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 CHEMCATS ファイル
検索・表示フィールドの追加，更新頻度の

 STNindex の活用
目的に合ったデータベースを選択したい
································No.1 p.14
 SET SFIELDS，SET DFORMAT，
SET FORMAT
デフォールトの検索フィールド・表示形式を
カスタマイズしてみよう ··········No.2 p.14
 DISPLAY BROWSE
必要な回答を効率よく選択
～ DISPLAY BROWSE ～ ············No.5 p.14

変更···························· No.5 p.16
 ChemInformRX ファイル
サービス終了 ······················ No.1 p.17
 CHEMLIST ファイル
ベトナムの化学品法の収録開始 ······ No.6 p.16
 CHEMSAFE ファイル
サービス終了 ······················ No.1 p.17
 DEFULL ファイル
DEFULL ファイルがリリースされました！
································ No.2 p.2
リリース·························· No.2 p.16
 DETHERM ファイル

ファイル情報

サービス終了 ······················ No.1 p.17
 DGENE ファイル

 ADISINSIGHT ファイル
医薬品開発情報の検索 ··············No.1 p.4
中間一致，後方一致検索機能の強化 ··No.1 p.16
 ADISNEWS ファイル
中間一致，後方一致検索機能の強化 ··No.1 p.16
 BIOSIS ファイル
デジタルオブジェクト識別子（DOI）に
関する強化 ······················No.4 p.13
 CAplus/CA ファイル
米国特許出願番号の形式変更 ········No.1 p.16
中国の学位論文の収録開始，CAplus ファイルの
アラート実行頻度の変更 ··········No.2 p.16
台湾登録特許番号の形式変更，特許由来の
配列収録方針変更，デジタルオブジェクト
識別子（DOI）に関する強化 ·······No.4 p.13
 CASREACT ファイル
CASREACT で反応情報検索！ ·········No.5 p.2

バッチ検索結果の回答保存期間延長 ·· No.6 p.16
 EMBAL ファイル
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
································ No.2 p.16
デジタルオブジェクト識別子（DOI）に
関する強化，EMTREE 語のオンライン
シソーラス更新 ·················· No.4 p.14
AUPB フィールドの追加 ············· No.5 p.17
 EMBASE ファイル
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
································ No.2 p.16
デジタルオブジェクト識別子（DOI）に
関する強化，EMTREE 語のオンライン
シソーラス更新 ·················· No.4 p.13
AUPB フィールドの追加 ············· No.5 p.16
 IFIALL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ····· No.1 p.17
推定出願人（PPA）の更新頻度の変更 ·· No.2 p.16
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 IMSRESEARCH ファイル
医薬品開発情報の検索 ·············· No.1 p.4
 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
理論上の失効日の収録対象国を拡大 ·· No.1 p.17
中国特許の引用文献情報の収録開始，
オーストリア特許の法的状況コードの
変更···························· No.3 p.16
ブラジル特許の収録拡大，台湾登録特許および
登録実用新案の番号形式変更，台湾特許の
引用情報の収録開始 ·············· No.4 p.14
INPADOCDB/INPAFAMDB ファイルで，
CPC コンビネーションセットの検索が
可能になりました ················ No.6 p.14
 KRFULL ファイル
リリース（STN 新プラットフォーム限定）
································ No.6 p.16
 LEMBASE ファイル
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
································ No.2 p.16
 LMEDLINEファイル
リロード·························· No.2 p.17
 MARPAT ファイル
MARPAT ファイル特有の属性
～マッチレベルと元素数レベル～ ·· No.3 p.2
 MEDLINE ファイル
MeSH 改訂に伴う索引付与の一時停止 ·· No.1 p.18

酵素の命名法の変更 ················ No.2 p.19
構造検索 ·························· No.3 p.10
BLAST プログラムの更新，スペクトルデータの
追加収録 ························ No.4 p.15
環系データ ························ No.5 p.8
配列検索 ·························· No.6 p.9
 SciSearch ファイル
デジタルオブジェクト識別子（DOI）に
関する強化 ······················ No.4 p.15
AUPB フィールドの追加 ············· No.5 p.17
SciSearch ファイルで文献調査 ······ No.6 p.2
 SpecInfo ファイル
サービス終了 ······················ No.1 p.18
 TOXCENTER ファイル
デジタルオブジェクト識別子（DOI）に
関する強化 ······················ No.4 p.16
 USAN ファイル
リロードされました ················ No.6 p.18
 USGENE ファイル
バッチ検索結果の回答保存期間延長 ·· No.6 p.18
 USPATFULL/USPAT2 ファイル
米国特許出願番号の形式変更 ········ No.1 p.18
 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
シンガポール特許の収録拡大，マニュアル
コード改訂 ······················ No.2 p.19
WPI ファイルの抄録関連検索

リロード·························· No.2 p.17

フィールド ······················ No.3 p.14

アラート実行日の変更 ·············· No.3 p.16

フィリピン特許の収録拡大 ·········· No.4 p.16

更新頻度の変更 ···················· No.4 p.15

CPC 遡及収録に関するお知らせ ······ No.6 p.19

AUPB フィールドの追加 ············· No.5 p.17
UPI フィールドの追加 ·············· No.6 p.17
 NPS ファイルクラスター

特許検索

新ファイルクラスター ·············· No.4 p.16
 PCTGEN ファイル
バッチ検索結果の回答保存期間延長 ·· No.6 p.18
 RAPRA ファイル
更新頻度の変更 ···················· No.2 p.19
 REGISTRY ファイル

米国特許出願番号の形式変更 ········ No.1 p.16
中国の学位論文の収録開始，CAplus ファイルの
アラート実行頻度の変更 ·········· No.2 p.16
台湾登録特許番号の形式変更，特許由来の

化学物質の名称検索 ················ No.1 p.10

配列収録方針変更，デジタルオブジェクト

スペクトルデータの追加収録 ········ No.1 p.18

識別子（DOI）に関する強化 ······· No.4 p.13

化学物質の分子式検索 ·············· No.2 p.10
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 CAplus/CA ファイル
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 DEFULL ファイル

STN Express

DEFULL ファイルがリリースされました！
································No.2 p.2
リリース ··························No.2 p.16
 DGENE ファイル
バッチ検索結果の回答保存期間延長 ··No.6 p.16

V8.5.2 リリース ··················· No.1 p.19
サポートファイルの更新 ············ No.3 p.17
Version 8.5.2.1 リリース ·········· No.4 p.16
サポートファイルの更新 ············ No.5 p.17

 IFIALL ファイル
共通特許分類（CPC）の収録開始 ·····No.1 p.17
推定出願人（PPA）の更新頻度の変更 ···No.2 p.16

STN on the Web

 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
理論上の失効日の収録対象国を拡大 ··No.1 p.17
中国特許の引用文献情報の収録開始，

新しい構造作図用 Plug-in（V8.5.2）リリース
································ No.1 p.19

オーストリア特許の法的状況コードの

Windows 8.1 に対応 ················ No.2 p.20

変更 ····························No.3 p.16

新しい構造作図用 plug-in（Version 8.5.2.1）

ブラジル特許の収録拡大，台湾登録特許および

リリース ························ No.4 p.16

登録実用新案の番号形式変更，台湾特許の
引用情報の収録開始 ··············No.4 p.14
INPADOCDB/INPAFAMDB ファイルで，

STN Viewer

CPC コンビネーションセットの検索が
可能になりました ················No.6 p.14

DEFULL，INFULL ファイルの追加 ····· No.3 p.17

 KRFULL ファイル
リリース（STN 新プラットフォーム限定）
································No.6 p.16

STN AnaVist

 MARPAT ファイル
MARPAT ファイル特有の属性

Version 2.1 リリース ·············· No.4 p.17

～マッチレベルと元素数レベル～ ··No.3 p.2
 PCTGEN ファイル
バッチ検索結果の回答保存期間延長 ··No.6 p.18
 USGENE ファイル
バッチ検索結果の回答保存期間延長 ··No.6 p.18
 USPATFULL/USPAT2 ファイル

FIZ AutoDoc
FIZ AutoDoc で 原報複写 Vol.1 ····· No.2 p.9
FIZ AutoDoc で 原報複写 Vol.2 ····· No.4 p.19

米国特許出願番号の形式変更 ········No.1 p.18
 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
シンガポール特許の収録拡大，マニュアル
コード改訂 ······················No.2 p.19
WPI ファイルの抄録関連検索
フィールド ······················No.3 p.14
フィリピン特許の収録拡大 ··········No.4 p.16

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.20, No.2 p.21, No.3 p.18
No.4 p.17, No.5 p.18, No.6 p.21

CPC 遡及収録に関するお知らせ ······No.6 p.19
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その他
新年に寄せて ······················ No.1 p.2
結合表サービス
～ 物質の構造データをご提供します ～
································ No.1 p.22
STN 料金表/サマリーシート 印刷物に
ついてのお知らせ ················ No.2 p.20
完全定額プラン ···················· No.4 p.18
STN e-ラーニング ·················· No.4 p.20
STN 新プラットフォーム ············ No.4 p.2
STN 新プラットフォーム Version 2
- 機能強化のお知らせ ············ No.6 p.20
STN 新プラットフォーム 活用セミナー
····················· No.5 p.20, No.6 p.24
STN 特許セミナー ······· No.5 p.20, No.6 p.24
STN ユーザーミーティングのお知らせ
····················· No.2 p.24, No.3 p.20
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.1 p.24, No.4 p.24, No.5 p.20
STN インターネットセミナー
·········· No.1 p.21, No.2 p.22, No.3 p.9
No.4 p.21, No.5 p.13, No.6 p.22
STN 講習会
·········· No.1 p.20, No.2 p.20, No.3 p.18
No.4 p.17, No.5 p.18, No.6 p.19
STN 出張講習会 ···················· No.4 p.22
各ファイル記事の補足情報
·········· No.1 p.19, No.2 p.20, No.3 p.17
No.4 p.16, No.5 p.17, No.6 p.19
ひとこと広場
·········· No.1 p.23, No.2 p.23, No.3 p.19
No.4 p.23, No.5 p.19, No.6 p.23
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