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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラウザによりコンピュータのディスプレイに表示可能なインターネットブラウザイン
ターフェイスを制御する制御方法であって、
（ａ）インターネットブラウザインターフェイスを制御するために、コンテンツプロバイ
ダーがブラウザユーザにブラウザを制御するための制御プログラムを提供するステップと
、
（ｂ）前記制御プログラムは、前記ブラウザユーザのコンピュータに格納され、かつ、イ
ンターフェイスオブジェクトを規定するライブラリファイルを作成又はダウンロードする
ステップと、
（ｃ）ブラウザが起動されたとき、前記制御プログラムは前記ライブラリファイルをオー
プンし、前記インターフェイスオブジェクトを前記ブラウザユーザに提供するステップと
を備えたことを特徴とする制御方法。
【請求項２】
　（ｄ）所定のインターネットサイトから、前記ライブラリファイルに、情報をダウンロ
ードするステップを更に備えたことを特徴とする請求項１記載の制御方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ｂ）は、インターフェイスオブジェクトを規定するアクティブＸコント
ロールを含むライブラリファイルを、前記コンピュータに作成するステップを有すること
を特徴とする請求項１記載の制御方法。
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【請求項４】
　前記ステップ（ｂ）は、インターフェイスオブジェクトを規定するプラグインを含むラ
イブラリファイルを、前記コンピュータに作成するステップを有することを特徴とする請
求項１記載の制御方法。
【請求項５】
　ブラウザによりコンピュータのディスプレイに表示可能なインターネットブラウザイン
ターフェイスを動的に制御する方法であって、ライブラリファイルが、前記コンピュータ
のデータ格納装置に配置され、インターフェイスオブジェクトを規定しており、
（ａ）インターネットユーザがブラウザを起動するときに、コンテンツプロバイダーより
提供される或いは前記コンピュータ内のブラウザ制御プログラムが、前記ライブラリファ
イルをオープンするステップと、
（ｂ）前記ブラウザ制御プログラムは、前記ブラウザに、所定のインターネットサイトへ
の接続を確立させるステップと、
（ｃ）インターフェイスオブジェクトへの情報を、前記所定のインターネットサイトから
、前記ライブラリファイルに、前記コンピュータにより受け取るステップと、
（ｄ）前記ブラウザが起動されている間に、前記コンピュータディスプレイに、インター
ネットブラウザインターフェイスと共に前記インターフェイスオブジェクトを表示するス
テップとを備えたことを特徴とする制御方法。
【請求項６】
　（ｅ）前記ブラウザに、前記所定のインターネットサイトへの接続を周期的に確立させ
るステップと、（ｆ）コンピュータにより、前記所定のインターネットサイトから、前記
インターフェイスオブジェクトのための追加情報を受け取るステップとを更に備えたこと
を特徴とする請求項５記載の制御方法。
【請求項７】
　前記ステップ（ｄ）は、
　前記インターネットユーザが、前記所定のインターネットサイトに接続されていないと
きに、前記インターフェイスオブジェクトが、前記インターネットブラウザインターフェ
イスと共に表示されているかを確定し、
　前記インターフェイスオブジェクトが、前記インターネットブラウザインターフェイス
と共に表示されていないならば、前記インターフェイスオブジェクトを前記インターネッ
トブラウザインターフェイスと共に再表示することを特徴とする請求項５記載の制御方法
。
【請求項８】
　前記ステップ（ｃ）の情報は、前記ブラウザに、所定のインターネットサイトへの再接
続させるための指示を含むことを特徴とする請求項５記載の制御方法。
【請求項９】
　ブラウザによりコンピュータのディスプレイに表示可能なインターネットブラウザイン
ターフェイスを動的に制御する方法であって、ライブラリファイルが、前記コンピュータ
のデータ格納装置に配置され、インターフェイスオブジェクトを規定しており、
（ａ）インターネットユーザがブラウザを起動するときに、コンテンツプロバイダーより
提供される或いは前記コンピュータ内のブラウザ制御プログラムが、前記ライブラリファ
イルをオープンするステップと、
（ｂ）前記ブラウザ制御プログラムは、前記ブラウザに、所定のインターネットサイトへ
の接続を確立させるステップと、
（ｃ）インターフェイスオブジェクトへの情報を、前記所定のインターネットサイトから
、前記ライブラリファイルに、前記コンピュータにより受け取るステップと、
（ｄ）前記ブラウザが起動されている間に、前記コンピュータディスプレイに、インター
ネットブラウザインターフェイスと共に前記インターフェイスオブジェクトを表示するス
テップと、
（ｅ）前記ブラウザが起動されている間、前記ライブラリファイルが閉じることを防ぐス
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テップとを備えたことを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　（ｆ）前記ブラウザに、前記所定のインターネットサイトへの接続を周期的に確立させ
るステップと、
（ｇ）コンピュータにより、前記所定のインターネットサイトから、前記インターフェイ
スオブジェクトのための追加情報を受け取るステップとを更に備えたことを特徴とする請
求項９記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記ステップ（ｅ）は、前記ライブラリファイルが閉じることを防ぐために、プログラ
ムループを実行することを特徴とする請求項９記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記ブラウザが、すでに起動されていないとき、前記プログラムループを終了させるス
テップを更に有することを特徴とする請求項１１記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（ｃ）の情報は、前記ブラウザに、所定のインターネットサイトへの再接
続させるための指示を含むことを特徴とする請求項９記載の制御方法。
【請求項１４】
　ブラウザによりコンピュータのディスプレイに表示可能なインターネットブラウザイン
ターフェイスを動的に制御する方法であって、ライブラリファイルが、前記コンピュータ
のデータ格納装置に配置され、インターフェイスオブジェクトを規定しており、
　コンテンツプロバイダーより提供される或いは前記コンピュータ内のブラウザ制御プロ
グラムが、
（ａ）インターネットユーザがブラウザを起動するときに、前記ライブラリファイルをオ
ープンするステップと、
（ｂ）前記ブラウザに、所定のインターネットサイトへの接続を確立させるステップと、
（ｃ）インターフェイスオブジェクトへの情報を、前記所定のインターネットサイトから
、前記ライブラリファイルに、前記コンピュータにより受け取るステップと、
（ｄ）前記ブラウザに、新たなブラウザウインドウを作成させるステップと、
（ｅ）最初のブラウザウインドウが、前記ブラウザにより表示されることを防ぐステップ
と、
（ｆ）前記インターフェイスオブジェクトを、前記新たなブラウザウインドウにおいて、
前記インターネットブラウザウインドウと共に表示するステップとを備えたことを特徴と
する制御方法。
【請求項１５】
　（ｇ）前記ブラウザに、前記所定のインターネットサイトへの接続を周期的に確立させ
るステップと、
（ｈ）コンピュータにより、前記所定のインターネットサイトから、前記インターフェイ
スオブジェクトのための追加情報を受け取るステップとを更に備えたことを特徴とする請
求項１４記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記ステップ（ｃ）の情報は、前記ブラウザに、所定のインターネットサイトへの再接
続させるための指示を含むことを特徴とする請求項１４記載の制御方法。
【請求項１７】
　前記ステップ（ｅ）は、
　前記ブラウザウインドウのためのハンドルを識別し、前記最初のブラウザウインドウを
隠す及び／又は不能にし、
　前記ブラウザを制御するためのポインタを作成し、
　新たなブラウザウインドウを作成することを特徴とする請求項１４記載の制御方法。
【請求項１８】
　前記ブラウザが、新たな追加ブラウザウインドウを開いたかを確定するステップと、も



(4) JP 4545317 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

し新たな追加ブラウザウインドウが開かれているならば、前記インターフェイスオブジェ
クトを、前記新たな追加ブラウザウインドウに追加するかを確定するステップとを更に備
えたことを特徴とする請求項１４記載の制御方法。
【請求項１９】
　前記ブラウザが、新たな追加ブラウザウインドウを開いたかを確定するステップと、
　もし追加ブラウザウインドウが開かれていないならば、前記ブラウザを閉じるかを確定
するステップと、
　もし前記ブラウザが閉じられるべきならば、前記最初のブラウザウインドウを含む全て
のブラウザウインドウを閉じるステップとを更に備えたことを特徴とする請求項１４記載
の制御方法。
【請求項２０】
　インターネットユーザと、選択されたインターネットウエブサイトとの間の関係を確立
する方法であって、（ａ）コンテンツプロバイダーは、インターネットを渡り歩くために
前記ユーザにより使用されるブラウザのインターフェイス上に、ユーザがカスタマイズで
きるインターフェイスオブジェクトを作成できるようにする制御プログラムを、前記選択
されたインターネットウエブサイトを介して前記ユーザに供給するステップと、
（ｂ）前記制御プログラムは、ユーザが選択したファンクションを、前記インターフェイ
スオブジェクトを介してアクセスできるようにして、前記ファンクションが前記ユーザに
、選択された前記インターネットウエブサイトと双方向通信させるステップとを備えたこ
とを特徴とする方法。
【請求項２１】
　選択されたインターネットウエブサイトから、インターネットユーザに情報を配信する
方法であって、
（ａ）コンテンツプロバイダーは、インターネットを渡り歩くために前記ユーザにより使
用されるブラウザのインターフェイス上に、ユーザがカスタマイズできるインターフェイ
スオブジェクトを作成できるようにする制御プログラムを、前記ユーザに供給するステッ
プと、
（ｂ）前記制御プログラムは、前記ユーザが、あるウエブサイトから別のウエブサイトへ
前記インターネットを渡り歩く間、前記インターフェイスオブジェクトを存在し続けさせ
るステップと、
（ｃ）前記制御プログラムは、前記インターフェイスオブジェクトを介して、ディスプレ
イに供される情報が通過する、前記選択されたウエブサイトと前記インターフェイスオブ
ジェクトとの間のリンクを確立するステップと、
（ｄ）前記ユーザが、あるウエブサイトから別のウエブサイトへ、前記インターネットを
渡り歩く間、及び前記選択されたウエブサイトと前記インターフェイスオブジェクトとの
間のリンクが現れなくなった後に、前記制御プログラムは前記情報を認識できる状態に保
たせるステップとを備えたことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　選択されたインターネットウエブサイトから、インターネットユーザにソフトウエアプ
ログラムを配信する方法であって、
（ａ）コンテンツプロバイダーは、インターネットを渡り歩くために前記ユーザにより使
用されるブラウザのインターフェイス上に、ユーザがカスタマイズできるインターフェイ
スオブジェクトを作成できるようにする制御プログラムを、前記ユーザに供給するステッ
プと、
（ｂ）前記制御プログラムは、前記ユーザが、あるウエブサイトから別のウエブサイトへ
、前記インターネットを渡り歩く間、前記インターフェイスオブジェクトを存在し続けさ
せるステップと、
（ｃ）前記制御プログラムは、前記インターフェイスオブジェクトを介して、ソフトウエ
アプログラムが通過する、前記選択されたウエブサイトと前記インターフェイスオブジェ
クトとの間のリンクを確立するステップと、
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（ｄ）前記ユーザが、あるウエブサイトから別のウエブサイトへ、前記インターネットを
渡り歩く間、及び前記選択されたウエブサイトと前記インターフェイスオブジェクトとの
間のリンクが現れなくなった後に、前記制御プログラムは前記ソフトウエアプログラムを
実行可能にするステップとを備えたことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　選択されたインターネットウエブサイトから、インターネットユーザに情報を配信する
方法であって、
（ａ）コンテンツプロバイダーは、インターネットを渡り歩くために前記ユーザにより使
用されるブラウザのインターフェイス上に、ユーザがカスタマイズできるインターフェイ
スオブジェクトを作成できるようにする制御プログラムを、前記ユーザに供給し、
（ｂ）前記制御プログラムは、前記ユーザが、前記選択されたウエブサイトと異なるウエ
ブサイトへ前記インターネットを渡り歩く間、前記インターフェイスオブジェクトを存在
し続けさせることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータディスプレイインターフェイスに関し、特にインターネットブラ
ウザインターフェースの制御方法、及び動的に制御可能なブラウザインターフェイスに関
する。
【０００２】
【従来の技術】
インターネット（即ち、ワールドワイドウエブ、ウエブ等）にアクセスする場合に、イン
ターネットユーザは一般的に、コンピュータを介して、例えばネットスケープナビゲータ
（登録商標）やマイクロソフトインターネットエクスプローラ（登録商標）等のブラウザ
ソフトのプログラムを起動する。ブラウザプログラム（即ち、ブラウザ）は、インターネ
ットへの物理的なリンクを確立し、また、キャラクタユーザインターフェイス及びグラフ
ィカルユーザインターフェイス、即ち、ユーザにより変更することができない所定の外観
及び機能を有するブラウザインターフェイスを提供する。従って、ブラウザインターフェ
イスは、インターネットユーザがインターネットをナビゲートしている間、又はアプリケ
ーション間もしくはＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ－ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋ－ｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇ
ｅ）間を移動している間において、比較的静的である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ブラウザインターフェイスの限定された制御は、例えばファンクションボタンをインター
フェイスに追加することができるソフトウエアプログラムを介して一般に行うことができ
る。しかしながら、当該追加機能は、ブラウザが起動されたときに、ブラウザインターフ
ェイスに追加され、その後は静的な状態を保ったままである。従って、上述のように変更
されたブラウザインターフェイスを表示するブラウザは、ブラウザが起動された場合や、
ユーザがインターネットを渡り歩いている場合に、インターネットサイトから動的に情報
をダウンロードし、ブラウザインターフェイス自身をカスタマイズすることができない。
また、このような変更されたブラウザインターフェイスは、プラグインやインターフェイ
ス用の各種ブラウザＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅｓ）へのアクセスに供することができない。
【０００４】
インターネットサイトの急増は、コンテントプロバイダ（即ち、インターネットサイトの
オーナー）にとって、インターネットユーザが特定のインターネットサイトにおいて過ご
す時間を最大限に長くさせることをますます難しくしている。もちろん、コンテントプロ
バイダにとって、インターネットユーザが当該コンテントプロバイダのインターネットサ
イトにおいて過ごす時間を最大限に長くさせることができるようにすること、又はインタ
ーネットユーザが当該コンテントプロバイダのサイトに再訪することを確実なものとする
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のが望まれる。これは一般に当業者ではスティッキネスと呼ばれる。また、コンテントプ
ロバイダのサイトにアクセスするインターネットユーザの数を最大限に増やすことも望ま
れている。簡単に言うと、インターネットコンテントプロバイダは、できる限り多くのイ
ンターネットユーザを当該プロバイダのインターネットサイトにひきつけ、また、インタ
ーネットユーザが当該サイトにとどまる時間を最大限に長くしたいが、従来のインターネ
ットブラウザを使用したのでは双方とも不可能である。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、インターネットブラウザインターフェイスを制御及び表示する方法、並びに制
御可能なインターネットブラウザインターフェイスに関する。本発明はまた、インターネ
ットユーザが所定のインターネットサイトにアクセスする回数を増やす方法、及びインタ
ーネットユーザが所定のインターネットサイトにおいて過ごす時間を増やす方法に関する
。
【０００６】
ここで使用される制御及び制御可能という語は、限定しない例として、インターネットブ
ラウザインターフェイスへ、追加する、削除する、及び変更を加えるということを言う。
ここではインターネットブラウザインターフェイスとは、ユーザがこれを介してブラウザ
と、ブラウザユーザに対して示された視覚的又は聴覚的な表示を意味する。カスタマイズ
（及びその変形）という語はまた、ここでは本発明により提供される制御能力を述べるた
めに使用されてよい。ここで使用されるように、動的制御（及びその変形）という語は、
ブラウザがインターフェイスオブジェクトが起動されていることを表示している間、表示
され、周期的に変更又は更新されるインターネットブラウザインターフェイス（即ち、イ
ンターフェイスオブジェクト）の一部による方法を言う。
【０００７】
ここで使用されるブラウザは、当業者によく知られている手段であり、ワールドワイドウ
エブ又はインターネットへのインターフェイスを提供するソフトウエアプログラムを言う
。ブラウザは、インターネットユーザにインターネットをナビゲートし、種々のインター
ネットサイトへの接続を確立し、コンテンツプロバイダによる種々のインターネットサイ
トに設けられたウエブページを見ることを可能にする。ブラウザは、特にインターネット
サイトを介してアクティブＸコントロールやプラグインを呼び出す、即ち、インターネッ
トユーザのコンピュータにロードすることができる。ブラウザはまた、インターネットユ
ーザにインターネットサイト間をナビゲートする、即ち、ウエブをサーフすることも可能
にする。ブラウザは、インターネットユーザに、ブラウザソフトウエアプログラムのプロ
バイダにより所定の構成にフォーマットされたブラウザインターフェイスを提供する。ブ
ラウザインターフェイスは、一般には、ブラウザにより提供されたレイアウト（例えば、
色、サイズ、数及び位置）及び機能を規定する。ブラウザインターフェイスは、一般的に
ブラウザインターフェイスの通常のサイズ、色、及びレイアウトを規定し、ウインドウ制
御ボタン（例えば、最小化、閉じる等）を含む第１の親ウインドウを備えてよい。ブラウ
ザインターフェイスはまた、第２の親ウインドウ、及びその従属ウインドウは、例えば、
種々の情報（例えば、広告、クーポン、ニュース、ＨＴＭＬリンク等）及び機能（即ち、
ツールバー、プルダウンメニュー、プラグイン、アプリケーション等）をインターネット
ユーザに提供してもよい。
【０００８】
ここで使用されるアクティブＸコントロールとは、インターネット用のデスクトップアプ
リケーションにリンクするためのツールを言い、当業者によく知られているマイクロソフ
トの開発仕様に基づいている。ここで使用されるプラグインとは、ネットスケープブラウ
ザと共に使用するために開発されたプログラムの一種であり、大きなアプリケーションに
特定の機能や能力を追加するために、当該大きなアプリケーション（例えば、ブラウザソ
フトウエアプログラム）を統合する。ここで使用される、上述したアクティブＸコントロ
ール及びプラグインは、いかなるブラウザと共に使用されてよい。
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【０００９】
ここで使用されるインターネットサイトという語は、インターネットアドレス又はＵＲＬ
（Ｕｎｉｆｏｒｍ　ｏｒ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）に
より規定されたインターネット上の位置（即ち、ノード）を言う。ここで使用されるイン
ターネットウエブページとは、インターネットサイトにより提供され、ブラウザを介して
インターネットユーザのコンピュータディスプレイに表示されうるハイパーテキストドキ
ュメントを作成するためのテキスト、グラフィックス、及び機能についての書式情報を提
供するＨｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（ＨＴＭＬ）コマンドの
集まりを言う。例えば、インターネットユーザがインターネットサイトへの接続を確立す
べくＵＲＬに入り、当該インターネットサイトが、ユーザのコンピュータディスプレイに
当該インターネットサイトのウエブページを表示することを可能にするために、ユーザの
ブラウザにＨＴＭＬコマンドを提供する。ブラウザは、ウエブページに埋め込まれたＨｙ
ｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（ＨＴＭＬ）コマンドを翻訳処理し
、当該ウエブページ用のテキスト及びグラフィックをフォーマットするために、当該ＨＴ
ＭＬコマンドを使用する。
【００１０】
本発明は、インターネットユーザ、インターネットコンテンツプロバイダ（即ち、インタ
ーネットサイトの所有者）、及びインターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）に利益を
もたらす。インターネットユーザに対して、本発明はユーザのインターネットブラウザイ
ンターフェイスを動的に制御し、カスタマイズする方法を提供する。インターネットユー
ザは、当該ユーザがブラウザを使用してインターネットにアクセスするたびに、ユーザが
定義した情報及び／又は機能がブラウザインターフェイスと共に表示されるように、ブラ
ウザインターフェイスをカスタマイズすることができるようになる。例えば、ユーザは、
アクティブＸコントロール及びプラグインを介して使用することができるようなブックマ
ーク、電話及びアドレス帳、個人財務情報、個人向けのニュース、並びに種々の機能を含
むことができる。
【００１１】
加えて、もしインターネットユーザがコンテンツプロバイダのアカウントを有していれば
、当該ユーザの固有アカウント情報（例えば、投資ポートフォリオ、ヘッドラインニュー
ス、ブックマーク、アドレス帳等）が、ブラウザによりブラウザインターフェイスと共に
動的に表示することができるようになる。現状、インターネットユーザは、インターネッ
トコンテンツプロバイダに接続している間のみ、当該ユーザの固有アカウント情報にアク
セスすることができる。ユーザは、更新されたアカウント情報を受け取るために、コンテ
ンツプロバイダのサイトに戻らなくてはならない。ひとたびユーザが当該インターネット
サイトを去った後は、アカウント情報はブラウザインターフェイスと共に表示されない。
本発明は、インターネットユーザにブラウザインターフェイスと共に表示させ、継続して
当該ユーザに特定の情報及び／又は機能を更新することができる動的な制御方法、及び動
的に制御可能なブラウザインターフェイスを提供する。
【００１２】
コンテンツプロバイダには、本発明は、ユーザがインターネットにブラウザを用いてアク
セスする度に、インターネットユーザが（ブラウザを介して）当該コンテンツプロバイダ
のサイトへの接続を自動的に確立することを保証する。従って、インターネットユーザが
ブラウザを起動するとすぐに（例えば、ブラウザのアイコンを選択することにより）、ブ
ラウザは、ユーザのカスタマイズされたブラウザインターフェイス情報をロードするため
に、コンテンツプロバイダのサイトへの接続を確立する。本発明は、ブラウザが起動され
ている状態で、即ち、ユーザがウエブをサーフしている間、周期的及び自動的にユーザの
ブラウザを、コンテンツプロバイダのインターネットサイトへ接続することもできる。一
形態において、コンテンツプロバイダは、ブラウザインターフェイスを制御するプログラ
ムへのアクセスを提供してもよい。ひとたびインターネットユーザが、ユーザのブラウザ
インターフェイスをカスタマイズすべく、制御プログラムにアクセスすれば、ユーザがイ
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ンターネットへアクセスする度毎に、当該ユーザのブラウザにより当該コンテンツプロバ
イダへの接続が自動的に確立される。従って、ユーザがＵＲＬに入ったとき（又は別の方
法で接続を確立しようとしたとき、例えば、リンクやバナー広告を選択することにより接
続を確立するようなとき）のみインターネットサイトへの接続を確立する従来のブラウザ
と対比して、本発明は、ブラウザが起動されたときに、インターネットユーザ又はブラウ
ザベンダーによりブラウザに予めプログラムされた選択ホームページに関わらず、コンテ
ントプロバイダへの接続を自動的に確立する。
【００１３】
加えて、コンテンツプロバイダは周期的に、インターネットユーザのブラウザ用に更新し
、新たにダウンロードし、あるいは情報や機能を伝送するために、ブラウザを自動的にコ
ンテンツプロバイダのサイトに再接続させることができる。例えば、インターネットユー
ザがコンテンツプロバイダの電子メールサービスに申し込んだならば、コンテンツプロバ
イダが受け取った当該インターネットユーザ用の電子メールメッセージを、ユーザが他の
場所で“サーフィン”しているとしても、インターネットユーザに自動的に伝送すること
ができる。ユーザのブラウザの起動によりユーザのブラウザが始めにコンテンツプロバイ
ダのインターネットサイトへの接続を確立したときに、コンテンツプロバイダによりイン
ターネットユーザへ伝送された情報は、ブラウザがコンテンツプロバイダのサイトへ、周
期的に再接続するための指示を含む。従って、ユーザがアクセスするインターネットサイ
トの数に関係なく、また、ユーザにより現在アクセスされている特定のインターネットサ
イトに関係なく、コンテンツプロバイダのインターネットサイトへの再接続は、コンテン
ツプロバイダが決定した間隔により自動的に確立される。これらの再接続は、ユーザがコ
ンテンツプロバイダから通知を受け取ったときを除き、インターネットユーザには見えて
いる。従って、ブラウザインターフェイスは、インターネットユーザがウエブをサーフす
る間、動的に制御することができる。ＩＳＰにとっては、少なくともコンテンツプロバイ
ダと同程度の素晴らしい利益がある。
【００１４】
初めは、インターネットユーザのブラウザインターフェイスは、コンテンツプロバイダ若
しくはＩＳＰにより提供された、又はユーザのコンピュータ上で利用可能であるソフトウ
エアプログラムを用いてカスタマイズしなくてはならない。以下において制御プログラム
又は制御するためのプログラム（及びそれらの他の変形）を言う。ソフトウエアプログラ
ムは、ユーザのブラウザが機能する態様を変える。より明確には、制御プログラムはユー
ザのコンピュータにライブラリファイルをダウンロード又は作成する。ライブラリファイ
ルは、例えば、ブラウザに、また、種々の情報及び／又は機能がアクティブＸコントロー
ルとしてロードされるシェル（又は複数のシェル）を作成するＤｙｎａｍｉｃ　Ｌｉｎｋ
　Ｌｉｂｒａｒｙ（ＤＬＬ）（Ｗｉｎｄｏｗｓオペレーションシステム用）であってよい
。ライブラリファイルは、本発明によりブラウザインターフェイスに追加されたインター
フェイスオブジェクトを規定するアクティブＸコントロール又はプラグイン機能を含む。
インターネットユーザがブラウザを起動したときに、ライブラリファイルは開かれ、当該
ファイルに含まれるアクティブＸコントロール又はプラグインコードはブラウザにおいて
使用可能になり、ブラウザインターフェイスに組み込まれる。このようにしてインターフ
ェイスオブジェクトがブラウザインターフェイスと共に表示されるようにする。ライブラ
リファイル、従ってシェル（又は複数のシェル）は、ブラウザが起動されている限り、一
般的にはユーザがウエブをサーフしている限り、開かれた状態にある。従って、シェルに
ロードされ、ブラウザインターフェイスをカスタマイズする情報及び／又は機能は、イン
ターネットサイト間を移動する間においても起動された状態にある。本明細書で使用され
る場合に、情報及び機能という語は、いかなる情報、データ及び／又はライブラリファイ
ル若しくはライブラリファイルの一部に含まれてよいソフトウエアによる機能を言う。
【００１５】
ライブラリファイルはまた、ブラウザがユーザにより最初に起動されたときに、ブラウザ
にコンテンツプロバイダのサイトへの接続を確立させる。コンテンツプロバイダのインタ
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ーネットサイトは、ユーザのコンピュータに、ブラウザに使用し、また、ブラウザインタ
ーフェイスに表示するために、インターフェイスオブジェクト用の情報及び／又は機能を
ロードする。コンテンツプロバイダによりロードされた情報及び／又は機能は、例えばも
しユーザがコンテンツプロバイダのアカウントを有していれば、インターネットユーザに
固有のものであってよい。代わりに、コンテンツプロバイダは、例えばもしインターネッ
トユーザがコンテンツプロバイダのアカウントを有していなければ（即ち、ゲストであれ
ば）、一般的な情報及び／又は機能をロードしてよい。
【００１６】
本発明は、ブラウザインターフェイスの情報及び機能を制御すべく、処理中のサーバにお
いて、Ｏｂｊｅｃｔ　Ｌｉｎｋｉｎｇ　Ｅｍｂｅｄｄｉｎｇ（ＯＬＥ）を使用する。ライ
ブラリファイルに含まれたアクティブＸコントロール又はブラウザプラグイン（各々、こ
こではＢｒｏｗｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｏｖｅｒｌａｙ（ＢＩＯ）ライブラリと言
う）を用いて、アクティブＸコントロール又はプラグインと共に使用可能ないずれの情報
及び／又は機能は、本発明を用いて、仮想的にブラウザインターフェイスに追加されてよ
い。ライブラリファイル（ＢＩＯライブラリを介して）は、このようにしてブラウザイン
ターフェイスをカスタマイズ、即ち、追加、削除及び／又は変更、するために必要なコー
ドを含む。
【００１７】
ひとたびインターネットユーザが制御プログラムにアクセスし、当該ユーザのブラウザの
ハンドルをカスタマイズすれば、ブラウザが起動されたときに、カスタマイズされたブラ
ウザが表示される。従来のブラウザ変更方法と比較して、本発明は動的に制御することが
できる方法及びブラウザインターフェイスを提供する。更新又は変更された情報及び／又
は機能は、ブラウザに伝送され、インターネットユーザがウエブをサーフしている間、及
びカスタマイズされたブラウザインターフェイスの情報及び／又は機能を維持している間
、ブラウザインターフェイスに表示される。従って、インターネットユーザは、例えば、
株式相場、電子メール、新たな見出しのような最新の情報を、当該ユーザのブラウザイン
ターフェイスで、いずれのインターネットサイトにいても、ユーザがブラウザを用いてウ
エブをサーフしている限り、自動的に受け取ることができる。
【００１８】
本発明の他の目的及び特徴は、図面を用いて以下の詳細な説明において明白になるであろ
う。しかしながら、図面は単に実例の目的で作成されており、本発明を限定する描写では
なく、添付された請求項を参照して解釈されるべきである。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明は、インターネットブラウザインターフェイスを制御及び表示する方法、並びに制
御可能なインターネットブラウザインターフェイスに関する。本発明によれば、ブラウザ
インターフェイスは、インターネットコンテンツプロバイダ、ＩＳＰにより供給され得る
、又はインターネットユーザのコンピュータに存し得る制御ソフトウエアプログラムを用
いてカスタマイズされてよい。制御ソフトプログラムは、インターネットユーザ、コンテ
ンツプロバイダ、又はＩＳＰに、ユーザのブラウザ及びブラウザインターフェイスの情報
及び／又は機能をカスタマイズし、制御することを可能にする。
【００２０】
詳細は図面を参照して説明する。図１０は、本発明が実行され得るインターネットに接続
されたコンピュータの概略ブロックダイアグラムである。コンピュータ５０は、コンピュ
ータ５０の種々の装置間における情報（例えばディジタルデータ）の通信を容易にし、ま
た、通信インターフェイス６８を介して外部の装置やシステムとコンピュータとの通信を
容易にする内部バス６４を含む。バス６４につながれたプロセッサ６６は、コンピュータ
５０内部の情報を処理する。また、コンピュータ５０は、プロセッサ６６から伝達された
指示を受け取り、格納すべくバス６４に接続された、例えばランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）や他の等価な動的記憶素子のようなメインメモリ６０を含む。また、メインメモリ
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６０は、プロセッサ６０が指示を実行している間、可変の又は他の中間情報を一時的に格
納するために使用される。また、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）６２も、プロセッサ６
６が使用するための静的なデータや指示を格納するために、バス６４に接続されている。
種々の入力及び出力装置が、コンピュータ５０の一部として設けられている。当該入力及
び出力装置は、限定しない例として、ディスプレイ５４（例えば陰極線管（ＣＲＴ）、液
晶表示装置（ＬＣＤ）等）、キーボードのような入力装置５６、及びマウスやトラックボ
ールのようなカーソル制御装置５８を含む。例えば磁気ディスクドライブ及び磁気ディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭドライブ及びＣＤ－ＲＯＭ、又は他の等価な装置及び記録媒体等のデー
タ格納装置５２が、プロセッサ６６、メインメモリ６０、及び通信インターフェイス６８
との通信のためにバス６４に接続されている。格納装置５２は、好ましくはオペレーティ
ングシステム７０及びインターネットブラウザソフトウエアプログラム７２（即ち、ブラ
ウザ）を格納するのが好ましい。以下において、更に詳細に論ずるように、ライブラリフ
ァイル７４もデータ格納装置５２に格納されてよい。
【００２１】
コンピュータ５０は、通信インターフェイス６８を介し、これに限定されないが、同軸ケ
ーブル、銅線、光ファイバーケーブルによってインターネット９０に接続できる。コンピ
ュータ５０とインターネット９０との間の通信は、ワイヤレスやセルラーインターフェイ
スを介してもよい。通信インターフェイス６８は、コンピュータ５０と他の電子機器やシ
ステム、例えばコンテンツプロバイダ１００、２００により設けられたサーバコンピュー
タ（図示せず）、との双方向の通信を容易にする。
【００２２】
コンピュータ５０を使用するインターネットユーザ（図示せず）は、ブラウザ７２を起動
させることにより、インターネット９０へのアクセスを得ることができ、これによって、
コンピュータ５０の通信インターフェイス６８と、コンテンツプロバイダ１００のインタ
ーネットサイト１３０との間の通信リンクを、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳ
Ｐ）８０を介して開くことができる。ブラウザ７２は、コンピュータディスプレイ５４に
、ブラウザベンダーによりブラウザ７２に予め設定されたウインドウ３０のレイアウト（
色、大きさ、数、位置等）及び機能を有するブラウザインターフェイス２０（図１参照）
を提供する。インターネットコンテンツは、ブラウザインターフェイス２０のコンテンツ
ウインドウ３２において表示するために、コンテンツプロバイダ１００によりコンピュー
タ５０に伝達される。
【００２３】
本発明の一実施形態によれば、第１のインターネットコンテンツプロバイダ１００は、イ
ンターネットユーザに、ブラウザ７２及びブラウザインターフェイス２０を制御するため
のプログラム１２０へのアクセスを提供することができる。ユーザにより実行されたとき
に、制御プログラム１２０は、例えばダイナミックリンクライブラリ（ＤＬＬ）のような
ライブラリファイル７４を、インターネットユーザのコンピュータ５０のデータ格納装置
５２にダウンロード、又は作成する。ライブラリファイル７４は、アクティブＸコントロ
ールやプラグイン機能を含むことが好ましい。その後は、インターネットユーザがブラウ
ザ７２を使用してインターネットにアクセスするときに、ブラウザ７２はライブラリファ
イル７４を開き、また、好ましくはコンテンツプロバイダのインターネットサイト１３０
との接続を自動的に確立する。コンテンツプロバイダは、ブラウザ７２により確立された
接続に応答して、ライブラリファイル７４により作成された、ブラウザ内部のシェルオペ
レーティングに、情報及び／又は機能データをロードする。例えば、ユーザがコンテンツ
プロバイダ１００のアカウントを有している場合、カスタマイズされた情報及び／又は機
能が、ライブラリファイル７４にロードされてよい。ユーザがアカウントを有しない場合
、より一般化された（即ち、ゲスト）情報及び／又は機能がロードされてよい。
【００２４】
ライブラリファイル７４は、本質的には、インターネットブラウザ７２及びブラウザイン
ターフェイス２０を制御、即ち、追加、除去、及び／又は変更するアクティブＸコントロ
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ールやプラグインコードを含むブラウザ７２の１つのシェル（又は複数のシェル）を開く
。アクティブＸコントロールやプラグインと共にロードされるときに、ライブラリファイ
ル７４は、ブラウザ７４及びブラウザインターフェイス２０を制御するために使用される
機能、オブジェクト、及び他のソフトウエア（ここに一般的な情報として言及しているだ
けである）を含むことが好ましい。本発明は、インターネットユーザがインターネットサ
イト１３０からインターネットサイト２３０に移動したときに、ライブラリファイル７４
（及びシェル）が閉じないことを確実なものとする。従って、インターネットユーザがア
クティブＸコントロールやプラグインをロードしたインターネットサイトから切断し、他
のインターネットサイトに接続したときでも、当該アクティブＸコントロールやプラグイ
ンを介して供給された情報及び／又は機能は失われない。
【００２５】
次に、図１を参照して、各々が種々の機能をインターネットユーザに与える複数のウイン
ドウを有する従来のインターネットブラウザインターフェイス２０が図示される。ブラウ
ザインターフェイス２０は、ブラウザインターフェイスの一般的な大きさ、色、及びレイ
アウトを規定し、当該ウインドウ３０のためのウインドウ制御ボタン２８（例えば最小化
する、閉じる等）を含む第１の親ウインドウ３０を備えてよい。ブラウザインターフェイ
ス２０は、第１の親ウインドウ３０内に、第２の親ウインドウ３６（第１の親ウインドウ
の子）、及び第２の親に従属した更に１つ以上の子ウインドウ３８を備えてもよい。第２
の親ウインドウ３６及び子ウインドウ３８は、一般的に、インターネットにアクセスした
り渡り歩いたりするときにインターネットユーザを補助する情報及び／又は機能を規定す
る。例えば、第２の親３６及びその従属ウインドウ３８は、ツールバー、プルダウンメニ
ュー、プラグイン、アプリケーション等を提供する。
【００２６】
例えば、インターフェイス２０の上部（図中）に設けられた３つのウインドウ３８が、例
えばプルダウンメニュー、ファンクションボタン（例えば停止、戻り、次へ、ホーム等）
、及びファンクションボタンとウインドウとの組合せ（例えば検索ボタンとウインドウ）
等の多様なインターフェイスコントロール２４を含む３つのツールバー２２を含む。最上
部のツールバー２２は、複数のプルダウンメニュー２４を提供し、中段のツールバー２２
は、プルダウンメニュー及びウインドウ２６（ＵＲＬアドレスウインドウ）を提供する。
コンテンツウインドウ３２もまた、インターネットコンテンツプロバイダ１００（図１０
参照）からのコンテンツが表示されるインターフェイス２０の一部として供する。インタ
ーネットユーザは、第２のツールバー２２に設けられた表示ツールバーオブジェクト２４
（プルダウンメニュー）を用いて、下方の３つの（図中）ツールバー２２のいずれかをオ
ン及びオフに切り替えてもよい。しかしながら、インターネットユーザは、ここではブラ
ウザインターフェイス２０を追加、削除、又は他の方法で変更することはできない。
【００２７】
本発明の種々の形態により構成されたインターネットブラウザ２０が、図２から図４に図
示される。図２においては、ブラウザインターフェイス２０は、コンテンツプロバイダ１
００によりライブラリファイル７４にロードされたアクティブＸコントロールやプラグイ
ンにより規定されるインターフェイスオブジェクト４０を含む。インターフェイスオブジ
ェクト４０は、プルダウンメニュー４４を備えており、ブラウザ７２により提供されたイ
ンターフェイスコントロール（即ち、ブラウザツールバーオブジェクト）２４と共に、ブ
ラウザツールバー２２に表示される。図３において、インターフェイスオブジェクト４０
は、ブラウザインターフェイス２０内に別のウインドウ４８として表示されたインターフ
ェイスオブジェクトツールバー４２及びプルダウンメニュー４４を備える。図４において
、インターフェイスオブジェクト４０は、ブラウザインターフェイス２０内の別のウイン
ドウ４８内に表示された複数のプルダウンメニュー４４及び検索ウインドウ４６を含むイ
ンターフェイスツールバー４２を備える。本発明の種々の形態によるインターフェイスオ
ブジェクト４０は、ブラウザを介して使用可能ないかなるタイプの情報及び／又は機能を
、仮想的に備えてよい。従って、限定しない例として、インターフェイスオブジェクト４
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０は、プルダウンメニューや、ツールバー及びプルダウンメニューや、文字情報（例えば
広告、クーポン等）や、文字及び／又は音声情報（例えば音を伴う文字広告）や、文字、
音声、及び／又はグラフィック（アニメーション又は非アニメーション）情報や、ビデオ
や、ビデオ及びオーディオや、オーディオ等を備えてよい。
【００２８】
図２から図４に図示された本発明のインターネットブラウザインターフェイスの種々の形
態は、単なる実例であって、本発明を限定する例ではない。図示されたブラウザインター
フェイス２０への変更は、ここで提供された教示により可能である。
【００２９】
次に図５を参照して、本発明の一実施形態によるインターネットブラウザインターフェイ
ス２０を制御する方法が、その全体を５００として図示される。ステップ５１０において
、インターネットユーザは、インターネットウエブサイト１３０、ＩＳＰ８０、又はユー
ザのコンピュータ５０を介して、制御プログラム１２０にアクセスする。制御プログラム
１２０は、インターネットユーザにより実行されたときに、その後、当該ユーザにユーザ
のインターネットブラウザインターフェイス２０を制御する能力を供する。制御プログラ
ム１２０は、ステップ５２０において、インターフェイスオブジェクトを規定するアクテ
ィブＸコントロール又はプラグインコードを含むインターネットユーザのコンピュータ５
０に、ライブラリファイル７４をダウンロード又は作成する。ステップ５３０及び５４０
に図示されるように、インターネットユーザがブラウザ７２を起動するたびに、ライブラ
リファイル７４は開かれ、好ましくはインターネットユーザのコンピュータ５０に、イン
ターフェイスオブジェクト用のアクティブＸコントロール又はプラグインコードを伝送（
即ち、ダウンロード）するために構築されている所定のインターネットウエブサイト１１
０へ、接続が自動的に確立される。開かれたライブラリファイル７４は、本質的には、ブ
ラウザインターフェイス２０に追加されうるアクティブＸコントロール又はプラグインコ
ードにより機能が提供されたブラウザ７０にシェルを提供する。ブラウザ７２が閉じられ
るまでは、ライブラリファイル７４及びシェルのいずれも閉じない。ステップ５５０にお
いて、ブラウザインターフェイス２０に表示されるインターフェイスオブジェクト４０が
作成される。インターフェイスオブジェクト４０の情報及び／又は機能は、アクティブＸ
コントロール又はプラグインにより規定される。本発明の種々の形態によれば、インター
フェイスオブジェクト４０は、ステップ５６０に図示されるように、ユーザがウエブをサ
ーフし続ける限り、即ち、ブラウザが起動されている限り、ブラウザインターフェイス２
０と共にブラウザ７２により表示された状態を保つ。従って、本発明によりブラウザ７２
及びブラウザインターフェイス２０に追加された機能は、インターネットユーザがウエブ
をサーフする間は失われない。
【００３０】
本発明は、図５を参照して概要を上述したように、ブラウザ７２及びブラウザインターフ
ェイス２０を制御するための種々の形態を提供する。各々についてここで詳細に説明する
。
【００３１】
次に図６、続けて図１０を参照して、本発明によるブラウザ７２及びブラウザインターフ
ェイス２０を制御し、表示する方法の一実施形態を、全体を６００として説明する。図６
で説明をする上で、ライブラリファイル７４は、ここで説明したように、すでにインター
ネットユーザのコンピュータ５０にダウンロード又は作成されているとする。ステップ６
１０において、インターネットユーザは、インターネット９０にアクセスを開始するため
に、ブラウザ７２を起動する。ステップ６２０において、ライブラリファイル７４は開か
れ、ステップ６３０に示すように所定のコンテンツプロバイダへの接続が自動的に確立さ
れる。ＢＩＯライブラリのアクティブＸコントロール又はプラグインコードにより規定さ
れた機能は、ブラウザインターフェイス２０に追加されてよいインタフェイスオブジェク
ト４０を作成するために、ユーザのコンピュータ５０に、コンテンツプロバイダにより伝
送される。インターフェイスオブジェクト４０は、ステップ６４０に示すように、インタ
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ーネットブラウザインターフェイス２０と共に表示される。インターフェイスオブジェク
ト４０の機能は、アクティブＸコントロール又はプラグインコードにより規定されるが、
インターネットユーザがインターネット９０を渡り歩いている間、ユーザが訪れたインタ
ーネットサイトの数や種類に関係なく、ブラウザ７２が操作される状態にある限り、即ち
、インターネットユーザがブラウザソフトウエアプログラム７２を用いてインターネット
９０にアクセスしている間、インターネットブラウザインターフェイス２０と共に残って
よい。ステップ６５０に示すように、インターネットユーザがあるインターネットサイト
から他のインターネットサイトへ移動するときに、本発明はインターフェイスオブジェク
ト４０が当該移動により現存しているか、即ち、ステップ６５２に示すように、ブラウザ
インターフェイス２０にブラウザ７２によりまだ表示されているかを確定する。もしイン
ターフェイスオブジェクト４０が、ブラウザインターフェイス２０に表示されていなけれ
ば（即ち、ブラウザインターフェイス２０から削除されたか、他の理由により終了された
か）、ステップ６６０に示すように、インターフェイスオブジェクト４０は再描画される
。もしユーザがあるインターネットサイトから他のインターネットサイトへ移動すること
によっても、インターフェイスオブジェクト４０が現存しているなら、本発明はまた、ス
テップ６５４において、ブラウザ７２が起動されているかを確定する。インターフェイス
オブジェクト４０は、ブラウザ７２が操作可能な状態にあるときは、ブラウザインターフ
ェイス２０に表示されるのみだからである。もしブラウザ７２が起動さていないなら（即
ち、ユーザがもうウエブをサーフしていないなら）、ステップ６７０に示すように、イン
ターフェイスオブジェクト４０は終了され、ライブラリファイル７４は閉じられる。もし
ブラウザ７２が起動された状態にあれば、ステップ６５２に示すように、本発明はインタ
ーフェイスオブジェクト４０の状態を監視し、ブラウザインターフェイス２０にインター
フェイスオブジェクト４０が表示されていることを確実なものとする。インターネットユ
ーザがインターネットサイト間を移動するに合わせて、ユーザがインターネット９０を渡
り歩いている限り、本発明はインターフェイスオブジェクト４０の状態を監視し、ブラウ
ザインターフェイス２０と共に、ブラウザ７２により表示されていることを確実なものと
する。
【００３２】
図６に図示される形態によれば、インターネットユーザが、ＢＩＯライブラリが初めに呼
び出され、ユーザのコンピュータ５０にロードされたインターネットウエブサイト１３０
を去ったときに、本発明はインターフェイスオブジェクト４０が、ブラウザ７２によりブ
ラウザインターフェイス２０と共に表示されることを確実なものとする。例えば、ユーザ
がブラウザ７２を起動したときに、第１のコンテンツプロバイダにより営繕される第１の
所定のインターネットサイトへの接続が自動的に確立され、ＢＩＯライブラリがユーザの
コンピュータ５０にロードされる。ＢＩＯライブラリにより提供される機能は、ライブラ
リファイル７４により作成されたシェルを介してブラウザ７２に使用可能になる。インタ
ーネットユーザが、第２のコンテンツプロバイダ２００により営繕されている第２のイン
ターネットサイト２３０に接続したときに、インターフェイスオブジェクト４０用の機能
は、ブラウザインターフェイス２０に示され続ける。本実施形態において、本発明は、第
１のインターネットサイト１３０へのリンクが終了したときに、コンピュータ５０のブラ
ウザ７２又はオペレーションシステム７０が、ライブラリファイルをアンロードすること
によりＢＩＯライブラリの機能が不能になることを防ぐ。
【００３３】
例えば、ブラウザ７２が初めに第１のインターネットサイト１３０に接続したときに、当
該サイト１３０は、アクティブＸコントロールソフトウエアコードのフォーム内の機能情
報を、ライブラリファイル７４にロードされたＢＩＯライブラリとして、インターネット
ユーザのコンピュータ５０に伝送する。もし、第１のインターネットサイト１３０への接
続が終了されたときに、ライブラリファイル７４が、閉じる又はアンロードするように、
オペレーションシステム７０又はブラウザ７２により、明確に指示されないならば、ライ
ブラリファイル７４は、第１のインターネットサイト１３０への接続が閉じられた後であ
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っても、ブラウザインターフェイス２０内のインターフェイスオブジェクト４０用の所望
の機能を提供しながら、ロードされた状態を保つことができる。インターネットユーザが
種々のインターネットサイト間を移動する間、ライブラリファイル７４をロードされた状
態に保つことは、ライブラリファイル７４の内部を除く、アクティブＸコントロール（第
１のインターネットサイト１３０により、インターネットユーザ５０に伝送されるだけ）
の外部のデータ、機能及びオブジェクトのロードを可能にする。ライブラリファイル７４
がロードされた状態を保つ限り、ライブラリファイル７４に、及びアクティブＸコントロ
ールの外部に作成されたいずれのデータやオブジェクトも、ロードされたままであり、ブ
ラウザインターフェイス２０において機能し続ける。
【００３４】
渡り歩いている間に、ライブラリファイル７４を開かれた状態に保つために、ブラウザ７
２がインターネットサイト１３０に接続された後、当該接続が終了される前に、グローバ
ルオブジェクトであるオブジェクトＡが、コーリングファンクションヒープではなく、イ
ンターネットユーザのコンピュータ５０のプログラムヒープに作成される。従って、グロ
ーバルオブジェクトは、コーリングファンクションの完成を耐え抜く。グローバルオブジ
ェクトは、新しい演算子であるＣ＋＋を用いて、又はグローバルオブジェクトを明示する
ことにより、作成されてもよい。いずれの場合においても、グローバルオブジェクトは、
ブラウザ７２と第１のインターネットサイト１３０との接続が終了しても存在し続ける。
【００３５】
このように規定されたグローバルオブジェクトは、第１のインターネットサイト１３０が
により提供されたアクティブＸコントロールが閉じる後、即ち、第１のインターネットサ
イト１３０への初めの接続が終了した後も機能する。ひとたびグローバルオブジェクトが
作成されれば、グローバルオブジェクトを用いてインターフェイスが作成される。当該イ
ンターフェイスは、例えばブラウザ７２及びブラウザインターフェイス２０への機能の削
除、置換、及び／又は追加に供する。インターフェイスは、グローバルオブジェクトの一
部として、又はグローバルオブジェクトが新たなインターフェイスオブジェクト４０を割
り当てることにより作成されてもよい。例えば、インターフェイスオブジェクト４０は、
例えば、ブラウザウインドウ３８内のインターフェイスオブジェクトウインドウ４８を作
成し、ブラウザウインドウ４８にそれを子ウインドウとして追加することにより作成され
てもよい。ブラウザインターフェイス２０は、ブラウザインターフェイス２０にブラウザ
ツールバー２２又はブラウザツールバーオブジェクト２４を追加又は変更するようなこと
により、直接的に変更されてもよい。更に他の選択肢は、図４に示すように、ブラウザイ
ンターフェイス２０から切り離されたオブジェクトインターフェイスツールバー４２を作
成することである。
【００３６】
ブラウザ７２を制御するために使用される、即ち、例えば所定のインターネットサイト１
３０への接続を確立するために、ブラウザ７２を指示するポインタが必要である。当該ポ
インタは、ブラウザ７２にコマンドを送信するライブラリファイル７４のいかなる機能又
はオブジェクトによりアクセスできるように、広範囲に格納されるのが好ましい。マイク
ロソフト社のインターネットエクスプローラにおいては、例えばＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ
、ＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ２、又はＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒＡｐｐ　ｏｂｊｅｃｔ　ｌｉ
ｎｋｉｎｇ　ａｎｄ　ｅｍｂｅｄｄｉｎｇ（ＯＬＥ）インターフェイスコマンドが、ポイ
ンタを作成するために使用されてよい。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃ
ｌａｓｓ（ＭＦＣ）を用いた場合に、例えば、第１のインターネットサイト１３０、即ち
、ＢＩＯライブラリをロードしたインターネットサイトからポインタを得るために、ＣＯ
ｌｅＣｏｎｔｒｏｌクラスのＧｅｔＣｌｉｅｎｔＳｉｔｅ項を用いて、ポインタは作成さ
れてもよい。ＧｅｔＣｌｉｅｎｔＳｉｔｅは、ブラウザ７２にとってＢＩＯライブラリと
通信するための入り口点としての役割を果たす。前のステップにより戻ったＩＯｌｅＣｌ
ｉｅｎｔクラスのＧｅｔＣｏｎｔａｉｎｅｒ項は、ＢＩＯライブラリのためのコンテナに
対するポインタを得るために使用されてよい。ＢＩＯライブラリのコンテナは、アクティ
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ブＸコントローラがロードされるコンテナである。インターネットブラウザインターフェ
イス２０は、一般的に、ブラウザツールバー２２及びコンテンツウインドウ３２を含むい
くつかの部分からなる。ドキュメントオブジェクトは、インターネットユーザがアクセス
し、特定のウエブページに現れる全てのデータを含む全てのウエブページ用にブラウザ７
２により作成される。ドキュメントオブジェクトは、ＢＩＯライブラリにとってのコンテ
ナでもある。従って、ドキュメントオブジェクトは、ＢＩＯライブラリのコンテナとして
参照されてもよい。
【００３７】
前のステップにより戻ったＩＯｌｅＣｏｎｔａｉｎｅｒクラスのＱｕｅｒｙＩｎｔｅｒｆ
ａｃｅ項は、ブラウザ７２により与えられた他のインターフェイスのいずれかを配置する
ために使用されてよいＩＳｅｒｖｉｃｅＰｒｏｖｉｄｅｒインターフェイスに対するポイ
ンタを取得するために使用されてよい。最後に、前のステップにより戻ったＩＯｌｅＣｏ
ｎｔａｉｎｅｒクラスのＱｕｅｒｙＩｎｔｅｒｆａｃｅ項は、ブラウザ７２により提供さ
れた特定のインターフェイスに従属するＢＩＯライブラリと呼ばれるＩＷｅｂＢｒｏｗｓ
ｅｒＡｐｐ、ＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ、又はＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ２に対するポインタ
を取得するために使用されてよい。
【００３８】
他の実施形態においては、本発明はブラウザウインドウ３０全体を変更するために使用さ
れてもよい。もしブラウザウインドウ３０全体が変更されるなら、インターフェイスオブ
ジェクト４０を現存するブラウザウインドウ３８に統合するのとは異なり、ブラウザウイ
ンドウ３８の全クラスが下位クラスに分類されるか、又は特定のブラウザウインドウ３８
が下位クラスに分類されてよい。ここで使用されているウインドウを下位クラスに分類す
るという語は、ウインドウを掛けるとも言われるが、ウインドウに送られた全てのメッセ
ージをハンドリングするための最初のブラウザウインドウメッセージのハンドリングプロ
シージャを、ユーザが定義したウインドウメッセージのハンドリングプロシージャと取り
替えることを言う。例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓ（
ＭＦＣ）　ＣＷｎｄ：ＳｕｂｃｌａｓｓＷｉｎｄｏｗ（）ファンクションを用いて、ウイ
ンドウはサブクラス化されてよい。代わりに、ＧＷＬ＿ＷＮＤＰＲＯＣアーギュメントと
共に、ＳｅｔＷｉｎｄｏｗＬｏｎｇファンクション（マイクロソフトウインドウファンク
ション）を用いて、ウインドウをサブクラス化してもよい。ＳｅｔＷｉｎｄｏｗＬｏｎｇ
ファンクションにより戻ったポインタは、サブクラスウインドウのための最初のブラウザ
ウインドウメッセージハンドリングプロシージャに格納されてよい。これはＢＩＯライブ
ラリがウインドウ３０又は３８に渡された全てのメッセージを遮断することを可能にし、
また、ＢＩＯライブラリは、ブラウザ７２により提供され、ボタン、メニュー等を含むイ
ンターフェイスコントロール２４から、又はＢＩＯライブラリにより追加されたインター
フェイスオブジェクト４０からのコマンドを解析する。
【００３９】
ＢＩＯライブラリが提供し、また、最初のブラウザウインドウメッセージと取り替える、
ユーザが定義したウインドウメッセージハンドリングプロシージャは、ここではＢＩＯプ
ロシージャと呼ばれる。ブラウザ７２用のＢＩＯプロシージャを用いて、ブラウザ７２に
提供されたメッセージ（即ち、コマンド）は遮断及び変更されてよく、又は、取り替え又
は新たなメッセージ（例えば、インターフェイスオブジェクト４０用のメッセージハンド
ラ）が、ＢＩＯプロシージャによりブラウザ７２に伝送されてよい。本発明はまた、ブラ
ウザインターフェイス２０からインターフェイスオブジェクト４０が削除されていないこ
とを確実なものとする。例えば、いくつかのインターネットブラウザ７２は、インターネ
ットユーザが新たなウエブサイトにアクセスしたときに、全てのブラウザインターフェイ
ス２０を再描画する。グローバルオブジェクトが、そのようなユーザによるインターネッ
トの移動に従ってまだ機能している一方、インターフェイスオブジェクト４０は、ブラウ
ザインターフェイス２０から削除される。従って、インターフェイスオブジェクト４０は
、ブラウザインターフェイス２０と共に表示されることはなくなる。これが起こることを
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防ぐために、ブラウザインターフェイス２０を再描画するためのブラウザ７２からのメッ
セージ（即ち、コマンド）は、ＢＩＯプロシージャにより削除されてよく、また、インタ
ーフェイスオブジェクト４０は、ブラウザインターフェイス２０が再描画された後、直ち
に再描画されてよい。代わりに、ブラウザインターフェイス２０にインターフェイスオブ
ジェクト４０が存在することは、定期的にテストされてよく、そして、もしブラウザイン
ターフェイス２０に存在しないならば、インターフェイスオブジェクト４０は再描画され
てよい。このような周期的なテストは、おおよそ１秒以下の間隔で行われるのが好ましい
。
【００４０】
上述した形態（図６に図示）の一例として、アクティブＸコントロールがＢＩＯライブラ
リとしてロードされ、ブラウザインターフェイス２０にメニューアイテム（及び機能）を
追加する。ブラウザインターフェイス２０に追加される所望の機能と共に新たなメニュー
オブジェクト（即ち、インターフェイスオブジェクト４０）を作成する新たなグローバル
オブジェクトであるオブジェクトＡを動的に作成するアクティブＸコントロールを、本発
明は作成する。例えばＡｆｘＧｅｔＭａｉｎＷｎｄ（）→ＧｅｔＭｅｎｕ（）→Ａｐｐｅ
ｎｄＭｅｎｕ（）といった指示を用いて、ブラウザインターフェイス２０にメニューオブ
ジェクト４０が追加されてよい。ここで、ブラウザインターフェイス２０に追加されたメ
ニューはメニューオブジェクトを指すポップアップメニューを含んでよい。インターネッ
トユーザが第１のインターネットサイト１３０から切断するとき（即ちアクティブＸコン
トロールを含むウエブページを去るとき）、アクティブＸコントロールは閉じるが、グロ
ーバルオブジェクト、即ちオブジェクトＡは、プログラムヒープに残り、ブラウザインタ
ーフェイス２０に所望の機能を提供し続ける。
【００４１】
インターフェイスオブジェクト４０が追加されるブラウザウインドウをサブクラス化する
代わりに、オブジェクトＡ、又は派生したものの１つが、インターフェイスオブジェクト
４０のオーナー権を保有してよい。そして、インターフェイスオブジェクト４０用のメッ
セージハンドラが作成されてよい。例えば、本発明の上述の形態により、ブラウザツール
バー２２に、インターフェイスオブジェクト４０が追加されてもよい。ただし、インター
フェイスオブジェクト４０の所有権が、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃ
ｌａｓｓ　ＳｅｔＯｗｎｅｒファンクションを用いて、オブジェクトＡ又は派生したもの
の１つに設定されることを除く。
【００４２】
次に図７、続いて図１０を参照して、本発明によりブラウザインターフェイス２０を制御
し、表示する方法の他の形態について説明する。図７を説明する上で、ライブラリファイ
ル７４は、ここで述べたように、インターネットユーザのコンピュータ５０に、すでに作
成されているものとする。ステップ７１０において、インターネットユーザは、インター
ネット９０にアクセスするために、ブラウザ７２を起動する。ステップ７２０において、
ライブラリファイル７４はユーザのコンピュータ５０に開かれ、ステップ７３０に図示さ
れるように、所定のインターネットサイト１３０への接続が自動的に確立される。ステッ
プ７４において、インターフェイスオブジェクト４０の表示を制御するための連続ループ
を用いてブラウザインターフェイス２０に表示されるインターフェイスオブジェクト４０
を作成するために、ＢＩＯライブラリのアクティブＸコントロール又はプラグインコード
により規定された機能は、コンテンツプロバイダによりユーザのコンピュータ５０へ（即
ち、ライブラリファイル７４へ）伝送される。インターフェイスオブジェクト４０は、連
続ループの終了に応じてのみ削除（即ち、当該機能が終了）されてよい。インターフェイ
スオブジェクト４０の機能は、アクティブＸコントロール又はプラグインコードにより規
定されるが、インターネットユーザがインターネット９０を渡り歩いている間、ユーザが
訪れたインターネットウエブサイトの数や種類に関係なく、また、ブラウザ７２が操作で
きる状態にある限り、即ち、インターネットユーザが当該ブラウザソフトウエアプログラ
ムを用いてインターネットにアクセスしている限り、インターネットブラウザインターフ
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ェイス２０と共に残ってよい。ステップ７５０に示すように、インターネットユーザがあ
るインターネットサイトから他へ移動するときに、本発明はインターフェイスオブジェク
ト４０が当該移動により現存しているか、即ち、ステップ６５２に示すように、ブラウザ
インターフェイス２０にブラウザ７２によりまだ表示されているかを確定する。もしイン
ターフェイスオブジェクト４０が、ブラウザインターフェイス２０に表示されていなけれ
ば（即ち、ブラウザインターフェイス２０から削除されたか、他の理由により終了された
か）、ステップ７６０に示すように、インターフェイスオブジェクト４０は再描画される
。もしユーザがあるインターネットサイトから他のインターネットサイトへ移動すること
によっても、インターフェイスオブジェクト４０が現存しているなら、本発明はまた、ス
テップ７５４において、ブラウザ７２が起動されているかを確定する。インターフェイス
オブジェクト４０は、ブラウザ７２が操作可能な状態にあるときは、ブラウザインターフ
ェイス２０に表示されるのみだからである。もしブラウザ７２が起動さていないなら（即
ち、ユーザがもうウエブをサーフしていないなら）、ステップ７７０に示すように、イン
ターフェイスオブジェクト４０は終了され、ライブラリファイル７４は閉じられる。もし
ブラウザ７２が起動された状態にあれば、ステップ７５６において、連続ループが終了さ
れたかどうかを確定する。もしループが終了されていれば、ステップ７７０に示すように
、インターフェイスオブジェクト４０もまた終了される。もしループがまだ実行されてい
れば、ステップ７５２に示すように、インターフェイスオブジェクト４０がまだブラウザ
インターフェイス２０に表示されているかどうかを確定する。
【００４３】
図７に示す本発明の形態は、オペレーションシステム７０又はブラウザ７２がライブラリ
ファイル７４をアンロード又は終了する指示を発生しても、ライブラリファイル７４（内
部にアクティブＸコントロールコードがロードされる）の動作がフリーズすることにより
、アクティブＸコントロールがアンロードするのを防ぐ。ライブラリファイル７４がフリ
ーズし、アンロードを終了させることがないため、アクティブＸコントロールによりライ
ブラリファイル７４の代わりに作成された全てのデータ、機能及びオブジェクトは、ライ
ブラリファイル７４がアンロードするよう指示された後でも存在し、機能し続ける。
【００４４】
いくつかのオペレーションシステム７０及び／又はブラウザ７２では、アクティブＸコン
トロールがインターネットサイトにもはや存在しないときに、ＢＩＯライブラリは閉じら
れる。これはまた、インターネットユーザがアクティブＸコントロールを有するインター
ネットサイト、例えば、図１０のインターネットサイトから、有しない他のインターネッ
トサイト、例えば図１０のインターネットサイト２３０に移動するときに、生じる可能性
がある。アクティブＸコントロールがないときに、インターフェイスオブジェクト４０が
動作し続けることを可能にするために、ＢＩＯライブラリ（及びライブラリファイル７４
）が閉じるのを防がなければならない。
【００４５】
これを成し遂げるために、ブラウザ７２を制御するために使用されるポインタが作成され
る。ブラウザ７２にコマンドを送るために必要であろうライブラリファイル７４中のいず
れの機能又はオブジェクトによりアクセスできるように、当該ポインタは、広範囲に格納
されるのが好ましい。例えばマイクロソフトインターネットエクスプローラでは、ＩＷｅ
ｂＢｒｏｗｓｅｒ、ＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ２、又はＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒＡｐｐ　Ｏ
ＬＥ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅコマンドが、ポインタを作成するために使用されてよい。Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓを用いてこれを行うために、ＣＯｌ
ｅＣｏｎｔｒｏｌクラス（ＢＩＯライブラリと通信するために使用されてよい）のＧｅｔ
ＣｌｉｅｎｔＳｉｔｅ項が、ＢＩＯライブラリのインターネットサイトへポインタを検索
するために使用されてよい。前のステップにおいて戻ったＩＯｌｅＣｌｉｅｎｔＳｉｔｅ
クラスのＧｅｔＣｏｎｔａｉｎｅｒ項は、ＢＩＯライブラリのコンテナに対するポインタ
を取得するために使用されてよい。前のステップで戻ったＩＯｌｅＣｏｎｔａｉｎｅｒク
ラスのＱｕｅｒｙＩｎｔｅｒｆａｃｅ項は、ＩＳｅｒｖｉｃｅＰｒｏｖｉｄｅｒインター
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フェイスに対するポインタを取得するために使用されてよい。ＩＳｅｒｖｉｃｅＰｒｏｖ
ｉｄｅｒインターフェイスは、ブラウザ７２により示された他のインターフェイスのいず
れをも容易に見つけるために使用されてよい。前のステップにより戻ったＩＳｅｒｖｉｃ
ｅＰｒｏｖｉｄｅｒのＱｕｅｒｙＳｅｒｖｉｃｅ項は、ＢＩＯライブラリと呼ばれるブラ
ウザ７２のバージョンにより示されたインターフェイスに独立なＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ
、ＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ２、又はＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒＡｐｐインターフェイスへの
ポインタを取得するために使用されてよい。
【００４６】
ライブラリファイル７４が閉じるのを防ぐために、その動作は、終了することが可能にな
る前に停止される。ライブラリファイル７４の動作をフリーズ又は停止させるために、Ｂ
ＩＯライブラリがアンロードされるべきときにのみ、またプログラムループがメッセージ
キューを送り出すときに終了する連続プログラムループが作成され実行されてよい。プロ
グラムループは、またメッセージキューを送り出す。プログラムループは、ここではメッ
セージポンプと呼ばれ、例えばＰｅｅｋＭｅｓｓａｇｅ、ＧｅｔＭｅｓｓａｇｅ、Ｔｒａ
ｎｓｌａｔｅＭｅｓｓａｇｅ及びＤｉｓｐａｔｃｈＭｅｓｓａｇｅコマンドをループ中で
用いることにより作成されてよい。具体的には、メッセージポンプを実行するためのＣ＋
＋コードは下記に規定される：
ｗｈｉｌｅ（ｍ＿Ｃｏｎｔｉｎｕｅ）
｛
ｉｆ（ＰｅｅｋＭｅｓｓａｇｅ（＆ｍｓｇ，ＮＵＬＬ，０，０，ＰＭ＿ＮＯＲＥＭＯＶＥ
）！＝０）
｛
ＧｅｔＭｅｓｓａｇｅ（＆ｍｓｇ，ＮＵＬＬ，０，０）；
ＴｒａｎｓｌａｔｅＭｅｓｓａｇｅ（＆ｍｓｇ）；
ＤｉｓｐａｔｃｈＭｅｓｓａｇｅ（＆ｍｓｇ）；
｝
｝
ここで、ｍ＿Ｃｏｎｔｉｎｕｅは、停止するときにループに指示するために使用されるブ
ール変数であり、また、ＰｅｅｋＭｅｓｓａｇｅ、ＧｅｔＭｅｓｓａｇｅ、Ｔｒａｎｓｌ
ａｔｅＭｅｓｓａｇｅ及びＤｉｓｐａｔｃｈＭｅｓｓａｇｅは、全てＷｉｎｄｏｗｓのフ
ァンクションである。もしｍ＿Ｃｏｎｔｉｎｕｅが間違っていればループは終了し、従っ
てメッセージポンプは終了する。メッセージ変数は、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＭＳＧと関連する
。
【００４７】
メッセージポンプが好ましく動作する方法は、ＰｅｅｋＭｅｓｓａｇｅファンクションを
用いて、メッセージキューにおいて待っているメッセージが１通でもあるかを確認するこ
とである。もしメッセージがあれば、メッセージポンプはＧｅｔＭｅｓｓａｇｅファンク
ションを用いて、メッセージキューからそのメッセージを取り出し、Ｔｒａｎｓｌａｔｅ
Ｍｅｓｓａｇｅファンクションを用いて、それを仮想鍵メッセージから文字メッセージに
翻訳する。最後に、メッセージポンプはメッセージを、ＤｉａｐａｔｃｈＭｅｓｓａｇｅ
ファンクションを用いて、当該メッセージを受け取るべきであるオリジナルウインドウメ
ッセージハンドリングプロシージャに送る。
【００４８】
オペレーションシステム７０の能力は、メッセージを送り出すためのメッセージポンプを
構成するために使用されてよい。例えば、ＭＦＣコマンドやＣＷｎｄ：：Ｍｅｓｓａｇｅ
Ｂｏｘ（“ｍｙ　ｍｏｄａｌ”，ＭＢ＿ＯＫ）のようなコマンドを用いるダイアログボッ
クスやメッセージボックスは、この目的の要求を適切に満たし、また、ライブラリファイ
ル７４の動作の望ましいフリーズや停止を供給するために使用されてよい。
【００４９】
メッセージポンプが連続ループを実行している限り、インターネットユーザが他のインタ
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ーネットサイトへアクセスする（即ち、訪れる）ときであっても、アクティブＸコントロ
ールは終了されない。
【００５０】
図７により図示される本発明の形態は、上述された図６の形態と同様に機能する。
【００５１】
上述した（図６及び図７の）形態のどちらも、オブジェクトＡ及び全てのディセンダント
を閉じるために、必須ではないが、インターフェイスオブジェクト４０のための終了ファ
ンクションを設けることが好ましい。終了ファンクションを呼び出すための、実施可能な
具体的なシナリオは、ＢＩＯＰｒｏｃｅｄｕｒｅのブラウザウインドウを閉じるためにメ
ッセージを遮断、又は周期的にブラウザウインドウを探し、もし見つからなければ、アク
ティブＸコントロールを終了することを含む。
【００５２】
次に図８（Ａ）において、本発明の方法の別の形態が、全体を８００として図示される。
図８を説明する上で、ライブラリファイル７４は、ここで説明したように、すでにインタ
ーネットユーザのコンピュータ５０に作成されているものとする。ステップ８１０におい
て、インターネットユーザは、インターネット９０にアクセスするためにブラウザ７２を
起動する。ステップ８２０において、ライブラリファイル７４は、ユーザのコンピュータ
５０に開かれ、ステップ８３０に図示されるように、所定のインターネットサイト１３０
（図１０参照）への接続が自動的に確立される。ステップ８３２において、ブラウザ７２
により規定された最初のブラウザインターフェイスの複製である新たなブラウザインター
フェイスが作成される。ステップ８４０において、プラグインの機能が最初にロードされ
た最初のブラウザインターフェイスを示すファンクションウインドウが作成される。
【００５３】
本発明の当該形態によるファンクションウインドウを作成するステップは、全体を８４０
として図８（Ｂ）に図示される。ステップ８４２において、最初のブラウザインターフェ
イスウインドウのハンドルを規定する。最初のブラウザインターフェイスウインドウ、こ
こではファンクションウインドウが、ＢＩＯライブラリをクラッシュする原因となりうる
当該ブラウザインターフェイスの終了が起きることのないように、ステップ８４４におい
て隠され及び／又は不能にされる。ステップ８４６において、ブラウザ７２を制御するポ
インタが作成される。最後に、ステップ８４８において、インターネットを渡り歩き続け
るために、インターネットユーザにより使用されうる新たなブラウザインターフェイスウ
インドウが作成される。
【００５４】
図８（Ａ）に戻って、ステップ８５０から開始するが、制御されるべき、そしてウインド
ウを追加、削除、及び／又は変更する第１のサブクラス化するいずれのブラウザウインド
ウ、又はブラウザにより使用されるいずれのウインドウにより、ブラウザインターフェイ
スは制御される。最初のブラウザウインドウメッセージハンドリングプロシージャは、Ｂ
ＩＯプロシージャ（上に規定）と置き換えられる。ステップ８６０において、本発明はい
ずれかの新たなブラウザウインドウ、即ち、まだサブクラス化されていない、又は制御さ
れていないウインドウが開かれたかを確定する。もし新たなウインドウが開かれていれば
、本発明は、ステップ８７０において、インターフェイスオブジェクト４０が当該新たな
ウインドウに追加されるべきかを確定する。もしそうでなければ、ステップ８８０に図示
されるように、本発明はインターネットユーザがブラウザ７２を閉じることを要求してい
るかを確定する。もしそうであれば、本発明は、ステップ８９０において、ファンクショ
ンウインドウを含む全てのブラウザウインドウを閉じる。もしユーザがブラウザ７２を閉
じることを要求していなければ、ステップ８８０で確定したように、本発明はステップ８
６０に戻り、新たなブラウザウインドウが開かれたかを再び確定する。
【００５５】
続けて図８及び図１０を参照して、上述した本発明の形態を詳細に説明する。アクティブ
Ｘコントロールがインターネットサイト１３０を介してコンテンツプロバイダによりロー
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ドされたときに、典型的な例ではウエブサイト１３０への接続を確立し、また、アクティ
ブＸコントロールを呼び出したブラウザ７２に応答して、アクティブＸコントロール用の
コードがロードされうるブラウザ７２内部のシェルを作成すべく、ユーザのコンピュータ
に配されたライブラリファイル７４が開かれる。アクティブＸコントロールが閉じられる
とき（ユーザがインターネットサイト１３０への接続を終了させるとき）オペレーション
システム７０又はブラウザ７２により、アクティブＸコントロールを含むライブラリファ
イル７４がアンロードする（即ち、閉じる）ように明確に指示されれば、ライブラリファ
イル７４がアンロードされたときに、アクティブＸコントロールの外部であってライブラ
リファイル７４の内部に作成されたいかなるデータ、機能、又はオブジェクトも破棄され
る。ライブラリファイル７４がアンロードされるのを防ぐために、ブラウザ７２は、指示
があるまでアクティブＸコントロールが閉じるのを防ぐ。もしアクティブＸコントロール
が閉じるよう指示を受けることがなければ、ライブラリファイル７４はアンロードされる
ことはない。
【００５６】
これを成し遂げるために好ましい方法は、アクティブＸコントロールをロードした最初の
ブラウザインターフェイスウインドウを隠す及び／又は不能にし、また、インターネット
ユーザが作業及びインターネットを渡り歩き続けられるように当該同じウインドウの新た
なコピーを作成する。最初のブラウザインターフェイスは隠され及び／又は不能にされる
のが好ましいため、ライブラリファイル７４が最初のブラウザインターフェイスウインド
ウ、即ち、ライブラリファイル７４をロードしたウインドウを示す、不能にする、又は閉
じるまで、アクティブＸコントロールは、閉じることができない。
【００５７】
上述した図８の方法は、例えば、一般にウエブページ１３０に含まれる、又はＢａｎｄ　
Ｏｂｊｅｃｔとして、また、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ
　４．ｘ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔとして＜Ｏｂｊｅｃｔ＞
タグを用いて、ブラウザ７４にＢＩＯライブラリを標準のアクティブＸコントロールとし
てロードするのが好ましい。これはブラウザ７２に初期化し、またＢＩＯライブラリ用の
コードを含むライブラリファイル７４を走らせるよう指示する。
【００５８】
ＢＩＯライブラリが最初に初期化され、呼び出された時は、インターネットユーザが他の
インターネットウエブサイト２１０、即ち、他のウエブページを訪れている間、アクティ
ブＸコントロールと共にセッションを開いた状態に保つことにより、ＢＩＯライブラリを
開いた状態に保つファンクションウインドウが作成される。ファンクションウインドウは
また、ＢＩＯライブラリのコピーを有しないブラウザウインドウが、ブラウザ７２へのＯ
ＬＥインターフェイスにアクセスするために開くことを可能にする。
【００５９】
ファンクションウインドウを作成するために、最初のブラウザウインドウ（即ち、ＢＩＯ
ライブラリをロードした当該ウインドウ）は、隠され及び／又は不能にされるのが好まし
い。これは最初のブラウザインターフェイスウインドウのハンドルを結びつけること、Ｂ
ＩＯライブラリの操作を始めることにより成し遂げられる。ＢＩＯライブラリのハンドル
から最初のブラウザインターフェイスウインドウのハンドルを復帰させるため、当該ファ
ンクションの現在の値がデスクトップウインドウの１レベル下を示すまで、ＧｅｔＰａｒ
ｅｎｔファンクション（Ｗｉｎｄｏｗファンクション）が連続的に呼び出される。例えば
、ループ中で実行された“ｍ＿Ｈａｎｄｌｅ＝ＧｅｔＰａｒｅｎｔ（ｍ＿Ｈａｎｄｌｅ）
”のような文を望まれる機能及び結果のために供してよく、ｍ＿Ｈａｎｄｌｅの値は、初
めのうちはＢＩＯライブラリのハンドルのための値と等しく、結局、ハンドルを最初のブ
ラウザインターフェイスウインドウに戻す。
【００６０】
次のステップは、インターネットユーザがファンクションウインドウを（例えばブラウザ
７２を閉じることにより）閉じることができないように、最初のブラウザインターフェイ
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スウインドウを隠す及び／又は不能にし、それによって、ブラウザインターフェイス２０
から、ＢＩＯライブラリをアンロードさせ、また、ＢＩＯライブラリにより提供された機
能を削除する。最初のブラウザインターフェイスをユーザから隠し、及び／又は当該ブラ
ウザウインドウをユーザハンドルのイベントから不能にするために、ＷＭ＿ＳＨＯＷＷＩ
ＮＤＯＷ、及び／又はＷＭ＿ＥＮＡＢＬＥメッセージ（両方ともＷｉｎｄｏｗｓコンテン
ツ）は、ブラウザウインドウを隠す及び／又は不能にするための値と共に、最初のブラウ
ザインターフェイスウインドウに送られてよい。例えば、ＰｏｓｔＭｅｓｓａｇｅ又はＳ
ｅｎｄＭｅｓｓａｇｅファンクション（存するＷｉｎｄｏｗｓファンクション）が、ブラ
ウザウインドウハンドルと共に、最初のブラウザインターフェイスに、メッセージを送る
ために使用されてよい。他の例として、ＳｈｏｗＷｉｎｄｏｗ及びＥｎａｂｌｅＷｉｎｄ
ｏｗファンクション（存するＷｉｎｄｏｗファンクション）が、同じ結果を達するために
使用されてもよい。
【００６１】
ブラウザ７２を制御するためにポインタが作成される。ライブラリファイル７４において
、ブラウザ７２にコマンドを送るいかなる機能又はオブジェクトによりアクセス可能にす
るために、ポインタは広範囲に格納されるのが好ましい。例えばＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉ
ｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒでは、ＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ、ＩＷｅｂＢｒｏｗｓ
ｅｒ２、又はＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒＡｐｐ　ＯＬＥインターフェイスが、ポインタを作
成するのに使用されてよい。例えばＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃｌａ
ｓｓを用いてこれをするには、ＢＩＯライブラリと通信するために使用され、また、ＢＩ
Ｏライブラリのインターネットサイト、即ち、アクティブＸコントロールをロードした当
該インターネットサイト１３０へのポインタを検索するために、ブラウザ７２にとって入
口点の役割を果たすＣＯｌｃｏｎｔｒｏｌクラスのＧｅｔＳｉｔｅＣｌｉｅｎｔ項が使用
されてよい。前のステップにおいて戻ったＩＯｌｅＣｌｉｅｎｔクラスのＧｅｔＣｏｎｔ
ａｉｎｅｒ項が、ＢＩＯライブラリのコンテナへのポインタを取得するために使用されて
よい。前のステップにおいて戻ったＩＯｌｅＣｏｎｔａｉｎｅｒクラスのＱｕｅｒｙＩｎ
ｔｅｒｆａｃｅ項が、ＩＳｅｒｖｉｃｅＰｒｏｖｉｄｅｒインターフェイスへのポインタ
を取得するために使用されてもよい。ＩＳｅｒｖｉｃｅＰｒｏｖｉｄｅｒインターフェイ
スは、ブラウザ７２により示された他のインターフェイスのいずれかを見つけるために使
用されるのが好ましい。前のステップにおいてＩＳｅｒｖｉｃｅＰｒｏｖｉｄｅｒクラス
のＱｕｅｒｙＳｅｒｖｉｃｅ項は、ＢＩＯライブラリと呼ばれるブラウザ７２のバージョ
ンにより示されたインターフェイスに従属するＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ、ＩＷｅｂＢｒｏ
ｗｓｅｒ２、又はＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒＡｐｐインターフェイスへのポインタを取得す
るために使用されてよい。
【００６２】
最後に、以前にファンクションウインドウを作成するために使用されたブラウザウインド
ウは隠され、及び／又は不能にされているため、インターネットユーザがウエブをサーフ
ィンし続けるために使用する、即ち、種々の異なるインターネットサイトにアクセスし続
けるためにしようする新たなブラウザウインドウが作成される。好ましくは、例えば当該
ＯＬＥインターフェイスのＮａｖｉｇａｔｅ又はＮａｖｉｇａｔｅ２項を用いて、ＩＷｅ
ｂＢｒｏｗｓｅｒ、ＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒ２、又はＩＷｅｂＢｒｏｗｓｅｒＡｐｐ　Ｏ
ＬＥのいずれかが、新たなブラウザウインドウを作成するために使用される。他の例とし
ては、ブラウザ７２がＮｅｗ　ＷｉｎｄｏｗコマンドやＯｐｅｎ　Ｉｎ　Ｎｅｗコマンド
等のような新たなブラウザウインドウを開くためにブラウザが使用する場合があるいずれ
のコマンドに対応するＷＭ＿ＣＯＭＭＡＮＤメッセージが、ブラウザ７２に送られてもよ
い。新たなウインドウはまた、ブラウザ７２により提供されたＤｙｎａｍｉｃ　Ｄａｔａ
　Ｅｘｃｈａｎｇｅ（ＤＤＥ）サポートを用いて開かれてもよい。
【００６３】
ＢＩＯライブラリはここで、種々のブラウザインターフェイスの特徴及び機能を追加／削
除／変更、即ち、制御しなくてはならない。最初のステップは、本発明により制御される
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べきブラウザウインドウのいずれか、又はブラウザが使用するウインドウ（即ち、子ウイ
ンドウ）のいずれかをサブクラス化することである。ＢＩＯウインドウメッセージハンド
リングプロシージャは、最初のウインドウメッセージハンドリングプロシージャと置き換
えられ、また、これよりＢＩＯ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅとして参照される。
【００６４】
ひとたびブラウザウインドウ、又はその子のいずれがサブクラス化されたら、ＧｅｔＭｅ
ｎｕファンクションを用いてブラウザウインドウメニューへのポインタを検索させること
により、サブクラスにメニューを追加することは可能である。ひとたびメニューハンドル
へのポインタが得られたら、ＭｏｄｉｆｙＭｅｎｕ、ＡｐｐｅｎｄＭｅｎｕ、Ｉｎｓｅｒ
ｔＭｅｎｕ等のようなメニューファンクションが、ブラウザウインドウへ所望のメニュー
を追加するために使用されてよい。メニューに割り当てられたいずれのコマンドも、ＢＩ
Ｏウインドウをサブクラス化するために使用されたＢＩＯ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅにより操
作されなくてはならない。メニューを作成するために、ブラウザに含まれるいずれかと同
じコマンド識別名は使用されてはならない。
【００６５】
インターフェイスオブジェクトツールバー４２が、標準のＷｉｎｄｏｗｓファンクション
を用いて、ツールバー４２が追加されるべきウインドウのハンドルを検索することにより
、ブラウザインターフェイス２０に追加されてもよい。典型的にウインドウは、ＢＩＯウ
インドウ又はＢＩＯウインドウの子であるフレームウインドウである。そしてウインドウ
がその親として、Ｆｒａｍｅ　Ｈａｎｄｌｅを用いて作成される。例えば、ダイアログバ
ー（ツールバーのフォーム）をインターフェイスオブジェクト４０として追加するために
は、ＣＤｉａｌｏｇＢａｒ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓ）
から引き出された、又はＣＤｉａｌｏｇＢａｒのオブジェクトが作成され、また、その作
成方法はＦｒａｍｅ　Ｈａｎｄｌｅと呼ばれる。もし、例えば画像、ツールバー、ダイア
ログ等のようなリソースが使用されており、また、ブラウザがＢＩＯライブラリとして同
じリソースをシェアしていないならば、ＢＩＯライブラリリソースからデータがロードさ
れる前に、ブラウザのリソースがＢＩＯライブラリリソースと一時的に置き換えられる。
ＢＩＯライブラリリソースは、そのあとブラウザの最初のリソースと置き換えられてよい
。
【００６６】
新たなブラウザウインドウが開かれるに伴い、当該新たなウインドウにインターフェイス
オブジェクト４０が追加されるのが望ましい。ユーザにより定義された機能を呼び出すＳ
ｅｔＴｉｍｅｒ　Ｗｉｎｄｏｗｓファンクションを用いて、タイマーが作成されてもよく
、また、当該機能は、ファンクションウインドウと同じクラス名を持つウインドウのため
のデスクトップウインドウの全ての子を確認するために、ＦｉｎｄＷｉｎｄｏｗｓＥｘフ
ァンクションを（Ｗｉｎｄｏｗｓファンクション）使用する。まだ変更されていないブラ
ウザウインドウ、即ち、インターフェイスオブジェクト４０を有しないブラウザウインド
ウのために、必要なハンドルが検索され、最初のＢＩＯウインドウに対してされたと同じ
変更がされる。
【００６７】
最後に、インターネットユーザがブラウザ７２を閉じようと望むときに、ファンクション
ウインドウを除く全てのブラウザウインドウが閉じられているかが確定されなければなら
ず、また、他の全てのウインドウが閉じられたならば、ファンクションウインドウも閉じ
られなければならない。これは、ＢＩＯメッセージハンドリングプロシージャのＷＭ＿Ｃ
ＬＯＳＥメッセージ（Ｗｉｎｄｏｗｓ定数）聞く、又はいくつのブラウザウインドウが開
いているかを周期的に確定するタイマーを設定することにより成し遂げられる。最初のフ
ァンクションウインドウを閉じるためには、当該ウインドウにＷＭ＿ＣＬＯＳＥメッセー
ジが送られてよい。
【００６８】
次に図９を参照して、本発明によるインターネットブラウザインターフェイス２０を制御
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及び表示する方法の他の実施形態が、全体を９００として図示される。
【００６９】
ステップ９１０、９２０、及び９３０は、上述した図６から８の形態と本質的には同じで
ある。ステップ９４０において、新たなブラウザインターフェイスウインドウが作成され
、そのあと最初のブラウザインターフェイスウインドウ隠され、及び／又は不能にされ、
また、ファンクションウインドウとして参照される。プラグインは最初のブラウザインタ
ーフェイスウインドウ識別し、当該ウインドウを隠す、及び／又は不能にし、また、イン
ターネットユーザにより使用されてよい新たなブラウザウインドウを作成する。ステップ
９５０において、全てのブラウザウインドウがサブクラス化され、そのあとステップ９６
０に示すように、全ての開いているウインドウに対して、ブラウザインターフェイスが制
御されてよい。ステップ９６２において、本発明は新たなブラウザウインドウが開かれた
かどうかを確定し、いずれの場合においても発明はステップ９６０に戻る。新たなブラウ
ザインターフェイスウインドウが開かれていなければ、インターネットユーザがブラウザ
を閉じることを望んでいるかを確定すべくステップ９６２からステップ９６４へ移動する
。ファンクションウインドウを閉じる前に、全てのウインドウが閉じられなければならず
、これはステップ９６６において確定される。もし全てのウインドウが閉じられれば、ス
テップ９７０に示すようにファンクションウインドウは閉じられる。そうでなければステ
ップ９６６はステップ９６４に戻る。
【００７０】
さらに本発明の他の形態においては、本発明はブラウザ７２を呼び出す機能を制御し（即
ち、追加、削除、及び／又は変更する）、ユーザがプラグインをロードしたインターネッ
トサイト１３０を去った後でもプラグイン機能を保持するためのプラグインを用いて、イ
ンターネットブラウザインターフェイスを制御する方法を提供する。
【００７１】
インターネットサイト１３０への接続を確立し、プラグインを呼び出すブラウザ７２に応
答して、インターネットユーザのコンピュータ５０にブラウザプラグインがロードされた
ときに、ライブラリファイル７４は、ブラウザ７２の内部においてプラグイン用のコード
がロードされるシェルを確立する。プラグインが閉じるときに、ライブラリファイル７４
がアンロードすることをオペレーションシステム７０又はブラウザ７２から明確に指示さ
れたならば、プラグインの外部であってライブラリファイル７４の内部に作成されたいか
なるデータ、機能、又はオブジェクトも、ライブラリファイル７４がアンロードされたと
きに破棄される。ライブラリファイル７４がアンロードされることを防ぐために、ブラウ
ザ７２がプラグインを閉じる指示を受けるまで、ブラウザ７２がプラグインを閉じること
を防ぐ。もしプラグインが閉じるうよう指示されることがなければ、ライブラリファイル
７４もまたアンロードするよう指示されることはない。これは、プラグインコードをロー
ドした最初のブラウザウインドウを隠す及び／又は不能にすることにより、また、インタ
ーネットユーザがインターネットにアクセスし、渡り歩くために使用し続けるべく、当該
同じウインドウの新たなコピーを作成することにより成し遂げることができる。最初のブ
ラウザウインドウは隠され、及び／又は不能にされるのが好ましいため、ライブラリファ
イル７４が、プラグインをロードしたウインドウを示す、不能にする又は閉じることを選
択するまで、プラグインは閉じられることができない。
【００７２】
例えば、標準プラグインとしてブラウザ７２に、ブラウザ７２プラグイン（即ち、ＢＩＯ
ライブラリ）用のコードを含むライブラリファイル７４を初期化し、ロードするように指
示するブラウザプラグインが、好ましくはウエブページ１１０（図１０参照）の＜Ｅｍｂ
ｅｄ＞タグを用いてロードされる。
【００７３】
ＢＩＯライブラリが最初に初期化され呼び出された時は、最初のブラウザウインドウを隠
し、及び／又は不能にすることにより、従ってプラグインと共にセッションが開かれた状
態に保つことにより、ＢＩＯライブラリがアンロードされることを防ぐことにより、ファ
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ンクションウインドウが作成される。ファンクションウインドウは、開かれたＢＩＯライ
ブラリのコピーを有しないブラウザウインドウが、Ｎｅｔｓｃａｐｅ　Ｎａｖｉｇａｔｏ
ｒ及びＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒにより提供されるよう
なプラグイン用の内蔵Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅｓ（ＡＰＩｓ）（即ち、インターネットユーザがブラウザインターフェイスを通じ
て、プラグイン機能を介して使用可能になった機能）にアクセスすることを可能にする。
【００７４】
ファンクションウインドウは、最初にブラウザ７２によりプラグインが呼び出されたとき
に、（プラグインが属する）最初のブラウザウインドウを不能にし、又は隠すことにより
作成されるのが好ましい。これをするために、プラグインは最初に、最初のブラウザウイ
ンドウのハンドルを識別しなくてはならない。ＮＰＷｉｎｄｏｗ構造のウインドウ項が、
ＮＰＰ＿Ｓｅｔウインドウファンクションへの第２の変数として、ブラウザ７２からＢＩ
Ｏライブラリにパスされ、プラグインウインドウ（ＮＰＷｉｎｄｏｗ及びＮＰＰ＿Ｓｅｔ
Ｗｉｎｄｏｗは、プラグイン用のＮｅｔｓｃａｐｅ及びＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒ
ｅｒ　ＡＰＩの一部である）のハンドルである。このウインドウ項から最初のブラウザウ
インドウハンドルを検索するために、当該機能の現在値がデスクトップウインドウの１レ
ベル下を示すまで、ＧｅｔＰａｒｅｎｔファンクション（Ｗｉｎｄｏｗｓファンクション
）が呼び出し続けられる。例えば、ループ中で実行された“ｍ＿Ｈａｎｄｌｅ＝ＧｅｔＰ
ａｒｅｎｔ（ｍ＿Ｈａｎｄｌｅ）”のような文を望まれる機能及び結果に供してよく、こ
こでｍ＿Ｈａｎｄｌｅの値は、最初はＮＰＷｉｎｄｏｗのハンドルのための値に等しく、
結局、ハンドルを最初のブラウザインターフェイスウインドウに戻す。
【００７５】
インターネットユーザがファンクションウインドウを閉じることができず、ＢＩＯライブ
ラリが破棄されないように、最初のブラウザウインドウは隠され、及び／又は不能にされ
る。ユーザから最初のブラウザウインドウを隠し、及び又はユーザハンドルのイベントか
ら当該ウインドウを不能にするために、ＷＭ＿ＳＨＯＷＷＩＮＤＯＷ、及び／又はＷＭ＿
ＥＮＡＢＬＥメッセージ（両方ともＷｉｎｄｏｗｓコンテンツ）が、当該ブラウザウイン
ドウを隠す及び／又は不能にする値と共に最初のブラウザウインドウに送られてよい。こ
れは、例えばブラウザウインドウハンドルを用いて最初のブラウザウインドウへメッセー
ジを送るＰｏｓｔＭｅｓｓａｇｅ又はＳｅｎｄＭｅｓｓａｇｅファンクションを用いるこ
とにより成し遂げられる。他の例としては、同じ結果を達成するためにＳｈｏｗＷｉｎｄ
ｏｗ及びＥｎａｂｌｅＷｉｎｄｏｗファンクション（Ｗｉｎｄｏｗｓファンクション）が
使用されてよい。
【００７６】
最終のステップは、最初のブラウザウインドウが隠され、及び／又は不能にされた後に、
ウエブをサーフし続けられるようにインターネットユーザが使用する新たなブラウザウイ
ンドウを作成する。これは、例えば＿ｎｅｗ、＿ｂｌａｎｋに設定されたターゲットパラ
メータ、又はまだ存在しないウインドウ名と共に、次のＮｅｔｓｃａｐｅ及びＩｎｔｅｒ
ｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒプラグインＡＰＩファンクションのいずれかを呼び出すことによ
り成し遂げられる：ＮＰＮ＿ＧｅｔＵＲＬ、ＮＰＮ＿ＰｏｓｔＵＲＬ、ＮＰＮ＿ＧｅｔＵ
ＲＬＮｏｔｉｆｙ、ＮＰＮ＿ＰｏｓｔＵＲＬＮｏｔｉｆｙ。上記ファンクションのＮＰＰ
変数は、ブラウザ７２により、ファンクションウインドウ用のプラグインに提供されたＮ
ＰＰ構造である。これを行う別の方法は、例えばＮｅｗ　Ｗｉｎｄｏｗコマンド又はＯｐ
ｅｎ　Ｉｎ　Ｎｅｗ　Ｗｉｎｄｏｗコマンドのような、ブラウザ７２が新たなウインドウ
を開くために使用することができるコマンドに通信するブラウザ７２にＷＭ＿ＣＯＭＭＡ
ＮＤメッセージを送ることである。新たなウインドウが、ブラウザ７２により提供された
Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｄａｔａ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ（ＤＤＥ）サポートを使用することにより
開かれてもよい。ＮＰＮ＿ＧｅｔＵＲＬ、ＮＰＮ＿ＰｏｓｔＵＲＬ、ＮＰＮ＿ＧｅｔＵＲ
ＬＮｏｔｉｆｙ、ＮＰＮ＿ＰｏｓｔＵＲＬＮｏｔｉｆｙ、及びＮＰＰ構造は、プラグイン
用のＮｅｔｓｃａｐｅ及びＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　ＡＰＩであり、また、
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ＷＭ＿ＣＯＭＭＡＮＤはＷｉｎｄｏｗｓ定数である。
【００７７】
ＢＩＯプラグインは、ここでブラウザ７２の特徴及び機能を制御、即ち、追加／削除／変
更してよい。最初のステップは、本発明により制御されるべきブラウザウインドウのいず
れか又はブラウザが使用するウインドウのいずれか（集合的にはＢＩＯウインドウ）をサ
ブクラス化する。
【００７８】
ブラウザウインドウ又はそれらの子がサブクラス化された後に、ＧｅｔＭｅｎｕファンク
ション（Ｗｉｎｄｏｗｓファンクション）を用いて、ブラウザウインドウメニューへポイ
ンタを検索することにより、ブラウザインターフェイス２０にメニューが追加されてよい
。ひとたびメニューハンドルのポインタが得られたら、ＭｏｄｉｆｙＭｅｎｕ、Ａｐｐｅ
ｎｄＭｅｎｕ、ＩｎｓｅｒｔＭｅｎｕ等のようなメニューファンクションが、ブラウザウ
インドウに所望のメニューを追加するために使用されてよい。メニューに割り当てられた
いずれのコマンドも、ＢＩＯウインドウをサブクラス化するために使用されたＢＩＯメッ
セージハンドリングプロシージャによりハンドルされなければならないが、ここでブラウ
ザ７２に含まれるメニューを作成するための同じコマンド認識を使用しなくてよい。
【００７９】
他の又は追加の例として、インターフェイスオブジェクトツールバー４２が、ツールバー
４２が追加されるウインドウのハンドル（このあとＦｒａｍｅ　Ｈａｎｄｌｅとして参照
する）を、標準のウインドウズファンクションを用いて検索することによりブラウザイン
ターフェイス２０に追加されてよく、ここで一般的にウインドウは、ＢＩＯウインドウ又
はＢＩＯウインドウの子であるフレームウインドウである。そしてＦｒａｍｅ　Ｈａｎｄ
ｌｅをその親として用いることによりウインドウが作成される。例えば、（ツールバーの
フォームである）ダイアログバーをインターフェイスオブジェクト４０として追加するた
めに、ＣＤｉａｌｏｇＢａｒ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓ
）から引き出された、又はＣＤｉａｌｏｇＢａｒのオブジェクトが作成されてよく、また
、その作成方法はＦｒａｍｅ　Ｈａｎｄｌｅと呼ばれる。もし、例えば画像、ツールバー
、ダイアログ等のようなリソースが使用されており、ブラウザ７２がＢＩＯライブラリと
同じリソースをシェアしていないならば、ＢＩＯライブラリリソースからのデータがロー
ドされる前に、ブラウザのリソースは一時的にＢＩＯライブラリリソースと置き換えられ
る。そしてＢＩＯライブラリリソースは、ブラウザの最初のリソースと置き換えられる。
【００８０】
新たなブラウザウインドウが開かれるにつれて、インターフェイスオブジェクト４０は、
これらの新たなウインドウに追加されてよい。ファンクションウインドウと同じサブクラ
ス名のウインドウためのデスクトップウインドウの全ての子を確認するために、Ｆｉｎｄ
ＷｉｎｄｏｗＥｘファンクション（Ｗｉｎｄｏｗｓファンクション）を用いるユーザ定義
のファンクションを呼び出すＳｅｔＴｉｍｅｒ（Ｗｉｎｄｏｗｓファンクション）を用い
てタイマーを作成することにより成し遂げられる。変更されたインターフェイスをまだ持
たない、即ち、インターフェイスオブジェクト４０を含まない当該新たなウインドウのた
めに、必要なハンドルが検索され、当該ウインドウに最初のＢＩＯウインドウに対してさ
れたと同じ変更がなされる。
【００８１】
最後に、インターネットユーザがブラウザを閉じることを望むときに、ファンクションウ
インドウを除く全てのブラウザウインドウが閉じられているかが確認されなければならな
く、もし、閉じられていれば、ファンクションウインドウは閉じられてよい。これは、例
えばＢＩＯウインドウメッセージプロシージャのＷＭ＿ＣＬＯＳＥメッセージ（Ｗｉｎｄ
ｏｗｓファンクション）を聞くことにより、又は開かれているブラウザウインドウの数を
周期的に確認するタイマーを設定することにより成し遂げられる。最初のファンクション
ウインドウは、ＷＭ＿ＣＬＯＳＥメッセージを送ることにより閉じられてよい。
【００８２】
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本発明によれば、ＢＩＯライブラリ（即ち、プラグイン）がロードされ、その機能はブラ
ウザインターフェイス２０に自動的に供される、即ち、ユーザに特定のインターネットサ
イトにアクセスさせること、即ち、プラグインを呼び出すウエブページをサーフすること
を必要としない。例えば、Ｎｅｔｓｃａｐｅは、ウインドウズレジストリにＡｕｔｏｍａ
ｔｉｏｎ　Ｓｔａｒｔｕｐとして認識される鍵を有する。起動に応じて、Ｎｅｔｓｃａｐ
ｅはＡｕｔｏｍａｔｉｏｎ　Ｓｔａｒｔｕｐ鍵に記載された全てのＯＬＥコントロールを
ロードする。オートスタートアップキーのライブラリファイル７４（並びにインターフェ
イスオブジェクト４０を規定するＢＩＯライブラリ及びプラグイン）へのリファレンス又
は呼び出しを置くことにより、ライブラリファイルはユーザがＮｅｔｓｃａｐｅブラウザ
を起動するたびにロードされてよい。ライブラリファイル７４は、ブラウザインターフェ
イス２０におけるインターフェイスオブジェクト４０の実例及び所定のインターネットサ
イト１３０への接続を確立するブラウザ７２への指示を作成するための指示であることを
含んでよい。この技術を用いることにより、ユーザはＢＩＯライブラリをロードするため
に特定のインターネットサイト１３０を訪れる選択をしなくてもよい。ライブラリファイ
ル７４は、ブラウザインターフェイス２０を介して表示及びアクセスするために、ブラウ
ザ７２にプラグインがロードされるまでは、少なくとも開かれた状態を保つ必要がある。
これをする１つの方法は、ＮｅｔｓｃａｐｅがＡｕｔｏｍａｔｉｏｎ　Ｓｔａｒｔｕｐ鍵
に記載されたＯＬＥコントロールをアンロードするときに、大きなリファレンス番号を有
しているためライブラリファイル７４がアンロードされないように、ライブラリファイル
７４と対応づけられたリファレンスカウンタを増やすことである。
【００８３】
ライブラリファイル７４は、タイマー又はループを用いてＮｅｔｓｃａｐｅ　ＤＤＥ　Ｓ
ｅｒｖｅｒを周期的に探すために、ＤＤＥを用いたプラグインとしてロードされてよい。
Ｎｅｔｓｃａｐｅ　ＤＤＥ　Ｓｅｒｖｅｒから、ブラウザ７２により返答が受け取られる
ときに、Ｎｅｔｓｃａｐｅはコマンドを受け取る準備ができ、プラグインと共にロードさ
れる。ＤＤＥはそのあと、ＷＷＷ＿ＯＰＥＮＵＲＬのようなコマンドを、ブラウザ７２に
送るために使用されてよく、ここで説明されたようにプラグインをロードする起因となる
。
【００８４】
ＢＩＯライブラリに使用されるＮｅｔｓｃａｐｅプラグインウインドウを隠す別の方法は
、タスクバー（即ち、Ｗｉｎｄｏｗｓの“Ｓｔａｒｔ”ボタンが配されているところ）か
ら削除し、認識できる画面上から消すことである。タスクバーから削除する１つの方法は
、ＳｅｔＷｉｎｄｏｗＬｏｎｇを呼び出し、プラグインウインドウのウインドウスタイル
を、ツールボックスウインドウに変えることである。ツールボックスウインドウは、タス
クバーには現れない。Ｎｅｔｓｃａｐｅプラグインウインドウは、ＭｏｖｅＷｉｎｄｏｗ
を呼び出し、ユーザのデスクトップに見える範囲に調整することにより、画面外に配され
てもよい。
【００８５】
最初のブラウザメッセージハンドリングプロシージャと置き換えるために使用されたＢＩ
Ｏウインドウメッセージハンドリングプロシージャは、メッセージが指定しているのはど
のウインドウであるか、また、ひとたびＢＩＯウインドウメッセージハンドリングプロシ
ージャが当該メッセージを受け取ったら、メッセージを用いて何をすべきかを知らなくて
はならない。これをする好ましい方法は、１つの情報を他とリンクさせるマップを作成す
ることである。本発明では、ウインドウハンドルと、当該ウインドウへの重要な情報を含
む構造とをリンクさせるマップが作成されるのが好ましい。例えばＢＩＯライブラリが、
インターフェイスオブジェクト４０を新たなブラウザウインドウに追加するときに、ＢＩ
Ｏウインドウのハンドルと、当該ウインドウにとって有効である情報を含む構造とをリン
クさせる新たな入口がマップに作成される。構造に含まれる情報の一部の１つは、ＢＩＯ
ウインドウにとって、ブラウザの最初のウインドウメッセージハンドリングプロシージャ
であることが好ましい。もしＢＩＯウインドウメッセージハンドリングプロシージャが、
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メッセージをどのように処理するかを知らない場合に、メッセージをブラウザの最初のウ
インドウメッセージハンドリングプロシージャに渡すことができるように、ブラウザの最
初のメッセージハンドリングプロシージャを営繕することは必要である。
【００８６】
ＢＩＯメッセージハンドリングプロシージャによりメッセージが受信されたとき、プロシ
ージャに渡された最初の変数が、メッセージを受信したウインドウのハンドルである。当
該ウインドウに特有の全てのデータを含む構造を検索するために、ウインドウハンドルを
鍵として使用することによりマップの検査が行われる。戻った構造は、最初のウインドウ
メッセージハンドリングプロシージャのような格納された全てのウインドウ特有の情報を
含む。
【００８７】
ブラウザインターフェイス２０を制御するときに、即ち、ブラウザインターフェイスに追
加し、ブラウザインターフェイスから削除し、ブラウザインターフェイスを変更するとき
に、本発明はブラウザ７２がどのように機能するかを変える。インターネットユーザがブ
ラウザを用いてできるほとんどのことは、ブラウザのウインドウ又は子ウインドウにメッ
セージを送ることにより機能する。メッセージを送るオブジェクト又はウインドウは、メ
ニュー、ボタン、コンボボックス、及びインターネットユーザが直接影響させることがで
きる他のほとんどのこと、即ち、インターフェイス制御を含む。例えばメッセージは、１
）メッセージを受け取ろうとするウインドウのハンドル；２）メッセージのｍｓｇ値；３
）ｗＰａｒａｍ、誰の使用が通常、ｍｓｇ値に依存しているか；及び４）ＩＰａｒａｍ、
誰の値が通常、ｍｓｇ値の値に依存しているか、の４つの構成要素に分解することができ
る。
【００８８】
例えば、ブラウザのウインドウのボタンをクリックすることは、Ｗｉｎｄｏｗｓ定数であ
り、ブラウザウインドウのウインドウメッセージハンドリングプロシージャに対するｍｓ
ｇ値であるＷＭ＿ＣＯＭＭＡＮＤを含むメッセージを送る可能性がある。当該メッセージ
のｗＰａｒａｍ変数の下位の２バイトは、ここでどのボタンが押されたかを識別するため
に使用される数になる。
【００８９】
ブラウザのウインドウ又は子ウインドウをサブクラス化することにより、上述したように
ユーザがインターフェイスコントロールと双方向通信するときに送られたいずれかのメッ
セージが遮断されてよい。ひとたびメッセージが遮断されたら、ＢＩＯウインドウメッセ
ージハンドリングプロシージャは、それを翻訳し、それに対して反応してよい。インター
フェイスコントロールの機能が同じ状態に保たれるべきであれば（即ち、本発明により追
加されず、削除されず、変更されない）、メッセージは、最初のウインドウメッセージハ
ンドリングプロシージャに押し戻されてよい。このように、ブラウザ７２に存するインタ
ーフェイスコントロールの全ては、仮想的に制御される。加えて、インターフェイスコン
トロールはブラウザインターフェイス２０に追加されてよく、また、コマンド識別を割り
当てられてよい。ＢＩＯウインドウメッセージハンドリングプロシージャは、ここでｗＰ
ａｒａｍを翻訳し、追加されるべきインターフェイスコントロールの機能に供する。加え
て、インターフェイスコントロールは、ブラウザインターフェイス２０に追加されてよく
、また、（ｗＰａｒａｍに渡された）コマンド識別にアサインされてよい。従って、当該
コマンドがブラウザウインドウの最初のメッセージハンドリングプロシージャに渡ること
を防ぐことができる。
【００９０】
詳細に上記で説明されたように、本発明の種々の形態を用いて、インターネットユーザは
ユーザ定義のインターフェイルコントロールを有するブラウザインターフェイス２０を作
成してもよい。そして、当該ブラウザインターフェイス２０用のウインドウの親を、サブ
クラス化されたウインドウに設定することにより、新たな（即ち、制御された）ウインド
ウからのどのメッセージも、ＢＩＯウインドウメッセージハンドリングプロシージャにお
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いて操作される。これは、ブラウザインターフェイス２０に、ツールバー、ダイアログバ
ー、フローティングダイアログ等のようないずれのインターフェイスオブジェクト４０を
追加するために使用することができる。
【００９１】
以下において、限定しない例である、本発明を更に説明するための限定しない実例を供す
る。インターネットユーザがインターネットを渡り歩いている間、変わらず残っているプ
ラグイン又はアクティブＸコントロールは、ユーザにインターネットにあるデータベース
から“ブックマーク”や“お気に入り”をダウンロードできるようにするインターフェイ
スオブジェクト４０を、ブラウザインターフェイス２０に追加してもよい。インターフェ
イスは、直接ブラウザインターフェイスに追加され、プラグイン又はアクティブＸコント
ロールにより提供されたインターフェイスオブジェクト４０を用いて、ユーザに、当該ユ
ーザがダウンロードした“ブックマーク”や“お気に入り”を訪れることを許容する。こ
のインターフェイスオブジェクト４０は、現存するブラウザの“ブックマーク”や“お気
に入り”、メニューアイテム及びツールバーと同様の機能として役立つ。有益な差異は、
ブックマークがインターネット上のデータベースからダウンロードされるため、プラグイ
ン又はアクティブＸコントロールをロードする能力を持ついずれのコンピュータのブラウ
ザ上で、ユーザは、当該ユーザらのブックマークにアクセスする。
【００９２】
本発明は、プラグイン又はアクティブＸコントロールを介して、ブラウザ２０上の“ブッ
クマーク”や“お気に入り”に含まれる広告“リンク”をおくことにより、収益を生むた
めに使用することもできる。消費者をターゲットにするには、例えば、年齢、性別、収入
、人種、教育、及び地理的所在のようなデータベースに格納された情報、並びにお気に入
りやブックマークのような好み、又はブラウザ７２に存するもしくはデータベースに格納
された他の好みに基づけばよい。
【００９３】
ユーザがインターネットを渡り歩いている間、変わらず残っているプラグイン又はアクテ
ィブＸコントロールは、インターネット上に配されたデータベースから、ユーザの“アド
レス帳”をダウンロードすることを可能にするインターフェイスオブジェクト４０を、ブ
ラウザインターフェイス２０に追加するために使用されてよい。そのようなインターフェ
イスオブジェクト４０は、ブラウザインターフェイス２０のインターフェイスに直接追加
されてよく、また、ユーザに　“アドレス帳”に記載された知り合いの格納された情報を
検索すると同様に、電子メールを送ることを許可する。
【００９４】
本発明はまた、プラグイン又はアクティブＸコントロールのインターフェイスオブジェク
ト４０上にある“アドレス帳”に含まれる広告“リンク”を入れることに基づいて、収益
を得るために使用されてもよい。消費者をターゲットにするには、例えば、年齢、性別、
収入、人種、教育、及び地理的所在のようなデータベースに格納された情報、並びにお気
に入りやブックマークのような好み、又はブラウザ７２に存するもしくはデータベースに
格納された他の好みに基づけばよい。
【００９５】
本発明は、ユーザが検索できるウエブページを訪れなければならない代わりに、ユーザが
ブラウザに直接、検索を打つことができるエディットボックスをブラウザインターフェイ
ス２０上に追加するために、プラグイン又はアクティブＸコントロールを使用してもよい
。
【００９６】
加えて、変わらず残っているプラグイン又はアクティブＸコントロールは、たとえユーザ
は異なるウエブサイトをサーフしていたとしても、好みのウエブサイトから情報をポーリ
ングし、又は周期的に探すことができる。好みのウエブサイトがポーリングされる間、当
該好みのウエブサイトは、メールの受け取りの即時通知、株価の連続更新、又は、例えば
ヘッドラインニュースの配信、選択した好きなスポーツチームのスポーツスコア、同様な
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イスオブジェクトに送ることができる。当該好みのウエブサイトは、もし望むのであれば
、使用量がピークの間、ポーリングの時間間隔を長くすることにより、当該好みのウエブ
サイトにおけるトラヒックを制御できるように、ポーリングのタイミングを制御すること
ができる。
【００９７】
ライブラリファイルにより作成されたシェルは、ここで説明したように、どのようなアプ
リケーションが共に走らすことができるかという環境、又は表示された情報であるため、
本発明を用いて、いずれの情報やプログラムもブラウザのインターフェイスに追加するこ
とができる。シェルは、ブラウザインターフェイス、ブラウザのコンテンツ、及びシェル
のコンテンツ自身からですら独立している。要するにシェルは、極端に言えばユーザから
見える必要がなく、順応することができる機能の一部である。従って、シェルは空であっ
てよく、また、コンテンツをウエブサイトから受け取り、又はシェルはプラグインを取得
してよく、若しくはシェルは新たなライブラリファイルを取得し、シェルがウエブサイト
又はユーザから新たなコンテンツを受け取る間、“オンザフライ”で情報を解析すること
を学んでよい。従って、本発明は、ユーザが他のサイトを訪れている間であっても、望む
情報を好みのサイトからユーザへ案内する重要な機会を提供する。勿論、ウエブサイトに
より本発明のカスタマイズできるインターフェイスを介して提供されるユーザ特有の機能
が多くなればなるほど、ウエブサイトが生じさせることができるユーザの信頼は大きなも
のとなる。
【００９８】
このように、本発明の基本的な新しい特徴を、好ましい形態を用いて示し、説明し、指摘
したが、種々の省略及び代用並びに変更が、本発明の技術的範囲に含まれることは理解さ
れるであろう。ここに添付した請求の範囲により示された事項にのみ本発明は限定される
。
【図面の簡単な説明】
図面において、単なる実例ではあるが、同様の参照符号は複数の図面を通して同様の構成
を示す。
【図１】　従来のインターネットブラウザインターフェイスの概要を図示する。
【図２】　ブラウザツールバーにおけるインターフェイスオブジェクトを含む、本発明の
一実施形態によるブラウザインターフェイスの概要を図示する。
【図３】　インターフェイスオブジェクトを含むインターフェイスツールバーを有する本
発明の一実施形態によるブラウザインターフェイスの概要を図示する。
【図４】　複数のインターフェイスオブジェクトを含むインターフェイスツールバーを有
する本発明の一実施形態によるブラウザインターフェイスの概要を図示する。
【図５】　本発明の一実施形態によるインターネットブラウザインターフェイスを制御す
る方法のフローダイアグラムを図示する。
【図６】　本発明の種々の実施形態によるインターネットブラウザを制御及び表示する方
法のフローダイアグラムを図示する。
【図７】　本発明の種々の実施形態によるインターネットブラウザを制御及び表示する方
法のフローダイアグラムを図示する。
【図８】　本発明の種々の実施形態によるインターネットブラウザを制御及び表示する方
法のフローダイアグラムを図示する。
【図９】　本発明の種々の実施形態によるインターネットブラウザを制御及び表示する方
法のフローダイアグラムを図示する。
【図１０】　本発明を実行することができる、インターネットに接続されたコンピュータ
の概略ブロックダイアグラムを図示する。
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