2009年度「システム管理者の会」
推進委員の方々をご紹介します。
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平素は、システム管理者の会活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
ITシステム運用を支える全ての人を応援することをスローガンに当会を発足し、システム管理の
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職に就かれている方を対象に、生き生きと働ける環境をつくり、社会や会社に資するための知識
オブザーバー

や技術力の修得を当会のさまざまな活動を通じて、積極的に支援してまいります。

柳原 秀基

今後ともご指導、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

「システム管理者の眠れない夜」
著者

※敬称略

●会報誌発行にあたって
●第３回システム管理者感謝の日イベントご報告
●システム管理者の会の構成と活動について
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●第３回システム管理者感謝の日イベントにおける賛同企業認定式の様子
（2009年7月24日）

会報誌発行にあたって

「システム管理者の会」の活動について

「システム管理者の会」は2009年6月に発足、システム管理の職に就かれている人が、生き生きと働き、会社や社会に貢献で
きるような裾野の広い活動を目指しております。

国内のシステム管理者は、約８０万人（ＢＳＰ調べ）と言われています。システム管理者の会は、システム管理の職
に就かれている方を対象に、生き生きと働ける環境をつくり、会社や社会に貢献されるための知識や技術力の修得を支

このたび、会員の皆さまを対象とする会報誌を発行する運びとなりました。

援し、そして、地域、企業、社会にとらわれない情報交換の機会を設けることを活動目的としております。将来、シス

今後、年3回（毎年1月、4月、10月予定）の定期発行を通じて、賛同企業各社におけるさまざまな取り組みや、当会における

テム管理者を目指す若い方が憧れるような、ポジションやキャリアの創造に尽力してまいります。

活動内容、「システム管理者の日」のイベントや各種セミナー情報等、会員の皆さまにとって、より有益な情報をお届けして
まいります。

活動内容

「システム管理者の会」ホームページと併せてご愛読、ご活用いただければ幸いです。

図1：『システム管理者の会』構成図

システム管理者の会は、システム管理者の職に就かれ

システム管理者の会事務局

システム管理者の会

ている方を対象に、その知識や経験に応じたスキルアッ
プのための認定講座と、マネジメント層向けのセミナー

第３回システム管理者感謝の日イベントご報告

やパネルディスカッション、そして年に一度のシステム
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い方を対象にした、スキルアッププログラムです。ヒュー

このような状況のなか、本年、システム管理者を元気にするプロジェクト

マンスキルの側面とテクニカルスキルの側面から、シス

として「システム管理者の会」を発足しました。これは、システム管理者が、

テム管理者に必要な知識や心構えを身につけていただき

生き生きと働き、会社や社会に貢献できるような裾野の広い活動を目指し、

ます。

図2：『システム管理者認定講座』受講の流れ
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国内から始まり、将来は世界のシステム管理者を巻き込んだ世界規模のコミュ
２つの認定制度
所定の受講数と確認テストを受けていただきます。一

基調講演に産業技術大学院大学 教授 南波幸雄氏を迎え、「システム管理

ティング時代までの変遷と、昨今のグリーンITやパンデミックBCPに対応でき
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ンフラを支えるシステム管理者が数百万、国内でも数十万人以上に及びます。

る情報システム管理に関わる技術や法改正の波、そしてクラウドコンピュー
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りは米国からで世界的に７月の最終金曜日となっています。世界各国にITイ

者技術者の仕事―オープンシステムからクラウドへ」と題し、刻々と変化す

●活動事例

管理者感謝の日イベントで構成されています。（図1参照）
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３回のシステム管理者認定講座を通して、「システム管
理者」認定を目指していただきます。(図2参照）

る、新しいシステム技術管理者に必要なスキルや知識について講演いただき
ました。

マネジメントカンファレンス

システム管理者感謝の日

その他、システム管理者の会の活動内容の発表や、推進委員のご紹介、賛
システム運用管理部門のリーダークラス、部門長以上

毎年７月に開催する、システム管理者の会最大のイベント

の管理職に携わる方を対象に、経営資源の最大効率化と

です。システム管理者、賛同企業にお集まりいただき、当会

最適の成長戦略に欠かせない、システム管理部門の組織

の年間活動の紹介や、賛同企業認定式、基調講演、情報交換

力を高めていただくプログラムです。

会で構成されています。2006年からＢＳＰグループにて「シ

同企業認定式が行われました。賛同表明を頂いた企業41社のうち、37社の代
表者様にご来場いただきました。

来場者アンケート

※第3回システム管理者感謝の日イベントアンケートより抜粋

Ｑ．自社内でシステム管理者のスキルアップのために

Ｑ．第3回イベントについてご感想、ご要望をお聞か

行っている活動は？

せください。

○ITILに準拠したシステム管理の勉強会を実施しています。

○システム管理者にとって必要な知識や将来について考える

○情報処理上位資格者を選抜し、キャリアプランをもとに約
半年の教育を実施する制度があります。
○各自でキャリアパスを構築し、それに向かって学習する取
り組みがあります。

良い機会になりました。

ステム管理者感謝の日」推進活動として開催しています。

第１回「システム管理者認定講座」追加開催のお知らせ
日

時： 2009年11月17日（火）

場

所： 株式会社ビーエスピー 本社

○基調講演の内容は、自分の仕事の糧になると思います。日々
の業務に活かしていきたいです。

（東京都港区港南2‑15‑1 品川インターシティA棟29階）

定

員： 25名

参加費： 2,000円（講座テキスト・確認テスト代として）
※当日会場にご用意ください。
申込み： 事前登録制

下記ホームページよりお申込みください

http://www.bsp.jp/sysadminday/

★第２回「システム管理者認定講座」は、2010年1月22日（金）開催予定です。

