アドミュージアム東京 NEWS
〈ひと・人・ヒトを幸せにする広告 -GOOD Ideas for GOOD Ⅱ - 展〉

「for GOOD」な2度目の展覧会、
その背景にある思いとは？
アドミュージアム東京で、4月から7月14日まで開催されていた
「ひと・人・ヒトを幸せにする広告 -GOOD Ideas for GOOD Ⅱ - 展」。
J-WAVE のラジオ番組『SUNRISE FUNRISE』では、
そのスペシャルコーナーを4月29日から4週にわたって放送。
初回には、アドミュージアム東京の副館長・中村優子が登場し、
レイチェル・チャンさんのナビゲートで、企画展に込めた思いなどを語った。

—

グ」
「SOGI( ソジ )」
「ハンディキャッ

はちょっと違うのでは ？ 」と思った

人・ヒトを幸せにする広告 -GOOD

プ」を多く取り上げて紹介しています。

ことがきっかけでした。

Ideas for GOODⅡ-展」ということで、

SOGI は、まだ聞きなれないかもしれ

それから、特に東京にいると、一人

今回開催されているのは「ひと・

第 1回は 2016年に実施されました。

ませんが、Sexual Orientation and

では抱えきれないほどのたくさんの

この企画展が生まれたきっかけは、そ

Gender Identity（性の指向と性自

情報が溢れていて、SNS の誹 謗中傷

もそもどういうことだったのですか ？

認）の略。LGBTという言葉でセクシ

も氾濫し、人々がイライラして不機嫌

広告コミュニケーションの業界で

ャルマイノリティの人たちが認知さ

に見えます。
「日本は豊かになり、マ

ひ ぼう

は、世界のあらゆる社会課題に対し、

れるようになった一方で、ストレート

ーケットも成熟して久しい」とよくい

培ってきたアイデアやデザインで解

の人たちと区別することによって、か

われますが、
「本当に豊かな社会なの

決しようという取り組みが、もう随分

えって壁ができたのではないか、とい

だろうか、成熟するとはどういうこと

前からありました。しかしこの通称

う反省もあったそうです。
そこで国連

なのだろう」といったことを企画チー

「for GOOD」の活動について、日本

で議論がなされ、新たに生まれたの

ムで話すうちに、
「それはきっと多様

の多くの人が、
メディアの方々ですら、

がこの言葉です。日本の文部科学省

性を受け入れる寛容さを持った社会

実はあまりご存じなかった。
そんな現

でも使っています。

なのではないか」
、そんな結論に達し

状を目の当たりにする機会が数年前

ました。
これが企画のバックグラウン

にあり、何とか、もっと知っていただ

—

では、ほかの主なテーマの一つ

ドです。これらの疑問を、アドミュー

きたいと思ったのがきっかけです。

である「エイジング」は、どういう意図

ジアム東京に来てくださる幅広いジ

で取り上げられたのでしょうか。

ェネレーションの方と一緒に考えて

—

名前からすると「何か良いことの

エイジングといえば、私も日々感じ

みたいと思いました。

ために」という意味ですね。先日、私

ていることで、顔のリフトアップなど、

も会場にうかがうと、世の中をグッド

アンチエイジングのために無駄な抵

—

にしようというメッセージが込めら

抗を毎日しています（笑）
。確かに年

CMもいろいろ多彩ですね。例えば

れた、世界中の CM を字幕付きで見

齢を重ねていくと、気力・体力は衰え

100歳を超えるモデルが登場したり、

ることができました。もちろん日本の

ますが、しかし同時に良いこともある。

国ごとにその感じ方も異なっている

ものもありますが、普段、現地に行か

私自身、この頃、生きるのが少し楽に

ように思います。

なければ見られない貴重な CMも多

なった気がします。
きっとそれは、い

かった。
また２年前の第１回では「環

ろいろな経験を積み重ねてきたから

の文化、大人の文化ではない」と聞い

境」
「医療・健康」
「教育」など、グロ

こそだと思うのです。定年後、会社で

たことがあります。
ここまで平和が続

確 かにエイジング に関 連した

そうですね。以前、
「日本は “ ガキ”

ー バルな課題が多く取り上げられた

のタイトルや役職が取れて、リリース

いて、成熟した世の中であれば、もう

のに対して、今回は
「ヒューマニティ」

というか、解き放たれたような感情を

少し多様性を受け入れる社会になっ

がテーマのようでした。

お持ちの方もいらっしゃるでしょう。

ていくといいなあと思っています。
「ひ

はい、タイトルどおり、人間にフォ

そんなふうに考えると、
「年を取るマ

と・人・ヒト」とひらがな・漢字・カ

ーカスしています。中でも、
「エイジン

イナス面だけがフォーカスされるの

タカナで企画展名を表記したのも、さ
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J-WAVE『SUNRISE FUNRISE』のナビゲーター・レイチェル・チャンさん（左）
とアド
ミュージアム東京の副館長・中村優子

まざまな人を念頭に、多様性への思
いを込めて決めました。

「Meet the Superhumans」が制作

段の日々の輝き、一日を丁寧に生き

され、大成功を収めました。今回はそ

る大切さ、そんなことを思い出させて

の２作目となります。

くれるのでは、と思ったからです。バ
スの運転手を役所広司さんが、本当

会場では、
モニターやスクリーン、

—

にナチュラルに素敵に演じています。

タブレット端末などで、数多くの CM

—

が見られます。私もそこで気づかされ

ストでした。パラスポ ーツのアスリー

たことが多く、誰もがそれぞれに刺激

トを映したビジュアルだけでなく、音

に、
「名もなき一日を走る。
」というコ

楽も印象的でした。

ンセプトが凝縮されているようです。

を受け、長い時間を過ごすことができ
る展示だと思いました。そんな中から、
特に印象に残るCM を幾つか教えて
いただけますか ？

拝見すると、全編オシャレなテイ

私も大好きです。ジャズのビッグ
バンドで、
コンセプトに合わせて作詞・

役所さんの「発車します」という言葉

その、本当に毎日何げなく聞くような
自然なテンションは見事でした。

作曲もオリジナル。
さらに印象的だっ

で は 初 め に「We’re the Super-

たのは、前作はアスリートがプレイす

—

humans」をご紹介したいと思います。

る姿にフォーカスしていましたが、今

ている質問です。2020年のさらにそ

これは、イギリスのテレビ局・チャン

回はメダルの獲得から日常の生活ま

の 先 へ、中 村 優 子さんの FUTURE
DESIGNを教えてください。

ネル 4が制作したリオ・パラリンピッ

で、ハンディキャップのある人たち

クのテレビ CMです。パラリンピック

がやすやすとこなす場面がバラエテ

前に、
「イギリス人の 67％が障害のあ

ィ豊かに映し出されます。バンドに出

では、最後は皆さんにうかがっ

アドミュージアム東京には現在、
31万 7,000点の収蔵資料があり、毎

る人と話すのを気づまりに感じてい

演された皆さんも、それぞれ体に障害

年 3,000点をアーカイブに追加して

る」
という衝撃的なデ ータが明らかに

がありますが、それをスタイリッシュ

います。そして幅広いジェネレーシ

なりました。そのため障害に対する

にオシャレに、そしてユ ー モアを持

ョンやいろいろな立場の方、国内外

人々の認識を変え、パラリンピック

って描いている。ハンディキャップ

の方など、実にさまざまな方にお越し

を単なるスポ ーツイベント以上のも

や健常者などといった垣根を越えて、

いただいています。例えば、昨日は金

のにしたいという狙いを持って前作

皆さんに力を与えてくれる、そういう

鳥の広告の展示を、外国人の男の子

CMです。

とお母さんらしき２人が、楽しそうに

さらにもう一つ取り上げたいのが、

リオ・ パラリンピックのテレビ CM「We’re the
Superhumans」

ご覧になっていました。
そんな光景を

長崎バス。これは長崎県限定の広告

見ていつも私たちが思うのは、
「広告

キャンペ ーンです。
「名もなき一日を

にはマーケティングの効用以上のも

走る。
」というキャッチフレーズとと

のが絶対にあるはず」ということ。広

もに、長崎バスが走る街並み、海、教

告が面白いのは、人間が面白いから。

会など、何げない日常が映し出されま

これからも広告コミュニケーション

す。
この CM を皆さんにもぜひ見てい

を通して、皆さんに人間の面白さに気

ただきたかったのは、混迷した現代

づいていただける——そんな場所で

社会で私たちが忘れかけている、普

あり続けたいと思っています。
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