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～ゲッティイメージズが 2017 年の決定的瞬間を切り取った「写真」を発表～

「Year in Focus 2017 Gallery」
12 月 21 日（木）限定開催！

AI が選ぶ「今年の 1 枚」や、ゲッティイメージズが選ぶ「今年の 1 枚」など、
2017 年を象徴する約 40 点の写真を 1 日限定で公開！
開催日時：2017 年 12 月 21 日（木）10:00～18:00（最終受付 17:30）
開催場所：ライトボックススタジオ青山 1F（東京都港区南青山 5 丁目 16−7）

デジタルコンテンツ（写真、ビデオおよび音楽）を世界 200 ヶ国以上に提供する、世界最大級のデジタルコンテンツカ
ンパニーGetty Images（本社：米国・シアトル 以下ゲッティイメージズ）の日本法人「ゲッティイメージズ ジャパン
株式会社」（東京都渋谷区、以下ゲッティイメージズ）は、2017 年に起きた報道写真からエンターテイメントやスポー
ツの“決定的瞬間”を捉えたハイライト写真集「Year in Focus（イヤー・イン・フォーカス）2017」を発表。そしてこの度、
「Year in Focus 2017」のお披露目の場として、2017 年 12 月 21 日（木）に、1 日限定ギャラリーとして「Year in
Focus 2017 Gallery（以下本ギャラリー）」を、ライトボックススタジオ青山にて開催します。
「Year in Focus 2017」には、世界各国で行われた 16 万件以上のイベント（その内、４万件以上の時事的報
道、7 万件以上のエンターテイメント、5 万件以上のスポーツイベント）において、世界中のフォトグラファーが捉えた「決
定的瞬間」から選出しました。
今回の 2017 年版には、紛争地域や難民地域のニュース写真をはじめ、ドナルド・トランプ氏が第 45 代米国大統
領に就任した翌日に発生した大規模デモ「女性の権利を訴える行進」の瞬間などを紹介。エンターテイメント部門では、
2017 年 2 月 26 日に行われた第 89 回アカデミー賞の最優秀女優賞を受賞した女優、エマ・ストーンをエスコートする
レオナルド・ディカプリオの姿を捉えた瞬間や、スポーツ部門では、2017 年世界陸上選手権ロンドン「男子 4×100 メー
トリレー」でウサイン・ボルト選手が負傷するシーン瞬間など、ゲッティイメージズならではの「決定的瞬間」を収めていま
す。
本ギャラリーでは、「Year in Focus 2017」に収められた写真の他に、株式会社 NTT データとの協業である“ニュー
ロ（脳科学）x AI プロジェクト”が選ぶ「今年の 1 枚」や、ゲッティイメージズが選ぶ「今年の 1 枚」、ゲッティイメージズが
保有する 2 億 5 千万点から選ばれた「世界で最もダウンロードされた 1 枚」など、約 40 点の「Year in Focus 2017」
の作品を、ギャラリー形式で展示します。
ビジュアルコンテンツ業界を代表するストックフォト企業であり、20 万人以上のコンテンツ提供者や、数多くのイメージパ
ートナーと協業するゲッティイメージズだからこそ実現する「Year in Focus 2017 Gallery」に是非お越しください。
ゲッティイメージズ×NTT データ「ニューロ（脳科学）× AI プロジェクト」
“ニューロ（脳科学）× AI プロジェクト”とは、人が写真を見た際の脳活動を MRI で計測し、脳活動パターンから知覚
内容を解読する「ニューロ AI ソリューション」を使用し、コンテンツ視聴時の無意識を含めた知覚を、対象（例：女性、
子供）・動き（例：食べる、飲む）・印象（例：怖い、かわいい）で解読することが出来るプログラムです。この解読
結果を比較することで、視聴者が写真を見た際に、一番印象が残る写真を「今年の 1 枚」として選定させました。

▼2017 年にゲッティイメージズが捉えた報道写真（一部抜粋）
＜ニュース＞
写真ニュース：女性の権利を訴える行進

2017 年 1 月 21 日、ワシントン DC に抗議者達がデモを実施。
ドナルド・トランプ米大統領が第 45 代米国大統領に就任した翌日、
大規模な抗議を実施している。
Photographer： Mario Tama
Credit: Mario Tama/Getty Images

<エンターテインメント＞
写真ニュース：第 89 回アカデミー賞

2017 年 2 月 26 日、第 89 回アカデミー賞の最優秀女優賞を
受賞した女優、エマ・ストーンとエスコートするレオナルド・ディカプリオ。
Photographer：Christopher Polk
Credit: Christopher Polk/Getty Images

＜スポーツ＞
写真ニュース：世界陸上選手権ロンドン 2017

第 16 回 IAAF 世界陸上選手権ロンドン 2017
（ロンドン・スタジアム）の 9 日目の男子 4x100m 決勝で、
ジャマイカのウサイン・ボルト選手が負傷した。
Photographer：Andy Lyons
Credit: Andy Lyons/Getty Images

＜アーカイブ＞
写真ニュース：ダイアナ妃、日本の国旗と衣装

1986 年 5 月 9 日、チャールズ皇太子と来日し、京都を訪れた際のダイアナ妃。
日本の国旗をモチーフにしたデザインのワンピースと赤い丸い帽子、そして笑顔。
訪問国への敬意を込めて選んだ衣装はもちろん、このパーフェクトなアングルは、
撮られた写真が世界中に広まることを意識していたダイアナ妃ならではの一枚。
Photographer：Tim Graham
Credit: Tim Graham /Getty Images

＜世界で最もダウンロードされた 1 枚＞
写真ニュース：トランプ大統領の「大統領就任“ありがとう”ツアー」

ドナルド・トランプ大統領が選挙期間中に、ミシガン州のグランドラピッズの
「デルタプレックスアリーナ」での、「大統領就任“ありがとう”ツアー」を実施している
ときの様子。
Photographer：Drew Angerer
Credit: Drew Angerer/Getty Images

■「Year in Focus 2017 Gallery」開催概要
イ ベ ン ト 名 ：Year in Focus 2017 Gallery

開 催 日 時 ：2017 年 12 月 21 日（木）10:00～18:00（最終受付 17:30）
開 催 場 所 ：ライトボックススタジオ青山 1F（東京都港区南青山 5 丁目 16−7）
作品展示数：約 40 点
入 場 料 ：無料

■「Year in Focus 2017」特設サイト

「Year in Focus 2017」に選出された写真を公開しています。
http://yearinfocus.gettyimages.com

■ゲッティイメージズ Year in Focus 2017 日本版 特設サイト

「Year in Focus」は、一年を通して世界中で起こった様々な出来事から、最も象徴的な写真を選定し、毎年末に写真集と
して発表しています。また、日本での印象的な出来事をまとめた日本版の特設サイトも毎年公開。トランプ大統領就任、欧
州で相次ぐテロなど様々な出来事がある一方、日本でも北朝鮮ミサイル問題、眞子さまご結婚、浅田真央さん、宮里藍さん
引退などのニュースがあった 2017 年。ゲッティイメージズが取材した 16 万件以上のニュースやイベントから象徴的な出来事を
月ごとにご紹介します。
http://welcome-to-gettyimages.jp/yif2017/

ゲッティイメージズについて
ゲッティイメージズは産業を牽引するサイトを通して写真、ビデオ、音楽といった 2 億以上のコンテンツを提供する、世界で最も評価され、信
頼のおけるビジュアルコンテンツの発信源です。ゲッティイメージズはクリエイティブ、ビジネス、メディアにおける世界約 200 カ国の顧客層にサ
ービスを提供し、世界最高峰のフォトグラファーとビデオグラファーによるパワフルなビジュアルコンテンツを見つけ、購入、シェアする際に人々が
最初に訪れる場所がゲッティイメージズとなります。ゲッティイメージズは、20 万以上の提供者、そして 100 以上のイメージパートナーとともに
働くこと 13 万以上のニュース、スポーツ、エンターテインメントの包括的な撮影力を持ち、ビジュアルコンセプトを伝えることのできるインパクト
のあるクリエイティブイメージ、そして世界でも随一の歴史的写真のデジタルアーカイブを提供します。
◆ゲッティイメージズ ウェブサイト：www.gettyimages.com
◆iStock ウェブサイト：www.istockphoto.com
◆Facabook ページ：https://www.facebook.com/gettyimagesjpn/?brand_redir=59323386296
◆Twiiter ページ：https://twitter.com/GettyImages
◆Instagram ページ：https://www.instagram.com/gettyimages/
◆LinkedIn ページ：https://www.linkedin.com/company/getty-images
◆Pinterest ページ：https://www.pinterest.com/gettyimages/
◆Tumblr ページ：http://gettyimages.tumblr.com
◆公式アプリ：https://itunes.apple.com/us/app/getty-images/id376812381?mt=8

ゲッティイメージズ ジャパン株式会社について

ゲッティイメージズ ジャパン株式会社は、1995 年に創業された米国シアトルに本社を置く、世界最大級のデジタルコンテンツ提供・管理会
社「Getty Images」の日本法人。2002 年設立。
ゲッティイメージズ ジャパン ウェブサイト：http://www.gettyimages.co.jp

