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Fig1.	  遠隔地データバックアップシステム	  
-‐	  OIST	  との連携-‐	  
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Fig2.	  コンテナサーバ収容設備による可用性強化	
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コンテナサーバルームを	  
日本の大学で初めて導入	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Jan.	  2013	  Cutover)	  
For	  Disaster	  Recovery	  Plan	  
	                                         
(DRP)	  
	  	  	  -‐	   既存サーバルームを使っ
た、	  
      基盤サーバの分散配置	  
	  	  	  -‐	   ＯＩＳＴ との連携	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BCP	  (Business	  ConMnuity	  Plan)	  
            事業継続計画　	  
	  	  	  	  
     データ保全のための災害対策	
    として、沖縄科学技術大学院	
   大学(OIST)との間で、相互に	
  データのバックアップを行う	
 システムを構築。	
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