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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数ユーザからなるネットワーク内で望ましくない電子メッセージの送信または受信を
妨害するためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
　前記プログラムがコンピュータに、
　少なくとも１つの特定の電子メッセージが望ましくないという通知を少なくとも１人の
ユーザから受信することに応答して、当該少なくとも１つの特定の電子メッセージまたは
その変形の検出を可能にするシグニチャを自動的に抽出するステップと、
　少なくとも１人のユーザからの１つまたは複数のインバウンド・メッセージまたはアウ
トバウンド・メッセージあるいはその両方を走査して前記少なくとも１つの特定の電子メ
ッセージまたはその変形が存在するかどうかを確認する走査ステップとを実行させ、
　前記走査ステップが、
　前記インバウンド・メッセージまたはアウトバウンド・メッセージのメッセージ本文を
抽出するステップと、
　前記メッセージ本文の非英数字を除去し且つ当該メッセージ本文の上段シフト文字をそ
の下段シフト文字で置き換えることにより、当該メッセージ本文を不変形式に変換するス
テップと、
　前記不変形式に変換した前記メッセージ本文を走査して前記抽出したシグニチャに対す
る正確な一致または接近した一致があるかどうかを確認するステップと、
　各一致ごとに一致のレベルを決定する決定ステップとを含み、
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　前記決定ステップが、
　各一致ごとに、前記抽出したシグニチャに関連する前記少なくとも１つの特定の電子メ
ッセージにおいて位置及び長さをそれぞれ指定され且つ当該抽出したシグニチャを包含す
る文字シーケンスからなる領域のチェックサムが、前記走査したメッセージ本文の対応す
る領域のチェックサムと一致するかどうかを検出し、複数の領域のチェックサムが一致す
る場合は、最長の領域の一致を検出する検出ステップと、
　前記走査したメッセージ本文のハッシュブロックと前記抽出したシグニチャに関連する
前記少なくとも１つの特定の電子メッセージのそれぞれのハッシュブロックの間のハッシ
ュブロックの類似性を計算する計算ステップと、
　１つまたは複数のユーザ・プリファレンスを受信する受信ステップと、
　前記検出ステップ、前記計算ステップ、および前記受信ステップに応答して、一致のレ
ベルを決定するステップとを含む、
　コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に電子メールおよびその他のタイプの電子メッセージの送信および受信が
可能なディジタル・データ・プロセッサおよび相互通信するディジタル・データ・プロセ
ッサのネットワークに関する。特に、本発明は、「スパム」（spam）とも呼ばれる非送信
請求商用Ｅメール（ＵＣＥ）など、望ましくない非送信請求電子メールを自動的に検出し
処理するためのシステムおよび方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
毎日、無数のインターネット・ユーザは、通常、電子メール（Ｅメール）の形でありがた
くない電子メッセージを受信する。このようなメッセージの最もありふれた例は、一般に
「スパム」と呼ばれる非送信請求商用Ｅメール（ＵＣＥ）である。ＵＣＥは、通常、特定
の商品、サービス、またはウェブ・サイトを奨励するものであり、数千人または数百万人
もの個人に無差別に送信され、その大多数はＵＣＥが迷惑なものまたは不快なものと認識
している。ＵＣＥは、重大な問題として広く認められている。ＵＣＥに関する記事はほと
んど毎日のようにＣＮＥＴなどの技術ニュース・サービスに登場する。Ｅメール・ユーザ
がＵＣＥに曝される機会を低減するために、いくつかの市販用製品およびシェアウェア製
品が作成された。少なくとも１社の新設企業であるBright Light Technologiesは、ＵＣ
Ｅを検出してフィルタリングで除去するための技術を生産して販売するという唯一の目的
のために設立された。法律による制限はいくつかの州で企図されており、実際に複数の州
で最近実施された。
【０００３】
その他の形式の望ましくないＥメールとしては、うわさ、でっちあげ、チェーン・レター
などがある。このような形式のＥメールのそれぞれは、複数ユーザからなるネットワーク
内で非常に素早く増殖する可能性がある。うわさは、ユーザ全体に非常に勢いよく広まる
可能性があり、その結果、時間の浪費や不必要な懸念を引き起こす可能性がある。でっち
あげのコンピュータ・ウィルスとして最も上出来なものは、コンピュータ・ウィルスその
ものに匹敵するほど長続きし、相当なパニックを引き起こす恐れがある。最後に、チェー
ン・レターの流布は、企業の方針または連邦法によって禁止するのに十分なほど重大な現
象である。
【０００４】
幾分異なるクラスのＥメールは機密Ｅメールであり、その送信または受信は望ましくない
場合が多い。機密Ｅメールは、選択されたグループ外の人には転送されないようになって
いる。したがって、これらのメッセージの配布を制御することに関する懸念が発生する。
【０００５】
ＵＣＥおよび電子的に伝えられるうわさ、でっちあげ、チェーン・レターに共通の特徴は
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、問題のメッセージの内容（およびその送信）が（単に面白くないどころか）望ましくな
いものであるという合意が広まりそうなことである。これは、このようなメッセージが電
子的形式になっているということとともに、このＥメールを自動的に検出し、無害なもの
にしようと試みる様々な技術を企図することを可能にするものである。
【０００６】
現在までのところ、ＵＣＥは、このような努力の排他的な焦点になっていた。既存のＵＣ
Ｅソリューションはいくつかの異なる形を取る。その一部は、既存のＥメール・パッケー
ジ（たとえば、Eudoraメール・システムとともに機能するよう設計されたMailJail）また
はＥメール・プロトコル（たとえば、Windows 95、Windows 98、またはWindows NTプラッ
トフォーム上でＰＯＰ３プロトコルをサポートするいずれかのＥメール・パッケージのた
めに機能するSpam Exterminator）とともに機能するよう設計されたソフトウェア・パッ
ケージである。その他のソリューションは、広く使用されるメール・プロトコル（たとえ
ば、指定のサイトからあるいは明示的に許されているもの以外のサイトからのメール・リ
レーをブロックするための機構を提供するSendMailメール転送プロトコルの最近のアップ
グレードであるSendMail v.8.8）に統合されている。もう１つのタイプのソリューション
は、Ｅメール・フィルタリング・サービス、たとえば、junkproof.comによって提供され
るサービスであり、これはＵＣＥを送信したユーザに罰金を科すものである。Bright Lig
ht Technologiesでは、ソフトウェア製品とサービスを併用するよう提案している。
【０００７】
どのようにパッケージ化可能であっても、これらのソリューションの大部分は、認識と応
答という２つの主なステップから構成される。認識ステップでは、所与のＥメール・メッ
セージを検査して、それがスパムになりそうかどうかを判定する。認識ステップ中にその
メッセージがスパムになりそうであると見なした場合、何らかの応答を行う。典型的な応
答としては、そのメッセージを自動的に削除すること、それがスパムである可能性がある
ことにユーザの注意をひくようそれにラベルまたはフラグを付けること、優先順位がより
低いメール・フォルダにそれを入れることなどがあり、おそらく、カストマイズ可能なメ
ッセージを送信側に返送することと結合される。
【０００８】
主な技術的難題は認識ステップにある。最も重要な難題のうちの２つは、偽陽性（合法的
メールを偽ってスパムとして告発すること）および偽陰性（スパムをそれとして識別し損
なうこと）の率をできるだけ低く維持することを含む。多種多様な市販用アプリケーショ
ンおよびフリーウェア・アプリケーションでは、一般的な問題に対処するため、以下の基
本的なスパム検出戦略に基づく組合せまたは変形あるいはその両方を使用する。
【０００９】
ドメインベースの検出
スパムを送信する人（「スパマー」（spammers））は、そこからスパムを送信するための
特別なインターネット・アドレス・ドメインをセットアップする場合が多い。一般的な反
スパム・ソリューションの１つは、「スパム」ドメインのブラックリストを維持し、この
ようなドメインから発信されたメールを拒否するか、送達しないか、または送信側に返す
ことである。スパムが新しい「スパム」ドメインから流出し始めると、そのドメインをブ
ラックリストに追加することができる。
【００１０】
　たとえば、xmission.comでは、指定のサイトからのメールを送信側に返送するようにse
ndmail.cfの規則を変更した。そのテキスト・ファイル（http://spam.abuse.net/spam/to
ols/dropbad.txt）は、moneyworld.com、cyberpromo.com、bulk-e-mail.com、bigprofits
.comなどを含む、スパマーによる使用のためにのみセットアップされたことが分かってい
るいくつかのドメインをリストしている。http://www.webeasy.com:8080/spam_download_
tableには、１０００箇所以上のサイトがこのようにブラックリスト化されている。SendM
ailの最近のバージョン（バージョン８．８以降）はこのようなリストの使用を容易にす
るよう変更されており、これはスパムとの戦いにおいて重要な進展と見なされている。
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【００１１】
しかし、無差別に使用されると、この手法の結果、偽陽性率および偽陰性率が高くなる可
能性がある。たとえば、スパマーがaol.comドメインからスパムを送信する場合、aol.com
はブラックリストに追加することもできる。その結果、このドメインから合法的にメール
を送信する無数の個人はそのメールがブロックされる恐れがある。言い換えれば、偽陽性
率は容認できないほど高くなる恐れがある。これに反して、スパマーは禁止ドメインから
新たに作成した非禁止ドメインまたは多くの合法的ユーザが使用するドメインへ素早く切
り替えることができ、したがって、多くの偽陰性が発生する。
【００１２】
ヘッダベースの検出
スパムの顕著な特徴は、極めて多数の受信側に送信されることである。これを示す表示で
あり、あるメッセージがスパムになりそうであるという証拠と見なすことができるものが
メール・メッセージのヘッダ内に存在する場合が多い。たとえば、長い受信側のリストは
通常、集合名のより小さいセットに送信することによって処理されるので、そのユーザの
明示的なＥメール・アドレスはTo:フィールドに現れない。
【００１３】
Ross Rader of Internet Direct（Idirect）は、Eudora Light、Microsoft Mail、Pegasu
sを含む、普及している多様なＥメール・プログラムのためにスパムのこの特徴に基づい
て単純な規則をセットアップするための説明書を発表した。メール・メッセージ・ヘッダ
がその規則と一致する場合、そのメールはユーザの受信箱から自動的に除去され、特別な
フォルダ内に置かれるが、そのフォルダではそれを後で調べるかまたは検査なしで容易に
削除することができる。
【００１４】
しかし、この方法のユーザがこれらの検出規則の個別設定に多くの努力を注がない限り、
偽陽性率が非常に高くなる可能性があり、したがって、合法的Ｅメールの大部分はスパム
と分類されることになる。
【００１５】
テキストベースのキーワード検出
スパムは、通常、製品を販売し、ポルノのウェブ・サイトを訪れることを唱え、ネズミ講
式販売またはその他の金銭的詐欺への賛助を得ようと積極的に試みるという点で普通のＥ
メールとは区別される。したがって、「MAKE MONEY FAST」というテキスト・フラグメン
トを含む１通のメールは、「During my meeting with you last Tuesday」で始まるメー
ルよりスパムである可能性が高い。
【００１６】
一部の反スパム方法は、各Ｅメールの本文を走査して、スパムには見られるが他のＥメー
ルには見られない傾向のあるキーワードまたはキーフレーズを検出する。キーワード・リ
ストおよびキーフレーズ・リストはカストマイズ可能である。この方法は、上記のドメイ
ンベース検出技法およびヘッダベース検出技法と併用される場合が多い。この技法の例と
しては、procmail、Spam Exterminator、SPAM Attack Pro!とともに機能するjunkfilter
（http://www.pobox.com/gsutter/junkmail）がある。
【００１７】
この場合も、普通のＥメール・メッセージが禁止キーワードまたはキーフレーズを含むと
きに偽陽性が発生する可能性がある。この手法は、偽陰性も被りがちである。というのは
、禁止キーフレーズのリストは、スパムの新しいインスタンスの到来に遅れないようにす
るために、毎日数回更新しなければならない恐れがあり、これは反スパム・ベンダにとっ
て技術的に難しいと同時にユーザにとっても不快であるからである。
【００１８】
テキストベースのマシン分類
Spam Be Gone!はEudoraとともに機能するフリーウェア製品である。これは、スパムおよ
び非スパムＥメールの例を記録し、それぞれのインスタンスに対する各着信Ｅメールの類
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似性を測定し、スパムまたは非スパムとしてのＥメールの分類に達するようその類似性の
スコアを結合するインスタンスベースの分類プログラムである。この分類プログラムは、
各個別ユーザごとに自動的にトレーニングされる。ユーザが分類プログラムを開発するに
は、通常、数週間から数カ月はかかる。
【００１９】
十分な量のトレーニングの後、この手法の偽陽性率および偽陰性率は他の技法より低くな
ると言われている。ある事例（http://www.internz.com/SpamBeGone/stats.html）では、
複数のユーザに関する平均が提供されないので、これがパフォーマンスに関する上限にな
ると想定することができるが、偽陰性率は１ないし２カ月間のトレーニング後に１０分の
数パーセントより低くなり、偽陽性率は１カ月後に２０％で、２カ月後に５％であった。
したがって、最良の場合でも、スパムとしてラベルが付けられた２０のメッセージのうち
の１つは実際には合法的なものになる。これは、反スパム・ソフトウェアが自動的にメー
ルを削除するかまたはそれを送信側に返すなどの強い態度で応答する場合には特に容認で
きないものになる可能性もある。
【００２０】
上記のＵＣＥ検出方法はいずれも、スパムにとって総称的であるが普通の非スパムＥメー
ルではあまり一般的ではない機能を使用するという意味で「総称的」なものである。これ
は、通常、ホスト・プログラムを走査して特定のウィルスを示す特別な「シグニチャ」バ
イト・パターンがあるかどうかを確認することにより特定の既知のコンピュータ・ウィル
スを検出するためにウィルス対策プログラムによって一般に使用される「特定の」検出技
法とは対照的なものである。総称認識技法は、以前は未知であった新しいスパムを捕らえ
ることができるので、魅力的なものである。しかし、上記で示したように、その欠点は、
容認できないほど高い偽陽性率を生じ、場合によっては容認できないほど高い偽陰性率も
生じる傾向があることである。特定の検出技法は、通常、より小さい偽陽性率および偽陰
性率を有するが、総称技法を実行するより頻繁な更新が必要になる。
【００２１】
総称検出技法は、うわさ、でっちあげ、チェーン・レターまたは機密Ｅメールなど、他の
タイプの望ましくないＥメールを認識する際にあまり役に立ちそうもない。送信側のドメ
インまたはメール・ヘッダのその他の態様に基づく認識は、まったく機能しそうもない。
メッセージ本文内に存在するキーワードまたはキーフレーズを基礎とするでっちあげおよ
びチェーン・レターの総称認識は可能であるかもしれないが、内容の範囲がより広くなり
そうなので、スパムの場合より難しくなりそうである。また、テキストを基礎とする機密
Ｅメールの総称認識はほとんど確実に不可能である。というのは、どのようなマシン・ア
ルゴリズムでも認識可能なやり方で機密テキストと非機密テキストを区別するものが何も
ないからである。
【００２２】
Bright Light Technologiesは他の反スパム製品／サービスを奨励している。Bright Ligh
tでは、インターネット全体で複数のＥメール・アドレス（または「プローブ」）を使用
しているが、これは合法的宛先ではないので、理論上は望ましくないメッセージのみを受
信するものである。受信したメッセージは、２４時間体制のオペレーション・センタに配
置されたオペレータによって読まれる。これらのオペレータは、メッセージを評価し、ユ
ーザ・グループに対応するメール・サーバ内のスパムブロック機能を制御する規則を更新
する。
【００２３】
ＵＣＥ検出および応答のこの方法は、総称検出ではなく特定の検出を使用するので、本質
的には偽陽性および偽陰性に対してあまり脆弱ではないが、いくつかの欠点がある。その
うちの多くは、サービスを維持するために必要な大量の手動労力に由来するものである。
Bright Lightのオペレーション・センタは、スパムがあるかどうかＥメールのストリーム
をモニタし、スパムの特定の事例を示す適切なインジケータと思われるキーワードおよび
キーフレーズを手動で抽出し、これらのキーワードまたはキーフレーズをデータベースに



(6) JP 4250300 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

記憶する専門家を使用しなければならない。いずれかの企業がこのような１組の専門家を
独力でサポートすることはほとんど法外に高くなりそうなので、このようにして自社を保
護することを希望する企業は、Bright Lightのオペレーション・センタによる連続し途切
れないサービスに完全に依存することになると思われる。少なくとも一部の企業は、外部
組織からより自由であることと、単一組織によって達成されそうなもの以上のカストマイ
ズを見込んでいるソリューションを選ぶかもしれない。この問題の最重要点は、Bright L
ightの方法では互いに独立しているべき２つのタスク、すなわち、望ましくないものとし
てメッセージにラベルを付けることと、望ましくないメッセージからシグニチャを抽出す
ることが結合されることである。手動入力の要件を望ましくないメッセージにラベルを付
ける際の要件に削減することが可能である場合、これにより、望ましくないメッセージの
協調的決定のローカライズが可能になると思われる。さらに、Bright Lightは、キーワー
ドまたはフレーズに基づいて可能な一致を特定のメッセージ全体（またはその大部分）へ
の正確な一致または近似の一致によってより厳重にテストすることができるような補助デ
ータを専門家が抽出する際のプロセスについて説明していない。したがって、その特定の
ソリューションは、個別ユーザがメッセージ一致に関するより厳重な条件を指定する機会
を持つと思われるものより偽陽性に対してより脆弱になりそうである。
【００２４】
もう１つの欠点は、でっちあげ、チェーン・レター、不適当に転送された機密メッセージ
を含むより広範囲のクラスの望ましくないメッセージとは対照的に、Bright Lightのソリ
ューションは特にＵＣＥに向けられていることである。ひとまとめにして考えると、プロ
ーブ・アカウントはすべてのＵＣＥのうちの妥当な断片を受信することができるが、それ
がチェーン・レターおよびうわさを引き寄せることは不明である。
【００２５】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の一目的は、非常に低い偽陽性率および偽陰性率で、すべてのタイプ
の望ましくないメールのインスタンスを検出し処理するための自動的かつ非総称的な手順
を提供することにある。
【００２６】
本発明の他の目的は、スタッフ配置を伴わず、むしろ積極的にＵＣＥを識別するためにユ
ーザ自身を利用する安価なソリューションを提供することにある。
【００２７】
本発明のさらに他の目的は、機密Ｅメール・メッセージの望ましくない送信または受信あ
るいはその両方を防止するためのシステムおよび方法を提供することにある。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、低い偽陰性率および非常に低い偽陽性率でＵＣＥおよび他の形式の望ましくな
いＥメールを正確に検出し処理するための自動手順を提供する。既存の総称検出方法とは
対照的に、本発明は、特定の検出技法を使用して望ましくないメッセージを認識する。言
い換えれば、本発明のシステムは、望ましくないメッセージの特定のインスタンスに対す
るその正確な一致または接近した一致を基礎として望ましくないメッセージを効率よく検
出する。Bright Lightによって使用される特定の技法とは対照的に、特定の望ましくない
メッセージを識別するために使用する文字ストリングは完全に自動的に導出され、エンド
・ユーザが様々なレベルの応答を開始するのに必要な一致度を調整できるようにする補助
データで補足される。もう１つの対照的な点は、シグニチャ・データの自動導出によりフ
レキシビリティが増すことである。というのは、必要な唯一の手動入力は望ましくないも
のとして特定のメッセージにラベルを付けることであるからである。このため、普通のユ
ーザは、望ましくないメッセージを定義するために協調的に機能することができ、専門家
が手動でラベルを付け、望ましくないメッセージからシグニチャを抽出しなければならな
い外部の集中オペレーション・センタに対する依存状態から解放される。これにより、で
っちあげおよびチェーン・レターの権威は、まったく異なる種類の専門知識を必要とする
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恐れがある、シグニチャの抽出という負担をさらに課すことなしに、それを含むメッセー
ジを識別することができる。もう１つの対照的な点は、抽出したシグニチャ・データによ
りユーザが、シグニチャの一致からメッセージ全体の一語一句の一致に至る、所与のレベ
ルの一致を構成するものについて独立したフレキシブルな定義を定義できることである。
【００２９】
　本発明の方法は、第１の（「アラート」）ユーザが望ましくないメールの所与のインス
タンスを受信したときに、そのメッセージに望ましくないものとしてラベルを付けること
と、そのメッセージに関するシグニチャを抽出することと、シグニチャ・データベースに
そのシグニチャを追加することと、第２の（できる限り同じものを含む）ユーザのメッセ
ージを定期的に走査してデータベース内のシグニチャが存在するかどうかを確認すること
と、第２のユーザのメッセージのうち、シグニチャを含むものを望ましくないものとして
識別することと、このようにラベルが付けられたメッセージに対して適切に応答すること
とを含む。
【００３０】
　具体的には、複数ユーザからなるネットワーク内で望ましくない電子メッセージの送信
または受信を妨害する方法は、少なくとも１つの特定の電子メッセージが望ましくないも
のであることを判定するステップと、少なくとも１つの特定の電子メッセージまたはその
変形の検出を可能にする検出データを自動的に抽出するステップと、少なくとも１人のユ
ーザからの１つまたは複数のインバウンド・メッセージまたはアウトバウンド・メッセー
ジあるいはその両方を走査して少なくとも１つの特定の電子メッセージまたはその変形が
存在するかどうかを確認するステップと、走査ステップに応答して適切なアクションを実
行するステップとを含む。好ましいことに、この方法は、抽出した検出データを記憶する
ステップをさらに含む。
【００３１】
好ましいことに、判定ステップは、少なくとも１つの特定の電子メッセージの増殖が望ま
しくないという通知を受信するステップを含む。この受信ステップは、好ましいことに、
少なくとも１つの特定の電子メッセージを望ましくないものまたは機密のものとして識別
する信号をアラート・ユーザから受信するステップを含む。少なくとも１つの特定の電子
メッセージはアラート・ユーザの受信箱に受信することができる。この受信ステップは、
好ましいことに、特定の電子メッセージに望ましくないものとしてのフラグを付けるべき
であることを示すための識別子をアラート・ユーザに提供するステップを含む。この提供
ステップが電子メッセージが望ましくないものであるという識別を援助するために総称検
出器を提供するステップを含むことは、好ましいことである。
【００３２】
本発明の抽出ステップは、好ましいことに、少なくとも１つの特定の電子メッセージから
シグニチャ情報を抽出するステップを含む。記憶ステップは、好ましいことに、走査ステ
ップに応答して、少なくとも１つの特定の電子メッセージに関する情報をシグニチャ情報
に追加するステップを含む。このシグニチャ情報は、好ましいことに、少なくとも１つの
特定の電子メッセージからのシグニチャを含む。記憶ステップは、そのシグニチャを少な
くとも１つのシグニチャ・データベースに記憶するステップを含むことができる。このシ
グニチャ・データベースは、好ましいことに、複数のシグニチャ・クラスタを含み、各ク
ラスタは実質的に類似した電子メッセージに対応するデータを含む。シグニチャ・クラス
タのそれぞれは、好ましいことに、走査情報を有する文字シーケンス・コンポーネントと
、特定のシグニチャ変形に関する識別情報を有する原型コンポーネントとを含む。走査情
報は、好ましいことに、特定の電子メッセージに関するサーチ文字シーケンスと、そのク
ラスタ内に表されるすべての電子メッセージに関する拡張文字シーケンス情報とを含み、
識別情報は、特定のシグニチャ変形に関連する電子メッセージのフル・テキスト記憶コピ
ーを指すポインタと、電子メッセージのハッシュブロックと、電子メッセージのコピーが
受信され、その増殖が望ましくないものとしてアラート・ユーザによって報告された特定
のインスタンスに対応するアラート・データとを含む。
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【００３３】
本発明の抽出ステップおよび走査ステップは、複数ユーザからなるネットワークの全域で
同時かつ非同期に行うことができる。
【００３４】
　本発明の方法は、走査ステップの前に、少なくとも１つの特定の電子メッセージが望ま
しくないものであることを確認するステップをさらに含むことができる。この確認ステッ
プは、好ましいことに、総称検出技法により少なくとも１つの特定の電子メッセージが望
ましくないものであることを確認するステップを含む。この確認ステップは、少なくとも
１つの特定の電子メッセージが望ましくないものであることを所定の限界数のユーザが通
知することを必要とするステップを含む。
【００３５】
抽出ステップは、好ましいことに、特定の電子メッセージを走査して少なくとも１つのシ
グニチャ・データベース内のシグニチャがあるかどうかを確認するステップと、走査ステ
ップで一致シグニチャを検出したことに応答して、その一致シグニチャを一致クラスタ内
の各メッセージ変形と比較するステップとを含む。この比較ステップは、好ましいことに
、特定の電子メッセージに関するハッシュブロックを計算するステップと、計算したハッ
シュブロックを各原型コンポーネントの識別情報内の変形ハッシュブロックと比較するス
テップとを含む。本発明の方法が、正確な変形ハッシュブロック一致が検出された場合に
、そのポインタを使用して変形一致のフル・テキスト記憶コピーを検索するステップと、
変形一致のフル・テキスト記憶コピーと特定の電子メッセージのフル・テキストがその特
定の電子メッセージを変形のインスタンスと見なすのに十分なほど類似していると見なさ
れた場合に、特定の電子メッセージからアラート・データを抽出し、それを変形一致に関
するアラート・データに追加するステップと、正確な変形ハッシュブロック一致が検出さ
れないかまたは特定の電子メッセージのフル・テキストがそのデータベース内の変形のい
ずれかと十分に類似していないと判断された場合に、その特定の電子メッセージがいずれ
かの既存のクラスタと十分に類似しているかどうかを判定するステップと、その特定の電
子メッセージがある既存のクラスタと十分に類似している場合に、特定の電子メッセージ
に関連する新しい識別情報を計算するステップと、その特定の電子メッセージが既存のク
ラスタと十分に類似していると判定されない場合に、その特定の電子メッセージに関する
新しいクラスタを作成するステップとをさらに含むことは、好ましいことである。判定ス
テップは、好ましいことに、各クラスタの拡張文字シーケンス情報に示されたその特定の
電子メッセージの領域のチェックサムを計算するステップと、計算したチェックサムを各
クラスタの拡張文字シーケンス情報内の記憶チェックサムと比較するステップとを含む。
この方法は、好ましいことに、シグニチャ一致がまったく検出されない場合に、その特定
の電子メッセージに関する新しいクラスタを作成するステップをさらに含む。拡張文字シ
ーケンス情報は、好ましいことに、開始オフセット・フィールドと、領域長フィールドと
、ＣＲＣフィールドとを含み、この方法は、各クラスタごとに、最長領域長を有する一致
領域を決定するステップと、すべてのクラスタのうちで最長領域長が少なくとも指定の限
界長と等しい場合に、最長領域長クラスタを特定の電子メッセージ原型が追加される原型
クラスタとして識別するステップとをさらに含む。最後に、本発明の方法は、好ましいこ
とに、識別したクラスタの走査情報を再計算するステップを含む。アラート・データは、
好ましいことに、コピーが本来受信された時刻を有する受信時刻フィールドを含み、この
方法は、各シグニチャ・クラスタのすべての変形の受信時刻フィールドを現在時と定期的
に比較するステップと、受信時刻フィールドのいずれも所定の日時より最近のものではな
いシグニチャ・クラスタを除去するステップとをさらに含む。
【００３６】
走査ステップは、好ましいことに、メッセージ本文を抽出するステップと、メッセージ本
文を不変形式に変換するステップと、不変形式を走査して検出データに対する正確な一致
または接近した一致があるかどうかを確認するステップと、各一致ごとに一致のレベルを
決定するステップとを含む。
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【００３７】
実行ステップは、好ましいことに、少なくとも１つの特定の電子メッセージまたはその変
形の存在を発見したときに適切なアクションを実行するステップを含む。その実行ステッ
プは、少なくとも１つの特定の電子メッセージまたはその変形に望ましくないものまたは
機密のものとしてのラベルを付けるステップを含むことができる。また、この実行ステッ
プは、少なくとも１つの特定の電子メッセージまたはその変形を除去するステップも含む
。
【００３８】
実行ステップは、好ましいことに、１つまたは複数のユーザ・プリファレンスに応答して
、決定した一致のレベルごとに適切なアクションを実行するステップを含み、その決定ス
テップは、好ましいことに、各一致ごとに最長領域一致を検出するステップと、走査した
メッセージのハッシュブロックと抽出した検出データのそれぞれのハッシュブロックの間
のハッシュブロックの類似性を計算するステップと、１つまたは複数のユーザ・プリファ
レンスを受信するステップと、検出ステップ、計算ステップ、および受信ステップに応答
して、一致のレベルを決定するステップとを含む。
【００３９】
　本発明は、複数ユーザからなるネットワーク内で望ましくない電子メッセージの送信ま
たは受信を妨害するための方法ステップを実行するためにマシンによって実行可能な命令
からなるプログラムを具体的に実施する、マシンによって読取り可能なプログラム記憶装
置も含み、その方法は、少なくとも１つの特定の電子メッセージが望ましくないものであ
ることを判定するステップと、少なくとも１つの特定の電子メッセージまたはその変形の
検出を可能にする検出データを自動的に抽出するステップと、少なくとも１人のユーザか
らの１つまたは複数のインバウンド・メッセージまたはアウトバウンド・メッセージある
いはその両方を走査して少なくとも１つの特定の電子メッセージまたはその変形が存在す
るかどうかを確認するステップと、走査ステップに応答して適切なアクションを実行する
ステップとを含む。
【００４０】
　最後に、本発明は、複数ユーザからなるネットワーク内で望ましくない電子メッセージ
の送信または受信を妨害するためのシステムであって、少なくとも１つの特定の電子メッ
セージが望ましくないものであることを判定する手段と、少なくとも１つの特定の電子メ
ッセージまたはその変形の検出を可能にする検出データを自動的に抽出する手段と、少な
くとも１人のユーザからの１つまたは複数のインバウンド・メッセージまたはアウトバウ
ンド・メッセージあるいはその両方を走査して少なくとも１つの特定の電子メッセージま
たはその変形が存在するかどうかを確認する手段と、走査手段に応答して適切なアクショ
ンを実行する手段とを含むシステムも含む。その他の点では、このシステムの好ましい実
施の形態は本発明の方法の好ましい実施の形態と一致する。
【００４１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の教示を実施するために適当なシステム１０のブロック図である。バス１
２は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）１４と複数の他のシステム・バス・ユニットの間でア
ドレス、データ、制御を搬送するための複数の信号線からなる。ランダム・アクセス・メ
モリ（ＲＡＭ）１６は、システム・バス１２に結合され、プログラム命令記憶域および作
業メモリをＣＰＵ１４に提供する。シグニチャ抽出モジュールおよび走査／フィルタ・モ
ジュール１５は、その方法については以下に説明するが、ＣＰＵ１４あるいは別々のＣＰ
Ｕ上で動作することができる。端末制御サブシステム１８は、システム・バス１２に結合
され、ディスプレイ装置２０、通常はＣＲＴまたはＬＣＤモニタに出力を供給し、キーボ
ードまたはポインティング・デバイスなどの手動入力装置２２からの入力を受け取る。ハ
ード・ディスク制御サブシステム２４は、回転固定ディスクまたはハード・ディスク２６
をシステム・バス１２に両方向に結合する。制御装置２４およびハード・ディスク２６は
、ＣＰＵ命令およびデータのための大容量記憶域を提供する。フロッピー・ディスク・ド
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ライブ３０とともに、フロッピー・ディスケット３０ａからシステム・メモリへのコンピ
ュータ・ファイルの転送の際に入力手段として有用なフロッピー・ディスク制御サブシス
テム２８は、フロッピー・ドライブ３０をシステム・バス１２に両方向に結合する。最後
に、通信サブシステム３２は、システム・バス１２に結合され、インターネットなどのネ
ットワークへのリンクを提供する。
【００４２】
図１に示す構成要素は、パーソナル・コンピュータ、ポータブル・コンピュータ、ワーク
ステーション、ミニコンピュータ、またはスーパーコンピュータ内で実施することができ
る。このため、バス１２の構造またはそのバスに結合されるＣＰＵ１４の数など、データ
処理システム１０の物理的な実施の形態の詳細は、本発明の動作にとって重大なものでは
なく、以下ではこれ以上詳細には説明しない。
【００４３】
大まかに言えば、本発明の方法は２つの段階を含む。第１に、シグニチャ抽出段階では、
現在、システムによってそれとして認識されていないような望ましくない（または機密の
）メッセージは、おそらく自動手順によって援助される第１のアラート・ユーザによって
望ましくない（または機密の）ものとしてラベルが付けられ、所与のシグニチャ・データ
は、そのメッセージから自動的に抽出され、ユーザ全体に配布される１つまたは複数のデ
ータベース内に置かれる。第２に、シグニチャ走査段階では、少なくとも１人のユーザの
メッセージ・セット（できる限り第１のアラート・ユーザのセットを含む）は、実質的に
類似したメッセージのインスタンスを検出しようとして、抽出したシグニチャ・データを
使用して走査され、このようなメッセージが検出されると適切なアクションが実行される
。
【００４４】
図２は、具体的にスパムに対処する本発明の一実施の形態が適用されるコンピュータ・シ
ステム環境を示している。スパマー２００は、スパム２０２を企業Ａ２０４および企業Ｂ
２０６に送信する。実際には、スパム２０２は、多くの様々な企業に送信されるはずであ
る。企業Ａ２０４が本発明を使用すると想定すると、スパム２０２は、１人または複数の
ユーザがアカウントを維持しているメール・サーバ２０８で受信される可能性がある。ユ
ーザＡ２１０が自分のメールにアクセスすると想定すると、スパム２０２はその着信メー
ルのリストで検出される。ユーザＡ２１０がスパム２０２をそれとして識別したことに応
答して、識別されたスパム２１２はそれとしてラベルが付けられ、本発明のシグニチャ抽
出段階が開始される。
【００４５】
本発明のシグニチャ抽出段階では、識別されたスパム２１２はメール・サーバ２０８によ
ってシグニチャ抽出エンジン２１４に転送される可能性がある。シグニチャ抽出エンジン
２１４によって抽出された後、識別されたスパム２１２のシグニチャはメール・サーバ２
０８に返され、シグニチャ・データベース２１６に記憶される。本発明のシグニチャ走査
段階では、ユーザＢ２１８およびユーザＣ２２０の着信（または発信）メッセージは、シ
グニチャ・データベース２１６内の抽出シグニチャ・データを使用して走査される。この
場合、実質的に類似したメッセージ２２２のインスタンスは、ユーザのためにフラグが付
けられるか、その受信箱から除去されるか、または送信が防止される。
【００４６】
この２通りの段階は、ユーザ全体にわたって同時かつ非同期に機能することができる。た
とえば、ユーザＡは、メッセージ３を読み取って、それに望ましくないものとしてのラベ
ルを付けながら、自分のメッセージを走査して、既知の望ましくないメッセージ１および
２があるかどうかを確認している可能性がある。数分後に、ユーザＢのメッセージを走査
して、望ましくないメッセージ１、２、３が存在するかどうかを確認することができる。
３０分後にユーザＣは第４の望ましくないメッセージ４を発見する可能性があり、１時間
後にユーザＡのメッセージをもう一度走査して、この場合は１、２、３、４が存在するか
どうかを確認することができる。本発明は、アウトバウンド・メッセージならびにインバ
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ウンド・メッセージの走査に備えるものである。これは、でっちあげ、チェーン・レター
、機密メッセージなど、１人のユーザから他の複数のユーザに転送されそうなタイプのメ
ッセージについては特に有利である。転送される前に望ましくないアウトバウンド・メッ
セージを捕らえることは、多数の受信側になる可能性のあるものに対して送信された後で
メッセージを処理することよりかなり効率のよいことである。
【００４７】
本発明の第１の段階でメッセージから抽出され、本発明の第２の段階で重複メッセージま
たは類似メッセージを認識するために後で使用されるシグニチャ・データを表す好ましい
データ構造については図３に示す。当業者であれば、本発明では多少精巧なデータ構造を
使用できることが分かるだろう。望ましくないメッセージは実質的に類似したメッセージ
のセットにクラスタ化される。１つのクラスタ内には、原型と呼ばれる１つまたは複数の
変形が存在する可能性がある。多くの場合、各クラスタは単一の原型のみを含むことにな
る。しかし、事情によっては（特に、複数の関連変形として現れる可能性があるでっちあ
げの場合）、１つのメッセージのわずかな変形を同じクラスタに属すものと見なすことは
有用である可能性がある。１つのクラスタ内に複数の原型があることを見込んでおくと、
同じシグニチャを使用して複数の異なる変形を検出することができる。この結果、記憶の
効率が高まり、走査速度がある程度高くなり、また、新しい変形がそれとして認識される
可能性も高くなる。さらに、本発明のシグニチャ抽出データの精巧さは、変形を検出する
ことと偽陽性を低減することとの間でトレードオフが行われるようにシステムを調整する
際のフレキシビリティに備えるものである。
【００４８】
本発明の一実施の形態のシグニチャ・データベースは、原型Clusterのセットからなり、
それぞれは固有のClusterID識別子によって区別される。各Cluster３００は２つの基本コ
ンポーネントを有する。第１のコンポーネントはSigList３０２である。SigList３０２は
SigData要素３０４のリストであり、そのそれぞれは原型Cluster３００のメンバー内で検
出された特定の文字シーケンスに関する情報を含む。３つのSigData要素であるSigData1
、SigData2、SigData3を示す。SigList３０２内の各SigData要素３０４は２つの部分を含
む。たとえば、SigData2だけを展開する。SigData2 ３０４の第１の部分であるSig2 ３０
６は、メッセージ・スキャナによってサーチされる相対的に短いテキスト・パターンであ
る。第２の部分であるRegionList2 ３０８はSig2 ３０６に関連するRegionData要素３１
０のリストであり、そのそれぞれはクラスタ内のすべての原型に含まれるより長い文字シ
ーケンスに関する情報を含む。各RegionData要素３１０は３つの要素、すなわち、１）シ
グニチャの先頭から文字シーケンスの先頭までのバイト単位のオフセットであるBeginOff
set３１２と、２）文字シーケンス内の文字数であるRegionLength３１４と、３）文字シ
ーケンスのチェックサムであるＣＲＣ３１６である。
【００４９】
各Cluster３００の第２のコンポーネントはArchetypeList３１８である。ArchetypeList
３１８はArchetypeData要素３２０のリストであり、そのそれぞれは特定の原型に関する
データを含む。特に、各ArchetypeData要素３２０は、１）そのフル・テキストを必要に
応じて検索できるように原型メッセージの記憶コピーを指すポインタであるArchetypePtr
３２２と、２）原型の本文から計算され、他のメッセージに対する全体的な類似性を測定
するために使用するデータのブロックであるHashBlock３２４と、３）CaseData要素３２
８のリストであり、そのそれぞれが原型のコピーが受信され、ユーザによって望ましくな
いものとして報告された特定のインスタンスに関するデータを含むCaseList３２６とを含
むことができる。特に、各CaseData要素３２８は、１）コピーの送信側のＩＤであるSend
ID３３０と、２）コピーを報告した受信側のＩＤであるRecvID３３２と、３）コピーが本
来受信された時刻であるRecvTime３３４とを含むことができる。
【００５０】
シグニチャ抽出
　本発明のシグニチャ抽出段階の好ましい実施の形態は、図４に関連して説明するが、そ
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の間に特定の以前は未知であった望ましくない（または機密の）メッセージが導出され、
複数ユーザからなるネットワークに広められる。本発明は、１人または複数のメール・ユ
ーザを含む環境で使用することができる。メール・ユーザの数が増すにつれて、本発明の
利点が増大する。ステップ４００では、第１の（アラート）ユーザがメッセージＭ１を受
信する。このユーザは受信したメッセージＭ１を読み、それが広く流布されそうであり、
歓迎されないものであると広く考えられそうなものである（またはそれが機密のものであ
る）という意味で「望ましくないもの」であると考えた場合、そのユーザは、たとえば、
ユーザ・インタフェース内の特別なボタンをクリックすることにより、メッセージＭ１は
望ましくない（または機密の）ものとしてフラグを付けるべきであることをシステムに対
して示す。任意選択で、第１に総称検出方法を使用して、ユーザがそのメッセージを望ま
しくないものとして識別するのを支援することができる。いずれの場合でも、ステップ４
０２でそのメッセージに「望ましくないもの」としてのフラグを付けるべきであることを
ユーザがシステムに対して示した場合、ステップ４０４でメッセージＭ１のコピーを自動
シグニチャ抽出手順に送信するかまたは入力するかあるいはその両方を行う。任意選択で
、ステップ４０３では、望ましくないものとしてのメッセージの識別をいくつかの方法で
確認することができる。この確認は、許可されたユーザによって行うこともできる。これ
は、限界数のユーザ全員がそのメッセージに望ましくないものとしてのラベルを付けた後
でのみ示される可能性がある。最後に、これは、個別の自動プロセス（たとえば、スパム
を検出するための総称技法を使用するもの）によって行うこともできる。メッセージが望
ましくないものであるという確認が行われた場合、この方法はステップ４０４に継続する
はずである。メール・システムのユーザ自身が望ましくないかまたは機密のメッセージを
識別できるようにすることにより、集中オペレーション・センタにいる専門家への依存状
態が回避される。
【００５１】
　ステップ４０４では、メッセージＭ１を走査して、マスタ・シグニチャ・データベース
Ｄ１に含まれるシグニチャが存在するかどうかを確認する。ステップ４０５でメッセージ
Ｍ１がマスタ・シグニチャ・データベースＤ１内のシグニチャの少なくとも１つを含むと
判断された場合、ステップ４０６でそのメッセージは、そのSigコンポーネントの１つに
一致シグニチャを含む各Clusterに関連する各原型と比較して、Ｄ１内のいずれかの原型
との一致が存在するかどうかを判定する。比較の好ましい方法は、そのメッセージに関す
るHashBlockを計算することと、このHashBlockを各候補原型に関するHashBlockと比較す
ることである。正確な原型一致が見つかった場合（たとえば、ハッシュブロック距離がゼ
ロになると計算された場合）、一致候補のArchetypePtr３２２を使用して、そのフル・テ
キストを検索する。最後に、その原型およびメッセージのフル・テキストが、そのメッセ
ージを原型のインスタンスと見なせるほど十分類似していると見なされた場合、ステップ
４０８で関連CaseData情報３２８をメッセージから抽出し、その原型用のＤ１内のCaseLi
st３２６に追加する。次に制御はステップ４１８に移行する。しかし、ステップ４０６で
正確な原型一致が見つからないかまたはメッセージのフル・テキストがその原型のフル・
テキストと十分に類似していると判定されなかった場合、ステップ４１０で新しい原型が
既存の原型のクラスタと十分に類似しているかどうかについて判定を行い、十分類似して
いる場合はどのクラスタであるかという判定を行う。好ましいことに、そのSigコンポー
ネントの１つに一致シグニチャを含む各Clusterごとに、BeginOffset３１２およびRegion
Length３１４によって示される領域のチェックサムを計算することにより、そのSig３０
６に関連するRegionList３０８内の各RegionData要素３１０をメッセージＭ１と比較し、
そのメッセージ内のその領域のチェックサムがＣＲＣ３１６に記憶されている値に等しい
場合に一致を宣言する。最長RegionLength３１４を有する一致領域を各Clusterごとに決
定する。すべてのCluster内の最長RegionLength３１４が少なくとも指定の限界長に等し
い場合、最長RegionLength３１４を有するClusterは、新しい原型を追加すべき原型クラ
スタとして識別される。したがって、ステップ４１２では、原型データを計算し、それを
（すべての副構造が必須情報で充填された）新しいArchetypeData要素としてこのCluster
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のArchetypeListに追加する。
【００５２】
任意選択で、ステップ４１４では、そのクラスタへの新しい原型の追加を反映するために
、ClusterのSigList３０２を再計算することができる。突合せアルゴリズム（接尾部アレ
イ・ルーチンなど）を使用してすべての原型間で見つかった１つまたは複数の文字シーケ
ンスを識別することができ、図５に関連して以下に詳述するSigListデータの導出は、メ
ッセージ本文全体ではなく、一般的に発生する文字シーケンスのセットにのみ適用するこ
とができる。この方法はステップ４１８に継続する。
【００５３】
ステップ４０５でメッセージＭ１がマスタ・シグニチャ・データベースＤ１内のシグニチ
ャのいずれも含まないと判断された場合またはステップ４１０でいかなる原型クラスタも
新しい原型に十分接近していないと判断された場合、この方法はステップ４１６に継続す
る。ステップ４１６でメッセージＭ１用に新しい原型クラスタを作成し、必須情報を含む
単一のArchetypeData要素を作成してArchetypeList内に入れ、シグニチャと関連データの
セットを計算してSigList内に入れる。最後に、原型Clusterにその固有のClusterIDを割
り当て、そのClusterをマスタ・シグニチャ・データベースＤ１に追加する。SigList内の
シグニチャは、他のメッセージで見つかりそうもない文字シーケンスを選択する自動シグ
ニチャ抽出手順によって自動的に計算される。この手順の好ましい方法に関する詳細につ
いては図５に関連して以下に示す。シグニチャは、そのメッセージ自体またはそのメッセ
ージの前処理バージョンで見つかる複数文字からなるシーケンスまたはより一般的には複
数文字からなるパターンで構成することができる。これには、メッセージ全体またはその
一部分あるいはその両方のチェックサム、そのメッセージの１回または複数回の変換から
導出されるチェックサムまたはその他の圧縮データ・ストリングなどの追加情報が付随す
る可能性がある。この追加情報は、図３に示す各シグニチャに関連するRegionList３０８
に記憶することができる。
【００５４】
最後に、ステップ４１８では、ステップ４０８、４１４、または４１６でマスタ・シグニ
チャ・データベースＤ１に対して適用された更新を反映するために、１つまたは複数の個
別ユーザ・ノードに対応するローカル・シグニチャ・データベースを更新する。これは、
ローカル・データベースがマスタ・シグニチャ・データベースの正確な複製であることを
保証するための標準的なデータベース更新または複写技法を使用するか、あるいは異なる
ローカル・シグニチャ・データベース間で様々になる可能性のある１組の基準に応じてシ
グニチャおよび関連補助データを選択的に送信するかまたは選択的に受信して取り入れる
ことによって達成することができる。
【００５５】
SigListデータの導出
次に、ステップ４１４および４１６で使用する、所与の原型メッセージに関するSigList
データを抽出または計算するための手順の好ましい実施の形態について図５に関連して説
明する。第１に、ステップ５００では、メッセージのコーパス内で選択した限界長より小
さいかまたはそれに等しいすべてのバイト・シーケンスのオカレンスの回数を数える。好
ましい実施の形態では、限界長は３であり、すなわち、１バイト、２バイト、３バイトの
すべてのシーケンス（それぞれ１グラム、２グラム、３グラムという）のオカレンスの回
数を数える。ステップ５０１では、数えたオカレンスの回数をｎグラム度数データベース
に圧縮形式で記憶する。ｎグラム度数データベースは、わずか数メガバイトのデータベー
スを必要とする。このデータベースはそのユーザが受信したアーカイブ対象メッセージか
らなるコーパスから個別に各ユーザごとに計算することができ、あるいは汎用データベー
スは複数のユーザから選別された総称メッセージからなる標準的なコーパスから計算する
こともできる。この汎用データベースは、ユーザ全体にわたって配布することもできる。
また、このデータベースは定期的に更新することもできる。データベースが本来生成され
る場所およびそれが更新される頻度に関する詳細は、シグニチャ抽出手順の残りのステッ
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プに何の関係もない。
【００５６】
ステップ５０２では、そこからシグニチャを抽出すべきメッセージＭ２の本文を分離する
。ステップ５０４では、すべての非英数字を除去し、すべての上段シフト文字をその下段
シフト・バージョンで置き換えることにより（図６を参照）、抽出した本文を「不変」形
式に変換する。次に、ステップ５０６では、典型的なメッセージで見つからない可能性が
高い文字からなる１つまたは複数のシーケンスを識別する。この１つまたは複数のシーケ
ンスは１つまたは複数のシグニチャを構成する。ありそうもない文字シーケンスの識別は
、参照により本明細書に組み込まれ、１９９５年９月１９日に発行された「Methods and 
Apparatus for Evaluating and Extracting Signatures of Computer Viruses and Other
 Undesirable Software Entities」という名称の米国特許第５４５２４４２号（４４２特
許）に記載された方法によって実施することができる。この方法は、本来、コンピュータ
・ウィルス・シグニチャの自動抽出に適用されたものである。メッセージから取られる複
数の候補シグニチャを選択し、ｎグラム度数データベースからのそれぞれのｎグラム統計
について、各候補シグニチャが無作為の普通のメール・メッセージに現れる可能性を推定
するために４４２特許で見られる式を使用してそれらを結合する。普通のメール・メッセ
ージに現れる可能性が最も低い１つまたは複数の候補シグニチャを選択する。
【００５７】
ひとまとめにして考えると、ステップ５０２、５０４、５０６は、図３でSig３０６とい
うラベルが付けられたテキスト・ストリング要素の導出を記述するものである。任意選択
で、Sig３０６に関連するRegionData３１０のリストを計算することによって、偽陽性率
をさらに低減することができる。これは、各導出シグニチャごとに以下の手順によってス
テップ５０８で達成することができる。それぞれがそのシグニチャを含む文字シーケンス
からなる「領域」のシリーズを選択する。好ましい実施の形態では、このシリーズは、シ
グニチャ上のほぼ中心に位置し、シグニチャの長さの約２倍である第１の領域と、第１の
領域を含み、第１の領域のサイズのほぼ２倍である第２の領域と、シリーズ内の最終領域
が変換済みのメッセージ本文全体からなるまでの以下同様の領域からなる。各領域ごとに
、その領域の長さおよびその領域の文字シーケンスのチェックサムとともに、そのシグニ
チャの第１の文字からその第１の文字までのオフセット（通常は負の整数）を記録する。
これらの３つの要素はその領域のRegionData３１０を構成する。チェックサムは、巡回冗
長検査などの都合のよい方法を使用することができ、好ましいことに少なくとも３２ビッ
トにしなければならない。
【００５８】
HashBlockデータの導出
次に、ステップ４１２および４１６で要求されたように所与のメッセージに関するHashBl
ockデータを計算するための方法の好ましい実施の形態について説明する。第１に、メッ
セージ本文を変換する。この変換は、シグニチャ抽出の前にメッセージ本文に対して適用
される変換（ステップ５０４）と同じにするかまたはそれとは異なるものにすることがで
きる。たとえば、HashBlockを計算するために変換済みのメッセージ本文にブランク・ス
ペースを保持すること以外は、これらの変換を同一のものにすることもできる。次に、変
換済みのメッセージ本文を小さい個別ユニットに分割するが、これらのユニット同士はオ
ーバラップする場合もあれば、オーバラップしない場合もある。たとえば、個別ユニット
はいずれも連続５文字のシーケンス（オーバラップする）である場合もあれば、オーバラ
ップしない「ワード」（ブランク・スペースによって区切られた個別ユニット）である場
合もある。オーバラップしないユニットの方が好ましい。各個別ユニットごとに、ハッシ
ュ関数はそのユニットを小さい整数のハッシュ値（たとえば、０～２５５の範囲内）にマ
ッピングする。ハッシュ値カウントのアレイは保たれ、特定のハッシュ値が計算されるた
びに、その値のカウントが１だけ増分される。カウント数の上限が１５に定められている
場合あるいはそれがモジュロ１６で計算される（すなわち、１６で割ったときに、記録さ
れた数が実際の数の剰余になる）場合、各カウントごとに４ビットだけが必要であり、２
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５６通りのハッシュ値からなるアレイはちょうど１２８バイトのHashBlockとして表すこ
とができる。ただし、変更の回数が多すぎなければ、このHashBlockはワードの追加、削
除、再配置に対して相対的に鈍感になることに留意されたい。
【００５９】
シグニチャ・データベースの剪定
マスタおよびローカルのシグニチャ・データベースが無制限に増大するのを防止するため
に、これらのデータベースを定期的に剪定して、最近のインスタンスがまったく報告され
ていないClusterデータを除去することができる。好ましいことに、周期的間隔で（たと
えば、毎日）マスタ・シグニチャ・データベース内の各Clusterを検査する。そのクラス
タ構造内のすべてのRecvTime要素３３４を現在時と比較し、いずれかの指定の日時より最
近のものがまったくない場合、そのCluster全体をマスタ・シグニチャ・データベースか
ら除去する。このクラスタの除去はすべてのローカル・シグニチャ・データベースに連絡
され、このクラスタを含むものはどれでもそれを除去することができる。
【００６０】
シグニチャ走査
本発明のシグニチャ走査段階では、１人または複数のユーザのメッセージを走査して、望
ましくない（または機密の）ものとしてラベルが付けられた特定のメッセージが存在する
可能性があるかどうかを確認する。数百人、数千人、または数百万人ものユーザを本発明
によって保護することができるが、個別の「第２のユーザ」に焦点を合わせることが最も
都合のよいことである。この走査手順ではローカル・シグニチャ・データベースを使用す
るが、これは新しい望ましくないメッセージが他のユーザによって発見されるにつれて引
き続いて更新され、特定のユーザに固有のものにするかまたは複数ユーザによって共用す
ることができる。この走査は、定期的に行うか、あるいはユーザによる要求または何らか
の他の事象（最後の走査以降にローカル・シグニチャ・データベースが更新されたという
通知など）に応答して行うことができる。さらに、この走査は、様々なユーザについて様
々な時期に様々な状況で行うことができる。メッセージが電子メールである典型的な場合
には、走査は好ましいことにユーザの受信箱内の項目にのみ適用されるが、ユーザがその
ように希望する場合には他の指定のフォルダにも適用することができる。
【００６１】
　走査手順の好ましい実施の形態について図６に関連して説明する。ステップ６０２では
、走査すべきメッセージＭ２の本文を抽出する。次にステップ６０４では、メッセージ本
文をステップ５０４で適用されたものと同じ不変形式に変換する。ステップ６０６では、
メッセージ本文の不変形式を走査して、ローカル・シグニチャ・データベースＤ２に含ま
れるシグニチャのいずれかとの正確な一致または接近した一致があるかどうかを確認する
が、このデータベースＤ２は１つまたは複数のマスタ・シグニチャ・データベース内のCl
usterデータ構造の全部または一部から構築されたものである。いかなるシグニチャも見
つからない場合、メッセージは望ましくない（または機密の）ものと見なされないので、
プロセスは終了する。
【００６２】
しかし、ステップ６０６で１つまたは複数のシグニチャが見つかった場合、ステップ６０
８で関連のRegionData要素３１０に含まれる補助情報を使用して、１つまたは複数の既知
の望ましくないメッセージに対する一致度を査定する。具体的には、メッセージに現れる
各シグニチャSig３０６ごとに、Sig３０６が現れるすべてのClusterを順に検討する。こ
のような各Cluster３００ごとに、Sig３０６に関連するRegionList３０８を検討する。第
１に、走査したメッセージ内の対応する領域のチェックサムを計算することにより、最大
RegionLength３１４を有するRegionData要素３１０を検査する。チェックサムがこのRegi
onData要素３１０に関するＣＲＣ３１６と一致する場合、RegionData要素３１０および関
連のClusterIDをBestRegionDataElementsというリストに追加し、次のClusterを検討する
。チェックサムが一致しない場合、次に長いRegionLength３１４を有するRegionData要素
３１０を同じ方法で比較し、一致チェックサムが見つかるまで以下同様に比較する。Regi
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onData要素３１０間に一致チェックサムがまったく存在しない場合、そのシグニチャ自体
および関連のClusterIDをBestRegionDataElementsリストに追加し、次のClusterを検討す
る。
【００６３】
ステップ６１０では、局所性保存ハッシュ関数を使用して、走査したメッセージのHashBl
ockを計算する。走査したメッセージのHashBlockを、ステップ６０６で見つかった一致シ
グニチャの１つを含む各ClusterのHashBlockと比較し、このような各Clusterごとに類似
性を計算する。この類似性の計算では妥当な測定基準を使用することができる。２つのHa
shBlock（Ｈ１およびＨ２）に関する好ましい類似性測定基準では、それぞれを２５６要
素のアレイとして扱い、それぞれの要素は４ビットとして表され、アレイ要素間の差の絶
対値を合計する。すなわち、類似性Ｓは以下の式によって示される。
【数１】

【００６４】
これは、アレイ要素の上限が１６に定められている場合である。その代わりとして、以下
の式によって示される。
【数２】

【００６５】
これは、アレイ要素がモジュロ１６で記憶される場合である。
【００６６】
ClusterIDおよび類似性ＳをHashBlockSimilarityというリストに追加し、ステップ６０６
で見つかった一致シグニチャの１つを含むClusterがこれ以上存在しなくなるまで、次のC
lusterを検討する。
【００６７】
ステップ６１２では、ステップ６０８から導出したBestRegionDataElementsリストと、ス
テップ６１０から導出したHashBlock類似性リストと、１組のユーザ・プリファレンスと
を組み合わせて、一致の程度またはレベルを決定する。ユーザ・プリファレンスは、Hash
Block類似性に関する１つまたは複数のしきい値と、RegionLength３１４に関する１つま
たは複数のしきい値と、BestRegionDataElementsリストおよびHashBlockSimilarityリス
トで参照されるClusterのMsgDataコンポーネントの様々な態様に関する条件とで構成する
ことができる。典型的な応用例では、ユーザ・プリファレンスは、選択した場合は高度な
ユーザによって指定変更が可能な何らかのデフォルト設定に設定することができる。
【００６８】
明示的な一例として、完全、高、中、低という４通りの別々の一致レベルがあると想定す
る。この場合、ユーザ・プリファレンスの妥当なセットとしては以下のものが考えられる
。完全と見なすべき一致レベルの場合、それに関するHashBlock類似性距離がゼロであり
、そのCluster用のMsgList内の少なくとも２人のユーザがそのユーザと同じＥメール・ド
メイン内のRecvID３３２を有するようなClusterが存在しなければならない。そうではな
い場合、高と見なすべき一致レベルの場合、それに関するHashBlock類似性距離が５未満
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であるかまたはBestRegionDataElements内の最長領域長が少なくとも５００文字であり、
そのCluster用のMsgList内の少なくとも２人のユーザがそのユーザと同じＥメール・ドメ
イン内のRecvID３３２を有するようなClusterが存在しなければならない。そうではない
場合、中と見なすべき一致レベルの場合、それに関する最長領域長が少なくとも１００文
字であり、そのMsgList内に少なくとも２人の別々のユーザが存在し、ドメインまたは他
の特徴に関する制限がまったくないようなClusterが存在しなければならない。そうでは
ない場合、一致レベルは低と見なすべきである。
【００６９】
ステップ６１４では、ステップ６１２で決定した一致レベルに対してそのユーザのプリフ
ァレンスのセット内のもう１組の規則を適用して、適切な応答を決定し、実施する。適切
な応答としては、メッセージを自動的に削除すること、ユーザの受信箱内でのその外観を
変更すること（たとえば、それに注釈を付けるかまたはカラー化することによる）、それ
を特別なフォルダ内に記憶することなどを含むことができる。たとえば、一致レベルが完
全である場合、ユーザは、そのメールが自動的に削除されるはずであると示すことができ
、一致レベルが高である場合、そのメールは特別な「推定スパム」フォルダ内に置かれる
はずであり、一致レベルが中である場合、受信箱内に現れるメールの要約は緑色でカラー
表示されるはずであり、メッセージ本文の前には、そのメッセージが望ましくないメール
の既知のインスタンスに密接に関連すると思われる理由を示す簡単な説明が付けられるは
ずである。また、ユーザのプリファレンスは、その一致レベルにかかわらず、望ましくな
いものと見なすべきではない特定のメッセージ（その管理者またはその企業の最高経営責
任者から送信されたものなど）も指定することができる。
【００７０】
任意選択で、望ましくないメッセージが発見された場合、ステップ６１６ではその望まし
くないメッセージの新しいインスタンスに関する情報によってマスタ・シグニチャ・デー
タベースを更新することができる。この更新は、発見時に行われる場合もあれば、あるい
はそのメッセージが望ましくないものであることをユーザが確認した後でのみ行われる場
合もある。たとえば、完全な一致の場合、この情報は、望ましくないメッセージに関する
CaseData３２８（すなわち、送信側および受信側のＩＤならびに受信時刻）で構成するこ
とができる。この情報は、ローカルで抽出して、マスタ・シグニチャ・データベースの所
在地に送信することもでき、そこに取り入れられるはずである。一致レベルが高または中
の場合、メッセージ全体がマスタ・シグニチャ・データベースの所在地に送信される可能
性があり、それがステップ４０４でシグニチャ抽出段階に入り、そこで新しい原型を作成
してそれを適切な原型クラスタに入れようという試みが行われるはずである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の教示を実施するためのコンピュータ・システムのブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態が適用されるシステム環境の概略図である。
【図３】本発明の一実施の形態のシグニチャ・データ構造の概略図である。
【図４】本発明の一実施の形態のシグニチャ抽出段階の流れ図である。
【図５】本発明の一実施の形態のシグニチャ抽出手順の詳細の流れ図である。
【図６】本発明の一実施の形態のシグニチャ走査段階の流れ図である。
【符号の説明】
１０　システム
１２　システム・バス
１４　中央演算処理装置（ＣＰＵ）
１５　シグニチャ抽出モジュールおよび走査／フィルタ・モジュール
１６　ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）
１８　端末制御サブシステム
２０　ディスプレイ装置
２２　手動入力装置
２４　ハード・ディスク制御サブシステム
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２６　回転固定ディスクまたはハード・ディスク
２８　フロッピー・ディスク制御サブシステム
３０　フロッピー・ディスク・ドライブ
３２　通信サブシステム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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