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//De Gruyter社刊行 ドイツ関連データベースカタログ/ 
 

総記……p.1 ／ 文学……p.2 ／ 歴史……p.6 ／ 哲学、美術……p.8 
 
 

◆総記◆ 

ドイツ伝記事典オンライン 

1. Deutsche Biographische Enzyklopädie Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 
 

古くは 1世紀から現代までのドイツ語圏の人物およそ 62,000名を紹介するドイツ

伝記事典の決定版。 

冊子体は、「Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE)」として、1995 年に初版が、

2005-2008 年に第二版（改訂・増補版 全 10 巻 および補遺・索引 全 2 巻）が刊行されました。 

各人物について、その生涯、作品、功績等から、今日でも特筆すべき人物が選ばれています。カール

大帝に始まりドイツ語圏の文化、歴史に足跡を残した人々を網羅しています。 

 

◎ 人物情報の列記だけでなく、交友関係や特徴的な著作や業績、思想など各個人の特質を記述。 

◎ 各項目の末尾では関連文献も紹介。さらなる調査のてがかりとなります。 

◎ 約 1,300件については詳細な長文記事で、各分野の第一人者による記名論文です。 

◎ すべての記事はフルテキスト検索が可能で、関連記事へのハイパーリンクがはられています。 
 

本データベースには、第二版の全項目を収録。冊子体を拡張する内容

として、オンライン版では、個々の人物情報について、冊子体 DBE にて

言及されていながら個別の記事がなかった人物についても、略歴情報を

掲載しています。 

 

さらに、オンライン版では、主要な人物情報（氏名、出生地、死没地、

職業、関係する地域）を、各記事の冒頭に配置しています。これらの項

目による検索も可能です。 

 

※インターフェースは、英語またはドイツ語に切替可能。本文ドイツ語。 
 
 

本カタログ掲載のデータベースは、丸善雄松堂が総代理店となりました。 

無料トライアル受付中！（個人・機関ともに 1か月間） 
 
 
●表示価格は概算参考価格(税抜)です。概算参考価格にはライセンス料と手数料が含まれます。消費税に関しましては
税制の改正に則った内容で対応させて頂きます。 掲載製品はリバースチャージ対象製品です。 

●価格は 2020年 6 月カタログ作成時点の前月平均 TTS レート（€＝118.49）を基に試算しています。 
●原価の改定、為替相場の変動などの理由による価格の変更や掲載タイトルの変更につきましては、予めご了承の程お
願い申し上げます。 

●お見積もりは、別途ご用命ください。 
 

(Walter de Gruyter / 日本総代理店：丸善雄松堂) 

NEWS from  
 

Online 
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◆文学◆ 

メルヘン百科事典 オンライン 

2. Enzyklopädie des Märchens Online 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung.  

Founded by: Kurt Ranke  

Edited by: Rolf Wilhelm Brednich, Heidrun Alzheimer, Hermann Bausinger, Wolfgang 

Brückner, Daniel Drascek, Helge Gerndt, Ines Köhler-Zülch, Klaus Roth and Hans-Jörg Uther 
 

【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

1960 年代に口承文芸研究者クルト・ランケの提唱で編集が開始された「メルヘン百科事典

(Enzyklopädie des Märchens)」は、同じくゲッチンゲン科学アカデミーのブレドニッチに引き継がれ、ゲ

ッチンゲン大学に研究、編集拠点を置き、一大刊行プロジェクトとして、多くの口承文芸研究者の協力

編集のもと 1977 年から 2015 年にかけて刊行された 15 巻本です。 

 

本データベースはこの世界的な口承文芸研究の成果である「メルヘン百科事典」をオンライン化した

もので、複数言語による見出し語など様々な検索条件が付され、研究者や民話取集家の伝記なども見る

ことができ、利便性が向上しました。 

 

約 4,000 の記事で構成されたこの民話百科事典は、民俗物語伝承の分野におけるほぼ 2 世紀にわたる

研究の成果を提供しており、記述および口述されたすべてのジャンルの幅広い調査結果を提示すること

で 類型、モチーフ、テーマを考察し、学説、方法、文体の問題点を探求、そしてさまざまな地域、国、

作家、収集家、研究者を紹介しています。（本文ドイツ語） 

 

編者の一人、ハンス＝イエルク・ウタ―氏は世界の口承文芸を体系的に分類した比較研究（著書『国

際昔話話型カタログ』は第 8 回ゲスナー賞「目録・索引」部門の金賞を受賞）で世界的に知られていま

す。 

 

・民話の分野における 4,000 のキーワード、物語のすべての類型、タイプについての幅広い記事を収録 

・様々な検索条件：見出し語、キーワード、人物、記事の執筆者、および広範な索引 

・世界各国の研究者が執筆し、様々な国や地域における伝承の詳細を紹介 

・研究者、コレクター、重要な出典の著者などの人物情報を紹介 

・インターフェースは、英語またはドイツ語に切り替え可能。本文ドイツ語。 
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ドイツ文学事典オンライン 

3. Deutsches Literatur-Lexikon Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。（2021 年 1 月価格改訂予定） 

◆買切型価格：お問い合わせ下さい  ◆年間アップデート料金：お問い合わせ下さい* 

＊アップデートをご希望されない場合は、買切型価格のみでも購入可能です。 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

•中世から現在までのドイツ語圏の作家・文人に関する包括的で信頼できる情報を提供 

•著者データベースとの統合：記事はリンクを介して著者データベースを参照します。 

•検索オプションには、キーワード、名前、作品名、ジャンル、伝記データ、寄稿者、参考文献が指定可能 

•書誌情報は Germanistik Online Databaseのデータで継続的に更新されます。 

 

中世から現在までのドイツ語圏の作家・文人に関する包括的で信頼できる情報を提供するオンライン・レファ

レンス。約 7万件の記事を収録します。 

「Deutsches Literatur-Lexikon. （ドイツ文学事典 約 33巻＋補遺 6巻）」および「Deutsches Literatur-Lexikon. 

Das 20. Jahrhundert. （20世紀ドイツ文学事典 35巻）」、「Deutsches Literatur Lexikon. Das Mittelalter. （中世ド

イツ文学事典 8巻）」を収録 

中世初期から最近の現在に至るまでの長い期間をカバーし、対象地域も、ドイツ、スイス、オーストリアのほか、

他のヨーロッパ諸国のドイツ語作家も含みます。作家の生涯と作品の解説に加え、研究に関する広範な情報も

含まれています。 ※インターフェースは、英語またはドイツ語に切替可能。本文ドイツ語。 

アップデートについて：本データベースは 2017年のリリース時点で、冊子体 77巻分が収録されます。シリーズの

最終巻が発行されるまで、毎年 2巻分ずつ追加されます。さらに、補遺 5巻も 2018年から 2022年まで毎年出

版され、1巻ずつアップロードされる予定です。 

書誌情報は、De Gruyter社のドイツ文学・語学書誌データベース「Germanistik Online Database」の情報に基づ

き、定期的に更新されます。 
 

 

ドイツ演劇事典 オンライン 

4. Deutsches Theater-Lexikon Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

「ドイツ演劇事典 Deutsches Theater-Lexikon」はドイツ語圏の演劇史について唯一無二のレファレンスです。

1953年に文学史・演劇史家のヴィルヘルム・コッシュ（Wilhelm Kosch）（※コッシュは「ドイツ文学事典」の編纂者

でもありました）によって刊行され、ハンスぺテル・ヴェンヴィッツ（Hanspeter Bennwitz）とイングリッド・ビグラー＝

マルシャル（Ingrid Bigler-Marschall）によって第 3巻以降の刊行が引き継がれました。1953年から 2012年にか

けて 60年近い年月をかけて、本体全 7巻が刊行されましたが、これに加えて、2012年から 2020年にかけて補

遺 8巻が刊行されました。このオンライン版「ドイツ演劇事典」はこの壮大な企画を受け継ぎ、ドイツ演劇史への

新たな視点をもたらすものです。 

 

データベース全体で 41,000以上の記事を収録しており、舞台の上のあらゆる側面についてさまざまな情報、

すなわち、俳優、歌手、ディレクター、劇作家、劇場マネージャーなどに関する綿密に調査された記事を調べる

ことができます。 

※インターフェースは、英語またはドイツ語に切替可能。本文ドイツ語。  
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修辞学歴史辞典 オンライン 

5. Historisches Wörterbuch der Rhetorik Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

「修辞学歴史辞典 オンライン（HWRh）」は、ドイツ語における学術的な修辞学

研究のための最新かつ最も重要な専門百科事典をデジタル化したものです。ドイツ

語の修辞学における古典的用語と現代的用語がそれぞれ網羅されています。 

 

冊子版は、全 12 巻で構成されており、本体が 2014 年に、最終的な索引巻は 2015 年に発行されまし

た。全体で合計すると 800 人以上の研究者によって書かれた 1,300 以上の記事が収録されており、修辞

学の実践的な用語とその歴史的発展が体系的に説明されています。（本文ドイツ語） 
 

 

ドイツ文学表現主義オンライン 

6. Der literarische Expressionismus Online 
Zeitschriften, Jahrbücher, Sammelwerke, Anthologien 

[German Literary Expressionism Online: Journals, Yearbooks, Collections, Anthologies] 

【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

◎ 20 世紀初頭に刊行された雑誌等約 150 誌、およそ 2,400 号分を収録 

◎ 誌面はデジタル化されており当時のレイアウトのまま参照可能 

◎ 本文記事は、フルテキスト検索可能 

◎ 主要な表現主義作家 350 名については、伝記情報、書誌情報を提供 

 

20 世紀初頭ドイツの雑誌、年報、作品集、アンソロジー、約 150 タイトルをデジタル化し、フルテキ

ストで検索、閲覧可能としたデータベースです。 

 

収録雑誌は、文学志向の強い雑誌（『Der Strum』、『Die Weissen Blätter』、『Die Menschen』、『Die Dichtung』、

等）から政治色の濃い雑誌（『Die Aktion』）まで、広範囲にわたります。近代ドイツ文学はもちろんの

こと、芸術、演劇、映画、ダンス、音楽、さらには、20 世紀初頭ヨーロッパ文化史、ドイツ古典主義や

ロマン主義の影響や受容の歴史を研究する上でも欠かすことのできない資料となっています。収録誌は、

「Index Expressionismus」(1972 年刊)をベースに、選定されています。 

 

古代ドイツ史オンライン：中世までのヨーロッパ文化史 

7. Germanische Altertumskunde Online (GAO) 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい  ◆年間アップデート料金：お問い合わせ下さい* 

＊アップデートをご希望されない場合は、買切型価格のみでも購入可能です。 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい   ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

歴史、考古学、美術史、法制史、民族学、宗教学の視点から、ドイツおよび北欧の文化史研究の現状

を提供。「Reallexikon der Deutschenischen Altertumskunde（古代ドイツ百科事典）」を完全収録し、新規追

加、改訂された記事も含みます。さらに、RGA-E シリーズの全巻（ "Reallexikon"の補遺巻、90 巻以上）、

関連の雑誌記事や単行本も収録しています。毎年、15 件以上の記事が追加・改訂され、5 巻刊行予定。 
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18世紀ドイツ文学オンライン 

8. Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい ※2020年5月より日本国内機関限定でFTE別価格を設定！ 
 

FTE（学生数＋教員数） -5,000 5,001-15,000 15,001-30,000 30,001- 

完全買い切り・ 

アクセスフィー無し 
お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい 

 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6年連続購読すると、買切りとなります。 
 

本データベースは、「啓蒙の世紀」である 18 世紀に活躍した 642 人のドイツ語圏作家・思想家による

初版本や初期の版のオンライン利用を可能にするものです。2,675 作品、4,494 巻におよぶ、18 紀ドイツ

の多様さを反映しています。ドイツ研究、言語学、歴史、文学、社会史の学生から研究者までご活用い

ただけるデータベースです。  

本データベースに収録されているのは、ビュルガー（Bürger）、ゴットシェート（Gottsched）、ヘルダ

ー（Herder）、カント（Kant）、レッシング（Lessing）、メンデルスゾーン（Mendelssohn）、モーリッツ（Moritz）、

ニコライ（Nicolai）、ヴィーラント（Wieland）などの啓蒙主義の主要な作家・思想家の初版を含む貴重

な版であり、また「ゲッティンゲン森の結社」（Göttinger Hainbund）に関連する著作やドイツ語圏スイ

ス啓蒙の著作も収録されています。また、今日ではあまり注目されなくなってしまったにもかかわらず、

ドイツの文学的啓蒙主義に大きく貢献した人物が網羅されている点も特筆すべき点として挙げられま

す。各作品はデジタルファクシミリ版として閲覧できます。全文検索可能です  

 
 

 

ゲルマニスティック・オンライン・データベース 

9. Germanistik Online Datenbank 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい  ◆年間アップデート料金：お問い合わせ下さい* 

＊アップデートをご希望されない場合は、買切型価格のみでも購入可能です。 

◆年間購読型： お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 

ドイツ文学・言語学分野の国際的な書誌ジャーナル「Germanistik」誌のオンライン版。50 年以上にわ

たるドイツ文学、言語学分野の書誌情報が検索可能で、アップデートでは毎年約 8,000 件追加されます。 
 

 

ドイツ語圏の文学作家データベース：  

10. Verfasser-Datenbank 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい  ◆年間アップデート料金：お問い合わせ下さい* 

＊アップデートをご希望されない場合は、買切型価格のみでも購入可能です。 

◆年間購読型： お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 

中世から現代までのドイツ語圏の文学作家に関する情報を提供。20,000 件以上もの記事を収録し、毎

年のアップデートにより更新、追加がされます。定番のレファレンス「Die deutsche Literatur des Mittelalters

（中世ドイツ文学作家事典）」、「Deutscher Humanismus 1480–1520（ドイツ人文主義作家事典）」、「Frühe 

Neuzeit in Deutschland 1520–1620（近代初期ドイツ作家事典）」、および「Killy-Literaturlexikon（キリー文

学事典）」を収録。 
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◆歴史◆ 

戦間期ベルリンの新聞『フォス新聞』 

11. Vossische Zeitung 1918-1934 Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい ※2019年10月より日本国内機関限定でFTE別価格を設定！ 
 

FTE（学生数＋教員数） -5,000 5,001-15,000 15,001-30,000 30,001- 

完全買い切り・ 

アクセスフィー無し 
お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい 

 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6年連続購読すると、買切りとなります。 
 

ドイツの高級新聞『Vossische Zeitung（フォシッシェ･ツァイトゥング、通称：フォス

新聞）』のオンライン版です。 

本データベースには 1918年から 1934年までに発行された約 10,500号、合計約 127,000

のフルテキストページが収録されています。『Vossische Zeitung』 のほかに、外国版 『Die 

Voss』 と 『Die Post aus Deutschland』も収録しています。 

第一次世界大戦の終焉、革命と労働者および兵士の評議会、政治的議論と混乱、ヴァイ

マル共和国の初期の時代、1929 年に始まった世界経済危機、そしてナチスの台頭。 その報道は、「黄金

の 20 年代」の間のベルリンでの文化生活を活写しています。ヴァイマル期の歴史、政治、文化、メデ

ィア等の研究において卓越した情報源です。 

＊デジタル化に際しては、可能な限り欠落ページ等も補完されています。 

＊全文検索可能。日付指定検索可能。 
 

 

ヴィクトーア・クレンペラーの日記 

12. Klemperer Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

本データベースは、言語・文学研究者でナチス迫害を受けたクレンペラー（Victor Klemperer）が記し

た 1918 年から 1959 年までの約 40 年にわたる日記を収録するもので、20 世紀ドイツ史の貴重な証言記

録です。データ化された日記テキストに加えて、手書きの日記のデジタル・ファクシミリも搭載。テキ

ストデータとデジタル・ファクシミリは自由に切り替えて閲覧できます。また、テキストには詳細な注

が付されています。これまで未公刊であった戦前、戦後の時代も含む完全版です。 

 

 

パレスチナ、イスラエルにおけるドイツ系ユダヤ人オンライン：書誌と著作（1890-2000） 

13. Deutsch-jüdische Quellen aus Palästina / Israel 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

1890 年から 2000 年の間にパレスチナとイスラエルで発行された、ドイツ系ユダヤ人移民の著作物約

1,500 件の書誌情報データベース。  
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20世紀のドイツの歴史：国民社会主義、ホロコースト、抵抗と亡命 1933-1945 

14. Deutsche Geschichte im 20. Jh.: Nationalsozialismus, Holocaust, 

Widerstand und Exil 1933-1945 Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい ※2020年5月より日本国内機関限定でFTE別価格を設定！ 
 

FTE（学生数＋教員数） -5,000 5,001-15,000 15,001-30,000 30,001- 

完全買い切り・ 

アクセスフィー無し 
お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい 

◆年間購読型： お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

1933 年から 1945 年におよぶナチス・ドイツにおけるナチス党のイデオロギー戦略やプロパガンダと

いった政権運営の記録、一方でそのようなナチス・ドイツに対する抵抗運動の痕跡と、さらにそうした

抵抗運動に対する政権側の迫害、国外追放に関する判決や政令といった記録をデジタル化。約 450,000

ページ、40,000 件におよぶ資料を収録。  

ナチ党指導部による行政書類および通信文書 / ドイツ本国および獲得領土と占領地における各秘密

国家警察当局（ゲシュタポ、親衛隊(SS)配下の親衛隊保安部(SD)および国家保安本部等）からの調査報

告と現状報告 / ヒトラーの演説（分売有）/  宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスの日記（分売有） / 反

ナチ運動への反逆罪の事例が審理されたドイツ人民法院と、オーストリアのウィーンとグラーツに設置

された地方高等裁判所の起訴状と判決書類 / 反ナチ運動や国外勢力による計画文書、演説、政治的声

明、偽装文書とチラシ / 国外居留および国外追放のリスト / ニュルンベルク戦争犯罪裁判におけ

る 30,000 もの検察証拠資料に関するカードインデックス 

 

ヒトラー・オンライン（上記タイトルの分売です） 

15. Hitler. Quellen 1924-45 Online 
【価格体系】：「買切型」のみです。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

現代史研究所（IFZ）刊行の「Hitler. Reden, Shriftren, Anordnungen 1925-33 (ヒトラー 演説、著作、命

令」、「Hitler. Reden und Proklamationen（ヒトラー 演説と声明）」(1965, Domarus 版)からの 1,700 を超え

る資料、ミュンヘン一揆によってヒトラーが逮捕された際の裁判記録を収録。 

 

ヨーゼフ・ゲッベルスの日記オンライン（上記タイトルの分売です） 

16. Die Tagebücher von Joseph Goebbels Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 

ナチ党の宣伝相を務め、ナチ党のプロパガンダ戦略の中心となったヨーゼフ・ゲッベルスの 1923年

から 1945年までの 6,000を超える日記の記録をデータベース化。1923 年から 1941 年 7 月までの手書

きの日記の書き起こしと、それに続く 1945 年までに残された口述記録が含まれています。 

 

20世紀のドイツの歴史：ウィーン・ゲシュタポ本部日報 1938–1945 

17. Deutsche Geschichte im 20. Jh.: Tagesrapporte der Gestapo Wien. 

Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 

ウィーンのオーストリア抵抗運動文書センター と マールブルク大学戦争犯罪裁判研究資料センタ
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ーの協力により公開されたウィーンのゲシュタポ地域本部による 5,700 ページ以上におよぶ日報。 

この日報は、ゲシュタポ地域本部から日々の政治的な出来事をベルリンに報告するもので、現地の風

潮、政治状況、保安処置のあらましが報告されていました。他の地域本部ではこのようにまとまった形

で保存されておらず、ウィーンの記録はほぼ完全な形で保存されている貴重なものです。 
 

 

◆哲学◆ 

ニーチェ・オンライン 

18. Nietzsche Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい  ◆年間アップデート料金：お問い合わせ下さい* 

＊アップデートをご希望されない場合は、買切型価格のみでも購入可能です。 

◆年間購読型： お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 
 

哲学者ニーチェの著作、解釈、レファレンス資料を提供する総合的なオンラインデータベース。本デ

ータベースを利用することで、過去 40 年間の研究結果にアクセス可能になります。「KGW（著作集）」

や「KGB（書簡集）」に加え、De Gruyter 社が刊行したニーチェに関する出版物が全て収録されており、

さらに、「New Niezches Studies」誌の寄稿記事も収録。また、1885 年以降に遺贈された手書き文書につ

いては、手稿のファクシミリ画像とテキストデータを収録。比較して閲覧することもできます。 
 

 

◆美術◆ 

ドイツ、オーストリア、スイスの美術館の作品目録 

19. Gemälde in Museen - Deutschland, Österreich, Schweiz Online 
【価格体系】：「買切型」と「年間購読型」の二種類があります。  

◆買切型価格：お問い合わせ下さい 

◆年間購読型：お問い合わせ下さい ※6 年間連続購読すると、買切りとなります。 

ドイツ、オーストリア、スイスの 645 の美術館が所蔵する 178,000 以上の作品の総合目録。 
 

 

【関連資料】 

 

世界伝記情報システムオンライン 

World Biographical Information System Online (WBIS) 
【価格体系】：28のアーカイブより分売可能です。各アーカイブは横断検索が可能です。 

価格例：German Biographical Archive（ドイツ） 

→ 買切型価格：お問い合わせ下さい・年間アップデート料金：お問い合わせ下さい* 

＊アップデートをご希望されない場合は、買切型価格のみでも購入可能です。 
 

◎ 人物情報資料を集成した世界最大級のデジタルコレクション 

世界伝記情報システムオンライン(WBIS Online)は、紀元前 4 世紀から現代までの 600 万人を超える人々

の伝記情報を提供するもので、現在入手できる最も包括的な伝記データベースです。世界中のあらゆる

人物情報レファレンス文献に含まれるおよそ 850万件の記事をデジタルファクシミリにて収録していま

す。 

※ 英語圏や、ヨーロッパ諸国は各国の現地語による文献からの収録が多いです。日本や韓国、アジア

地域などは英語やドイツ語が多いです。 


