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重要: 2019年11⽉8⽇(⾦) 17時00分 (⽇本時間) までに対応して下さい

計算科学センターでは、原則として、毎年度、各利⽤者の⽅にアカウントと無線LAN機器登
録の更新⼿続きをしていただいております。
期間中に更新⼿続きをしない場合には利⽤できなくなりますので、忘れずに⾏なってくださ
い。

今年度の更新対象システム⼀覧
システム名

更新サーバへのリンク

対象者
(*1)

⼀部ユー
ザ
全員
ほぼ全員
ほぼ全員
⼀部ユー
ザ
全員
conference-indico)
eduroam
年度更新サーバ
ほぼ全員
GRID CA
GRID CAサーバ
ほぼ全員
⼀部ユー
無線LAN (tsubaki-III / MAクラスタ)
MAクラスタ申請書
ザ
上に記載のないシステムについては今回は⾃動更新しますので、⼿続きは必要ありません。
(*1) 「対象者」の詳細
ほぼ全員：
2019年6⽉5⽇以降に新規登録されたアカウント‧機器は登録更新の必要がありません。
⼀部ユーザ：
2019年6⽉5⽇以降に新規登録されたアカウント‧機器は登録更新の必要がありません。
「PostKEK/MailKEK メールシステム」の場合、
機構役職員及び各部局の判断で認められた⽅の個⼈メールアカウントは⾃動更新され
ます。
メールシステム
メール情報サーバ
PostKEK メーリングリスト (ml.post.kek.jp)
メール情報サーバ
中央計算機システム KEKCC (Work Server, CIFS, 年度更新サーバ またはKEKCC ワー
Access Server)
クサーバ(*2)
VPN
年度更新サーバ
Wiki システム
Wiki システム
Web システム (research web, conference web,
Web System Portal
PostKEK/MailKEK

「Wiki システム」の場合、
過去3年以内に作成されたアカウントは登録更新の必要がありません。
3年以上前に作成されたアカウントのうち、過去3年間にログイン履歴があれば更新さ
れます。
「無線LAN (tsubaki-III / MAクラスタ)」の場合、
機構職員が申請した機器は登録更新の必要がありません。
ユーザーズオフィスを通じて申請した機器は登録更新の必要がありません。
総研⼤の学⽣が申請した機器は登録更新が必要です。
(*2) KEKCC ワークサーバでの更新⽅法
ワークサーバに ssh でログインし、コマンドプロンプトで
$ kekcc-renew -r
を実⾏してください。
所属、利⽤資格、e-メールアドレスなどに変更がある⽅は、センター計算機システム利⽤登録書に
必要事項を記⼊の上、計算科学センター事務室まで提出してください。
更新のためには各システムのアカウントのパスワードが必要です。パスワードを忘れた場合には以
下のパスワード再設定申請書を計算科学センター事務室まで提出してください。
KEKCC および GRID CA⽤ パスワード初期化申請書
PostKEK/MailKEK および Webシステム⽤ パスワード初期化申請書
VPN⽤ パスワード初期化申請書
計算科学センター事務室: 計算機北棟109号室、e-mail: crc-jimu@kek.jp、Fax: 029864-4402

Q&A

次ページ以降をご覧ください。

その他
不明な点がありましたら、運⽤管理室: consult@kek.jp までお問い合わせください。
本資料の URL は https://renewal.kek.jp/ (KEK内からのみアクセス可能)です。
© 2019 KEK. All Rights Reserved.
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年度更新全般に関して
どのシステムにアカウントを持っているのか覚えていません。
年度更新対象者には 2019年10⽉7⽇に更新対象システムを列記した年度更新お知らせメー
ル送付しますので参照してください。
2. 更新サーバに接続できません。
Wiki システムとGRID CAサーバは機構外からアクセスできます。
それ以外のサーバへは機構外からアクセスできませんので VPN 経由で接続してください。
3. 年度更新を⾏いましたが、完了していますか。
更新した各サーバに再度ログインして状態を確認できます。
4. 年度更新を⾏ったはずですが、リマインダーメールが届きました。
リマインダーメールを2、3回送付する予定です。10⽉下旬には年度更新の状況報告を送る予
定です（Wiki システムを除く）。
メールを確認して、年度更新を忘れているシステムがないかを確認してください。
確認ができない場合には、年度更新を済ませたシステム名、申請⽇時、申請した⽅法を記載
の上、consult@kek.jp へお問合せください。
5. 申請書による更新⼿続きはできますか。
メーリングリストおよび GRID CA は、それぞれの更新サーバからのみ更新を受け付けま
す。
無線LAN (tsubaki-III / MAクラスタ)は「MAクラスタ可搬端末⽤MACアドレス登録申請
書」にて継続したいすべての機器のMACアドレスを記載し、継続申請書を提出してくださ
い。
上記以外のシステムについては、「ユーザアカウント年度更新申請書」(word、pdf)に必要
事項を記⼊の上、下記のいずれかの⽅法で計算科学センター事務室に提出してください。
1.

E-mail: crc-jimu@kek.jp
Fax: 029-864-4402
:
(

所内便 計算科学センター事務室宛
計算科学センター事務室 計算機北棟109号室)に持参
6. 年度更新期間内に⼿続きができない場合、どうすればよいですか。
GRID CAの更新が期⽇に間に合わなかった場合は、GRID CA ユーザアカウント申請書の提
出をお願いします。
無線LAN (MAクラスタ)の更新が期⽇に間に合わなかった場合は、継続ではなく「新規」と
して申請書の提出をお願いします。
上記以外のシステムについては、consult@kek.jp へお問合せください。その際に申請でき
ない理由を簡単に記載してください。

年度更新サーバでの更新に関して
年度更新サーバに⼊⼒するパスワードが分かりません。
更新⼿続きをするシステムのパスワードにより更新サーバにログインできます。
パスワードを忘れた場合には、パスワード再設定申請書を計算科学センター事務室まで提出
してください。
KEKCC および GRID CA⽤ パスワード初期化申請書
PostKEK/MailKEK および Webシステム⽤ パスワード初期化申請書
VPN⽤ パスワード初期化申請書
8. 年度更新対象のはずのシステムが表⽰されません。
2019年6⽉5⽇以降に登録されたアカウントについては年度更新の必要がありません。
9. 年度更新を⾏ったはずですが、年度更新サーバでの更新状況が更新(renewed)になっていませ
ん。
KEKCC ワークサーバ上でコマンドによって⾏った場合は、年度更新サーバに反映されませ
ん。
申請書で年度更新を⾏った場合は、年度更新サーバに反映されません。
10. 年度更新サーバにログイン後に表⽰される所属やメールアドレス等の情報が違っています。
センター利⽤登録書に正しい情報を記載の上、下記のいずれかの⽅法で計算科学センター事
務室まで提出してください。
7.

E-mail: crc-jimu@kek.jp
Fax: 029-864-4402
:
(

所内便 計算科学センター事務室宛
計算科学センター事務室 計算機北棟109号室)に持参

中央計算機システム KEKCC の更新に関して
ワークサーバ での更新⼿続き⽅法を知りたいです。
ワークサーバに ssh でログインし、コマンドプロンプトで
$ kekcc-renew -r
を実⾏してください。

11. KEKCC

Wiki
12. Wiki

システムの更新に関して
システムの更新⼿続き⽅法を知りたいです。
システムにログインすることで更新されます。

Wiki

無線LAN (tsubaki-III / MAクラスタ) の更新に関して
13.

⾃分の登録している機器の⼀覧を知りたい。
こちら で確認して下さい (KEK 内からのみアクセス可能)。

不明な点がありましたら、運⽤管理室: consult@kek.jp までお問い合わせください。
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