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PHP カンファレンス 2019 実行委員

国内最大級の PHP イベント「PHP カンファレンス 2019」（第 20 回）開催
～本カンファレンスが PHPer のチャレンジ、成長、その先へと向かう原動力になることを祈願し
テーマを"beyond .*"とし、国内外の 40 近いテクニカルスピーチで第 20 回を開催～

PHP カンファレンス 2019 実行委員（実行委員長：板谷 郷司）は今回で第 20 回になる国内最大級の PHP イベ
ントである PHP カンファレンス 2019 を 2019 年 12 月 1 日（日曜日）に、GMO インターネット株式会社、
弁護士ドットコム株式会社、サイボウズ株式会社、株式会社 Cygames、BASE 株式会社、EG セキュアソリュ
ーションズ株式会社、SkillCamp、PHP 技術者認定機構、Hamee 株式会社をはじめとする他 49 社のスポンサ
ーを受け、大田区産業プラザ（PiO）にて開催いたします。

◆PHP カンファレンス 2019 実行委員長 板谷 郷司のコメント
「PHP は 25 年前の 1994 年 Rasmus Lerdorf によって原型が生まれ、1996 年に PHP/FI として公開されま
した。PHP は順調にバージョンアップを続け、ユーザ数も増えました。そして 20 世紀最後の年である 2000
年に日本のユーザ会によって PHP カンファレンスが初めて行われました。今回は 20 回目の節目となるカンフ
ァレンスです。小展示ホールのみで始まった PHP カンファレンスも言語の利用が増えるとともに徐々に参加人
数が増え、1500 人を超える PHPer が全国から集う大規模カンファレンスとなりました。
Challenge、Growth と続いてきたテーマも今年は "beyond .*" と決めました。PHP カンファレンス 2019 が
PHPer の皆様にとってチャレンジ、成長、そしてその先へと向かう原動力となることを、そしてこれから先の
10 年、20 年、25 年と、Web の発展とともに PHP の発展と日本 PHP ユーザ会として PHPer が切磋琢磨しな
がらより良い未来を PHP とともに作り上げることを願っています。」

■主なトークタイトルとスピーカー一覧
ゲストスピーチ「PHP の今とこれから 2019」
講演者：日本 PHP ユーザ会 廣川類氏
概要： 今年リリース予定の PHP 7.4 の新機能を始め、PHP 関連の話題の最新のアップデートについてお話し
ます。

ゲストスピーチ「オニギリペイのセキュリティ事故に学ぶ安全なサービスの構築法」

講演者名：徳丸 浩（EG セキュアソリューションズ株式会社 代表取締役）
概要：安全なインターネットサービスを提供するにあたっては、ソフトウェアバグとしての脆弱性対策だけで
はなく、ビジネスモデル・サービス仕様・アーキテクチャ設計・ソフトウェア設計・実装・サーバーなどの多
方面からセキュリティ検証が重要となります。本セッションでは、架空の QR コード決済サービス「オニギリ
ペイ」のセキュリティ事故を題材として、サービスの企画・要件定義・設計・実装の各フェーズに起因する問
題とその対策を具体的に紹介します。

※Sebastian Bergmann 氏によるゲストスピーチのタイトル及び概要は調整中です。

スポンサースピーチ
タイトル

講演者（敬称略）

コミュニティ・アップデート powered by GMO

GMO インターネット株式会社

「弁護士ドットコム」を作り続ける開発組織について

弁護士ドットコム株式会社 狩野秀明

改善失敗から学ぶ、レガシープロダクトに立ち向かうチーム作

サイボウズ株式会社 杉山 祐一

り。
調整中

株式会社 Cygames

知見のない技術スタックをプロダクション導入するエンジニア

BASE 株式会社 東口 和暉

の導入戦略
新しい概念の WAF が叶える、クラウドネイティブ時代のセキ

EG セキュアソリューションズ株式会

ュリティ

社 代表取締役 徳丸 浩（株式会社
グレスアベイル 社外取締役）・株式
会社グレスアベイル 取締役 CTO
根岸 寛徳

プログラム未経験からたった 3 ヶ月で圧倒的な開発力を身につ

SkillCamp 前田直哉

ける ~ スクラッチ開発の重要性
徳丸試験と PHP7 初級書籍贈呈キャンペーンと市場動向

PHP 技術者認定機構 吉政忠志、ゲス
ト解説：徳丸浩先生

テクニカルスピーチ
講演タイトル

講演者（敬称略）

思想と理想の果てに -- クリーンアーキテクチャの WEB フレームワークを作ろう

成瀬 允宣

Putting legacy to REST with middleware

Adam Culp

PHP 初心者セッション

柏岡秀男

Hash, Cryptography, and PHP

Peter

How to Supercharge your PHP Web API

Aurimas Niekis

Web サービスのトラブルの現場 ~ Web サービスの今と昔 ~

soudai

REST 6+4 の制約

郡山昭仁

MVC における「モデル」とはなにか

天重誠二

Chatwork のシステムから学ぶレガシーな PHP の限界とレガシーからの脱却

村上 俊介

PHP における並列処理と非同期処理入門

めもり～

「CPU とは何か」を PHP で考える

長谷川智希

PHP を学ぶということ

岸田健一郎

脆弱性から学ぶ Web セキュリティ

バーチー

PHP から go への移行で分かったこと

樋口雅拓

Zend VM における例外の実装

hnw

PHPer のためのテストコード入門

02 / 大津 和槻

5 ヶ月でカバレッジを 20%から 90%にした話

吉田あひる

Composer って何？どう動くの？読んでみました！

きんじょうひでき

15 年続く Web サービスへの CI/CD とテストコードの導入

9bo9bo

Apache から LiteSpeed に乗り換えてみませんか？

高橋邦彦

20 年前の MySQL、今の MySQL

yoku0825

Laravel × クリーンアーキテクチャ 開発中の現状をお伝えしたい

ブライソン イアン

この PHP QA ツールがすごい！2019

sasezaki

PHP は何を捨て、どんな力を手に入れてきたのか

うさみけんた

PHP 開発環境で使う Kubernetes

新原 雅司

■参加スポンサー一覧
以下の URL をご覧ください。
https://phpcon.php.gr.jp/2019/#sponsor

■ PHP カンファレンス 2019 申し込みページ
以下のページよりお申込できます。
本編 https://phpcon.connpass.com/event/151396/
懇親会 https://phpcon.connpass.com/event/151402/

■当日スタッフ募集について
HP カンファレンス 2019 では当日スタッフを募集しています。
スタッフ未経験の方も大歓迎です。一緒にカンファレンスを盛り上げましょう！
お申し込みは以下よりお願いします。
https://forms.gle/mLASu5gJRiaEBdce6

■

PHP カンファレンス 2019 イベント概要

イベント名: PHP カンファレンス 2019
開催日: 2019 年 12 月 1 日（日）
会場: 大田区産業プラザ PiO http://www.pio-ota.net/access/
参加料金: 無料（公式サイトより事前申し込みをお願いします）
来場見込者数: 2000 名
公式バナー：

公式 WEB サイト: https://phpcon.php.gr.jp/2019/
※プログラム概要や参加申し込みはこちらのサイトからお願いします。
公式 Facebook ページと公式 Twitter からも情報を発信しています。
Facebook ページ: https://www.facebook.com/pcon.japan
Twitter: https://twitter.com/phpcon

■PHP とは
PHP は、オープンソースの汎用スクリプト言語です。2019 年 9 月 1 日時点で全世界の WEB サイト上のサー
バ側プログラミング言語の 79％で使用されている標準的なインターネット技術の 1 つです。日本国内では
2019 年 5 月 1 日時点で 3 万 6 千件以上の求人があり前年比 28％増で求人数が伸びています。

【報道機関からのお問い合わせ先】
PHP カンファレンス 2019 広報担当 吉政忠志
Mail：tadashi@yosimasa.com

※記載されているロゴ、会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

