
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントに表示されるウェブページに組み込まれるクライアント側ユーザインタフ
ェース要素に対応するサーバ側制御オブジェクトの状態管理方法であって、
　クライアント側ユーザインタフェース要素を処理するためのサーバ側制御オブジェクト
を制御オブジェクト階層

に作成する工程と、
　前記制御オブジェクト階層における少なくとも１つの前記サーバ側制御オブジェクトの
状態値を示す状態情報を含む搬送可能状態構造をクライアントから受信する工程と、
　前記搬送可能状態構造から前記状態情報を抽出する工程と、
　前記状態情報からの状態値がサーバ側制御オブジェクトに関連している場合、その状態
値をサーバ側制御オブジェクトのプロパティにロード

を含むサーバ側制御オブジェクトの状態管理方法。
【請求項２】
　前記抽出する工程において、
　前記搬送可能状態構造から前記少なくとも１つの前記サーバ側制御オブジェクトのプロ
パティに関連する状態値を抽出する工程と、
　前記搬送可能状態構造内の階層情報に基づき前記制御オブジェクト階層内の前記サーバ
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であって、前記ウェブページに対応する前記制御オブジェクト階
層

し、前記制御オブジェクト階層の少
なくとも１つの前記サーバ側制御オブジェクトからウェブページの少なくとも一部を定義
するオーサリング言語コードを生成し、および前記生成後に前記制御オブジェクト階層を
廃棄する工程と



側制御オブジェクトの階層位置を認識する工程とを含む請求項１に記載のサーバ側制御オ
ブジェクトの状態管理方法。
【請求項３】
　前記ロードする工程において、
　識別処理によって識別された階層位置に基づき前記制御オブジェクト階層内の前記サー
バ側制御オブジェクトを指示する工程と、
　前記制御オブジェクト階層内の前記サーバ側制御オブジェクトの階層位置をトラバース
する工程と、
　前記サーバ側制御オブジェクトのプロパティに状態値を格納する工程とを含む請求項２
に記載のサーバ側制御オブジェクトの状態管理方法。
【請求項４】
　前記搬送可能状態構造は、受信インテグリティコードをさらに含み、さらに、
　前記搬送可能状態構造から前記受信インテグリティコードを読み出す工程と、
　前記搬送可能状態構造に含まれる状態情報から計算インテグリティコードを計算する工
程と、
　前記受信インテグリティコードと前記計算インテグリティコードを比較し、前記搬送可
能状態構造が有効かどうかを判断する工程とを含む請求項１乃至３ に記載のサ
ーバ側制御オブジェクトの状態管理方法。
【請求項５】
　 前記サーバ側制御オブジェクトのプロパティが初期状態とな
るように初期化する工程と、
　前記サーバ側制御オブジェクトのプロパティの状態が前記初期状態から変化していない
ことを示す指標を設定する工程と、
　プロパティに前記搬送可能状態構造からの状態値がロードされた場合、前記サーバ側制
御オブジェクトのプロパティの状態が前記初期状態から変化したことを示すように前記指
標を変更する工程とを含む請求項１に記載のサーバ側制御オブジェクトの状態管理方法。
【請求項６】
　前記プロパティがサーバ側データ格納フィールドに結合されたデータである場合、前記
サーバ側制御オブジェクトのプロパティが、初期状態から変化していないことを示す指標
を設定する工程をさらに含む請求項５に記載のサーバ側制御オブジェクトの状態管理方法
。
【請求項７】
　前記制御オブジェクト階層内における前記各サーバ側制御オブジェクトをトラバースす
る工程と、
　前記指標が、前記サーバ側制御オブジェクトの状態情報が初期状態から変化したことを
表している場合、クライアントへ送り返すための前記搬送可能状態構造に前記サーバ側制
御オブジェクトの状態情報を格納する工程とをさらに含む請求項５に記載のサーバ側制御
オブジェクトの状態管理方法。
【請求項８】
　ウェブページを定義するオーサリング言語データを有するレスポンスによって、クライ
アントに前記搬送可能状態構造を送信する工程をさらに含む請求項７に記載のサーバ側制
御オブジェクトの状態管理方法。
【請求項９】
　前記状態情報を格納する工程に応答して、前記搬送可能状態構造に含まれる状態情報か
らインテグリティコードを計算する工程と、
　前記搬送可能状態構造に前記インテグリティコードを格納する工程と、
　ウェブページを定義するオーサリング言語データを有するレスポンスによって、クライ
アントに前記搬送可能状態構造を送信する工程とをさらに含む請求項７に記載のサーバ側
制御オブジェクトの状態管理方法。
【請求項１０】
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のいずれか

前記受信する工程の後に、



　オーサリング言語コードによって定義され、ウェブサーバに接続されたクライアントコ
ンピュータシステム上で実行処理するブラウザによって解釈可能なウェブページであって
、
　前記オーサリング言語コードは、請求項１に記載のサーバ側制御オブジェクトの状態管
理方法によってウェブサーバで生成され、
　前記オーサリング言語コードは、前記制御オブジェクト階層の少なくとも１つの前記サ
ーバ側制御オブジェクトの状態情報を格納する前記搬送可能状態構造を含むウェブページ
。
【請求項１１】
　クライアントに表示されるウェブページに組み込まれるクライアント側ユーザインタフ
ェース要素に対応するサーバ側制御オブジェクトの状態を管理するコンピュータプロセス
を実行処理するプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記 媒体であって、
　前記コンピュータプロセスは、
　制御オブジェクト階層

に前記サーバ側制御オブジェクトを作成して前記クライアント側ユーザインタフェース
要素を処理する工程と、
　前記制御オブジェクト階層の少なくとも１つの前記サーバ側制御オブジェクトの状態値
を示す状態情報を含む搬送可能状態構造をクライアントから受信する工程と、
　前記搬送可能状態構造から状態情報を抽出する工程と、
　前記状態情報からの状態値が前記サーバ側制御オブジェクトと関連している場合、その
状態値を前記サーバ側制御オブジェクトのプロパティにロード

を含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１２】
　制御オブジェクト階層に作成され、クライアントに表示されるウェブページに組み込ま
れる複数のクライアント側ユーザインタフェース要素に対応する複数のサーバ側制御オブ
ジェクトの状態を管理するコンピュータプロセスをコンピュータシステムにおいて実行す
るプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
　前記コンピュータプロセスは、
　前記制御オブジェクト階層の１つ以上の前記サーバ側制御オブジェクトに関連する状態
情報を含む搬送可能状態構造をクライアントから受信する工程と、
　前記状態情報を非直列化して状態値、関連プロパティデータタイプおよび前記サーバ側
制御オブジェクトのプロパティの階層情報を抽出する工程と、
　前記階層情報に基づき前記制御オブジェクト階層内の前記サーバ側制御オブジェクトを
探し当てる工程と、
　前記状態値を前記サーバ側制御オブジェクトのプロパティにロード

を含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１３】
　前記コンピュータプロセスは、前記ロードする工程以前に前記関連プロパティデータタ
イプを有するように状態値を変換する工程をさらに含む請求項１ に記載のコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【請求項１４】
　前記コンピュータプロセスは、 前記サーバ側制御オブジェク
トのプロパティを初期状態となるように初期化する工程と、
　前記サーバ側制御オブジェクトのプロパティが前記初期状態から変化していないことを
示す指標を設定する工程と、
　前記プロパティに前記搬送可能状態構造からの状態値がロードされた場合、前記サーバ
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録

であって、前記ウェブページに対応する前記制御オブジェクト階
層

し、前記制御オブジェクト
階層の少なくとも１つの前記サーバ側制御オブジェクトからウェブページの少なくとも一
部を定義するオーサリング言語コードを生成し、および前記生成後に前記制御オブジェク
ト階層を廃棄する工程と

し、前記制御オブジ
ェクト階層の少なくとも１つの前記サーバ側制御オブジェクトからウェブページの少なく
とも一部を定義するオーサリング言語コードを生成し、および前記生成後に前記制御オブ
ジェクト階層を廃棄する工程と

２

前記受信する工程の後に、



側制御オブジェクトのプロパティの状態が初期状態から変化したことを示すように前記指
標を変更する工程とを含む請求項１ に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１５】
　前記ロードする工程が、前記制御オブジェクト階層の１つ以上の前記サーバ側制御オブ
ジェクトをトラバースする工程を含み、
　前記各サーバ側制御オブジェクトに対し、前記ロードする工程は、
　前記サーバ側制御オブジェクトの状態が初期状態から変化したことを示す指標と関連す
る前記サーバ側制御オブジェクトからプロパティ値を抽出する工程と、
　前記プロパティ値を、前記制御オブジェクト階層内の他の前記サーバ側制御オブジェク
トからのプロパティ値を有する、クライアントへ送り返すための前記搬送可能状態構造に
直列化する工程とをさらに含む請求項１ 乃至１ に記載のコンピュータ読み
取り可能な記録媒体。
【請求項１６】
　前記ロードする工程が、前記プロパティ値と関連する前記サーバ側制御オブジェクトか
らプロパティデータタイプを抽出する工程と、
　前記プロパティデータタイプを、前記サーバ側制御オブジェクトのプロパティ値を有す
る、クライアントへ送り返すための前記搬送可能状態構造に直列化する工程とをさらに含
む請求項１ に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１７】
　前記ロードする工程が、クライアントへ送り返すための前記搬送可能状態構造に、前記
制御オブジェクト階層の前記サーバ側制御オブジェクトに関する階層情報を格納する工程
をさらに含む請求項１ に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１８】
　前記コンピュータプロセスが、ウェブページを定義するオーサリング言語データを有す
るレスポンスによってクライアントに前記搬送可能状態構造を送信する工程をさらに含む
請求項１ に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１９】
　前記コンピュータプロセスが、前記直列化する工程に応答して、前記搬送可能状態構造
に格納された状態情報からインテグリティコードを計算する工程と、
　前記搬送可能状態構造に前記インテグリティコードを格納する工程と、
　ウェブページを定義するオーサリング言語データを有するレスポンスによって前記搬送
可能状態構造をクライアントに送信する工程とをさらに含む請求項１ に記載のコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２０】
　前記搬送可能状態構造は、受信インテグリティコードをさらに含み、さらに、前記搬送
可能状態構造から前記受信インテグリティコードを読み出す工程と、
　前記搬送可能状態構造に含まれる状態情報から計算インテグリティコードを計算する工
程と、
　前記受信インテグリティコードと前記計算インテグリティコードを比較し、前記搬送可
能状態構造が有効かどうかを判断する工程とを含む請求項１ 乃至 に記載
のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２１】
　クライアントコンピュータからの状態値およびデータタイプを格納する搬送可能状態構
造を含むリクエストを処理するサーバコンピュータで実行処理されるソフトウェアモジュ
ール群とソフトウェアオブジェクト群とのハンドラシステムであって、
　ハンドラによって作成され、

クライアント側ユーザインタフェース要素と関連する サーバ側制御オブ
ジェクトであって、少なくとも１つのサーバ側制御オブジェクト プロパティ

階層的サーバ側制御オブジェク
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２

２ ４のいずれか

４

４

５

５

２ １９のいずれか

前記クライアントコンピュータに表示されたウェブページ
に含まれた 階層的

は を含み、少
なくとも１つのクライアント側ユーザインタフェース要素を定義するオーサリング言語コ
ードを生成し、および前記生成後に前記階層が廃棄される



トと、
　データタイプに基づき、前記搬送可能状態構造に受け取った状態値を前記サーバ側制御
オブジェクトのプロパティに格納するローダモジュールと、
　前記搬送可能状態構造に前記プロパティおよびデータタイプを格納する保存モジュール
とを含むハンドラシステム。
【請求項２２】
　状態値、関連階層情報および搬送可能状態構造からのデータタイプを抽出する読み出し
モジュールと、
　前記関連階層情報に基づき前記制御オブジェクト階層内で制御オブジェクトを指示する
トラバースモジュールとをさらに含む請求項２ に記載のハンドラシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般にウェブサーバフレームワークに関し、特にウェブページのクライアント
側ユーザインタフェース要素を処理するサーバ側制御オブジェクトの状態の管理に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
典型的なウェブブラウザは、クライアントシステムにおいて表示するウェブページの外観
および基本動作を規定するウェブサーバからデータを受け取る。典型的な手順としては、
ユーザが、ワールドワイドウェブ上の資源のグローバルアドレスであるユニホームリソー
ス（資源）ロケータ（以下、「 URL」という）を特定し、所望のウェブサイトにアクセス
する。一般に、用語「資源」とは、プログラムによってアクセスすることができるデータ
またはルーチンのことである。 URLの一例は、“  HYPERLINK "http://www.microsoft.com/
ms.htm" http://www.microsoft.com/ms.htm ”である。この URL例の第１の部分は、通信
に用いる所与のプロトコル（例えば“ http”）を示している。第２の部分は、資源の所在
を示すドメイン名（例えば“  HYPERLINK "http://www.microsoft.com" www.microsoft.co
m ”）を特定している。第３の部分はドメイン内の資源（例えば“ ms.htm”と呼ばれるフ
ァイル）を特定している。これに従い、ブラウザは、  HYPERLINK "http://www.microsoft
.com" www.microsoft.com ドメイン内の ms.htmファイルに関連するデータを取り出すため
の URL例に関連する HTTP(ハイパーテキストトランスポートプロトコル )リクエストを生成
する。 www.microsoft.comサイトをホストしているウェブサーバは HTTPリクエストを受け
取り、要求されたウェブページまたは資源をクライアントシステムに HTTPレスポンスで戻
し、ブラウザに表示する。
【０００３】
上記の例の "ms.htm"ファイルは、静的な HTML（ハイパーテキストマークアップ言語）コー
ドを含んでいる。 HTMLは、ワールドワイドウェブ上でのドキュメント（例えば、ウェブペ
ージ）作成に用いられるプレイン（平文）テキストオーサリング言語である。このような
ものであるので、 HTMLファイルは、ウェブサーバから取り出され、ブラウザにウェブペー
ジとして表示することができる。 HTMLを用いて、開発者が、例えば、ブラウザに表示する
フォーマット化されたテキスト、リスト、フォーム、テーブル、ハイパーテキストリンク
、インライン画像および音声、ならびに背景グラフィックスを特定し、ユーザがインター
ネットからの情報を見ている間に期待するようになるグラフィカルな経験を提供すること
ができる。しかし、 HTMLファイルは、ウェブページコンテンツの動的な生成を本質的にサ
ポートしていない静的ファイルである。
【０００４】
株価の変化や交通情報などのような動的コンテンツを表示する場合は、通常、より複雑な
クライアント・サーバ間の対話をハンドリングするためのサーバ側アプリケーションプロ
グラムを開発する。サーバ側アプリケーションプログラムは、 HTTPリクエストを処理し、
クライアントへの HTTPレスポンスの送信に適切な HTMLコードを生成する。 HTTPリクエスト
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の一例は、照会ストリングでのデータまたはウェブベースのフォームからのデータなどの
パラメータを含むことがある。このようなものであるので、サーバ側アプリケーションプ
ログラムは、このパラメータを処理し、クライアントへの HTTPレスポンスで HTMLコードを
動的に生成することができる。サーバ側アプリケーションプログラムの一例として、メモ
リ機構への１つ以上のフォーマット化されたテキスト書込み処理のシーケンスを用いて、
適切な HTMLコードを含むドキュメントを動的に生成する場合がある。その後、得られたド
キュメントは、 HTTPレスポンスでクライアントシステムに送信され、そこでウェブページ
としてブラウザに表示される。
【０００５】
サーバ側アプリケーションプログラムの開発は、ウェブページ設計に用いる通常の HTMLコ
ード化に精通しているだけでなく、１つ以上のプログラム言語（例えば、 C++, Perl, Vis
ual Basic, または  Jscript）を含むプログラムベーシックスに精通していることが要求
される複雑な作業である。しかし、ウェブページ設計者は、グラフィックデザイナーまた
はエディタであることが多く、プログラム経験がない場合がある。さらに、複雑なウェブ
ページ開発を単純化すると、いかなる開発者によっても新たなウェブコンテンツの開発の
速度を上げることができる。一般に、カスタムサーバ側アプリケーションプログラムの開
発もまた、多大な労力が要求され、実際、開発者はしばしばそれを試みたくないと思う程
である。したがって、開発者が最小のプログラムでウェブページを動的に作成および処理
することができる開発フレームワークを提供することが望ましい。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
動的ウェブページ生成のプログラム要件を最小にする１つの手段は、マイクロソフト社に
よって提供されるアクティブサーバページ（ ASP）フレームワークである。 ASPリソースは
、典型的に、所望の資源として ASPリソースを特定する HTTPリクエストを処理し、その後
、クライアントへの HTTPレスポンスでの結果 HTMLコードを生成する、例えば Visual Basic
または Jscriptを含む。さらに、 ASP資源は、ページ開発者がすべてのコンポーネントをス
クラッチから（何もない状態から）書込むことを要求するのではなくて、予め開発された
または第三者のクライアント側ライブラリコンポーネント（例えば、クライアント側 "ACT
IVEX"制御）を参照することができる。しかし、現在のサーバ側アプリケーションフレー
ムワークにおいて、サーバ側アプリケーション内でクライアント側ユーザインタフェース
要素（例えば、テキストボックス、リストボックス、ボタン、ハイパーリンク、画像、音
声など）を動的に管理しなければならないプログラミングは、依然として高度なプログラ
ミング技術と相当な労力を必要とする。未解決の課題は、ウェブページ開発者がウェブペ
ージの他のアスペクトに焦点を当てることができるように、ユーザインタフェース要素を
処理することが要求されるプロパティカプセル化プログラミングについてである。
【０００７】
しかし、クライアント側ユーザインタフェース要素のサーバ側処理は、典型的にサーバ側
アプリケーションプログラムでの複雑な状態管理問題を伴うことがある。クライアント側
ユーザインタフェース要素に対応するサーバ側処理モジュールの状態は、サーバ側モジュ
ールのプロパティおよび構成を表すものである。しかし、クライアントとサーバ間の通信
接続は予期せず切断されることがあるので、状態管理を伴わないクライアント／サーバモ
デルでは、クライアントとサーバとの間の通信において、サーバがクライアントとサーバ
間に発生するプロセスの状態を維持しないよう指示されてしまう。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明によると、上述および他の課題は、サーバが２つのリクエストの間における状態を
保持していないクライアント側ユーザインタフェース要素について、サーバ側処理のカプ
セル化された状態管理を提供することによって解決される。クライアント側ユーザインタ
フェース要素の処理は、状態管理処理を含み、これは、制御オブジェクト階層の１つ以上
のサーバ側制御オブジェクトの状態（例えば、「ビューステート」（ viewstate））に関
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するものである。サーバ側制御オブジェクトはウェブページに表示するクライアント側ユ
ーザインタフェース要素を処理および生成する。サーバ側制御オブジェクトの階層はまた
、クライアントのウェブページに表示する標準 HTMLのような結果オーサリング言語コード
を協働して生成する。クライアントは、例えば、標準 HTMLまたは別のオーサリング言語を
サポートするものであれば、いかなるブラウザであってもよい。
【０００９】
状態管理を行わないクライアント／サーバモデルにおいては（を満たすために）、サーバ
側制御オブジェクトの状態情報は、２つの HTTPリクエストの間はサーバ側に保持されるの
ではなく、搬送可能な状態構造でクライアントとサーバ間を搬送されることになる。サー
バがクライアントから HTTPリクエストを受信すると、サーバは、 HTTPリクエストからの搬
送可能状態構造から状態情報を抽出し、この状態情報をサーバ側階層の適切な個々の制御
オブジェクトに分配する。搬送可能状態構造のインテグリティもまた、搬送可能状態構造
に関連し、かつ状態情報から生成されたコード化された構造を用いて検査される。
【００１０】
クライアントに表示されるウェブページに組み込まれるクライアント側ユーザインタフェ
ース要素に対応するサーバ側制御オブジェクトの状態管理方法を提供する。制御オブジェ
クト階層にサーバ側制御オブジェクトを作成して、クライアント側ユーザインタフェース
要素を処理する。搬送可能状態構造をクライアントから受け取る。搬送可能状態構造は、
制御オブジェクト階層の少なくとも１つのサーバ側制御オブジェクトの状態値を示す状態
情報を含む。状態情報は搬送可能状態構造から抽出される。状態情報からの状態値がサー
バ側制御オブジェクトに関連している場合、その状態値をサーバ側制御オブジェクトのプ
ロパティにロードする。
【００１１】
制御オブジェクト階層に作成され、かつクライアントに表示されるウェブページに組み込
まれる複数のクライアント側ユーザインタフェース要素に対応する複数のサーバ側制御オ
ブジェクトの状態を管理するコンピュータプログラムプロダクトを提供する。クライアン
トから受信した搬送可能状態構造は、制御オブジェクト階層の１つ以上のサーバ側制御オ
ブジェクトに関連する状態情報を含む。状態情報を直列化して、状態値、関連したプロパ
ティデータタイプおよびサーバ側制御オブジェクトのプロパティの階層情報が抽出される
。階層情報に基づき制御オブジェクト階層内のサーバ側制御オブジェクトを探し当てる。
状態値をサーバ側制御オブジェクトのプロパティにロードする。
【００１２】
コンピュータプログラムプロダクトとしての製品を提供する。本発明によるコンピュータ
プログラムプロダクトのある実施形態は、コンピュータシステムによって読み取り可能で
あり、クライアントに表示されるウェブページに組み込まれるクライアント側ユーザイン
タフェース要素に対応するサーバ側制御オブジェクトの状態を管理するコンピュータプロ
セスを実行するコンピュータプログラムをコード化するコンピュータプログラム記憶媒体
を含む。本発明によるコンピュータプログラムプロダクトの別の実施形態は、コンピュー
タシステムによって搬送波で具体化され、クライアントに表示されるウェブページに組み
込まれるクライアント側ユーザインタフェース要素に対応するサーバ側制御オブジェクト
の状態を管理するコンピュータプログラムをコード化するコンピュータデータ信号を含む
。本発明のプロセスによって生成されたプロダクトは、クライアントに送られクライアン
ト上のブラウザで解釈可能な搬送可能状態構造を含むオーサリング言語コードとして提供
される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明のある実施形態において、ウェブページコンテンツは、ウェブサーバ上に動的に生
成され、クライアントに表示される。クライアントとウェブサーバは、例えば、 HTTPリク
エストおよび HTTPレスポンスを用いてネットワークにより通信する。このように、ウェブ
サーバは、 HTMLコード形態などのウェブページコンテンツを生成し、ブラウザにウェブペ
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ージを表示することができるクライアントへそのコンテンツを送信する。ウェブページの
個々のユーザインタフェース要素と論理的に対応するサーバ側制御オブジェクトが、ウェ
ブサーバ上に作成され、ウェブページを表示および処理するクライアント側ブラウザによ
って用いられるウェブページコンテンツを処理および生成する。サーバ側制御オブジェク
トは、サーバ側制御オブジェクトの階層を作成するページファクトリによって処理される
ASP+リソースなどの動的コンテンツファイルの中で宣言される。階層における制御オブジ
ェクトはクライアントから受信したリクエストを協働して処理し、次いで、結果ウェブペ
ージコンテンツを生成し、クライアントへ送信し、階層における制御オブジェクトを終了
させる。
【００１４】
本発明のある実施形態において、ページオブジェクトは、制御オブジェクト階層の最上レ
ベルとして例示することができる。制御オブジェクトでもあるページオブジェクトは、典
型的に１つ以上の子制御オブジェクトを含み、各子制御オブジェクトは、それ自体の１つ
以上の子制御オブジェクトを含み、多数レベルの階層に広がる。ページオブジェクトおよ
び子孫の制御オブジェクトは、処理シーケンスを実行し、クライアント側ユーザインタフ
ェース要素に対応するウェブコンテンツを処理および生成する。
【００１５】
このシーケンスにおける処理の１つは、クライアントからのリクエストに含まれる搬送可
能状態構造で受け取る状態情報を階層内の適切な１つのまたは複数のオブジェクトに非直
列化するロード処理を含む。このロード処理におけるトラバース処理は、階層内に適切な
制御オブジェクトを見つけるために、搬送可能状態構造の階層情報に従い制御オブジェク
ト階層をトラバースする。本発明のある実施形態において、受け取った状態情報は、初期
状態から変化した制御オブジェクトの状態のみを含む（すなわち、この状態情報は、差分
データのみを含む）。別の実施形態では、変化していようといまいと階層内のすべての制
御オブジェクトのすべての状態、または１つ以上のサーバ側制御オブジェクトの状態情報
および階層情報という何か別の組み合わせを含むことがある。
【００１６】
上記シーケンスの別の処理は、状態が変化した制御オブジェクトからの状態情報を直列化
する保存処理を含む。状態情報は、クライアントへ送信する搬送可能状態構造に状態情報
を追加する。クライアントは、ウェブサーバへの次のリクエストでウェブサーバへその搬
送可能構造を戻す。搬送可能状態構造を受信すると制御オブジェクト階層が再作成され、
ロード処理により階層状態が以前のレスポンスの階層状態に戻る。
【００１７】
別の実施形態において、搬送可能状態構造をクライアントに送信しないようにすることも
できる。搬送可能状態構造は送信されずにサーバに残り、別の資源場所（例えば、別のサ
ーバ）に転送されてもよい。例えば、ロードバランシングの場合、第１のサーバが、第１
の HTTPトランザクションでブラウザと通信するが、第２のサーバが、第２の HTTPトランザ
クションでブラウザと通信することができる。したがって、搬送可能状態構造は、第１の
サーバから第２の HTTPトランザクション処理する第２のサーバへと送られ、それによって
、クライアントをバイパスすることができる。
【００１８】
図１は、本発明のある実施形態におけるクライアントに表示するウェブページコンテンツ
を動的に生成するウェブサーバを示す。クライアント１００は、クライアント１００の表
示装置上におけるウェブページ１０４を表示するブラウザ１０２を実行する。クライアン
ト１００は、ビデオモニタのような表示装置を有するクライアントコンピュータシステム
を含んでもよい。マイクロソフト社によって販売されている "INTERNET EXPLORER"ブラウ
ザは、本発明のある実施形態におけるブラウザ１０２の一例である。他のブラウザの例と
して、 "NETSCAPE NAVIGATOR" および  "MOSAIC"などがあるが、これに限らない。例示した
ウェブページ１０４には、テキストボックス制御１０６および２つのボタン制御１０８、
１１０が組み込まれている。ブラウザ１０２は、 HTTPレスポンス１１２でウェブサーバ１
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１６から HTMLコードを受け取ることができ、 HTMLコードにより記述されたウェブページを
表示する。ある実施形態を参照して HTMLについて説明するが、特に制限されるものではな
く、 SGML（ Standard Generalized Markup Language）、 XML（ eXtensible Markup Languag
e）および、 XMLベースのマークアップ言語であって、ポケットベルおよび携帯電話などの
狭帯域無線装置の内容およびユーザインタフェースを特定するように設計された WML（ Wir
eless Markup Language）を含む他のオーサリング言語も本発明の範囲内であると考えら
れている。さらに、標準 HTML３．２が、本明細書中に主に開示されているが、 HTMLのいか
なるバージョンも本発明の範囲内に含まれ得る。
【００１９】
クライアント１００とウェブサーバ１１６との通信は、 HTTPリクエスト１１４および HTTP
レスポンス１１２の一連の処理を用いて行うことができる。ある実施形態を参照して HTTP
を説明するが、特に制限されるものではなく、 S－ HTTPを含めた他のトランスポートプロ
トコルも本発明の範囲内であると考えられている。ウェブサーバ１１６において、 HTTPパ
イプラインモジュール１１８が、 HTTPリクエスト１１４を受信し、 URLを解析し、リクエ
ストを処理する適切なハンドラを呼び出す。本発明のある実施形態において、異なるタイ
プの資源を扱う複数のハンドラ１２０がウェブサーバ１１６に備わっている。
【００２０】
例えば、 URLが HTMLファイルのような静的なコンテンツファイル１２２を特定する場合、
ハンドラ１２０は、静的コンテンツファイル１２２にアクセスし、 HTTPパイプライン１１
８を介して静的コンテンツファイル１２２を HTTPレスポンス１１２でクライアント１００
へ送る。あるいは、本発明のある実施形態において、 URLが ASP+リソースのような動的コ
ンテンツファイル１２４を特定する場合、ハンドラ１２０は、動的コンテンツファイル１
２４にアクセスし、動的コンテンツファイル１２４のコンテンツを処理し、ウェブページ
１０４用の結果 HTMLコードを生成する。本発明のある実施形態において、結果 HTMLコード
は、標準 HTML３．２コードを含む。一般に、動的コンテンツファイルは、クライアントに
表示すべきウェブページを記述するオーサリング言語を動的に生成するのに用いることが
できるサーバ側宣言データ格納部（例えば、 ASP+リソース）である。そして、ウェブペー
ジ用の HTMLコードは、 HTTPパイプライン１１８を通過し、 HTTPレスポンス１１２でクライ
アント１００へ送られる。
【００２１】
この処理の間、ハンドラ１２０はまた、開発労力を単純にするために予め開発された、ま
たは第３者コードのライブラリにアクセスすることができる。このようなライブラリの１
つがサーバ側クラス制御ライブラリ１２６であり、ここから、ハンドラ１２０は、ユーザ
インタフェース要素を処理しウェブページに表示する結果 HTMLデータを生成するサーバ側
制御オブジェクトを例示することができる。本発明のある実施形態において、１つ以上の
サーバ側制御オブジェクトは、動的コンテンツファイル１２４に記述されたウェブページ
上に、可視的にまたは隠して、１つ以上のユーザインタフェース要素にマッピングする。
【００２２】
これに対し、第２のライブラリは、マイクロソフト社からの "ACTIVEX"コンポーネントを
含むライブラリのようなクライアント側制御クラスライブラリ１２８である。 "ACTIVEX"
制御は、クライアントおよび他のコンポーネントとの対話の仕方において一定の標準に従
う COM（コンポーネントオブジェクトモデル）オブジェクトである。クライアント側 "ACTI
VEX"制御は、例えば、クライアントに自動的にダウンロードされ、クライアントのウェブ
ブラウザによって実行処理され得る COMベースのコンポーネントである。サーバ側 ACTIVEX
コンポーネント（図示せず）は、株価検索アプリケーションまたはデータベースコンポー
ネントのサーバ側機能性を提供するような多様なサーバ側機能を果たすためにサーバ上で
実行され得る COMベースのコンポーネントである。 ACTIVEXについては、「 ACTIVEXおよび O
LEの理解」（デビッド・チャペル、マイクロソフトプレス、１９９６年）により詳細に記
載されている。
【００２３】
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"ACTIVEX"制御とは対照的に、動的コンテンツ資源１２４に特定される本発明の実施形態
のサーバ側制御オブジェクトは、クライアント上のウェブページに組み込まれるユーザイ
ンタフェース要素に論理的に対応する。サーバ側制御オブジェクトはまた、例えば、 HTML
タグと所与のクライアント側 "ACTIVEX"制御をリファレンスするロケータを含み得る有効
な HTMLコードを生成することができる。ブラウザが、すでに格納システム内にクライアン
ト側 "ACTIVEX"制御用コードを有している場合は、クライアント上のウェブページ内で "AC
TIVEX"制御を実行処理する。そうでなれば、ブラウザは、ロケータによって特定された資
源から "ACTIVEX"制御用コードをダウンロードし、そして、クライアント上のウェブペー
ジ内で "ACTIVEX"制御を実行処理する。本発明の実施形態におけるサーバ側制御オブジェ
クトはまた、サーバ上で株価検索アプリケーションを実行するのに用いられるサーバ側 "A
CTIVEX"制御に対しイベントを提起することができる。
【００２４】
ハンドラ１２０はまた、ウェブサーバ１１６上または別のアクセス可能ウェブサーバ上で
実行処理する１つ以上の非ユーザインタフェースサーバコンポーネント１３０にアクセス
する。株価検索アプリケーションまたはデータベースコンポーネントのような非ユーザイ
ンタフェースサーバコンポーネント１３０は、ハンドラ１２０によって処理される動的コ
ンテンツファイル１２４において参照され、またはそれに関連付けられる。動的コンテン
ツファイル１２４で宣言された制御オブジェクトによって提起されたサーバ側イベントは
、非ユーザインタフェースサーバコンポーネント１３０の適切なメソッドを呼び出すサー
バ側コードによって処理され得る。その結果、サーバ側制御オブジェクトによって提供さ
れる処理は、ウェブページのユーザインタフェース要素の処理および生成をカプセル化す
ることによって非ユーザインタフェースサーバコンポ－ネント１３０のプログラミングを
簡単にし、これにより、非ユーザインタフェースサーバコンポーネント１３０の開発者は
、ユーザインタフェース問題ではなく、アプリケーション固有の機能の開発に集中するこ
とができる。
【００２５】
図２は、本発明のある実施形態におけるサーバ側制御オブジェクトを用いてのクライアン
ト側ユーザインタフェース要素の処理および生成処理のフローチャートを示す。処理２０
０において、クライアントは、 HTTPリクエストをサーバに送信する。 HTTPリクエストは、
ASP+リソースなどの資源を特定する URLを含む。処理２０２において、サーバは、 HTTPリ
クエストを受信し、特定された資源を処理する適切なハンドラを呼び出す。 HTTPリクエス
トは、１つ以上のサーバ側制御オブジェクトに関する状態情報および任意には階層情報を
含んでいる搬送可能状態構造を含む。ただし、所与のページへの最初の HTTPリクエストは
、その所与のページのサーバにおいて状態が変化していないことから、典型的には搬送可
能状態構造を含んでいない。さらに、搬送可能状態構造は、プロパティデータタイプ情報
および状態情報の有効性を確認する（すなわち、状態情報がクライアントで変造されなか
ったことを確認する）際にサーバを補助するためのインテグリティコードを含んでもよい
。処理２０４は、特定された動的コンテンツファイル（例えば、 ASP+リソース）の内容に
基づきサーバ側制御オブジェクト階層を生成する。 ASP+リソースは処理２０３において読
み出される。処理２０５において、搬送可能状態構造で受け取った状態情報を階層内の適
切なサーバ側制御オブジェクトにロードし、制御オブジェクトを以前の状態に戻す。
【００２６】
処理２０６において、制御オブジェクト階層のサーバ側制御オブジェクトは、ポストバッ
クイベントハンドリング、ポストバックデータハンドリング、状態管理およびデータ結合
のうちの１つ以上の処理を行う。ユーザインタフェース要素からのポストバックイベント
およびデータ（まとめて「ポストバック入力」）は、クライアントからサーバへと送られ
処理される。例えば、ポストバックイベントは、特に制限されるものではなく、クライア
ント側ボタン要素からの「マウスクリック」またはサーバに送られるクライアント側テキ
ストボックス要素からの「データ変化」イベントを含んでもよい。ポストバックデータは
、特に制限されるものではなく、例えば、テキストボックス要素またはドロップダウンボ
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ックスから選ばれた項目のインデックスにユーザによって入力されたテキストを含んでも
よい。
【００２７】
処理２０９において、プロパティ値、関連タイプ情報および階層情報をクライアントへ送
信する搬送可能状態構造に格納する。処理２０８において、階層内の各サーバ側制御オブ
ジェクトが、クライアント側ユーザインタフェース要素のウェブページでの表示のための
HTMLコードのようなオーサリング言語データを生成（またはレンダリング）するために呼
び出される。用語「レンダリング」は、ユーザインタフェース上にグラフィックスを表示
する処理を意味することがあるが、本明細書において「レンダリング」は、表示およびク
ライアント側機能のためのブラウザのようなクライアントアプリケーションによって解釈
され得るオーサリング言語データの生成処理をも意味している。レンダリング処理２０８
はまた、搬送可能状態構造を表しているオーサリング言語データを生成する。処理２０６
およびレンダリング処理２０８のより詳細な説明は図６との関連で行われている。ある実
施形態において、個々の制御オブジェクトにおける render（）メソッドの呼び出しは、ツ
リートラバーサルシーケンスを用いて行われる。すなわち、ページオブジェクトの render
（）メソッドの呼び出しは、階層内の適切なサーバ側制御オブジェクトにわたる反復トラ
バースになる。適切な制御オブジェクトの render（）メソッドを呼び出す別の方法として
、イベントシグナリングまたはオブジェクト登録手法などの方法を用いてもよい。括弧は
、データ値と比較するなどのメソッドを示す「 render（）」レベルを指定する。
【００２８】
本発明のある実施形態において、個々のサーバ側制御オブジェクトの実際の作成は、サー
バ側制御オブジェクトが処理２０６または２０８においてアクセスされる（ポストバック
入力のハンドリング、状態のロード、制御オブジェクトから HTMLコードのレンダリングな
ど）まで遅らせてもよい。サーバ側制御オブジェクトが所与のリクエストのためにアクセ
スされることがない場合、制御オブジェクトの作成を遅らせ、不要な制御オブジェクト作
成処理を排除することによって、サーバ処理が最適化される。
【００２９】
処理２１０において、搬送可能状態構造を含むオーサリング言語データ（例えば、 HTMLコ
ード）を HTTPレスポンスでクライアントに送信する。処理２１４において、クライアント
は、表示されるべきウェブページに関連する搬送可能状態構造を含む HTMLコードを受信す
る。搬送可能状態構造は、次の HTTPリクエストでサーバに戻すためにクライアントに保存
され得る。処理２１６において、クライアントシステムは、 HTTPレスポンスから受け取っ
た HTMLコードに応じて新しいページのユーザインタフェース要素を組み入れる（例えば、
表示する）。しかし、ユーザインタフェース要素の組み入れは、音声または触覚出力を提
供する、メモリへの読出しおよび書込み、スクリプト処理の制御などの非表示処理を含ん
でもよいことを理解すべきである。処理２１２において、サーバ側制御オブジェクト階層
を終了する。本発明のある実施形態において、階層内サーバ側制御オブジェクトは、関連
付けられた ASP+リソースを参照する HTTPリクエストに応答して作成され、オーサリング言
語データ（例えば、 HTMLデータ）のレンダリングが終わると破壊される。別の実施形態に
おいて、処理２１２は、処理２０８の後、処理２１０の前に行ってもよい。
【００３０】
図３は、本発明のある実施形態において用いるウェブサーバでのモジュールの一例を示す
。ウェブサーバ３００は、 HTTPパイプライン３０４に HTTPリクエスト３０２を受け入れる
。 HTTPパイプライン３０４は、ウェブページ統計のロギング、ユーザ照合、ユーザアクセ
ス権およびウェブページの出力キャッシュ化用モジュールなどの種々のモジュールを含ん
でもよい。ウェブサーバ３００によって受信される各入力 HTTPリクエスト３０２は、最終
的には、 IHTTPハンドラクラス（ハンドラ３０６として図示）の特定のインスタンスによ
って処理される。 IHTTPという接頭語は、そのクラスが HTTPハンドラのインタフェースで
あることを示している。ハンドラ３０６は、 URLリクエストを解析し適切なハンドラファ
クトリ（例えば、ページファクトリモジュール３０８）を呼び出す。
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【００３１】
図３において、 ASP+リソース３１０に関連付けられたページファクトリ３０８が呼び出さ
れ、 ASP+リソース３１０において宣言されたオブジェクトの例示および構成をハンドリン
グする。ある実施形態において、 ASP+リソースは、ファイルに特定の接尾語（または ".as
px"のようなファイル拡張部分）を指定することによって認識または参照され得る。所与
の ".aspx"資源に対するリクエストがまず、ページファクトリモジュール３０８によって
受信されると、ページファクトリモジュール３０８は、ファイルシステムを検索して適切
なファイル（例えば、 .aspxファイル３１０）を得る。このファイルは、リクエストを処
理するサーバによって後に解釈またはアクセスされ得るテキスト（例えば、オーサリング
言語データ）または別のフォーマットでのデータ（例えば、バイトコードデータまたはコ
ード化されたデータ）を含んでもよい。物理的なファイルが存在する場合、ページファク
トリモジュール３０８は、ファイルを開き、そのファイルをメモリに読み出す。ファイル
が見つからない場合、ページファクトリモジュール３０８は、適切な「ファイルが見つか
らない」というエラーメッセージを戻す。
【００３２】
ASP+リソース３１０をメモリに読み出した後、ページファクトリモジュール３０８は、フ
ァイル内容を処理し、ページのデータモデル（例えば、スクリプトブロックのリスト、デ
ィレクティブ、静的テキスト領域、階層サーバ側制御オブジェクト、サーバ側制御プロパ
ティなど）を構築する。データモデルは、ページベースのクラスを拡張させる COM+（ Comp
onent Object Model+）クラスのような新たなオブジェクトクラスのソースリストを生成
するのに用いられる。ページベースクラスは、基本ページオブジェクトの構造、プロパテ
ィおよび機能を規定するコードを含んでいる。次いで、ソースリストは、中間言語に動的
にコンパイルされる。中間言語は、 COM+ IL コード、 Java バイトコード、 Modula 3 コー
ド、 SmallTalk コードおよび Visual Basicコードなどの汎用またはカスタム指向言語コー
ドを含んでもよい。別の実施形態において、中間言語処理を省き、固有の命令をソースリ
ストまたはソースファイル（例えば、 ASP+リソース３１０）から直接生成してもよい。制
御クラスライブラリ３１２は、制御オブジェクト階層の生成に用いられる予め定義された
サーバ側制御クラスを得るためにページファクトリモジュール３０８によってアクセスさ
れ得る。
【００３３】
ページファクトリモジュール３０８は、図１のウェブページ１０４に相当するサーバ側制
御オブジェクトであるページオブジェクト３１４を出力する。ページオブジェクト３１４
およびその子オブジェクト（例えば、テキストボックスオブジェクト３１８、ボタンオブ
ジェクト３２０および別のボタンオブジェクト３２２）が、制御オブジェクト階層３１６
の一例である。他の制御オブジェクトの例は、本発明に従い考えることができ、特に制限
されるものではなく、表１の HTML制御に対応するオブジェクトおよびカスタム制御オブジ
ェクトを含む。ページオブジェクト３１４は、図１のウェブページ１０４に論理的に対応
する。テキストボックスオブジェクト３１８は、図１のテキストボックス１０６に対応す
る。同様に、ボタンオブジェクト３２０は、図１の追加ボタン１０８に対応し、ボタンオ
ブジェクト３２２は、図１の削除ボタン１１０に対応する。ページオブジェクト３１４は
、サーバ上の他の制御オブジェクトと階層的に関連している。ある実施形態において、ペ
ージオブジェクトは、その子制御オブジェクトを階層的に含んでいるコンテナオブジェク
トである。別の実施形態では、依存関係などの他の形態の階層関係を用いることができる
。多数レベルの子オブジェクトを有するより複雑な制御オブジェクト階層において、１つ
の子オブジェクトが、他の子オブジェクトのコンテナオブジェクトであってもよい。
【００３４】
上記の実施形態において、制御オブジェクト階層３１６の制御オブジェクトは、サーバ３
００上で作成および実行され、各サーバ側制御オブジェクトは、クライアント上の対応す
るユーザインタフェース要素を「ミラーする」。本実施形態のサーバ側制御オブジェクト
はまた、協働して、 HTTPリクエスト３０２からの入力をハンドリングし、サーバ側制御オ
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ブジェクトの状態を管理し、サーバ側データベースとのデータ結合を行い、クライアント
での結果ウェブページの表示に用いるオーサリング言語データ（例えば、 HTMLコード）を
生成する。結果オーサリング言語データは、サーバ側制御オブジェクト階層３１６から生
成（すなわち、レンダリング）され、 HTTPレスポンス３２４でクライアントに送信される
。例えば、結果 HTMLコードは、いかなる有効な HTML構成も具現化することができ、 ACTIVE
Xタイプの制御、 JAVAアプレット、スクリプトおよびその他、ブラウザによって処理され
たとき、クライアント側ユーザインタフェース要素（例えば、制御ボタン、テキストボッ
クスなど）を生み出すいかなるウェブ資源も参照することができる。
【００３５】
ASP+リソース３１０でなされた宣言によって、サーバ側制御オブジェクトは、非ユーザイ
ンタフェースサーバコンポーネント３３０とクライアント側ユーザインタフェース要素と
の対話のために、１つ以上の非ユーザインタフェースサーバコンポーネント３３０にアク
セスすることができる。例えば、ポストバック入力に応答して、サーバ側制御オブジェク
トは、サーバ側イベントをそれらのイベント用に登録された非ユーザインタフェースサー
バコンポーネントに対し提起することができる。このように、非ユーザインタフェースサ
ーバコンポーネント３３０は、ユーザとの対話を、ユーザインタフェース要素を介して、
これらの要素を表示および処理するのに必要なコードをプログラミングすることなく行う
ことができる。
【００３６】
要するに、本発明の実施形態は、クライアントに送る HTMLコードを生成するためにサーバ
上で作成および実行処理されるサーバ側制御オブジェクトを含む。 HTMLコードは、例えば
、いかなる有効な HTML構成も具現化することができ、 ACTIVEXタイプの制御、 JAVA アプレ
ット、スクリプトならびにクライアントでのユーザインタフェースボタンおよび他のユー
ザインタフェース要素を生成する他のいかなるウェブ資源も参照することができる。クラ
イアントでのユーザは、サーバ側制御オブジェクトに論理的に対応するこれらのユーザイ
ンタフェース要素と対話し、リクエストをサーバに送り返すことができる。サーバ側制御
オブジェクトは、サーバ上で再作成され、クライアントにレスポンスとして送信すべき次
のラウンドの HTMLコードを生成するように、ユーザインタフェース要素のデータ、イベン
トおよび他の特性を処理する。
【００３７】
図４を参照すると、本発明の実施形態のコンピュータシステムの一例は、プロセッサユニ
ット４０２、システムメモリ４０４およびシステムメモリ４０４を含む種々のシステムコ
ンポーネントをプロセッサユニット４００に接続するシステムバス４０６を含んでいる従
来のコンピュータシステム４００という形態の汎用コンピュータ装置を含んでいる。シス
テムバス４０６は、メモリバスまたはメモリコントローラ、種々のバスアーキテクチャを
用いるペリフェラルバスおよびローカルバスを含む幾つかのタイプのバス構造のいずれで
あってもよい。システムメモリは、再生専用メモリ（ ROM）４０８およびランダムアクセ
スメモリ（ RAM）４１０を含んでいる。コンピュータシステム４００内の要素間での情報
の転送を助ける基本ルーチンを含んでいる基本入力／出力システム４１２（ BIOS）は、 RO
M４０８に格納されている。
【００３８】
コンピュータシステム４００は、さらに、ハードディスクの読み出しおよび書き込みを行
うハードディスクドライブ４１２、着脱可能な磁気ディスク４１６の読出しおよび書込み
を行う磁気ディスクドライブ４１４および CD ROM、 DVDまたは他の光学媒体のような着脱
可能な光ディスク４１９の読出しおよび書込みを行う光ディスクドライブ４１８を含んで
いる。ハードディスクドライブ４１２、磁気ディスクドライブ４１４および光学ディスク
ドライブ４１８は、それぞれ、ハードディスクドライブインタフェース４２０、磁気ディ
スクドライブインタフェース４２２および光ディスクドライブインタフェース４２４によ
ってシステムバス４０６接続されている。ドライブおよびその関連コンピュータ読み取り
可能媒体が、コンピュータシステム４００のコンピュータ読み取り可能命令、データ構造
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、プログラムおよび他のデータの不揮発性記憶部を提供している。
【００３９】
本明細書に記載の上記環境例では、ハードディスク、着脱可能な磁気ディスク４１６およ
び着脱可能な光ディスク４１９を用いているが、データ保存可能な他のタイプのコンピュ
ータ読み取り可能媒体を上記システム例に用いることができる。上記動作環境例に用いる
ことができるこれらの他のタイプのコンピュータ読み取り可能媒体は、例えば、磁気カセ
ット、フラッシュメモリカード、デジタルビデオディスク、ベルヌイ (Bernoulli)カート
リッジ、ランダムアクセスメモリ（ RAM）および再生専用メモリ（ ROM）などがある。
【００４０】
多数のプログラムモジュールが、ハードディスク、磁気ディスク４１６、光ディスク４１
９、 ROM４０８または RAM４１０に格納され得、これらは、オペレーティングシステム４２
６、１つ以上のアプリケーションプログラム４２８、他のプログラムモジュール４３０お
よびプログラムデータ４３２を含む。ユーザは、コマンドおよび情報をコンピュータシス
テム４００にキーボード４３４およびマウス４３６または他のポインティング装置などの
入力装置によって入力することができる。他の入力装置としては、例えば、マイクロフォ
ン、ジョイステック、ゲームパッド、サテライトディッシュおよびスキャナなどがある。
これらおよび他の入力装置は、システムバス４０６に接続されているシリアルポートイン
タフェース４４０を介して処理装置４０２に接続されていることが多い。しかし、これら
の入力装置はまた、パラレルポート、ゲームポートまたはユニバーサルシリアルバス（ US
B）などの他のインタフェースによって接続されていてもよい。モニタ４４２または他の
タイプの表示装置もまた、ビデオアダプタ４４４などのインタフェースを介してシステム
バス４０６と接続している。モニタ４４２に加えて、コンピュータシステムは、典型的に
は、スピーカおよびプリンタなどの他の周辺出力装置（図示せず）を含む。
【００４１】
コンピュータシステム４００は、リモートコンピュータ４４６のような１つ以上のリモー
トコンピュータへの論理接続を用いたネットワーク化された環境で動作することができる
。リモートコンピュータ４４６は、コンピュータシステム、サーバ、ルータ、ネットワー
ク PC、ピア（ peer）装置、または他の共通ネットワークノードであり得、典型的にコンピ
ュータシステム４００との関連で上述した要素の多くまたはすべてを含む。ネットワーク
接続は、ローカルエリアネットワーク（ LAN）４４８およびワイドエリアネットワーク（ W
AN）４５０を含む。このようなネットワーク環境は、オフィス、企業規模コンピュータネ
ットワーク、イントラネットおよびインターネットにおいて珍しいものではない。
【００４２】
LANネットワーク環境で用いるとき、コンピュータシステム４００は、ネットワークイン
タフェースまたはアダプタ４５２を介してローカルネットワーク４４８に接続される。 WA
Nネットワーク環境で用いるとき、コンピュータシステム４００は、典型的に、インター
ネットのようなワイドエリアネットワーク４５０による通信を確立するためのモデム４５
４または他の手段を含む。モデム４５４は内蔵または外付けのいずれでもよく、シリアル
ポートインタフェース４４０を介してシステムバス４０６と接続されている。ネットワー
ク化された環境において、コンピュータシステム４００に関連して述べたプログラムモジ
ュールまたはその一部は、リモートメモリ記憶装置に記憶されてもよい。図示されたネッ
トワーク接続は例であって、コンピュータ間の通信リンク確立のために他の手段を用いる
ことができる。
【００４３】
本発明の実施形態において、コンピュータ４００は、ウェブサーバを表し、 CPU４０２が
、記憶媒体４１６、４１２、４１４、４１８、４１９またはメモリ４０４のうち少なくと
も１つに記憶された ASP+リソース上でページファクトリモジュールを実行処理する。 HTTP
レスポンスおよびリクエストは、クライアントコンピュータ４４６に接続された LAN４４
８により通信される。
【００４４】

10

20

30

40

50

(14) JP 3954809 B2 2007.8.8



図５は、本発明のある実施形態におけるページオブジェクトおよび他の制御オブジェクト
のサーバ側処理を表すプロセスフローチャートである。処理５００において、ページオブ
ジェクト構築部が、ページファクトリモジュール３０８によって呼び出される（図３参照
）。その結果、ページオブジェクト（例えば、図３におけるページオブジェクト３１４を
参照）は、クライアント上のウェブページユーザインタフェース要素を「ミラーする」た
めに作成される。処理５０２において、ページファクトリモジュールは、クライアントか
ら受け取った HTTPリクエストの段階的な処理を始めるページオブジェクトの ProcessReque
stメンバ関数を呼び出す。本発明の一実施形態の第１の段階において、サーバ側作成処理
(図示せず )は、ページオブジェクトの制御オブジェクト階層に含まれる子孫サーバ側制御
オブジェクトの作成であり得る。すなわち、子制御オブジェクトの構築部が HTTPリクエス
ト処理の処理生存期間の間制御オブジェクトを作成するために繰り返し呼び出される。
【００４５】
しかし、別の実施形態において、子制御オブジェクトの作成は、制御オブジェクトが所与
の処理ステップ（例えば、ポストバックイベントのハンドリング、ポストバックデータの
ハンドリング、ビューステートのローディングおよび保存、データ結合の解析または対応
するユーザインタフェース要素の HTMLコードのレンダリング）に必要とされるまで遅らせ
ることができる。「制御オブジェクト作成を遅らせる」後者の実施形態は、不必要な CPU
およびメモリの利用を減らすことができるので最適である。例えば、クライアントから受
け取ったユーザ入力イベントが、全く異なるウェブページの作成ということになる場合が
ある。この場合、直ちに制御オブジェクト階層の終了させ、新たなページの新たな異なる
制御オブジェクト階層を例示することになるイベントを処理するためだけに、以前のペー
ジの制御オブジェクト階層全体を例示する必要はない。
【００４６】
ページオブジェクトの ProcessRequestメソッドのサーバ呼び出しに応答して、処理５０４
～５２０は、所与の HTTPリクエストのデータなどに応じ、データページオブジェクトおよ
び個々の子孫制御オブジェクトによって実行処理することができる。本発明のある実施形
態において処理５０４～５２０を図５の順序で各個々のオブジェクトに対し行う。しかし
、１つのオブジェクトに対する所与の処理は、 HTTPリクエストによっては、別のオブジェ
クトの所与の処理に関して順番に行われなかったり、全く処理が行われないこともある。
例えば、第１のオブジェクトは、初期化処理５０４およびそのロード処理５０６を行い、
ポストバックデータ処理５０８を開始し、その後、遅れた制御オブジェクト作成により子
孫制御オブジェクトが、それ自体の初期化処理５０４およびロード処理５０６を行う。ペ
ージオブジェクトおよび子孫制御オブジェクトによる処理の順番は、これには限らないが
、 HTTPリクエストにおけるデータの性質、制御オブジェクト階層の構成、制御オブジェク
トの現在の状態および制御オブジェクト作成が遅れて行われるかどうかを含む種々の要因
による。
【００４７】
初期化処理５０４は、動的コンテンツファイルにおける初期化に関する任意のサーバ側コ
ードを実行処理することによって制御オブジェクトが作成された後、制御オブジェクトを
初期化する。このようにして、各サーバ側制御オブジェクトは、動的コンテンツファイル
で宣言された特定のサーバ側機能でカスタマイズされ得る。本発明の実施形態において、
動的コンテンツコードは、サーバ上の ASP+リソースでページ開発者によって宣言されたベ
ースページ制御クラスをカスタマイズまたは拡張することが意図された。 ASP+リソースが
コンパイルされると、宣言されたコードは、適切な初期コード（例えば、ページオブジェ
クトおよび子孫制御オブジェクトの初期化（）メソッド）に含まれている。初期化処理５
０４は、このコードを実行処理して、ページベースクラスおよび子孫制御オブジェクトの
ベースクラスをカスタマイズまたは拡張する。
【００４８】
本発明のある実施形態において、サーバ側制御オブジェクトの状態管理は、サーバ側制御
オブジェクトを以前の状態に戻すことによってクライアント・サーバシステムの無状態モ
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デルを収納するために搬送可能状態構造を用いるロード処理５０６および保存処理５１６
にサポートされる。ある実施形態では、状態は、一対の HTTPリクエスト／レスポンスの隠
れた１つ以上の HTMLフィールドでサーバを往復するが、クッキーおよび可視フィールドな
どの他の搬送可能状態構造も本発明の範囲内であると考えられる。
【００４９】
クライアントとサーバ間の現在のページに関する所与のリクエストおよびレスポンスによ
る一連の処理において、１つ以上の制御オブジェクトの状態は、先のリクエストの処理後
に保存処理５１６によって搬送可能状態構造に記録される。本発明のある実施形態におい
て、階層情報またはサーバが適切な制御オブジェクトと所与の状態とを関連付けることを
可能にする制御オブジェクト識別子を含む追加の状態情報もまた、搬送可能状態構造に含
まれる。次の HTTPリクエストにおいて、状態情報は、搬送可能状態構造でサーバに戻され
る。サーバは、受信した搬送可能状態構造から状態情報を抽出し、状態データを制御オブ
ジェクト階層内の適切な制御オブジェクトにロードし、各制御オブジェクトを先の HTTPレ
スポンス以前に存在したような状態に戻す。現在のリクエストに対する処理後、１つ以上
のサーバ側制御オブジェクトの状態は、再度保存処理５１６によって搬送可能状態構造に
記録され、次の HTTPレスポンスで搬送可能状態構造をクライアントに戻す。
【００５０】
ロード処理５０６の結果、各サーバ側制御オブジェクトを先の HTTPリクエスト以前の状態
と同じ状態にする。例えば、テキストボックス制御オブジェクトが、先の HTTPレスポンス
以前に "JDoe"と同等のプロパティ値を含む場合、テキストストリング "JDoe"をそのプロパ
ティ値にロードすることなどによって、ロード処理５０６は、同じ制御オブジェクトを先
の状態に戻す。さらに、所与のオブジェクトの状態が記憶され回復されたかどうかについ
ても構成可能である。
【００５１】
本発明の一実施形態を要約すると、１つ以上のサーバ側制御オブジェクトの状態が処理後
「保存」される。保存された状態情報は、レスポンスによりクライアントに送信される。
クライアントは、次のレスポンスで保存された状態情報をサーバ側に戻す。サーバは、階
層の状態が以前の状態に戻るように、新たに例示されたサーバ側制御オブジェクト階層に
状態情報をロードする。
【００５２】
別の実施形態では、サーバ上、またはサーバからクライアント、そしてサーバへ戻るとい
う往復の間、サーバによってアクセス可能な幾つかの他のウェブロケーションに状態情報
を保持できる。クライアントリクエストをサーバが受信した後、この状態情報は、サーバ
によって取り出され、制御オブジェクト階層内の適切なサーバ側制御オブジェクトにロー
ドされ得る。
【００５３】
処理５０８において、 HTTPリクエストから受け取ったポストバックデータが処理される。
ポストバックデータは、対になったキー値、階層表示（例えば、 XML）または RDF（ Resour
ce Description Framework）のような他のデータ表示での HTTPリクエストのペイロードに
含まれ得る。処理５０８は、ペイロードを構文解析してサーバ側制御オブジェクトの一意
の識別子を識別する。識別子（例えば、 "page1:text1"）を見つけ、識別されたサーバ側
制御オブジェクトが制御オブジェクト階層に存在する場合、対応するポストバックデータ
がその制御オブジェクトへと渡される。例えば、図１を参照すると、テキストボックス１
０６およびテキスト "JDoe"に関連する一意の識別子は、 HTTPリクエスト１１４のペイロー
ドでウェブサーバ１１６へ送られる。処理５０８は HTTPリクエスト１１４のペイロードを
構文解析し、テキストボックス１０６の一意の識別子とその関連値（すなわち "JDoe"）を
得る。それから処理５０８は、テキストボックス１０６の一意の識別子を解析し、対応す
るサーバ側制御オブジェクトを識別し、処理するオブジェクトに "JDoe"値を渡す。
【００５４】
ロード処理５０６に関して説明したように、サーバ側制御オブジェクトのプロパティ値は
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、以前の状態に戻され得る。ポストバックデータを受け取ると、サーバ側制御オブジェク
トは、渡されたポストバック値が対応する先のプロパティ値を変化させたかどうかを判断
する。変化した場合には、関連制御オブジェクトのデータ変化を示す変化リストにその変
化をロギングする。すべてのポストバックデータが制御オブジェクト階層内で処理された
後、制御オブジェクトメソッドが呼び出され、サーバ上で起動している株価検索アプリケ
ーションのような１つ以上の非ユーザインタフェースサーバコンポーネントに対し、１つ
以上のポストデータ変化イベントを提起し得る。ポストデータ変化イベントは、例えば、
ポストバックデータがサーバ側制御オブジェクトのプロパティを変化させたということを
示しているイベントである。例示的な実施形態において、このようなイベントは、システ
ム提供イベント待ち行列に送られ、イベントを処理するよう登録されたサーバコンポーネ
ントを呼び出すことができる。このように、サーバ側非ユーザインタフェースサーバコン
ポーネントは、サーバ側制御オブジェクトのデータの変化によってトリガされたイベント
に応答することができる。アプリケーション提供イベント待ち行列、ポーリング、および
処理割込みを用いることを含む、イベントを実行する別の方法もまた本発明の範囲内で考
えることができる。
【００５５】
処理５１０において、ポストバックイベントをハンドリングする。ポストバックイベント
は、 HTTPリクエストのペイロードで通信される。処理５１０は、そのイベントが向けられ
ているサーバ側制御オブジェクトを識別する特定のイベントターゲット（例えば、本発明
のある実施形態では、 "##EVENTTARGET"とラベル付けされている）を構文解析する。さら
に、処理５１０は、探し当てたイベント引数がある場合はそれを構文解析し、イベント引
数（例えば、本発明のある実施形態では、 "##EVENTARGUMENT"とラベル付けされている）
を特定されたサーバ側制御オブジェクトに与える。制御オブジェクトは、動的コンテンツ
ファイルに関連する非ユーザインタフェースサーバコンポーネント（例えば、サーバ側株
価検索アプリケーション）によって処理するイベントを立ち上げる。
【００５６】
処理５１２は、サーバ側制御オブジェクトとサーバがアクセス可能な１つ以上のデータベ
ースとの間のデータ結合を解明する。本発明のある実施形態では、サーバ側制御オブジェ
クトのプロパティは、サーバ側アプリケーションデータベースの表のような親データ結合
コンテナのプロパティと関連付けられ（またはデータ結合され）得る。データ結合処理６
１２の間に、ページフレームワークは、対応する親データ結合コンテナプロパティの値を
有するデータ結合された制御オブジェクトプロパティを更新することができる。このよう
に、次のレスポンスにおけるウェブページ上のユーザインタフェース要素は、更新された
プロパティ値を正確に反映する。なぜなら、ユーザインタフェース要素が対応する制御オ
ブジェクトプロパティは、データ結合処理５１２の間に、自動的に更新されたからである
。同様に、制御オブジェクトプロパティはまた、親データ結合コンテナフィールドに更新
され得、これにより、サーバ側制御オブジェクトからのポストバック入力でサーバ側アプ
リケーションデータベースを更新する。
【００５７】
処理５１４は、制御オブジェクト状態が保存され出力がレンダリングされる以前に実行処
理され得る多数の更新処理を行う。処理５１６は、制御オブジェクト階層内の１つ以上の
制御オブジェクトから状態情報（すなわち、ビューステート）を要求し、状態情報を格納
し、 HTTPレスポンスペイロードでクライアントへ送られる搬送可能状態構造に挿入する。
例えば、「グリッド」制御オブジェクトは、値のリストの現在のインデックスページを保
存し、「グリッド」制御オブジェクトは、次の HTTPリクエスト（すなわち、処理５０６）
の後この状態に戻ることができる。上記のように、ビューステート情報は、クライアント
による次のアクション以前（例えば、 HTTPレスポンスがクライアントに送られる以前）の
制御オブジェクト階層の状態を表す。ビューステート情報が戻ってくると、それは、制御
オブジェクト階層を、クライアントポストバック入力処理またはデータ結合以前の先の状
態にするのに用いられる。
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【００５８】
レンダリング処理５１８は、 HTTPレスポンスでクライアントへ送る適切なオーサリング言
語出力（例えば、 HTMLデータ）を生成する。レンダリングは、すべてのサーバ側制御オブ
ジェクトのトップダウン階層ツリーウォークおよび埋め込まれたレンダリングコードによ
り行われる。処理５２０は、任意の最終のクリーンアップ作業（例えば、ファイルを閉じ
たりデータベースの接続）を行い、制御オブジェクト階層を終了させる。次いで、処理は
５０２に戻り、処理５２２を行い、そこでページオブジェクトは、その破壊部を呼び出す
ことによって終了する。
【００５９】
図６は、本発明のある実施形態における動的コンテンツファイル（例えば、 ASP+リソース
）の部分の一例を示す。 ASP+リソース６００のライン１は、 HTMLファイルの開始タグであ
り、 ASP+リソース６００においてリテラルとして宣言される。リテラルは、サーバ側制御
オブジェクト階層内のサーバ側リテラル制御オブジェクトに対応する。ライン１に対応す
るリテラル制御オブジェクトには、 ASP+リソース６００での宣言による第１の制御オブジ
ェクトであることから、インデックス「０」を与える。レンダリング時間において、リテ
ラル制御オブジェクトは、単に "<html>"テキストおよび HTTPレスポンスに含むための新た
なラインを生成するだけである。 ASP+リソース６００のライン２から１２は、コード宣言
ブロックを表し、これは、サーバ上で実行処理される（すなわち、ライン２の "runat = s
erver"属性で示されたように）。本 ASP+リソース６００の例において、コード宣言ブロッ
クの結果、制御オブジェクト階層内のサーバ側制御オブジェクトの例示は起こらない。そ
うではなくて、コード宣言ブロックにより、サーバ側コードが、ライン１５で宣言された
サーバ側制御オブジェクトと「ワイヤで繋がれ」たり、または関連付けられたりする。 AS
P+リソース６００のライン１３は、 HTMLファイルの本文の開始タグであり、リテラルとし
て ASP+リソース６００で宣言され、インデックス「１」を有するリテラル制御オブジェク
トとなる。
【００６０】
ライン１４での宣言は、制御オブジェクト階層に例示されるサーバ側フォーム制御オブジ
ェクト（インデックス＝「２」）を宣言する。ライン１７および１８でのタグは、制御オ
ブジェクト階層内でのサーバ側リテラル制御オブジェクト（インデックス＝「３」）と表
される終了タグである。ライン１６の終了タグは、フォーム制御オブジェクトに対応する
<form>宣言を終了する。
【００６１】
次の階層レベルで、ライン１５の宣言は、 HTML制御タグ "span"を用い、 "Message"という
識別子属性 ("id")を有するサーバ側ラベル制御オブジェクト（インデックス＝「１」）を
宣言する。この階層レベルのインデックス「０」および「２」はそれぞれ、先行のホワイ
トスペースリテラル（例えば、タブ、新たなライン、スペースなど）のリテラル制御オブ
ジェクト（インデックス＝「０」）および次のホワイトスペースリテラルのリテラル制御
オブジェクト（インデックス＝「２」）に割り当てられる。
【００６２】
図７は、図６の動的コンテンツファイルの部分例に応答して１つ以上のサーバ側制御オブ
ジェクトによって生成される結果コードを示す。本説明を簡単にするために、フォーム、
状態管理およびスパンセクションのみを HTMLコード部７００に示している。 <html>および
<body>のような他のタグは、 HTMLコード部７００に含まれていないが、これらのタグの HT
MLコードは、図６の ASP+リソースからの１組の完全な HTMLコードに含まれ得る。
【００６３】
ライン１および５は、 HTMLコードのフォームセクションの開始および終了タグであり、図
６のライン１４から１６で宣言されたサーバ側フォーム制御オブジェクトによって生成さ
れる。ライン４は、図６のライン１５で宣言された最終ポストバック処理の日付を表示し
ているラベル（すなわち、 "Last Post Back: 5/6/99"）の HTMLコードを含んでいる。
【００６４】
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ライン２および３の隠されたフィールドは、本発明による搬送可能状態構造の一実施形態
を表している。ライン２において、 ASP+リソース６００で宣言されたサーバ側制御オブジ
ェクトの状態情報は、 "##VIEWSTATE"という名の隠れたフィールドに記録される。 "##VIEW
STATE"フィールド値は、状態値、プロパティタイプおよび制御オブジェクト階層内の制御
オブジェクトの階層情報を表すテキストストリングである。階層情報はまた、ロード処理
が、階層をトラバースし、所与の状態値を階層内の適切な制御オブジェクトのプロパティ
にロードするために "##VIEWSTATE"フィールドに含まれている。
【００６５】
本発明のある実施形態では、クライアントは HTTPリクエスト／レスポンス対シーケンスを
用いてウェブサーバと対話する。クライアントへのレスポンスとサーバが受信する次のリ
クエストとの間に、サーバは、所与の ASP＋リソースまたは所与のクライアントとの接続
に関連するサーバ側制御オブジェクトの状態を維持しなくてもよい。維持する代わりに、
所与の制御オブジェクト階層の状態情報を搬送可能状態構造で（例えば、 HTTPレスポンス
で）クライアントに送り、搬送可能状態構造で（例えば、次の HTTPリクエストで）サーバ
に戻される。
【００６６】
ライン３は、 "434333433"という値を有する "##VIEWSTATE"という名の隠れたファイルを表
す。 "##VIEWSTATEMAC"は、 ##VIEWSTATE値がクライアントで変造されていないことを確認
するためにロード処理によって用いられる搬送可能状態構造におけるインテグリティコー
ドである。 ##VIEWSTATEMAC値は、最初、 ##VIEWSTATE値の内容からサーバで計算され、レ
スポンスによりクライアントに送られる。クライアントが搬送可能状態構造を戻すとき、
ウェブサーバは、受信した ##VIEWSTATE値の内容から新たなインテグリティコードを計算
する。受信したインテグリティコードおよび新たに計算されたコードが等しければ、ウェ
ブサーバは、受信した ##VIEWSTATE値は有効または変造されていない（すなわち、クライ
アントに先に送った ##VIEWSTATE値と同じ）と判断する。本発明のある実施形態では、 MD5
アルゴリズムを用いて、インテグリティコードを計算する。 MD５は、デジタル署名の作成
に使用するためにドナルド・リベスト教授によって１９９１年に作成されたアルゴリズム
である。 MD5は、一方向のハッシュ機能、すなわち、メッセージを受け取り、それをデジ
タルの固定ストリングに変換するもので、メッセージダイジェストとも呼ばれる。このよ
うなメソッドは、アクセス権のない個人またはプログラムによる不正操作を減らす秘密の
鍵の使用を含んでもよい。しかし、他の実施形態では、 MD4アルゴリズムまたは他の任意
のハッシュアルゴリズムに基づくコードを生成すること、あるいは ##VIEWSTATEフィール
ドの長さを含む別のインテグリティコード化技術を含んでもよい。
【００６７】
本発明のある実施形態では、ライン２の ##VIEWSTATEフィールドの構造は、制御オブジェ
クトおよびそれらの状態（例えば、状態値およびそれに関連するプロパティデータタイプ
）の階層的入れ子状態を表す。 ##VIEWSTATEフィールドの一例に用いるタグを（表１）に
示す。 "/"を含んでいるタグは終了タグを表す。
【００６８】
【表１】
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【００６９】
本明細書中ではコード化実施形態の一例を示すが、別の実施形態では、他のコード化方法
を用いることができることを理解すべきである。例えば、階層情報、状態値およびそれら
の関連プロパティデータタイプを各サーバ側制御オブジェクトの一意の階層識別子を用い
て指定することもできるし、あるいは、 XML関連データフォーマットを用いて、搬送可能
状態構造のデータを表すこともできる。さらに、公知の暗号化および圧縮技術を用いて、
安全性を確保し、搬送可能状態構造のサイズを減らすこともできる。
【００７０】
図８は、本発明のある実施形態における図６の ASP＋リソースに対応する制御オブジェク
ト階層および図７の ##VIEWSTATEフィールド値を示す。制御オブジェクト階層の制御オブ
ジェクトコンポーネントではないが、ファイルチェックブロック８０２を図７に示すよう
な ##VIEWSTATEフィールド構造に基づく階層の最上レベルとして示している。ファイルチ
ェックブロック８０２のより詳細な説明は、図９に関して行われている。あるいは、ファ
イルチェックブロック８０２を省いたり、ページ制御オブジェクト８０４に対応する階層
レベルと一緒にすることも本発明の範囲内であると考えられる。
【００７１】
ページ制御オブジェクト８０４が、制御オブジェクト階層の最上レベルとして例示され、
結果のウェブページ自体に対応する特別制御オブジェクトに対応する。本発明のある実施
形態では、ページオブジェクト８０４を例示させるための宣言（すなわち、 "runat = ser
ver"属性を有する宣言）は特に必要とされない。
【００７２】
次の階層レベルにおいて、制御オブジェクト８０６、８０８、８１０および８１２が、ペ
ージオブジェクト８０４に含まれる、または階層的に関連のある子制御オブジェクトとし
て例示されている。１つの階層レベルの各制御オブジェクトは ASP＋リソースにおける上
から下への順番に基づきゼロベースのインデックスを与えられている。例えば、リテラル
制御オブジェクト階層８０６は、図６の ASP＋リソース６００のライン１における "<html>
"テキストおよび付随のホワイトスペースに対応している。したがって、リテラル制御オ
ブジェクト８０６は、「０」というインデックスを与えられている。本発明の上記実施形
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態では、ライン２～１２から拡張されるコード宣言ブロックは、対応する制御オブジェク
トの例示にはならない。リテラル制御オブジェクト８０８は、図６の ASP＋リソース６０
０のライン１３における "<body>"テキストおよび付随のホワイトスペースに対応している
。したがって、リテラル制御オブジェクト８０８は、「１」というインデックスを与えら
れている。フォーム制御オブジェクト８１０は、図６の ASP＋リソース６００のライン１
４～１６におけるフォーム宣言に対応している。したがって、フォーム制御オブジェクト
８１０は「２」というインデックスを与えられている。リテラル制御オブジェクト８１２
は、図６の ASP＋リソース６００のライン１７および１８における終了タグおよび付随の
ホワイトスペースに対応している。したがって、リテラル制御オブジェクト８１２は、「
３」というインデックスを与えられている。
【００７３】
次の階層レベルにおいて、制御オブジェクト８１４、８１６および８１８が、フォームオ
ブジェクト８１０に含まれる、または階層的に関連のある子制御オブジェクトとして例示
されている。リテラル制御オブジェクト階層８１４は、図６の ASP＋リソース６００のラ
イン１５におけるスパン宣言に先立つホワイトスペースに対応している。したがって、リ
テラル制御オブジェクト８１４は、 ASP＋リソースにおけるこの階層レベルとの関連にお
いて遭遇する第１のリテラルテキスト（ホワイトスペースであるが）であるから、「０」
というインデックスを与えられている。同様に、リテラル制御オブジェクト８１８は、図
６の ASP＋リソース６００のライン１５におけるスパン宣言に続くホワイトスペースに対
応している。したがって、リテラル制御オブジェクト８１８は、「２」というインデック
スを与えられている。ラベル制御オブジェクト８１６は、図６の ASP＋リソース６００の
ライン１５における宣言に対応している。したがって、ラベル制御オブジェクト８１６は
「１」というインデックスを与えられている。
【００７４】
図９は、図７の ##VIEWSTATEフィールド値の入れ子版を示す。本明細書中において ##VIEWS
TATEフィールド値の階層的性質の説明を簡単にするために入れ子版を記載している。入れ
子版９００のライン１は、図８の入れ子になったファイルチェックブロック８０２の始ま
りに対応する。ライン１は、２要素アレイを特定し、第１の要素としてライン２のストリ
ングと第２の要素としてライン３の２要素アレイを含んでいる。ライン２はファイルチェ
ックコードを表すストリング値を特定する。本発明のある実施形態では、ファイルチェッ
クコードは、関連の ASP+リソース（例えば、図６の ASP+リソース）のハッシュ値として計
算される。ライン３で始まるアレイは、次の階層レベルの状態情報の始まり、すなわち図
８のページ制御オブジェクト８０４を表している。ライン４のゼロ値は、ページオブジェ
クトそれ自体のプロパティに関する状態情報を保持することができるライン３の２要素ア
レイの第１の要素を表している。上記実施形態において、ページオブジェクトの状態情報
は記録されていないので、その値は、 "null"（ゼロ）である。
【００７５】
ライン５に示すように、ライン３の２要素アレイの第２の要素は、ページ制御オブジェク
トの子供（すなわち、図８の制御オブジェクト８０６、８０８、８１０および８１２）の
状態情報を含むハッシュテーブルを示している。ライン５のハッシュテーブルは、タグ <H
1>に「１」と示す１つのハッシュテーブルエントリを含む。ライン６および８の <K>、 </K
>タグは、ハッシュテーブルエントリの鍵、すなわち、図８のフォーム制御オブジェクト
８１０のインデックスに相当するライン７に示す整数値「２」を含む。図９に示す ##VIEW
STATE値は、図８のリテラル制御オブジェクト８０６、８０８および８１２の状態情報を
含んでいない。あるいは、状態情報を保存した他の制御オブジェクトまたは子制御オブジ
ェクトが、フォーム制御オブジェクト８１０として同じ階層レベルに存在する場合は、こ
のレベルのハッシュテーブルは、このレベルの追加の制御オブジェクトを収納するための
１つ以上のハッシュテーブルエントリを有していてもよく、各追加ハッシュテーブルエン
トリへの鍵は、対応する制御オブジェクトのインデックスであり得る。
【００７６】
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ハッシュテーブルエントリ値は、ライン９および２４の <V>、 </V>タグに含まれ、フォー
ム制御オブジェクトとその子オブジェクトの状態を規定する別の２要素アレイを含む。そ
のアレイの第１の要素は、フォーム制御オブジェクト（すなわち、本実施形態においてゼ
ロ値で表されている）の保存された状態情報を特定する。
【００７７】
第２の要素は、フォーム制御オブジェクトの子オブジェクトの状態情報を表す別の１エン
トリハッシュテーブルを特定する。ライン１３および１５の <K>、 </K>タグは、１つのハ
ッシュテーブルエントリの鍵、すなわち、図８のラベル制御オブジェクト８１６のインデ
ックスに相当するライン１４に示す整数値「１」を含む。図９に示す ##VIEWSTATE値は、
図８のリテラル制御オブジェクト８１４および８１８の状態情報を含んでいない。
【００７８】
ハッシュテーブルエントリ値は、ライン１６および２１の <V>、 </V>タグに含まれ、ラベ
ル制御オブジェクトとその子オブジェクトの状態を規定する別の２要素アレイを含む。そ
のアレイの第１の要素は、ストリング値が、ライン１８で特定された "InnerHtml=5/16/99
"である、ラベル制御オブジェクトのプロパティの保存された状態情報を特定する。プロ
パティ名、 "InnerHtml"は、状態値 "5/16/99"と等しく、「ストリング」タイプである。セ
ミコロンは、所与のプロパティの状態値の終了を表す。ライン１８のラベル制御オブジェ
クトが、状態が保存された追加のプロパティを含んでいる場合、各状態データ値およびそ
の関連プロパティは、終了セミコロンによって境界が定められる。アレイの第２の要素と
同じようにライン１９に示されたゼロ値は、ラベル制御オブジェクトが子オブジェクトを
含んでいないことを示す。ライン２０～２７は図９の先行する開始タグの終了タグである
。
【００７９】
別の実施形態では、有限オブジェクト直列化 (Limitted Object Serialization (LOS))フ
ォーマットと呼ばれる直列化フォーマットを搬送可能状態構造に用いる。一般に、 LOSフ
ォーマットは、各ハッシュエントリが、制御オブジェクトのプロパティの状態情報か、子
制御オブジェクトの入れ子のハッシュテーブルのいずれかを含んでいる各制御オブジェク
トの名前／値対のハッシュテーブルを特定する。
【００８０】
表２は、 LOSフォーマットの文法の一例を示す。
【００８１】
【表２】
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【００８２】
LOSフォーマットの使用方法の第１の例として、以下のエントリを考える。
h<name1;value1;name2;value with ¥; escaped ¥> ¥"characters¥">
これは、２対の名前／値のハッシュテーブルを規定し、ここでの値はすべてストリングで
ある。第１の値は、 "name1" という名で、ストリング "value1"と等しい。第２の値は、 "n
ame2"という名で、ストリング "value with ; escaped > "characters""と等しい。
【００８３】
LOSフォーマットの使用方法の第２の例として、以下のエントリを考える。
h<control1;h<1;50<blue>;text;hello>control2;h<1;50<red>;
control3;>¥t50System.Drawing.Color¥n1BackColor
これは、 "control1"、 "control2"および "control3"という３つのハッシュエントリを有す
るハッシュテーブルを規定する。第１のハッシュエントリは、 "control1"という名であり
、名前／値対である２つのエントリを有する子ハッシュテーブルを含む。 control1ハッシ
ュテーブルの第１のエントリ名は、この例の最後に規定されている "BackColor"という名
を参照するためのインデックス「１」を用いる。第１のエントリ値は、 "blue"と等しくイ
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ンデックス「５０」で特定されこの例の最後近くに規定されている "System.Drawing.Colo
r"タイプである。 control1ハッシュテーブルの第２のエントリの名前／値対は、名前 "tex
t"および値 "hello"を含んでいる。 "control2"のハッシュエントリは、 "BackColor"という
名を参照するためのインデックス「１」をここでも用いる１つのハッシュエントリを有す
る子ハッシュテーブルを含んでいる。この値は、 "red"と等しく、 "System.Drawing.Color
"タイプである。 "control3"のハッシュエントリは空である。上述の実施形態と同様の方
法で、階層をハッシュテーブルの入れ子によって特定するが、階層識別子の使用を含む他
の階層の記述方法も本発明の範囲内であると考えられる。
【００８４】
図１０は、本発明のある実施形態における搬送可能状態構造を受け取り、そこに記憶され
た状態情報を制御オブジェクト階層の制御オブジェクトにロードするプロセスフローチャ
ートを示す。図示した実施形態では、少なくとも１つのサーバ側制御オブジェクトの少な
くとも１つのプロパティが変化していない限り、搬送可能状態構造はサーバから送信され
ない（したがってクライアントによってサーバに戻されない）。このようなものであるの
で、図示したフローチャートは、状態情報の少なくとも１つの要素が、受信した搬送可能
状態構造に存在すると仮定している。別の実施形態では、たとえ搬送可能状態構造に状態
情報がなくても、搬送可能状態構造がサーバとクライアントとの間を往復するものもある
。このような実施形態では、搬送可能状態構造に状態情報がない場合、状態管理プロセス
を打ち切るよう判断処理（図示せず）が作動し得る。
【００８５】
受信処理１０００が、 HTTPリクエストなどでクライアントから搬送可能状態構造を受信す
る。マーキング処理１００２は、サーバ階層のすべての制御オブジェクトの最初の状態指
示を設定する。読出し処理１００４は、受信した搬送可能状態構造を読み出し、状態情報
および対応するプロパティタイプを抽出する。
【００８６】
チェック処理１００６は、搬送可能状態構造のインテグリティチェックを行う（例えば、
##VIEWSTATEMAC値を用いて）。本発明のある実施形態では、チェック処理１００６におい
て、（１）搬送可能状態構造から受信インテグリティコードを読み出す；（２）搬送可能
状態構造に含まれる少なくとも状態情報からそれ自体のインテグリティコードを計算する
；（３）受信インテグリティコードと新たに計算したインテグリティコードを比較して、
搬送可能状態構造が、クライアントへの往復の間に変造されているかどうかを判断する。
搬送可能状態構造が、変造されていると判断された場合、サーバ側コードは、ロード処理
を打ち切る、状態情報なしで処理を継続する、またはエラーとすることなどによってこの
例外を扱うよう応答することができる。
【００８７】
検査処理１００８は、搬送可能状態構造に含まれるファイルチェックコードを検査する。
本発明の実施形態では、検査処理１００８では、（１） ##VIEWSTATEフィールドから受信
したファイルチェックコードを読み出す；（２）少なくともサーバに記憶された ASP+リソ
ースの内容からそれ自体のファイルチェックコードを計算する；（３）受信したファイル
チェックコードと新たに計算したファイルチェックコードを比較して、搬送可能状態構造
の状態情報は、サーバの ASP+リソースの同じバージョンに対応するかどうかを判断する。
検査処理１００８を用いて、サーバ上の ASP+リソースが、クライアントへの搬送可能状態
構造の往復の間に変化していないことを確認する。サーバ上の ASP+リソースが変化した場
合は、サーバは、受信した状態情報を破棄し、ロード処理を打ち切り、かつ／またはクラ
イアントへエラーを送ったりする。ある実施形態では、最初の状態の制御オブジェクト階
層を作成し、サーバがリクエストに対する処理を続ける前にロード処理を打ち切る。トラ
バース処理１０１０は、サーバ側制御オブジェクト階層のページ制御オブジェクトをトラ
バースする。
【００８８】
構文解析処理１０１２は、入れ子型 ##VIEWSTATEフィールドの制御オブジェクトに対応す
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る制御オブジェクト階層の状態情報を構文解析する。第１の反復において、対応する制御
オブジェクトは、トラバース処理１０１０においてトラバースされたページ制御オブジェ
クトである。次の反復において、対応する制御オブジェクトは、ページ制御オブジェクト
の子孫制御オブジェクトであり、トラバース処理１０２８によって所在を明らかにされる
。構文解析処理１０１２は、状態値を抽出し、当初解析されたときはストリングフォーマ
ットであったその値を所与のプロパティタイプへと変換することができる。ロード処理１
０１４は、 ##VIEWSTATE値から構文解析された状態情報を制御オブジェクトのプロパティ
へロードする。指示処理１０１６は、現在の制御オブジェクトの変化状態指示を設定する
。この指示は、後に、当初の状態から状態が変化した制御オブジェクトの状態だけを保存
することにより、搬送可能状態構造のサイズを最小にするために用いることができる。あ
るいは、すべての状態情報を保存してもよい。ポストバックデータのハンドリング、ポス
トバックイベントのハンドリングおよび制御オブジェクト階層でのデータ結合処理の間、
制御オブジェクトの状態になされた変化もまた、個々の制御オブジェクトの変化状態指示
を設定したことになり得る。しかし、本発明のある実施形態では、データ結合処理のため
に設定されたどんなデータ変化指示も、そのプロパティの状態が搬送可能状態構造に記録
されないようにリセットされ、それによって、搬送可能状態構造のサイズをさらに減少さ
せる。このようなプロパティの状態は、図５のデータ結合処理５１２で更新される結合関
係によって特定されたデータに依存する。
【００８９】
判断処理１０１８において、現在の制御オブジェクトに追加の状態情報が存在する場合、
処理は１０２２に進む。存在する場合、処理１０２２において、現在の制御オブジェクト
における次の制御オブジェクトプロパティの状態情報を構文解析して、処理は１０１４に
進む。判断処理１０１８において、現在の制御オブジェクトに追加の状態情報がない場合
は、判断処理１０２０に進み、ここで、 ##VIEWSTATE値に他の制御オブジェクト状態情報
がない場合は、処理１０２４に進む。判断処理１０２０において、状態が処理されていな
い追加の制御オブジェクトがある場合は、処理１０２６に進み、ここで、 ##VIEWSTATE値
から次の制御オブジェクトの状態情報を構文解析する。トラバース処理１０２８では、処
理１０２６で構文解析された新たな状態情報に対応する次の制御オブジェクトをトラバー
スする。その後、ロード処理１０１４に進む。本発明のある実施形態では、図１０の反復
構文解析処理が、非直列化処理を実行する。
【００９０】
図１１は、本発明のある実施形態におけるクライアントへ送信する搬送可能状態構造へ制
御オブジェクト階層の制御オブジェクトからの状態情報を保存するプロセスフローチャー
トを示す。初期化処理１１００は、搬送可能状態構造を初期化する。計算処理１１０２は
、 ASP+リソースの現在のバージョンに基づきファイルチェックコードを計算する。本発明
の実施形態では、ファイルチェックコードは、ファイルの内容またはファイルの幾つかの
特定されたコンポーネントを単にハッシュするなどの、 ASP+リソース内容のハッシュアル
ゴリズム（例えば、 MD5など）に基づく。ロード処理１１０４は、搬送可能状態構造に計
算されたファイルチェックコードをロードする。トラバース処理１１０６は、制御オブジ
ェクト階層のページオブジェクトをトラバースする。
【００９１】
本発明の実施形態において、サーバ側制御オブジェクトは、制御オブジェクト（およびそ
の子オブジェクト）のプロパティ値を搬送可能状態構造に保存すべきかどうかを示す "Mai
ntainState"プロパティを用いて作成することができる。保存する必要がない場合、トラ
バース処理１１０６は、このプロセスでサーバ側制御オブジェクトおよびその子オブジェ
クトをスキップすることができる。そうでなく、制御オブジェクトの状態を "MaintainSta
te"プロパティに従い保持すべきなら、トラバース処理１１０６は制御オブジェクトをト
ラバースする。
【００９２】
判断処理１１０８により、処理は、読出し処理１１１５に進む。ここでは、制御オブジェ
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クトプロパティから新たな状態値とそのタイプを読み出す。処理１１１０は、新たな状態
値とそのタイプを記録し、処理１１１１に進む。この説明のために、現在の制御オブジェ
クト内にプロパティが存在しない場合、プロパティを ##VIEWSTATEフィールドの "null"値
で表す。現在の制御オブジェクトのプロパティが、依然として処理１１０８での当初の状
態のままであれば、判断処理１１１１に進む。処理１１１１において現在の制御オブジェ
クト内に別のプロパティが存在する場合は、判断処理１１０８に進む。
【００９３】
処理１１１１において現在の制御オブジェクト内に他のプロパティが存在しない場合は、
判断処理１１１２に進み、ここで、別の制御オブジェクトが階層に存在する場合はトラバ
ース処理１１１４に進む。トラバース処理１１１４は、制御オブジェクト階層内の次の制
御オブジェクトをトラバースし、判断処理１１０８に進み制御オブジェクトのプロパティ
にアクセスする。処理１１１２において、他の制御オブジェクトが階層に存在しない場合
は、先の処理で得られた新たな状態情報（状態値タイプを含む）を直列化し、それらを搬
送可能状態構造に記憶する直列化処理１１１６に進む。処理１１１８は、（ MD5アルゴリ
ズムを用いるなどして）インテグリティコードを計算し、処理１１２０は、例えば ##VIEW
STATEMACフィールドでインテグリティコードを搬送可能状態構造に記憶する。インテグリ
ティコード処理およびフィールドチェック処理は、任意であり、本発明の別の実施形態で
は省くことができる。処理１１２２は、例えば、制御オブジェクト階層によって生成され
たレンダリングされた HTMLコードを含む HTTPリクエストなどでクライアントへ搬送可能状
態構造を送信する。
【００９４】
本明細書中の本発明の実施形態は、１つ以上のコンピュータシステムの論理ステップとし
て実行される。本発明の論理処理は、（１）１つ以上のコンピュータシステムで実行処理
されるプロセッサ実行ステップシーケンスとして、（２）１つ以上のコンピュータシステ
ム内の相互接続された機械モジュールとして実行される。実行は選択の問題であり、本発
明を実行するコンピュータシステムの性能要件に依存する。したがって、本明細書に記載
の本発明の実施形態を構成する論理処理は、処理、ステップ、オブジェクトまたはモジュ
ールと様々に表現することができる。
【００９５】
上記の明細書、実施例およびデータは、本発明の実施形態の構造および使用の完全な説明
を提供している。本発明は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく多数の形態で
実施することができるので、本発明は添付の請求項にある。
【００９６】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、状態管理を行わないクライアント／サーバモデルにおいて
、サーバ側制御オブジェクトの状態情報が２つの HTTPリクエストの間はサーバ側に保持さ
れるのではなく、搬送可能な状態構造でクライアントとサーバ間を搬送されることになる
ことから、適切なサーバ側制御オブジェクトによって、ウェブページに表示するクライア
ント側ユーザインタフェース要素を処理および生成することができ、動的コンテンツが対
象となるウェブページの開発をより容易に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のある実施形態におけるクライアントに表示するウェブページコンテン
ツを動的に生成するウェブサーバを示す。
【図２】　本発明のある実施形態におけるサーバ側制御オブジェクトを用いてクライアン
ト側ユーザインタフェース要素の処理およびレンダリングのための処理のフローチャート
を示す。
【図３】　本発明のある実施形態で用いるウェブサーバのモジュールの一例を示す。
【図４】　本発明のある実施形態を実行するのに有用なシステムの一例を示す。
【図５】　本発明のある実施形態におけるページオブジェクトの処理を表すプロセスフロ
ーチャートを示す。
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【図６】　本発明のある実施形態における動的コンテンツファイル（例えば、 ASP+リソー
ス）の部分の一例を示す。
【図７】　図６の動的コンテンツファイルの部分の一例に応じて、１つ以上のサーバ側制
御オブジェクトによって生成された結果コードを示す。
【図８】　図６の ASP+リソースに対応する制御オブジェクト階層および図７の ##VIEWSTAT
Eフィールド値を示す。
【図９】　図７の ##VIEWSTATEフィールド値の入れ子版を示す。
【図１０】　本発明のある実施形態における搬送可能状態構造を受け取り、それに格納さ
れた状態情報を制御オブジェクト階層の制御オブジェクトへロードするプロセスフローチ
ャートを示す。
【図１１】　本発明のある実施形態における制御オブジェクト階層の制御オブジェクトか
らの状態情報を搬送可能状態構造へ保存しクライアントへ送信するプロセスフローチャー
トを示す。
【符号の説明】
１００　クライアント
１０２　ブラウザ
１０４　ウェブページ
１０６　ユーザ名
１０８　追加
１１０　削除
１１２　 HTTPレスポンス
１１４　 HTTPリクエスト
１１６、３００　ウェブサーバ
１１８、３０４　 HTTPパイプライン
１２０　ハンドラ
１２２　静的コンテンツ資源
１２４　動的コンテンツ資源
１２６　サーバ側制御クラスライブラリ
１２８　クライアント側制御クラスライブラリ
１３０、３３０　非 UIサーバコンポーネント
３０８　ページファクトリ
３１０　 ASP+リソース
３１２　制御クラスライブラリ
３１４　ページオブジェクト
３１８　テキストボックスオブジェクト
３２０、３２２　ボタンオブジェクト
４００　コンピュータ
４０４　メモリ
４１２　ハードディスクドライブ
４１４　磁気ディスクドライブ
４１６　着脱可能記憶媒体
４１８　光ディスクドライブ
４１９　光ディスク
４２０、４２２、４２４　Ｉ／Ｆ
４２６　オペレーティングシステム
４２８　アプリケーションプログラム
４３０　プログラムモジュール
４３２　プログラムデータ
４３４　キーボード
４３６　マウス
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４４０　シリアルポートインタフェース
４４２　モニタ
４４６　リモートコンピュータ
４５２　ネットワークアダプタ
４５４　モデム
８０２　ファイルチェック
８０４　ページ
８０６、８０８、８１２、８１４、８１８　リテラル
８１０　フォーム
８１６　ラベル 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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