
 

 

 

mod_mruby: スクリプト言語で高速かつ省メモリに拡張可能な

Webサーバの機能拡張支援機構 
 

松本亮介†a)  岡部寿男††   

 

 Webサービスの大規模・複雑化に伴い，Webアプリケーションの開発だけでなく，Webサーバソフトウェアの機能
拡張も必要になる場合が多い．Webサーバの機能拡張において，高速かつ軽量に動作する事を重視した場合，C言語
による実装が主流であったが，生産性や保守性を考慮した場合はスクリプト言語で機能拡張を行う手法も提供されて

いる．しかし，従来手法は，Webアプリケーションの実装だけでなく，Webサーバの内部処理を拡張する事を主目的
とした場合，高速性・省メモリ・安全性の面で課題が残る．そこで，スクリプト言語で安全に機能拡張でき，かつ，
高速・省メモリに動作する Webサーバの機能拡張支援機構を提案する．Webサーバプロセスから内部処理としてスク

リプトが呼び出された際，高速に処理するために，インタプリタの状態を保存する状態遷移保存領域の生成を，サー
バプロセス起動時に生成しておいて，それを複数のスクリプトで共有して実行するアーキテクチャをとった．また，
メモリ増加量を低減し，かつ，状態遷移保存領域を共有する事により生じるスクリプト間の干渉を防止して安全に機

能拡張するために，スクリプト実行後に状態遷移保存領域からメモリ増加の原因となるバイトコード，及び，任意の
グローバル変数・例外フラグを開放するようにした．このアーキテクチャの実装には，組み込みスクリプト言語 mruby

と Apacheを利用し，Rubyスクリプトによって容易に Apache内部の機能拡張を行えるようにした．この Apacheの機

能拡張支援機構を mod_mrubyと呼ぶ事にする． 

 

mod_mruby: A Fast and Memory-Efficient Web Server Extension 

Mechanism Using Scripting Language 
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As the increase of large-scale and complex Web services, not only a development of Web applications but also an 

implementation of Web server extensions is required in many cases. The Web server extensions were mainly implemented in C 

language because of fast and memory-efficient behavior, and extension methods using scripting language also are provided with 

consideration of maintainability and productivity. However, if the existing methods primarily intended to enhance not the 

implementation of Web applications but the implementation of internal processing of the Web server, the problem remains in 

terms of fast, memory-efficiency and safety. Therefore, we propose a fast and memory-efficient Web server extension mechanism 

using scripting language. We design the architecture that a server process create the region to save the state of the interpreter at 

the server process startup, and multiple scripts share the region in order to process fast when the script is called as internal 

processing from a Web server process. The server process free any global variables, the exception flag and the byte-code which 

cause the increase of memory usage mainly, in order to reduce the memory usage and extend safely by preventing interference 

between each scripts because of sharing the region. We implement the mechanism that can extend the internal processing of 

Apache easily by Ruby scripts using Apache and embeddable scripting language mruby. It's called "mod_mruby". 

 

 

1. はじめに *   

 大規模な Web サービスの普及や Web ホスティングサー

ビス[1]の低価格化に伴い，企業だけでなく個人も Web サイ

トや Web サービスを持つ時代になってきている．さらに，

スマートフォンの普及により，インターネットはより身近

なものになってきている．その結果，Web サーバへのアク

セス数は日々増加してきており，Web サービス事業者は，

Web サービスの大規模・複雑化に伴い，いかにセキュリテ

ィを担保しながらも安定してアクセスを処理できるか，い

かにサービスの運用・管理コストを低減できるかが課題と

なっている．さらに，Web サービスを高品質かつ短納期に

実装する必要があり，保守性も意識しなければならない． 
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 Web サービスを安定して提供するために，Web サーバソ

フトウェアそのものの内部機能の拡張が必要となる場合が

多い．そのような状況で，Web サーバソフトウェアの拡張

を実装しやすくするためのフレームワークも提案されてい

る[2]． Web サーバソフトウェアの内部機能を拡張する事

により，Web コンテンツ処理前に，リソース制御やアクセ

ス制御等の緻密な制御を実現できる[3][4][5]．これまで，

Web サーバの拡張は，高速かつ軽量に動作する事を重視し

て C 言語による実装が主流であったが，生産性や保守性を

顧慮して，スクリプト言語で機能拡張を行う手法が提供さ

れている [6][7][8]．しかし，従来手法の mod_perl[6]や

mod_ruby[7]は，高速に処理するために，インタプリタを複

数のスクリプトで共有するが，アプリケーションとして全

く別々のスクリプト間でもグローバル変数名が干渉し合い，

拡張機能を安全に実装できない．また，Perl や Ruby のイ

ンタプリタやライブラリが巨大であるため，高速かつ省メ

モリに Web サーバそのものの内部処理を拡張するには適

インターネットと運用技術シンポジウム 2013 
Internet and Operation Technology Symposium 2013

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan 79

IOTS2013
2013/12/13



 

 

 

していない．一方，従来手法の mod_lua[8]は，Lua[9]が高

速かつ軽量な組み込みスクリプト言語であることを利用し

て，スクリプト実行毎にインタプリタを用意する事により

安全に実装できるようにしている．しかし，スクリプト実

行毎にインタプリタの読み込み・開放とライブラリの読み

込みが必要となり，C 言語による実装に比べれば依然とし

て処理効率が悪い． 

 我々は， 高速かつ軽量に動作する組み込みスクリプト言

語に着目し，インタプリタを Web サーバプロセスに最適化

して組み込むアーキテクチャを設計することにより，スク

リプト言語で安全に機能拡張でき，かつ，高速・省メモリ

に動作する Web サーバの機能拡張支援機構を提案する．

Webサーバプロセスから内部処理としてスクリプトが呼び

出された際，高速に処理するために，インタプリタやスク

リプトに関する情報を保存しておく領域（以降，状態遷移

保存領域とする）を，サーバプロセス起動時のみに生成し

ておいて，それを複数のスクリプトで共有し実行するアー

キテクチャをとった．また，メモリ増加量を低減するため

に，スクリプト実行後に状態遷移保存領域から，メモリ増

加の大きな原因となるバイトコードのみを開放するように

した．さらに，状態遷移保存領域を共有する事により生じ

るスクリプト間のグローバル変数や例外処理の干渉を防止

するために，スクリプト実行後は，状態遷移保存領域から

任意のグローバル変数・例外フラグを開放するようにした．

このアーキテクチャにより，稼働し続ける事が前提のサー

バプロセスに対し，高速性・省メモリ・安全性の観点から

最適化してインタプリタを組み込み，スクリプト言語でも

効率よく内部機能拡張を実装できる． 

 実装は，Apache HTTP Server[10]（以降 Apache とする）

に組み込みスクリプト言語 mruby[11]を組み込む事により，

Apache の内部機能を，Ruby スクリプトによって容易に拡

張できるようにした．この Apache の機能拡張支援機構を

mod_mruby と名付けた．mod_mruby は，Ruby スクリプト

で内部機能を拡張できるように，C 言語と連携が容易な組

み込みスクリプト言語 mruby の特性を生かして，Apache

の内部処理やデータと連携するための API を実装した．

mod_mruby の実装に必要な改良として，mrubyに対しても，

バイトコードを開放するための組み込み APIを標準機能と

して実装したり，mruby の組み込みを容易にする機能を追

加したりした． 

mod_mruby では、Ruby スクリプトを変更する事で，即

時に Apache の内部機能が変更・拡張可能となり，コンパ

イルや Apache の再起動を必要としない．また，さらに高

速に処理したい場合は，都度 Ruby スクリプトを呼び出さ

ずに，サーバ起動時にバイトコードまではコンパイルして

おいて，処理を呼び出された時にバイトコードから実行す

る事も可能である．バイトコードから実行するアーキテク

チャにより，C 言語で Apache モジュールを実装した場合と

遜色ない性能が得られる． 

さらに，Apache と並ぶ代表的な Web サーバソフトウェ

アである nginx[12]にも，提案するアーキテクチャを

ngx_mruby として実装した．これにより，Web サービス開

発の技術者は，複数の Web サーバソフトウェアの違いを意

識することなく，Web サーバの機能拡張を実装できる． 

 本論文の構成について述べる．2 章では Web サーバソフ

トウェアの機能拡張について述べる．3 章では 2012 年 4 月

にリリースされた組み込みスクリプト言語 mrubyと組み込

みソフトウェア開発における課題について述べ、4 章では

mod_mruby のアーキテクチャと適用例について説明する．

5章でmrubyスクリプトをApacheの内部機能として実行し

た場合のパフォーマンス評価を行い，6 章でむすびとする． 

2. Web サーバソフトウェアの機能拡張 

 これまで，Web サーバの機能拡張は，高速かつ軽量に動

作することを重視して，C 言語のよる実装が主流であった

が，生産性や保守性を考慮して，スクリプト言語で機能拡

張を行う手法も提供されている．しかし，従来手法は高速

性・省メモリ・安全性の面で課題が残る．そこで，代表的

な Web サーバソフトウェアである Apache を例に，従来手

法の特徴，及び，問題点について言及する． 

2.1 Apache モジュールによる機能拡張 

Web サーバソフトウェアである Apache は，世界で最も

シェアの高いソフトウェア（2013 年 7 月時点）[13]である．

Apache の特徴は，最低限の Web サーバ機能をコアとして

持ち，その他の機能はコアを改修せず追加できるように，

モジュール型の設計[2]をとっている．Apache の影響により，

その他の Web サーバソフトウェアのほとんどが，モジュー

ル型の機能拡張方式をとっている．図 1 に，Apache のコア

とモジュールの概要図を示す．Apache のコアと Apache モ

ジュールの連携は，Apache 独自の API を介して実現されて

いる．モジュールの実装においては，コアに近い実装から

Web アプリケーションに近い実装まで，様々な領域の実装

が可能となっている．一般的な Web サーバソフトウェアと

同様，Apache モジュールによる機能拡張は高速性と省メモ

リを考慮して C 言語で実装する仕様になっており，Apache

内部で直接 Apache モジュール内の関数をフックする．Perl

や PHP，Python，Ruby等に代表されるようなスクリプト言

語で実装する Web アプリケーションは，Apache モジュー

ルでも実装できる．高速に動作する事を優先した場合は，

Apache モジュールでアプリケーションを開発する事も可

能である。しかし，一方で，Apache モジュールは C 言語で

実装するためにコンパイルが必要である．また，Apache に

組み込む必要があり，Apache サーバプロセスの再起動が必

要となったり，Web アプリケーションを開発する場合には

C 言語程の緻密さを要求しない場面が多く，生産性や保守

性の面でスクリプト言語に劣る．Web サービスの大規模・
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複雑化に伴い，高品質・短納期・高い保守性が求められて

いる中で，Web アプリケーションの開発者はスクリプト言

語による開発が主流になっているため，C 言語による拡張

機能の実装は困難である． 

2.2 スクリプト言語による機能拡張 

 これまで，Web サーバソフトウェアの機能拡張を支援す

るために，Apache において，スクリプト言語の Perl や Ruby

で，Apacheモジュール相当の実装を可能とする mod_perl[6]

や mod_ruby[7]が開発されてきた．これらの従来手法は，

高速に処理するために，インタプリタを複数のスクリプト

で共有するが，アプリケーションとして全く別々のスクリ

プト間でもグローバル変数名が干渉し合い，安全に実装で

きないという問題があった．また，そもそも，Perl や Ruby

のインタプリタやライブラリが巨大であるため，

mod_php[14]のように Web アプリケーションの実装を主目

的として，ライブラリが充実しているほど良い場合には適

しているが，高速かつ省メモリに Web サーバそのものの内

部処理を拡張する事を主目的とした場合には適していない． 

C 言語で実装された Apache の内部処理として Ruby や

Perl 等のリッチなスクリプト言語を使うには課題がある一

方で，軽量組み込みスクリプト言語である Lua[9]が人気を

高めてきた．Lua はリオデジャネイロ・カトリカ大学の情

報工学科コンピュータグラフィックステクノロジーグルー

プ TeCGraf らによって設計開発された組み込みスクリプト

言語である．Lua は C/C++で実装されたホストプログラム

に組み込み，ホストプログラムの一部の処理を Lua スクリ

プトで実装する事を目的に設計されており，高速な動作と

高い移植性，組み込みの容易さが特徴である．移植性を高

めるため，一旦バイトコードにコンパイルされ，Lua VM

上で実行する方式をとっている．変数に型のないスクリプ

ト言語では最速の言語処理系[15]だとされている． 

Lua を Apache でも利用できるような Apache モジュール

の開発が行われてきている．2012 年 2 月に数年ぶりの

Apacheのメジャーバージョンである 2.4がリリースされた．

Apache2.4 は，シェアを伸ばしてきている nginxに対抗する

ために，各種パフォーマンス改善や新機能の実装が行われ

た．新機能の中には，LuaをApacheでも利用できるように，

Apacheに Luaを組み込むためのモジュールmod_lua[8]が試

験的に導入されている．mod_lua によって，Lua スクリプ

トをApacheのWebコンテンツとして扱う事ができ，また，

Apache の内部処理として，Lua スクリプトで定義した関数

を呼び出す事が可能になっている．Apache の内部処理とし

て Lua スクリプトを実装すれば，スクリプトとしての保守

性や開発効率を生かしたまま，これまでの Perl や Ruby よ

りも高速かつ省メモリに Apache の内部処理を実装する事

が可能となる．しかし，mod_lua には幾つか課題がある．

第一に，Lua スクリプト実行時に，インタプリタに関する

情報を保存しておく状態遷移保存領域をスクリプト単位で

生成・開放しており，全体として処理速度が遅くなる．状

態遷移保存領域は，Lua VM が動作する上で必要な情報を

格納する用途で使われ，生成・開放のコストが非常に高い．

Lua の仕様では，一つの状態遷移保存領域で，複数のスク

リプトを共有する事が可能であるが，共有してしまうと，

状態遷移保存領域の開放ができないため，リクエスト毎に

サーバプロセスのメモリが増加したり，他のスクリプトの

グローバル変数や関数を参照できたりしてしまう．このよ

うな実装をとってしまうと， Apache の内部処理を複数の

スクリプトで実装した場合，スクリプト上のグローバル変

数や関数が干渉し合い，安全に実装できない．そのため，

mod_lua では状態遷移保存領域を共有しない実装をとって

いると考えられる．一方，mod_perl や mod_ruby では，状

態遷移保存領域を事前に初期化しておき，複数のスクリプ

トで状態遷移保存領域を共有していたが，同様に別のスク

リプトのグローバル変数を参照できてしまい，バグのリス

クが高い．また，メモリ使用量も多くなってしまう． 

以上より，高速性，省メモリ，安全性，及び，C/C++ア

プリケーションへの組み込みを目的とした軽量組み込みス

クリプト言語に着目して，Web サーバの機能拡張をスクリ

プト言語で行うためには，状態遷移保存領域の確保と開放

のコストを減らす事でスクリプトを高速に処理させる必要

がある．さらに，Web サーバプロセスのメモリ使用量を低

減し，各スクリプトが干渉しないように影響範囲を分離す

るアーキテクチャが必要である．以降では，それらを実現

するためのアーキテクチャ設計について言及する． 

3. 組み込みスクリプト言語 mruby 

 Web サーバソフトウェアの機能拡張において，生産性・

保守性を意識しながら高品質かつ短納期に実装する，とい

う課題は，組み込みソフトウェア開発現場における課題と

類似している点がある．そこで，組み込みソフトウェア開

発現場の課題を解決するために開発されている組み込みス

クリプト言語 mruby[11]がある．mruby は組み込み用の処理

系であり，通常の Ruby 処理系より省メモリに動作する．

また，機能的には Rubyのサブセットであり，ISO/IEC30170

規格に沿って実装されている． 

3.1 mruby の概要 

 mruby は，まつもとゆきひろ氏を中心に開発され，2012

年4月20日にソースコードが公開された組み込みスクリプ

ト言語である．今後ますます大規模，複雑化し，高品質，

短納期，高い保守性が求められる組み込みソフトウェア開

発において，これらの課題を解決するために，2010 年度の

経済産業省の地域イノベーション創出研究開発事業として，

「軽量 Ruby を用いた組込みプラットフォームの研究・開

発」プロジェクト[16]が採択された．そのプロジェクトに

おいて，数年後，組み込み機器がスクリプト言語を動かせ

る程度にまで高性能化する事を見込んで mrubyの開発が行
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われている． 

 組み込みスクリプト言語 mrubyを C/C++で実装されたホ

ストアプリケーションに組み込むと，そのホストアプリケ

ーションの一部を Ruby で実装する事が可能となる．C 言

語での実装が前提となるような組み込み機器上でも，

mruby をホストアプリケーションに組み込むことで，Ruby

による記述が可能となる．C/C++アプリケーションが主と

すると，mruby は従の関係にあり，C/C++アプリケーショ

ンの専用のパーツとしての使い方が想定されている．スク

リプト言語と相性の良いテキスト処理等の実装は Ruby で

実装し，高速性や省メモリ等，緻密さが優先される箇所は

C 言語で実装する，といった使い方ができる．これによっ

て，大規模，複雑化した組み込みソフトウェア開発を C 言

語のみで実装する場合，高品質，短納期，高い保守性を実

現するのは困難であったが，mruby は今後その課題を解決

するための 1 つの手法になっていくと考えられる． 

3.2 mruby と Lua 

 2 章で言及した組み込みスクリプト言語 Lua は，ネット

ワークルータの機能拡張や，ゲームに組み込んでキャラク

ターの AI 等の実装に採用され，最近では iPhone アプリの

開発にも利用されてきている．Lua も mrubyと同様，C/C++

で実装されたホストアプリケーションに組み込むための

API が整備されており，プログラムサイズも比較的小さく

なる特徴がある．しかし，Rubyと比べてデフォルトで使用

できるライブラリが非常に少ない．そこで，mruby ではそ

のような問題を解決するために，これまでに多くの技術者

によって改善がなされてきた Ruby の言語仕様やライブラ

リ，Ruby のオブジェクト指向の記述方法を考慮して，Lua

よりも比較的ライブラリを充実させ，ある程度のマシンス

ペックを要求するような組み込みソフトウェアを想定して

実装されている．具体的には，mruby が動作した機器とし

て，32bit の ARM core を搭載し，クロック周波数 84MHz，

SRAM96KB，プログラム格納用フラッシュメモリ 512KB

の Arduino Due 上での動作実績がある． 

3.3 mruby の設計方針 

組み込みソフトウェアのための Ruby である mruby は，

以下の特徴を持つ． 

(1) 組み込み API 

(2) 省メモリ 

(3) モジュールやクラスが取り外し可能 

(4) JIS/ISO を尊重 

(5) 移植性 

(6) ソフトリアルタイム 

(1)の組み込み API に関して，プログラミング言語 Ruby に

おける C API は，1 つのプロセス上で Rubyアプリケーショ

ンが単一の仮想マシン上で動作し，そこに機能を追加する

ためのものであった．しかし，mruby では，組み込みソフ

トウェアで実装されるような，1 つのプロセスに複数の仮 

 

図 1 Apache モジュールの仕組み 

 

想マシンを持ち，それぞれの仮想マシン上で Ruby スクリ

プトを呼び出せる設計になっている．mrubyの組み込みAPI

は充実しているため，C/C++で実装されたホストプログラ

ム上でも Ruby スクリプト実行までの各種処理過程で，任

意のタイミングで構文解析をしたり，バイトコードを生成

したり，様々な最適化が容易になる． 

 (2)，(3)に関して，省メモリを達成するために，mrubyで

は，Rubyのソースコードを仮想マシンが解析してバイトコ

ードにコンパイルする機能を，予め取り外す事ができる．

開発中は，コンパイラ及びコード生成機能をリンクしてお

き，開発完了後は，Rubyのソースコードを予めバイトコー

ドとして生成しておくことで，コンパイラやコード生成機

能を不要にすることができる．これにより，100K バイト程

度プログラムサイズを削減できる．さらに，コアに取り入

れられている標準ライブラリから，実行に不必要なモジュ

ールやクラスを取り外す事ができる．例えば，標準出力が

不要なプログラムの場合は，標準出力のクラスを取り外し

たり，配列や連想配列等一部の機能を使わない場合は関連

するクラスを取り外したりすることで，さらにメモリを節

約することができる． 

(4)，(5)に関して，組み込み領域では標準規格を非常に重

視するため，mrubyは Ruby の ISO 規格[17]を尊重して設計

されている．また， mruby は C 言語で実装されており，

移植性を高めるために，1999 年に制定された C 言語の国際

基準である C99 に準拠した記述にしている．ファイルシス

テムやさらには OS がないような環境でも動作するように，

mruby は実装されている． 

(6)に関して，組み込みソフトウェアではリアルタイム性

が重視される．リアルタイム性とは，処理時間が一定以内

に収まる事をさしており，mruby では，ソフトリアルタイ

ム性を想定して実装されている．従来の Ruby 処理系は人

間に検知できる程度の長時間ガベージコレクションで停止

する事があり，リアルタイム用途への障害となっていたが，

mruby はインクリメンタル GC の採用でリアルタイム性を

向上させている． 

以上のように，mruby が開発された理由として，組み込

みソフトウェアの規模と役割の増大に伴う，開発手法に対

する，高品質，短納期，高い保守性が求められている事を
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挙げた．ハードウェアの性能が向上してきている一方で，

C 言語による開発よりも，生産性や保守性を優先できる分

野が増えていくと考える．また，我々の Web サーバ機能拡

張に関する研究背景である，Web サービスの大規模・複雑

化に伴う，Web サービス開発の高品質・短納期・高い保守

性の実現は，mruby の開発背景と類似している事から，機

能拡張のスクリプト言語に mrubyを採用した． 

4. mod_mruby のアーキテクチャと適用例 

Web サーバの実装や拡張機能追加は，これまで C 言語で

の開発が主流であり，かつ，Web サーバソフトウェアの内

部仕様を詳細に理解している必要があった．また，2 章で，

スクリプト言語の普及に伴い， Web サーバソフトウェア

をスクリプト言語で拡張する事の重要性を説いた．しかし，

これまでの手法は，生産性や保守性を優先した場合におい

ても，リクエスト毎に処理される Web サーバの内部処理に

スクリプトを採用するには，高速性，省メモリ，スクリプ

ト間の干渉，及び，C/C++アプリケーションへの組み込み

を目的とした軽量組み込みスクリプト言語が必要であると

いう要求を満たせていない．一方で，Web サービスが大規

模・複雑化してきている中，C 言語による Web サーバソフ

トウェアの拡張は，高品質かつ短納期に開発し，高い保守

性を維持しながら運用していかなければならない点におい

て，効率が悪い． 

3 章で言及したように，現状の Web サーバソフトウェア

拡張における問題を組み込みソフトウェア開発における問

題と類似していると捉え，スクリプト言語で機能拡張可能

で，高速かつ省メモリで動作し，スクリプト間で干渉しあ

わない Web サーバの機能拡張支援機構 mod_mruby を提案

する． 

4.1 mod_mruby のアーキテクチャ概要 

mod_mruby は，高速性と省メモリの観点からサーバプロセ

スに軽量に動作する組み込みスクリプト言語 mrubyを最適

化して組み込み，その上で，スクリプトが互いに影響を与

えないように分離するアーキテクチャを取った．また，本

論文のアーキテクチャは Web アプリケーションのみなら

ず，Web サーバソフトウェアそのものの内部処理を制御す

る事を主目的としている． Web アプリケーションの実装

を主目的とする場合は，言語の軽量さよりも，ライブラリ

や実装記述方法が充実している事の方が重要だと考えてお

り，そのような用途においては，現行の Ruby on Rails[18]

や PHP[14]，Java Servlet[19]等の方が適している．mrubyの

特徴であるモジュールやクラスの取り外しによって不必要

な機能を省略し，mruby の組み込み API を利用する事で，

生産性や保守性を優先しながらも，省メモリな Web サーバ

拡張機構を提供できる．また，これまでは，Apache のモジ

ュールを C 言語で実装後，本番環境と同一の構成を持つコ

ンパイル環境でコンパイルしてから Apache に組み込む必 

 

図 2 Apache と mod_mruby の仕組み 

 

要があり，その場合は Apache の再起動が必要となる．ま

た，コードに変更が必要な場合は，再度コンパイル環境で

変更してコンパイル後，再度組み込む必要があるため，保

守性が低い．一方，mod_mruby は，Web サーバ管理者が迅

速にリソース管理やアクセス制御等の機能拡張を行えるよ

うに，予め Apache と Rubyスクリプトの処理を連携するイ

ンターフェイスを Apacheモジュールとして実装しておく．

図 2 に，mod_mruby の仕組みを示す．mod_mruby を Apache

に組み込む事によって，Ruby スクリプトに Apache の内部

処理を実装できる．mrubyと Apache は専用の mruby用 API

ライブラリを介して連携する．mruby 上で記述できないよ

うな複雑な処理の場合は，Apache モジュールとして C 言語

で実装し，Rubyスクリプトと共存しながら組み込む事も可

能である．Rubyスクリプト内の実装の変更も，スクリプト

を書き換える事で，書き換え完了以降のリクエストは書き

換え後のスクリプトで処理できる．また，スクリプトの変

更がそれほど必要とされない状況では，都度 Ruby スクリ

プトを呼び出さずに，サーバ起動時にバイトコードまでは

コンパイルしておく事も可能である． 

 以降，高速性，及び，省メモリとスクリプト間の干渉の

観点から mod_mruby のアーキテクチャの詳細を述べる． 

4.2 高速性 

 2 章で，mod_lua の性能に関する実装の問題を指摘した．

図 3 に Lua スクリプト実行時の mod_lua のアーキテクチャ

を示す．mod_perl や mod_ruby は，複数のスクリプトで同

一の状態遷移保存領域を使用する場合に，別々のアプリケ

ーション間で各スクリプトのグローバル変数を共有してし

まう問題があった．しかし，mod_lua ではそれらの問題を

解決するために，性能を犠牲にして，スクリプトを実行す

る毎に状態遷移保存領域を生成し，実行後は状態遷移保存

領域の開放するアーキテクチャをとっている．一方，

mod_mruby は，状態遷移保存領域を複数のスクリプトで共

有することで，高速処理できるアーキテクチャをとった．

図 4 に mod_mruby のアーキテクチャを示す．リクエスト処

理時に，処理コストの高い状態遷移保存領域の再確保やラ

イブラリの読み込み等を実行しないようにするために，

Apache のサーバプロセス起動時に，状態遷移保存領域をあ

らかじめ生成し，ライブラリを読み込んでおく．そして，
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Apache 起動後，クライアントからリクエストがあると，図

4 のように，リクエストの各種処理フェーズで Rubyスクリ

プトが Apache からフックされる．そこで，事前に生成さ

れている状態遷移保存領域を呼び出して，その領域上でス

クリプトの処理を開始する．リクエスト処理毎に，Ruby

スクリプト自体の構文木解析を行い，バイトコードを生成

する．そのバイトコードは，状態遷移保存領域内に存在す

るバイトコードテーブルに保存される．その結果，スクリ

プト単位で処理コストの高い状態遷移保存領域の確保やラ

イブラリの読み込みが必要である mod_lua と比較して，高

速に処理を行う事ができる．しかし，このアーキテクチャ

は状態遷移保存領域を開放せずに再利用するため，スクリ

プト処理毎にメモリが肥大化していく問題と，スクリプト

間でグローバル変数を共有してしまう問題がある． 

4.3 メモリ効率とスクリプト間の干渉の改善 

 上記の高速性を考慮したアーキテクチャをとった場合の

問題を解決する方法を述べる．mruby は，バイトコード生

成前後でメモリが大きく増加する．つまり，メモリ消費量

が肥大化する主な原因は，コンパイルによって生成された

バイトコードを状態遷移保存領域内のバイトコード保存領

域（以降 irep テーブルと呼ぶ）に保存し，次に新たにスク

リプトを実行する際には，irep テーブルをインクリメント

して，新しい irep テーブル上にバイトコードを保存してい

たためであった．mod_mruby では，Apache 起動中であって

も Ruby スクリプトを変更することで，Apache の振る舞い

を即時変更する事ができるように，基本的にはリクエスト

毎にコンパイルしてバイトコードを新しく生成する必要が

ある．つまり，古いバイトコードを irep テーブルに保存し

ておく必要は無いと考えられる．その特徴を考慮して，バ

イトコード生成後，バイトコードを実行した後は，状態遷

移保存領域上の irep テーブルから，古いバイトコードを開

放するようにした．この処理を mruby の組み込み API に追

加することで状態遷移保存領域を再利用しながらも，スク

リプト実行前後に増加していたプロセスのメモリ消費量を

大幅に低減する事ができる． 

 状態遷移保存領域を共有する事によるスクリプト間の干

渉問題については，状態遷移保存領域内には，例外処理フ

ラグとグローバル変数テーブルが存在する．これらが，ス

クリプト干渉における主な原因となるため，バイトコード

の開放に加えて，例外処理フラグとグローバル変数テーブ

ルから任意のグローバル変数も開放する．これによって，

新たな Ruby スクリプトが同一の状態遷移保存領域上で処

理されても，古いスクリプトの情報と干渉が起きないよう

にできる．一方で，スクリプト間で変数を受け渡ししたい

状況，例えば，サーバ起動時にデータベースサーバに接続

しておいて，その接続情報を別のフェーズで再接続する事

なく再利用したい場合に，それらの情報を，mod_mruby の

機能により安全に受け渡しする事も可能である． 

 

図 3 mod_lua のアーキテクチャ 

 

 

図 4 mod_mrubyのアーキテクチャ 

 

4.4 機能面 

mod_mrubyによってApache内部の処理を Rubyスクリプ

トで実装するために，Ruby 上から Apache 内部の関数や構

造体を操作できるクラスを設計した．これによって，Ruby

スクリプト上から様々な Web サーバソフトウェア拡張が

可能となる．図 5，図 6 に，Ruby による機能拡張実装例を

示す．図 5 は，Apache がリクエストを受けた際に，アクセ

スのあった URI とファイルを紐づけるフェーズで，Ruby

スクリプトをフックするための Apache の設定例である． 

図 6 は，アクセスのあった URI と特定のファイルを紐づけ

て，レスポンスにそのファイルの内容を返す処理を Ruby

で実装した例である． 

Apache と並ぶ代表的な Web サーバソフトウェアである

nginx[12]にも，提案するアーキテクチャを ngx_mruby とし

て実装した．また，他の Web サーバソフトウェアにも同様

の機能を実装予定である．これにより，Web サービス開発

の技術者は，Apache や nginx 等，複数の Web サーバソフト

ウェアの違いを意識することなく，Web サーバの機能拡張 
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図 5 mod_mruby の Apache 設定例 

 

 

図 6 mrubyスクリプト例 

 

を実装できる．また，mruby は Ruby と同様のオブジェク

ト指向による実装が可能なため，現在 Web サービス開発で

普及しているプログラミング言語 Ruby を使って Web アプ

リケーションを実装したり，ミドルウェアを実装したりし

ている技術者にとって，Web サーバの機能拡張を実装し易

くなると考えている． 

5. パフォーマンス評価 

 mod_mruby が実用に耐えうるかを評価するために，

Apache の内部処理を実装した Ruby スクリプトを，

mod_mruby を介して実行した場合の性能を評価した． 

5.1 サーバプロセスメモリの増加量に関する評価 

 mod_mruby は，高速性を得るために，状態遷移保存領域

を共有しながらも，メモリが増加しないようにバイトコー

ドのみを開放するようにしたアーキテクチャをとった．そ

のアーキテクチャによるメモリ増加量の低減を確認するた

め，Apache に mod_mruby を組み込み，図 5，図 6 の処理を

行うようにした．そして，バイトコードを開放しない場合

と，開放する場合において，それぞれ 5 万リクエスト処理

するまでの，サーバプロセスのメモリ増加量を測定した．

図 7 にメモリ増加のグラフを示す．図 7 より，バイトコー

ドの開放をしない場合は，リクエスト処理毎に Apache の

内部で Ruby スクリプトが実行され，そのバイトコードが

状態遷移保存領域に保存されてしまい，サーバプロセスの

消費メモリが単調増加していることが分かる．それを防ぐ

ために，バイトコードのみを開放することで，サーバプロ

セスのメモリが増加していない事が分かる．これにより，

バイトコードのみを開放するアーキテクチャで，十分にメ

モリ増加量を低減できている事が分かった．また，図 7 よ

りApacheサーバプロセスのメモリ使用量 5000kBであるが，

mod_mruby を組み込む前の Apache のサーバプロセスのメ

モリ利用量が約 4400kB であり，mod_mruby 組み込みに要

するメモリ使用量は約 600kB である．現在の Web サーバの

搭載メモリが数 GB単位である事を考慮すると 600kBは非

常に少ないと言える． 

 

図 7 バイトコード開放によるメモリ増加量 

 

5.2 高速性に関する評価 

 次に，既存の機能拡張手法と高速性の比較を行った．状

態遷移保存領域が作成され，コンパイルされる事による処

理の影響を最大化するため，実行するスクリプトはクライ

アントがどのような URI にアクセスしても，全てのアクセ

スに対して hello worldの文字列を返すようなコストの低い

処理を実装とした．評価においては，同様の処理を従来の

ように C 言語によって実装した Apache モジュール

mod_hello と，mod_perl による Perl スクリプトでの機能拡

張実装，mod_ruby による Ruby スクリプトでの実装，

mod_lua による Lua スクリプトでの実装と比較を行った． 

表 1 は，クライアントとサーバマシンの性能を示している．

クライアントマシンから，サーバマシンに対して，ab コマ

ンドにより，同時接続数 100，総接続数 10 万のパラメータ

でリクエストを送信し，サーバマシンが 1 秒間に処理でき

たレスポンス数を計測した．同時接続数のパラメータは，

サーバのApacheやOSのチューニングがボトルネックにな

らないように，予備実験により適切だと思われるパラメー

タを設定した． 

 表 2 は 1 秒間に処理できたレスポンス数（responses/sec）

の結果を示している．パフォーマンス評価の結果，

mod_mrubyが mod_luaよりも性能が非常に高い事が分かっ

た．これは，状態遷移保存領域を，mod_lua はスクリプト

実行毎に生成しているのに対し，mod_mruby は複数のスク

リプトで共有しているためだと考えられる．また，Ruby

スクリプトに Apache の内部処理を実装し，mod_mruby を

介して実行しても，従来手法である mod_hello が

9861.17response/sec であるのに対して，mod_mruby は

9021.54response/sec であり，mod_lua の 5209.11response/sec

と比較して，非常に高速に動作している事が分かった．ま

た，既存の mod_perl や mod_ruby は事前に状態遷移保存領

域を初期化していながら，mod_lua よりも性能が出ていな

いのは， 実験結果から，Perl や Ruby インタプリタのコン

パイルのコストが高いためだと考えられる． 
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表 １ テスト環境 

クライアント 

CPU Intel Core2Duo E8400 3.00GHz 

Memory 4GB 

NIC Realtek RTL8111/8168B 1Gbps 

OS CentOS 5.6 

サーバ 

CPU Intel Xeon X5355 2.66GHz 

Memory 8GB 

NIC Broadcom BCM5708 1Gbps 

OS CentOS 5.6 

Middleware Apache/2.2.3 

 

表 2 パフォーマンス評価と各手法の特徴 

 

 

 以上より，文字列を出力するのみの軽量な処理において

は，mod_mruby のサーバプロセスへのインタプリタ組み込

みの最適化のアーキテクチャによって，インタプリタの処

理部分は，動的コンテンツを扱う上でほとんどボトルネッ

クにならないと想定される．また，サーバプロセスのメモ

リ増加量も気にする必要がない．スクリプトの保守性や開

発のし易さを考慮した場合，サーバ拡張のための一つの選

択肢になり得ると考えられる． 

6. まとめ 

 本論文では，Webサービスの大規模・複雑化を考慮して，

Web サーバの機能拡張を支援するために，スクリプト言語

で機能拡張が可能でありながら，高速かつ省メモリで動作

する Web サーバの機能拡張支援機構 mod_mruby を提案し

た．また，高速性を優先した場合に生じる，スクリプト間

でグローバル変数が干渉し合う問題を同時に解決した． 

mod_mruby によって，Ruby スクリプト上に Apache の内部

処理を記述する事で，即時処理を拡張できる．その結果，

Webサービス開発に関わる技術者がWebアプリケーション

等を Ruby で開発する延長で，容易に Web サーバ自体を拡

張できるようになると考えている．また，nginx を mruby

によって機能拡張できる ngx_mruby の存在により，Apache

や nginx の Web サーバソフトウェアの違いを Ruby スクリ

プトで吸収しながら機能拡張が可能になる． 

 今後の課題として，ngx_mrubyのみならず，代表的な Web

サーバやキャッシュサーバソフトウェアを mod_mruby と

できるだけ同じ記述で機能拡張できるインターフェイスを

実装予定である．その結果，複数の Web サーバソフトウェ

ア上に，mruby による機能拡張インターフェイスを組み込

む事で，Web サーバソフトウェア間の実装の違いを mruby

で吸収し，Web サーバの機能拡張を Ruby での実装に統一

できると考えている． 

 

 謝辞 mod_mruby を実装するにあたり，有益なコメント

をいただいたまつもとゆきひろ氏，増井雄一郎氏，松本泰

弘氏に感謝する． 
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 言語 Reponses/sec 

mod_hello C 9861.17 

mod_perl Perl 3346.38 

mod_ruby CRuby 4769.04 

mod_lua Lua 5209.11 

mod_mruby mruby 9021.54 
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