
写真、映像、イラスト、ベクター
画像を効果的に使うために。

1145097876, Flashpop
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【内部】 
広告ビジュアル
専任チームが見

識を紹介する 
「Creative 
Insights」

+
ゲッティイ 
メージズと
iStockの両 
サイトから 
得られる検 

索データ

【外部】 
YouGovによる特別仕

様の市場調査

Visual GPSは、広告クリエイティブに携わる人たちの課題解決 
のため、情報過多の現代社会におけるビジュアル表現の在り方
をご案内するものとして誕生しました。現代の消費者にとって
大切なもの、興味を引き付けるコンテンツ、最終的な決断と行
動をうながす要因など、さまざまな切り口でビジュアルコミュ
ニケーションを促進する秘訣を探ります。その手法は、まずゲ
ッティイメージズの25年間にわたって世界のビジュアルトレン
ドを注視してきた経験、グローバルな調査機関YouGovとのパー
トナーシップによる消費者意識調査、ゲッティイメージズ社内
の研究や数値データに基づく分析となっています。ぜひこのレ
ポートをビジュアルコンテンツをさらに賢く適切に選択するた
めのガイドとしてお役立てください。消費者と効果的につなが
るために必要な要素とその根拠、そしてビジュアル表現の向上
するための方法がふんだんに盛り込まれています。

単なるトレンド予測にとどまらない多角的なアプローチ
インターネットで “ビジュアルトレンド予測”と検索すると、お
びただしい数のウェブサイトが検索結果に表示されます。ゲッ
ティイメージズは、業界に先んじてビジュアルトレンドを予 
測してきましたが、他社のビジュアルトレンド予測とVisual GPS
はどのように違うのでしょうか？  答えは、ゲッティイメージズ
独自の多角的アプローチです。

トップクラスの市場調査とビジュアル分析
ビジュアルを取り巻く状況の調査、受賞歴を誇るフォトジャー 
ナリズム、そして独創的なビジュアル表現を発信するストーリ
ー。それが、ゲッティイメージズが25年間にわたって業界の第
一人者として担ってきた役目です。今回のVisual GPSでも、アー
ティスト、キュレーター、アーキビスト、未来学者、アートディ
レクター、ビジュアル専門家などで結成されたCreative Insight
チームが、取材、観測、そしてビジュアル分析を組み合わせるこ
とで、あらゆる業種と媒体における世界各地のビジュアルコミ 
ュニケーションの“今”をお届けします。さらに制作者から使 
われ方に至るビジュアルコンテンツの舞台裏も独自の視点で紹
介します。

ゲッティイメージズのウェブサイトから得られる検 
索と売上のデータ
年間1億件を超える検索数から得られるゲッティイメージズ独自
のデータにより、今、求められているビジュアルコンテンツが具
体的な数字で明らかになります。世界でゲッティイメージズを利
用する100万人以上のクリエイティブ関係者が有効と判断するも
のは何か？ その答えを測定に基づいて実証します。

YOUGOVによる市場調査の裏付け
26か国の13言語にわたって1万人以上の消費者や職業人を調査す
ることにより、業務上で得た知見をより確かなものにします。市
場で求められているもの、そして決断や行動要因のほか、人々の
体験に影響を及ぼすものについて、データで裏付けされた“今”の
状況を、業界最大規模の調査でお届けします。

 概要

http://www.visualgps.com
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意思決定に影響を及
ぼす要素＝フォース
私たちが見つけたのは、意思決定に影響を与える、態度や行
動、情報を含むいくつかの要因でした。人々の行動に強い影響
を及ぼすことから、この要因のことを、ゲッティイメージズ 
では“フォース”と呼んでいます。フォースは、現在と未来の 
ビジュアルトレンドの原動力になるコンセプトであり、ゲッ 
ティイメージズはフォースを今後も追っていく予定です。一 
部の顧客にはフォースは当てはまらない場合も考えられます
が、ポイントとして理解していただくとよいでしょう。

1.  フォースは、対象の人と場所によって時間の経過とともに影
響度が増減します。

2.   それぞれのフォースは、ほかのフォースに相関的な影響を及
ぼします。

3.  時間の経過とともに新たなフォースが登場して、現時点のフ
ォースと置き換わる場合があります。

このレポートでは、4つのフォースについてそれぞれに、人々は
何を大事にしているのか、どのように行動するのか、そしてなぜ
広告やマーケティングにとってフォースが重要なのかを説明し 
ていきます。さらに、フォースをどのようにビジュアルで表現す
べきか、そしてフォースに関するデータや知識を活かしてゲッ 
ティイメージズとiStockのクリエイティブチームがどのようにビ
ジュアルを制作しているのかについても紹介します。

このレポートで紹介する4つのフォースは、次のとおりです。

ウェルネス サステナビリティテクノロジー リアリティ

1069506404, Miora Rajaonary

511153419, Thomas Barwick

1188089589, Margo Kukhar

1183384906, FG Trade

http://www.visualgps.com
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1190822834, Willie B. Thomas

ウェルネスの定義
ウェルネスの意味は、人によって異なります。ゲッティイメー
ジズはビジュアル素材を扱っているので、目に見えるウェルネ
ス、つまり、“体の健康”についてを紹介すると考える方もいるで
しょう。

しかしウェルネスは体の状態だけではありません。感情、心理、
精神、家族などの関係の健やかさでもあります。自分の内面とつ
ながって波長を合わせ、より意識的／意図的になることであり、
自分の調子に応じてライフスタイルと余暇の過ごし方を調整する
ことなのです。

市場調査でわかる人々が大切にしていること
心と体の健康に関わるビジネスが拡大し、ホリスティック 
ヘルスケアの人気や意識が高まっていることを見れば、今回のレ
ポートで最も強力なフォースがウェルネスだったのは当然の結果
と言えるでしょう。事実、人々が人生で求めているものは、自分
と家族の健康なのです。ときに苛立ちの原因になることもあ 
るウェルネスですが、世界中で人々が最重要視しています。

ウェルネスとは、人生のあらゆる
面で充実感を得ること。友人、 
愛する人、自分の内なる声、そして
体と有意義につながりを持って心
と精神の健康にも気を払うこと。
健やかに生きる人生を全角度から
とらえられるかどうかが、ブラン
ドに問われています。

ゲッティイメージズ Creative Insightsチーム

1136559045, Nick David

640969465, Maskot 820782686, beastfromeast

http://www.visualgps.com
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ウェルネスのビ 
ジュアル表現
こちらのビジュアルは、感情面、関係面、精神面でウェルネス
を表現しています。ゲッティイメージズのビジュアル専門家が
特にウェルネスのコンセプトを消費者に伝えることができると
解釈したものです。VisualGPS.comでは顧客の共感を呼ぶビ 
ジュアルをさらに紹介しています。

連帯感と行事
大切な人と過ごす行事ほど、健やかな気持ちにしてくれるもの
はありません。調査によると、人生の節目を祝う欲求が高まっ
ているようです。その動機として考えられるのは、個人的な充
足感を求める思いと休息に対するニーズや生き方のテンポ、ま
た周囲で起こっている政治的／社会経済的な不和でしょう。

 ビジュアルアドバイス 自分の属するコミュニティや集団と過
ごす楽しさを可視化するのは容易なことではありません。と 
はいえ、カメラの前で楽しそうなポーズを取らせるのは間違っ
ています。虚飾のない、ありのままの連帯感をビジュアルで表
現するために、ゲッティイメージズでは、実在するコミュニ 
ティや家族を起用して本物の感情を表現しています。

ゲッティイメージズの考える、ウェルネスのビジュアル表現は
こちら。 
行事と連帯感のビジュアルギャラリー

1190822834, Willie B. Thomas

1077393794, Thomas Barwick

1097288782,
Yoshiyoshi Hirokawa

958192686, Lisitsa1062487424, Lauren Mulligan

http://www.visualgps.com
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テクノロジー

テクノロジーの定義
私たちの生活になくてはならないテクノロジー。常に進化を 
続けているため、変化についていくのは大変です。テクノロジー
を使う物としては、最新のモバイルアプリから高度な電気自動車
まで、さまざまなものがあります。ただし、そうした端末や機械
の写ったビジュアルを使ったからといって、意思決定を促せると
は限りません。テクノロジーと人々の関係や付き合い方によっ
て、つながりを感じるものが変化するからです。

市場調査でわかる人々が大切にしていること
ますます多忙な生活を送るなか、現代の人たちはより効率を 
欲し、それをテクノロジーに求めています。優れた計画を立て
る、作業量を増やす、よりよい選択をする、なんでも記録する、
好きなときに共有するなど、テクノロジーにより可能になるこ 
とはさまざまです。同時に、プライバシーが侵害される危険や、
人付き合いのために画面を見続けてしまう心配があります。多く
の人が目指しているのは、バランスをとることです。テクノロ 
ジーを使う能力、繋がらない自制心、さらに言えば、必要な時に
能力を見せることが求められています。テクノロジーの増加は
避けされません。それでも人々は、自分に適切なテクノロジー
を利用して、そうでないテクノロジーを無視する力を必要とし
ています。

現在、人々の生活において原動力
となっているフォースのなかで、 
もっとも活発に拡張しているのは間
違いなくテクノロジーです 

ゲッティイメージズ Creative Insightsチーム

1147367914, AdolescentContent/Nhi Nguyen

1148177843, d3sign

1147602174, Adolescent 
Content /Caroline Japal

938464868, SolStock

http://www.visualgps.com
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テクノロジーのビジ
ュアル表現
こちらのビジュアルは、テクノロジーの明るい展望と不安を表
現しています。ゲッティイメージズのビジュアル専門家が特に
テクノロジーのコンセプトを消費者に伝えることができると解
釈したものです。VisualGPS.comでは顧客の共感を呼ぶビジュ
アルをさらに紹介しています。

テクノロジーを大々的に表現する
携帯電話が身近になり、さまざまなビジュアルコンテンツで見か
けるようになりました。携帯電話での自撮りシーンはありきたり
かもしれませんが、普通の生活のなかで一般的に見受けられる行
動です。テクノロジーのビジュアルを選ぶときは生活に溶け込ん
でいるシーンを意識することが大切なのです。自撮り以外にもテ
クノロジーをビジュアルで表現するときに有効なアプローチを 
以下にご紹介します。

1.  テクノロジーを生活の中心に据える 
テクノロジーを生活の中心に据えたビジュアルギャラリー

2.  テクノロジーによって人々のつながる様子を見せる 
テクノロジーによってつながる人々のビジュアルギャラリー

3.  テクノロジーで可能になるつながりを描写したイ
ラストを使う 
テクノロジーとつながりのビジュアルギャラリー

テクノロジー

523029891, Sally Anscombe

1151287462, frimages

1189923191, Jasmin Merdan

870065380, VANDAL Photography1139632805, Hello World

http://www.visualgps.com
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サステナビリティ

サステナビリティ
の定義
国連によって30年以上前に提唱されたサステナビリティ 
は、「将来の世代の欲求を満たす機会を侵害することなく、
現在の世代の欲求も満たす」ことであり、地球に住む人たち
が生存繁栄するために必要なものを確保することを指しま
す。CO2の排出量の削減、リユースやリサイクル、自然の 
美しさに対する感謝と保護、そしてそれを次世代の子供たち
に継続してもらうことなど、さまざまな企業の態度が今まで
以上に注目されています。

市場調査でわかる人々が大切にしていること
今では一般的にサステナビリティという言葉を見聞きするよ
うになりました。サステナビリティは、世代、ジェンダー、
宗教を問わず、あらゆる人に影響を与えているフォースで
す。若い世代ほど環境問題に意識的であると考える人は 
多い一方で、今回のリサーチでは、その考えがあらゆる属性
に応じて変化することがわかりました。

人々の行動の取り方
自分の信条と実際の行動が一致しないことがありますが、 
サステナビリティでは少し様子が異なっているようです。そ
れはサステナビリティの問題を解決することで、喜びと幸福
がもたらされるためです。CO2排出量を削減するのは、それ
により個人的な喜びを得られるためであることが、調査の結
果からわかっています。

今では、消費者と販売者のいずれに
とっても、気候変動を助長するこ
とは恥すべき行為になりました。

ゲッティイメージズ Creative Insightsチーム

1200731559, Thomas Barwick

92509693, Natsuo Ikegami

1185970859, Thomas Barwick1188388959, FG Trade

http://www.visualgps.com
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サステナビリティの
ビジュアル表現
こちらのビジュアルは、サステナビリティや環境問題を表現し 
ています。ゲッティイメージズのビジュアル専門家が特にサステ
ナビリティのコンセプトを消費者に伝えることができると解釈し
たものです。VisualGPS.comでは顧客の共感を呼ぶビジュアル
をさらに紹介しています。

サステナビリティが大切な理由
サステナビリティが大切であることは、データからわかっていま
す（環境問題では、統計データが効果的です）。ところが、私た
ちは見えないものを変えることはできません。まずは自分の行為
が世の中の環境に及ぼす影響を自分で認識しなければならないの
です。例えば、海に浮かぶ使い捨てプラスチックのビジュアルを
用いて、プラスチックの使用に反対する世界的なキャンペーンを
効果的にアピールするといった具合です。

現代の3大問題
1. 使い捨てプラスチック

マイボトルが世の中に広まるにつれ、関連事業が成長していま
す。有名ブランドが参入し、市場規模が拡大しています。

2. 持ち帰り用コーヒーカップ

大手のファストフードチェーンやコーヒーチェーンがデ
ザイナーとともに開発した、堆肥になる飲料カップが誕
生しています。

3. プラスチック製ストロー 

アメリカの一部の街では、プラス 
チック製ストローが禁止されていま
す。ハンドメイド品、ビンテージ品
の販売・購入サイトEtsy.com  
では、3月から4月にかけて 
“reusable metal straws 
（再利用可能な金属製ストロー）”
の検索数が205%上昇しました。

 ビジュアルアドバイス レジ袋、コーヒーカップ、歯ブラシ 
といった製品自体に加え、2020年以降は、製品に使う材料も重
要視されるようになっています。ゲッティイメージズの検索 
データからは、reuable coffee cups（再利用可能なコーヒー 
カップ）、straws（ストロー）、water bottles（マイボト
ル）などに対する興味が高まっていることがわかっています。 
このことから、ライフスタイルやビジネスのコンテンツでも、 
どのようなビジュアルを用いるか考え直す必要があることがわか
ります。ボトル、カップ、ストローは些細なものかもしれません
が、そうしたものが画像や映像に含まれているときは、現在のサ
ステナビリティ基準に見合うようにすることが大切です。

ゲッティイメージズの考える、サステナビリティのビジュアル表
現はこちら。 
日常的なサステナビリティのビジュアルのギャラリー

ビジネスにおけるサステナビリティのビジュアルのギャラリー

サステナビリティ

692976308, Thomas Barwick1175986555, Ponomariova_Maria

http://www.visualgps.com
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リアリティ

リアリティの定義 
リアリティやありのままに表現することが、メディアやアー
トにとどまらず、ビジネスの世界でも話題になっています。
ただし、それをトレンドと呼ぶのは正しくありません。現在
進行中の話題と呼んだほうがよく、人と人の違いを認め、自
分と異なる人が歩んでいる人生を思いやり、みんなでひとつ
という認識を全行為に個人レベルとプロレベルで反映させる
ことが重要だとされています。

市場調査でわかる人々が大切にしていること
リアリティには、2種類の路線があります。この路線は平行線で
続くときもあれば、交わるときもあります。ひとつ目の路線は個
人的なもので、個人にとってのリアリティを指します。もうひ
とつの路線は商業寄りのもので、広告におけるリアリティ、つま
り、インクルーシブな表現です。どちらの路線でも基になってい
るのは、透明性、ありのままの姿勢、個人の信念に沿うもの、 
そして寛容な姿勢です。

かつてなく簡単に利用できるようになっ
たカメラのおかげで、ビジュアルを取り
巻く状況は変化しています。フェイクニ
ュースや画像加工が行われている状況を
受けて、ビジュアルは人々や周囲の世界
をありのままに描くべきだという機運が
高まっています。これにより、ブランド
が何をどのように語るかに対する消費者
の期待はますます大きくなる一方です。
透明性が低く不誠実で偽りばかりのブラ
ンドには、消費者が黙っていません。ビ
ジュアル表現を通じてブランドの信頼を
確立するには、リアリティとありのまま
の表現が大切です。

ゲッティイメージズ Creative Insightsチーム

1149312294, Nick David1157813888, Sophie Mayanne

http://www.visualgps.com
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リアリティのビ 
ジュアル表現
こちらのビジュアルは、人々にとってのリアリティや、アイデン
ティティの表現について表現しています。ゲッティイメージズの
ビジュアル専門家が特にリアリティのコンセプトを消費者に伝え
ることができると解釈したものです。VisualGPS.comでは顧客
の共感を呼ぶビジュアルをさらに紹介しています。

ブランドに求められる透明性 
今の消費者は、情報に対して懐疑的です。それが特に顕著な 
のは、ブランドが意見や立場を表明したり、何かを支持したり、
サステナビリティを約束したりするときです。多くの企業が、求
められる透明性に応えるために、表舞台に登場していない人たち
を取り上げ、業務や取り組みをあらゆる角度から見てもらえるよ
うにしています。

要するに、人々がブランドに期待するのは、使用する素材、製
造工程、マーケティング施策、職員の取り組みなどについて、
真実の情報を提供することです。

 ビジュアルアドバイス 透明性を表現するときに、ガラス窓
から中を眺める構図のビジュアルを使った企業の事例が多くあ
ります。ただし、すべてのビジネスがオフィスビル内に存在す
るわけではありません。ゲッティイメージズでは、地域特有の
業種、小規模ビジネス、素晴らしいチームなどに着目して、 
そうした仕事をありのままにビジュアルで表現しています。

ゲッティイメージズの考える、リアリティのビジュアル
表現はこちら。 
ビジネスと透明性のビジュアルギャラリー

74% の人たちが、商品の
製造工程を知りたい。

リアリティ

976997158, Thomas Barwick

819382984, Trevor Williams

1146164087, Maskot

976997068, Thomas Barwick

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.co.jp/sets/yhmFXhN-M0GHDH8Nssbs0A/Business-&-Transparency#license

