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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＰＦ（Sender Policy Framework）方式を使用した受信メールの迷惑メール判別に使
用されるルールのリストを作成するリスト作成装置であり、
　既知迷惑メール又は既知非迷惑メールのいずれか一方のみのメール送信元ドメインのＤ
ＮＳ（Domain Name System）サーバに登録されている送信者認証情報を入力する入力部と
、
　異なる二つの前記メール送信元ドメインについての前記送信者認証情報の間で、それぞ
れの前記送信者認証情報を構成する送信者認証情報要素のうち共通の送信者認証情報要素
を抽出し、該抽出された共通の送信者認証情報要素の組合せから前記ルールのルール候補
を作成するルール候補作成部と、
　前記作成されたルール候補から、前記ルールのリストを作成するリスト作成部と、
　を備えたリスト作成装置。
【請求項２】
　前記ルール候補作成部は、異なる二つの前記メール送信元ドメインの組合せ毎にそれぞ
れ前記抽出された共通の送信者認証情報要素の組合せのうち、所定の個数以上の送信者認
証情報要素を有する組合せだけを前記ルール候補とする、
　請求項１に記載のリスト作成装置。
【請求項３】
　前記ルール候補作成部は、異なる二つの前記メール送信元ドメインの組合せ毎に前記抽
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出された共通の送信者認証情報要素の組合せそれぞれについて、前記メール送信元ドメイ
ンそれぞれの前記送信者認証情報に出現するかを調べ、この調査に基づいた出現回数が所
定の回数以上である組合せだけを前記ルール候補とする、
　請求項１又は２のいずれか１項に記載のリスト作成装置。
【請求項４】
　前記ルール候補作成部は、前記メール送信元ドメイン毎に、既知迷惑メールの受信数に
ついての情報を使用して前記出現の重み付けを行い、前記出現回数を算出する、
　請求項３に記載のリスト作成装置。
【請求項５】
　前記ルール候補作成部は、前記作成されたルール候補のうち、異なるルール候補の間で
該ルール候補に含まれる送信者認証情報要素を比較し、他のルール候補を包含するルール
候補を削除する、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のリスト作成装置。
【請求項６】
　ＳＰＦ（Sender Policy Framework）方式を使用した受信メールの迷惑メール判別に使
用されるルールのリストを作成するリスト作成装置のリスト作成方法であり、
　前記リスト作成装置が、既知迷惑メール又は既知非迷惑メールのいずれか一方のみのメ
ール送信元ドメインのＤＮＳ（Domain Name System）サーバに登録されている送信者認証
情報を入力する入力ステップと、
　前記リスト作成装置が、異なる二つの前記メール送信元ドメインについての前記送信者
認証情報の間で、それぞれの前記送信者認証情報を構成する送信者認証情報要素のうち共
通の送信者認証情報要素を抽出し、該抽出された共通の送信者認証情報要素の組合せから
前記ルールのルール候補を作成するルール候補作成ステップと、
　前記リスト作成装置が、前記作成されたルール候補から、前記ルールのリストを作成す
るリスト作成ステップと、
　を含むリスト作成方法。
【請求項７】
　ＳＰＦ（Sender Policy Framework）方式を使用した受信メールの迷惑メール判別に使
用されるルールのリストを作成するリスト作成装置のコンピュータに、
　既知迷惑メール又は既知非迷惑メールのいずれか一方のみのメール送信元ドメインのＤ
ＮＳ（Domain Name System）サーバに登録されている送信者認証情報を入力する入力ステ
ップと、
　異なる二つの前記メール送信元ドメインについての前記送信者認証情報の間で、それぞ
れの前記送信者認証情報を構成する送信者認証情報要素のうち共通の送信者認証情報要素
を抽出し、該抽出された共通の送信者認証情報要素の組合せから前記ルールのルール候補
を作成するルール候補作成ステップと、
　前記作成されたルール候補から、前記ルールのリストを作成するリスト作成ステップと
、
　を実行させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リスト作成装置、リスト作成方法及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターネット（Internet）を介してやり取りされる電子メール（以下、単にメ
ールと称する）の送信者を偽称して送信される迷惑メールを判別する技術として、ＳＰＦ
（Sender Policy Framework）方式が知られている（例えば、非特許文献１参照）。ＳＰ
Ｆ方式では、受信メールのメール送信元ドメインのＤＮＳ（Domain Name System）サーバ
に予め登録された送信者認証情報（ＳＰＦレコード）に基づいて、当該受信メールの送信
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者認証を行う。具体的には、受信メールのメール送信元ドメインのＤＮＳサーバに登録さ
れている送信者認証情報に、当該受信メールが有する送信者情報が含まれている場合には
当該受信メールの送信者認証が成功であると判定し、当該受信メールが有する送信者情報
が含まれていない場合には当該受信メールの送信者認証が失敗であると判定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－６３４０２号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】“Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains i
n E-Mail”、［online］、［平成２６年４月３日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：http
://www.ietf.org/rfc/rfc4408.txt＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来のＳＰＦ方式では、迷惑メール送信者が送信者ドメインを既存の正規なド
メインに偽装して迷惑メールを送信することは防止できる。しかし、迷惑メール送信者が
、独自のドメインを自ら取得し、該取得した独自のドメインの送信者認証情報に自身のメ
ール送信サーバのアドレス等を登録して迷惑メールを送信した場合には、従来のＳＰＦ方
式では、送信者認証が成功するため、そのような迷惑メールを検知できない。これに対処
するために、本発明者は、特許文献１において、受信メールのメール送信元ドメインのＤ
ＮＳサーバに登録されている送信者認証情報の包括的な特徴を利用して当該受信メールの
送信者認証を行う従来技術（ここでは、迷惑メール判別方式Ａと称する）を提案した。具
体的には、該包括的な特徴に基づいて、受信メールの迷惑メール判別に使用されるホワイ
トリストやブラックリストを作成している。
【０００６】
　しかしながら、その迷惑メール判別方式Ａでは、ＤＮＳサーバに登録されている送信者
認証情報の包括的な特徴が変わることでホワイトリストやブラックリストが更新されるが
、これが弱点となり得る。例えば、実際のメール送信に使用される送信者情報（例えば、
メール送信端末のＩＰ（Internet Protocol）アドレス）とは無関係な送信者認証情報が
、ＤＮＳサーバに既に登録されている送信者認証情報に追加されたとする。すると、該Ｄ
ＮＳサーバに登録されている送信者認証情報の包括的な特徴が変わるが、この特徴の変化
に基づいてホワイトリストやブラックリストが変更されると、変更後のホワイトリストや
ブラックリストには、実際のメール送信に使用される送信者情報とは無関係な送信者認証
情報の特徴が反映される。これにより、該変更後のホワイトリストやブラックリストが有
効に作用しなくなる可能性がある。
【０００７】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、ＳＰＦ方式を使用した受信
メールの迷惑メール判別において、迷惑メール判別精度を向上させることができる、リス
ト作成装置、リスト作成方法及びコンピュータプログラムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）本発明の一態様は、ＳＰＦ（Sender Policy Framework）方式を使用した受信メー
ルの迷惑メール判別に使用されるルールのリストを作成するリスト作成装置であり、既知
迷惑メール又は既知非迷惑メールのいずれか一方のみのメール送信元ドメインのＤＮＳ（
Domain Name System）サーバに登録されている送信者認証情報を入力する入力部と、異な
る二つの前記メール送信元ドメインについての前記送信者認証情報の間で、それぞれの前
記送信者認証情報を構成する送信者認証情報要素のうち共通の送信者認証情報要素を抽出
し、該抽出された共通の送信者認証情報要素の組合せから前記ルールのルール候補を作成
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するルール候補作成部と、前記作成されたルール候補から、前記ルールのリストを作成す
るリスト作成部と、を備えたリスト作成装置である。
（２）本発明の一態様は、上記（１）のリスト作成装置において、前記ルール候補作成部
は、異なる二つの前記メール送信元ドメインの組合せ毎にそれぞれ前記抽出された共通の
送信者認証情報要素の組合せのうち、所定の個数以上の送信者認証情報要素を有する組合
せだけを前記ルール候補とする、リスト作成装置である。
（３）本発明の一態様は、上記（１）又は（２）のいずれかのリスト作成装置において、
前記ルール候補作成部は、異なる二つの前記メール送信元ドメインの組合せ毎に前記抽出
された共通の送信者認証情報要素の組合せそれぞれについて、前記メール送信元ドメイン
それぞれの前記送信者認証情報に出現するかを調べ、この調査に基づいた出現回数が所定
の回数以上である組合せだけを前記ルール候補とする、リスト作成装置である。
（４）本発明の一態様は、上記（３）のリスト作成装置において、前記ルール候補作成部
は、前記メール送信元ドメイン毎に、既知迷惑メールの受信数についての情報を使用して
前記出現の重み付けを行い、前記出現回数を算出する、リスト作成装置である。
（５）本発明の一態様は、上記（１）から（４）のいずれかのリスト作成装置において、
前記ルール候補作成部は、前記作成されたルール候補のうち、異なるルール候補の間で該
ルール候補に含まれる送信者認証情報要素を比較し、他のルール候補を包含するルール候
補を削除する、リスト作成装置である。
【０００９】
（６）本発明の一態様は、ＳＰＦ（Sender Policy Framework）方式を使用した受信メー
ルの迷惑メール判別に使用されるルールのリストを作成するリスト作成装置のリスト作成
方法であり、前記リスト作成装置が、既知迷惑メール又は既知非迷惑メールのいずれか一
方のみのメール送信元ドメインのＤＮＳ（Domain Name System）サーバに登録されている
送信者認証情報を入力する入力ステップと、前記リスト作成装置が、異なる二つの前記メ
ール送信元ドメインについての前記送信者認証情報の間で、それぞれの前記送信者認証情
報を構成する送信者認証情報要素のうち共通の送信者認証情報要素を抽出し、該抽出され
た共通の送信者認証情報要素の組合せから前記ルールのルール候補を作成するルール候補
作成ステップと、前記リスト作成装置が、前記作成されたルール候補から、前記ルールの
リストを作成するリスト作成ステップと、を含むリスト作成方法である。
【００１０】
（７）本発明の一態様は、ＳＰＦ（Sender Policy Framework）方式を使用した受信メー
ルの迷惑メール判別に使用されるルールのリストを作成するリスト作成装置のコンピュー
タに、既知迷惑メール又は既知非迷惑メールのいずれか一方のみのメール送信元ドメイン
のＤＮＳ（Domain Name System）サーバに登録されている送信者認証情報を入力する入力
ステップと、異なる二つの前記メール送信元ドメインについての前記送信者認証情報の間
で、それぞれの前記送信者認証情報を構成する送信者認証情報要素のうち共通の送信者認
証情報要素を抽出し、該抽出された共通の送信者認証情報要素の組合せから前記ルールの
ルール候補を作成するルール候補作成ステップと、前記作成されたルール候補から、前記
ルールのリストを作成するリスト作成ステップと、を実行させるためのコンピュータプロ
グラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ＳＰＦ方式を使用した受信メールの迷惑メール判別において、迷惑メ
ール判別精度を向上させることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係るリスト作成装置１の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るリスト作成方法の手順を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態に係る記憶部１２に記憶されたＳＰＦレコードの例を示す図
表である。
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【図４】既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレコードの例１を示す図である。
【図５】既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレコードの例２を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照し、本発明の一実施形態について説明する。図１は、本発明の一実施
形態に係るリスト作成装置１の構成を示すブロック図である。図１において、リスト作成
装置１は、入力部１１と記憶部１２とルール候補作成部１３とリスト作成部１４と出力部
１５を備える。入力部１１は、迷惑メールであることが既に判明している受信メール（既
知迷惑メール）のメール送信元ドメインのＤＮＳサーバに登録されているＳＰＦレコード
（送信者認証情報）を入力する。記憶部１２は、入力部１１により入力されたＳＰＦレコ
ードを記憶する。
【００１４】
　ルール候補作成部１３は、記憶部１２に記憶されているＳＰＦレコードに基づいてルー
ル候補を作成する。このルール候補は、ＳＰＦ方式を使用した受信メールの迷惑メール判
別に使用されるルールの候補である。リスト作成部１４は、ルール候補作成部１３により
作成されたルール候補から、該ルールのリストを作成する。出力部１５は、リスト作成部
１４により作成されたリストを出力する。この出力されたリストは、ＳＰＦ方式を使用し
た受信メールの迷惑メール判別を行うメール判定装置などで使用される。
【００１５】
　次に、図２を参照して、図１に示すリスト作成装置１の動作を説明する。図２は、本実
施形態に係るリスト作成方法の手順を示すフローチャートである。
【００１６】
（ステップＳ１）入力部１１は、既知迷惑メールのメール送信元ドメインのＤＮＳサーバ
に登録されているＳＰＦレコードを入力する。この入力されたＳＰＦレコードは、記憶部
１２に記憶される。
【００１７】
　図３は、入力部１１により入力されて記憶部１２に記憶されたＳＰＦレコードの例を示
す図表である。記憶部１２には、既知迷惑メールのメール送信元ドメインに関連付けて該
当するＳＰＦレコードが記憶される。図３の例では、既知迷惑メールのメール送信元ドメ
インとして、「example.com」、「example.com2」及び「example.com3」の３個のメール
送信元ドメインがある。また、メール送信元ドメイン「example.com」のＳＰＦレコード
の要素（送信者認証情報要素）として「ip4:a.a.a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」、「ip4:
c.c.c.c/19」、「ip4:d.d.d.d/18」及び「a:example.com4」の５個の要素がある。また、
メール送信元ドメイン「example.com2」のＳＰＦレコードの要素として「ip4:b.b.b.b/22
」及び「ip4:c.c.c.c/19」の２個の要素がある。また、メール送信元ドメイン「example.
com3」のＳＰＦレコードの要素として「ip4:a.a.a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」、「ip4:
c.c.c.c/19」、「ip4:d.d.d.d/18」及び「a:example.com5」の５個の要素がある。以下、
図３の例を用いて具体的に説明する。
【００１８】
（ステップＳ２）ルール候補作成部１３は、記憶部１２に記憶されているＳＰＦレコード
に基づいてルール候補を作成する。このルール候補作成方法を具体的に説明する。まず、
ルール候補作成部１３は、異なる二つのメール送信元ドメインについてのＳＰＦレコード
の間で、それぞれのＳＰＦレコードの要素のうち共通の要素を抽出する。そして、ルール
候補作成部１３は、抽出された共通の要素の組合せ毎に、ルール候補番号を付与する。
【００１９】
　これにより、図３の例において、メール送信元ドメイン「example.com」のＳＰＦレコ
ードとメール送信元ドメイン「example.com2」のＳＰＦレコードの間では、共通の要素と
して「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19」が抽出される。そして、この共通の要素
の組合せ「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19」には、ルール候補番号「１」が付与
されたとする。また、メール送信元ドメイン「example.com」のＳＰＦレコードとメール
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送信元ドメイン「example.com3」のＳＰＦレコードの間では、共通の要素として「ip4:a.
a.a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」、「ip4:c.c.c.c/19」及び「ip4:d.d.d.d/18」が抽出さ
れる。そして、この共通の要素の組合せ「ip4:a.a.a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」、「ip
4:c.c.c.c/19」及び「ip4:d.d.d.d/18」には、ルール候補番号「２」が付与されたとする
。また、メール送信元ドメイン「example.com2」のＳＰＦレコードとメール送信元ドメイ
ン「example.com3」のＳＰＦレコードの間では、共通の要素として「ip4:b.b.b.b/22」及
び「ip4:c.c.c.c/19」が抽出される。そして、この共通の要素の組合せ「ip4:b.b.b.b/22
」及び「ip4:c.c.c.c/19」には、ルール候補番号「３」が付与されたとする。なお、説明
の便宜上、ルール候補番号「Ｘ」の共通の要素の組合せのことを、第Ｘルール候補と称す
る。
【００２０】
　なお、異なる二つのメール送信元ドメインについてのＳＰＦレコードの間で抽出する共
通の要素として、ＳＰＦレコード内の最上位階層の共通の要素だけに限定してもよい。図
４，図５は、既知迷惑メールのメール送信元ドメイン（既知迷惑メール送信元ドメイン）
のＳＰＦレコードの例１，例２を示す図である。図４に示される既知迷惑メール送信元ド
メインのＳＰＦレコードの例１では、要素「ip4:A.A.A.0/24」が実際のメール送信に使用
されるメール送信端末のＩＰアドレスとは無関係な送信者認証情報（ダミー）として登録
されている。図５に示される既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレコードの例２では
、要素「ip4:B.B.B.0/24」が実際のメール送信に使用されるメール送信端末のＩＰアドレ
スとは無関係な送信者認証情報（ダミー）として登録されている。
【００２１】
　これら図４，図５の既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレコードの例１，例２の間
で抽出する共通の要素として、ＳＰＦレコード全体から共通の要素を抽出してもよく、又
は、ＳＰＦレコード内の最上位階層の共通の要素だけに限定して抽出してもよい。ＳＰＦ
レコード内の最上位階層の要素として、図４の既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレ
コードの例１では「ip4:A.A.A.0/24」と「include:yyy.yyy」と「include:zzz.zzz」の３
個があり、図５の既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレコードの例２では「ip4:B.B.
B.0/24」と「include:yyy.yyy」と「include:zzz.zzz」の３個がある。そして、その図４
，図５の既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレコードの例１，例２の間におけるＳＰ
Ｆレコード内の最上位階層の共通の要素としては、「include:yyy.yyy」と「include:zzz
.zzz」の２個がある。このＳＰＦレコード内の最上位階層の共通の要素「include:yyy.yy
y」と「include:zzz.zzz」の組合せだけを、図４，図５の既知迷惑メール送信元ドメイン
のＳＰＦレコードの例１，例２についてのルール候補としてもよい。これは、ＳＰＦレコ
ード内の最上位階層にはダミーを登録しやすいという理由から、効果的である。
【００２２】
　次いで、ルール候補作成部１３は、抽出されたルール候補の中に、要素が全て同じであ
るルール候補が複数ある場合には、そのうちのいずれか一つだけを残し、他は削除する。
ここでの例では、第１ルール候補「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19」と第３ルー
ル候補「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19」とは要素が全て同じであるので、その
うちのいずれか一つだけを残し、他は削除する。ここでは、第１ルール候補「ip4:b.b.b.
b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19」を残し、第３ルール候補「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.
c.c.c/19」を削除する。
【００２３】
　上述したルール候補作成方法により、ここでの例では、第１ルール候補「ip4:b.b.b.b/
22」及び「ip4:c.c.c.c/19」と第２ルール候補「ip4:a.a.a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」
、「ip4:c.c.c.c/19」及び「ip4:d.d.d.d/18」の２個のルール候補が作成されている。こ
こで、ルール候補作成部１３は、さらにルール候補を限定してもよい。以下に、そのルー
ル候補限定方法の例を説明する。
【００２４】
［ルール候補限定方法の例１］
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　ルール候補作成部１３は、所定の個数（ｍ個とする）以上の要素を有するルール候補だ
けを残し、それ以外のルール候補を削除する。これは、ルールに含まれる要素の数が少な
いと、非迷惑メールを迷惑メールであると誤判定してしまうことを誘発する可能性がある
ことによる。ここでの例では、第１ルール候補「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19
」の要素数は２であり、第２ルール候補「ip4:a.a.a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」、「ip
4:c.c.c.c/19」及び「ip4:d.d.d.d/18」の要素数は４である。したがって、例えば、ｍが
２であるとすると、第１ルール候補及び第２ルール候補の両方ともに、ルール候補として
残る。ｍの値は、予め、経験値等によって設定しておく。例えば、ｍの値（つまり、ルー
ルに含まれる要素の数）を変えながら該ルールを用いた迷惑メール判別を試験し、この試
験結果から妥当なｍの値を決めることが挙げられる。
【００２５】
［ルール候補限定方法の例２］
　ルール候補作成部１３は、ルール候補それぞれについて、各既知迷惑メール送信元ドメ
インのＳＰＦレコードに出現するかを調べる。そして、ルール候補作成部１３は、その調
査の結果である出現回数が所定の回数（ｎ回）以上であるルール候補だけを残し、それ以
外のルール候補を削除する。これは、より多くの既知迷惑メール送信元ドメインに該当す
るルールを抽出することによって、ルールの効率向上を図ることができることによる。こ
こでの例では、第１ルール候補「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19」の出現回数は
既知迷惑メール送信元ドメイン「example.com」、「example.com2」及び「example.com3
」の３回であり、第２ルール候補「ip4:a.a.a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」、「ip4:c.c.
c.c/19」及び「ip4:d.d.d.d/18」の出現回数は既知迷惑メール送信元ドメイン「example.
com」及び「example.com3」の２回である。したがって、例えば、ｎが２であるとすると
、第１ルール候補及び第２ルール候補の両方ともに、ルール候補として残る。ｎの値は、
予め、経験値等によって設定しておく。例えば、ｎの値（つまり、ルールの出現回数）を
変えながら該ルールを用いた迷惑メール判別を試験し、この試験結果から妥当なｎの値を
決めることが挙げられる。
【００２６】
　なお、上述したルール候補限定方法の例２において、ルール候補作成部１３は、既知迷
惑メール送信元ドメイン毎に、既知迷惑メールの受信数についての情報を使用してルール
候補の出現の重み付けを行い、上述の出現回数を算出してもよい。例えば、各既知迷惑メ
ール送信元ドメインのＳＰＦレコードにルール候補が出現したときの出現カウント値に対
する重み係数を、各既知迷惑メール送信元ドメインについての既知迷惑メールの受信数に
応じて、該受信数が多いほどに該重み係数が大きくなるように決定する。そして、その重
み係数で重み付けした出現カウント値を使用して、各ルール候補の出現回数を算出する。
例えば、既知迷惑メール送信元ドメイン「example.com」、「example.com2」、「example
.com3」についての各既知迷惑メールの受信数に応じて、「example.com」の重み係数が１
、「example.com2」の重み係数が２、「example.com3」の重み係数が３と決定したとする
。これにより、あるルール候補が、「example.com」のＳＰＦレコードに出現した場合に
は出現回数を１回増やし、「example.com2」のＳＰＦレコードに出現した場合には出現回
数を２回増やし、「example.com3」のＳＰＦレコードに出現した場合には出現回数を３回
増やす。この重み付けによって、迷惑メールが頻出するメール送信元ドメインを検知しや
すくする効果が得られる。
【００２７】
［ルール候補限定方法の例３］
　ルール候補作成部１３は、異なるルール候補の間で該ルール候補に含まれる要素を比較
し、他のルール候補を包含するルール候補を削除する。ここでの例では、第１ルール候補
「ip4:b.b.b.b/22」及び「ip4:c.c.c.c/19」の全ての要素が、第２ルール候補「ip4:a.a.
a.a/22」、「ip4:b.b.b.b/22」、「ip4:c.c.c.c/19」及び「ip4:d.d.d.d/18」に含まれて
いる。したがって、第２ルール候補は第１ルール候補を包含するので、該第２ルール候補
を削除する。
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【００２８】
　以上がルール候補限定方法の例の説明である。なお、上述したルール候補限定方法の例
１，２，３は、それぞれ単独で使用してもよく、又は、いずれか複数もしくは全部を組み
合わせて使用してもよい。
【００２９】
（ステップＳ３）リスト作成部１４は、ルール候補作成部１３により作成されたルール候
補をルールとして記載したリストを作成する。
【００３０】
（ステップＳ４）出力部１５は、リスト作成部１４により作成されたリストを出力する。
この出力されたリストは、ＳＰＦ方式を使用した受信メールの迷惑メール判別を行うメー
ル判定装置などで使用される。
【００３１】
　上述した実施形態によれば、各既知迷惑メール送信元ドメインのＳＰＦレコードの間で
共通の要素からルールを作成する。これにより、該ルールのリストが受信メールの迷惑メ
ール判別で使用されることによって、該迷惑メール判別に対して各既知迷惑メール送信元
ドメインの共通的な要素を反映させることができるので、迷惑メール判別精度を向上させ
ることができるという効果が得られる。
【００３２】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、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設計変更等も含まれ
る。
【００３３】
　例えば、上述した実施形態では、既知迷惑メールのみのメール送信元ドメインを対象に
しており、これにより作成されたルールのリストは、迷惑メールを判定するブラックリス
トとして利用することができる。
【００３４】
　なお、上述した実施形態に係るリスト作成方法を、非迷惑メールであることが既に判明
している受信メール（既知非迷惑メール）のみのメール送信元ドメインを対象にして同様
に適用してもよい。これによって作成されたルールのリストは、非迷惑メールを判定する
ホワイトリストとして利用することができる。
【００３５】
　また、上述したリスト作成装置１の機能を実現するためのコンピュータプログラムをコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行するようにしてもよい。なお、ここでいう「コ
ンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものであってもよい
。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、ＤＶＤ（Digi
tal Versatile Disk）等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク
等の記憶装置のことをいう。
【００３６】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Acc
ess Memory））のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。
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　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組
み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【符号の説明】
【００３７】
１…リスト作成装置、１１…入力部、１２…記憶部、１３…ルール候補作成部、１４…リ
スト作成部、１５…出力部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(10) JP 6262093 B2 2018.1.17

【図５】
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