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1

ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ の概要



SciFinder （Web 版）は，化学を中心とする医薬，生
化学，物理，工学等の科学情報を必要とする研究者
が，自ら利用することを想定したオンライン検索サー
ビスです．現在，世界中の企業・大学・研究機関の研
究者によって研究・開発の最前線で標準的なツール
として活用されています．

 世界最大級の情報量を誇る CAS データベースが完全に
統合されていますので，広範囲な研究領域に対応できま
す．また，優れたインターフェイスにより，膨大な情報から
すばやく必要な情報を見つけ出すことができます．

利用形態
研究者が日常利用している，機関内ネットワークに結合した PC からブラウザで SciFinder サイト
にアクセスし，インターネット経由で CAS の SciFinder 用サーバで様々な処理がなされます．
Web 版では，以前のようなソフトのインストールなどのセットアップ作業は不要です．

ファイアウォール

インターネット

機関内
ネットワーク
米 CAS
SciFinder
サーバ
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ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ

が提供する情報

SciFinder では以下の情報群（データベース）から必要な情報を取り出すことができます．
（2012 年 3 月現在）
情報の種類

収録情報
1808 年以降の 3,500 万件以上の，論文や特許の抄録付き文献情報
［CAplus ファイル］ ※1

文献情報
1961 年以降の 37 万件以上の特許由来の，90 万件以上の化学構造の
一般式（マルクーシュ構造）
［MARPAT ファイル］ ※2

化学物質情報

有機化学反応
情報

1907 年以降の論文や特許に現れた 1 億 2,800 万件以上の物質情報
・6,500 万件以上の化学物質（有機物・無機物・ポリマーなど）の情報
・6,500 万件以上の配列（タンパク質・核酸）の情報
［REGISTRY ファイル］ ※3
1840 年以降の論文や特許に記載された有機化学反応情報（3,900 万の
一段階反応および多段階反応）
[CASREACT ファイル]
CAplus 由来の合成情報（1,400 万反応）

試薬・化成品
カタログ情報

1,100 社から発行された 1,200 種のカタログの，約 6,300 万件の試薬・
化成品のカタログ情報
[CHEMCATS ファイル]

既存化学物質
台帳の情報

日本，米国，EU，カナダ，韓国，オーストラリア，スイス，フィリピン，
イスラエル，台湾，ニュージーランドの既存化学物質台帳の情報および
各種規制情報
[CHEMLIST ファイル］

医学文献情報

1946 年以降の 2,100 万件以上の論文の抄録付き文献情報
[MEDLINE ファイル]

※1 CA (Chemical Abstracts) に収録されているすべての文献，および CA が情報源とする定
期刊行物（約10,000 誌）のうち主要な約 1,900 誌については，1994 年後半以降，化学的
要素の少ない論文も含めてすべての記事が収録されています．なお，これらの主要誌から
の情報はこれらが CAS に到着後一週間以内に SciFinder で検索できます．
また，主要国が発行する特許（日本，米国，ドイツ，イギリス，フランス，ロシア，ヨーロッパ
特許，カナダ，PCT 出願）については，CA 収録外の特許も幅広く収録すると共に，公開さ
れた 2 日後に書誌情報と抄録が，27 日以内に索引（CA 収録特許のみ）が検索できます．
採録されている主要雑誌は以下のサイトをご覧ください（p.49 も参照）．
http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html
なお，この 1,900 誌から採録された情報が当データベースの約 50% を占めています．
※2 特許中のマルクーシュ構造を対象に検索を行うことができます．結果は文献（特許）リスト
として表示されます．
※3 CA に収載されたすべての化学物質， GENBANK に登録されている核酸および Web 上で
公開されたデータベース上の物質などが収録されています．
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レコード例


文献情報 （CAplus ファイル）
フルテキスト
へのリンク

・タイトル
・著者名
・雑誌名
・所属機関

書誌情報

抄録

セクション分類
→ 50 ページ

索引
用語索引

化学物質索引

補遣語

データベースに
ある文献には
リンクあり

参考文献

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

タグ
コメント



タグ・コメント機能の詳細

http://www.jaici.or.jp/sci/sfweb_2009new.pdf
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レコード例


物質情報 （REGISTRY ファイル）
リンクボタン
（次ページ）

CAS 登録番号
分子式

物質名称
（CAS の正式名称，
慣用名など）
文献数 （1907-）

文献種別
一覧
Bioactivity Indicator （p.47）

Target Indicator （p.47）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

予想
物性値
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

参照文献タグ
数値データ
実測
物性値

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

スペクトル表示

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
（次ページ）

物性値
出典
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レコード例

【リンクボタン】

文献へのリンクボタン → 4 ページ
反応へのリンクボタン → 7 ページ
その物質が関与する反応を検索することができます．
カタログ情報へのリンクボタン → 8 ページ
カタログ情報（供給業者，価格，包装単位）を直ちに見ることができます．
既存化学物質台帳情報・規制情報へのリンクボタン → 9 ページ
日本，米国，EU，カナダ，韓国，オーストラリア，スイス，フィリピン，イスラエル，台湾，ニュ
ージーランドのいずれかの国・地域の既存化学物質台帳の情報（日本の化審法番号や
EINECS 番号など）や各国や地域での規制情報（REACH など）を見ることができます．ただ
し台帳情報は，CAS 登録番号の付与された化学物質に限定されるので，総称名物質の多
い日本や韓国の台帳上の収載の有無をこれのみで判断することはできません．

【スペクトル表示】
物性値中の “See spectrum” をクリックするとスペクトルが表示されます．
＜現在表示可能なスペクトル値＞
・ 1H-NMR
・ 13C-NMR
・ 19F-NMR
・ 29Si-NMR

・
・
・
・

31

P-NMR
IR
MASS
ラマン

スペクトル情報
の出典
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レコード例



化学反応情報 （CASREACT ファイル）

カタログ情報へのリンク
出典

実験項情報

【中間ステップの表示】

出典
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レコード例



カタログ情報 （CHEMCATS ファイル）

【詳細情報の表示】

カタログ名

Excel フォーマット
での出力も可能

注文番号

※複数物質の一括出力も可能
価格・包装単位

カタログ情報へのデータ搭載は
無料です．
ご興味がございましたら，弊協会
情報技術部 （TEL：03-5978-3606）
まで，お問い合わせください．
http://www.jaici.or.jp/chemcats/chemcats.htm

よく利用する業者




「よく利用する業者」の詳細
試薬購入ページへの直接リンク機能

http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_new2010a.pdf
http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_201202.pdf
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レコード例



既存化学物質台帳情報 （CHEMLIST ファイル）

CAS 登録番号

化学物質名

規制リスト番号

台帳上の
情報

各国の
規制情報

9

レコード例



文献情報 （MEDLINE ファイル）

書誌情報
抄録
CAS 登録番号索引

索引

索引語

・タイトル
・著者名
・雑誌名
・所属機関

参考文献



参考情報： 化学情報協会の SciFinder のサイトでは，さまざまな情報を提供しています．
SciFinder トップページ http://www.jaici.or.jp/sci/SCIFINDER/

新機能資料など
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ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ へのアクセス



SciFinder （Web 版） へのアクセス

アクセス先 URL： https://scifinder.cas.org
以下の画面が表示されたら，ID・パスワードを入力して Sign In ボタンをクリックしてください．ID・パス
ワードの入手法については，管理者にお問い合わせください．この資料の最終ページに，システム要
件を記載しています．

ID，パスワードを入力
（利用者ごとに取得）



SciFinder （Web 版） の終了
終了後は Sign Out をクリックしてください．
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ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ の検索概要



SciFinder の検索全体像 （イメージ）

著者名

トピック

機関名

文 献
原 報
マルクーシュ構造

反応式

構造

名称

物 質

反 応

分子式

試薬カタログ

規制情報
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ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ の検索概要



SciFinder の検索初期画面：



SciFinder では，研究上必要な化学物質や論文・特許の情報が入手できます．
まずは検索項目（文献・物質・反応）を選択します．

【 文献検索 初期画面 】

文献検索

検索項目
を選択

文献検索項目
・ Research Topic

→ 研究トピックの検索 （キーワード）

p.15

・ Author Name

→ 著者名検索

p.38

・ Company Name

→ 会社名（大学名）検索

・ Document Identifier

→ 文献・特許番号検索

・ Journal

→ 雑誌情報からの検索

・ Patent

→ 特許情報からの検索

p.39
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ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ の検索概要

【 化学物質検索 初期画面 】
物質検索

検索項目
を選択

物質検索項目
p.27

・ Chemical Structure

→ 化学構造式

・ Markush

→ 化学構造式（マルクーシュ構造検索）

・ Molecular Formula

→ 分子式

・ Substance Identifier

→ 化学物質名称， CAS 登録番号

【 化学反応検索 初期画面 】

p.32
p.26

p.33

反応検索

検索項目
は構造式
のみ
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p.24

研究トピックの検索



研究トピックの検索 （キーワード） ＜CAplus ファイル，MEDLINE ファイル＞


検索テーマを表現する適切な英語の文章を入力して検索を行います．

① 興味があるテーマのキーワードを英語のフレーズで入力します．ここでは「インフルエンザ用の
抗ウイルス剤（antiviral agents for influenza）」 の検索をしてみます．

※大文字・小文字の区別はない
※キーワード間の結合には，
前置詞のほか AND, OR, NOT が
使用可能
※「?」や「*」といった記号は質問式には
使用不可

② 適合率の高い検索式から，広い検索式まで何通りかの検索式による回答数が表示されるので
その中から目的に合った検索式を選択します．
(1) “antiviｒal agents”と ”influenza”が
1 単語（もしくはスペース）空いて，
並んでいる．
(2) 同義語，異なる語形（品詞による違
い，単複など），略語，米・英綴り違

(1)

(2)

いを考慮．

(3)

(3) 同一センテンス内
（タイトル内，抄録センテンス内，同

(4)

一索引内，セミコロンで区切られた
補足語範囲内）

1

(4) 同一レコード中
（タイトル，抄録，索引，補足語）

③ “Get References” ボタンをクリックすると，該当する文献リストが表示されます．

クリックしてソートできる
（20,000 件以下）
昇順・降順の指定も可能

回答件数
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研究トピックの検索

④ 抄録などの詳しい情報を表示する場合は，タイトルをクリックします．
１

検索経過が表示される

2

Tools メニューから，
Remove Duplicates を
選択して重複文献除去が
可能※（10,000 件以下）

１
2
3

4

3

クリックして
ページあたりの表示
件数を変更できる
（最大 100 件）

4

クリックして，
文献の表示形式を
変更できる
（抄録なし/部分表示
/完全表示）

※自動で行う設定にも変更できます
http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_201008.pdf

１
文献中の CAS 登録番号をクリックすると物質情報が表示される

1
クリックして
同じ 用 語索 引 をも つ
文献検索ができる
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原文献へのリンク機能

■

回答として得られた文献リストまたは文献詳細画面中の Full Text （書類）リンクボタンをクリッ
クすると， CAS Full Text Options 画面を経由して以下のことができます．


米国化学会（ACS），英国王立化学会（RSC），Academic Press，Elsevier, Wiley などの大
手学術出版社（360 社）が発行する電子ジャーナルで提供されている約 7,400 誌の掲載論
文については，電子ジャーナルの購読者であれば HTML または PDF 形式で表示すること
ができます．



ACS，RSC，Springer-Verlag，Karger など 14 社が発行する雑誌の論文は，購読者でなく
ても個別の料金で見ることができます（Pay-per-view）．この場合の料金は，翌月請求とな
ります（企業のみ）．



一部の雑誌および特許明細書については，直接フルテキストを表示することができます．

をクリック

電子ジャーナル
購読者はこちら
をクリック（無料）

直 接 表 示 され る
ケースもあります

電子ジャーナル
非購読者は こち
らをクリック
（有料）※

※有料リンクは大学では
表示されません
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原文献へのリンク機能

 米国特許商標庁 (USPTO，http://www.uspto.gov/)，ヨーロッパ特許庁 (EPO，esp@cenet)，日
本特許庁（JPO），韓国特許情報院（KIPI），中国国家知識産権局（SIPO） のホームページから，
米国，日本，スイス，ドイツ，EP，フランス，英国，PCT，韓国，中国などの特許明細書を無料で
表示することができます．
 MicroPatent 社の Global TOPS 購読者は，同社が提供する特許明細書の全文を無料で表示
することができます．
 一部の特許明細書は，全文を有料で表示することができます（Pay-per-view）．
この場合，料金は翌月請求となります（企業のみ）．

クリック

ヨーロッパ特許庁
へのリンク（無料）

直 接 表 示 され る
ケースもあります

esp@cenet では，
Original Documents
タブをクリックすると
明細書が PDF 書類
で表示される

電子公報の表示
（有料）※
CAS への原報コピー
サービス（有料）※

※有料リンクは大学では
表示されません
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文献回答の絞り込み・解析機能

■

検索結果の絞り込み・解析機能 （Analysis/Refine）


各 種 検 索 に よ っ て 得 ら れ た 文 献 の 回 答 集 合 に 対 し て ， 12 種 の デ ー タ に 基 づ く 解 析
（Analysis）や，7 種の観点で絞り込み (Refine) ができます．

解 析 機 能

絞 込 検 索

研究トピック

資料種類※

データベース
クリックして観点を選択できます

会社・大学名

※資料種類

クリックして，解析の詳細表示
（次ページ参照）

Categorize 機能へ
（21 ページ参照）
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文献回答の絞り込み・解析機能

サンプル解析
（20,000 件超）

クリックしてソート
できる

全項目解析
（20,000 件以下）

クリックして該当項目の
選択表示もできる
チェック項目の選択表示

✐ ヒント

・解析対象データは最大 20,000 回答
・20,000 件を越える回答の集合は，
サンプル解析のみ表示される
・解析の詳細表示画面で，
頻度順ソートでは最大 1,000 項目表示
・絞り込み機能では回答の件数に上限はない

チェック項目の選択表示後，
別の観点を掛け合わせる解析・
絞込を行うためには，まずは
Keep Analysis をクリックする．
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文献回答の絞り込み・解析機能

■

Categorize 機能


文献の回答集合に対して，選択したタームや化学物質に関する文献に絞り込むことが
できます．
①解析したい分類
を選択

②タームを選択

大分類

索引

選択した
タームのリスト

・解析対象データは最大 15,000 回答
＊分類（Category）の定義はオンラインヘルプ画面からご覧いただけます．

確認したい項目
をクリック

21

文献回答からの関連情報抽出

■

関連情報の抽出機能


文献から関連する物質・反応情報を抽出することができます．

チェックを入れる
1

観点を指定して，
抽出対象物質を
限定することも
できる

1

この論文で
扱われている
反応の集合

この論文で
扱われている
物質の集合

22

・物質集合作成・反応集合作成は
最大 1,000 回答

文献回答からの関連情報抽出



注目する文献の引用情報を検索することができます．

チェックを入れる
・引用情報検索は
最大 500 回答

この論文著者
が引用した参考
文献の集合

■

この論文を
引用している
文献の集合
(CITATION)

情報共有機能 （リンク機能）


各レコードに付与された URL を用い，注目する文献を同一機関の他のユーザと共有すること
ができます．リンク機能は物質や反応，保存した回答についても利用できます．

をクリック
をクリック

URL をメールに
コピー＆ペーストして送信可能

23

物質情報からの検索



化学物質検索 （化学物質名称，CAS 登録番号） ＜REGISTRY ファイル＞


CAS 登録番号，名称から物質を検索することができます．

1
完全な名称を入力する．
慣用名・商品名などから
も検索可能
（最大 25 項目）

CAS 登録番号をクリックすると詳細情報が表示されます

文献情報にリンクしている

24

物質情報からの検索



化学物質関連情報へのリンク機能


文献情報へのリンク
各物質下の書類リンクボタン（単一物質を対象），あるいは 画面上部の“Get References”
リンクボタン（単一物質または複数物質を対象）により，文献を検索することができます．
その際，特定の観点によって文献を限定することもできます．

合成文献
（1907 年以降）
★ 「Preparation」以外
の項目を選択した場
合，得られる文献は
1967 年以降
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物質情報からの検索



反応情報へのリンク
各物質下の三角フラスコリンクボタン（単一物質を対象），あるいは画面上部の “Get
Reactions” リンクボタン（単一物質または複数物質を対象）により，化学反応を検索するこ
とができます．

反応ロール
（役割）を指定

1

 化学物質検索 （分子式） ＜REGISTRY ファイル＞

1
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化学構造検索



化学物質検索 （化学構造式） ＜REGISTRY ファイル＞


化学物質を構造から直接検索（塩や混合物，共重合体などを含む）できます．
① 構造検索画面を起動します．起動のためには，Java プラグインが必要となります．

クリック

構造検索

興味のある骨格を作図し，検索条件を選択します．mol 形式ファイルの読み込みや

②

ChemDraw，ISISDraw からのペーストも可能です．また，SMILES 形式，InChI 形式による化学
構造のテキスト表記から構造作図も可能です．以下の例では完全一致検索を選択しています．

部分構造検索

完全一致検索
類似性構造検索




部分構造検索は，作図した構造を骨格に持つ物質を網羅的に検索します．
ご利用には部分構造検索オプションの契約が必要です．
類似性構造検索は，構造の類似性が一定以上の構造を検索します．
ご利用には部分構造検索オプションの契約が必要です．
27

化学構造検索

③ 必要に応じて検索対象物質を選択した後，検索を実行します．この画面でポリマーや配位化
合物，単成分物質に限定することも可能です．

1.5

限定も可能

③

検索結果が表示されます．このあと文献検索を行うこともできます．
完全一致でヒットした化学物質

クリックしてソートできる
（20,000 件以下）
昇順・降順の指定も可能

１
2
回答件数

検索結果は，作図した構造に対する類似度順に表示される
28

1

クリックして
ページあたりの
表示件数を変更
できる
（最大 50 件）

2

クリックして，
表示カラム数を
変更できる
（最大 4 列）

化学構造検索

【部分構造検索を実行した場合】

5



Tanimoto アルゴリズムに基づき，作図した
構造に対する類似度順に表示します．
（一部例外もあります．）



「ハロゲン」や「アルキル基」，「ヘテロ環」
などの可変置換基を構造作図に利用
できます．



検索結果は別の部分構造，文献の有無，
物性値，物性情報の有無などで限定
することができます（p.31）．



SciFinder が収載している物質数
は世界最大です．
物質を取り扱う研究では必須となる
強力な検索機能です．

【類似性構造検索を実行した場合】

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5



Tanimoto アルゴリズムに基づいてスコアを計算し，最初にスコアごとの件数を表示します．
検索結果の表示は類似性スコアの高い順です．



環の大きさや，元素の種類が異なっている場合もヒットしますので，当初想定していなかっ
たような構造が見つかる場合があります．
ヒストグラム
類似性スコア

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※類似性構造検索では可変原子，R グループなど，
あいまいな構造を質問式に使うことはできません．

異なる環構造も
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化学構造検索



各検索タイプで得られる回答の違い
検索タイプ



得られる回答

得られない回答

Exact Search
（完全一致構造検索）

・作図した構造どおりの物質およびそれ
を含む多成分物質（塩，ポリマー，混 ・作図した構造の空いている場
合物など）
所に置換基がついている物質
・互変異性体

Substructure Search
（部分構造検索）

・作図した構造どおりの物質およびそれ
を含む多成分物質（塩，ポリマー，混
合物など）
・互変異性体
・作図した構造の空いている場所に置
換基の付いた物質

Similarity Search
（類似性構造検索）

・作図した構造どおりの物質およびそれ
を含む多成分物質（塩，ポリマー，混
合物など）
・作図した構造と構成元素，置換基の
種類，およびその位置が異なっている
が類似の構造を有する物質
・作図した部分よりも付いている
・作図した構造よりも一致する部分が少
置換基の部分が大きい物質
ないが，類似の構造を有する物質(エ
（類似度が低くなるため）
チル基を作図した場合メチル基もヒッ
トする)
・作図した環構造と環の大きさが異なる
もの（6-5 員環を作図して，6-6 員環
が得られることもある）

・作図した構造よりも一致する部
分の少ない構造（たとえば，エ
チル基を作図した場合にメチル
基はヒットしない）

検索タイプ間の関係
検索式の例：
完全一致構造： 63 件
類似性構造：約 2,700 件※

部分構造： 35 万件以上
約 300

60

3

※類似性スコア 65 以上
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化学構造検索

■

検索結果の絞り込み・解析機能（Analysis/Refine）


各種検索によって得られた物質の回答集合に対して，6 種のデータに基づく解析（Analysis）
や，8 種の観点で絞り込み (Refine) ができます．

絞 込 検 索

構

造

式

カタログ情報の存在
物性情報の存在

解 析 機 能

クリックして観点を選択できます

クリックして
構 造 作 図

・解析対象データは最大 20,000 回答
・解析の詳細表示で，頻度順ソートでは
最大 500 項目表示
・絞り込み機能では回答の件数に上限はない

クリックして
解析の詳細表示
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化学構造検索

【参考】
 マルクーシュ構造検索を使えば，より幅広い特許検索が可能です．この検索では，特許中に記載
されている化学構造の一般式（マルクーシュ構造）を対象に検索を行うことができ，従来の構造検
索では得られない特許情報が得られます．

5
マルクーシュ
構造検索

検索結果は文献（特許）リストとして表示されます．これらの特許の明細書には，作図した構造を含む
マルクーシュ構造が収録されています．抄録を完全表示にすると，構造が表示されることもあります．

 マルクーシュ構造検索 の詳細

http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_markush.pdf

●マルクーシュ構造検索のご利用は，部分構造検索オプションの契約が必要です．
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化学反応検索



化学反応検索 ＜CASREACT ファイル＞


化学反応を，生成物，あるいは反応物／試薬を指定し，部分構造で検索できます．



反応サイトの指定，反応物と生成物中の原子マッピングにより検索精度を向上できます．



反応物，生成物の各々に対して，複数の構造フラグメントを作図することもできます．
① 反応作図画面を起動します．起動のためには，Java プラグインが必要となります．

クリック

② 興味のある骨格を作図し，検索条件を選択します．

原子マッピング

反応サイト

反応作図用
ツール
完全一致検索
部分構造検索

矢印ツール
反応矢を描き，物質の役割を指定する（反応物，生成物など）
33

化学反応検索

③ 必要に応じて検索対象物質を選択した後，検索を実行します．この画面で反応情報の由来
やステップ数を限定することも可能です．

1.5

溶媒の種類
反応に関与しない官能基

限定も可能

④ 検索結果が類似度の順に表示されます．“Reaction Detail” リンクをクリックすると詳細情報
が参照できます．また，“Overview” ，“Experimental Procedure” は，▼をクリックすることで表
示・非表示を選択できます．
1

クリックしてソートできる
（20,000 件以下）
昇順・降順の指定も可能

2

クリックして，ページあたり
の表示件数を変更できる
（最大 50 件）

3

クリックして，全反応表示 or
1 文献 1 反応表示を変更
できる

4

クリックして，反応物と生成
物以外の情報の表示・非表
示を選択できる

回答件数
1

2
3

4

クリックして
詳細情報へ

カタログ情報
文献へのリンク
実験項情報
34

化学反応検索

⑤ 反応詳細画面では，多段階反応の中間体の確認や，各ステップでの収率が確認できます．

第 1 段階

第 2 段階
⑥ 各反応関与物質に付与されたリンクから，物質の詳細や文献，カタログ情報，反応などの情報
をさらに検索・表示できます．

この反応の原料を合成する
方法を調べる．
Synthesize this... をクリック
しても同様の結果が得られる．
1

指定した物質を生成
物とする反応

✐ ヒント
化学物質から「Get Reactions」
を利用して反応検索も可能．
（→ p.26）
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化学反応検索



検索結果の絞り込み・解析機能 （Analysis/Refine）


反応検索によって得られた反応の回答集合に対して，11 種のデータに基づく解析（Analysis）
や 6 種の観点で絞り込み（Refine）ができます．

解 析 機 能

絞 込 検 索

構

造

式

収 率
反応ステップ数
反応分類
クリックして観点を選択できます

クリックして
反 応 作 図

・解析対象データは最大 20,000 回答
・解析の詳細表示で，頻度順ソートでは
最大 1,000 項目表示
・絞り込み機能では回答の件数に上限はない

クリックして
解析の詳細表示
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化学反応検索

【参考】
 官能基名を使えば幅広い検索も可能です．官能基名では，「反応に関与しない官能基」を指定
することもできます．

反応しない

反応ロールツール

官能基ツール

反応しない

 一段階反応に対しては類似反応検索が実行できます．また，さらなる合成情報を追加表示する
Additional Reactions 機能もあります．詳細は弊協会サイトの資料をご参照ください．

Additional Reactions 機能
http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_new2010a.pdf
1
1.5

類似反応検索機能
http://www.jaici.or.jp/sci/sfweb_2009new.pdf
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著者名検索



著者名検索


著者名（特許は発明者）に関する検索では，姓名に対する多用な綴り（例えば，伊藤に対す
る Ito，Itoh，Itou）を表示し，適切なものを選択して検索することができます．

可能性のあるもの
すべてをチェック

1
＊検索結果のノイズを減らすために，著者名検索を行った後，所属機関名等で絞込みを行うことを
お勧めします
38

その他の検索



会社名（大学名）検索


著者所属機関名，特許出願人名に含まれる単語の組み合わせで，文献を検索することができ
ます．

1



文献情報からの検索


著者名や雑誌名，巻号，ページ数などの断片的な情報から文献を探すことができます．

雑誌名

巻，号，ページ

1

キーワード
（タイトル中のみ）
著者名

発行年

● 雑誌名は“JACS”，“J Am Chem Soc”，“Journal of the American Chemical Society”が使えます．
● 意図しない文献もヒットした場合には，雑誌名で Analysis することで除けます．

1
文献番号，デジタルオブ
ジェクト識別子（DOI）
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回答の印刷



検索結果の印刷


Print リンクボタンをクリック （Summary 形式 500 件まで，Detail 形式 100 件まで）
PDF 形式で出力したファイルを印刷するため，PDF 閲覧ソフトが必要です．

印刷例 （文献）

Task History にチェックを
入れると検索履歴も印刷される

検索履歴

印刷例 （物質）

印刷例 （反応）

検索履歴も印刷される
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回答の保存



検索結果の保存


SciFinder の回答の保存には，三通りの方法があります．

保存方法

① サーバへの保存 【 推奨 】

説明

サーバ側にデータ保存
（企業ユーザ 100 集合/ID，大学ユーザ 20 集合/ID まで）

SciFinder での回答の再現

可能

一回あたりの最大保存件数

20,000 件

その他

再現時にヒットした構造はハイライトされるが，テキストのヒット
タームハイライトや類似性スコアは表示されない．
一定時間操作しなかった場合，自動ログアウトされ，その時点で
作成されていた回答集合はサーバへ自動保存される．

上限を越える回答を保存したい場合は，Refine 機能で回答を切り分けて絞り込むなどして，一旦
回答件数を上限以下にしてから保存してください．


回答の保存

ファイル名は
日本語も利用可能



回答の呼び出し

クリックして
再現

すべての保存回答

最新 10 件

クリックして，各集合の情報共有
も可能 （関連項目 → p.23）．
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回答の保存

保存方法

② SciFinder Web 形式

③ ダウンロード

説明

後ほど回答を SciFinder で再現
できる形式でハードディスクに保存

ファイル形式

akx (Answers Key eXchange) 形式

SciFinder での
回答の再現
一回あたりの
最大保存件数
利用の注意
その他

可能

ハードディスクや各種メディアに
データをダウンロード
PDF 形式，テキスト形式（RTF，コンマ
区切り，タグつき），RIS 形式など
不可

20,000 件
保存した回答は最小単位の同一
研究グループ内のみで共有可能
質問式は保存されない．ハイライトに
ついては，サーバへの保存と同様．

500 件 （Summary 形式） ※
100 件 （Summary 形式以外） ※
保存した回答は最小単位の同一
研究グループ内のみで共有可能
SciFinder Web 形式に比べ，保存時間
がかかり，ファイルサイズが大きくなる

※ ダウンロードしたデータの保存数の制限について

③ダウンロードの場合，累積 5,000 件を超えて回答を保存することは，契約上禁止されています．
不要なデータを削除し，個人あたりの保存件数が 5,000 件を超えないようにしてください．


回答の保存

ファイル名は半角英数字
のみ（日本語不可）



回答の呼び出し （SciFinder Web 形式）
クリックして
ファイルを指定
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Ｋｅｅｐ Ｍｅ Ｐｏｓｔｅｄ 機能



Keep Me Posted 機能 （アラート検索機能）


あらかじめ登録した質問式を定期的な頻度で検索を自動実行させる Keep Me Posted 機能
（KMP）を利用することで最新の情報を簡単に入手することができます．

クリックして，
アラート検索終了日を
指定（１年以内）

実行頻度の指定

1
チェックを入れると，すでに得られた文献または物質は，情報が更新されても新しい回答には含まれない
● 実行頻度は毎週または毎月です．
● 自動で検索実行された際に，ヒット件数をメールで受信できます （ゼロ件の時は配信なし）．
● メールは，ID 取得時の登録アドレスに配信されます．
● Create Keep Me Posted ボタンがクリックできない回答集合では質問式登録はできません．
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Ｋｅｅｐ Ｍｅ Ｐｏｓｔｅｄ 機能



結果の呼び出し

クリックして
呼び出し

質問式の削除

不要な質問式は，チェックして削除可能

まとめて閲覧



受信メールサンプル （HTML メールを閲覧できるメールソフトでは最新５件分のタイトルも配信）



Keep Me Posted 機能 の詳細

http://www.jaici.or.jp/sci/sfweb_kmp.pdf
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Ｃｏｍｂｉｎｅ 機能



Combine 機能


SciFinder で得られた回答集合同士を演算することができます．この機能を利用することにより，
いくつかに分割して保存した回答を一つにまとめたり，以前得られた結果を除き，新たに得ら
れた情報のみを見ることができるようになります．

回答集合Ａ

Ａ OR B

回答集合Ｂ

A AND B

・ 分割して保存した回答を一つの
回答集合にまとめたい．
・ 所属機関名での検索で得られた
二社の結果をまとめて解析を行
いたい．
・ 反応検索から得られた文献集合
と物質の合成文献をまとめたい．

A NOT B

・ 二通りの構造質問式を用い，構
造検索・文献検索を実行して得ら
れた二つの文献集合に共通して
含まれる文献を見つけたい．
・ 二つの注目した CAS 登録番号を
両方索引している文献を見つけ
たい．
・ 文献集合を Analysis や
Categorize 機能により物質の観
点から解析した後，複数の注目し
ている物質をすべて含む文献を
抜き出したい．

B NOT A

・ 同じ検索式での検索を定期的に実
行しているが，前回までの検索で
得られた情報を除きたい．
・ 反応検索で得られた結果からある
特定の試薬を使用した反応を除き
たい．
・ 研究トピックからの検索で，
"present anywhere" にて得られる
文献のうち，"closely associated"
には含まれない文献集合を選択的
に得たい．
・ ある構造質問式を用いて，類似性
構造検索を実行して得られた物質
のうち，部分構造検索では得られ
ない物質集合を抜き出したい．
・ 被引用文献の集合から自己引用を
除きたい．

注） 演算できる回答は物質レコードの集合同士，文献レコードの集合同士，反応レコードの集合同士
に限られます．
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Ｃｏｍｂｉｎｅ 機能

① 組み合わせたい回答の集合を，あらかじめサーバへ保存します（→ p.41）．
② 画面上の「Combine Answer Sets」をクリックして，回答集合の一覧画面を表示させます．

回答集合Ａ
クリック

③ 組み合わせたい集合にチェックを入れ，実行したい演算のタイプを選択し，「Combine Answer Sets」
をクリックします． 複数の集合を選択することも可能です．

回答集合 B

OR 演算 （和集合）
AND 演算 （積集合）
NOT 演算： （A）－（B） の差集合
NOT 演算： （B）－（A） の差集合

④ 演算結果が表示されます．このあと，絞り込みや解析なども可能です．

・
・
・
・
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検索時のハイライトは反映されない
演算後の集合の Keep Me Posted 登録は
不可
類似性構造検索のスコアは表示されない
保存した回答どうしの演算も可能

Bioactivity Indicator，Target Indicator



Bioactivity Indicator，Target Indicator


Bioactivity Indicator，Target Indicator の情報を用いることにより，物質の生物活性に関す
る文献調査や，物質回答全体の生物活性に関連する傾向，および作用する受容体や酵素の
傾向が把握できます．

Bioactivity Indicator
クリック

クリック

Target Indicator

Bioactivity Indicator ： 該当の物質が有する可能性の高い生物活性を表すキーワード
（例 ：抗癌剤，血小板凝集阻害剤）
Target Indicator

：該当の物質が作用する可能性の高い受容体や酵素を表すキーワード
（例：α-アミラーゼ，ドーパミン受容体）

※ Bioactivity Indicator，Target Indicator は CAS 作成の文献情報の索引を元に作成されています．


Bioactivity Indicator，Target Indicator の詳細
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http://www.jaici.or.jp/sci/ref/bioact.pdf

ＳｃｉＰｌａｎｎｅｒ 機能



SciPlanner （サイプランナー）機能


SciFinder で得られた文献・物質・反応検索結果を一画面上にわかりやすく取りまとめられます．
同じ物質が関わる複数の反応を一つの反応スキームとして取りまとめたり，配置した情報から
さらなる検索を行うことも可能です．

文献タブ

物質タブ

ワークスペース

・
・
・
・
・



SciPlanner 機能 の詳細

Internet Explorer 6 では利用できない
ライブラリ内に保管できるオブジェクト数は 100
1 つのワークスペースに配置できるオブジェクト数は 200
1 人が保管できる SciPlanner プロジェクト数は 20
1 つの物質が関与できる反応数は 6

http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_201104.pdf
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反応タブ

ライブラリ

ＡＰＰＥＮＤＩＸ

（収録対象誌例）

 SciF inder ［CAp lus ファイル］が収載する文献情報
約 10,000 の科学技術雑誌および特許から物質関連の文献情報を選択的に収録しています．化学だけ
でなく，物理分野から生物分野に至るまで，物質を用いた研究に関する文献を幅広く収載しています．
この中で主要 1,900 誌については，1994 年以降のすべての記事を収録しています．
○主要雑誌の例
◆ 医学分野
・ Annual Review of Medicine
・ Birth Defects Research, Part A, B
・ New England Journal of Medicine
・ Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology
・ Nature Medicine (New York, NY, United States)
・ Experimental and Clinical Endocrinology &
Diabetes
・ Experimental and Molecular Medicine
・ Journal of Clinical Investigation

◆ 物理学分野
・ Journal of Applied Physics
・ Physical Review (A, B, C, D, E)
・ Physical Review Letters
・ European Physical Journal (A, B, C, D, E)
・ Physics Letters (A, B)
・ Journal of Experimental and Theoretical Physics
・ Journal of Chemical Physics
・ Japanese Journal of Applied Physics (Part 1, 2)
◆ 化学分野
・ Journal of the American Chemical Society
・ Journal of Physical Chemistry (A, B)
・ Macromolecules
・ Journal of Organic Chemistry
・ Tetrahedron Letters
・ Chemistry of Materials
・ Journal of the Electrochemical Society
・ Solid State Ionics

◆ 農学・栄養学分野
・ Experimental Animals
・ Journal of Insect Physiology
・ Journal of Animal Science (Savoy, IL, U. S.)
・ Journal of Agricultural and Food Chemistry
・ Journal of Oleo Science
・ Journal of Nutritional Science and Vitaminology
・ Journal of the Science of Food and Agriculture
・ Fisheries Science (Carlton, Australia)

◆ 環境科学分野
・ Chemosphere
・ Environmental Pollution (Amsterdam, Netherlands)
・ Journal of Environmental Quality
・ Environmental Science and Technology
・ Environmental Toxicology and Pharmacology
・ Journal of Environmental Science & Engineering
・ Water Environment Research
・ Water Research

◆ 材料工学分野
・ Materials Science & Engineering (A, B, C)
・ Biomacromolecules
・ Journal of Biomedical Materials Research （A, B）
・ Journal of Material Science
・ International Journal of Hydrogen Energy
・ Journal of the American Ceramic Society
・ Materials Transactions
・ 粉体及び粉末冶金

◆ 生物学分野
・ Cell
・ Molecular Biology of the Cell
・ Molecular Biology and Evolution
・ Journal of Biochemistry
・ Plant Physiology
・ Journal of Cell Biology
・ Brain Research
・ Nucleic Acids Research

◆ 電気電子工学分野
・ Applied Surface Science
・ Ferroelectrics
・ IEEE Journal of Quantum Electronics
・ Journal of Electronic Materials
・ Journal of Vacuum Science & Technology, B
・ Quantum Electronics
・ Microelectronic Engineering
・ Superconductor Science and Technology

◆ 薬学分野
・ Bioorganic & Medicinal Chemistry
・ Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
・ Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
・ Chemical & Pharmaceutical Bulletin
・ European Journal of Pharmaceutical Sciences
・ British Journal of Pharmacology
・ Journal of Pharmaceutical Sciences
・ Pharmaceutical Development and Technology



主要雑誌の一覧

◆ 機械工学分野
・ Corrosion Science
・ Materials Science and Technology
・ Journal of Thermophysics and Heat Transfer
・ Combustion Science and Technology
・ Archivum Combustionis
・ ISIJ International
・ Wear
・ 日本金属学会誌

http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html
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（ＣＡセクション一覧表）

生化学
有機化学
高分子化学
応用化学 化･学工学
物理化学 無･機化学 分･析化学



収録分野を文献の絞り込みに活用することも可能です（p.19 参照）．

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

薬理学
哺乳動物ホルモン
生化学的遺伝学
毒物学
農芸化学的生物調節剤
生化学一般
酵素
放射線化学
生化学の方法
微生物生化学
植物生化学
非哺乳類生化学
哺乳類生化学
哺乳類病理生化学
免疫化学
発酵，工業生物化学
食品，飼料化学
動物栄養
肥料，土壌，植物，栄養
歴史，教育，ドクメンテーション
有機化学一般
物理有機化学
脂肪族化合物
脂環式化合物
ベンゼン，ベンゼン誘導体，縮合ベンゼノイド化合物
生体分子，合成類似体
複素環式化合物 (ヘテロ原子 1 個)
複素環式化合物 (ヘテロ原子 2 個以上)
有機金属，有機メタロイド化合物
テルペン，テルペノイド
アルカノイド
ステロイド
炭水化物
アミノ酸，ペプチド，タンパク質
合成高分子の化学
合成高分子の物理的性質
プラスチックの製造，加工
プラスチックの成型，用途
合成エラストマー，天然ゴム
織物
染料，蛍光増白剤，写真，増感剤
塗料，インク，関連製品
セルロース，リグニン，紙，その他の木材製品
工業炭化水素
工業有機化学製品，皮革，脂肪，ロウ
界面活性剤，洗浄剤
装置，工場設備
単位操作，プロセス
工業無機化学製品
推進薬，爆薬
化石燃料，誘導製品，関連製品
電気化学的，放射および熱エネネルギー工学
鉱物，地質化学
抽出冶金学
鉄，鉄合金
非鉄金属，合金
セラミックス
セメント，コンクリート関連建設材料
大気汚染，産業衛生
廃棄物処理，処分
水
精油，化粧品
薬剤
薬剤分析
物理化学一般
界面化学，コロイド
触媒作用，反応動力学，無機反応機構
相平衡，化学平衡，溶液
熱力学，熱化学，熱的性質
原子核現象
原子核工学
電気化学
光，電子，質量分光学，その他の関連する性質
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放射線化学，光化学，写真，その他の複写プロセス

75
76
77
78
79
80

結晶学，液晶
電気的現象
磁気的現象
無機化学薬品，反応
無機分析化学
有機分析化学

Pharmacology
Mammalian Hormones
Biochemical Genetics
Toxicology
Agrochemical Bioregulators
General Biochemistry
Enzymes
Radiation Biochemistry
Biochemical Methods
Microbial Biochemistry
Plant Biochemistry
Nonmammalian Biochemistry
Mammalian Biochemistry
Mammalian Pathological Biochemistry
Immunochemistry
Fermentation and Bioindustrial Chemistry
Food and Feed Chemistry
Animal Nutrition
Fertilizers, Soils and Plant Nutrition
History, Education and Documentation
General Organic Chemistry
Physical Organic Chemistry
Aliphatic Compounds
Alicylic Compounds
Benzene, Its Derivatives and Condensed Benzenoid Compounds
Biomolecules and Their Synthetic Analogs
Heterocyclic Compounds (One Hetero Atom)
Heterocyclic Compounds (More Than One Hetero Atom)
Organometallic and Organometalloidal Compounds
Terpenes and Terpenoids
Alkaloids
Steroids
Carbohydrates
Amino Acids, Peptides and Proteins
Chemistry of Synthetic High Polymers
Physical Properties of Synthetic High Polymers
Plastics Manufacture and Processing
Plastics Fabrication and Uses
Synthetic Elastomers and Natural Rubber
Textiles
Dyes, Fluorescent Brighteners and Photographic Sensitizers
Coatings, Inks and Related Products
Cellulose,Lignin, Paper and Other Wood Products
Industrial Carbohydrates
Industrial Organic Chemicals, Leather, Fats and Waxes
Surface-Active Agents and Detergents
Apparatus and Plant Equipment
Unit Operations and Processing
Industrial Inorganic Chemicals
Propellants and Explosives
Fossil Fuels, Derivative and Related Products
Electrochemical, Radiational and Thermal Energy Technology
Mineralogical and Geological Chemistry
Extractive Metallurgy
Ferrous Metals and Alloys
Nonferrous Metals and Aloys
Ceramics
Cement, Concrete, and Related Building Materials
Air Pollution and Industrial Hygene
Waste Treatment and Disposal
Water
Essential Oils and Cosmetics
Pharmaceuticals
Pharmaceutical Analysis
General Physical Chemistry
Surface Chemistry and Colloids
Catalysis, Reaction Kinetics, and Inorganic Reaction Mechanisms
Phase Equilibriums, Chemical Equilibriums and Solutions
Thermodynamics, Thermochemistry, and Thermal Properties
Nuclear Phenomena
Nuclear Technology
Electrocemistry
Optical Elecrtron, and Mass Spectroscopy, and Other Related
Properties
Radiation Chemistry, Photochemistry, and Photographic and
Other Reprographic Processes
Crystallograpy and Liquid Crystals
Electric Phenomena
Magnetic Phenomena
Inorganic Chemicals and Reactions
Inorganic Analytical Chemistry
Organic Analytical Chemistry
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ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ の利用環境
◆ SciFinder (Web 版) を利用するための条件
・ 利用推奨 OS とブラウザ （以下は動作確認済みです）
推奨ブラウザ
推奨 OS
Internet Explorer
Windows XP Professional

（Business, Enterprise, Ultimate）

Safari
―

7.0 ・ 8.0

(SP1 以降)
Windows Vista

Firefox

7.0 ・ 8.0 ・ 9.0

Windows 7

8.0 ・ 9.0

―

3.6 ・ 4.0 ・ 5.0
6.0 ・ 7.0 ・ 8.0

―

9.0 ・ 10.0

Mac OS X 10.5（10.5.8 以降）

―

4.0 ・ 5.0

Mac OS X 10.6（10.6.2 以降）

―

4.0 ・ 5.0 ・ 5.1

Mac OS X 10.7

―

5.1

・ Java および Java スクリプトの有効化
（Java プラグイン（Java Runtime Environment (JRE)）バージョン6 推奨）
http://www.cas.org/misc/downloads/jreplugin.html （英語）
・ Cookies の有効化
・ ActiveX の有効化 （Internet Explorer の場合）
Internet Explorer 7・8・9
共通設定

ActiveX コントロールとプラグイン
ActiveX コントロールとプラグインの実行

有効

ActiveX コントロールに対して自動的にダイアログを表示

無効

スクリプトレットの許可

無効

スクリプトを実行しても安全だとマークされていない
ActiveX コントロールの実行
スクリプトを実行しても安全だとマークされている
ActiveX コントロールの実行

無効
有効

バイナリビヘイビアとスクリプトビヘイビア

有効

外部メディアプレーヤーを使用しない Web ページの
ビデオやアニメーションを表示する

無効

署名済み ActiveX コントロールのダウンロード

ダイアログを表示

前回使用されなかった ActiveX コントロールを警告なしで
実行するのを許可する

無効

未署名の ActiveX コントロールのダウンロード

無効

◆ 利用サポート
・ SciFinder の利用上，ご不明な点がございましたら，弊協会ヘルプデスクまでお問い合わせください．
ご質問は電話・ＦＡＸ・電子メールにて承っております（連絡先は表紙をご覧ください）．
◆ 参考
・ SciFinder ニュースレター
・ 自習用教材（SciFinder e-Learning）
・ エラーへの対処法

http://www.jaici.or.jp/sci/sfnews/index.php
http://www.jaici.or.jp/sci/elearning/index.html
http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_trouble.pdf
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