
第1回 特定非営利活動法人Seasarファウンデーション公式イベント 

Seasar Conference Seasar Conference 
2006 Spring 2006 Spring 

同時開催 

D DATABASE KNOWLEDGE EXCHANGE ATABASE KNOWLEDGE EXCHANGE 2006 2006 
Presented Presented by The Seasar Foundation by The Seasar Foundation 

日時  2006年5月14日（日）  13:00～ 
場所 法政大学ボアソナードタワー26階スカイホール 

主催 特定非営利活動法人Seasarファウンデーション 

後援 法政大学 情報科学部 

入場無料 

入場無料



国産のオープンソースソフトウェアであるSeasar（シーサー）が2003年8月にSeasar.orgで公 
開されてから今年で3年になります。この3年の間にSeasarを取り巻く状況は正に激動と呼ぶ 
に値します。Seasarは開発者ならびに関係者の予測を大きく上回る支持を非常に多くの方々 
から頂戴できるようになりました。このご支持とご期待により一層お応えするべく、特定非営利 
活動法人（NPO）としてSeasarファウンデーションを2005年12月に設立いたしました。 

これまでもSeasarは出来る限り多くの方々と直接お会いできる機会を作り、多くのご意見を直 
接伺う事で成長してきました。今後より一層多くの方々にとってお役に立つ場の提供をしてい 
きたい。そのように考えていたところ、法政大学情報科学部様のご支援を賜りましてこのたび 
当カンファレンスの開催を行うはこびとなりました。 

また、Seasarの各ソフトウェアは実際の業務システム構築の現場での利用が大半を占めてい 
ます。業務システムの構築においてはSeasarだけでは決して足りません。業務システムにお 
いて非常に重要な位置づけとなるのがデータベースです。そこで今回はデータベースに関す 
る有意義な情報もお持ち帰りいただきたいとの思いから、併設としてデータベースナレッジエク 
スチェンジ2006と題して、セッションを開催させていただきます。 

皆様の仕事のお役に立つ機会として、是非Seasarカンファレンス2006 Springをご活用いただ 
ければこれに勝る喜びはございません。理事ならびにスタッフ一同、皆様と当日会場にてお会 
いすることを心よりお待ち申し上げます。 

2006年4月吉日 
特定非営利活動法人Seasarファウンデーション 

代表理事 栗原 傑享 
理事／チーフコミッタ ひが やすを 
理事 羽生 章洋 

ご挨拶 ご挨拶



Time Time Table Table 

休憩 休憩 

K K 2 2 
本日の見どころガイド 本日の見どころガイド 

12:30 12:30 

13:00 13:00 

13:50 13:50 

1 14 4: :0 00 0 

14:50 14:50 

1 15 5: :0 00 0 

15:50 15:50 

1 16 6: :0 00 0 

16:50 16:50 

17:00 17:00 

17:30 17:30 

17:50 17:50 
18:00 18:00 

20:00 20:00 

Close Close 

2006 2006年度 年度NPO NPO会員総会 会員総会 

Close Close 

26F 26Fラウンジ ラウンジ 26F 26Fスカイホール スカイホール 26F 26F会議室 会議室 

K K 1 1  キーノートセッション キーノートセッション 

～今ここにある未来 ～今ここにある未来 

Close Close 

懇親会 懇親会 Close Close 

S S ４ ４ 

片手でスイスイ 片手でスイスイWeb Webアプリ アプリ2.0 2.0 
～ ～Tuigwaa Tuigwaa劇場へようこそ 劇場へようこそ 

西岡 西岡 悠平 悠平 

染田 染田 貴志 貴志 

D D 4 4 
EJB3 EJB3時代の 時代のERD ERDレッスン レッスン 

～ ～Activity Activity Based Based Datamodel Datamodel 

羽生 羽生 章洋 章洋 

休憩 休憩 休憩 休憩 

S S 3 3 
企業システム進化論 企業システム進化論 

～ ～Seasar Seasarファミリー ファミリー for for SOA SOA 
和田 和田 卓人 卓人 

D D 3 3 
DB DBを を256 256倍活用する方法 倍活用する方法 

～ ～S2Dao S2Dao PHP/. PHP/.NET NET/Java /Java 
漢 漢 祐介 祐介 

S S 2 2 
今さら人には聞けない 今さら人には聞けないDI DI入門 入門 

小森 小森 裕介 裕介 

D D 2 2 
最新 最新 MySQL MySQL ア・ラ・カルト ア・ラ・カルト 

坂井 恵 

休憩 休憩 休憩 休憩 

休憩 休憩 休憩 休憩 

S S B B 
展示ブース公開 展示ブース公開 

S S 1 1 
JSF JSFの波に乗れ！ の波に乗れ！ 

～ ～Teeda Teedaではじめる ではじめるJSF JSF 
大谷 大谷 晋平 晋平 

Seasar Seasar Conference Conference 
2006 Spring 2006 Spring 

D D 1 1 
PostgreSQL PostgreSQLによる、 による、 OR OR 
マッピング マッピングvsSQL vsSQL+ +ストアド ストアド 

性能と生産性の比較研究 性能と生産性の比較研究 

高塚 遙 

DATABASE DATABASE 
KNOWLEDGE KNOWLEDGE 

EXCHANGE 2006 EXCHANGE 2006



セッション紹介 セッション紹介 

和田 卓人 (WADA Takuto) 
タワーズクエスト株式会社 取締役社長 
S2AnA, S2Continuations, S2Buri, S2Coffeeコミッタ 

SOA（サービス指向アーキテクチャ）というと 
Webサービス、非同期メッセージング、ワーク 

フローなど、概念的にも技術的にも難しく少し 
とっつきにくいイメージがありますが、S2ファミ 
リーはそれを払拭します。S2Axis、S2JMS、 
S2Buriを組み合わせることによって「易しく、優 
しく」構築できるSOAの世界をご紹介します。 

S S ３ ３  1 16 6: :0 00 0 1 16 6:50 :50 
企業システム進化論 企業システム進化論 

～ ～Seasar Seasarファミリー ファミリー for SOA for SOA 

漢 祐介 (HATA Yusuke) 
S2Dao.PHP5コミッタ 

Javaの世界でSeasarが現場のエンジニアに 
高い評価を得た理由のひとつに、従来のOR 
マッピングの問題を解決した画期的なフレーム 
ワークであるS2Daoの存在があります。 この 
S2DaoがPHPと.NETでも利用できるようにな 
りました。2WaySQLをはじめとする、自動生 
成と手書きの絶妙のバランスによってRDBMS 
の機能と性能を最大限に引き出す方法の数々 
をお伝えいたします。 

D D ３ ３  1 16 6: :0 00 0 1 16 6:50 :50 
DB DBを を256 256倍活用する方法 倍活用する方法 

～ ～S2Dao S2Dao PHP/.NET/Java PHP/.NET/Java 

西岡 悠平 (NISHIOKA Yuhei) 
株式会社四次元データ 
Tuigwaaコミッタ 

染田 貴志 (SOMEDA Takashi) 
株式会社四次元データ 
Tuigwaaコミッタ 

独立行政法人情報処理推進機構による2005 
年度上期 未踏ソフトウェア創造事業、千葉PM 
採択案件の最終成果報告会において、大絶賛 
を集めたTuigwaa。プログラミングの知識を持 
たないエンドユーザが、手軽にDBを利用した 
Webアプリケーションを作成できるのはこれま 
でにない未知の体験です。このTuigwaaの魅 

力を徹底紹介いたします。 

S S ４ ４  1 17 7:00 :00 1 17 7: :5 50 0 
片手でスイスイ 片手でスイスイWeb Webアプリ アプリ2.0 2.0 
～ ～Tuigwaa Tuigwaa劇場へようこそ 劇場へようこそ 

坂井 恵 (SAKAI Kei) 
有限会社アートライ 代表取締役 

日本MySQLユーザ会 副代表 

著書「XOOPS入門」「MySQL徹底入門 第2版」（とも 

に共著）など。 

バージョン4.1以降、大きく変化した MySQL。 

次々にリリースされていく新バージョンには、 
多くの新機能が含まれています。また日本国 
内では MySQL株式会社が設立され、日本で 
のMySQL普及に一層はずみがつくと期待され 
ています。刻々と変わる MySQL の最新情報 

をお伝えしたいと思います。 

D D ２ ２  1 15 5: :0 00 0 1 15 5: :5 50 0 
最新 最新 MySQL MySQL ア・ラ・カルト ア・ラ・カルト 

小森 裕介 (KOMORI Yusuke) 
エスエムジー株式会社 テクニカルコンサルタント 
S2Container、S2JMSコミッタ 

著書「なぜ、あなたはJavaでオブジェクト指向開発が 

できないのか」 

プログラミングのパラダイムに大きな影響を与 
えたDI(依存性注入)という概念は、システム開 

発のあり方を大きく変えました。これからのプ 
ログラミングの基礎教養といっても過言ではな 
いDIについて、初心者にもわかりやすくそのメ 

リットをお伝えします。 

S S ２ ２  1 15 5: :0 00 0 1 15 5: :5 50 0 
今さら人には聞けない 今さら人には聞けないDI DI入門 入門 

高塚 遙 (TAKATSUKA Haruka) 
SRA OSS,Inc. 日本支社 

日本PostgreSQLユーザ会スタッフ/WEB会員 

著書「標準PostgreSQL」(共著) 

システム開発においてRDBはなお欠かせない 
存在です。今日の開発ではORマッピングや 
DAOなどの技法を通して利用するのが一般的 
です。一方で高い抽象化はPostgreSQLなど 
多機能なRDBの能力を殺して、保存装置に貶 

めてしまっているともいえます。おなじみ（？） 
のDAO屋vsSQL屋の議論を実例を交えて考 

察します。 

D D １ １  1 14 4: :0 00 0 14: 14:5 50 0 
PostgreSQL PostgreSQLによる による 
OR ORマッピング マッピング vs vs SQL+ SQL+ストアド ストアド 

性能と生産性の比較研究 性能と生産性の比較研究 

大谷 晋平 (OHTANI Shinpei) 
Teedaコミッタ 

Javaにおいて、Strutsに次ぐプレゼンテーショ 
ン層の本命としてJSF（JavaServer Faces）が 
注目されています。そのJSF実装として、 
Seasarファウンデーションが提供しているのが 
Teedaです。JSFの標準機能はもちろんのこと、 
DIをフルに活用したより便利な機能をご紹介 

いたします。 

S S １ １  1 14 4: :0 00 0 14: 14:5 50 0 
JSF JSFの波に乗れ！ の波に乗れ！ 

～ ～Teeda Teedaではじめる ではじめるJSF JSF 

羽生 章洋 (HABU Akihiro) 
株式会社スターロジック 代表取締役兼CEO 
特定非営利活動法人Seasarファウンデーション理事 

著書「SQL書き方ドリル」「楽々ERDレッスン」「いきい 

きする仕事とやる気のつくり方」など。 

特定非営利活動法人 
Seasarファウンデーション 

システム構築の肝と言っても過言ではないDB 
設計。その重要性故に難易度が高いのも事実 
です。業務の視点から適切な設計を行いなが 
ら、JPAを活用して実装の負荷をより低減する 
ための方策として考案されたActivity Based 
Datamodelをお伝えします。 

昨年のSeasar Strategies Day 2005から1年 
あまりが経過して正式にNPO法人となった今、 
Seasarファウンデーションは今後どこに向かっ 

ていくのか。今後のプロダクト戦略と組織戦略、 
さらにパートナーシップ戦略について、余すと 
ころなくお伝えいたします。 

また、本日の見どころについて、タイプ別にお 
薦めのプランをお伝えいたします。 

D D ４ ４  1 17 7:00 :00 1 17 7: :5 50 0 
EJB3 EJB3時代の 時代のERD ERDレッスン レッスン 

～ ～Activity Based Activity Based Datamodel Datamodel 

K K １ １  13:00 13:00 13: 13:5 50 0 
キーノートセッション キーノートセッション 

～今ここにある未来 ～今ここにある未来 
K K 2 2 
本日の見どころガイド 本日の見どころガイド



会場案内 会場案内 

交通案内 交通案内 

Seasar Seasar Conference Conference 
2006 Spring 2006 Spring 

DATABASE DATABASE 
KNOWLEDGE KNOWLEDGE 

EXCHANGE 2006 EXCHANGE 2006 

展示ブース 展示ブース



展示ブース紹介 展示ブース紹介 

懇親会のご案内 懇親会のご案内  18時から26階ラウンジにて 

懇親会を催します。 
どなたでも自由にご参加できます！ 

今すぐお申込ください。 
Seasarに関する話や 

Seasarとは関係ない話で 

一緒に盛り上がりましょう！ 

会費 会費 ２０００円 ２０００円 

さまざまなブースが皆様のお越しをお待ちしております。 さまざまなブースが皆様のお越しをお待ちしております。 

コミッタに何でも聞いちゃおう！ 

コミッタに何でも聞いちゃおう！ 

Seasarの各プロダクトのコミッタが大集結！ 

使い方や、設計の指針など、何でもご質問ください。 

もちろん要望を直接どんどん伝えるのもOK！ 

ディープで楽しいコミッタの面々とのキャッチボールを 

是非楽しんでください。 

スピーカーにいっぱい質問しよう！ 

スピーカーにいっぱい質問しよう！ 

各セッションの終了後、講演者には質問コーナーにて 

皆さんからのご質問などに答えてもらうことになりました。 

会場では周りの人が気になって聞きづらいことも 

遠慮なくどんどんと聞いちゃいましょう。 ファウンデーションブース 

ファウンデーションブース 

NPOの運営などに関するご質問や 

ご意見などは是非こちらへ！ 

スポンサーブース 

スポンサーブース 

色んなところが出展予定です。 

是非お楽しみに！ 

ブース出展募集中！ ブース出展募集中！ 
営利団体の場合は、NPOに2口以上の 
法人会員になっていただくことで出展を受付 
いたします。詳しくは、 
kurihara@seasar.orgまでお気軽にどうぞ。 
営利団体以外の場合は、会員・非会員問わず 
出展いただけます。 
尚、ご応募が多数の場合は出展いただけない 
場合もございます。予めご了承ください。



特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 
Seasar Seasarファウンデーション ファウンデーション 

所在地 東京都渋谷区渋谷１－８－７ 
第27SYビル10階 株式会社グルージェント内 

電話番号 ０３－５４６９－８８６９ 

代表理事 栗原 傑享 

URL  http://www.seasar.org/


