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LPI-Japan、『エグゼクティブセミナー HTML5/OSS ビジネスサミット 2014  

～新たなビジネスを切り開く HTML5とオープンソース～』を開催 

 

IT プロフェッショナル認定機関として「LPIC」、「OSS-DB 技術者認定制度」、「HTML5 プロフ

ェッショナル認定制度」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、HTML5、Linux、OSS-DB を活用した新しい市

場や導入成功事例をご紹介し、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「HTML/OSS ビジネスサミット 2014 ～新たなビジネスを切り開く HTML5 と

オープンソース～」（※以下本セミナー）を 2014 年 3 月 12 日（水）にコンラッド東京にて開催し

ます。 

 

PC に加えてスマートフォンやタブレット端末が普及し、今や全ての分野でインターネット端末によ

ってクラウドコンピューティングのサービスを利用する時代になったといっても過言ではありません。

そして、このようなコンピューティングスタイルの普及で急速に注目を集めているのが HTML5 で

す。 

HTML5 の活用により、ブラウザーは様々なコンテンツ・サービス・デバイスを連携させる新たな共

通プラットフォームとなり、この環境を利用した新たなサービスやビジネスが生まれることが期待さ

れています。また、このようなビジネス環境においては、OSS を活用することが IT システムの性能

とコストという面で圧倒的な強みを発揮することに繋がっています。 

本セミナーでは、HTML5 や 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、最新事例

と活用ノウハウについて語っていただき、HTML5 と OSS の融合が創り出す新たな世界、新しい市

場、導入成功事例をご紹介します。 

 

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/summit2014/  

 

【開催概要】  

[日 時] 2014 年 3 月 12 日（水） 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] 300 名 

http://www.lpi.or.jp/
http://html5exam.jp/
http://www.lpi.or.jp/summit2014/
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[申 込] 事前登録制  http://www.lpi.or.jp/summit2014/  

[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 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 14:00～14:20（20 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 

    

14:20～15:05（45 分）  基調講演 

『楽天における『変化に対応していく OSS 活用』の実際』 

楽天株式会社 

執行役員 兼 楽天技術研究所長 兼 情報技術部副部長 

森 正弥 氏  

 

15:20～15:50（30 分）  講演 1 『ゲームにおける HTML5 の活用およびその課題』 

株式会社ディー・エヌ・エー 

Mobage 統合事業本部 Japan リージョン事業本部プラットフォ

ーム本部システム部 

坊野 博典（ぼうの ひろのり） 氏 

 

15:55～16:25（30 分）  講演 2 『「オープンソース活用のメリット 」～大阪ガスグル

ープ事例のご紹介～』 

株式会社オージス総研 

執行役員 サービス事業本部 副本部長 

山口 健 氏 

 

16:35～17:05（30 分）  閉幕講演『エンタープライズ分野における HTML5 の重要性』 

株式会社 OpenWeb Technology 代表  / html5j 管理人  / 

HTML5 Experts.jp 編集長 

白石 俊平 氏 

 

 17:20～19:00（100 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

http://www.lpi.or.jp/
http://html5exam.jp/
http://www.lpi.or.jp/summit2014/
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ださい。 

                                             

●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 IT プロフェッショナルの育成のため、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 IT プロフェッショナルの育成、さらには IT 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、ITプロフェッショナルの技術力をはかる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、池田 秀一、丸茂 晴晃 

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。 

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

 

 

http://www.lpi.or.jp/
http://html5exam.jp/

