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現在、Linux の標準で利用されているファイルシステムとして ext3 がある。ext3 の最大
ファイルシステムサイズは約 8TB、最大ファイルサイズは約 2TB であり、現在のディスク
ストレージ容量の増大傾向から考えると、近い将来に諸元不足となる可能性がある。ext3
は Red Hat Enterprise Linux 4 等において標準のファイルシステムとして利用されており、
利用実績が多く一定の安定性が確保されている。そのため、利用者は今後も継続利用を希
望すると考えられ、ext3 の最大ファイルシステムサイズ、最大ファイルサイズ拡大に対す
るニーズが高まると考えられる。
現在 Linux 開発用メーリングリスト[1][2]では ext3 の諸元拡大に関して数件の実装案が
議論されている。これらの案は最大ファイルサイズのみを拡大する方式や、ディスクフォ
ーマット及び制御ロジックに大きな改造を行うため品質安定化までには数年を要すると考
えられる方式のみである。従って現状の ext3 の品質を維持しつつ短期間に最大ファイルシ
ステムサイズ、最大ファイルサイズの両方を拡大する改造方式は存在しない。そこで、我々
は新しい ext3 諸元拡大方式を前述のメーリングリスト上で議論を行い検討した。
本論文では、これまでに議論されてきた ext3 の諸元拡大方式を紹介し、さらに我々が現
在前述のメーリングリスト上で議論している改造方式について述べる。
1.
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が分かる。
また、現在ext3 以外のファイルシステム
の最大ファイルシステムサイズ、最大ファ
イルサイズは表 1、表 2のようになってい
る。
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されている。
struct ext3_super_block {
：
：
__le32 s_blocks_count;
：
：
}
また、これに加えてカーネル内のブ

と改造を実施した。
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};
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};
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ステムブロックサイズであることを示
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スーパーブロックに設定する。
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カーネルはスーパーブロックに当該

ている[8]。
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7 の よ う に デ ィ ス ク
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inode)間において、512B⇔ファイルシ

トのメンテナである Trond Myklebust

ステムブロックサイズの変換を行って
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のブロック数用の型であり、ファイル
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ブロック用に使用すべきではない」と
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図

（マウントでエラーとする）。

そのため、i_blocks 用に新しい型
blkcnt_t を追加しコンフィグレーショ
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8 バイトと 4 バイトのサイズを切り替
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えるようにした。
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ext3
4 バイト(FS ブロック単位)
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[10]。
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B) ブロックサイズ拡大

i_blocks の単位変換

2006 年 1 月 18 日にパッチを提案し
ている[11]。

上記の改造により最大ファイルサイズ
は表 6のように拡大される。
ブロック

改造前

Andreas Dilger 氏より「ディレクト
リの先読みブロックの数を増加すべ

改造後

き」との指摘を受けたが、ディレクト

サイズ
4KB
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64KB
表 6
5.

－

4TB

リ先読みロジックの改善検討を

256TB

Andrew Morton 氏が先行して実施し
ているとのことで、我々は特にディレ

ファイルサイズ拡大結果

クトリ先読みに関して作業を行わない
ことにした[12]。

メーリングリスト[1][2]上での議論

その他、特に問題点や実装に関する

４で述べた新しい改造方式は主に以下の

反対意見はない。

内容のパッチセットに分割して上記メーリ
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ファイルシステムサイズ拡大

の改造方式の基盤となる VFS inode 内の

2006 年 3 月 15 日にパッチを提案し
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ている[13]。

2.6.17-rc1 から Linux に組み込まれている。

ブ ロ ッ ク 用 変 数 の 型 に ”unsigned
int”等の型を直接使用している点につ

今後残りの改造内容が Linux に組み込ま

いて、Andreas Dilger 氏から「将来的
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たほうがよい」との改善提案があった

れる。

[14]。

z

ブロック検索の性能向上
ブロック数が増大することによりブロ

// ファイルシステム相対ブロック番号
typedef unsigned long ext3_fsblk_t;
// ファイル相対ブロック番号
typedef unsigned long ext3_fileblk_t
// ブロックグループ相対ブロック番号
typedef long ext3_grpblk_t;
// ファイルシステムブロック数
typedef unsigned long ext3_fscnt_t;

ック検索性能の向上が必要となるので、
遅延アロケーション、デフラグメント等
のブロック配置最適化機能が必要になる
と考えられる。
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システムブロック数、ファイルブロッ

数ファイルの末尾データを格納する機

ク数の両方で共通使用できるように提

能）を検討する必要がある。

案する予定である。
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D) ファイルサイズ拡大

さらなる諸元の拡大
今後さらにディスクストレージ容量が

2006 年 3 月 18 日にパッチを提案し

増大することが予測されるため、さらな

ている[15]。

る諸元の拡大が必要になると考えられる。

現在、Andreas Dilger 氏から「2TB

その場合は、本格的な ext3 の 64bit 化

以上のファイルのみセクタ⇔FS ブロ

6.

ディスク使用効率改善

を検討する必要がある。

ックサイズの変換を行うようにしたほ

7.

うがよい」との改善の提案があった
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