作品解説
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BEST

カビだらけのワッパー

Best of Show, Best of Design
<Design> Promotional - Posters - Series

添加物まみれの食品業界、特にファーストフード
業界で、バーガーキングは過去3年間に全世界で
8,500トン分の合成保存料を削減。
「カビだらけ
のワッパー」
キャンペーンは35日間かけて看板メ
ニューのワッパーにカビが生える様子を見せ、
こ
の重要なメッセージを伝えた。バーガーキングは
予想外の「カビ」
を使った型破りなアプローチで、
あらゆる常識に反してカビが美しいものでありえ
ることを証明した。
（クライアント）バーガー・キング /
（エージェンシー）INGOストックホルム／デビッド・ザ・エー
ジェンシー・マイアミ／ピュブリシス／ブカレスト＋バーガー・
キング マイアミ /
（国・地域）アメリカ
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フォーカスライン

<Design> Spatial Design - Wayﬁnding

「高速道路催眠現象」とは運転中に白線の単調
な繰り返しを見ていて、注意が散漫になってしま
う現象のこと。科学者はこのトランス状態での運
転を
「目を開けたまま眠っている運転」
と指摘して
おり、居眠り運転は6人に1人の交通事故死の原
因となっている。
「フォーカスライン」は既存の道
路の白線上にランダムに現れる色付きの破線。
こ
れはドライバーにとって視覚的な刺激となって、
白線の繰り返しによる催眠作用を断ち切り、
ドラ
イバーの集中力を維持する。
「フォーカスライン」
はエクアドルで最も交通量の多い高速道路の1
つであるE35に70kmにわたって導入された。
運輸省 / フェーマスグレイ／デイルベーク＋運輸省／キト
/ ベルギー
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2

SILVER

−60％カルチャー
GOLD

「メイド・イン・フクシマ」
ブック

<Design> Craft - Printing & Paper Craft

「メイド・イン・フクシマ」は福島の除染された田
んぼの稲わらで作られた本。米を媒体に、データ
を理解しや すい形に変えることで、除染の効果
や 福島の米の安全性についての人々の理解を
助けている。それを伝えるために、
この本は写真
やインタビュー、レポート、背景情報、可視化され
たデータなど、広範な資料を活用している。
METERグループ / サービスプラン・ドイツ／ミュンヘン /
ドイツ
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GOLD

GOLD

完璧な角度

<Design> Packaging - Specialty
長年、人々はハインツ・ケチャップを瓶から出す
方法を工夫してきた。実際、Googleで検索すると
7,400万件も結果がヒットする。ハインツは専門
家として、そこにチャンスを見出した。ハインツを
かける完璧な角度を見つけ、それを世界に伝える
ために、瓶にメッセージを入れることにした。瓶が
ケチャップをかけるのに最適な角度（31°）になっ
た時、ロゴが垂直になるようにラベルを変え、世
界中が求めていた答えを発表した。
クラフト・ハインツ・カナダ / リシンク／トロント/バンクーバー
/モントリオール＋フューズ・レップス／トロント＋クリムゾン・
フィッシュ／トロント＋オルター・エゴ／トロント / カナダ

<Design> Data Visualization - Static or Dynamic

2019年11月、新たに発足したフランドル政府は
芸術文化プロジェクトの予算を60％削減するこ
とを決定した。
フランドルのような小さな地域は、
多くの若いアーティストの育成や活動を支援す
るためにこの資 金を必 要としている。オープン
アートプラットフォーム「ステート・オブ・ジ・アー
ツ」はより多くの人に向けて、予算削減がもたら
す結果を可視化したいと考えた。500人のトップ
アーティストに彼らの作品の60％がフランドル
政府のシンボルカラーである黄色で覆われた画
像を送った。その画像を11月14日午前12時に
「#thisisourculture（これが我々の文化）」のハッ
シュタグを付けて一斉にシェアしてもらい、60％
の予算削減は60％の文化の切り捨てに等しいと
訴求することにした。キャンペーンは国の全人口
の80％にリーチし、約160万ユーロ相当のアーン
ドメディアを獲得した。約68,300人が請願に署
名、4,000人以上が街頭でのデモ行進に参加し、
予算削減の見直しを要求した。この圧力を受け
て、大臣主席は予算の増額に応じた。
ステート・オブ・ジ・アーツ / BBDOベルギー／ブリュッセル
/ ベルギー
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BRONZE

決して立ち止まらない

<Design> Craft - Art Direction
2018年、香港バレエ団の指揮を執る新しい芸術
監督にセプティム・ウェブレが就任した。香港バ
レエ団は会員数の減少や明確なブランドイメー
ジの欠如、香港の混乱、バレエはエリートだけの
ものという認識などの問題に直面していた。前年

にブランドの再定義に成功した後、40周年記念
となる2019年の目標は、香港バレエ団の国際的
な地位を確立し、そのビジョンを新たな観客に届
けることだった。香港の人々は自分たちの姿が反
映されたバレエを必要としていた。そこから伝統
の色とポップカルチャーの色、チュチュとストリー
トウェア、中国オペラ風のメイクと現代のメイクを
ブレンドし、香港の象徴的なランドマークを背景
に、バレエ団の伝統と革新の精神を称えるという
戦略が生まれた。香港の街と同じように、
「 決して
立ち止まらない」香港バレエ団のキャンペーン動
画は拡散され、200万回以上の視聴回数を記録
した。
香港バレエ団 / デザイン・アーミー／ワシントン / アメリカ
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BRONZE

エッグマック・マフィン

<Digital Craft> Visual & Audio Craft - Animation

2019年3月25日、
フランスのマクドナルドはエッ
グマックマフィンの終日販売を開始した。エッグ
マックマフィンを「最もなめらかなバーガー」
と定
義したことを機に、コミュニケーションプランの
新しい「言語」を作ることにした。より現代的で、
より新鮮で、デジタル世代に刺さり、
この「なめら
かさ」のアイデアを適切に伝えるもの。そのため
に、商品の品質に最もマッチするネットのトレン
ド「満足感を表現したアニメーション」に着目し
た。満足感を表現した3Dエッグマックマフィンの
動画を15本制作し、それを公開するウェブサイト
を作成、それはSNSでのコミュニケーションにも
活用された。
マクドナルド・フランス / TBWA\パリ／ブーローニュ＝ビ
ヤンクール＋DANパリ／ブーローニュ＝ビヤンクール＋マク
ドナルド・フランス／ギュイアンクール / フランス
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BRONZE

グレードの香りをお届け
<Integrated> Co-Promotions

グレードはオンラインショッピングのサイクルに
入り込み、注文の品を受け取った人に香りを届け
た。商品を保護するために一般的に使われてい
る緩衝材を、新作コレクションのフレグランスを
提供するための入れ物に変え、世界初のフレグ
ランス入り緩衝材が誕生。顧客がリサイクルする
ために緩衝材の空気を抜くと、新しいフレグラン
スを試すことができる。
これまで見逃されていた
緩衝材からまったく新しい広告とサンプリングの
メディアを生み出し、
コードを読み取るだけで買
うことのできる仕組みで購入を促した。
SCジョンソン：グレード / オグルヴィ／シカゴ / アメリカ
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SILVER

アパートメンティカ

<Interactive & Online> Websites

イケア・アパートメンティカは、ロシアの公共住宅
のインテリアデザインを無料で公開しているユ
ニークなオンライン・ライブラリー。
イケアは人々
が家でどのように暮らし、どのように暮らしたい
かを理解している。
また、家具ソリューションに関
して独自の知見があり、ロシア人が住むすべての
アパート、すべての部屋を熟知している。そこで、
その知見を活かして、ロシアのすべての典型的な
住宅のために、基本となる無料のインテリアデザ
インを公開することにした。
イケアのデザイナー
はアパートのタイプごとに異なるインテリアを提
案。現在、プラットフォーム上には90以上のデザ
インプロジェクトが公開されている。
イケア / インスティンクト／モスクワ / ロシア
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5B

GOLD

<Branded Entertainment> Full Length Video Single
100年以上にわたって看護師や第一線で働く医
療従事者にコミットし、支援してきたジョンソン・
エンド・ジョンソン
（J&J）。J&JとHIVとの闘いや看
護師への支援を紹介しながら、あらゆる人の健
康に貢献するという最終的な目標に沿ったパワ
フルなオリジナルコンテンツを制作した。
「 5B」は
米国初のエイズ病棟。1983年、サンフランシスコ
総合病院に5B病棟を開設した看護師と介護者、
病棟の患者とその家族、何も解明されていなかっ
た時代に誠意から介護に志願したスタッフらが
一人称で語る言葉は心を揺さぶる。新たな称賛
を得るにふさわしい寡黙なヒーロー、看護師、介
護者たちを称えた。
ジョンソン・エンド・ジョンソン / UMスタジオ／ニューヨーク
＋ジョンソン・エンド・ジョンソン／ニューブランズウィック＋
ベライゾン・メディア／RYOT／ニューヨーク＋ロジャーズ＆
コーワン／ロサンゼルス / アメリカ
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BRONZE

地下鉄道の絆

<Branded Entertainment> Full Length Video Single
1860年代のアメリカでは、10万人近くの奴隷が
秘密組織である
「地下鉄道」の助けを借りて、秘
密のルートや隠れ家を経由して逃亡した。彼らは
旅の痕跡をすべて消すことで自由を勝ち取った
が、歴史も失ってしまった。そこで、家系調査の有
力企業であるアンセストリーは、失われた歴史を
取り戻すために、前代未聞のルーツを辿る旅に
出た。公開されている家系図、
アメリカとカナダの
国勢調査データ、結婚証明書、ニュース記事、死
亡記事などから、12人の研究者が逃亡した人々
の何十万もの家族の記録を分析し、160年前の
情報から家系図を構築した。
アンセストリー / ウェーバー・シャンドウィック／ニューヨーク
/ アメリカ
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SILVER

私たちに残された時間

<Creative Eﬀectiveness> Single Country or
Region - Consumer / Brand
ルアビエハ(Ruavieja)はスペインのリキュール
で、人々は昼食や夕食の後にゆっくり飲んで、周
りの人々との時間を持つ。
このキャンペーンの主
2

な目的は、
スペイン社会における重要な問題を解
決することにより、ルアビエハの認知度を上げる
事。自分たちが一緒に過ごせる残された時間を正
確に知ることができたら、人は行動を変え、互い
に会う時間を増やすだろうか？ そのためには、
信ぴょう性の高いアルゴリズムを作る必要があっ
た。
そこで国立統計研究所から収集した平均寿命
に関するデータを基に、特定の誰かと一緒に過ご
せる残りの正確な日数を予測するツールを構築し
た。
ペリノ・リカール ルアビエハ / レオ・バーネット／マドリード
＋テサウロ／マドリード＋ペルノ・リカール ルアビエハ／
マドリード / スペイン
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GOLD

ブシェ 街の広告

<Design> Out of Home - Series

ブシェはロシアのサンクトペテルブルクに40店舗
を構える大手カフェチェーン。20年の歳月を経て、
ブシェはサンクトペテルブルクのシンボルとなっ
た。
シンプルな言葉遊びから生まれたブシェの哲
学は「本物であり続ける」
こと。
つまり、華美な外面
ではなく、中身を重視するということだ。
この哲学
に基づいて、都会的なテクスチャー、控え目な配
色、モノクロのフォントをベースにしたシンプルな
アイデンティティが生まれた。都市環境の一部をそ
のまま活用したビジュアルモチーフはポスター、名
刺、記念品、パッケージなど、すべての印刷物や屋
外広告に使用された。
ブシェ / スプレマティカ／モスクワ＋ブシェ／サンクトペテ
ルブルク / ロシア
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BRONZE

データで建てられた初めての家
<Design> Spatial Design - Architecture

Ｚ世代は将来マイホームを持ちたいと思いなが
らも、そのために貯金をしていない。シュヴェー
ビッシュ・ハル住宅金融銀行は彼らに貯金を呼
びかけるのではなく、彼らの将来の家のイメージ
を描いてもらった。
インフルエンサーたちは半年
間にわたって、
インスタグラムの投票機能から、
30万人以上のZ世代ユーザーの住宅に関する意
見を集めた。彼らが求めるのは、現在巷にあるよ
うな家ではなく、賢くて、持続可能で、手頃な価格
の家を建てることだった。このデータを元に、建
築家、エネルギー専門家、
インテリアデザイナー
が3Dモデルを作成した。
さらにこのデータから実
際に本物の家が建てられ、
ライプツィヒで開催さ
れたハイフィールド・フェスティバルで3万人の観
客に公開された。
シュヴェービッシュ・ハル住宅金融銀行 / オグルヴィ／ド
イツ＋シュヴェービッシュ・ハル住宅金融銀行／シュヴェー
ビッシュ・ハル / ドイツ
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SILVER

何が入ってるの？

<Mobile> Applications
このアプリは食 品 に含まれる粗 悪な成 分を突
き止 め 、そ れ を 回 避 することで 、消 費 者 によ
り良 い 食 生 活 を提 案 する。このアプリは 大 手
スー パーマ ーケットチェーン の U が 自 社 の 顧
客 だ けでなく、市 場 全 体 に 向 けて開 発したも
の で 、すべ ての 食 品ブランドと競 合 を含 む す
べての 小 売 店 に対 応している。アプリは「 食 の
ウィキペディア 」と言 わ れるオープン・フード・
ファクトとの提携により、60万点以上の食品を
インデックス化 。スキャン機 能を使って各 商 品
の デ ータに 即 座 にアクセスでき、それ に 含ま

れる粗 悪 な 成 分 を教 えてくれる。検 索 機 能 で
は 、成 分 のクオリティに 基 づ い た 最 適 な 食 品
を探 すことが できる。フィルター 機 能 で は 、粗
悪 な 成 分 の 入った 商 品 の 購 入 や 食 品 の 消 費
を回避することができる。
システムU / TBWA\パリ／ブーローニュ＝ビヤンクール＋
DANパリ／ブーローニュ＝ビヤンクール＋システムU／ラ
ンジス / フランス
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BEST

タンポンブック：税差別と闘う本

Best of Creative Eﬀectiveness
<Creative Eﬀectiveness> Single Country or
Region - Consumer / Brand

最近までドイツではタンポンには最高税率であ
る19％の付加価値税が課されていた。生理用品
のオンラインショップ「フィメール・カンパニー」は
性差別的な法律を逆手に取り、法律そのものを
利用して高い税率を回避することにした。書籍の
税率は7％であることから、本の中にタンポンを
入れた「タンポンブック」
を販売し、税を回避した。
1週間で1万部が完売し、change.orgでは請願に
目標の15万人の署名が集まった。政府はこの圧
力に抗しきれず、2019年11月7日にドイツのタン
ポン税は廃止された。
フィメール・カンパニー / ショルツ＆フレンズ／ベルリン / ド
イツ
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BEST

ゲームを変える

Best of Design
<Design> Innovation in Design

ゲームは、感情や精神の健康に効能をもたらし、
他人とのつながりを持つ素晴らしい方法となり
得る。
しかし、米国のビデオゲーム業界は身体に
障がいがある3,300万人のゲーマーたちを長い
間無視してきた。。そこで障がいのあるゲーマー
たちは、従来のXboxコントローラーの課題を解
決するようにマイクロソフトに依頼。Xboxアダプ
ティブコントローラーは全社を挙げて取り組んで
いるソフトウェア開発チームから生まれた。エン
ジニアとデザイナーはコミュニティーメンバーの
協力を受け、Xboxアダプティブコントローラーの
デザイン、機能、パッケージを完成させた。
マイクロソフト / マッキャン・ニューヨーク／ニューヨーク＋
マイクロソフト／シアトル / アメリカ
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BEST

彼女についての授業
Best of Mobile
<Mobile> Applications

会 員 制 組 織 “ドーターズ・オブ・エボリューショ
ン” はアイデンティティが 形 成される思 春 期 に
ある、問 題 の 根 源 に目を向けた。アメリカの 歴
史の教 科書で取り上げられている女性の割合
は11％に満たない。つまり、子どもたちは女性
が社会にどのような貢献をしてきたかという事
実に関して、バランスのとれた教育を受けてい
ない。そこでNYTのベストセラー作家、ケイト・
シャッツ の 専 門 知 識とA R の 力を駆 使して、私
たちは教科書そのものに全く手を加えることな
く、最も人気のあるアメリカ史の教科書を「書き
換えた」。教科書に載っている男性の写真をス
キャンすると、関連する歴史上忘れ去られた女
性についてのストーリーが表示される。
ドーターズ・オブ・エボリューション / グッビー・シルバースタ
イン＆パートナーズ／サンフランシスコ＋GS&Pソーシャル

／サンフランシスコ＋Elevel／サンフランシスコ＋GS&P
ラボ／サンフランシスコ / アメリカ
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GOLD

シー・サウンド

<Creative Use of Data> Social Media

聴覚障害者は周囲の状況を察知することが難し
い。聞こえることが当たり前の音が聞こえないた
めに混乱を招き、時には生死に関わることもあ
る。現在のそのような人が利用可能な製品は非
常に限られている。人工内耳のような聴覚補助
装置は音を増幅するのに役立つが、音を識別す
ることはできない。その他の視覚的なディスプレ
イは玄関のベルやアラームを知らせるのに役立
つが、単独の機能しか持たない。現在不足してい
るニーズを満たすために私たちはシー・サウンド
（世界初のスマートホーム聴覚システム）を発明
した。ユニットをコンセントに直接差し込み、携帯
電話のアプリに接続するだけで、音の発生源に
最も近い場所にあるシー・サウンドがそれを識別
し、予測を行い、デバイス上でユーザーに警告を
発する。機械学習モデルに音を学習させるため
には、何百万ものサウンドサンプルが必要だが、
この技術的に大きな障壁を克服するために、何
十億ものYouTube動画から200万点以上の10秒
のサウンドクリップを切り出したデータセットが
活用された。サウンドクリップは手作業で分析さ
れ、注釈が付けられ、Google Audio Setで整理
された。シー・サウンドの機械学習モデルはこれ
らのデータを使って学習し、信じられないほど高
い精度を達成した。
ウェービオ / エリア23 FCBヘルスネットワーク・カンパ
ニー／ニューヨーク＋ウェービオ／ソノマ＋スタジオRx
FCBヘルスネットワーク・カンパニー／ニューヨーク＋SIR
デザイン／ニューヨーク市＆クイーンズ / アメリカ
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GOLD

5番街のスモールビジネス：買い物で
きるクリスマスウィンドウ
<Direct Marketing> Craft - Art Direction

店舗物件の賃貸料の上昇と大型店や 巨大ネッ
ト通販の勢いに押され、スモールビジネスが生
き残ることは益々困難になっている。そこでホリ
デーシーズンに、ペイパル は世界に大きく貢献
している5つのスモールビジネスを、世界有数の
ショッピング街であるニューヨークの5番街に登
場させた。44thストリートと5番街の角に出現し
たのは評判のアーティストや舞台美術家が手掛
けた手の込んだクリスマス向けのウィンドウディ
スプレイ。これらのスモールビジネスは、有名な
5番街のクリスマスのショーウィンドウを見に集
まった多くの観光客の目に留まった。
ペイパル / グッビー・シルバースタイン＆パートナーズ／サ
ンフランシスコ＋スタンダード・トランスミッション／ブルック
リン＋ピクチャー・ファーム／ブルックリン＋ガッティ＆ロペス
／ニューヨーク / アメリカ
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BRONZE

私の介護人

<Direct Marketing> Use of Smart Devices &
Voice Assistants
英国では85万人が認知症とともに生活している。
初期段階の認知症の人にとって、自立した生活を
送ることは非常に重要だ。
フルタイムの介護者が
いれば助かるが、大多数の人にはそれほどの経
済的余裕がない。
マイ・ケアラーはアルツハイマー
病協会の助成研究と共同設計から集められた
データから生まれた。
このツールは初期段階の認
知症の人の毎日の日課に寄り添って自立した生

活を支援する。日常生活の薬を飲んだり昼食を準
備するなどの日課をこなせるようにデバイスが指
示を出してくれる。
アルツハイマー病協会 / マッキャン・ロンドン／ロンドン＋
マッキャン・ヨーロッパ／ロンドン＋MRM//マッキャン／フ
ランクフルト＋Skilled.app／ロンドン / イギリス
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GOLD

#ヨーロッパにイエス

<Out of Home> Experiential & Immersive
ブレグジットや極右政党の台頭にもかかわらず、
欧州議会選挙に関心を持つドイツ人はますます
減っている。前回の選挙の投票率はわずか48%。
ヨーロッパ最大の航空会社であるルフトハンザ
は人々の意識と投票への意欲を高めたいと考え
た。
「 #ヨーロッパにイエス」キャンペーンを通じ
て、ルフトハンザは憧れの場所を一生に一度の
投票所に変えた。郵便投票が普段アクセスでき
ない魅力的な場所への入場券となった。有名な
エルプフィルハーモニー・コンサートホールのス
テージ、チャンピオンズリーグ のボルシア・ドル
トムントの更衣室、
クイズ番組『クイズ＄ミリオネ
ア』のスタジオ、その他多くの場所が、投票用紙を
持ってきたすべての人に門戸を開いた。そこには
本物の投票ブースが設置され、実際に投票する
ことができた。
ドイツ・ルフトハンザ航空 / コール・レベ／ハンブルク /ドイツ
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BEST

エバ・ストーリーズ

Best of Branded Entertainment
<Branded Entertainment> Experiential - Live
Events

「ホロコースト時 代 の 少 女 がインスタグラムを
使っていたら？」
というキャンペーン動画は、ホロ
コーストの犠牲者である13歳のハンガリー人、エ
バ・ハイマンが、1944年に書いたアウシュビッツ
に連れて行かれる前の最後の数カ月間の日記を
基に作られた。ホロコースト時代のエバの生活を
記録するインスタグラムアカウントを開設し、彼女
の過酷な状況をエバ自身に語らせることで、ホロ
コースト記念日や関連イベントにあまり関心のな
いミレニアル世代に直接訴えかけた。若者がエ
バたちと向き合い、SNSで直接学べるように。エ
バのページに誘導するために、予告キャンペーン
を作成し、ホロコースト記念日にライブ配信を開
始。24時間で220のインスタグラムストーリーが
投稿され、最後のストーリーはちょうどホロコー
スト記念日の終わった5月2日に公開された。
K'sギャラリーズ / K'sギャラリーズ／テルアビブ＋レオ・
バーネット・イスラエル／テルアビブ / イスラエル
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BEST

バウンス

Best of Moving Image Craft
<Moving Image Craft> Direction - Single

「 バ ウンス 」は ワイヤ レス が 進 化した 新しい
AirPodsがもたらす特別な自由の体験がどのよ
うなものかを描いている。
このフィルムでは街中
がトランポリンとなり、若者の毎日の通勤風景が
素晴らしい音楽体験に変わる。AirPodsの解放感
をリアルに表現するために、地上6フィートの高さ
に街のセットが設置された。VFXを使わずに、パ
フォーマーの動きをカメラに収め,優れた技術力
を見事に表現した。
アップル / TBWA メディア・アーツ・ラボ／ロサンゼルス＋
パルス・フィルムズ／ロサンゼルス＋フレームストア／ロサン
ゼルス / アメリカ
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GOLD

小さな大脱走

<Branded Entertainment> Long Form Video Single
ベ ルリンの 壁 崩 壊 から3 0 年 後 、B M W はこの
ショートフィルムで自由への渇望、精巧さ、技術力
の高さを描いた。このフィルムは小型のBMWイ
ゼッタに乗ってベルリンの壁を越え、友人を東ド
イツから逃亡させた勇気ある男の実話に基づい
ている。1964年、東西に分断されたベルリン。
ドイ
ツ民主共和国（東ドイツ）からの逃亡を試みる者
には銃撃命令が下される。それでも多くの人が身
分証明書を偽造したり、
トンネルを掘ったり、熱気
球に乗ったり、車に隠れたりして必死に国境を越
え、自由を求めて西へと向かっていた。大型車の
取り締まりが厳しくなる中、西ベルリンに住む男
は一見不可能と思われるが独創的なアイデアを
思いつく。当時、最も小さく最も目立たなかった
車、BMWイゼッタが西側に人を密入国させるの
に役立つはずだと。
BMW AG / ユング・フォン・マット／ハンブルク＋テンポメ
ディア・フィルムプロダクション／ハンブルク＋BMW／ミュ
ンヘン / ドイツ
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GOLD

伝染病

<Film> Online Films & Video - Long Form Single
ネットいじめは世界的に横行しており、10代の自
殺者の20％を占める原因となっている。
しかし、
リ
アル社会のいじめに比べて目に見えにくいため、
手遅れになるまで被害者に気づかないことが多
い。
この目に見えない「伝染病」の認知を高める
ために、いじめ防止に取り組むモニカ・ルウィン
スキーは、実際のテキストメッセージを組み合わ
せて隠されたストーリーを伝える独創的なショー
トフィルムを公開した。携帯電話で視聴するよう
に作られたこのフィルムは、病気で体調が悪化し
ていく少女の物語のように見えるが、視聴後に電
話番号の入力を求められ、実際に何が起こった
のかが明らかになる。
モニカ・ルインスキー / BBDOニューヨーク／ニューヨーク
＋サンクチュアリ／ロサンゼルス / アメリカ
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GOLD

チーム負け犬

<Moving Image Craft> Direction - Single

突然、新しいビッグアイデアをボスに提案する機
会を得た愛すべきオフィスの仲間たちを描くこと
によって、
アップルは幅広い種類のデバイスやソ
フトウェアが職場で役立つことを訴求した。アッ
プルは製品を紹介するだけでなく、その中枢にあ
る人間らしさを描いた、
ウィットに富んだ心温まる
巧妙なストーリーの広告で知られている。この
CMは負け犬チームの各メンバーの日常生活と
アップル製品がそれにどう関わっているのかを
追いかけている。
アップル / スマグラー／ロサンゼルス＋アップル／クパチー
ノ / アメリカ
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解放

SILVER

<Moving Image Craft> Cinematography Single
ビーツはこのカテゴリーで新たな視点を発見し、
まったく独自の方法で技術を訴求する必要があっ
3

た。
このフィルムはトレーニングに励むアスリート
の普遍的な葛藤を追いかけた三部構成の賛歌
だ。新進気鋭の選手から世界的なスーパースター
まで、彼らの真剣でユニークなトレーニングを映
し出す。
カメラは横向きに固定され、Powerbeats
Proの強いフィット感を強調している。
ビーツ・バイ・ドクター・ドレー / ザンベジ／カルバー・シティ
＋ビーツ・バイ・ドクター・ドレー／カルバー・シティ＋ドゥーム
ズデイ・エンターテイメント／ロサンゼルス / アメリカ
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BRONZE

失われるフレンズ

<Film> Under 100K Budget
人々がHIV陽性者の気持ちを理解し、HIVについ
て学ぶのを助けるために、私たちは全世界で最
も多くストリーム配信された2つの番組、
『フレン
ズ』
と
『オフィス』の人気キャラクターを活用した。
『フレンズ』236話分と
『オフィス』203話分のシー
ンから、テレビのおなじみのキャラクターがHIV
陽性で、偏見による孤立感に悩まされる新しいエ
ピソードとして再編集した。セリフを入れ替える
ために、北米各地から声優と各俳優のそっくりさ
んを雇い、革新的なポストプロダクションによっ
て声と顔を入れ替えた。
これらのエピソードが単
なるフィクションではないことを伝えるために、勇
気あるHIV陽性のインフルエンサーに偏見につ
いての話を共有してもらうことで、同時に個人的
かつ人間的な視点がもたらされた。
ケイシー・ハウス / ベンシモン・バーン／トロント＋ナラティ
ブ／トロント＋ワンメソッド／トロント / カナダ
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BEST

パークスケープス

Best of Radio & Audio
<Radio & Audio> Craft - Use of Music

リージェント・パーク・スクール・オブ・ミュージッ
ク
（RPSM）はトロントにある非営利のミュージッ
クスクールで、レッスンを受ける金銭的な余裕の
ない子供たちに音楽教育を提供している。政府
の芸術への支援金が50％削減されたことで、学
校は自ら資金を調達する必要があった。そのた
めにミュージシャンをターゲットに、RPSMの学
生が演奏するオリジナル曲のアル バムを制作。
アル バムに収録された曲がサンプリングされる
たびに、学校にはその楽曲の使用料が支払われ
る仕組みを作った。テイラー・スウィフトが新しい
アルバムの曲「It's Nice To Have A Friend」に
サンプリングを使ったことで、
このプロジェクトは
全世界に拡散され、数多くのメディアに報道され
た。
リージェント・パーク・スクール・オブ・ミュージック / BBDO
トロント／トロント＋フレアBBDO／トロント / カナダ
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GOLD

鉄の玉座のために

<Creative Eﬀectiveness> Creative Eﬀectiveness
- Consumer / Brand
ケーブルTV局HBOは最大の人気ドラマシリー
ズ「ゲーム・オブ・スローンズ（GoT）」の最終エピ
ソード放送に向けて、同時にいくつかのスピンオ
フ・キャンペーンを計画した。
キャンペーンの目的
はGoTがスター・ウォーズのようなレガシーとな
り、同時にフランチャイズ・ビジネスになり得るこ
と。そこでHBOはファンがGoTのために、
「どこま
でできるか」、
「 何が作れるか」、
「どこまで犠牲を
払える？」という世界的なチャレンジに参加させ
る、各業界を巻き込んだ壮大なマーケティング活
動を展開した。
HBO / ドロガ5／ニューヨーク / アメリカ

4
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GOLD

脚本なし

<Digital Craft> Creative Use of Data
データの 大 手で あるG o o g l e C l o u d 、O p t a 、
Squawkaを総動員して、AIに2019/20シーズ
ンの脚本を書か せるというとんでもないことを
した 。その 結 果 、6 0 ページに及 ぶ 脚 本 が 誕 生
し、世界のサッカー界でこれまでに見たことの
ない議論に火をつけた。脚本は最初に専門家、
選手、インフルエンサー、ジャーナリストに向け
て、その後全国で公開され 、広告費を全くかけ
ずに大きな話 題 になった 。そして、マス広 告を
使った「 脚 本なし」キャンペーンによって、サッ
カーの真骨頂が明かされた。
BTスポーツ / ワンダーマン・トンプソンUK／ロンドン / イ
ギリス
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GOLD

ストリート獣医

<Direct Marketing> Craft - Data-Driven Personalization

ピュリナ・ストリート獣医は犬の生理的欲求を健
康診断に変えた初のデジタル 看板。ペット可の
エリアに設置された看板はフェロモンを放出し、
その上でおしっこをするように犬を誘う。無菌状
態で回収された尿は30秒間で分析され、検査結
果が看板に表示される。
もし糖尿病や腎臓病、尿
路感染症、栄養バランスの不均衡などの兆候が
検出された場合、
ストリートベットは適切なピュリ
ナ・プロプラン製品を提案し、結果をダウンロー
ドして獣医の診断を受けるよう飼い主に勧める。

で代表チームの試合を見る数千人のペルーの
ファンにとって、
またとない重要なタイミングで実
施された。ペルーの36年ぶりのワールドカップ出
場は、それだけで一生に一度のイベント。低価格
で有名なプラザ・ヴェアは素晴らしいアイデアを
企画。ペルーの試合が行われるサランスク、エカ
テリンブルク、
ソチの3都市にある主要スーパー
マーケットを探して、独自の契約を結んだ。その
契約とは、商品をペルー価格で提供するというも
のだった。ペルーのファンはIDを見せるだけで、
ペルー価格で購入し、節約することができた。
プラザ・ヴェア / ファーレンハイトDDB／リマ＋カニカ・フィ
ルムズ／リマ＋オーディオポスト／リマ＋アトミカ／リマ /
ペルー
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BRONZE

線路のおとぎ話

<Radio & Audio> Custom Content
「線路のおとぎ話」は、位置情報に対応した子ど
も向けの初のインタラクティブなポッドキャスト。
愛されるスイスの鉄道路線を題材に書かれた新
しい童話を収録したもので、長いものは30分にも
及ぶ。位置情報に基づいて、線路沿いの本物の
城や山、川が物語の中に登場する。
リアルタイム
データによって、これらのランドマークは前を通
過したちょうどそのタイミングで出現する。物語の
長さは旅の始まりと終わりの場所に応じて変化
する。
しかし、本当の魔法は、最も創造的な仕掛
け＝子どもたちの無限の想像力によって生まれ
た。オーディオコンテンツを列車の窓の外の景色
と連動させることで、子どもたちにまったく新しい
旅行体験を提供し、
スマートフォンのデメリットを
メリットに変えた。

ネスレ・ピュリナ・ペットケア / マッキャン・パリ／ヌイイ＝
シュル＝セーヌ＋クラフト／ヌイイ＝シュル＝セーヌ＋ウェー
バー・シャンドウィック・パリ／ヌイイ＝シュル＝セーヌ / フラ
ンス

スイス連邦鉄道 / TBWAスイス／チューリッヒ＋SBB／ベ
ルン / スイス
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E.V.A.イニシアチブ

GOLD

懲罰信号

<Direct Marketing> Out of Home - Billboards &
Transit
ムンバイの道路における騒音公害の70％はク
ラクションの 鳴らしすぎによるもの 。これ は 市
民の心身の健康に悪影響を及 ぼしている。ムン
バイ警 察 は 何 度も対 策を試 みた後 、罰 金で は
解 決できなかったことに成 功した。ユーモラス
かつ人間くさい方法で行動変容を促したのだ。
彼らは一部の市内の信号機にデシベル 計を設
置した。騒音レベル が85dB（危険）を超えると
カウントダウンタイマーがリセットされ、赤信号
の時間がさらに延長される。せっかちな運転手
はさらに長く待 たされることになる。こうして、
各 信 号 機 は「 罰 信 号 」に変 わった 。インドの 全
プラットフォームを通じて、最も「いいね！」と共
有 回 数の多 いコンテンツとなった。何よりも重
要なことは、この啓発的かつユーモラスな試み
により、騒音公害が軽減されたこと。その結果、
行 政 機 関 はムンバイをはじめ 、インドの 他 の 3
都市でもさらなる取り組みの拡大を計画してい
る。
ムンバイ警察 / FCBインド・アドバタイジング／ムンバイ＋
FCBグローバル／ニューヨーク / インド
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GOLD

ペルー・プライス

<Experiential & Immersive> Brand Installations

このキャンペーンは、36年ぶりにワールドカップ

37

BEST

Best of Interactive & Online
<Interactive & Online> Websites
ほとんどの車は平均的な体格の男性向けに設計
されており、実験は主に男性型ダミーで行われて
いる。その結果、女性にとっての安全性はより低
く、自動車事故でケガをする可能性が高くなる。
事実、女性がケガをする確率は男性より71％高
く、死亡率は17%高い。
しかし、ボルボは違う。ボ
ルボは1970年代から世界中のリアルなデータを
収集し、身体のサイズや性別に関係なく、衝突時
の状況を確認してきた結果、すべての人に等しく
安全な車になった。そこで、
この研究結果を共有
して、すべての車を女性にとってより安全なものし
た。
ボルボ・カー / フォルスマン＆ボーデンフォルス／ヨーテボ
リ / スウェーデン
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BEST

DOブラック

Best of IP & Products
<IP & Products> Experimental / Internal Projects / R&D
人の炭素排出量の約60％は消費に由来する。
消 費 者 の 行 動を変えることで 、C O 2 排 出 量を
大幅に削減することができる。DOブラックは利
用 可 能な資 金 額で はなく、C O 2 排 出レベル で
利 用 が 制 限される初 のクレジットカード。特 許
を取 得した技 術で 、C O 2 排 出 量 の 上 限を超え
る取引をブロックし、カードを無効化し、カード
保 有 者 に通 知 する。スウェーデンのフィンテッ

ク会社であるドコノミーはカードの認知度を高
め、国連が提言した2030年までにCO2排出量
を5 0％削 減 するという目標 達 成 に貢 献 するこ
とを目指している。
ドコノミー / RBKコミュニケーション／ストックホルム / ス
ウェーデン
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SILVER

ランナウェイ・トレイン25

<Branded Entertainment> Music Videos

180カ国、160万人以上が、
プラスチックに関する
世界的に拘束力のある条約に賛同している。

イケア / マッキャン／ワールドグループ＋マッキャン・テルア
ビブ／テルアビブ / イスラエル

WWF（世界自然保護基金）/ グレイ／クアラルンプール＋
WWF／シンガポール＋ホワイトグレイ／シドニー＋グレイ
／シンガポール / マレーシア

45
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<Design> Out of Home - Brand Installations

GOLD

銃暴力の歴史書

<Design> Editorial - Books

性的人身売買の被害者になっていることの多いアメリカ
の行方不明の子どもたちを探すために、位置情報を使っ
て制作されたミュージックビデオ。25年前、
ロックバンド
のソウル・アサイラムはヒットシングル「ランナウェイ・トレイ
ン」
をリリースした。彼らは全米行方不明・被搾取児童セ
ンター（NCMEC）
と連携し、
ディレクターのトニー・ケイと
実際に行方不明になった子どもたちの映像を挿入したビ
デオを制作した。位置情報を活用し、
ビデオが視聴されて
いる地域の行方不明の子どもの映像を挿入するまったく
新しい現代版のビデオ。HPで流される。全国の各地域で
地元の子どもの映像が流れる異なるバージョンのビデオ
を見ることができ、視聴者は寄付することができる。

「銃暴力の歴史書」は繰り返されてきた歴史を伝
える記事や事実、データで構成されたシンボルで
あり、教育ツールである。
この分厚い本はこれま
でに歴史ができなかったことをやってのけた。弾
丸を阻止したのである。1791年〜2019年の記事
を時系列に収録し、新聞記事のタイポグラフィと
イメージだけを使った約200のヒーローページを
19章に分けて掲載したデザインは、人々の問題に
対する理解を促進した。製本後に、最も一般的な
45mm銃で撃たれた跡は新たなデザイン要素と
なり、
この本が弾丸を阻止できるというメッセージ
を伝えた。

全 米 行 方 不 明・被 搾 取 児 童センター（ N C M E C ） /
MUH-TAY-ZIK／HOF-FER／サンフランシスコ＋RSA
フィルムズ／ブラック・ドッグ／ロサンゼルス / アメリカ

銃暴力と闘うイリノイ評議会 / FCB／シカゴ＋銃暴力と闘
うイリノイ評議会／シカゴ＋ロード＋トーマス／シカゴ＋ミ
ル／シカゴ / アメリカ
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BRONZE

生理中の解放プロジェクト

<Creative Eﬀectiveness> Single Country or
Region - Consumer / Brand
インドは、その経済的、技術的進歩にも拘わらず、
伝統的に月経は不純と考えられている。少期に
強制的に性産業に従事させられ、雇用可能なス
キルを身につける機会を奪われていたインドの
セックスワーカーたちにとって、生理の日は働か
ずにすむ貴重な休日である。
ここからプロジェク
ト・フリー・ピリオド
〈生理中の解放プロジェクト〉
が始まった。ステイフリーは、生理の日に別の産
業で働く技術を身につける機会を提供した。彼
女たちに技術を持たせて自立させ、セックスワー
クから解放させることが目的である。人身売買防
止NGOや専門家と提携し、女性が性産業に代わ
る収入を得られるスキルを学べるユニークなカリ
キュラムを作成し、
さらに対面式の授業だけでな
く、WhatsAppを介して誰でも共有できるビデオ
チュートリアルを制作し、全国で授業が受けられ
るようにした。

GOLD

ミネソタ・ツインズ2019キャンペーン
<Design> Moving Image - Series

野球は陳腐なものになることがある。負けてい
るチームの野球は特に。2019年のシーズンを迎
えたミネソタ・ツインズがまさにそうだった。頼も
しい地元出身のキャプテンが引退し、37歳の新
人が監督に就任。キャンペーンの目的はこの若
いチームのアイデンティティ探しを手伝うこと。
過去の勝利へのノスタルジアではなく、古き良
き時代の野球の詩でもない、新たな方向性の追
求。スピード、強さ、爆発、ナチョス、毛皮。私たち
は3D要素や iPhoneの生映像、ハイスピード写
真、ピクセルアート、変形フォント、すべてオリジ
ナル の 音 楽 や サウンドデザインを組 み合 わ せ
た。その結果、生まれたのは従来の広告キャン
ペーンではなく、チームとスポーツのための新し
いポジティブな姿勢だった。
ミネソタ・ツインズ / カーマイケル・リンチ／ミネアポリス /
アメリカ

ジョンソン・エンド・ジョンソン / DDBマドラ・グループ／ム
ンバイ / インド
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<Design> Innovation in Design

BRONZE

あなたのプラスチックダイエット

<Creative Use of Data> Data Visualization

WWF（世界自然保護基金）は地球の自然環境保
護を目的とした団体だが、その地球はプラスチッ
クに破壊されつつある。マイクロプラスチックが
自然界のあらゆる場所、さらには人体にまで流
出していることが調査で判明した。私たちが年間
約10万個のマイクロプラスチックを摂取している
という事実は、衝撃的だが実感するのは難しい。
そこでこの抽象的な科学データを数値化し、誰も
が理解できる1つの事実（10万個のマイクロプラ
スチック＝250g＝1週間に5g）
として可視化した。
それは、毎週クレジットカードを1枚食べているこ
とに等しい。
このデータは世界中でニュースにな
り、環境問題を自分ごととして捉えさせることで、
WWF史上最大かつ最速の運動となった。G20か
ら国連総会まで、
「あなたのプラスチックダイエッ
ト」は緊急の行動が必要であることを、政策決定
者や 意思決定者に常に印象づけた。現在では

GOLD

ThisAbles

イスラエルでは10人に1人が深刻な障害を抱え
ており、電気をつける、ベッドから起き上がる、
ク
ローゼットを開けるといった家庭内での最も基
本的な動作に苦労している。残念ながら、
イケア
のクローゼットもそれは同じ。
イケアの家具は手
頃な価格で美しく、人気があるが、彼らが使えな
いことも多い。
イケアは最も一般的な問題を解決
する補助部品を開発し、
イケアの代表的な商品と
組み合わせて使えるようにした。例えば、
ソファを
持ち上げる脚、大きなランプのボタン、枕カバー
用のスーパージッパー。
これらは無料で簡単にダ
ウンロードして、
イケアの家具に取り付けること
ができる。真のアクセシビリティを実現するため
に、補助部品のオープンソースを無料公開し、世
界中どこからでも3Dプリント出力できるようにし
た。さらに、ウェブサイトではビデオチュートリア
ルの完全なシリーズを公開。製品を実際に体験
したい人のために、
イケアの店舗内に史上初の
アクセシブルなスペースをオープンした。

GOLD

衝撃的な警告

運転中のメールが原因の交通事故で死亡した3
人の実話に基づいたインタラクティブな街頭展
示。事故車の完璧なレプリカには、SMSの形をし
た本物のエアバッグに事故の原因となったテキ
ストが表示されている。警察や報道機関、被害者
の写真から、
アーティストがそれぞれの車を実物
そっくりに造形し、街を唯一無二の無料のマスメ
ディアに変えながら、
「ながらスマホ」の衝撃的な
事実を少しでも身近に感じてもらおうとした。来
場者は事故の原因となったのと同じショートメッ
セージを指定の番号に送信することで、事故の
背景となるストーリーを聞くことができた。
ビジョン・ゼロ・プロジェクト＆モントリオール市 / シド・リー
／モントリオール / カナダ
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BRONZE

資生堂唐草

<Design> Branding - Identity System
日本を代表する化粧品メーカー、資生堂のシン
ボルとなる唐草模様、
「 資生堂唐草」は、1世紀近
くにわたり同社の商品や広告のデザインに使わ
れてきた。メディアや社会がデジタル化していく
中で、100年前から資生堂のアーティストが信頼
し、実践してきた手作業をベースに、デザインや手
法をアップデートする方法が模索された。その結
果、
トルシェタイルと数学的手法の「面埋め」を組
み合わ せ、唐草模様を無限に生成するソリュー
ションが誕生。
これにより、熟練職人の想像を超
える唐草模様を生み出すことが可能になった。
資生堂 / 資生堂／東京＋電通／東京＋博展／東京＋電
通ライブ／東京 / 日本
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GOLD

セカンドチャンス

<Direct Marketing> Non-traditional & Guerrilla
Marketing

カリフォルニア州は運転免許保有者が米国で最
も多いのに、臓器提供の登録率は最も低い。
アメ
リカ人の95％が臓器提供の重要性を認識してい
るにもかかわらず、運転免許証に「ピンクのドッ
ト」のドナー登録表示させるために必要な手続き
をしている人は半数以下。
これは臓器提供が「魅
力的」ではないことと関係があるのではないかと
思われた。人は個人的に感動しない限り、積極的
に行動したり、声を上げたりすることはない。
より
多くの人にドナー登録してもらうために、非常に
重要だが、なぜかあまり有難がられないそのメ
リットを個人レベルで実感してもらう方法を見つ
けなければならなかった。
ドネート・ライフ・カリフォルニア / カサノバ//マッキャン、
マッキャン／コスタメサ＋マッキャン・ニューヨーク／ニュー
ヨーク＋マッキャン・カナダ／トロント / アメリカ
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BRONZE

#スニッカーズゲート

<Direct Marketing> Social Media Post - Single
過去10年間、スニッカーズはキャンペーンで「ハ
ラが減ってるキミは、いつものキミじゃない。」
とい
うキャッチコピーを使ってきた。2019年11月、
フラ
ンスでこのフレーズは次のレベルに引き上げら
5

れた。私たちは現実世界でスニッカーズの生産
現場のスタッフがお腹をすかせていたらどうな
るかを想像した。そして、販売店に出荷する前に、
パッケージは変えずに中身をわざとバウンティと
入れ替え、消費者の反応を待った。24時間後、誰
もがそれを製造ラインのミスだと思ったとき、
「#
スニッカーズゲート」への回答として、Twitterに
動画を投稿してネタ明かしをした。
マース リグレー / CLM BBDO／ブーローニュ＝ビヤン
クール / フランス
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BRONZE

やめないで、子どもたち

<Direct Marketing> Targeted Online Video

62％もの子どもが9歳までにスポーツをやめて
しまう理 由は「 楽しくないから」。親やコーチが
勝つことを優先させるから。
しかし、子どものス
ポーツ離れは憂慮すべきペースで進んでおり、
その代償は明らかだ。この流れを阻止するため
に、プロジェクト・プレイは#DontRetireKid（や
めないで、子どもたち）キャンペーンを開始。9歳
児が「ESPNスポーツニュース」で引退を発表す
る記者会見を開いた。その後、
スポーツ界の大ス
ター、
コービー・ブライアントがESPNの生放送に
出演し、問題の解決策を提案した。
さらに、
スポー
ツ界の他の大物たちも、その大半が自主的にこ
の運動に参加した。
アスペン研究所プロジェクト・プレイ / アーノルド・ワールド
ワイド／ボストン / アメリカ
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BRONZE

ギャラクシー・グラフィティ

<Experiential & Immersive> Immersive Spaces

デジタル における技術向上のために、ギャラク
シー・グラフィティはモーションキャプチャーなど
の先進技術でモバイル体験を構築。
スマートフォ
ンを本物のスプレー缶のようにカスタマイズされ
たスマホケースに装着。グラフィティの舞台とし
て、歴史的なキングス・クロス駅やロンドンでグラ
フィティが容認されているリーク・ストリートなど
の3Dシーンを作成し、
よりリアルな体験を演出す
るために、本物のスプレー缶のノズルや缶の効
果音を組み込んだ。ユーザーはシンプルなアイコ
ンを操作して、思いのままにディテールまでスプ
レーペイントでき、
ドリップ効果も使うことができ
る。
サムスン電子 / チェイル・ワールドワイド／ソウル＋タンジブ
ル・インタラクション／バンクーバー / 韓国
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GOLD

長き闘い

<Film> Under 100K Budget
2019年は多くの女性アスリートたちが公の場
で、ジェンダーの平等を求める闘いに参加した。
そこで全米オープン（テニス）を背景に、ニュー
ヨーク・タイムズ のジャーナリズムが い か にス
ポーツにおけるジェンダーの報道をリードしてき
たかを示すことにした。過去50年間の実際の見
出しを引用しながら、平等な条件を勝ち取るため
に、女性たちが時には叫び、立ち去り、反乱さえ
起こしながら、
どのように闘ってきたかを描いた。
女性の方が報酬が低くて当たり前という常識に
挑戦し、一般的に男性よりも長いことで有名な女
子テニスのラリーを物語の仕掛けに使った。すべ
ての効果音を物語と組み合わせ、ボールがネット
に当たって止まる音は敗北を報じる見出しと同期
させた。観客のどよめきは躍進を伝える見出しと
マッチさせた
ニューヨーク・タイムズ / ドロガ5／ニューヨーク / アメリカ

6
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BRONZE

iPhone 11 Proで撮影：雪合戦
<Film> Cinema Advertising

iPhone 11 Proのカメラがどれほど素晴らしい
かを証明するために、アップル は追加のレンズ
や機器やソフトウェアを使わずにアクションムー
ビー「雪合戦」
を撮影した。監督のデヴィッド・リー
チ（『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』、
『 デッ
ドプール2』、
『ジョン・ウィック』）
と撮影監督のロ
バート・エルスウィット
（『マグノリア』、
『 ゼア・ウィ
ル・ビー・ブラッド』）は、ポケットに収まるスマー
トフォンだけを使って、平凡な雪合戦をアクショ
ン満載のスリラーに仕立て上げた。デバイスの機
動性と重量は、かさ張るプロの機材では困難な
瞬間の撮影を可能にした。iPhone 11 Proには
高品質で大迫力の動画撮影をできる、すべての
ツールが揃っていることを証明した。
アップル / TBWA メディア・アーツ・ラボ／ロサンゼルス /
アメリカ
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BRONZE

親愛なる兄弟

<Health, Wellness & Pharma> Branded Content
LOSEVは1998年に設立された白血病の子ども
たちを支援するトルコの医療財団。LOSEVの20
周年にあたる2018年、財団はこの機会に白血病
についての認知を高め、寄付を増やしたいと考
えた。キャンペーンの主な課題は低予算で大き
な効果を生み出すことだった。そこでトルコの映
画史上、最も悲しい映画の一つ（『親愛なる兄弟』
1973年）の別のエンディングを作るというビッグ
アイデアに着手した。
この映画は白血病を患った
少年の話で、彼の最大の願いは家でテレビを見
ることだった。兄たちはあらゆる手を尽くしてテレ
ビを手に入れようとするが、少年はその直前に死
んでしまう。運命を変えるというLOSEVの役割を
強調するために、
この映画の有名なラストシーン
をハッピーエンドに変更した。
LÖSEV / ラフィネリ／イスタンブール＋LÖSEV／イスタ
ンブール / トルコ
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SILVER

ティーチャブル・マシン

<Interactive & Online> Websites - Utility

ティーチャブル・マシンは、教員、プロトタイプ開
発者、関心のある人なら誰でも、画像や音、ジェ
スチャーを使って自 分 だけの 機 械 学 習モデル
をコーディングなしで作成することができるウェ
ブツール 。まず、クラスやカテゴリー別に、コン
ピュータに学習させたいサンプル素材を集めて
グループ化する。次にモデルをトレーニングした
ら、
さらに新しいサンプルを正しく分類できるかど
うかテストする。最後に、モデルをエクスポートし
て、サイトやアプリなどの個人的なプロジェクトで
使用することができる。
グーグル / グーグル・クリエイティブ・ラボ／ニューヨーク＋
グーグル／ニューヨーク / アメリカ
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SILVER

ウォークメンタリー

<Interactive & Online> Online-only Video Pre-Roll - Single

Brita + Me to Weのチェンジ・キャンペーンを
支援するために、私たちは毎日家族の飲み水を
確保するために歩き続けるケニアの普通の女性
を撮影した。彼女をリアルタイムで追いかけた結

果、4時間17分にも及ぶYouTubeの再生前広告
になった。
しかし、動画に
「スキップ」ボタンを埋め
込み、ユーザーに「彼女の水汲みを終わらせる」
ことを促した。ボタンをクリックすることで、ユー
ザーはその場で彼女の過酷な水汲 みを終わら
せることができた。スキップボタンのリンク先の
Walmart.caでは、特別なブリタのボトルを購入
することができ、その収益によってアフリカの家
族に清潔な水が1年間提供された。
ブリタ / 電通Bos／トロント＋ブリタ／トロント / カナダ
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BRONZE

ペットコマース

<Interactive & Online> Websites - E-Commerce

ペッツ は 成 長を続 けるブラジル 最 大 のペット
ショップ・チェーン。そのオンラインショップは迅
速で安全で完全だが、ブラジル人はまだ国内の
80店舗のいずれかで買い物することを好んでい
る。課題はペッツのeコマースを推進し、
アクセス
を促進して売上を強化すること、オンラインショッ
ピング利用時の飼い主のペットに対する気持ち
やニーズをいかに理解しているかを示すことだっ
た。
ペッツ / オグルヴィ・ブラジル／サンパウロ / ブラジル
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SILVER

ドット翻訳

<IP & Products> Digital Product

「ドット翻訳」はAIをベースにした初の点字翻訳
ツール。文脈を理解するために精度の高い人間
の翻訳で何百万回も訓練されているため、あら
ゆるデジタルテキストを人間に近い精度で点字
に翻訳することができる。
「ドット翻訳」は直感的
なWebインターフェース、専用デバイス、その他
のデジタル 点字デバイスで利用できる。type、
e-pub、pdf、txt、doc、rtf、html、さらには音声
まで、幅広いフォーマットやソースを翻訳可能。
ユーザーはウェブサイト全体を直接翻訳すること
もできる。
しかし、最も重要なことは、最大700ドル
もする既存の点字翻訳ソフトに対し、無料で使用
できること。そして、機械学習とフィードバックに
よって、全体的な精度は向上し続けている。
ドット・インコーポレーション / サービスプラン・ドイツ／ミュ
ンヘン / ドイツ
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GOLD

次へ渡そう

<Mobile> Utility - E-Commerce
「ビッグイシュー」は貧困に直面する人が街頭で
販売をおこなうイギリスの雑誌。
「 次へ渡そう」
イ
ニシアチブは雑誌の販売方法に革新をもたらし
た。雑誌には読み取り可能なQRコードが表示さ
れており、購入者は雑誌を読み終えたら、捨てる
のではなく、又売りすることができる。雑誌は何度
も再販することができ、その利益はすべて元の販
売員に還元される。
ビッグイシュー / FCBインフェルノ／ロンドン / イギリス
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SILVER

デフ911

<Mobile> Applications

デフ911は聴覚障害者が最も必要としている時
に声の代わりになる緊急時モバイルアプリ。独
自のテキスト読み上げ機能と音声テキスト化機
能を備えたアプリケーションを通じて、聴覚障害
者は緊急通報番号の911に直接電話をかけるこ

とができ、911もそれに対応することができる。や
りとりはリアルタイムで、わずか30秒内、つまり通
常とほぼ 同じ時間内に行われる。心臓発作、強
盗、家庭内暴力、自然災害などの場合、一瞬の差
が生死を分けることがある。
これまで、聴覚障害
者が迅速かつ低価格で911に電話をかけること
ができる技術的なソリューションは存在しなかっ
た。
セント・アンズ・フォー・ザ・デフ / サーチ＆サーチ・ウェルネ
ス／ニューヨーク / アメリカ

60

SILVER

マリアのメッセージ

<Mobile> Mobile Advertising

キャンペーンの目的は女性が政府のヘルプライ
ンに連絡して、暴力を通報し、情報を入手し、ウェ
ブツールを使って援助を求めるよう力づけるこ
と。そこでスピーカーで聞いた場合と、耳元で聞
いた場合で内容が変化するWhatsAppの音声
メッセージ、マリアのメッセージが開発された。
ス
ピーカーで聞いた場合はステレオ音声となり、完
全にポジティブで平凡なメッセージが聞こえる。
しかし、携帯電話に耳を近づけて聞くと、モノラル
音声となり、メッセージのいくつかのフレーズが
消える。すると、
メッセージの意味が変わり、助け
を求める声だけが聞こえる。このアイデアは、誰
かの話にしっかり耳を傾けることで、真実がわか
るということを暗に例えている。
モビスター / ワンダーマン・トンプソンBA／カバ / アルゼ
ンチン
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SILVER

2019年3月アップルTV+発表イベ
ント・オープニングフィルム
<Moving Image Craft> Title Sequences

63

BRONZE

曲が終わるまで

<Moving Image Craft> Use of Music - Licensed
/ Adapted Music
アメリカで最も音楽が聴かれている場所は車の
中だが、そこでストリーミング配信が利用される
ことは少ない。課題はシンプルだった：次に車の
中で音楽を聴く時に、Spotifyを思い出してもらう
こと。私たちは皆、曲を最後まで聴くために、車の
中に残っていたことがあるという洞察がアイデア
全体のベースになった。
これがリアルな生活の中
で、
リアルな人々に、
リアルな車の中でどのように
起こっているのかを、共感できる方法で描いた。
Spotify / Spotifyインハウス／ニューヨーク / アメリカ
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GOLD

最も難しい卓球台

<Out of Home> Experiential & Immersive
パラリンピックへの関心が低い理由として、パラ
アスリートが向き合っているチャレンジに共感し
てもらえず、競技技術の高さを十分に理解しても
らえないことが挙げられている。パラリンピック
が二の次にされ、無視されがちな現実の中、パラ
卓球やパラスポーツ全般の認知度を高めるため
に、斬新な方法でスポーツへの理解を促し、魅力
を伝えることで、観客に新たな視点をもたらす必
要があった。
日本肢体不自由者卓球協会 / TBWA HAKUHODO／
東京 / 日本
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BRONZE

壁に対抗する壁

<Out of Home> Brand Installations

アップル 独自の新しいテレビと映画のコンテン
ツ・プラットフォームを世界に紹介するイベント
のオープニング映像として、映画の黄金時代を彷
彿とさせるオープニングタイトルのアニメーショ
ンを制作した。映像は第二次世界大戦後のハリ
ウッドのアートディレクションとアップルの重要な
イノベーションを融合させたもの。アップルの過
去のイノベーションをキャストやスタッフとしてク
レジットで紹介し、各シーンではアップルの豊か
な歴史を彩ってきた瞬間や製品、デバイスを描い
た。オープニングタイトルに登場するすべての製
品は、過去に基調講演で発表されたものとなって
おり、歴史を振り返ろうとしていることを視聴者に
示唆した。

ベルリンの壁の崩壊から30周年を記念して、
ベル
リン市民は最後まで現存していた歴史的なベル
リンの壁に書かれた史上最も重い手紙をドナル
ド・トランプ大統領に送った。それは社会を分断
することは決して解決策にはならないというアメ
リカ大統領に対するメッセージであり、警告だっ
た。ホワイトハウスはこの手紙の受け取りを拒否
したが、
アメリカ国民は拒否しなかった。
「 壁に対
抗する壁」はアメリカの保守の地盤を通って、南
部の国境まで3週間の旅に出た。途中で多くの
人々を鼓舞しながら、
「 壁に対抗する壁」は最終
目的地のメキシコ国境に到着し、それが壁のな
い世界を目指す次世代を触発してくれることを
願った。

アップル / TBWA メディア・アーツ・ラボ／ロサンゼルス＋
バック／ロサンゼルス / アメリカ

イニシアティフ・オフェン・ゲゼルシャフト＋フォーリング・
ウォールズ財団 / ショルツ＆フレンズ／ベルリン＋レスト・オ
ブ・ザ・ワールド / ドイツ
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SILVER

クリスマスのサプライズ

<Moving Image Craft> Direction - Single

このショートフィルムでは2人の孫娘が、今も亡
くした妻のことが忘れられない祖父のために、
iPadを使って祖母の姿も入った家族のスライド
ショーを作成し、祖父にプレゼントする。それは典
型的なクリスマス広告の派手さや華やかさをす
べて排除し、休暇シーズン中に多くの人が感じる
強く、生々しく、
リアルな悲哀を描いている。
アップル / スマグラー／ロサンゼルス＋TBWA メディア・
アーツ・ラボ／ロサンゼルス / アメリカ
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BRONZE

ブラック・ランドリー

<Out of Home> Brand Installations

かつてニュージーランドではラグビー代表チーム
のオールブラックスだけが国民の関心を集めて
いたが、世界が狭くなった今では、他のスポーツ
の人気も高まっている。街中ではNBAやイギリス
のサッカーチームのユニフォームをオールブラッ
クスのジャージと同じくらいよく見かけるように
なった。
ラグビーワールドカップが近づくにつれ、
公式スポンサーのスタインラガーは、
ファンに再
び代表チームに戻ってきて欲しいと考えた。
これ
を実現するために、
「ブラック・ランドリー」をオー
プン。
この期間限定コインランドリー兼バーでは、
ファンに他のスポーツのユニフォームをオールブ

ラックに染めるという犠牲を払ってもらい、彼らの
忠誠心を再確認した。ユニフォームの染色、乾燥、
刺繍が終わるまでの45分間、
ファンは洗濯機や
ユニフォームが吊るされたラック、乾燥機に囲ま
れたバーで待った。
ライオン・ニュージーランド / DDBニュージーランド／オー
クランド＋グッドオイル・フィルムズ／オークランド / ニュー
ジーランド
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BRONZE

男性のための育休宣言

<Public Relations> Brand Voice
ダヴメン＋ケアは男らしさや父性などの固定観念
と向き合うことにより、男性の育児参画の推進に
取り組んでいる。
アメリカでは男性の5人に1人し
か有給の育児休暇が取得できず、男性の育児参
加の貴重な機会が制限されている。
ダヴメン＋ケ
アは著名なパートナーや専門家とともに、すべて
の親が有給の育児休暇を取得できるよう連邦法
を改正するためのプランを提案した。
このプラン
には男性のための育休宣言、新しい政策と男性
の育児休暇基金への支援の呼びかけ、人生の大
切な瞬間に休暇を取得できない父親向けの100
万ドルの資金援助が含まれていた。何千人もの
父親や賛同者の支持を得て、
ダヴメン＋ケアとビ
ジネス・パパとして有名なアレクシス・オハニアン
らは米国会議事堂に乗り込み、30人の議員と面
会した。活動の結果、2つの包括的な有給の育児
休暇に関する法案が提出され、労働者の有給休
暇に関する歴史的な法案の成立を後押しした。
ユニリーバ／ダヴメン＋ケア / エデルマン／ニューヨーク＋
ユニリーバ／ニュージャージー州エングルウッド・クリフス /
アメリカ
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SILVER

人生のメロディー

<Radio & Audio> Experiential Radio & Audio
加齢性難聴の人は1500Hz付近の周波数の音
は聞こえるが、3000Hzや8000Hzの音がよく聞
こえない。そこで、楽器の周波数を再調整して楽
譜にし、有名な3つの曲を使ったラジオCMを制
作した。曲のメロディーは少なくとも半分の音が
3000Hzの周波数域を超えるように再調整され
た。聴覚に問題があると、曲の中で聞こえない音
がある。CMは最後に「音楽が正しく聞こえなかっ
た場合は、聴力検査を受けてください」
とアドバ
イスする。聴力に問題があることがわかれば、補
聴器を使うことを検討してもらえる。
シバントス / マレンロウ・シンガポール／シンガポール＋マ
レンロウ・ロンドン／ロンドン / シンガポール
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GOLD

ヒーローがマントをつけているとは限らない

<Social Media> Social Post - Real-time
Response

ワールドシリーズ第5戦2回表。
ヨルダン・アルバ
レスが放った見事なホームランは…ヒーローの
胸元に飛び込んだ。それはバドライトがスポット
ライトを浴び たまさに魔法の瞬間だった。野球
ファンの間で最も重要なルール：
「いつだって絶
対にビールを手放さないこと」。バドライトは彼
に1つ借りができた。彼が何者なのか知る必要が
あった。そこですぐにツイッターでこの男性を探し
て欲しいと呼びかけ、ついに発見した。その後72
時間かけて、
ジェフ・アダムスを讃えるためにあら
ゆる手を尽くした。
アンハイザー・ブッシュ・インベブ / ワイデン＋ケネディ・
ニューヨーク／ニューヨーク＋ドラフトライン／ニューヨーク
/ アメリカ

7
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SILVER

自分のツイートを食べよう

<Social Media> Social Channel - Single Platform
2019年9月、
フランスのテレビはスープの製造現
場のレポートをプライムタイムに放送した。隠れて
使われている砂糖、添加物、香料など、600万人
のフランス人が自分たちが食べているものの現
実を知った。
しかし、
リービッヒは「自分のツイー
トを食べよう」キャンペーンでネガティブな話題
をポジティブなものに変えた。ツイッターのアン
チ層をターゲットに、新しいスープの試食を提案
した。彼らに100％ナチュラルな新製品のスープ
と彼らのツイートを構成するアルファベットのパ
スタの特別パッケージを郵送した。
アンチたちは
「自分のツイートを食べる」
ことに同意し、新しい
リービッヒのスープを試した。
コンチネンタル・フーズ・フランス / CLM BBDO／ブー
ローニュ＝ビヤンクール / フランス
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SILVER

カントローラー

<Social Media> Innovation in Social Media

現在、HBOやNetﬂix、Hulu、ESPNの視聴者の
合計より多くの人がゲームコンテンツを視聴して
いる。
ミラー・ライトはテクノロジーに精通し、物事
に懐疑的なこの層を獲得する方法を必要として
いた。そこで、
ミラー・ライトにしかできないものを
作り、
「カントローラー」
と名付けた。
ビデオゲーム
のコントローラーとしても機能するミラー・ライト
のフルサイズの12オンス缶だ。
カスタム設計され
たマイクロチップとバッテリーが缶の底にぴった
り収納されている。
これらの部品はクリックボタン
を備えたフレキシブルな回路基板に接続されて
いる。Bluetoothにより何十億種類ものゲームと
互換性がある。
ミラー・ライト / DDBシカゴ／シカゴ / アメリカ
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BRONZE

9秒58の伝記

<Design> Typography - Dynamic / In Motion
2009年、ウサイン・ボルトは100mの世界記録を
更新し、歴史を作った。
しかし、
この信じられない
大記録の陰には大量の汗とトレーニングと努力
があった。10年後の2019年、私たちはほとんど
の人が知らない角度から、
この物語を伝えたかっ
た。世界最速の男にふさわしい並外れたオマー
ジュとして、世界記録の裏に隠されたすべてのト
レーニングと努力が記された伝記を作成した。
し
かし、ボルトの伝記が普通の伝記であってはい
けない。彼と同じくらい速くなければならない。そ
こでで、伝記でありながら、9.58秒間のアニメー
ションで当該レースを再現したフリップブックが
誕生した。
プーマ・ブラジル / BETCサンパウロ／サンパウロ＋プー
マ・ブラジル／サンパウロ＋ベルサオ・ベータ／サンパウロ
/ ブラジル
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BRONZE

宇宙船

<Print> Posters - Single
レゴの目的は子どもたちが創造性を発揮し、体
系的に考え、想像力を発揮して自分の将来の可
能性を広げるために、彼らにインスピレーション
を与え、成長を助けること。
この広告シリーズはド
ラゴン、宇宙船、エンパイア・ステート・ビルという
8

子どもが大好きな3つの題材を使って、彼らの無
限の想像力を称えるために制作された。各広告
はサイズ、パターン、ディテールが異なる2つの作
品を見せている。

単かつ安全に持ち運びできる。すべて紙ででき
たパッケージは、発泡スチロールではなく、ダン
ボールの構造設計で製品を保護し、100％リサイ
クル可能となっている。

DKSH（タイ）/ オグルヴィ・グループ・タイ／バンコク / タイ

アップル / アップル／クパチーノ / アメリカ
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BRONZE

努力のリレー

<Print> Craft - Art Direction
高校相撲大会を支援するために制作されたこの
ポスターは新聞に掲載されたほか、大会の会場
にも掲示された。その核となるアイデアは「努力
の積み重ねを可視化する」ことだった。
クラブ活
動は楽しければ良いという社会の風潮に反して、
スポーツにおける努力を称えるビジュアルを採
用。ポスターは参加した選手たちに、
これまでの
努力を誇りに感じてもらう機会となった。
北國新聞社 / 電通／東京＋北國新聞社／石川＋たき工
房／東京＋アマナ／東京 / 日本
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BRONZE

スポーツがアートになる時
<Print> Craft - Illustration

バスケット・ル・マグはフランスで出版されている
米国バスケットボール専門誌。同誌では偉大な
選手はアーティストと考えられている。彼らの神
がかり的なプレイは何百万回も見られているが、
彼らをユニークな存在にしているものの1つが統
計データだ。彼らがどのようにして、なぜ歴史を
作ったのかを真に理解することができるのは数
字だけだ。だからこそ、私たちは統計をデータと
して可視化した。
しかし、それだけではなかった。
偉大な選手はアーティストであるため、可視化さ
れたデータから芸術作品を仕上げることにした。
バスケット・ル・マグ / TBWAパリ／ブーローニュ＝ビヤン
クール＋バスケット・ル・マグ／パリ / フランス
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BRONZE

ストーンブリック

<Design> Packaging - Mass-market

エスタブリッシュドは個々のブロックをマグネッ
トで固定したカスタムコレクションを作成するこ
とで、初の完全にカスタマイズ可能なコスメブラ
ンドを開発した。例えば、個々のアイシャドウの
ブロックを好きなサイズのベースに固定すること
で、自分好みのパレットを作成することができる。
口紅やフェイシャルのブロックもマグネットで連
結して、刺激的な組み合わせやコレクションを無
限に楽しむことができる。エスタブリッシュドは
パッケージ、
グラフィック、
アイデンティティ、
キャン
ペーン写真、
ビデオコンテンツ、店舗の内装など、
ブランドのすべての要素をデザインした。
Eマート・ブランド戦略事業部 / エスタブリッシュド／ニュー
ヨーク / アメリカ
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BRONZE

Mac Proパッケージ

<Design> Craft - Printing & Paper Craft
Mac Proのデザイン一新を機に、
アップルはまっ
たく新しいパッケージシステムを考案した。製品
の格子のデザインをイメージした特殊な光沢を
施した手触りの良い箱の表面は、メタリックイン
クで製品のアイコンを強調している。機能性を重
視してデザインされたMac Proの箱には持ち上
げると固定されるハンドルが内蔵されており、簡

BRONZE

甘さへの逃避

<Out of Home> Craft - Illustration
甘さへの逃避。子どもだって、日常のわずらわし
い作業から、甘いものへの逃避が必要だ。
チュッパチャップス / チェイル／香港 / 香港
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BRONZE

深夜営業

<Out of Home> Craft - Photography
フランスのマクドナルドは深夜も営業しているこ
とを告知するために、消費者の日常生活にさり
げなく溶け込んだ。ボウリングやレーザーサバイ
バルゲーム、映画鑑賞の後、あるいはクラブで踊
り明かした後も、夜遅くまで食事ができるお店探
しに悩む必要はない。マクドナルドは夜更かしす
る人たちの味方だ。新しいマクドナルドのキャン
ペーンでは、有名な「M」のアーチがいくつかのナ
イトライフを象徴するポップでレトロなロゴの一
部を構成している。
マクドナルド・フランス / TBWAパリ／ブーローニュ＝ビヤ
ンクール＋マクドナルド／ギュイアンクール / フランス
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BRONZE

ホット＆スパイシー
（シーズン2）
<Print> Craft - Art Direction

テレビを見ながらKFCのフライドチキンを食べる
のはまさに至福の組み合わせ。
この作品は爆発
シーンが印象的なテレビ番組から着想を得てい
る。消費者はお気に入りのシリーズの最新作を
一気見しながら、出来たてのホット＆スパイシー・
フライドチキンを食べることができる。
KFC香港、
ジャーディン・レストラン・グループ / オグルヴィ
／香港 / 香港

