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NTT研究所における OSSプロジェクト

Linux のメインライン統合を実現した
ファイルシステム「NILFS」
NTT サイバースペース研究所が開発した Linux 向けログ構造化ファイルシステム「NILFS（the New Implementation of a
Log-Structured File System）」。同研究所では、NILFS の機能を拡充し、NILFS の Linux メインライン統合をついに実現させ
た。本稿では、NILFS の概要と、決して平坦ではなかったメインライン統合への道程を紹介する。
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メインライン統合の大きな意義
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図 1 NILFS のしくみ
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長い道程を歩むことになる。
2005 年９月に、NILFS をオー
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図 3 ガーベジ・コレクション機能
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使用中のブロックを
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■2004年4月

現組織発足，
正式プロジェクトとして検討開始

■2004年12月

NILFS開発開始

■2005年6月

Linux Conference 2005 で発表(日本)

■2005年9月

初版（NILFSv1）OSS公開

メンテナとしての責任を
果たしていく
NILFS 開発チームは今後、

■2006年6月

OSDL の BOF meeting で提案、Andrew Morton, Ted Ts o 氏らと議論

■2007年7月

ゴミ集め機能搭載版(NILFS2)開発着手

■2007年6月

NILFS2のテスト版を公開

■2007年7月

Ottawa Linux Symposium (カナダ) でBOFセッション開催

たしていくことになる。責任は重大

■2008年2月

NILFS2正式版リリース

ではあるが、メンテナであることの

■2008年4月

Debian テスト版に採用

■2008年8月

LinuxコミュニティにRFCパッチを提案

メリットも大きい。例えば、Linux

■2008年9月

分割したパッチを再提案．
同月Andrew氏の -mmツリーにマージ

コミュニティ内での人脈である。実

■2008年12月

NILFS のレビュウ要請、NILFS と Btrfs のクロスレビュウが実現

■2009年1月

ファイルシステムメンテナのChristoph Hellwig 氏と直接交渉

際、NILFS 開発チームは、Linux

■2009年3月

メインラインカーネルへのマージをAndrew氏に提案

の開発者であるライナス・トーバル

■2009年4月

Andrew氏を通じカーネル2.6.30-rc1にマージ

■2009年6月

カーネル2.6.30リリース(NILFS採用カーネルが正式にリリース)

ズ氏と直接コンタクトをとれる立場

■2009年6月

Ubuntu 9.10(karmic)採用．
openSUSEビルドサービスでパッケージが利用可能に

にいる。他の開発者を媒介して機能

■2009年7月

NetBSD に NILFS2 互換ファイルシステムが提案され、開発版に採用

■2009年8月

Fedora 11、12 に採用
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図 4 Linux メインライン統合への道程
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現在、NTTサイバースペース研究

使えるようにするまでが予想以上に
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とにより、NILFSの利用がさらに広
がっていくとみられる。

真摯な対応が評価され、NILFS は、

利用してもらって、広めていきたいと

不具合への真摯な対応が評価され
Linux メインライン統合が実現

2009 年 6 月にリリースされた新カー

考えております。
」
（盛合敏主幹研究員）

ガーベジ・コレクション機能の開発

メインラインへの統合がついに実現

に成功した NILFS 開発チームは、
2008年８月に、Linuxコミュニティに
NILFSを提案した。しかし、Linuxメ
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ネル 2.6.30 にマージされた。Linux
したのである。

お問い合せ先

NTT サイバースペース研究所
TEL ： 046-859-2982
E-Mail ： ospk@lab.ntt.co.jp
URL ： http://www.nilfs.org/
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