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情報基盤統括センターパブリッククラウドサービス利用申請書 

申請日 20   年    月    日 
鹿児島大学 情報基盤統括センター長 殿 
 

注意事項を承諾し、パブリッククラウドサービスの利用を申請いたします。 
また、本サービスの利用にあたっては、Amazon Web Services（以下、「AWS」）が定めた「AWS カスタ

マーアグリーメント」、「AWS 適正利用規約」、「AWS プライバシー規約」、および「AWS サービス条件」に

従い、最新の契約条件を、以下の URL から確認し同意します。 
・AWS カスタマーアグリーメント https://aws.amazon.com/jp/agreement 
・AWS 適正利用規約 http://aws.amazon.com/aup 
・AWS プライバシー規約 http://aws.amazon.com/privacy 
・AWS サービス条件 http://aws.amazon.com/serviceterms 
 

□上記内容に同意する。 

□本申請書に記載した情報を SCSK株式会社に提供することに同意する。 

 
申 請 区 分 □新規 □変更 □継続 □廃止 （受付 ID:        ） 
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請 
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入 

欄 

フ リ ガ ナ  

職名  内線  氏   名 
（署名又は記名押印） 

            印 

所   属 
 

学 部 

研究科 

センター 

学科 

専攻 

         部         課         係 

電子メール※1 

（希望 ID） 
 

利用開始日    年   月   日 利用終了日※2     年   月   日 

月額限度額            円／月※3  □ 週次メールレポート希望※4 

主な運用目的 
 
 

※1 記入された電子メールアドレスが AWSを利用するためのアカウント ID（IAMユーザーID）となります。 
※2 終了予定日を記入ください。 
※3 月額限度額が 3 万円以上の場合に限り、当月の利用額の 80%を超えた場合は警告メールにて通知します。月額限度額を 3

万円未満で設定されますと、警告メールのサービスを受けることはできません。為替レートおよび課金額のチェックタイ
ミングもあり、ご指定割合を上下する可能性があります。 

※4 「週次メールレポート希望」にチェック頂きますと、週次で AWS利用料についてメールにてお知らせします。為替レート
の確定は利用月の翌月末になるため、メール内の表示は直近の請求で使用した為替レートを適用した参考値となります。
また、AWS 用料以外（Reserved Instances や AWS Marketplace での購入費や、サポート費用）はメール表記には含まれて
おりません。 

 

【情報基盤統括センター記入欄】 
 
 

受理日         年   月   日 
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パブリッククラウドサービス申請注意事項 

 
【利用資格】  

 このサービスを利用できるのは、国立大学法人鹿児島大学に在籍し、本サービス利用料金を公費にて支払いが可能

な教職員に限ります。 

 
【利用条件】  

・本サービスは、SCSK株式会社（以下、「SCSK社」）が運用する従量課金型インフラ提供サービス「USiZEパブリックク

ラウドモデル（AWS）」を利用した、Amazon Web Services（以下、「AWS」）の学内提供サービスです。本サービス利

用の際、申請者の電子メールアドレス等、SCSK社が定める必要情報をSCSK社に提供するものとします。 

・サービスの有効期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとします。当該年度以降も継続して、サービスの利用を

希望する場合は、情報基盤統括センター（以下、「センター」）にサービスの継続申請を行ってください。 

・利用用途としては、研究、授業、学生の研究実験、学会の広報、その他センターが認めるものに限ります。 

・本サービスは従量制課金のサービスです。利用金額は、サービスの利用に応じて決定されます。申請者は、SCSK社

に対し支払い義務を負います。 

・利用金額は、SCSK社サービス料金（AWSサービス利用料（米ドル）にAWSサポート料（AWSサービス利用料（日本円）

の10%加えたもの）の98%に、AWSからのその他の請求金額を含めたものであり、為替レートにより変動いたします。 

・本サービスの利用金額および請求については、別紙「パブリッククラウドサービス利用料金および請求について」

を参照ください。 

・サーバは、学外のパブリックインターネット（クラウド）上に設置されます。学内のファイアーウォールポリシー

やセキュリティ監視サービスの範囲外となりますので、業務上重要なデータの取り扱いは禁止します。 

・OSの設定やソフトウェアのインストール、セキュリティ対策などの運用管理も申請者の作業となります。センター

は行いません。運用方法については、AWSのドキュメント（https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/）のページをご覧

ください。 

・「国立大学法人鹿児島大学情報システム運用基本方針」、 「国立大学法人鹿児島大学情報システム運用基本規則」、 

「国立大学法人鹿児島大学情報システム運用・管理要項」に従うものとします。これに従っていれば、部局固有の

規則やポリシーを別に定めてもかまいません。 

・法律に違反したり、上項に違反したりした場合は、サービスを停止する場合があります。 

・センターの管理運営に支障が発生するような利用があった場合、サービスを停止します。 

・利用料金が支払われない場合、サービスを停止します。 

・申請者に連絡が取れない場合、サービスを停止する場合があります。 

・AMC（AWS Management Console）のアカウント（IAMユーザーID）作成は、センターを通じ、SCSK社が行います。 
 
【免責事項】  

・事故などでデータが消失した場合、センターでは責任を持ちません。利用組織で常日頃、バックアップを取るなど

の作業をお願いします。 

・本サービスに関する問い合わせについては、センター業務時間内（祝祭日を除く月曜日から金曜日までの朝9時から

午後5時まで）であれば対応します。 

・当月の利用額が、申請者が設定された月額限度額を超えた場合でも、SCSK社側からはサービスの強制停止はされま

せん。月額限度額を超えた請求についても、センターはいかなる補償をいたしません。 

・為替レートの変動により、月額限度額を超えた請求についても、センターはいかなる補償をいたしません。 

・AWSの運用状況、センター機器保守の都合などで、サービスを一時的に停止する場合があります。 

・申請者が、サーバに対し行った作業によって、サーバに何らかの損失または障害が生じた場合、センターでは責任

を負いません。 

・申請者が、本サービスの利用により第三者（他の利用者を含む）に対し、損害を与えた場合、申請者は、自己の責

任でこれを解決し、センターにいかなる責任も負担させないものとします。 

・いかなる場合でも、センターは損害賠償の請求に応じません。 

・センターは、契約上等諸般の事情により、本サービスの提供を予告なしに停止、または終了する場合があります。 

・センターは、利用者に対して、本サービス停止ならびに終了措置に伴い生じた損害、損失、その他の費用の賠償ま

たは補償を免れるものとします。 
 

【利用条件, 免責事項の変更】  
事前の連絡なしに、利用条件、免責事項の変更を行う場合があります。 
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別紙 

パブリッククラウドサービス利用料金および請求について 
【利用料金について】 

本サービスは、AWS において実際に使用した分の使用料に、SCSK 社へのサポート料（AWS 使用料の
10%）を加えた料金の 98%が、USiZE パブリッククラウドモデル（AWS）サービス料金であり、SCSK 社
に支払う月額料金となります。 

AWS 使用料(円) ＝ 日本円換算した AWS サービス利用料(円) ＋ AWS サービス購入費用(円) 
SCSK 社サポート料 ＝ AWS 使用料の 10％ 
AWS 利用料 ＝ AWS 使用料 ＋ SCSK 社サポート料 
月額請求金額（税別） ＝ AWS 利用料の 98％ 

※SCSK 社により日本円で請求書が発行されます。 
※「AWS サービス購入費用」は、リザーブドインスタンス等の購入費用です。 
 

【AWS 月額利用料について】 
AWS の詳細な利用料金表については、AWS の下記サイトをご参照ください。 

http://aws.amazon.com/jp/pricing/ 
 

［月額利用料金例（目安）］ 
t3.medium インスタンス（Xeon Platinum 8000 シリーズ相当、仮想コア数: 2、メモリ: 4GB、OS: Linux）

に、永続的ボリューム（EBS）100GB（プロビジョンド IOPS SSD）、1 ヶ月の総データ転送量（アウト）

が100GB で、インスタンスを24 時間毎日稼動させたときの月額利用料金（目安）は、以下のとおりです。 
サービス（単価等） 金額 備考 

t3.mediumインスタンス（Linux $0.0544/時） $39.71 $0.0544×24時間×1月 
EBS使用量（100GB SSD $0.142/GB月、400 IOPS $0.014/月） $43.80 ストレージ$14.20、IOPS $29.60 
1ヶ月の総データ転送（Outboundのみ100GB $0.114/GB） $11.40 $0.114×100GB 
計（米ドル） $94.91  
計（日本円換算130円/$で計算した場合）…(a) ¥12,338 端数(1円未満)は切り捨て 
AWSサービス購入費用 …(b) ¥0  
SCSKサポート料金（(a)の10％）…(c) ¥1,233  
AWS利用料（(a)＋(b)＋(c)） ¥13,571  
AWS利用料割引額（AWS利用料の2%） ¥-272  
月額請求金額（税別） ¥13,299  
※アジアパシフィック（東京）リージョン、2023年02月10日時点 

 
【請求について】 

請求は当該月末締めで、翌月末以内に SCSK 社より情報基盤統括センター宛に各利用者の請求書が送ら
れてきます。情報基盤統括センターは、その請求書をそのまま利用者の所属部局の会計担当係宛へ学内便
にて送付します。 

 
例 
 
 
 
 
 

利用者へ請求書送付 

2月末～3/7頃 

SCSK社より請求書着 

2/7～2/末頃 

サービス利用月(当該月) 

～31日締め 

SCSK社にて 

請求額決定 

利用者が SCSK社に 

利用料金振込（3/25まで） 3/1 2/1 1/1 


