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― 2018年賀詞交歓会を開催 ―
当協会では、平成30年1月11日（木） 主婦会館（四ツ谷）において、新春賀詞交歓会を開催した。
ご来賓関係省庁、会員企業、協会理事・監事、各関連団体、報道・出版などから 160名の方々が出席された。

主催者の挨拶：代表理事会長

春山 安成

2018年の新春賀詞交歓会を四谷の主婦会館にて午後5時
より開催した。

当協会では、昨年から会員の増大を図っており前期より
6社の加盟があり、さらに仲間を増やしたい。自動認識総

始めに主催者を代表して、代表理事会長の春山安成が登

合展については昨年の東京展において出展社、来場者とも

壇、
「日本産業界では、IoT、AI、ビッグデータなど当協会

前回を上回っており、2月の大阪展も盛大なると思う。も

の会員様に関連するキーワードが定着し設備投資が伸び

う一つの事業である、自動認識資格認定試験も受験者が昨

た年であった。しかし人手不足、海外での賃金アップが顕

年を上回り、業界のブランド力向上に寄与している。今年

著であり、これを解決するのが自動化であり、会員の皆様

も業界の発展、活性化に向けて会員の皆様と取り組んでい

の自動認識技術がキーワードとなる。

きたい」と挨拶を述べた。
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ご来賓の挨拶：経済産業省

製造産業局

産業機械課

課長 片岡 隆一 様

続いて、ご来賓を代表して経済産業省 製造産業局
産業機械課 課長 片岡 隆一様より祝辞、「自動認識技術
はコネクテッドインダストリーを実現するための中核となるも
のであり、革命的な産業の変革をもたらすものである。経
済産業省として大きく期待している業界であり、さらなる発
展を希望する」と挨拶を賜った。
その後、代表理事副会長の西田 浩一による乾杯の発
声で新春賀詞交歓会が開演した。
ご出席社は、各々の情報交換や歓談を楽しんだ。
本年の賀詞交歓会には、ご来賓の関係省庁、会員企
業、協会理事・監事、各関係団体、報道・出版等合わ
せて160 名様が出席され、盛大な賀詞交歓会となった。
宴もたけなわのころ、副会長の古村 浩志が登壇し三
本締めで中締めの音頭をとった。
その後も新年賀詞交歓会は続き、午後 6 時 30 分に散
会となった。
本年の賀詞交歓会の司会は事務局長の稲垣 賢が務
めた。
※ご来賓関係省庁
※会員企業
※理事・監事
※関連団体
※報道・出版
※その他関係者

代表理事副会長

西田 浩一

7名様
83名様
（32社）
19名様
29名様
（11団体）
9名様
（4社）
10名

副会長

古村 浩志
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賀詞交歓会の模様
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総務省からの重要なお知らせ
交換はお済ですか？
そのRFID 、使えなくなるかもしれません!
本年は950MHz 帯 RFID 電子タグシステム
（パッシブタイプのリーダライタ、アクティブタグ双方）
を使用している皆様
には、大きな節目の年になります。

移行前
915

900MHz 帯周波数再編
950

958 (MHz)

RF タグ

915

再編

移行後
930

960 (MHz)

RF タグ

920MHz 帯に移行

― 使用期限に関して ―
ご承知の通り、UHF 帯 RFID 電子タグシステムではひっ迫する携帯電話用周波数の確保のため、950MHz 帯か
ら920MHz 帯への周波数移行が進められており、平成30年
（2018年）４月１日以降は、950MHz 帯 RFIDパッシブタ
イプのリーダライタ
（構内無線局、簡易無線局、特定小電力無線局）
、および950MHz 帯 RFIDアクティブタグ
（特定
小電力無線局）
が、電波法上使用できなくなります。但し、パッシブタイプのRFタグは使用可能です。
総務省からご案内
（総務省情報誌1月号18ページ）
が出されておりますので、下記を参照願います。
URL

http://www.soumu.go.jp/main_content/000525346.pdf

― ソフトバンク株式会社による終了促進措置に関して ―
950MHz 帯 RFID
（パッシブタイプ、アクティブタグ双方）
は、終了促進措置制度により平成30年
（2018年）
3月31日よ
り前までに920MHz 帯に移行する場合、必要な費用に関してソフトバンク株式会社が負担することとなります。終了
促進措置制度による移行を希望される場合には、早めにソフトバンク株式会社と協議を行ってください。
■ソフトバンク株式会社周波数移行お問合せ窓口
TEL

0800-919-0900
（通話無料）

URL

https://www.softbank.jp/corp/d/group/sbm/public/spectrum/900mhz/contact/

― 電波法に関して ―
平成30年
（2018年）４月１日以降、該当する950MHz 帯 RFID 電子タグシステム
（パッシブタイプのRFタグは除く）
を使用している場合、電波法違反となり処罰の対象となりますので、ご注意願います。
― JAISA 会員各位へのお願い ―
会員各位のお客様等で、まだ該当製品をご使用の方がおられましたら、終了促進措置制度による周波数移行の
お願いを周知していただければ幸いです。
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自動認識技術者
資格認定登録制度のご紹介
～社会インフラとして様々な分野で活躍し、今後も更なる
発展が期待されている
「自動認識技術」
の資格試験～
当協会では2004年より、自動認識技術者の資格認定登録制度を実施しております。特に基本技術者資格においては、
“業務経験に偏らない、幅広い知識の修得”や
“基礎知識の再確認”そして
“さらなるスキルアップ”
に、また
“社員教育・
研修の一助”
として、当協会の会員・非会員を問わず、多くの方に本資格認定登録制度をご活用いただいております。

目

的

自動認識技術者資格認定試験の実施

自動認識技術やシステムの導入・改善等の技術的ニー
ズに的確かつ迅速な対処ができるよう、エンジニアリング業
務・システム業務に従事する自動認識技術者の育成・増加
のため、当協会が資格認定登録を行うものです。

資格の種類
■基本技術者資格
新入社員、中堅社員、学生等、自動認識技術に関する
基本的な知識の習得を目指す方。
■専門技術者資格
（ＲＦ
ＩＤ専門技術者資格・バーコード専
門技術者資格）
自動認識基本技術者として当協会に認定登録されており、
より専門的な知識の習得を目指す方。

資格取得者の認定

■基本技術者資格
2日間の講習及び試験（受験のみも可）
平成 30 年度実施予定 ：東京会場 7月、10月
：大阪会場 9月
■ RＦ
ＩＤ専門技術者資格
3日間の講習及び試験
平成 30 年度実施予定：平成 31 年 2月（講習、試験）

受講・受験料
■基本技術者資格
JAISA 会員 受講・受験
JAISA 非会員 受講・受験
学 生
受験のみ

３０，
０００円
５０，
０００円
１５，
０００円
１０，
０００円

※団体割引、再受講割引があります。

■ＲＦ
ＩＤ専門技術者資格
資格取得者であることを証明するものとして、当協会が
JAISA
会員
４０，
０００円
登録証
（カード）
および、登録証書（賞状）
を発行します。また、
JAISA 非会員
６０，
０００円
ご希望の方には当協会のWebサイトで氏名を公表しており
受験のみ
（条件あ
り）

２
０，
０００円
ます。
※受講・受験料は平成 29 年度のもので改訂の可能性
名刺に資格名と認定登録番号を表記し て、自動認識技
がありますので最新情報をご確認下さい。
術に関する知識を有する資格保持者であることをPRするな
どの活用方法もございます。
テキストの紹介 

●お問い合わせ●
一般社団法人 日本自動認識システム協会
資格試験事務局

電 話：０３－５８２５－６６５１
E-mail：license@jaisa.or.jp

試験の実施予定等の最新・詳細情報は当協会Ｗｅｂサイトにて公開しております。

ＵＲＬ: http://www.jaisa.jp/license/index.html
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平成30年の展示会予定

15
FRI

THU

2018.2.22 -23

10 : 00
17: 00

マイドームおおさか 1F展示場

大阪
ID First
IoTはIDから

第20回 自動認識総合展
会
会

第20回自動認識システム大賞

期：9月12日
（水）
〜14日
（金）
場：東京ビッグサイト

第8期総会

事務局
だより

新年あけましておめでとうござい
ます。本年も当協会をよろしくお願
い申しあげます。
平昌冬季五輪開催で、日本勢
の躍進が期待される中、きな臭い

JAISA

第20回自動認識総合展で表彰

５月２3日 品川プリンスホテル

動きもあるようです。
当協会では、そんなことは気にせず、自動認識技術
で暮らしを豊かにすることを第一に考えて活動していきた
いと考えております。
賀詞交歓会で当協会会長、経済産業省 片岡課長が

会報

募集期間：2月1日
（水）
〜５月３１日
（水）

申されたように、今後の産業の発展には自動認識技術が
必須であり、会員企業の皆様がそれらに寄与できるように
当協会も積極的な活動を進めていきたいと思っております。
また、資格試験の認知度もあがり、資格試験のグレー
ドを上げていきたいと考えております。
自動認識の認知度をさらに上げて発
展させるために皆様のご支援を宜しく
お願い申し上げます。

（事務局：高田義三）
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