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④ Europeana（欧州委員会）
（http://www.europeana.eu/portal/）
EU加盟国の図書館、美術館、文書館などが参
加する、欧州文化遺産のデジタル情報資源のポー
タルサイト。
Humanities Room

当館HP内「リサーチ･ナビ > 調べ方案内 > 芸術･言語･
文学 > 美術」からも、同様の内容をご覧いただくことが
できます。

西洋の美術作品の図版を探すツールをご紹介しま
す。以下で紹介する資料は全て人文総合情報室で
ご利用いただけます。CD-ROM、インターネット上の
ウェブサイトは利用者端末でご利用ください。
*【 】内は当館請求記号。

１．主要な美術全集
①『世界美術大事典』全6巻 小学館 19881990【K2-E2】
約3,200点の図版を収録。第6巻の図版索引で
作者名から検索できます。
②『世界の美術』全140冊（合本9冊） 朝日新
聞社 1978-1980【K16-396】
1～80号が先史・古代文明と西洋篇、140号が総
索引です。（81～139号は東洋篇と日本篇。）

２．インターネット上の作品画像データベース
③ Artcyclopedia
（http://www.artcyclopedia.com/）
様々な美術関係データベースのポータルサイ
ト。作者名、作品名、美術館名から検索できま
す。

⑤ Web Gallery of Art
（http://www.wga.hu/）
11～19世紀の美術作品を収録。作者名、ジャン
ル、年代（半世紀単位）から検索できます。
⑥ World Digital Library（米国議会図書館）
（http://www.wdl.org/en/）
米国議会図書館とユネスコが共同運営する国際
的な電子図書館。美術作品も含まれます。

３．画集・作品集を探す
◇個人作品集
⑦ 国立国会図書館オンライン
詳細検索で、「著者・編者」欄に作者名を入力し
て検索します。
⑧ 美術図書館横断検索（美術図書館連絡会）
（http://alc.opac.jp/）
キーワード欄に作者名を入力して検索します。
東京国立近代美術館、国立新美術館（アートカタロ
グ・ライブラリー旧蔵書を含む）、東京都現代美術
館、横浜美術館、国立西洋美術館、東京都写真美
術館、東京国立博物館、江戸東京博物館、神奈川
県立近代美術館の各図書室・資料室などの所蔵資
料などを横断的に検索できます。
⑨『西洋美術作品レファレンス事典』
個人美術全集絵画篇1（19世紀以前） 日外ア
ソシエーツ 2015【K1-L13】
個人美術全集に収録された作品の図版索引で
す。どの全集にどの図版が収録されているか、カ
ラーか白黒かなどを調べることができます。

⑩『画集・画文集全情報』45/90 日外アソシエー
ツ【KC1-E2】

⑪『画集写真集全情報』1991-96、1997-2001、
2002-2006

日外アソシエーツ【KC1-G2、KC1-H7】

国内で刊行された画集、図録などの目録です。
政府刊行物、私家版なども収録しています。
◇カタログ・レゾネ（作品総目録）
カタログ・レゾネとは、ある作者（多くは画家、版
画家）の全作品の基本データを図版とともに収録し
た目録です。ただし、多くの場合、図版は小さく、モ
ノクロのことがあります。
以下は、作者名からカタログ・レゾネを探すツー
ルです。
⑦ 国立国会図書館オンライン
当館所蔵のカタログ・レゾネは、詳細検索
で、「著者・編者」欄に作者名、「タイトル」
欄に「catalogue raisonne」と入力すると、あ
る程度まで検索できます。洋図書は、「件名」
欄に作者名および「Catalogues raisonnes」と
入力しても検索できます。
⑫『西洋絵画作品名辞典』 木村三郎[ほか]編
三省堂 1994【KC2-E12】
13～20世紀の画家630名を収録。各画家プロ
フィールの「資」欄に、カタログ・レゾネまたはそれに
準ずる資料を記載しています。カタカナ見出しと画
家欧文索引から検索できます。
⑬ Catalogues Raisonnés（International Foundation for Art Research）
（http://ifar.org/cat_rais.php）
カタログ・レゾネのデータベース目録。出版
準備中のタイトルも検索できます。

⑭ "19c art books : a bibliography of artists and
art in the 19th century" Art & Books 2012
【K1-B7】
⑮ "20/21c art books : a bibliography of artists
and art movements in the 20th and 21st centuries" Art & Books 2010【K1-B8】
作者ごとの文献目録。「●CR」と表示のある
ものがカタログ・レゾネです。
⑯ "A.C.I., art catalogue index : catalogues raisonnés & critical catalogues of artists 17802008 ; painting, sculpture, works on paper,
prints, contemporary media" Blondeau Fine
Art Services 2009【K1-B9】
1780年以降に生まれた画家・彫刻家などのカ
タログ・レゾネ目録。2008年刊行分までを含み
ます。
⑰ "Art books : a basic bibliography of monographs on artists" Garland Pub. 1997
【K1-A42】
作者ごとの文献目録。「（CR）」と表示のあ
るものがカタログ・レゾネです。
⑱ "The world’s master paintings : from the
early Renaissance to the present day : a comprehensive listing of works by 1,300 painters
and a complete guide to their locations worldwide" 全2冊 Routledge 1992【KC2-A12】
13～20世紀の画家1,300名の絵画所在情報。
本文構成は、時代別＞様式別＞国別＞画家別＞
作品名ですが、巻頭に画家名索引があります。
各画家の「Bibliography」欄にカタログ・レゾ
ネを記載しています。
◇展覧会図録
展覧会図録については、調べ方案内「展覧会・展
示会カタログ」を参照してください。

４．索引・目録を使って収録文献を探す
⑲『西洋美術作品レファレンス事典』
絵画篇 19世紀中葉以前、絵画篇 19世紀印象
派以降、版画・彫刻・工芸・建造物編、個人美
術全集絵画篇1（19世紀以前）
日外アソシエーツ 2005-2015【K2-H19ほか】
各種の美術全集に収録された作品の図版索引
です。作品名、作者名などから、どの全集に図版が
収録されているか、図版がカラーか白黒かなどを
調べることができます。作者名はカタカナ表記と原
綴表記、作品名は邦題名索引と原題名索引から検
索できます。
⑳『西洋美術全集絵画索引』1冊＋CD-ROM1枚
東京都立中央図書館監修 日本図書館協会
1999【YU1-5594】
12世紀以降の約3,100名の画家の、作品約
46,000点の図版索引です。採録対象は1950年代
～1997年に刊行された美術全集など51タイトル
です。画家名はカタカナ見出しと画家名索引
（欧文）、作品名は画題名索引（日本語）から
検索できます。CD-ROMでは、原題からも検索で
きます。
㉑ "World painting index" 全8冊 Scarecrow
Press 1977-2003【KC1-B1～B4】
個人画集などに収録された絵画の図版索引で
す。最初の2分冊（1977年刊）の採録対象は、1940
～1975年初期に刊行された画集など1,167タイトル
です。追補版に「First supplement, 1973-1980」
（1982年刊）、「Second supplement, 1980-1989」
（1995年刊）、「Third supplement, 1990-1999」
（2003年刊）があり、すべて2分冊（vol.1、2）構成で
す。vol.1でどの画集に図版が収録されているか、
図版がカラーか白黒かなどを画家名から調べるこ
とができ、vol.2は作品名索引です。

５．テーマから探す
表現された事物から、作品名を特定するツール
は今のところほとんどありません。
絵画に関しては、⑩～⑫のツールでテーマから検
索できます（⑫は巻末の主題別索引で、固有名や
描かれた事物から作品名を検索できます）。いずれ
も図版そのものは収録していないため、1.～4.の
ツールを合わせて参照する必要があります。
作品名がテーマを表していることも多いため、⑲
～㉑の図版索引で、作品名から検索する方法があ
ります（⑳はCD-ROMで、作品名（邦題、原題）の一
部から検索できます）。
シンボル事典は、シンボルを表現している作品の
図版を収録していることがあります。
㉒『西洋美術解読事典』 ジェイムズ・ホール
河出書房新社 2004【K2-H10】
㉓『図説世界シンボル事典』 ハンス・ビー
ダーマン 八坂書房 2000【G112-G3】
㉔『キリスト教美術シンボル事典』 ジェニ
ファー・スピーク 大修館書店 1997
【K2-G8】
㉕『西洋シンボル事典』 G.ハインツ=モーア
八坂書房 1994【K2-E20】
ギリシア・ローマ神話の神々や英雄をモデルにし
た美術作品については、調べ方案内「美術作品の
図版を探す（ギリシア･ローマ神話）」も参照してくだ
さい。
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