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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スパムメッセージを分類及びブロックするように電子メッセージを処理するメッセージ
配信システムであって、
　a）複数の文字及び数字を生じさせるパスワード生成部と、
　b）前記パスワード生成部により生成された応答許可キーを含む第一のパスワードフィ
ールドであって、該応答許可キーは、当該メッセージ配信システムにより一意に識別され
かつ送信者に個別に割り当てられている、第一のパスワードフィールドと、
　c）前記応答許可キーを送信者に配信するメール処理部と、
　d）リモートメッセージサーバーにメッセージを保存するために伝送許可キーが必要な
場合に、該リモートメッセージサーバーが当該メッセージ配信システムのユーザーへ配布
した前記伝送許可キーを含む第二のパスワードフィールドと、
　e）セキュリティ環境において、前記送信者のために新しい応答許可キーを再生成する
オペレーションディバイスと
　を有し、前記応答許可キーは、前記送信者からの着信メッセージをスパムメールではな
いと指定するのに必要であり、当該メッセージ配信システムは、前記第一及び前記第二パ
スワードフィールドにある複数のパスワードキーを有する許可パケットを前記リモートメ
ッセージサーバーへ伝送する、メッセージ配信システム。
【請求項２】
　前記ユーザーからのアウトバウンドメッセージの前記許可パケットに含まれる前記応答
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許可キーと前記伝送許可キーは、順番に並んだパスワードにより形成され、前記ユーザー
への着信メッセージにおける前記応答許可キー及び前記伝送許可キーは、前記伝送許可キ
ーを有する第一のパスワード位置及び前記応答許可キーを有する前記第二のパスワード位
置に関し、位置が逆になるよう入れ替えられ、前記第二のパスワード位置に存在するキー
を使って、当該メッセージ配信システムが前記着信メッセージを受け入れることを確認す
る、請求項１に記載のメッセージ配信システム。
【請求項３】
　当該メッセージ配信システムが複数のマスターパスワードを含む着信メッセージを受け
入れ、前記マスターパスワードの各々は、後続の全てのメッセージ伝送において、前記パ
スワード生成部によって生成された新しい応答許可キーと自動的に交換され、前記応答許
可キーは、送信者各々に固有に決められており、前記リモートメッセージサーバーは、前
記応答許可キーを当該メッセージ配信システムから受信した後、セキュリティ上の理由で
、前記マスターパスワードを削除する、請求項１に記載のメッセージ配信システム。
【請求項４】
　前記応答許可キーは第一要素及び第二要素を含み、前記第一要素は着信メッセージを複
数の異なるグループに分類するための固有のグループ名であり、前記第二要素は固有に識
別可能に各メッセージ送信者に割り当てられている、請求項１に記載のメッセージ配信シ
ステム。
【請求項５】
　当該メッセージ配信システムは、チャレンジ・レスポンス検査を行い、前記応答許可キ
ーを前記送信者に発行する、請求項１に記載のメッセージ配信システム。
【請求項６】
　当該メッセージ配信システムが前記応答許可キーの画像を前記送信者へ配信する、請求
項１に記載のメッセージ配信システム。
【請求項７】
　サービス及び広告の要請に関し、サーチ環境における前記メッセージ配信システムの前
記ユーザーから提供されたショッピングリストを更に含む、請求項１に記載のメッセージ
配信システム。
【請求項８】
　望まれないスパムメッセージを排除する一方、所望のサービス及び広告を照合する検索
処理を行うように電子メールを処理するメッセージ配信システムであって、
　a)複数の文字と数字を生じさせるパスワード作成デバイスと、
　b)前記パスワード作成デバイスによって生成された応答許可キーを含む第一のパスワー
ドフィールドであって、該応答許可キーは、当該メッセージ配信システムによって固有に
識別可能でありかつ送信者に固有に割り当てられている、第一のパスワードフィールドと
、
　c)前記応答許可キーを前記送信者に配信するメール処理部と、
　d)リモートメッセージサーバーにメッセージを保存するために伝送許可キーが必要な場
合に、該リモートメッセージサーバーが当該メッセージ配信システムのユーザーへ配布し
た伝送許可キーを含む第二のパスワードフィールドと、
　e)複数のメッセージ通信ユーザーに属するサーチ環境において使用されるショッピング
リストと
　を有し、当該メッセージ配信システムは、前記第一及び第二のパスワードフィールドに
ある複数のパスワードキーを有する認証パケットを、関心のある個々のユーザーへ送信す
る、メッセージ配信システム。
【請求項９】
　当該メッセージ配信システムが複数のマスターパスワードを含む着信メッセージを受け
入れ、前記マスターパスワードの各々は、後続の全てのメッセージ伝送において、前記パ
スワード作成デバイスによって生成された新しい応答許可キーと自動的に交換され、前記
応答許可キーは、送信者各々に固有に決められており、前記リモートメッセージサーバー
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は、前記応答許可キーを当該メッセージ配信システムから受信した後、セキュリティ上の
理由で、前記マスターパスワードを削除する、請求項８に記載のメッセージ配信システム
。
【請求項１０】
　前記応答許可キーは第一要素及び第二要素を含み、前記第一要素は着信メッセージを複
数の異なるグループに分類するための固有のグループ名であり、前記第二要素は固有に識
別可能に各メッセージ送信者に割り当てられている、請求項８に記載のメッセージ配信シ
ステム。
【請求項１１】
　当該メッセージ配信システムは、チャレンジ・レスポンス検査を行い、前記応答許可キ
ーを前記送信者に発行する、請求項８に記載のメッセージ配信システム。
【請求項１２】
　サービス及び広告と共に使用する支払いシステムを更に有する、請求項８に記載のメッ
セージ配信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コミュニケーションネットワークにおける電子メッセージングの管理、すな
わちメールの受信管理、望まれないスパム（迷惑）メールをフィルタリングする方法に関
係する。
【背景技術】
【０００２】
　スパムメールは、読み取りおよび受信メールの並べ替えに貴重な時間を費やす必要が生
じるので読み手（受信者）にとって、大きな問題となっている。
【０００３】
　他の有用なメールからスパムメールを隔離し、ユーザーの要望に応じてメールボックス
に入ったその他の迷惑、不正な多数のメールを選択的にブロックする方法を兼ね備えるこ
とが望ましい。
【０００４】
　2008年11月4日および2007年3月20日にそれぞれ発行された米国特許7,447,744および7,1
94,515は、電子メールメッセージの信憑性を受信者に確認し、フォローアップのためのチ
ャレンジメッセージを送信するための方法とシステムを説明している。メール送信後、送
信側はすでに立ち去っている可能性、もしくは確認のための早急なフォローアップの要求
に失敗する可能性がある。込み合った状態のサーバーシステムではメールの処理に時間が
かかる可能性もある。メールはインターネット接続の途切れと混雑が原因で頻繁に遅れる
可能性がある。メール処理の遅延は、受信の遅延にも繋がる。ユーザーにとって、遅れて
届いたメールが意味をなさないこともあるだろう。
【０００５】
　2001年7月24日に発行された発行番号6,266,692の米国特許は、メールがユーザーに配信
できるように有効なパスコートの送信を選択して提供する方法を開示している。メールメ
ッセージに含まれるパスコードは、使用者のデータベースと照らし合わせ、一致するもの
かどうかが確認される。ただし、これは送信者がメールを送信する許可のための正式な要
請を行うような特別な場合以外での、有効なパスコードを習得するための方法について、
詳細を説明していない。
【０００６】
　2007年5月8日に発行された米国特許第7,216,233は送信するメールコンテンツに組み込
まれたディジタル署名を開示している。署名がメール内に存在する場合、メールの優先度
を決定するためのアプリケーションソフトウェアが使用される。ディジタル署名中にエン
コードされているアサートされたアクセスレベルに応じてメールは選別される。メールの
ディジタル署名に示されているのと同じ又は高いアクセスレベルを有する受領者宛に、メ
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ールが配信される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第7,447,744号明細書
【特許文献２】米国特許第7,194,515号明細書
【特許文献３】米国特許第6,266,692号明細書
【特許文献４】米国特許第7,216,233号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　先行技術で公開提案されたメールサーバーの一部は、メールヘッダーにパスコードキー
を含めている。パスコードキーはデータの送信時に、誤って開示されたり漏洩する可能性
がある。全ての個人にパスコードキーを再発行し管理する作業は、ユーザーにとって時間
の浪費を要する。
【０００９】
　従来のデバイスで提案された手法は通常、メールの受信側のメールサーバーに適用され
る。先行技術でのメールシステムの限界と問題点を克服するためには、複数のメールシス
テム間での双方向の通信方式が望ましい。
【００１０】
　本発明の課題は、メールを利用するユーザの時間を浪費してしまう従来の問題を少なく
とも軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によるメッセージ配信システムは、
　スパムメールをソーティング及びブロックするように電子メッセージを処理するメッセ
ージ配信システムであって、
　ａ）複数の文字や数字を生成するためのパスワード生成部と、
　ｂ）前記パスワード生成部で生成された応答許可キーを含む第一のパスワードフィール
ドであって、前記応答許可キーは、前記メッセージ配信システムに特有であり、送り主に
個別に割り当てられている、第一のパスワードフィールドと、
　ｃ）前記伝送許可キーがメッセージを前記リモートサーバーに保存するのに必要な場合
に、リモートメッセージサーバーが当該メッセージ配信システムのユーザーへ配布した伝
送許可キーを含む第二のパスワードフィールドと、
　ｄ）セキュリティ要求の厳しい環境において、新しい応答許可キーを前記送り主のため
に再生成するためのオペレーションディバイスと
　を有し、前記応答許可キーは、前記送り主からの着信メールをスパムメールではないと
指定するのに必要であり、当該メッセージ配信システムは前記第一及び前記第二パスワー
ドフィールドに複数のパスワードキーがある許可パケットを前記リモートメッセージサー
バーへ伝送する、メッセージ配信システムである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の好適な実施形態のフロートチャートを示す。
【図２】メールサーバーのスステムによって表示許可パケットの内容を示す。
【図３】メールのメールヘッダー内のパスワードキーのエントリーを表示する。
【図４】コード３キーとコード４キーによって示されるサービスおよび、広告の有用性を
示す。
【図５】メールサーバーシステムへの受信メールの形式を示す。
【図６】メールサーバーシステムからの送信メールの形式を示す。
【図７】ウェブブラウザを介入してアクセス許可キーを取得するものによって開始された
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インタラクティブなセッションを示す。
【図８】インタラクティブなチャレンジレスポンス検査中に文字の英数字、一連の絵のイ
メージを示す。
【図９】回答ボックスで送信者によって答えられることがありうる多項選択式問題を示す
。そして、
【図１０】多くのメールヘッダーと本文を持つサンプルメールメッセージを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　メールサーバーはアカウントパスワード及びマスターパスワードによりユーザーを許可
する。マスターパスワードは送信側がメールを送信することを可能にする。そのマスター
パスワードは送信者を一意に識別するために生成された応答キー(authorized-to-reply　
key)によって置き換えられる。また、マスターパスワードは不正な使用を回避するために
、削除されるか、もしくは修正される。
【００１４】
　送信パケット内の特定の位置にあるアクセス許可キーは、メールシステム間の双方向の
メール交換の為に用いられる。伝送許可キーは、目的のメールシステムがメールを受け付
けることを証明するための認可されたアクセスキーである。メールサーバーは、メールを
受け取る前に、伝送システム内の特定の箇所に、有効なアクセスキーがあるかを調べる。
先行技術と異なり、２つのパスワードキー、すなわち応答許可コード１キーおよび伝送許
可コード２キーがメール調整システム間でのメール交換のために組織的かつ一貫した方法
で使用されている。
【００１５】
　メールユーザーがオペレーションコマンドフラグをオンおよびオフにすることで、スパ
ム対策モードと非スパムモード間の切り替えを容易に行うことができる。これは多くの新
しい送信者が予想される場合に便利である。復元モードは、セキュリティを意識した環境
において、少なくとも新しい応答許可キーを再作成するのに利用可能である。
【００１６】
　マスターパスワードの過半数は異なった送信者のグループに割り振られる。マスターパ
スワードと置き換えるために後で作られた応答許可キーは、区分け（分類、ソート又は仕
分け）のため、固有のグループ識別子を含んで細分化される。表示用の固有のグループ画
像又はピクチャ(unique　group　picture)が特定のグループに割当られる。
【００１７】
　メールサーバーシステムは、差出人不明送信者へウェブ登録を介して、応答許可キーを
取得する一般に利用しやすい方法を提供する。特有のアクセスキーはインタラクティブな
チャレンジ検査が成功した後に与えられる。
【００１８】
　ユーティリティプログラムは、メールシステム間でデータパケットを送信する際の複数
の所望のサービス及び広告を探索及び照合する。サービスや広告の利用の可能性はコード
３キーとコード４キーに含まれる。サービスを提供する申し入れ(オファー)とサービスを
求めている者との間に合意又は合致が生じると、通知がなされる。
【００１９】
　既存のメールシステムとの互換性のため、メールヘッダーにパスワードキーを挿入する
様々な可能なメールフォーマットが示される。全てのメールシステムがパスワードキーの
使用に適応している場合や、パスワードキーがバックグラウンドで処理される場合、パス
ワードキーは表示されなくてもよい。ユーザーの介入なしにメールシステムによって、自
動的にパスワードキーが生成及び挿入される。現在のメールシステムがパスワードキーの
挿入のための余分なメールヘッダーを提供しない場合、修正されたメールヘッダーのフォ
ーマットが送信の際に未知の送信者用に使用される。
【００２０】
　サーバーは、メールが送信者に届けられるルーティング経路に応じてメールを様々な認
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証レベルに分類する。そして、メールは最終的にユーザーに配信される。
【００２１】
　本発明の目的は、メールシステム間で交換するメール用の認可されたアクセスキーを固
有に定義することである。応答許可パスワードキーと伝送許可パスワードキーは共に、メ
ール送信者と彼/彼女の送り先(宛先)各々にとって固有に定義されて生成される。どちら
のパスワードキーも他のユーザーは使用できない。メールシステムは、ユーザーから要求
されている最小限の介入で、バックグラウンド処理において、全てのパスワードのトラン
ザクションを処理する。
【００２２】
　本発明の目的は、送信者がウェブ登録およびインタラクティブな応答セッションを完了
した後、ユーザーに連絡することを希望する未知の送信者に合理的なアクセス権を提供す
る一方、スパムメールの数を制限することである。
【００２３】
　本発明の目的は、メールユーザーにとって関心のある予め選択されたアイテムを送信す
るチャンネルを、商業広告主に提供することである。商業広告は、ユーザーのニーズに合
わせて個別具体的に合わせられる。メールユーザーは、広告を受信して支払いを選択して
もよい。更に、メールユーザーは、他者とって関心があるかもしれない様々な事柄につい
ての彼/彼女の専門知識や情報を提供してもよい。
【００２４】
　本発明の目的は、既知の送信者のメールアドレスを偽造したスパマー(スパムメールの
送信者)からのスパムメールを分析およびブロックするために、送信者のメールの過去の
履歴を表示することである。スパム対策メールサーバシステムは、複数の画像が様々なグ
ループに関連付けられている便利なユーザフレンドリなフォーマットで到来するユーザの
メールを分類(ソート又は仕分け)及び表示する。
【００２５】
　本発明の目的は、マスターパスワードを簡易に管理する方法を提供することである。マ
スターパスワードは、もはやそれほど機密性及び重要性が高くはなく、マスターパスワー
ドの不注意による漏洩又は公表があったとしても不利な結果を受けたり以後復旧に時間を
浪費したりしなくて済む。通常のメールの処理動作の場合、マスターパスワードは、後続
の全てのメール処理において、送信者各自に固有に割り当てられたアクセスキーによって
置き換えられる。そして、ユーザーは、別のドメインネームのレベルでスパムサイトをブ
ロックし、意図的にマスターパスワードを変更または削除する。
【００２６】
　本発明のこれらの利点およびこの他の利点は、添付の画像の参照および後述の実例の具
体的詳細説明により、当業者には明らかであろう。図中同様な参照記号は同様な要素を示
す。
【実施例１】
【００２７】
　図１で示されるように好適実施例においては、メールサーバーシステム（１０）は、ア
カウントパスワードと共に、以下のフォーマットでパーソナライズされた電子メールアド
レス（１４）を用いてメールユーザー１２を認可又は許可する：
　account-name@mail-server-address/master-password　16
（アカウント名＠メールサーバーアドレス／マスターパスワード（１６））
ここで、記号「／」（１７）はセパレーターである。
【００２８】
　メールの処理動作において、電子メールアドレス（１４）の内部又は本質的な完全なフ
ォーマット(internal　full　format)は、アカウント名＠メールサーバーアドレス／パス
ワードキー（１８）であり、パスワードキー（１８）はコード１、コード２、コード３、
さらにコード４を含む。
【００２９】
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　以下では単純にするために、メールサーバーシステム（１０）は、コード１キー（２０
）及びコード２キー（２２）双方の初期値を「１２３」に設定するとする。認証パケット
（２３）はコード１キー（２０）とコード２キー（２２）を含む。コード３（２４）とコ
ード４（２６）は、以下で説明される実際のデータパケットである。
【００３０】
　オペレーションコマンドフラグ（２８）がメールユーザーによってオフにされている場
合、メールサーバーシステムは、他のメールシステムからの任意のコード１キーを受け入
れ、マスターパスワード（１６）は無視される。メールサーバーシステム（１０）は、非
スパム状態であると判断され、コード１キー（２０）の任意の値と共にタグが付された全
ての着信メールが許可される。スパムフィルター（３０）はメールシステム（１０）に適
合するように含まれる。ディセーブルフラグ又は禁止フラグ　“オフ”（３１）は、スパ
ムフィルター（３０）をオフにする。ある種のスパムフィルターは、新しい送信者（３２
）によって送られたメールをスパムフォルダー（３４）に蓄積してしまうおそれがあるこ
とが分かっている。これは、メールサーバーのシステムにおいて望ましいことではない。
【００３１】
　複数のメールヘッダ（３８）を有するメール（３６）が、リモートメールサーバーシス
テム（４０）から送信者（３２）によって送信されると、メールサーバーシステム（１０
）は送信者の電子メールアドレス（４４）を記録する。所定の期間が経過しかつメール（
３６）がスパムメールとして分類されなかった場合、コードジェネレーター（４８）はコ
ード１キー（２０）と呼ばれるパスワードキーを生成する。コードジェネレーター（４８
）によって生成された複数のランダムな文字及び数字で構成されたコード１キー（２０）
は、送信者の電子メールアドレス（４４）及びメールユーザーの電子メールアドレス（１
４）に特有である。コード１キー（２０）は、メール（３６）が既に読まれた後に削除さ
れた場合でも、リモート送信者のメールシステム（４０）に発行される。リモートメール
サーバーシステム（４０）は、コード１キー（２０）を後の通信のために応答許可キー(a
uthorized-to-reply　key)として記録する。
【００３２】
　メールユーザー（１２）からのアウトバウンドメール（５０）各々について、コードジ
ェネレーター（４８）により生成された応答許可コードキー１（２０）は、挿入プロセス
ステップ（５３）において、リモート受取人（５２）へのアウトバンドメール（５０）に
同伴する。伝送認可キー、すなわち受信者（５２）へのアウトバウンドメール（５０）の
送信を許可するためにリモート受信者のメールサーバシステム（５４）が与えたコード２
キー（２２）は、リモートメールサーバーシステム（５４）がメール（５０）を受信する
ためのアクセスキーである。リモート受信者のメールサーバーシステム（５４）が、スパ
ム対策モードでなかった場合、コード２キー（２２）の値は「１２３」である。
【００３３】
　メールを読み取るまたは作成するユーザ（１２）が利用するメーラー（５６）は、アウ
トバウンドメール（５０）で指定された特定の受信者の名前を、許可送信者リスト（５７
）へ追加することをサーバー（１０）へ指示する。
【００３４】
　一定の期間の後、メールユーザー（１２）はオペレーションコマンドフラグ（２８）を
「オン」状態に設定するためにアカウントパスワードを使用する。これでメールサーバー
システム（１０）はスパム対策モードであると言える。ウェブ登録（５８）の手段による
場合を除いて、以後のメールは受け付けない旨の折り返し通知を出すことで、新たな送信
者（３２）からのメール（３６）が受け取れられるように、例えば一ヶ月間の猶予期間が
選択されてもよい。これでスパム対策メールサーバーシステム（１０）は、以下の説明に
従って、全ての受信メール（３６）の仕分けとグループ分け操作に入ることができる。
【００３５】
　メール（３６）内の応答許可コード１キー（２０）をマスターパスワード（１６）へと
設定する任意の送信者（３２）からの全てのメール（３６）は受け入れられる。また、送
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信者（３２）は（送り主の）伝送許可コード２キー（２２）をメール（３６）に添付する
。メールサーバーシステム（１０）のコードジェネレーター（４８）は自動的に新しいコ
ード１キー（２０）を作成する。コード１キー（２０）は、送信者（３２）と後続の全て
のメールのやり取りで、マスターパスワード（１６）を置き換える。新しいコード１キー
（２０）は、送信者のメールサーバーシステム（４０）に蓄積される。また、新しいコー
ド１キー（２０）は、メールユーザー（１２）から送信された全ての回答メールに添付さ
れる。コードジェネレーター（４８）によって生成されるコード１キー（２０）は、送り
主の電子メールアドレス（４４）に固有かつ一意であるため、他人が同じコード１キー（
２０）を使ってメールユーザー（１２）へメールを送信するのは不可能である。
【００３６】
　図２はメールシステム間でメール（３６）が送信される場合のパスワードキーの場所を
示している。メール（３６）から運ばれた認可パケット（６６）は複数のパスワードキー
で構成されている。各々のパスワードキーはパスワードフィールド（６８）を占める。パ
スワードフィールドの場所は第一のパスワードフィールド（７０）、第二のパスワードフ
ィールド（７２）、第三のパスワードフィールド（７４）、そして第四のパスワードフィ
ールド（７６）として特定される。アウトバウンドメール（５０）の場合、パスワードキ
ーはコード1（２０）、コード２（２２）、コード３（２４）、そしてコード４（２６）
であり、一連の順序で連続的に並んでおり、順に、第一のパスワードフィールド（７０）
、第二のパスワードフィールド（７２）、第三のパスワードフィールド（７４）、そして
第四のパスワードフィールド（７６）を占めている。
【００３７】
　第一のパスワードフィールド（７０）、第二のパスワードフィールド（７２）、第三の
パスワードフィールド（７４）、そして第四のパスワードフィールド（７６）の中に存在
するデータはそれぞれ異なる役割を果たす。それぞれの場所にあるデータの役割は、順に
、応答許可の処理（７７）、伝送許可の処理（７８）、コード３データ、そしてコード４
データのためのデータである。
【００３８】
　リモートメールサーバーシステム（４０）が返信メール（３６）を送信する場合、返信
メール（３６）におけるパスワードキーの配置が変わる。図２に示されているように、リ
モートメールサーバーシステム（４０）から送信された到来する返信メール（３６）にお
けるコード１キー（２０）及びコード２キー（２２）は、アウトバウンドメール（５０）
と比べると、配置が交換されている。つまり、二つのキー（２０）と（２２）の順序が逆
になっている。受け取った返信メール（３６）のパスワードフィールドにおけるパスワー
ドキーの順番は、許可パケット（６６）において、コード２キー（２２）、コード１キー
（２０）、コード３キー（２４）、コード４キー（２６）である。
【００３９】
　リモートメールサーバーシステム（４０）は返信メール（３６）を送信し、許可パケッ
ト（６６）の第二のパスワードフィールド（７２）に、コード1キー（２０）（前もって
、メールユーザーのメールサーバーシステム１０において与えられた回答許可キー）を配
置する。コード1キー（２０）はこの時、第二のパスワードフィールド（７２）を占め、
伝送許可キーになり、メールユーザーのメールサーバーシステム（１０）が返信メール（
３６）の受け入れることを保証する。
【００４０】
　同様に、リモートメールサーバーシステム（５４）又は（４０）によって生成及び配布
され、到来するメール（３６）内の認可パケット（６６）において第一パスワードの位置
（７０）を占めるコード２キー（２２）は、ユーザーのメールサーバーシステム（１０）
によって、全ての返信（アウトバウンド）メール（５０）の処理の際に、伝送許可処理キ
ーとして後に使用される。コード２キー（２２）はメール（５０）のアウトバウンドオペ
レーション内において、第二のパスワードフィールド（７２）を占める。
【００４１】
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　メール処理動作において、メールサーバーシステム（１０）及びリモートサーバーシス
テム（５４）又は（４０）は、受信メールが受け入れられる前に、許可パケット（６６）
の特定の位置にある有効な認可アクセスコードを探す。上記の例の場合、許可パケット（
６６）が目的のメールサーバーシステムとして提示される場合、許可パケット（６６）内
の第二パスワードフィールド（７２）が選ばれ、メール（３６）の蓄積を許可するのに必
要なアクセス許可コードのある特定の位置として指定される。
【００４２】
　アクセス許可コードは、ユーザーのメールサーバーシステム（１０）から送られるアウ
トバウンドメール（５０）の中にあるコード２キー（２２）である。返信された受信メー
ル（３６）がメールサーバーシステム（１０）に届き、メールシステム（１０）がメール
（３６）を受け入れるためには、アクセス許可コードは、許可パケット（６６）の第二パ
スワードフィールド（７２）に移されたコード１キー（２０）である。というのは、コー
ド１キー（２０）がメールユーザー（１２）自身によって、ユーザー（１２）と連絡を取
る許可のために前もって渡していたものだからである。
【００４３】
　許可パケット（６６）の伝送のため、一貫性のある形式（フォーマット）を有すること
が好ましい。他の形式（フォーマット）も可能ではある。例えば、固有のパスワード識別
子（７９）は、アクセス許可コードが送信される場合にパスワードキーの前に付加される
。伝送許可キーの位置は、連動するメールシステム（１０）、（５４）及び（４０）の間
での事前の取り決めに基づいている。
【００４４】
　すべての既知の送信者（３２）及び受信者（５２）は、この時点で、図１のメールユー
ザーのマスタデータベース（８０）に登録されている。必要なすべてのキー、応答許可キ
ー及び伝送許可キーは、生成されるか、もしくは、メールユーザーのメールサーバーのシ
ステム（１０）およびリモートのメールサーバーシステム（４０）、（５４）へ蓄積され
る。すべてのメールユーザーは問題なくメールサーバーシステム間でのメールを交換する
ことができる。第二のパスワードフィールド（７２）で不適切な伝送許可パスワードキー
（７８）を有する如何なるメールも、「スパム」としてマークされ、そのメールは図１の
スパムメールフォルダ（３４）に仕向け直される。また、スパムメールは、メールユーザ
（１２）により設定された方針に応じて、拒否されてもよい。
【００４５】
　メールシステムはこの時点で、二つのパスワードキー（すなわち、メール交換の双方向
通信ネットーワークにおける応答許可キーと伝送許可キー）を使用している。メールの配
信時に同時伝送の二つのパスワードキーを有する上記の構成は、効率的で好ましい。また
、パスワードキーを暗号化する必要はない。これらの暗号化されていない保護されていな
いキーは大抵十分である。というのは、これらの特徴的に定義されているキーは、メール
ユーザー（１２）、受信者（５２）、そしてユーザー（３２）各々に特有だからである。
他のユーザーは、たとえパスワードキーがネットワークスニファー(sniffer)により不正
に入手されたとしても、パスワードキーを再利用することはできない。偽物のユーザーを
ブロックするための方法については後述する。これらのパスワードキーはセキュリティー
を意識した環境において、必要に応じて定期的又は周期的に生成されてもよい。
【００４６】
　いくつかの受信メール（３６）は多数のアドレスを含むメールヘッダーを有する。メー
ルユーザー（１２）は、コードジェネレーター（４８）が、リモートメールサーバーシス
テム（４０）、（５４）に送られる全ての応答許可キーを自動的に生成できるようにする
設定を選ぶ。さらに、ディフォルトとして一時的にグループ（１）、グループ（２）等と
名付けられたグループキーがアドレスに割り当てられる。
【００４７】
　メールユーザー（１２）が多数の新しいメール送信者（３２）を想定しているとき、メ
ールユーザー（１２）は一時的にオペレーションコマンドフラッグ（２８）を「オフ」状
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態に設定する。全てのメール（３６）は許可され、送信者（３２）が認められる場合、メ
ールサーバーシステム（１０）は必要なパスワードキーを全て生成することで迅速に機能
する。各々の受取人（５２）に対する固有の応答許可キーは、メールユーザー（１０）か
ら送られた返信メール（５０）に同伴している。このキーは、リモートメールのサーバシ
ステム（５４）にも蓄積される。メールユーザー（１２）がオペレーションコマンドフラ
ッグ（２８）を再びオンにすると、ユーザー（１２）のメールの蓄積を認可するためのパ
スワードキーが必要になる。
【００４８】
　ユーザー（１２）が彼/彼女の友人に以前に送信したマスターパスワード（１６）は、
削除または修正されてもよい。マスターパスワード（１６）ではないパスワードキー（コ
ード１キー（２０）とコード２キー（２２））はメールサーバーシステム（１０）、リモ
ートサーバーシステム（５４）及び（４０）の間で実際に使用されているので、メールサ
ーバーシステム（１０）とリモートメールサーバーシステム（５４）又は（４０）との間
のメール交換は有効なままである。
【００４９】
　ここで図３を参照すると、現在のメールシステムはメールヘッダー（３８）でパスワー
ドキーのエントリーのための余計なヘッダーをつけないことが知られている。パスワード
キー（コード1キー（２０）とコード２キー（２２））のエントリーのフォーマットは図
に示されている通りである。
【００５０】
　パスワードキー（２０）、（２２）はセパレーター（１７）によって名前とは別に、メ
ールヘッダー（８２）のネームフィールド（８１）に書き込まれる。コード3キー、コー
ド4キーの機能が望まれるとき、　“John　Noe　/code-1,　code-2,　code-3,　code-4/"
<john,noe@zzknown.com>　（８４）のように形成される。
【００５１】
　アドレスのアドレスフィールドはキーを含むように修正されることが可能である。例え
ば、“John　Noe”<code-1code-2-john.noe@zzknown.com>（８６）において、セパレータ
ー“-”（８７）がキーとユーザー名を分けるのに使われる。同様に、電子メールアドレ
スも“Jon　Noe”<code-1.code-2.john.noe@zzknown.com>（８８）のように、名前とキー
がドット（例えば“.”（８９））によって区切られて形成されてもよい。
【００５２】
　パスワードキーもまたメールの件名フィールドに、例えば“/code-1,code-2/,/recipie
nt2-1,　recipient2-2/”などのように、挿入することができる。
【００５３】
　全てのメールサーバーシステムがパスワードキーの使用に適応しているとき、図３に示
されているようなメールヘッダー（３８）へのパスワードキーの挿入は必ずしも必要では
ない。許可パケットはバックグラウンドにおいて、メールシステム間で交換される。他の
メールシステムが許可パケット（６６）を利用してない時や、ユーザーのメールサーバー
システム（１０）が許可パケット（６６）を使用する必要があるとき、図３に示されてい
るフォーマット（形式）は、変換過程において有用である。
【００５４】
　ここで図４を参照すると、ショッピングリスト又は表（９０）はメールユーザー（１２
）が受信する際に好ましいサービスの簡単な説明と商業広告（９２）を含んでいる。商業
広告主などのリモート利害関係者（９３）はメールサーバーシステム（１０）からショッ
ピングリスト（９０）を取得し、ショッピングリストは、コード３キー（２４）、コード
４キー（２６）及びマスターデータベース（８０）にあるデータから構築される。コード
３キー（２４）とコード４キー（２６）はそれぞれ複数の１６ビット以上のデータビット
（９４）で構成されている。コード３キー（２４）とコード４キー（２６）はサービスの
有用性情報と商業広告（９２）を含むデータパケットである。チャンネル（９６）はそれ
ぞれデータパケットのデータビット（９４）に対応する関連項目に割り当てられる。
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【００５５】
　チャンネル（９６）の一つ（例えば、マスターデータベース（８０）において「バケー
ション（vacation）」（１００）の項目に割り当てられたコード３キー（２４）のビット
０（９８））が1に設定されたとき、メールユーザー（１２）は、彼/彼女がバケーション
（１００）に関する全てのニュースの受信や取引に関心を持っていることを示す。コード
４キー（２６）における対応するビット（１０２）（例えば、コード３キー（２４）の直
後に設けられたコード４キー（２６）のビット０（９８））が「1」の状態として選択さ
れてオンにされた場合、メールユーザー（１２）は、彼/彼女が商業広告（９２）の購読
に支払いを行う用意があることを示す。支払いは図1のメールサーバーシステム（１０）
の支払いセンター（１０４）によりなされる。応答許可コード1キー（２０）の形式で与
えられるメール配信権が、広告主（９３）に付与される。
【００５６】
　図４も、メールユーザー（１２）が、政治（１１０）や選挙（１１２）で、２つの別々
のチャンネル（コード４キー（２６）の通信ビットにおいて「オフ」や「０」状態で示さ
れているビット２（１１４）とビット３（１１６））に規定されているような手数料なし
で意見を表現したいという事を示す。サービスが与えられているときはいつでも、メール
ユーザー（１２）は、株式市場（１１８）及びコンピューターソフトウェア（１２０）に
関する専門知識を有料で提供している。メールユーザー（１２）は、全ての取引（１２２
）とバスケットボール（１２８）のニュース（１２４）にも関心がある。
【００５７】
　機能をオンまたはオフ（ディセーブル又は作動停止）にするためにコード４キー（２６
）の直下に設けられた複数のクリック可能なボタン（１４０）は、複数のパスワード（メ
ールユーザー（１２）に至るのに必要な応答許可コード1キー（２０））又はユーザー（
１２）と連絡を取る前に広告主（９３）へと導いてウェブ登録（５８）を開始するウェブ
リンクのいずれかを表示する。
【００５８】
　ボタン（１４０）が押下されマスターパスワード（１６）が与えられると、ユーザーの
メールアドレス（１４）が悪用されるおそれがある。後述の図７のチャレンジ-レスポン
ス検査（１４４）によるウェブ登録（５８）は、応答許可キー（２０）の発行を管理する
ためにメールユーザー（１２）によって選択される。応答許可キー（２０）は、コードジ
ェネレーター（４８）によって作られ、それぞれの利害関係者（９３）に特有である。
【００５９】
　ボタン（１４０）の直下に設けられている複数のボタン（１４６）は、サービスと広告
（９２）に関する詳細な情報を含む。例えば、チャンネル（「バケーション（休暇）」（
１００）とされるビット０（９８））の下にあるボタンが押されるとき、「ハワイ」や「
航空券」等のようないくつかのアイテムを表示するメニュー（１４８）を登場させる。「
航空券」の下のメニュー項目は、さらに価格帯や目的地などについての表（１５０）を示
すために展開される。ショッピングリスト（９０）を含むプレゼンテーションプログラム
は、簡易サーチのためのキーワード及び利用可能な全ての項目を示すように構築される。
従来の予約購読サービスとは異なり、サービスの要求と他のユーザーからの申し込みを最
終的に照合するために、ユーザー（１２）は、複数のメールユーザーの間でのユーザーの
コミュニティ（社会、グループ、類似性等）による検索環境におけるメール交換によって
、勧誘のリスト（９０）を提供する。
【００６０】
　検索とサービスマッチユティリティープログラム（１５２）はメール（３６）、（５０
）のコード３キーとコード４キーに存在する全てのデータを検索、比較、そしてリストア
ップするために使われる。関心のある項目は、ユーザー（１２）によって定義することが
できる。しかし、それらの分類は標準化されたフォーマットに従っていることが好ましい
。ユーティリティープログラム（１５２）はメールシステムの間でサービスを求めている
人々と、全ての利用可能なオファーとを照合する。オファーとサービスとの間にマッチン
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グ（合致）があったとき、及び、メールシステム（１０）、（５４）と（４０）から利用
可能な他の任意の取引や広告を、プログラム（１５２）はユーザーに通知する。
【００６１】
　すでに与えられたマスターパスワード（１６）に加えて、メールユーザー（１２）は、
メールサーバーシステム（１０）に上記のアカウントパスワードでログインし、メールサ
ーバーシステム（１０）に、メール配信のために複数の新しいマスターパスワードを受け
入れるよう指示する。例えば、メールユーザー（１２）は２つのそれぞれ異なるグループ
（バレーボールとサイクリングのグループ）の彼/彼女の友達にballs2008　とcycle2008
のパスワードをそれぞれ与える。
【００６２】
　図５から分かるように、受信メール（３６）は大抵、届いた時間順に並べ替えられる。
メールユーザー（１２）が「ステータス」と表記されたボタン（１５４）をクリックする
と、受信メール（３６）はユーザー（１２）が設定した好みに従って並び替えられる。複
数のシンボル、アイコンや画像（１５６）および識別子（１５８）は「ステータス」とい
う語（１５４）のラベルが付いたコラムの表示フィールド（１６０）に示される。メール
ユーザー（１２）は、テーブルまたはデータベース（８０）の中で利用可能な画像（１５
６）を、指定されたマスターパスワードキー（１６）で届いた一群のメール（メールのグ
ループ）に割り当てる。もし、受信したマスターパスワード（１６）がバレーボールグル
ープの友達からのballs2008であれば、ボールの画像（１６２）が図１のメーラー（５６
）のステータスフィールド（１５４）に表示される。
【００６３】
　効率的にグループのマスターパスワード（１６）を処理するために、メール（３６）が
同じ指定されたマスターパスワード（１６）と共にメールサーバーシステム（１０）に届
くと、コードジェネレーター（４８）は、新しいコード１パスワードキー（２０）（グル
ープ内のそれぞれのメンバーにとっての応答許可キー）を作成する。新しいコード１パス
ワードキー（２０）は２つの要素によって構成されている。一つ目は、固有（特有）のグ
ループネーム（１６４）である。例えば、グループネーム：vollyはバレーボールグルー
プを示す。二つ目はランダムな文字や数字を複数含む要素（１６６）であり、これはメー
ル（３６）を送ったグループの各メンバーのメールアドレスに一意に固有に決定されてい
る。メールサーバーシステム（１０）に届くコード１パスワードキー（２０）の最初の構
成要素が同じである全てのメールは、一緒にグループ化される又は特別なメールフォルダ
に蓄積される。
【００６４】
　マスターパスワード（１６）（balls2008）が他の未許可の人に誤って漏洩した場合、
メールユーザー（１２）は、不明な差出人（３２）からのメール（３６）をスパムメール
としてタグを付ける。メールユーザー（１２）は、マスターデータベース（８０）からマ
スターパスワード（１６）（balls2008）を削除又は修正するが、バレーボールの元のグ
ループのメンバーは誰も影響を受けない。メンバーはこの時、メールユーザ（１２）にメ
ールを送信するために、マスターパスワード（１６）ではなく、応答許可コード１キー（
２０）を使うので、メールユーザ（１２）との通信を継続することができる。より確実に
保護するため、リモートメールサーバーシステム（４０）がコード１キー（２０）（送信
元の電子メールアドレス（４４）及びメールユーザの電子メールアドレスに（１４）に特
有である）を受けた後、リモートメールサーバシステム（４０）が必要に応じてマスター
パスワード（１６）を削除する。マスターパスワード（１６）の削除は、マスターパスワ
ードが他の未許可の人によって使われるかもしれないという危険を減らす。
【００６５】
　既知の送信者のアドレスブックがハッキングされた又は漏洩した等の望ましくない出来
事の場合、メールユーザー（１２）は、既知の送信者（３２）からであると詐称したメー
ルを受け取ってしまうおそれがある。この時、何者かが、送り主の電子メールアドレス（
４４）を明らかに偽造している。メールユーザー（１２）が「リマーク」（１７２）と表
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題が付されたカラム（列）の中のボタン（１７０）をクリックすると、「分析」と言及さ
れるメニューアイテム（１７４）が表示される。図５に示すように、メールサーバーシス
テム（１０）は、送り主（３２）から受信した最近のいくつかのメールの履歴（１７６）
と共に、メール（３６）が実際に送られた送信元又はソース（１８０）のドメイン名（１
７８）を一緒に表示する。
【００６６】
　もしメールユーザー（１２）が「Ｙ」のラベルが付された「スパムメール」列（１８４
）の中のボタン（１８２）の１つにマークをつけた場合、メールサーバーシステム（１０
）は新しいコード1キー（２０）を生成し、その新しいコード1キー（２０）を送り主のメ
ールサーバーシステム（４０）に保存する。セキュリティ侵害の可能性について送信者に
警告する通知は、実際に既知の送り主（３２）へコード1キー（２０）と共に送られる。
全てのメールユーザーへの影響を最低限に抑えながら、メールシステムは新しく再生され
たキーを自動的にバックグラウンドで処理しているため、通知を送信しないためのオプシ
ョンはユーザー（１２）によって選択できる。メールユーザ（１２）は、スパムサイト（
１８６）から送られてくる全てのメールをブロックするオプションを選択する。図５で示
されているように、送り主のメールアドレス（４４）のドメイン部分は、ドットセパレー
ター「.」で区分されたドメインレベルで識別可能な複数のサブドメイン名で構成されて
いる。サーバーのメールアドレスは、「server-address.domain-2.domain-1.domain」等
の形式である。メールユーザー（１２）がレベル２ドメイン（１９０）をブロックするこ
とを選択した場合、レベル２以上からの全てのメール（３６）（例えば「mail.spam.com
」）は、ブロックされる。レベル１のブロック（１９２）が選択されている場合、レベル
１のサイト及びそれ以上からの全てのメール（例えば「spam.com」）は拒否される。
【００６７】
　図６はメールユーザ（１２）から送信されたアウトバウンドメール（５０）の状態を表
示するための簡易フォーマットである。メールユーザー（１２）はメニューアイテム（１
９４）で提案されているような適切な「アクション（機能）」を実行する。
【００６８】
　図７を参照すると、送り主（３２）は、ウェブブラウザ（１００）を介してサーバー（
１０）に対するウェブ登録（５８）を開始する。メールサーバー（１０）は、送り主（３
２）が複数の質問に答えるよう要求されるインタラクティブなチャレンジ・レスポンス検
査を始める。
【００６９】
　メールサーバ（１０）は、送り主（３２）から提出された回答を検査し、権限許可プロ
グラム（２２０）を作動させ、送り主のメールアドレスに固有の応答許可コード１キー（
２０）を送り主（３２）へ届ける。送り主（３２）は応答許可キー（２０）と共にメール
（３２）を送信する。サーバー（１０）が送り主の名前を、マスターデータベース（８０
）に含まれている許可送信者リスト（５７）内で検索することで、送り主（３２）の信憑
性（credential）を確認する。送り主の前が、許可送信者リスト（５７）になかった場合
、サーバー（１０）はメール（３６）を分析し、下記の条件を満たしているかを検査又は
判断する。
（１）送り主（３２）から送られたデータキーが、その送り主（３２）のためにマスター
ベース（８０）に発行及び登録された応答許可返信キー（２０）と一致すること。
（２）応答許可キー（２０）が、使用について指定された期間内で有効であること。つま
り、応答許可キー（２０）が期限切れでないこと。
（３）応答許可キー（２０）の使用回数が、ユーザー（１２）によって設定されたプリセ
ット数（あらかじめ設定された回数）を超えていなこと。
【００７０】
　メール（３６）は上記の条件を満たしている、とサーバー（１０）が判断した場合、メ
ール（３６）は図１のユーザーの受信ボックス（２２８）に保存される。何れかの条件を
満たしていなかった場合、メール（３６）は「スパム」としてマークされ、最終拒否（２
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３４）の処理を行うために、（図１の）保留エリア（２３２）へ迂回させられる。スパム
メールはメールユーザー（１２）が検査できるようにスパムフォルダ（３４）に保存され
る。
【００７１】
　図８は、送り主（３２）とのチャレンジ・レスポンス検査（１４４）の間にサーバー（
１０）によって送信されるグラフィックピクチャーボックス（２４０）を示す。送り主（
３２）は、一致するエントリーを作成することで、例えば正しい答えをタイプ入力するこ
とで回答し、目下の場合ではピクチャーボックスに示されているような「5g88」をタイプ
入力することで回答する。ピクチャーボックス（２４０）内の英数字は、異なるサイズで
表示され、それらはピクチャーボックス（２４０）内の様々な位置に配置されている。
【００７２】
　図９は、サーバー（１０）から提供されことが可能な様々なチャレンジ問題のうちの一
つを表している。質問ボックス（２４４）は択一式の問題を含んでいる。送り主は質問に
対する正しい答えを回答ボックス（２４６）に入力することでサーバー（１０）に回答を
提出する。
【００７３】
　ここで図１０を参照すると、メッセージボックス（２５０）に示されているメールメッ
セージ（３６）は複数のメールヘッダー（３８）とメール本文（２５４）とを有する。最
初のメールのヘッダー（２６０）は、送信者の電子メールアドレス（４４）を表示してい
る。他の記述ヘッダーは、宛先アドレス（２６４）、件名ヘッダー（２６６）、そしてメ
ール（３６）の日時スタンプの日付フィールド（２６８）を含んでいる。
【００７４】
　二番目のメールヘッダー（２７０）は、メッセージボックス（２５０）に「承認状態」
としてラベル付けされているステータスフィールド（２７２）を含んでいる。例えば、「
事前承認済」というキーワード（２７４）が、ステータスフィールド（２７２）に表示さ
れている。送り主（３２）は、先ずステータスフィールド（２７２）のキーワード（２７
４）を検査し、図１の許可送信者リスト（５７）の中に彼/彼女の名前が既に含まれてい
るか否かを判断する。「保留(pending)。メッセージは配信可能ではないかもしれません
。」という言葉が、第二のヘッダー（２７０）に表示された場合、メッセージを作成・送
信する前に、応答許可キー（２０）を求めるように送り主（３２）は促される。疑問符「
？」（２７６）は、応答許可キー（２０）を取得するための複数の命令及び送り主（３２
）にとって役立つ他の情報を含むヘルプメニューへのリンクを差し示す。
【００７５】
　第二のヘッダー（２７０）は、送り主（３２）により、サーバー（１０）から配信され
た新しく取得した応答許可キー（２０）で上書き（オーバーライド）される。
【００７６】
　第三のメールヘッダー（２８０）は、電子メール（３６）の信憑性レベル（２８２）を
表示する。メールサーバー（１０）は、メール（３６）を認証し、メール（３６）に関す
る信頼度をユーザー（１２）に提供する。このヘッダー（２８０）は、メールの読み手が
送り主（３２）からのメールの状態を理解するのに役立つ。第三のメールヘッダー（２８
０）においてありうるフラグは、以下の通りである：
（１）「確定済」：返信メールが、以前の通信でメールユーザー（１２）から与えられた
応答許可キー（２０）を持っていること。
（２）「許可リスト」：送信者の名前が許可送信者リスト（５７）に登録されている。
（３）「成功」：未知の送信者が、メールユーザー（１２）と交信する許可を得るための
許可キーの要請に成功したこと。
（４）「失敗」：未知の送信者が、許可キー無しにメールを送ったこと、もしくは無効な
キーがメール（３６）に与えられていること。
（５）「スパム」：メールはスパムメールである可能性が高いこと。
【００７７】
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　送り主（３２）は、送り返されてきた許可コードキー（２８４）を、「応答許可キー」
（２９２）とラベル付けされた第四のメールヘッダー（２９０）に挿入することで、ユー
ザー（１２）は、メール（３６）に応答する際にアクセス認可キーを要求する必要なく、
メール（３６）に返信することが可能であるようにする。もしくは、送り返された応答許
可パスワードキー（２０）は、送り主のメールシステム（４０）により、メール（３６）
がユーザー（１２）へ送られる前に、大抵自動的に第四ヘッダー（２９０）に挿入されて
もよい。
【００７８】
　シンボル（３００）は、ユーザー（１２）が変更できるオペレーションコマンドフラグ
（２８）の状態を示している。オペレーションコマンドフラグ（２８）には、「オン」・
「オフ」の状態のほかに、復元インジケーター（標識子）（３０２）もある。マスターデ
ータベース（８０）が破損した場合、あるいは不注意に内容が開示され又は漏洩した場合
、復元モードのメールサーバーシステム（１０）は、新しい組み合わせのパスワードキー
を再生成することでユーザー（１２）への影響を最小限に抑えながら密かに処理する。リ
モートメールシステムは、新しい許可パスワードキーの通知を受ける。セキュリティ上の
理由から、厳格なセキュリティを要する環境においは、定期的に又はユーザー（１２）に
よって決められた一定の間隔（インターバル）で、全てのパスワードキーを再生成するこ
とが望ましい。これらのパスワードキーは、メールシステム間のメール交換において、常
に変化する動的なキーの組み合わせになることが可能である。
【００７９】
　以上、この発明の実施形態につき、図画を参照して詳細を明確に述べてきたが、具体的
な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更・
変動等も含まれる。前述の発表は単に本発明の原理の実例でしかない。また、末尾の請求
で明確に記されているように、本発明の真意から逸脱しない範囲の代替、修正、及び付加
等も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００８０】
10　メールサーバーシステム
12　メールユーザー　
14　電子メールアドレス　
16　マスターパスワード
17　セパレーター
18　パスワードキー
20　コード１キー
22　コード２キー
23　許可パケット
24　コード３
26　コード４
28　コマンドフラグ
30　スパムフィルター
31　オフ
32　送信者
34　スパムフォルダー
36　受信メール
38　メールヘッダー
40　送信者メールシステム
44　電子メールアドレス
48　コードジェネレーター
50　アウトバウンドメール
52　リモート受取人
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53　認可キー挿入
54　受取人メールシステム
56　メーラー
57　許可送信者リスト
58　ウェブ登録
66　認可パケット
68　パスワードフィールド
70　第一パスワードフィールド
72　第二パスワードフィールド
74　コード３
76　コード４
77　応答許可キー
78　伝送許可キー/操作　
79　識別子
80　マスターデータベース
81　ネームフィールド
90　ショッピングリスト
92　商業広告
93　広告主
94　データビット
96　チャンネル
98　ビット０
100　バケーション（休暇）
100　ウェブブラウザ　
104　支払いセンター
110　政治
112　選挙
114　ビット２
116　ビット３
118　株式市場
120　コンピューターソフトウェア
122　取引
124　ニュース
128　バスケットボール
140　ボタン
144　チャレンジ・レスポンス検査
146　ボタン
148　メニューアイテム
150　表
152　検索とマッチプログラム
154　ステータス
156　画像
158　識別子
160　表示フィールド
162　ボール
164　グループ名
166　第二の要素
170　ボタン
172　リマーク（批評）
174　メニューアイテム
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176　歴史
178　ドメイン名
180　発生源
182　ボタン
184　列
186　スパムサイト　
188　“.”
190　レベル２領域
192　レベル１ブロック
194　メニューアイテム
220　権限許可プログラム
228　受信ボックス
232　保留エリア
234　拒否
240　ピクチャーボックス
244　質問ボックス
246　回答ボックス
250　メッセージボックス
254　メール本文
260　メールヘッダー
264　宛先アドレス
266　件名ヘッダー
268　データフィールド
270　第二ヘッダー
272　ステータスフィールド
274　キーワード
280　第三ヘッダー
282　信憑性レベル
284　送り返された許可コードキー
290　第四ヘッダー
292　応答許可キー
300　シンボル
302　標識子
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