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本記事のパート1では、WebSocketの概要について説明したうえで、
基本的なWebSocketプロトコルでは、2つのネイティブ形式（テキス

トとバイナリ）を使用できることを紹介しました。初歩的なアプリケーショ
ンで、単純な情報だけをクライアント/サーバー間でやり取りするなら、
この基本機能で十分です。たとえば、パート1の時計アプリケーションで
は、WebSocketメッセージのやり取りで交換されるデータは、サーバー・
エンドポイントからブロードキャストされる書式設定済みの時刻文字列
と、更新を終了するためにクライアントから送信されるstopという文字
列だけです。しかし、アプリケーションがWebSocketコネクション経由で
もっと複雑な情報を送受信するようになれば、情報を格納するための構
造を見つける必要があります。私たちJava開発者は、アプリケーション・
データをオブジェクトという形で扱うことに慣れています。オブジェクト
には、標準Java APIに含まれるクラスから生成したものと、独自開発した
Javaクラスから生成したものがあります。つまり、もっとも低レベルのJava 
WebSocket APIメッセージング機能を使い続けながら、文字列やバイト
配列ではなくオブジェクトを使用してメッセージ・プログラムを開発する
なら、オブジェクトから文字列またはバイト配列のいずれかへの変換とそ
の逆を実行するコードを書く必要があります。本記事ではその具体的な
方法を確認しましょう。

幸いにも、Java WebSocket APIには、オブジェクトからWebSocketメッ
セージへのエンコード処理と、WebSocketメッセージからオブジェクトへ
のデコード処理に役立つ機能があります。

はじめに、Java WebSocket APIは受け取ったメッセージを、リクエスト
された任意のJavaプリミティブ型（または対応するクラス）に変換しようと
します。つまり、以下の形式でメッセージ処理メソッドを宣言できます。

@OnMessage
public void handleCounter(int newvalue) {...}

または

@OnMessage
public void handleBoolean(Boolean b) {...}

この場合、Java WebSocket実装は受信メッセージを、宣言されたJavaプリ
ミティブ・パラメータ型に変換しようとします。

同じように、RemoteEndpoint.Basicの送信メソッドにも以下の汎用メ
ソッドがあります。

public void sendObject(Object message) 
    throws IOException, EncodeException 

このメソッドに任意のJavaプリミティブ（または対応するクラス）を渡すこ
とで、Java WebSocket実装によって、その値が対応する文字列に変換さ
れます。

WebSocketの長期存続型コネクションを使ったシンプルなチャット・アプリの構築

WebSocketを使用した 
双方向のデータ・プッシュ
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しかし、アプリケーションでもっと高レベルの構造化オブジェクトを使
用してメッセージを表したいと考える場合もよくあります。メッセージ処
理メソッドでカスタム・オブジェクトを扱うには、エンドポイントと一緒に
WebSocketのDecoder実装を提供する必要があります。ランタイムはこの
実装を使用して、受信メッセージをカスタム・オブジェクト型のインスタン
スに変換します。反対に、送信メソッドでカスタム・オブジェクトを扱うに
は、WebSocketのEncoder実装を提供する必要があります。ランタイムは
この実装を使用して、カスタム・オブジェクトのインスタンスをネイティブ
WebSocketメッセージに変換します。この仕組みを要約したものが図1に
なります。

図1の上部に示したエンドポイントはクライアントとの間で文字列を交
換しており、下部のエンドポイントはエンコーダとデコーダを使用して、
FooオブジェクトからWebSocketテキスト・メッセージへの変換とその逆
を実行しています。

Java WebSocket APIには、javax.websocket.Decoderインタフェースお
よびjavax.websocket.Encoderインタフェースのファミリがあり、希望の変
換タイプに応じて選択できます。たとえば、テキスト・メッセージをFooと
いうカスタム開発者クラスのインスタンスに変換するDecoderを実装す
るためには、Fooを総称型として使用してDecoder.Text<T>インタフェー
スを実装します。具体的には、以下のメソッドを実装します。
public void sendObject(Object message)

    throwsIOException, EncodeException 

これはデコーダの主要メソッドで、新しいテキスト・メッセージを受け
取るたびに呼び出されて、Fooクラスのインスタンスを生成します。その後
で、ランタイムが、エンドポイントのメッセージ処理メソッドにこのクラス
を渡すことができます。

Decoderにはきょうだいクラスがあり、ブロッキングI/Oストリーム（こち
らもサポート対象）の形で受け取るWebSocketメッセージとバイナリの
WebSocketメッセージをデコードします。

カスタム開発者クラスFooのインスタンスをWebSocketテキスト・
メッセージに変換するEncoderを実装するためには、Fooを総称型とし
て使用してEncoder.Text<T>インタフェースを実装します。具体的には、
以下のメソッドを実装します。

public String encode(Foo foo) 
    throws EncodeException

この実装により、Fooインスタンスが文字列に変換されます。
RemoteEndpointのsendObject()メソッド（前述）を呼び出して、Fooクラ
スのインスタンスを渡す場合、Java WebSocketランタイムはこの文字列
を必要とします。Decoderと同じように、Encoderにもきょうだいクラスが
あり、メッセージを送信するために、カスタム・オブジェクトをバイナリ・
メッセージに変換するか、またはカスタム・オブジェクトをブロッキングI/
Oストリームに書き込みます。

この方法をエンドポイントで使用するのは簡単です。@ClientEndpoint
と@ServerEndpointの定義で確認したように、エンドポイントで使用
するデコーダおよびエンコーダの実装を、それぞれdecoders()属性と
encoders()属性に指定するだけで完了です。

Javaプリミティブ型のエンコーダまたはデコーダを独自に設定した場
合、ランタイムでその型のデフォルトになっているエンコーダまたはデ
コーダは、当然ながらオーバーライドされます。

図1：エンコーダとデコーダ
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メッセージ処理モード
ここまでに説明したのは、一度に1つのWebSocketメッセージ全体を送信
または受信する方法だけです。多くのアプリケーションはアプリケーショ
ン・プロトコルで小さいメッセージだけを定義しているため、このシンプ
ルなモデルを使用してメッセージを処理していますが、写真や大容量文
書の送信などで大きいWebSocketメッセージを処理するアプリケーショ
ンもあります。Java WebSocket APIには、大きいメッセージを適切に効率
良く処理するためのモードがいくつかあります。

大きいメッセージの受信：Java WebSocket APIには追加で2つのメッセー
ジ受信モードがあり、メッセージが大きくなることがわかっている場合に
適しています。最初のモードでは、エンドポイントがメッセージ消費に使
用できるブロッキングI/O APIに対して、エンドポイントを公開します。テ
キスト・メッセージの場合はjava.io.Readerを、バイナリ・メッセージの場
合はjava.io.InputStreamを使用します。このモードを使用する場合、メッ
セージ処理メソッドでStringパラメータまたはByteBufferパラメータのい
ずれかを使用するのではなく、ReaderまたはInputStreamを使用します。
以下にその例を示します。

@OnMessage
public void handleMessageAsStream(
        InputStream messageStream, 
        Session session) {
           // read from the messageStream 
           // until you have consumed the 
           // whole binary message
}

2つ目のモードでは、一種の要素分割APIを使用し、WebSocketメッ
セージを小さいチャンクに分けてbooleanフラグと一緒にメッセージ・ハ
ンドラ・メソッドに渡すことができます。このフラグから、すべてのチャン
クが受信済みでメッセージが全部そろっているかどうかが分かります。
言うまでもなく、メッセージ要素は順序どおりに到着し、合間にその他の
メッセージが割り込むことはありません。このモードを使用する場合、メッ
セージ・ハンドラ・メソッドにbooleanパラメータを追加します。以下にそ
の例を示します。

@OnMessage
public void handleMessageInChunks(
       String chunk, boolean isLast) {
           // reconstitute the message 
           // from the chunks as they arrive
}

このモードでは、メッセージの送信元ピアとJava WebSocketランタイ
ムの構成に関連するいくつかの要素によって、チャンクのサイズが異なり
ます。開発者が知る必要があるのは、多数のチャンクに分割された状態で
メッセージを受け取るということだけです。
メッセージ送信モード：予想されているとおり、WebSocketプロトコルは
対称であるため、Java WebSocket APIには、大きいサイズのメッセージ
送信に適した同等のモードがあります。前述のようにメッセージすべて
を1つのチャンクで送信するだけでなく、ブロッキングI/Oストリームに
メッセージを送信することもでき、メッセージがテキストかバイナリかに
よって、java.io.Writerまたはjava.io.OutputStreamのいずれかを使用し
ます。以下のメソッドは、当然ですが、Sessionオブジェクトから取得する
RemoteEndpoint.Basicインタフェースの追加メソッドです。

public Writer getSendWriter() throws IOException

および

public OutputStream getSendStream() 
         throws IOException

2つ目のモードはチャンク・モードですが、今回は受信ではな
く逆に送信を行います。ここでも、エンドポイントは、以下に示す
RemoteEndpoint.Basicのいずれかのメソッドを呼び出すことで、この
モードでメッセージを送信できます。 
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public void sendText(
    String partialTextMessage, boolean isLast) 
    throws IOException

または

public void sentBinary(
    ByteBuffer partialBinaryMessage, 
    boolean isLast) 
    throws IOException

いずれを選択するかは、送信するメッセージの種類によって決まります。

メッセージの非同期送信：WebSocketメッセージの受信は常に非同期で
す。通常、エンドポイントはいつメッセージが到着するかを認識しておら
ず、メッセージはピアが選んだタイミングで到着します。ここまでに確認し
たとおり、RemoteEndpoint.Basicインタフェースのメッセージ送信メソッ
ド（紹介してきたメソッドの大部分）はすべて同期送信です。つまり、メッ
セージが送信されるまで、send()メソッド・コールは常にブロックされま
す。メッセージが小さい場合、このブロックは問題になりません。しかし、
メッセージが大きい場合、メッセージ送信が終わるまでWebSocketを待
機させるよりも、別の宛先へのメッセージ送信やユーザー・インタフェー
スの再描画、受信メッセージの処理へのリソース集中など、WebSocket
に別の処理を実行させた方が良いでしょう。このようなエンドポイントで
は、Sessionオブジェクトから取得できる（RemoteEndpoint.Basicと同様）
RemoteEndpoint.Asyncのsend()メソッドを使用することにより、メッセー
ジ全体を（さまざまな形式の）パラメータとして渡すことができます。渡し
たメッセージが実際に送信される前に、メソッド呼出しは即座に完了し
ます。たとえば、大きいテキスト・メッセージを送信する場合は、以下のメ
ソッドを使用します。

public void sendText(
    String textMessage, SendHandler handler)

このメソッド呼出しはすぐに完了し、メッセージが実際に送信されたとき
に、メソッドに渡したSendHandlerがコールバックを受け取ります。こうす
ることで、メッセージが送信されたことを認識できますが、実際に送信さ

れるまで待つ必要はありません。別の方法としては、非同期メッセージ送
信の進捗を定期的に確認する方法もあります。たとえば、以下のメソッド
を使用するとします。

public Future<Void> sendText(
     String textMessage)

この場合、メソッド呼出しは即座に、メッセージが送信される前に完了し
ます。メッセージから返されたFutureオブジェクトに送信メッセージのス
テータスを問い合わせることができ、気が変わった場合は送信を取り消す
こともできます。

ご想像のとおり、これらのメソッドにはバイナリ・メッセージ版もありま
す。

Java WebSocket APIを使用したメッセージ送信から次のトピックに移
る前に、WebSocketプロトコルには配信保証という考え方がないことを
説明する必要があるでしょう。言い換えると、メッセージを送信しても、ク
ライアントが受け取ったかどうかを確かめる手段はありません。エラー・
ハンドラ・メソッドがエラーを受け取った場合、このエラーは通常、メッ
セージが正しく配信されなかったことを示す明らかな指標です。しかし、
エラーがないからといって、メッセージが正しく配信されたとは限りま
せん。Java WebSocketを使用して独自の相互作用を構築し、重要なメッ
セージにはピアから受信アクノリッジを返すこともできますが、JMSなど
の他のメッセージング・プロトコルとは異なり、WebSocketには固有の配
信保証機能がありません。
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パス・マッピング
パート1の時計アプリケーションには1つのエンドポイントがあり、Webア
プリケーションのURI空間に含まれる1つの相対URIにマッピングされてい
ました。クライアントはこのエンドポイントに接続するために、Webアプリ
ケーションを指すURIのURLと、エンドポイントのURIを選択しました。これ
は、Java WebSocket APIの厳密なパス・マッピングの例です。一般に、エン
ドポイントには以下の形式でアクセスできます。

<ws or wss>://<hostname>:<port>/
<web-app-context-path>/<websocket-path>?
<query-string>

ここで、<websocket-path>は@ServerEndpointアノテーションのvalue属
性であり、query-stringはオプションの問合せ文字列です。

ClockServerエンドポイントの場合と同様に、<websocket-path>がURI
であるとき、エンドポイントに接続するリクエストURIは完全一致URIのみ
になります。

Java WebSocket APIでは、サーバー・エンドポイントをレベル1のURIテ
ンプレートにマッピングすることもできます。URIテンプレートを使用する
ことにより、1つまたは複数のURIセグメントを変数で置き換えることがで
きます。たとえば、次のようなURIテンプレートがあります。

/airlines/{service-class}

このURIテンプレートには、service-classという変数が1つ含まれていま
す。

リクエストURIがURIテンプレートの拡張として有効である場合に限り、
Java WebSocket APIでURIテンプレートのパス・マッピングを使用して、受
信リクエストURIをエンドポイントとマッチングすることができます。たと
えば、以下はすべて有効なURIテンプレートの拡張です。

/airlines/coach
/airlines/first
/airlines/business

上記のベースとなるURIテンプレートは、

/airlines/{service-class}

であり、変数service-classにそれぞれ、coach、first、businessが指定されて
います。

リクエストURIに一致するエンドポイント内でテンプレートの変数値を
使用できるため、URIテンプレートはWebSocketアプリケーションで非常
に都合よく使えます。サーバー・エンドポイントのライフサイクル・メソッ
ド内であれば、@PathParamアノテーションを付加したStringパラメータ
を好きなだけ追加して、一致結果に含まれる変数パス・セグメントの値を
取得できます。コード例の続きとして、リスト1に示したサーバー・エンドポ
イントがあるとします。

リスト1：予約通知エンドポイント
@ServerEndpoint("/air1ines/{service-class}")
public class MyBookingNotifier {

@OnOpen
public void initializeUpdates(Session session,
    @PathParam("service-class") String sClass) {
        if {"first".equals(sClass)) {
           // open champagne
        } else if ("business".equals(sC1ass)) {
           // heated nuts
        } else {
           // don't bang your head on our aircraft
        }
     }
...
}

この例では、クライアントがどのリクエストURIで接続するかによって、
提供されるサービス・レベルが異なります。
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実行時のパス情報アクセス：エンドポイントは実行時に、すべてのパス情
報に完全にアクセスできます。はじめに、WebSocket実装がエンドポイ
ントを公開したパスはいつでも取得できます。エンドポイントに対して
ServerEndpointConfig.getPath()を呼び出すことで、この情報を取得でき
ます。このメソッドは、ServerEndpointConfigインスタンスを取得できれ
ばどこでも簡単に使用できます。詳しくは、リスト2を参照してください。

リスト2：エンドポイントによるパス・マッピングへのアクセス
@ServerEndpoint("/travel/hotels/{stars}")
public class HotelBookingService {
  public void handleConnection{
     Session s, EndpointConfig config) {
       String myPath = 
         ((ServerEndpointConfig) config).getPath();
          // myPath is "/travel/hotels/{stars}"
       ...
     }
}

このアプローチは、URIが完全マッピングされたエンドポイントでも同
様に使用できます。

実行時にエンドポイント内で取得する2つ目の情報は、クライアントが
エンドポイントに接続したときに使用したURIです。後述するとおり、この
情報はさまざまな形式で取得できますが、以下の主要メソッドにはすべ
ての情報が含まれています。

Session.getRequestURI()

このメソッドは、WebSocketが実装されたWebサーバーのルートへの
相対的なURIパスを返します。このURIパスには、WebSocketが含まれる
Webアプリケーションのコンテキスト・ルートが含まれます。したがって、
ホテル予約サンプルが/customer/servicesというコンテキスト・ルートを
持つWebアプリケーションにデプロイされており、クライアントが以下の
URIを使用してHotelBookingServiceエンドポイントに接続している場合、

ws://fun.org/customer/services/
     travel/hotels/3

エンドポイントがgetRequestURI()を呼び出して受け取るリクエストURI
は、以下になります。

/customer/services/travel/hotels/3

リクエストURIに問合せ文字列が含まれる場合、Sessionオブジェクトに
対して追加で2つのメソッドを呼び出すことで、このリクエストURIからさ
らなる情報を取得できます。ここで、問合せ文字列について確認しましょ
う。
問合せ文字列とリクエスト・パラメータ:先ほど確認したように、
WebSocketエンドポイントへのURIパスに続くのは、オプションである問
合せ文字列です。

<ws or wss>://<host:name>:<port:>/
    <web-app-context-path>/<websocket-path>?
    <query-string>

URI内の問合せ文字列を最初に一般的にしたのは、Common Gateway 
Interface（CGI）アプリケーションでした。URIのパス部分がCGIプログラム

（通常は/cgi-bin）の位置を特定し、URIパスに続く問合せ文字列が、CGI
プログラムがリクエストを絞り込むためのパラメータ・リストを提供しま
す。問合せ文字列は、HTML形式を使用してデータを投稿する場合にもよ
く使用されます。たとえば、Webアプリケーションに以下のHTMLコードが
含まれているとします。

<form 
  name="input" 
  action="form-processor" method="get">   Your Username: 
<input type="text" name="user">
                 <input type="submit" value="Submit">
</form>
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「Submit」ボタンをクリックすることで、以下のURIに対するHTTPリクエス
トが生成されます。

/form-processor?user=Jared

このURIは、HTMLコードを含むページとJaredというテキストを含む
入力フィールドの場所に関連しています。/form-processorというURI
パスにあるWebリソースの性質に応じて、問合せ文字列user=Jared
を使ってどのようなレスポンスを返すかを決定できます。たとえば、
form-processorにあるリソースがJavaサーブレットである場合、
このJavaサーブレットは、getQueryString()APIコールを使用して、 
HttpServletRequestから問合せ文字列を取得できます。

同様に、Java WebSocket APIを使用して作成されたWebSocketエン
ドポイントに接続するときに、問合せ文字列を含むURIを使用できます。
Java WebSocket APIは、最初のハンドシェイク・リクエストのリクエスト
URIの一部として送信された問合せ文字列を、一致するエンドポイントの
特定には使用しません。言い換えると、リクエストURIに問合せ文字列が含
まれているかどうかは、サーバー・エンドポイントの公開パスのマッチン
グには関係ありません。また、エンドポイントの公開で使用されるパスに
含まれる問合せ文字列は無視されます。

CGIプログラムやその他のWebコンポーネントと同様に、WebSocketエ
ンドポイントは問合せ文字列を使用して、クライアントのコネクションを
追加設定します。WebSocket実装は基本的に、受信リクエストに含まれる
問合せ文字列の値を無視するため、問合せ文字列の値を使用するロジッ
クはWebSocketコンポーネント内だけで有効になります。問合せ文字列
の値を取得するために使用できる主要なメソッドはすべて、Sessionオブ
ジェクトに含まれています。

public String getQueryString()

上記メソッドは、問合せ文字列全体（「?」文字に続く部分すべて）を返し
ます。

public Map<String,List<String>>
    getRequest:ParameterMap()

上記メソッドは、問合せ文字列から解析されたすべてのリクエスト・パ
ラメータを含むデータ構造を返します。マップの値が文字列リストに

なっているのは、問合せ文字列に、同じ名前を持つパラメータが複数含
まれ、値が異なる場合があるからです。たとえば、以下のURIを使用して
HotelBookingServiceに接続するとしましょう。

ws://fun.org/customer/
     services/travel/hotels/4?
     showpics=thumbnails&
     description=short 

この場合の問合せ文字列はshowpics=thumbnails&description=short
であり、エンドポイントからリクエスト・パラメータを取得するためには、
リスト3のような処理が必要になります。

リスト3：リクエスト・パラメータへのアクセス
@ServerEndpoint("/travel/hotels/{stars}")
public class HotelBookingService2 {

    public void handleConnection(
        Session session, EndpointConfig config) {
            String pictureType = 
                session.getRequestParameterMap()
                    .get("showpics").get(0);
            String textMode = 
                session.getRequestParameterMap()
                    .get("description").get(0);
            ...   
       }
       ...
}

上記で、pictureTypeとtextModeの値は、それぞれthumbnailsとshortに
なります。

問合せ文字列は、リクエストURIからも取得できます。Java WebSocket 
APIでSession.getRequestURIを呼び出した場合、常にURIパスと問合せ文
字列の両方が返されます。
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サーバー・エンドポイントのデプロイ：
Java EE WebコンテナへのJava WebSocketエンドポイントのデプロイは、
非常に簡単です。@ServerEndpointアノテーションが付加されたJavaク
ラスをWARファイルにパッケージした場合、Java WebSocket実装がこの
WARファイルをスキャンして、このアノテーションが付加されたクラスを
すべて見つけてデプロイします。つまり、サーバー・エンドポイントのデプ
ロイには、WARファイルへのパッケージ以外に特別な処理は必要ありま
せん。しかし、一連のサーバー・エンドポイントのうち、WARファイルにデ
プロイするエンドポイントを厳密に制御する必要があるとします。この場
合、javax.websocket.ServerApplicationConfigというJavaWebSocket API
インタフェースを実装することで、デプロイするエンドポイントをフィルタ
リングできます。

チャット・アプリケーション
プッシュ・テクノロジーをテストする良い方法として、関係する多数のクラ
イアントに非同期で頻繁に更新を送信するアプリケーションの構築が挙
げられます。この目的に適しているのがチャット・アプリケーションです。こ
こからは、Java WebSocket APIについて学習した内容を活用して、シンプ
ルなチャット・アプリケーションを構築する方法を確認しましょう。

図2は、チャット・アプリケーションのメイン・ウィンドウで、サインインす
るときにユーザー名を入力します。

複数のユーザーが同時にチャットでき、ウィンドウ下部のテキスト・
フィールドにメッセージを入力して、「Send」ボタンをクリックします。ア
クティブなチャット参加者が右側に表示され、全員のメッセージを記録
したトランスクリプトが共有され、左側に表示されます。図3では、3名の
参加者の会話がぎくしゃくしています。

図4では1名の参加者が突然チャットを終了し、もう1名もその後を追っ
たため、1名だけがチャット・ルームに残されました。

図2：チャットへのログイン 図3：参加中のチャット

図4：チャット・ルームからの退室
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コードを詳しく調べる前に、アプリケーション構築の全体像を把握しま
しょう。このWebページは、JavaScript WebSocketクライアントを使用し
て、すべてのチャット・メッセージを送受信しています。Webサーバー上
に、ChatServerという1つのJava WebSocketエンドポイントがあり、誰か
がチャット・ルームに入退室するか、グループ宛てにメッセージが送信さ
れるたびに、複数のクライアントからのチャット・メッセージをすべて処理
し、アクティブに参加しているクライアントを追跡し、トランスクリプトを維
持し、すべての接続クライアントに更新をブロードキャストします。このア
プリケーションは、カスタム・オブジェクトに対してWebSocketのEncoders
とDecodersを使用して、すべてのチャット・メッセージをモデル化してい
ます。

リスト4のChatServerエンドポイントに注目してください。[サイズの関
係上、リスト4は記事内に記載していません。本記事のダウンロード・ペー
ジからダウンロードできます（編集部より）]

このコードには着目すべき点が多数あります。第一に、これは、
/chat-serverという相対URIにマッピングされたサーバー・エンドポイント
です。このエンドポイントは、それぞれChatEncoderおよびChatDecoder
というエンコーダ・クラスとデコーダ・クラスを使用しています。

初めてJava WebSocketエンドポイントを見るときは、ライフサイクル・
メソッドからチェックすると良いでしょう。ご存知のとおり、ライフサイク
ル・メソッドには、@OnOpen、@OnMessage、@OnError、@OnCloseとい
うアノテーションが付加されています。このようにしてChatServerクラス
を見ると、新規クライアントの接続時にChatServer WebSocketが最初に
処理することは、チャットのトランスクリプト、セッション、EndpointConfig
を参照するインスタンス変数の設定であると分かります。クライアント
が接続するたびに、新しいエンドポイント・インスタンスが作成される
ため、チャット・ルーム内の参加者ごとに、独自のチャット・サーバー・イ
ンスタンスがエンドポイントに関連付けられます。EndpointConfigの数
は、論理的なWebSocketエンドポイントごとに常に1つになるため、各
ChatServerインスタンスのendpointConfigインスタンス変数が指すの
は、EndpointConfigクラスの単一共有インスタンスになります。このイン
スタンスはシングルトンであり、任意のアプリケーション・ステートを格
納できるユーザー・マップを保持しています。このため、アプリケーション
のグローバル・ステートを格納する場所として最適です。クライアント接
続ごとに固有のセッション・オブジェクトが作成されるため、それぞれの
ChatServerインスタンスは、独自のSessionインスタンスを参照します。こ
のインスタンスは、Transcriptクラスのコードに従って、関連付けられたク
ライアントを表します。詳しくは、リスト5を参照してください。

リスト5：Transcriptクラス
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.websocket.*;

public class Transcript {
  private List<String> messages = 
    new ArrayList<>();
  private List<String> usernames = 
    new ArrayList<>();
  private int maxLines;
  private static String 
    TRANSCRIPT_ATTRIBUTE_NAME =
      "CHAT_TRANSCRIPT_AN";

  public static Transcript 
    getTranscript(EndpointConfig ec) {
    if (!ec.getUserProperties().
        containsKey(TRANSCRIPT_ATTRIBUTE_NAME)) {
          ec.getUserProperties()
            .put(TRANSCRIPT_ATTRIBUTE_NAME, 
                 new Transcript(20));
          return (Transcript) c.getUserProperties()
                   .get(TRANSCRIPT_ATTRIBUTE_NAME);
     }

     Transcript(int maxLines)  {
         this.maxLines = maxLines;
     }

     public String getLastUsername() {
         return usernames.get(usernames.size() -1);
     }

     public String getLastMessage() {
         return messages.get(messages.size() -1);
     }
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    public void addEntry(
      string username, String message) {
        if (usernames.size() > maxLines) {
            usernames.remove(0);
            messages.remove(0);
        }

        usernames.add(username);
        messages.add(message);
    }
}

コードから、EndpointConfigごとに1つのトランスクリプト・インスタン
スがあることが分かります。つまり、1つのTranscriptインスタンスがすべ
てのChatServerインスタンス間で共有されています。トランスクリプトが
すべてのクライアントに対してグループ・チャット・メッセージを表示する
必要があるため、この共有は適切です。

ChatServerでもっとも重要なメソッドは、@OnMessageアノテー
ションが付加されたメッセージ処理メソッドです。このメソッドは、
ChatDecoderを使用して、テキストまたはバイナリのWebSocketメッ
セージではなく、ChatMessageオブジェクトを扱っていることがシグネ
チャから分かります。ChatDecoderにより、メッセージはあらかじめ、
ChatMessageのサブクラスのいずれかにデコードされています。表記を
簡潔にするため、ChatMessageのサブクラスをすべて記載するのではな
く、表1にChatMessageの各サブクラスとその目的を示します。

ChatServerのメッセージ処理メソッドであるhandleChatMessage()は、
チャット関連の新しいアクションが発生するたびにクライアントから呼び
出され、新規ユーザーのサインイン、新規メッセージの投稿、ユーザーの

サインアウトを処理するように設計されていることが容易に分かります。
それではここで、ユーザーによる新規チャット・メッセージの投稿

がChatServerに通知されたときのコード・パスを調べてみましょう。
handleChatMessage()メソッドからprocessChatUpdate()メソッドが
呼び出され、さらにaddMessage()が呼び出されて、新規チャット・メッ
セージが共有トランスクリプトに追加されます。次に、リスト6に示す
broadcastTranscriptUpdate()が呼び出されます。

リスト6：新規チャット・メッセージのブロードキャスト
private void broadcastTranscriptUpdate() {
  for (Session nextsession : 
    session.getOpenSessions()) {
      ChatUpdateMessage cdm = 
        new ChatUpdateMessage(
          this.transcript.getLastUsername(),
          this.transcript.getLastMessage());

    try{
      nextsession.getBasicRemote(}.sendObject(cdm};
    } catch (IOException | EncodeException ex) {
      System.out.println(
        "Error updating a client : " + 
        ex.getMessage());
    }
  }
}

表1：ChatMessageのサブクラス

CHATMESSAGEのサブクラス 目的

ChatUpdateMessage
ユーザー名と、ユーザーが送信したチャット・メッセージを格納した
メッセージ

NewUserMessage 新しくサインオンしたユーザーの名前を格納したメッセージ

UserListUpdateMessage 現在アクティブなチャット参加者の名前リストを格納したメッセージ

UserSignoffMessage サインオフしたユーザーの名前を格納したメッセージ
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こ の メ ソ ッ ド は 、
Session.getOpenSessions()という非
常に便利なAPIコールを使って、1つの
エンドポイント・インスタンスから、論
理エンドポイントに対するすべての
オープン・コネクションのハンドルを
取得しています。この場合、このメソッ
ドは、すべてのオープン・コネクション
を含むリストを使用して、新規チャッ
ト・メッセージを全クライアントにブ
ロードキャストすることで、クライアン
トのユーザー・インタフェースが最新
チャット・メッセージで更新されるようにします。送信されるメッセージ
は、ChatMessage（実際はChatUpdateMessage）形式である点に注意し
てください。ChatUpdateMessageインスタンスからテキスト・メッセージ
へのマーシャリングを行うのはChatEncoderであり、このテキスト・メッ
セージが新規チャット・メッセージの通知とともにクライアントに送り返
されます。

受信メッセージを確認したとき、ChatDecoderについては調べていな
かったため、ここでいったんChatEncoderクラスに注目してみましょう。
コードをリスト7に示します。

リスト7：ChatEncoderクラス
import  java.util.Iterator;
import  javax.websocket.EncodeException;
import  javax.websocket.Encoder;
import  javax.websocket.EndpointConfig;

public class ChatEncoder implements 
       Encoder.Text<ChatMessage>  {
    public static final String SEPARATOR = ":";

    @Override
    public void init(EndpointConfig config) {}
    @Override
    public void destroy() {}

    @Override
    public String encode(ChatMessage cm) 
           throws EncodeException {
       if (cm instanceof StructuredMessage) {
           String dataString = "";
           for (Iterator itr = 
                  ((StructuredMessage) cm)
                   .getList().iterator(); 
                itr.hasNext(); ) 
           {
               dataString =  
                   dataString + SEPARATDR +  
                   itr.next();
           }
           return cm.getType() + dataString;
       } else if (cm instanceof BasicMessage) {
           return cm.getType() + 
               ((BasicMessage) cm).getData();
       } else {
           throw new EncodeException(cm, 
               "Cannot encode messages of type: " + 
               cm.getC1ass());
       }
    }
}

Encoderのライフサイクル・メソッドであるinit()とdestroy()を実装する
ためには、ChatEncoderクラスが必要です。このエンコーダは、コンテナか
らのコールバック内で何も実行しませんが、ライフサイクル・メソッド内で
高コストなリソースの初期化と破棄を実行するエンコーダもあります。こ
のクラスで肝心なのはencode()メソッドであり、クライアントに送り返せ
るようにメッセージ・インスタンスを文字列に変換します。

ChatServerクラスに戻ってhandleChatMessage()メソッドを見ると、こ
のエンドポイントは、サインオフしたクライアントのコネクションを終了す
る前に、UserSignoffMessageを送信してうまく対応しています。また、ブラ
ウザを閉じるか別のページに移動することで一方的にコネクションを切
断したクライアントにも、次のように見事に対応しています。@OnCloseア

このクラスで肝心な
のはencode()メソッ
ドであり、クライアン
トに送り返せるよう
にメッセージ・インス
タンスを文字列に変
換します。
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ノテーションを付加したendChatChannel()メソッドが、別れの挨拶なし
でチャット・ルームから退室したユーザーがいることを通知するメッセー
ジを、すべての接続クライアントにブロードキャストします。チャット画面
のスクリーンショットを見返すと、JessとRobではチャット・ルームからの退
室の仕方に違いがあることを確認できます。

まとめ
2回に分けてお届けした本記事では、Java WebSocketエンドポイントの
作成方法を学習しました。WebSocketプロトコルの基本的な概念と、サー
バーからのプッシュを必要とする状況について考察し、Java WebSocket
エンドポイントのライフサイクル、Java WebSocket APIの主なクラス、
エンコード処理およびデコード処理の手法を確認しました。また、Java 
WebSocket APIでサポートされる各種のメッセージング・モードに注目
しました。サーバー・エンドポイントをWebアプリケーションのURI空間
にマップする方法と、その中にあるエンドポイントにクライアント・リクエ
ストをマッチングする方法についても学習しました。最後に、多数のJava 
WebSocket API機能を使用するチャット・アプリケーションについて考察
しました。今回学んだ知識を使うことで、長期存続型コネクションを使用
したアプリケーションを簡単に構築できます。</article>

本記事は、書籍『Java EE 7: The Big Picture』の内容を、発行者のOracle 
Pressの許可を得て改訂したものです。

Danny Coward：Liquid Robotics のプリンシパル・ソフトウェア・エンジニ
ア。以前はオラクル（およびその前のSun Microsystems）でJava開発チー
ムに属し、特にWebSocketに関する業務に従事した。
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