
1063024954, Mengwen Cao

私には偏見がない。 
あるのは、他の人。
リサーチから偏見を読み解く

プロジェクトに適切なビジュア
ルを選ぶためのガイド
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ビジュアル表現を 
新しい切り口で考える
世の中は絶えず変化しています。そしてそれに伴い、お客様の優先事項も変化しています。ゲッティイメージズの
25年にわたるトレンド調査とレポートのもと構築されたVisual GPSは、オーディエンスとのつながりを築くビジュ
アル素材や動画を効率的に選んでいただくために作成されました。当社の多角的なアプローチは、社内検索データ、
ビジュアル専門家の洞察、26ヶ国以上にわたる13以上の言語で数千人の消費者と専門家を対象にした最新の市場調
査を活用しています。消費者が何に関心を持っているのかを特定し顧客にリーチするための実用的なインサイトと、
魅力的な画像や動画を提案しています。

Visual GPSをチェック

クリエイティブチームのご紹介
アーティスト。キュレーター。アーキビスト。未来学者。数々の賞に輝くゲッティイメージズのチームは、コンセプ

トから制作まで、世界中のコントリビューターに情報を提供し、イインスピレーションを与えるきめ細やかな撮影目
的やアートディレクションを通して、卓越したビジュアルイメージの開発を指揮しています。アートディレクターと
ビジュアルクリエイターとが協業することで、弊社独自の検索データ、幅広い業界経験、そしてVisual GPSのデータ
から捕捉できる消費者動向に基づいてトレンドとその理由を理解し、ニーズの先をいくビジュアルを厳選し、お客様
に提供することができます。

チームのご紹介

1307394075, Maskot

Visual GPS 
について 1314453266, LOUISE BEAUMONT

https://link.edgepilot.com/s/106d1aaf/VplYh3HGvkaZyB_4AKg8wg?u=https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/visual-gps
https://link.edgepilot.com/s/dedddb4e/MA4G42xwMEyh5hhHnBkZRQ?u=https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/mission-and-team
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私たちは皆偏見を持って
います、例えそれを自分
で認識していなくても。
それはなぜでしょう? 偏見はどこからやってくるのでしょう？ それは何を
意味するのでしょう？ 私たちはどのように感じ、行動しているのでしょう
か？ 例えば、ほぼすべての消費者が「一人ひとりが何かをすれば世界はも
っと良い場所になる」と信じているのに、実際行動に移すのは半数以下な
のはなぜでしょうか？ それは未来にとって何を意味するでしょうか？ そし
て、ブランドとして、私たちはどのように自身が持つ偏見に立ち向かえば
よいのでしょうか？

は、他人が自分に偏見を
抱いていると感じている 

3人中2人

自分自身が偏見を持っていると 
私たちは認めていない。

しかし... 

1322147615,Nadzeya_Dzivakova

はじめに
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過去のことはプロローグに過ぎないかもしれません。しかし、過去の広告実績に基づく予測モデリングに依存するブラン
ドにとっては、問題になる可能性があります。古いやり方がダメというわけではありませんが、ステレオタイプや凝り固
まった偏見への取り組みに関しは、現代の消費者の心に入り込むことができなければ、ビジュアルコミュニケーションは
前に進むことはできないのです。つまり、最新のリサーチを取り入れるまで、進歩は止まるということです。

この社会正義と偏見に関するVisual GPS特別レポートでは、ステレオタイプはなぜ存在するのか、そして多様な画像と映
像を選択することによって、ステレオタイプをどうやって打破することができるのかを、私たちが日々直面する自覚ある
偏見、無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）の両方に目を向けながら探っていきます。そして、それがブランドに
とって何を意味するのか、偏見はどのように感じられるのかも考えます。そして最後に、それに対してあなたは何をでき
るのかも。実用的な洞察と多彩な記事へのリンクを随所に掲載しており、次のプロジェクトやキャンペーンを始める前に
考慮すべき強力な情報をデジタルで手にすることができます。

世界を動かし続けましょう。Visual GPSのすべてのリサーチやコンテンツと同様に、この最新レポートでは、消費者が本
当に気にしていることや、消費者の反応、そしてそれがあなたのブランドにとって何を意味するのかをお伝えします。そ
の次にすることは？ 私たちが正しい方向を指し示します。あとはあなた次第です。

 Rebecca Swift（レベッカ・スウィフト） 
ゲッティイメージズ、Creative Insightsグローバル・ヘッド

684170392, Thomas Barwick 

1161397849, Fabio Formaggio / EyeEm

はじめに
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考慮する点

なぜステレオタイプ
は存在するか？
見れば分かる、聞けば分かる、経験すれば分かる。はっきり
言えば、ステレオタイプは目的になっているのです。私たち
が持つ近代的な理解は、Walter Lippman（ウォルター・リ
ップマン）の文章に由来します。彼は一世紀前に執筆した
際、ステレオタイプを、私たちの頭の中に描かれた、足り
ない情報を補うために使う像、と定義しました1。このよう
に、ステレオタイプは私たちが目にするものを理解するのに
役立ち、それによって私たちの想像力は瞬時に、つながりの
あるストーリーを作り上げることができるのです。しかし
Lippmanは、イメージは私たちが見たものによっても形成
され、そうしたステレオタイプが定着してしまうとも主張し
ています。有害なステレオタイプに関するリサーチは増えて
きていますが、私たちの頭に染み込んだ像がどのように無意
識の偏見を生み出し、日々私たちに影響を与えているかにつ
いては、あまり知られていません。

1 https://www.goodreads.com/book/show/920442.Public_Opinion 

私たちはどのようにつながり、 
日々を過ごし、年を重ねていくか 
祝祭日や文化行事に焦点を当てる時は、形ばかりのイメ
ージではなく、その文化特有の側面を描いた画像を探し
ましょう。

さまざまな背景を持つ人々が日常生活でどのように交流
しているかを、できるだけ自然に表現しましょう。

高齢世代の幸福に大きく影響する、断絶的、依存的、 
受動的な年齢のストーリーか抜け出すことで、 
年齢差別（エイジズム）に異議を唱えましょう。

ステレオタイプとは... 私たちの頭の中
に描かれた、足りない情報を補うため
に使う像

1219252603, Alex Potemkin

1146945106, Rifka Hayati

https://www.goodreads.com/book/show/920442.Public_Opinion 
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/more-than-a-ramadan-story
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/more-than-a-ramadan-story
https://link.edgepilot.com/s/d21a0372/cEg13YcLcE_6UQleoiglsg?u=https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589/%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3/%25e5%25b7%25ae%25e5%2588%25a5%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e9%25ab%2598%25e3%2581%25be%25e3%2582%258b%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25ae%25e5%25bf%2585%25e8%25a6%2581%25e6%2580%25a7
https://link.edgepilot.com/s/d21a0372/cEg13YcLcE_6UQleoiglsg?u=https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589/%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3/%25e5%25b7%25ae%25e5%2588%25a5%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e9%25ab%2598%25e3%2581%25be%25e3%2582%258b%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25ae%25e5%25bf%2585%25e8%25a6%2581%25e6%2580%25a7
https://link.edgepilot.com/s/d29ce5b6/RXUcxpgzgEGd1_H03KNV8g?u=https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589/%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a7%25e3%2583%25ab%25e3%2583%258d%25e3%2582%25b9/50-wellness-evolution
https://link.edgepilot.com/s/d29ce5b6/RXUcxpgzgEGd1_H03KNV8g?u=https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589/%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a7%25e3%2583%25ab%25e3%2583%258d%25e3%2582%25b9/50-wellness-evolution
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こうした理由から、ゲッティイメージズのVisual GPS リサーチ
は2019年の開始以来、画像の選択に偏見が与える影響をより
深く理解するため、意図的に偏見に焦点を当ててきました。例
えば、ブランドが意識的にステレオタイプを残そうとしている
わけではないことは分かっていますが、取引先企業から多様性
を感じると回答した消費者がたった14％なのはどうしてでしょ
うか？ 

この問題を解くための鍵は、消費者が多様性を尊重していない
企業から能動的に遠ざかろうとしていないという事実にありま
す。残念ながら、私たちはこのことを裏付ける証拠を持ってい
ます。実際、ほぼすべての消費者（91％）が、「一人ひとりが
何かをすれば世界はもっと良い場所になる」と信じているにも
関わらず、実際彼らが行動に移している証拠は、少なくとも現
時点ではあまり多く見当たりません。このずれが生じている理
由は？ そして、なぜブランドがそのことを気にしなければな
らないのでしょうか？ 一つには、よく言われるように、時代
的なものもあります。しかし、それでも尚、私たちは成長のた
めの機会を見出しています。

消費者のうちわずか14％が、
取引先企業に多様性を感じて
いる。

1227475037, Ada daSilva

1196506758, Zuraisham Salleh

なぜステレオタイプは存在するか？

https://link.edgepilot.com/s/106d1aaf/VplYh3HGvkaZyB_4AKg8wg?u=https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/visual-gps
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27％

20％ 

の消費者が、自分の信じる理念をサ
ポートしているブランドの製品を積
極的に購入するようになったと回答 

の消費者が、自身の価値観と反す
るブランドの製品の購入を拒否

“自分が大切にして
いる理念を支持す
るブランドを購入

するようになった”
人の割合

若い世代の消費能力が高まるにつれ、透明性がなく、リアルでないブランドに
対するリスクは大きくなっていきます。

Z世代とミレニアル世代は、自分の価値観と一致するブランドに対してサポートを示す傾向があります。

過去1年間で...

若い世代が道を拓く...

結論のための結論 

あなたの選択する画像が重要である理由
は、それが人々があなたのビジネスを
どのように受け止め、そこに時間を費や
したいと思うかどうかに影響するからで
す。これは特に、今後ますます購買力が
強くなっていくばかりの若い世代（下記
参照）について言えることです。

それが何だいうのか？ なぜ今、行動を起こすのか？ 

Getty Images Visual GPS

41％ 

Z世代

37％ 

ミレニアル世代

23％ 

X世代

15％ 

ベビーブーマー

なぜステレオタイプは存在するか？
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ブランドにとって 
それは何を意味するか？
固定観念的な美しさや憧れを描いた画像への偏向は、世代によって異
なるようです。ミレニアル世代とX世代はリアリティと受容性を尊重
し、他人の受容基準に関心を持つことも多いです。彼らは偏見と闘
い、平等な世界を築くための集団の力を信じる一方で、自分自身が果
たすべき役割については意見が分かれます。しかしミレニアル世代
は、取り組み方や主義の示し方に関しては、Z世代とより一致してい
ます。このことは、それぞれの年齢層が惹きつけられる画像にも表れ
ています。若い世代が彼らのソーシャルメディアのフィードに大きな
多様性があると回答した一方で、上の世代で同様の回答をしているの
は少なくともその半分です（彼らがフォローしている人の多様性の欠
如を示しています）。また、高齢層の消費者は若年層の消費者に比べ
て、より憧れを抱くようなイメージに惹かれます。さらに、高齢で性
自認が男性である消費者は、世界をより良い場所にし、ビジュアル言
語を前進させることへの個人的なコミットメントが最も低いことが分
かっています。

1264127382, Malte Mueller

1216522631, d3sign
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1267107181, Jessie Casson

当然ではありますが、最も若い世代であるZ世代は他のどの世代
よりも、あまり見かけない人物のイメージや、あまり馴染みのな
い写真技術を受け入れる傾向が強いようです。Visual GPSでは、
性自認が女性の若者は、世界をより良い場所にすることに関して
最も行動的ですが、広告には若い男性の2倍も多く登場している
ことが分かりました。もしかすると、そこにインパクトを与える
チャンスが存在するかもしれません。鋭いブランドはそれを探っ
ています。

のベビーブーマーが同様
の回答をした

1307394182, Maskot

考慮する点

ビジュアルストーリーの幅
をいかに広げるか 
仕事を描写する時は、あらゆる性別の人の
役割を平等に表現しましょう。 

少数民族のコミュニティを表現する時は、
あらゆる肌の色を反映させることでカラリ
ズム（肌の色による差別）問題を意図的に
注意を向けましょう。

人種、民族、年齢、体格、性的指向、障が
い、宗教など、交差するアイデンティティ
の要素を意識しながら、ビジュアルストー
リーにトランスジェンダーの人々も含めま
しょう。

ブランドにとってそれは何を意味するか？Getty Images Visual GPS

54％ のZ世代は自身のSNS
のフィードに大きな多
様性を感じると回答

24% 

それに対し、 
わずか 

https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/representation-of-women-in-anz-a-work-in-progress
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/representation-of-women-in-anz-a-work-in-progress
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/beautiful-shades
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/beautiful-shades
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/lgbtq-visibility-now
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/lgbtq-visibility-now
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/lgbtq-visibility-now
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/lgbtq-visibility-now
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偏見とはどのように“感じられる”のか？
Visual GPSが1年以上にわたり、偏見と、それがどのように感じ、経験するものなのかを調査してきた結果、「偏見
はどこにでもある」という答えに辿り着きました。3分の2の人が偏見を感じ（性別に関係なく）、体型や年齢が原
因で感じることが多いようです。実に、若い世代（特に女性）は82％が偏見を感じたことがあると回答し、最も高
い割合となっています。そのうちの3分の1は体型のせいで偏見を感じたことがあると答えており、その理由の多く
は“体重が重いこと”だといいます。

しかし、“too（〜も）”という言葉が主流メディアで見られるものの対
比として使われ、インフルエンサーマーケティングにおいてますます
見られるようになっていることから、この修飾語にはパワーがあるこ
とを忘れてはいけません。簡単に言うと、ギャップがあるのです。エ
ディトリアルの発信場所では体型のインクルージョンについてほとん
ど議論されておらず、イギリス、オーストラリア、そしてイタリアが
約2％と最も多く取り上げていましたが、改善の余地があることがさら
に証明されました。2また、体型への偏見は、他の偏見と交差する割合
が最も大きく、社会経済的階級、人種・民族、在留資格、性別・性的
指向に関する偏見と密接に関連していることも分かりました。

体型への偏見は
他の偏見と交差
する割合が最も
大きい。

2 Visual GPS Social Listening Study 2021

67％ 

世界で偏見を経験した人の割合

男性と女性は同程度の偏見を経験していますが、
その種類が若干異なります。

ソーシャルメディアでは、コンテンツ全体を通してあらゆる
体型の男性に焦点を当てることが特に重要です。Fentyのよう
な、体格の良いの男性モデルを写真に取り入れるブランドに
は、強い支持が寄せられています。

世界の偏見経験

その主な理由は 
彼／彼女の...

67％

年齢21％

66％
の男性は 
偏見を経験

の女性は偏見を経験

26％ 身体21％ 年齢

21％ 年齢20％ 政治信念

16％ 収入／社会経済状況18％ 身体

身体22％

政治信念17％
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それでは、画像の観点から私たちが魅力的に感じるもの探ってみまし
ょう。私たちのリサーチでは、消費者は、通常あまり取り上げられな
いような体型の人たちが登場する画像に惹かれると回答しています（
私たちが何百万もの画像使用例を調べた結果と同様）。また、過去5年
間だけでも“ボディポジティブ”とタグ付けされたコンテンツの量は16
倍に増えていますが、その半分はフィットネス、栄養、減量、その他
の大きな身体に関する一面的、または固定観念的なコンセプトに焦点
を当てたものです。

これはうまくいっているのでしょうか？ 手短にお答えすると、はい、
ゆっくりと。と言ったところです。前向きな進展を指し示す、わずか
な変化が見られます。私たちが2021年に実施した調査では、身体への
偏見を感じる人が2020年と比較して7％減少しています。これは、私
たちがあまり人前に出ない生活をしているためかもしれませんが、パ
ンデミック以降、共感が高まっているということも考えられるます。

Getty Images Visual GPS

考慮する点

マイノリティの人たちに
脚光を当てる 
これまでマイノリティとされてきた人
々にリーチするには、コミュニティ、
家族、友情に焦点を当てましょう

障がい者をストーリーに組み込む場
合、障がいではなく、その人自身、そ
の人と周囲の関係性、そしてその人の
生き方に焦点を当てましょう

ボディイメージと収入＆社会経済的地位に
関連する偏見は、強い相関を持ちます。 

人種、民族、宗教と、在留資格に関連する
偏見には、はっきりとした正の相関が見ら
れます。

性別／性自認と性的指向に関連する偏見
には、はっきりとした正の相関が見られ
ます。

以下の偏見を経験している人たちが

他に経験した偏見トップ3

ボディイメージによる偏見は
他の偏見と交差する割合が最
も大きい

性的
指向

37％

身体

33％

人種／民族

36％

性別／ 
性自認

身体

33％

年齢

24％

人種／民族

21％

性別／ 
性自認

42％

身体

40％

年齢

性的
指向

32％

性別／性自認

35％

身体

31％

年齢

24％

性別／ 
性自認

694019327, LWA/Dann Tardif

偏見とはどのように“感じられる”のか？

人種／民族

https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/widening-the-lens-on-transgender-stories
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/widening-the-lens-on-transgender-stories
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/widening-the-lens-on-transgender-stories
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/seeing-beyond-the-disability-for-anz
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/seeing-beyond-the-disability-for-anz
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/realness/seeing-beyond-the-disability-for-anz
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解決法は？  
あらゆる領域において、より多様なビジュアル表現を。
 
Visual GPSは、ブランドによってそのグループのビジュアル表現が直接かつ意図的に扱われた場合、影響を受けるコミュ
ニティが前述した偏見を感じにくくなることを実証しています。端的に言えば、姿を見られることで、彼らはより社会に
受け入れられ、もはや疎外されていないと感じることができるのです。

例えば、私たちが2020年と2021年に、LGBTQ+コミュニティがどのように視覚化されているかを調査した結果、表現と
偏見の間には相関があること、特に取り上げる頻度が高い国ほど、LGBTQ+コミュニティにおける偏見が少なく見られる
傾向があることが実証されました。3  

オーディエンスとつながるということは、彼らを見て、彼らの個性を理解し、ブランドが彼らの価値観に沿いながら特定
のニーズを満たすことができる、ということを意味します。冒頭で述べたように、視聴者とつながる画像や動画を選択す
ることは、既存顧客へのコミットメントを強化し、潜在顧客に対しては競合他社とは違う方法で彼らを“巻き込める”こと
を示すチャンスなのです。さらに、これまでマイノリティとされてきた人々を視覚化することは、現在と将来の偏見を減
らすことにつながり、それが世界を動かす有効な方法となります。

3Visual GPS Social Listening Study 2021

1334471163, SolStock

1162039258, Nazar Abbas Photography
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世界を変えていく 
ゲッティイメージズの偏見への取り組み
ゲッティイメージズとiStockは、リサーチ、製品、パートナーシップを通じ、ブランドが壁を打
ち破り、世界中の現代の消費者とつながる本物のストーリーを伝えるサポートをします。

Unstereotype AllianceやSeeHerのような団体との連携によって、ポジティブな変化に関する対
話をこれまで以上に後押しながら、広告の制作過程における変化を推進します。これらのページ
に掲載しているリサーチを通じて、私たちはさまざまな業界のクライアントにガイダンスを提供
し、世界中のコントリビューターに方向性を示しています。

あなたのオーディエンスがどんな人たちであれ、gettyimages.comで私たちの厳選コレクショ
ンをご覧いただくか、あるいは高度な検索機能を使って、あなたの世界を反映するコンテンツを
探し出してください。カスタムコンテンツをお探しの場合も、私たちがサポートします。Visual 
GPSのリサーチを活かし、私たちのカスタムコンテンツチームは、他の誰にもできないような方
法でオーディエンスの心に語りかける、あなただけの独占画像／映像を作成することができま
す。詳細については、ゲッティイメージズの営業担当者までご連絡ください。

ビジュアルトレンドに関するリサーチとレポート、そしてここでしか
入手できないインサイトは、visualgps.comでご覧ください。

こちらのガイドで使用した全画像はこちらからチェック。

https://creativeinsights.gettyimages.com/ja/visual-gps
https://www.gettyimages.com/collaboration/boards/QT9Jy4_Bp0uN_26jXIjTrg
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私たちは単にビジュアルトレンドお伝えするだけでなく、変化を推進す
る団体とパートナーシップを組み、インパクトのある画像とビジュアル
コレクションを創出しています。

最新のコラボレーションについては、以下のロゴをクリック。

https://www.gettyimages.com/LGBTQGuide
https://engage.gettyimages.com/see-her
https://engage.gettyimages.com/Women_in_Sport_menopause
https://www.gettyimages.com/collections/disrupt-aging
https://www.gettyimages.com/showus
https://custom.gettyimages.com/deitoolkit/p/1
https://www.gettyimages.com/collections/thedisabilitycollection
https://www.gettyimages.com/collections/BBC-kids

