
1

「第第第第 10 章章章章 SciFinder Scholar」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 (Author Name)
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

1. SciFinder Scholar のトップメニューで

 をクリック.

2. 著者名の姓と名, 必要ならミドル・イニシャ

ルを入力.

3.　名をイニシャルで入力しておくと, このようにそのイニシャルで始まる名前も候補として挙げられ

て来る. 適当なものを選択して「Get References」をクリック.

4. 回答リストが表示されるので,  をクリックすると詳細が表示される.
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問題問題問題問題 A-2
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.  (Refine を使う)

解答例解答例解答例解答例

1. Last name に NOYORI, First name に RYOJI
を入力して「OK」をクリック.

2. 候補が示される. ここでは NOYORI R も選択して「Get References」をクリック.

3. 687 件の回答があった. これを絞り込むため

に, 「Analyze or Refine References」をクリック.

4. Analyze と Refine の選択画面で  を
クリック.

5. Refine の項目が示されるので, ここでは  をクリック.

6. STEREOSELECTIVE HYDROGENATION　と入力して「OK」をクリック.
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7. 98 件の回答が得られた. 一番先頭の文献の  をクリックすると回答が表示される.

8.  または  アイコンをクリックすると ChemPort の画面が開く.

9. この電子ジャーナルを図書館または個人で購読している場合は「HTML」または「PDF」
のボタンをクリックすると全文が表示される (この場合は PDF).
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問題問題問題問題 A-3
白川英樹 (Shirakawa Hideki) 先生のポリアセチレン (polyacetylene) に関する一番古い文献 (リ
ストの一番最後の文献) を調べなさい.  (Analyze で東工大を選択)

解答例解答例解答例解答例

1. Last name に SHIRAKAWA, First name に
HIDEKI を入力して「OK」をクリック.

2. 候補が示される. ここでは SHIRAKAWA H も選択して「Get References」をクリック.

3. 529 件の回答があった. これを絞り込むた

めに, 「Analyze or Refine References」をクリッ

ク.

4. Analyze と Refine の選択画面で 
をクリック.

5. Refine の項目が示されるので, ここでは  をクリック.

6. POLYACETYLENE と入力して「OK」をクリック.
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7. 280 件の回答が得られた. 東京工業大学 (Tokyo Institute of Technology) の文献に限定する

ために, 再度「Analyze or Refine References」をクリック.

8. Analyze と Refine の選択画面で  をクリック.

9. ここでは「Company/Organization」で Analyze することにし, 結果はアルファベット順に表示す

ることとする.

10. 機関名 (大学名) が表示されたので, Tokyo Inst Technol, Japan と Tokyo Inst Technology,
Japan を選択し, 「Get References」をクリック.
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11. 20 件の回答が得られた. 一番最後の文献の  をクリックすると回答が表示される.
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問題問題問題問題 B (Research Topic)
問題問題問題問題 B-1
狭心症 (heart attack) における低密度コレステロール (low density cholesterol) に対する食事療

法 (diet) の効果について, 一番文献の多い著者の文献を一件調べなさい.  (Author Name で
Analyze する, anonymous は除くこと)

解答例解答例解答例解答例

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. トピック欄に「effect of diet on low density cholesterol for heart attack」と入力, 「OK」をクリック

(前置詞は何でも良いが, 概念の切れ目を示すために必要).

3. 検索の候補が示された. 29 文献には diet, low density cholesterol, heart attack の三つの概念

が密接に関連して記述されている. 595 件の文献には三概念がレコードのどこかに記述されている.
この二つの候補を選択し, 「Get References」をクリック.

4. 595 件の回答が得られた. ヒットした語は青くハイライトされている. 著者の分布を調べるため,
「Analyze or Refine References」をクリック.
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5. Analyze と Refine の選択画面で  をクリック.

6. ここでは Author Name で Analyze し, 結果は多い順 (by frequency) に表示することとする.

7. Anonymous (無記名) を除くと, 一番文献が多い著者は Gott A. M. Jr. なので, これを選択し,
「Get References」をクリック.

8. 13 件の回答があった. 一番先頭の文献の

 をクリックすると回答が表示される.
ヒットした語は青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
ごみ (waste) の焼却 (incineration) とダイオキシン (dioxin) の関係に関する総説 (General
Review) を一件調べなさい.  (Analyze を使う)

解答例解答例解答例解答例

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  を
クリック.

2. トピック欄に「dioxin from incineration of waste」と
入力, 「OK」をクリック.

3. 検索の候補が示された. 7 文献には dioxin from incineration of waste という語句がそのとおり

記述されている. 1811 文献には dioxin, incineration, waste の三つの概念が密接に関連して記述

されている. 3390 件の文献には三概念がレコードのどこかに記述されている. 先頭の二つの候補

を選択し, 「Get References」をクリック.

4. 595 件の回答が得られた. ヒットした語は青くハイライトされている. 総説に絞るため, 「Analyze
or Refine References」をクリック.

5. Analyze と Refine の選択画面で  をクリック.

6. ここでは Document Type で Analyze し, 結果は alphabet 順に表示することとする.
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7. General Review を選択し, 「Get References」をクリック. 217 件の回答が得られた.

8.  をクリックし, 回答のひとつを表示した.
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問題問題問題問題 B-3
狂牛病 (mad cow disease) とプリオン (prion) の構造 (structure) についての日本語の文献を一

件調べなさい.  (Analyze を使う)

解答例解答例解答例解答例

1. SciFinder Scholar のトップメニューで 
をクリック.

2. トピック欄に「structure of prion of mad cow
disease」と入力, 「OK」をクリック.

3. 検索の候補が示された. 46 文献には structure, prion, mad cow disease の三つの概念が密接

に関連して記述されている. 274 件の文献には三概念がレコードのどこかに記述されている. この
二つの候補を選択し, 「Get References」をクリック.

4. 274 件の回答が得られた. ヒットした語は青くハイライトされている. 日本語文献に絞るため,
「Analyze or Refine References」をクリック.

5. Analyze と Refine の選択画面で をクリック.

6. ここでは Language で Analyze し, 結果は alphabet 順に表示することとする.
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7. Japanese を選択し, 「Get References」をクリック.

8. 11 件の回答が得られた.  をクリックすると回答が表示される. ヒットした語は青く
ハイライトされている.
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問題問題問題問題 B-4
導電性ポリマー (electroconducting polymer) の液晶ディスプレイ (liquid crystal display) への応

用に関する日本特許を一件調べなさい.  (Analyze を使う)

解答例解答例解答例解答例

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  を
クリック.

2. トピック欄に「electroconducting polymer for liquid
crystal display」と入力, 「OK」をクリック.

3. 検索の候補が示された. 13 文献には electroconducting polymer, liquid crystal display の二つ

の概念が密接に関連して記述されている. 25 件の文献には二概念がレコードのどこかに記述され

ている. この二つの候補を選択し, 「Get References」をクリック.

4. 25 件の回答が得られた. ヒットした語は青くハイライトされている. 日本特許に絞るため,
「Analyze or Refine References」をクリック.

5. Analyze と Refine の選択画面で  をクリック.

6. ここでは Journal Name で Analyze し, 結果は alphabet 順に表示することとする.
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7. Jpn. Kokai Tokkyo Koho を選択し, 「Get References」をクリック.

8. 16 件の回答が得られた.  をクリックすると回答が表示される. ヒットした語は青く
ハイライトされている.

9.  アイコンをクリックすると ChemPort の画面が開く.

10. esp@cenet のアイコンをクリックすると欧州特許庁のページにリンクする.
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11. 特許番号がハイライトされているので, これをクリック.

12. 特許の PDF が表示される.
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問題問題問題問題 C (Chemical Substance or Reaction – Substance Identifier)
問題問題問題問題 C-1
Antimony fluoride の用途 (Uses) に関する文献を一件調べなさい (分子式で調べるのがよい,
名前で調べるときは Antimony pentafluoride を使う必要がある).

解答例解答例解答例解答例

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

3. 分子式の欄に「Sb F5」と入力して「OK」を

クリック (SbF5 のようにくっつけるとあいまい

になる場合があるので, スペースを入れるの

が好ましい).

4. 四件の化合物が表示された. 最後のもの

[7783-70-2] が探しているものと思われる.

 をクリックすると詳細が表示される.
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5. 名前からもこの化合物で間違いがないので,
一旦「Close」をクリックして閉じる.

6. 「Get References」をクリック.

7. 選択画面になるので, 「Selected substances」,
「Only the following types」をクリックし, 「Uses」
を選択する. 「OK」をクリック.

8. 609 件の文献が得られた.  をクリックすると文献の詳細が表示される.

9. 文献レコードの下の方を見ていくと, Antimony pentafluoride の索引項目が表示されており,
alkylene oxide 製造の catalyst として使用されていることがわかる.
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問題問題問題問題 C-2
ロレンツォの油 (Lorenzo's oil) の合成 (Preparation) 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

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

3. 名称の欄に「LORENZO'S OIL」と入力して「OK」をクリック.

4. 一件の化合物が表示された.  をクリック

すると詳細が表示される.

5. 名前からもこの化合物で間違いがないので,
一旦「Close」をクリックして閉じる.

6. 「Get References」をクリック.
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7. 選択画面になるので, 「All substances」, 「Only the following types」をクリックし, 「Preparations」
を選択する. 「OK」をクリック.

8. 四件の文献が得られた.  をクリックすると文献の詳細が表示される.
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問題問題問題問題 C-3
Indomethacin の毒性 (Toxicity) 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

1. SciFinder Scholar のトップメニューで

 をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

3. 名称の欄に「INDOMETHACIN」と入力して「OK」をクリック (綴りに不安があるときは, 複数の

綴りを入力するとよい).

4. 一件の化合物が表示された.  をクリックすると詳細が表示される.

5. 回答の下の方には計算された物性データが記載されている. 名前からもこの化合物で間違い

がないので, 一旦「Close」をクリックして閉じる.

6. 「Get References」をクリック.
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7. 選択画面になるので, 「All substances」, 「Only the following types」をクリックし, 「Adverse
Effect, including Toxicity」を選択する. 「OK」をクリック.

8. 3691 件の文献が得られた.  をクリックすると文献の詳細が表示される.
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問題問題問題問題 C-4
Ozone の分析 (Analytical Study) 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

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

3. 名称の欄に「OZONE」と入力して「OK」をクリック.

4. 一件の化合物が表示された.  をクリックすると詳細が表示される.

5. 名前からもこの化合物で間違いがないので,
一旦「Close」をクリックして閉じる.

6. 「Get References」をクリック.

7. 選択画面になるので, 「All substances」, 「Only the following types」をクリックし, 「Analytical
Study」を選択する. 「OK」をクリック.
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8. 4283 件の文献が得られた.  をクリックすると文献の詳細が表示される.
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問題問題問題問題 D (Chemical Substance or Reaction – Chemical Structure)
問題問題問題問題 D-1
次の化合物 (exact match) 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

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

3. 構造作図画面が表示されるので, 各種ツ

ールを使って構造を作図.

4. 構造が作図できたら「Get Substances」をクリ

ックすると, 選択画面となるので, exact match
を選択し, 「OK」をクリック.
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4. 一件の化合物が表示された.  をクリックすると詳細が表示される.

5. 一旦「Close」をクリックして閉じる.

6. 「Get References」をクリック.

7. 選択画面になるので, 「Selected substances」, 「All references」を選択する. 「OK」をクリック.

8. 一件の文献が得られた.  をクリックすると文献の詳細が表示される.
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9. レコードの下の方を見るとこの化合物の索引が示されている. 反応中間体であることがわかる.
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問題問題問題問題 D-2
次の構造を含む化合物 (substructure) の合成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

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

3. 構造作図画面が表示されるので, 各種ツールを使って構造を作図する. この構造はたとえば次

のように作図することもできる.

4. 「Template」メニューから

「Monocarbocyclic…」を選択.

5. 候補から cyclopropane 環をクリック.

6. 画面をクリックすると cyclopropane 環が作

図できた.
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7. 中央の cyclopropane 環を反転するために, まず,  をクリックして, 環の周りを線で囲む.

8. 「Tools」メニューから「Flip Vertical」を選択すると環が上下に反転する.

9. cyclopropane 環同志を縮合するため,  をクリックして縮合する結合を Shift キーを押しな

がら選択する. 選択された結合は赤くハイライトされる.

10. 「Tools」メニューから「Fuse Fragments」を選択すると, 選択された結合が縮合する.
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11. これを繰り返して, もうひとつの cyclopropane 環も縮合させる.

12. 構造が作図できたら, 「Preview」をクリック.

13. 「Preiview」の画面で「Answers」を選択し, 「OK」をクリック.

14. 予想回答件数は 31 と示され, 回答例が表示される. この構造には作図した構造が含まれて

いるが, より大きい環系となっている. このような大きな環系を除くため, もとの作図画面にもどって,
縮合を禁止することにする.
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15. 環の縮合を禁止するには  をクリックする (元に戻すときはもう一度クリック).

16. 縮合が禁止されると, 結合が太く表示される. 本番の検索をするために「Get
Substances」をクリック.

17. substructure を選択して, 「OK」をクリック.

18. 二件の回答が得られた. 片方は重水素の

入った異性体である. 文献を見るために「Get
References」をクリック.

19. 「All substances」, 「Only the following types」をクリックし, 「Preparation」を選択する. 「OK」を

クリック.
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20. 一件の文献が得られた.  をクリックすると文献の詳細が表示される.

21. 文献レコードの下の方を見ていくと, この化合物の索引項目が表示され, preparation の文献

であることが確認できた.
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問題問題問題問題 D-3
Template で steroid を選択し, 任意の骨格を選択して作図画面に移しなさい. これを

substructure で検索したのち, 回答の構造のひとつを調べなさい.

解答例解答例解答例解答例

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

4. 構造作図画面の「Template」メニューから「Steroid…」を選択.

5. 候補から適当な環選択してクリック.

6. 画面をクリックするとその環が作図できた.

7. 「Get Substances」をクリック.

8. substructure を選択し, 「OK」をクリック.
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9. 740 件の回答があった. 一番目の化合物の  をクリックすると, その化合物の詳細が表示

される.

10. 文献を見るため, 一旦「Close」をクリックして閉じる.

11. 「Get References」をクリック.

12. 選択画面になるので, 「Selected
substances」, 「All references」を選択する.
「OK」をクリック.

13. 一件の文献が得られたので,  をクリッ

クすると文献の詳細が表示される.
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問題問題問題問題 D-4
次の反応に関する文献を一件調べなさい.

(テキストの構造は二重結合

の位置に誤りがあったので ,
訂正する. テキストの構造で

も検索は可能)

解答例解答例解答例解答例

1. SciFinder Scholar のトップメニューで  をクリック.

2. Explore by Chemical Substance のメニューで  をクリック.

3. 構造作図画面が表示されるので, 各種ツールを使って構造を作図する. この構造はたとえば次

のように作図することもできる.

4. 左のツールから  を選択し, 画面上でクリックして, ベンゼン環を作図.

5. 今作図したベンゼン環の結合の上でもう一度クリックすると, 縮合した形で作図できる.
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6. もう一度結合の上でクリックすると, 更に縮

合した環が作図できる. この時, 結合価が超

過するという警告がでるが, 無視する.

7. 結合を修正する.

8. ツールをクリックして, 環を囲む.

9. 「Edit」メニューから「Copy」を選択.
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10. 「Edit」メニューから「Paste」を選択すると, コピーされた構造が貼り付けられる.

11. この状態でドラッグして, 適当な場所まで移動する.

12.  を選択して , 二つの構造の間に線を引くと , 自動的に反応の矢印となり ,
reactant/reagent, product の指定がおこなわれる.
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14. 構造の詳細を修正.

15.  をクリックしたのち, 両方の構造で対応する原子をクリックし, 対応番号を振る (マップ).

16.  をクリックして環の縮合を禁止し, 「Get Reactions」をクリック.

16. 一件回答が得られた.  をクリックするとその論文中のすべてのヒットした反応が表示され

る.

17. 文献の詳細を見るには一旦「Close」をクリックして, 「Get References」を
クリック.

18. 「Selected reactions」を選択して, 「OK」をクリック.
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19. 一件の文献が得られたので,  をクリックすると文献の詳細が表示される.


