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U-22プログラミング・コンテストとは…

1980年〜2013年 主催︓経済産業省
� 1980年〜1999年︓全国⾼校⽣プログラミング・コンテスト
� 2000年〜2004年︓全国⾼校⽣・専門学校⽣プログラミング・コンテスト
� 2005年〜2013年︓U-20プログラミング・コンテスト

2014年〜 U-22プログラミング・コンテスト
主催︓U-22プログラミング・コンテスト実⾏委員会（協賛企業で組織）
事務局︓U-22プログラミング・コンテスト運営事務局

（一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）内）

次代を担うIT人材の発掘・育成を目的に1980年から開催されている
22歳以下を対象としたプログラミングコンテスト



SAJとは
正式名称︓一般社団法人ソフトウェア協会
（Software Association of Japan）

SAJは自社で市場ニーズを分析し、企画、開発、商品化した既成
ソフトウェア（企画開発型ソフトウェア）を販売、あるいはそ
れを利⽤したサービスを提供している企業を中⼼とした団体で
す。（加盟企業数︓約650社・団体（2021年7月時点））

会⻑︓荻原紀男
(株)豆蔵K2TOPホールディングス代表取締役社⻑



U-22プログラミング・コンテスト 2020

学校 ジャンル
小学⽣ 10作品 AI 19作品
中学⽣ 19作品 IoT 11作品
⾼校⽣ 43作品 セキュリティ 5作品
⾼等専門学校⽣ 4作品 プログラミング言語 7作品
専門学校⽣ 246作品 ユーティリティ 61作品
大学⽣ 22作品 学習＆教育 38作品
その他 4作品 コミュニケーション 26作品

ゲーム 218作品
その他 21作品

応募総数︓348作品（個人111作品／団体237作品）
参加者総数︓1,201名



審査のポイント

� プロダクト
有⽤性や芸術性等、ビジネスの可能性も期待できる完成度の⾼い作品を評価します。

� テクノロジー
アルゴリズムや機能性等、技術的に優れた作品を評価します。

� アイデア
独創性や将来性等、アイデアに優れた作品を評価します。

総合だけでなく様々な観点で作品を審査します。



最終審査会の様子（2020年）

審査員＝都内会場へ集合（一部オンライン） 入選者＝オンライン（zoom）でプレゼン

質疑応答
会場×オンライン／オンライン×オンライン 表彰式結果発表



最終審査会の様子（2019年）於︓秋葉原コンベンションホール



2020年結果と各賞
経済産業大⾂賞︓賞⾦50万円

商務情報政策局⻑賞︓賞⾦5万円

受賞ｶﾃｺﾞﾘ 作品名 制作者名 学校 ジャンル
総合 AIを⽤いた自動⾞運転能⼒測定装置 ⻄村 太雅・野田 都⾥人 東京医科大学 その他

プロダクト 点体望遠鏡 越智 晃瑛 守⼭市⽴速野小学校 ユーティリティ

テクノロジー 3密チェッカー 坂井田 逸斗 愛知工業大学情報電子専門学校 その他

アイデア deepMusa 鶴田 慈貴 富⼠市⽴富⼠南中学校 AI

受賞ｶﾃｺﾞﾘ 作品名 制作者名 学校 ジャンル
プロダクト PeriDot/Peree 本間 大一優 東京都⽴武蔵⾼等学校 学習＆教育

プロダクト Let's! パーカス
〜打楽器練習⽤ウェブアプリ〜 真家 彩人 東京都⽴⻄⾼等学校 学習＆教育

テクノロジー LEFTONE 米丸 賜喜 東京工業⾼等専門学校 ゲーム

テクノロジー Pick 今村 翔太 科学技術学園⾼等学校 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語

アイデア DRONE FLIGHT 船橋 一汰 一宮市⽴大和⻄小学校 学習&教育

アイデア Road to IT master 五⼗嵐 蒼太 札幌市⽴ノホロの丘小学校 学習&教育



スポンサー企業賞
賞名 作品名 制作者名 ジャンル
SOMPO賞
副賞︓Macbook

AIを⽤いた自動⾞運転能⼒測定装置 ⻄村 太雅・野田 都⾥人 その他

サイボウズ賞
副賞︓ 賞⾦10万円 ＋ サイボウズおよびサイボウ
ズ・ラボのエンジニアが執筆した技術書セット

Pick 今村 翔太 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ言語

ＯＢＣ賞
副賞︓Microsoft Surface

PeriDot/Peree 本間 大一優 学習&教育

さくらインターネット賞
副賞︓AirPods MAX

キープル GlassCode ゲーム

日本事務器賞
副賞︓Oculus Quest2

ToyBot ChotuGuys ゲーム

ピーエスシー賞
副賞︓賞⾦10万円 ホラーARSNS 夜亡キ ⻑ 政輝 その他

PCAクラウド賞
副賞︓最新MacBook 1台 3密チェッカー 坂井田 逸斗 その他

フォーラムエイト賞
副賞︓VR開発プログラミングキット deepMusa 鶴田 慈貴 AI

豆蔵ホールディングス賞
副賞︓賞⾦10万円 MEME 市川 大葵 ｹﾞｰﾑ

CSAJ賞 • ANCHORS CONNECTIVE
• SLIME KNIGHTS

R-ICE
宇佐美 晃之

ゲーム
ゲーム

BestViewers賞
副賞︓図書カード1万円

Let's! パーカス 〜打楽器練習⽤ウェ
ブアプリ〜 真家 彩人 学習＆教育



スポンサー特典
（広告・プロモーション）



① リーフレット・ポスターへのロゴ掲載（共通）

区分 発送先 備考
小学校 200 過去応募・プログラミング教育先進校

等

中学校 150 過去応募校
⾼等学校 4,900 普通・商業・工業・一貫

校
⾼等専門学校 150
専門学校 300
短大・大学 1,300 理系・情報系中⼼
教育委員会 230
スクール等 70
合計 7,300



② Web社名・ロゴ掲載（共通）

2020年WebサイトPV推移

TOPページ上部︓
ダイヤモンドは固定、プラチナ〜ブ
ロンズは自動スクロール

各ページ下部︓
ダイヤモンド〜プロコン応援団固定

TOPページ上部

各ページ下部



配信日 配信内容 PV（PRTimesのみ）
4月1日 応募要領公開 1,013

6月12日 締切延⻑ 2,579

7月1日 応募受付開始 1,223

10月14日 事前審査結果 1,429

11月4日 一次審査結果 2,109

11月30日 最終審査結果 3,795

使⽤媒体︓PRTimes（リリース時PV数）

リリース配信（2020年実績︓全6回）

そのほか、メディアスポンサーや個人ライターによる記事化も

▼転載サイト例
・朝日新聞デジタル
・読売新聞オンライン
・産経ニュース
・ASCII

・東洋経済オンライン
・BIGLOBEニュース
・Infoseekニュース
・エキサイトニュース など

③

【参考︓2020年メディアスポンサー】
・日経ソフトウェア ・アスキー
・CodeZine ・BCN

・教育ICTニュース ・リセマム
・コエテコ ・技術評論社
・IT Leaders など



④ メールマガジン配信（共通）

U-22メルマガ（不定期、4月〜10月は月1回
以上／登録者数︓約750名）において、企業
紹介をはじめ、採⽤情報、インターンシッ
プなど、学⽣に関連する情報、参加可能な
イベントがあれば掲載可能です。

ダイヤモンドスポンサーは
メルマガヘッダの囲みに社名を入れさせて
いただきます。
また、文中には協賛企業一覧を掲載するほ
か、順番に企業紹介や委員紹介なども掲載
しています。

また、学⽣へ向けたお知らせ（会社説明
会・インターンシップ・各種イベント等）
をご希望の場合は、メルマガ文中に挿入可
能です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



2020年減少要因
・プロモーション機会の減少
・ニコ⽣専⽤バナー実施無
・夏野氏退任による誘導喪失

⑤
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最終審査会LIVE配信（2016年〜2020年）

参考︓類似コンテスト 500〜2,000視聴程度

休憩時間＝協賛企業CM放映

挿み絵やエンドロールにロゴ・社名を掲載



リーフレットは会場内設置のほか、
入賞者・関係者の資料一式にもセットで封入

⑥ パンフレット・ノベルティ配布（共通）

【現地会場の場合のイメージ】

【オンラインの場合のイメージ】
リーフレットは賞状・トロフィーとあわせて
入賞者に発送
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スポンサー特典
（広告・プロモーション）

ダイヤモンド協賛限定



U-22プログラミング・コンテスト2020実施にあたり、
ダイヤモンドスポンサー向けオプションを⽤意
しています。

なお、本資料掲載のオプション内容は一例のため、
後日ご相談に応じて調整させていただきます。

U-22 プログラミング・コンテスト 2020

クリエイティブ
＊デザインに応じて調整させていただきます。 1

ダイヤモンドスポンサー



19

内容 プラン詳細

掲載物 静止画/リンク先URL

展開方法 トップページに広告を掲載

掲載場所 LINE NEWS内広告枠

時期 7月頃

期間 7,000回程度
クリックされるまで

露出 約7,000回click

掲載例 告知プラン

⑦ Webニュース媒体（LINE）広告にロゴを掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）

内容 2019年 2020年

インプレッション数 2,407,434 42,321,270

クリック数 10,539 173,584

CTR 0.44％ 0.41％

� 国内最大のコミュニケーションツールであるLINEに静止画広告を掲載



� エンジニア向けコミュニティQiitaの広告枠に静止画広告を掲出

20

内容 プラン詳細

掲載物 静止画/リンク先URL

展開方法 DSP広告（３サイズ）

掲載場所 Qiitaサイト内
10〜20代セグメント

時期 8月頃
（約１か月）

期間 1,650回程度
クリックされるまで

露出 約7,000回click

掲載例 告知プラン

⑧ Web媒体（Qiita）広告バナーにロゴを掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）

内容 2020年

クリック数 1,704



� ニコニコ動画のTOP ページや検索結果等ほぼ全てに掲載される「ヘッドバナー」で調整

21

内容 プラン詳細

掲載物 静止画/リンク先URL

展開方法 TOP ページ、
索結果画⾯などに掲載

掲載場所 ヘッドバナー

時期 最終審査会直前の1週間を想定

期間 1週間（最終審査会開催直前）

視認性 1400万imps

掲載例 告知プラン

⑨ 動画サイト（niconico）のバナー広告にロゴを掲載 （ダイヤモンドスポンサー限定）

※上記プランは、改めて、条件等を再度調整いたしますため、内容に変更が⽣じる
場合もございます。予めご了承ください。



表彰式用足元パネル

スクリーン投影

※上記プランは、デザイン等に応じて、内容に変更が⽣じる場合もございます。
予めご了承ください。

⑩ 最終審査会表彰式のパネル・スライドにロゴ掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）※現地会場



⑩

表彰式用掲示（ダイヤモンド協賛限定） スクリーン投影（ゴールド協賛企業以上）

最終審査会表彰式のパネル・スライドにロゴ掲載（ダイヤモンドスポンサー限定）※オンライン



↑審議時間（45分前後）
に一般・学⽣を対象とした、
協賛企業による講演を実施ま
たは放映

⑪ 最終審査会特別講演（ダイヤモンドスポンサー限定）



� 参加者や学校関係者などへの訴求用ツール「U-22ダイジェストVTR」にスポンサーコンテンツを挿入。
スポンサー様のイメージアップと露出強化を図ります。

掲載イメージ

25

タイトルやエンディング
シーンに象徴的なロゴ挿入

U-22メインビジュアル等でVTRはフィニッシュ

エンディングシーのロゴ決め画面の前に
ダイヤモンドスポンサーロゴを掲出

スポンサーオリジナルコンテンツを制作︕

U-22や子供たちへの
プログラミング教育とのかかわり
などについてのインタビューを
撮影し、VTRに組み込み。
よりストーリー性のあるVTRと
して完成させます。

Case01:インタービューシーンを挿入

Case02:インタービューシーンを挿入

すでにスポンサーの一部で
⾏っている会社訪問などを
実施し、その模様を撮影。
VTRに挿入し、拡散を図る。

※スポンサーコンテンツ部分は、別データで納品も検討。御社での事後の汎用も可能です。
※ご興味のあるスポンサー様は、別途お問合せください。

別途有償（1社限定）にて、
プログラム教育への取り組みについての
スポンサー様独自のコンテンツを制作することも。

これによりVTRをより魅⼒的なコンテンツとするともに、
希望スポンサー様のイメージアップを図ります。

「U-22プロモーションVTR」に委員インタビューを掲載。
若者の応援をはじめとしたメッセージを発信可能です。

有償
プラン

＜ダイジェストVTRイメージ＞

ダイジェストVTR（一部有償プラン有・ご相談）（ダイヤモンドスポンサー限定）⑫



スポンサー特典
（受賞者交流等）



実⾏委員会
開催回数︓2回程度（2月・12月（＋α））／代理出席可

第1回︓2月
・メインビジュアル・コンセプトの決定
・応募条件の決定
・開催方式・各種イベントの企画・決定
・予算承認

第2回︓12月（審査委員会との合同委員会）
・開催年の振り返り（感想・改善事項等）
・次年度に向けた企画・検討

※イレギュラー発⽣時にオンラインまたは書⾯による委員会開催可能性あり。

⑬ 実⾏委員会への参加（ゴールド協賛以上）



審査委員会
対象︓実⾏委員との兼任または社内より技術者を選出
開催回数︓4回程度（6月・10月・11月・12月）／最終審査以外は代理可

第1回︓6月
・審査委員紹介
・開催年のレギュレーション説明
・審査基準の決定

（9月 事前審査会（全エントリーから40作品程度を選出※任意）

第2回︓10月（一次審査会）
・40作品程度から最終審査に通過する16作品を選出

第3回︓11月（最終審査会）
・16作品から大⾂賞・局⻑賞を選出。
・スポンサー企業賞の決定（各社基準）

※12月開催は実⾏委員会との合同委員会で振り返りとなります。

⑭ 審査委員会への参加権（ゴールド協賛以上）



⑮ 企業冠賞の授与（ゴールド協賛以上）

大⾂賞・局⻑賞等確定後、企業視点により選出。
プレゼンターは実⾏委員（代表・役員クラス）または審査委員

2019年（現地会場）

2020年（オンライン）



その年の一次審査通過者（または入賞者）や過去の受賞者を対象に会社⾒学が実施可能。
認知度・イメージ向上等にご活⽤ください。

⑯ 会社⾒学会の実施（ゴールド協賛以上）

2020年（オンライン・TOP40）

2019年（現地会場・入賞者のみ）



� 指定校の連絡先共有

協賛企業が事前にコンタクトを希望する学校を指定し、当該校の学⽣から応募が
あった場合、審査結果に関わらず、事務局より個別に許諾確認を実施、許諾をい
ただいた応募者の連絡先について対象企業へ共有する

� 特定の応募者への連絡先共有

審査の過程でコンタクトしたい応募者がいた場合、事務局に対象者を連絡のうえ
ご相談いただくことで、事務局から応募者へ連絡し、個別に許諾を確認、許諾い
ただいた応募者の連絡先を対象企業に共有する

⑰ 応募者に対するコンタクト（ゴールド協賛以上）



⑲ 最終審査会後の懇親会参加（共通）※新型コロナウィルス終息後に実施可能

⑱ 最終審査会場における企業展示（ゴールド協賛以上） ※現地開催の場合限定



⑳ 出張ワークショップの実施（ゴールド協賛以上） ※コロナ終息後に調整可能（オンラインは可）

企業の特徴を⽣かしたカリキュラムをもとに、全国の専門学校・大学を中⼼にアイデアソンやハッカ
ソンのようなワークショップを実施する事が可能です。

2019年事例︓
• SOMPOシステムズ様︓AIの実装にチャレンジしよう
• フォーラムエイト様︓3次元バーチャルリアリティ プログラミング入門



内容／ランク（⾦額税抜表記） ダイヤモンド
500万円

プラチナ
300万円

ゴールド
200万円

シルバー
100万円

ブロンズ
50万円

制作物への社名掲載
（チラシ・ポスター・Webサイト） ロゴ特大 ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 社名

U-22メルマガ広告枠の提供 ○ ○ ○ ○ ○

カタログ・ノベルティ等の配布 ○ ○ ○ ○ ○

Web広告媒体ロゴ掲載 ○ － － － －

最終審査会表彰式ロゴ掲載 ○ － － － －

最終審査会特別講演枠提供 ○ － － － －

最終審査会PPTロゴ・社名掲載 ロゴ特大 ロゴ大 ロゴ中 ロゴ小 社名

実⾏委員会・審査委員会への参加 ○ ○ ○ － －

企業賞の実施 ○ ○ ○ － －

最終審査会CM枠提供 ○ ○ ○ － －

会社⾒学・セミナー等の実施 ○ ○ ○ － －

応募者へのコンタクト ○ ○ ○ － －

最終審査会展示の実施 ○ ○ ○ 有償 有償

最終審査会カタログ設置 ○ ○ ○ ○ ○

懇親会参加 5名まで 3名まで 2名まで 2名まで 1名まで

スポンサーメリット（一覧）



こんなメリットがあると良い、と
いったご要望があれば、随時ご相
談ください。



U-22プログラミング・コンテスト2021

スケジュール（予定）
� 3月 スポンサー締切
� 4月 応募要領、新年度Webサイト公開
� 6月 第1回審査委員会（審査基準決定）
� 7月 応募受付開始
� 8月 応募締切
� 9月 事前審査
� 10月 一次審査会
� 11月 最終審査会
� 12月 合同委員会（振り返り）



申込・問合せ先
U-22 プログラミング・コンテスト運営事務局
一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）

〒107-0052 
東京都港区赤坂1-3-6 赤坂グレースビル
TEL︓03-6435-5991
E-mail︓u22-info@saj.or.jp

担当︓若⽣・中野


