
「第「第「第「第 7 章章章章 Chemical Abstracts」練習問題」練習問題」練習問題」練習問題

(1973 年以降の資料を使うことが望ましい)

回答は次のようなかたちで記載することが望ましい.
　①　Index Guide: 1986 年

      　Nitrilotriacetic acid

          See Glycine, N,N-bis(carboxymethyl)- [139-13-9]      (Index Guide の記載を写す)

　②　Chemical Substance Index 132 巻:                    (該当する索引を調べ, その見出しを記載する)

      　Glycine

          N,N-bis(carboxymethyl)- (nitrilotriacetic acid) [139-13-9]

             Trisodium salt [5064-31-3]

                composite tablet for deliming or disinfection of water in cooking or hygienic

                applications, P141612g           (適当な文献項目を一件選んで記載する)

　③　CA 132, P141612g, Tablet composition for deliming or disinfection of water

     reservoirs in cooking or hygienic applications.  Waeschenbach, Guido;

     Wiedemann, Ralf; Carbonell, Enric; Endlein, Edgar; Gibis, Karl-Ludwig

     (Benckiser N.V., Neth.).  Ger. Offen. DE 19834172 A1 20000203, 22 pp.

     (German).                 (前記文献の抄録を調べ, 書誌事項を記載する)

化学物質の問題については, Index Guide, Formula Index, Chemical Substance Index に記載され
ている CAS 登録番号を転記することが望ましい.

問題問題問題問題 1
自分の師事した先生または先輩の論文を一件調べなさい.
(Author Index → 本誌)

ここでは「野依良治」先生を例に取る. 名前は姓が先に書かれる. Author Index (例では 110 巻)
で Noyori, Ryoji を見ると, 始めに See Hayakawa, Yoshihiro;� などと記載されているが, これら
はここに示された著者が第一著者となっている文献なので, その著者の項目を見よという意味であ
る. その後に, 長いダッシュで始まっているのが Noyori, Ryoji 先生が第一著者となっている文献
である.



問題問題問題問題 2
Indomethacin (抗炎症剤) の毒性 (toxicity, adverse effect など) に関する文献を一件調べなさ
い.
(Index Guide → Chemical Substance Index → 本誌)

1. Index Guide で Indomethacinを見ると次のように記述されている.

2. Chemical Substance Index (例では 113 巻) で 1H-Indole-3-acetic acid の項を見ると, 次のペ
ージのようになっている. ここで, 1H-Indole-3-acetic acid, anhydrides, 1H-Indole-3-acetic acid,
compounds などの項は親の酸の誘導体である. 下の方に ----, 1-acetyl-α-[acetyl� とあるところ
からが, 基本骨格の誘導体になる. ここを見ていくと, 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-
5-methoxy-2-methyl- [53-86-1] の項が見つかった. この場合はカッコ内に (indomethacin) と記載
されている.

3. 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-
chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl- [53-86-
1] の項には多くの文献が記載されている (次
ページ). 毒性について調べるので, toxic の
文献がないかと見ていくと, toxicity of の項に
2 件の文献が見つかった.

4. この文献の抄録が見つかった.





問題問題問題問題 3
SbF5 が触媒 (catalysis, catalytic など) として作用することに関する文献を一件調べなさい.
(Formula Index → Chemical Substance Index → 本誌)

1. SbF5 は Hill 方式で書くと F5Sb なので Formula Index (例では 113 巻) でその項を調べる
と Antimomy fluoride (SbF5) [7783-70-2] See Chemical Substance Index と記載されている. この
ように Formula Index では文献数の多い化合物については索引が省略されている. この場合は
Formula Index はこの化合物の正式な CAS 索引名を調べるツールとして役だった.

2. Chemical Substance Index の Antimony fluoride (SbF5) [7783-70-2] を見る. 触媒に関する文
献なので catalyst の小見出しを見るといくつか文献が見つかった.

3. 抄録が見つかった.



問題問題問題問題 4
Alinamin に関する文献を一件調べなさい.
(Index Guide → Chemical Substance Index → 本誌)

1. Index Guide で Alinamin を調べると, See Formamide, N-[(4-amino-2-methyl-5-
pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-(propyldithio)-1-butenyl]- [59-58-5] と記載されてい
る.

2. そこで Chemical Substance Index (例では 113 巻) の Formamide の項を見る. Formamide
そのものの文献が示された後, 置換基誘導体がアルファベット順に並べられている. 置換基の前
の長いダッシュは Formamide が省略されていることを示している.

3. ずっと見ていくと, 該当項目が見つかった. CAS 登録番号 [59-58-5] が一致することを確認す
る.



問題問題問題問題 5
次の化合物に関する文献を一件調べなさい.

（OH と NO2　はどこについていてもよい. R は水素ではない）
(Chemical Substance Index → 本誌)

1. この化合物は Benzoic acidに NO2 が 2 個と OH が置換した酸のエステルである. したがっ
て Benzoic acid に dinitro と hydroxy がついたものを Chemical Substance Index で探せばよい.
CAS の命名法の規則では, 置換基は数を表す接頭辞 (di-, tri- など) を無視してアルファベット
順に並べることになっているので, Benzoic acid, hydroxy-dinitro- を探す. 置換基はこのように, い
つも基本骨格の後にカンマで区切られて示されている.

2. Chemical Substance Index (例では 107 巻) を見ると, まず Benzoic acid そのものの文献が並
び, そのあとに置換基のついた化合物が並べられている. 順々に見ていくと 2-hydroxy-3,5-
dinitro- [609-99-4] が見つかった. 置換基の前の長いダッシュは Benzoic acid が省略されている
ことを示している. エステルなどは親の酸の文献の終わった後に記載されている. ここでは methyl
ester [22633-33-6] があった.

3. 文献の抄録が見つかった.



問題問題問題問題 6
鯨の肉に関する文献を一件調べなさい.
(Index Guide → General Subject Index → 本誌)

1. Index Guide で Whale を見ると meat-----see Meat, whale とあり, 肉については Meat の項を
見ることがわかる.

2. General Subject Index (例では 113 巻) で Meat の項を見るとさまざまな文献が並んでいる.
小見出しの whale の項では 2 件の文献が見つかった.



問題問題問題問題 7
廃水のオゾン処理についての文献を一件調べなさい.
(Index Guide → General Subject Index → 本誌)

1. Index Guide で Ozone, uses and miscellaneous の項を見ると, in water and wastewater treatment,
see Wastewater treatment となっているので, 廃水処理については Wastewater treatment をみれ
ばよいことがわかる.

2. General Subject Index (例では 113 巻) を見ると, Wastewater treatment の項は大変文献の数
が多い. そこで小見出しをたどっていくと ozonization が見つかった.

3. 文献の抄録が見つかった.





問題問題問題問題 8
Sony Corp. 社の特許を一件調べなさい.
(Author Index → 本誌)

Author Index (ここでは 113 巻) を調べると Sony Corp. が出ている. 文献の番号に P がついて
いるのが特許である.

会社名で調べる場合, 次の注意が必要である.

(1) 会社名は合併・吸収やその他の理由で時代とともに変化している. Chemical Abstracts には,
文献発表時の名前で収録されている.

(2) 人名から取った会社名に付いては, 過去においては姓を先にして索引することになっていた.
しかし 1967 年以降は正式の会社名をそのままの形で索引するようになった.

例:
1966 年まで: DuPont, E. I., de Nemours and Co.
1967 年以降: E. I. DuPont de Nemours and Co.

(3) 日本の会社名に付いては, なるべく正式の英文社名を使用するようにしているが, 著者が違う
記述法を使った場合, 必ずしも統一されていないことがある.

例:
Sumitomo Chemical Co.
Sumitomo Kagaku Kogyo K. K.


