
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】コンピュータ・ネットワークにより複数の
サーバに接続可能なクライアントを使用して製品および
サービスをオンラインで購入する方法であって、
前記クライアント内の初期設定マネージャが、複数の独
立トランザクション・セッションであって独立トランザ
クション・セッションのそれぞれが前記クライアントと
前記複数のサーバの１つとの接続が活動状態のときに確
立される、前記複数の独立トランザクション・セッショ
ンを開始させるステップと、
セッション・マネージャが、各独立トランザクション・
セッションが完了した後に製品およびサービスを購入す
るために、前記クライアントでトランザクション情報を
収集するステップと、
リポジトリ・マネージャが、前記複数の独立トランザク

ション・セッションより収集したトランザクション情報
を維持するステップと、
所与の時点で、処理マネージャ及び出力マネージャが、
独立トランザクション・セッションから選択情報を提供
することで所与の製品およびサービスの購入を実行させ
るために前記クライアントと前記複数のサーバのうちの
所与の１つとの接続を再確立し、前記トランザクション
情報を使用するステップとを含む方法。
【請求項２】前記収集したトランザクション情報をセッ
ション・マネージャが処理するステップをさらに含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】前記処理するステップが、前記トランザク
ション情報を標準のユーザ可読形式に処理するステップ
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】前記処理するステップが、所定の品目置換
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テーブルを使用して非標準データを標準形式に変換する
ステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】前記処理するステップが、品目解析を使用
して非標準かつ未知のデータ・アーキテクチャを標準フ
ォーマットにするステップを含む、請求項２に記載の方
法。
【請求項６】前記処理するステップが、合格した非標準
かつ未知のデータ・アーキテクチャのユーザ検証のステ
ップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】前記処理するステップが、前記独立トラン
ザクション・セッションからの情報を選別して選択項目
を生成するステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項８】前記処理するステップが、少なくとも１つ
の独立トランザクション・セッションからの情報を更新
するステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項９】前記情報が、前記クライアントと所与のサ
ーバとの接続を処理マネージャが再確立することによっ
て更新される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】前記複数の独立トランザクション・セッ
ションが少なくとも２つの異なったサーバから実行され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】ウェブ・ブラウザを実行し、複数のウェ
ブ・サイトに接続可能なクライアントから製品およびサ
ービスをオンラインで購入する方法であって、
前記クライアント内の初期設定マネージャが、複数の独
立トランザクション・セッションであって独立トランザ
クション・セッションのそれぞれが前記クライアントと
前記複数のウェブ・サイトの１つとの接続が活動状態の
ときに確立される、前記複数の独立トランザクション・
セッションを開始させるステップと、
セッション・マネージャが、各独立トランザクション・
セッションが完了した後に製品又はサービスを購入する
ために、前記クライアントでトランザクション情報を収
集するステップと、
リポジトリ・マネージャが、前記複数の独立トランザク
ション・セッションより収集したトランザクション情報
をトランザクション・リポジトリに維持するステップ
と、
所与の時点で、処理マネージャが前記クライアントと前
記複数のウェブ・サイトの所与の１つとの接続を再確立
して、出力マネージャが購入トランザクションを完了す
るステップとを含む方法。
【請求項１２】前記購入トランザクションを完了する前
に前記トランザクション情報をセッション・マネージャ
が処理するステップをさらに含む、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】前記処理するステップが、前記独立トラ
ンザクション・セッションからの情報を選別して選択項
目を生成するステップを含む、請求項１２に記載の方
法。

【請求項１４】前記処理するステップが、少なくとも１
つの独立トランザクション・セッションからの情報を更
新するステップを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】前記情報が、前記クライアントと所与の
サーバとの接続を処理マネージャが再確立することによ
って更新される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】複数のウェブ・サーバに接続可能な少な
くとも１つのウェブ・クライアントを有するコンピュー
タ・ネットワーク内で、ブラウザを含む前記ウェブ・ク
ライアント・コンピュータに、
複数の独立トランザクション・セッションであって独立
トランザクション・セッションのそれぞれが前記クライ
アントと前記複数のウェブ・サイトの１つとの接続が活
動状態のときに確立される、前記複数の独立トランザク
ション・セッションを開始させる手段と、
各独立トランザクション・セッションが完了した後に製
品又はサービスを購入するために、トランザクション情
報を収集する手段と、
前記複数の独立トランザクション・セッションより収集
したトランザクション情報を維持する手段と、
所与の時点で、独立トランザクション・セッションから
選択情報を提供することで所与の製品およびサービスの
購入を実行させるために前記クライアントと前記複数の
サーバのうちの所与の１つとの接続を再確立する手段
と、
前記情報を使用して、所与の製品およびサービスの購入
を実行する手段とを実現させるためのプログラムを記録
したコンピュータ読取可能な記録媒体。
【請求項１７】前記トランザクション情報を処理する手
段をさらに含む、請求項１６に記載のコンピュータ読取
可能な記録媒体。
【請求項１８】プロセッサと、
オペレーティング・システムと、
アプリケーション・プログラミング・インタフェース
（ＡＰＩ）を有するウェブ・ブラウザと、
製品およびサービスのオンライン購入を容易にするため
のＡＰＩへのプラグインとを含み、前記プラグインが、
複数の独立トランザクション・セッションであって独立
トランザクション・セッションのそれぞれが前記クライ
アントと前記複数のウェブ・サイトの１つとの接続が活
動状態のときに確立される、前記複数の独立トランザク
ション・セッションを開始させる手段と、
各独立トランザクション・セッションが完了した後に製
品又はサービスを購入するために、前記クライアントで
トランザクション情報を収集する手段と、
前記複数の独立トランザクション・セッションより収集
したトランザクション情報を維持する手段と、
所与の時点で、独立トランザクション・セッションから
選択情報を提供することで所与の製品およびサービスの
購入を実行させるために前記クライアントと前記複数の
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サーバのうちの所与の１つとの接続を再確立する手段
と、
前記情報を使用して、所与の製品およびサービスの購入
を実行する手段とを含むコンピュータ。
【請求項１９】前記トランザクション情報を処理する手
段をさらに含む、請求項１８に記載のコンピュータ。
【請求項２０】ウェブ・ブラウザを実行し、複数のウェ
ブ・サイトに接続可能なクライアントからオンラインで
情報をコンパイルする方法であって、
前記クライアント内の初期設定マネージャが、複数の独
立トランザクション・セッションであって独立トランザ
クション・セッションのそれぞれが前記クライアントと
前記複数のウェブ・サイトの１つとの接続が活動状態の
ときに確立される、前記複数の独立トランザクション・
セッションを開始させるステップと、
セッション・マネージャが、各独立トランザクション・
セッションが完了した後に使用するために、前記クライ
ントでトランザクション情報を収集するステップと、
リポジトリ・マネージャが、前記複数の独立トランザク
ション・セッションより収集したトランザクション情報
をトランザクション・リポジトリに維持するステップ
と、
所与の時点で、処理マネージャが前記クライアントと前
記複数のウェブ・サイトの所与の１つとの接続を再確立
し、出力マネージャがアクションを行うステップとを含
む方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、一般にインターネ
ット電子商取引に関し、より具体的には異種ウェブ・サ
イトからの複数の独立トランザクション・セッション間
でトランザクション情報を収集して維持することを特徴
とする、オンラインで製品およびサービスを購入する方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】インターネットのワールド・ワイド・ウ
ェブは、コンピューティングの歴史で最も成功した分散
アプリケーションである。ウェブ環境では、ウェブ・サ
ーバへのトランザクションを実行するクライアント・マ
シンは、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）
を使用するが、これは、ハイパーテキスト・マークアッ
プ言語（ＨＴＭＬ）として知られる標準のページ記述言
語を使用してファイル（たとえば、テキスト、グラフィ
ック、イメージ、サウンド、ビデオなど）へのアクセス
権をユーザに提供する、既知のアプリケーション・プロ
トコルである。ＨＴＭＬは、基本的な文書フォーマット
を行い、開発者が他のサーバおよびファイルへの「リン
ク」を指定できるようにするものである。インターネッ
ト・パラダイムでは、サーバへのネットワーク・パス
は、ネットワーク接続を定義するための特殊構文を有す

る、いわゆるユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲ
Ｌ）によって識別される。クライアント・マシンでＨＴ
ＭＬ互換ブラウザ（たとえば、Netscape Navigator）を
使用するには、ＵＲＬによるリンクの指定を必要とす
る。これに応答してクライアントは、リンクで識別され
たサーバに対する要求を行い、次にＨＴＭＬに応じてフ
ォーマットした文書を受け取る。
【０００３】ワールド・ワイド・ウェブは成功している
が、ウェブ上での電子「ショッピング」は依然として初
期状態にある。いくつかのビジネス・モデルが推奨され
ている。一般に、このようなモデルは、ユーザがインタ
ーネットのウェブ・サイトをブラウズして購入を行うと
きにトランザクション関連データを格納するために使用
できる情報リポジトリ（「ショッピング・カート」に相
当する）の作成を必要とする。このため、Sun Microsys
tems Laboratoriesでは、Ｊａｖａプログラミング言語
および環境に基づき、電子トランザクション処理用のオ
ープンで拡張可能なフレームワークを提供する「Ｊａｖ
ａウォレット」という概念を導入した。Ｊａｖａウォレ
ットは、ユーザがレシート、クーポン、その他の電子識
別を編成できるようにする媒介物を提供し、ウェブ商取
引を実行するために（支払システムとともに）このよう
な情報を電子的に処理できるようにする手段を提供する
ためのものである。Ｊａｖａウォレットのユーザは、理
論的には、単一トランザクション・レジスタ内に編成さ
れたその購入のすべてを見ることができる。このような
電子「ショッピング」を容易にするために提案されたも
う１つの技術はMicrosoft Merchant Clientであり、こ
れはクライアントサポートのアプリケーションを使用す
るが、同様の手法はネットワークのサーバ側でも実行す
ることができる。しかし、いかなるサーバもインターネ
ット空間では同等に扱われるので、サーバ・インプリメ
ンテーションはクライアント側手法ほど成功の見込みは
ない。いずれの場合も、広く行き渡らせてこのような手
法を実現する際の問題は、ウォレット／カート構成の内
外で情報を移動するためのプロトコルに関する共通のま
たは「合意を得た」規格が欠如していることにある。こ
のようなプロトコルが定義され受け入れられるまで、汎
用マーケットはまったく実現されないだろう。
【０００４】ウェブ上のどのショップまたはモールを訪
れたかにかかわらず、顧客が自分専用の「仮想ショッピ
ング・カート」を持つことができるようにするメカニズ
ムを提供することが非常に望ましいものと思われる。必
要なのは、顧客がいつでもどのストアでもブラウズでき
ること、およびそのカート用に品目を選び、（決定がい
つ行われるかにかかわらず）その後の購入決定に対応す
るために保持された潜在的な購入に適用可能な情報を有
することができることである。既存のまたは提案された
技術的解決策はこの能力をもたらさない。この問題の
「力ずく」の解決策の１つは、単にブラウザの複数のイ
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ンスタンスをオープンして、クライアントと複数のウェ
ブ・サイトの間の接続を確立することである。その場
合、各セッションで「収集された」情報はまとめてウォ
レット内に「カット・アンド・ペースト」され、購入決
定のためにユーザに提示されるだろう。このような手法
は、複数のブラウザ・インスタンスのオープンおよび維
持によって大量の処理資源が消費されるので非常に非実
用的である。しかも、ブラウザ接続の終了後にトランザ
クション情報を維持するかまたはこのような情報を使用
して何らかのトランザクションを完了するための都合の
良い方法は存在しないだろう。
【０００５】本発明は、先行技術の上記その他の欠点に
対処するものである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の
一目的は、ブラウザを有するクライアント・マシンのユ
ーザがトランザクション・セッション情報をコンパイル
することができる「汎用」ショッピング・カートを維持
できるようにするアプリケーションを提供することにあ
る。
【０００７】本発明の他の目的は、ウェブ・ブラウザが
いつでもウェブ「仮想」ストアをブラウズし、特定のト
ランザクション・セッションがもはや活動状態ではなく
なった後でもその後の購入のために品目（たとえば、製
品またはサービス）を選択できるようにすることにあ
る。
【０００８】本発明の他の重要な目的は、ウェブ商取引
を容易にするためにユーザに関連し、ユーザによって制
御されるクライアント側の汎用ウェブ「ショッピング・
カート」を提供することにある。
【０００９】本発明の他の目的は、異種ウェブ・サイト
間の複数の独立トランザクション・セッション間で「仮
想」ショッピング・カート内のトランザクション情報を
維持することにある。
【００１０】本発明の他の重要な目的は、インターネッ
トによる商品およびサービスの購入を容易にすることに
ある。
【００１１】本発明のより一般的な目的は、ウェブの買
い物客が複数の仮想「ストア」をブラウズし、様々な製
品およびサービスに関する情報を収集し、収集した情報
に基づいて購入決定を行えるようにすることにある。
【００１２】本発明の他の目的は、複数の独立「セッシ
ョン」からの情報がコンパイルされ、処理または更新さ
れ、あるいは拡張されるまで、ユーザが購入決定を延期
できるようにすることにある。このメカニズムにより、
ユーザは、どの製品を購入するかという決定を行う前に
関連のないウェブ・サイト間で「比較」ショッピングす
ることができる。
【００１３】本発明の他のより一般的な目的は、電子支
払システムとウェブ購入システムとのシームレスな統合

を容易にすることにある。
【００１４】本発明の他の目的は、ウェブ購入がウェブ
・ブラウズの一部として表示できるようにすることにあ
る。
【００１５】
【課題を解決するための手段】本発明の上記その他の目
的は、コンピュータ・ネットワークにより複数のサーバ
に接続可能なクライアントを使用して製品およびサービ
スをオンラインで購入する方法によって達成される。こ
の方法は、複数の独立トランザクション・セッションを
クライアントから開始することから始まり、独立トラン
ザクション・セッションのそれぞれは、クライアントと
複数のサーバの１つとの接続が活動状態のときに確立さ
れる。クライアントとサーバとの接続がクローズされ、
トランザクション・セッションが完了した後の製品およ
びサービスの購入を容易にするために、各独立トランザ
クション・セッション中に、クライアントでトランザク
ション情報が収集される。本発明により、トランザクシ
ョン情報は複数の独立トランザクション・セッションに
わたって持続的に維持される。所与の時点で、たとえ
ば、すべてのウェブ・サイトを訪れて、情報を収集した
後、トランザクション情報（最初に収集されたもの、あ
るいは選別、更新または拡張されたもの）を使用して、
所与の製品およびサービスの購入を実行する。特に、実
際の購入は、クライアントと複数のサーバのうちの所与
の１つとの接続を再確立することによって実行される。
次に、購入トランザクションが所与のサーバから完了さ
れる。
【００１６】簡単に述べたように、様々なサーバからコ
ンパイルしたトランザクション情報は何らかの方法で処
理することができる。したがって、たとえば、何らかの
基準に応じて情報を選別し、購入決定に影響しそうな最
良価格またはその他の条件をどのウェブ・サイトが提示
しているかを判定することができるだろう。代替例で
は、クライアントは、トランザクション情報が最初にコ
ンパイルされた所与のウェブ・サイトとの接続を再確立
し、トランザクションが完成する前にそのウェブ・サイ
トから新しい情報または更新済み情報（たとえば、より
低い新価格）を受け取ることができる。トランザクショ
ン情報のこのような処理、選別、更新、または拡張はい
ずれも本発明によって容易になり、最終購入決定が行わ
れる前にユーザがこのような情報を容易にアクセスし検
討できるようにトランザクション情報がクライアント・
マシンに保持される。その決定が行われた後、クライア
ントは選択したウェブ・サイトとの接続を再確立し、ト
ランザクションを完了する。
【００１７】したがって、一般的な意味で、本発明は、
クライアント・マシンのユーザが情報に基づく購入決定
を行う準備ができるまで、複数の独立トランザクション
・セッションを「正式」に維持することを企図する。
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【００１８】上記の説明では、本発明のより適切な目的
および特徴の一部について概説してきた。このような目
的は、本発明のより適切な特徴および応用例の一部を例
示するだけであると解釈すべきである。他の多くの有益
な結果は、開示した本発明を異なる方法で適用するかま
たは後述するように本発明を変更することにより、達成
することができる。したがって、本発明の他の目的およ
びより完全な理解は、以下に示す発明の実施の形態の項
を参照することによって得られるだろう。
【００１９】
【発明の実施の形態】本発明が実施される代表的なシス
テムを図１に示す。クライアント・マシン１０は、通信
チャネル１４によりウェブ・サーバ・プラットフォーム
１２に接続される。例示のため、チャネル１４はインタ
ーネット、イントラネット、またはその他の既知のネッ
トワーク接続である。ウェブ・サーバ・プラットフォー
ム１２は、クライアントによってアクセス可能な複数の
サーバの１つであり、そのクライアントの１つはマシン
１０によって示される。代表的なクライアント・マシン
はブラウザ１６を含み、これはネットワークのサーバに
アクセスするために使用する既知のソフトウェア・ツー
ルである。代表的なブラウザとしては、とりわけ、Nets
cape Navigator（すべてのバージョン）、Microsoft In
ternet Explorer（すべてのバージョン）などを含み、
そのそれぞれは「既製の」またはダウンロード可能なソ
フトウェア・プログラムである。ウェブ・サーバ・プラ
ットフォーム（「ウェブ」サイトと呼ばれることもあ
る）は、ハイパーテキスト文書またはオブジェクトの形
式のファイルをサポートする。インターネット・パラダ
イムでは、サーバへのネットワーク・パスはＵＲＬによ
って識別される。ワールド・ワイド・ウェブはインター
ネットのマルチメディア情報検索システムである。特
に、これは、ハイパーテキスト・マークアップ言語（Ｈ
ＴＭＬ）を使用してファイルへのアクセス権をユーザに
提供する、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴ
Ｐ）を使用するインターネットのサーバの集合である。
【００２０】代表的なウェブ・サーバ・プラットフォー
ム１２は、ＡＩＸ（拡張対話式エグゼクティブ・バージ
ョン４．１以上）オペレーティング・システム２０と、
インタフェース拡張をサポートするNetscape Enterpris
e Serverバージョン２．０などのウェブ・サーバ・プロ
グラム２２とを実行する、ＩＢＭのＲＳ／６０００コン
ピュータ１８（いわゆるＲＩＳＣベースのワークステー
ション）を含む。また、プラットフォーム１２は、管理
のためのグラフィカル・ユーザ・インタフェース（ＧＵ
Ｉ）２４も含む。ＲＩＳＣベース・コンピュータの様々
なモデルは、ＩＢＭ社の多くの資料、たとえば、RISC S
ystem/6000, 7013 and 7016 POWERstation and POWERse
rver Hardware Technical Reference（資料番号SA23-26
44-00）に記載されている。ＡＩＸ  ＯＳは、ＩＢＭ社

出版のAIX Operating System Technical Reference（第
１版、１９８５年１１月）およびその他の資料に記載さ
れている。上記のプラットフォームは有用であるが、他
の適当なハードウェア／オペレーティング・システム／
ウェブ・サーバの組合せも使用することができる。
【００２１】ウェブ・サーバは、クライアント要求を受
け入れ、応答を返す。サーバの動作はいくつかのサーバ
・アプリケーション機能（ＳＡＦ）によって支配され、
そのそれぞれはあるシーケンスの所与のステップで実行
されるように構成されている。このシーケンスは図２に
示すが、許可変換３０から始まり、その間にサーバはク
ライアントから送られた許可情報をユーザおよびグルー
プに変換する。必要であれば、許可変換ステップ３０
は、実際のクライアント要求を獲得するためにメッセー
ジをデコードすることもできる。名前変換というステッ
プ３２では、要求に関連するＵＲＬをそのまま保持する
か、あるいはシステム依存ファイル名、リダイレクトＵ
ＲＬ、ミラー・サイトＵＲＬに変換することができる。
パス・チェックというステップ３４では、サーバは結果
のパスについて様々なテストを実行し、所与のクライア
ントが文書を検索できることを保証する。オブジェクト
・タイプと呼ばれることもあるステップ３６では、所与
の文書についてＭＩＭＥ（多目的インターネット・メー
ル拡張）タイプ情報（たとえば、テキスト／ｈｔｍｌ、
イメージ／ｇｉｆなど）が識別される。サービスと呼ば
れるステップ３８では、ウェブ・サーバ・ルーチンは、
結果をクライアントに送り返すために内部サーバ機能を
選択する。この機能は、通常のサーバ・サービス・ルー
チン（ファイルを返すこと）、他のサーバ機能（カスタ
ム文書を返すためのプログラムなど）、またはＣＧＩプ
ログラムを実行することができる。本発明では、ＣＧＩ
プログラムの実行が必要になる場合もある。ログ追加と
いうステップ４０では、トランザクションに関する情報
が記録される。エラーというステップ４２では、サーバ
はエラーを検出したときにクライアントに応答する。こ
のような動作の詳細については、Netscape社のWeb Serv
er Programmer's Guideの第５章に記載されている。
【００２２】このように、ウェブ・サーバ１２は、公知
の１組のサーバ・アプリケーション機能（ＳＡＦ）を含
む。このような機能は、クライアントの要求およびサー
バのその他の構成データを入力として取り、出力として
サーバに応答を返す。図１に戻って、ウェブ・サーバ１
２は、アプリケーション開発者が「プラグイン」と一般
に呼ばれるソフトウェア・プログラムによりそのコア機
能を拡張またはカストマイズできるようにするための拡
張機能を提供するアプリケーション・プログラミング・
インタフェース（ＡＰＩ）２６も含む。また、クライア
ント・マシン１０に常駐するブラウザ１６も、追加のク
ライアント側機能を提供するためにアプリケーション
「プラグイン」を接続可能な同様のＡＰＩを含む。
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【００２３】本発明によれば、クライアント・マシン
は、汎用ショッピング・カート機能を提供するブラウザ
「プラグイン」（スタンドアロン・アプリケーションで
もよい）５０を含む。好ましい実施例のプラグインは、
全体として本発明のいくつかの利点を提供するいくつか
のコンポーネントを含む。このプラグインは図３に示す
が、初期設定マネージャ５２と、セッション・マネージ
ャ５４と、リポジトリ・マネージャ５６と、処理マネー
ジャ５８と、出力マネージャ６０とをコンポーネントと
して含む。これらのコンポーネントはいずれも、以下に
示すように本発明の動作を容易にするために既存のブラ
ウザまたはオペレーティング・システム機能と対話す
る。
【００２４】一般に、初期設定マネージャ５２は、トラ
ンザクション「セッション」のためにプラグインをサー
バに接続するために公知のまたは今後開発される認証プ
ロトコルにより何らかのサーバと対話する。トランザク
ション・セッションを開始する方法はいくつか可能であ
るが、好ましい技法の１つは、クライアントとサーバ・
サイトとの接続が確立されると必ずサーバ（クライアン
トが接続される）にプラグインを開始させることであ
る。この開始は、所与のウェブ・サイト（たとえば、
「汎用ショッピング・カート使用可能」になっているサ
イトなど）のみから選択的に行うことができる。開始お
よび特定のクライアントの認証を実施するための技法の
１つは、後述するように「永続クライアント側」クッキ
ーの使用によるものである。このような手法を使用する
ことにより、ユーザの個人情報（たとえば、名前、所在
地、クレジット・カード番号、その他の検証または認証
情報）は一度だけ（たとえば、インストール時）プラグ
インに入力すればよい。その後、このような情報は、プ
ラグインが初期設定マネージャ５２によって初期設定さ
れたときにウェブ・サイトに渡される。このようにし
て、ユーザはもはや、新しいウェブ・サイトをブラウズ
して新しいトランザクション・セッションを開始するた
びにこの情報を再入力する必要がなくなる。
【００２５】初期設定マネージャ５２が接続を開始また
は検証してセッションを開始すると、セッション・マネ
ージャ５４が処理を引き継ぐ。セッション・マネージャ
５４は、ユーザがセッション中にトランザクション情報
を収集できるように適切なプロンプトやその他の制御情
報の提供を容易にするために、ブラウザと対話する。し
たがって、たとえば、セッション・マネージャ５４は、
適切な情報を入力してサーバに渡すことができる専用ウ
ィンドウ（またはその他の表示領域）の表示を開始する
ことが好ましい。このような情報転送を実施するための
技法の１つは、以下に概略を説明する従来のＣＧＩスク
リプト技法によるものである。セッション・マネージャ
５４により、トランザクション・セッション中にクライ
アント・マシンでトランザクション情報が収集される。

このようなトランザクション情報は様々なタイプおよび
フォーマットのものが可能であり、したがって、たとえ
ば、トランザクション情報は１つまたは複数の製品Ｉ
Ｄ、価格データ、発送データ（運送コスト、関税、租税
などを含む）、アベイラビリティ・データ、在庫デー
タ、および品目の特性、品質、用途、その他の特徴を記
述するその他のデータ（性質やタイプを問わない）を含
む。この情報は、セッション・マネージャ５４によって
受け取られ、「汎用ショッピング・カート」として動作
するリポジトリ・マネージャ５６に渡される。トランザ
クション情報は、都合の良い表、グラフ、またはテキス
ト・フォーマットでリポジトリ・マネージャ５６によっ
て維持することができる。
【００２６】複数の独立トランザクション・セッション
が実行された後、ユーザは購入決定を行うことを決心す
ることができる。処理マネージャ５８および出力マネー
ジャ６０がこの機能を実現する。特に、処理マネージャ
５８は、収集したトランザクション情報を１つまたは複
数の規則または照会により処理する論理機能を提供す
る。したがって、たとえば、処理マネージャ５８はユー
ザから入力コマンドを受け取り、このようなコマンドを
処理して、複数のウェブ・サイトから収集した情報を選
別する。入力コマンドまたは照会は、いずれも既知の方
法で、ウィンドウまたは他のコマンド・ライン・インタ
フェースを介してユーザが供給することができる。呼び
出される特定のコマンドまたは検索照会は本発明の範囲
外であるが、ユーザが情報に基づく購入決定を行えるよ
うに、通常、収集した情報の何らかの処理が行われる。
単純な例では、ユーザは、同様の製品からなるグループ
内の最も安価な製品の名前を返すように、リポジトリに
照会することができる。ユーザは「［所与の期日］まで
に納入可能な最も安価な［製品の名前］を選択する」た
めのコマンドを入力することができる。このコマンド
は、指定された基準に応じて「選択項目」を生成するた
めに処理マネージャ５８によって処理される。本発明に
よれば、処理マネージャ５８は、リポジトリに「価値を
付加」するために、収集したトランザクション情報を何
らかの方法で「更新」または「拡張」することもでき
る。したがって、たとえば、処理マネージャ５８は、自
動的または選択的に所与のサーバに再接続し、新しい製
品情報または価格／発送更新情報を検索することができ
る。処理マネージャ５８は、たとえば、購入決定に影響
を及ぼす可能性のある隠れたコスト（たとえば、為替相
場の変動）を考慮に入れるために、価格その他のコスト
情報を変更することにより、情報を「拡張」することが
できる。処理マネージャ５８によって実現される「論
理」は、特定の機能に限定されない。
【００２７】ユーザが選択を行うと、処理マネージャ５
８は選択情報を出力マネージャ６０に渡す。出力マネー
ジャ６０は、元のトランザクション・セッション中に始
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まったトランザクションを実際に終了するために所与の
サーバ・サイトと対話するように設計されている。この
ため、出力マネージャ６０は、所与のトランザクション
（その時点まで「正式」に保持されているもの）を完了
できるように、クライアント（すなわち、ショッピング
・カート・プラグインまたはアプリケーション）とウェ
ブ・サイトとの接続を再確立するようにブラウザを制御
する。接続が再確立されると、購入トランザクションを
完了するために、適切なコマンドまたは情報がクライア
ントとサーバとの間で（たとえば、ＣＧＩスクリプトな
どにより）やりとりされる。
【００２８】図４は、本発明による汎用ショッピング・
カート・プラグイン（またはアプリケーション）を実行
するクライアントからオンラインで製品またはサービス
を購入する方法を示す流れ図である。この方法は、ステ
ップ６２でユーザがクライアントからトランザクション
・セッションを開始することから始まる。前述のよう
に、セッションは、初期設定マネージャ５２を使用して
クライアントをウェブ・サイトに接続することによって
開始されることが好ましい。トランザクション・セッシ
ョンは、クライアントとサーバとの接続が活動状態にな
っている間に確立される。ステップ６４では、ユーザ
は、セッション・マネージャ５４の制御下でウェブ・サ
イトと対話して、トランザクション情報を入手、収集、
または検索する。通常、このようなトランザクション情
報は、クライアントとウェブ・サイトとの接続がクロー
ズされ、トランザクション・セッションが完了した後で
製品およびサービスの購入を容易にするために使用す
る。ただし、トランザクション情報は、購入決定を容易
にするためだけでなく、製品の入手可能性やコスト、そ
の他の「調査」を行うためにも使用できる。
【００２９】現行セッションから情報を収集して保持す
るための方法は少なくとも２通りある。１つの手法は、
標準データ・アーキテクチャ（またはフォーマット）を
使用するか、または既存のデータを標準の表示形式に変
換し、その後の注文手順で使用するように元のデータの
イメージを保持することによる。各ウェブ・サイトまた
はストアが標準ショッピング・データ・アーキテクチャ
を採用している場合、このようなデータをクライアント
が保持し、後で、たとえば、比較ショッピングを行うと
きに、表示することができる。しかし、すべてのサイト
が標準データ・アーキテクチャを採用できるわけではな
い。標準データ・アーキテクチャを採用していないサイ
トの場合、購入情報を格納し再呼出しする手段がいくつ
か存在する。
【００３０】第１の手法では、非標準（しかし既知の）
データ・アーキテクチャから標準セットへの必要な変換
を行うために、上位「ｎ」（たとえば、１００）カ所の
ショッピング・サイトを含むテーブルがクライアント側
に含まれる（またはダウンロードされる）。非標準デー

タ・アーキテクチャは、この手法では、サイトＵＲＬま
たは他の都合の良い方法で識別される。次に、その人気
が高まるにつれて、追加のサイト項目がクライアント側
に追加される。そのサイトが標準データ・アーキテクチ
ャに移行すると、サイト項目を除去することができる。
たとえば、自動検出を使用して、そのサイトが標準デー
タ・アーキテクチャを使用しているかどうかを判定する
ことができる。
【００３１】代替手法では、そのサイトが標準データ・
アーキテクチャを使用しておらず、変換テーブルにとっ
て既知のものでない場合、クライアントは、既存データ
を解析し、適切な変換を行うことにより、標準アーキテ
クチャ・データ形式を移植しようと試みることができ
る。次に、カートに含めるために選択された（しかも標
準データ・アーキテクチャ内または既知の人気ショッピ
ング・サイトのテーブル内に含まれない）品目が解析さ
れ、標準表示フォーマットを使用して検証または訂正の
ためにユーザに表示される。ユーザが受け入れると、追
加または訂正を含む標準表示形式が、他の品目と同様
に、その後の検討のために保持される。また、ソース・
データも、起点サイトに戻って処理するために変更済み
形式に関連するものとして保持することができる。
【００３２】上記のプロセス、すなわち、既存の標準デ
ータの格納、既知の非標準データ・アーキテクチャの場
合のテーブル置換の結果、ならびに既知ではなく標準ア
ーキテクチャでもないデータ・アーキテクチャの解析お
よびユーザ検証は、ステップ６４で行われることが好ま
しい。また、ユーザ検証もステップ６４で行われること
が好ましい。次のステップ６６では、特定のトランザク
ション・セッションが完了したかどうかを判定するため
のテストが行われる。完了していない場合、ルーチンは
循環して戻る。（たとえば、ユーザが他のＵＲＬを指定
したかまたはアプリケーションを「最小化」したため
に）ステップ６６のテストの結果が肯定であり、トラン
ザクション・セッションが完了したことを示す場合、ル
ーチンはステップ６８に進み、ユーザがその「ショッピ
ング・ツアー」を完了したかどうかを判定する。特に、
本発明のオンライン・ショッピング方法ではユーザが２
カ所以上の異種ウェブ・サイト間を移動し、このような
異なるサイトからトランザクション情報を収集すること
を必要とすることが構想されている。１対のウェブ・サ
イトは、無関係の当事者または業者の管理および制御下
にある場合に「異種」と見なすことができる。ステップ
６８のテストの結果が否定である場合、ユーザはまだ
「ショッピング」中であり、ルーチンは循環してステッ
プ６２に戻り、新しい独立トランザクション・セッショ
ンを開始する。通常、新しいセッションは他のウェブ・
サイトで開始されるが、ユーザが一度訪れたサイトに戻
って新しいか、更新済みか、追加のトランザクション情
報を入手することが適切である場合もある。しかし、ス
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テップ６８のテストの結果が肯定であるときは、ユーザ
はショッピング・ツアーを終了している。
【００３３】次にルーチンはステップ７０に進み、収集
した情報を処理すべきかどうかをテストする。ステップ
７０のテストの結果が肯定である場合、情報を処理する
ためにステップ７２で処理マネージャ５８が呼び出され
る。次にステップ７４でテストが行われ、処理マネージ
ャ５８が所与のサイトへの接続を再確立する必要がある
かどうかを判定する。ステップ７４のテストの結果が肯
定である場合、ルーチンは循環してステップ６２に戻
り、適切な接続を再開する。しかし、ステップ７０のテ
ストの結果が否定（情報の処理が一切不要であることを
示す）である場合またはステップ７４のテストの結果が
否定（要求された情報を処理した処理マネージャ５８が
所与のサイトとの接続を再確立する必要がないことを示
す）である場合、ルーチンはステップ７６に進む。ステ
ップ７６では、トランザクションを完了するために出力
マネージャ６０が呼び出される。次にルーチンは終了す
る。
【００３４】このように本発明によれば、プラグイン５
０は、特定の製品またはサービスを購入するためのユー
ザの決定を容易にするために、トランザクション情報が
コンパイルされ、（必要であれば）処理される「ショッ
ピング・カート」を維持するリポジトリ・マネージャ５
６を含む。このプラグインは、クライアントがショッピ
ング・カート使用可能ウェブ・サイトに接続したときに
開始することが好ましい。一般に、互いに独立した特定
のトランザクション・セッション中にトランザクション
情報が収集され、ユーザが何らかの後続アクションを行
うことを決心するような時期までその情報が「正式」に
格納される。本発明によるトランザクション情報の処理
は、収集した情報の送別、情報の更新、情報をリポジト
リ内に維持する方法またはその情報をユーザに表示する
方法の管理、情報の拡張などを必要とする可能性があ
る。必要であれば、情報の処理は、クライアントと所与
のサーバとの接続を再確立することを要求する場合もあ
る。初期設定マネージャ５２はユーザの識別情報を格納
し、従って各トランザクション・セッション中にこのよ
うな情報を入力する手間を回避する。しかも、ユーザが
トランザクションの完了を希望するような時期までリポ
ジトリはトランザクション情報を正式に格納することが
有利である。
【００３５】本発明は複数の異種ウェブ・サイト間で使
用することが構想されているが、これは必要条件ではな
い。むしろ、本発明のオンライン・トランザクション処
理の方法は、単一エンティティによって制御された複数
のサイトからのトランザクション情報の収集を含む広い
適応能力を有する。したがって、たとえば、大企業で
は、いくつかの「仮想」ストアを維持するウェブ・サイ
トを多数運営することができる。このような環境で「シ

ョッピング・カート」を使用すると、前述の方法でトラ
ンザクション情報を収集し管理することができる。
【００３６】本発明とともに多数の表示技法を使用する
ことができるが、ショッピング・カート・アプリケーシ
ョンはブラウザに関連する個別ウィンドウ内で実行され
ることが好ましい。その場合、このウィンドウは容易に
最小化できるが、デスクトップ上に保持し、必要なとき
に再オープンすることができる。アプリケーションが汎
用ショッピング・カート使用可能ウェブ・サイトに出会
うと、初期設定マネージャ５２は（認証情報の転送によ
り）プラグインを初期設定し、その後、ウィンドウは
「ポップ」オープンし、トランザクション・セッション
を開始するようユーザにプロンプト指示する。
【００３７】上記のように、サーバに情報を入力し、ト
ランザクション情報を受け取るための好ましい技法の１
つは、公知のＣＧＩスクリプト技法によるものである。
周知のように、ＣＧＩは、ＨＴＭＬの機能性を拡張する
ためのワールド・ワイド・ウェブ規格である。ＣＧＩで
は、運転中のウェブ・サーバと外部プログラミング・ス
クリプトとを組み合わせることが必要である。通常、Ｃ
ＧＩプログラムは、動的情報を返し、ＨＴＭＬ形式のＨ
ＴＴＰブラウザ入力に応答するために使用する。ＣＧＩ
プログラムは、通常、ＨＴＴＰサーバ・プロセスの下に
作成された子プロセスとして実行される。
【００３８】また、上記のように、本発明では、永続ク
ライアント状態ＨＴＴＰクッキーを使用して、使用可能
になっているウェブ・サイトに接続するユーザの認証を
容易にする。クッキーは、サーバ側接続（ＣＧＩスクリ
プトなど）を使用してその接続のクライアント側で情報
を格納し検索することができる、公知のインターネット
・メカニズムである。サーバは、ＨＴＴＰオブジェクト
をクライアントに返すときに、クライアントが格納する
ことになる個々の状態情報も送ることができる。通常、
「クッキー」という状態オブジェクトは、その状態が有
効になるＵＲＬの範囲の記述を含むことができる。htt
p://home.netscape.com/newsref/std/cookie_spec_htm
l」で見ることができる「Persistent Client State HTT
P CookiesPreliminary Specification」によれば、通常
はＣＧＩスクリプトによって、ＨＴＴＰ応答の一部とし
てSet-Cookieヘッダを含むことにより、クッキーがクラ
イアントに導入される。既知のクッキー構文は以下に示
す通りである。
【００３９】Set-cookieＨＴＴＰ応答ヘッダの構文
これは、後で検索するためにクライアントが格納する新
しいデータをＨＴＴＰヘッダに追加するためにＣＧＩス
クリプトが使用するフォーマットである。
Set-Cookie: NAME-VALUE; expires=DATE;
path=PATH; domain=DOMAIN_NAME; secure
【００４０】NAME=VALUE
このストリングは、セミコロン、コンマおよび空白を除
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く一連の文字である。このようなデータを名前または値
に入れる必要がある場合、ＵＲＬスタイル％ＸＸコード
化などの何らかのコード化方法が推奨されるが、いずれ
のコード化も定義または要求されていない。
【００４１】これは、Set-Cookieヘッダの唯一の必須属
性である。
【００４２】expires=DATE
expires属性は、当該クッキーの有効存続時間を定義す
るデータ・ストリングを指定する。満了日に達すると、
クッキーはもはや格納または配布されなくなる。
【００４３】日付ストリングは、以下のようにフォーマ
ットされる。
Wdy, DD-Mon-YYY HH:MM:SS GMT
【００４４】domain=DOMAIN_NAME
クッキー・リストから有効なクッキーを探すとき、ＵＲ
Ｌが取り出されるホストのインターネット・ドメイン名
とクッキーのdomain属性との比較が行われる。この比較
は尾部突合せによる。「尾部突合せ」とは、domain属性
をホストの完全修飾ドメイン名の尾部と突き合わせるこ
とを意味する。たとえば、「acme.com」のdomain属性
は、「anvil.acme.com」や「shipping.crate.acme.co
m」というホスト名と一致する。
【００４５】指定のドメイン内のホストだけが１つのド
メイン用のクッキーを設定することができ、「.com」、
「.edu」および「va.us」という形式のドメインを防止
するためにドメインは少なくとも２つまたは３つのピリ
オドを有していなければならない。以下にリストする７
通りの特殊上位ドメインの１つに該当するドメインは２
つのピリオドでよいが、他のドメインは少なくとも３つ
のピリオドを必要とする。７通りの特殊上位ドメイン
は、「COM」、「EDU」、「NET」、「ORG」、「GOV」、
「MIL」、「INT」である。
【００４６】domainのデフォルト値は、クッキー応答を
生成したサーバのホスト名である。
【００４７】path=PATH
path属性は、クッキーが有効であるドメイン内のＵＲＬ
のサブセットを指定するために使用する。クッキーがす
でにdomain突合せに合格した場合、ＵＲＬのパス名コン
ポーネントがpath属性と比較され、一致した場合、その
クッキーは有効と見なされ、ＵＲＬ要求とともに送られ
る。たとえば、パス「/foo」は「/foobar」および「/fo
o/bar.html」と一致する。パス「/」は最も一般的なパ
スである。
【００４８】pathが指定されていない場合、そのクッキ
ーを含むヘッダによって記述される文書と同じパスであ
ると想定される。
【００４９】secure
クッキーにsecureというマークが付けられている場合、
ホストとの通信チャネルが安全なものである場合にの
み、それが伝送される。現在、これは、安全なクッキー

だけがＨＴＴＰＳ（ＳＳＬ上のＨＴＴＰ）サーバに送ら
れることを意味する。
【００５０】secureが指定されていない場合、クッキー
を平文の形で無保護チャネルを介した送ってもよいと考
えられる。
【００５１】CookieＨＴＴＰ要求ヘッダの構文
ＨＴＴＰサーバからＵＲＬを要求する場合、ブラウザは
ＵＲＬをすべてのクッキーと突き合わせ、そのうちのい
ずれかが一致すると、すべての一致クッキーの名前／値
の対を含む行がＨＴＴＰ要求に含まれる。その行のフォ
ーマットは以下の通りである。
Cookie: NAME1=OPAQUE_STRING1; NAME2=OPAQUE_STRING2
 ...
【００５２】本発明の方式の好ましい実施態様の１つ
は、コンピュータのランダム・アクセス・メモリ内に常
駐するコード・モジュール内の１組の命令（プログラム
・コード）である。コンピュータが要求するまで、その
１組の命令は、他のコンピュータ・メモリ、たとえば、
ハード・ディスク・ドライブや、光ディスク（最終的に
ＣＤ－ＲＯＭで使用）またはフロッピー・ディスク（最
終的にフロッピー・ディスク・ドライブで使用）などの
リムーバブル・メモリに格納するか、またはインターネ
ットまたは他のコンピュータ・ネットワークによりダウ
ンロードすることができる。しかも、説明した様々な方
法はソフトウェアによって選択的に活動化または再構成
される汎用コンピュータで好都合に実施されるが、当業
者であれば、このような方法は必須の方法ステップを実
行するように構成されたハードウェア、ファームウェ
ア、またはより特殊化された装置でも実行できることは
分かるだろう。
【００５３】ここで使用する「インターネット・クライ
アント」は、公知のまたは今後開発される方法で直接ま
たは間接的にインターネットなどのコンピュータ・ネッ
トワークに接続されているかまたは接続可能な任意のコ
ンピュータまたはそのコンポーネントを意味するものと
広く解釈するべきである。「インターネット・サーバ」
という用語も、コンピュータ、コンピュータ・プラット
フォーム、コンピュータまたはプラットフォームの付属
物、あるいはそのコンポーネントを意味するものと広く
解釈するべきである。当然のことながら、「クライアン
ト」はファイルを要求または獲得する側を意味するもの
と広く解釈するべきであり、「サーバ」はファイルをダ
ウンロードするエンティティである。
【００５４】本発明は、製品またはサービスの購入に限
定されない。したがって、「製品」または「サービス」
という用語は、物理的財産、人的財産、知的財産、個人
用品目、サービス、金融商品その他の同様の証書、株
式、債券、オプションなどを含みかつこれらに限定され
ないすべてのタイプの品目を含むものと広く解釈するべ
きである。さらに、特定のトランザクション・システム
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環境内の好ましい実施形態に関して本発明を説明してき
たが、当業者であれば、請求の範囲の精神および範囲を
備えた他の異なるシステム・アーキテクチャで変更を加
えて本発明を実施できることが分かるだろう。したがっ
て、たとえば、トランザクション情報をコンパイルして
維持する本発明の技法は、Lotus Notesなどの他の既知
の製品でも容易に実施できる。その場合、複数のショッ
ピング・サイトへのリンクを実際に提供する情報をLotu
s Notes ServerであるDominoがユーザ・セットに行き渡
らせる。それによりユーザは、いずれも本発明によって
提供されるように、ショッピング・サイトを直接アクセ
スすることができ、またクライアント側汎用ショッピン
グ・カートを保持する手段を有する。
【００５５】まとめとして、本発明の構成に関して以下
の事項を開示する。
【００５６】（１）コンピュータ・ネットワークにより
複数のサーバに接続可能なクライアントを使用して製品
およびサービスをオンラインで購入する方法であって、
前記クライアント内の初期設定マネージャが、複数の独
立トランザクション・セッションであって独立トランザ
クション・セッションのそれぞれが前記クライアントと
前記複数のサーバの１つとの接続が活動状態のときに確
立される、前記複数の独立トランザクション・セッショ
ンを開始させるステップと、セッション・マネージャ
が、各独立トランザクション・セッションが完了した後
に製品およびサービスを購入するために、前記クライア
ントでトランザクション情報を収集するステップと、リ
ポジトリ・マネージャが、前記複数の独立トランザクシ
ョン・セッションより収集したトランザクション情報を
維持するステップと、所与の時点で、処理マネージャ及
び出力マネージャが、独立トランザクション・セッショ
ンから選択情報を提供することで所与の製品およびサー
ビスの購入を実行させるために前記クライアントと前記
複数のサーバのうちの所与の１つとの接続を再確立し、
前記トランザクション情報を使用するステップとを含む
方法。
（２）前記収集したトランザクション情報をセッション
・マネージャが処理するステップをさらに含む、（１）
に記載の方法。
（３）前記処理するステップが、前記トランザクション
情報を標準のユーザ可読形式に処理するステップを含
む、（２）に記載の方法。
（４）前記処理するステップが、所定の品目置換テーブ
ルを使用して非標準データを標準形式に変換するステッ
プを含む、（２）に記載の方法。
（５）前記処理するステップが、品目解析を使用して非
標準かつ未知のデータ・アーキテクチャを標準フォーマ
ットにするステップを含む、（２）に記載の方法。
（６）前記処理するステップが、合格した非標準かつ未
知のデータ・アーキテクチャのユーザ検証のステップを

含む、（２）に記載の方法。
（７）前記処理するステップが、前記独立トランザクシ
ョン・セッションからの情報を選別して選択項目を生成
するステップを含む、（２）に記載の方法。
（８）前記処理するステップが、少なくとも１つの独立
トランザクション・セッションからの情報を更新するス
テップを含む、（２）に記載の方法。
（９）前記情報が、前記クライアントと所与のサーバと
の接続を処理マネージャが再確立することによって更新
される、（８）に記載の方法。
（１０）前記複数の独立トランザクション・セッション
が少なくとも２つの異なったサーバから実行される、
（１）に記載の方法。
（１１）ウェブ・ブラウザを実行し、複数のウェブ・サ
イトに接続可能なクライアントから製品およびサービス
をオンラインで購入する方法であって、前記クライアン
ト内の初期設定マネージャが、複数の独立トランザクシ
ョン・セッションであって独立トランザクション・セッ
ションのそれぞれが前記クライアントと前記複数のウェ
ブ・サイトの１つとの接続が活動状態のときに確立され
る、前記複数の独立トランザクション・セッションを開
始させるステップと、セッション・マネージャが、各独
立トランザクション・セッションが完了した後に製品又
はサービスを購入するために、前記クライアントでトラ
ンザクション情報を収集するステップと、リポジトリ・
マネージャが、前記複数の独立トランザクション・セッ
ションより収集したトランザクション情報をトランザク
ション・リポジトリに維持するステップと、所与の時点
で、処理マネージャが前記クライアントと前記複数のウ
ェブ・サイトの所与の１つとの接続を再確立して、出力
マネージャが購入トランザクションを完了するステップ
とを含む方法。
（１２）前記購入トランザクションを完了する前に前記
トランザクション情報をセッション・マネージャが処理
するステップをさらに含む、（１１）に記載の方法。
（１３）前記処理するステップが、前記独立トランザク
ション・セッションからの情報を選別して選択項目を生
成するステップを含む、（１２）に記載の方法。
（１４）前記処理するステップが、少なくとも１つの独
立トランザクション・セッションからの情報を更新する
ステップを含む、（１１）に記載の方法。
（１５）前記情報が、前記クライアントと所与のサーバ
との接続を処理マネージャが再確立することによって更
新される、（１４）に記載の方法。
（１６）複数のウェブ・サーバに接続可能な少なくとも
１つのウェブ・クライアントを有するコンピュータ・ネ
ットワーク内で、ブラウザを含む前記ウェブ・クライア
ント・コンピュータに、複数の独立トランザクション・
セッションであって独立トランザクション・セッション
のそれぞれが前記クライアントと前記複数のウェブ・サ
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イトの１つとの接続が活動状態のときに確立される、前
記複数の独立トランザクション・セッションを開始させ
る手段と、各独立トランザクション・セッションが完了
した後に製品又はサービスを購入するために、トランザ
クション情報を収集する手段と、前記複数の独立トラン
ザクション・セッションより収集したトランザクション
情報を維持する手段と、所与の時点で、独立トランザク
ション・セッションから選択情報を提供することで所与
の製品およびサービスの購入を実行させるために前記ク
ライアントと前記複数のサーバのうちの所与の１つとの
接続を再確立する手段と、前記情報を使用して、所与の
製品およびサービスの購入を実行する手段とを実現させ
るためのプログラムを記録したコンピュータ読取可能な
記録媒体。
（１７）前記トランザクション情報を処理する手段をさ
らに含む、（１６）に記載のコンピュータ読取可能な記
録媒体。
（１８）プロセッサと、オペレーティング・システム
と、アプリケーション・プログラミング・インタフェー
ス（ＡＰＩ）を有するウェブ・ブラウザと、製品および
サービスのオンライン購入を容易にするためのＡＰＩへ
のプラグインとを含み、前記プラグインが、複数の独立
トランザクション・セッションであって独立トランザク
ション・セッションのそれぞれが前記クライアントと前
記複数のウェブ・サイトの１つとの接続が活動状態のと
きに確立される、前記複数の独立トランザクション・セ
ッションを開始させる手段と、各独立トランザクション
・セッションが完了した後に製品又はサービスを購入す
るために、前記クライアントでトランザクション情報を
収集する手段と、前記複数の独立トランザクション・セ
ッションより収集したトランザクション情報を維持する
手段と、所与の時点で、独立トランザクション・セッシ
ョンから選択情報を提供することで所与の製品およびサ
ービスの購入を実行させるために前記クライアントと前

記複数のサーバのうちの所与の１つとの接続を再確立す
る手段と、前記情報を使用して、所与の製品およびサー
ビスの購入を実行する手段とを含むコンピュータ。
（１９）前記トランザクション情報を処理する手段をさ
らに含む、（１８）に記載のコンピュータ。
（２０）ウェブ・ブラウザを実行し、複数のウェブ・サ
イトに接続可能なクライアントからオンラインで情報を
コンパイルする方法であって、前記クライアント内の初
期設定マネージャが、複数の独立トランザクション・セ
ッションであって独立トランザクション・セッションの
それぞれが前記クライアントと前記複数のウェブ・サイ
トの１つとの接続が活動状態のときに確立される、前記
複数の独立トランザクション・セッションを開始させる
ステップと、セッション・マネージャが、各独立トラン
ザクション・セッションが完了した後に使用するため
に、前記クライントでトランザクション情報を収集する
ステップと、リポジトリ・マネージャが、前記複数の独
立トランザクション・セッションより収集したトランザ
クション情報をトランザクション・リポジトリに維持す
るステップと、所与の時点で、処理マネージャが前記ク
ライアントと前記複数のウェブ・サイトの所与の１つと
の接続を再確立し、出力マネージャがアクションを行う
ステップとを含む方法。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が実施される代表的なシステムを示す図
である。
【図２】インターネット・クライアントから出されたＨ
ＴＭＬ要求に応答して実行される様々なサーバ操作を示
す流れ図である。
【図３】本発明の汎用ショッピング・カート「プラグイ
ン」モジュールの様々なコンポーネントのブロック図で
ある。
【図４】本発明による製品またはサービスのオンライン
購入のための好ましい方法の流れ図である。

【図１】 【図３】
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【図２】 【図４】
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