
全国共同利用センター利用負担金表
2001年5月現在

北海道大学 東北大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学
HITACHI
 MP5800/160(256MB)
 SR8000(320GB)
HP
 Exemplar V2500(24GB)
SUN
 Ultra Enterprise4000(2GB)

NEC
 SX-4/128H4(32GB)
 ACOS3900/10(256MB)
 NX7000/460(2GB)
HP
 Exemplar/X(12GB)

HITACHI
 SR8000(8GB/PE×128)

FUJITSU
 VPP5000/56(504GB)
 GP7000F/900(64GB)

FUJITSU
 VPP800/63(8GB/PE×63)
 GS8800/10S(2GB)
 GP7000Fモデル900(24GB)
 GP7000Fモデル900(8GB)

NEC
 SX-5/128M8(1024GB)
HP
 Exemplar V2500(48GB)

FUJITSU
 VPP5000/64(704GB)
 GP7000F/900(64GB)
COMPAQ
 AlphaServer GS320(64GB)

利用者登録12,000円 1,000円/月 2,000円/月 定額負担金(ﾊﾞﾙｸｺｰｽ) 利用登録1件につき年額10,000円 1申請毎に月額1,000円 利用者番号毎に2,000円（登録時） 利用登録1件につき500円/月

バ
ッ
チ
処
理

演算経費

スーパーコンピューター
　　　1円/秒
但し、演算時間
 ={1＋(使用ノード数-1)×0.5}×経過
　時間

汎用コンピューター
　　　1円/秒

スーパーコンピュータ
　　　2円/秒（ 5分迄）
　　　1円/秒（15分迄）
　　0.4円/秒（15分以上）
ACOS
　　　2円/秒（ 5分迄）
　　　1円/秒（15分迄）
　　0.5円/秒（15分以上）
汎用サーバー
　　0.3円/秒（ 5分迄）
　　0.2円/秒（15分迄）
　　0.1円/秒（15分以上）
並列サーバー
　　0.01円/秒

SR8000/144(MPP)
　無料(150時間/月迄)
  0.02円/秒(150時間/月
　超過)
  課金しない(6000時間/
　月超過)

運用支援システム
　基本負担金のみ

SR8000/144(MPP)
　無料(450時間/月迄)
  0.02円/秒(450時間/月
　超過)
  課金しない(5000時間/
　月超過)

運用支援システム
　基本負担金のみ

・基本セット
　　960,000円/年
　　演算装置数　1ﾉｰﾄﾞ
　　利用登録番号数
　　　　　　　10個迄

・オプション
　　利用登録番号数
　　　1個につき
　　　24,000円/年

スーパーコンピューター
　　　2円/秒（ 5分迄）
　　　1円/秒（15分迄）
　　0.5円/秒（15分以上）

汎用コンピューター
　　  1円/秒
　（試行により 0.1円/秒）

スーパーコンピューター
　　　2ポイント/秒（ 5分迄）
　　　1ポイント/秒（15分迄）
　 0.25ポイント/秒（15分以上）

スーパーコンピューター以外
　　  1秒につき0.1ポイント

スーパーコンピューター
　　　2円/秒（ 5分迄）
　　　1円/秒（15分迄）
　　0.4円/秒（15分以上）

WS
　 0.08円/秒

スーパーコンピューター
　　　2円/秒（ 5分迄）
　　　1円/秒（15分迄）
　　0.4円/秒（15分以上）

汎用UNIXサーバー
　　　1円/秒（ 5分迄）
　　0.5円/秒（15分迄）
　　0.1円/秒（15分以上）

Ｔ
Ｓ
Ｓ
処
理

演算経費

汎用コンピューター
　　　1円/秒

スーパーコンピューター 2円/秒
ACOS　　　　　　　　　 2円/秒
汎用サーバー　　　　 0.3円/秒
並列サーバー　　　　0.01円/秒

スーパーコンピュータ
　　　2円/秒
汎用コンピューター
　　　1円/秒
　（試行により 0.1円/秒）
WS
　　0.3円/秒

スーパーコンピューター
　　　1秒につき2ポイント

スーパーコンピューター以外
　　  1秒につき0.1ポイント

スーパーコンピューター 2円/秒

WS　　　　　　　　　0.08円/秒

スーパーコンピュータ
　　1件の演算時間　2円/秒
汎用UNIXサーバ
　　1件の演算時間　1円/秒
スカラー並列サーバ
　　1日ごとの演算時間合計
　　　2円/秒（ 5分迄）
　　  1円/秒（15分迄）
　　0.2円/秒（15分超過分）

出
力
経
費

プリンター

　3円/枚（レーザープリンター）

100円/枚（カラープリンター）

  4円/枚（レーザープリンター）
400円/枚（ピクトログラフィー）
600円/枚（大判プリンター）

  3円/ページ

 30円/ページ（カラー）

  3円/枚（モノクロプリンター）
  3円/枚（プロッタープリンター）
 50円/枚（プロッタープリンター）
 30円/枚（カラープリンター）
200円/枚（カラーOHPプリンター）

  4円/枚
200円/枚（湿式カラープリンター）

  4円/ページ
360円/ページ（カラーＡ４）

 
各システム毎に、5MBを越えたとき、
使用期間一ヶ月当たり、100MBにつき
1,000円

ファイル付加サービス
　5GBにつき年額30,000円

  1円/MB･日（10MB迄）
0.5円/MB･日（50MB迄）
0.1円/MB･日（50MB超過）

ACOS標準
　　　　　7.2円/MB･日
ACOS特定
　　　　　2.7円/MB･日

・長期ﾌｧｲﾙ(/home)
200MB・月まで無料。
それを越えて利用した
い場合は、8GBまで申
請可。
単価は10円/（月・MB）
但し、2.5GBを越えた
分は課金しない。

・短期ﾌｧｲﾙ（/short）
　　5円/（月・MB）

・長期ﾌｧｲﾙ(/home)
400MB・月まで無料。
それを越えて利用した
い場合は、8GBまで申
請可。
単価は10円/（月・MB）
但し、2.0GBを越えた
分は課金しない。

・短期ﾌｧｲﾙ（/short）
　　5円/（月・MB）

・基本コース
　　長期ﾌｧｲﾙ(/home)
      20GBまで

・オプション
　　長期ﾌｧｲﾙ(/home)
　　　10GBにつき
　　　　96,000円/年

0.7円/MB･日
演算負担経費、出力負担経費及びファ
イル使用負担金の総額が20,000円以下
の時は、それに係る負担金を徴収しな
い。
10月以降に利用登録する場合の当該年
度の基本負担経費は、5,000円とし、
この場合において、その利用に係る実
績額が10,000円以下の時は、それに係
る負担金を徴収しない。
基本負担経費を負担し、かつ、以下の
左項目に掲げる定額を負担する時は、
それぞれの右項目に掲げる負担免除額
までの負担金を徴収しない。
　　　 定額　　　　 負担免除額
　　　3万円　　　　　　　6万円
　 　10万円　　　　　　 30万円
　　 50万円　　　　　　200万円
　　100万円　　　　　　500万円

基本負担金内（5MB迄）

40円/MB･月（10MB迄）
20円/MB･月（50MB迄）
10円/MB･月（500MB迄）
 2円/MB･月（500MB以上）

ファイル使用量換算値

　スーパーコンピューター
　　0.01円/MB･日

　ファイルサーバー
　　 0.1円/MB･日

 2円/1MB･日（100MBまで）
10円/10GB･日（100MB超過分）
10GBを越える部分については負担金を
徴収しない

1,000円/月･巻 1,000円/ボリューム･月
基本サービス経費にはスーパーコン
ピュータ及び汎用コンピュータ利用
一ヶ月あたり10,000円までの演算時間
経費が含まれる。
 また、ダイアルアップIP接続サービ
ス及び汎用サーバー（演算時間の一部
に制限あり）を利用することができ
る。

スーパーコンピューターのバッチ型処
理における並列JOBの演算負担経費
は、各CPUの演算時間のうち最長時間
により算定する。但し、CPU数が9並列
以上17並列未満の時は、算定した額の
1.5倍、17並列以上の時は算定した額
の3倍とする。
利用負担金額は、登録番号ごとに集計
し、毎月の合計額（100円未満の端数
がある場合は100円として計算）に
105/100を乗じて得た値とする。

データーベース経費
　INSPEC利用　　500円/月

特殊機器経費
　PPP接続　　　 500円/月

・POP,NNTP,PPP合わせて
　　　　　　　　　　　1,000円/月

・BIOSIS使用負担額
　1年（1会計年度）につき　5,000円

データーベース負担金
特定データーベースを使用する場合
使用期間1年（1会計年度）あたり
・1種類のみ　　　　　　3,000円
（1種類のみを利用し、データーベー
ス負担金を支払った者が2種類以上利
用することになった場合の同負担額は
2,000円を加算）

・2種類以上を利用　　　5,000円
ワークステーション　　　3円/分

利用負担金は登録番号毎に集計し、毎
月の合計値が100円未満の場合は、こ
れを100円に切り上げ、各区分共通負
担金額を加算し、105円とする。汎用
コンピューターは年額30,000円を追加
負担することにより演算時間経費は課
金しない。汎用サーバー、スーパー
サーバーは年額30,000円を追加負担す
ることにより演算時間の一部制限はし
ない。

並列処理に関する負担金算定基準

　並列度　 1～4　　 ×1倍
　並列度　 5～10　　×1.5倍
　並列度　11～40　　×3倍
　並列度　41以上　　×5倍

・基本経費に2,000ポイント迄の演算
　経費が含まれる。

FAX　　市内10円、市外60円
利用負担金は利用番号毎に集計し、
一ヶ月の合計額が100円未満の場合
は、100円として各利用区分共通負担
金額を加算し105円とする。
ファイルサーバー使用時のファイル使
用量250KB迄は負担金を免除する

演算負担金バッチ処理の項中スーパー
コンピューターを並列プログラムで利
用する場合の負担金は各演算時間中そ
の最長の演算を基に算出。17並列以上
のプログラムで利用する場合は各々そ
の単価の2倍。
・ファイル使用負担金は、スーパーコ
ンピュータ、汎用UNIXサーバ、スカ
ラー並列サーバ及び端末サーバのディ
スク使用量を基にして算出する。
（汎用UNIXサーバ及びスカラー並列
サーバを並列プログラムで利用する場
合は、演算負担金は各演算時間の累計
値を負担金の算定基準とする。）

2000.1.1 1999.10.1 2001.4.1 1999.12.1 2001.4.1 2001.4.1 2001.1.5

100円/枚（超高画質カラープリンター用紙）
150円/枚（超高画質カラープリンターOHP）
  3円/ページ（レーザプリンター連続紙1枚、カット紙片面）

基本負担金はシステムに関係なく負担金コードに対して請求する。
 また、月途中での基本負担金の変更（コース変更）は認めない。一ヶ月の利用
負担金額は上記区分に従い算出した利用負担金の合計に各区分共通負担額として
合計額の5/100を乗じて得た額を加算したものである。
長期ﾌｧｲﾙの月途中での減少は認めない。

東京大学
HITACHI
 SR8000(16GB/PE×144)
 運用支援システム

施行（運用）年月日

備考

その他

主システム

中央処理装置

(メモリーサイズ）

ファイル使用料

基本負担金

磁気テープライブラリー


