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研究開発部門から経営層への拡大
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特許管理システム

3GHz以上（シングルコア相当）CPU
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OS

その他

メモリ

OS
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RDBMS

２GB 以上 (推奨４ＧＢ 以上)

Internet Information Server 7.5 以上
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Oracle 11g R2 Standard Edition 以上
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ハードウェア
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ソフトウェア

（推奨）512MB 以上

Microsoft Windows XP 以降　　

Webブラウザー ： Internet Explorer 6.0 以上

Microsoft Windows Server 2008（R2）

●お求めは信用のある当社で

1013SZ2

2013年10月現在

キヤノンITソリューションズ株式会社　パテントソリューション担当

販売元/

〒140-8526　東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産 天王洲ビル
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O p t i o n  T o o l s

▼ 承認回覧オプション

1.頻繁に発生する急な経路変更や追加が可能。
関連特許担当部署にも承認が必要になった・・・
重要案件なので、急遽取締役にも決裁してもらうことになった・・・
部署の異動はしているが、当初の発明者の判断を取りつけたい・・・

2.まとめ承認、個別承認の選択ができます。
承認すべきメールが日々大量に送信されてきて困る…
選択した案件をまとめて承認したい…

3.発明者にもやさしい操作性を実現。
発明者には必要な項目だけ表示、入力させたい・・・
操作性等で問い合わせが頻繁に来て対応が大変・・・
ユーザーや業務に合わせた画面を自分たちで自由作成したい・・・

既存のワークフローシステムでは対応できない知的財産部門における様々な承認回覧業務。
承認回覧オプションはシンプルな設定で円滑かつスピーディーに行うことができるので、知的財産を守るとともに企業競争力を強化します。

▼ 契約管理オプション

機密保持契約やライセンス契約など企業間の契約業務は複雑化の一途をたどっています。
契約管理システムは、こうしたさまざまなシーンで発生する契約書を、契約申請から締結に至るまでの、現場担当者と知財法務部門との円滑な
やりとりを可能にします。また更新期限の自動メール通知機能等、漏れの無い管理を実現します。

追加したい
メンバーを選択

選択された複数案件
からの起案処理

メールのＵＲＬから案件へ
ダイレクトアクセス

必要項目のみ表示 承認ダイアログ起動後
コメント送信

一括承認

現場 知財／法務

1.「研究開発部門・営業部門」と「法務知財部門」との円滑なやり取りを実現。

契約画面 （国内外）
特・実・意・商

2.特許案件から契約情報へのシームレスな連携を実現。

更新期限
メール

契約一覧

3.契約期限の自動案内（メール通知）と特許案件へのシームレスな連携。



知的財産管理の新たなスタイル

国内外出願の期限管理、履歴管理、費用管理など、
管理業務をトータルにサポートします。

新たな管理システムに合わせて、長年培った企業の知財業務を

変更することは大きな負担になります。

いかに導入の負担を抑えて、管理業務を効率化するか。

その考えを実現できるシステムがPatentManagerです。

システムがお客様の知財業務のノウハウを継承。

企業ごとに自由に設計し、管理することができます。

お客様それぞれの導入課題に対応した柔軟な機能

特許管理システム

「画面」を自分達の
使いやすいレイアウトに

変更したい。

お客様の導入課題を解決するためのフレキシブルな機能を搭載

PatentManager 6

「業務（メニュー）」を
自社の運用体系に
合わせたい。

「管理項目」として、
自社独自の項目も
管理したい。

「帳票」は自社の
レイアウトで発行する
必要がある。

業務を効率化するため
に出来るところは
「自動化」したい。

キャビネットからバインダを出して
仕事を始めるイメージです。

企業の知財戦略をサポートする多彩なメリット

柔軟性、自由度の高いシステムコンセプト

お客様の運用に合わせて、業務メニュー・画面・帳票を自由に変更

通知機能など、さまざまな知的財産業務の自動化を実現

6

特許業務に関する流れは、直感的に判断できるフォルダ形式で整理が
可能です。

フォルダ管理

各管理画面に表示する項目は、ドラッグ&ドロップ操作で自由に配置
できます。

画面設計機能

年金・審査請求・優先権・各種作業期限などは、カレンダーに見やすく一覧
表示が可能です。

カレンダー表示機能

国際特許の出願把握や、国内における分割出願を確認する場合などに
便利です。

関連図機能

フォルダに抽出された案件を帳票にまとめ、任意のタイミングでメールにて
定期的に自動送信することなどが可能です。

スケジューラ機能

ユーザーごとのシステム全体におけるアクセス権の設定をはじめ、項目・
画面・フォルダ単位での詳細なアクセス権の設定も可能です。

セキュリティ機能

ご自身で、各種帳票を自由に作成・変更することが可能です。

柔軟な帳票作成ツール

電子出願ソフトのXMLファイルから書誌事項･要約・図面等を取込むこと
が可能です。

電子出願データ取込みツール

e-mail

発明者

･ 関連案件のみ表示
･ 設定権限内での作業内内

発明者 知財担当者アクセス権設定

ラベル編集機能

項目一覧

描画用ツールボックス

自由に配置

主な機能

▼ 商標管理オプション ▼ 経費管理オプション

▼ 他社管理オプション ▼ CSVデータ取込みオプション

国内外に出願する商標の各種手続きと管理はもちろん、国内法はもと
よりマドリッドプロトコルによる出願にも対応し、国内外の商標を統合
的に管理することが可能です。また、各種商標形態の管理や更新出
願の手続き管理にも対応しています。

直接特許案件に紐付いていない経費データの管理を行うことが可能
になります。また、税制の変更にも容易に対応可能な仕組みになって
おり、また、海外で発生した経費も合わせて管理できるよう、各国通貨
に対応しております。

ウォッチングすべき他社特許案件の動きとその対応策の管理を行うこ
とが可能です。他社特許案件を自社関連案件と紐付けて管理し、対応
策の手続を時系列で管理することで、知的財産の効果的な活用によ
る「攻め」と「守り」を実現します。

公報検索サービスからのCSV形式によるダウンロード取込みが可能
です。対応する公報検索サービスにつきましては、営業にお問合せ下
さい。

機能性をさらに広げる、充実したオプション･ツール

O p t i o n  T o o l s

PatentManager 6 は企業の知財戦略に応じて、必要なシステム＆オプションを柔軟に組み合わせられるため、
最小限の導入コストで、最大限の効果を得ることができます。

権利維持権
係争･交渉係争 交渉
権利維持
係争･交渉特許登録特許登録特許登録中間処理中

査請求等審査請求等審査請求等審査請求等
中間処理
審査請求等審審審審審審審審審審特許出願特許出願提案受付提

内容検討内容検討
提案受付
内容検討調査･分析調査･分析

（国内･外国）

特許･意匠
実用新案

基本基本基本

CSV形式

公報検索サービス

商標管理（国内･外国）

経費管理

他社管理契約管理

承認回覧 クライアント･ライセンス

CSVデータ取込みツール   公報検索システム連携　 データベースVIEW
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●PatentManagerはデジアナコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●一部画面はハメコミ画像です。 ●Oracle11g は米国Oracle Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
●Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●記載されている商品名、社名等は各社の商標または、登録商標です。 ●仕様は予告なく変更となる場合があります。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

PatentManager 6 動作環境

研究開発部門から経営層への拡大

特許事務所

知財部

開発部

外部連携

経営層

外国年金管理会社連携

公報連携

PatentManager 6
特許管理システム

3GHz以上（シングルコア相当）CPU

CPU

メモリ

OS

その他

メモリ

OS

その他

RDBMS

２GB 以上 (推奨４ＧＢ 以上)

Internet Information Server 7.5 以上
.NET Framework 3.5

Oracle 11g R2 Standard Edition 以上

ー

サーバ

クライアント

ハードウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ソフトウェア

（推奨）512MB 以上

Microsoft Windows XP 以降　　

Webブラウザー ： Internet Explorer 6.0 以上

Microsoft Windows Server 2008（R2）

●お求めは信用のある当社で

1013SZ2

2013年10月現在

キヤノンITソリューションズ株式会社　パテントソリューション担当

販売元/

〒140-8526　東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産 天王洲ビル

www.canon-its.co.jp/ip/

O p t i o n  T o o l s

▼ 承認回覧オプション

1.頻繁に発生する急な経路変更や追加が可能。
関連特許担当部署にも承認が必要になった・・・
重要案件なので、急遽取締役にも決裁してもらうことになった・・・
部署の異動はしているが、当初の発明者の判断を取りつけたい・・・

2.まとめ承認、個別承認の選択ができます。
承認すべきメールが日々大量に送信されてきて困る…
選択した案件をまとめて承認したい…

3.発明者にもやさしい操作性を実現。
発明者には必要な項目だけ表示、入力させたい・・・
操作性等で問い合わせが頻繁に来て対応が大変・・・
ユーザーや業務に合わせた画面を自分たちで自由作成したい・・・

既存のワークフローシステムでは対応できない知的財産部門における様々な承認回覧業務。
承認回覧オプションはシンプルな設定で円滑かつスピーディーに行うことができるので、知的財産を守るとともに企業競争力を強化します。

▼ 契約管理オプション

機密保持契約やライセンス契約など企業間の契約業務は複雑化の一途をたどっています。
契約管理システムは、こうしたさまざまなシーンで発生する契約書を、契約申請から締結に至るまでの、現場担当者と知財法務部門との円滑な
やりとりを可能にします。また更新期限の自動メール通知機能等、漏れの無い管理を実現します。

追加したい
メンバーを選択

選択された複数案件
からの起案処理

メールのＵＲＬから案件へ
ダイレクトアクセス

必要項目のみ表示 承認ダイアログ起動後
コメント送信

一括承認

現場 知財／法務

1.「研究開発部門・営業部門」と「法務知財部門」との円滑なやり取りを実現。

契約画面 （国内外）
特・実・意・商

2.特許案件から契約情報へのシームレスな連携を実現。

更新期限
メール

契約一覧

3.契約期限の自動案内（メール通知）と特許案件へのシームレスな連携。
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