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国立大学法人筑波大学情報環境機構学術情報メディアセンター電子計算機等利用

料金に関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この部局細則は、国立大学法人筑波大学情報環境機構学術情報メディアセンター

細則（平成１９年部局細則第２号）第８条の規定に基づき、学術情報メディアセンター（以

下「センター」という。）において徴収する電子計算機システム等の利用に係る負担額及

び負担方法を定めるものとする。 

 

（利用に係る負担額） 

第２条 センターにおける電子計算機システム等の利用に係る負担額は、別表に掲げる方

法により算出した額の合計額とする。 

２ ただし、機構長が特に必要があると認めるときは、利用負担金の一部又は全部を負担さ

せないことがある。 

 

（負担方法） 

第３条 前条に規定する経費の負担の方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。 

(1) 国立大学法人筑波大学財務規則第２７条第２項に定める支出予算区分の支出予算で

負担する場合は、当該予算の振替によること。 

(2) 前号以外の場合は、国立大学法人筑波大学出納命令役の発する請求書によること。 

 

附 則 

１ この部局細則は、平成１９年５月２４日から施行し、平成１９年４月１日から適用す 

る。 



２ 国立大学法人筑波大学学術情報メディアセンター電子計算機等利用負担金の額及び負

担方法を定める細則（平成１７年７月２１日学術情報メディアセンター部局細則第３

号）は、廃止する。 

    附 則（平２２．９．２８学術情報メディアセンター部局細則４号） 

この部局細則は、平成２２年９月２８日から施行する。 

附 則（平２４．３．１３学術情報メディアセンター部局細則３号） 

この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平２５．３．５学術情報メディアセンター部局細則１号） 

この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平２６．３．１４学術情報メディアセンター部局細則１号） 

この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平２９．２．２１学術情報メディアセンター部局細則１号） 

この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平２９．５．３１学術情報メディアセンター部局細則２号） 

この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平３０．２．２１学術情報メディアセンター部局細則１号） 

この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令元．９．１８学術情報メディアセンター部局細則１号） 

この部局細則は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則（令４．３．２２学術情報メディアセンター部局細則１号） 

この部局細則は、令和４年４月１日から施行する。 

 



負担額 備考

設定費（円/ドメ
イン）

11,000

運営費(円/
(ドメイン・月))

1,100

設定費（円/件） 8,800

設定費（円/件） 11,000

レンタルサーバ（専用）
随時（備考欄参

照）
サーバ機種をセンターが選定その機種費
用を算出後償却期間で案分し、月単価

設定費（円/台） 55,000

運営費(円/
(台・月))

16,500

設定費（円/
ドメイン）

11,000

設定費（円） 16,500

設定費（円/件） 8,800

設定費（円/件） 11,000

設定費（円） 22,000

運営費(円/月) 2,750

随時（備考欄参
照）

利用者からサービスの改修・追加の要望
に応じて、サーバ保守管理業者に見積も
り算出

(例)AWStatsを追加して過去ログ解析をす
る場合:8,800円+11,000=19,800円(初年度
負担額)

(例)新規にPostgreSQLを追加する場合：
22,000円+2,750×12ヵ月=55,000円(初年
度負担額)

項目

1ドメイン(円/月)

AWStats追加

AWStats過去ログ解析

基本コース
[サービス内容]
　・利用者管理機能
　・メールサーバ機能
　　（メーリングリストを含む）
  ・ウェブサーバ機能
  ・DNSサーバ機能
  ・ウェブメール機能
　・ファイルサーバ機能
    (WebDAV)
　　個人用スペース
　　共有スペース
　・PHP利用
　・データベース利用
　（MySQL or PostgreSQL)

バーチャルドメインサービス

複数ドメイン対応DNSサーバ

AWStats追加

AWStats過去ログ解析

DB追加

(例)11,000円+1,100×12ヵ月=24,200円
(初年度負担額)

(例)AWStatsを追加して過去ログ解析をす
る場合:8,800円+11,000=19,800円(初年度
負担額)

(例)55,000円+16,500×12ヵ=253,000円
(初年度負担額)

レンタルサーバでそれぞれのオプション
機能を追加する場合は、利用開始月に設
定費として加算する。
運営費については利用開始月より運営費
に加算する。
（例）新規利用として基本サービスに複
数ドメイン対応DNSサーバ機能を追加する
場合は、
55,000円+16,500×12ヵ月=253,000円(初
年度負担額)

ホスティングサービス

基
本
サ
ー

ビ
ス
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ー
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ス
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サ
ー

ビ
ス

レンタルサーバ（汎用）

オ
プ
シ
ョ

ン
サ
ー

ビ
ス

カスタマイズサービス



運営費(円/
ユニット・月)

3,300

使用ユニット数に基本単価を乗じて利用
負担金を算出

(例)
3,300円×12ヵ月=39,600円(年額)

運営費(円/ 10ユ
ニット・月)

19,800
(例)
19,800円×12ヵ月=237,600円(年額)

運営費(円/ 約20
ユニット・月)

39,600
(例)
39,6000円×12ヵ月=475,200円(年額)

運営費(円/ 約40
ユニット・月)

79,200
(例)
79,200円×12ヵ月=950,400円(年額)

WordPress
共用ウェブサイト

運営費（円/月） 2,040

独占型WordPress
共用ウェブサイト

運営費（円/月） 3,080

運営費（円/月） 1,100

運営費（円/月） 440

運営費（円/月） 1,100 追加分上限は1,000GB

項目 負担額 備考

209,550 特殊撮影は別途実費徴収

105,050

209,550

VHS・8mm・DV・DVD等

1,760

330

320

TV標準方式変換（1時間）

映像・音声系メディア変換（1時間）

ビデオ編集（1時間）

録音室（1時間）

スタジオ（1時間）

ビデオ制作・編集

ビデオ・オーデオ変換・編
集

ビデオ制作

ビデオ編集

撮影・中継

数か所の手直し

大幅な手直し

個人利用サービス
[サービス内容]
　・19インチのラックに収納
　・冗長化電源（2系統のUPSから給電可
    能：100V）
　・空調（停電後の復電時に自動機能可
    能）
　・ラック搭載モニター（KVM機能を含
    む）
　・入退室管理（職員証のICカードを利
    用）

10U利用サービス
[サービス内容]
　・個別利用コースのサービス内容で
    10ユニット分を使用

ラック半分利用コース（ラックの約1/2を利用）
[サービス内容]
　・個別利用コースのサービス内容で
    ラック半分使用
　・UPS2台を専有使用

ラック専有利用コース（ラック全部を
利用）
[サービス内容]
　・個別利用コースのサービス内容で
    ラック専有使用
　・UPS4台を専有使用

サーバハウジングサービス

内容規格等

1サイト（共用型）

1サイト（独占型）

CPU　　１core

メモリ　　１GB

HDD 　　100GB

初期費用(10分あたり)

配信費用(10分あたり・1ヶ月）

ビデオ配信

レンタルサーバ（専用）、
レンタルサーバ（汎用）

リソース従量料金
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