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ゲッティイメージズとは
ストックフォト というビジネスを
ご存知でしょうか．巷にあふれる広告
や CM に使われている写真や映像は，
必ずしもすべてそのために撮影された
ものではありません．出演している俳
優や製品はもちろん撮影されますが，
その他の素材（CG 合成に使われる背
景など）はこのストックフォトエー
ジェンシーと呼ばれる企業から取り寄
せ，利用します．例えば，いろいろな
国の人々が登場するような広告を作る
際は，わざわざ撮影に出向くよりも取
り寄せた素材の方がコストもかから
ず，またクオリティも高いものが期待

図 1 ゲッティイメージズのホームページ

できます．
ゲッティイメージズ（図 1）はそのス

紛争，災害，政治騒動やオリンピック

抱える素材点数は画像，動画，音楽を

トックフォトビジネスをグローバルに

や FIFA ワールドカップなどのスポー

含め 2 億点以上を数え，その点数は

展開している企業で，世界各国から集

ツイベントなど）を追い続け，それら

日々増え続けています．

めた画像，映像，音楽素材をオンライ

の撮影素材を報道各社に販売していま

今回は，ゲッティイメージズがさま

ンで 180 を超える国々に販売してい

す．テレビのニュースやワイドショー

ざまなニーズに応えるためにいかにし

ます．また写真通信社としての役割も

で「写真提供：ゲッティ」などと隅に

て素材を集め，そして皆さんにお届け

あり，数千人の契約報道フォトグラ

表記された写真をご覧になったことが

しているのかをご紹介します．

ファーを抱え，国際的な事象（例えば

ある方も多いのではないでしょうか．
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素材一つ一つに付与される
詳細なメタデータ

的」，「幸福」，「楽しみ」といった主観
的な情報も追加されており，一見シン
プルなこの写真に実に 64 のキーワー

まず， どのようにお届けしているか

ドが付与されています．ユーザは，こ

の部分をご紹介します．ゲッティイ

れら詳細なメタデータを絞り込むこと

メ ー ジ ズ の サ イ ト（ h t t p : / / w w w .

により，求める素材にたどり着くこと

gettyimages.co.jp）を訪れるユーザは，

ができるのです．また，報道写真には

まず取り揃えられている素材の膨大さ

他のメタデータとして「いつ」，「だれ

に圧倒されると思います．フリーラン

が」，「どこで」などの事実の詳細情報

スのデザイナ，広告代理店，映像制作

図 2 143070981 OJO Images

が埋め込まれています．

会社からメディア企業や世界的な規模

います．このような写真を是非とも広

ゲッティイメージズではキーワード

のメーカの広告宣伝部に至るまで，多

告などに使いたいと望むユーザに対し

を登録するチームが編成されており，

種多様の方々が一体どのようにして必

て，検索し発見してもらうためのキー

すべての素材に対して詳細なデータを

要としている素材を探し当てるので

ワード（メタデータ）が埋め込まれて

埋め込んでいます．さらに，すべての

しょうか．ゲッティイメージズは「写

います．まずは「食事」，「家族」，「屋

キーワードが 17 言語に翻訳されてお

真界の グーグル 」とも呼ばれていま

外」のような基本的なもの．しかし，

り，世界各国のユーザが検索できるよ

「あらゆる写真データ
す 1）．その心は，

これだけでは億単位のライブラリーの

うになっています．また表記の揺れに

を収集し，蓄積し，分析し，検索させ，

なかでは埋もれてしまいます．そこで，

も対応しており，例えば，「David」と

流通させる」ということにあります．

さらに「公園」，「夏」，「30 代の女性」，

いう人名は日本語では「デビッド」で

この「検索させる」という部分にその答
えとなるカギが隠されています．
例えば，図 2 の画像をご覧ください．
家族と思しき 4 人が屋外で食事をして

「白人」といった客観的情報，「前景に

も「デイビッド」でも「デイヴィッド」

焦点」，「膝から上の構図」，「カラー画

でも「デビット」でも検索できます．

像」，「横長」などの写真としての特徴

またもちろん漢字や平仮名でも同様に

も盛り込まれています．また，「健康

検索できます．

ゲッティイメージズのエコ
システム
ところで，ユーザは素材に付随して
いるメタデータを検索に役立てていま
すが，ゲッティイメージズはユーザの
検索行動を有益なデータとして常に注
視しています．有益なデータの一つに
は，
「どのようなキーワードで検索して
いるか」が挙げられます．また，まっ
たく何も検索されなかった単語も貴重
な情報です．そのようなデータを蓄積，
分析し，検索エンジンの強化を図ると
ともに，今どのような素材が求められ
ているのか，またどのようなキーワー
ドがトレンドなのかを探ります．分析
されたトレンド情報を，今度は素材提
供者である契約フォトグラファーやイ

図 3 ゲッティイメージズのエコシステム

メージパートナー（ゲッティイメージ
ズと同じ素材をライセンスするビジネ

デザイナや企業ユーザが，その旬なコ

のデータベースを中心に，素材の提供

スをしている，契約関係のある第三者）

ンテンツで拡充されたデータベースに

者と利用者の間にエコシステム（生態

に伝え，最新のビジュアルトレンドに

アクセスし検索を行うことで，また新

系）が形成されています（図3）
．

則したコンテンツを撮影，作成し提供

たなトレンドが徐々に生まれていきま

します．ユーザであるクリエイター，

す．このように，ゲッティイメージズ
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API提供の開始とエコシステム
の変化

トにアップロードし直すという二度手

の記事にユーザがゲッティイメージズ

間が発生していましたが，ユーザが持

の写真などを埋め込むことができると

つ CMS（ Content Management

いうものです．

ところで，このエコシステムには変

System）と呼ばれる投稿システムに

化が生じ始めています．従来の対制作

API を導入することにより，記者が直

「入口」にも変化がみられています．

会社，対広告代理店，対報道機関，と

接素材を検索し，記事を編集すること

カメラの小型高性能化により一般消費

いった BtoB（Business to Business）

が可能になりました．

者層において写真撮影がより身近にな

さらに，素材の「出口」だけでなく

の関係から，一般消費者がゲッティイ

この API により，上述のオンライン

りつつあり，現在ではスマートフォン

メージズの素材とより直接関わるよう

メディア以外にも一般消費者の投稿に

などのカメラで撮影された写真もゲッ

になってきたからです．

よって成立するサービス，いわゆる

ティイメージズでは積極的に収集して

CGM（Consumer Generated Media）

います．近年は，モデルを使ったスタ

2012 年より開始された API の提供で

でも，ストックフォトや報道写真が利

ジオ撮影による素材よりもより

す．APIとはApplication Programming

用できるようになりました．例えば，

Authentic で Original である，つまり

そのきっかけの一つとなったのが

Interfaceの略で，端的に言うとユーザ

月間ページビュー（PV）23 億を誇る

側のプラットフォームでゲッティイ

LINE の『NAVER まとめ』では，数千

がより求められるようになっており，

メージズの素材検索やダウンロードを

人の「キュレーター」と呼ばれる記事

そのような瞬間を捕らえるにはスマー

行うことが可能になったということで

投稿ユーザがゲッティイメージズの

トフォンが最適だからです．

す．これまでは，すべてのユーザは

API によって提供される画像を検索し

このように，より多種多様のユーザ

ゲッティイメージズのウェブサイトに

記事に利用しています．もちろんその

がさまざまな素材を提供しそして利用

て素材を検索，ダウンロードし，書籍，

検索には，先に述べた詳細なメタデー

する時代に入り，求められる素材の種

広告制作，ウェブサイト用の素材など

タが活用されています．また，API 提

類やビジュアルトレンドにもさらなる

に利用するということしかできません

供の開始と時期を前後して「Embed」

変化が現れ，ゲッティイメージズのエ

でした．特にニュースサイトなどのオ

というサービスの提供も始まっていま

コシステムも裾野を広げていくことに

ンラインメディアでは，一度ダウン

す．このサービスは，素材一つ一つに

なると思われます．

ロードした素材をもう一度自分のサイ

用意されたタグを利用し，ブログなど

参

むすび
ディジタル化，ソーシャル化に
よって，一般消費者にとっての写真
の楽しみ方も，ビジネスのあり方も
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飾らない日常を切り取ったような素材
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大きく様変わりしました．これから
も，テクノロジーの進化は止まりま
せん．変化に対応したものだけが生
き残れる時代です．ゲッティイメー
ジズは，今後もテクノロジーの変化
を味方につけて，ビジュアルに関し
ての新たな価値を生み出し，世界の
コンテンツビジネスをリードしてい
きます．

（2014 年 11 月 19 日受付）
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