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ホスティング・ホームページサービス利用案内
京都大学情報環境機構
京都大学学術情報メディアセンター

生まれ変わったホスティング・ホームページサービス
ホスティング・ホームページサービスは、京都大学情報環境機構の

京都大学情報環境機構及び学術情報メディアセンターでは、
これまで

汎用コンピュータシステム内に占有または共有のバーチャルマシーン

ホームページサービスと称し共有サーバで仮想ホスト機能を用いた

（VM）
を設置し、学術研究・教育等に関する情報発信・広報のために

ホームページの公開環境を提供してきました。サービスの利用件数

利用するための環境を提供するサービスです。これにより、自前で

は年々増加し、
2008年度では独自ドメイン名を用いたサービスだけ

サーバを用意することなく独自ドメイン名のサーバの運用やホーム

でも200件以上利用されています。
そこでさらなる需要に応えるべく

ページの公開・メールアドレスの作成をすることが可能になります。

サービス内容を刷新し、2009年4月より装い新たにホスティング・
ホームページサービスとしてスタートします。

サービスの紹介
本サービスには、４種類の提供サービスがあります。

ホスティング・ホームページサービス利用規約

Webコンテンツの作成・登録・管理については、
利用者の責任で行って

http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/services/whs/kiyaku.php

ください。特に管理する占有VMまたはホームページに関して、ホス
ティング・ホームページサービス利用規約に十分留意してください。
・・・別途申し込みが必要なオプション

VMホスティングサービス

・・・有料オプション（別途利用負担金が必要）

利用 例：研究室・部局でのネットワークサーバ運用
メリット：自前でサーバ用のハードを購入する必要がない

占有VMによる独自ドメインの計算機環境（サーバ）を提供

サーバの運用に必要な労力・費用を軽減できる

利用負担金 ￥126,000／年＊

占有サーバとして管理者（root）
権限が付与される
占有サーバ内で複数の仮想ホスト・仮想ドメインが利用可能
独自ドメイン名のネットワークサーバとして利用できる
メールスプールを用意でき、メールアカウントも自由に作成できる

占有VM

We bサーバ

ディスク容量
200 GB

ログ閲覧・解析

アクセス制限

メールサーバ

RDBサーバ

仮想ホストによる独自ドメイン
SSL

CGI

PHP

MySQL

CMS

ストリーミング
サーバ

Oracle

コンテンツ作成
支援

Helix Server

ディスク増量

PostgreSQL

ホームページサービス

VM資源増量

システム資源増量

利 用 例：研究室・部局で公開するホームページ
イベント用ホームページ
（国際会議や学会等）

仮想ホスト機能を用いた独自ドメインでのホームページ公開とメール転送環境を提供

プロジェクト用ホームページ
（コンソーシアムやCOE等）

利用負担金 ￥31,500／年＊

メリット：ホームページ公開のためにサーバを用意する必要がない
サーバの維持管理やセキュリティ対策などに労力・費用を必要としない
独自ドメインでのホームページ公開や転送用メールアドレス作成が可能
複数でのコンテンツ更新が可能
KUINS - IIの負担金が不要（ただしSSLなどを使用する場合は必要）

We bサーバ
ディスク容量
20GB

アクセス制限
ログ閲覧・解析

転送メール
仮想ホストによる独自ドメイン
SSL

CGI

PHP

RDBサーバ
MySQL

CMS

ストリーミング
サーバ

Oracle

コンテンツ作成
支援

Helix Server

PostgreSQL

個人向けホームページサービス

利 用 例：個人レベルで公開するホームページ
メリット：ホームページ公開のためにサーバを用意する必要がない

汎用コンピュータシステムドメインによる個人レベルでのホームページ公開環境を提供

サーバの維持管理やセキュリティ対策などに労力・費用を必要としない

利用負担金 ￥12,600／年

KUINS - IIの負担金が不要

We bサーバ
ディスク容量
2GB

アクセス制限

メール転送サービス

利 用 例：別サーバで公開中のホームページと同じドメインのメールアドレスを作成
メリット：任意のメールアドレスを自由に作成し転送先メールアドレスを管理可能

独自ドメイン名及び汎用コンピュータシステムドメインでのメール転送環境を提供

汎用コンピュータシステムのドメイン名のメール転送をサポート

利用負担金 ￥12,600／年
転送メール

＊ VMホスティングサービスでの学外ネットワークへの接続や、
ホームページサービスでのSSL等の利用でグローバルIPアドレスを必要とする場合は、KUINS-IIの利用負担金が別途必要です。

有料オプション・VM資源増量利用負担金
Oracle

￥63,000／年

Helix Server

￥31,500／年

コンテンツ作成支援

応相談

ディスク増量

（100GB毎）

￥10,500／年

システム資源増量

（VM：Xen、CPU：2コア、
メモリ：2GB）

￥100,800／年

サービスの利用対象
本サービスの利用対象は以下のように限定されます。
VM ホスティングサービス

原則として、京都大学の教員が一員となっている学術研究・教育等の組織・プロジェクト、及び京都大学の部局、学科・専攻、研究室等
（ kyoto-u.ac.jp 以下のサブドメインを有する組織）
当該部局・組織の代表者または広報担当者（京都大学の教職員）が本サービスの申請者となること

ホームページサービス
メール転送サービス
個人向けホームページサービス

京都大学の教職員

サービスの利用範囲
本サービスの利用は学術研究・教育等に関する情報発信・広報に限り

適切と判断された場合のみ利用が可能となります。

ます。原則としてkyoto-u.ac.jp のドメインを利用していただきま

詳しくは、学術情報基盤グループまでお問い合わせください。

すが、
他ドメインを利用されたい場合は個別に審査を実施した上で、

サービス利用手続きの流れ
本サービスの利用申請は情報環境機構の申請課金システムによる

SPS - ID：京都大学教職員ID

Webオンライン申請にて受け付けています。

ECS - ID：京都大学教育用コンピュータシステム利用コード

なお、
申請画面にログインする際に、
SPS - IDまたはECS - IDによる
認証が行われます。
VM
ホスティング
サービス

申請課金システム
へ SPS -ID
または ECS -ID で
ログイン

申請課金システム
に必要事項を入力
してサービスを
利用申請

支払い責任者の
承認を確認後、
ホスティング・
ホームページ
サービス専用の
大型計算機
システム
アカウント発行

VM作成

DNS 管理者に
DNS 登録を依頼

Web 環境設定

ただしKU I N S が管理
するサブドメインは、
学術情報基盤グループ
で手続きを代行します。

メール転送設定

ホームページ
サービス

メール転送
サービス

個人向け
ホームページ
サービス
・・・申請者に行っていただく手続き

Web 環境設定

サーバ 運用

コンテンツの
作成・登録

転送メール
利用

コンテンツの
作成・登録

・・・学術情報基盤グループの手続き

サービス窓口
本サービスについてのご相談・ご質問は、下記の連絡先まで

東
大
路
通

お問い合わせください。
東一条通

京都大学 情報環境部 情報基盤課 学術情報基盤グループ

京大正門前

京都大学吉田南構内

〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
グランド

学術情報メディアセンター南館1階 101
TEL 075-753-9003
FAX 075-753-9001
E-mail db-qa@media.kyoto-u.ac.jp

吉田食堂
人間・環境学研究科総合人間学部図書館

サービスの詳細・最新情報は、
ホームページをご覧ください。

京大生協吉田ショップ

http : // www.iimc.kyoto-u.ac.jp/services/whs/
テニスコート

近衛通

京都大学学術情報メディアセンター南館
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