2021年９月（第 41 回）試験の受験申請がスタート
資格認定試験

方式」を採用しているが、
(computer based testing)

る。 年９月試験からは、ＰＣを活用して受験者の都合に合わせて受験日・会
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場は全国約２８０か所、受験申請受付期間は７月 日から８月 日まで。
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■必要とされる知見を学び、仕事の
スキルを高めるために
認定センターの西崎義信センター
長は、
「昨年来の新型コロナ感染症
の拡大で、人々の暮らしは大きく変
化した。テレワークなどによる〝お
うち時間〟が増えて家庭内のライフ
スタイルを重視する傾向が高まると
ともに、仕事と暮らしの両面でＤＸ
化が進み、ＩｏＴ、ＡＩ、５Ｇ、ロ
ボットなど新しい技術も台頭してき
た。ＩｏＴ家電や住設機器をスマホ
で操作するのも当たり前になってき
た。このような新たな日常に対応し、
お客様に的確なアドバイス、コンサ
ルティングができる人材の育成がま
すます重要になっている」と話す。

何をどう繋げれば便利になるのかが大
きな関心事であり、太陽光や蓄電池など
創エネ・蓄エネ機器との連動について
の関心も高まっている。そういった要
望に対して有益なアドバイスができな
いと、お客様の満足は得られない時代

家電製品協会・認定センターの
ホームページから

になってきた。必要とされる知見

ら変更が可能になる。
スケジュール面で柔軟な対応が可
能になると同時に、体調不良の場合
は無理をしなくてもよいというメ
リットもある。
合格者に対するアンケート調査で

月 日（火）
家電製品協会認定センターの
（２）受験申請受付期間
ホームページより、インターネッ
２０２１年 ７月 日（火）
トで申請を受付。
時～８月 日（火） 時 分受付
終了
◎資格更新 実施要領
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を学ぶとともに、仕事のスキルを も、「新方式を評価する声が９割」
（西 （３）対象の認定試験
（１）更新対象者
高めるためにも、ぜひ資格取得に 崎センター長）と好評で、受験者に ●家電製品アドバイザー（エグゼ
現在保有している資格の有効期
チャレンジしていただきたい」 西( とって利便性は大きく向上したと クティブチャレンジ）含む
限が２０２１年 月 日の方
崎センター長 。
の結果が得られたこと。また、
「三
（
２
）更新申請受付期間
)
密回避」にも有効であることから、
２０２１年 ８月１日（日）
■受験者にとって日程や会場など 認定センターでは今後の試験につ
～
月 日（日）
の選択肢が広がる
いてもＣＢＴ方式を継続していく
（３）資格更新申請の方法
試験は、前回と同様にＰＣを活 考え。
家電製品協会認定センターの
用して受験者の都合に合わせて受
ホームページよりインターネット
験日・会場を選択できる「ＣＢＴ
この９月に実施予定の第 回試
で申請を受け付ける。
方式」で実施される。
験は、９月１日から９月 日の
ＣＢＴ方式の特長としては、ま 日間、全国のＣＢＴ専用試験会場
◎ＣＢＴ方式試験の特長
ず「三密回避」が挙げられる。
約２８０カ所で行われる。会場所
試験会場は全国に約２８０カ所 在地は全都道府県をカバーしてい
（
１
）選択肢が増える
に分散して設けられることから、 る。
ＣＢＴ専用試験会場は全都道府
それぞれの会場は平均 名程度の
受験申請受付期間は、７月 日
県約２８０箇所あり、オフィスや
収容人員であり、同じ会場に多数 から８月 日の 時 分まで。家
自宅から近い会場の選択ならびに
の受験者が集まることはない。
電製品協会認定センターのホーム
試験期間内で希望する日時の選択
各会場では換気を徹底するのは ページより、インターネットで申
が可能。また、受験予定日の３日
もとより、従来のような試験開 請を受け付けている。試験の結果
前まで日時や会場の変更が可能。
始前の試験官によるオリエンテー はマイページにて 月８日に発表
（２）安心の試験会場
ションなどもない。受験者は、す 予定で、合格者には 月１日付で
試験会場は室内の換気や設備・
べてパソコン上のガイドに従って 資格が付与される。
什器の消毒、手指の消毒やマスク
回答することから、試験会場内は
また、有効期限が本年 月 日
の着用などの対策を標準化してお
終始無言状態が保たれる。
の各資格更新の申請については、
り、一定水準以上の感染症防止対
８月 日から受け付けを開始する。
策が維持されている。
また、
ＣＢＴ方式は受験者にとっ
（３）紙からパソコンへ
てもメリットがある。試験日程や ■２０２１年９月 第 回試験実施 ●家電製品エンジニア（エグゼク
パソコンの画面に表示される問
試験会場などの選択肢が広がり、 要領
ティブチャレンジ）含む
題に対しマウス操作によって解答。
ほぼすべてのオペレーションが電
●スマートマスター
試験官に代わり、すべてのガイダ
子化されることにより、予約して （１）試験実施期間
ンスが機械化されており、室内は
いた受験日・場所は３日前までな
２０２１年 ９月１日（水）～９ （４）試験会場
終始、無言状態を維持している。
全 国 の Ｃ Ｂ Ｔ 専 用 試 験 会 場 （４）円滑な採点・合否判定
全都道府県 約２８０箇所
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験
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果
は
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。合格者に
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ＣＢＴ方式、全国約２８０会場で

量販店の店頭でも、トイレ、バス、
キッチンなどのリフォームコーナー
や太陽光コーナーなど、スマートハ
ウスにかかわる展示が増えてきた。
「お客様も、自分の家の家電製品と
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新たな日常に対応し

的確なアドバイス

（５）受験申請の方法
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西崎義信認定センター長
家電製品協会

を実施しているが、この９月１日から９月 日の 日間、第 回試験を実施す
14
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受験者にも好評なことから同センターでは同方式を継続していく考え。試験会

場を選択できる「ＣＢＴ

20

に推奨するケースも増えてきたとい
う。
スマート化する〝住まい〟と〝暮
らし〟のスペシャリストを育てる資
格として、多方面から注目を集める
スマートマスターだが、コロナ禍に
よるライフスタイルの変化、環境意
識の高まりで注目度はますます高
まっている。
家電や住宅関連業界のみならず、
通信業界、電力業界など幅広い業界
からも注目され、回を追うごとに異
業種からの受験者も増えている。

ライフスタイルが変化、資格保有者の活躍の場が広 が る
た。
また、 年にスタートしたスマー
トマスターは今年で５年目を迎え、
合格者数の累計も８千人に近づい
ている。
量販店などでも、
リフォームコー
ナー、太陽光コーナーなど、スマー
トハウスに関わる提案に力を入れ
ており、接客する販売員も幅広い
知識が求められている。
量販店の社内でも家電製品アド
バイザーを必須として、その先は
スマートマスターを取得するよう
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家電製品協会認定センター 西(崎義信センター長 は)、
年２回、
３月と９月に
「家

13

電製品アドバイザー」
「家電製品エンジニア 「｣スマートマスター」の認定試験

■異業種からの受験者も増える
家電製品協会認定センターでは、
家電製品アドバイザー・同エンジ
ニアと、スマートマスターの資格
認定制度を運用しており、年２回、
３月と９月に試験を実施している。
家電製品アドバイザーは、家電
販売店等の接客には必須ともいえ
る資格として浸透している。合格
者数の累計は 万７千人を超え、
量販店では主任や店長への昇格時
には資格保有を必須とするなど人
事制度に組み込む事例も増えてき

家電製品アドバイザー・家電製品エンジニア・スマートマスター
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