
KEK  
No. 222 

高エネルギー加速器研究機構 計算科学センター     2012 年 12 月 19 日 発行 

 

■中央計算機システム  ■メールシステム  ■スーパーコンピュータ  ■ネットワーク  ■その他 

 

年末年始の計算機・ネットワークの運用予定	 

Operation schedule of computers and network during the winter holiday 
 

Availability of the systems operated by Computing Research Center will be as follows during the winter holiday 

(17:00 28th/Dec to 9:00 7th/Jan; please note that KEK will be closed on 4th/Jan.) : 

 

* Network         available through 

* JLAN System (JLAN)       available through 
* Mail System (PostKEK/MailKEK)     available through 

* Central Data Analysis System (KEKCC, including GRID services) 

unavailable for maintenance 12:00 28th/Dec - 12:00 2nd/Jan 

* Access Server        unavailable for maintenance 12:00 28th/Dec - 12:00 2nd/Jan 

* GRID CA         available through 

* Supercomputer System 
System A         unavailable 10:00 27th/Dec - 12:00 4th/Jan 

System B         unavailable 10:00 27th/Dec - 16:00 4th/Jan 

Other components       available through 

* KEK Web System       available through 

* Research Web System       available through 

* Conference Web System      available through 
* KEK Document Server (KDS)      available through 

* KEK Wiki System       available through 

* KEK Reports & Library Server (www-lib)   available through 

* Software Server (ccss)       available through 

* Internal NTP Servers       available through 

 
* User Consultation (x5770, consult@kek.jp)  closed 17:00 28th/Dec - 9:00 7th/Jan 

* Trouble Call (029-864-5770)     available through 

* Open Users Room       closed 17:00 28th/Dec - 9:00 7th/Jan 

 

The remote operation center (029-864-5770) will be on-line during this period to receive a call for help on system 

trouble, but practical action to fix the trouble will be taken after the winter holiday. 
(裏面に続く)	 



	 

計算科学センターが管理運用する計算機および

ネットワーク等の年末年始の運用予定は次のと

おりです。 
 
【【ネネッットトワワーークク】】【【メメーールルシシスステテムム】】	 	 

【【GGRRIIDD	 	 CCAA局局】】【【機機構構WWeebbシシスステテムム】】	 	 

【【研研究究情情報報WWeebbシシスステテムム】】	 	 

【【ココンンフファァレレンンススWWeebbシシスステテムム】】	 	 

【【KKEEKKドドキキュュメメンントトササーーババ	 	 】】【【WWiikkiiシシスステテムム】】	 	 

【【文文献献情情報報ササーーババ】】【【ソソフフトトウウエエアア・・ササーーババ】】	 	 

【【機機構構内内時時刻刻同同期期ササーーババ】】	 	 

障害が無いかぎり無停止で運用します。ただし

下記の期間に障害が発生した場合、その対応は1
月7日(月) 9:00以降となります。 
 
障害に対応できない期間 : 
    12月28日(金) 17:00 〜 1月7日(月) 9:00 
 
テレビ会議システムについてはネットワークの

スケジュールに準じます。 
 
【【中中央央デデーータタ解解析析シシスステテムム((KKEEKKCCCC,,GGRRIIDD))】】	 	 

【【アアククセセススササーーババ】】	 	 

システム保守のため、以下の期間停止します。 
 
    12月28日(金) 12:00 〜 1月2日(水) 12:00 
 
サービス再開後の障害対応は1月7日(月) 9:00以
降となります。 
 
【【JJ--PPAARRCC情情報報シシスステテムム】】	 	 

JLAN及びメールシステムを含むすべてのサービ
スを通常通り運用しますが、障害対応(緊急かつ
重大な障害、情報セキュリティ事故を除く)は1
月4日(金) 9:00以降となります。また、JLAN運用
室の受付業務を以下の期間停止します。 
 
    12月28日(金) 17:30 〜 1月4日(金) 9:00 
 
詳しくは http://www-intra.j-parc.jp/JLAN/ 
(JLAN,KEK-LANからのみアクセス可) 
をご覧ください。 
 
 

【【ススーーパパーーココンンピピュューータタ】】	 	 

システムA：以下の期間、運用停止します。 
    12月27日(木) 10:00 〜 1月4日(金) 12:00 
 
システムB：以下の期間、運用停止します。 
    12月27日(木)10:00 〜 1月4日(金)16:00 
 
関連機器：無停止で運用します。 
 
【【利利用用者者相相談談】】	 	 

構内内線受付 (内線 5770) 
下記の期間、運用管理室常駐員による受付を停

止します。 
    12月28日(金) 17:00 〜 1月7日(月) 9:00 
 
電子メール受付 (consult@kek.jp) 
下記の期間、メールは受信しますが回答しませ

ん。 
    12月28日(金) 17:00 〜 1月7日(月) 9:00 
 
【【運運用用管管理理室室】】おおよよびび【【遠遠隔隔監監視視セセンンタターー】】	 	 

 (ダイヤルイン 029-864-5770) 
無休で障害連絡を受付けます。ただし下記の期

間は、遠隔監視センターにつながります。 
 
遠隔監視センターのみの期間 : 
    12月28日(金) 17:00 〜 1月7日(月) 9:00 
 
システム障害について連絡を受けた場合、対応

できない期間があります。ご了承ください。 
 
【【オオーーププンン利利用用室室】】	 	 

下記の期間は、施錠しますので利用できません。 
 
    12月28日(水) 17:00 〜 1月7日(月) 9:00 
 
おお願願いい	 	 

年末年始の休暇中は、火災予防と情報セキュリ

ティの観点から、使用しない計算機の電源をお

切りいただくようお願いします。 
 
 
                                                     

計算科学センター 


