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一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会
CEDEC 運営委員会

日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス
CEDEC 2011（Computer Entertainment Developers Conference 2011）開催情報-4

基調講演講師に「はやぶさ」イオンエンジン開発者、世界的な工業デザイナー、
新進気鋭のテクノロジー会社経営者の３名が決定。
受講申込締切迫る。本日よりプレス事前登録の受付開始。
一般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）では、本年、9 月 6 日（火）から 8 日（木）までの 3 日間、「パシフィ
コ横浜」（神奈川県横浜市）において、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発
者向けカンファレンス『コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス
2011』（略称：CEDEC 2011 CEDEC＝セデック：Computer Entertainment Developers
Conference）を開催します。テーマは、これまでも CEDEC のテーマとしてまいりました「多
様性」をさらに推し進めることを表明した「CROSS BORDER」です。
会期初日 6 日（火）の基調講演は、未踏宇宙を拓く探査機「はやぶさ」に搭載されたイオンエンジンを開発した宇宙
航空開発機構宇宙輸送工学研究系教授・國中均氏が登壇。宇宙探査機のエンジンという、ハードサイエンス分野か
らの講演が、コンピュータエンターテインメント開発者にとって、未知への挑戦のときめき、困難への対処、技術が切
り拓く未来への新たな知見を誘導するものです。
2 日目 7 日（水）の基調講演には、工業デザイナー / KEN OKUYAMA DESIGN 代表・奥山 清行氏を迎えます。奥
山氏は、エンツォ・フェラーリ、マセラティ・クアトロポルテなどの自動車やオートバイ、電車、航空機、船舶、家具、ロ
ボット、テーマパーク等数多くの工業デザインを手がけるなど世界で活躍。コンピュータエンターテインメントは工業製
品であり、人の感情を刺激するエンターテインメントでもあります。奥山氏が活躍されている工業デザインとは分野が
異なるようでありながら共通部分も多くあることでしょう。奥山氏のお話から、コンピュータエンターテインメント開発者
が持ちうる新たな視点を探ります。
会期最終日 8 日（木）の基調講演は、チームラボ株式会社 代表取締役社長・猪子 寿之氏をお招きします。「情報
化社会、インターネット、デジタルアート、日本文化」と題し、猪子氏とチームラボが取り組む『実験と革新』についてお
話いただきます。テクノロジーを用いたエンターテインメントを作る中で見えてくる未来へのヒントは何か。デジタル化
され、ネットワーク化された世界の中での我々開発者の「意味」は何か、「強み」は何か。ぜひ、猪子氏の考えを共有
していただき、皆さん自身のビジョンを得てください。
特別招待セッションでは、株式会社ネットワーク応用通信研究所 フェローまつもと ゆきひろ氏に数少ない国産プ
ログラミング言語である「Ruby」を総括的に語っていただきます。また、株式会社モバイル＆ゲームスタジオ 取締役
会長遠藤 雅伸氏、株式会社スクウェア・エニックス モバイル事業部シニア・マネージャー/プロデューサー時田貴司
氏の両名が、日本のアニメ界のモーション表現に、「金田パース」と呼ばれる独自の手法を築き、一昨年 57 歳で他界
されたアニメーター故金田伊功氏の業績から、アニメ業界とゲーム業界の「モーション」の差と演出の違いや、試行錯
誤から確立された一流アニメーターとの協業手法を紹介します。
※プログラムは、公式 Web サイト URL http://cedec.cesa.or.jp/2011/program/index.html をご覧ください。
◆受講申込締切が、8 月 31 日（水）と迫ってきました。
お申込は、URL http://cedec.cesa.or.jp/2011/application/index.html で受け付けています。
◆CEDEC 2011 取材事前登録受付を開始しました。
公式 Web サイトから登録申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、CEDEC 2011 広報担当宛<
cedec-press2011@publicity-bur.co.jp >メールにてお送りください。事前登録締切りは、8 月 31 日（水）です。ご取材い
ただくことのできるセッション、ご取材内容、撮影の有無など、規定を設けさていただく場合があります。詳細は、別途
お知らせいたします。
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用意いたしま
す。
ご取材規定詳細は、別紙または公式 Web サイト URL http://cedec.cesa.or.jp/2011/press̲release/index.html をご
覧ください。
以上
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【CEDEC 2011 ご取材規定】
■事前登録制
会期中のご取材は事前登録制とさせていただききます。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 上記定期刊行物に署名記事の掲載実績をもつフリージャーナリスト、ライターの方
③ 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
④ BS･CS･ケーブルテレビを含むテレビ番組制作会社・記者・および撮影スタッフ
⑤ ラジオ番組制作会社・記者・およびスタッフ
⑥ 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： 2011年8月31日（水）
登録申請書にご記入のうえ、CEDEC 2011広報担当宛< cedec-press2011@publicity-bur.co.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、ご取材責任者様より、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/2011/press̲release/index.html 】

■取材可能会場・場所
会期中に実施される次の会場となります。
・ 基調講演
・ 各セッション
※ 講演者等の意向により、ご取材いただけないセッションがあります。別途お知らせいたしますので、予め
ご了承ください。
・ 展示コーナー
・ イベント
「CEDEC AWARDS」「CEDEC CHALLENGE」「Co-located event」
「Developers Night」は、有料でのご入場となります。チケットは、2F総合受付にて販売いたします。
・ 『ゲームのお仕事』業界研究フェア
※9月6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。

■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写真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、プレスパスに加え撮影者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。

■プレス受付について
・ プレスパスは会場受付にてお渡しいたします。
・ ご本人であることを証明いただける社員証、または名刺等をご持参ください。
・ 受付にて、会場のご案内、取材制限セッション等についてお知らせします。
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■ コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス 2011(CEDEC 2011) 開催概要
名

称

コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス 2011(CEDEC 2011)

会

期

2011 年 9 月 6 日（火）〜9 月 8 日（木）

会

場

パシフィコ横浜 会議センター（神奈川県横浜市西区みなとみらい）

主

催

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

後

援

経済産業省、横浜市、一般社団法人情報処理学会 エンタテインメントコンピューティング研究
会/グラフィクスと CAD 研究会、NPO 法人 ソフトウェアテスト技術振興協会（ASTER）、
日本バーチャルリアリティ学会

協

賛

＜プラチナスポンサー＞
株式会社ディー・エヌ・エー
グリー株式会社
＜ゴールドスポンサー＞
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＞
日 本 マイクロソフト株 式 会 社
任天堂株式会社
＜PR プログラムスポンサー＞
Marmalade
株式会社アマナイメージズ
マッチロック株式会社
アマゾン データサービス ジャ
Natural Motion Inc.
パン株式会社
ネットエージェント株式会社
オートデスク株式会社
エヌビディア ジャパン
株式会社ビーイング
株式会社オージス総研
コベリティ日本支社
株式会社プレミアムエージェンシー
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
株式会社プロディジ
株式会社デジタルハーツ
株式会社コンセプト(Qoncept)
エピック・ゲームズ・ジャパン
RAD ゲームツールズ
フリービット株式会社
シリコンスタジオ株式会社
GMO アプリクラウド
株式会社スクウェア・エニックス
Hansoft
株式会社東陽テクニカ
Havok 株式会社
Umbla Software Ltd.
IIJ GIO
Unity Technologies
日本ノーベル株式会社
株式会社ウェブテクノロジ
株式会社コナミデジタルエンタテイン
エクセルソフト株式会社
メント
株式会社ゾレアックスジャパン/丸紅情報システ
京都マイクロコンピュータ株式会社
ムズ株式会社
ロタリス株式会社

ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰﾄﾅｰ

Atas 株式会社[4Gamer.net]
アイティメディア株式会社[@IT]
株式会社ワークスコーポレーション
[CGWORLD/CGWORLD.JP]
株式会社翔泳社[CodeZine]
株式会社フルライフ[デジ専ナビ]

企画協力/機材協賛 株式会社ナナオ

株式会社エンターブレイン[ファミ通.com/週刊ファミ通]
株 式 会 社 イ ー ド [GameBusiness.jp/
iNSIDE/Game*spark]
ソフトバンク クリエイティブ株式会社[ゲーマガ]
株式会社システムファイブ[PRONEWS]

富士通株式会社

受講料金

http://cedec.cesa.or.jp/2011/application/index.html 参照

受講対象

ゲームを中心とするコンピュータエンターテインメント開発に携わる方
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
http://cedec.cesa.or.jp/

URL

■ 『ゲームのお仕事』業界研究フェア 2011 開催概要
名
称
『ゲームのお仕事』業界研究フェア 2011
会
期
2011 年 9 月 6 日（火）〜9 月 8 日（木）
会
場
パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい）
企
画
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
受講対象
大学生・大学院生および専門学校生等を中心に、ゲームの仕事、ゲーム業界に関心のある方
学年・年齢は問わない、既卒を含む
受講料金
無料（事前登録制）
URL
http://cedec.cesa.or.jp/oshigoto/2011/
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