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■ SciFindern とは 

 

SciFindern (サイファインダー・エヌ) は，研究者が必要とする科学情報を高度な検索エンジンとシン

プルで使いやすいインターフェースで調べることができる便利なデータベースです．論文・特許に加え，

世界中の化学物質および有機化学反応情報を広く検索できます．世界中の研究者により研究・開発

の最前線で活用されています． 

【SciFindernで調べられる情報】 

 文献： 化学・化学周辺分野の論文・特許情報 (1808 年～) 

 PubMed (MEDLINE) 由来の医学文献情報 (1946 年～) 

 物質： CAS 登録番号のついた全物質の情報 (1907 年～) 

 試薬・化成品カタログ情報 

 反応： 有機化学反応情報 (1840 年～) 

 入力した最終生成物から逆合成解析を行い，様々な合成ルートを提案する 

 Retrosynthesis Planner (https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/retrosynthesis) を搭載 

※ 詳しい情報についてはこちら (https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/) をご覧ください． 

 

 

■ 利用について 

 

 ユーザー登録 

初めて利用する際にはユーザー登録が必要です． 

登録方法は「SciFinder ユーザー登録方法 (学内からのみアクセス可能)」をご覧ください． 

 SciFindernアクセス先 URL 

https://scifinder-n.cas.org/ 

https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/retrosynthesis
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/
https://scifinder-n.cas.org/


 推奨システム環境 

こちら (https://www.cas.org/products/scifinder-n/system-requirements) をご覧ください． 

 サービス時間 

24 時間利用可能です． 

 利用規約 

こちら (https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/infopolicy/) をご覧ください． 

 学外からの利用 

学外からの利用に際しては，専用の設定が必要です．詳しくは学外のネットワーク担当者にお問い

合わせください． 

 

 

■ 利用マニュアル・参考資料 

 

詳しい利用方法については，以下をご参照ください． 

★ SciFindern検索ガイド (化学情報協会作成)  https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn.pdf 

★ SciFindernの構造作図 (化学情報協会作成)  https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_str.pdf 

★ SciFindern技術資料ページ (化学情報協会)  https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html 

★ e-ラーニング（自習用教材・英語）(CAS)  https://www.cas.org/support/training/scifinder-n 

 

 

■ 便利なサービス 

 

 JAICI Science Dictionary 

日本語から英語，英語から日本語の専門用語を調べることができ，同義語やキーワードの階層関

係を含めて Web 画面で確認できます．SciFindern のキーワード検索と合わせてご利用ください． 

 

 

■ よくある質問・トラブルについて 

 

 SciFinderｎを初めて利用します． 

最初にユーザー登録が必要です．詳しくは上記「利用について」の項をご確認ください．ユーザー登

録には所属する学校のドメインのメールアドレスが必要です． 

 

 ユーザー登録したのにログインできません． 

SciFindernのユーザー登録は，登録サイトでの入力後にCASから送られる確認メールに記載された

リンクをクリックすることで完了します．リンクのクリックは 48 時間以内に行ってください． 

 

 ユーザネーム，パスワードを忘れてしまいました． 

SciFindernログイン画面 (https://scifinder-n.cas.org/) にある「Forgot Username or Password?」の
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リンクから Username (ログイン ID) またはメールアドレスを入力し，表示される秘密の質問 (ユー

ザー登録時に設定) に回答することでパスワードをリセットできます．詳細はこちら 

(https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_pwreset.pdf) をご参照ください．登録時からメールアド

レスが変わっている場合，この方法は利用できません．化学情報協会までご連絡ください． 

 

 登録時からメールアドレスが変更になりました． 

進学等でメールアドレスが変わった場合，新規にユーザー登録せず，既存アカウントの登録メール

アドレスを更新してください．SciFindernにログイン後，右上にある「Account」のリンクをクリックし，

「My CAS Profile」を選択します．新しく開く画面で「Contact Information」の項目の鉛筆マークをクリ

ックして開く画面で現在のメールアドレスに更新します．詳細はこちら 

(https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_pwchg.pdf) をご覧ください． 

 

 SciFinderｎにログインできません． 

「Username or password is incorrect.」のエラーメッセージが出る場合 

入力した Username (ログイン ID) とパスワードをご確認ください．必要に応じて，パスワードリセット

をお願い致します． 

「This account is not authorized for access at this time」のエラーメッセージが出る場合 

長期未使用によりアカウントが凍結されていることがあります (後述)．また，ブラウザのお気に入り

からアクセスしている場合，上記アクセス先 URL (https://scifinder-n.cas.org/) からのアクセスをお

試しください． 

「Access to SciFindern is not authorized from this IP address」のエラーメッセージが出る場合 

SciFindernへは学内ネットワーク環境下からのみアクセス可能です．学内からアクセスされているに

もかかわらずこのメッセージが出る場合は，表示された IPアドレス情報と併せて大学の管理者の方

にご連絡ください． 

 

 検索の仕方がよくわかりません． 

検索ガイドやこちらの技術資料を参考にしていただくか，化学情報協会ヘルプデスクまでお問い合

わせください． 

 

 卒業後も利用可能ですか？ 

SciFinderｎは，本学の構成員である学生および教職員のみ利用資格があります．ユーザー利用規

約につきましてはこちら (https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/infopolicy/) をご覧ください． 

 

 一年以上使っていなかったらログインできなくなりました． 

アカウントの不正利用防止のため，長期間利用のないアカウントは凍結されます．引き続き利用を

希望する場合，事前に送られる確認メール中のリンクをクリックすれば，削除対象から除外されま

す．凍結後に再利用を希望する場合は，新規にアカウントを取得せず，図書館または化学情報協

会にご連絡ください． 
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■ 利用規約・その他 

 

 利用規約 

 SciFinderｎは，本学の構成員である学生および教職員のみ利用資格があります． 

 SciFinderｎの利用は教育機関での学習・研究を目的としており，商業的研究のためには利用で

きません． 

 アカウントの共有・譲渡は禁じられています．利用される方ご自身の ID で利用をお願いします．

またアカウントの所有は「1 ユーザあたり 1ID」となっています． 

 契約上，ダウンロード可能な件数は合計 5,000 件までです．また，1 回の操作でダウンロード可

能な件数は最大 100 件です． 

 利用規約に違反した場合，SciFinderｎへのアクセス権が消滅する可能性があります．利用規約

の遵守にご協力をお願いします． 

 原文はこちら (https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/infopolicy/) をご覧ください． 

 

 複数 ID 取得に関するご注意 

SciFindernの ID を取得できるのは，1 ユーザーあたり 1 つだけです． 

大学院進学等でメールアドレスに変更があった場合は，新しい ID を取得するのではなく，こちら 

(https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_pwchg.pdf) を参考に登録メールアドレスを変更してくだ

さい．また，ID や password を忘れた場合は，こちら 

(https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_pwreset.pdf) をご覧ください． 
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