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LPI-Japan、『エグゼクティブセミナー Linux/OSS-DB ビジネスサミット 2013  

～新たなビジネスを切り開くオープンソース～』を開催 

 

OSS/Linux 技術者認定機関として「LPIC」および「OSS-DB 技術者認定制度」を実施する特定非営

利活動法人エルピーアイジャパン（以下：LPI-Japan、東京都港区、理事長  成井  弦、

www.lpi.or.jp）は、オープンソースソフトウェア（OSS）が導く新しい市場や成功事例をご紹介し、

OSS を活用したビジネスを更に拡大する機会をご提供する活動の一環として、エグゼクティブセミ

ナー「Linux/OSS-DB ビジネスサミット 2013 ～新たなビジネスを切り開くオープンソース～」

（※以下本セミナー）を 2013 年 3 月 5 日（火）にコンラッド東京にて開催します。 
 
近年、ビジネス環境の変化と競争が一層激しさを増しており、企業は差別化と独自性を今まで以上に

強固にしなくては競争に勝てなくなっています。そして日中韓が一つの経済圏となった現在において、

人的コストの最適化のみでの差別化は不可能な状況になっています。 
 
このような状況下において、他社との競争優位性と差別化を強化するために最適な方法は、自社の得

意とする分野にオープンソースソフトウェア（OSS）を採用する事です。 
過去 10 年間に IT インフラを基盤として世界で成長した企業の大半は、OS に Linux を、DBMS に

はオープンソースデータベースを採用し、圧倒的な強みを IT システムの性能とコスト面で実現して

います。 
 
本セミナーでは、皆様に OSS が導く新しい市場や成功事例をご紹介し、OSS を活用して成功してい

る企業のキーパーソンの方々に、OSS の活用のノウハウについて語っていただきます。 
 
本セミナーの開催概要は、次の通りとなります。 
 
■セミナー公式 HP■ 
http://www.lpi.or.jp/summit2013/  
 
【開催概要】  
[日 時] 2013 年 3 月 5 日（火） セミナー開始 14:00～（受付開始 13:30） 
[会 場] コンラッド東京 アネックス 2F 
     〒105-7337 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング 
[定 員] 400 名 
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[申 込] 事前登録制  http://www.lpi.or.jp/summit2013/  
[主 催] 特定非営利活動法人 LPI-Japan 
 
【プログラム】 
 
時間    講演タイトル／講師 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 14:00-14:15（15 分）  開会挨拶 

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン 理事長 成井 弦 
    
14:15-14:55（40 分）  基調講演 1 『第四世代 OSS が導く新しい市場』 

富士通株式会社 
プラットフォーム技術本部 チーフストラテジスト／ 
日本 OSS 推進フォーラム ステアリングコミッティ座長 

           吉田 正敏 氏 
  
15:05-15:45（40 分）  基調講演 2 『Linux KVM で拓く仮想化プラットフォーム』 

さくらインターネット株式会社 
           代表取締役社長 

田中 邦裕 氏 
 
15:50-16:30（40 分）  講演 1 『データベースのアシストを目指して』 

株式会社アシスト 
データベース技術本部 ビジネス推進部 部長 

           岸和田 隆 氏 
 
16:40-17:20（40 分）  講演 2 『OSS サポートから見たユーザー企業意識変革』 

       サイオステクノロジー株式会社 
OSS ビジネス統括 / OSS テクノロジーセンター長 

           黒坂 肇 氏 
 17:35-19:05 (90 分）  交流会（立食パーティ形式） 
       参加企業の方々と交流を深めていただき、ビジネスの開拓と発 

展の機会としてご活用いただけます。 
  
※プログラムの内容・講演者などは都合により予告なく変更する場合がございますが、予めご了承く

ださい。 
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●本セミナーのお問い合わせ先 

LPI-Japan 事務局 担当：井戸田  

TEL ：03-3568-4482、FAX: 03-3568-4483 / E-mail：seminar@lpi.or.jp 

 

============================================================================================= 

LPI-Japan について 

============================================================================================= 

 
LPI-Japan は、日本での OSS/Linux の技術力認定試験の普及と OSS/Linux 技術者の育成のため、2000 年

7 月に設立された NPO 法人です。 

LPI-Japan は、Linux 技術者の技術力の認定制度「LPIC」などの IT 技術者の技術力の認定制度を中立公正

な立場で公平かつ厳正に運営することを通じて、日本における OSS/Linux 技術者の育成、さらには

OSS/Linux ビジネスの促進に寄与する活動を展開しています。 

●LPI-Japan の概要（http://www.lpi.or.jp/） 

・法人名：特定非営利活動法人 エルピーアイジャパン 

・所在地:〒106-0041 東京都港区麻布台 1-11-9 CR 神谷町ビル 7F 

・連絡先 TEL：03-3568-4482、FAX：03-3568-4483、e-mail：info@lpi.or.jp 

・設立：2000 年（平成 12 年）7 月 28 日 

・業務内容：OSS/Linux の普及・推進、OSS/Linux 技術者認定試験の実施と認定 

・役員  

理事長：成井 弦 

理事：鈴木 敦夫、高橋 千恵子、鈴木 友峰、橋本 尚、福地 正夫、中野 正彦、丸茂 晴晃、池田 秀一 

監事：寺本 振透 

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

＜登録商標＞ 

Linux Professional Institute Japan 及び LPI-Japan は、 

特定非営利活動法人エルピーアイジャパンの登録商標です。 

Linux は Linus Torvalds の登録商標です。 

文中に記載されているその他すべての商標は、それぞれの所有者に所有権が属しています。 
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