


今 年 のCreative in Focusで 取り上 げる6つ の

キーワード（「Outsider In（アウトサイダー・イン」、

「Extended Human（エクステンデット・ヒュー

マン）」、「Divine Living（ディバイン・リビング）」、

「Messthetics（ メス セ ティックス ）」、「Silence 

vs. Noise（サイレンスvsノイズ ）」、「Surreality

（シュールリアリティ）」）は、新たなトレンドを表現す

るために創出され、どれも様 な々場面で使える便利

な言葉です。文化や視覚言語に働きかけているもの

について語り合う時、これらの言葉を使用すること

で、会話に「ある共有空間」が生まれます。なぜなら、

社会において理解し、解決することが困難な質問

や課題を自由に投げかけることができるからです。

ビジュアルの制作と配信は変化の真っ只中にありま

す。クリエイティブな写真や広告の世界では、この

変化によって生じた技術や文化のトレンドを未だ吸

収し続けています。そして、ソーシャルメディアによ

るビジュアル情勢の変化は、驚くほど多くのビジュ

アルスタイルを生み出しました。このような変化の

広告への影響は明らかであり、必要不可欠なアプ

ローチとなっています。

また、ソーシャルメディアは消費者がビジュアルを

見る目を高め、素晴らしい写真を制作するために

必要な技術を身につけ、他への関心や期待度をま

すます膨らませています。この傾向に、ソーシャル

メディア特有の即時性も加わって、ブランド広告に

は、素晴らしいビジュアルを超えたものが求められ

るようになりました。つまり、ブランドが持つ目的が

さらに重要になってきているのです。 消費者は、製

品やサービスの購入や選択を通じて自分の信念を

反映させ、自分と同じ価値を持つブランドを支持し

たいと思っています。 そのため、組織や事業計画

で社会貢献活動を推進しているブランドが、より多

くの人に好まれるようになっています （詳細は44

ページの「Divine Living」をご覧ください）。

同様に、ありのままの姿を撮影し信頼感を感じさせ

る「Authenticity（オーセンティシティ）」も、これま

でとは違った新しいものに変化しつつあります。 本

書で紹介するビジュアルスタイルの多くは、従来の

「Authenticity（オーセンティシティ）」からは、一歩

かけ離れていることに気づくはずです。このように

表情と個性に一層富む新しいタイプの写真は、見

る人の興味を引く効果はあります。しかし、調和

や統一（standardization）を好むブランドにとって

は、大きな挑戦に写るでしょう。

それでは、新しい形 の「Authenticity（オーセン

ティシティ）」とはどのようなものでしょうか？ キャス

ティング形式が変化し、街中を歩く一般のモデルを

探す方法から、より専門的な方法へ移り変わってい

ます。 例えば、スモールビジネスをテーマとした撮

影でモデルが必要になった場合、役柄を演じてく

れそうな人ではなく、「本当にそれを職業にしてい

る人」を起用する動き（hyper-street-casting：ハ

イパーキャスティング）が活発になっています。つま

り、インターネットやソーシャルメディアの普及によ

る『デジタルコミュニケーション』の浸透により、あり

のままや本物の「感じ」ではなく、「現実（実在）」が

求められるようになってきているのです。

ソーシャルメディアはまた、消費者の複雑性も明

らかにしています。 私たちは、贅沢な気分にさせ

るものが好きである一方、道徳的な野心（Ethical 

Ambition：エシカル・アンビション）も支持してい

ます。また、便利さを求める人も、持続可能なもの

を支持しています。 本書の中でも、反対、相違、差

異など相反する言葉は多く見受けられます。これ

らは、「人間とは何か」という問いをより認識できる

機会を与えるでしょう。

現代は、写真家にとってもビジュアルの消費者に

とっても刺激的な時代です。 既存のルールは目ま

ぐるしく変化するため、自分の創造性と洞察力に頼

るしかありません。 私たちクリエイティブチームが

提案する6つのトレンドが、皆さんの作品作りに役

立つものとして、また話し合いや討論の出発点とな

れば幸いです。
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ありのままを捉えた姿がブランドで輝くにつれて、多様性が
メディアで話題になり、街で見つけた一般の人をモデルに
起用する動きが活発になっています。 3人の写真家を通し
て、その魅力を紹介します。

写真で頭角を表す世界のイメージメーカーたち。 彼らが持
つ創造的なビジョンを探ります。

自分の感覚を拡大するテクノロジー、非協調性、公益性が
求められています。 社会とより深い関わりを求めて自己の
限界を超えようとする人々の理由を、クリエイティブリサー
チャーが解き明かします。

素晴らしいビジュアルの溢れんばかりの表現力と空想力を
表現した「マキシマリスト」と「ミニマリスト」に関心が寄せ
られています。 ゲッティイメージズのアートディレクターが
その潮流を紹介します。
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ビル・ボンは、ゲッティイメージズで撮影監督と制
作を務め、 Google（グーグル）、Comedy Central

（コメディ・セントラル）、Microsoft（マイクロソ
フト）、GE（ゼネラル・エレクトリック）、『Forbes

（フォーブス）』、『The Guardian（ガーディアン）』
などの作品制作をしています。ミシガン大学アート・
デザイン学部を卒業し、3Dプリントや野外活動に
力を注いでいます。
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パメラ・グロスマンはクリエイティブリサーチチー
ムのリーダーとしてビジュアル文化の研究に取り
組み、カスタマイズ化されたトレンド予測の手法を
取り入れることで、ゲッティイメージズのクリエイ
ティブイメージプランを構築しています。 米経済紙
フォーチュンが選ぶ500社、女性のキャリアを支援
するLeanIn.Orgをはじめとした非営利団体や様々
な広告祭で、講演やコンサルティングに携わってい
ます。
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リー・フーパーは、広範囲に渡る文化的なトレンド
や広告・マーケティングにおいて進化するコンテン
ツを調査しています。 以前は、TrendWatchingや
Trendstopのようなトレンドを予測する会社で働い
ていました。
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リンジー・モリスは、現代における写真と映像の
意味や影響について研究しています。この研究を
通して未来のビジュアル言語を特定し、ゲッティイ
メージズの写真家が素晴らしい作品を創り出すた
めのサポートをしています。
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ジャックリーン・バークは、ゲッティイメージズを利
用する消費者の検索や購入のパターンを読み解
き、ビジュアルトレンドを見つけ出す、ユニークな洞
察力を持っています。 消費者の心を掴むビジュア
ルについて研究しており、写真家と消費者両方のク
リエイティブディレクションに活かしています。

THIS, NOT THAT

Visual
Trends

政治・文化・ライフスタイルで構造上の変化が起こっ

ています。私たちクリエイティブリサーチチームは、

日 、々広告や文化に見られるビジュアルを比較、研

究、分析し、社会の価値の変化を観察し続け、消費

者の動向も追い続けています。 消費者には、各自

にカスタマイズ化やパーソナライズ化された体験が

与えられてきているため、“主流”という概念がなく

なりつつあるのが現状です。

世界中の情勢を例にとっても、従来の制定や慣例

に対する不満が募った結果として、「Outsider（ア

ウトサイダー）」の勢力が増しています。 その傾向

は写真にも反映されており、あまりにも多様性を感

じることができないビジュアルは、もはや受け入れ

られなくなっています。ビジネス上でも、今まで勝

ち目がないとされてきたスモールビジネスが注目を

浴びており、仕事、ライフスタイル、健康に気を配っ

て日常生活の質を向上させる新商品が市場に次々

と登場しています。 文化の世界では、デジタル技

術の進化によって開花した表現方法や配信（共有）

方法に見られるトレンドは加速し続けています。 映

画の世界でも、大手映画スタジオがトランスジェン

ダー（心と身体の性別に差があること）をテーマに

した作品の着想を膨らませる中、同じテーマでし

かも全編iPhone 5Sで撮影されたショーン・ベイ

カー監督の『Tangerine（タンジェリン）』がインディ

ペンデント映画の祭典、サンダンス映画祭で予想

外の人気となりました。このように新しいトレンド

「Outsider（アウトサイダー）」は、主流であったもの

を見直し、新たに再定義を加えようとしています。

消費者には、各自にカスタマイ
ズ化やパーソナライズ化された
体験が与えられてきているため、
“主流”という概念がなくなりつ
つあるのが現状です

現代はまるで乱気流に乗ってしまったかのように不

規則で、ワクワク、ドキドキさせられる時代です。 消

費者は、そんな時空の旅を旅しながら、自分の道に

相応しいブランドを選んでいます。 つまり消費者

は、ブランドの1つの側面だけに満足していません。

“形があるもの”と、“形のないもの”の両方の価値

が、製品やサービスから得られることを望んでいま

す。 結果として、商業的でありながらも社会的、精

神的な価値を持つブランドがさらに求められるよう

になりました。

本書で紹介するトレンド「Divine Living（ディバ

イン・リビング）」は、この性質を特徴としており、実

体験に結びついた贅沢感や高級感を味わえる新た

な形が人気を集めつつあります。この贅沢感や高

級感について考える時、消費者に不足しているもの

を特定、制作、販売することが鍵となります。この

ような商品として富裕層向けプライベートバンキン

グが挙げられ、金融機関では、時間や遺産など無

形価値を管理するサービスを提供しています。ラ

グジュアリーなブランドや商品がますます哲学的な

問いを多くの人に持たせるように、内側に目を向け

させるビジュアルは、見る人を“内なる旅”へと誘い

ます。

もう1つ本書で紹介するトレンドは、「Extended 

Human（エクステンデット・ヒューマン）」です。 テ

クノロジーが日常生活に浸透し、散らばっていた個

人データは統合され、職場でも家庭でもあらゆる作

業が楽になってきています。 そのような環境の中

で、消費者は集中力を高め、ストレス度を測定し、

自分の身体や気持ちを整理し、理解する「マインド

フルネス」を実践しようとしています。

突飛な極端さに惹かれながらも、コミュニティを大

切にし、社会貢献に努めることを大切にする現代の

消費者たち。そんな姿を捉えたビジュアルをトレン

ド別に紹介します。



BY PAMELA GROSSMAN

Outsider In

人々がより大胆なものを好むようになり、限界に挑む人々や型破りなビジュアルが広く
受け入れられるようになっています

大量にコピーされた写真や記事が溢れかえる中、

ユニークなメッセージや際立ったビジュアルを人々

は求めています。 反英雄的な精神や極端なスタイ

ルが今まで以上に受け入れられ、かつては重要と

思われていなかったものが注目を浴びるようになり

ました。ビジネスにも政治にも内容や過程を重視

する鋭い目が消費者に備わってきているため、企業

のマイナスイメージを少しでも感じさせるようなも

のなら拒絶反応を起こすほどです。

当然ながら、今年の大きなイベントの1つである

2016年次期米大統領候補として支持率を上げて

いるドナルド・トランプとバーニー・サンダースは、

両氏とも主流逸脱者です。 英国では、労働党の新

党首に強硬左派のジェレミー・コービンが選ばれま

した。ミレニアル世代（デジタルネイティブ）のポッ

プスター、マイリー・サイラスとジャスティン・ビー

バーは、大胆でセクシーな写真を公開しただけで

なく、新しい挑戦としてザ・フレーミング・リップス、

スクリレックス、ディプロとのコラボアルバムを発表

しました。 エンターテイメント業界で話題を集めて

いる他のスターには、女性コメディアンのエイミー・

シューマーやティグ・ノタロ、米ヒットコメディ番組

の脚本と主演を両方ともこなしているアビ・ジェイ

コブソンとイラナ・グレイザーが挙げられ、かつて

のハリウッドのイメージに囚われない姿勢が賞賛さ

れています。

このように大胆さが好まれるようになり、ブランドも

この傾向を受け入れ始めています。 例えば、ビン

テージハンドバッグで有名なEthel + Frankでは、

ネオンファッションに身を包んだ80代の女性モデル

を採用して、「Give No Fucks in Style（スタイル

なんて知ったこったねぇ）」というタグラインでウェブ

サイトを立ち上げました。 また、1849年から販売

されているバーボンウィスキーのRebel Yell（レベ

ル・イエール）も、「Risk Takers, Rule Breakers 

& Noise Makers, UNITE!（リスクを負う者も、ルー

ルを破る人も、うるさい奴も、皆集まれ！）」と宣言

し、ブランドイメージの刷新を行いました。さらに

英国ファッションブランドのBelstaff（ベルスタッフ）

は、アンバサダーのデビッド・ベッカムを起用して

『Outlaws（アウトローズ）』というショートフィルムを

公開しました。 Bank of America（バンク・オブ・

アメリカ）のコマーシャルでさえ、『Rebel Yell（邦

題：反逆のアイドル）』を歌うミュージシャンのビリー・

アイドルを出演させ、クリストファー・ゲストが監督

として制作しています。

同様に、「変わっている人」も受け入れられるように

なっています。「Find A Home Where You Can 

Be You（あなたがあなたらしくなれる家を探そう）」

というスローガンを掲げる住宅用不動産サイトの

Trulia（トゥルーリア）では、裸でボードゲームをした

り、イルカの言葉で会話をしたりするカップルを描

いて、マイホームならどんな愛の形も可能であるこ

とを示しています。 デヴィッド・リンチが監督して

大反響を呼んだ奇怪な米ドラマ『Twin Peaks（邦

題：ツイン・ピークス）』も、25年ぶりに新シリーズ

をスタートさせます。 Google Playのアニメ調コ

マーシャルでは、シンガー兼コメディアンのレジー・

ワッツが「Weirdo Kid（風変わりな子供）」だったこ

とを公にしています。まさに、“新しい時代”に突入

したのです。

私たちは臆病ではなくなってき
ており、ノンコンフォーミティ（集
団に従わない姿勢・非強調性）
が表現されたビジュアルを好む
ようになっています

ゲッティイメージズで最も売れている写真を見て

も、この傾向が反映されています。過去5年間に

検索されたキーワードとして、「Attitude（毅然と

した）」は42%、「Individuality（個 性）」は76%、

「Creativity（創造性）」は134%も上昇しました。

私たちは臆病ではなくなってきており、ノンコン

フォーミティ（集団に従わない姿勢・非強調性）が

表現されたビジュアルを好むようになっています。

これから1年間、真っ向から立ち向かってきて、私

たちの目を覚ますようなビジュアルが増えてくるで

しょう。ゲッティイメージズでも、このような挑発的で

刺激を与える写真を制作し、お届けしていきます。
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大胆さが
好まれるように
なり、ブランドも
この傾向を
受け入れ始めて
います
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「ケン・ハーマンは自分の視点に常に誠実で、トレン

ドを気にしていません。 それゆえ、彼の写真は私

たちに現実味を与え、写真表現とは何かについて

考えさせてくれます。これほどまでに強いビジョン

とアプローチを持っている写真家は、そうはいま

せん。

彼は一人ひとりのユニークな人生に思いをはせ、

人間と環境、伝統と現代の間に見られる壊れそうな

バランスを見つけ出そうとしています。 彼の写真

は、文化と政治をまたぎながら、ドキュメンタリーと

映画的な表現が見事に合致しています。また、自

然光と人工光をうまく組み合わせた照明により、現

実と想像が融合したシュールな空間が写真に収め

られており、幻想的な感覚を与えてくれます」

EMERGING TALENT

Ken
Hermann
デンマークの首都コペンハーゲンを拠点とする写真

家ケン・ハーマンは、アジアやアフリカの人里離れ

た地域を旅しながら、その土地が持つエネルギー

を写真に捉えることで、彼らの文化や日常生活を写

し出そうとしています。こうして得た体験は、審美

的な手触り、質量感、雰囲気を彼の作品に表現して

います。

Gemma Fletcher,  
Senior Art Director,  
Getty Images
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ケン・ハーマンの作品

「Survivors（サバイバーズ）では、バングラデシュで

実際に起こっている“アシッドアタック”（女性の顔に

酸をかけて火傷を負わせる）という、醜い行為の意

識を高めようとしました。 何も罪のない人たちがア

シッドアタックを受けた時、美は打ち勝つことができ

ないのか。決意と生きる力を持って強く立ち上がる

ことができないのか。 その問いへの答えを、ビジュ

アルを通して語りかけようとしたのです。

報告件数は近年減ってきていると言われているも

のの、特にバングラデシュは、アシッドアタックが未

だに蔓延する国です。 求婚した男性にとっての名

誉や婿側への嫁資として、あるいは妻は所有物で

あることを見せるために、アシッドアタックは家庭内

でも多く繰り広げられています。さらに、女性だけ

でなく、男性や子供もアシッドアタックに巻き込まれ

ることもあり、肉体的、精神的な傷を負いながら生

きていくことになります。

アシッドアタックの犠牲者を写した数 の々ポートレー

ト写真は、人によっては拒絶反応を起こすことがあ

るほどです。しかし私は、出会った人から伝わる儚

さと潔さ、そしてこの痛ましい出来事から感じられ

る彼らの前向きさと美しさに焦点を絞ることで、傷

跡の奥に潜む個人の本当の姿を引き出すことを目

的としました」

171998929, Ken Hermann/Prestige
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ひらめきの源泉

「テレビを見ていたり、道端で耳にした会話であっ

たり、いつでもどこでもひらめきのタネはあります。

特定のアイデアに刺激される理由を聞かれても、そ

れを説明することは難しいです。 良いアイデアは、

息を吹き込んでそれを作品にするまで、自分の創

造力の中にずっと生き続けるのです。アイデアを思

い描いてから撮影までに、何年もかかることもあり

ますが、その間もずっとワクワクさせてくれます。

また、どのように光を当てれば写真の質を高めるこ

とができるか常に考えているので、多くのひらめき

は光からも生まれてきます。さらに、グレゴリー・

クルードソンやアーウィン・オラフのような巨匠が

手掛けた写真や絵画を常にたくさん見て勉強し続

けることにより、自分なりのアプローチに磨きをかけ

ています」

独自のプロセス

「ひらめきを得たら、それに基づいて調査し、計画、

撮影するという3段階に分かれています。 ロケ先

で撮影することが多いため、事前にできるだけ計画

を立てるようにしています。 制作過程は、仕事をし

ている場所や環境によって異なってきます。 撮影

から何を得たいのかはっきりさせておくことが好き

ですが、即興的に浮かんだものも取り入れたいた

め、“隙間”を確保しておきます。こうすると、驚き

を与えてくれる魔法のような奇跡が起こるのです」

クリエイティブ制作の場所

「コペンハーゲンで、小さな広告エージェンシーとス

タジオを共有していますが、本当の意味でのクリエ

イティブなスペースはロケ先です。つまり、世界中

のありとあらゆる場所です。 写真の仕事を通して

新しい土地を訪れ、そこで生活する人 と々一緒に作

品作りができることは大変素晴らしいことだと思い

ます。 遠い場所にあり不便な場所で仕事をするこ

とは、自分にとって挑戦ではありますが、このような

環境こそが私のやる気とひらめきを起こさせてくれ

ます」

その他の作品
gettyimages.co.jp/kenhermann

Ken Hermann

149238189, Ken Hermann/Prestige
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BY BILL BON AND LEE HOOPER

Human
Extended

テクノロジーは、私たちの暮らし方や体験のシェア

の仕方、作品の制作方法に大きな変化を及ぼして

います。 その状況は、私たちの脳の記憶力やクリ

エイティビティを拡大し、「人間とは何か？」という最

も基本的な問題を提示します。

今後5年間で、世界人口の約75%以上がスマート

フォンを使用するようになり、それまでには5Gイン

ターネットが利用できるようになると言われていま

す。世代や社会経済的グループは広がり続けている

一方で、人生の途中からITに触れるようになった

デジタルイミグラントにとっても、幼い頃からITに

慣れ親しんでいるデジタルネイティブにとっても、

今では無制限に情報アクセスと接続が可能になり

ました。また、ロボティクス、人工知能（AI）、ウェアラ

ブル技術、アプリデザインの開発が急速に進み、一

人ひとりが自分の生活の質を高めることもできます。

これらの変化は、特に私たちの健康やフィットネ

スなど身体の面に活かされています。 例えば、

Apple Healthkit（アップル・ヘルスキット）、Nike+ 

Training Club（ナイキプラス・トレーニング・クラ

ブ）、Strava（ストラバ）のようなアプリや、ウェアラ

ブルのiWatch（アイウォッチ）、Fitbit（フィットビッ

ト）です。これらを使用して集めた健康やフィット

ネス関連のデータは、見やすい図や表としてスマー

トフォンやパソコンからチェックできるため、これま

で分かりづらかった身体機能を「ビジュアル化」する

ことで個人的なゴールを設定することが可能です。

テクノロジーが隅々まで浸透していくにつれて、「人間性」に対する考え方が広がって
きています。人間と機械が融合したビジュアルは、人々の目を釘付けにします

また、ヘルスケアサービスの変化により、自己診断

時の不安も取り除かれるようになりました。 病気な

のではと思った場合でも、インターネットで症状を

検索して悩む代わりに、医師や看護師とオンライン

上で対面して手軽に診断することができます。さら

に、バイオテクノロジー業界によって私たちの寿命

は延び、組立力学や異質有機材料を実体に統合し

て生体ハードウェアの向上も行なわれています。

テクノロジーが人間の感覚を
拡大するにつれて、「Human
Being（人間として存在するこ
と）」とは、一体どのような意味
を持つのでしょうか？

テクノロジーは私たちの感覚も拡げています。 今

居る部屋から一歩も出ることなく、現実や想像の世

界を無限に旅することが可能になりました。 果て

しなく広がる無数の景色や宇宙まで、いつでも探求

して驚きを得ることができるのです。 Oculus Rift

（オキュラス・リフト）ヘッドセットが披露され、バー

チャルリアリティ（VR）が手頃な価格で体験できる

ようになる日が近づいています。また、ダンボール

製のゴーグルに手持ちのスマートフォンを組み合

わせるだけで完成する無料のGoogle Cardboard

（グーグル・カードボード）も、バーチャルリアリティ

の素晴らしい体験を提供してくれます。

元々写真は、実際に見ることができない人や場所、

出来事などを“見て”感じてもらうようにすることを

目的の1つとしてきました。しかしテクノロジーの

進化は、超高画質画像、3Dテクノロジー、バーチャ

ルリアリティを生み出し、より深い「ビジュアル体

験」を私たちにもたらしています。 ゲッティイメー

ジズでも、Oculusバーチャルリアリティ・プラット

フォーム用に360度写真を提供し始め、イベントか

ら、スポーツ、世界の秘境まで、見る人を臨場感溢

れる仮想現実体験に誘います。 写真は“見る”もの

ではなく、“中に入り込む”ものと化しており、消費

者は「その瞬間を生きる」ことと近い感覚になれま

す。

テクノロジーが人間の感覚を拡大するにつれて、

「Human Being（人間として存在すること）」とは、

一体どのような意味を持つのでしょうか？ 現在生ま

れてくる子供達は、歩くことよりも先に、タッチパネ

ルでスワイプできるようになると言われています。

人間の皮膚と機械の境界が不明瞭になっているの

は事実であり、人間性の概念も変化し続けていま

す。ターミネーターに出てくるサイボーグを本当に

創り出すようになるのでしょうか？それとも私たちの

能力が拡大し、私たち自身がサイボーグとなるので

しょうか？ このタイプのビジュアルを見ていると、こ

のような疑問が次から次へと沸いてくるでしょう。

580741603, David Vintiner/Prestige
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テクノロジーは
私たちの感覚も
拡げています。
今居る部屋から
一歩も出ること
なく、現実や想像の
世界を無限に
旅することが可能に
なりました

86481433, Thinkstock Images/Prestige
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「観察力に優れているデヴィッドの作品の源は、

なんといっても好奇心です。奇妙で珍しい面と、驚

くほど素晴らしい面の両方を視覚化し、平凡であり

ふれたものを不可思議な形にする、ユニークで面

白い人です。 私たちは彼の作品から異なる視点を

見ることができ、たとえ知っていたものでも、新しい

見方ができることを教えてくれます。

人間の行動に焦点を当てるデヴィッドは、機動隊の

演習から、世界記憶力選手権、精神巡礼の旅、未

来の寝室まで、人と人をつなぐ多種多様なコミュニ

ティやイベントに参加しています。 彼のアプローチ

は、奇抜で異様な構成であったとしても自然さを感

じさせるほどです。

デヴィッドの特色あるビジュアルスタイルは、鮮や

かさを抑えた淡い水色のようなトーンと独自のグラ

フィック構図を組み合わせることにより、静かな強

度を作品に与えています。また、ポートレート写真

は、抜け目がなく鋭いですが控えめで、まるで被写

体の声が聞こえてくるようです」

David
EMERGING TALENT

Vintiner
ロンドンを拠 点に 活 動する写 真 家 デヴィッド・

ヴィンティナー。 彼のエディトリアル作品は、『The 

Sunday Times Magazine（ サ ン デ ー・ タ イ ム

ズ・マガジン）』や『Wired（ワイアード）』に掲 載

され、広告作品としてはクリエイティブエージェン

シ ー のKarmarama、M&C SAATCHI、WCRSな

どに採 用されています。 また、Taylor Wessing 

Photographic Portrait Prize、国際写真賞（IPA）の

ルーシーアワード、Creative Review Photography 

Annualを 含 め、いくつも の 賞 を 受 賞して いま

す。 ポートレート作品の数々は、ロンドンの美術館

National Portrait Gallery（ナショナル・ポートレー

ト・ギャラリー）にも常設展示されています。

Gemma Fletcher,  
Senior Art Director,  
Getty Images

580741605, David Vintiner/Prestige
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デヴィッド・ヴィンティナーの作品

「私の作品は基本的に、人に関する全て、つまり人

の特徴、習性、身振り、外面などを描写しており、

ポートレート写真と観察という2つのカテゴリーに

分けられます。一般の人や変わっている人を探すこ

とが好きで、その場しのぎで間に合わせたものや、

グループではなく個人に興味を感じます。普通で

はない物語を探すことによって、興味深いものや未

知のものが見つかることを期待しているのです。

この写真は、コケ人間という意味のLos Hombres 

de Musgo（ロス・オンブレス・デ・ムスゴ）シリー

ズの作品です。撮影はスペインの小さな町ベハル

で行い、歴史的に重大な出来事を毎年再現する、

ボランティアグループに焦点を当てました。これは、

1397年にキリスト教徒が、全身をコケで完全に覆う

ことでイスラム教徒のムーア人から町を再奪取した

出来事です。ベハルの人 は々、全身をコケで覆って

カモフラージュすることで景観に溶け込み、市壁の

見張り番に気づかれることなく前進します。そして、

市門に着くや否や突然、コケだらけの恐ろしい姿で

見張り番を驚かせることに成功したのです。 毎年

ベハルではキリスト聖体の祝日に、コケをまとった

人たちがパレードを行うお祭りが行われています」

562745017, David Vintiner/Prestige
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ひらめきの源泉

「あらゆる場所から思いつきを得ています。 意識的

に腰を下ろして探そうとすることはありませんね。

何に対しても興味を持つことが一番だと思ってい

ます。 一般的には、展示会、写真家、本、映画、新

聞、BBCワールドサービス、日常の会話、散歩、ロン

ドンの地下鉄など様々な場所に目を向け、新しい場

所と見なれた場所の両方を探索しています。 私が

最も期待していない時ほど、ひらめきが沸くことが

多いです。 外的な要因に感化されたものを作品化

することにより、物語が生まれています」

独自のプロセス

「制作過程は、2つの段階から構成されます。 最初

は被写体に最も適切だと感じる方法で撮影し、そ

の後、別のアプローチを考えます。 違うアングルに

することや、照明をちょっと変えるなど、些細なこと

ですが自分が普段はしない不慣れな方法で撮影し

てみるのです。この実験的な段階は、時に偶然を

生み出します。うまくいくかどうかは半々の確率で

も、成功した時には、自分の先入観にとらわれなく

て良かったと思えます。 嬉しい偶然が起こるように

考え、居心地の良い場所から抜け出すことが大切

です。

また、ポストプロダクションも重要です。私が意図す

るメッセージを的確に伝える写真を選ぶために時

間を惜しまず、4、5回は見直すことがよくあります。

色も重要な役割を果たしています。 同じ撮影のバ

リエーションを2つ、3つテストし、色使いを実験し

てみて最終的な演出を考えています」

クリエイティブ制作の場所

「家の庭の下にあるオフィスで作業をしています。

ロンドンは目まぐるしい都市でも、ここは静かに落

ち着いて仕事ができる場所です。 机とコンピュー

ター、それから壁には編集用の作品があるだけで、

とてもシンプルで実用的な環境にしています。 一

般的には、スタジオではなくロケ先で撮影する方が

好きです。ロケ先の環境からは背後にある“意味”

が自然と伝わってきて、物語が語られるようになり

ますからね」

その他の作品
gettyimages.com/davidvintiner

542740271, David Vintiner/Prestige
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BY JACQUELINE BOURKE AND LINDSAY MORRIS

Divine
Living

Divine Living（ディバイン・リビング）」は、価値の

ある消費活動を大切にしています。 欲しいと思っ

たものを買って溜め込むのではなく、目的を持ち、

注意深く商品やサービスを選びながら購入する。

商品に込められた想いを共有しながら、外側と内

側の両方に美しい生き方を消費者に提案します。

「Divine」という言葉には２つの意味があります。 1

つ目は、神の存在や意思、恩恵などを連想させる

感覚です。 ２つ目は、素敵で崇高な特別な感覚を

意味しています。この2つの側面が、昨今のビジュ

アルに多く見受けられるようになり、生来の徳や価

値、意思と志向といったコンセプトが急激に現れる

ようになりました。 高い価値があるものとしてラグ

ジュアリーブランドの人気が上昇しているのも、徳

性を持っていることの象徴に繋がるからです。

このトレンドにおいて、ゆっくりと物思いにふける場

所を与えることが鍵となっています。 投資銀行、

証券業務、富裕層向けのウェルスマネジメントと

資産運用業務を行っているUBSは、写真家のア

ニー・リーボヴィッツと協力し、人生を意義あるも

のにするために立ち止まって自分に問いかける姿を

撮影したポートレート写真を新キャンペーンに使用

ブランドが商品の価値を表す時、想いや考え方をビジュアル化しており、消費者に有
意義な消費生活を提案するようになっています

しています。Volvo（ボルボ）でも、ラグジュアリー
は「Sanctuary（聖域）」であると、新型車のキャン
ペーンで定義しています。また、米人気トーク番組
の司会を長年務め、慈善家としても有名なオプラ・
ウィンフリーは、最新TVシリーズ『Belief（ビリー
フ）』で、自分を超える偉大な存在との繋がりを求め
るスピリチュアリティに言及しています。ビジュアル
で圧倒されるような世界で、ブランドと広告は、「目

的」をメッセージの中心に置くようになっています。

今日、ブランドは外側だけ
ではなく内側の価値観もア
ピールする必要があります

消費者は真実を見抜く目を養ってきており、ブラン

ドが伝えるメッセージの表面下に明確なビジョンや

価値があるかを判断しています。 今日、ブランドは
外側だけではなく内側の価値観もアピールする必
要があります。また、物は所有するものではなく、
人と共有し合うものになっており、自己学習形式の
オンラインコースをはじめ、特許のオープンソース
化を発表したTesla Motors（テスラモーターズ）
や、ニューヨークで話題の自転車シェアリングサー
ビスCity Bike（シティバイク）などが例として挙げ

られます。この新しい透明性は、鏡のように輝くビ

ジュアルを用いることによって、比喩的に企業の内

側を消費者に写し出し、ブランドのメッセージとし

て表現することが可能です。

それでは他に、神聖さを感じさせるような素晴らし

さをどのように表現したらよいのでしょうか？ ゲッ

ティイメージズでは、光漏れがあって、まるで天国

を見ているかのように幻想的な美しさを持つ写真

が、以前よりも増して求められています。 神の視点

から撮影されたような印象を与える空撮写真も、壮

大さを感じられるため人気が上昇しています。 ま

た、すっきりとした輪郭やスタイル、感傷的にさせる

ような被写体、繊細な光と柔らかい色合いに対す

る消費者の好みも、日々高まっています。ピントの

合っている写真でも、写真のぼけが残るものであっ

ても、崇高な美と啓発的なメッセージが人 に々共感

をもたらします。

「Divine Living」は、私たちにとって新しい信仰の

形です。 視覚によって多くの情報を認識するため、

精神を高め、思想と啓発を得られるビジュアルを望

むのも当然のことです。

518466965, Masahisa Iketani/Prestige
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消費者は真実を
見抜く目を養ってきて
おり、ブランドが伝える
メッセージの表面下に
明確ビジョンや
価値があるか
判断しています

110869903, Adrian Samson/Prestige
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Gemma Fletcher, 
Senior Art Director,  
Getty Images 

ゲンマ・フレッチャーは、アートディレクション、トレン
ド予測、ビジュアルストラテジーを専門に、世界で
活躍するフォトグラファーおよびフィルムメーカーと
協力し、作品を生み出しています。 新しい才能を
探してサポートし、ビジュアル作りに新風を吹き込
むことに力を注いでいます。 WeTransfer（ファイ
ル転送サービス）、英大手新聞の『The Guardian

（ガーディアン）』、TEDやD＆ADとのパートナー
シップを手掛けてきました。

Amy Lehfeldt, 
Senior Art Director,  
Getty Images 

エイミー・レーフェルトは、服飾デザイン学位を取
得後、ディズニー MGMスタジオでの衣装係を経
て、ファッションやリテール業界におけるクライアン
ト向けのアートディレクションを担当しました。 ゲッ
ティイメージズでは、シニアアートディレクターとし
て様々なテーマの撮影セッションを企画およびプロ
デュースしています。

Contributors
Lauren Catten,  
Art Director,  
Getty Images 

ローレン・キャッテンは、2012年にエディターとし
てゲッティイメージズに入社し、その2年後にはアー
トディレクターに就任しました。 世界中の写真家と
コラボレーションしながら、商業的な作品を制作し
ています。美術・デザイン史の学位を持ち、マヨネー
ズ、フォント、アンビエント照明が好きです。

LIVING ON THE EDGE

Creative
viewpoint
ビジュアルは、絶え間なく進化し続けています。ゲッ

ティイメージズのアートディレクターから成るグロー

バルチームは、この変化とともに、社会的および文

化的な影響にも注意を払いながら、消費者が反応

するビジュアルについて予測をしています。 2016

年は、極端なビジュアルが成り立つ時です。ミニ

マリズムとマキシマリズム、静けさと騒 し々さのよう

に、相反する2つの対照的なトレンドがお互いに登

場し、ビジュアルを形作ります。

ポスト広告時代が進行中の現在、ブランドは消費

者を物語の主役とし、消費者自身にブランドを語り

続けてもらうための広告を作る必要性が出てきま

した。 従来は、人口統計データを用いてターゲット

をセグメント化することで市場を把握し、広告展開

を行ってきました。しかし、いくつかの革新的なブ

ランドは、複雑で多面的な消費者と会話をすること

により、一緒にブランドを作り上げています。 20世

紀に生まれた広告展開は一元的すぎて、現在では

もはや通用しなくなったのです。

「Messthetics（メスセティックス）」、「Surreality

（シュールリアリティ）」、「Silence vs Noise（サイ

レンスvsノイズ）」という3つの新しいビジュアルト

レンドは、複雑さや多様性など、相違を楽もうとす

る現在の消費者の動向を反映しています。 人 は々

チャレンジ精神が旺盛になっているため、自分の希

望を比較、探求していきたいのです。 私たちの多

くは、生産者でありながら消費者でもあります。 ス

モールビジネスやデジタルコンテンツを制作してい

る人であっても、自分自身を表現することで、信頼

を得たいと思っています。

例えば「Messthetics（メスセティックス）」では、

過去への後戻りと、マキシマリスト（最大化）の炸

裂で、驚くほど印象的な未来像が表現されていま

す。写真を見た人の中には、「なぜこのトレンドが、

今必要なのか？」と疑問に思う人もいるかもしれま

せん。「Mess（乱雑さ）」と「Esthetics（美学）」と

いう言葉通り、お互いに相反するものが存在した色

合いやスタイルは、昔のパンク時代を思わせながら

も、今という時代性をうまく取り入れています。 実

際、当時のパンク文化は、最新メディアに大きく影

響を受けていました。 Xerox（ゼロックス）コピー機

が登場し、小規模制作だけでなく、大量印刷向きの

手法を活用してチラシなどの配布が可能になった

のは、まさにこの時期のことです。自分で何でもや

るDIY主義によって、誰もがバンドを組んで音楽活

動を開始し、独立系レコードレーベルを作るなど、

個人の活動が活発化していきました。 そして、時

は変わって2016年。 同じくDIY主義を背景にして

スモールビジネスの文化が開花しており、そこに新

しいテクノロジーが導入されることで、その勢いは

日 増々すばかりです。

また「Messthetics（メスセティックス）」は、現実感

や自然を追求する「Authenticity（オーセンティシ

ティ）」というトレンドとも関連しています。 作品が

本物であることはもちろんですが、このトレンドのビ

ジュアルに見られるように、ありのままの複雑な表

現も必要とされています。ぐちゃぐちゃに乱れた様

子こそ新鮮味があって、注目せずにはいられないほ

どの強い何かを消費者に印象付けます。

「Surreality（シュールリアリティ）」は、仕事場、通

勤中、自宅など、どこにいても四六時中アクセスで

きる状況と、各々のデバイスから流れてくる様々な

データの群れを反映しています。

20世紀に生まれた広告展開は
一元的すぎて、現在ではもはや
通用しなくなったのです

「Silence vs. Noise（サイレンスvsノイズ）」は、前

者2つのトレンドとは反対に、静かで整然とした気

持ちを心の中に保ちたいという欲望を反映していま

す。ビジュアルは、景色や風景をメインとした写真

を使い、押し寄せる情報の洪水から解放させる効

果があります。 穏やかでありながら絶大なる力で、

見る人はビジュアルの中へ引き込まれ、いつの間に

か膨大なデータの騒音をくぐり抜けることができる

のです。

このように、複雑さとシンプルさ、ミニマリズムと

マキシマリズムが交錯する2016年のビジュアルト

レンドは、スリルと爽快感を私たちに与えてくれます。



Messthetics
BY GEMMA FLETCHER

見る人を打ちのめすような醜い美しさ「Messthetics」は、見る人を釘付けにします。
日常や習慣に対する反発は、人間の肉体と精神を新しい方法で楽しませてくれます

ブランドは、醜さ、混沌、汗まみれ、臓器といった本

能的な美的感覚を刺激するビジュアルで演出する

ようになっています。 汚れのない綺麗さや意外性

に欠ける退屈さを取り除き、もっと人間臭さを出そ

うとした結果生まれたのが、「Messthetics（メス

セティックス）」というトレンドです。 現在、ビジュア

ルの消費スピードは速まっていますが、似通ったビ

ジュアルが多く登場しており、目を奪うような型破り

なビジュアルに出会う機会が少なくなっています。

美しさと完璧さを重点に置いた広告に対しては、消

費者の間で幻滅感が広がっているくらいです。

このトレンドには、予測ができない驚きの精神が詰

まっています。 効果的なキャンペーンを展開して、

革新的な消費者体験を提供することに役立つはず

です。 なぜなら、このような常識とは逆のアプロー

チは、せわしない市場の中で一際目立つ可能性が

たくさん秘められているからです。 不完全なので

はなく、消費者にインパクトを与えることを目的と

し、汚れ感、反乱心、戯れは、どれも“こだわり”の

結果です。 他方で、このトレンドのビジュアルを見

ると、行動、パワー、挑戦といった感覚も引き起こし

ます。また、視覚的な美しさ、フェミニズム、デジタ

ル化に対する思考の変化も、このトレンドを駆り立

てています。

通常、私たちの社会では乱雑さや醜さは受け入れ

られず、整理整然とした完璧な方が良しとされてき

ました。 泥やカビは醜さの典型であり、悪魔や死を

連想させるものは全て邪悪なものと認識されます。

しかし、ビジュアルに対する私たちの能力や知識が

向上するにつれて、美しいと感じる感性が広がって

きています。また、自分が生きていることをより実

感したいため、驚きや衝撃、動揺といった感覚を生

活の中に求めるようにもなっています。 乱雑さや醜

さの持つ影響力こそが、この感覚を与えてくれるの

です。

醜さは魅力的で、刺激的です。
その理由は新しさに尽きるので
はないでしょうか

ファッション界の挑戦者として知られるプラダの創

設者、ミウッチャ・プラダも醜さの持つ美しさに魅了

されている一人です。 彼女は、「醜さは魅力的で、

刺激的です。 その理由は新しさに尽きるのではな

いでしょうか」と話します。

このトレンドは、欠点の真価を認める以上の意味を

持ちます。つまり人 が々、一見無様で見苦しく不格好

なものを意識的に探し出そうとしている表れです。

現在、女性らしさについて話す時、外面的なことを

指して話す人はいません。 ジェンダー平等が、一

般文化に広がっており、人気ドラマ『Girls（邦題：

GIRLS/ガールズ）』のクリエイター、レナ・ダナム、

Facebook（フェイスブック）COOのシェリル・サン

ドバーグ、英ベストセラー『How to Be a Woman

（ハウ・トゥー・ビー・ア・ウーマン）』著者のケイト

リン・モランは象徴的な存在です。 女性らしさの

表現は多様化が進み、型にはまらない印象深い姿

を写し出すことで、内側の力を引き出しています。

汚れや取り散らかった側面だって、作用、活動、自

主性を提唱しているのです。

新しい才能として知られる写真家のメイジー・カ

ズンズは、女性らしさを再定義することに力を注い

でおり、他の写真家が修正してしまうような女性の

「新しさ」をありのままに残しています。 彼女の写

真からはパワーと反抗心が感じられ、私たちに大胆

さと新鮮味を与えてくれます。 誘惑と拒絶が入り

混じったような写真は、見る人をより直感的な物語

に誘います。

「私たちは、人間は動物であることを忘れてしまい

ました。よじ登ったり、腹ばいで歩いたり、汗をか

いて荒く呼吸をしたりすることは自然なことです。

人間の身体はそのために作られているのに、それ

をしなくなってしまったのです」と、スパルタンレー

ス創設者のジョー・デ・セナは話します。 彼の意

見は、世界中の人たちから共感を得ています。日

課、タスク、役割、責任で、決められた通りに働く生

活に、人々はうんざりしているからです。 実はデジ

タルな生活は、マンネリ化する日常で新しい発見を

する能力を失う原因の1つになっています。 自動

化が進み、何でも予測可能になってしまっているた

め、未知と遭遇することがほとんどなくなっている

のです。 だからこそ私たちは、無秩序、反乱、偶然

性を欲しており、驚きやメッセージを受けるのを待

ち望んでいます。 それは、「もっと人間らしくなりた

い」という姿を体現しています。

極端かつ強烈で、心地良さを与えない原始的な状

態を楽しむ。それが、この美の素晴らしさです。こ

のビジュアルの言葉は幅広い分野で受け入れられ

てきており、人 を々刺激して興味を引き、新しい発

見へとつなげる道標になります。

537481609, Kate Peters/Prestige
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私たち、人間は
動物であることを
忘れてしまいました。
よじ登ったり、腹ばいで
歩いたり、汗をかいて
荒く呼吸をしたりする
ことは自然なことです。
人間の身体は
そのために作られているのに、
それをしなくなってしまった
のです

585243239, Andy Lo Pò/Prestige
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EMERGING TALENT

Kazunori
Nagashima
横浜で生まれた長嶋一憲。 写真の世界に足を踏

み入れる前は、劇場の美術デザインと制作の活動

をしていました。 2004年にプロの写真家になっ

て以来、コンセプチュアルな写真が印象的なポート

フォリオが、日本中を賑わしています。 世界中に作

品が展示されており、トヨタ、adidas（アディダス）、

IBM、Vodaphone（ボーダフォン）、Volkswagen

（フォルクスワーゲン）など様々なブランドの撮影を

手掛けています。

「長嶋さんは、非常に独特の視野を持っている写真

家です。 作品の多くはビジュアルファンタジーに基

づいており、見る人を日常生活の枠を超えた世界に

向かわせます。 見えないものを見えるようにするこ

とが、彼の動機に繋がっているのです。アイデアと

制作は意外とシンプルですが、巧みなひねりが加

えられているため写真の素晴らしさが増し、私たち

をダイナミックなビジュアルに引き込みます」

Masaaki Kobayashi,  
Senior Art Director,  
Getty Images

562303661, Kazunori Nagashima/Prestige

Emerging talent 71



ひらめきの源泉

「日常生活はコントラストでいっぱいにも関わらず、

それらは一体して世界に調和を生み出します。 細

部にわたって多くの物事が存在しており、私たちは

一人ひとり異なるユニークな視点を通して、それら

を体験しています。また、記憶の持つ役割にも魅了

されています。例えば、何度も訪れたことのあるカ

フェの壁に掛かった絵から、毎回違った印象を抱く

のはなぜでしょうか？ 2人が同じことを体験しても、

まったく異なるように感じることがあるのは、一人

ひとりがユニークな視点を持っているからです。そ

の異なる視点を比較することで、私たちの意識は

様 な々次元へと広がっていくことが可能です」

562303669, Kazunori Nagashima/Prestige
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長嶋一憲の作品

「騙し絵を意味するTrompe L’oeil（トロンプイユ）

というプロジェクトの一環として制作したこの作品

は、幻想についての認識を深め、見過ごしがちな毎

日の瞬間を広げようとしています。 違う次元や世

界に移動するためのドアとしては、紗幕を使いまし

た。 時間の継続性を2、3の短い瞬間に切り分ける

ことにより、存在という考えと時間のコンセプトを探

ることに焦点を当てています。また、モデルの身体

を一部消すことで、彼女の存在感が写真の中で大き

くなっています。 見えるものと見えないものは、私

の作品の大きなテーマです」

独自のプロセス

「プロジェクトの計画から実行まで、写真のプロセス

は全て、舞台で演劇を監督しているのと非常によく

似ています。 ロケ先を探すのも、背景画を用意し

ているのと同じ感覚です。 モデルは、物語を誠実

に表現できる人を見つけています。

小道具や素材は、舞台作りさんが見つけるか作り上

げてくれます。 セットへ向かう前にアイデアを細か

くまとめておくため、撮影自体はいたってシンプル

です。カメラは、私が思い描くファンタジーをビジュ

アル化してくれます」

クリエイティブ制作の場所

「横浜は、私の生まれ故郷であり、創作活動の場で

もあります。 伝統的建物と未来的建物が融合した

無秩序な都心部の隣に、曲がりくねった坂道や大き

な湾がある、コントラストとコントラディクションのあ

る町が横浜です。 作品に使用したいと思わせる面

白い空間や場所もたくさんあって、多目的な都市で

もあり、大きな刺激を与えてくれます。

都会の生活には決まった日課があるものの、ちょっ

とした変化を体験した時、何か特別なものが現れ、

新たな作品作りの意欲が沸きます。 横浜のそうい

う姿が好きです」

その他の作品
gettyimages.com/kazunorinagashima

Kazunori Nagashima511704971, Kazunori Nagashima/Prestige
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Silence
vs. Noise
BY AMY LEHFELDT

多くの人が群がる雑音の中で、呼吸ができるスペースを与える。すると静寂さが漂い
始め、消費者はビジュアルから気分や感情を掴むことができます

「Silence & Noise（サイレンスvsノイズ）」は、ビ

ジュアルで物語を言葉少なめに伝えながらも、最

大のインパクトを生み出す写真です。 構図や色使

いに見られる「Less is more（より少ないことは、よ

り豊かなこと）」のアプローチと、大小のスケール感

を使って、見る人をゆっくりと魅了していきます。そ

して、ビジュアルと繋がることで、心に強い感銘を

与えます。 また、ビジュアルには「スペース（間）」

が取り入れられているため、圧迫感のない受身の

感覚を感じることができます。 視覚情報に溢れる

世界に住む私たちの目が和らぎ、意図したメッセー

ジが伝わるようになります。

このトレンドは、1950 ～ 60年代に展開されたミニ

マリスト運動からヒントを得ており、アイデアから複

雑さを取り除き、表現を最小化することで、より洗練

されたシンプルさを突き詰めることを目的にしてい

ます。

表面上では直接的で単純に見える写真でも、まるで

「ビジュアル俳句（Visual haiku）」のようにすっきり

と簡潔明瞭に伝えるメッセージにより、見る人の心

を魅了します。このようなスペースと構成は、活字

やイラストのようなグラフィックコミュニケーションと

しても機能します。

ビジュアルを見た人がより一層引き込まれた時、見

る人の脳裏には物語が展開し始めます。

現代のように刺激の多い社会では、静寂さが直感

的に受け入れられます。 静けさと喧騒という相反、

「Silence vs. Noise（サイレンスvsノイズ）」が交

錯した時、そのコントラストは強力なものとなり、デ

ジタルの騒音にまみれた心が洗われるような気分

になります。そして私たちがビジュアルを通して“気

づき”を得ることができた時、集中して思考を巡ら

すことが可能になります。また、妨害するものや不

要な情報が全て取り除かれているため、見る人は1

つのメッセージやコンセプトに自然と注意を向ける

ようになります。

これら全ての特徴は、デザイナーとの距離を縮め

ています。 例えばAppleでは、ロゴから製品デザ

インまで、全ブランドをミニマリズムに基づいて展

開しています。 キャンペーン「Shot on iPhone 6

（iPhone6で撮影）」では、ハッとさせながらも落

ち着きを感じさせるユーザーの作品を用いること

により、シンプルさを巧みに表現しています。さら

に、Emirates（エミレーツ）航空、HSBC（香港上

海銀行）、Oakley（オークリー）でも、壮大な空間で

1つの被写体にフォーカスした写真を使ったキャン

ペーンを行っています。これらのキャンペーンが共

感を呼ぶ理由は、見る人の警戒心が緩まって、ビ

ジュアルが発する物語に耳を傾けることができるか

らです。 信頼感は、写真と私たちを内側からつな

ぎ合わせます。 そして、強制的な販売方法でない

ため、説教的にも感じられません。 心を開きやすく

なり、見る人を寛容的な姿勢にします。

静けさと喧騒という相反が
交錯した時、そのコントラス
トは強力なものとなり、デジ
タルの騒音にまみれた心が
洗われるような気分になり
ます

ミニマリズムのトレンドは、ソーシャルメディアや写

真共有サービスのInstagramにも影響を与えてい

ます。 現在デジタル化がさらに進む中、無駄を削

ぎ落として複雑さを解消することへの関心が高まっ

ていますが、これはビジュアルの世界にも当てはま

ることです。

115572151, John Ross/Prestige
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私たちが
ビジュアルを通して
“気づき”を得ることが
できた時、集中して
思考を巡らすことが
可能になります

571350653, David Ryle/Prestige
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「多次元における写真を試しているのが、アルマ・

ヘザーです。 折り紙、紙細工、再撮影を組み合わ

せたユニークなプロセスを通して、撮影した人々の

写真を視覚的に分裂したものとして表現していま

す。 再構築を繰り返すことで、彼女独自の視点が

形成されるのです。

アイデンティティの分割とビジュアルの過多が叫ば

れる中、アルマの作品は隠れた物語を含み、見る人

に“スタンダートな表現”について疑問を投げかけ

ます。 最終的なビジュアルは、あまりにオリジナル

であるため、不安や困惑さえ感じさせます。

彼女の彫刻的なアプローチは、様々なアートの形を

壊し、新境地の表現へ導きます。 真の革新者であ

るアルマは、美しくも異質な作品でポートレート写

真を再考しています」

EMERGING TALENT

Alma
Haser

ドイツのブラックフォレストで芸術一家に生まれた

アルマ・ヘザーは、現在イギリスを拠点に活動して

います。 彼女のファインアートとしてのキャリアに影

響を受けた“創造された”ポートレート写真は、人々

の目を引く印象的な作品になっています。

そして、従来のポートレート写真の次元を超えるべ

く、アルマは自身の写真表現を一歩先へと進めてい

ます。 革新的な折り紙手法を取り入れることで、被

写体の周りに興味深い層を積み重ね、紙でできた

未来の彫刻物であるかのように、巧みに肖像を作り

上げます。

Gemma Fletcher,  
Senior Art Director,  
Getty Images
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アルマ・ヘザーの作品

「写真とコラージュを組み合わせるアイデアがいつ

も好きです。 また、作品に解剖用のメスを使うの

も好きな手法です。このプロジェクトは、モデル、

花、植物をまず撮影しておき、切り抜きと組み立て

を行ってからスキャンしました。 花は、アイデアの

誕生のシンボルで、“見つけた！”という瞬間を表し

ています。この作品の場合、植物がモデルの顔の

背後から覗いており、外面の向こうで思考や着想が

処理されていることを表現しています。写真はどこ

かロボット的な感じがすると思いますが、それは多

分、ぎこちなく硬い表情をした、カメラ目線でない

ポートレートが私の好みだからでしょう。この方が

より興味深い写真だと思いませんか？」

534068013, Alma Haser/Prestige
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ひらめきの源泉

「映画、新聞の切り抜き、家族や友人、一人での散

歩、公共機関での移動中に聞こえてきた会話など、

様 な々ことから刺激を受けています。でも今はオー

ディオブックに夢中で、仕事中にずっと聞いていま

す。 興味のあるテーマの本を選び、ナレーターが

読む物語を聞いているうちに別の世界に引き込ま

れ、自分自身を少し失ってしまいます。すると、新し

いアイデアが浮かんでくることがよくあるのです」

独自のプロセス

「全ての作品に共通して言えることですが、リサー

チをしてアイデアを決めた後の、最初のステップは

撮影です。 私にとって撮影は手段であり、クリエイ

ティブなジグソーバズルを組み立てている過程で

す。 撮影した写真を印刷、再撮影、または切り抜

いたり、コラージュや折りたたみを加えたり、場合

によっては絵の具で何かを描いたりと、実験を通し

て新しい写真の要素や表面を創作していきます。

自然な形から写真を進化させて、新たな命を吹き

込んでいると言った感じでしょうか」

クリエイティブ制作の場所

「イギリス南東部の海岸沿いに最近引っ越し、生ま

れて初めて自分のスタジオを持ちました。以前は、

自宅から仕事をしたり、撮影スタジオを借りていま

した。 2011年に初めてロンドンに引越しした時

は、借家の居間を使用していたのですが、その頃

のポートレート作品の背景にはベージュの壁紙がよ

く登場します。 今は、ロンドンにある撮影スタジオ

を使用した後に、自分のスタジオに戻ってポストプ

ロダクションなどの作業を行なっています」

その他の作品
gettyimages.co.jp/almahaser

Alma Haser
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Surreality
BY LAUREN CATTEN

デジタル時代を生きる私たちの多面的な生活体験をビジュアルに反映させる時、クリエイ
ティビティを発揮する機会は限りなく広がります

ビジュアルの消費量は、以前とは比べ物にならな

いほど大きく変わりました。 従来型のメディアを通

して、数少ない意見しか届けることができなかった

時代は終わり、今では数え切れないほどの視点や

アイデアを、様々なプラットフォームから発信できま

す。さらに、身近なグループだけでなく多種多様な

グループとコミュニケーションを取ることを可能にし

ています。

“自分”の作成も削除も、ボタン
1つで簡単にできてしまいます

実際にデジタル時代の到来で、私たちの選択肢の

幅は広がりました。しかし一方で、何でも一瞬で

消えてしまう無常さもあります。“自分”の作成も削

除も、ボタン1つで簡単にできてしまいます。 それ

は、誰でも“なりたい自分”になることだけでなく、

同時に何人もの“なりたい自分”を存在させることも

可能になったことを意味します。また、言葉で表現

しなくても、絵文字を使って単刀直入に気持ちを伝

えることも可能です。

「Surreality（シュールリアリティ）」は、私たちが文

化を消費して情報を共有する新たな形式を、ビジュ

アルで表すトレンドです。 かつての「Surrealism

（シュールレアリズム）」と呼ばれる芸術運動は、

人々の深層にある意識を理解するために「無意識」

を表現したものですが、「Surreality（シュールリア

リティ）」を形成するビジュアルも、生活の大部分が

デジタル化されたことによる私たちの生活体験の

二重性を一致させようとしています。

インターネットが私たちの世界を変え、一人ひとり

が見える視界が良好になったため、企業ではなく

個人が表に立つようになりました。 年間で最も優

れたミュージックビデオやアーティストを表彰する

MTV Video Music Awardsも、今ではオンライン

が主戦場となっています。また、GIFやミームなど、

オンライン上で人から人へと流行を生み出す方法を

取り入れることで、ブランドは時代の先頭に立ち、

ビジュアルの最前線に位置付けることも可能です。

「Surreality（シュールリアリティ）」というトレンド

は、他の様々な方法でも発揮されています。 人

間は複雑で予測不可能です。 そうであれば、ブ

ランドのビジュアルも複雑で予測不可能であって

良いはずです。 その1つの形は、現実を超越した

コラージュです。ファッションブランドのケンゾー

（KENZO）はこの手法を駆使してデザインし、何か

を中心としたスタイルに定着させるのではなく、複

数の源泉や原点からのインスピレーションを集めて

制作しています。 見る人を陶酔させる没入型でサ

イケデリックなビジュアルは、ジャンルを超えた利

点があります。 テクノロジーによって偶然との出会

いが減った今、このビジュアルは、意外性を感じさ

せ興奮をもたらします。

このトレンドを構成するもう1つの要素は、「繰り返

し」です。 目にする写真の量とそれを消費するス

ピードは増すばかりです。しかしデジタル世界の

中で繰り返される風景を見ていると、切れることの

ない無限の世界に身を置いたような感覚になり、パ

ターンが築かれていきます。 二重性に対応しよう

とする私たちは、オンラインとオフラインの2つの人

格を持っており、自分自身の人物描写にも2つの次

元間で重複が現れるようになります。例えば、断片

化された複数の肖像画で構成されるようなビジュア

ルは、非協調さ、矛盾さ、包括さといった多面性を

持ち備えている人間の取る行動が、いかに複雑で

あるかを正確に表しています。

「Surreality（シュールリアリティ）」の魅力は広範囲

に渡っており、ビジュアルが持つ万華鏡のように変

化する強烈さは、GIFやミームの作成を促し、制作

にオーディエンスを参加させることで共有を図ろう

とします。 デジタル時代のプラス面を引き出し、

未来に目を向けてビジュアルを使用していけば、ブ

ランドは過去を断ち切り、未知の領域へと達するこ

とが可能になるでしょう。

579981405, Jan Stromme/Prestige
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人間は複雑で
予測不可能です。
そうであれば、
ブランドのビジュアルも
複雑で予測不可能で
あって良いはずです
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EMERGING TALENT

Braden
Summers

Beth Wachtel-Lipke,  
Senior Creative Content Editor, 
Getty Images

ポートレート写真を専門とする写真家であり、アー

ティストのブレーデン・サマー。 サンフランシスコ

を拠点に活動する彼の作品は国際的に認知されて

おり、Marie Claire（マリ・クレール）』、『ELLE（エ

ル）』、『GLAMOUR（グラマー）』、『The Advocate

（アドヴォケ ート）』、『The Huffington Post（ ハ

フィントン・ポスト）』などで取り上げられています。

多様性と受容性に焦点を当て、「All Love is Equal

（全ての愛は平等）」は、彼のプロジェクトで最も有

名なものになっています。クラウドファンディングの

Kickstarter（キックスターター）で、自身のプロジェ

クトの立ち上げに成功したブレーデンは、世界中を

旅しながら、同性愛者の純粋な愛情が伝わってくる

様子を美しく表現しています。

「視覚的に人を強く惹き付け、非常に影響力があ

る。 そんなブレーデンの作品に、私は惚れてしま

いました。 彼のビジュアルは、本物の感情と昔な

がらの魅惑的な写真スタイルに見られる細工が、バ

ランス良く巧みに施されています。ブレーデンの

言葉を借りると、『会社が広告にゲイカップルを起

用することは、今でも報道のネタになります…しか

しもっと普段から取り入れられていれば、それほど

驚くことではなくなります』。

ブレーデンは、世界中の現代の愛の形を分かりや

すく表現することで、自尊心や寛大さを表現する作

品を生み出しています。 彼の作品は、人を感動さ

せ、心を開かせてくれます」

542710251, Braden Summers/Prestige
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ブレーデン・サマーの作品

「私は、自分の作品をルネサンスや抽象表現主義時

代から、カラーパレットを呼び出したような絵画形

式にしようと努めています。 古典的な美と、柔らか

さを生むことに、興味があります。

『All Love is Equal（全ての愛は平等）』のシリーズ

作品を世界中で撮影するという大きな冒険に旅立

つ前に、プロデューサーのグレッグ・ヤロセフスキ

とパリにいました。 パリ滞在中にカップルを撮影し

ようと計画したのですが、何時間スカウトしても、こ

れだと思う人でモデルを引き受けてくれる人が見

つかりませんでした。 次の目的地に向かう前日、お

気に入りのパリジャンレストランの一軒で席へ案内

されるのを待っていた時に、ゴージャスなカップル

が入店してきたのです。 完璧なモデルに出会った

私は、翌日撮影することにしました。 2人は、フラン

スで同姓婚が合法化される前に制定されたPACS

（Pacte Civil de Solidarité）という民事連帯契約

を結んだ最初のカップルの一組で、約19年間も一

緒に過ごしています。そして2014年に、エドワード

とローランは結婚しました」

542710245, Braden Summers/Prestige
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ひらめきの源泉

「ありきたりに聞こえるかもしれませんが、美が一番

のひらめきで、私の写真を見た人にもその美が吹

き込まれたらと思います。 私はロマンチックなアー

ティストです。 世界中の様々な文化や環境に存在

する美を見ると、創作の芽が生まれてきます。 全

ての作品はポートレート写真が中心で、ありとあら

ゆる相違の中にかすかに覗く共通点を見つけること

に焦点を当てています」

独自のプロセス

「全ては、その場のインスピレーションを集めた

『ムードボード』の作成から始まります。 計画なし

で、自然に作品が出来上がることはほとんどありま

せん。ムードボードの作成には、何時間、何週間、

何ヶ月も費やします。 物語、衣装、カラーパレット、

髪型、メイク、被写体を一体化した作品に仕上げ

ることができるか、そのビジョンを構築していきま

す。 作品を通して伝えたいことを、空白の状態から

思い浮かべるので、計画は撮影と同じくらい面白い

です。セットでカメラを構えた時は、頭の中にある

ビジョンの90%がすでに描かれています。 後は、

偶然性を取り入れながら計画を実行できるように、

チーム全体を監督します」

クリエイティブ制作の場所

「サンフランシスコの自宅に小さなオフィスがあり、

リビングには美術書の巨大なコレクションがありま

す。 新しいクライアント用にアイデアを考える時、よ

くコレクションを読み、思い描くカラーパレットを探

したり、ムードボードを作成します。自宅にいない

時は、クリエイティブなプロセスの大部分は、旅行

や他のアーティストとのコラボレーション、美術展か

ら刺激を受けることが多いです」

その他の作品
gettyimages.com/bradensummers
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 ガイ・メリルは、世界中の写真家と協力して、
素晴らしい作品を制作しています。 写真に対
する情熱は人一倍強く、ビジュアル文化や写真
に関する数多くの講演を行っています。ニュー
ヨーク大学の卒業生で、デザイン、インテリア、
コーヒーが大好きです。

Creative
process
CASTING: A CHANGE IN PERSPECTIVE

米『Life（ライフ）』誌の写真エッセイで著名な写真

家ゴードン・パークスは、次のような名言を残して

います。「（注目されるのは写真家ですが）本当に

重要な人は、写真家が撮影した人々です」 被写体

なしに写真家の存在はありえません。 米俳優から

最も尊敬されている映画監督の一人ロバート・ア

ルトマンも、彼の作品の偉大さについて尋ねられた

時、次のように答えています。「素晴らしい役者を

雇うことです」 ピッタリの役柄を演じられる人を見

つけることができれば、物語が自然と語られるよう

になるのが理由です。しかし、必ずしもこの理論

は成立しないとされてきたのが、商業写真の世界

です。ところが近年では、キャスティングが今まで

以上に重要な要素になってきました。

昔ながらのストックフォトでは、写真撮影でポーズ

を取り、それらしく見えるように演じるプロのモデル

が採用されていました。 カップル、家族、医師、ス

ポーツ選手など、色 な々役を演じるために雇われる

のが、プロのモデルです。その艶 し々た笑みは、一

般の人が羨むような理想的な姿を思い浮かばせま

す。このアプローチによって作り出される綺麗な現

実は、さほど驚きを感じさせませんが、目鼻立ちの

整ったモデルには普遍的な魅力があり、その人気

の高さは実証済みです。

しかし、私たちが置かれている昨今のビジュア

ルは、大きく変わりました。 人格や個性を本質

とする市場へとシフトが進んできているのです。

Facebook（フェイスブック）、Instagram（インスタ

グラム）、Snapchat（スナップチャット）などを通じ

て、人 は々ビジュアルにますます精通しており、ポー

ズをとっていて本物ではない瞬間に敏感になって

います。 テレビでは、個性豊かな女囚たちの人間

模様を描いた『Orange is the New Black（邦題：

オレンジ・イズ・ニュー・ブラック 塀の中の彼女た

ち）』のようなドラマシリーズが、他に類のない多様

性と真実性を表現していると人気を博しています。

広告の世界では、幅広い年齢層のあらゆる体型の

女性たちがスポーツを楽しむ姿を紹介する「This 

Girl Can（ディス・ガール・キャン）」が話題となり、

オンライン再生回数は1千3百万回を超え、様々な

賞を獲得しました。

ブランドは、私たちが住む本当
の世界を反映し、人種、性別、年
齢、能力、体型などの違いを全
て包括した本物の多様性を再
現しようとしているのです

キャスティングがこれほどまでに重要となった背景

には、イメージ主義の文化だけでなく、グローバル

化が進む世界に私たちが生きているという事実も

含まれています。 以前は見向きもされなかった消

費者グループを、対象として迎え入れる重要性に、

ブランドは気づき始めています。 例えば、イギリス

で企画して撮影したキャンペーンがイギリスで成功

したからと言って、メキシコや中国でも成功できる

とは限りません。ブランドは、私たちが住む本当の

世界を反映し、人種、性別、年齢、能力、体型など

の違いを全て包括した本物の多様性を再現しよう

としているのです。

宿泊場所の提供者と利用者を繋ぐ民泊プラット

フォーム、Airbnb（エアビーアンドビー）のCMOジョ

ナサン・ミルデンホールは、これを実践できている

ブランドを目指す必要があると述べています。「従

来のマーケティングというレンズを通したものでは

なく、人種が本来持つ美と多様性をありのまま描く

責任が、業界にはあります」 

実際、モデルのトレンドはプロから一般の人へ移

り変わってきており、街角で見つけた人の起用が

進んでいます。 街角でのモデルのスカウトは、“次

の顔”を発掘するために長い間ファッション業界で

行われてきており、今に始まったことではありま

せんが、この傾向を受けて、「Real People（リアル

ピープル）」と呼ばれるモデル以外の「一般の人た

ち」が多くのファッションキャンペーンに登場してい

ます。 例えば、MARC BY MARC JACOBS（マー

ク BY マーク ジェイコブス）では、モデルになりた

い人なら誰でも、Instagramを通じて自分の写真

にハッシュタグ#CastMeMarcを付けて応募でき

る、ソーシャルメディアキャスティングを行いまし

た。ファッション・ウィークでは、デザイナーの祖父

母、パラリンピック選手、ウェブログサービスTumblr

（タンブラー）の人気者たちがランウェイを飾り、

「Non-Model Model（モデルらしくないモデル）」

を略して「Nodel（ノデル）」という流行言葉が生ま

れました。 幼い頃から尋常性白斑という皮膚病に

悩まされてきたウィニー・ハーロウも、世界が最も

注目するモデルとしてソーシャルメディアで取り上

げられ、ファッション雑誌を圧巻しています。

商業写真におけるキャスティングの新アプローチに

より、隠されていた美しさや語られることのなかっ

た物語が描かれるようになりました。ブランドが、

これまでとは違った意外な観点から物語を描くこと

に力を入れていることは明らかです。 実在の人物

を起用することで、ありきたりな表現から脱却する

機会が与えられるだけでなく、プロのモデルからは

得られないような本物感や自然なビジュアルを作り

上げることができます。

近所の人や学校の先生、または電車で偶然に隣り

合わせになった人など、一般に生活している人たち

を捉えた写真が、ゲッティイメージズでも最も力強い

ビジュアルになっています。 今回、「Real People」

をテーマに、3人のゲッティイメージズの写真家の

作品を集めました。これらの作品を見ると、写真か

らにじみ出る個性が写真の本質的要素であり、最

も重要なものであることを教えてくれます。
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「人間の魅力を決めるのは、外見や容姿ではなく、

人の内面や振る舞いです。 長年かかりましたが、

昨今のモデルのキャスティングの変化でようやく気

づかれるようになりました。 私は、ありのままの自

分が好きで、他の人からどう思われているかを気に

しない人と仕事をしたいと思っています。 見つける

までには多くの時間を費やしますが、街角スカウト

や家族や友人たちと相談し、興味深い人を探し出

そうとしています。このようにして見つけた人たち

は、ビジネスやライフスタイルをテーマとした写真

に最適です。 なぜなら、彼らが持つ説得力や本当

の魅力が写真から自然と伝わってくるからです。

時には、スポーツ選手、科学者、製造業で働く人な

ど、専門的な仕事をしている人が必要な場合もあり

ます。その時は、ロケ場所から探し始め、その場所

で本当に働いている人でモデルになってくれる人

を探します。 農場での撮影に、農業に従事してい

ないモデルを撮影することはできません。 撮影対

象は、現場の仕事を本当にしている現場の人々の

みです。 またスポーツ選手を撮影する場合は、カ

メラマンがポーズの指示を出すことはできますが、

空間や時間軸において身体を置くべき場所を知っ

ているのは、スポーツ選手です。さらに、人が持つ

スキルや知識は何よりも勝るため、外見を見ずに

キャスティングすることもあります」

トーマス・バーウィックの
方法
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「ここ数年は、市場が変わって普通の人っぽいルック

スが好まれるようになり、街角でスカウトすることは

私の作品でも重要な要素になっています。 一般の

人をモデルとして起用する時に大切にしていること

は、十分に下準備をすることです。どんなタイプの

人を探しているのか、事前にはっきりとさせておく必

要があります。

普段は別の仕事をしている人が多いため、撮影は

平日の夕方から夜にかけて、または週末に行います。

大人よりも若い年齢層の人たちの撮影が必要とさ

れる場合は、より柔軟性があって、もう少し稼ぐた

めなら頑張ろうという学生を探します。 私が求めて

いる具体的なタイプのモデルを探すためには、その

学生が専攻している学問を参考にしています。 例

えば、タトゥーを入れたヒップスタースタイルの若者

マイク・ハリントンの
方法

を見つけたい場合は、アートやデザインの専門学校

を訪れます。 医者モデルを探す場合は、当然大学

の医学部や医学技術専門学校に行きます。 また、

年齢層の高い人をモデルにしたい場合は、地域の

園芸会や婦人会など、関連性のあるクラブや愛好

会に属している社交的な人を探します。

自分からその場所に出向き、お互いに顔を合わせて

話をすると、モデルになることを引き受けてくれる

可能性が高くなります。 相手は自分で気づいてい

なくても、私が探し求めている魅力がその人にある

ことを伝えてあげると、心配が和らぐようです。 一

般の人をモデルとして起用する場合、カメラの前で

どんな表情を見せてくれるか知るまでに時間がか

かります。しかし、私が思い描く写真の被写体に合う

人かどうかは、キャスティングの段階で分かります」
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「私にとってキャスティングは、オリジナルのコンセ

プトを持つことと同じくらい重要です。 興味深い個

性やユニークな容姿を持つ人が、私の求めている

イメージと重なることが多いです。 街中を歩き回っ

たり、俳優養成所やモデルエージェンシーを訪れた

り、友人や家族に相談して、ぴったりのモデルが見

つかるまでに何日間もかけることはよくあります。

時として、写真に物語を吹き込むことができるの

は、カメラマンではなくモデルです。 私は、モデル

側の状況と、モデルに対して私が心に描く内容を

想像しながら、写真撮影に臨みます。 街で見つけ

たモデル未経験の一般の人たちを起用した場合、

緊張感が抜けてポーズをとっていない瞬間がタイ

ミングよく捉えられると、プロのモデルでは得られ

ないような自然さと新鮮味が写真に現れます。そん

な瞬間を捉えることに私は情熱を燃やしています」

タラ・ムーアの方法

586076699, Tara Moore/Prestige
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私たちクリエイティブチームは、ビジュアルト
レンドを特定し、フォトグラファー、フィルム
メーカー、パートナーと協力して、クライアン
トのプロジェクトに最適なコンテンツを提供
することに力を注いでいます。

クリエイティブチームの
紹介
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