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2010 年 8 月 18 日 

報道関係資料 

社団法人コンピュータエンターテインメント協会 

日 経 Ｂ Ｐ 社 

日本最大のゲーム開発者向けカンファレンス 

「CEDEC 2010（CESAデベロッパーズカンファレンス）」 

基調講演・特別招待セッション・協賛セッションなど続々決定！ 

本日よりプレス事前登録の受付開始 
 

社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA、会長：和田洋一、所在地：東京都港区西新橋）

主催、日経ＢＰ社（社長：平田保雄、所在地：東京都港区白金）共催による、日本最大のゲーム開発者向けカン

ファレンス「CEDEC 2010（CESA デベロッパーズカンファレンス 2010）」［８月３１日（火）～９月２日（木）、パシフィコ

横浜（横浜市西区みなとみらい）］の最新情報をお知らせします。 

※開催概要は【添付資料１】をご覧ください 

 

オープニングスピーチに CESA 和田洋一会長、基調講演には、CEDEC フェロー（コーエーテクモホールディン

グス株式会社 代表取締役社長） 松原健二氏、作家 瀬名秀明氏、マサチューセッツ工科大学 教授 石井裕氏

が登壇します。 

また、特別招待セッションには、株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役社長兼 CEO 南場智子氏による「ゲ

ームプラットフォームの未来」、株式会社テレコム・アニメーションフィルム 顧問 大塚康生氏とゲームデザイナ

ー 上田文人氏による対談「もっと上手くなりたい！動かす力」、株式会社ポケモン 代表取締役社長・ＣＥＯ 石

原恒和氏と株式会社スクウェア・エニックス プロデューサー 市村龍太郎氏ほかによるパネルディスカッション

「人を楽しませるプロデュース」が決定しました。 

 

さらに、協賛企業による協賛セッションも実施します。グリー株式会社（9 月 1 日）と、株式会社ソニー・コンピュ

ータエンタテインメント（9 月 2 日）が、ゲーム開発者・制作者に向けてプレゼンテーションします。 

※詳細は【添付資料２】をご覧ください 

 

 CEDEC は、開発者の方同士が議論し合い、情報を共有しお互いを高める場を提供することで、業界全体とし

て開発力の向上を図っていきます。ぜひ CEDEC 2010 にご期待ください。 

 

 

◆プレス事前登録の受け付けを開始 

 本日より、CEDEC 2010 をご取材いただけるプレスの皆様の事前登録の受け付けを開始いたしました。本年は、

会場となるパシフィコ横浜・会議センター内にプレスルームを設置し、インターネットへの接続環境もご提供いた

します。 

 ぜひ、皆様の取材拠点としてご活用いただき、貴媒体への CEDEC 2010 の記事掲載をいただけますよう、ご検

討の程、よろしくお願い申し上げます。 

※事前登録についての詳細は【添付資料３】をご覧ください 

 

以上 
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【添付資料１】 

●開催概要 

 

名称： CEDEC 2010（CESA デベロッパーズカンファレンス 2010） 

会期： 2010 年 8 月 31 日（火）～9 月 2 日（木） 

会場： パシフィコ横浜・会議センター（横浜市西区みなとみらい） 

主催： 社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA） 

共催： 日経ＢＰ社 

後援： 経済産業省、情報処理学会、日本バーチャルリアリティ学会 

協賛： ＜ゴールドスポンサー＞グリー株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 

＜シルバースポンサー＞オートデスク株式会社、任天堂株式会社、マイクロソフト株式会社 

 

公式ウェブサイト： http://cedec.cesa.or.jp/ 

 

受講料金： 

種別 有効期間 参加可能プログラム
CESA会員/

学生
団体/紹介

割引
一般

通常申込 25,000円 30,000円 40,000円

当日

通常申込

当日

通常申込

当日

すべてのセッション、イベントに参加可能

・スポンサーシップセッション
・展示コーナー
・ポスター発表
・CEDEC CHALLENGE
・CEDEC AWARDS

なし

15,000円

20,000円

1,000円

1,500円

すべてのセッション、イベントに参加可能

デイリーパス

エキスポパス

会期中１日のみ

会期中１日のみ

レギュラーパス 3日間有効

 

※価格は税込価格です。 

※紹介割引は、協賛企業・PR プログラム参加企業からの紹介による申し込みで、専用コードが入力された際に適用されま

す。 

※団体割引は、同一法人から 4 名以上での申し込みに適用されます。（CESA 会員以外） 

 専用コードの入力が必要ですので、事前に CEDEC 申込受付センターまでお問い合わせください。 

 CESA 会員の方は、CESA 会員料金が適用となるため、団体割引の設定はございません。  

※Developers Night への参加は別途有料となります。 

 

エキスポパスで参加可能なプログラムについて：  

 スポンサーシップセッション： スポンサー企業によるセミナー（各 60 分） 

 展示コーナー： スポンサー企業による展示ブース（会場：3F フォワイエ） 

 ポスター発表： ポスター形式による発表（会場：1F フォワイエ） 

 CEDEC CHALLENGE： 

「超速碁九路盤［ちょう はやご きゅうろばん］AI 対決」（展示会場：3F フォワイエ、セッション：9/2 14:50～15:50） 

「Photoshop®ペイントマイスター」（セッション：9/2 16:30～17:30） 

「三日でゲームを作ってみる」（会場：1F フォワイエ、セッション：9/2 17:50～18:50） 

 CEDEC AWARDS： 9/1（水）夜に開催するゲーム開発技術の表彰イベント（会場：1F メインホール） 
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受講対象者： 

 ゲーム開発に携わる方。コンシューマ、ケータイ、ネットワーク等、プラットフォームは問いません 

 エンターテインメントコンテンツ制作、ビジネスに携わる方 

 関連の技術、機器等の開発や研究に携わる方 

 

受講申込方法： CEDEC 2010 公式ウェブサイトよりお申し込みください 

  http://cedec.cesa.or.jp/ 

 

スポンサー一覧（8 月 18 日現在）： 

[協賛] 

＜ゴールドスポンサー＞グリー株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 

＜シルバースポンサー＞オートデスク株式会社、任天堂株式会社、マイクロソフト株式会社 

 

[PR プログラムスポンサー] 

Amazon Data Services Japan 株式会社、株式会社ビーイング、Binari Sonori、クリスティ・デジタル・システムズ 日本支社、

コベリティ日本支社、株式会社 ＣＲＩ・ミドルウェア、Crytek GmbH、ダイキン工業株式会社、株式会社エルザ ジャパン、

Emergent Game Technologies、Epic Games Japan 合同会社、Gameshastra Inc.、Hansoft、Havok 株式会社、日立ソフトウェ

アエンジニアリング株式会社、株式会社日立システムアンドサービス、 Ideaworks Labs、 IGM 株式会社、 Imagination 

Technologies、NaturalMotion Ltd.、ニフティ株式会社、NVIDIA、株式会社オージス総研、株式会社フィジオス、ポールトゥウ

ィン株式会社、RAD ゲームツールズ、Scaleform Corporation、シリコンスタジオ株式会社、株式会社東陽テクニカ、Umbra 

Software、Unity Technologies、Virtuos Ltd.、株式会社ウェブテクノロジ、エクセルソフト株式会社、株式会社ゾレアックスジ

ャパン/丸紅情報システムズ株式会社、YOGURT3D 

 

[企画協力/機材協賛] 

株式会社ナナオ、日本ヒューレット・パッカード株式会社、株式会社毎日コミュニケーションズ、株式会社ドワンゴ、アドビ シ

ステムズ 株式会社、株式会社ボーンデジタル、ソフトバンク クリエイティブ株式会社、THINK SERVICE、シーグラフアジア 

 

[メディアパートナー] 

ITmedia Gamez、アニメ！アニメ！ビズ、インサイド、ゲーマガ、GAME Watch、Game*Spark、GameBusiness.jp、CodeZine、

CGWORLD、週刊ファミ通、THE SECOND TIMES、デジ専ナビ、4Gamer.net、PRONEWS、メディアクリエイト 

 

お問い合わせ先： CEDEC 申込受付センター 

   e-mail cedec_rg@c-linkage.co.jp 

   TEL. 03-3263-8694（10 時～17 時、土・日祝日を除く） FAX. 03-3263-8687  
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【添付資料２】 

●基調講演、特別招待セッション、協賛セッションについて 

オープニングスピーチ 

8 月 31 日（火） 9:45～9：50 

和田 洋一（社団法人コンピュータエンターテインメント協会 会長） 

 

基調講演 

8 月 31 日（火） 9:50～11:05 

CEDEC とは？ −そのもたらす価値の追求− 

松原 健二（CEDEC フェロー、コーエーテクモホールディングス株式会社 代表取締役社長） 

 

9 月 1 日（水） 9:45～11:05 

ゲームの知能と小説の感覚 ヒトの宇宙の究極（？）問題を考える 

瀬名 秀明（作家） 

 

9 月 2 日（木） 9:45～11:05 

Defying Gravity: The Art of Tangible Bits  重力に抗して：タンジブルビット 

石井 裕（マサチューセッツ工科大学  教授） 

 

特別招待セッション 

8 月 31 日（火）11:20～12:20 

ゲームプラットフォームの未来 

南場 智子（株式会社ディー・エヌ・エー  代表取締役社長兼 CEO） 

 

9 月 1 日（水）11:20～12:20 

大塚康生×上田文人対談 ～もっと上手くなりたい！動かす力～ 

大塚 康生（株式会社テレコム・アニメーションフィルム 顧問） 

上田 文人（ICO ワンダと巨像 人喰いの大鷲トリコ ディレクター/ゲームデザイナー） 

細田 伸明（株式会社バンダイナムコゲームス 社長室 新規事業部、大阪芸術大学 客員教授） 

 

9 月 1 日（水）13:30～14:30 

人を楽しませるプロデュース 

石原 恒和（株式会社ポケモン 代表取締役社長・ＣＥＯ） 

市村 龍太郎（株式会社スクウェア・エニックス プロデューサー統括部マネージャー、プロデューサー） 

吉田 直樹（株式会社スクウェア・エニックス 開発部 ディレクター） 
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協賛セッション 

9 月 1 日（水）：グリー株式会社 

SNS で展開するソーシャルゲームとその展望 

田中 良和（グリー株式会社 代表取締役社長） 

 

大規模ソーシャルゲームのつくりかた ～60 分でわかるサーバサイド編～ 

藤本 真樹（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） 

増山 和幸（グリー株式会社 プラットフォーム開発部 リーダー） 

 

2000 万人を魅了するソーシャルゲームの作り方 

吉田 大成（グリー株式会社 メディア開発部 副部長/プロデューサー） 

冨田 洋輔（グリー株式会社 メディア企画部 ディレクター） 

 

9 月 2 日（木）：株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 

3D 映像制作：ハリウッドの現場から 

バズ・ヘイズ（ｿﾆｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ 3D ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ｽﾃﾚｵｽｺﾋﾟｯｸ 3D ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ） 

 

PlayStation®Move タイトルの作り方（SCE JAPAN スタジオの場合） 

山本 正美（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 制作部 エグゼグティブプロデューサー） 

池尻 大作（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 制作部 エグゼグティブプロデューサー） 

鈴木 達也（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 制作部 シニアプロデューサー） 

椎名 寛（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 制作部 プロデューサー） 

鈴田 健（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 制作部 アソシエイトプロデューサー） 

飯島 貴光（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 制作部 シニアゲームデザイナー） 

 

高画質画像拡大技術 PlayView 

豊 禎治（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント ソフトウェアソリューション開発部 SVP） 

 

SCE から見るゲームタイトルにおける品質管理 

古川 隆信（株式会社ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｫｰﾏｯﾄ品質管理部 FQA ｻｰﾋﾞｽ開発課 課長） 
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【添付資料３】 

●取材事前登録のご案内 

 
■事前登録制  
会期中のご取材は事前登録制とさせて頂きます。原則として、事前登録がお済みでない方は、会場にてプレスパスを発行
できません。ご取材いただく報道関係の方は、下記の条件を満たす方に限らせていただきます。 

 
① 第３種郵便物認可を取得し定期刊行物を発行している新聞社・出版社の編集者・記者・カメラマン 
② 法人が開設するインターネット上のニュースまたは情報系サイト制作会社の編集者・記者・スタッフ 
③ BS･CS･ケーブルテレビを含むテレビ番組制作会社・記者・及び撮影スタッフ 
④ ラジオ番組制作会社・記者・及びスタッフ 
⑤ 上記編集・制作会社または編集部と取材委託契約を結んでいるライター・カメラマン 

※個人でブログを開設されている方、広告代理店・ＰＲ会社、新聞社・出版社・テレビ/ラジオ局の事業・広告営業 
部門（出展社ご担当者も含む）、調査会社・証券会社アナリストの方は、対象外とさせていただきます。 

  

■取材事前登録締切： 8月26日（木）  
登録申請書にご記入のうえ、CEDEC 2010広報担当宛<cedec2010@fullhouse.jp>までメールにてお送りください。  
＊本登録により会期3日間有効です。  
※お申し込みの際は、担当責任者様より、媒体ごとにまとめてご記入のうえ、お手続きください。  
【登録申請書ダウンロード → http://cedec.cesa.or.jp/2010/press/registration.zip 】  
 
■取材可能会場・場所  
会期中に実施される各セッション会場、展示コーナー、ポスター発表、ゲーム開発技術賞「CEDEC AWARDS」授賞式会場、
及び同時開催の「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」の各会場となります。取材は決められた場所で行っていただきます。
なお、講演によっては講演者のご意向により、当日の取材をご遠慮いただきます場合がありますので、予めご了承くださ
い。  
※8月31日（火）に実施する「ウェルカムレセプション」はご取材いただけません。 
※9月1日（水）に実施する「Developers Night」にご入場いただく場合は、一般受講者と同じく、有料でのご入場となりますの
で、ご了承ください。チケットは2F総合受付にて販売いたします。 
なお、パーティー会場に隣接するエリアに、プレス向け取材スペースをご用意いたします。パーティー開催前の時間帯に実
施する「CEDEC AWARDS」の受賞者へのインタビュー取材などが可能ですので、ぜひ、ご利用いただけますよう、お願い申
し上げます。 
 
■取材時のご注意・お願い  
当日、教室は大変混雑が予想されます。受講者を優先して席を確保するため、ご取材の方には原則として立ち見をお願い
しておりますので、予めご了承ください。 
講演中のフラッシュを使っての撮影は講師の登壇より5分間のみとさせていただきます。撮影者には別途、プレスパスに加
え腕章をご着用いただきます。 
 
■撮影した動画・音声のネット配信・放映について 
撮影した各講演の動画と音声のネット配信および放映は、最大 15 秒までとさせていただきます。 
 
■受付について  
ご登録された方に、会場のご案内、取材制限セッション等の情報を事前にメールにてお送りいたします。  
プレスパスは会場受付にてお渡しいたしますので、プレスと確認できるもの（社員証、または名刺）をご持参ください。 
 


