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ESPアップロードポータルへようこそ。ESPアップロードポータルへようこそ。

ゲッティイメージズのコントリビューターの皆様にご利用いただける、ESPアップロードポータル

のサービスを開始いたしました。ご利用を始める前に、このガイドをよくお読みください。
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コンテンツ提出前の準備コンテンツ提出前の準備
トップに戻る 

以下の各ステップで、提出するコンテンツの要件について説明します。

1. 以下の技術的基準を満たすため、作品のなかでも最高品質のものをご用意ください。以下の技術的基準を満たすため、作品のなかでも最高品質のものをご用意ください。

承認された作品はESPからウェブサイトへ直接公開されるので、提出時点でユーザーが

そのまま使用できる状態にしておく必要があります。

拡大していない、解像度が最も高いバージョン（オリジナル）を使用してください。

オリジナルのファイルは、サイズが3メガピクセル以上、256メガピクセル以下のもの

としてください。

2. 作品のテクニカルチェックを行ってください。作品のテクニカルチェックを行ってください。すべての作品に対して100%のテクニカル

チェックを行い、(1) メインの被写体が鮮明であること、(2) 不自然なカラー分解や余分な

粒子、デジタルノイズ、ほこり、ひっかき傷、フリンジなどの技術的欠陥がないことを確認

します。ポートレートの場合、多岐にわたる商業用途で使用できるようにするには、最低で

もモデルの目に焦点を合わせる必要があります。必要に応じて、再スキャン、再処理、再撮

影を行ってください。

3. 作品のレタッチを行ってください。作品のレタッチを行ってください。商標、ロゴ、ボーダー、ウォーターマークなどを削除

するために、すべての作品にレタッチを行ってください。

大まかに言うと、「疑わしきは削除」が最善策です。

許諾の得られていない報道・出版用途のクリエイティブコンテンツの詳細について

は、許諾の得られていないクリエイティブ写真に関するガイドラインをご覧くださ

い。

4. ファイルはJPG形式またはJPEG形式で保存してください。ファイルはJPG形式またはJPEG形式で保存してください。

RGBカラースペースを使用してください。

ここで説明している技術的要件を満たす、最も解像度の高いファイルを保存してくだ

さい。ユーザーには可能な限り最大サイズの画像が好まれるので、一般的にファイル

サイズは大きいほど良いと言えるでしょう。ただし、補間処理によるファイルサイズ

の拡大はしないでください。

完成した画像を、拡大および縮小しない最高（低圧縮率）の画質設定のJPG形式または

JPEG形式で保存します。

5. IPTC形式でメタデータを埋め込んでください（任意）。IPTC形式でメタデータを埋め込んでください（任意）。ESPはIPTCメタデータに対応して

いるため、タイトル/説明/作成日/作成者/都市/国/キーワードなど、関連するすべての項目

の情報を抽出します。

6. 必要に応じて、モデルリリースおよびプロパティリリース、あるいはエディトリアル必要に応じて、モデルリリースおよびプロパティリリース、あるいはエディトリアル

同意書などを準備してください。同意書などを準備してください。

ゲッティイメージズで認可されているモデルリリースまたはプロパティリリースを必

ず使用し、必要な情報を記入してください。

コンテンツに認識可能な人物が含まれている場合は、モデルリリースを取得する必要

があります。（「報道・出版用途」のコンテンツの詳細については、許諾の得られて

いないクリエイティブ写真に関するガイドラインをご覧ください。）

プロパティが作品の主要な対象となっているコンテンツ（建物や芸術作品などのオブ

ジェクトなど）には、プロパティリリースを添付する必要があります。（「報道・出

版用途」のコンテンツの詳細については、許諾の得られていないクリエイティブ写真

に関するガイドラインをご覧ください。）
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「報道・出版用途」のコンテンツでも、書面による許可が必要な場合はエディトリア

ルプロパティ同意書が必要となります（入場に制限があったりチケットが必要な場

所、私有地など）。これらの関連書類を、プロパティリリースと同様に作品に添付し

てください。

リリース関連のファイルは、JPG、PDF、PNGのいずれかの形式で保存してください。

ファイルサイズは、リリース1点につき10MB以内にしてください。

1. モデルリリースおよびプロパティリリースを見るには、モデルリリースおよびプロパティリリースを見るには、ここここをクリックしをクリックし

てください。てください。

22. . モデルリリースおよびプロパティリリースに関しては、よくあるご質問モデルリリースおよびプロパティリリースに関しては、よくあるご質問

（FAQ）も充実しています。（FAQ）も充実しています。ここここからご覧ください。からご覧ください。

以上のステップがすべて完了したら、ESPにログインしましょう。

対応ブラウザ対応ブラウザ
トップに戻る

ESPは、以下のブラウザで使用できます。

ChromeおよびFirefoxの最新バージョン、IE 10以降、Safari 6以降

モバイルブラウザ（ベータ版）: モバイルブラウザのサイトにはほぼ対応していますが

（iOS上のSafariなど）、モバイルブラウザ上でベータ版のESPを使用する場合は、一部の動

作にバグが発生することがあります。

ESPへのログインESPへのログイン
トップに戻る 

コンテンツの準備ができたら、ESP（https://esp.gettyimages.com）へログインして提出作品の作

成を行います。

提出の作成提出の作成
トップに戻る 

提出とは、同時に審査を受けるために、関連した複数の作品を一括してアップロードする、

その1回分を指します。1回の提出全体に、メタデータをまとめて適用することもできます。

1回の撮影による一連の作品、または関連トピックとして撮影された一連の作品は、グルー

プとしてまとめて提出してください。

提出作品が求められている内容に沿った優れたものになるよう、提出要件やヒントについて

記載されたセルフ編集ガイドを参照してください。過度に類似した作品を多数提出するので

はなく、その中から最も優れたものを選んで提出してください。1つのグループとして審査

してほしい作品は1回の提出にまとめてください。

写真をアップロードした後に、メタデータやリリースも追加できます。

1. ログイン後、ドロップダウンメニューから提出のタイプを選択してください。例えば、左上

のドロップダウンメニューから、「Getty Creative Image（ゲッティクリエイティブイメー

ジ）」「iStock Creative Image（iStockクリエイティブイメージ）」などを選択できま

す。

iStock向けに許諾の得られていない許諾の得られていないクリエイティブコンテンツ（報道・出版用途）

を提出する場合は、「iStock Editorial（iStockエディトリアル）」を提出のタイプ

として選択します。

ゲッティイメージズ向けに許諾の得られていない許諾の得られていないクリエイティブコンテンツ（報

道・出版用途）を提出する場合は、「Getty Creative Image（ゲッティクリエイティ
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ブイメージ）」を選択し、提出時にメモをつけてその意図を説明してください。

2. 該当する場合は、「Brief Code（作品テーマコード）」を入力するオプションが表示されま

す。クリエイティブの作品テーマやクライアントニーズ、コンペティションやその他のコン

トリビューター コミュニティからの特定のリクエストに沿って作成された作品を提出する

場合は、このオプションを使用してください。該当しない場合は空欄のままで結構です。

3. 提出名を追加してください。これは、提出のタイトルです。この「タイトル」には、作品の

対象のほか、エディターにとって、または自分用の記録に有用な情報を記入します。例え

ば、「Panama and Colombia – September 2015（パナマとコロンビア - 2015年9月）」など

です。

4. 「+New Submission（新規の提出を作成）」をクリックして、提出を作成します。

提出へのメモの添付提出へのメモの添付

提出にメモを加えることもでき、エディターが提出を開いたときに表示されます。

提出の概要や、コンテンツに関するその他の重要な情報も記入しておきましょう。

提出に、許諾の得られていない報道・出版用途のクリエイティブコンテンツが含まれている

場合は、許諾の得られていないクリエイティブ写真に関するガイドラインで説明されている

とおり、その旨もここに記入してください。

素材のいずれかがクリエイティブコモンズに存在する場合、または以前使われた履歴がある

場合は、今回の審査に関連するその他の背景情報や補足情報とともにここに記入します。

メモは、作品を提出した後でも編集できます。ただし、エディターにより提出の審査が始

まった後は、メモを更新したり変更を加えたりしないでください（例外については以下の

「3.」を参照してください）。

1. メモを追加するには、「+ View/Edit note（メモの表示/編集）」をクリックしてくださ

い。

2. メモを記入したら、先へ進む前に必ず「Save Note（メモの保存）」をクリックしてくださ

い。

3. エディターは、提出作品に関する質問やフィードバックを「Notes（メモ）」欄に入力する

ことがあります。必要に応じて、そのようなエディターのコメントへの回答を「Notes（メ

モ）」欄に記入できます。メモを追加する場合は、元のテキストは削除しないでください。
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作品のアップロード作品のアップロード
トップに戻る 

1回の提出ごとにアップロードできる作品数には制限があります （ゲッティイメージズのコ

ントリビューターは50枚、iStockのコントリビューターは100枚までです）。

1回の撮影による一連の作品、または関連するトピックのもとで撮影された一連の作品は、

まとめて提出することを強くお勧めします。なお、作品間に関連性がない場合でも、まとめ

て提出することができます。1回で提出できるサイズの制限範囲内で、最高品質の作品を提

出してください。1つのテーマに沿って撮影された多種多様な写真（例えば、「様々な犬の

写真」など）も、まとめて提出してください。作品をすべてまとめて見ることができると、

エディターの審査作業も効果的に行うことができます。

1回の大掛かりな撮影による多数の作品がある場合や、1回の提出の作品数が制限を超えてし

まう場合は、関連する類似作品やシリーズごとにまとめて別の提出を作成してください。

「タイトル」は、「学校での撮影1 - 教室」や「学校での撮影2 - 給食室」などのように、

関連性があることがエディターに分かりやすいようなものにしてください。

1. 1つまたは複数のファイルを「+」ボックスにドラッグするか、「+」をクリックしてPCやデ

バイス内のファイルを見つけ、作品をアップロードします。または、Dropboxサービスを指

定して、アップロードするファイルを選択することもできます。

2. アップロード速度が遅いと感じる場合は、「region（地域）」ドロップダウンメニューでお

住まいの地域に一番近いロケーションを選択すると、アップロード速度を向上できます。

3. 作品がアップロードされたら、そのファイルのサムネールが表示されます。

4. スライダーを右方向へ動かすと、サムネールのサイズを拡大できます。



5. アップロードに失敗しました。どうすればよいでしょう?

失敗したのが1度なら、もう一度ファイルのアップロードを試みてください。

何度も失敗するようなら、「Account Management（アカウント マネージメント）」の

「Support（サポート）」セクションで、チケットの発行をリクエストして問題を連絡

してください。

また、いったんログアウトしてから再びログインすると、接続状態が向上する場合も

あります。

6. ファイルが無効だというメッセージが出るのですが、どうすればよいでしょう? ファイル上

で「Ctrl + i」キーまたは「Apple + i」キーを押して、正しいJPEG形式のファイルである

ことを確認してください。

提出名の編集提出名の編集
提出名は提出を作成した後も変更することができます。

1. 現在の提出名の横にある鉛筆のアイコンをクリックしてください。

2. 現在の提出名を表示したテキストボックスが開きます。提出名を削除し、新しい提出名を入

力してください。

3. テキストボックスの外をクリックすると、変更が適用されます。

メタデータの追加メタデータの追加
トップに戻る 



作品のアップロードが完了する前に、メタデータを追加することができます。

メタデータを各作品に追加するには、作品のサムネールをクリックして必須入力項目に入力

してください。

または、「すべて選択」をクリックするか、Shiftキーを押しながらクリックするか、ある

いはCtrlキー（Macの場合コマンドキー）をクリックしながら複数のファイルを選択してか

ら必須入力項目に入力すると、複数の作品にメタデータを一度に追加できます。メタデータ

の特定の欄が黄色になっている場合、その欄に入力されたメタデータが一部またはすべての

ファイルで異なっていることを示しています。まとめてメタデータを追加する場合は、それ

ぞれの作品に固有の正確な情報が追加されていることを確認してください。

メタデータは、テンプレートから追加することもできます（カスタムテンプレートの作成に

ついては付録A、テンプレートの適用については付録Bを参照してください）。

メタデータは、選択した作品に追加されます（選択されている作品は、サムネールの周りに黒い枠

線が表示されています）。

メタデータの各欄メタデータの各欄（*は必須入力項目）

1. タイトル* タイトル* – 作品の対象を説明する分かりやすいキャプションを入力します（255文字以

内）。

2. 説明説明– 必要に応じて、作品について「タイトル」を補足するさらに詳しい説明を入力しま

す。「タイトル」と同じ情報を入力しないでください。ここには、ユーザーにとって関連の

ある詳細情報や文脈のみを入力します。

3. 作成日*作成日* – この項目は、作品ファイルのデータから自動的に追加されます。

4. 地名（都市や県/州など）地名（都市や県/州など）（テキストを自由入力する欄であるため、誤字や脱字にご注意く

ださい。地名のスペルが間違っていると、検索用語としてヒットしません。） ドロップダ

ウンメニューから国*国*を選択します。



5. キーワードキーワード

追加するキーワードは、数よりも品質が重要です。ユーザーが確実に作品を検索でき

るよう、最も関連性のある、正確かつ的確に作品内容を描写する用語のみを入力して

ください。

詳細については、キーワードガイドをご覧ください。

追加されたキーワードは作品とともにウェブサイトに公開されるため、自身の名前や

モデル名を記入したり、ゲッティイメージズの検索用語に含まれていない語句を確信

のないまま記入したりしないでください。

キーワードの周りに点線が表示される場合、より具体的な言葉で指定する必要がある

ことを示しています。より具体的なキーワードを使用しないと、検索にヒットしない

可能性があります。

少なくとも5つのキーワードを入力して、作品内容を描写してください（*は必須入力項

目）。

点線で囲まれているキーワードをクリックすると、より的確な用語を選択できます。
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キーワードを丹念に確認して必要な箇所を明確にし、用語が正確であることを確認してくだ

さい。

アイコンベースのキーワード

作品に適切なキーワードを見つけられるよう、ビジュアルアイコンがついています。

この機能は、選択したアイコンに基づいてキーワードを自動的に生成します。これを

利用すると、キーワードを欄に入力する必要はありません。

これらのアイコンは必ずしもすべてを網羅するものではありません。生成された作品

内容が具体的でない場合は、具体的な用語をキーワード欄に追加してください（「4人

の人物」など）。

PicScoutは、作品内容の特徴を特定して選ぶべきアイコンを提案します。

6. 人数人数: 可能な場合は、PicScoutの提案が青色で強調され、デフォルトで選択されています。

提案を変えずに提出するか、またはより正確なメタデータになるよう編集することもできま

す。作品に写っている人数を適切に表しているアイコンをクリックしてください。

7. 人物の構図人物の構図: 可能な場合は、PicScoutの提案が青色で強調され、デフォルトで選択されてい

ます。提案を変えずに提出するか、またはより正確なメタデータになるよう編集することも

できます。必要に応じて、作品に写っている人物の構図を適切に表しているアイコンをク

リックしてください。

8. 表情表情: 必要に応じて、作品に写っている人物の表情を適切に表しているアイコンをクリック

してください。作品に見られる表情と明確に一致する場合のみ、アイコンを選択してくださ

い。多数の人物が写っていて、ごく一部の人物のみが微笑んでいる場合などは、「微笑み」

というキーワードを追加しても検索において良い効果を生みません。なお、この項目で挙げ

られている感情の選択肢は限られているため、作品に関連あるものが選択肢にない場合もあ

ります。必要に応じて、その他のコンセプトや感情を表すキーワードを、下の「その他の表

情」欄に記入してください。

9. その他の表情その他の表情: アイコンで指定されていない、その他の表情を表すキーワードを入力してく

ださい。



10. 希望するライセンスモデル（任意。ゲッティイメージズの専属コントリビューターの希望するライセンスモデル（任意。ゲッティイメージズの専属コントリビューターの

み）み）: それぞれの作品に対して希望するライセンスモデルを選択してください。

11. Signature+ 推薦（iStock専属コントリビューターのみ）Signature+ 推薦（iStock専属コントリビューターのみ）：作品をSignature+向けに推

薦したい場合、推薦する作品についてこのボックスにチェックを入れます。

12. 著作権（任意。ゲッティイメージズのコントリビューターのみ）著作権（任意。ゲッティイメージズのコントリビューターのみ）: 著作権情報を入力し

てください。©マークや「著作権」という語句、最初の公開年、著作権所有者の名前（通常

は撮影者のフルネームで、クレジットとは異なるものでも結構です）などを記載します。著

作権欄には、著作権以外の情報は記入しないでください。この欄は、ユーザー側には表示さ

れないことにご注意ください。著作権やその他のトピックの詳細については、よくあるご質

問（FAQ）をお読みください。

13. カラーカラー: 作品のカラーに関する特徴を選択します。

14. 「Save（保存）」（メタデータの枠の下または上にあります）をクリックして、作品につい

て入力したメタデータを保存してください。

article.asp?article_id=/help


赤で表示されている項目は、必須入力項目に記入されていないことを示しています。

以上のステップ1～14を、提出する残りの作品のそれぞれについて繰り返します。

リリースまたはエディトリアルプロパティ同意書のアップロードリリースまたはエディトリアルプロパティ同意書のアップロード
トップに戻る 

ゲッティイメージズで認可されているモデルリリースまたはプロパティリリースを必ず使用

し、必要な情報を記入してください。

認識可能な人物やプロパティが映っているすべての作品に対して、モデルリリースやプロパ

ティリリースをアップロードする必要があります。（「報道・出版用途」のコンテンツの詳

細については、許諾の得られていないクリエイティブ写真に関するガイドラインをご覧くだ

さい。）

「報道・出版用途」のコンテンツでも、書面による許可が必要な場合はエディトリアルプロ

パティ同意書が必要となります（入場に制限があったりチケットが必要な場所、私有地な

ど）。これらの関連書類を、プロパティリリースと同様に作品に添付してください。

リリース関連のファイルは、JPG、PDF、PNGのいずれかの形式で保存してください。ファイ

ルサイズは、リリース1点につき10MB以内にしてください。

以下のステップに従ってリリース関連の書類をアップロードした後は、リリースと作品の一

致のステップへ進んでください。このステップを抜かすと、提出作品は返却されてしまいま

す。

1. 「Release（リリース）」セクションで、「+ Upload new release（新しいリリースのアッ

プロード）」をクリックしてください。

2. お使いのコンピューターやデバイス内でリリースファイルを見つけてください。

ファイルを選択すると、ページの左側にプレビューが表示されます。このプレビューを使っ

て、次のステップでリリースのメタデータを入力します。

3. リリースタイプ*リリースタイプ*を選択してください。- 許諾の得られていない作品に関するエディトリア

ル同意書がある場合は、プロパティリリースと同様にここでアップロードします。

/article.aspx?article_id=3069
/article.aspx?article_id=5252
/article.aspx?article_id=3715


4. モデルのジェンダージェンダーを選択してください。

リリースで男性か女性かが指定されておらず、モデルが「I identify as」オプション

を入力した場合は、該当する用語がなければここは空欄にしてもかまいません。

選択したジェンダーが影響をもたらすことはなく、このデータが作品やドライブ検索

に使われることはありません。特定のジェンダーを表す用語は、メタデータの追加の

セクションで説明されているキーワード欄に追加できます。

モデルリリースにあるモデルの人種や民族の情報は、ESPでは現時点で収集していませ

んが、非常に貴重な情報です。後でキーワード欄に人種や民族を追加できるように、

モデルにはモデルリリースの人種や民族のセクションに必ず記入してもらってくださ

い。

5. モデルの人種や民族人種や民族を選択してください。該当する場合は、複数選択してもかまいません。

6. モデルの生年月日*生年月日*（「MM/DD/YYYY」の形式）を入力してください。

この重要なデータは弊社にて保存され、オンラインで公開される作品に自動的に添付

されることはありません。モデルの年齢情報が含まれているとユーザーには検索にお

いて便利なので、この詳細もキーワード欄に追加しましょう。



7. 「Add（追加）」をクリックしてアップロードを完了してください。

提出に含まれる残りのリリースについても、このプロセスを繰り返します。

8. リリースのアップロードが完了したら、「Submission Batch（提出バッチ）」タブをクリッ

クして提出に戻ります。

しかし、ここでリリースに関する手続きが完了したわけではありません。しかし、ここでリリースに関する手続きが完了したわけではありません。

次に行う必要のある、リリースと作品の一致リリースと作品の一致のステップは必須です。このステップによ

り、作品ファイルとリリース書類を一致させることができます。このステップを抜かすと、

提出作品は返却されてしまいます。

リリースと作品の一致リリースと作品の一致
トップに戻る 

リリースファイルをアップロードした後は、それを該当する作品に一致させる作業が必要です。



1. 提出の表示画面で、リリースファイルが必要な作品をクリックして選択してください（１つ

のリリースに複数の作品を関連付ける場合は、一度に複数の作品を選択できます）。選択し

た作品は、黒い枠線で強調されます。

2. ページ右側にあるメタデータのフォームをスクロールダウンすると、今回の提出用にアップ

ロードされたすべてのリリースのリストが表示されます。

3. リリース名の隣にあるボックスにチェックを入れて、選択した作品と関連付けます。

4. これで、チェックマークのついたリリースが選択した作品に関連付けられました。このプロ

セスを、リリースが必要な残りの作品についても繰り返します。ファイルを間違えたとき

は、ボックスのチェックを外してリリースと作品の関連付けを解除することもできます。

作品の提出作品の提出
トップに戻る 

メタデータとリリースを作品に追加したら、作品を審査用に提出する準備は完了です。

作品のサムネールにある緑色の矢印は、その作品にすべての必要なメタデータが追加されて

おり、提出の準備ができていることを示しています。

アップロードした作品をすべて提出するまでは、作品の審査は開始されません。例えば、作

品を20枚アップロードしてそのうち15枚のみを提出した場合、エディターによる審査は開始

されません。残りの5枚の作品を提出するか、または提出を取りやめる作品は削除してくだ

さい。

アップロードしたすべての作品が提出されると、提出は編集待ちのリストに入ります。未完

了の提出は90日後に削除されるため、この期間中に提出作業を終えてください。

1. 作品やメタデータを提出する準備ができたら、CtrlキーまたはShiftキーを押しながら作品

をクリックして選択し、「Submit（提出）」をクリックしてください。一括して行われた提

出内のすべての作品が提出されると、審査待ちのリストに入ります。



2. 提出の準備ができたかどうか尋ねるメッセージが表示されます。「Yes（はい）」をクリッ

クして提出（または「No（いいえ）」でキャンセル）してください。

3. 作品のサムネールの下に灰色のチェックマークが付きます。これは作品が審査用に無事提出

されたことを示しています。

作品サムネールの状況キー作品サムネールの状況キー
トップに戻る 

作品のサムネールにある緑色の矢印は、作品にすべての必要なメタデータが追加されてお

り、提出の準備ができていることを示しています。

赤色の感嘆符は、作品ファイルが承認されている形式と一致していないことを示していま

す。作品ファイルには、JPGまたはJPEG形式のみを使用してください。

灰色のチェックマークは、作品が審査用に無事提出されたことを示しています。

赤色の「禁止」のマークは、作品を提出する準備ができていないことを示しています。

緑色のチェックマークは、作品が審査を通過し、承認されてオンラインで公開されたことを

示しています。



青色の回転矢印は、修正のために作品が返却されたことを示しています。

赤色の「X」マークは、作品が却下されたことを示しています。

提出ダッシュボードの使い方提出ダッシュボードの使い方
トップに戻る 

提出ダッシュボード（「+New Submission（新規の提出を作成）」ボタンの下にあります）

では、現在と過去の提出の詳細情報を見ることができます。

ESPは、審査中の提出作品に関する通知を毎日送信します。これには、編集の完了や修正リ

クエストなどが含まれるほか、エディターからの質問や追加情報を求めるコメントが来る場

合もあります。必ずすべての欄を確認してください。

提出の検索提出の検索
トップに戻る 

提出ダッシュボードでは、提出履歴を様々な方法で検索したり、並べ替え、絞り込み表示したりで

きます。

1. 提出に含まれるテキストによる検索に使用します。入力した用語で、提出内のすべてのメタ

データ欄を検索します。検索対象には、バッチIDや簡単な作品テーマコードなども含まれま

す。

2. 「?」マークの上にカーソルを置くと、ブール演算子を用いて検索する方法について詳しく

見ることができます。

3. 提出タイプや状況での絞り込みに使用します。

4. 特定の日付による検索に使用します。

5. 検索条件や絞り込み条件を設定したら、検索ボタンをクリックしてください。

6. 検索結果の順序の並べ替えに使用します。

7. 検索結果の降順または昇順での並べ替えに使用します。

作品の提出方法作品の提出方法
トップに戻る 

「Submission Summary（提出の概要）」をクリックすると、提出に関する詳細情報が表示されま

す。



1. Eメールまたはユーザー名をクリックすると、プロフィールの詳細を開きます。

2. 固有の提出バッチID（この番号をクリックすると、提出が開きます）。

3. 最新の提出日 - 提出作品は、この日付に基づいて審査されます。提出に変更を加えるたび提出に変更を加えるたび

にこの日付が更新され、編集待ちリストの最後尾へ移動されます。にこの日付が更新され、編集待ちリストの最後尾へ移動されます。

4. エディターにより審査された作品数（クリックすると、提出が開きます）。

5. 審査用に提出された作品数（クリックすると、提出が開きます）。

6. アップロードされた作品数（クリックすると、提出が開きます）。

7. 提出の状況 - 提出の状況キーをご覧ください。

8. ESP素材ID - 承認された作品のIDのいずれかをクリックすると、その作品をオンライン

（www.gettyimages.com）で見ることができます。

9. 提出内の各作品の状況 - 作品の状況キーをご覧ください。

10. クリックすると、www.gettyimages.comですべての承認された作品を見ることができます。

11. クリックすると、提出の概要が非表示になります。

提出の状況キー提出の状況キー
トップに戻る 

提出の状況は、次の3つのうちのいずれかとなります。

編集待ちリストにあり、有効な状態を示しています。エディターは一括提出でアップロード

されたすべての作品が提出されるまで、審査を開始しません。

90日経つと提出はクローズされ、編集したり新しいファイルを追加したりすることはできな

くなります。

http://www.gettyimages.com
http://www.gettyimages.com


提出内に修正が必要な作品があることを示しています。作品やメタデータ、リリースに必要

な変更について記したエディターからのメモや指示とともに、作品が返却された状態です。

作品ファイルの状況作品ファイルの状況
トップに戻る 

提出内の個々の作品ファイルの状況は、次のいずれかとなります。

未提出未提出 - ファイルはアップロードされているが、提出されていない状態。すべての必要な

メタデータやリリースが追加されていることを確認したうえで、提出してください。作品を

提出しないことに決めた、またはアップロードに失敗した場合は、作品を削除してくださ

い。

審査待ち審査待ち - 作品は提出され、エディターの審査を待っている状態。

承認/公開済み承認/公開済み - 作品がエディターにより承認され、ゲッティイメージズの作品管理シス

テムへ送信された状態。作品は、通常24～48時間以内にウェブサイトに公開されます。作品

をオンラインで閲覧するには、作品番号をクリックします。

修正修正 - 作品が修正のために返却された状態。

却下却下 - 作品がエディターにより却下された状態。提出を開くと、却下理由のメモを見るこ

とができます。

提出の状況: 修正提出の状況: 修正
トップに戻る 

提出の状況が「要修正」となっている場合は、要修正のアイコンをクリックして詳細を開いてくだ

さい。

また、提出を絞り込んで修正が必要な提出を見つけることもできます。

状況が「修正」となっているすべての作品は、エディターから修正がリクエストされていることを

示しています。

青色の提出名をクリックして提出を開き、作品に関するメモを表示してください。



作品のサムネールの回転矢印のマークは、修正が必要であることを示しています。作品のサムネー

ルをクリックすると、右側に修正に関するメモが表示されます。

リクエストされた修正を行ってから「Submit（提出）」をクリックして、作品を審査のために再び

エディターへ送り返してください。

修正の過程で新しい作品をアップロードする必要がある場合は、作品のサムネール上にある鉛筆の

アイコンをクリックして、新しいファイルを選択してください。

提出日より90日以内に作品が修正されない場合、その提出の状況は「クローズ」となり、修正を行

うことができなくなります。

却下された作品とエディターのフィードバックの表示却下された作品とエディターのフィードバックの表示
トップに戻る 

各作品の状況が「却下」となっている場合は、青色の提出名をクリックすると詳細が開き、却下さ

れた作品に関するフィードバックやメモを見ることができます。

作品のサムネール上にある赤色の「X」印は、作品が却下されたことを示しています。作品のサム

ネールをクリックすると、却下の理由やメモが右側に表示されます。

提出作品のメモの表示提出作品のメモの表示
トップに戻る 

エディターからのメモを見るには、青色の提出名をクリックしてください。

これで、提出表示画面が開きます。「View/Edit（表示/編集）」をクリックすると、「Notes（メ

モ）」欄が表示されます。



エディターからのメモがある場合は、ここに表示されます。

オンラインで写真を検索 - 素材IDオンラインで写真を検索 - 素材ID
トップに戻る 

素材IDは、承認前はESPの参照IDとして使用され、承認後はゲッティイメージズにおける最終的な

作品番号となります。作品が審査を経て承認されると、素材IDがゲッティイメージズにおけるIDと

なります。この番号をクリックすると、オンラインで公開された作品を見ることができます。作品

に何らかの問題がある場合は、お問い合わせなどの際に作品の素材IDを明記してください。弊社が

問題に対処する際、このIDがあると迅速に解決できます。

リソースリソース
トップに戻る 

コントリビューター コミュニティのウェブサイトでは、法務関連資料、キーワードのヒント、却

下理由、市場が求める作品テーマ、コントリビューターフォーラム、よくあるご質問（FAQ）な

ど、コンテンツに関連したあらゆるリソースを提供しています。

ヘルプ&その他のリソースヘルプ&その他のリソース
トップに戻る 

コントリビューターアカウントにアクセスできませんか? ユーザー名を再取得するか、パスワー

ドをリセットします。

提出の準備に関して質問がありますか? 本ESPユーザーガイドをよくお読みください。

技術的な問題やその他のご質問がありますか? よくあるご質問（FAQ）の「Need Help?（ヘル

プ）」セクションをお読みください。

付録A - カスタムのメタデータテンプレートの作成付録A - カスタムのメタデータテンプレートの作成
トップに戻る 

特定の作品に追加したメタデータは、テンプレートとして保存し、同じ提出内の他の作品や今後の

提出の際に適用できます。例えば、同じ場所や被写体の作品を何度も提出している場合、主要な欄

（「タイトル」、国、キーワード、著作権など）がすでに入力された状態であれば、次回提出する

際に便利です。

テンプレートの作成方法:

1. 今後提出する作品に追加したいメタデータ欄を記入し、「Save as a Template（テンプレー

トとして保存）」をクリックしてください。

/Welcome.aspx
http://esp.gettyimages.com/forgot-username
http://esp.gettyimages.com/forgot-password
article.asp?article_id=/help


2. テンプレートに名前をつけ、「Save（保存）」をクリックしてください。

3. また、ボックスにチェックを入れることで、このテンプレートを今後提出する作品のメタ

データの初期設定として適用することもできます。ボックスにチェックを入れて、

「Save（保存）」をクリックしてください。

付録B - テンプレートからのメタデータの適用付録B - テンプレートからのメタデータの適用
トップに戻る 

メタデータをカスタムのテンプレートから適用することができます（付録Aを参照してくださ

い）。これは、以前保存しておいたメタデータを、選択した作品に適用できる機能です。

1. テンプレートを適用するには、テンプレートを適用したい作品を選択してください（サム

ネールが黒い枠線で強調されます）。

2. 「Apply Template（テンプレートの適用）」をクリックしてください。



3. 新しいタブが開くので、適用したいテンプレートを選択してください。

4. メッセージボックスが開いて、「Apply only to selected files（選択したファイルにのみ

適用）」または「Apply to all files（すべてのファイルに適用）」の選択肢が表示されま

す。どちらかを選択して「Apply template（テンプレートの適用）」をクリックするか、

キャンセルしてテンプレートを終了します。

5. これで、テンプレートが適用されました。上記のステップ1～4を繰り返して、他の作品にも

テンプレートを適用してください。
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