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オプト、「ソーシャルアプリコンテスト」タイアップセミナー 第 6弾！ 

好評につき、Ustream 同時中継を継続！ 

～グリー株式会社「ソーシャルアプリで NoSQL(あるいは KVS)」開催～ 

 

株式会社オプト（本社 :東京都千代田区、 代表取締役社長 CEO：鉢嶺登、証券コード 2389、

以下オプト）が主催する「ソーシャルアプリコンテスト」の事務局では、同コンテストの応募

を検討している方々を主な対象として、協賛企業とのタイアップセミナーを企画・運営してい

ます。“アプリビジネスの第一線で活躍している講師から直接プランニングのノウハウを学ぶこ

とのできる”実践的な講座を今夏続々と開催する予定です。 

7 月 23 日（金）には、以下のように、グリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：

田中 良和、以下グリー）の CTO 藤本真樹氏による「ソーシャルアプリで NoSQL（※1）(あるい

は KVS（※2）) ～実践 NoSQL～」を開催します。 

尚、本セミナーの模様はインターネットを利用したライブ動画配信サービス「Ustream（ユ

ーストリーム）」にて同時中継します。 

 

 

【セミナー概要】----------------------------------------------------------------- 

■ タイトル： 

「ソーシャルアプリで NoSQL(あるいは KVS) ～実践 NoSQL～」 

■ 内容： 

ソーシャルアプリなどで多用されている RDBMS（※3）ですが、最近はその一部を NoSQL な

データベースに置き換えてしまうことが流行っているようです。このセッションでは、GREE

のアプリケーションでの利用例をもとに、NoSQL でできること/できないこと、楽になると

ころ/ならないところ、RDBMSからの移行例や運用のノウハウについて解説します。また比

較的よく使われていたり、 詳しく知っているというような実装をいくつか取り上げて、ベ

ンチマークや選択のポイントなどをご紹介してみたいと思います。NoSQL あるいは KVS に

ご興味のある方はぜひご参加ください！ 

 

 ◆本セミナーの模様は「Ustream」にて同時中継します。 

【本セミナー中継の URL】http://www.ustream.tv/channel/social-application-seminar 

【Ustream.tv のオフィシャルサイト URL】http://www.ustream.tv/ 
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■ タイムテーブル： 

7 月 23 日（金） 

19:30～20:30  「ソーシャルアプリで NoSQL(あるいは KVS) ～実践 NoSQL～」 

20:30～21:30   懇親会 

 

■ 対象者：IT系エンジニア全般 

■ 受講料：無料 

■ 会場  ：株式会社オプト 会議室 

      東京都千代田区神田錦町 3-26 一ツ橋 SI ビル 1F 

 

■ 講師紹介： 

藤本真樹 氏（グリー株式会社 取締役 執行役員 CTO プラットフォーム開発部長） 

2001 年に上智大学文学部卒業後、株式会社アストラザスタジオを経て、2003年 2 月有限会社

テューンビズに入社。PHP 等のオープンソースプロジェクトに参画しており、オープンソー

スソフトウェアシステムのコンサルティング等を担当。2005 年 6 月グリー株式会社 取締役

に就任。 

 

■ 講師企業情報 

正式社名   グリー株式会社 

所在地    東京都港区六本木 4-1-4 黒崎ビル 

       ※2010 年 7 月 20 日より下記に移転予定 

              東京都港区六本木 6丁目 10番 1号 六本木ヒルズ森タワー 
代表者    代表取締役社長 田中 良和 

URL      http://www.gree.co.jp/ 

 

 

（※1）NoSQL 

関係データベースの長い歴史を打破するものとして、広い意味での非関係モデルに属するデー

タストアの発展を促進させようとする運動。非関係モデルのデータストアの特徴として、固定

されたスキーマに縛られないこと、join（英語）操作を必要としないこと、水平スケーラビリ

ティが確保されることなどが挙げられる。 

 

（※2）KVS 

Key Value Store の略称。任意の Key (ラベル) に対して 1 つないし複数の Value (データ) を

もつデータモデルで、データの検索に Key が必須となる一方で、データの分散が容易となる。 
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（※3）RDBMS 

リレーショナルデータベースマネジメントシステム (英: relational database management 

system; RDBMS)。エドガー・F・コッドが提唱した関係モデル（リレーショナルモデル）に基づ

いた、コンピュータのデータベース管理システム (DBMS) である。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

◆「ソーシャルアプリコンテスト」について◆ 

「多様な優れたアプリ（※2）を世に送り出すことで、アプリ・プラットフォームビジネスを盛

り上げる」ことを目的に、個人とチームを対象としたコンテストです。アイデアのみでも応募

可能、公式コミュニティでチームメンバーを集めることが可能、開発環境（ニフティクラウド）

を無料提供、といった特徴を持たせ、個人が挑戦しやすいコンテストを目指しています。また、

アプリビジネスの第一線で活躍されている方々が審査員を務めるなど、早期ビジネス化のチャ

ンスも見込めます。第 1 回目となる本年は、6月 1日（火）～8月 16 日（月）までを応募期間

とし、9月 4日（土）に各賞の表彰式を行う予定です。 

【URL】http://www.contents-one.co.jp/applicontest2010/ 

 

（※2）本コンテストでは、mixi アプリ、モバゲーオープンゲーム、モバイル版 GREE向けソーシ

ャルアプリのコンセプトに合致したものを対象とします。 

 

◆「ソーシャルアプリコンテスト」タイアップセミナーについて◆ 

「ソーシャルアプリコンテスト」の協賛企業とのタイアップにより実現した、“アプリビジネス

の第一線で活躍している講師から直接プランニングのノウハウを学ぶことのできる”セミナー

です。同コンテストの応募を検討している方々を主な対象としており、7月 28 日（水）までに

7回に亘って開催の予定です〔受講料：無料〕。尚、事務局はオプトの 100%子会社である株式会

社コンテンツワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山縣泰彦、以下コンテンツワン）

が務めます。 

【URL】http://www.contents-one.co.jp/applicontest2010/seminar/ 
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【ソーシャルアプリコンテスト タイアップセミナー開催予定】 

日程 時間 講師企業 テーマ　（予定）

19：30～ KLab株式会社

19：30～ 株式会社gumi

20：15～ ニフティ株式会社

19：30～

7月28日
（水）

19：30～ グリー株式会社
ソーシャルアプリでNoSQL(あるいはKVS)

 ～実践NoSQL～

19：30～ 株式会社ディー・エヌ・エー DeNA流エンジニア主導ソーシャルアプリ開発秘話

6月30日
（水）

7月7日
（水）

7月9日

（金）

7月14日
（水）

7月23日

（金）

Python × Django × AWSで作るソーシャルアプリ
～3日に1つアプリをリリースできた理由～

クラウドはなぜソーシャルアプリにマッチするのか
～リアルビジネスに学ぶクラウドの利点～

人気ソーシャルアプリの作り方
～超人気ソーシャルアプリの企画開発者による
　　　　　　　　　　　　パネルディスカッション～

LAMPで作るソーシャルアプリの負荷対策
～アプリとインフラの調和のテクニック～

株式会社gumi
KLabGames株式会社
グリー株式会社
株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ドリコム

終了

-

今回ご案内

終了

終了

終了

 

 

以上 

 

〔株式会社オプトについて〕 

オプトはお客様のインターネット上でのマーケティング活動をお手伝いする「e マーケティン

グカンパニー」です。「売上に直結する eマーケティング」をコンセプトに、お客様のマーケテ

ィング ROI（費用対効果）を最大化します。 

URL http://www.opt.ne.jp/ 

 

〔株式会社コンテンツワンについて〕 

コンテンツワンは、Web系人材の派遣を中心としたWebサービス・Webサイト系の開発運用支援、

Web マーケティングを中心とした教育事業を行っています。「人」を軸に、お客様の Web 戦略を

バックアップし、Web のパフォーマンスの最大化を図ります。 

URL http://www.contents-one.co.jp/ 

 

 

 

◆「ソーシャルアプリコンテスト」に関するお問い合わせ 

  株式会社コンテンツワン 取締役 川井健史 

E-mail）takeshi.kawai@contents-one.co.jp  TEL）03-3219-7704（代表） 

 

◆報道に関するお問い合わせ 

株式会社オプト 広報担当 中山  TEL）03-3219-7655 

本件に関するお問い合わせ先 


