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国際情報オリンピックシンガポール大会（IOI2021）を応援してください

世界中の中等教育課程の生徒・学生（日本では、主に高校生以下）が、
情報科学 (informatics) の技術を競い合う「国際科学オリンピック」の一つです。

国際情報オリンピックは、1989年にブルガリアで第1回が開催され、2018年の第30回は、初めて日本で開催されました。

「国際科学オリンピック」とは...

国際科学オリンピックとは、世界中の中等教育課程の生徒・学生を対象に、科学の分野ごとに毎年開催される国際コンテストです。
多くの生徒にそれぞれの科学分野への興味を持ってもらうことや、それぞれの科学分野に秀でた生徒・学生を見出し、

高レベルの課題に挑戦する機会を通して関心と意欲をさらに高めることなどを目的にしています。
日本中、世界中から集まった同じ科学分野に興味を持つ生徒・学生のネットワーク形成も科学オリンピックの目的の一つです。
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国際情報オリンピックとは

1987年10月にパリで開催された第24回UNESCO [国連教育科学文化機関] 総会において、中等教育段階の生徒たちを対象に
情報科学分野の国際科学オリンピックを開始すべきであるという建議が、ブルガリア代表のブラゴベスト センドフ教授により提案
されました。その建議は採択され、UNESCOの1988ｰ1989年次計画の主プログラムV「教育と養成・訓練と社会」の「V.2 科学・
技術教育」に組み込まれました。
そして、UNESCO の支援の下で第1回の IOI [国際情報オリンピック] が1989年にブルガリアで開かれたのです。IOI は、こうして
IMO (数学,1959)、IPhO (物理,1967)、IChO (化学,1968) に続き4番目に国際科学オリンピックとしての歩みを始めました。

IOI 開催の第１の目的は、情報科学[informatics, computing science]への関心を高めることです。これに加えて、様々な国・
地域から卓越した才能を持った生徒たちを一ヶ所に集めて、生徒たちにその科学的な経験や文化的な経験を互いに共有する場を提供
することも重要な目的となっています。今や IOIに参加する国・地域は80を超えています。IOIは、また、選手に付き添って世界中
から集ってくる情報科学教育者同士の国際交流を図る大切な場ともなっています。
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国際情報オリンピック（IOI）参加国

80を超える国・地域から、それぞれ最大４名の選手が参加。
世界トップクラス300人以上の精鋭とサポートメンバー500名以上が

世界各国より集結し、国や地域の名誉をかけて競い合います。

※上記は、2018年日本大会時点でのIOIのメンバー（87の国と地域）
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参加者たちは、何を競い合うのか?

最も効率的で、優れたアルゴリズム（物事を最適化する計算方法）を競い合います。

例えば、一本のにんじんから、星形のにんじんを20個つくる場合、「輪切りから」つくる場合と
「あらかじめ星形に」切ったにんじんからつくる場合とでは、その工程に190回もの差が生じます。

今話題となっているAI技術も、優れたアルゴリズム技術の結晶であり
様々な分野のオートメーション化を進める現代社会において

優れたアルゴリズム研究・開発は、もはや、なくてはならないものです。

このように、物事の最適化をコンピューターで選び出し、処理する計算方法がアルゴリズムです。
参加者たちはプログラミングにより、アルゴリズムをつくりだし、その優劣を競い合います。

20個 「輪切りから」
221回

「あらかじめ星形に」
31回

©国立情報学研究所宇野毅明
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第20回日本情報オリンピックのスケジュール

一次予選

9/19(土),10/18（日）

11/21（土）オンライン

チャンスは3回！

二次予選

12月13日(日)

オンライン

本選

2月13日（土）・14日（日）

東京大学本郷キャンパス

春季トレーニング合宿

3月19日（金）

～3月24日（水）

NTTDATA駒場研修
センター

代表選手決定

3月24日（水）発表

NTTDATA駒場研修
センター

参加無料
どなたでも参加できます
（社員の腕試しに！）

参加無料
一次予選で一定の点数を取得
したらどなたでも参加できます
（SEのみなさんの腕試しに！）

二次予選の結果などに
基づき、中高生、高専生
約90名をご招待

本選から成績優秀者20名を選抜し20日～
23日までの4日間

9：00-14：00国際大会レベルの問題を解く
16：00-18：00、19：30-21：00講義

まさに合宿！

※2020年～20201年の予定
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国際大会までのスケジュール

APIO参加

毎年5月に行われる
アジア太平洋情報オ
リンピックに参加

オープンコンテスト

オンライン

国際大会までの間に
腕試し！

直前合宿

出発の空港近く

シンガポールへ

（従来エジプトの予定
でしたが、2020年が
オンライン開催となっ
たため、2020年の開
催国であるシンガポ
ールでの開催となり
ました。）

オンライン参加
アジア太平洋地域の選手
と競います

フライト直前に心構え、アピー
ルのしかた、出題パターンの解
説、大会中の過ごし方など国際
大会経験者による心構えなど
レクチャーを受けます。いよい
よフライト

（参考）2018年の日本大会
のスケジュール※2021年の予定
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国際大会の様子（IOI2018JAPANより）
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これまでの代表出場成績
日本代表は、1994年の初参加から回を重ねる毎に着実に順位をあげ、

日本人のアルゴリズムやプログラミング能力の高さを世界にアピールしてきました。
回 数 開 催 年 開 催 国 日 本 代 表 選 手 メ ダ ル 受 賞 数 国際ランキング※

第32回 2020年 シンガポール(オンライン) 選手4名派遣 9月に開催
第31回 2019年 アゼルバイジャン 選手4名派遣 金1、銀3 7位

第30回 2018年 日本 選手4名派遣
(特別参加4名派遣) 

金1、銀1、銅2 
(特別参加 金相当1、
銀相当2、銅相当1) 

12位

第29回 2017年 イラン 選手4名派遣 金3、銀1 1位
第28回 2016年 ロシア 選手4名派遣 金2、銀2 4位
第27回 2015年 カザフスタン 選手4名派遣 金3、銅1 5位
第26回 2014年 台湾 選手4名派遣 金1、銀2、銅1 11位
第25回 2013年 オーストラリア 選手4名派遣 金1、銀2 11位
第24回 2012年 イタリア 選手4名派遣 金1、銀3 7位
第23回 2011年 タイ 選手4名派遣 金1、銀3 8位
第22回 2010年 カナダ 選手4名派遣 金2、銀2 2位
第21回 2009年 ブルガリア 選手4名派遣 金2、銀1、銅1 6位
第20回 2008年 エジプト 選手4名派遣 金1、銀1、銅2 11位
第19回 2007年 クロアチア 選手4名派遣 金1、銀1、銅1 14位
第18回 2006年 メキシコ 選手4名派遣 金2、銀0、銅1 6位
第17回 2005年 ポーランド オブザーバー派遣
第9回～第16回 1997年～2004年 （不参加）
第8回 * 1996年 ハンガリー 選手2名派遣 金0、銀0、銅0 
第7回 * 1995年 オランダ 選手2名派遣 金1、銀0、銅1 11位
第6回 * 1994年 スウェーデン 選手2名派遣 金0、銀2、銅0 15位
第5回 * 1993年 アルゼンチン オブザーバー派遣
第1回～第4回 1989年～1992年 （不参加）

*非公式サイト(参考)
※IOI は個人戦であり公式データとしての国別順位は存在しません．

本ページのデータは公開されている競技結果 (英語) を元に情報オリンピック日本委員会が独自に作成したものです．
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情報オリンピック日本委員会のその他の取り組み
情報オリンピック日本委員会は日本情報オリンピックを主催し、国際情報オリンピックに日本代表選手を派遣する事業

の他に、数理情報科学教育に貢献するための諸事業を実施しています。

レギオ（ Regional Training Center ）の実施

2009年度から、地域密着型の学習支援講習会「レギオ」（Regional 
Training Centerの略称）を開講しています。レギオとは、情報オリンピック
予選参加を目指す生徒・学生に対して、プログラミングとアルゴリズムの基
礎的なトレーニングを行う講習会です。実践的なトレーニングを通じて、プ
ログラミングやアルゴリズムの効果的な独習方法を身につけていただくの
が目的です。

レギオの開講にあたっては、各地域の生徒の利便を考慮して各地の大
学に会場を提供していただくとともに、情報科学が専門の大学教員に指導
をしていただきます。毎年7月、8月の夏休み期間で実施いたします。
2019年度は、入門編、初級編ともに全国8カ所で実施しました。

2018年度のレギオの様子

ビーバーチャレンジ（Bebras Challenge）の実施

情報オリンピック日本委員会は、国際情報科学コンテスト「ビーバーチャレ
ンジ」を実施しています。
このコンテストはBebras-International Challenge on Informatics and 
Computational Thinkingという名称で欧州を中心に広く普及しています。
Bebrasはリトアニア語でビーバーのことで、リトアニアでは勤勉で知的な動
物というイメージを持たれています。
このビーバーチャレンジ（Bebras Challenge）は、小中高生を対象とした情
報科学とComputational Thinkingに関する国際コンテストです。2004年に
リトアニアで始まり、2017年度には44カ国から160万人以上が参加する大
規模なものとなっています。
毎年11月に「日本情報オリンピックジュニア大会 国際情報科学コンテスト
ビーバーチャレンジ」として開催しています。

ビーバーチャレンジの大会キャラクター
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協賛メニュー/ランク ダイアモンド プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ サポートA サポートB

特典メニュー内容 1,000万円
（税別）

500万円
（税別）

200万円
（税別）

100万円
（税別）

50万円
（税別）

30万円
（税別）

10万円
（税別）

掲載サイズ※ ロゴサイズ 超特大 特大 大 中 小 小×2/3 小×1/4

大会
関連セミナー

広報

実施要領に社名掲載 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇

実施要領にロゴ掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ×（社名中) ×（社名小)

公式レター協賛ロゴ掲載 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇

競技会 参加登録サイトのマイページにロゴ掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ×（社名中) ×（社名小)

本選
春季トレーニング

合宿

スポンサー提供のプロモーショングッズ配布権 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

スポンサーによる冠食事会開催権 ○ ○ ○ ○ × × ×

HP

ホームページ協賛会社枠にロゴ掲示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

協賛会社紹介ページにロゴ掲示 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

協賛会社紹介ページ掲載ロゴに
企業HPリンク埋込、バナー ○ ○ ○ ○ ○ × ×

協賛紹介ページに応援メッセージ掲載 ○ ○ ○ ○ × × ×

OBの紹介、応援メッセージページへの掲載 ○ ○ ○ ○ × × ×

PR誌 広告ページ 見開き 1ページ 1/2ページ 1/4ページ 1/8ページ ロゴ ロゴ

表彰式・日本選手
団発表会

ご招待（交通費は自費） 来賓あいさつ 来賓あいさつ 来賓あいさつ 〇 〇 〇 〇

IOI国際大会
ご招待（交通費は自費） １名 × × × × × ×

ゲスト枠の提供 〇 〇 × × × × ×

第20回日本情報オリンピック協賛メニュー

※ページレイアウト等の観点で同一サイズになることがあります。
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情報オリンピック日本委員会の理事

役職 氏名 肩書

理事長 筧捷彦 早稲田大学名誉教授・東京通信大学教授

専務理事 谷聖一 日本大学教授

専務理事 山本慎 中央大学教授

理事 伊藤哲史 京都大学大学院准教授

理事 兼宗進 大阪電気通信大学教授

理事 来住伸子 津田塾大学教授

理事 喜連川優 国立情報学研究所所長・東京大学教授

理事 小山晃生 富士通株式会社総務・人事本部長代理兼総務部長兼川崎工場長

理事 白井克彦 早稲田大学名誉顧問

理事 杉浦充 情報オリンピック日本委員会元事務局長

理事 鈴木寛 東京大学教授・慶應義塾大学教授

理事 高橋尚子 國學院大学教授

理事 土田賢省 東洋大学教授

理事 冨安寛 株式会社ＮＴＴデータ執行役員

理事 村井純 慶應義塾大学教授

理事 渡辺治 東京工業大学理事・副学長
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将来のIT技術を支える若者の育成に

皆様のご支援をお願いいたします。

【協賛に関するお問合せ】

JOI（特定非営利活動法人 情報オリンピック日本委員会内）
特定非営利活動法人 情報オリンピック日本委員会 (JCIOI) 事務局／担当: 中嶋、入江
〒108-0075 
東京都港区港南 2-4-13 スターゼン品川ビル 3F 
株式会社ミスターフュージョン内
TEL: 03-6773-4616 (平日 午前10時～午後5時) FAX: 03-6736-0510 
E-mail: info@ioi-jp.org


