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1. 概要 

人物・文献情報データベース WHO 約 30 万人と、レファレンスツール『人物レファレンス事典』約 50 万人か 

ら、著名人の人物情報を提供するデータベースです。 

 

1-1.人物・文献情報データベース WHO 

・弊社が構築する信頼性のある更新型の人物・文献情報データベースです。 

・歴史上の人物から、現在活躍するさまざまな分野の著名人、約 30 万人を収録しています。 

・更新頻度は、週 1 回です。 

 

1-1-1.収録基準 

・各種人名事典に掲載された歴史上の人物 

・新聞・図書・雑誌などマスコミに取り上げられた、各界で活躍する人物 

 

1-1-2.特徴 

・人名からの検索はもちろん、生没年月日、活動分野、出身（生）地、出身校名、勤務先名などの 

検索項目から、目的の人物を探すことができます。 

・人物情報だけではなく、日外アソシエーツならではの、ユニークな文献情報“人物文献”を収録していま 

す。これは、その人物について書かれた本、関連する雑誌記事、新聞記事の情報です。 

・該当人物の著作や執筆記事のリストアップには、国内最大級の文献データベース BookPlus や 

MagazinePlus を著者名で検索できます。  

 

1-1-3.個人情報保護法への対応 
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・ビジネス・調査等の情報源として安心してご利用いただけるよう、小社にて定めました「人物・文献情 

報データベース WHO の制作・運用方針について」に則り、情報を公開しております。 

※「人物・文献情報データベース WHO の制作・運用方針について」は、弊社ホームページ「オンライン 

情報サービス総合案内」の下段にございます「個人情報保護ポリシー」をご覧ください。 

 

1-2.『人物レファレンス事典』 

・歴史上の人物について、どの事典(人物事典・百科事典・歴史事典)にどのような見出しで掲載されてい 

るかが一目でわかる人物総索引事典です。 

・各事典での見出し・生没年の違いといった掲載事典情報の他、生没年、活動時期、職業・肩書、業績 

など、人物の特定に必要なプロフィールも確認できる事典です。 

・収録人数は、『日本人物レファレンス事典』が 30 万人、『外国人物レファレンス事典』が 20 万人です。 

・『人物レファレンス事典』の最新刊は、原則刊行後６カ月以内に WhoPlus に追加されます。                                      

 

 

2.検索の流れ 

2-1.ファセット検索 

2-1-1.活動分野から探す(WHO のみ) 

・6 つの活動分野(大分類)と 37 の活動分野(小分類)に対し、それぞれの分野の収録人数が表示さ 

れています。 

・活動分野をクリックすると、該当する人物が関連度順に表示されます。 

 

2-2.検索画面 

・検索項目に 1 つ以上のことばを入力、または条件を選択し、［検索］ボタンをクリックします。 

 

2-2-1.キーワードから探す(WHO、人物レファレンス事典) 

・人名のほか、思いついたことばを入力 

 

2-2-2.詳細検索(WHO と人物レファレンス事典、または WHO のみの選択が可能です) 

・人物名（漢字／ひらがな／カタカナ／英字いずれも可）を入力 

・AND(必ず含む)、ＯＲ(いずれか含む)、NOT(含まない)を選択できます。 

 

→人物名とは…姓と名をそれぞれ検索します 

・「鈴木一郎」を検索すると、人名(本名なども含む)が、「鈴木」と「一郎」を含む人物がヒットします。 

  鈴木一郎、鈴木乙一郎、浪花家辰造(3 代目)※本名が鈴木一郎…etc. 

→人物名（完全一致）とは…姓と名をひとつの語句として検索します。 
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 ・「鈴木一郎」を検索すると、人名(本名なども含む)が、「鈴木一郎」の人物のみヒットします。 

  鈴木一郎、浪花家辰造(3 代目)※本名が鈴木一郎…etc. 

 ※外国人を検索する際は、人物名（完全一致）ではなく、人物名で検索してください。 

(,（カンマ）や.（ピリオド）の有無で、ヒットしない場合があります) 

 

2-2-3.その他の絞り込み条件(詳細検索で「WHO のみ」を選択した場合) 

現存者／物故者、日本人／外国人、男性／女性、人名キーワード、活動分野(大分類／小分類)、

生年月日、没年月日、誕生日、没日、出身(生)都道府県、出身校名、勤務先名の検索が可能で

す。 

※項目間は AND 検索です。項目間での OR 検索はできません。 

 

2-3.検索結果 

・入力・選択した検索条件の下に、該当件数とヒットした人物が表示されます。 

・表示を詳細にすることも可能です。 

・人名をクリックすると、WHO は詳細なプロフィールが、『人物レファレンス事典』は略歴と掲載事典一覧が

表示されます。 

・WHO のプロフィール中の人名にリンクが張られている場合、その人物のプロフィールに遷移します。 

・プロフィール中にある外部サイトをクリックすると、別ウィンドウが開きます。 

・WHO のプロフィールから、人物文献、著書、記事・論文に遷移できます。 

・WHO 収録人物は、検索結果の関連リンクから人物文献、著書、記事・論文への遷移も可能です。 

 

2-4.再検索 

・左上の「検索条件を開く」をクリックすると、検索条件の追加やクリアができます。 

・［WhoPlus］のロゴをクリックすると、全てがクリアされ、新たな検索ができます。 

 

2-5.利用終了 

・利用終了時は、右上の［ログアウト］をクリックしてください。 
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3.検索項目 

3-1.ファセット検索：活動分野から探す(WHO のみ) 

   

 

3-2.キーワードから探す(WHO、人物レファレンス事典) 

 

・思いついたことばを入力してください 

・スペースを介して複数のことばを入力することで、AND 検索（必ず含む）ができます。 

 

3-3.詳細検索(WHO と人物レファレンス事典、または WHO のみの選択が可能です) 

 

・本名、筆名、別名など、人名の部分のみを対象として検索します。グループ名やユニット名なども人 

名として扱います。 
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・人物名は、漢字、ひらがな、カタカタ、英字で検索できます。漢字は旧字でも検索できます。また、人名の

よみからも検索できます（ひらがな、カタカナは同じものとして検索します）。  

・WHO では、ヨミに「ヂ」「ヅ」を使用していません。すべて「ジ」「ズ」となります。 

 

3-4.その他の絞り込み条件(詳細検索で WHO のみを選択した場合) 

3-4-1.現存者／物故者 日本人／外国人 男性／女性 

 

・それぞれのチェックボックスを有効にすることで、検索対象をしぼり込むことができます。 

・データ作成時点での検索となるため、亡くなった直後は故人で検索できない場合があります。また、亡 

くなったことを公表されていない方もいらっしゃることをご了承ください。 

  

3-4-2.人名キーワード 

 

・本人のほか、本人に関連する人名で検索できます。 

  

3-4-3.活動分野 

 

 

・（全て）、またはプルダウンで 6 つ活動分野（大分類）のうちの一つを選択してください。大分類の 

一つを選択すると、（全て）または小分類の一つを選択できます。 

・「政治」と「社会」など、複数の活動分野の指定はできません。 
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3-4-4.生年月日の画像、没年月日 

 

・生年月日、没年月日は西暦の半角数字 8 桁を入力します。 

・左フィールドと右フィールドに同じ値を入力するとその日付のみ、左フィールドより右フィールに大きな値を 

入力すると範囲検索、左フィールドのみに入力すると「〜年月日以降」、右フィールドのみに入力すると 

「〜年月日まで」の検索となります。 

・生年のみ、没年のみの範囲検索は、「YYYY0000」~「YYYY1231」と入力してください。 

 

3-4-5.誕生日、没日 

 

・誕生日、没日の検索も可能です。 

 

3-4-6.出身(生)地 

 

・(全て)、またはプルダウンで地域を選択できます。地域を選択するとプルダウンで都道府県名が指定で 

きます。 

 

3-4-7.出身校名 

 

・出身大学名での検索が可能です。一部高校名でも検索できます。 

・原則として最終学歴ですが、中退も含みます。 
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3-4-8.勤務先名 

 

・勤務先の正式名称や略称で検索できます。 

 

 

4.表示項目 

4-1.検索結果 

 

・デフォルトは関連度順で 20 件表示されます。ヨミ順の表示、50 件、100 件の表示も選択できます。 

・［表示を詳細に］をクリックすると、より多くの情報が表示されます。 
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4-2.WHO 詳細表示 

 

・＜主な表示項目＞ 

氏名（本名、旧名・旧姓、筆名などを含む） 

その人物についてのトピック、職業、肩書、元職、グループ名など、資格、生没年月日、出生地、出身地、 

学 0 歴、学位、専攻分野、研究テーマ、経歴、エピソード、連絡先、外部サイト、業績、代表作、全集・ 

著作集、記録、勲章、受賞、所属学会・団体、記念館等、家族・親族、師弟、作成年月（現存者の 

み）、など。 

※ただし、不明な項目や、ご本人様が公開を希望されない情報は表示されませんので、ご了承ください。 

 

4-3.人物文献 
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・プロフィールを表示した人物について書かれた本や、取材された記事などの雑誌・新聞の刊行・発行情報 

を確認でき、原本や原記事を手早く入手する手がかりとなります。 

・＜表示内容＞ 

書名・誌名・紙名、著者・執筆者名、出版者（社） 刊行年月など 

・デフォルトでは「新聞」「図書/図書の一部」「雑誌」の全てが刊行・発行年(降順)に表示されますが、「新 

聞」のみ、「図書/図書の一部」のみ、「雑誌」のみの絞込みが可能です。刊行・発行年(昇順)も選択でき 

ます。 

・＜人物文献の主な採録新聞＞ 

朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、 日刊スポーツ、 北海道新聞、河北新報、神奈川 

新聞、中日新聞、京都新聞、中国新聞、西日本新聞、琉球新報、その他地方紙 

※人物文献としての雑誌採録は、現在休止中です。 

 

4-4.著書 

 

・プロフィールを表示した人物を著者名として、 日外アソシエーツが保有する図書を探すデータベース 

BookPlus を検索し、その結果を表示します。 

・＜主な表示項目＞ 

書名、著者名、出版者（社）、刊行年月、ページ数、大きさ、価格、ISBN など 

・著者名以外の項目（書名や刊行年月など）から検索したい場合は、BookPlus をご利用ください。 
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4-5.記事・論文 

 

・プロフィールを表示した人物を執筆者として、 日外アソシエーツが保有する雑誌記事・論文を探す 

データベース MagazinePlus を検索し、その結果を表示します。 

・＜主な表示項目＞ 

記事・論文のタイトル、著者名、掲載誌名、出版社等、巻号等 

・執筆者名以外の項目（記事タイトルや発行年月など）から検索したい場合は、 

MagazinePlus をご利用ください。 

 

4-6.『人物レファレンス事典』の詳細表示 

 

・＜主な表示項目＞ 

見出し人名 

略歴、掲載事典名と掲載事典における見出し人名と生没年 
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5.その他 

5-1.入力について(人物名(完全一致)は除く) 

・新旧字体や、異体字は同じものとして検索します。  

・ひらがなとカタカナは同じものとして検索します。  

・アルファベットで入力した場合、大文字と小文字などは同じものとして検索します。  

・記号類（「・」中黒は、無視して検索します。 

 

 

お問い合わせ 

日外アソシエーツ株式会社 営業局 

TEL. 03-3763-5241 

FAX. 03-3764-0845 

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-16-16 鈴中ビル大森アネックス 

Email： online@nichigai.co.jp 

 

禁無断転載／copyright© 2020 Nichigai Associates, Inc. 


