
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 特許管理データベース 

独立行政法人等の名称 情報通信研究機構 

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 

イノベーション推進部門 知財活用推進室 

個人情報ファイルの利用目的 特許管理のため 

記録項目 発明者の氏名、特許の書誌情報 

記録範囲 当機構において発明した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

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 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務室 

(所在地)東京都小金井市貫井北町4-2-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

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号に該当する 

ファイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
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 



独立行政法人等非識別加工情
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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
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 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考 ― 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 研究成果管理システムデータ 

独立行政法人等の名称 情報通信研究機構 

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 

業務企画部 DX企画推進室 情報システムグループ 

個人情報ファイルの利用目的 研究者の研究成果管理のため 

記録項目 氏名、所属、研究発表情報、研究者情報、活動業績 

記録範囲 当機構において研究発表をする者 

記録情報の収集方法 研究発表者本人等による直接入力 

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 機構内ネットワーク公開、経営企画部評価室 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 総務部総務室 

(所在地) 東京都小金井市貫井北町4-2-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

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号に該当する 

ファイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
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 



独立行政法人等非識別加工情
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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
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 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

  



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 実践的サイバー防御演習「CYDER」受講者データ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人情報通信研究機構 

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 

サイバーセキュリティ研究所 

ナショナルサイバートレーニングセンター 

個人情報ファイルの利用目的 

「受講者への連絡（受講票の送付等）」 

「受講者のグルーピング等運営実施」 

「受講者からの問い合わせ」 

「主務官庁への報告」 

「取材」 

「統計処理」 

「演習品質の向上や演習環境改善等に関する研究開発」 

「当機構の演習・イベント等に関するご案内」 

の際に利用 

記録項目 

1）永続ID 

2）氏名 

3）フリガナ 

4）メールアドレス 

5）組織種別 

6）組織名 

7）部署名 

8）組織住所 

9）組織電話番号 

10）受講歴 

11）情報源 

12）申込情報（演習コース種別、演習回） 

13）受講料支払い状況  

14）備考欄（受講者からの要望） 

15）集合演習の成績情報 

 

記録範囲 

CYDER Web申込画面からID取得ならびに受講申込をした者

（No.1～14） 

CYDERを受講した者（No.15） 

記録情報の収集方法 

Web申込画面での本人による直接入力（No.1～14） 

受講者が演習後に行った確認テストの結果をサーバーからコピ

ー（No.15） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む（身体障害等の状況を入力する可能性がある） 

記録情報の経常的提供先 ― 



開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務室 

(所在地) 東京都小金井市貫井北町4-2-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

― 

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号に該当する 

ファイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
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 

独立行政法人等非識別加工情
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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
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 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考 ― 

  



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 脳計測実験被験者情報データ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人情報通信研究機構 

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 

未来ＩＣＴ研究所脳情報通信融合研究センター 

脳機能解析研究室 脳計測運用グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
脳計測実験の安全な運用に資するために利用する。 

計測の安全性に係る研究資料として用いる可能性がある。 

記録項目 
氏名、性別、生年月日、身長、体重、禁忌該当の有無、実験時

に感じた体調・感覚の変化 

記録範囲 
磁気共鳴画像（MRI）及び脳磁界計測（MEG）実験に参加した被

験者 

記録情報の収集方法 
被験者に対して個人情報の取り扱いを口頭および文書で説明

し、同意を得たうえで、実験前後に書面に記載してもらう。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務室 

(所在地) 東京都小金井市貫井北町4-2-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

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号に該当する 

ファイル 

    □有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

－ 



独立行政法人等非識別加工情
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 

－ 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

－ 

作成された独立行政法人等非
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 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

－ 

備   考  

  


	個人情報ファイル簿（特許管理データベース）
	個人情報ファイル簿（研究成果管理システムデータ）
	個人情報ファイル簿（実践的サイバー防御演習「CYDER」受講者データ）
	個人情報ファイル簿（脳計測実験被験者情報データ）



