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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 

日本のゲームを元気にする！ 
「CEDEC 2010（CESA デベロッパーズカンファレンス）」 

“CEDEC CHALLENGE”など新企画を発表 
学生向け「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」を今年も開催 

 
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）］は、本日、新企画の実施を決定しました。受講申込の受け付けは公式ウェブ

サイトにて７月１日（木）に開始する予定です。※詳細は添付資料１をご覧ください 

＜CEDEC 公式ウェブサイト＞  http://cedec.cesa.or.jp/ 

 

CEDEC は、ゲーム産業全体の技術力向上を目的とし、産学官の垣根を越え、最新の開発技術やビジネス情

報を共有する国際的な技術カンファレンスです。昨年、CEDEC は規模を大幅に拡大し、152 のセッションを実施、

国内外から約 200 人の講演者が登壇、また 2600 人を超える聴講者が参加しました。 

今年は講演の公募を強化促進したことで、業界内外、国内外の幅広い分野の方から、400 件近くの応募があ

り、現在も選考を継続しています。 

 

また、CEDEC 2010 では、新たな講演形式として＜ポスター発表＞および＜ショートセッション（20 分）＞を設け

るほか、＜CEDEC CHALLENGE＞＜エキスポパス＞＜CEDEC 書房＞といった新企画や、ネットを活用した情報

発信の強化に取り組みます。 

※新企画や情報発信の強化については添付資料２をご覧ください 

 

 CEDEC は、開発者の自己実現と成長を支援し、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。 

 

◆学生向け「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」を今年も開催 

昨年、CEDEC に併設して初めて実施した、学生向け企画「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」を、今年も開催

することを決定しました。セッション内容の公開と、受講申込の受け付けは７月１日（木）に開始する予定です。本

企画は経済産業省の委託事業として CESA が企画するものです。 

「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」は、大学生・大学院生および専門学校生等に、ゲーム産業の市場動向

や各職種の内容について、理解を深めていただくために実施するもので、昨年は 1000 人以上の学生等に参加

いただきました。今回は、「市場」「仕事」「人材」「国際化」の 4 つのテーマにより、3 日間で合計 15 セッションを実

施します。 

※「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」については添付資料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 
 
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

早期割引(7/31まで) 20,000円 25,000円 30,000円

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

レギュラーパス

デイリーパス

エキスポパス

3日間有効

会期中１日のみ

会期中１日のみ

すべてのセッション、イベントに参加可能

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
・CEDEC CHALLENGE
・CEDEC AWARDS
　ほか検討中

なし

15,000円

20,000円

1,000円

1,500円

 

※7/31 まではレギュラーパスが早期割引価格にてご購入いただけます。 

※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の際に適用されます。 

※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 への参加は別料金となります。 

 

 

受講申込受付： 7 月 1 日（木）より受付開始予定 
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【添付資料２】 

●新企画や情報発信の強化について 

 
新たな講演形式 
従来の＜セッション（60 分）＞＜パネルディスカッション＞＜ラウンドテーブル＞に加え、＜ポスター発表＞およ

び＜ショートセッション（20 分）＞を新設します。 
＜ポスター発表＞ 
ポスターによる発表形式。発表者と参加者の交流を促進し、CEDEC に多様性をもたらします。 
 
＜ショートセッション（20 分）＞ 
類似テーマを複数組み合わせ、1 枠のセッションとして提供することで、多様な見方を提示します。 
 
CEDEC CHALLENGE の新設 
CEDEC 会場で、開発者自身のスキルを競う新企画として「CEDEC CHALLENGE」を新設。参加型企画とし

て 3 つのイベントを実施します。 
＜超速碁九路盤 (ちょう はやご きゅうろばん) AI 対決＞ 
＜Photoshop ペイントマイスター＞ 
＜三日でゲームを作ってみる＞ 
※詳細については、確定した時点でお知らせします。 
 
エキスポパスの新設 
従来の＜レギュラーパス＞＜デイリーパス＞に加え、＜エキスポパス＞を新設します。 
エキスポパスは、スポンサーによる「展示ブース」と「スポンサーシップセッション」に加え、「ポスター発表」、

「CEDEC CHALLENGE」、「CEDEC AWARDS」などに参加いただけるパスです。 
料金は 1,000 円/日（当日料金：1,500 円/日）と大変お求めやすくなっています。 
 
CEDEC 書房の新設 
会場内にゲーム開発関連書籍の販売コーナーとして「CEDEC 書房」を新設します。ゲーム開発者にとって有用

な書籍を取り揃え、実際に手にとってご覧いただけるコーナーです。 
 
一部セッションのネット配信  
CEDEC 2010 の一部セッションはネット配信を予定、Twitter との連動も検討しています。 
※詳細については、確定した時点でお知らせします。 
 
CEDEC DIGITAL ARCHIVE （仮称） 
CEDEC 2010 終了後に、講演資料をアーカイブとして公開する予定です。 
※詳細については、確定した時点でお知らせします。
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 【添付資料３】 

●「『ゲームのお仕事』業界研究フェア」について 

 
名称： 『ゲームのお仕事』業界研究フェア 2010 

会期： 2010 年 8 月 31 日（火）～9 月 2 日（木） 

会場： パシフィコ横浜・アネックスホール / 会議センター （横浜市西区みなとみらい） 

企画： 社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA） 

※本企画は経済産業省の「アジアコンテンツプラットフォーム構築事業」の委託事業として開催します。 

 

受講対象： 

大学院生・大学生および専門学校生等（学年・年齢不問、既卒を含む）を中心に、ゲームの仕事、ゲーム業界に関心

のある方 

 

受講料： 無料 

 

内容： 

 1 日 5 セッション×3 日間で構成 

 「市場」「仕事」「人材」「国際化」をテーマとしたセッション 

 市場 

 アジアを含む海外および国内のゲーム産業の動向や、各国コンテンツ産業にかかわる基盤データなど

について 

 シリアスゲームおよび、教育・医療等におけるゲームの活用状況などについて 

 青少年健全育成のためのレーティング制度などについて 

 仕事 

 ゲーム業界各職種の実務担当者による仕事の内容などについて 

 人材 

 人事・採用担当者によるゲーム会社が求める人材像などについて 

 国際化 

 アジアを含む海外ゲーム産業の動向などについて 

 

今後のスケジュール： 

7 月 1 日（木）より公式ウェブサイト（http://cedec.cesa.or.jp/oshigoto/）を開設し、セッション内容の発表および、受講

申込の受け付けを開始する予定です。 


