Quota On CLUSTERPRO for Linux
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はじめに
この文書はLinuxのquota機能をCLUSTERPRO for Linuxと組み合わせてフェイルオーバクラス
タ化するために必要な情報を記述したものです。たとえば、ファイルサーバ等をフェイルオーバクラ
スタ化することにより、単一Linuxサーバでは達成し得ない可用性の高い高信頼なファイルサーバを
構築することができます。さらにquotaを設定することによってuser管理を徹底できます。
この文書を書くにあたって次のバージョンのソフトウェアを使用しました。この他のバージョンの
ソフトウェアを使用した場合でも、いくつかの設定項目の読み替えでクラスタ化できると思われます。
・ Redhat Linux Server日本語版7.2
・ CLUSTERPRO SE for Linux Ver2.0
・ quota 3.01
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責任範囲
この文書はクラスタシステム上の共有ディスク等の切り替えパーティションにquotaの設定をす
るための注意点や具体的な設定例を示すことによりシステムインテグレーション時の参考情報とな
るものであり、quotaの動作保証を行うものではありません。
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どのようにクラスタ化するか
(1)
(2)
(3)
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シングル状態のサーバと同様です。物理デバイス名に対してquota設定を行います。ただ
し、ミラーディスクの場合はミラーデバイス名を指定してください。
すべてのサーバで切り替えパーティションを切り替えながら設定を行います。
動作確認

クラスタ化のための設定
※例は２サーバの共有ディスクタイプのクラスタシステムです。ミラーディスクタイプの場合は共有ディ
スクの部分をミラーディスクのデバイス名（/dev/NMPx
スクの部分をミラーディスクのデバイス名（/dev/NMPxな
/dev/NMPxなど）に読み替えてください。
共有ディスク：/dev/sdb2/
マウントポイント：/mnt/sdb2/
あらかじめ、クラスタ内の全サーバで統一した(同一ユーザ/グループに同じUID,GID値をアサイン
して)ユーザ/グループのアカウントを作成してください。

4.1

CLUSTERPROの
の fstabの設定
の設定
/etc/clusterpro/fstabに以下のマウントオプションを追加してください。
「usrquota,grpquota」
すでに構築済みのクラスタのfstabの変更方法については、以下を参照ください。
・トレッキングツールを使用する場合
環境構築時に使用した情報が保存されているフロッピーディスクか、armscctrlにて採取した情
報を入れたフロッピーディスクを使用します。システム構築ガイド「トレッキングツール 共有
ディスク編」か「ミラーディスク編」を参照し、update用の情報をフロッピーディスクに保存
して下さい。保存したフロッピーディスクをクラスタを構成するサーバの１つにセットし、
armscctrl –u を実行してください。成功したらクラスタシャットダウンリブートして下さい。
詳しくは、システム構築ガイド「クラスタ生成編」を参照ください。
・SEの場合
システム構築ガイド「クラスタ生成ガイド（共有ディスク）」
5.2 クラスタ生成/情報保存/構成変更プログラム

3.7 運用開始後パーティションの構成を変更する方法
・LEの場合
システム構築ガイド「クラスタ生成ガイド（データミラー）」
3
情報ファイルフォーマット
3.7 パーティション情報ファイル、ミラーディスク情報ファイルのダウンロード設定コマンド

4.2

quotaの設定
の設定
最初にquotacheckを起動し、quota.user、quota.grpを作成します。そのために「4.4サンプルスク
リプト」を参考にし、変更したスクリプトでグループを起動してください。次に、edquota等を使用
して使用するディスクリソースが接続されているサーバでquotaの設定をします。
このとき、しきい値が反映されているか確認してください。
フェイルオーバグループの移動をして、他方のサーバでも設定、確認をしてください。
※ quota設定ファイル全体の作成方法は別の文献などを参照してください。

4.3

再起動
一度クラスタシャットダウンリブートを行い、再起動後、再度しきい値が反映されているか確認し
てください。

4.4

サンプルスクリプト
※ 下線を引いたところが追加されたところです。網掛け斜体字の部分は、環境に合わせて変更し
てください。

開始スクリプト
#! /bin/sh
#***************************************
#* START.BAT *
#***************************************
if [ "$ARMS_EVENT" = "START" ]
then
if [ "$ARMS_DISK" = "SUCCESS" ]
then
armlog "NORMAL1"
/sbin/quotacheck -gu /dev/sdb2 > /dev/null 2>&1----(a)
/sbin/quotaon -gu /dev/sdb2 > /dev/null 2>&1-------(b)
if [ "$ARMS_SERVER" = "HOME" ]
then
armlog "NORMAL2"
else
armlog "ON_OTHER1"
fi
else
armlog "ERROR_DISK from START"
fi
elif [ "$ARMS_EVENT" = "RECOVER" ]
then
armlog "RECOVER"
elif [ "$ARMS_EVENT" = "FAILOVER" ]
then
if [ "$ARMS_DISK" = "SUCCESS" ]
then
armlog "FAILOVER1"
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/sbin/quotacheck -gu /dev/sdb2 > /dev/null 2>&1-------(a)
/sbin/quotaon -gu /dev/sdb2 > /dev/null 2>&1----------(b)
if [ "$ARMS_SERVER" = "HOME" ]
then
armlog "FAILOVER2"
else
armlog "ON_OTHER2"
fi
else
armlog "ERROR_DISK from FAILOVER"
fi
else
armlog "NO_ARM"
fi
armlog "EXIT"
exit 0

＜開始スクリプトの説明＞
(a) quotacheckでquotaの設定反映させる。
(b)quotaonでquotaを有効にする。

終了スクリプト
#! /bin/sh
#***************************************
#* STOP.BAT *
#***************************************
if [ "$ARMS_EVENT" = "START" ]
then
if [ "$ARMS_DISK" = "SUCCESS" ]
then
armlog "NORMAL1"
/sbin/quotaoff -gu /dev/sdb2 > /dev/null 2>&1---------(c)
if [ "$ARMS_SERVER" = "HOME" ]
then
armlog "NORMAL2"
else
armlog "ON_OTHER1"
fi
else
armlog "ERROR_DISK from START"
fi
elif [ "$ARMS_EVENT" = "FAILOVER" ]
then
if [ "$ARMS_DISK" = "SUCCESS" ]
then
armlog "FAILOVER1"
/sbin/quotaoff -gu /dev/sdb2 > /dev/null 2>&1---------(c)
if [ "$ARMS_SERVER" = "HOME" ]
then
2

armlog "FAILOVER2"
else
armlog "ON_OTHER2"
fi
else
armlog "ERROR_DISK from FAILOVER"
fi
else
armlog "NO_ARM"
fi
armlog "EXIT"
exit 0

＜終了スクリプトの説明＞
(c) quotaを無効にする

4.5

動作確認
ddコマンドを使用し、同一のユーザにてsoft/hardについて、警告/書き込み不可になることをそれ
ぞれのサーバから確認しました。

4.6

注意事項
ユーザ、グループは必ずサーバ間で同一のIDに設定してください。違う場合、しきい値は反映され
ません。
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