
The Ocean Agency—
Challenge Brief

消えゆくサンゴ礁 
気候変動の影響で増加する海の熱波を必死に生き延びようと
サンゴは鮮やかな色に輝きます。サンゴは身を守る為、蛍光色
の日焼け止めのような化学物質を生成するのです。 これは自
然界で最も不穏なほど壮観な光景の一つです。

海洋保護と気候変動対策を加速させようと、The Ocean 
Agencyはアドビ、パントン、国連環境計画とタッグを組み、
立ち上がりました。サンゴ礁の命と脅威について人々に啓蒙す
るため、クリエイティビティとテクノロジーを駆使し、Glowing 
Glowing Gone キャンペーンが始まったのです。

私達には世界を変える力があります

調査によると、世界の数十億人の人々が気候変動対策や海洋
保護などの環境保護活動の拡大を支持しています。 実は、気
候変動対策だけでも50億人の人々がより大きな環境対策を
求めています。 しかし、このような量の支持であっても可視化
できていない為、 政策や資金調達などの行動を促すことが出
来ていません。 企業や政府は、環境保護団体からの圧力より
も大衆からの圧力に緊迫感を持ちます。 なので、大衆の支持
を明らかにすることが非常に重要です。 実際、日本の政府へ
圧倒的な数の署名見せると法律や新法を成立させる傾向が
あるのは、政府に国民の声が「見えている」からなのです。

今回の課題
Glowing Glowing Goneのキャンペーンを通して
問題喚起し、世界中の人々が海洋保護と気候変動対策
への支援を示し、またその支援を可視化できるモバイル
ソリューションを作成してください。

もしも....

・  電子署名活動とSNS拡散を組み合わせ、ビジュアルを中心
に海洋保護への賛同を楽しく広める新しい方法があるとし
たら？

・  FOMO: Fear of Missing Out (取り残されることへの不安)

を逆手に取り、無関心な人を支持者へ変えることができたら？

・  賛同を示すだけでは物足りない...ならば彼らが更に海洋保護
と気候変動対策に貢献できる方法を何らかの方法で提示する
ことができたら？

複数のタッチポイントを含むシナリオとフローをプロトタイプで
提示してください。 その際、下記を検討してください (全てをカバ
ーする必要はありません。 あくまでも参考です。):

・  ターゲットオーディエンスは誰か。 誰に的を絞ればより効果的
に多くの支持を集め、この問題を拡散できるか。 また拡散が自
然と広がるには、どのような仕掛けが必要か。

・  ターゲットオーディエンスはどこで、どのようにしてキャンペー
ンについて知るのか。 どのSNS上で行動を促すメッセージに
出会うのか。  この「知る→行動をとる」流れは一つのプラット
フォーム内で起こるのか、それとも複数のチャネルを経由して
起こるのか。

・  ユーザーが行動するきっかけや要因は何か、あるいは誰にど
こで影響されるのか。 (影響要因の例: 国連親善大使、SNS著
名人、ブランド、企業スポンサー、ミュージシャン、芸能人、アー
ティストなど)

・  『私は海洋保護と気候変動対策を求める』という人々の支持
はどのように可視化されるのか。 そしてどこへ行くのか。 他の
人はどのようにして支持や賛同状況を見ることができるのか。

・  モバイル画面での体験以外に、人々が海洋保全や気候変動に
ついて学び、行動を起こしたくなるような物理的な場所や機会
を提供できるか。

モバイルソリューションとは？

課題解決に最も適したモバイル画面のプロトタイプを作成してく
ださい。 アウトプットはアプリ、ウェブサイト、サービス、ゲームな
ど、エンゲージメントのために最も効果的なソリューションと考え
るものであれば何でも構いません。 iOSやAndroidの技術仕様を

気にする必要はありませんが、ユーザーにとって使いやすいモ
バイル体験を提供してください。

プロトタイプの評価基準: 

・ 課された課題をどれだけ上手く解決できているか。
・ どの程度ユーザビリティとフローを考慮したか。
・ 提示された解決策はどれだけ革新的か。
・ ビジュアルデザインの原則を効果的に使用しているか。

必須要件: 

・ 提出するプロトタイプリンクはAdobe XDで作成し、10枚以
上の画面を接続して、インタラクティブなプロトタイプ(紙芝
居式ではなく、例えばボタン、スワイプ、音声などのトリガー
がある)であること。

・ モバイルソリューションであること。

・ 何かしらの形でユーザーにGlowing Glowing Gone キャ
ンペーンについて知ってもらうこと。

・ 一人でも多くの人に海洋保護と気候変動対策へ支援しても
らうこと。

・ 明確なコンセプトやデザインの意図を説明できること。

・ コンセプト・デザイン・アイデアは、このイベント中に作成さ
れたもので、以前に作成されたものではないこと。

・ オリジナルのコンテンツ、アートワーク、Adobe Stock画像、
提供されたアセット、または引用された画像/テキストのみ
が含まれていること(著作権を侵害していないこと)。

提出について:

・ プロトタイプのリンクは７月２６日(日) 17:00までに指定の
フォームにて提出してください。

・ 提出の際、チームの情報、連絡先、そして作品の説明文を
400文字以内で記入してください。

・ ７月２８日(火) 12:00にSlackの#welcomeにてフィナーレ
出場が決まったチームが発表されます。選ばれたチームに

はフィナーレでのプレゼンについての説明をいたします。

・ フィナーレへの出場が決まったチームは７月３１日のイベント
でチームから一人、必ず登壇してください。

チームワークについて:

チームで円滑にコミュニケーションを取り、コラボレーションする
にあたり、お互い別々の場所にいなければならないのは明らか
な障壁です。しかし、様々なテクノロジーを駆使することで上手
く作業することが可能です。

・ コミュニケーション、ファイル共有: イベント特設Slack、学校
のサーバー、LINE、Facebookグループ、・Dropbox、Creative 
Cloud ライブラリ

・ ビデオ会議、画面共有: イベント特設Slack、Zoom、Google 
Hangout Meets、Facebook Messenger、Facetime、Skype

・ 共同編集: Adobe XDの共同編集

参考資料: 

The Ocean Agencyから提供された画像、パートナーロゴ、
Glowing Glowing Gone キャンペーンアセット、色、パリ協定に
関する研究資料と海洋保護目標、など自由に使用できるアセッ
トはこちらよりダウンロードしてください。

オフィスアワーについて:

先着順で各チームに一回限り、15分のオフィスアワーへ申し込む
ことができます。 作品を向上するためにお使いください。 質問内
容はXDの技術的内容、ユーザーフローの質問に限ります。デザ
インフィードバックはできません。 申請はこちらより。

https://theoceanagency.org/
https://www.glowing.org/
https://www.gqjapan.jp/life/news/20140829/fomo_momo
https://imidas.jp/genre/detail/A-126-0176.html
https://www.synergy-marketing.co.jp/glossary/channel/
https://www.unic.or.jp/activities/celebrities/
https://tayori.com/blog/touch-point/#:~:text=%E3%80%8C%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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るため、クリエイティビティとテクノロジーを駆使し、Glowing 
Glowing Gone キャンペーンが始まったのです。

私達には世界を変える力があります

調査によると、世界の数十億人の人々が気候変動対策や海洋
保護などの環境保護活動の拡大を支持しています。 実は、
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・ 『私は海洋保護と気候変動対策を求める』という人々の支持
はどのように可視化されるのか。そしてどこへ行くのか。他の
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・ モバイル画面での体験以外に、人々が海洋保全や気候変動に
ついて学び、行動を起こしたくなるような物理的な場所や機会
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モバイルソリューションとは？

課題解決に最も適したモバイル画面のプロトタイプを作成してく
ださい。 アウトプットはアプリ、ウェブサイト、サービス、ゲームな
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気にする必要はありませんが、ユーザーにとって使いやすいモ
バイル体験を提供してください。

プロトタイプの評価基準: 

・  課された課題をどれだけ上手く解決できているか。
・  どの程度ユーザビリティとフローを考慮したか。
・  提示された解決策はどれだけ革新的か。
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必須要件: 
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・フィナーレへの出場が決まったチームは７月３１日(金) 17:00 
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https://blogs.adobe.com/japan/8-basic-design-principles-to-help-you-create-better-graphics/
https://xdtrail.com/tutorial/prototyping/
https://www.glowing.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Wht7-jR7h0OUrtLBeN7O4ThKPkqGXVtJtZq_kVNbyi9URDNPSVVNQjY0U1dVQVJHTjdJQUpTTUpSOC4u
https://helpx.adobe.com/jp/xd/help/collaborate-coedit-designs.html
https://calendly.com/collegecreativejam/lisa-15?month=2020-07
https://shared-assets.adobe.com/link/4857f715-f80b-401d-5068-09bdcebcb0ee



