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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電子メッセージを少なくとも１つの受信デバイスに送信するために配置され、さ
らに少なくとも１つの受信デバイスから確認要求を受信するために配置された、送信モジ
ュールと通信状態にある送信デバイスと、
　複数の電子メッセージを少なくとも１つの送信デバイスから受信するために配置され、
さらに少なくとも１つの送信デバイスに確認要求を送信するために配置された、受信モジ
ュールと通信状態にある受信デバイスと、
を含む、勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージの配信を防止するシステムで
あって、
　前記送信モジュールは、
　　　　前記送信デバイスによって送信される前記各電子メッセージに対するキーであっ
て、そのような各メッセージに含まれるデータにアルゴリズムを適用することによって生
成されるキーを生成する手段と、
　　　　前記各キーを前記各電子メッセージに組み込む手段と、
　　　　受信デバイスから、疑わしいメッセージに対する、前記送信モジュールによって
生成されたキー、および前記疑わしいメッセージに対する前記キーが前記送信モジュール
によって生成された元となる前記疑わしいメッセージからのデータを含む確認要求を受信
する手段と、
　　　　前記確認要求に含まれる前記疑わしいメッセージからの前記データに前記アルゴ
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リズムを適用することによって、比較キーを生成する手段と、
　　　　前記比較キーを、前記確認要求に含まれる疑わしいメッセージに対する前記キー
と比較する手段と、
　　　　前記比較キーが疑わしいメッセージに対する前記キーと同一である場合、前記送
信デバイスがそのような疑わしいメッセージを送信したことを肯定する内容で前記確認要
求に対して応答し、前記比較キーが疑わしいメッセージに対する前記キーと同一でない場
合、前記送信デバイスがそのような疑わしいメッセージを送信したことを否定する内容で
前記確認要求に対して応答する手段と、
を含み、
　前記受信モジュールは、
　　　　前記受信デバイスによって受信された電子メッセージを、対象とする受信者に配
信することを一時的に差し控える手段と、
　　　　前記受信された電子メッセージの中で、送信モジュールによって前記電子メッセ
ージに組み込まれた前記キーを見つける手段と、
　　　　前記受信した電子メッセージの中にある、前記受信した電子メッセージを送信し
たと目される前記送信デバイスを特定するデータを見つける手段と、
　　　　前記電子メッセージに組み込まれた、前記疑わしいメッセージに対する、前記送
信モジュールによって生成された前記キー、および前記受信された電子メッセージに対す
る前記キーが前記送信モジュールによって生成された元となる前記受信された電子メッセ
ージからのデータを含む確認要求を作成するとともに、前記受信された電子メッセージを
送信したと目される送信者として特定される送信デバイスに前記確認要求を送信する手段
と、
　　　　前記確認要求に対する、前記受信された電子メッセージが、前記受信された電子
メッセージを送信したと目される送信者として特定される前記送信デバイスによって送信
されたことを肯定または否定する、応答を受信する手段と、
　　　　前記確認要求メッセージに対する応答が、前記メッセージを送信したと目される
送信者として特定される送信デバイスが前記メッセージを送信したことを肯定するとき、
前記受信された電子メッセージの対象とする受信者への配信を許可する手段と、
を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記各電子メッセージに対する前記キーが前記送信モジュールによって作成された元と
なるデータは、前記電子メッセージが作成された日付時刻、および前記各電子メッセージ
を送信したと目される送信者の電子アドレスを含み、前記確認要求を含む前記疑わしいメ
ッセージからのデータは、前記疑わしい電子メッセージが作成された日付時刻、および前
記疑わしいメッセージを送信したと目される送信者の電子アドレスを含むことを特徴とす
る請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記各電子メッセージに対する前記キーが前記送信モジュールによって作成された元と
なるデータは、前記電子メッセージが作成された日付時刻、前記各電子メッセージを送信
したと目される送信者の電子アドレス、および前記電子アドレスの各対象とする受信者の
電子アドレスを含み、前記確認要求を含む前記疑わしいメッセージからのデータは、前記
疑わしい電子メッセージが作成された日付時刻、前記疑わしいメッセージを送信したと目
される送信者の電子アドレス、および前記疑わしいメッセージの各対象とする受信者の電
子アドレスを含むことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記受信モジュールはさらに、前記確認要求を暗号化する手段、および前記確認要求に
対する前記応答を復号化する手段を含み、前記送信モジュールはさらに、前記確認要求を
復号化する手段、および前記確認要求メッセージに対する前記応答を暗号化する手段を含
むことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項５】
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　前記受信モジュールはさらに、前記確認要求に対して受信された前記応答の送信元の前
記送信デバイスを特定するデータを含むデータベースの生成および管理を行う手段を含み
、前記受信した電子メッセージの中にある、前記送信モジュールに関し前記受信した電子
メッセージを送信したと目される前記送信デバイスを特定するデータを見つける前記手段
はさらに、前記受信した電子メッセージを送信したと目される前記送信デバイスを特定す
る前記データを、前記データベースに含まれるデータと比較する手段を含むことを特徴と
する請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　コンピュータによる読み取り可能なメモリであって、少なくとも１つのコンピュータに
次のステップ、
（１）対象とする受信者に送信すべき電子メッセージを作成するステップと、
（２）第１のキーが生成される、少なくとも前記電子メッセージの一部にアルゴリズムを
適用するステップと、
（３）前記電子メッセージおよび前記第１のキーを前記対象とする受信者に送信するステ
ップと、
（４）前記対象とする受信者から、第２のキーと、前記アルゴリズムを適用することによ
って比較キーを生成する元となるデータを含む確認要求を受信するステップと、
（５）　比較キーが生成される、前記確認要求に含まれる前記データに前記アルゴリズム
を適用するステップと、
（６）前記比較キーを前記第２のキーと比較するステップと、
（７）前記比較キーが前記第２のキーと同一である場合、肯定的であり、前記比較キーが
前記第２のキーと同一ではない場合、否定的である、前記確認要求に対して応答するステ
ップと、
を実行することを指示することを特徴とするコンピュータによって読み取り可能なメモリ
。
【請求項７】
　通信システム内で事前の取り決めによって、送信デバイスによって送信される少なくと
も１つの電子メッセージに含まれる所定のデータからキーを作成して、送信される前記電
子メッセージに前記キーを組み込む少なくとも１つの送信デバイスと、少なくとも１つの
受信デバイスとを含む通信システム内で勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセー
ジの配信を防止する方法であって、
　受信デバイスによって、前記受信された電子メッセージがキーを含むかどうかを判断す
る、受信された電子メールメッセージをレビューするステップと、
　前記受信デバイスが前記メッセージの中でキーを見つけることに失敗した場合、さらに
前記電子メッセージを処理するステップと、
　前記メッセージがキーを含む場合、通信システム内の事前の取り決めによって、前記送
信デバイスが前記電子メッセージを発信した場合に前記送信デバイスが前記キーを作成し
た元となる前記所定のデータを、前記受信デバイスによって見つけるステップと、
　前記受信された電子メッセージを送信したと目される前記送信デバイスに、前記受信さ
れた電子メッセージからの前記キー、および前記受信された電子メッセージからの前記所
定のデータを含む確認要求を送信するステップと、
　あらかじめ決められた時間内に前記受信モジュールが前記確認要求に対する応答を受信
することに失敗した場合、前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセージを
、勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージとして特定して、その配信を防止す
るステップと、
　前記受信された電子メッセージを送信したと目される前記送信デバイスから、前記確認
要求に対する応答を、前記受信デバイスによって受信するステップと、
　前記受信されたメッセージを送信したと目される前記送信デバイスが、前記送信デバイ
スが前記受信された電子メッセージを送信したことを肯定する場合、前記受信デバイスに
よって、前記受信された電子メッセージの配信を可能にするステップと、
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　前記確認要求が、前記送信デバイスが前記受信された電子メッセージを送信したことを
確認することに失敗した場合、前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセー
ジを、勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージとして特定して、その配信を防
止するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記受信デバイスによって、前記確認要求に対して応答する前記送信デバイスを特定す
るレコードを生成するステップをさらに含み、
　前記受信デバイスが前記メッセージの中でキーを見つけることに失敗した場合、前記電
子メッセージを処理する前記ステップは、前記電子メッセージから、前記電子メッセージ
を送信したと目される送信デバイスを特定するデータを特定するステップと、前記電子メ
ッセージを送信したと目される送信デバイスを特定する前記データを、確認要求に対して
以前に応答した送信デバイスを特定するレコードと比較するステップとをさらに含み、
　前記比較によって、前記電子メッセージを送信したと目される前記送信デバイスが、前
記受信デバイスからの確認要求に対して以前応答していたと判断される場合、前記電子メ
ッセージは、勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージとして特定され、その配
信が防止されることを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
　複数の電子メッセージを送信する少なくとも１つの送信デバイスと、複数の電子メッセ
ージを受信する少なくとも１つの受信デバイスとを含むネットワーク内で勝手に送り付け
てくる好ましくない電子メッセージの配信を防止する方法であって、
　少なくとも１つの送信デバイスによって送信される少なくとも１つの電子メッセージは
、前記電子メッセージの１つ以上のデータ要素にアルゴリズムを適用することによって生
成されたキーを含み、
　前記ネットワーク内の少なくとも１つの送信デバイスによって送信される前記電子メッ
セージは、前記各電子メッセージを送信する送信デバイスを特定するデータを含み、
　前記ネットワーク内の事前の取り決めによって、前記送信デバイスによってキーが生成
された元となる前記データ要素は、少なくとも１つの受信デバイスによって知られている
、
ネットワーク内で勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージの配信を防止する方
法において、
　前記送信デバイスによって送信すべき電子メッセージに含まれる前記データ要素にアル
ゴリズムを適用することによって、前記送信デバイスによってキーを生成するステップと
、
　前記送信デバイスによって、前記キーを、前記送信デバイスによって送信すべき前記電
子メッセージに組み込むステップと、
　前記送信デバイスによって、前記電子メッセージを前記受信デバイスに送信するステッ
プと、
　前記受信デバイスによって、前記送信デバイスによって送信されたと目される電子メッ
セージを受信するステップと、
　前記受信デバイスによって受信した前記電子メッセージを、対象とする受信者に配信す
ることを差し控えるステップと、
　前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセージの中にある、前記受信され
た電子メッセージに対するキー、および通信システム内の事前の取り決めによって、前記
受信された電子メッセージに対する前記キーが前記電子メッセージを送信したと目される
前記送信デバイスによって生成された元となる前記データ要素を見つけるステップと、
　前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセージからの前記キー、および通
信システム内の事前の取り決めによって、前記キーが前記電子メッセージを送信したと目
される前記送信デバイスによって生成された元となる前記データ要素を含む確認要求を作
成するステップと、
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　前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセージの送信者であると目される
前記送信デバイスに前記確認要求を送信するステップと、
　前記送信デバイスによって前記確認要求を受信するステップと、
　前記受信された電子メッセージを送信した前記送信デバイスがキーを生成するために適
用したアルゴリズムを適用することによって、および前記確認要求に含まれる前記データ
要素に前記アルゴリズムを適用することによって、前記送信デバイスによって比較キーを
生成するステップと、
　前記送信デバイスによって、比較キーを、前記確認要求に含まれる前記受信された電子
メッセージからのキーと比較するステップと、
　前記送信デバイスによって、前記確認要求に対して応答するステップであって、前記比
較キーが前記確認要求に含まれる前記受信された電子メッセージからの前記キーと同一で
ある場合、前記受信された電子メッセージが前記送信デバイスによって送信されたことを
肯定し、前記比較キーが前記確認要求に含まれる前記受信された電子メッセージからの前
記キーと同一でない場合、前記受信された電子メッセージが前記送信デバイスによって送
信されたことを否定する、前記確認要求に対して応答するステップと、
　前記受信デバイスによって、前記確認要求に対する応答を受信するステップと、
　前記確認要求に対する前記応答が、前記送信デバイスが前記受信された電子メッセージ
を送信したことを肯定する場合、前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセ
ージの前記対象とする受信者への配信を可能にするステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　複数の電子メッセージを送信する少なくとも１つの送信デバイスを含むネットワーク内
で勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージの配信を防止する方法であって、
　少なくとも１つの送信デバイスによって送信される少なくとも１つの電子メッセージは
、前記電子メッセージの１つ以上のデータ要素にアルゴリズムを適用することによって生
成されたキーを含み、
　前記ネットワーク内で少なくとも１つの送信デバイスによって送信される少なくとも１
つの電子メッセージは、各前記電子メッセージを送信する前記送信デバイスを特定するデ
ータを含み、
　前記ネットワークは、前記メッセージの１つ以上のデータ要素にアルゴリズムを適用す
ることによって生成されたキーを含む前記電子メッセージを送信する、前記ネットワーク
内のすべての送信デバイスの少なくとも１つの中央で管理されたレジストリをさらに含み
、
　前記レジストリは、少なくとも１つの受信デバイスによってアクセス可能とされ、
　前記ネットワーク内の事前の取り決めによって、前記送信デバイスによってキーが生成
された元となる前記データ要素は、少なくとも１つの受信デバイスによって知られている
、
ネットワーク内で勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージの配信を防止する方
法において、
　前記送信デバイスによって送信すべき電子メッセージに含まれる前記データ要素にアル
ゴリズムを適用することによって、前記送信デバイスによってキーを生成するステップと
、
　前記送信デバイスによって、前記キーを、前記送信デバイスによって送信すべき前記電
子メッセージに組み込むステップと、
　前記送信デバイスによって、前記電子メッセージを前記受信デバイスに送信するステッ
プと、
　前記受信デバイスによって、前記送信デバイスによって送信されたと目される電子メッ
セージを受信するステップと、
　前記受信デバイスによって受信した前記電子メッセージを、対象とする受信者に配信す
ることを差し控えるステップと、
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　前記受信デバイスによって、前記電子メッセージがキーを含むかどうかを判断するステ
ップと、
を含み、
　前記判断により、前記電子メッセージがキーを含まないことが判明した場合、前記メッ
セージを処理するステップはさらに、
　　　　前記電子メッセージから、前記メッセージを送信したと目される送信デバイスの
身元を特定するステップと、
　　　　前記メッセージを送信したと目される前記送信デバイスの身元を、前記中央で管
理されたレジストリに含まれる前記送信デバイスの身元と比較するステップであって、前
記メッセージを送信したと目される前記送信デバイスが、前記中央で管理されたレジスト
リに含まれる送信デバイスとして特定された場合、前記受信デバイスが、勝手に送り付け
てくる好ましくない電子メッセージとして前記メッセージを特定して、その配信を防止し
、それに対して、前記メッセージを送信したと目される前記送信デバイスが、前記中央で
管理されたレジストリに含まれる送信デバイスとして特定されなかった場合、前記メッセ
ージはさらに処理される、前記メッセージを送信したと目される前記送信デバイスの身元
を、前記中央で管理されたレジストリに含まれる前記送信デバイスの身元と比較するステ
ップと、
　前記判断により、前記電子メッセージがキーを含むことが判明した場合、前記受信デバ
イスによって、前記受信された電子メッセージの中にある、前記受信された電子メッセー
ジに対するキー、および通信システム内の事前の取り決めによって、前記受信された電子
メッセージに対する前記キーが、前記電子メッセージを送信したと目される前記送信デバ
イスによって生成された元となる前記データ要素を見つけるステップと、
　　　　前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセージからの前記キー、お
よび通信システム内の事前の取り決めによって、前記キーが、前記電子メッセージを送信
したと目される前記送信デバイスによって生成された元となる前記データ要素を含む確認
要求を作成するステップと、
　　　　前記受信デバイスによって、前記受信された電子メッセージの送信者であると目
される前記送信デバイスに前記確認要求を送信するステップと、
　　　　前記送信デバイスによって前記確認要求を受信するステップと、
　　　　前記受信された電子メッセージを送信した前記送信デバイスがキーを生成するた
めに適用したアルゴリズムを適用することによって、および前記確認要求に含まれる前記
データ要素に前記アルゴリズムを適用することによって、前記送信デバイスによって比較
キーを生成するステップと、
　　　　前記送信デバイスによって、比較キーを、前記確認要求に含まれる前記受信され
た電子メッセージからのキーと比較するステップと、
　　　　前記送信デバイスによって、前記確認要求に対して応答するステップであって、
前記応答は、前記比較キーが前記確認要求に含まれる前記受信された電子メッセージから
の前記キーと同一である場合、前記受信された電子メッセージが前記送信デバイスによっ
て送信されたことを肯定し、前記比較キーが前記確認要求に含まれる前記受信された電子
メッセージからの前記キーと同一ではない場合、前記受信された電子メッセージが前記送
信デバイスによって送信されたことを否定する、前記確認要求に対して応答するステップ
と、
　　　　前記受信デバイスによって、前記確認要求に対する応答を受信するステップと、
　　　　前記確認要求に対する前記応答が、前記送信デバイスが前記受信された電子メッ
セージを送信したことを肯定する場合、前記受信デバイスによって、前記受信された電子
メッセージの前記対象とする受信者への配信を可能にするステップと、
を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　複数の電子メッセージを送信する少なくとも１つの送信デバイスと、複数の電子メッセ
ージを受信する１つの受信デバイスとを含むネットワーク内で勝手に送り付けてくる好ま
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しくない電子メッセージの配信を防止する方法であって、
　ネットワーク内の事前の取り決めによって、少なくとも１つの送信デバイスが、所定の
データ要素にアルゴリズムを適用することによって、送信される少なくとも１つのメッセ
ージに対するキーを作成する、
ネットワーク内で勝手に送り付けてくる好ましくない電子メッセージの配信を防止する方
法において、
　前記送信デバイスによって送信すべき電子メッセージに含まれる前記所定のデータ要素
にアルゴリズムを適用することによって、前記送信デバイスによってキーを生成するステ
ップと、
　前記キーを前記電子メッセージに組み込むステップと、
　前記電子メッセージを、少なくとも１つの受信デバイスに送信するステップと、
　前記受信デバイスによって、前記電子メッセージに含まれる前記所定のデータ要素に前
記アルゴリズムを適用することによって、前記電子メッセージに対する比較キーを生成す
るステップと、
　前記比較キーを、前記電子メッセージに組み込まれた前記キーと比較するステップと、
　前記比較キーが前記電子メッセージに組み込まれた前記キーと同一ではない場合、前記
電子メッセージの配信を防止するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　ネットワーク内の事前の取り決めによって、少なくとも１つの送信デバイスが、所定の
データ要素およびシードデータに所定のアルゴリズムを適用することによって、送信され
る少なくとも１つのメッセージに対するキーを作成し、
　前記方法はさらに、
　　　　前記送信デバイスによって送信され、前記受信された電子メッセージに対するキ
ーを作成するために前記送信デバイスにより使用されたシードデータを、前記受信デバイ
スによって要求するステップと、
　　　　前記送信デバイスによって、前記シードデータを前記受信デバイスに送信するス
テップと、
　　　　前記受信デバイスによって、前記送信デバイスによって使用されたシードデータ
を受信するステップと、
をさらに含み、
　前記比較キーを生成するステップは、前記電子メッセージに含まれる前記所定のデータ
要素、および前記シードデータに、前記アルゴリズムを適用することによって、前記電子
メッセージに対する比較キーを作成するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
１記載の方法。
【請求項１３】
　複数の電子メッセージを送信する少なくとも１つの送信デバイスと、複数の電子メッセ
ージを受信する１つの受信デバイスとを含むネットワーク内で勝手に送り付けてくる好ま
しくない電子メッセージの配信を防止する方法であって、
　送信デバイスによって前記各電子メッセージにアルゴリズムを適用し、それによって前
記各電子メッセージに対するデータ列が作成されるステップと、
　前記送信デバイスから受信デバイスに、前記データ列と一緒に前記電子メッセージを送
信するステップと、
　前記受信デバイスから前記送信デバイスに、受信された電子メッセージからの第１のデ
ータ列、および前記第１のデータ列の作成元と目されるデータを含む確認要求を送信する
ステップと、
　前記送信デバイスによって前記確認要求を受信するステップと、
　前記確認要求に含まれる、前記第１のデータ列の作成元と目されるデータに前記アルゴ
リズムを前記送信デバイスによって適用することによって、前記送信デバイスによって第
２のデータ列を生成するステップと、
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　送信デバイスによって、前記第１のデータ列と前記第２のデータ列を比較するステップ
と、
　前記比較の結果、前記第１のデータ列と前記第２のデータ列が等しいことが判明した場
合、前記送信デバイスが前記受信された電子メッセージを送信したことを肯定する内容で
、前記送信デバイスによって前記確認要求に対する応答を送信し、それに対して、前記比
較の結果、前記第１のデータ列と前記第２のデータ列が等しくないことが判明した場合、
前記送信デバイスが前記受信された電子メッセージを送信したことを否定する内容で、前
記送信デバイスによって前記確認要求に対する応答を送信するステップと、
　前記確認要求に対する前記応答が、前記受信された電子メッセージを、前記送信デバイ
スによって送信されたものとして特定できない場合、前記電子メッセージの配信を防止す
るステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メッセージを送信したと目される発信者が、実際にその電子メッセージ
を送信したかどうかを自動的に確認することによって、勝手に送り付けてくる好ましくな
い電子メッセージの検出およびフィルタリングを行うシステムと方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子通信は、ビジネス通信およびパーソナル通信の両方を容易にする重要なツールであ
る。電子メッセージ通信の１つの形態である電子メールには、伝統的な通信形態よりも優
れたいくつかの利点がある。電子メールによって、ほぼ瞬間的な情報交換を行うことが可
能であり、非常に低いコストで複数のメッセージを送信することができるとともに、１人
の送信者から別のユーザに大きなデータファイルを転送することができる。それにもかか
わらず、電子メールの固有の性質によって、特定の不利点が生じる。最も顕著な不利点で
あり、重大な懸念である話題は、不必要な勝手に送り付けてくる電子メールまたは「スパ
ム（ｓｐａｍ）」がますます急増していることである。
【０００３】
　スパムは、一般に、極端に多数の電子メール受信者に宛てて送信される、勝手に送り付
けてくる電子メールである。スパムは、伝統的なメールサービスによって受信される「ジ
ャンクメール」の電子的等価物である。一般に、スパム電子メールは、製品またはサービ
スの販売を試みる商業的な広告である。スパムは、一般に、広告されている製品またはサ
ービスを購入するための何らかのアクションをとるように受信者に仕向ける。これは、ス
パムメッセージのテキストの中に電話番号またはハイパーリンクを提供する形式で行われ
る。つまり、受信者によって利用されたとき、受信者が商品またはサービスの販売者と連
絡をとることになる。スパムは、しばしば、伝統的な小売業者やサービス提供者の標準的
な形態には当てはまらない、製品またはサービスのマーケティングを行う事業体によって
利用される（ただし、これらに限定されるものではない）。一部のスパムメッセージは、
電子メールユーザ（特に、子供）には不適切な情報または画像を含む。しかし、スパムに
よって、小売業者、マーケティング業者、またはその他の送信者は、最小の経済的支出で
信じられないほど多数の聴衆と接触することができるため、スパムは極めて大きなマーケ
ティング上の恩恵を与える。
【０００４】
　あいにく、スパムの送信者が受けるこの恩恵は、スパムメッセージの不本意な受信者に
はかなりの損失をもたらす。スパムの送信によって、会社は、混雑したサーバ、スパム電
子メールを防止するための処置を講じることによって発生する費用、および所望の電子メ
ールを見つけるために大量のスパムによる勧誘に目を通さなければならない電子メール受
信者によって失われる生産性に、何百万ドルもの出費を強いられている。さらに、スパム
電子メールは、コンピュータハッカーに、コンピュータウィルスおよびその他の悪意のあ
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るコードの導入を通じて、ユーザのシステムを感染させるための理想的な媒体を提供する
。
【０００５】
　スパム電子メールの送信を望む人々は、さまざまな方法で電子メールリストを得ること
ができる。例えば、電子メールリストは、送信者によって受信される既存の電子メールに
現れる電子メールアドレスから、または電子トランザクション中に電子メールアドレスを
提供するユーザからまとめることができる。また、アドレスのリストは、しばしば第三者
によってまとめられ、伝統的なアドレスリストが販売されたのと同様の方法で販売される
。
【０００６】
　２００４年１月時点の１つの推定値によると、スパム電子メールは、インターネット上
のすべての電子メールトラフィックの６０％を占めた（「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｓｅｔｓ
　Ｉｔｓ　Ｓｉｇｈｔｓ　ｏｎ　Ｄｅｆｅａｔｉｎｇ　Ｓｐａｍ」　Ｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｐｕｂｌｉｃ　Ｒａｄｉｏ，　Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　２００４年２月２日
）。スパムがさらに大量になったため、これらの勝手に送り付けてくるメッセージの配信
を検出して防止する効果的かつ効率的な方法を求める要求が高まった。
【０００７】
　すべての電子メールと同様に、スパム電子メールは送信電子メールシステムから発信さ
れる。スパム電子メールメッセージを含むすべての電子メッセージは、電子メッセージの
ヘッダ、エンベロープ、または別の指定部分の中に、メッセージの転送を容易にする種々
のデータ要素を含む。これらは、特に、メッセージの対象とする受信者のアドレス、メッ
セージの発信者のアドレス、およびメッセージが作成された日付時刻などを含む。例えば
、インターネット規格ＲＦＣ　２８２１（シンプル・メール・トランスファ・プロトコル
）のもとでは、電子メールのメッセージエンベロープは、発信者アドレスおよび１つ以上
の受信者アドレスなどの種々のデータ要素を含む。同様に、規格ＲＦＣ　２８２２（イン
ターネット・メッセージ・フォーマット）のもとでは、電子メールのインターネットメッ
セージヘッダは、発信日付および発信者アドレスを含まなければならず、一般に宛先アド
レスフィールドを含む。
【０００８】
　発信者アドレスまたは受信者アドレスのいずれの場合も、電子メールアドレスは、一般
に「ｕｓｅｒ＠ｄｏｍａｉｎ名」の形式を採用している。発信者アドレスまたは受信者ア
ドレスのいずれの場合も、電子メールアドレスのドメイン名部分は、送信される電子メー
ルの送信先の、または受信される電子メールの送信元のホストシステムを特定する。アド
レスの「ユーザ」部分は、所定のユーザを特定する。また、アドレスの「ユーザ」部分は
、発信者アドレスの場合、所定のユーザによって作成された電子メールを送信するホスト
システムによって、または受信者アドレスの場合、所定のユーザのために電子メールメッ
セージを受信するホストシステムによって割り当てられる。
【０００９】
　電子メールを送信するホストシステムは、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）を参照す
ることによって対象とする受信者に電子メールを転送する。送信ホストシステムが作成済
み電子メールメッセージを受信すると、送信ホストシステムは、最初に、対象とする各受
信者のドメイン名を特定する。その後、当該技術の訓練をうけた人々に周知のプロセスを
通じて、送信ホストシステムは、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）を利用して、各受信
者電子メールアドレスに含まれる各ドメイン名と関連付けられたホストシステムのインタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを特定する。
【００１０】
　次に、送信ホストシステムは、電子メール転送プロトコルを利用する対象とする受信者
と関連付けられた各ホストシステムと通信する。例えば、ＲＦＣ　２８２１（シンプル・
メール・トランスファ・プロトコル（ＳＭＴＰ））によると、一般に電子メッセージの転
送に使用される１つのプロトコルに関する記述がある。
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【００１１】
　送信ホストシステムは、いずれのシステムでも利用可能な６５０００を超える通信ポー
トのいずれを通じても受信ホストシステムと通信することができるが、慣例により、電子
メール送信は、一般に１つ以上の指定ポートを通じて行われる。例えば、インターネット
・アサインド・ナンバーズ・オーソリティ（ＩＡＮＡ）は、システムまたは既知のポート
として０～１０２３まで番号の付いた通信ポートを指定するとともに、シンプル・メール
・トランスファ用にさらにポート２５を指定する（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉａｎａ．ｏ
ｒｇ／ｎｕｍｂｅｒｓ．ｈｔｍｌを参照）。したがって、慣例により、ほとんどのＳＭＴ
Ｐプロセスは、送信ホストシステムのポート２５と受信ホストシステムのポート２５との
間の電子通信によって実行される。
【００１２】
　ホストシステムが単一のドメイン名のサービスを提供する複数の電子メールサーバを有
する場合、ＤＮＳシステムは、いずれかのサーバにアクセスするための１つ以上のＩＰア
ドレスを提供する。このように、受信電子メールシステムが複数の電子メールサーバによ
ってメッセージを受信する場合、ＤＮＳシステムを検索するいずれの送信者も、ドメイン
名に対して同一の一意のＩＰアドレス（または一組の一意のＩＰアドレス）を受信する。
ＩＰアドレスに対して電子メールまたはその他の電子通信が行われるとき、受信電子メー
ルシステムは、当該技術の訓練をうけた人々に周知のプロセスを通じて、受信システム内
の適切なサーバに送信を仕向ける。
【００１３】
　ＤＮＳデータは、ホストシステムレベルで格納されるだけでなく、個別のクライアント
マシンレベルで格納される場合もある。また、ＤＮＳネームサーバは、クライアントマシ
ンレベルまたはホストシステムレベルでは満足されない照会に対して、インターネットを
通じて利用可能である。
【００１４】
　前に述べたように、電子メールメッセージに習慣的に含まれる１つのデータ要素は、電
子メールの送信元の電子メールアドレスである。例えば、ＲＦＣ　２８２２に準拠したメ
ッセージを作成した電子メールユーザは、「Ｆｒｏｍ：」電子メールヘッダフィールド内
の発信電子メールアドレスを含む（例えば、Ｆｒｏｍ：　ｕｓｅｒ＠ｄｏｍａｉｎ．ｃｏ
ｍなど）。ここで、「ｄｏｍａｉｎ．ｃｏｍ」は、メッセージの送信元のドメイン名であ
る。任意に、ドメイン名を含む発信電子メールアドレスは、「Ｓｅｎｄｅｒ：」電子メー
ルヘッダフィールドに現れる。
【００１５】
　当該技術の訓練をうけた人々に知られている、スパムメッセージをブロックする部分的
に効果的な方法の一つは、受信電子メールシステムが、スパムの発信元として知られてい
るドメインを特定して、そのドメインと同じドメイン名を有する発信電子メールアドレス
を用いて送信されるその後のすべての電子メールをブロックすることである。受信電子メ
ールシステムは、スパムメッセージを送信したドメイン名のリストを単純にまとめる。そ
れ以降、電子メールが受信されるたびに、このリスト（または、「ブラックリスト」）は
、受信電子メールシステムによって参照される。ブラックリストに含まれるドメイン名か
ら電子メールが発信された場合、そのメッセージの配信がブロックされる。
【００１６】
　当該技術に熟練した人々は、この技術を逆にした場合も実行可能であることを理解する
であろう。すなわち、受信電子メールシステムは、信頼できるドメイン名のリスト（また
は、「ホワイトリスト」）をまとめる。以降、受信電子メールシステムによってメッセー
ジが受信されるたびに、ホワイトリストが参照される。ホワイトリストに含まれるドメイ
ン名からメッセージが発信された場合、メッセージは配信される。
【００１７】
　多くの受信電子メールシステムは、ホワイトリストとブラックリストを採用している。
送信元ドメインがホワイトリストに含まれているためにその送信元ドメインが信頼されて
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いるシステムとして認識された場合、電子メールは配信される。その送信元ドメインが信
頼されているシステムとして認識されなかった場合、受信電子メールシステムは、ブラッ
クリストを参照して、送信元がスパム電子メールの送信元として特定されているかどうか
を判断する。スパム電子メールの送信元として特定されている場合、受信電子メールシス
テムは、配信を拒否する。
【００１８】
　ＳｐａｍＣｏｐおよびＭＡＰＳなどの一部のサービスは、既知のスパミングドメインの
ドメインデータをコンパイル、管理、および共有するように構成された。これらのサービ
スによって、受信電子メールシステムは、多くの送信元からまとめられたスパム電子メー
ルの既知の送信元に関する膨大なデータベースを参照することができる。その結果、サー
ビスに参加している受信電子メールシステムは、スパム電子メールの送信元であることが
知られているドメインから発信された電子メールを除外することができるようになる。上
記の勝手に送り付けてくる電子メールをフィルタにかける方法は、インターネットサービ
スプロバイダ（ＩＳＰ）レベルだけでなく、ユーザレベルおよび受信電子メールシステム
レベルの両面で実施された。参考として、ＩＳＰ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｏｎ－Ｌｉｎｅは、
特定されたスパミングシステムから発信されたメッセージを、１日にほぼ２０億メッセー
ジブロックすると推定される。
【００１９】
　しかし、スパムの増加量によって、ブラックリスト処置は回避されるとともに、合法的
なドメインから発信されたものとして自分自身を「スプーフィング（ｓｐｏｏｆｉｎｇ）
」することによってホワイトリストがつけ込まれている。スプーフィングは、スパミング
システムが、不正な発信電子メールアドレスを電子メールまたは電子メールエンベロープ
に含まれるデータ要素として提供するときに発生する。不正なアドレスのドメイン名は、
「ａｏｌ．ｃｏｍ」、「ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ」、または「ｍｓｎ．ｃｏｍ」などの合
法的なドメイン名である場合がある。または、不正なアドレスのドメイン名は、架空のド
メイン名である場合もある。スパム送信者は、スパムメッセージに含まれる発信電子メー
ルアドレスを偽装（または「スプーフ（ｓｐｏｏｆ）」）することによって、スパムをブ
ロックするブラックリストを回避して、受信電子メールシステムからの実際の身元を隠す
。合法的な電子メールの送信元となり得る合法的なドメイン名はあり余る程存在するため
、スプーフィングを利用するスパミングシステムは、送信中のスパムメッセージの送信元
として不正に提供されるドメイン名を頻繁に変更することによって、その身元を受信電子
メールシステムから隠すほぼ無制限の能力を有する。参考として、すべてのスパムの７０
％は、偽装された発信電子メールアドレスを含むと推定されている。
【００２０】
　また、合法的な所望の電子メールの送信もブロックしてしまう可能性があるため、スプ
ーフィングは、さらに受信電子メールシステムがブラックリストまたはホワイトリストを
使用してスパムをブロックする能力を損なう。例えば、スパム発信者は、スパム電子メー
ルの送信元のドメイン名として「ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ」を特定するメッセージヘッダ
に発信電子メールアドレスを含めてスパムを送信するように、スパミング電子メールシス
テムを構成する。そのような状況においては、これらのスパムメッセージを受信してブラ
ックリストを利用する電子メールシステムは、ジレンマに直面する。このような電子メー
ルシステムは、ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍドメインから発信されるすべての電子メールをブ
ロックすることができるが、ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍユーザから送られるスパムではない
所望の電子メールもすべてブロックしてしまうという好ましくない効果を生む。
【００２１】
　したがって、受信電子メールシステムが、スパムをブロックするためにブラックリスト
とホワイトリストのみに依存する場合、偽装されたスパム電子メールを配信するか、また
は所望の電子メールの配信を大量に拒絶しなければならない。第１の欠点は、スパム送信
者が、受信電子メールシステムの信頼のできるドメイン名リスト（すなわち、そのホワイ
トリスト）に存在するドメイン名を偽装したときに生じる。第２の欠点は、受信電子メー
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ルシステムが、スパミングドメインとしてドメインを特定して、そのドメインのドメイン
データを、ローカルまたは中央で管理されたブラックリストに提供するときに生じる。な
ぜならば、ドメイン名がスパム電子メールの発信ドメインとして偽って示されたためであ
る。それ以降、非スパム電子メールがドメインから発信されて、同じ受信電子メールシス
テムに送信されたとき、または、非スパム電子メールがドメインから発信されて、同じブ
ラックリストを参照する別の受信電子メールシステムに送信されたとき、非スパム電子メ
ールはブロックされる。
【００２２】
　スプーフィングの問題は、システム管理者が非スパム電子メールの送信元であるかもし
れないすべての潜在的ドメイン名を特定することができなければ、さらに深刻化する。し
たがって、システム管理者にとっては、「スプーフ（偽装）」されたスパムを停止させな
がら、合法の電子メールをブロックしてしまわないようにすることがますます困難になっ
た。なぜならば、システム管理者は、合法の電子メール送信者によってかなり利用される
ドメイン名をブラックリストに載せてブロックすることができないからであり、また以前
に特定されていないスパミングドメイン名をブラックリストに追加した場合、システム管
理者は、一部の所望の電子メールがブロックされないとは確信できないからである。
【００２３】
　偽られたスパムを特定する１つの方法は、疑わしい電子メールメッセージを送信する送
信電子メールシステムのＩＰアドレスを、発信者の電子メールアドレスで特定されるドメ
イン名に割り当てられたＩＰアドレスと比較することである。習慣的に、送信電子メール
システムが電子メールメッセージを送信するとき、送信接続中に、送信電子メールシステ
ムは、受信電子メールシステムに対して送信電子メールシステム自身を特定する。例えば
、ＲＦＣ　２８２１（シンプル・メール・トランスファ・プロトコル）のもとでは、送信
電子メールシステムは、「Ｈｅｌｌｏ」コマンドを使用して、受信電子メールシステムに
対して送信電子メールシステム自身を特定する。コマンドラインは、送信電子メールシス
テムのドメイン名を含む。したがって、偽装された電子メールが送信されたかどうかを判
断する１つの方法は、ＤＮＳからの「Ｈｅｌｌｏ」コマンドに含まれるドメイン名のＩＰ
アドレスを特定して、電子メールまたは電子メールエンベロープに述べられているような
発信者の電子メールアドレスに提供されているドメイン名に対して、ドメイン名のＩＰア
ドレスを特定することである。２つのＩＰアドレスが同じであれば、電子メールメッセー
ジは推定上スパムではない。しかし、２つのＩＰアドレスが異なる場合、電子メールは推
定上スパムであると判断される。
【００２４】
　一般に「リバースＭＸレコード参照」と称されるこの方法は、スパムの特定に多少効果
的である。しかし、スパム発信者が電子メールヘッダおよびエンベロープ内に提供される
発信アドレスと、ＳＭＴＰ通信トランザクション中の送信電子メールシステムに使用され
るドメイン名の両方を偽装する場合、この方法は失敗する。このようにして、巧妙な偽装
者は、有効なドメイン名を含む不正な発信アドレスを設定する。また、ＳＭＴＰトランザ
クション中に不正な送信電子メールシステムドメイン名または不正な送信電子メールシス
テムＩＰアドレスを設定する一方で、不正な発信アドレスおよび不正な送信電子メールシ
ステムドメイン名またはＩＰアドレスは確実に一貫性があるようにする。この方法で、管
理者がリバースＭＸレコード参照を使用することによって、偽装者はスパム電子メールの
検出を回避する。
【００２５】
　先行技術で提示される、偽装されたスパムを特定するための別の方法は、電子メールメ
ッセージ自体の部分を分析して、メッセージがスパムであるかどうかを判断することであ
る。この方法によれば、疑わしいスパム電子メールは、電子的に分析されるか、または疑
わしい電子メールの種々の部分の内容を評価する１つ以上のアルゴリズムに従って「フィ
ルタリング」される。種々の部分には、例えば、電子メールのヘッダに含まれる件名、そ
の他のデータ要素、メッセージそのものの内容、またはこれらのいずれかの組み合わせが
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含まれる。
【００２６】
　いくつかのタイプのスパムフィルタリング機構が、先行技術によって開示されている。
これらのシステムによって、受信電子メールシステムは、電子メールメッセージを評価し
てそれらを配信すべきかどうかを判断することができる。例えば、米国特許Ｎｏ．５９９
９９３２（Ｐａｕｌ’９３２）および米国特許Ｎｏ．５８８４０３３（Ｄｕｖａｌｌ’０
３３）は、様々なフィルタリング方法を開示している。
【００２７】
　Ｄｕｖａｌｌ’０３３の特許で開示されるフィルタリングシステムでは、受信した電子
メールメッセージの部分を、一般にスパムメッセージに含まれる情報のデータシステムに
ある情報と部分的に比較する。Ｄｕｖａｌｌ’０３３のシステムは、電子メールの特定の
文字列、およびそのような文字列の特定の方向付けをサーチして、受信した電子メールメ
ッセージが好ましくないかどうか、したがって、スパムであると決定すべきかどうかを判
断する機能を有する。
【００２８】
　Ｐａｕｌ’９３２の特許は、複数の手順を実行するスパムフィルタリング方法を開示し
ている。最初に、入ってくる電子メールの１つ以上のデータ要素から得られるデータを、
格納されたデータと比較する。予め定められた基準に従ってデータが適切に相互参照され
た場合、メールは配信される。データが適切に相互参照されない場合、電子メールが有効
であって配信すべきかどうかを判断するために、１つ以上の追加の発見的技術が実行され
る。
【００２９】
　あいにく、この種のスパムフィルタには深刻な欠点がある。フィルタリングプログラム
は、一般にかなりの処理能力を必要とする。そのようなプログラムは、プログラムによっ
て使用される種々のアルゴリズムによってすべての疑わしいスパムメッセージが解析およ
び分析されることを要求する。したがって、フィルタリングプログラムを単一の電子メー
ル受信者コンピュータにインストールすることは適切ではない。なぜならば、コンピュー
タの処理能力が、他のアプリケーションだけでなくフィルタリングプログラムを動作する
のに十分である可能性は低いためである。しかし、たとえ受信電子メールシステムの処理
能力がかなりあるとしても、特に受信電子メールシステムが大量の電子メールおよび大量
の疑わしいスパムメッセージを受信する場合、フィルタリングプログラムによってかなり
重い負担を負わされる可能性はそれでも高い。
【００３０】
　その結果として、一部の組織は、フィルタリング電子メールシステム（別個のシステム
）を構築する。フィルタリング電子メールシステムでは、入ってくる電子メールを受信し
て、フィルタリングプログラムまたは他の方法を使用して電子メールメッセージを処理し
た後に、配信のためにそれらの電子メールメッセージを受信電子メールシステムに送信す
る。フィルタリングプログラムの利用が好ましい場合、フィルタリング電子メールシステ
ムを使用することで、プログラムが受信電子メールシステムそのもので実行される場合に
遭遇する、受信電子メールシステムのシステム資源に対する要求が緩和される。
【００３１】
　しかし、たとえフィルタリング電子メールシステムが使用される場合でも、これらのフ
ィルタリングシステムは非効率であり、有効な電子メールの配信を許可しながら、不適当
な電子メールを一貫してフィルタにかけて除去することができない。これは真実である。
なぜならば、利用されるアルゴリズムは、複雑であるにもかかわらず、メッセージの内容
を公正かつ十分に分析して評価するほど十分には洗練されていないからである。さらに、
スパム送信者は、フィルタリングプログラムによる検出を回避するために、文字に壊れた
ワードや数値表現を使用することなどの技術を使用することができる。例えば、検出を回
避するために、「Ｖｉａｇｒａ」は、「Ｖｉａ　ｇｒａ」または「Ｖ１ａｇｒａ」として
入力することができる。
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【００３２】
　これらの欠点を克服しようとして、公開Ｎｏ．２００３／０００９６９８は、スパムを
フィルタリングするシステムを開示している。このスパムフィルタリングシステムは、送
信したと目される送信者に受信電子メールシステムが「確認要求」を送信することに依存
する。確認要求は、ホワイトリストに載せられた送信元から発信されていない、またはス
パムとして潜在的に分類されるいずれの入ってくる電子メールにも応じて、受信電子メー
ルシステムによって自動的に生成される応答電子メールである。応答電子メールは、送信
者が「信頼できる送信元」になるように、元の送信者が手作業で確認要求を肯定すること
を要求する。この方法は、大部分のスパミングシステムが返信電子メールに応答できない
こと、およびスパミングシステムが多数の電子メールに応答することがほぼ不可能なこと
に依存する。確認電子メールが正常に配信されない場合、またはシステムが要求に対する
応答を受信しない場合、受信電子メールシステムは、メールをスパムとしてリストに登録
した後、そのメールを削除する。その他の場合で、受信電子メールシステムが応答を受信
した場合、受信電子メールシステムは、信頼できるソースリストまたはホワイトリストに
ドメイン名を追加して、対象とする受信者にメッセージを転送する。
【００３３】
　米国特許Ｎｏ．６１９９１０２（Ｃｏｂｂ’１０２）などの他の特許は、何らかの形式
の確認リターン電子メールメッセージを利用する類似のシステムを開示している。Ｃｏｂ
ｂ’１０２の特許の場合、確認電子メールは、送信者によって回答しなければならない質
問を含んでおり、コンピュータによって実行することができない何か他の認識タスクを実
行することを送信者に要求する。無応答の場合、または不適切なレスポンスを受信した場
合、疑わしい電子メールの配信はブロックされ、当該疑わしい電子メールは削除される。
【００３４】
　Ｃｏｂｂ’１０２の発明および公開Ｎｏ．２００３／０００９６９８の方法ではフィル
タリングプログラムに優る利点が得られるが、３つの重要な欠点がある。第１に、これら
の方法は、電子メール通信の元の送信者に、追加の行動をとるように要求する。すなわち
、第１の通信の配信前に確認メッセージに応答するように要求する。これによって、元の
送信者側に、追加の、一般に思いがけない望まない仕事が生じる。また、送信者に応答を
送信してもらえない場合、または送信者が応答の送信に気が進まない場合、メッセージの
配信は遅れるかまたは拒否される場合がある。第２に、これらの方法では、一般に、ホワ
イトリストに登録されたドメイン名から発信されるいずれの電子メールメッセージも、送
信者の確認を要求せずに配信される。このようにして、スパム送信者が、これらの方法の
１つを使用する受信電子メールシステムによって利用されるホワイトリストに登録されて
いるドメイン名を偽装した場合、スパム電子メールは、送信者確認メッセージを要求せず
に配信されることになる。最後に、これらのチャレンジ電子メール方法は、第２の電子メ
ール配信を要求する。第２の電子メール配信は、一般に、チャレンジ電子メールなどの作
成をそれ自体が促すメッセージ発信者に対して行われる。その結果、多量の電子メールに
つながる。しかし、例えこのような大量の電子メールが一部のプログラムされた割り込み
によって先取りされるとしても、この方法を使用すると、電子メールトラフィックはそれ
でもかなり増加することになる。
【００３５】
　米国特許Ｎｏ．６３９３４６５（Ｌｅｅｄｓ’４６５）によって開示される方法および
システムは、各メッセージに秘密の認証コードを添付することによって前述の問題を解決
しようと試みている。Ｌｅｅｄｓ’４６５のシステムのユーザは、第三者「監督者」によ
る認証コードを提供される。この認証コードは、すべての電子メール通信に含まれる。受
信電子メールシステムが未承認のコードを含む電子メールを受信した場合、受信電子メー
ルシステムは、電子メール送信者が、第三者の監督者によってチェックされたスパム発信
者ではないことを確認する。
【００３６】
　Ｌｅｅｄｓ’４６５のシステムは、受信電子メールシステムに加わる重い負担を軽減す
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るが、その一方で誤りを犯しがちである。なぜならば、認証コードの秘密および整合性を
管理することが要求されるからである。スパム送信者が参加者の認証コードを解読できる
場合、スパム送信者は、その認証コードを使用することによって、検出されずにスパム電
子メールを送信することができる。さらに、このシステムは、第三者の認証者による認証
、および第三者の認証者との間で通信を繰り返し行うことを要求する。加えて、このシス
テムのユーザは、特定の送信電子メールサーバはスパミングシステムではないという第三
者による表現に依存する。
【００３７】
　したがって、送信者または他の人々の介入なしに送信電子メールシステムおよび受信電
子メールシステムによって実行可能であるとともに、メールサーバの処理資源に過度に重
い負担をかけない、スパム電子メールの検出およびフィルタリングを行うシステムと方法
を提供する必要がある。米国特許出願Ｎｏ．１０／８０３１２０（Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ
）は、次の方法とシステムによってこれらの問題を解決している。すなわち、受信電子メ
ールシステムは、電子メールメッセージを送信したと目される送信者に自動的に確認要求
を送り、受信電子メールシステムは、そのような要求に自動的に応答して、疑わしいメッ
セージの人手をかけない自動化した確認が行われるようにする。
【００３８】
　Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ出願’１２０の発明は規定の目標を達成するが、これは、この発
明を実施するすべての送信電子メールシステムに、送信システムによって送信された各メ
ッセージに対するデータを使用したデータベースの管理を要求することによって行われる
。このデータは、例えば、送信の日付時刻、および対象とする受信者の電子メールアドレ
スなど、１つまたは２つのデータ要素のみから成る。その一方で、そのようなデータベー
スの生成および管理は、かなりのネットワーク資源およびシステム資源を必要とする。さ
らに、この情報の一部を記録することによって、電子メッセージの送信者および受信者の
セキュリティまたはプライバシーに関する懸念が生じる。したがって、送信電子メールシ
ステムによる、送信される各メッセージに関連したデータのデータベースの管理を要求せ
ずに、自動的にメッセージを確認できるシステムと方法を提供する必要がある。本発明は
、このような必要性に応えるものである。
【発明の開示】
【００３９】
　本発明は、不必要で勝手に送り付けてくるメッセージ（特に、不正な発信アドレス情報
を有するメッセージ）の配信がブロックされるように、疑わしいメッセージを送信したと
目される発信者が実際にメッセージを送信したかどうかを自動的に確認することによって
、好ましくない電子メッセージを検出してフィルタにかけるためのシステムおよび方法を
提供する。
【００４０】
　本発明は、例えば、ＳＭＴＰおよびＳｅｎｄＭａｉｌなどの様々な電子メッセージ配信
および電子メールプロトコルとともに使用することができるシステムである。本システム
は、電子メッセージを送信するデバイスと情報のやりとりを行うソフトウェアモジュール
または送信モジュール（すなわち、送信システム）と、電子メッセージを受信するデバイ
スと情報のやりとりを行う第２のソフトウェアモジュールまたは受信モジュール（すなわ
ち、受信システム）とを含む。本発明の第１および第２のソフトウェアモジュールは、様
々なプログラミング言語で開発して実装することができるとともに、様々な電子装置に導
入することができる。第１および第２のモジュールは、それぞれ送信システムと受信シス
テムに関連付けられた機能を実行するために必要なコードを含む。
【００４１】
　本発明によると、送信システムが電子メッセージを送信してその電子メッセージを配信
するとき、送信モジュールは、メッセージの１つ以上のコンポーネント上であらかじめ決
められたアルゴリズムを実行する。メッセージまたはその部分にアルゴリズムを適用する
ことによって、特定の各メッセージのデータ列または「キー」が生成される。望ましくは
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、当該アルゴリズムは、メッセージが作成された日付時刻、メッセージの発信者を特定す
るデータ、およびメッセージの対象とする受信者を特定するデータを含むデータコンポー
ネント上で実行される。任意に、キーは、電子メッセージまたはメッセージヘッダに含ま
れる追加データに由来する。例えば、電子メールメッセージの場合、キーは、メッセージ
テキストの本文、またはメッセージヘッダに含まれる１つ以上のデータ要素に由来する。
【００４２】
　当該技術の訓練をうけた人々は、電子メッセージの特定に利用可能なキーを生成するた
めに、様々なデータ要素にアルゴリズムが適用されることを理解するであろう。キーが生
成された方法にかかわらず、このキーは、何らかの方法で、電子メッセージに組み込まれ
るか、または電子メッセージと関連付けられる。一般に、キーは、テキストとしてメッセ
ージの本文に単純に組み込まれる。しかし、当業者は、そのようなキーは、メッセージの
ヘッダに含まれる「メッセージ－ＩＤ」フィールドに収めて電子添付ファイルとして送信
されるか、または何か他の方法で送信されることを理解するであろう。
【００４３】
　本発明によると、受信システムが「疑わしい電子メッセージ」（すなわち、本物である
所望の電子メッセージであることを受信システムが確認できない電子メッセージ）を受信
したとき、受信モジュールは、この疑わしいメッセージの配信を差し控える。次に、受信
モジュールは、疑わしいメッセージの送信元と目される送信システムの身元を特定する。
このデータは、通常、疑わしいメッセージに含まれるデータを参照することによって確認
される。または、別の方法として、このデータは、メッセージに付随するエンベロープの
データから、またはメッセージの送信中に送信されるデータから確認される。次に、受信
モジュールは、疑わしい電子メールの発信元と目される送信システムに確認要求を送信す
る。
【００４４】
　当該技術の訓練をうけた人々は、電子メールメッセージの場合、受信モジュールは、Ｄ
ＮＳを利用することによって、発信元と目される送信電子メールシステムのインターネッ
トプロトコル（ＩＰ）アドレスを特定することができることを理解するであろう。この場
合の方法は、送信電子メールシステムが、ＤＮＳを利用することによって送信しようとし
た電子メールのＩＰアドレスを特定する方法と同じである。さらに、当該技術の訓練をう
けた人々は、受信電子メールシステムによって受信した疑わしい電子メールが偽装された
電子メール（すなわち、電子メールの送信元であるシステム以外のドメイン名によって発
信電子メールアドレスを不正に特定する電子メール）である場合、ＤＮＳを検索すること
によって受信モジュールに提供されるＩＰアドレスは、発信者として不正に特定されるド
メイン名に相当するものであり、電子メールの実際の送信元ではないことを理解するであ
ろう。
【００４５】
　受信モジュールからの確認要求は、次の２つの要素を含む。すなわち、（１）データ列
または「キー」、および（２）通信システム内の事前の取り決めによって、本発明を実施
する送信システムによりメッセージに対するキーの作成に使用されたメッセージのコンポ
ーネントである。
【００４６】
　送信システムが受信モジュールから確認要求を受信したとき、送信システムは、送信モ
ジュールに当該確認要求を伝送する。その後、送信モジュールは、確認要求内に提供され
たデータコンポーネントに再びアルゴリズムを適用して、第２のデータ列または「キー」
を生成する。送信モジュールが、第２のキーは確認要求で送信されたキーと同一であるこ
とを確認した場合、送信モジュールは、送信システムが疑わしいメッセージを送信したこ
とを肯定する内容で、確認要求に対して応答する。送信モジュールが、第２のキーは確認
要求の中で検出したキーと同一ではないと判断した場合、送信モジュールは、送信システ
ムが疑わしいメッセージを送信したことを否定する内容で、確認要求に対して応答する。
【００４７】
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　受信システムが、送信システムが疑わしいメッセージを発信したことを肯定する内容で
確認要求に対する応答を受信したとき、受信モジュールは、疑わしいメッセージの対象と
する受信者への配信を許可する。受信システムが、送信システムが疑わしいメッセージを
発信したことを否定する内容で確認要求に対する応答を受信したとき、受信モジュールは
、疑わしい電子メールメッセージを破棄するか、またはそうでなければ、受信システムの
管理者による設定に従って疑わしい電子メールメッセージを処分する。
【００４８】
　当業者は、通信システム内で本発明を実施する各送信システムは、システム内の事前の
取り決めによってキーの作成に使用されるデータコンポーネントに同じアルゴリズムを適
用する必要はないことを理解するであろう。また、キーが作成された元となる、確認要求
に含めて転送されたデータコンポーネントによって、使用されたアルゴリズムを送信シス
テムが特定できる限り、送信システムは、異なる電子メールメッセージに対して異なるア
ルゴリズムを任意に利用する。例えば、事前の取り決めによって、アルゴリズムをメッセ
ージの日付時刻に適用することによってメッセージキーを作成する通信システムにおいて
は、送信システムは、適用するアルゴリズムを定期的に変更することができる。受信シス
テムから確認要求が返されたら、送信システムは、確認要求に含めて返された日付時刻を
参照することによって、使用されたアルゴリズムを特定する。同様に、事前の取り決めに
よって、送信者の電子メールアドレスにアルゴリズムを適用することによってメッセージ
キーが作成された通信システムでは、送信システムは、種々の送信者に対して異なるアル
ゴリズムを利用することができる。受信システムから確認要求が返されたら、送信システ
ムは、確認要求に含めて返された送信者の電子メールアドレスを参照することによって、
使用されたアルゴリズムを特定する。このようにして、許可された送信システムによって
使用されたアルゴリズムを使用して、未許可のユーザが特定および開始を行うことができ
る可能性を最小限に抑えることができる。
【００４９】
　本発明が電子メールメッセージを送信するシステムによって実施される場合、確認要求
および確認要求に対する応答は、受信電子メールシステムと送信電子メールシステムとの
間のポートツーポート通信によって実行される。例えば、この通信は、登録済みポート（
すなわち、１０２４～４９１５１の範囲内のポート）のうちの１つを通じて行われる。電
子メッセージがキーを含まない場合、または受信システムが送信システムに問い合わせを
返したときに、受信システムが応答の受信に失敗した場合、受信モジュールは、電子メー
ルがスパムであることを肯定も否定もすることができない。また、任意に、他のフィルタ
リング方法を使用してさらに電子メールを分析するか、または電子メールがスパムである
かどうか肯定も否定もできないことを警告する電子メールを受信者に配信する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　本発明は、不必要で勝手に送り付けてくるメッセージ（特に、不正な発信情報とともに
送信されるメッセージ）の配信が阻止されるように、疑わしい好ましくないメッセージを
送信したと目される発信者が実際にメッセージを送信したかどうかを自動的に確認するこ
とによって、好ましくない電子メッセージを検出してフィルタにかけるためのシステムお
よび方法を提供する。ここで提供される説明は、当業者による本発明の実施が可能なよう
に示される。しかし、説明される好適な実施形態に対する種々の修正は、当業者にとって
は明らかである。さらに、本発明はスパム電子メールに関して述べられているが、当業者
は、説明されるシステムおよび方法は、例えば、携帯電話によるテキストメッセージング
、またはボイス・オーバー・インターネット・プロトコル（ＶＯＩＰ）メッセージングな
ど、他の形式の電子通信にも適用されることを理解し得るであろう。
【００５１】
　図１に、本発明の好適な実施形態を示す。ドメイン名ａｂｃ．ｃｏｍを含む電子メール
アドレスを有するユーザによって作成された電子メールメッセージを送信するために、ド
メイン名ａｂｃ．ｃｏｍのサービスを提供する送信電子メールシステム（１０）が配置さ
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れる。送信電子メールシステム（１０）は、送信モジュール（１２）と通信状態にある。
ドメイン名ｘｙｚ．ｃｏｍを含む電子メールアドレスを有するユーザ宛の電子メールメッ
セージの受信および配信を行うために、ドメイン名ｘｙｚ．ｃｏｍのサービスを提供する
受信電子メールシステム（２０）が配置される。受信電子メールシステム（２０）は、受
信モジュール（２２）と通信状態にある。
【００５２】
　当該技術の訓練をうけた人々は、送信電子メールシステムは、電子メールアプリケーシ
ョン（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｕｔｌｏｏｋ）を実行する単一のコンピュータ、
複数のユーザによって作成された電子メールを送信するとともに１つ以上のドメイン名を
機能させる電子メールサーバ、複数のユーザによって作成された電子メールを送信すると
ともに１つ以上のドメイン名を機能させる複数の電子メールサーバ、または中継電子メー
ルシステム（すなわち、別の送信電子メールシステムから電子メールを受信するとともに
、これらの電子メールを、修正を加えて（または、修正を加えずに）受信電子メールシス
テムに転送するシステム）から構成されることを理解するであろう。同様に、当該技術の
訓練をうけた人々は、受信電子メールシステムは、電子メールアプリケーションを実行す
る単一のコンピュータ、電子メールサーバ、複数のサーバ、またはゲートウェイ電子メー
ルシステムから構成されることを理解するであろう。
【００５３】
　ゲートウェイ電子メールシステムは、複数の受信電子メールシステムに対して電子メー
ルの受信および転送を行うシステム、および１つの電子メール転送環境で受信したメッセ
ージを、別の電子メール転送環境における電子メール受信者に転送するように動作するシ
ステムなどを含む。例えば、ゲートウェイ電子メールシステムは、ＳＭＴＰによってメッ
セージを受信して、それらのメッセージを、ＳｅｎｄＭａｉｌでメッセージを受信するシ
ステムまたはユーザに転送するように動作する。
【００５４】
　本発明の説明を明確にするために各電子メールシステムの受信機能および送信機能は分
離されているが、当該技術の訓練をうけた人々は、送信機能および受信機能は、通常、電
子メールサーバとして機能する単一のコンピュータによって実行されることを理解するで
あろう。
【００５５】
　図１を参照すると、送信電子メールシステム（１０）は、電子メールアドレスｓｅｎｄ
ｅｒ＠ａｂｃ．ｃｏｍを有するユーザによって作成された電子メールメッセージ（１００
）を受信する。この受信された電子メールメッセージは、電子メールアドレスｒｅｃｉｐ
ｉｅｎｔ＠ｘｙｚ．ｃｏｍを有する受信者に送信されるべきものである。ＲＦＣ　２８２
２（「インターネット・メッセージ・フォーマット」）と一致して、送信者の電子メール
アドレスと受信者の電子メールアドレスは、電子メールメッセージのヘッダ部分にあるヘ
ッダフィールド「Ｆｒｏｍ：」、「Ｔｏ」にそれぞれ現れる。さらに、ＲＦＣ　２８２２
と一致して、メッセージが作成された日付時刻がヘッダ「Ｄａｔｅ：」に挿入される。
【００５６】
　作成された電子メールメッセージを送信する前に、送信モジュール（１２）は、メッセ
ージの１つ以上のコンポーネントに、アルゴリズムを適用する。このプロセスによって、
送信中の電子メールに対する第１のデータ列または「キー」が生成される。望ましくは、
当該キーは、送信者のアドレス、受信者のアドレス、および電子メールが作成された日付
時刻など、電子メールのヘッダに含まれるデータに由来する。しかし、当該キーは、メッ
セージテキストの要素、ヘッダ「メッセージＩＤ」に含まれる一意識別子、またはメッセ
ージとともに送信される他のデータなど、そのような、メッセージのコンポーネント、部
分または特性に由来する。その後、当該キーは、送信モジュールによって何らかの方法で
、メッセージに組み込まれるか、またはメッセージと関連付けられる。例えば、メッセー
ジの本文にキーを単純に加えたり、メッセージのヘッダまたはフッタにキーを加えたり、
またはメッセージに添付してキーを送信したり、キーは、様々な手段によって組み込まれ
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ることは当業者によって理解されることである（ただし、それらの手段に限定されるもの
ではない）。通信システム内の事前の取り決めによって、システム内の本発明を実施する
すべての送信システムおよび受信システムは、同じ方法を使用して同じ位置にキーをメッ
セージに組み込む。
【００５７】
　電子メールメッセージは、標準および周知の方法を使用する送信電子メールシステムに
よって、対象とする受信者の受信電子メールシステム（２０）に送信される（１０１）。
受信電子メールシステム（２０）が電子メールメッセージまたは疑わしい電子メールを受
信したとき、受信モジュール（２２）は、その疑わしい電子メールを一時的な保留待ち行
列（２１）にルーティングすることによって、当該疑わしい電子メールの配信を一時的に
差し控える。その一方で、受信モジュール（２２）は、確認プロセスを実行する。
【００５８】
　確認プロセスの実行中、受信モジュール（２２）は、メッセージからキーを見つけて抽
出する。受信電子メールシステムが、特定の疑わしい電子メッセージに対してキーを得る
ことができない場合、例えば、そのようなメッセージの送信者が本発明を実施していない
場合、疑わしい電子メッセージの発信元の信憑性は確定されない。その場合、受信モジュ
ール（２２）は、受信システムのオペレータによって予め定められているような追加の措
置を講じる。例えば、疑わしいメッセージを削除したり、電子メールがスパムであるかど
うか肯定も否定もできないという受信者に対する警告とともに対象とする受信者にメッセ
ージを配信したり、専用のメールボックスにメッセージを転送したり、または疑わしい電
子メールをさらに分析するために他のスパムフィルタシステムにメッセージを処理させた
りする。
【００５９】
　受信モジュール（２２）が疑わしいメッセージ内のキーの場所を突き止めた場合、受信
モジュールは、次に、疑わしい電子メールのメッセージヘッダから発信電子メールアドレ
ス内のドメイン名を特定する。その後、受信モジュール（２２）は、確認要求を作成して
、その確認要求を、疑わしい電子メールメッセージの送信元として特定されるドメイン名
と関連付けられた送信電子メールシステムに送信する（１０２）。確認要求は、次の２つ
の要素を含む。すなわち、（ａ）疑わしいメッセージからのキー、および（ｂ）通信シス
テム内の本発明を実施する送信システムによって疑わしいメッセージに対するキーが作成
された元となる疑わしいメッセージからのデータである。
【００６０】
　送信電子メールシステム（１０）によって確認要求が受信されると、送信電子メールシ
ステムは、送信モジュール（１２）に確認要求を伝達する。送信モジュール（１２）は、
最初に、疑わしいメッセージに対するキーが作成された元となる疑わしいメッセージから
のデータに対応した確認要求からデータを抽出して、送信電子メールシステムから実際に
発信されたメッセージを得る。その後、送信モジュール（１２）は、疑わしいメッセージ
に対するキーを作成するために適用された、実際に送信システムによって発信されたメッ
セージを有する、抽出されたデータに対して同じアルゴリズムを適用して、第２のキーを
生成する。次に、送信モジュールは、確認要求内で提示された第１のキーを第２のキーと
比較する。２つのキーが同じであると送信モジュールが判断した場合、送信モジュールは
、送信電子メールシステム（１０）が疑わしい電子メールを送信したことを肯定する内容
で確認要求に対して応答する（１０３）。２つのキーが同一でない場合、送信モジュール
（１２）は、送信電子メールシステムが疑わしい電子メールを送信したことを否定する内
容で、確認要求に対して応答する。
【００６１】
　望ましくは、送信電子メールシステムが電子メールサーバを少なくとも１つ備えている
場合、受信電子メールシステムは、電子メール送信というよりもむしろポートツーポート
通信によって送信電子メールシステムと直接的に通信する。例えば、通信ネットワーク内
で本発明を実施するシステム間における事前の取り決めによって、通信は、登録済みポー
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ト（すなわち、１０２４～４９１５１の範囲内のポート）のうちの１つを通じて行われる
。
【００６２】
　送信電子メールシステムが、電子メールアプリケーションを実行する単一のクライアン
トコンピュータ（オフラインでもよい）を備えている場合、受信モジュールは、専用の電
子メール通信によって送信モジュールと通信する必要がある。そのような状況においては
、送信モジュールは、受信モジュールとの事前の取り決めによって、確認要求を専用の電
子メール通信によって行わなければならない送信として元の電子メールメッセージを特定
するデータを、元の電子メールメッセージの中に含む。また、この状況において、確認要
求電子メールは、確認要求を作成すべきではない送信として確認要求電子メールを特定す
るデータを含む。
【００６３】
　受信モジュールが、送信電子メールシステムが疑わしい電子メールを送信したことを肯
定する内容で確認要求に対する応答を受信したとき、電子メールは、受信電子メールシス
テム（２０）によって、一時的な保留待ち行列（２１）から回収されて、アドレスｒｅｃ
ｉｐｉｅｎｔ＠ｘｙｚ．ｃｏｍへの受信者への配信（１０４）が行えるようになる。
【００６４】
　当該技術に熟練した人々は、送信電子メールシステム内では、送信モジュールの一部の
機能は、異なるサーバまたはコンピュータによって実行されることを理解するであろう。
このようにして、例えば、電子メールメッセージが最初に作成されたクライアントマシン
上で動作する一部の送信モジュールは、電子メールメッセージにアルゴリズムを適用する
ことによって、キーを生成して、そのキーをメッセージに組み込む。別個のコンピュータ
（すなわち、確認サーバ）上で動作する送信モジュールの第２の部分は、確認要求を受信
して、その確認要求に対して応答する。この場合、送信電子メールシステムが受信電子メ
ールシステムから確認要求を受信するとき、送信電子メールシステムは、確認サーバに確
認要求をルーティングする。確認サーバは、確認の要求対象である電子メールメッセージ
を作成したクライアントマシンにより使用される同じアルゴリズムを適用する。
【００６５】
　任意に、受信電子メールシステムは、ドメイン名のサービスを提供する送信電子メール
システムから確認要求応答を受信する元となる各ドメイン名に対してレコードを生成する
。この場合、受信電子メールシステムが、キーを含まないが、以前のメッセージが結果と
して確認要求応答となった元となるドメイン名を含むアドレスを利用する送信者から発信
されたと判断される疑わしい電子メールメッセージを受信すると、受信電子メールシステ
ムは、受信電子メールシステムのシステム管理者による設定にしたがって、メッセージを
スパムとして処理する。同様に、通信システム内では、本発明を実施する送信電子メール
システムによってサービスを提供されるドメイン名の中央レジストリが管理される。この
ような場合、キーを含まない疑わしい電子メールメッセージを受信する受信電子メールシ
ステムは、疑わしい電子メールメッセージに含まれる送信者のドメイン名を、中央レジス
トリに含まれるドメイン名のリストと比較する。この比較の結果、疑わしいメッセージが
発信されたと目されるドメイン名は、本発明を実施する送信電子メールシステムによって
サービスを提供されることが判明した場合、受信電子メールシステムは、受信電子メール
システムのシステム管理者による設定にしたがって、メッセージをスパムとして処理する
。
【００６６】
　図２は、勝手に送り付けてくる好ましくないスパム電子メールの配信を防止する動作に
関わる、本発明の好適な実施形態を示す図である。スパム電子メールメッセージを送信す
るために、スパム電子メールシステム（５０）が配置される。ドメイン名ａｂｃ．ｃｏｍ
を含む電子メールアドレスを有するユーザによって作成された電子メールメッセージを送
信するために、ドメイン名ａｂｃ．ｃｏｍのサービスを提供する送信電子メールシステム
（４０）が配置される。送信電子メールシステム（４０）は、送信モジュール（４２）を
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含む。ドメイン名ｘｙｚ．ｃｏｍを含む電子メールアドレスを有するユーザ宛の電子メー
ルメッセージの受信および配信を行うために、ドメイン名ｘｙｚ．ｃｏｍのサービスを提
供する受信電子メールシステム（３０）が配置される。受信電子メールシステム（３０）
は、受信モジュール（３２）を含む。
【００６７】
　図２を参照すると、電子メールアドレスｓｐａｍｍｅｒ＠ｑｒｓ．ｃｏｍのスパム送信
者は、電子メールアドレスｒｅｃｉｐｉｅｎｔ＠ｘｙｚ．ｃｏｍの受信者に送信されるス
パム電子メールを作成して、そのスパム電子メール（１０５）をスパム電子メールシステ
ム（５０）に送信する。しかし、検出を回避するために、スパム送信者は、不正な発信ア
ドレス（ｓｅｎｄｅｒ＠ａｂｃ．ｃｏｍ）をスパム電子メールメッセージのヘッダに挿入
する。不正な発信アドレスに加えて、受信者の電子メールアドレスも、電子メールメッセ
ージのヘッダ部分に現れる。スパム電子メールメッセージも、日付時刻データを含む。こ
の日付時刻データは、スパム送信者によってヘッダフィールド「Ｄａｔｅ：」に挿入され
る。反スパムシステムを回避するさらなる試みにおいて、スパム送信者は、不正なデータ
列または不正な「キー」を含める場合がある。
【００６８】
　スパム電子メールメッセージは、標準および周知の方法を使用するスパム電子メールシ
ステム（５０）によって、対象とする受信者の受信電子メールシステム（３０）に送信さ
れる（１０６）。受信電子メールシステム（３０）がスパム電子メールメッセージまたは
疑わしい電子メールを受信したとき、受信モジュール（３２）は、その疑わしい電子メー
ルを一時的な保留待ち行列（３１）にルーティングすることによって、当該疑わしい電子
メールの配信を一時的に中断する。その一方で、受信モジュール（３２）は、確認プロセ
スを実行する。
【００６９】
　確認プロセスの実行中、受信モジュール（３２）は、最初に、メッセージ内にキーが存
在するかどうかを判断する。受信モジュールがキーを見つけることができない場合、受信
モジュールは、電子メールがスパムであることを肯定も否定もすることができない。その
場合、受信モジュールは、任意に、１つ以上の他の処理システムに電子メールを渡して、
他のフィルタリング方法を使用してさらに電子メールを分析するか、または電子メールが
スパムであるかどうか肯定も否定もできないことの警告と一緒に受信者に電子メールを配
信する。しかし、受信モジュールが、スパム発信者によってキーとして設定された不正な
キーを特定した場合、受信モジュールは確認要求を作成する。したがって、受信モジュー
ルは、疑わしい電子メールのメッセージヘッダから、発信元と目される発信電子メールア
ドレスのドメイン名を特定する。スパム送信者がｓｅｎｄｅｒ＠ａｂｃ．ｃｏｍを発信電
子メールアドレスとして不正に設定したため、受信モジュール（３２）は、ａｂｃ．ｃｏ
ｍが発信ドメインのドメイン名であるかどうかを確認する。次に、受信モジュール（３２
）は、確認要求を作成して、その確認要求を、疑わしい電子メールメッセージの送信元と
して特定されるドメイン（ａｂｃ．ｃｏｍ）に送信する（１０７）。確認要求は、次の２
つの要素を含む。すなわち、（１）疑わしいメッセージからの不正なキー、および（２）
通信システム内の本発明を実施する送信システムによって疑わしいメッセージに対するキ
ーが作成された元となる疑わしいメッセージからのデータである。
【００７０】
　送信電子メールシステム（４０）によって確認要求が受信されると、送信電子メールシ
ステムは、送信モジュール（４２）に当該確認要求を伝達する。その後、送信モジュール
（４２）は、メッセージに適用したアルゴリズムを適用することによって、メッセージの
発信を行ったキーを作成して、第２のキーを生成する。次に、送信モジュールは、第２の
キーと、確認要求内でみつかった不正なキーとを比較する。送信モジュールが、これらの
キーが同一ではないと判断した場合、送信モジュール（４２）は、送信電子メールシステ
ムが疑わしい電子メールを送信したことを否定する内容で、確認要求に対して応答する（
１０８）。
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【００７１】
　受信モジュールが、送信電子メールシステムが疑わしい電子メールを送信したことを否
定する内容で確認要求に対する応答を受信した場合、受信モジュール（３２）は、疑わし
い電子メールメッセージを破棄するか、またはそうでなければ、受信電子メールシステム
の管理者による設定に従って疑わしい電子メールメッセージを処分する。
【００７２】
　説明されるシステムの好適な実施形態においては、受信モジュールと送信モジュールは
、それぞれポートツーポート通信を通じて相互に通信を行う。送信電子メールシステムが
、電子メールアプリケーションを実行する単一のクライアントコンピュータ（オフライン
でもよい）を備えている場合、受信モジュールは、専用の電子メール通信によって送信モ
ジュールと通信する必要がある。そのような状況においては、送信モジュールは、受信モ
ジュールとの事前の取り決めによって、確認要求を専用の電子メール通信によって行わな
ければならない送信として元の電子メールメッセージを特定するデータを、元の電子メー
ルメッセージの中に含む。また、この状況において、確認要求電子メールは、確認要求を
作成すべきではない送信として確認要求電子メールを特定するデータを含む。
【００７３】
　受信モジュール（３２）が、本発明を実施していない送信電子メールシステム（図示さ
れていない）に対して確認要求を伝送しようとした場合、受信モジュールは、そのような
確認要求のためのポートに対するアクセスを拒否されるか、またはその代わりに、アクセ
スは許可されるが、送信電子メールシステムからの適切な応答の受信には失敗する。これ
が発生した場合、受信モジュールは、対象とする受信者に配信するための電子メールを任
意にリリースするか、電子メールがスパムであったことを確認または否定することができ
なかったことを受信者に知らせる電子メールにデータを追加するか、または他のスパム検
出方法に従って電子メールを処理する。
【００７４】
　送信モジュールと受信モジュールとの間の通信は、セキュア・ソケット・レイヤー（Ｓ
ｅｃｕｒｅ　Ｓｏｃｋｅｔｓ　Ｌａｙｅｒ）プロトコルによって行われる場合もある。更
なるセキュリティが望まれる場合、当該技術において一般に知られた方法に従って、通信
の暗号化および復号化が行われる。
【００７５】
　本発明は、スパム電子メールの検出およびフィルタリングを行うための１つ以上の代替
方法と組み合わせて実施してもよい。図３は、スパムフィルタと連動して動作する本発明
の好適な実施形態を示す図である。スパム電子メールメッセージを送信するために、スパ
ム電子メールシステム（８０）が配置される。ドメイン名ａｂｃ．ｃｏｍを含む電子メー
ルアドレスを有するユーザによって作成された電子メールメッセージを送信するために、
ドメイン名ａｂｃ．ｃｏｍのサービスを提供する送信電子メールシステム（６０）が配置
される。
【００７６】
　ドメイン名ｘｙｚ．ｃｏｍを含む電子メールアドレスを有するユーザ宛の電子メールメ
ッセージの受信および配信を行うために、ドメイン名ｘｙｚ．ｃｏｍのサービスを提供す
る受信電子メールシステム（７０）が配置される。受信電子メールシステム（７０）は、
受信モジュール（７２）、およびスパムフィルタモジュール（７５）を含む。スパムフィ
ルタモジュール（７５）は、１つ以上のアルゴリズムに従って疑わしい電子メールメッセ
ージの解析および分析を行うために配置されている。
【００７７】
　ドメイン名ｊｋｌ．ｃｏｍを含む電子メールアドレスを有するユーザによって作成され
た電子メールメッセージを送信するために、ドメイン名ｊｋｌ．ｃｏｍのサービスを提供
する第２の送信電子メールシステム（９０）が配置される。
【００７８】
　図３を参照すると、第２の送信電子メールシステム（９０）は、ユーザ（ｍａｉｌｅｒ
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＠ｊｋｌ．ｃｏｍ）によって作成された、電子メールアドレスｒｅｃｉｐｉｅｎｔ＠ｘｙ
ｚ．ｃｏｍの受信者に送信すべき電子メールメッセージ（１０９）を受信する。送信者の
電子メールアドレスと受信者の電子メールアドレスは、電子メールメッセージのヘッダ部
分に現れる。さらに、メッセージが作成された日付時刻は、電子メールのヘッダに示され
る。
【００７９】
　電子メールメッセージは、標準および周知の方法を使用する送信電子メールシステムに
よって、対象とする受信者の受信電子メールシステム（７０）に送信される（１１０）。
受信電子メールシステム（７０）が電子メールメッセージまたは疑わしい電子メールを受
信したとき、受信モジュール（７２）は、その疑わしい電子メールを一時的な保留待ち行
列（７１）にルーティングすることによって、当該疑わしい電子メールの配信を一時的に
中断する。その一方で、受信モジュール（７２）は、確認プロセスを実行する。受信モジ
ュールは、疑わしい電子メール内のキーを見つけることができない。したがって、受信モ
ジュールは、疑わしい電子メールを一時的な保留待ち行列（７１）から削除するとともに
、その疑わしい電子メールをスパムフィルタモジュール（７５）に転送して（１１２）、
当該電子メールの解析および分析を行う。
【００８０】
　別の方法では、受信モジュールが、キーとして不適切に特定されるデータを見つけた場
合、受信モジュールは確認要求を作成する。この場合、受信モジュール（７２）は、最初
に、疑わしい電子メールのメッセージヘッダから、発信電子メールアドレスのドメイン名
を特定する。次に、受信モジュール（７２）は、確認要求を作成して、その確認要求を、
疑わしい電子メールメッセージの送信元として特定されるドメインに送信する（１１１）
。確認要求は、次の要素を含む。すなわち、（ａ）キーとして不適切に特定された情報、
および（ｂ）通信システム内の本発明を実施する送信システムによって疑わしいメッセー
ジに対するキーが作成された元となる疑わしいメッセージからのデータである。第２の送
信電子メールシステム（９０）は本発明を実施していないため、第２の送信電子メールシ
ステム（９０）は確認要求に対して応答しない。
【００８１】
　望ましくは、確認要求は、ポートツーポート送信を使用して、指定されたポートを通じ
て送信電子メールシステム（９０）に送信される。このポートは、事前の取り決めによっ
て、通信ネットワークにおいて本発明を実施する送信電子メールシステムによって確認要
求の通信を行うように指定されたものである。受信モジュール（７２）が、送信電子メー
ルシステム（９０）との通信に失敗した場合、または送信電子メールシステム（９０）か
らの確認要求に対する適切な応答の受信に失敗した場合、受信モジュール（７２）は、一
時的な保留待ち行列（７１）から疑わしい電子メールを削除して、その疑わしい電子メー
ルをスパムフィルタモジュール（７５）に転送し（１１２）、当該電子メールの解析およ
び分析を行う。
【００８２】
　スパムフィルタモジュール（７５）は、１つ以上のスパム検出方法に従って疑わしい電
子メールを処理する。疑わしい電子メールがスパム電子メールでないことをスパムフィル
タモジュール（７５）が確認すると、当該メッセージの対象とする受信者（ｒｅｃｉｐｉ
ｅｎｔ＠ｘｙｚ．ｃｏｍ）への配信（１１３）が可能になる。
【００８３】
　同様に、再び図３を参照すると、電子メールアドレス（ｓｐａｍｍｅｒ＠ｑｒｓ．ｃｏ
ｍ）のスパム送信者は、電子メールアドレスｒｅｃｉｐｉｅｎｔ＠ｘｙｚ．ｃｏｍの受信
者に送信すべき２つのスパム電子メールメッセージを作成する。検出を回避するために、
スパム送信者は、不正な発信アドレス（ｓｅｎｄｅｒ＠ａｂｃ．ｃｏｍ）を第１のスパム
電子メールメッセージのヘッダに挿入し、さらに第１の不正なキーを当該電子メールメッ
セージに組み込んで、それをスパム電子メールシステム（８０）に送信する（１１４）。
スパム送信者は、第２の不正な発信アドレス（ｍａｉｌｅｒ＠ｊｋｌ．ｃｏｍ）を第２の
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スパム電子メールメッセージのヘッダに挿入し、さらに第２の不正なキーを当該電子メー
ルメッセージに組み込んで、それをスパム電子メールシステムに送信する（１１５）。不
正な発信アドレスに加えて、受信者の電子メールアドレス、および電子メールメッセージ
が作成された日付時刻もスパム電子メールメッセージのヘッダ部分に現れる。
【００８４】
　第１のスパム電子メールメッセージは、標準および周知の方法を使用するスパム電子メ
ールシステムによって、対象とする受信者の受信電子メールシステム（７０）に送信され
る（１１６）。受信電子メールシステム（７０）が第１のスパム電子メールメッセージま
たは第１の疑わしいスパム電子メールを受信したとき、受信モジュール（７２）は、その
第１の疑わしいスパム電子メールを一時的な保留待ち行列（７１）にルーティングするこ
とによって、当該第１の疑わしいスパム電子メールの配信を一時的に中断する。その一方
で、受信モジュール（７２）は、確認プロセスを実行する。同様に、第２のスパム電子メ
ールメッセージは、標準および周知の方法を使用するスパム電子メールシステムによって
、対象とする受信者の受信電子メールシステム（７０）に送信される（１１７）。受信電
子メールシステムが第２のスパム電子メールメッセージまたは第２の疑わしいスパム電子
メールを受信したとき、受信モジュール（７２）は、その第２の疑わしいスパム電子メー
ルを一時的な保留待ち行列（７１）にルーティングすることによって、当該第２の疑わし
いスパム電子メールの配信を一時的に中断する。その一方で、受信モジュール（７２）は
、確認プロセスを実行する。
【００８５】
　確認プロセスの実行中、受信モジュール（７２）は、最初に、第１および第２の疑わし
いスパム電子メールのメッセージヘッダから、発信電子メールアドレスのドメイン名をそ
れぞれ特定する。スパム送信者が、第１の疑わしいスパム電子メールの発信電子メールア
ドレスとしてｓｅｎｄｅｒ＠ａｂｃ．ｃｏｍを、第２の疑わしいスパム電子メールの発信
電子メールアドレスとしてｍａｉｌｅｒ＠ｊｋｌ．ｃｏｍを不正に設定したため、受信モ
ジュール（７２）は、ａｂｃ．ｃｏｍは第１の疑わしいスパム電子メール用の発信ドメイ
ンのドメイン名であり、ｊｋｌ．ｃｏｍは第２の疑わしいスパム電子メールのドメイン名
であると判断する。
【００８６】
　次に、受信モジュール（７２）は、第１の確認要求を作成して、その第１の確認要求を
、第１の疑わしいスパム電子メールの送信元として特定されるドメイン（ａｂｃ．ｃｏｍ
）のサービスを提供する送信電子メールシステム（６０）に送信する（１１８）。第１の
確認要求は、次の要素を含む。すなわち、第１の疑わしいメッセージからの第１の不正な
キー、および通信システム内の本発明を実施する送信システムによって第１の疑わしいメ
ッセージに対するキーが作成された元となる第１の疑わしいメッセージからのデータであ
る。
【００８７】
　同様に、受信モジュール（７２）は、第２の確認要求を作成して、その第２の確認要求
を、第２の疑わしいスパム電子メールの送信元として特定されるドメイン（ｊｋｌ．ｃｏ
ｍ）のサービスを提供する送信電子メールシステム（９０）に送信する（１１９）。第２
の確認要求は、次の要素を含む。すなわち、第２の疑わしいメッセージからの第２の不正
なキー、および通信システム内の本発明を実施する送信システムによって第２の疑わしい
メッセージに対するキーが作成された元となる第２の疑わしいメッセージからのデータで
ある。
【００８８】
　ドメインａｂｃ．ｃｏｍのサービスを提供する送信電子メールシステム（６０）によっ
て第１の確認要求が受信されると、送信電子メールシステムは、送信モジュール（６２）
に確認要求を伝送する。その後、送信モジュール（６２）は、メッセージに適用したアル
ゴリズムを適用することによって、メッセージの発信を行ったキーを作成して、第２のキ
ーを生成する。次に、送信モジュール（６２）は、第２のキーを、確認要求内でみつかっ
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た第１の不正なキーと比較する。送信モジュールが、これらのキーが同一ではないと判断
した場合、送信モジュール（６２）は、ａｂｃ．ｃｏｍのサービスを提供する送信電子メ
ールシステム（６０）が疑わしい電子メールを送信したことを否定する内容で、確認要求
に対して応答する（１２０）。
【００８９】
　受信モジュールが、送信電子メールシステムが第１の疑わしいスパム電子メールを送信
したことを否定する内容で確認要求に対する応答を受信した場合、受信モジュール（７２
）は、第１の疑わしいスパム電子メールメッセージを破棄するか、またはそうでなければ
、受信電子メールシステムの管理者による設定に従って第１の疑わしいスパム電子メール
メッセージを処分する。
【００９０】
　望ましくは、確認要求および確認要求に対する応答は、ポートツーポート送信を使用し
て、指定されたポートを通じて送信される。このポートは、事前の取り決めによって、通
信ネットワークにおいて本発明を実施する送信電子メールシステムによって確認要求の通
信を行うように指定されたものである。
【００９１】
　ドメインｊｋｌ．ｃｏｍのサービスを提供する送信電子メールシステム（９０）は本発
明を実施していないため、受信電子メールシステム（７０）は、指定されたポートを通じ
た送信電子メールシステム（９０）との通信を行うことができないか、または確認要求に
対する適切な応答の受信に失敗する。受信モジュール（７２）が、送信電子メールシステ
ム（９０）との通信に失敗した場合、または送信電子メールシステム（９０）からの確認
要求に対する適切な応答の受信に失敗した場合、受信モジュール（７２）は、一時的な保
留待ち行列（７１）から第２の疑わしい電子メールを削除して、その疑わしい電子メール
をスパムフィルタモジュール（７５）に転送し（１２１）、当該電子メールの解析および
分析を行う。スパムフィルタモジュール（７５）は、１つ以上のスパム検出方法に従って
第２の疑わしい電子メールメッセージを処理する。疑わしい電子メールがスパム電子メー
ルであることをスパムフィルタモジュール（７５）が確認すると、スパムフィルタモジュ
ール（７５）は、第２の疑わしいスパム電子メールメッセージを破棄するか、またはそう
でなければ、受信電子メールシステムの管理者による設定に従って疑わしい電子メールメ
ッセージを処分する。
【００９２】
　ここまで説明した実施例において、送信モジュールは、送信電子メールシステムの欠く
ことのできない部分である。ただし、送信モジュールの機能は、送信電子メールシステム
内の複数のコンピュータ間で分散される場合がある。当該技術に熟練した人々は、送信モ
ジュール機能は、送信電子メールシステムおよび受信電子メールシステムからは独立して
動作する確認電子メールシステムによって実行される場合があることも理解するであろう
。
【００９３】
　他の実施例では（添付の図面には示されていない）、確認プロセスは、送信電子メール
システムというよりもむしろ受信電子メールシステムによって実行される。そのような実
施例においては、通信システム内で本発明を実施するすべての当事者は、事前の取り決め
によって、メッセージの所定のデータおよび「シードデータ」に同じアルゴリズムを適用
して、キーを作成する。「シードデータ」は、メッセージの内容とは無関係な、送信電子
メールシステムによって選択された追加データである。このようにして、シードデータ、
および送信すべき各メッセージからの所定のデータを使用して、送信電子メールシステム
の送信モジュールは、キーを作成して、そのキーをシステムによって送信された各メッセ
ージに組み込む。メッセージを受け取り次第、受信電子メールシステムの受信モジュール
は、当該メッセージを送信したと目される送信者の送信モジュールと通信して、送信した
と目される送信電子メールシステムによって送信されたメッセージのシードデータを得る
。送信モジュールは、受信モジュールとの応答通信においてこのデータを提供する。これ
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ムを適用して、第２のキーを計算することができる。その後、受信モジュールは、第２の
キーを、疑わしいメッセージ内のキーと比較して、メッセージが送信電子メールシステム
によって発信されたかどうかを判断する。
【００９４】
　事前の取り決めによって、シードデータを要求する受信モジュールからの通信が、疑わ
しいメッセージの日付時刻、または疑わしいメッセージの所定のデータを含み、それが送
信電子メールシステムによる適切なシードデータを用いた判断および応答を可能にする限
り、送信電子メールシステムによって選択されるシードデータは、所定の期間にわたって
変更されるか、または、電子メールメッセージに含まれる所定のデータに基づいて変更さ
れる。例えば、送信電子メールシステムが、メッセージが転送された日付時刻に従ってシ
ードデータを変更する場合、受信モジュールのシードデータに対する要求は、疑わしいメ
ッセージの日付時刻を含まなければならない。その後、送信モジュールは、所定の日付時
刻に送信された電子メールに対するシードデータを決定する。
【００９５】
　本発明についていくつかの好適な実施形態に関連して説明したが、特許請求の範囲およ
び前述の明細書で説明される本発明の適用範囲から逸脱することなく、システムに対して
若干の修正または変更を行ってもよいことは、当業者にとっては容易に明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明は、電子メール通信システムを利用する企業および民間団体によって使用される
。本発明では、疑わしいメッセージを送信したと目される発信者が、実際にそのメッセー
ジを送信したことが自動的に確認される。このように、本発明は、不必要で勝手に送り付
けてくる電子メッセージの配信をブロックする際に特に役立つ。数ある利点の中でも、本
発明は、電子メール動作の効率の向上、および不必要なまたは勝手に送り付けてくるメッ
セージのレビューに費やされる生産性の低い時間の短縮を実現する。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明による、電子メールを処理する送信電子メールシステムおよび受信電子メ
ールシステムを示す概略図である。
【図２】本発明による、スパム電子メールを処理してフィルタリングを行う送信電子メー
ルシステムおよび受信電子メールシステムを示す概略図である。
【図３】本発明による、スパムフィルタと関連した、スパム電子メールを処理してフィル
タリングを行う複数の送信電子メールシステムおよび１つの受信電子メールシステムを示
す概略図である。
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