ディザスタリカバリ構成例

用途に合わせて簡単・柔軟に設計・構築・拡張できる

オブジェクトストレージ構築ソフトウェア

アプリケーションとの連携

イントラボックス

intraboxはファイル共有インターフェースを持つため、様々なアプリケーションと連携して利用することが可能です。
intraboxを共有保存領域として、オブジェクトストレージのキャッシュエンジンとしてシステムに組み込み利用することが可能です。
また、別製品でAPIもご準備しており、お客様のご利用用途にフィットしたシステム構築も可能です。
（システム構築費用は別途必要です。）
OEM提供も可能です。別途お問い合わせください。
ご注意：
intraboxは構造上、暗号化ソフトやアンチウィルス等との同時利用を推奨いたしておりません。
同時利用をご希望の場合は、ご利用アプリケーションのサポート状況を弊社までご確認ください。

例えば以下のようなアプリケーションとの組み合わせ
・ アプリケーションが利用、生成したデータを安全に長
期間アーカイブ
・ データをアーカイブすることによる、ストレージのス
画像管理

リム化及び最適化（ストレージシステムの延命利用）

仮想ドライブ

アプリケーション

・ アーカイブ利用による次回システム更改時の移行

アーカイブ

生成データ
利用データ
ショートカット化

Windows Server

負荷低減
・ データの高い可用性と10年を超える長期保存を実現

アーカイブしたデータ
は、指定したタイミング
でショートカット化。
ストレージを効率的に
利用可能

長期データ保存用

データの

ストレージの基盤として

集中保存・集中管理として

オンプレミス，
プライベート，パブリック

Enterprise
Windows Server2008 R2 std / 2012 std 以上 64bit,
Windows Storage Server 2008 R2 std / 2012 std 以上 64bit

Windows Server2008 R2 std / 2012 std 以上 64bit,
Windows Storage Server 2008 R2 std / 2012 std 以上 64bit

Dual-Core 2.13GHz 以上

4 Core 以上

4GB 以上の空き容量

8GB 以上の空き容量

intrabox のシステム領域及び、キャッシュ容量として 20GB 以上

intrabox のシステム領域及び、キャッシュ容量として 500GB 以上

Ethernet 1 Port 以上

クラウドの基盤として
Ethernet 2 Port

Ethernet 1 Port 以上

構築環境には上記スペックの H/W が 3 台以上（推奨 4 台以上）必要です。

※メモリサイズ及び HDD 容量は小規模ユーザー、デフォルト設定で必要なサイズです。ユーザー数や設定内容など、運用に必要なサイズは別途見積もる必要があります。
※動作環境についての最新情報は http://intrabox.jp/ をご覧ください。

● intrabox はアステック株式会社の登録商標です。
りますがご了承ください。

● CAStor は米国 Caringo,Inc の米国およびその他の国における登録商標です。

● Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

お問い合わせ、ご用命は下記営業担当までご連絡ください。
製品情報・資料請求
お問い合わせ

● このカタログに記載の仕様は 2014 年 5 月 1 日現在のものです。 ● 技術改善により予告なく変更する場合があ

● Windows の正式名称は Microsoft Windows operating system です。

● その他の製品名および社名などは各社の商標です。

ファイル保存、バックアップ、アーカイブ等々 ストレージの運⽤でお困りのお客様へ

販売：

http://intrabox.jp/

情報資産の保全性を向上したいお客様へ

0 6-6385-5731

ストレージのサイジングでお悩みのお客様へ

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 2-30 江坂ナックビル http://www.astec-corp.co.jp/
IBAA3031201405

の特⻑
Ａ拠点

Ｃ拠点

Ｂ拠点

アプリケーション

Windows インターフェース＋⾃律型グリッド
ストレージがもたらす低運⽤負荷。
RAIN 構成＋ディザスタリカバリサイト構築
オプションによる継続的データ可⽤性。

アプリケーション

アーカイブ

1TB から数⼗ PB まで無停⽌で拡張可能な
超スケーラビリティ。

Private Network
リトリーブ
リストア

オブジェクトストレージの⾃律型エンジン

使いなれたWindowsインターフェースとキャッシュストレージ
intrabox は、Windows Server上にintraboxドライブを作成し、そのドライブに保管したデータをオブジェクトストレージ
（ObjectPool）に保管・アーカイブするインターフェースソフトウェアです。
アプリケーションとの連携やインターフェースエンジンとしてシステムへの組み込み利用が可能です。

キャッシュと同期
＜実ファイル保持期間を10日に設定した例＞

intrabox サーバのキャッシュ機
能により、よく使うファイルの
高速アクセスを実現しました。
ファイルはキャッシュされる
た め、毎 回 オ ブ ジ ェ ク ト ス ト
レージから呼び出す必要があ
りません。

最終アクセス日
20MBの
ファイルを作成

ユーザー

一般的なＩＡサーバを専用OSで起動することにより、必要な容量を必要な時にＰＢ規模までシームレスに拡張可能な
オブジェクトストレージシステムを構築することができます。ノードクラスタ構造とノード間自立協調機能を実装しているため、
複数ノードによるデータの多重保護や、データの改ざん、異常検知時の高速自動修復などが実現できます。
また、全ノードによる分散処理が可能な為、ノードの追加ごとにクラスタ全体のパフォーマンスを向上させることも可能です。

スモールスタート

20日後

10日後

アクセス

再びアクセス

アクセス

１ＴＢからスモールスタートして、ＰＢクラスの容量まで容易
にスケールアウトすることが可能です。そのため事前に複雑
なロードマップの作成や設計を行う必要はありません。
※ライセンスは１ＴＢ単位で拡張可能です。

20MB

サーバー上

20MB

0MB

キャッシュ

同期

アップロード

20MB

20MB

※

キャッシュ

ショートカット

同期

ダウンロード

同期

電子資産をしっかり守る安全性と冗長性
RAIDを超えた信頼性を実現するRAIN構成を採用。ハードウェア障害やコンテンツ破損（改ざん）の自動検知と自動修復により、非改ざん性をシステム的に保証
するWORM機能。
さらに自然災害時などに備えたディザスタリカバリサイト構築オプションをご用意。高次元でのデータ保全をお約束いたします。

20MB

20MB

20MB

20MB
ユーザがファイルを保存すると、ObjectPoolが自動複製しデータを多重保存します。

※Windows上のファイル容量は20MBと表示されます。

異常検知
→自動修復

正常時

上書データ・削除ファイルの復元

異常検知

intrabox は削除ファイルや上書きしたファイルの更新履歴の一覧からユーザ（管理者）自身が任意に復元したいデータを指定して簡単に復元させ

①

ることができます。

故障！
ノード障害

ファイルを
右クリック！

ノードの相互監視
データのバランシング

３
Windows ファイルエクスプローラ上で簡単操作！

② 自動修復

３

＜複製数を3つに設定した例＞

ドライブ復元

驚くほど簡単で柔軟な拡張性と運用性

ルートキーを利用して、ドライブが破損した場合にドライブを復元することが可能です。
① OS リインストール
② intrabox リインストール
クラッシュ！

③ ルートキー投入！

フォルダ構成・ファイルを復元！

容易な拡張が可能！
ストレージを増強する際は、データ格納位置を考慮するこ

より

復元データ転送

１．一般的なIAサーバの準備

と無く必要な容量を、必要な時に無停止で追加可能です。
また、ハードウェア交換、データ移行、バージョンアップに
至るまで、稼働を停止することなくリニアに対応が可能な
ため、運用に負担がかかることがありません。

★ルートキーとは：intrabox Object Pool が 各 intrabox Server を個別に識別するためのキーです。
※復元するデータ数によっては時間がかかる場合があります。

起動イメージ

USBでブート

２．起動USBに設定情報 ( IP、
グループ情報) を書き込み
３．USBでブート※
４．起動
※ネットワークブートも可能です。

