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コマンド

z CAplus ファイル
ヘルプデスク Q&A

z STN コマンド
PNK コマンドの追加 ················No.1 p.12
z D QUE コマンド
ヘルプデスク Q&A 構造質問式の属性表示
································No.4 p.8
z SYSTEM LIMITS EXCEEDED が表示された場合

種別付き特許番号

(/PNK) フィールドの利用方法 ····· No.2 p.7
伝統薬に関する特許の索引強化······ No.2 p.8
z CAplus/CA ファイル
祝！ノーベル賞 － CAplus/CA ファイルで
見る受賞者の功績················ No.1 p.4
中国実用新案登録の特許種別の変更，

の対処法

韓国特許の出願番号および

ヘルプデスク Q&A SYSTEM LIMITS EXCEEDED

優先権出願番号の形式変更········ No.1 p.7

が表示された場合の対処法 ········No.5 p.9
z PRINT OFFLINE コマンド
オフラインプリントサービス
－ オンライン検索結果およびアラート
結果の紙媒体配信の中止 ··········No.5 p.16

ヘルプデスク Q&A CAplus/CA ファイル
－ 非特定誘導体の合成文献の除き方
································ No.3 p.7
CAplus/CA ファイルの疑問にお答えします！
－ 収録範囲と速報性について ····· No.4 p.2
中国登録特許の種別変更，
スウェーデン特許の収録強化······ No.4 p.10

ファイル情報

ECLA，ICO オンラインシソーラスを搭載，
Ahead-of-Print（印刷物に先駆けた

z ABI-INFORM ファイル
サービス中止 ······················No.1 p.7
z AQUIRE ファイル
サービス中止 ······················No.1 p.7
z AUPATFULL ファイル
リリース ··························No.5 p.10
z BIOTECHABS/BIOTECHDS ファイル
更新中止 ··························No.2 p.8
z CABA ファイル
レコード番号形式の変更，CBIB 表示形式の
削除，SCAN 表示形式の変更，SDI 更新
コード設定の変更 ················No.1 p.7
更新頻度の変更 ····················No.2 p.8
z CANPATFULL ファイル
リリース ··························No.6 p.9

オンライン出版）記事を収録
（CAplus ファイルのみ）········· No.6 p.11
z CASREACT ファイル
1950-1970 年発行の学位論文を収録 ·· No.4 p.10
z CSCHEM ファイル
サービス中止······················ No.1 p.8
z CSCORP ファイル
サービス中止······················ No.1 p.8
z DGENE ファイル
配列検索の検索速度の向上，BLAST
プログラムのアップグレード······ No.4 p.10
z DPCI ファイル
ファイル名の変更と収録内容の強化 ·· No.2 p.8
マレーシア特許の引用情報の収録開始
································ No.3 p.9
中国登録特許の引用情報の収録開始 ·· No.4 p.10
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z DRUGMONOG/DRUGMONOG2 ファイル
サービス中止······················ No.1 p.8
z EMBASE/LEMBASE ファイル
2011 年版の EMTREE シソーラスが
利用可能に······················ No.2 p.9
z ENCOMPLIT/ENCOMPLIT2 ファイル
リロード·························· No.6 p.11
z EPFULL ファイル
法的状況の表示料金の変更，
Rolled-up Core の削除··········· No.2 p.9
z FRFULL ファイル
遡及収録の完了，ICO，IdT 分類の収録，
Rolled-up Core の削除··········· No.2 p.10
ECLA，ICO のオンラインシソーラスを搭載
································ No.4 p.11
z GBFULL ファイル

日本実用新案の特許番号の入力形式の変更，
日本公開特許，日本実用新案公開に
引用情報を収録，コロンビアの法的状況の
収録開始，エストニアの法的状況の強化，
Rolled-up Core の削除 ··········· No.2 p.10
セルビア特許の収録開始，日本実用新案の
収録の強化，米国特許の法的状況の強化，
スロバキアの法的状況の強化 ······ No.3 p.9
ECLA，ICO のオンラインシソーラスを搭載
································ No.4 p.11
STN の INPADOC ファイルの付加価値
－ FIZ Karlsruhe による品質管理
································ No.5 p.6
日本特許の引用情報を追加，
イタリア特許の引用情報の収録を開始，
日本公表特許の種別変更，

Rolled-up Core の削除············· No.2 p.10

イメージデータの収録を開始，

ECLA，ICO のオンラインシソーラスを搭載

ドイツ特許の収録再開と法的状況コードの

································ No.4 p.11
z GEOREF ファイル
リロード·························· No.6 p.12
z HSDB ファイル
サービス中止······················ No.1 p.8
z IFIPAT/IFIUDB/IFICDB ファイル
SELECT 料金の変更················· No.3 p.9
更新再開·························· No.6 p.12
z IMSCOPROFILE ファイル
サービス中止······················ No.1 p.8
z IMSDRUGNEWS ファイル
サービス中止······················ No.1 p.8
z IMSPRODUCT ファイル
サービス中止······················ No.1 p.8
z INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
米国特許分類の収録形式変更と強化，
米国特許分類のオンラインシソーラスの
収録開始，ロカルノ特許分類の収録開始，
ブラジル・中国の法的状況の強化 ·· No.1 p.8

新規追加・変更 ·················· No.5 p.13
アルゼンチンの法的状況データの収録開始
································ No.6 p.13
z LDPCI ファイル
ファイル名の変更 ·················· No.3 p.9
z LPCI ファイル
ファイル名の変更 ·················· No.3 p.9
z MARPAT ファイル
クロスオーバー検索制限値の緩和 ···· No.1 p.10
表示機能の強化（Assembled 形式），
新規表示形式（QHITEXG，FQHITEXG）
，
PNK フィールド ·················· No.5 p.13
z MDF ファイル
サービス中止 ······················ No.1 p.10
z MEDLINE ファイル
DOI の強化，CN フィールドの表示の改善
································ No.4 p.11
z MEDLINE/LMEDLINE ファイル
1946 年データの追加収録，MeSH 改訂に
伴う索引付与の一時停止 ·········· No.1 p.10
リロード ·························· No.2 p.10
z MSDS-CCOHS ファイル
サービス中止 ······················ No.1 p.11
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z NLDB ファイル
サービス中止 ······················No.1 p.11
z PATDPA ファイル
更新中止 ··························No.4 p.12
z PCI ファイル
ファイル名の変更 ··················No.2 p.11
z PCTFULL ファイル
PCTFULL ファイルリロード
特許全文中の物性値が検索できるように
なりました！ ····················No.3 p.2
リロード ··························No.3 p.10
ECLA のオンラインシソーラスを搭載
································No.4 p.12
z PCTGEN ファイル
配列検索の検索速度の向上，BLAST
プログラムのアップグレード ······No.4 p.12
z PROMT ファイル
サービス中止 ······················No.1 p.11
z PROUSDDR ファイル
サービス中止 ······················No.1 p.11
z ReaxysFile ファイル

z TOXCENTER ファイル
リロード·························· No.2 p.11
z TULSA/TULSA2 ファイル
リロード·························· No.2 p.11
z USAN ファイル
リロード·························· No.6 p.13
z USGENE ファイル
配列検索の検索速度の向上，BLAST
プログラムのアップグレード······ No.4 p.12
z USPATFULL/USPAT2 ファイル
化学分野のレコードに収録されている
CA 索引情報の強化··············· No.2 p.12
z USPATFULL/USPAT2/ USPATOLD ファイル
SELECT 料金の変更················· No.3 p.10
z WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
マレーシア登録特許の収録開始，
タイ登録特許の収録開始，
ベトナム公開特許・登録特許の収録開始，
ロシア公開特許・実用新案の収録を開始，
マニュアルコードの改訂，········ No.2 p.12
湾岸協力会議（GC）特許の収録開始，

リリース ··························No.1 p.11

台湾実用新案の遡及収録開始と

ReaxysFile ファイルリリース

特許種別の変更，中国登録特許の

－ 世界最大級の物性・反応情報

第一請求項の収録開始，ECLA，ICO の

データベース ···················No.2 p.2

オンラインシソーラスを搭載······ No.4 p.12

z REGISTRY ファイル
ヘルプデスク Q&A REGISTRY ファイル
－ 文献情報を用いた絞込み ·······No.1 p.6
構造検索におけるシステム制限値の緩和
································No.1 p.11
REGISTRY ファイル － 中国・日本・韓国
由来の物質が増大！

ECLA シソーラスで網羅的な特許調査
－ 下位検索，範囲指定検索が可能に！
································ No.5 p.2
ポーランド特許と香港特許の収録を開始
································ No.5 p.15
z WTEXTILES ファイル
サービス中止······················ No.1 p.12

－ 膨大な物質から上手に検索する
テクニック ······················No.6 p.5
z SYNTHLINE ファイル

特許検索

サービス中止 ······················No.1 p.11
z TEMA ファイル
更新頻度の変更 ·········No.5 p.15, No.6 p.13
z TEXTILETECH ファイル
サービス中止 ······················No.1 p.12

z AUPATFULL ファイル
リリース·························· No.5 p.10
z BIOTECHABS/BIOTECHDS ファイル
更新中止·························· No.2 p.8
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z CANPATFULL ファイル
リリース·························· No.6 p.9
z CAplus ファイル
ヘルプデスク Q&A

································ No.4 p.11
z IFIPAT/IFIUDB/IFICDB ファイル

種別付き特許番号

(/PNK) フィールドの利用方法 ····· No.2 p.7
伝統薬に関する特許の索引強化······ No.2 p.8
z CAplus/CA ファイル
中国実用新案登録の特許種別の変更，

SELECT 料金の変更 ················· No.3 p.9
更新再開 ·························· No.6 p.12
z INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
米国特許分類の収録形式変更と強化，
米国特許分類のオンラインシソーラスの

韓国特許の出願番号および

収録開始，ロカルノ特許分類の収録開始，

優先権出願番号の形式変更········ No.1 p.7

ブラジル・中国の法的状況の強化 ·· No.1 p.8

ヘルプデスク Q&A CAplus/CA ファイル

日本実用新案の特許番号の入力形式の変更，

－ 非特定誘導体の合成文献の除き方

日本公開特許，日本実用新案公開に

································ No.3 p.7

引用情報を収録，コロンビアの法的状況の

CAplus/CA ファイルの疑問にお答えします！

収録開始，エストニアの法的状況の強化，

－収録範囲と速報性について········ No.4 p.2

Rolled-up Core の削除 ··········· No.2 p.10

中国登録特許の種別変更，
スウェーデン特許の収録強化······ No.4 p.10
ECLA，ICO オンラインシソーラスを搭載，
Ahead-of-Print（印刷物に先駆けた
オンライン出版）記事を収録
（CAplus ファイルのみ）········· No.6 p.11
z CASREACT ファイル
1950-1970 年発行の学位論文を収録 ·· No.4 p.10
z DGENE ファイル
配列検索の検索速度の向上，BLAST
プログラムのアップグレード······ No.4 p.10
z DPCI ファイル

セルビア特許の収録開始，日本実用新案の
収録の強化，米国特許の法的状況の強化，
スロバキアの法的状況の強化 ······ No.3 p.9
ECLA，ICO のオンラインシソーラスを搭載
································ No.4 p.11
STN の INPADOC ファイルの付加価値
－ FIZ Karlsruhe による品質管理
································ No.5 p.6
日本特許の引用情報を追加，
イタリア特許の引用情報の収録を開始，
日本公表特許の種別変更，
イメージデータの収録を開始，

ファイル名の変更と収録内容の強化 ·· No.2 p.8

ドイツ特許の収録再開と法的状況コードの

マレーシア特許の引用情報の収録開始

新規追加・変更 ·················· No.5 p.13

································ No.3 p.9
中国登録特許の引用情報の収録開始 ·· No.4 p.10
z EPFULL ファイル
法的状況の表示料金の変更，
Rolled-up Core の削除··········· No.2 p.9
z FRFULL ファイル
遡及収録の完了，ICO，IdT 分類の収録，
Rolled-up Core の削除··········· No.2 p.10
ECLA，ICO のオンラインシソーラスを搭載
································ No.4 p.11
z GBFULL ファイル
Rolled-up Core の削除············· No.2 p.10
4
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アルゼンチンの法的状況データの収録開始
································ No.6 p.13
z LDPCI ファイル
ファイル名の変更 ·················· No.3 p.9
z LPCI ファイル
ファイル名の変更 ·················· No.3 p.9
z MARPAT ファイル
クロスオーバー検索制限値の緩和 ···· No.1 p.10
表示機能の強化（Assembled 形式），
新規表示形式（QHITEXG，FQHITEXG）
，
PNK フィールド ·················· No.5 p.13

z PATDPA ファイル
更新中止 ··························No.4 p.12

ポーランド特許と香港特許の収録を開始
································ No.5 p.15

z PCI ファイル
ファイル名の変更 ··················No.2 p.11
z PCTFULL ファイル

STN Express

PCTFULL ファイルリロード
特許全文中の物性値が検索できるように
なりました！ ····················No.3 p.2
リロード ··························No.3 p.10
ECLA のオンラインシソーラスを搭載
································No.4 p.12
z PCTGEN ファイル
配列検索の検索速度の向上，BLAST
プログラムのアップグレード ······No.4 p.12
z TEMA ファイル

STN Express － STN Express V8.4.2
リリース························ No.2 p.13
ヘルプデスク Q&A 構造質問式の属性表示
································ No.4 p.9
STN Express V8.5 リリース········· No.6 p.2
STN Express － STN Express V8.5 の
リリース，旧バージョンのサポート終了の
お知らせ，STN Express V8.5 ウィザード
機能に関するお知らせ············ No.6 p.13

更新頻度の変更 ····················No.6 p.13
z TULSA/TULSA2 ファイル
リロード ··························No.2 p.11

STN on the Web

z USGENE ファイル
配列検索の検索速度の向上，BLAST
プログラムのアップグレード ······No.4 p.12
z USPATFULL/USPAT2 ファイル
化学分野のレコードに収録されている

STN on the Web －特許ファミリー
アシスタント機能の追加，
新しい構造作図用 Plug-in（V8.5）の
リリース························ No.5 p.16

CA 索引情報の強化 ···············No.2 p.12
z USPATFULL/USPAT2/ USPATOLD ファイル
SELECT 料金の変更 ·················No.3 p.10

STN Easy

z WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
マレーシア登録特許の収録開始，

STN Easy － EnCompLit/EnCompLit2 ファイル，

タイ登録特許の収録開始，

GEOREF ファイル，TULSA/TULSA2 ファイル

ベトナム公開特許・登録特許の収録開始，

のサービス中止·················· No.1 p.12

ロシア公開特許・実用新案の収録を開始，
マニュアルコードの改訂 ··········No.2 p.12
湾岸協力会議（GC）特許の収録開始，

STN Viewer

台湾実用新案の遡及収録開始と
特許種別の変更，中国登録特許の
第一請求項の収録開始，ECLA，ICO の
オンラインシソーラスを搭載 ······No.4 p.12
ECLA シソーラスで網羅的な特許調査

STN Viewer － STN Viewer 2010.1 強化
································ No.1 p.13
STN Viewer － AUPATFULL, CANPATFULL
ファイルが追加されました········ No.6 p.14

－ 下位検索，範囲指定検索が可能に！
································No.5 p.2
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各ファイル記事の補足情報

STN AnaVist

·········· No.1 p.12, No.2 p.13, No.3 p.10
STN AnaVist － STN AnaVist CD-ROM 版
リリース，ソフトウェアダウンロード
のご案内························ No.1 p.12
STN AnaVist － STN AnaVist ソフトウェア
ダウンロード版のリリース········ No.2 p.13
STN AnaVist － 60 日間無料トライアルの
ご案内·························· No.3 p.11

No.4 p.13, No.5 p.16, No.6 p.13
STN ユーザーミーティングのお知らせ
····················· No.2 p.16, No.3 p.16
スタッフ紹介
·········· No.2 p.14, No.3 p.12, No.4 p.18
STNewsline ご購読をお勧めします
····················· No.3 p.13, No.4 p.19
STN AnaVist 60 日間無料トライアルのご案内
····················· No.4 p.17, No.6 p.16
STN リフレッシュセミナー

その他

STN おさらいセミナー開催のお知らせ
新年に寄せて······················ No.1 p.2
2010年 STN 特許情報セミナーを開催しました
································ No.1 p.14
STN e-ラーニング提供開始·········· No.2 p.15
STN 定額契約に関するお知らせ······ No.3 p.14
アラートに関するサポート情報を
提供しています·················· No.3 p.14
STN 出張講習会のご案内············ No.3 p.15
2011 年 STN ユーザーミーティングを
開催しました···················· No.4 p.14
米国特許商標庁も STN を定額で
利用しています！················ No.4 p.16
FIZ AutoDoc － CAS Full Text Options
経由のログインの改善，注文方法の強化
································ No.5 p.17
STN Easy セミナー開催のお知らせ ··· No.5 p.18
特許・情報フェアのご案内·········· No.5 p.18
結合表サービス···················· No.5 p.19
インターネットセミナー開催のお知らせ
································ No.6 p.15
年末年始特別記事·················· No.6 p.17
2012 年の料金表のお届けに関して ··· No.6 p.18
年末年始の STN サービススケジュール
································ No.6 p.18
STN AnaVist セミナー·············· No.6 p.19
STN 講習会·· No.1 p.13, No.2 p.15, No.3 p.15
No.4 p.13, No.5 p.17, No.6 p.19
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·········· No.1 p.16, No.4 p.20, No.6 p.19
STN 特許情報セミナーのお知らせ
····················· No.5 p.20, No.6 p.20

