コアサンプルのリクエスト方法
（簡易版）
Simplified steps for sample request submission

高知コアセンター
（KCC）
ならびに他のIODPコア

保管施設にて保管・管理されているコアサンプルは、

(1)

IODPに申請することにより利用できます。

高知コアセンター
（KCC）
のホームページを開きます。
http://www.kochi-core.jp/
サイトメニューの
［サンプルリクエスト］
をクリックします。

サンプルポリシーはIODPウェブサイトを参照してください。
http://www.iodp.org/program-policies/

Click

サンプル希望者
リクエストの申請
（IODP ウェブサイト）

コメント/調整

コメントへの返答/調整

IODPのウェブサイトからリクエストを申請します。
申請後、
IODPのSAC、
キュレーターによるリクエ
ストの評価が行われます。
承認後、
サンプルが採取され発送されます。

SAC/キュレーターに
よるリクエストの評価
SAC: Sample Allocation Committee

リクエストの承認

サンプルの採取と発送

サンプルのリクエストから受け取りまでの流れ

(2)

サンプルリクエストの画面が開きます。

［IODPコア］
のメニューをクリックします。

Click

(3)

IODPのサイトに移り、
Access Data And Samplesの
画面が開きます。

画面下部のMicrobiology Sample Material Availabilityに
示されているSample Material Curation System (SMCS)の
アドレス、
［http://smcs.iodp.org.］をクリックします。

Click

hereをClickすると公開されて
いる微生物研究用コアサンプル
のリストが表示されます。

(4)

SMCSの画面が開きます。

(i) ユーザー登録を行います。
ユーザー名、
メールアドレスおよびパスワードを入力し
［登録］
を
クリックします。

(ii) 登録したユーザー名・パスワードを入力し、
ログインを行います。

(8) Sample/Data Requestの入力画面が開きます。

必要事項を選択・記入後、
［Submit］
ボタンをクリックし、
申請を行います。
入力時の注意事項等が
（7）
Sample/Data Request画面
の
［Submission Checklist］
をクリックすると表示されます。

My Requests に
リクエストの状況
が表示されます。

(5) User homeの画面が開きます。

画面左側のフォルダ内の
［Sample Ｒequest］
をクリックします。

kochitaro

Click
(6) Request Managementの画面が開きます。

画面上部のタブメニューの
［My Request］
をクリックします。

Click

Click

【注意】
［Submit］
をクリック後は申請内容は変更できません。

入力を一時、
停止する場合は
［Save Draft］
ボタンをクリック
します
（この時、
Request IDが発行されます）
。
Saveしたリクエストの入力を再開する場合は、
左側メニュー、
My RequestのDraftに表示される
［Request ID］
をクリック
して入力を再開します。

(9) 申請が完了した旨のメール（下図は一例）が届きます。
(7) Sample/Data Requestの画面が開きます。

［Click to create a new request.］
をクリックします。

From: rms@smcs.iodp.org [mailto:rms@smcs.iodp.org]
Sent: MM DD, 20YY 00:00 AM
To: tarok@kcc.go.jp
Subject: Request XXXIODP has been submitted.
Dear Kochi Taro
Your request has been submitted to IODP.
Your request number is XXXIODP.
Submittal date is 20YY-MM-DD 00:00:00.0.
Requester name: Kochi, Taro
Co-Requesters: Tosa, Saburo

Click

Use this request number in any further correspondence concerning this request.
You can track the status of your sample request by logging in to the system and selecting
the “My Request” tab. Direct any questions you may have to the responsible curator.

If your request is for a scheduled expedition, address inquiries to one of the curators below
depending upon which Implementing Organization (USIO, ESO or CDEX) is leading the expedition:
USIO Curator: ﬁrth@iodp.tamu.edu
ESO Curator: uroehl@marum.de
CDEX Curator: gupta@jamstec.go.jp
If you submitted a request for repository materials, or to visit a repository,
click on the link below for repository information:
http://iodp.tamu.edu/curation/repositories.html
Sincerely,
Integrated Ocean Drilling Program
The IODP Sample and Data Request Management System has automatically sent this e-mail.
Please do not reply to this email address.

高知コアセンター (KCC)
783-8502 高知県南国市物部乙 200
（高知大学物部キャンパス内）
http://www.kochi-core.jp/

