
 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

メールによる相談者受付ファイル 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

公報閲覧・相談部 

個人情報ファイルの利用目的 
 

相談事務における相談に対する回答の状況の管理のため 

個人情報ファイルの記録項目 
 
 

受付番号、特許庁受付日、情報・研修館受付日、メール主題、

相談者（氏名又は名称）、相談内容、四法、起案日、回答日、

処理日数、備考 
 

個人情報ファイルの記録範囲 
 

相談メールを送信した者 

記録情報の収集方法 
 

相談メールより転記 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
 

なし 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 
 
 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

文書による相談者受付ファイル 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

公報閲覧・相談部 

個人情報ファイルの利用目的 
 

相談事務における相談に対する回答の状況の管理のため 

個人情報ファイルの記録項目 
 
 

受付番号、特許庁受付日、情報・研修館受付日、相談者（氏

名又は名称）、住所(都道府県名)、相談内容、四法、起案日、

発送日、処理日数、備考 
個人情報ファイルの記録範囲 
 

相談文書を提出した者 

記録情報の収集方法 
 

相談文書より転記 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
 

なし 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 
 
 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

知的財産制度説明会申込み者名簿 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

公報閲覧・相談部 

個人情報ファイルの利用目的 
 

知的財産制度説明会申込み者を管理するために利用する 

個人情報ファイルの記録項目 
 
 
 

企業・団体名、氏名、Email、住所、電話番号、FAX、説明

会を知ったきっかけ、送信確認、問い合わせのページ URL、 
問い合わせ日付、申込手段 

個人情報ファイルの記録範囲 
 

知的財産制度説明会申込み者 

記録情報の収集方法 
 

Web・メール・FAX・電話での申込み 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 
 

記録情報の経常的提供先 
 

知的財産制度説明会請負業者 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

リーフレット送付先一覧 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

知財活用支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
 

例年開催している「グローバル知財戦略フォーラム」におけ

る周知先の管理のため 
個人情報ファイルの記録項目 
 

住所、氏名、所属団体・企業名、部署名、発送部数 

個人情報ファイルの記録範囲 
 

グローバル知財戦略フォーラムにおける後援機関、過去登壇

者および聴講者 
記録情報の収集方法 
 

各機関への直接の問い合わせ（後援機関）、過去開催フォーラ

ムへの参加（過去登壇者、聴講者） 
要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 
 

記録情報の経常的提供先 
 

グローバル知財戦略フォーラム運営請負事業者 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

グローバル知財戦略フォーラム参加者リスト 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

知財活用支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
 

本フォーラム参加申込にかかる連絡、及び次年度に開催され

るフォーラムにおける周知案内先の把握、管理のため 
個人情報ファイルの記録項目 
 
 

氏名、組織、所属、職種、住所、メールアドレス、電話番号、

参加希望プログラム 

個人情報ファイルの記録範囲 
 

本フォーラムへの参加申込者及び当日参加者 

記録情報の収集方法 
 

本フォーラムへの参加申込 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
 

グローバル知財戦略フォーラム運営請負事業者 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

窓口支援シート 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

知財活用支援センター 地域支援部 

個人情報ファイルの利用目的 
 

支援内容の記録、統計処理、支援内容の向上のため 

個人情報ファイルの記録項目 
 
 

相談者の概要、相談内容 

個人情報ファイルの記録範囲 
 
 

相談者 

記録情報の収集方法 
 

相談者からの情報提供及び相談内容 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
 

知財総合支援窓口運営事業者、知財総合支援窓口相談支援事

業者、知財総合支援窓口機能強化事業者、特許庁普及支援課 
開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

派遣専門家リスト 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

知財活用支援センター 地域支援部 

個人情報ファイルの利用目的 
 

専門家派遣における連絡調整等、謝金旅費支払の管理のため 

個人情報ファイルの記録項目 
 
 

氏名、所属先、住所、生年月日、口座情報、E メールアドレ

ス 

個人情報ファイルの記録範囲 
 

登録書類を提出した者（専門家） 

記録情報の収集方法 
 

専門家からの直接収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
 

知財総合支援窓口運営事業者、知財総合支援窓口相談支援事

業者、知財総合支援窓口機能強化事業者 
開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

ＩＰ・ｅラーニングシステムにおける利用登録情報 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

知財人材部 

個人情報ファイルの利用目的 
 

ｅラーニングシステムの認証、問合せ時の本人確認 

個人情報ファイルの記録項目 
 
 

ユーザＩＤ、氏名、フリガナ、英名、説明、e-mail アドレス、

住所、外線電話、内線電話、ユーザ分類、年齢、性別、申込

み理由、都道府県 
個人情報ファイルの記録範囲 
 

利用登録者、特許庁職員 

記録情報の収集方法 
 

利用登録時の画面入力（利用登録者）、特許庁秘書課より提供

（特許庁職員） 
要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
 

なし 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

審査系職員研修受講者名簿 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

研修部 

個人情報ファイルの利用目的 
 

過去の研修実施状況の確認のため 

個人情報ファイルの記録項目 
 

研修生氏名、所属 

個人情報ファイルの記録範囲 
 

受講者 

記録情報の収集方法 
 

研修生名簿より転記 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 
 

記録情報の経常的提供先 
 

なし 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 



 

個人情報ファイル 
 
個人情報ファイルの名称 
 

調査業務実施者育成研修受講者名簿 

独立行政法人等の名称 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 
 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

研修部  

個人情報ファイルの利用目的 
 

過去の受講生の研修修了・未了の状況の確認のため。 

個人情報ファイルの記録項目 
 

氏名、所属機関、受講時期、研修結果、研修修了番号 等 

個人情報ファイルの記録範囲 
 

研修受講者 

記録情報の収集方法 
 

研修結果より転記 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 
 

記録情報の経常的提供先 
 

特許庁審査第一部調整課審査推進室 

開示請求を受理する組織の名称

及び所在地 
 
 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 総務部内 情報公

開・個人情報保護閲覧室 
〒105-6008 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラス

トタワー８階 
他の法律又はこれに基づく命令

の規定による訂正又は利用停止

の特別な手続き 

なし 

個人情報ファイルの種別 
 

■法第２条第６項第１号 
（電算処理ファイル） 

 
□法第２条第６項第２号 
（マニュアル処理ファイ

ル） 
 

令第７条第３項に該当するフ

ァイル  □有 ■無  



 

 
行政機関非識別加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 
－ 

個人情報ファイルが法第２条第

９項第２号ロに該当する場合に

は、意見書の提出機会が与えら

れる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概要 
 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関非識別加工

情報に関する提案をすることが

できる機関 

－ 

 


