Clarivate
クラリベイト

クラリベイトは、
イノベーションを加速するため
に信頼性の高い知見と分析を提供する世界的
リーディングカンパニーです。
過去 150 年にわたる事業継続を通じて、
Web of Science™、Cortellis™、Derwent™、
CompuMark™、MarkMonitor™、Techstreet™ など、
イノベーション・ライフサイクル全般にわたり信頼のある製品
ブランドを築いてきました。これらの製品は、
• 科学と学術研究
• 特許調査と工業規格
• 商標およびドメイン管理
• 製薬およびバイオテクノロジー
などの分野でイノベーションをサポートします。
現在、クラリベイトは、組織の 1 事業部では無く独立した新
会社となり、お客様のアイデアをより速く革新的なイノベー
ションに変えていくためのソリューションを提供するため、
世界中 100 カ国以上で事業を展開しています。（詳しくは
Clarivate.jp をご覧ください。）

Purpose

私たちは、人間の創造への工夫が、世界を変え、
未来をより向上させることができると信じています。

Misson

私たちは、世界中のイノベーターにとって、不可欠なグローバルパートナーとして
重要なデータ・情報・ワークフローソリューション・深い専門知識を提供します。

Vision

私たちは、世界で創造されたことを保護し、
更なる革新を進めるための方法を改善します。

Our values
Aim for greatness

Value every voice

常に挑戦し、継続的にパフォーマ
ンスの 改 善 を追 求し、 私 たちの
行動すべてにおいて最善を尽くし
お 客 様 に 喜 んでいた だくことを
目指します。

私たちの環境は、協力的で、
多様性があり、他を受け入れます。
私たちは、同僚やお客様に対する
尊敬の念をもって共に働きます。
それが 私たちの継 続 的な成 功の
源です。

Own your actions

信頼は行動のつみかさねで築かれ
ます。私たちは、自分自身、同僚、
お客様、そして社会に対する責任
を負って誠実に行動します。

Clarivate のソリューション

Clari
世 界 最 大 級 の 引 用 索 引・研 究 情 報 プラット
フォームWeb of Scienceは、学術領域におけ
る世界的な発見と引用分析を支援します。

学術情報

Web of Science

Organizing the world�s research information.
We make research connect.

サイエンス
グループ
ライフ
サイエンス
Cortellis・
Metacore 他

ライフサイエンスの製品・サービスは
医 薬品・医療機 器 の開発ライフサイクル全般
をカバーしています。

A suite of life science intelligence solutions
that accelerate innovation.

信頼性の高い特許データ、アプリケーション、
サービスで、アイデアから商業化までのイノ
ベーションライフサイクルを支援します。

ivate

World leading patent intelligence, tools and
services that power the innovation lifecycle.

特許調査・
分析
Derwent

商標/意匠調査・
保護
CompuMark

IP（知財)

グループ

ドメイン名
管理

商標のライフサイクルをカバーした包括的
なソリューションと高度な意匠検索テクノ
ロジーを提供します。

Giving brands the ultimate certainty on
trademarks through industry leading
content and expertise.

MarkMonitor

訴訟判例
情報
Darts-ip

様々なドメイン名管理ソリューションを
通じ世界でも有数のブランドに対し高度な
技術と専門知識を提供します。

MarkMonitor helps establish the online
presence of the world �s leading brands –
and the billions who use them.
content and expertise.

学術情報ソリューション

世界最大級の引用索引・研究情報プラットフォーム
Web of Scienceは、学術領域における
世界的な発見と引用分析を支援します。
日本の研究に輝きを

Web of Scienceは 60 年以上にわたり培った高度な分析
力・高品質なコンテンツと最新のIT 技術を活用し、研究を
研究者を支えるWeb of Scienceのプラットフォーム

InCites

加速させることに貢献します。日本のイノベーションに着
想を与え、明日と未来の豊かな社会を目指します。

研究戦略
の立案
スクリーニング

研究成果の
評価
スクリーニング

調査分析レポート

学術情報
プラットフォーム

Web of Science

Web of Science
Author Connect

商標ライフサイクル
コア・ジャーナル
全体を網羅
約 21,000
誌収録

研究成果を
発信
スクリーニング

文献保管と
共有
スクリーニング

論文執筆と
投稿
スクリーニング

Journal Citation Reports

Web of Science
• 査読済みの厳選されたジャー
ナルのみを収録する、世界
最大級の学術文献引用索引

データベース

InCites
• 論文、個人、研究機関、国単

位での分野間の研究パフォー

マンスの分析ができるツール

調査分析レポート

• 機関の強み分析から特定分
野の研究動向調査まで、顧

Web of Science Author Connect Kopernio
• エリア・分野を指定した世界の • 購読済ジャーナルやオープン
一流研究者に、
研究成果・イベ

アクセスの入手可能な論文を

どをメール配信するサービス

ラグイン

客ニーズに合わせた分析レ

ント案内・共同研究の募集な

Journal Citation Reports
• ジャーナル・インパクト・ファ

Publons
• 研究者個人 の 論文・被引用

ポート

クター等の学術雑誌情報を
掲載したデータベース

数・査読状況を入力・管理でき

る無料ツール

自動ダウンロードする無料プ

EndNote
• 文献管理・論文執筆ツール、オ
ンライン版 ( 無料 )とデスクトッ
プ版を提供

Web of Scienceの実績

9,000

1億6,000万

22,000

17億

120年

1,000万

機関が導入

の引用文献情報

のレコード

以上の過去データ

のジャーナル

以上のOA論文にアクセス可能

ライフサイエンスソリューション

ライフサイエンスの製品・サービスは
医薬品・医療機器の開発ライフサイクル全般を
カバーしています。
医薬品と医療機器のイノベーションのライフ
サイクルにわたる膨大なデータを集めると共
に、成功率を向上させ、市場投入までの時間を
短縮するための新しいインテリジェンスを提
供しています。

Cortellisのライフサイエンス向けインテリジェンスソ

リューションを用いれば、製品開発のライフサイクルにお
いて、スピードと確実性を伴った意思決定が可能です。
また、世界に広がる弊社の専門家集団が、創薬のROI向
上のために様々な角度からのアプローチを考察し、それ
を実現するためのコンサルティングソリューションの提
供も行っています。

データ共有、チームワークを改善します。

強力なデータ可視化機能と、データセットを深くそして幅広く掘り下げて分析する能力、高度な分析機能のすべてがチー
ム内のコミュニケーションと協力を強化します。
これら全てはCortellisCloudはスケーラブルな統合された技術プラット
フォームであり、全てのCortellisユーザーへの単一のアクセスポイントを提供します。

数百万のデータポイント、数千の調和したソース
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クラリベイトが
選ばれていることを裏付ける3つの事実

10,000件

+

創薬プロジェクトをサポートしてきた実績

90%

+

製品を導入している製薬企業の割合

CortellisCloud
先進的な
オントロジー

人工知能

1つの統合された技術プラットフォーム 12のAPI

データに基づく
知見および予測分析

オンデマンドの
企業全体のR&D 情報戦略

お客様の
データを統合

150社

+

パートナーシップを結んている企業の数

知的財産情報ソリューション

信頼性の高い特許データ、アプリケーション、
サービスで、アイデアから商業化までの
イノベーションライフサイクルを支援します。
Derwentは、発明者、弁理士、研究開発部門、
ライセンシングの専門家、40以上の特許庁に

対して、洞察と調査分析結果を提供します。
Derwentの信頼性

世界の付加価値特許情報として長い歴史を持ち、世界中
の特許専門家のご意見に応えて、頼られるコンテンツとし

て発展してきました。

50years

Derwent World Patents Index™、Derwent Global
Patent Data、Derwent Patent Citation Index™な ど、
精選された豊富な特許データソースを提供します。

Derwent World Patents Index™(DWPI)
Derwent Patents Citation Index™(DPCI)
Global Patent Data（GPD）
調査・分析ツール
発 明 者 、弁 理 士 、研 究 開 発 部 門 、ライセンシングの 専
門 家 、世 界 各 国 4 0 以 上 の 特 許 庁 に 対して、D e r w e n t
Innovation、Derwent Data Analyzerといった特許調査・
分析ソリューションを提供しています。

特許情報コンテンツ分野において技術と
プロセスのリーダーとして50年の歴史

40

特許情報

+

Derwent Innovation
Derwent Data Analyzer

40以上の特許庁
世界トップ出願人の90%で採用

IP サービス
Derwentのエキスパートチームが、IPライフサイクルのあ

90%

らゆる側面をサポートします。
特許調査サービス
分析サービス

検索結果の90%が

ユーザーの検索に適合

高品質コンテンツと新しい技術の融合により、新しい付加価値を創出

Naming Tool
on
SERION
Organization

高品質コンテンツ

Naming Tool
on SERION
Data

・品質の高いコンテンツ
・専門文書の編集技術

Naming Tool
on Cloud
SERION
Platform

・専門家による索引

新技術
・スマートサーチ
・クラウドコンピューティング
・ビッグデータ対応技術

・データを扱うノウハウ

・機械学習(AI)

・品質重視の組織体制

（＋データサイエンティスト）
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onEditorial
SERION

融合

Naming Tool
onBig
SERION
Data
Analytics

Naming Tool
on SERION
Data
Scientists

商標・意匠ソリューション

商標のライフサイクルをカバーした包括的な
ソリューションと高度な意匠検索テクノロジーを
提供します。
CompuMarkでは新製品のネーミングから、世界各国にお

ける商標使用・登録可能性調査、登録後のウォッチングま
で、お客様ごとの商標におけるニーズを理解し、あらゆる
リスクを軽減するためのソリューションを提供しています。
最先端技術が適用されたオンラインツールを利用する、

セルフサービス式ソリューションと、依頼ごとにアナリスト
が対応するプロフェッショナルサービスを組み合わせ、
商 標 調 査と保 護 を支 援します。また、意 匠 分 野 で は、
最新のテクノロジーを駆使した画期的な調査・分析サー
ビスを提供します。

Naming Tool
on SERION®

＜オンラインツール＞
海外：SAEGIS

意匠検索・
分析

＜オンラインツール＞
海外：TM go365

ネーミング

管理・更新

スクリーニング

商標ライフサイクル
全体を網羅
保護・監視

＜オンラインツール＞

調査

Watch on
SERION®

Japanese Search

＜プロフェッショナルサービス＞
フルサーチ

出願・登録

オンラインツール
ネーミング

スクリーニング

Naming Tool
on SERION®

SAEGIS®
on SERION®

AI を利用した画期

世界 186 カ国に対

リアランスツール

分析ツール / 意匠

的 なネーミングク

プロフェッショナルサービス

TM go365TM
AI 機 能 を 備 え た

調査

Japanese
Search

フルサーチ

Watch on
SERION®

アナリスト対応の

世界中のブランド

アランス調査

監視サービス

応した商 標 検 索・

文 字・ 図 形 商 標

40 年の歴史を持つ
Brandyの後継とな

検索・分析ツール

ツール

ナル向け国内調査

及 び、 意 匠 調 査

保護・監視

るプロフェッショ
ツール

高品質な商標クリ

が信頼を置く商標

ドメイン名管理ソリューション

様々なドメイン名管理ソリューションを通じ
世界でも有数のブランドに対し高度な技術と
専門知識を提供します。

専任のカスタマーサービス、グローバル管理に適したドメ
イン管理システムおよび各コンサルティングサービスにより
複雑なドメイン管理をグローバルでサポートします。

MarkMonitorが世界有数のブランドに選ばれる理由
• 最先端のテクノロジー
• グローバル対応
• パートナーシップ
• 専任アナリストによる万全なサポート体制
• フォーチュン100企業の半分以上がMarkMonitorのサー
ビスを利用

MarkMonitorの価値

98%

顧客満足度

FORTUNE

100

Fortune100の半数以上が
MarkMonitorの利用者

ICANN 認定レジストラ：世界で最も影響力のある企業の多くが、
そのドメイン管理で信頼をおいている

沿革

Clarivate（クラリベイト）の事業は、1864 年に動物生物
学の世界最古の継 続 的データベースであるZoological
Record の基 礎から始まりました。長年にわたって進化

し、信頼できるインサイト、分析、コンテンツを幅広く追加
することでお客様のニーズに応えてきました。
Clarivate（クラリベイト）としては、2016 年10 月3 日にト
ムソンロイターのIP& サイエンスビジネス部門が、Onex
and Baring Private Equity Asia に売 却され、独 立した
企業となったところから始まります。その後、2019 年 5 月
13 日にChurchill Capital Corp と合併し、ニューヨーク
証 券取引所にNYSE:CCC;CCC.WS として上場し、現
在に至ります。
豊かなバックグラウンドからの蓄積と、世界をまたぐ足跡
が革新的なビジネスと組み合わさったこの業界は、他に
類を見ないでしょう。

当社には、世界 42 ヵ国 4,300 人以 上の 従 業 員がおり、
アメリカ(37%) 、ヨーロッパ (27%) 、アジア(36%) と世界
中のお客様をサポートしています。お客様は、大学・非営
利団体・資 金提 供 団体・出版社・企業・政 府機 関・法 律
事 務 所など、世界をリードするさまざまなイノベーター
の皆様です。
パートナープログラムでは、業 界のリーダーカンパニー
や様々な組織と200 以上のパートナーシップを締結して
います。これにより、お客 様、パートナー、当社それぞれ
に、他にはない価 値と相互に成 功をもたらす、強 力なサ
ポートとコラボレーションの基盤を構築しています。
今後もお客様が、新しいアイデアから人々の暮らしを変
えるようなイノベーションを提供するまでの時間を短縮
できるよう支援する、という重要な使命を担い続けてい
きます。

お問合わせ先
クラリベイト
〒107-6118

東京都港区赤坂5丁目２番20号 赤坂パークビル18階

TEL: 03-4589-3100
clarivate.com/ja
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