
７．２WebSOcket事始め

ﾒソッド 脱明

send(msg） サーバに対してメッセージを送侶する｡引数はJavaSc｢ipt文字列

close<） サーバとの接続を切断する

onopen サーバとの接続が確立した際呼び出されるイベントハンドラ

onclose サーバとの接続が切断した際呼び出されるイベントハンドラ

onmessage サーバからメッセージを受侶した際に呼び出されるイベントハンドラ

サーバ側の実装

WebSocketプロトコルは､ハンドシェイク部分にHTTPを用いるとはいえ､通信処理自体はHTTＰ

とは異なる枠組みで行われる。そのため、サーバ側にもWebSocketプロトコルに対応した専用の

実装を用いる必要がある。本番の執筆時点では、以下に示すようなサーバ実装が代表的だ。

■WebSocketプロトコルに対応したサーバ実装

サーバソフト 説明

Jetty JavaServIetAPlを実装したWebアプリケーションサーバ

KaazingGateway Javaで閏かれにサーバアプリケーション

pywebsocket Pythonで閏かれたWebSocketサーバ｡Apacheモジュールとしても動作する

ここでは、ＪｅｔＷを使用するものとする。JenyはJavaで記述されたアプリケーションサーバなの

で、以降の説明はJavaの知識があることを前提として進めさせていただく。

●Javaのインストール

以下のサンプルを実行するためには、バージョン５以上のJavaランタイムが必要となる。本書

ではJavaのインストールについては詳しく説明しない。「hUp://wwwjavacom/ja/download/｣にア

クセスし、記述されている手順に従って、各自インストールを行っていただきたい。

●Jettyのインストール

JetO/のインストールは非常に簡単だ。「http://downloadeclipseorg6etty/」から、なるべく新し

いバージョン（原稿執筆時点では、7.4.4Ｖ20110707が雌新の安定バージョン）をダウンロード

し、任意のディレクトリ上に展開するだけだ。
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●Jettyの起動

jettyを起動するには､コマンドプロンプト上でJetWのインストールディレクトリ(以降は

レクトリを｢JEIW-HOME｣と記述する）に移動し、以下のコマンドを実行する。

java-jarstart・jar

このデイ

このコマンドを実行すると、ポート8080番でje町が起動する。以下のようなメッセージがコン

ソール上に出力され、表示が停止すれば、ＪｅｔＷは正常に起動している。Jettyの起動に失敗した

場合は、Javaのインストールが旅しく行われているか、ポート8080番を使用した他のプログラム

が存在しないか、などをIIj度チェックしていただきたい。

＄java-jarstart,jar「眉而F1

ZO11-O7-1113:５２:09.401:INFO::jetty-7.4.4.v20110707

ZO11-07-ﾕ１１３:５２:０９．９７６:エNFO:：Deploymentmonitor

/Users/shumpei/Downloads/jetty-hi9htide-7.4.4.v2011O707/webappsatintervall

...(電).－

ZO11-07-1113:52:23.014:INFO::startedo.ｅ､ｊ､８．ｈ.ContextHandler{/javadoC,ｆｉｌｅ

:/Users/shumpei/DoGmloads/jetty-hightide-7.4.4.vZO110707/javadoc/）

ZO11-O7-1113:５Z:Ｚヨ.ユ４３:INFO:：StartedSelectChannelConnectoｪ、0.0.0.0:８０８０

STARTING

③WebSocketアプリケーションを作成する

では、WebSocketを用いたサーバアプリケーションの作成に取り掛かろう。そのためにはまず

JavaのServlel仕様に基づき、標準的なディレクトリ構成を準備する必要がある。ｊｅｔＷの場合、

｢JErTYとHOME/webapps」ディレクトリに配慨されたディレクトリ（もしくは、Zipでアーカイブされ

たWARファイル）が自動的にWebアプリケーションとして認識される。そのためここでは､以下の

ようなディレクトリとファイルの構成を取るものとする。
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7.2WebSocket事始め

■サンプルアプリケーションのディレクトリ桐成
１

６

JETTLHOME／

[墓!”
…Jettyのインストールディレクトリ

２

３

４

９

/*＊

＊クライアントから送信されたデータをエコーするWebSocketサーブレット

＊／

publicclassEchoServletextendsWebSocketServlet｛

223

ｆ
ソ
叡
識

４
４
吋
盛

８

ﾕmportorg・eclipse・jetty･websocket・WebSocket；
■

iInportorg・eclipse,jetty･websocket･WebSocketServlet；

上のディレクトリ構成に従い、sampleechoディレクトリ以下にWebアプリケーションのリソース

をすべて格納するものとする。この節で扱うサンプルを実装するには､以下のようなJavaコードを

記述し、「JEmLHOME/Webapps/Sample,echo/WEBINF/src/websocketexample」ディレクトリに

｢EchoServletjava｣という名前で保存する。

IEchoSeMet､java】(JETTY_HOME/webapps/sampIe･echo/WEB・INF/src/websocketexample/EchoServIetJava）

PaCkagewebsocketexample；

importjava・io・IOException；

importjavax､servlet・http・HttpServletRequest；
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）

/／ハンドシェイク中に呼び出されるメソッド

publicWebSocketdoWebSocketConnect（

HttpServletRequestrequest‘Stringprotocol）｛

／／WebSocketの処理を実稜したオブジェクトを返す

returnnewEchoWebSoCket()；

｝

/／WebSocketの処理を実装したクラス

privateclassEchoWebSocketimplementsWebSocket・OnTextMessage｛

）

/／クライアントへの出力を表すオブジェクト

privateConnectioncon；

/／クライアントとの接統に成功した際に呼び出される

publicvoidonOpen(Connectioncon》｛

ｔｈｉｓ･ＣＯ、亘ＣＯ､；

｝

〃クライアントから文字列データを受伯した際に呼び出される

publicvoidonMessa9e(Stringdata）｛

ｔｒｙ｛

／／クライアントに対してメッセージを送侭する

／／第一引数は任意のバイトを指定できるが、

／／第二引数に渡すデータの稲別によって指定できる範囲が異なる

／／テキスト（String）を送慣する渦合はOxOOからOx7Fの範囲

／／バイナリ（byteI】）を送憎する渦合はOx80からOxFFの範囲を指定する

ＣＯn.sendMessage("Echofromserver:。＋data)；

｝catch（I0Exceptione）（

ｅ･printStackTrace()；

｝

｝

/／接続が切断した際に呼び出される

publicvoidonC10se<intcloseCode,Stringmessage〉｛

｝
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コードの詳細についてはコメントを参照していただくとして、以ドにポイントだけ紹介する。

･WebSocketを処理するには､WebSocketServletを継承して独自のサーブレットを作成し(上記のコード

中でいえばEchoSeMet)､doWebSocketConnect()ﾒｿｯドを実装する｡同ﾒｿｯドは､WebSocketイン

タフエースを実装したクラスのオブジェクトを返すように実装する

oWebSocketを用いた処理は､WebSocketインタフェースを実装したクラスとして作成する(上記のコード

中でいえばEchoWebSocket）

盆

'１

!'
｡？

｡

・クライアントに対してデータを送信するには､Connectionインタフェースが持つsendMessageOﾒｿｯドを

使用する

<?】qnlversion=側ユ.０‘oencoding=‘oUTF-8"？＞

<web-aPp

xmlns=劉http:／/java・sun・com/］qnl/ns/javaee，．

ｍ1,s:ＸＳｉ="http://www.ｗ3.org/2001/XMLSchema-instance‘’

xsi:gchemaLocationp"http://java・sun・com/xml/ns/javaeehttp://java・sun･

com/、l/ns/javaee/web-app-Z-5・xsd“

version＝‘０２．５画＞
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上記のコードをコンパイルするには､｢JErlY-HOME/webapps/sample-echo｣ディレクトリに移動

して、以下のコマンドを実行すればよい。コマンドの意味は、「JEmLHOME/libに存在するすべ

てのJarファイルをクラスパスに追加し、コンパイルした結果をWEBINF/classesディレクトリに格

納する」となる。

○
心

｡

tl-lf

javac-encodm9UTF-8-dWEB-INF/classes／－classpath”..／,./1ib/*”WEB-INF／

src/websocketexample/・・java

後はwebxmlで投定を行い、ｌ:記のサーブレットを特定のURLに紐付ければよい。

クライアントのソースコードで、WebSoCketコンストラクタに指定していたURLが「ＷＳ://ホスト

名/sampIeecho/echo｣だったことを思い川していただきたい。「sample-echo/echo｣の部分がパス

名だ。「/sampleecho」は、Webアプリケーションのルートディレクトリγ,と同一･であり、コンテキス

トパスとして自動的に付与される。そのため、「/echo」というパスを先の「EchoSewlet」に紐付け

ればよい。

【web･xmI】(JETrYHOME/webapps/sampIe･echo/WEB･INF/web・xml）
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<１－－EchoServletにEchoという名前を付ける－－＞

<servlet＞

〈servlet-naIne>Echo</servlet-name＞

<servlet-class>websocketご垣､Ple・EchoServlet</servlet-class＞

</servlet＞

〈１－－上記のサーブレットを「/echo」というURLに関連付ける－－＞

<sewlet-mapping＞

<servlet-naIne>Echo</servlet-naIne＞

〈url-pattem>/echo</url-pattern＞

</servlet-mappjLng＞

</web-apP＞

この状態でJeUyを起動し､ブラウザから「hUI〕://localhos[:8080/sample,echo/echQhlml」にアク

セスしてみよう。サンプルの爽行が硫認できるはずだ。

７３複数のWebSocket接続を同時に扱う
｜Mi節では非附にiii純なサンプルを元に、WcbSockClAPIの使川波とJClly鞘境の作成方法を学

んだ。この節では、WWiliなチャットを実装することで、襖激のクライアントとlljl時に対話する

WebSocketサーバアプリの作成方法を学ぶこととする。

この節で作成するサンプルは以ドのようなものだ｡テキストフィールドに文'ド列を入れて｢送信」

ボタンを１１１'すと、｜郡のチ･1i'ツト11グに発言1人l容が表,侭される。それだけならば送信内容がサー

バによってエコーされているだけなので、伽節で作成した･ﾘ･ンプルとほとんど変わらないが､概数

のブラウザウインドウを京ち上げて助作を雌,蝋してみると違いが火感できる。あるブラウザウイン

ドウから送信した|/1祥が、即ﾊ｛に棋放のクライアント上に反映されるのだ。
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7.3裡数のWebSocket接続を同時に扱う

■WebSocketで作成されたシンプルなチャット

こ

‘１ｋ

今

憾

＜1DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

＜ｍｅｔａｃｈａｒｓｅｔ＝叩UTF-8叩＞

〈title>WebSocketチャットサンプル</title＞

〈1inkrel=．‘styleSheet“type=‘‘text/ＣＳＳ‘，hrer=叩ＣＳＳ/chat・ＣＳＳ''＞

<scriptsrc=叩js/jquery-1.4.2.ｍin・ｊｓ伽></Ｓｃｪ､ipt＞

＜ｓｃｒｉＰｔ＞

／／WebSocketオブジェクト

ＶａｒＷＳ；

／／画面が表示された際呼び出される処理

Ｓ(document)．ready(玉unction(）（

PrepareChat(）；

｝)；

／／チャットの初期処理を行う

runctionprepareChat(）｛

／／WebSocketオブジェクトの生成

ＷＳ＝newWebSocket（

肉 ハハ⑨ｎ、
腿websogkc”'･ツI･リンプル×● 測剛wGb5。《k':"'，ﾂl･ｻﾝブﾙｘ}い；

÷今Ｇ代☆ｈｔＫｐ〃 ’ 80【 3080ﾉ銅ｍｐＩｃｃｈ銚一馴mpl6ﾉ51ｍｐＩＱＰ

八 Ｆ、侭

幽webso<kctﾁ､．シI､リンプル×●

←今Ｇ徹☆htKp〃Ｉ８０

lHTML】(JETTY-HOME/webapps/sample-chat-simpIe/simple･chat･html〕

I肌

笑ろしくお願いします

９日はいい天気ですね

､まい、ち上つと趣いですね

んにちは

るし<お剛いし槻ﾂﾞ

日似いい天鼠ですね

い、ちょっと酸いでずね

７

このサンプルでは発言した人の名前などがわからないので、チャットアプリとしてはあまり役に

立たないが、特飛すべきはそのリアルタイム1tの１１.『さだ。ローカルで試している限りでは、メッ

セージのやり取りで遅延を感じることはまったくない。

このサンプルを構成するクライアントのソースコードを以ドに水す。

WebSocketチャット

…

よろしくお願いします

今日はいい天気ですね

はい、ちょっと鯉いですね

WebSocketチャット（シンプル版）

－…

よろしくお剛いし独寸

今日似いい天鼠ですね

はい、ちょっと陸いですね

令今
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同ＷＳ://“＋Iocation・host・”/sample-chat-simple/simple-chat輔)；

／／WebSoCket接続が開始された際呼び出される処理

ＷＳ・ｏｎopen＝function(）｛

＄(･form＊。）.attr(回disabled画，false)；

｝；

／／サーバからメッセージを受侭した際に呼び出される処理

ＷＳ･ｏｎmessage＝function(event)（

〃チャットログにメッセージを追加する

VarChatLOg＝＄("#ChatLog図)；

chatLogI01・innerHTML＋＝

‘'<divclass＝ochatMsgo＞,‘＋event･ｄａｔａ＋

）；

｝

／／送侭ボタンを押された際に呼び出される処理

functionsendMsg()｛

varmessage＝＄(肺#message"）.Val()；

／／サーバにメッセージを送信する

ＷＳ・send(message)；

＄("#message"）.Val(‘，“）；

｝

〈/script＞

〈/head＞

＜body＞

〈header＞

＜h9roup＞

〈hl>WebSocketチャット（シンプル版）〈/hl＞

〈/h9roup＞

〈/header＞

＜foxmonsubmit＝"retumfalse；“＞

〈divid="chatLog卿></div＞

〈inputtype＝"text‘,ｉｄ="Inessageo,disabledrequired＞

〈buttononclick="sendMsg()‘､disabled>送侶</button＞

〈/form＞

〈/body＞

</html＞

‘'</div>‘‘；

コードの詳細はコメントを参照していただきたい。実は、JavaScriptコードは前節のサンプルと

ほとんど変わらないといってよい。サーバから受信したメッセージを、逐次而而に表示していくだ



7.3複数のWebSocket接続を同時に扱う

けだ。

次に示すのは、サーバ側のソースコード(WebSockelサーブレット）だ。こちらは、前節のもの

とは少し趣が異なっている。

ISimpIeChatServIetjava】

SimpleChatSeMet・java）

(JETTY_HOME/webapps/sampIe･chat･simpIe/WEB･INF/s『c/websocketexample／

packagewebsocketexample；

iInport

import

impOrt

java・io・IOException；

java・util・List；

java・util､concurrent､CopyOnWriteArrayList；

importjavax・servlet・http・HttpServletRequest；

importorg・eclipse・jetty,websocket・WebSocket；

importorg・eclipse・jetty､websocket､WebSocketServlet；

/ｩ・

傘複数の接統を同時に取り扱うwebSocketサーブレット

＊／

pubUcclassSimpleChatServletextendsWebSocketServlet｛

／／複数の接統を格納しておくためのリスト

privatefinalList<ChatWebSocket＞sockets＝newCopyOnWriteArrayList<Cha

tWebSocket>()；

／／ハンドシェイク中に呼び出されるメソッド

pubUcWebSocketdoWebSocketConnect(HttpServletRequestrequest，

Strin9protocol）｛

／／WebSocketの処理を実装したオブジェクトを返す

returnnewChatWebSocket()；

｝

〃WebSocketの処理を実製したクラス

privateclassChatWebSocketimplementsWebSocket,OnTextMessage｛

／／クライアントへの出力を喪すオブジェクト

privateConnectioncon；

/／クライアントとの接続に成功した際に呼び出される

publicvoidonOpen《Connectioncon）｛

ｔｈｉｓ.ｃｏｎ＝ＣＯ､；
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｝

｝

／／リストに追加しておく

sockets,add(this)；

｝

/／接続が切断した際に呼び出される

publicvoidonC1ose(intcloseCode，Strin9message）｛

／／リストから削除する

sockets・remove(this)；

｝

/／クライアントから文字列データを受信した際に呼び出される

publicvoidonMessage(Stringdata）｛

ｔｒｙ｛

／／全てのクライアントに対してメッセージを送侭する

ｆｏｒ（ChatWebSocketsocket：sockets〉（

socket・ＣＯn.sendMessage(data)；

｝

｝catch（ｴOExceptione）｛

ｅ・printStaCkTraCe()；

｝

｝

複数のクライアントとの接続をリスト（sockets）に保持しておき、いずれかのクライアントから

メッセージを受信すると、すべてのクライアントに対してそのメッセージをブロードキャストしてい

る（ChatWebSocketクラスのonMessageO内)。

最後に、上のサーブレットをwehxmlで設定し、「/simpIe-chat｣というパスに紐付ける。

【wenxml】(JETTYＨＯＭＥ/webapps/sampIe･chat･simple/WEB-INF/web,xmI）

<?xmlversion="１．０側encodin9=‘oUTF-8‘'７＞

<web-apP

mlns="http://java､sun.cｏｎ/麺1/ns/javaee“

xmlns:xsi="http://www.wﾖ.org/2001/】0ILSchexna-instanceo

xsi:schemaLocation=卿http://java・sun･com/、l/ns/javaeehttp:／/java・sun・

ＣＯ､/、l/ns/javaee/web-app-2-5･xsd“

version＝員２．５，０＞

<serv1et＞



7.4サブブロトコルの柵築と利用

〈servlet-name>SimpleChat</servlet-name＞

〈sewlet-class>webBocketexample・SimpleChatServlet</servlet-class＞

</servlet＞

＜sewlet-mapping＞

〈servlet-name>SimpleChat</servlet-name＞

<url-pattern>/simple-chat</url-pattern＞

〈/sewlet-mapping＞

</web-apP＞

たったこれだけで、非常にリアルタイム性の高いチャットアプリケーションができてしまうのだ。

従来､リアルタイム性の高いWebアプリを作成しようとした場合は､｢ComeＵと呼ばれるトリッキー

な手法を用いる必要があった。Cometは、実装が難しく、ブラウザごとの挙動もまちまちで、サー

バへの負荷も大きい。WebSocketを用いると、これほどシンプルな形でリアルタイムWebアプリ

を実現できる。WebSocketの潜在的な能刀を実感していただけるのではないだろうか。

７厘４ｻブプﾛﾄｺﾙの構築と利用
前節で作成したチャットアプリケーションは、リアルタイム性は高いものの、発高者が誰かもわ

からないし、誰がチャットに参加したのか、誰がチャットから退出したのかも知ることができない。

チャットアプリとしてはかなり不便だ。そこで、ここでは以下のような機能を前節のサンプルに付

け加えたい。

・ユーザーは自分の名前を指定してﾁｬｯﾄルームに入室し､発言できる

・ユーザーはﾁｬｯﾄルームから退室できる

・ユーザーがﾁｬｯﾄルームに入室したことがメッセージとして伝えられる

ｏユーザーがﾁｬｯﾄルームから退室したことがメッセージとして伝えられる

上記の機能を実現したサンプルは、次のようなものになる。Webページを衣示すると、ユー

ザー名を入力するよう促すダイアログが表示される。
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四チャットを表示した直後｡ユーザー名を入力するようプロンプトが表示され届

WebSocketチャット

さんとして参加中退出

’

画一一,,合一､-､,今L,

ページｈｕｐＷｌｏ“IhosK:8080ノの配遼！

繕 ユーザー名毛入力して祁謹L’

|しゅんぺい

（ｷｬﾝｾﾙ〕厚烹5iF諏

－－－－弾密蕊一

浬唖

名前を入力してＯＫを押すと、チャットのメイン画而が表示される。この画而は前節のものとほ

とんど同じだ。メッセージを送信すると､｢ユーザー名〉メッセージ｣という形式でチャットログに表

,ｆされる。また、「退ｌ１ＩＪというリンクをクリックすると、接続がいったん切断され、lIIliIiIiは初期状

態に戻る。

｜チャットのメイ園I圏1面

侭八雨Dh1‘,蝋i繊賊
hlrp8〃kｉ固歴､回mmm5m扇翻
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しゅんぺいさんとし

ket認

て参加中ミ
しゅんぺい〃t入溢しiKした・
しゅんぺい＞こんにｂ仏～

しゅんぺい>あ牝．ばれもＷよいのか唯１

こった６つ部人撤し潰した.
こうたろう＞は伏一

しゅんぺい酢轟‘こうちゃん。おはよう、
こうたろう＞だん鑑ん臆－ん

しゅんぺい>あ牝，偲拠い$J1よいのか雁?
うﾉﾆ６つ8M人施し表した.

‘Ｃ望〕

÷今

ｑ可馨

､‘。

☆ｈｕｐ‘〃lomMlost‘8080ノＶ

WebSocketチャット

雇うたろうさんとして参加中退出

こうだろうが入正しよしだ。

こうたろう洲.;鴫Ｌ－
しゅんぺい>あ､こううやん．おはよらO
こうたろう＞鯉ん脳ん鰹－ん

しゅんぺい＞あ，こううやん･おはよら凸
うだろう>jぜん偲ん尼－ん

Ｑ塾）

勝
P

､

祷噂

こうしたさまざまな祁舶の機能を､一本のWCbSockGI接続で実現しようとすると､どうしてもデー

タを柵進化してやり取りせざるを神ない。つまり、サーバとクライアントの双方が解釈できるデー

タ構造を定める必要があることになり､それはつまり「プロトコル｣を定めることに他ならない．そ

して、サーバはそのプロトコルに則ってサービスを提供するため、プロトコルを理解できないクラ
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７．４サブブロトコルの構築と利用

・メッセージは1行のテキストからなり､タブで区切られた1つ目のフィールドはメッセージの種類を表す文字列

とする

・クライアントからサーバに対して､ユーザーが入室したことを伝えるためには､｢ENTEＲ＜TAB＞＜ユー

ザー名＞｣というメッセージを送慣する

・クライアントからサーバに対して､ﾁｬｯﾄメッセージを送信するには､｢ＭＳＧ＜TAB＞＜ﾁｬｯﾄﾒｯｾー ジ>」

というメッセージを送信する

イアントからの接続は受け付けないようにする。先にも述べた通り、WebSocket仕棟ではこうした

ニーズを満たすために、ハンドシェイクに際して任懲の「サブプロトコル」を明示することが可能

になっている。サププロトコルには任意の‘iﾉi前を使用でき､WCbSockelのオブジェクトを生成する

際に、コンストラクタの第２引数で文字列として指定する。たとえば、このチャットサンプルで使

用するサブプロトコルを「websocketexamplechaUという名liiiにしたとすると、クライアントの

javaScriplコードでは以下のように指定する。

ウ
灸

３

/↓

恥
》

/／第２引数にサブプロトコルを指定する

ｖａｒｗｓ＝newWebSocket("ＷＳ:〃localhost/画，“websocketexample.chat衝)；

、メッセージを柵造化するために､タブ文字(以下､＜TAB＞と哀記する)を使用する

233

サーバ側では、このサブプロトコル文字列を参照して、クライアントからの接続が妥当なものか

どうかを検証できる。ＪｅｔＷの場合は、WebSocketSewletdoWebSocketConnect()メソッドの引数に

プロトコルが渡されるので、それを文字列比較すればよい。

８

Ｑ

publicWebSocketdoWebSocketCormect（

HttpServletRequestreqm』est‘Strin9protocol）（

／ノサーバが想定しているプロトコルでなかった坦合はnullを返す

ｉｆ（1画websocketexample.chat.‘･equals(protocol)）｛

returnnuU；

｝

returnnewChatWebSocket()；

｝

このサンプルでは、以下のようなiii純なプロトコルを用いて、機能を実現することにした。あく

まで簡易的なもので、エラー処理などはまったく考慮されていない。
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・サーバからクライアントに対して､ユーザーが入室したことを伝えるためには､｢CONNECTED＜TAB〉

＜タイムｽﾀﾝブ＞＜TAB＞＜ユーザー名＞｣というメッセージを送信する

・サーバからクライアントに対して､ﾁｬｯﾄメッセージを送信するには､｢ＭＳＧ＜TAB＞＜タイムスタンプ＞

＜TAB＞＜ユーザー名＞＜TAB＞＜ﾁｬｯﾄメッセージ>｣というメッセージを送信する

・サーバからクライアントに対して､ユーザーが退室したことを伝えるためには､｢DlSCONNECTED

＜TAB＞＜タイムスタンプ＞＜TAB＞＜ユーザー名＞｣というメッセージを送僧する

このプロトコルを、「websocketexamplechat」という識別子で取り扱うこととする。まず、

アント側のソースコードを以下に示す。

IHTML】(JETTY_ＨＯＭＥ/webapps/sampIe.chat/chat・ｈｔｍｌ）

＜mOCTYPEhtml＞

<html＞

＜head＞

＜metacharset雪国UTF-8q＞

〈title>WebSocketチャットサンプル</title＞

〈1inkrel="stylesheet画type=画text/CSS画href=･ＣＳＳ/chat・CSS園＞

〈scriptsrc=鱒js/jqUery-1.4.2.ｍin､jsQ></script＞

<script＞

ｖａｒｗｓ，userName；

＄(doCument).ready(function(）｛

／／ユーザー名の入力を促すプロンプトを表示

ｄｏ｛

userName＝prompt(園ユーザー名を入力して下さい園，”園)；

｝while（!userName)；

＄(園#userName｡).text(userName)；

prepareWebSoCket()；

｝》；

／／webSocketの初期化

functionprepareWebSocket(）｛

ｖａｒｗｓＵＲＬ＝．ＷＳ:〃。＋１ocation､host＋・/sample-chat/chat"；

/／サブプロトコルを指定して、WebSocketオブジェクトを生成

ＷＳ＝newWebSocket《wsURL･Qwebsocketexample･chatn･)；

/／サーバとの接続が完了

ＷＳ・onopen＝function()｛

クライ



}；

7.4サブブロトコルの構築と利用

$(回form・‘‘).attr(卿disabled‘‘，false)；

/／接統が碗立したら、ユーザーの入室をサーバに伝える

ＷＳ・send(職ENTER、t“＋userName比

/／サーバからメッセージを受侭

ＷＳ・onmessa9eofunction(event)｛

varChatLo9宮＄(｡#chatLogQ)；

〃メッセージをタブ文字で分割

ｖａｒｖａｌｓ＝event･data・split(ヘｔＱ)；

varms9TypepvalsIO1；

vartimestamp＝vals(１１；

ｖａｒｕｓｅｒごvalsIZl；

／／メッセージタイプに応じて処理を分岐

Switch（msgType）｛

ｃａｓｅ卿ＭＳＧ図：

ｖａｒｍｓｇ言valsI3l；

chatLog･val(chatLog・val(）＋useｒ十画＞“＋ｍｓｇ＋卿、n画）；

break；

ｃａｓｅ側CONNECTED網：

chatLog‘val(chatLog,val(）＋useｒ＋‘,が入室しました。、､")；

break；

ｃａｓｅ働、ｴSCONNECTED"：

chatLo9・Val(chatLog･Val(）＋useｒ＋“が退室しました。、､‘‘)；

break；

）

}；

｝

〃/／ユーザーがチャットから退出する

functionexitChat(）｛

／／WebSocket接続を切断

ＷＳ･close()；

１ocation･reload(）；

｝

funCtionsendMsg(）｛

varmessage＝＄(｡#message園）.val()；

／／サーバにメッセージを送値

ＷＳ･send(ﾛMSG、tロ十message)；
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【ChatServlet,java】(JETTY-HOME/webapps/sampIe心hat/WEB-1NF/src/websocketexampIe/ChatSe『vletjava）

packagewebsocketexample；

第７章WebSocket

ｔ
ｔ
ｔ

ｒ
ｒ
ｒ

ｏ
Ｏ
○

ｍ
”
”

○
１
・
１
ｉ

＄(‘,#message‘‘）.Val(｡“)；

｝

</script＞

〈/head＞

＜body＞

＜header＞

＜h9roup＞

〈hl>WebSocketチャット</ｈ１＞

</hgroup＞

<spanid=‘,userName"></span>さんとして参加中

<ahref=側javascript:exitChat()｡>退出</a＞

〈/header＞

＜fomlonsubInit＝"returnfalse；側＞

〈textareaid=‘'chatLog1，readonly></textarea＞

＜inputtype＝"textF,ｉｄ=画messageo,disabledrequired＞

〈buttononclick=’１sendMsg()‘､disabled＞

送侭

</button＞

</form＞

〈/body＞

</html＞

ここで行っている処理は、先ほど述べたプロトコルに従ってメッセージを適切に処理しているだ

けだ。詳細は、コード中のコメントを参照していただきたい。

次に示すのは、サーバ側の実装だ。

T
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java･io,mException；

java・util,List；

java､utiLconcurrent・CopyOnWriteArrayList；

inIportjavax､servlet・http・HttpServletRequest；

importorgeclipse・jetty,websocket・WebSocket；

importorg・eclipse・jetty・websocket､WebSocketServlet；



7.4サブブロトコルの桐築と利用

/車。

・サブプロトコルを使用するWebSocketサーブレット

。／

publicclassChatServletextendsWebSocketServlet｛

／／複数の接銃を格納しておくためのリスト

privatefinalList<ChatWebSocket＞sockets＝newCopyOnWriteArrayList<Cha

tWebSocket>()；

/／ハンドシェイク中に呼び出されるメソッド

publicWebSocketdoWebSocketConnect(HttpServletRequestrequest，

Stringprotocol）｛

／／サーバが想定しているプロトコルでなかった堀合はnullを返す

ｉｆ（ｌ鱒websocketexample.chat卿.equals(protOcol)）｛

returnnull；

｝

／／WebSocketの処理を実鞍したオブジェクトを返す

returnnewChatWebSocket()；

｝

/／WebSocketの処理を実鞍したクラス

privateclagsChatWebSocketimpleInentsWebSocket・OnTextMessage｛

PrivateStringuserName；

privateConnectioncon；

publicvoidonOpen(Connectioncon）｛

ｔｈｉｓ･ＣＯ、＝ＣＯ､；

sockets･add(this)；

｝

publicvoidonC1ose(intcloseCode，Stringmessage）｛

sockets･remove(this)；

／／クライアントが接続を切断したら、全てのクライアントにその情報通知する

ｒoｒ（ChatWebSocketsocket：sockets）｛

ｔｒｙ｛

socket・ＣＯn.sendMessage（

pDISCONNECTED、tロ＋

System・currentTimeMiUis(）＋･、t図十userName)；

）catch（IOExceptione）｛
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｝

ｅ・printStackTrace()；

）

）

｝

/／クライアントから文字列データを受個した際に呼び出される

publicvoidonMessage(Stringdata）｛

｝

try｛

StringoutData＝ｎｕＵ；

／／タブ文字で区切る

Strin9Ilvals･data･split("、、t鰯)；

／／ユーザが入室した

ｉｆ（valsIOl・equalS(画ENTER園)）｛

userName富valsI11；

outData＝pCONNECTEDlt画十

System・currentTimeMiUis(）＋働、t・＋valSI11；

｝

／／メッセージを送慣された

ｅｌｓｅｉｆ（valsIO1・equals(働MSG｡)）｛

outData＝・MSG、t・・System､CurrentTimeMillis(）・

ヘt⑧。userName＋ヘt、。valsI11；

）

／／知らないメッセージは無視

ｅｌｓｅ｛

return；

｝

／／全クライアントに通知

ｆｏｒにhatWebSocketsocket：sockets》｛

socket､ＣＯn.sendMessage(oUtData)；

）

｝catch（IOExceptione）｛

ｅ・printStackTrace(）；

）

こちらも､プロトコルに従った処理を忠実に実装している。doWebSocketConnea0メソッド内で、

プロトコル文字列のチェックを行っている簡所が一番のポイントとなる。



7.4サブプロトコルの桐築と利用

最後に、上のサーブレットをwebxmlで投定し、「/chaUというパスに紐付ける。

【web,xml】(JETTY-HOME/webapps/sampIe･chat/WEB-lNF/web､ｘｍＤ

＜?m1verSion=画ユ.Ｏ卿encoding=‘oUTF-8.？＞

＜web-apP

mlns冥働http://java・sun・com/】､１１/ns/javaee⑧

mlns:xsi宮｡http://www.w3.org/２００１/)側LSchema-in8tance‘．

ＸＳｉ:schemaLocation=｡http:〃java・sun･ＣＯ､/]qnl/ns/javaeehttp://java,sun，

ＣＯ､/、l/ns/javaee/wweb-app-Z-5､xsd曇

version="２．５画＞

<servlet＞

〈servlet-name>Chat</servlet-name＞

〈sewlet-class>websocketexample・ChatServlet</sewlet-class＞

〈/servlet＞

＜sewlet-mapping＞

〈servlet-name>Chat</servlet-name＞

〈url-pattem>/chat</url-pattern＞

〈/servlet-mapping＞

</web-app＞

以上が､WebSocket接続上でサププロトコルを実装して利用するまでの流れとなる。WebSocket

を通信経路として、その上に独自のプロトコルを柵築するという手法は、オンラインゲームなどの

分野を始めとして今後一般的になっていくのは間逸いない｡WebSccketは非常に応用範囲の広い

技術である。ここでの解説が､読者の皆様が新たなアイデアを発想するための助けになれば幸い

である。
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