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「第「第「第「第 9 章章章章 CA on CD」練習問題」練習問題」練習問題」練習問題

問題問題問題問題 A (Browse を使うを使うを使うを使う)
問題問題問題問題 A-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.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Browse 画面になるので, 「Index」欄で Author を選択.

3. 「Find」欄に INAMOTO, N と入力すると, 自動的に索引のその部分が表示されるので,
Inamoto, Naoki の行をダブルクリックするか, ハイライトしてから「Search」をクリック.

4. 文献標題の一覧が表示される. 見たい文献標題をダブルクリック.

5. 回答が表示された.
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問題問題問題問題 A-2
三菱マテリアル社の特許を一件調べなさい.
(Organization)

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Browse 画面になるので, 「Index」欄で Author を選択.

3. 「Find」欄に MITSUBISHI MAT と入力すると, 自動的に索引のその部分が表示される.
Mitsubishi Materials Corp など該当する行を Shift または Ctrl キーを押しながら選択して
ハイライトしたのち「Search」をクリック.

4. 文献標題の一覧が表示される. 見たい文献標題をダブルクリック.

5. 回答が表示された.
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問題問題問題問題 B (Search を使うを使うを使うを使う)
問題問題問題問題 B-1
Indomethacin [53-86-1] の毒性 (toxic*) に関する文献を一件調べなさい.
(Search)

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Search 画面になるので, 最初の行に 53-86-1 と入力し, 「Search Fields」で CAS RN を
選択.

3. 次の行に TOXIC* と入力し, 「Search Fields」で Word を選択, 「Search」をクリック.

4. 文献標題の一覧が表示される. 見たい文献標題をダブルクリック.

5. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと Indomethacin の CAS 登録番号 [53-86-1]
の項目があり, ヒットした語は赤くハイライトされている.
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問題問題問題問題 B-2
Dioxin の焼却 (incinerat*) に関する日本語の文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Search 画面になるので, 最初の行に DIOXIN* と入力し, 「Search Fields」で Word を選
択.

3. 次の行に INCINERAT* と入力し, 「Search Fields」で Word を選択.

4. 次の行に JAPANESE と入力し, 「Search Fields」で Language を選択, 「Search」をク
リック.

5. 文献標題の一覧が表示される. 見たい文献標題をダブルクリック.

6. 回答が表示された. ヒットした語は赤くハイライトされている.
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問題問題問題問題 B-3
野依良治 (Noyori Ryoji) 先生のケトンの立体選択的水素化 (stereoselective hydrogenation) に
関する文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Search 画面になるので, 最初の行に NOYORI, R* と入力し, 「Search Fields」で Author
を選択.

3. 次の行に KETONE* と入力し, 「Search Fields」で Word を選択, 「Search」をクリッ
ク.

4. 文献標題の一覧が表示される. 見たい文献標題をダブルクリック. ここでもし文献が多
すぎたなら, Search 画面に戻って次の行に STEREOSELECTIVE などを入力すればよい.

5. 回答が表示された.
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問題問題問題問題 B-4
導電性 (electroconduct*) ポリマー (polymer*) に関する特許を一件調べなさい.
(テキストには conduct* とあるが, electroconduct* に訂正, polym* では時間がかかるので
polymer* に訂正, また｢日本特許｣は｢特許｣に訂正)

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Search 画面になるので, 最初の行に ELECTROCONDUCT* と入力し, 「Search Fields」
で Word を選択.

3. 次の行に POLYMER* と入力し, 「Search Fields」で Word を選択.

4. 次の行に PATENT と入力し, 「Search Fields」で Doc. Type を選択, 「Search」をクリ
ック.

5. 文献標題の一覧が表示される. 見たい文献標題をダブルクリック.

6. 回答が表示された. ヒットした語は赤くハイ
ライトされている.
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問題問題問題問題 C (Formula Hierarchy を使うを使うを使うを使う)
問題問題問題問題 C-1
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.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Formula Hierarchy の画面になるので, F5SB と入力すると, 自動的に索引のその部分に進
むので, F5SB の行をダブルクリックするか, ハイライトして「Expand」をクリック.

3. F5SB の項にある Antimony fluoride の行をダブルクリックするか, ハイライトして
「Expand」をクリック.

4. Antimony fluoride の項にある Antimony fluoride (SBF5) [7783-70-2] の行をダブルクリック
するか, ハイライトして「Document」をクリック.

5. 文献標題の一覧が表示される. Catalysts の語のある文献標題をダブルクリック.
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6. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと SbF5 の CAS 登録番号 [7783-70-2] の
項目がある.
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問題問題問題問題 C-2
C60 の Cobalt との錯体に関する文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Formula Hierarchy の画面になるので, C60 と入力すると, 自動的に索引のその部分に進
むので, C60 の行をダブルクリックするか, ハイライトして「Expand」をクリック.

3. C60 の項にある Cobaltocene の行 (Cobaltocenium でもよい) をダブルクリックするか,
ハイライトして「Expand」をクリック.

4. Cobaltocene の項にある Cobaltocene (MODIFIED) の行をダブルクリックするか, ハイラ
イトして「Expand」をクリック.

5. Cobaltocene (MODIFIED) の項にある compd with [5,6]fullerene-C60-lh [161985-54-2] の行
をダブルクリックするか, ハイライトして「Document」をクリック.
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6. 文献が一件しかなかったので, 直接回答が表示された. レコードの下の方を見ていくとこの化
合物の CAS 登録番号 [161985-54-2] の項目がある.
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問題問題問題問題 C-3
C8H12N2 の分子式をもち, 直鎖 (octane) の骨格をもつ化合物の文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Formula Hierarchy の画面になるので, C8H12N2 と入力すると, 自動的に索引のその部分
に進むので, C8H12N2 の行をダブルクリックするか, ハイライトして「Expand」をクリッ
ク.

3. C8H12N2 の項にある Octanedinitrile の行 (Octatetraenediamine でもよい) をダブルクリ
ックするか, ハイライトして「Expand」をクリック.

4. Octanedinitrile の項にある Octanedinitrile [629-40-3] の行をダブルクリックするか, ハイ
ライトして「Document」をクリック.

5. 文献標題の一覧が表示されるので, 見たい文献の標題をダブルクリック.
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6. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと Octanedinitrile の CAS 登録番号 [629-
40-3] の項目がある.
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問題問題問題問題 C-4
Ozone (O3) の生物学的影響 (Biological studies) に関する文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Formula Hierarchy の画面になるので, O3 と入力すると, 自動的に索引のその部分に進む
ので, O3 の行をダブルクリックするか, ハイライトして「Expand」をクリック.

3. O3 の項にある Ozone の行をダブルクリックするか, ハイライトして「Expand」をクリ
ック.

4. Ozone の項にある Ozone (QUALIFIED) の行をダブルクリックするか, ハイライトして
「Expand」をクリック.

5. Ozone (QUALIFIED) の項にある [10028-15-6] Biological studies の行をダブルクリックす
るか, ハイライトして「Document」をクリック. Biological studies のような限定句は, 文献
の件数が多い化学物質にだけ付与されている. この限定句が見つからない場合は, 文献標
題の一覧を表示して, そこから適当な文献を選択する.
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5. 文献標題の一覧が表示されるので, 見たい文献の標題をダブルクリック.

6. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと Ozone の CAS 登録番号 [10028-15-6]
の項目があり, biological studies と示されている.
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問題問題問題問題 D (Substance Hierarchy を使うを使うを使うを使う)
問題問題問題問題 D-1
Benzoic acid, 2-(acetyloxy)- の分析 (analysis, determination) に関する文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Substance Hierarchy の画面になるので, BENZOIC ACID と入力すると, 自動的に索引の
その部分に進むので, BENZOIC ACID の行をダブルクリックするか, ハイライトして
「Expand」をクリック.

3. BENZOIC ACID の項にある Benzoic acid (SUBSTITUTED) の行をダブルクリックするか,
ハイライトして「Expand」をクリック.

4. Benzoic acid (SUBSTITUTED) の項にある --, 2-acetyloxy- [50-78-2] の行をダブルクリッ
クするか, ハイライトして「Document」をクリック.

5. 文献標題の一覧が表示されるので, analysis, determination などのことばのある文献の標
題をダブルクリック.
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6. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと Benzoic acid, 2-(acetyloxy)- の CAS 登録
番号 [50-78-2] の項目があり, 説明には detn (determination) のことばがある.
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問題問題問題問題 D-2
Adipic acid (Hexanedioic acid) のエステルに関する文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Substance Hierarchy の画面になるので, HEXANEDIOIC と入力すると, 自動的に索引のそ
の部分に進むので, Hexanedioic acid の行をダブルクリックするか, ハイライトして
「Expand」をクリック.

3. Hexanedioic acid の項にあるHexanedioic acid (QUALIFIED) の行をダブルクリックするか,
ハイライトして「Expand」をクリック.

4. Hexanedioic acid (QUALIFIED) の項にある esters (MODIFIED) の行をダブルクリックす
るか, ハイライトして「Expand」をクリック.

5. esters (MODIFIED) の項にある dimethyl ester [627-93-0] (そのほかのエステルでもよい)
の行をダブルクリック.
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6. この化合物に関する文献標題の一覧が表示される. 見たい文献標題をダブルクリック.

7. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと Hexanedioic acid dimethyl ester の CAS
登録番号 [627-93-0] の項目がある.
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問題問題問題問題 D-3
Silver Nitrate (Nitric acid silver salt) の用途 (Uses) に関する文献を一件調べなさい.

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Substance Hierarchy の画面になるので, NITRIC ACID と入力すると, 自動的に索引のそ
の部分に進むので, Nitric acid silver salt の行をダブルクリックするか, ハイライトして
「Expand」をクリック.

3. Nitric acid silver salt の項にある Nitric acid silver (+1) salt (QUALIFIED) の行をダブルクリ
ックするか, ハイライトして「Expand」をクリック.

4. Nitric acid silver (+1) salt (QUALIFIED) の項にある [7761-88-8] uses の行をダブルクリッ
クするか, ハイライトして「Document」をクリック. Uses のような限定句は, 文献の件数
が多い化学物質にだけ付与されている. この限定句が見つからない場合は, 文献標題の一
覧を表示して, そこから適当な文献を選択する.

5. 文献標題の一覧が表示されるので, 見たい文献の標題をダブルクリック.
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6. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと Silver Nitrate の CAS 登録番号 [7761-
88-8] の項目があり, uses と示されている.
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問題問題問題問題 D-4
次の化合物に関する文献を一件調べなさい.　（NH2 (amino) はどこについていてもよく, ほかの置
換基がついていてもよい）

解答例解答例解答例解答例 (13 CI on CD で検索)

1. ツールバーの  ボタンをクリック.

2. Substance Hierarchy の画面になるので, THIOPHENECARBOX と入力すると, 自動的に索
引のその部分に進むので, Thiophenecarboxylic acid の行をダブルクリックするか, ハイライ
トして「Expand」をクリック.

3. Thiophenecarboxylic acid の項にある 2-Thiophenecarboxylic acid (SUBSTITUTED) の行を
ダブルクリックするか, ハイライトして「Expand」をクリック.
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4. 2-Thiophenecarboxylic acid (SUBSTITUTED) の項にある --, 3-amino- [55341-87-2] の行 (--,
4-amino などでもよい) をダブルクリックするか, ハイライトして「Document」をクリッ
ク.

5. 文献標題の一覧が表示されるので, 見たい文献の標題をダブルクリック.

6. 回答が表示される. レコードの下の方を見ていくと 2-Thiophenecarboxylic acid, 3-amino- の
CAS 登録番号 [55341-87-2] の項目がある.


