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コマンド

 EMBASE ファイル
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新

 SET

····················· 冬号 p.16，春号 p.16

Step Up ! 文献検索
～ DOI，印刷版発行前の文献，電子版発行年，
重複文献除去について ～ ·········秋号 p.2

秋号 p.19
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新，
レコード番号（AN）付与の修正について
································ 夏号 p.13
Step Up ! 文献検索

ファイル情報

～ DOI，印刷版発行前の文献，電子版発行年，
重複文献除去について ～ ········· 秋号 p.2

 CAplus ファイル
Step Up ! 文献検索
～ DOI，印刷版発行前の文献，電子版発行年，
重複文献除去について ～ ·········秋号 p.2
 CAplus/CA ファイル
日本特許種別の追加 ················冬号 p.15
 CBNB ファイル
特許侵害情報，ライセンス情報を
ビジネス情報から探す ············秋号 p.14
 CHEMLIST ファイル
台湾既存化学物質リスト（TCSI）の
収録を開始 ······················冬号 p.15
ベトナム国家化学物質インベントリーの
収録開始 ························春号 p.16
 COMPENDEX ファイル
学位論文の遡及収録 ················冬号 p.16
こんなケースで利用できます！
テキスト中の数値検索！ ··········春号 p.12
学位論文の遡及収録のお知らせ ······夏号 p.13
 CSNB ファイル
サービス中止 ······················春号 p.16
 DGENE ファイル
アミノ酸コードまとめ ··············夏号 p.8
 DPCI ファイル

 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
米国特許の法的状況コードの変更 ···· 冬号 p.16
 INSPEC ファイル
収録拡大·························· 冬号 p.17
 MEDLINE ファイル
2018 年度版 MeSH 対応 ············· 冬号 p.17
リロード·························· 春号 p.16
Step Up ! 文献検索
～ DOI，印刷版発行前の文献，電子版発行年，
重複文献除去について ～ ········· 秋号 p.2
 PCTFULL ファイル
こんなケースで利用できます！
テキスト中の数値検索！ ·········· 春号 p.12
 PIRA ファイル
更新終了·························· 秋号 p.19
 RAPRA ファイル
更新終了·························· 秋号 p.19
 REAXYSFILEBib/REAXYSFILESub ファイル
STN 新プラットフォーム
～ REAXYSFILE ファイルの活用 ～
································ 春号 p.7
 REGISTRY ファイル
アミノ酸コードまとめ ·············· 夏号 p.8
クラス識別子の検索機能強化 ········ 夏号 p.13

XMLDOC 表示形式の終了 ·············冬号 p.16
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 WPI ファイル

表示パフォーマンスの強化，
Settings 画面の強化 ほか ········ 秋号 p.19

こんなケースで利用できます！
テキスト中の数値検索！ ·········· 春号 p.12

便利な機能を続々追加！ ············ 冬号 p.5

 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
中国特実同日出願をファミリーに，
マニュアルコード改訂 ············ 春号 p.17
特許出願人コードの強化 ············ 夏号 p.14
 WPIX ファイル

STN Express
サポートファイルの更新，

XMLDOC 表示形式の終了 ············· 冬号 p.18

SSL-VPN 接続用アドオン更新のお願い
································ 春号 p.19
サポートファイルの更新 ············ 夏号 p.16

特許検索
 CAplus/CA ファイル
日本特許種別の追加 ················ 冬号 p.15
 COMPENDEX ファイル

STN AnaVist
WPI ファイルの解析対象期間の変更 ·· 冬号 p.19

学位論文の遡及収録 ················ 冬号 p.16
 DPCI ファイル
XMLDOC 表示形式の終了 ············· 冬号 p.16
 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
米国特許の法的状況コードの変更 ···· 冬号 p.16

STN 新プラットフォーム
「ビッグデータ」 解析事例 ········· 冬号 p.11
REAXYSFILE ファイルの活用 ········· 春号 p.7

 PCTFULL ファイル

STN 新プラットフォームで

こんなケースで利用できます！
テキスト中の数値検索！ ·········· 春号 p.12

最新情報をチェックしよう！ ······ 秋号 p.8

 WPI ファイル
こんなケースで利用できます！
テキスト中の数値検索！ ·········· 春号 p.12

FIZ AutoDoc

 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
特許出願人コードの強化 ············ 春号 p.14

FIZ AutoDoc 原報複写サービス Vol. 8
································ 秋号 p.22

中国特実同日出願をファミリーに，
マニュアルコード改訂 ············ 春号 p.17
 WPIX ファイル
XMLDOC 表示形式の終了 ············· 冬号 p.18

PatentPak
検索結果と特許明細書を繋ぐ ········ 春号 p.22

STNext
機能強化··············· 冬号 p.19，春号 p.18
夏号 p.14
最近の主な機能強化 ················ 夏号 p.2
新しくなった構造作図ツール ········ 春号 p.2
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JAICIホームページ
ホームページの資料掲載のお知らせ
····················· 冬号 p.20，春号 p.20
夏号 p.17，秋号 p.21

その他
新年に寄せて ······················冬号 p.2
JAICI Science Dictionary
－ コンテンツ強化 ···············冬号 p.19
JAICI AutoTrans
－ 新サービス開始 ···············冬号 p.20
STN 契約プランのご案内 ············冬号 p.22
STN 定期講習会のお知らせ ··········春号 p.20
CAS 製品のセキュリティ強化に関するお知らせ
－ TLS 1.0 無効化のご案内 ·······夏号 p.16
CAS 製品のセキュリティ強化に関するお知らせ
－ TLS 1.0 無効化のご案内，
TLS 1.0 無効化に伴うパッチ適用のお知らせ
································秋号 p.20
2018 特許・情報フェア＆コンファレンス
出展のお知らせ ··················秋号 p.24
STN ユーザーミーティング ··········春号 p.24
STN 上級講習会 ···················夏号 p.18
STNext インターネットライブセミナー
································夏号 p.20
STNext 入門セミナー ···· 冬号 p.24，夏号 p.18
STN 講習会 ············· 冬号 p.20，春号 p.20
夏号 p.17，秋号 p.21
各ファイル記事の補足情報
····················· 冬号 p.18，春号 p.18
夏号 p.14，秋号 p.19
スタッフ紹介 ··········· 冬号 p.21，春号 p.21
ひとこと広場 ··········· 冬号 p.23，春号 p.23
夏号 p.19，秋号 p.23
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