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PHP カンファレンス 2020 実行委員

国内最大級の PHP イベント「PHP カンファレンス 2020」（20 周年回）開催
～PHP8 リリースマネージャーGabriel Caruso 氏、徳丸浩氏、廣川類氏を始めとする 40 を超えるトーク～

PHP カンファレンス 2020 実行委員（実行委員長：柏岡秀男）は世界で初めての PHP カンファレンスが日本で
開催されてから 20 周年に当たる国内最大級の PHP イベントである PHP カンファレンス 2020 を 2020 年 12
月 12 日（土曜日）に、GMO インターネット株式会社、株式会社 Cygames、PHP 技術者認定機構、弁護士ド
ットコム株式会社、Hamee 株式会社、BASE 株式会社をはじめとする合計約 30 社のスポンサーを受け、
YouTube Live 上で開催いたします。国内の業界トップランナーによる PHP 最新動向や、コアテクノロジーか
ら PHP 初心者向けセッションまで、40 以上のセッションと 16 のライトニングトークをお届けする予定です。
これから PHP をはじめる方から、さらに PHP を極めていきたい方まで幅広く楽しめるイベントになるようプ
ログラムをご用意しております。

◆PHP カンファレンス 2020 実行委員長 柏岡秀男（有限会社アリウープ 代表取締役）のコメント
「PHP カンファレンスもはじめて開催した 2000 年から 20 年が経ちました。今回は節目も迎えてさらに PHP
の広がり期待して「re:born」をテーマに実施いたします。コロナ渦において、はじめてのオンライン開催とな
りましたが、実行委員一同工夫して例年以上のカンファレンスにしたいと思います。みなさまのご参加をお待
ちしております。」

■主なトークタイトルとスピーカー一覧
キーノートスピーチ「PHP の今とこれから 2020」
講演者：日本 PHP ユーザ会 廣川類氏
概要： PHP と今とこれから 2020 バージョンです。特に、この冬リリースされる PHP8.0 の話題を中心にお送
りします。

公式企画 パネルセッション「ひさてるさんに聞け」
登壇者、概要：調整中
スポンサーセッション
スピーカー

タイトル

GMO インターネット 成瀬 允宣

PHP WEB アプリケーション設計入門――10 年先を見据えて作る

株式会社 Cygames 髙野 祐輝

長期運用を目指す『Shadowverse』におけるリファクタ事例の紹介 〜テストの

導入とメンバーへの普及法〜
PHP 技術者認定機構 吉政忠志 ゲストスピー
カー 徳丸浩先生
徳丸皆伝を狙いませんか？徳丸実務試験と PHP8 上級試験の解説
弁護士ドットコム株式会社 小宮山 太樹

レガシープロジェクトで、メタプログラミングを使った PHPStan 静的解析レベ
ル上げ

Hamee 株式会社 あすみ

自分のやりたいことやって超簡単にチームのコミュニケーションを活性化させ
た

BASE 株式会社 川口将貴

NewRelic プラットフォームを使ったオブザーバビリティ入門

注目のメイントークセッション「PHP 8.0: A new version, a new era」
講演者名：Gabriel Caruso
※PHP8 リリースマネージャーによるトークセッションになります。

注目のメイントークセッション「ウェブセキュリティのありがちな誤解を解説する」
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：XSS や SQL インジェクション等、ウェブアプリケーションの基本的な脆弱性の知識はかなり普及しまし
たが、それでも広く誤解されている内容はまだ多く残っています。
本セッションでは、ウェブセキュリティのありがちな誤解を取り上げ、なぜ間違っているのか、正しい内容は
何かを基礎からわかりやすく解説します。
メイントークセッション一覧
スピーカー

タイトル

Gabriel Caruso

PHP 8.0: A new version, a new era

徳丸浩

ウェブセキュリティのありがちな誤解を解説する

久保田賢二朗

Laravel で運用しているサービスを Nuxt.js にリプレイスする

めもり〜

ゼロベースから Laravel を用いた API 実装オートメーション

Lochemem Michael

Functional Programming in PHP

市川@cakephper

DNS 改ざん検知ツールの実装と DNS パケットの世界

sogaoh

本番でしか起きない問題に早く気が付けるように、僕は Laravel Dusk で CI する

村田主磨

Laravel × オニオンアーキテクチャで始めるテスト駆動開発

Stephan Hochdoerfer How good are my tests?
Nick Chiu

Service communication re:Born

ariaki

Web サービスをセキュアに保つために必要な視点

柏岡秀男

初心者セッション

新原雅司

PHP 8 で作る JSON パーサ

Kouta Ozaki

PHP on Kubernetes

sji

PHP 8 で Web 以外の世界の扉を叩く

あきの/akkino

Laravel + Lighthouse で始める低コストな GraphQL 入門

Daisuke Yamazaki

LaravelDB.com を使って DB 設計「Migration 生成」の基本操作を学ぶ

東口和暉

PHP 8 の新機能を PHP 内部コードのテスト phpt から読む

itosho

CakePHP で学ぶ DI コンテナ

うさみけんた

PSR で学ぶ HTTP Web アプリケーションの実践

localdisk

Laravel の黒魔術

菱田裕美

SPA の API 開発の「やりづらさ」を DDD とオブジェクト指向の発想で解決する

サイトウ

GCP と PHP

竹澤有貴

事業のスケールアウトを支える PHP で作る分散アーキテクチャ

マキ

PhpStorm を使えばほとんどコード補完されるんだってばさ

Sho Yamada

今こそ理解する、PHP の日時計算

杉山 祐一

効果的な静的解析の CI 導入パターンを求めて

富所 亮

PHP のソースコードから理解する Preload と JIT

清家史郎

PHP8 は ISUCON への扉を開く鍵となるか

02

テストピラミッドを意識したテストコード実装戦略

大橋佑太

微妙な違いも見逃すな！ビジュアルリグレッションテスト！

中榮健二

PHP8 時代の Web アプリケーションフレームワークの話をしよう

きんじょうひでき

Composer 2.0 って何？どう変わるの？読んでみました！

長谷川智希

PHP で作るオンラインカンファレンス向け録画システム

■トークの詳細
その他トーク及び詳細は以下をご覧ください。
https://fortee.jp/phpcon-2020/proposal

■行動規範について
PHP カンファレンスでは、参加者の方に本カンファレンスをお楽しみいただける場にするために行動規範を定
めています。
本イベント参加におきましては行動規範を遵守していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
本規範は特別に参加者を制限するものではなく、常識の範囲内で PHP カンファレンスをお楽しみいただくため
のものですので何卒ご理解頂ければ幸いです。
PHP カンファレンス 2020 行動規範
https://phpcon.php.gr.jp/coc/

■ PHP カンファレンス 2020 申し込みページ
以下のページよりお申込できます。（11 月 4 日より公開予定）
前夜祭 connpass: https://connpass.com/event/193141/
本編 connpass: https://connpass.com/event/193138/
Zoom 懇親会 connpass: https://connpass.com/event/193142/

■

PHP カンファレンス 2020 イベント概要

イベント名: PHP カンファレンス 2020
開催日: 2020 年 12 月 12 日（土）
会場: YouTube Live 上を予定しております。
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 WEB サイト: https://phpcon.php.gr.jp/2020/
※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。2020 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 78.8％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
2020 年 10 月 1 日時点で 3 万 2 千件以上の求人があります。
（Indeed Japan 集計）
【報道機関からのお問い合わせ先】
PHP カンファレンス 2020 広報担当 吉政忠志
Mail：press-phpcon@php.gr.jp
※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。

