National Diet Library

写真集に掲載された人物、肖像写真を、被写体
の人名から検索できます。

◇外国人
⑨”A.L.A. Portrait index” Reprint of the 1906 ed.
B. Franklin [196-?] 【GK2-1】

Humanities Room
当館HP内「リサーチ・ナビ > 調べ方案内 > 調べ方一般
> 人物情報」からも、同様の内容をご覧いただくことがで
きます。

ここで紹介する資料は特に記述のない限り、人文総
合情報室でご利用いただけます。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．肖像が掲載されている資料をさがす
①国立国会図書館オンライン
(https://ndlonline.ndl.go.jp/)
キーワード欄に人名と「肖像」「肖像あり」などの文
言を入れて検索します。書誌の注記欄に「肖像あ
り」などの情報が記載されている場合があります。
ただし、2009年以降に整理された資料は、注記に
よる検索はできません。
その他、詳細検索画面で件名欄に「肖像」「肖像
画」「日本人 肖像」と入力して検索すると、肖像を
多数掲載する資料を検索できます。
②『美術作品レファレンス事典 人物・肖像篇 1
～3』日外アソシエーツ 2007-2017 【K1-H19・H20・L21】
美術全集に掲載されている人物画、肖像画、人
物彫刻を、モデルとなった人物の名前から検索で
きます。
③『写真レファレンス事典 人物・肖像篇』日外
アソシエーツ 2006 【KC711-H1】

◇日本人
④日本人名情報索引（人文分野）データベース
(https://in.rnavi.ndl.go.jp/advanced_search/?
keyword=&database=jinmei)
「追加条件を表示する」をクリックし、人物名欄に人
名を入力し、肖像欄に「あり」または「あり（一部のみ）」
を選択して検索します。
その他、分類（一般）欄に「肖像」を選択すると、肖像
を多数掲載する資料を検索できます。
⑤近現代日本政治関係人物文献目録
(https://in.rnavi.ndl.go.jp/advanced_search/?
keyword=&database=hito)
「追加条件を表示する」をクリックし、人物名欄に人
名、内容欄に「肖像」と入力して検索します。
⑥国立国会図書館デジタルコレクション
（http://dl.ndl.go.jp/）
キーワード欄に人名を入力して検索すると、肖像
を掲載する図書や雑誌が見つかることがあります。

1900年以前に活躍した西洋人12万人について検索で
きます。
⑩“Biography index. Cumulated volume” H. W.
Wilson 年刊 【Z65-A682】

肖像が掲載されている場合は‘por’（portraitの
略）と記述されています。
⑪”The New York times obituaries index” New
York times 1970-1980 【GK2-A7】

1858年から1978年までの間に“The New York
times”に掲載された死亡記事を検索できます。肖
像が掲載されている場合は‘por’と記述されていま
す。

２．日本人の肖像が多数掲載されている資料
①『肖像選集』吉川弘文館 1962 【281.038-N687s】
②『日本の肖像』京都国立博物館編 中央公論社
1978 【YP14-495】

③『日本名家肖像事典』ゆまに書房 1988-1990
⑦東京大学史料編纂所データベース
（http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/）
「データベース選択」画面＞「図像をさぐる」＞「肖
像情報データベース」で、肖像を掲載する資料を検
索できます。
⑧『肖像索引』帝国図書館 [1939] 【R281.038-Te24
ウ】 *国立国会図書館デジタルコレクションインターネット公
開

53点の当館所蔵資料から、肖像（古代～昭和初
期）を抽出した索引です。
⑨『歴史人物肖像索引』日外アソシエーツ 20102014 【GB14-J5・L1・L2】

古代～現代の日本史上の人物の肖像が検索可
能です。

【GB14-E2】

④『日本肖像大事典』日本図書センター 1997
【GB14-G2】

⑤『日本女性肖像大事典』日本図書センター 1995
【GB14-G1】

⑥『国史大辞典』吉川弘文館 1979-1997 【GB8-60】
各巻末「図版目録」＞「肖像」で掲載ページを確認
できます。
⑦『日本歴史大事典』小学館 2000-2001 【GB8G45】

『国史大辞典』に掲載されていない近現代の人物
や、女性の肖像などを多く収録。

⑧『日本の歴史』新訂増補 朝日新聞社 2005
【GB71-H208～H220】

第13巻の総索引で掲載巻・ページを確認できま
す。

歴史・文学編は1,200余点、神話・伝説編は600余
点の図像を収録。
⑥『肖像画で読み解く世界の王室物語 : ロイヤ
ルファミリー222人が語る王朝興亡史』新人物往来

⑨『日本人名大辞典』講談社 2001 【YU7-1737】

社 2011 【GA39-J33】

⑩『ドキュメント人と業績大事典』ナダ出版セン

⑦”Historical portraits” Clarendon Press 1909-1919

ター 1999-2002

【GK21-140】

【GK13-G691ほか】

国立国会図書館が作成した新聞切抜資料140万
点をもとに編集。1947年1月～1985年1月の約4,000
名の記事を採録。別巻『現代人物素描事典 2』＞
「肖像索引（写真・似顔絵）」で肖像を掲載する記事
を確認できます。
⑪『古典形成の基盤としての中世資料の研究 人
物・キャラクター編』人間文化研究機構国文学研究
資料館 2006 【YU9-H416】 *音楽・映像資料室で資料請
求

付属の「歴史人物画像データベース」DVD版に約
3,000人の画像を収録。
⑫『明治十二年明治天皇御下命「人物写真
帖」』宮内庁 2015 【GK13-L403・L404】
幕末、明治の皇族や諸官庁の高官ら4,531名のモ
ノクロ写真を掲載。

３．外国人の肖像が多数掲載されている資料
①『世界伝記大事典』ほるぷ出版 1978-1981 【GK2
-15・17】

②『図説世界の歴史』学習研究社 1980 【GA32-34】
③『世界の歴史』朝日新聞社 1985-1991 【GA32E20】

第131巻の総索引で掲載巻・ページを確認できま
す。
④『ラルース図説世界史人物百科』原書房 20042005 【GK11-H34ほか】

⑤『中国歴史人物大図典』瀧本弘之編著 遊子館
2004-2005 【GK17-H7・H11】

イギリス史上の著名人230余名の肖像を収録。当
館所蔵はvol.1:1400-1600とvol.2:1600-1700。
vol.3:1700-1800とvol.4:1800-1850は当館所蔵なし。
⑧”I see all” Meicho-Fukyukai 1982 【UR17-19】
1929年～1930年に世界で初めて刊行された図解
百科事典の複製版。多くの肖像写真（モノクロ）を
掲載。
⑨”The National cyclopedia of American
biography” J.T. White 1893- 【GK2-28】
アメリカ合衆国史上の人物の肖像（モノクロ）を掲
載。当館所蔵はvol.1～39、vol.51～63、current
volume E～I、index。
⑩”Dictionary of American portraits”
Dover Publications [1968] 【GH12-4】

アメリカ合衆国建国期から20世紀初頭までの重
要人物4,045人の肖像を掲載。
⑪”The Scribner encyclopedia of American
lives” Charles Scribner’s Sons c1998– 【GH12-B34】
1981年から2008年の間に死亡した各界著名人の
肖像を掲載。

４．肖像が多数掲載されているウェブサイト
◇日本人
①近代日本人の肖像
（http://www.ndl.go.jp/portrait/）
②国立国会図書館デジタルコレクション
（http://dl.ndl.go.jp/）
キーワード欄に人名を入力して検索すると、イン
ターネット公開の肖像集や、図書・雑誌に掲載され
た肖像が見つかります。
インターネット公開の肖像集には、『肖像集』【寄別
4-1-3-1・寄別4-2-1-1】、『集古十種 古画肖像之部』
【特42-328】、『前賢故実』【112-84ほか】、『大日本名家
肖像集』【R281.038-D25ウ】などがあります。
③東京大学史料編纂所データベース
（http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/）
「データベース選択」画面＞「図像をさぐる」＞「史
料編纂所所蔵肖像画模本データベース」
④歴史人物画像データベース（国文学研究資料館）
（http://base1.nijl.ac.jp/~rekijin/）
⑤日本近代文学館資料写真検索
（http://webopac.bungakukan.or.jp/pic/）
◇外国人
⑥National Portrait Gallery
（http://www.npg.org.uk/collections/search/
advanced-search.php）

⑫”Historic world leaders” Gale Research Inc.
C1994 【GK2-A34】

⑬”Oxford dictionary of national biography”
Oxford University Press 2004 【GG12-B21】
2001年～2004年の補遺（2009 【GG12-B112】）、

2005年～2008年の補遺（2013 【GG12-B113】）あり。
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