承認要求がないかシステム承認
待ち行列が問い合わせされる。承認処理は、状況によっては自動化することができること
が認められるであろう。例えば、取引は、会社が十分な資金を有していない場合、予算金
額を上回る場合か又は単に最大金額を上回る場合には自動的に拒否することができる。代
替的に、このような自動化は、承認要求が為されることさえもないように、ユーザ処理の
一部として設けることができるであろう。
【０１５０】
　所定の取引を承認するか否かを判断する際には、承認者は、例えば、総価格及び納入業
者などの単に概略的情報ではなく、購入されるものを正確に見定めることができるように
、完全な見通しを有することができることが理想的である。好ましいシステムは、上述の
送信を記録する機能を承認機能と組み合わせることによってこれに準備するものである。
段階Ｓ２９８で提出された承認要求は、段階Ｓ２８４において記憶された取引情報のデー
タベース内の位置への参照を用いて補足される。承認者が段階Ｓ３１６において位置詳細
を受信すると、システムは、取引を成す送信をデータベースから検索し、承認者が承認の
判断を行う際に検討することができるように送信を適切な方法で表示する。作動は、その
後通常通りに段階Ｓ３１８で続行される。明らかに、記録段階Ｓ２８４は、承認要求が段
階Ｓ２９８で行われる前に行われることが重要であり、そうでない場合は、記録された情
報は、まだ利用可能な状態ではないことになる。段階Ｓ２８４で取引は識別されているが
まだ完了となっていない（まだ承認されていないために）ことになるから、段階Ｓ２８４
において行われたデータベース記録は、取引を「未決」と識別するフラグを含むことが必
要である。次に、このフラグは、取引が承認又は拒否されたことを示すために段階Ｓ３１
６において更新することができ、又は、代替的に、承認が拒否された場合は、データベー
ス記録は、取引が行われなかったので削除することができる。
【０１５１】
　セキュリティ
　好ましいシステムは、送信されているデータの識別された性質によって、適切なセキュ
リティ等級を送信に割り当てるための手段を提供する。割り当てられるセキュリティ等級
は、自分の要望を反映するために、システムのユーザがポリシーデータを使用して設定す
ることができる。
　この場合におけるポリシーデータの最も単純な実施例は、従業員パスワード、雇用主パ
スワード、クレジットカード番号、及び、銀行取引詳細のような可能な形式のデータを第
１の欄に含み、かつ、各データ形式に適切であるとみなされた目標とする暗号化強度（例
えば、キー・ビット数による）を第２の欄に含むリストである。セキュリティレベルをデ
ータの判断された性質によって割り当てる他の方法も、本発明の範囲内で採用することが
できることが認められるであろう。
【０１５２】
　図１７は、様々な形式のデータについて適切な暗号化強度を定義するポリシーデータの
例示的な図を示す。ポリシーデータは、ポリシー・データ・ツリーの個別のブランチに配
置されたいくつかのキー値の対の形を取る。キーは、パスワード、クレジットカード番号
、提出されたキーワード、及び、任意の他の提出されたデータに対する一般キーのような
送信されているデータの形式を指定する。これらのキーに対応する値が、キーで指定され
たデータの送信に適切とみなされるビットによる暗号化強度である。キー値の対は、ポリ
シー・データ・ツリーの「ＴｒａｎｓｍｉｔｔｅｄＤａｔａＳｅｃｕｒｉｔｙ」ブランチ
の「ＲｅｑｕｉｒｅｄＥｎｃｒｙｐｔｉｏｎＬｅｖｅｌ」ブランチのいくつかのブランチ
に配置される。従って、この例において、パスワードは、４０ビットという目標とする暗
号化強度を有し、会社クレジットカード番号及び個人のクレジットカード番号は、いずれ
も１２８ビットの目標とする暗号化強度を有し、提出されたキーワードは、４０ビットの
目標とする暗号化強度を有し、他の提出されたデータは、暗号化を必要としないことが分
るであろう。
【０１５３】
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　「ＳｕｂｍｉｔｔｅｄＫｅｙｗｏｒｄｓ」ブランチは、機密性であり何らかの形の暗号
化を必要とすると指定された特定の語又はストリング又はテキストを参照する。これらは
、ユーザ名、アドレス情報、財務情報、又は、「極秘」又は「秘密」などの予め選択され
た語としてもよい。提出されたキーワードは、それらが記憶されている表又はファイルを
参照することによって検出することができる。
　更に、ポリシーデータの各ブランチは、一般的な暗号化強度を与える代わりに、例えば
異なるパスワード又はクレジットカード番号が各パスワード又は数字に固有の対応する暗
号化強度と共に記載されている表を参照することができる。
【０１５４】
　セキュリティ等級が割り当てられると、プラグイン・モジュールは、そのセキュリティ
情報の送信のために、ウェブサーバを用いてウェブブラウザによって確立されたリンクの
セキュリティを判断するためにウェブブラウザに質問するか、又は、電子メールによる送
信の場合、ユーザ又はアプリケーションが決定した暗号化設定がメッセージに適用される
ことになる。一般的に、これは、送信用データを符号化するのに使用された暗号化アルゴ
リズムの暗号強度になる。このような送信詳細は、ウェブサービスプロバイダからの「電
子ハンドシェイク」の一部としてウェブブラウザによって受信される。
【０１５５】
　機密リンクは、通常、右下角の閉じたパッドロックアイコンの存在によって「ブラウザ
」ウィンドウに表示される。ユーザは、アイコンをクリックしてハンドシェイクによって
供給されたセキュリティのレベルを質問することができる。これを行う際には、ユーザは
「ＡＳＳＬ」確保形式の通知（１２８ビット）を受信するであろう。この通知の第１の部
分には、使用された暗号化の形式が説明され、第２の部分では暗号化強度が説明されてい
る。プラグイン・モジュールは、セキュリティレベルが提案された送信に適当か否かの判
断に使用することができるように、このデータをブラウザから自動的に取得するように実
施される。同様に、電子メールメッセージの場合、プラグイン・モジュールは、ユーザ又
はアプリケーションが設定した暗号化設定がメッセージの送信前に使用されるべきである
と判断する。
【０１５６】
　モジュールは、指定された暗号化強度をリンク又はメッセージの暗号化強度と比較し、
比較の結果によって以下のアクションのうちの１つを実行する。
　ａ）リンクのセキュリティが送信されている情報の性質に適切である場合、モジュール
は、情報が送信されることを可能にする。
　ｂ）リンクのセキュリティが情報の送信に必要とされるものを上回る場合、モジュール
は、そのセキュリティレベルで情報が送信されることを可能にするか、ウェブサーバ及び
ウェブブラウザと新しい適切なセキュリティレベルを自動的にネゴシエートしてそのレベ
ルで情報を送信するか、又は、現在のセキュリティレベルは不要であることをユーザにプ
ロンプト表示し、アクションを起こすようにユーザを促す。
　ｃ）リンクのセキュリティが送信されている情報の性質には十分でなかった場合、モジ
ュールは、送信が行われるのを防止してユーザに警告するか、ウェブサーバ及びウェブブ
ラウザと新しい適切なセキュリティレベルを自動的にネゴシエートしてそのレベルで情報
を送信するか、又は、電子メールの場合、暗号化強度の設定を自動的に上げるか、又は、
現在のセキュリティレベルが不十分であることをユーザにプロンプト表示し、まだ送信の
実行を希望するかどうかの確認をユーザに促す。
【０１５７】
　プラグイン・モジュールは、決められた目標とするセキュリティレベルの差に応じるよ
うに構成し得ること、いくつかの方法で準備されること、及び、上記で概説したアクショ
ンは例示的なものにすぎないことが認められるであろう。
　システムが取り得る更なるアクションには、異なるウェブページがユーザのマシンにダ
ウンロードされるように要求すること、又は、機密性情報が送信されないように、提出さ
れたフィールドデータを変更することが含まれるであろう。
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【０１５８】
　好ましいシステムのユーザによって送信されているデータをモニタするためのブラウザ
又は電子メールプラグイン・モジュールの作動が、参照すべき図１８に示されている。モ
ジュールは、段階Ｓ３２０において、ウェブサーバにデータが送信される直前に図３のポ
イントＣで、又は、電子メールが送信される直前に図５のポイントＢで作動を開始する。
次に、制御は段階Ｓ３２２に移り、モジュールは、送信されようとしているデータの構文
解析をしてクレジットカード番号を捜す。これを行う可能な方法は、図を参照して上述し
た通りである。データ内でクレジットカード番号が検出されなかった場合、制御は段階Ｓ
３１４に移り、モジュールは、まさに送信されようとしているデータ内でパスワードを捜
す。これを行うための方法は、図６を参照して上述した通りである。データ内にパスワー
ドが見つからなかった場合、制御は段階Ｓ３１６に移り、モジュールは、データ内で会社
アカウント又は購入コードを捜す。アカウント又は購入コードの認識は、ファイル内に会
社のコードを記憶してこれらのコードを発信データ内に見つかる桁のストリームのいずれ
とも対照させるように試みることによって達成することができる。アカウントコードが見
つからなかった場合、制御は段階Ｓ３１８に移り、モジュールは、送信されるデータ内の
他の機密性データの指示を捜す。このような指示は、好ましくは検出に使用された個別の
ファイルで予め定義する必要があることになり、好ましいシステムのユーザの要件に依存
することになる。この例には、会社が着手しているプロジェクトに関係する指定されたキ
ーワード、プロジェクト表題自体、データ受信者又は送信者の個人的な詳細アドレス、又
は、データ自体に含まれる「極秘」又は「私用」という語でさえも含まれるであろう。
【０１５９】
　データが機密性であり、送信される前により強い保護を必要とするという指示が何も見
つからなかった場合、送信は、現在の暗号化レベルで続行することが許可される。これは
、いかなる暗号化も適用されることなく送信が行われることを意味するであろう。
　しかし、段階Ｓ３２２から段階Ｓ３２８までにおける検査のいずれでも機密性とみなさ
れるデータが明らかにならなかった場合、制御は段階Ｓ３３２に移り、セキュリティ等級
が検出されたデータに割り当てられる。これは、検出されたデータをポリシーデータの所
定のエントリと比較することによって達成される。
【０１６０】
　ポリシーデータのブランチの各エントリは、そのデータの送信に使用することができる
最小レベルである予め割り当てられた暗号化レベルを有する。全てのポリシー設定と同様
に、表内のエントリ及び割り当てられた暗号化レベルは、好ましいシステムを使用する会
社によりその要件に基づいて決定される。こうして、セキュリティ等級を割り当てること
は、単に、パスワード、クレジットカード番号、又は、ポリシーデータ内の他のデータを
調べ、対応する等級を読み取るということになる。ポリシーデータのサブブランチ上の表
への参照を用いて、異なる暗号化強度を異なるパスワード及びクレジットカード番号など
に割り当てることができる。
【０１６１】
　適切なセキュリティレベルが段階Ｓ３３２において判断されると、制御は段階Ｓ３３４
に移り、モジュールは、データが送信されているウェブサーバとネゴシエートされた暗号
化レベルか、又は、メッセージを送信する前に電子メールアプリケーションによって使用
されることになる暗号化レベルを判断する。これは、ウェブブラウザ又は電子メールアプ
リケーションに質問するか、又は、両方とも送信前に発生することになるリンクの確立又
は電子メール暗号化要件の判断の時に暗号化強度変数を設定することにより達成すること
ができる。
【０１６２】
　次に、制御は段階Ｓ３３６に移り、目標とするセキュリティレベル、すなわち、暗号化
強度が前段階において決定されたものと比較される。目標とする暗号化レベルが段階Ｓ３
３４で決定されたものに等しいか又はそれ以下であった場合、送信されるデータに対する
十分な保護があるとみなされ、制御は終了段階Ｓ３３０に移り、そこでモジュールはフロ
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ーから出る。段階Ｓ３３０の後、制御は、モジュールがウェブブラウザ又は電子メールク
ライアントで実行されるかによって、図３のポイントＣ又は図５のポイントＢに戻る。そ
の後、データの送信は、通常の方法で進行することができる。
【０１６３】
　しかし、段階Ｓ３３６において、目標とする暗号化レベルが現在設定されているものを
上回る場合、モジュールは、適切な暗号化レベルがネゴシエートされるまで送信の進行を
可能にしない。制御は段階Ｓ３３８に移り、モジュールは、暗号化強度を上げることがで
きるか否か判断し、暗号化強度を上げることができる場合は、制御は段階Ｓ３４０に移り
、新しいより強力な暗号化されたリンクがネゴシエートされるか、又は、電子メールの場
合にはより高い暗号化強度が設定される。
【０１６４】
　利用可能な最高暗号化レベルは、ウェブサーバ及びウェブブラウザの両方、又は、電子
メールの場合には電子メール送受信アプリケーションによって使用されているソフトウエ
アに依存する。そこで、適切な暗号化レベルが一方の当事者には利用可能ではなく、デー
タの送信を進めることが決して許可されないという場合があり得る。更に、いくつかの形
式のデータには、いかなる暗号化レベルもデータの保護には決して十分ではないことを示
すようなセキュリティ等級が与えられる場合があり、すなわち、そのデータの送信が永久
に妨げられる。
【０１６５】
　リンクの再確立を試行するか、又は、電子メール暗号化設定をより高い暗号化強度に変
更した後に、制御は、リンク又は設定が現在は適切な強度であることを保証するために段
階Ｓ３３４に戻る。段階Ｓ３３８において適切な暗号化レベルを再ネゴシエートすること
ができなかったか、又は、暗号化強度を上げようとする試行が失敗に終わった場合、デー
タを送信することは安全ではないとみなされ、制御は終了段階Ｓ３４２に移り、そこでモ
ジュールはフローから出る。段階Ｓ３４２でフローから出た後、制御は、ユーザが送信を
再検討して編集するか又は破棄するように、図３のポイントＡか、又は、図５の段階Ｓ１
３２の「ｃｏｍｐｏｓｅ　ｅ－ｍａｉｌ」に戻る。送信が防止される理由を説明する適切
なメッセージもまたユーザに表示することができる。
　従って、好ましいシステムは、データの送信ができるだけ安全であるように保証する方
法を提供する。それは、ユーザが送信を機密にするのを忘れるという可能性を排除し、使
用されるセキュリティレベルが不十分な場合はより適切なセキュリティレベルをネゴシエ
ートする。
【０１６６】
　「ウェブブラウザ」は、ユーザによって入力されたデータが安全でないリンクで正に送
られようとしていることをユーザに警告する類似の機能を提供するか、又は、全てのメッ
セージを初期設定で暗号化する機能を提供することができる。しかし、好ましいシステム
は、送信されるデータの内容を検査してそのセキュリティ要件を判断する能力を提供し、
このようなセキュリティ要件、及び、判断されたリンクのセキュリティレベル（暗号化強
度）に基づいて、送信を許可又は防止する。好ましいシステムは、人的エラーの可能性を
低減する安全な送信のための大幅に改良されたシステムを提供することが認められるであ
ろう。
【０１６７】
　機密性情報に対する発信電子メールのモニタリング
　機密性データが送信者と受信者との間で第三者によって妨害されるという問題に加えて
、組織は、そのユーザによる機密性情報の故意の公開によりかなりの危険に晒されている
。例えば、組織から退職する前に顧客リストのような極秘文書のコピーを「電子的に」盗
むという方法は、容易に達成されて事実上追跡不可能であり、その結果広く行われている
。ユーザにとって必要なことは、後で検索するために文書を自分の私用電子メールアドレ
スに送ることだけである。文書は、「ホットメール」などの「インターネット」のメール
サービスを使用できるので、組織独自の電子メールシステムを通じて送ることさえしなく
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てもよく、無許可の「リーク」の追跡を現行の手段によっては事実上不可能にしている。
【０１６８】
　適切な暗号化レベルがメッセージに適用されることを保証する手段をもたらすだけでな
く、好ましいシステムは、潜在的に機密性と識別されたメッセージをユーザが知らないう
ちに自動的に再方向付けするか、又は、別の宛先にコピーすることを可能にする。このよ
うなメッセージを再方向付けするか否かを判断する際には、好ましいシステムは、送信者
の身元、意図された受信者の身元、意図された受信者のアドレスの性質、メッセージ内容
の性質、メッセージに対するあらゆる添付ファイルの性質及び存在、メッセージが送信さ
れるように意図された手段、及び、メッセージ及び／又はあらゆる添付物を暗号化するか
否かを含むいくつかの要素を考慮に入れる。
【０１６９】
　メッセージの性質は、１つ又はそれ以上のキーワード又はキーワードの組合せがないか
走査することによって、又は、標準的な「自然言語クエリー」技術を使用することによっ
て判断することができる。意図された受信者のアドレスの性質は、公知の「インターネッ
ト」メールサービスドメインのリストを参照することによって判断することができる。例
えば、「ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ」、「ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ」、及び、「ａｏｌ．ｃｏｍ
」は、全てが企業ではなく個人によって広く使用されている。同様に、アドレスは、送信
者名との類似性がないか検査することができ、例えば、フレッド・スミスによってアドレ
ス「ｓｍｉｔｈ９００＠ａｏｌ．ｃｏｍ」に送られたと分っているメールは、受信者アド
レス内に「ｓｍｉｔｈ」及び「ａｏｌ．ｃｏｍ」の両方が含まれていることよって怪しい
と考えることができる。メッセージの更なる検査は、メッセージが極秘データの無許可の
公開である可能性を支持する場合があり、例えば、メッセージがメッセージテキスト及び
件名が未記入の添付ファイルのみから成る場合、送信者は自分が単に読むだけのテキスト
を入力する可能性は低いので重要な手かがりとなる。メッセージが送信されている時の手
段は重要な要素であり、例えば、ホットメールなどの「インターネット」メールサービス
を使用して送られた送信は、通常の企業レベルの電子メールシステムを通じて送られたも
のよりもはるかに怪しいと考えることができる。
　実際に「インターネット」メールサービスへのファイルの「アップロード」は潜在的に
非常に怪しいので、好ましい実施形態は、このようなサービスへのファイルのアップロー
ドを全く禁止する手段を提供する。
【０１７０】
　メールを再方向付けする時に、好ましいシステムは、新しい受信者が自分に再方向付け
されたということ、及び、誰に元々送られたのかを判断することができるように、本来意
図された受信者のアドレスと共に、更なるテキスト、例えば「－－－－Ｒｅｄｉｒｅｃｔ
ｅｄ　Ｍａｉｌ－－－－」をメールの始めに追加する。
　転送されたメッセージを暗号化すべきである場合、好ましいシステムは、第三者に対し
て暗号化又は暗号化されていないメッセージを再方向付けすることができる。好ましくは
、送信者の暗号化キーがメッセージと共に送られ、第三者に対して、既に暗号化されてい
る場合にはメッセージを暗号解読し、送信のために本来の送信者の暗号化キーでメッセー
ジを暗号化する手段が提供される。
【０１７１】
　好ましいシステムはまた、「－－－－Ｒｅｄｉｒｅｃｔｅｄ　Ｍａｉｌ－－－－」テキ
ストを捜すことによって、再方向付けされた（すなわち、本来意図された受信者ではない
ユーザに送られた）着信メールを識別する。このようなメールには、新しい受信者の注意
を喚起するために、特別なアイコンを使用することにより、又は、本人に通知するための
メッセージボックスを設置することによりフラグを付けることができる。また、新しい受
信者が容易にメッセージを「承認」して、本来意図された受信者に送ってもらうことを可
能にする手段を提供することができる。これは、例えば「承認」ボタンを設けることによ
って達成することができる。このボタンが押された場合、好ましいシステムは、ユーザが
通常の「転送」ボタンを押した場合と同じ方法で新しいメッセージを作成する。しかし、
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「承認」ボタンの場合は、転送されたことを注記するためにテキストをメッセージに追加
するのではなく、本システムは、本来意図された受信者リストをメッセージから抽出し、
再方向付けに関する詳細を剥ぎ取ってメッセージを元の状態にする。次に、宛先フィール
ド「Ｔｏ」、「Ｃｃ」、及び、「Ｂｃｃ」には、抽出された元の受信者アドレスが自動的
に記入され、「Ｆｒｏｍ」フィールド（通常は表示されない場合でも全てのメッセージに
対して存在する）には、元の送信者の名前／アドレスが記入される。また、日付／時刻フ
ィールドは、元のメッセージの日付／時刻に調節することができる。次に、メッセージは
、自動的に又はユーザが「Ｓｅｎｄ」ボタンを押した時に送られる。このように、ボタン
１つ又は２つのみを押せば、再方向付けされたメールを承認して送ることができ、配信時
には、再方向付けが何も行われなかったかのように、元の受信者から来たように見えるこ
とになる。
【０１７２】
　メールを再方向付けするために実行されたプラグイン・モジュールの作動を制御するた
めのサンプル・ポリシーデータを図１９に示し、このようなプラグイン・モジュールの作
動の概略図を図２０に示す。図１９は、図２０の判断段階に対応するいくつかのブランチ
を有するポリシー・データ・ツリーである。
　プラグイン・モジュールは、図５の電子メールクライアント作動の図のポイントＢに対
応する段階Ｓ３５０で開始される。開始されると、プラグイン・モジュールは６つの段階
を通過し、発信電子メールメッセージの異なる詳細を判断する。まず、段階Ｓ３５１にお
いて、電子メールを送る者の身元が所定の名前又はアドレスリスト内のエントリに照らし
て検査される。このリスト上のユーザからの電子メールは、メッセージの内容にかかわら
ず、また、受信者にかかわらず、電子メールを直接意図された受信者に送信する権限を有
するとみなされる。リスト上に記載されていない者は誰でも、その内容によって自分の電
子メールが再方向付けされるか又はされない可能性がある。従って、判断段階Ｓ３５１に
おいて、ユーザ名又はアドレスがリスト上で見つかった場合、制御は段階Ｓ３６４に移り
、電子メールを更なる対話なしに送信することが許可される。しかし、ユーザがリスト上
で見つからなかった場合、制御は、更なる検査を行うために段階Ｓ２５３に移る。段階Ｓ
３５２において、発信電子メールメッセージの受信者は、図１９に示すポリシーデータの
受信者ブランチ上に指定されたルックアップ表ｓに照らして検査される。次の判断段階Ｓ
３５４において、電子メールメッセージを含むテキスト及び電子メールメッセージに添付
されたあらゆる添付物は、ルックアップ表ｔ内のエントリと比較される。表ｔは、ポリシ
ーデータの「キーワード」ブランチ上で参照され、電子メールメッセージの性質が会社に
とって機密であり得ることを示す語を含む。次の段階Ｓ３５６において、電子メールメッ
セージは、暗号化すべきであるか否かを確認するために検査される。暗号化は、電子メー
ルが送信される瞬間まで発生せず、従って、この段階では電子メールに単に暗号化のフラ
グが付けられることになる点が留意される。次の判断段階Ｓ３５８において、電子メール
メッセージが添付物を含むか否か、及び、次の判断段階Ｓ３６０において、電子メールメ
ッセージが添付物に伴うテキストを含むか否か、すなわち、電子メールメッセージの本文
テキストが未記入か否かが判断される。
【０１７３】
　ルックアップ表が調べられる判断段階Ｓ３５２、Ｓ３５４、又は、Ｓ３６２のいずれか
において、ルックアップ表内のエントリと電子メール内のエントリとの照合により、電子
メールが、会社外に送られる前に検査用に第三者に再方向付けされるべきであることが示
される。例えば、段階Ｓ３５４において電子メールが「極秘」又は「秘密」という語を含
むと判明した場合、それは、電子メールが意図された受信者に配信される前に第三者によ
って検査されることを正当化するのに十分であることになる。これによって、会社が知る
ことなく機密性情報が社外に送られないことが保証される。従って、制御は、これらの段
階から段階Ｓ３６４に流れ、電子メールが再方向付けされたことを示すテキストがメッセ
ージに追加され、受信者アドレスは、再方向付けされたメッセージの送信先である確認す
る当事者のアドレスに変更される。次に、制御は段階Ｓ３６６に移り、そこで電子メール
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は送信される。電子メールメッセージが再方向付けされるようにマークされていた場合、
段階Ｓ３３６において、それは、勿論メッセージの元の受信者ではなく、確認する当事者
に検討のために送信されることになる。
【０１７４】
　判断段階Ｓ３５６において、メッセージの暗号化が検出された場合、それは、検討され
るようにメッセージを第三者に再方向付けすることを正当化するのに十分であるとみなさ
れる。従って、メッセージが暗号化される場合、制御は、段階Ｓ３５６から段階Ｓ３６４
に移り、メッセージが再方向付けされるように修正される。暗号化されるようにフラグ付
けされたメッセージの場合、メッセージが暗号化されることなく再方向付けされ、新しい
受信者がメッセージを読むことができるように、暗号化フラグが除かれることが好ましい
。また、メッセージに追加された再方向付けテキストは、メッセージを送信前に再暗号化
することができるように、暗号化キー（一般的に意図された受信者の一般キーであり、従
って、機密に属さない）を含むことが好ましい。
　代替的に、意図された受信者の「デジタル証明書」全体を再方向付けされたメッセージ
と共に含めることができるであろう。その後、一般キー又は証明書は、場合によっては上
述の自動化された承認処理によって除去されることになる。
【０１７５】
　段階Ｓ３５８において、電子メールが添付ファイルを含んでいなかった場合、電子メー
ルは、潜在的に機密に属する情報を有する文書又はファイルを含む可能性はないとみなさ
れ、従って、段階Ｓ３６４において、一切の干渉なしに電子メールを送信することが許可
される。電子メールが確かに添付物を含み、段階Ｓ３６０において、電子メールがメッセ
ージの本文又は件名に入力されたテキストを含まないと判断された場合、メッセージは、
その送信者の異なるアカウントに送られる可能性が高いものとして認識される。その電子
メールは、次に段階Ｓ３６２及びＳ３６４において、検査されるように第三者に転送され
る。
【０１７６】
　図２１は、会社のコンピュータシステムから外部サイトへの情報のアップロードを阻止
するためのプラグイン・モジュールの作動を示す。単純な２段階の検査が用いられ、それ
は、段階Ｓ３７０での開始に続く段階Ｓ３７２における外部サイトアドレスの検査と、段
階Ｓ３７４においてアップロードされている情報内の機密キーワードの検査とを含む。段
階Ｓ３７２において外部サイトアドレスは禁止されたサイトではないと判明し、かつ、段
階Ｓ３７４において機密キーが検出されないことを条件として、段階Ｓ３７６において、
アップロードが進行することが許可される。そうでない場合は、段階Ｓ３７８において、
アップロードは阻止される。
　情報のアップロードを選択的に阻止するプラグイン・モジュールの作動を制御するため
のポリシーデータは複雑なものではなく、図１９の下部に示されている。
　このように、会社の利益にならない理由で送信されている機密性情報を含む発信伝送は
、送信前に確認することができ、必要に応じて送信を防止することができる。
【０１７７】
　電子メールの転送の管理
　電子メールアプリケーションは、着信メールを１つ又はそれ以上のユーザに「転送」す
るための手段を提供する。ユーザは、通常「転送」ボタンをクリックし、それによって、
あたかもユーザが自分でキー入力したかのように、着信メールのコピーが自動的にメール
構成ウィンドウに入力される。その後に必要なことは、ユーザが転送されるメールの意図
された受信者の名前を入力して「Ｓｅｎｄ」ボタンをクリックすることだけである。これ
は、ユーザが容易に受信メールの内容を他人と共有することを可能にする有用な特徴であ
る。
【０１７８】
　しかし、機密性の情報を含むメールの場合、特にメールの機密性の性質が直ちに明らか
ではない場合、例えばユーザがそれを読むために閲覧ウィンドウをスクロールダウンする
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ことが必要とされるような機密性の情報がメールの下の方に表示されている場合には、問
題が起きる可能性がある。ユーザは、特に処理する電子メールが多い時には、最初の数行
のみ、場合によっては件名行のみをざっと見た後に電子メールを転送することが多い。そ
の結果、機密性の情報が組織内で、更に危険なことには組織外でうっかり開示されること
が多い。その結果、これまでにかなりの金額が失われた注意を引く事例がいくつかある。
　従って、好ましいシステムは、電子メールの転送を制御する手段を提供する。このよう
な制御には、転送電子メールが送信される前にユーザに警告を発し、電子メールが転送さ
れるのを完全に防止することが含まれる。送信前に電子メールを承認するか、又は、上述
したように別のユーザに再方向付けする手段を提供することもできるであろう。
【０１７９】
　転送は、電子メールの内容及び電子メールが既に送られたその受信者のアドレスによっ
て発生することが好ましい。例えば、電子メールの機密性の性質は、「極秘」などのキー
ワードがないか走査することを含むいくつかの方法により、又は、機密性の属性が「個人
的」、「私用」、又は、「極秘」に設定されているか否かを確かめることにより判断する
ことができる。また、「＜ＮＯＦＯＲＷＡＲＤ＞」（転送を防止する）又は「＜ＮＯＦＯ
ＲＷＡＲＤＥＸＴＥＲＮＡＬ＞」（組織外への転送を防止する）のような予め定義された
キー・ストリングを挿入することによって、メッセージの元の構成者が今後の転送には不
適とマークするための手段を提供することができる。このような手段はまた、メッセージ
に対する追加の属性の形で提供することができるであろう。
【０１８０】
　好ましいシステムは、内容に基づく要素に加えて、メッセージの以前の受信者のリスト
に問い合わせる。電子メールが既に元の構成者によって組織外に送られていた場合、例え
ば、それを更に外部に転送させることは安全であると考えてもよい。同様に、元の電子メ
ールが単一の受信者のみに送られた場合、元の構成者は広く回覧させることを意図しては
いなかったと判断してもよく、適切な警告を出すことができるであろう。上述の要素に応
じたアクション方針をポリシーに従って判断することができる。
【０１８１】
　まさに送信されようとしている電子メールが転送電子メールであるという事実は、電子
メールプログラムによって元のメールの始めに自動的に追加される「－－－－Ｏｒｉｇｉ
ｎａｌ　Ｍｅｓｓａｇｅ－－－－」などのキーストリングがないかどうか電子メールを走
査することによってたやすく判断することができる。同様に、元のメッセージのストリン
グに続くキーストリング「Ｔｏ：」及び「Ｃｃ：」がないかを走査することによって以前
の受信者のリストを判断することができる。受信者のリストは、これらのキーストリング
の直後に見つけられる。内部及び外部の受信者は、ドメイン名（それがある場合）の参照
によって区別することができる。例えば、「Ｆｅａｄ　Ｓｍｉｔｈ」として示された受信
者名は、一般的に内部のものであり、「ｆｓｍｉｔｈ＠ｘｙｚ．ｃｏｍ」は一般的に外部
のものである。
【０１８２】
　電子メールメッセージの転送を制御するために実行されるプラグイン・モジュールの作
動を命令するためのポリシーデータを図２２に示し、このようなモジュールの作動を図２
３に示す。
　ポリシー・データ・ツリーは、コマンド値を設定することができるパラメータを指定す
るいくつかのサブブランチを含む。例えば、「ＹＥＳ」に設定された時の第１のサブブラ
ンチ「ＰｒｅｖｅｎｔＡｌｌ」は、全ての電子メールが転送されるのを防止されるように
モジュールに命令する。「ＹＥＳ」に設定された時の次のサブブランチ「ＷａｒｎＡｌｌ
」は、電子メールがまさに転送されようとしている時は常にモジュールに対して電子メー
ルクライアントユーザに警告するように要求する。次の２つのサブブランチ「Ｐｒｅｖｅ
ｎｔＥｘｔｅｒｎａｌ」及び「ＷａｒｎＥｘｔｅｒｎａｌ」は、外部電子メールのみに対
応するパラメータを含み、これらの２つのサブブランチによって、電子メールクライアン
トのユーザは、会社内の電子メール転送に影響を与える規則と会社外の人たちへの電子メ
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ール転送に影響を与える規則とを区別することができる。「ＰｒｅｖｅｎｔＫｅｙｗｏｒ
ｄｓ」ブランチは、機密性の情報を示すキーワードが記憶されるルックアップ表を指定す
る。このようなキーワードは、「＜ＮＯＦＯＲＷＡＲＤ＞」又は「＜ＮＯＦＯＲＷＡＲＤ
ＥＸＴＥＲＮＡＬ＞」などの予め定義されたキーストリング又は１つ又はそれ以上の予め
定義された語とすることができる。
【０１８３】
　電子メールは送信前に走査され、このようなキーワードが電子メールのテキスト又は電
子メールのいずれかの添付物で見つかった場合、電子メールを転送することが許可されな
い。「ＹＥＳ」に設定された時の最後の２つのサブブランチ「ＰｒｅｖｅｎｔＩｆＮｏｔ
ＳｅｎｔＥｘｔｅｒｎａｌｌｙ」は、以前に会社外に送信されたことがない場合には転送
電子メールの会社外への送信を禁止する。実際には、転送電子メールは、会社内の受信者
全員に送信することができ、外部の受信者は、単に受信者リストから削除されるか、又は
代替的に、送信前に、アドレスリストに外部の受信者が含まれないように、ユーザに対し
てアドレスリストの修正を要求してもよい。
　最後に、「ＹＥＳ」に設定された時の「ＰｒｅｖｅｎｔＩｆＳｉｎｇｌｅＲｅｃｉｐｉ
ｅｎｔ」ブランチ上で設定されたパラメータは、メッセージの元の受信者が単一の個人で
あった場合には、あらゆる電子メールメッセージの転送を防止する。
【０１８４】
　プラグイン・モジュールの作動を図２３に示す。プラグイン・モジュールは、段階Ｓ３
８０において、ここでもまた図５のポイントＢで開始される。キーストリング「－－－－
Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｅｓｓａｇｅ－－－－」は、転送用メッセージを生成した時に電子
メールプログラムによって元のメールの始めに自動的に追加されるので、判断段階Ｓ３８
２において、電子メールには、このキーストリングを含むか否かを確認するために予備走
査が行われる。電子メールメッセージがこのキーストリングを含んでいなかった場合、電
子メールメッセージは元のメッセージであり、転送されていないと推論することができ、
段階Ｓ３８４においてメッセージを送信することができる。しかし、段階Ｓ３８２におい
て、メッセージがキーストリング「－－－－Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｅｓｓａｇｅ－－－－
」を含むと判明した場合、電子メールメッセージは、明らかに転送メッセージであり、モ
ジュールは、更なる措置を講じて転送メッセージを送信することを可能にすべきか否かを
判断する。次に、制御は段階Ｓ３８６に移り、その転送メッセージの受信者は、いずれか
がオンライン会社外の者か否かに関して確認するために検査される。外部の受信者がいた
場合、段階Ｓ３８８において、プラグイン・モジュールは、電子メールメッセージを走査
してその電子メールが以前に会社外の受信者に転送されたことがあるか否か確認する。転
送されたことがなかった場合、段階Ｓ３９０において、電子メールメッセージは転送が防
止され、電子メールクライアントのユーザに通知される。しかし、電子メールメッセージ
が会社外に送られたことがあった場合、段階Ｓ３９２において警告がユーザに発せられ、
その後、その電子メールメッセージはユーザにより送信されるか、又は、意図された受信
者を改訂するためにユーザに返送することができる。
【０１８５】
　段階Ｓ３８６において、転送メッセージが会社外のアドレスに送られるべきではない場
合、制御は段階Ｓ３９４に移り、ユーザが元のメッセージの唯一の受信者であったか否か
が判断される。そうであった場合、メッセージの元の構成者が多くの読み手に送信される
ことを意図していなかった事例と考えてもよい。従って、制御は段階Ｓ３９０に流れ、転
送電子メールメッセージの送信は阻止される。これは、このような措置を取ることを指定
する図２２に示すポリシーデータに従ったものである。代替的に、メッセージを転送しよ
うとするユーザに警告を出すことができる。
【０１８６】
　最終に行われる検査は、判断段階Ｓ３９６におけるものであり、そこでは、メッセージ
及びメッセージに添付された内容がキーワード表のエントリと比較される。電子メール内
のエントリと表内のエントリとの間の一致が見つかった場合、メッセージは、機密性情報
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を含むと考えられて転送されない。その後、モジュールは段階Ｓ３９０で終了する。機密
性キーワードが見つからなかった場合、段階Ｓ３８４において、電子メールを転送するこ
とが許可される。
【０１８７】
　発信伝送の署名の管理
　「デジタル証明書」を使用してメッセージに署名する能力は、明らかに、送信者の身元
を確立する際にはメッセージの受信者にとって、また、メッセージが改竄されていないこ
とを保証する際には両当事者にとって貴重なものである。しかし、メッセージの送信者は
、デジタル署名されたメッセージは、それが送られると拒否又は取り消すことができない
潜在的に拘束力を有する契約になることを認識すべきである。従って、手書きの署名を紙
製文書に付す時に注意するのとちょうど同じように、文書にデジタル署名する時にも注意
することは絶対に必要にことである。マイクロソフト・コーポレーション製の「アウトル
ック」のような電子メールアプリケーションは、メッセージに自動的にデジタル署名する
手段を提供し、これは、送信者の身元を確認する際には、受信者にとって上述した理由か
ら貴重なものと考えられるが、また、潜在的に危険なものであり、ユーザは、メッセージ
内容には極度の注意を払うことが要求される。
【０１８８】
　好ましいシステムは、ポリシーデータに従って発信メッセージの署名を制御する手段を
提供する。サンプル・ポリシーデータは図２４に示されており、このような制御には、以
下のものが含まれる。
　メッセージの署名を強制する、
　メッセージの署名をユーザに示唆する、
　メッセージに署名すべきでないことをユーザに示唆する、及び
　メッセージの署名を防止する。
【０１８９】
　どのアクション方針を取るかを決める際に、好ましいシステムは、メッセージ内容（あ
らゆる添付物を含む）の性質、意図された受信者の身元及び／又は所属組織、送信者の身
元、使用されている「デジタル証明書」（署名するようにメッセージが既にフラグ付けさ
れている場合）の性質、及び、メッセージに署名するのに利用可能な１つ又は複数の「デ
ジタル証明書」の性質を含むいくつかの要素を考慮に入れる。
　メッセージの性質は、１つ又はそれ以上のキーワード又はその組合せがないかメッセー
ジを走査することによって、又は、標準的な「自然言語クエリー」技術を使用することに
よって判断することができる。同様に、意図された又は利用可能な「デジタル証明書」の
性質は、証明書の発行人及び種類の参照によって判断することができる。
【０１９０】
　図２５は、電子メールが適切にデジタル署名されるか又はデジタル署名されないように
保証するためのプラグイン・モジュールの作動を示す。モジュールは、段階Ｓ４００にお
いて、図５に示す電子メールクライアントの作動におけるポイントＢで開始される。次に
、制御は判断段階Ｓ４０２に移り、発信電子メールが、署名されるように既にマークされ
ているか否かを確認するために走査される。メッセージの実際の「署名」は、送信直前ま
で発生しないことになる。署名されるようにマークされていなかった場合、制御は段階Ｓ
４０４に移り、モジュールは、受信者ルックアップ表（表ｆ）を調べ、発信電子メールの
受信者が電子メールが常にデジタル署名されるべき者と識別されているか否かを判断する
。受信者が表ｆにあった場合、制御は段階Ｓ４０６に移り、電子メールクライアントのユ
ーザは、電子メールがデジタル署名されない場合は送れないという通知を受ける。代替的
に、プラグイン・モジュールは、電子メール作成者の「デジタル証明書」を使用して電子
メールに自動的にデジタル署名することができる。
【０１９１】
　段階Ｓ４０４において、発信電子メールの受信者がルックアップ表で見つからなかった
場合、制御は段階Ｓ４０８に移り、次に、ポリシーデータの「ＥｎｆｏｒｃｅＳｉｇｎｉ
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ｎｇ」ブランチの「ＫｅｙｗｏｒｄｓＴａｂｌｅ」が調べられる。仮に表ｇのキーワード
のいずれかが電子メールのテキスト、又は、電子メールの添付物のいずれかで見つかった
場合、電子メールのデジタル署名が必要であることになり、制御は、前と同じように段階
Ｓ４０６に移る。判断段階Ｓ４０４及びＳ４０６は、ポリシーデータの「Ｅｎｆｏｒｃｅ
Ｓｉｇｎｉｎｇ」ブランチ上のルックアップ「受信者」及び「キーワード」表を調べるた
めのルックアップ・コマンドに対応することが認められるであろう。
　このようなキーワードは、図２４に示すような「極秘」、「秘密」、「契約」、「見積
り」、及び、「注文」などの所定の語とすることができる。
【０１９２】
　電子メールの受信者が表ｆで見つからず、また電子メールが表ｇに指定されたキーワー
ドを含まなかった場合、制御は、サンプル・ポリシーデータの「ＳｕｇｇｅｓｔＳｉｇｎ
ｉｎｇ」ブランチ上のルックアップ・コマンドに対応する判断段階Ｓ４１０に移る。判断
段階Ｓ４１０において、受信者のアドレスは、電子メールの署名が勧告されているか否か
を判断するために、ルックアップ表ｈ内のものと比較される。受信者の名前が表ｈで見つ
かった場合、制御は段階Ｓ４１２に移り、電子メールクライアントのユーザは、発信電子
メールメッセージにデジタル署名することが望ましいことを通知される。しかし、電子メ
ールクライアントのユーザは、電子メールメッセージにデジタル署名することを要求され
ず、電子メールは、従って、ユーザが署名なしで電子メールを送信することを選択した場
合にはそのように送信されてもよい。判断段階Ｓ４１０の後、受信者の名前が表ｈで見つ
からなかった場合、制御は判断段階Ｓ４１４に移り、前と同じように電子メールテキスト
は、機密性のデータを含んでデジタル署名が必要であることを示すようないくつかのキー
ワードがないか検索される。電子メールがこのような機密性キーワードを含むか否かによ
り、電子メールクライアントのユーザは、段階Ｓ４１２において、メッセージにデジタル
署名をすることが望ましいことを通知されるか、又は、代替的に、電子メールメッセージ
は、段階Ｓ４１６において署名なしで送信される。
【０１９３】
　プラグイン・モジュールの開始に続く段階Ｓ４０２において、電子メールが署名に関し
てマークされていることが判明した場合、制御は判断段階Ｓ４１８に移る。判断段階Ｓ４
１８において、プラグイン・モジュールは、ポリシーデータの「ＤｅｎｙＳｉｇｎｉｎｇ
」ブランチの下で指定された「ＤｅｎｙＳｉｇｎｉｎｇ」ブランチ内のルックアップ表ｍ
を調べる。表ｍは、「ＤｅｎｙＳｉｇｎｉｎｇ」ブランチの下の「Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔ
ｅｓＵｓｅｄ」ブランチ上で指定されており、発行人、形式、証明書番号、又は、該当す
るとみなされる「デジタル証明書」の署名キーを指定する。仮に発信電子メールに署名す
るために使用されるべきデジタル署名又は署名キーが表ｍで見つかった場合、メッセージ
に署名すること又は署名しないことが適切なのかを判断するために、「受信者」及び発信
電子メールの性質に関する更なる検査が行われることになる。制御は段階Ｓ４２０に移り
、発信電子メールの受信者が受信者表と比較され、次に判断段階Ｓ４２２に移り、電子メ
ールのテキスト及びあらゆる添付物が様々なキーワードがないかに関して走査される。判
断段階Ｓ４２０又はＳ４２２にいずれかにおいて、受信者又はメッセージのいずれかのテ
キストがルックアップ表で定義されたものと一致した場合、制御は段階Ｓ４２４に移り、
電子メールの送信が阻止される。次に、電子メールクライアントのユーザは、電子メール
テキスト入力段階に戻され、メッセージをデジタル署名することなく再送信するように要
求されてもよい。
【０１９４】
　段階Ｓ４１８又はＳ４２２のいずれかにおいて、証明書又は署名キーが当該のものでは
ないと判明し、かつ、電子メールのテキストがいかなる機密性の語も含んでいなかった場
合、制御は、ポリシー・データ・ツリーの「ＳｕｇｇｅｓｔＮｏｔＳｉｇｎｉｎｇ」ブラ
ンチ上の第１のサブブランチに対応する段階Ｓ４２６に移る。ポリシー・データ・ツリー
の「ＤｅｎｙＳｉｇｎｉｎｇ」ブランチに関して、３つの判断段階Ｓ４２６、Ｓ４２８、
及び、Ｓ４３０は、それぞれ、ルックアップ表ｊ、ｋ、及び、ｌの所定の機密性エントリ
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に照らして、電子メールと共に使用された「デジタル証明書」又は署名キー、発信電子メ
ールの受信者、及び、発信電子メールのテキストを検査するためのルックアップ・コマン
ドに対応する。段階Ｓ４２６において、発信電子メールに署名するのに使用された証明書
が当該のものであると判明し、かつ、段階Ｓ４２８又は段階Ｓ４３０のいずれかにおいて
、受信者又は発信電子メールのテキストが指定されたルックアップ表内のエントリに一致
すると判明した場合、制御は段階Ｓ４３２に流れ、電子メールクライアントのユーザは、
発信電子メールメッセージにデジタル署名しないことが望ましいことを通知される。しか
し、そのユーザは、それでも尚署名された電子メールメッセージを送りたい場合には自由
にそうすることができる。
　判断段階Ｓ４２６、Ｓ４２８、及び、Ｓ４３０のいずれにおいても一致が見つからなか
った場合、電子メールは、段階Ｓ４１６で通常通り送られる。
【０１９５】
　インスタントメッセージング及び電話技術アプリケーション
　「インスタントメッセージング」（「チャット」としても知られている）及びデジタル
電話技術関連用途（「ボイス・オーバー・ＩＰ」など）のような更なる応用は、ブラウザ
及び電子メールの活気に加えて、現在のビジネス状況において人気を得てきている。「イ
ンスタントメッセージング」規格は、「ＲＦＣ」の２７７８及び２７７９において、また
、「ＩＥＴＦ　ＳＩＭＰＬＥ」作業グループによって定義されている。「ボイス・オーバ
ー・ＩＰ」規格は、「ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．３２３」（１９９８年）に定義されている。本
発明の多くの態様は、このようなアプリケーションで送受信されたデータに適用すること
ができる。「インスタントメッセージング」は、概念的には、「会話」が両当事者が一貫
して存在する「ライブ」で行われる点を除き、一連の送受信電子メールと類似のものであ
る。しかし、本発明の目的に対しては、その手順は全く同じものである。図５は、段階Ｓ
１２２、Ｓ１２４、Ｓ１３２、及び、Ｓ１３４内の語電子メールを「Ｍｅｓｓａｇｅ」と
いう語と入れ換えることによって「インスタントメッセージング」を表すことができる。
「Ｅ－ｍａｉｌ　Ｓｅｒｖｅｒ」の説明９５は、「Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｒｅｌａｙ」と入れ
換えられる。好ましい実施形態は、「インターネット・メッセージング」アプリケーショ
ンとのプラグインを準備することにより、又は、プラグインの機能性を含む「インスタン
トメッセージング」アプリケーションを開発することにより、前と同じようにポイントＡ
及びＢで割り込むように構成される。代替的に、この割り込みは、プロトコルレベルで発
生することができ、ネットワークパケットがユーザマシンから出る前か、又は、ネットワ
ークパケットがユーザマシンに到達した時か、又は、ネットワーク上のある中間点におい
てネットワークパケットに割り込むことが認められるであろう。
【０１９６】
　「ボイス・オーバー・インターネット・プロトコル」（ＶＯＩＰ）は、概念的には、メ
ッセージ内容が符号化されて直ちに送信されるデジタル化された発話から成る点を除き、
「インスタントメッセージング」と類似のものである。メッセージ内容の解析は非現実的
であるが、メッセージを記録して「呼出し」レベルで制御を行う手段は実行可能であり、
音声メッセージング・アプリケーションへのプラグインとして、又は、ユーザマシン内又
はネットワーク上のある中間点のいずれかにおけるネットワーク・プロトコル・レベルに
おいて、類似の方法で実施される。
【０１９７】
　好ましいシステムの実施について既存のアプリケーションに対するプラグイン・モジュ
ールに関連して説明されたが、本発明は、本明細書で説明したプラグイン・モジュールの
機能性が既に最初からコード化されているウェブブラウザ、電子メールクライアント、「
インスタントメッセージング」アプリケーション、又は、「ボイス・オーバー・ＩＰ」ア
プリケーションを準備することにより実施されてもよい。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月27日(2009.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有する複数
のワークステーションと、
　発信メッセージを前記コンピュータネットワークに送信し、着信メッセージを前記コン
ピュータネットワークから受信するための、各ワークステーションの前記メモリに記憶さ
れたアプリケーションと、
　前記発信メッセージの送信が開始される際に前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の
詳細を判断し、前記発信メッセージを本来意図された受信者ではなく第三者に選択的に再
方向付けするようにポリシーデータと協働して作動可能である、前記アプリケーションに
組み込まれたアナライザと、
を含み、
　前記ポリシーデータは、前記複数のワークステーションに対して中央集中的に定義され
、前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、その詳細に依存して前記発信
メッセージの前記送信を制御するための規則を含むことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２】
　前記アナライザは、前記メッセージが所定のリストにある受信者又はアドレスのうちの
１つ又はそれ以上に送られる場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするよ
うに作動可能であることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレス
から送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リス
トを含み、
　前記アナライザは、前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストにあるド
メイン名のうちの１つを含むと判断した場合、及び、前記意図されたアドレスが前記名前
リストにある前記従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場合
、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けするように作動
可能である、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記アナライザは、前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワ
ードの組合せを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動
可能であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記アナライザは、前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が送信前に暗号化され
るべきものである場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可
能であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アナライザは、その本来の暗号化キーと共に前記メッセージを前記第三者に再方向
付けするように作動可能であり、
　前記第三者は、前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、
前記本来のキーで前記メッセージを再暗号化する手段を有する、
ことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
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【請求項７】
　前記アナライザは、前記メッセージが再方向付けされる前に、それが再方向付けされた
メッセージであることを示すテキストを前記メッセージに追加するように作動可能である
ことを特徴とする請求項５又は６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記アナライザは、前記メッセージが添付物又は特定の種類の添付物を含む場合、前記
発信メッセージを前記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請
求項１～７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記アナライザは、前記メッセージが添付物を含み、且つ前記メッセージの本文又は件
名が所定量よりも少ないテキストを含む場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向
付けするように作動可能であることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　前記アナライザは、前記メッセージの作成者の身元に依存して前記発信メッセージを前
記第三者に再方向付けするように作動可能であることを特徴とする請求項１～９のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第三者が受信した前記再方向付けされたメッセージについて、前記第三者が前記メ
ッセージを前記本来意図された受信者に送信されるように承認するための手段が設けられ
ていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項１～１１のい
ずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記アナライザは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールであることを特徴と
する請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項１～
１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記アナライザは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールであること
を特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記アプリケーションは、インスタントメッセージングアプリケーションであることを
特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記アナライザは、前記インスタントメッセージングアプリケーションのプラグインで
あることを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記アプリケーションは、音声メッセージングアプリケーションであることを特徴とす
る請求項１～１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記アナライザは、前記音声メッセージングアプリケーションのプラグインであること
を特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ポリシーデータは、前記ワークステーションの個々のユーザ又は一群のユーザに対
する１つ又はそれ以上のポリシーを定義することを特徴とする請求項１～１９のいずれか
１項に記載のシステム。
【請求項２１】
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　前記ポリシーデータが記憶される中央サーバを含むことを特徴とする請求項１～２０の
いずれか１項に記載のシステム。
【請求項２２】
　コンピュータネットワークに接続されるようになっている、各々がメモリを有し、発信
メッセージを前記コンピュータネットワークに送信し、着信メッセージを前記コンピュー
タネットワークから受信するためのアプリケーションが該メモリに記憶された複数のワー
クステーションを含むシステムにおいて、前記複数のワークステーションによって実行さ
れる、情報を管理する方法であって、
　前記アプリケーションに組み込まれたアナライザを用いて、前記発信メッセージの送信
が開始される際にポリシーデータと協働して前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳
細を判断するように前記発信メッセージを解析する段階と、
　前記１つ又はそれ以上の詳細に依存して、前記発信メッセージを本来意図された受信者
ではなく第三者に選択的に再方向付けする段階と、
を含み、
　前記ポリシーデータは、前記複数のワークステーションに対して中央集中的に定義され
、前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断し、その詳細に依存して前記発信
メッセージの前記送信を制御するための規則を含むことを特徴とする、情報を管理する方
法。
【請求項２３】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のリストにある受信者又はアドレスに送られ
る場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項
２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレ
スから送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リ
ストを含み、
　前記解析する段階において前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストに
あるドメイン名のうちの１つを含むと判断された場合、及び、前記意図されたアドレスが
前記名前リスト内の従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場
合、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けされる、
ことを特徴とする請求項２２又は２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワードの組合せを含む
場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項２
２～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が送信前に暗号化されるべきものである場
合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項２２
～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記発信メッセージをその本来の暗号化キーと共に前記第三者に再方向付けする段階と
、前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、前
記本来のキーを用いて前記メッセージを再暗号化するための手段を提供する段階とを含む
ことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記メッセージが再方向される前に、それが再方向付けされたメッセージであることを
示すテキストを前記メッセージに追加する段階を含むことを特徴とする請求項２６又は２
７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記発信メッセージは、前記メッセージが添付物又は特定の種類の添付物を含む場合、
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前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項２２～２８のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項３０】
　前記メッセージが添付物を含み、且つ前記メッセージの本文又は件名が所定量よりも少
ないテキストを含む場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを
特徴とする請求項２２～２９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記発信メッセージは、前記メッセージの作成者の身元に依存して前記第三者に再方向
付けされることを特徴とする請求項２２～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第三者が前記本来意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認するた
めの手段を提供する段階を含むことを特徴とする請求項２２～３１のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項３３】
　前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項２２～３２の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記解析する段階は、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールにより実行される
ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項２２
～３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記解析する段階は、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュールにより実
行されることを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記アプリケーションは、インスタントメッセージングアプリケーションであることを
特徴とする請求項２２～３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記解析する段階は、前記インスタントメッセージングアプリケーションのプラグイン
により実行されることを特徴とする請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記アプリケーションは、音声メッセージングアプリケーションであることを特徴とす
る請求項２２～３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記解析する段階は、前記音声メッセージングアプリケーションのプラグインにより実
行されることを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ポリシーデータは、前記ワークステーションの個々のユーザ又は一群のユーザに対
する１つ又はそれ以上のポリシーを定義することを特徴とする請求項２２～４０のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記システムは、前記ポリシーデータが記憶される中央サーバを含むことを特徴とする
請求項２２～４１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４３】
　ネットワークへの発信データの送信を制御する規則を含む、中央集中的に定義される、
複数のコンピュータに対するポリシーデータへのアクセスを有する、ネットワークに接続
された前記複数のコンピュータを、情報を管理するように制御するためのコンピュータプ
ログラムであって、
　発信メッセージを前記ネットワークに送信して着信メッセージを前記ネットワークから



(152) JP 2009-146454 A 2009.7.2

受信するように作動可能である、前記コンピュータで実行されるアプリケーションに組み
込まれたアナライザを用いて、前記発信メッセージの送信が開始される際に前記ポリシー
データの前記規則と協働して前記発信メッセージの１つ又はそれ以上の詳細を判断するよ
うに前記発信メッセージを解析する段階と、
　前記１つ又はそれ以上の詳細に依存して、前記発信メッセージを本来意図された受信者
ではなく第三者に選択的に再方向付けする段階と、
を前記複数のコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項４４】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のリストにある受信者又はアドレスに送られ
る場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４
３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４５】
　前記ポリシーデータは、前記アプリケーションを使用して発信メッセージを会社アドレ
スから送り、着信メッセージを会社アドレスで受信することができる会社従業員の名前リ
ストを含み、
　前記解析する段階において前記発信メッセージの意図されたアドレスが所定のリストに
あるドメイン名のうちの１つを含むと判断した場合、及び、前記意図されたアドレスが前
記名前リスト内の従業員の名字、名前、又は、頭文字のうちの少なくとも１つを含む場合
、いずれの前記従業員の前記発信メッセージをも前記第三者に再方向付けされる、
ことを特徴とする請求項４３又は４４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４６】
　前記メッセージが１つ又はそれ以上の所定のキーワード又はキーワードの組合せを含む
場合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４３
～４５のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４７】
　送信前に前記メッセージ又は前記メッセージの添付物が暗号化されるべきものである場
合、前記発信メッセージを前記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４３～
４６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４８】
　前記コンピュータに実行させる段階は、
　前記メッセージをその本来の暗号化キーと共に前記第三者に再方向付けする段階と、
　前記第三者が受信する前記再方向付けされたメッセージについて前記第三者が前記本来
意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認し、前記本来のキーを用いて前
記メッセージを再暗号化するための手段を提供する段階と、
を含むことを特徴とする請求項４７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４９】
　前記コンピュータに実行させる段階は、前記メッセージが再方向付けされる前に、それ
が再方向付けされたメッセージであることを示すテキストを前記メッセージに追加する段
階を含むことを特徴とする請求項４８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５０】
　前記メッセージが添付物又は特定の種類の添付物を含む場合、前記発信メッセージを前
記第三者に再方向付けされることを特徴とする請求項４３～４９のいずれか１項に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項５１】
　前記メッセージが添付物を含み、且つ前記メッセージの本文又は件名が所定量よりも少
ないテキストを含む場合、前記発信メッセージは、前記第三者に再方向付けされることを
特徴とする請求項４３～５０のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５２】
　前記発信メッセージは、前記メッセージの作成者の身元に依存して前記第三者に再方向
付けされることを特徴とする請求項４３～５１のいずれか１項に記載のコンピュータプロ
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グラム。
【請求項５３】
　前記第三者が受信する前記再方向付けされたメッセージについて前記第三者が前記本来
意図された受信者への送信に関して前記メッセージを承認するための手段を提供する段階
を含むことを特徴とする請求項４３～５２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５４】
　前記アプリケーションは、ウェブブラウザであることを特徴とする請求項４３～５３の
いずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５５】
　前記コンピュータプログラムは、前記ウェブブラウザのプラグイン・モジュールである
ことを特徴とする請求項５４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５６】
　前記アプリケーションは、電子メールクライアントであることを特徴とする請求項４３
～５３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５７】
　前記コンピュータプログラムは、前記電子メールクライアントのプラグイン・モジュー
ルであることを特徴とする請求項５６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５８】
　前記アプリケーションは、インスタントメッセージングアプリケーションであることを
特徴とする請求項４３～５３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５９】
　前記コンピュータプログラムは、前記インスタントメッセージングアプリケーションの
プラグインであることを特徴とする請求項５８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６０】
　前記アプリケーションは、音声メッセージングアプリケーションであることを特徴とす
る請求項４３～５３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６１】
　前記コンピュータプログラムは、前記音声メッセージングアプリケーションのプラグイ
ンであることを特徴とする請求項６０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６２】
　前記ポリシーデータは、前記コンピュータの個々のユーザ又は一群のユーザに対する１
つ又はそれ以上のポリシーを定義することを特徴とする請求項４３～６１のいずれか１項
に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６３】
　前記ポリシーデータが中央サーバに記憶されていることを特徴とする請求項４３～６２
のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
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