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2方針変更の背景

より幅広い研究者層が活用できるサービス
CAS SciFinder Discovery Platform for Academics

配合

ライフ
サイエンス

薬理

分析

多くの大学で活用
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3CAS SciFinder Discovery Platform for Academics 

 教育研究機関を対象にした、
教育および研究活動をより包括的に
サポートするためのサービス

 新規コンテンツを含む、
化学とライフサイエンス両分野の
ソリューションを提供
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• CAS SciFinderⁿ
化学をはじめ物質科学分野全般に対応した
科学情報検索サービス

• CAS Formulus®

製剤・配合情報に特化した検索サービス

• CAS Analytical MethodsTM

分析手法の調査に特化した検索サービス

• ChemZent®

世界最古のドイツ語の化学抄録誌を英語に
翻訳した追加コンテンツ
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CAS SciFindern

科学情報検索ツール

CAS FormulusChemZent
最古の化学情報誌

Drug
Discovery

ライフサイエンス
分野の強化

・世界最大の製剤・配合情報検索ツール
・専用のインターフェイス有り

CAS Analytical 
Methods

・分析手法検索ツール
・専用のインターフェイス有り

相互にリンク
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化学系、薬学系分野のみならず生物・バイオ系、医学系、
農学系など、科学分野全般の研究領域をカバー



CAS SciFindern



© 2022 化学情報協会

8CAS SciFinderⁿ

 傑出したコンテンツ
世界中の論文・特許はもちろん、
化学物質および反応情報など、化学
に関係する情報を網羅的に検索

 専門技術
科学的な情報を認識した強力な検索
エンジンを搭載

 専門家の知識
CAS の科学者の知識がテクノロジー
と連携し、単一的な回答だけでなく、
関連情報を含む幅広い情報を提供
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 傑出したコンテンツ
科学技術分野の文献に限らず、生物
医学分野の文献(MEDLINE(PubMed))
も収録

 より速く、的確に
CAS 独自の適合性アルゴリズムで、
科学的に重要な文献を即座に入手

 情報を見逃さない
アラートを簡単に設定でき、研究
分野の最新の学術論文や特許を
常に把握できる
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 世界トップの収録数
有機化合物、核酸・タンパク質、
ポリマー、無機化合物、配位化合物、
合金など、CAS 登録番号
(CAS RN®) を持つ物質を全て
収録した世界最大のデータベース

物性情報だけでなく、規制情報や
試薬カタログ情報も収録
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 逆合成解析
既存の化学物質だけでなく、新規物質
についても、入力した最終生成物から
逆合成解析を行い、予測反応を含む
様々な合成ルートを自動で提案
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 傑出したコンテンツ
CAS が独自に保有する核酸・アミノ酸・
タンパク質のコレクションのほか、
NCBI が公開する配列情報コレクション
計 7 億以上の配列情報を検索可能

 専門技術
BLAST、CDR、Motif検索など、配列
検索のニーズをサポートする多様な
検索オプション

 シームレスな検索
CAS SciFinderⁿ 画面から配列検索可能
出典元の文献情報にも素早くアプローチ
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https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsptsci.0c00167
Kneller, R. (2010). The importance of new companies for drug 
discovery: origins of a decade of new drugs Nature Reviews 
Drug Discovery, 9 (11), 867-882 DOI: 10.1038/nrd3251

Academic Drug Discovery

医薬品発見の源
1998年から2007年に承認した新薬 252 のうち、
約24％が大学で発見されたもの

大学発の治療薬
• 化学療法剤（シスプラチン、パラプラチンなど）
• 糖尿病治療薬（インスリン）
• HIV治療薬（プレジスタ、ビリアード）
• アレルギー（アレグラ）

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsptsci.0c00167
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CAS          
Biosequences

Bioactivity  
Knowledge Base*1 今後の強化

CAS SciFinderⁿ におけるライフサイエンス分野の強化

核酸・タンパク質の配列検索
7 億以上の配列情報を収録し、
BLAST/CDR/Motif 検索が可能

医薬品設計において重要な
構造活性相関 (SAR)および、
ADMET*2 の情報を追加
*1 2023 年前半までに実装予定
*2 医薬品が服用されてから体外に排泄され
るまでの経過を示し、薬物の薬効と毒性
に関係する重要な項目
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 物質科学に関する情報を網羅的に収録

 欲しい情報が、すぐに見つかる
⇒科学的な情報を認識し、回答を関連度順表示

 化学に限らず、ライフサイエンス分野も大幅強化



ChemZent
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世界最古のドイツ語の化学抄録誌である
Chemisches Zentralblatt を英語に翻訳したコンテンツ

より網羅的な検索に
歴史的に価値のある文献情報を多数収録
1969 年以前の文献の検索対象が
約 2 倍に拡大
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 化学技術の歴史的基盤
1830 年から 1969 年までのドイツ語抄録
出版物の英語翻訳、80 万以上の文書と
300 万以上の抄録を収録

 独占的なオンラインアクセス
Chemisches Zentralblattの唯一のオン
ラインソースで、英語の抄録を機械翻訳し、
オリジナルのドイツ語版にアクセス可能

 完全な統合
CAS SciFinderⁿワークフローにシームレス
に適合するように索引付けされ、
CASで統制された語彙を使用
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 基礎化学の習得に役立つ、重要な文献を多数収録

 より網羅的な検索が可能に



CAS 
Analytical Methods
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化学物質や生体分子に関する分析手法の調査に特化したサービス
• 収録分野：薬理学、HPLC 分析、食品分析、天然物単離分析、水分析など
• 収録内容：詳細な分析手順、測定機器、バリデーションデータを含む分析情報

分析手法
装置

バリデーション

項目ごとに
整理手順

CAS Analytical Methods
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 連携
CAS SciFinderⁿ の文献検索から、
分析手法を表示

 包括的
有機化合物、バイオアッセイ、水質
分析など、多岐にわたる研究分野の
分析情報を習得

 フォーカス
分析化学のプロセスを念頭に置いて
設計されており、分析対象、
マトリックス、分析機器など、
多様な観点から検索可能
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 化学物質を取り扱う、幅広い研究分野で活用できる
⇒抽出、分離、精製、物質同定、定量など、あらゆる研究フローで役立つ

 多様な観点からの検索が可能
⇒所有の分析機器で可能な分析、分析対象や分析手法を指定した
柔軟な検索も可能



CAS Formulus
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医薬品・農薬・化粧品を中心とした製剤・配合情報検索サービス
• 重点分野 : 医薬品、農薬、化粧品
• 一部収録分野 : コーティング剤、⽇用品、食品、材料
• 収録内容：配合の構成成分や機能、形状、各成分の価格情報や規制情報

CAS Formulus
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 合成の先にある科学技術
有効成分と賦形剤に関する情報に
アクセスすることで、製剤の起源と
有効性を理解することが可能

 市場を見通す
特許、ジャーナル、および医薬
添付文書から収集した製剤データを
使用して、文献を超えた洞察を得る
ことが可能

 包括的な情報
構成成分だけでなく、製造工程や
活性試験情報、規制情報まで確認可能
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 複数の物質を含む配合の検索や、機能からの物質検索が可能
⇒配合設計に限らず、創薬、薬物動態の研究分野でも活用できる

 雑誌論文だけでなく、特許や医薬添付文書の情報を収録
⇒最新技術の調査や、産学連携、研究費の申請に役立つ
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CAS SciFinder Discovery Platform for Academics は

これまで以上に幅広い分野の研究をサポートします



CAS SciFinder Discovery Platform 
for Academics お問合せ窓口

化学情報協会 情報事業部
TEL : 0120-151-462

E-mail : customer@jaici.or.jp
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