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はじめに
WebAssembly は、Web ブラウザのような Web クライアントで素早い動作や反応を実現す
る技術のひとつです。インターネットに接続していて何かをする際に「遅い」とか「重い」
と感じたら検討するべき技術のひとつです。
現在のところ、WebAssembly は、主に Web ブラウザやスマホのアプリのような Web ク
ライアントで、処理を高速に行うために使われています。しかし、WebAssembly の用途はそ
れだけにとどまりません。将来は広範な分野で活用されることが期待されている仕様です。
WebAssembly は使い方がとても簡単で生産性が高いという点でも注目されています。一
般的には、アセンブラあるいはアセンブリ言語というと、難しくてちょっとしたことをする
にも膨大な命令が必要で生産性が低いととらえられがちです。実際、ほとんどのアセンブリ
言語は、ひとつの命令でできることは単純なので、CPU のレジスタと呼ぶ記憶領域やメモ
リの状態を想像しながら、たくさんのニモニックと呼ばれる命令表現を完璧に羅列しなけれ
ばなりません。WebAssembly でも、似たようなことをすることは不可能ではありませんが、
実際の WebAssembly の活用の場面では、ニモニック（WebAssembly 用語ではリニアアセ
ンブリバイトコード）さえ理解する必要はありません。C 言語や C++、あるいは Rust などの
高水準言語のコンパイラが、低水準のことをほとんどすべて自動的にやってくれます。プロ
グラマは、高水準言語でプログラムを作成して WebAssembly のモジュールを作り、それを
JavaScript のような高水準言語から呼び出して使うだけです。
本書は、HTML と JavaScript についての知識が多少あって、C/C++ または Rust である程
度プログラミングできる読者を対象に、WebAssembly の役割や使い方を案内するガイドブッ
クです。WebAssembly はまだまだ発展途上の技術なので今後変更されることはありますが、
本質的な部分が大幅に変わることはないと想定できます。また、WebAssembly をサポート
していれば特定の実行環境にはほぼ依存しないので、本書で WebAssembly についての知識
を深めておき、必要に応じて関連する技術を取り入れていけば、将来的に広く応用できるよ
うになるでしょう。
本書を活用して WebAssembly プログラミングの世界を覗いてみてください。
2021 年 初夏
著者しるす
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■ 本書の表記
数字
0x 数字

┗

説明文の中で 0、1、2、3 のような数で始まる値は 10 進数であることを表
します。

説明文の中で 0x12 のような 0x で始まる値は 16 進数であることを表しま

す。ただし、空白をはさんで 16 進数が続く場合
（16 進表現のダンプも含む）
にはそれぞれの値の前に 0x を付けません。

コマンド出力などで、紙面の都合で 1 行を折り返して印刷していることを
表します。

$

OS のコマンドプロンプトを表します。Linux など UNIX 系 OS だけでなく、
Windows で実行可能なコマンドラインの場合にも共通したプロンプトを表

C:¥>

すものとして使います。
特に Windows のコマンドプロンプトであることを表します（Linux など
UNIX 系 OS には適用できません）
。
本文を補足するような説明や、知っておくとよい話題です。

■ 注意事項
●

本書の内容は本書執筆時の状態で記述しています。将来、WebAssembly の仕様やさ
まざまなツールのバージョンが変わるなど、何らかの理由で記述と実際とが異なる
結果となる可能性があります。

●

本書は WebAssembly のすべてのことについて完全に解説するものではありません。
必要に応じて WebAssembly のドキュメントなどを参照してください。また、各種
ツールとそれが生成するコードについてすべて解説するわけではありません。

●

本書のサンプルは、プログラミングを理解するために掲載するものです。実用的な
アプリとして提供するものではありませんので、ユーザーのエラーへの対処やセ
キュリティー、その他の面で省略してあるところがあります。
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動作確認したソフトウェアのバージョン
asc 0.18.18

cargo 1.51.0
emcc 2.0.15
npm 6.14.11

rustc 1.51.0
tsc 4.2.3

wasm2wat 1.0.23

WebAssembly Studio BETA

■ 本書に関するお問い合わせについて
本書に関するお問い合わせは、sales@cutt.co.jp にメールでご連絡ください。

なお、お問い合わせの内容は本書に記述されている範囲に限らせていただきます。特

定の環境や特定の目的に対するお問い合わせ等にはお答えできません。あらかじめご了
承ください。特に、特定の環境（OS、WebAssembly や関連ツールのバージョン、Web
ブラウザ、Web サーバーなどの特定の組み合わせ）についてご質問いただいてもお答え
できませんのでご了承ください。
お問い合わせの際には下記事項を明記してくださいますようお願いいたします。
氏名

連絡先メールアドレス
書名

記載ページ

お問い合わせ内容
実行環境
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WebAssembly について
この章では、WebAssembly の役割や特徴、実
践的なアプリケーションの実現に必要になる関連
技術などについて概説します。
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1.1

WebAssembly の概要

WebAssembly は、仮想マシンで実行できるバイナリコードとそれを処理するシステム
全体を指します。

■ WebAssembly とは
Web と Assembly という言葉をつなげると、WebAssembly になります。
Web は、
「蜘蛛の巣」または蜘蛛の巣状のものを指す英語で、コンピュータの世界では、
ネットワークでつながれたコンピュータのシステム全体を指します。ごくごく簡単に言
えばインターネットやイントラネット（組織内ネットワーク）で接続されたシステムの
ことです。
Assembly はソフトウェアの世界ではアセンブリ言語またはコンパイル済みの実行コー
ドを指します。アセンブリ言語（assembly language）は、慣用的にはアセンブラとも呼
ばれ、機械語あるいはマシン語と訳されることがありますが、必ずしも物理的なマシン
（CPU）が直接実行できる命令とデータではなく、マシンが実行できる命令を広く指しま
す。あるいは、いわゆる高水準言語（高級言語）に対して、最も低いレベルの言語に分
類される言語を指すこともあります。

マシンで動作するコード（数値）を組み立てて何らかの動作や機能を持つプログラムを作るこ
とをアセンブル（assemble）といいます。これを手作業で行うことをハンドアセンブル、低
水準の言語からコードを生成することをアセンブル、高水準言語からコードを生成することを
コンパイルと呼ぶことがあります。アセンブルするソフトウェアはアセンブラ、コンパイルす
るソフトウェアはコンパイラです。

厳密にいえば WebAssembly は「仕様」です。そして、それを実現する方法は実装す
る者に任されています。いいかえると、WebAssembly のバイトコードを実行したりコン
パイルしたりするソフトウェアが仕様に準拠して開発され、WebAssembly のプログラム
の開発や実行にはそれらを使います。また、仕様が変更されると、実行環境や開発ツー
ルなども変更されます。WebAssembly という特定のソフトウェアやツールなどがあるわ
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けではなく、WebAssembly を利用する者が必要に応じて必要なものを使って目的を実現

1

するという点を理解しておくことは重要です。

2

本書ではさまざまな方法やツールなどを紹介しますが、それらすべてに精通する必要はなく、
目的に応じて必要なものごとを理解して使います。

3
4

プログラミング言語の観点からは、WebAssembly の実態は、仮想マシンで実行可
能なバイナリコード（命令とデータ）であり、それぞれの命令コードはニモニック

5

（WebAssembly 用語ではリニアアセンブリバイトコード、人間が理解しやすい表現）に
対応しています。例えば、16 進数で「6a」という WebAssembly の値は、
「i32.add」と
いう表現で表され、
「32 ビットの整数を加算する」という命令です。

6

しかし、WebAssembly のコードは、必ずしも物理的な CPU の命令と 1 対 1 で対応し
ているわけではありません。さまざまな環境で実行できるように、特定の CPU の命令へ

7

とコード化したものではなく、さまざまな CPU の命令に近い中間コードで表現されてい
て、そのコードはソフトウェアで実現された仮想マシンで実行されます。
広義の WebAssembly は、そうした仮想マシンで実行できるコードを中心に、コード
を生成し、実行する環境全体を指します。そして、現在のところ、WebAssembly は、
Web ブラウザやスマホのアプリのような Web クライアントでアセンブリ言語のプログ
ラムを実行できるようにする技術として主に使われています。
WebAssembly のコードは数値の羅列です。WebAssembly のバイトコードのファイル
の内容を 16 進数で示すと、例えば次のような内容です（このファイルの意味は第 7 章
で説明します）
。
00 61 73 6D 01 00 00 00 01 06 01 60 01 7F 01 7F
03 02 01 00 04 05 01 70 01 01 01 05 03 01 00 11
07 12 02 06 6D 65 6D 6F 72 79 02 00 05 74 77 69
63 65 00 00 0A 09 01 07 00 20 00 41 01 74 0B 00
0B 07 6C 69 6E 6B 69 6E 67 03 01 00 00 0F 04 6E

付録

61 6D 65 01 08 01 00 05 74 77 69 63 65

WebAssembly のプログラムは、このような数値の連続である一連のバイトをバイナ

3
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リファイルに記述して作成することも、リニアアセンブリバイトコードと呼ばれる命
令に対応したテキスト表記（Wat）で記述することもできます。しかし、より実践的な
WebAssembly のプログラミングには、一般的には、高水準言語の Rust や C 言語あるい
は C++ を使ってプログラムを記述して、コンパイラで WebAssembly のコードに変換す
る方法を使います。また、AssemblyScript というスクリプトとしてプログラムを記述す
ることもできます（それぞれの例は第 2 章以降で示します）
。

Rust
プログラム

C/C++
プログラム

Assembly
Script

テキスト形式
WebAssembly

Rust
コンパイラ

C/C++
コンパイラ

AssemblyScript
コンパイラ

テキスト形式の
コンパイラ

バイトコード
仮想マシン
物理的なコンピューター
（ハードウェア）

図1.1●WebAssemblyのプログラムと実行環境

WebAssembly では、仮想マシンが実行できるバイナリコードを「モジュール」と呼び
ます。
モジュールという言葉は、一般的にはより広い意味を持ち、特定の機能を持つまと
まったソフトウェアやハードウェアのことを指すときなどさまざまな形で使われますが、
WebAssembly 用語の「モジュール」は、WebAssembly のバイトコードまたはそのバイ
ナリファイルのことです。

■ WebAssembly の特徴
WebAssembly の最大の利点は、コンパクトで高速であるという点です。
WebAssembly は、現実のマシンに近い仮想マシンが実行できる簡潔なコードなので、
サイズがとても小さく、ロードに時間もかからないので素早く実行できます。また、さ

4
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まざまな CPU の命令に近い中間コードで表現されているので、さまざまな環境に対応で

1

きます。
一方、C/C++ や Rust、JavaScript のような高水準言語は、人間にとっては理解しやす

2

くても、それを実行する CPU にとっては冗長で、特定のマシンが実行できるようにあら
かじめ変換（コンパイル）するか、あるいは、実行時にそのマシンで実行できるように

3

解釈することが必要です。
WebAssembly のコードも、実際には、実行する際に仮想マシンコードを個々の現実の

4

環境に応じたコードに変換する必要はありますが、ほぼ実際のマシンが実行できる命令
に近い形で表現されているので、そのコストは非常に小さく、高速で処理されます。ま

5

た、仮想マシンで実行されるので、具体的な特定のハードウェアに制約されず、どのよ
うなシステムでも実行できます。また、仮想マシンの範囲内で実行されるので、コード

6

の安全性も高いといえます。
WebAssembly のバイトコードのもとにするプログラムは、すでに説明したように、さ
まざまなプログラミング言語で記述することができます。この点もほかにはあまりない

7

優れた点です。

■ WebAssembly の機能
基本的に WebAssembly そのものは、現在のところ整数と実数の計算しかできません。
たとえば、高速で座標を計算したり、一連の値を高度なアルゴリズムで暗号化すること
やエンコード／デコードすることなどはできます。
しかし、高速でグラフィックスを描いたり、高度で複雑なサウンドを鳴らすような
ことはできません。このようなことは他の API を利用して実現します。WebAssembly
のサンプルの中には複雑なゲームやグラフィックスのサンプルもありますが、それ
らは WebAssembly を使ってすべてを実現しているのではなく、その中の一部の演算
を WebAssembly のモジュールで行っているに過ぎません。グラフィックスの描画や
サウンドの再生などの作業は他の技術を使って実現します。なお、メモリの一部を
WebAssembly と JavaScript の両方から参照することができるので、WebAssembly と
付録

JavaScript でデータを受け渡すことができます。
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■ WebAssembly の用途
前項で述べたことから考えても、現時点では、WebAssembly だけで何かを実現しよ
うとするのは現実的ではありません。例えば、GUI が必要な部分は JavaScript や WebGL
を活用して作成して、特に演算の高速化が必要なところだけを WebAssembly で作成す
るというように、適切な部分だけを WebAssembly で実現するのが現実的です。その点
を踏まえて、次のような用途に適しているといえるでしょう。

●

グラフィックス

		 画像ファイルの変換、2 次元 /3 次元のコンピュータグラフィックスのレンダリング
など、処理量あるいは計算量が多いグラフィックス部分に WebAssembly を利用する
ことで高速化が期待できます。

●

暗号

		 比較的高度な暗号化や復号するためには膨大な計算量が必要になります。そのよ
うな場合に WebAssembly を利用することで高速化が期待できます。また、例え
ば JavaScript にデータベースのユーザー名やパスワードを暗号化していない平文で
HTML ドキュメントの中に埋め込むのは絶対に避けなければなりませんが、そのよ
うな場合にバイナリ情報である WebAssembly を使うことも考えられます。

●

モバイル端末など非力なシステム

		 消費電力とスペースや放熱の観点から高性能な CPU を採用しにくい計算速度の遅い
モバイル端末（例えばスマホやタブレットなど）で WebAssembly を活用することで、
パフォーマンスを改善することが期待できます。

■ WebAssembly がもたらす効果
WebAssembly を採用することで、以下のようなことが期待されています。

●

高速化

		 最初に期待されることは、もちろんプログラムの高速化です。WebAssembly は実
行時の速度が速いのはもちろん、モジュールのサイズが小さいので、プログラムの
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ロードにかかる時間も短縮されます。

●

1

サーバーの負荷削減

2

		 WebAssembly をクライアントに導入することで、サーバーの負荷を減少させられ
ることも期待されます。例えば、大きな画像ファイルを小さいサイズにしてアイ

3

コンやサムネイルとしてサーバーに保存するような場合に、大きな画像ファイル
を小さいサイズに変換する処理を、サーバーで行うのではなく、クライアントの

4

WebAssembly プログラムで行ってしまうことで、サーバーの負荷を劇的に減らすこ
とができます。

5
●

ネットワークトラフィックの削減
6

		 さまざまな処理をクライアントで行うことによって、ネットワークトラフィックを
大幅に減少させることができます。例えば、大きな画像ファイルを小さいサイズに
してクライアントからサーバーに送れば、サーバーへ送るファイルサイズは小さく

7

なり、ネットワークトラフィックを減少させるだけでなく、サーバーのデータベー
スに保存するまでの時間も劇的に短縮でき、結果として早いアプリが実現します。

付録

7

第1章

WebAssembly について

1.2

WebAssembly の実行環境

WebAssembly のバイナリコードは、仮想マシンで実行されます。

■スタックマシン
WebAssembly が実行されるマシンは、スタックマシンという種類の仮想マシンです。
スタックマシンは、データをメモリのスタック領域に保存します。スタック領域は、
メモリの領域の一定の範囲の下限からデータを順に上に積む構造とみなすことができま
す。この構造では、データをメモリに保存するときにはメモリの一番上に順次置きます
（プッシュするという）
。メモリからデータを取り出すときにはメモリの一番上から順に
取り出します（ポップするという）
。このようなメモリアクセスを LIFO（Last-In FirstOut、後入れ先出し）といいます。
スタックマシンでたとえば n1 と n2 を加算するという作業を行う場合、まずメモリの
一番上に n1 をプッシュし、さらにその上に n2 をプッシュし、それらをポップして取り
出して加算した結果をメモリの一番上にプッシュします。

加算
add

Push
Push

n2
n1

n1

Pop

Push
n1+n2

メモリ
（スタック）

図1.2●スタックマシンの演算のイメージ

スタックマシンでは、スタックと呼ぶメモリ領域の値を扱うので、CPU の種類や CPU
の構造とは切り離して、同じ手順同じ命令で操作することができます。
スタックマシンとは異なる仕組みのマシンには、レジスタマシンやアキュムレーター
マシンがあります。レジスタマシンは演算するときの値をレジスタという CPU 内部の特
別な領域に保存し、アキュムレーターマシンは演算するときの値を CPU 内部のアキュム
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レーターという特別な領域に保存します。

1

典型的なレジスタマシンとしてよく使われている x86 という種類の CPU では、加算は
次の命令で行います。

2

add AL, AH

3

これは AL という特定のレジスタに保存した値 n1 と、AH というレジスタに保存した

4

n2 を、add 命令を実行して n1 と n2 を加算し、その結果を AL に保存します。CPU のレ
ジスタ構成は CPU ごとに異なるので、このようなレジスタマシンのレジスタの種類や名

5

前と命令は CPU の種類ごとに異なります。そのため、特定の CPU のために作られたア
センブリ言語を CPU の種類ごとに習得する必要があります。

6

一方、WebAssembly は共通する仮想的なスタックマシンを使うので、ひとつのコード
を学ぶだけですみます（実際には高水準言語から WebAssembly のコードを生成できる

7

ので、WebAssembly 用語でリニアアセンブリバイトコード、一般的なアセンブリ言語で
ニモニックと呼ぶ表現とその使い方を覚える必要さえありません）
。

■ WebAssembly の仮想マシン
WebAssembly を実行するマシンは、ソフトウェアで WebAssembly を実行できるス
タックマシンを実現すればよいので、どのような形式でも実現できます。
現在のところ、誰でも使える WebAssembly のモジュールを実行できるマシンは、主
要な Web ブラウザの最近のバージョンに組み込まれています。
また、
（現時点では）条件が限られますが、WebAssembly のバイトコードを実行でき
るツールもあります。

付録
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1.3

WebAssembly と高水準言語

ここでは、WebAssembly を実践的に使う上で必須となる高水準言語について簡単に説
明します。

■高水準言語
WebAssembly のコードを、WebAssembly という一種のアセンブリ言語や、コード（数
値）だけで記述してプログラムを作ることも理論的には可能ですが、その手間やデバッ
グの難しさからいえば現実的ではありません。WebAssembly では、基本的に Rust また
は C 言語や C++ のような高水準言語（高級言語）のソースファイルから WebAssembly
のバイトコードファイルを生成します。

Rust または C/C++ の
ソースプログラム

コンパイラ

WebAssembly
バイトコード
wasm ファイル

図1.3●WebAssemblyの生成

そのため、WebAssembly を効果的に利用しようとするならば、Rust または C 言語の
いずれか一方は知っている必要があります。本書でも、Rust と C 言語を使って解説し
ます。
な お、C++ 言 語 を 使 う と オ ブ ジ ェ ク ト 指 向 の プ ロ グ ラ ミ ン グ が 可 能 で す が、
WebAssembly に変換して使うときには C 言語の関数として呼び出すようにします。
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1

Rust と C/C++ の両方を知っている必要はありません。少なくとも Rust または C 言語の
いずれか一方を知っていれば WebAssembly を活用できますし、本書もそのような観点から
説明します。あるいは AssemblyScript というスクリプト言語を使う方法もあります（第 5

2

章参照）。

3

■ JavaScript

4

WebAssembly の典型的な使い方では、WebAssembly のプログラムを呼び出すために
JavaScript を使います。また、ユーザーの入力を受け取ったり、結果を表示する際にも、
JavaScript を活用するのが普通です。本書でも、WebAssembly の関数を呼び出すために
JavaScript を使います。

5
6

HTML

7

<html>
JavaScript

<script.....>
WebAssembly
コードを呼び出す
</script>

</html>

図1.4●WebAssemblyコードの実行

■ HTML と CSS
多くの場合、JavaScript のプログラムは、HTML（HyperText Markup Language）ドキュ
付録

メントに埋め込むか、HTML に JavaScript のファイルを読み込んで実行するようにしま
す。そのため、WebAssembly を利用するために HTML は必須の記述言語であるといえ
ます。また、見栄えを多少でも意識する場合には、CSS（Cascading Style Sheets）が必
要になります。HTML 5 以降は、事実上、HTML と CSS は不可分になっています。
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■ AssemblyScript
AssemblyScript は、TypeScript のサブセットの言語とそれを処理して WebAssembly
を生成する処理系を指します。WebAssembly のプログラムを WebAssembly Studio を
使って記述することも理論的には可能ですが、実用的な規模のプログラムをすべて
AssemblyScript で記述するのは適当ではありません。
AssemblyScript については第 5 章で説明します。

■ Wat
WebAssembly はバイナリファイルですが、テキスト形式で表現することもできます。
WebAssembly のバイトコードをテキストで表現したものが WAT（WebAssembly Text
Format）です。
Wat については第 6 章で説明します。

■さまざまな言語と WebAssembly
ここまで述べてきたように、本書ではさまざまなプログラミング言語や記述言語が登
場します。しかし、WebAssembly を使う上でそのすべてを知る必要はありません。
Rust を使う場合は、Rust と JavaScript、そして HTML/CSS を知っていれば使うことが
できます。
C 言語と C++ を使う場合は、C/C++ と JavaScript、そして HTML/CSS を知っていれば
使うことができます。
TypeScript や AssemblyScript を使う場合は、高級言語について知らなくてもどうにか
なるでしょう。
第 7 章で紹介するバイナリ形式の WebAssembly については、バイナリレベルでパ
フォーマンスを最適化したりコンパイラを開発したりするのでなければ、詳細を知る必
要はありません。
そのため、本書は第 1 章と第 2 章を読み終えたら、あとは使用する言語に応じて必要
な章を読めば WebAssembly を使うための知識を得ることができます。
とはいえ、引数やメモリ、WebAssembly に変換される命令についての知見が得られる
ので、第 7 章を含めてさまざまな章の説明に目を通しておくことは良いことです。
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