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近況

レビューに参加させていただいた本が出ました！



本題



Git＝差分の積み重ね 
だと思っていませんか





実は結構ちがいます

Gitは「効率の良いスナップショット」をベースにしたバージョン管理
システム

公式サイト（の奥深く）に「Gitは、バージョン管理システムのUI
がセットになった連想記憶型ファイルシステムみたいなもの(Git is

fundamentally a content-addressable filesystem with a VCS user interface

written on top of it.)だよ」と書いてある

にも関わらず、⼤半の⼈は「パッチベースのバージョン管理システ

ム」だと誤解している

よくて「実はパッチベースではない」と知っているが、どうちがうのかは知らな

い

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Internals-Git-Objects


なぜこのように勘違いする⼈が多いの

か

答え: Gitがそのように⾒せかけているから

そのほうが便利だし⾃然なので、そう⾒せかけている

Pro Gitが2009年に公開されているので、(a)それより早い段階でネ
ットの情報を学んだか、(b)そもそも単純にPro Gitを読んでいない
⼈は知る機会がない

私は(a)でした



Gitの世界観

- Porcelain コマンド Plumbing コマンド

とは そうでありたかった姿
Git本来の姿 
これから説明するところ

例

add  
commit  
history  
rebase

cat-file  
hash-object  
commit-tree





"Git is fundamentally 
a content-addressable filesystem 

with 

a VCS user interface 

written on top of it".



"Git is fundamentally

(1) a content-addressable filesystem

with

(2) a VCS user interface

written on top of it".



"Git is fundamentally

(1) a content-addressable filesystem =
Plumbing

with

(2) a VCS user interface = Porcelain

written on top of it".



普段は Porcelain の世界で便利に使う
ことを Git も望んでいる



込み⼊ったことするときは真の姿であ

る Plumbing の世界観が必要



Porcelainの世界観



Plumbingの世界観



触りながら理解しよう



適当なリポジトリで試してみよう

$ git clone https://github.com/sveltejs/kit.git 

$ git log --oneline -20 

まずcommitを⾒てみましょう



$ git cat-file -p d965557 

tree dfd44049ea5be7024c292d7ddfb63bf4f451e30a 

parent ad83d404cf378f54fd27e2ba4569537f471e4d4a 

author github-actions[bot] ... 

committer GitHub <noreply@github.com> 1620827794 -0400 

... 

Version Packages (next) (#1431) 

... 



$ git cat-file -t ad83d40 

commit 

$ git cat-file -p ad83d40 

tree d5b36e0dbb0ec8d2210ff3480868571cb57ec150 

parent 4d3e380a7ba8c10f9a3e2008104cd9cd0b951b9c 

author Dominik G <dominik.goepel@gmx.de> 1620827640 +0200 



$ git log --oneline -3 

dad93fc (...) Fix workspace dependencies (#1434) 

d965557 Version Packages (next) (#1431) 

ad83d40 unpin vite and use ^2.3.1 to skip 2.3.0 (#1429) 



$ git cat-file -t dfd4404 

tree 

$ git cat-file -p dfd4404 

040000 tree e5ef389...    .changeset 

100644 blob cb12519...    .editorconfig 

100644 blob e989fa4...    .eslintrc.json 

100644 blob 94f480d...    .gitattributes 

040000 tree c0694af...    .githooks 

040000 tree 8faf24f...    .github 

100644 blob fefa411...    .gitignore 

100644 blob 6a70f4e...    .npmrc 

100644 blob 59eb7fa...    .prettierrc 



$ git cat-file -p 4566275 | head -n5 

{ 

        "name": "kit", 

        "version": "0.0.1", 

        "description": "", 

        "main": "index.js", 



$ git cat-file blob 4566275 | \ 

  git hash-object --stdin 

4566275... 



















Darcs / Pijul











Gitと似ているところ

コマンドラインのUIはほぼ同じ



Gitと違うところ

コミットの中⾝

Gitと違いファイルそのもの(*1)は含まれていない

依存関係を作るために変更の内容をある程度⾒る

Gitは基本的に「直前のコミットの状態と違うか」だけ⾒る

Darcsでは、ファイルの作成・名前変更・削除・⾏の追加・削除
の内容を⾒て、依存関係を付与する

⼀時はセマンティクスを⾒て依存関係を決める仕組みを計画して

いたらしい(*2)

(*1) Gitも参照だけだけど参照を通じてファイルの全体が定まる。Darcsはあくまで差

分だけ (*2)今どうな ているかは不明



Q: DarcsやPijul良さそうだけど遅くな
いの？

A: そこまで遅くないけど、Gitと⽐べると気になる

$ time git clone https://github.com/sveltejs/kit.git 

... 

git clone https://github.com/sveltejs/kit.git  0.41s user 0.39s system 46% cpu 1.702 total 

$ git log --oneline | wc -l 

    1041 

$ time pijul clone https://nest.pijul.com/pijul/pijul 

... 

pijul clone https://nest.pijul.com/pijul/pijul  2.57s user 0.78s system 10% cpu 30.976 total 

$ pijul log --hash-only | wc -l 

421 



Q: 今からでも使ったほうがいいか？

A: 個⼈的な⽤途ならアリ。お仕事で使うのはまだ避けたほうが良いか
も。



まとめ



まとめ

Gitはバージョン管理システムの⽪を被った連想記憶型ファイルシ
ステム

「差分（patch）のリスト」という素朴な理解は卒業しよう

普段使っているPorcelainなコマンドに加えて、いざというとき
Plumbingなコマンドを使えるようになろう

差分のリストがお好みならDarcsかPijulを使おう

Darcs: 2003年から存在して、実装が成熟している。Haskell製だ
けど⾔われるほど遅くない

Pijul: 最近アルファ版が出た。Rustで書かれていて、速そう（で
も確認した限りGitよりは遅い）

https://pijul.org/posts/2021-01-05-how-to-survive/


ご清聴ありがとうございました

質問歓迎です



参考

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Internals-Plumbing-and-Porcelain

http://darcs.net/QuickStart

http://darcs.net/Using/Model

http://darcs.net/Theory/MergersDocumentation

http://darcs.net/Internals

"タイムスタンプの更新をしないと、svnが更新を検知してくれない。"というように、
Subversionではファイルの内容ではなくタイムスタンプで差分を検知していた。

https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Internals-Plumbing-and-Porcelain
http://darcs.net/QuickStart
http://darcs.net/Using/Model
http://darcs.net/Theory/MergersDocumentation
http://darcs.net/Internals
http://blog.loadlimits.info/2008/10/nkf%E3%81%A7%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%96%87%E5%AD%97%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B/

