
平成 30 年 9 月 20 日 
関 係 者 各 位 

主催：一般財団法人 日本規格協会 国際標準化ユニット 
協賛：日独産業協会 

 

DIN（ドイツ規格協会）執行役員による特別講演会開催のご案内 

 
拝啓 時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より国際標準化活動にご尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
さて、DIN 執行役員（前 ISO 理事会メンバー）の Rüdiger Marquardt 氏が来日されることとなり

ました。一般財団法人日本規格協会は、この機会に経済産業省及び日本工業標準調査会のご協力

を得て特別講演会を下記のとおり開催いたします。 

本特別講演会におきましては、Rüdiger Marquardt 氏に、ISO 国際幹事引受数最多である DIN に

おける国際標準化戦略に関する講演をいただき、質疑応答の時間を設ける予定でおります。あわ

せて、経済産業省様より日本における国際標準化戦略についてご講演いただく予定です。国内審

議団体のご担当者におかれましては、各 TC/SC の委員長・幹事・委員の方々にも本特別講演会へ

の参加を呼びかけていただきますようお願い申し上げます。 
敬 具 

記 

 
１．日 時：平成 30 年 10 月 4 日（木）13：30～15：00（受付 13：00～） 
２．場 所：笹川記念会館 4 階 第 1・第 2 合同会議室（鳳凰の間）（別添地図 参照） 

３．プログラム：同時通訳付き 
（プログラムは予定であり、予告なしに変更する場合がございますので予めご了承下さい。） 

時 間 テ ー マ 講 演 者（敬称略） 

13:30-13:35 
(5 分) 

開会の辞 
一般財団法人 日本規格協会 
理事長 
揖斐 敏夫 

13:35-13:55 
(20 分) 

日本の国際標準化戦略（仮） 
経済産業省 産業技術環境局 
国際標準課長 
藤代 尚武 

13:55-14:40 
(45 分) 

ドイツの標準化戦略 
国際、欧州地域、国内における

DIN の役割（仮） 

Dipl.-Ing. Rüdiger Marquardt 
Member of the Executive Board 
DIN German Institute for Standardization 

14:40-15:00 
(20 分) 

～質疑応答～  

閉 会 
 

４．参加料：無料 
５．申 込：★参加申し込み期限★ 10月 1日（月）12：00まで 

日本規格協会ホームページ ＜https://www.jsa.or.jp/dev/std_hokokukai/＞ に 
アクセスし、 

＜講演会申込みフォーム＞をクリックしてください。 
  ※申込多数の場合、締切より前にサイトを閉鎖する場合がございます。 

６．ご注意：資料は、事前にメール配信いたします。当日、ハードコピーの配布は致しませんの

で、ご自身でご用意ください。会場に Wi-fi はございません。会場に PC を持ち込ま

れる場合、安全上の理由から会場内に電源コードは設置しませんので事前に充電を

お願いします。他のお客様のご迷惑となりますため、タイピング作業はご遠慮くだ

さい。 



７.会場詳細：笹川記念会館 ４階 第１・第２合同会議室（鳳凰の間） 

〒108-0073  

東京都港区三田 3丁目 12 番 12 号 

連絡先 : 03-3454-5062 

http://www.sasakawahall.jp/location.html 

 

 

会場ビルには駐車場・駐輪場がございません。公共交通機関等のご利用をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 以上 

アクセス 

｢三田駅｣A2 出口徒歩 6 分(三田線･浅草線) 

※A1 出口は閉鎖中のため、A2 出口をご利用ください。 

｢泉岳寺駅｣A4 出口徒歩 3 分(浅草線･京浜急行線) 

｢田町駅｣三田口徒歩 8 分(JR 線) 



DIN-JISC Seminar on International Standardization 
 
1. Date & Time: 4 October 2018, Thursday, 13:30-15:00 (Registration starts at 13:00) 

2. Venue: Sasakawa Memorial Hall, 4th floor, Room No.1&2 (See the map below) 

3. Programme (Simultaneous interpretation available): 

13:30-13:35 
(5 min) 

Opening Remarks 
Mr. Toshio Ibi 
President, Japanese Standards 
Association 

13:35-13:55 
(20 min) 

Presentation from JISC/METI about 
international standardization 
strategies of Japan 

Mr. Naotake Fujishiro 
Director, International Standardization, 
Ministry of Economy Trade and Industry 

13:55-14:40 
(45 min) 

Presentation from DIN about the 
role of DIN in the international, 
European and national contexts 

Dipl.-Ing. Rüdiger Marquardt 
Member of the Executive Board 
DIN German Institute for Standardization 

14:40-15:00 
(20 min) 

Q&A Session  

*This programme is subject to change without prior notice. 
4: Participation fee: None (Free) 

5. Applications: Please apply from JSA’s official website (https://www.jsa.or.jp/dev/std_hokokukai/). 
*Will close at noon on 1 October. May close early due to room capacity. 

6. Note 
Presentation materials will be provided via e-mail in advance. Hard copies of the materials will not 
be provided at the venue on the day of presentation. There is no Wi-Fi available at the venue. 
Seminar participants may bring their PCs to the venue. However, there are no power sockets 
available for participants so please finish charging your devices in advance. Please be mindful of 
PC keyboard noises when typing on your PCs as the sound of typing may be distractive to other 
participants. 

7. Access: Sasakawa Memorial Hall 4th floor, Room No.1&2 (Room HOUOU) 
3-12-12 Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan 

 *There is no parking lot in the building. Please use public transportation. 

 
8 minutes walk from “Tamachi” JR Station (Exit Mita), JR Yamanote Line or Keihin-Tohoku Line. 
6 minutes walk from “Mita” Subway station (Exit A2), Toei Asakusa Line or Toei Mita Line. 
3 minutes walk from “Sengakuji” Subway station (Exit A4), Toei Asakusa Line. 


