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U-22 最強のプログラマーは誰だ！
U-22 プログラミング・コンテスト
審査委員と副賞が決まりました
「U-22プログラミング・コンテスト」を主催するU-22プログラミング・コンテスト実行委員会（実行委員長：
青野慶久 サイボウズ株式会社 代表取締役社長）は、コンテストにおける審査委員および入選者に授与さ
れる副賞について公表しました。
昨年度までと違い、審査委員には、スポンサー企業の代表者が加わることで、応募作品を直接、企業が審
査をすることになり、副賞を授与することで、さらに応募者の興味を引き出し、応募作品を増やす狙いがあ
ります。
●審査委員について
審査委員は、有識者およびプラチナ／ゴールドスポンサーの実行委員で構成されます。審査委員長に小泉
力一氏（尚美学園大学 教授）、審査委員にまつもとゆきひろ氏（Ruby アソシエーション 理事長）等が
前回に引き続き有識者として加わるほか、スポンサー企業の代表者等が審査委員として加わります。
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※最終審査会（10月5日）には審査員全員出席し、応募作品を審査します。なお、最終審査会は、どなた様でもご覧
いただけますので、若きプログラマー達の力作を是非ご覧ください。

●副賞について
今回から表彰のほか、副賞が授与されることになりました。各副賞については以下のとおりです。
種類
副賞
経済産業大臣賞
5 万円（奨学金）
経済産業省商務情報政策局長賞
3 万円（奨学金）
CSAJ 会長賞
3 万円（奨学金）
スポンサー企業賞(7 社)
サイボウズ株式会社

サイボウズ賞
副賞：RED BULL 100 本
株式会社オービックビジネスコンサルタント
オービックビジネスコンサルタント賞
副賞：Surface 2 64GB
首都圏コンピュータ技術者株式会社
首都圏コンピュータ技術者賞
副賞：商品券 3 万円分
日本事務器株式会社
useful 賞
副賞：AR.Drone 2.0 Elite Edition - Snow Version（2 台）
日本マイクロソフト株式会社
日本マイクロソフト賞
副賞：Windows 8.1 搭載 8 インチタブレット
ハンズラボ株式会社
ハンズラボ賞
副賞：図書カード 10 万円分
株式会社豆蔵ホールディングス
豆蔵ホールディングス賞
副賞：賞金 10 万円
クラウド賞

ニフティ株式会社
ニフティクラウド賞
副賞：利用環境の期間延長（1 年間）
※NIFTY Cloud/NIFTY Cloud C4SA の利用者の中から優秀な作品に与えられ
ます。

モバイル賞

3 万円（奨学金）
※入選作品の中から最も優秀なモバイル作品に与えられます。

■「U-22プログラミング・コンテスト」について
1980年から34年間にわたり経済産業省が主催してきた「U-20プログラミング・コンテスト」が、今年度、新た
に応募対象者を U-20（20歳以下）から U-22（22歳以下）に拡大し、「U-22プログラミング・コンテスト」と
して開催される。主催は協賛企業で構成される「U-22プログラミング・コンテスト実行委員会（実行委員長 青
野 慶久（サイボウズ株式会社 代表取締役社長））」、運営事務局は一般社団法人コンピュータソフトウェ
ア協会（略称 CSAJ、会長 荻原紀男（株式会社豆蔵ホールディングス 代表取締役社長））で歴史を引き継
ぎ実施する。
■今後のスケジュールついて
7月初旬～8/22（金）
10/5（日）
10/6（月）
10/7（火）～10/11（土）

作品応募期間
最終審査会（会場：秋葉原 UDX）、表彰式
情報化月間記念式典において経済産業大臣賞等の表彰
CEATEC JAPAN 2014（会場：幕張メッセ）にいて受賞作品のパネル展示

※本件に関するお問い合わせは下記連絡先までお願い致します。
■問い合わせ先
U-22プログラミング・コンテスト運営事務局
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 E-mail：U22-info@csaj.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル 4階
担当：小林、若生（わこう）
TEL：03-6435-5991 FAX：03-3560-8441 http://www.u22procon.com/

資料「U-22 プログラミング・コンテストとは」
【目的】
１. 優れた才能を持ったイノベイティブな IT 人材の発掘と育成
２. 単にプログラムのできる人材ではなく、アイデアに富んだソフトウェア開発に取り組む人材を発掘
３. 歴史あるプログラミング・コンテストの継承と発展
【コンセプト】

－日本のプログラミング学習熱を高めよう－
日本のプログラミング学習熱を高めよう－
プログラミングが社会に革新を起こしています。書店はオンライン化され、何十万冊の中から瞬時に好き
な本を探して買えるようになりました。メディアもオンライン化され、自分が読みたい記事をいつでもどこ
でも読めるようになりました。これらはすべて「プログラミング」が起こした革新です。
すべての産業でプログラミングが必要とされ、すべてのサービスがプログラミングによって進化していま
す。米国では大統領がプログラミング教育の必修化を呼び掛けており、今後もさらに重要性が増すでしょう。
日本でもプログラミングをする若者を育てていかなければなりません。U-22
プログラミング・コンテス
日本でもプログラミングをする若者を育てていかなければなりません。
トは、そういった自らプログラミングを学び、日本の未来を創る若者を応援し、発表、表彰する場を提供し
ていきます。
■開催概要
名称：
対象：
各賞：

U-22 プログラミング・コンテスト 2014
22 歳以下
経済産業大臣賞、商務情報政策局長賞及び CSAJ 会長賞、スポンサーによる企業賞、クラ
ウド賞、モバイル賞など（副賞付き）
主催：
U-22 プログラミング・コンテスト実行委員会
後援：
経済産業省、総務省、文部科学省、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、一般社団法
人情報処理学会
協力
一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）、一般財団法人日本情報経済社会推進協会
（JIPDEC）、特定非営利法人 IT ジュニア育成交流協会（A.JITEP）、一般社団法人日本情
報システム・ユーザー協会（JUAS）、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）、一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）、一般社団法人全国地域情
報産業団体連合会（ANIA）、一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
運営事務局： 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）

■2014 年審査スケジュール（概要）
4 月 2 日(水) 応募要領発表／公式 Web サイト公開
7 月初旬～8 月 22 日(金) 応募期間
8 月 25 日(月)～9 月 19 日(金) 事前審査、一次審査
10 月 5 日(日) 最終審査会・特別講演・各賞発表 ※一般聴講可能
10 月 6 日(月) 大臣賞／局長賞 表彰式（情報化月間記念式典）
10 月 7 日(火)～10 月 11 日(土) CEATEC JAPAN 2014 にて入賞作品展示
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■協賛企業一覧
プラチナスポンサー： サイボウズ(株)
ゴールドスポンサー： (株)オービックビジネスコンサルタント、首都圏コンピュータ技術者(株)、
日本事務器(株)、日本マイクロソフト(株)、ハンズラボ(株)、
(株)豆蔵ホールディングス
シルバースポンサー： トレンドマイクロ(株)、ピー・シー・エー(株)
ブロンズスポンサー： (株)インテリジェント ウェイブ、コーエーテクモホールディングス(株)、
(株)フォーラムエイト、ニフティ(株)、ネクストウェア(株)、LINE(株)
■クラウド開発環境提供企業一覧
アマゾン データ サービス ジャパン(株)、日本マイクロソフト(株)、GMO クラウド(株)、ニフティ(株)、
さくらインターネット(株)、(株)セールスフォース・ドットコム
■参加資格
日本国内に居住する、1992 年 4 月 2 日以降に生まれた方
■募集部門
個人部門、団体部門
■募集内容
ユニークな発想やこれまでに培ってきた技術力を活かした、未発表または 2013 年 9 月 1 日以降に発表し
たオリジナル作品。ジャンルやプログラミング言語は特に問わないものとする。
■開発形式
・プログラミング言語による直接開発のほか、市販ライブラリや開発キット、オーサリングツールなどの
ソフトウェアも利用可。
・一般的なマシン環境で動作／再現できるものに限る（携帯電話で動作／再現できるものは審査の対象と
なる。スーパーコンピュータ、汎用機、ゲーム機、家庭用ゲーム機など、特別なマシン環境でのみ動作
／再現するものは不可）。
・動作プラットフォームとしては Windows、Mac OS、GNU/Linux、Android、iOS を想定し、それ以外
のプラットフォーム上でのみ動作する作品については、事前に事務局へ相談の上、検討・決定する。
・クラウド型プラットフォームを期間限定で無償提供予定。
■応募方法および応募時の提出物
公式 Web サイト（http://www.u22procon.com）参照。

