STNews

年間索引

2013年版

Vol.29 No.1 ～ No.5

コマンド

 CANPATFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.12

 SET HEADING，SET PADDING，

 CAplus/CA ファイル

SET PAGELENGTH

イレギュラーなレコード ············ No.1 p.12

SET HEADING，SET PADDING，SET PAGELENGTH

索引······························ No.2 p.8

の廃止 ··························No.1 p.23
 SET ACCOUNT，FILE COST
コストセンターを指定してプロジェクト
ごとの利用料金を確認 ············No.3 p.7
 EXPAND
中間一致・後方一致検索は必要??
EXPAND LEFT で接頭語を確認できます
································No.4 p.11

検索語探しに役立つ！CA Lexicon
日本語検索補助機能 ·············· No.2 p.12
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.2 p.15
CA セクション ····················· No.3 p.8
CAS ロール························ No.4 p.6
CAS ロールの変更 ·················· No.4 p.12
STNews Vol.29 No.3 5･6 月号掲載記事の
お詫びと訂正 ···················· No.4 p.17
引用情報·························· No.5 p.12
ブラジル，ルーマニア，スイス，マレーシア，

アラート

フィリピンの特許収録を強化 ······ No.5 p.18
新ファイルクラスター

 アラート
SDI STANDARD コマンドの追加 ·······No.1 p.23
アラート登録時のデフォールトの変更
································No.4 p.16

－ PV（pharmacovigilance）ファイル
クラスター ······················ No.5 p.22
 CASREACT ファイル
SORD 由来の反応の収録開始 ········· No.2 p.15
 CHEMLIST ファイル
中国の既存化学物質リスト

ファイル情報

「現有化学物質名録（IECSC）」が
CHEMLIST ファイルに収録されました！

 ADISNEWS
新ファイルクラスター
－ PV（pharmacovigilance）ファイル
クラスター ······················No.5 p.22
 AGRICOLA ファイル
リロード ··························No.1 p.18
 AUPATFULL ファイル

································ No.5 p.9
中国の現有化学物質名録（IECSC）の収録開始，
ASIA-PAC タグの削除 ············· No.5 p.18
 CNFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.3 p.12
 COMPENDEX ファイル
リロード·························· No.3 p.12

共通特許分類（CPC）の収録開始 ·····No.4 p.12
 CABA ファイル
リロード ··························No.4 p.12
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 EMBAL ファイル
Articles-in–Press（AIP）の収録開始，

 INFULL ファイル
インド特許の全文データベース

EMTREE 語（統制語）およびオンライン

INFULL ファイルがリリースされました！

シソーラスの追加，制限検索の強化，

································ No.4 p.2

新規検索フィールドの追加，
アラート配信スケジュールの変更 ·· No.4 p.13
EMBAL ファイルの収録範囲変更，

リリース ·························· No.4 p.15
 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始，

新規検索フィールドの追加，

フィンランド特許種別コードの変更，

EMTREE 語のオンラインシソーラス更新

米国特許分類の訂正 ·············· No.1 p.20

································ No.5 p.19
新ファイルクラスター

理論上の失効日情報の収録を開始，
被引用特許情報の追加，

－ PV（pharmacovigilance）ファイル

特許ファミリー収録国数の追加

クラスター ······················ No.5 p.22

（INPAFAMDB ファイルのみ），

 EMBASE ファイル
検索結果のレコード表示順序変更，
会議抄録および会議総説レコードの索引方針，
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
································ No.1 p.18
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
································ No.2 p.15
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新，
隔週アラートスケジュールの更新，
新規検索フィールドの追加 ········ No.4 p.14
新規検索フィールドの追加，
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
································ No.5 p.20
新ファイルクラスター
－ PV（pharmacovigilance）ファイル
クラスター ······················ No.5 p.22
 FRFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.15
 GBFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.15
 IFIALL ファイル

エルサルバドルの法的状況データの収録開始，
共通特許分類（CPC）の遡及収録完了，
DOI リンクの追加 ················ No.2 p.16
ヨーロッパ特許分類（EPC，ICO）の削除
································ No.3 p.13
日本法的状況コードの追加，
共通特許分類（CPC）の記載位置情報を追加
································ No.4 p.15
INPAFAMDB ファイルのベーシック特許に
関する強化，コスタリカの法的状況データの
収録開始 ························ No.5 p.20
 JAPIO ファイル
更新終了 ·························· No.3 p.13
 JPFULL ファイル
日本特許の全文データベース
JPFULL ファイルがリリースされました！
································ No.1 p.4
リリース ·························· No.1 p.21
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.3 p.13
 LEMBASE ファイル
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新，

IFIALL ファイルリリース！ ········· No.5 p.2

隔週アラートスケジュールの更新，

リリース·························· No.5 p.20

新規検索フィールドの追加 ········ No.4 p.14

 IMSPATENTS ファイル
リロード·························· No.1 p.19

新規検索フィールドの追加，
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
································ No.5 p.20
 LMEDLINE ファイル
リロード ·························· No.2 p.17
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 MARPAT ファイル
データの遡及収録 ··················No.1 p.21
フランス語特許の遡及収録 ··········No.3 p.13
 MEDLINE ファイル
構造化抄録（Structured Abstract）の
見出し語追加，MeSH 改訂に伴う索引付与の
一時停止 ························No.1 p.21
リロード ··························No.2 p.17
新ファイルクラスター
－ PV（pharmacovigilance）ファイル
クラスター ······················No.5 p.22
 METADEX ファイル

 USPATOLD ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.3 p.14
 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
湾岸協力理事会（GCC）特許種別コードの変更
································ No.1 p.23
マレーシア特許の収録強化，
マニュアルコード改訂 ············ No.2 p.19
インドネシア特許の収録開始，
タイ特許の登録番号の収録を開始 ·· No.3 p.14
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.16
 WSCA ファイル
更新中止·························· No.4 p.16

リロード ··························No.1 p.21
 MRCK ファイル
サービス終了 ······················No.3 p.13
 PCTFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ·····No.3 p.13
日本語，中国語，韓国語特許の収録強化
································No.5 p.21
 ReaxysFile ファイル
収録対象物質について ··············No.1 p.22
表示機能の強化 ····················No.2 p.18
 REGISTRY ファイル

特許検索
 AUPATFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.12
 CANPATFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.12
 CAplus/CA ファイル
CPC（共通特許分類）の検索 ········· No.2 p.2
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.2 p.15

共通の語尾をもつ医薬品の名称検索 ··No.1 p.10

CAS ロールの変更 ·················· No.4 p.12

スクリーンを利用した構造検索の改善方法

ブラジル，ルーマニア，スイス，マレーシア，

································No.3 p.2
 SciSearch ファイル
助成金情報の収録を開始 ············No.3 p.14
 SOFIS ファイル
サービス終了 ······················No.3 p.14
 SOLIS ファイル
サービス終了 ······················No.3 p.14
 TULSA/TULSA2 ファイル
リロード ··························No.5 p.21
 USGENE ファイル
特許関連情報の遡及収録 ············No.1 p.22
速報性の向上 ······················No.2 p.18
シリーズコードの追加，
米国特許出願番号形式の変更 ······No.4 p.15
 USPATFULL/USPAT2 ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ·····No.2 p.18

フィリピンの特許収録を強化 ······ No.5 p.18
 CNFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.3 p.12
 FRFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.15
 GBFULL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.15
 IFIALL ファイル
IFIALL ファイルリリース！ ········· No.5 p.2
リリース·························· No.5 p.20
 IMSPATENTS ファイル
リロード·························· No.1 p.19
 INFULL ファイル
インド特許の全文データベース
INFULL ファイルがリリースされました！
································ No.4 p.2
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リリース·························· No.4 p.15
 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始，
フィンランド特許種別コードの変更，
米国特許分類の訂正 ·············· No.1 p.20
CPC（共通特許分類）の検索 ········· No.2 p.2
理論上の失効日情報の収録を開始，
被引用特許情報の追加，
特許ファミリー収録国数の追加
（INPAFAMDB ファイルのみ）
，

 USPATOLD ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.3 p.14
 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
湾岸協力理事会（GCC）特許種別コードの変更
································ No.1 p.23
マレーシア特許の収録強化，
マニュアルコード改訂 ············ No.2 p.19
インドネシア特許の収録開始，
タイ特許の登録番号の収録を開始 ·· No.3 p.14
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.4 p.16

エルサルバドルの法的状況データの収録開始，
共通特許分類（CPC）の遡及収録完了，
DOI リンクの追加 ················ No.2 p.16
ヨーロッパ特許分類（EPC，ICO）の削除
································ No.3 p.13
日本法的状況コードの追加，

STN Express
旧バージョンのサポート終了 ········ No.2 p.19
サポートファイルの更新 ············ No.5 p.22

共通特許分類（CPC）の記載位置情報を追加
································ No.4 p.15
INPAFAMDB ファイルのベーシック特許に

STN on the Web

関する強化，コスタリカの法的状況データの
収録開始 ························ No.5 p.20
 JAPIO ファイル
更新終了·························· No.3 p.13

Windows 8 対応の新しい構造作図用
Plug-in（V8.5.1-1）および配列検索用
Plug-in（2013.03）のリリース ···· No.5 p.23

 JPFULL ファイル
日本特許の全文データベース
JPFULL ファイルがリリースされました！

STN Viewer

································ No.1 p.4
リリース·························· No.1 p.21
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.3 p.13

STN Viewer － JPFULL ファイルの追加
································ No.1 p.23

 MARPAT ファイル
フランス語特許の遡及収録 ·········· No.3 p.13
 PCTFULL ファイル

FIZ AutoDoc

共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.3 p.13
日本語，中国語，韓国語特許の収録強化
································ No.5 p.21
 USGENE ファイル
シリーズコードの追加，
米国特許出願番号形式の変更 ······ No.4 p.15
 USPATFULL/USPAT2 ファイル
CPC（共通特許分類）の検索 ········· No.2 p.2
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.2 p.18
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機能強化のお知らせ ····· No.1 p.24, No.5 p.23
料金改定のお知らせ ················ No.4 p.17

CAS Full Text Options
CAS Full Text Options 経由の
JST 原報複写サービス申込み終了の
お知らせ ························No.2 p.20

JAICI ホームページ
ホームページの資料掲載のお知らせ
·········· No.1 p.25, No.2 p.20, No.3 p.15
No.4 p.18, No.5 p.24

その他
2013年の始まりに寄せて ············No.1 p.2
STN 新プラットフォーム Version 1 ··No.4 p.18
STN Fixed Fee Plan のご案内
····················· No.2 p.22, No.5 p.26
STN ユーザーミーティングのお知らせ
····················· No.2 p.24, No.3 p.16
STN おさらいセミナー
STN リフレッシュセミナー

開催のお知らせ

································No.4 p.20
STN on the Web 活用セミナー（実習付き）
····················· No.1 p.11, No.1 p.28
STN バイオサイエンスデータベースセミナー
STN 特許情報セミナー
····················· No.4 p.20, No.5 p.28
STN インターネットセミナー
·········· No.1 p.26, No.2 p.21, No.3 p.16
No.4 p.19, No.5 p.25
STN 講習会 ·· No.1 p.24, No.2 p.20, No.3 p.15
No.4 p.17, No.5 p.23
STN 出張講習会 ····················No.1 p.27
ReaxysFile セミナー（実習付き）
····················· No.1 p.11, No.1 p.28
各ファイル記事の補足情報
·········· No.1 p.23, No.2 p.19, No.3 p.15
No.4 p.16, No.5 p.22
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