
−新たな産業の育成という視点から

Index

I.ことばの定義を確認してみよう
「バイオマス資源」に関連することばの意味を、辞書などでおさえておきましょう。

II.キーワードを考えよう
キーワードを⼯夫して分野を広げたり、絞り込んだりしましょう。

III.関連する図書を探そう
まずは⼊門的な図書からスタートして、本を読みながらキーワードを広げたり、絞り込みを⾏
なったりして軌道修正しつつ、探索を進めましょう。

IV.新聞記事を探そう
主に社会的な動きの最新情報は、新聞からも得られます。

V.統計・⽩書類を調べてみよう
バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議には様々な省庁が関わっています（内閣府、総務省、
⽂部科学省、農林⽔産省、経済産業省、国⼟交通省、環境省）。政府の取り組みや、⽇本や世
界のバイオマス資源量を調べるには、統計・⽩書類が有⽤です。

VI.雑誌記事を探そう
雑誌記事・雑誌論⽂を⾒ることで、研究の最前線、社会との関わり、⼀般の関⼼の⽅向を調べ
ることができます。学術雑誌のほか、⼀般雑誌にも特集が組まれていることがあります。

VII.インターネットで探そう
オンライン上にはさまざまな有⽤サイトがあります。検索エンジンなどを⽤いて探してみま
しょう。

VIII.実践に学ぼう−全国のバイオマスタウン
国内での実践例を⾒てみましょう。

IX. Next Step さらに専門的な情報を探してみよう

バイオマスは「現存量」などと訳され、⽣物体の量を⽰します。近年、これら⽣物を有機体として利⽤
し、有⽤物質やエネルギーを得る道が模索されています。
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「バイオマス資源」に関連することばの意味を、辞書などでおさえておきましょう。

辞書・事典を調べる

情報を探している途中で分からない⽤語が登場したときは、辞書や事典をひいて疑問を解決しながら探索
するよう⼼がけましょう。

図書(の章節)

タイトル 世界⼤百科事典 全31巻 2005年改訂版

ひとこと紹介
平凡社刊⾏。⽇本を代表する百科事典のひとつ。
中央参 031//Se

にあります。

タイトル リサイクルの百科事典
著者名 安井⾄ǁ〔ほか〕編，安井ǁ⾄（１９４５−）

ひとこと紹介

中央館３階学⽣⽤ 518.523||Y

中央館２階参考 518.523||Y

⼯中央開架 518.523||Y

農参考図書 518.52||R

等にあります。

タイトル 環境問題情報事典
著者名 ⽇外アソシエーツ株式会社ǁ編，⽇外アソシエーツ株式会社

ひとこと紹介
中央館２階参考 519.03||N

農書庫図書 519||N

等にあります。

タイトル ⽊材科学ハンドブック
著者名

ひとこと紹介

岡野健，祖⽗江信夫ǁ編，岡野ǁ健（１９３８−），祖⽗江ǁ信夫
中央館２階 参考図書 657||O

中央館３階 学習⽤図書 657.036||O

農（研究室）
にあります。

インターネッ
ト・DB

タイトル       Japan Knowledge+

リンク先
URL

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html

ひとこと
紹介

「⽇本⼤百科全書」「⽇本国語⼤辞典」「現代⽤語の基礎知識」「imidas」
「Encyclopedia of Japan」ほか英和・和英辞典等をオンラインで検索できま
す。同時アクセス数は４。使い終わったら必ず［ログアウト］してください。
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キーワードを⼯夫して分野を広げたり、絞り込んだりしましょう。

キーワード
の⼀例

バイオマス，⽣物現存量,

バイオエネルギー, バイオマスエネルギー,

バイオマス変換, バイオエタノール,

循環型社会, リサイクル,

Biomass Biofuel…

これらのキーワードで、以降の図書・雑誌などを探していきましょう。情報を探す中で新たな関連語を⾒
つけて追加することで、検索の幅が広がり、より的確な⽅向に探索することができます。
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まずは⼊門的な図書からスタートして、本を読みながらキーワードを広げたり、絞り込みを⾏なったりし
て軌道修正しつつ、探索を進めましょう。

ブラウジングで基礎的な図書を探す

直接，図書館の棚に⾏って，関連分野の分類番号を中⼼に探してみましょう（ブラウジング）。

附属図書館の利⽤案内を⾒れば，分類表や中央図書館の資料配置が分かります。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/index.html

分類番号 分野
501.6 ⼯業動⼒、エネルギー
579.9 バイオテクノロジー
657 森林利⽤, 林産物, ⽊材学
663.6 ⽔産⽣物学、⽔産資源など

他の分類の棚にも、関連する本が配置されています。
OPACのキーワード検索で、他分野と関連する資料を探してみましょう。

OPACで図書を探す

オンライン目録（OPAC）で，名古屋⼤学の蔵書を調べることができます。
「キーワード」を⼊⼒して検索してみましょう。

調べ⽅がわからない時は，ガイドシートリスト（OPACやデータベースの使い⽅）で使い⽅を
確認してください。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/index.html

インターネッ
ト・DB

タイトル OPAC（名古屋⼤学蔵書検索）
リンク先
URL

http://opac.nul.nagoya-u.ac.jp/webopac

ひとこと紹
介

・名古屋⼤学の蔵書を調べることができます。
・調べ⽅がわからない時は，ガイドシート（OPACやデータベースの使い
⽅）もあります。

国内で刊⾏されている図書を探す

以下のサイトで、国内の⼤学・研究機関・公共図書館等にある図書を検索できます。

名古屋⼤学で所蔵していない図書は，取り寄せて借りることもできます。
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所属別申込先⼀覧をご覧ください（公共図書館の場合は中央図書館へ）。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html

インターネッ
ト・DB

タイトル Webcat Plus

リンク先
URL

http://webcatplus.nii.ac.jp/

ひとこと
紹介

全国の1,000以上の⼤学図書館等が所蔵する図書や、新刊書の情報を、内
容・目次データから検索できます。
また関連ワードが表⽰されるので、検索しながらキーワードを検討できま
す。

インターネッ
ト・DB

タイト
ル 国⽴国会図書館 NDL-OPAC

リンク
先URL https://ndlopac.ndl.go.jp/

ひとこ
と紹介

国⽴国会図書館(NDL)が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベースです。
(国内で発⾏されたすべての出版物は、NDLに納⼊することが義務づけられてい
ます。そのためNDLは、国内の刊⾏物についてのデータを豊富に持っています)

○図書や雑誌の検索 →「⼀般資料の検索/申込み」をクリック
○雑誌に載った論⽂を検索 →「雑誌記事索引の検索/申込み」をクリック

インターネッ
ト・DB

タイトル 愛蔵くん（愛知県内図書館 横断検索）
リンク先
URL

http://www.aichi-pref-library.jp/oudan/aichi_oudan_f.htm

ひとこと
紹介

愛知県内の市町村⽴図書館等の所蔵を⼀括検索できます。⼤学図書館よりも、
より平易な⼀般書の所蔵が多くなっています。

⼊門的な図書を読む

図書の章末や巻末に掲載されている参考⽂献などから、更に関連図書を探してみましょう（チェイニング
（芋づる式探索））。

タイトル 図解よくわかるバイオエネルギー
著者名 井熊均 編著，井熊 均（１９５８−）

ひとこと紹介 中央館３階学習⽤ 501.6||I

タイトル バイオマス・エネルギー・環境
著者名 坂志朗 編著，坂 志朗（１９５１−）

ひとこと紹介 中央館３階学習⽤ 501.6||Sa

農（研究室）
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タイトル ⽊質バイオマスの利⽤技術
著者名 諸星紀幸 〔ほか〕著，諸星 紀幸（１９４１−）

ひとこと紹介
中央館３階学習⽤ 658.3||Mo

農学⽣図書 657||MO||4

農（研究室）
等にあります。

タイトル

ひとこと紹介

家畜排せつ物の処理・リサイクルとエネルギー利用 : 最新浄化・処理

技術からバイオマス利用、法対策、有効利用事例まで

中央館３階学習用　644||B

工機械（研究室）

等にあります。 
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主に社会的な動きの最新情報は、新聞からも得られます。

新聞記事データベースを使う

以下の新聞記事データベースは、学内のLANにつながっているPCであれば、附属図書館のサイトのデータ
ベースのページから利⽤できます。読むだけでなく、記事検索も可能ですのでぜひ活⽤してみてくださ
い。

タイトル 聞蔵Ⅱビジュアル（学内限定）
リンク先
URL

ひとこと紹
介

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/cBannai/dbetc.html#KIKUZO2

朝⽇新聞のオンライン記事データベースです。創刊（1879年）からの記事を
検索できます。

インターネッ
ト・cB

タイトル ⽇経テレコン21

リンク先
URL

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html#NK21

ひとこと
紹介

⽇経４紙『⽇本経済新聞』、『⽇経産業新聞』、『⽇経流通新聞MJ』、『⽇
経⾦融新聞』の全⽂記事データベース。
学内限定、同時アクセス数は２名です。終了したら必ず[ログアウト]で終わっ
てください。

インターネッ
ト・cB

タイトル 中⽇新聞・東京新聞記事データベース
リンク先
URL

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html#CHU

ひとこと紹
介

中部地⽅の情報をくまなくカバーする中⽇新聞（１９８７〜）のデータ
ベース。
学内限定、同時アクセス数は1名です。終了したら必ず[ログアウト]ボタン
を押してください。

インターネッ
ト・cB

タイトル ProQuest central

リンク先URL http://search.proquest.com/

ひとこと紹介 海外の新聞400紙以上の全⽂記事が検索できます。
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バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議には様々な省庁が関わっています（内閣府、総務省、⽂部科学省、農林⽔産省、経済産
業省、国⼟交通省、環境省）。政府の取り組みや、⽇本や世界のバイオマス資源量を調べるには、統計・⽩書類が有⽤です。

出版物でデータを⾒る

官公庁が発⾏するもののほか、テーマ別にデータを収集した資料もあります。

地球環境データブック : ワールドウォッチ研究所.

レスター・ブラウン，ミカエル・レナー，ブライアン・ハルウェイルǁ編著，福岡克也ǁ監
訳，Ｂｒｏｗｎ，Ｌｅｓｔｅｒ
Ｒｕｓｓｅｌｌ（１９３４−），Ｒｅｎｎｅｒ，Ｍｉｃｈａｅｌ（１９５７−），Ｈａｌｗｅ
ｉｌ，Ｂｒｉａｎ．，福岡ǁ克也（１９３０−）

2000年以降、毎年発⾏されています。
中央館３Ｆ学習⽤ 304||W||2000-01 等
⽔循環 304||B||||共通
農、情⾔（研究室）
等にあります。

タイトル 環境⽩書
著者名 環境省総合環境政策局環境計画課 編，環境省総合環境政策局

ひとこと紹介

中央館２Ｆ参⽩ 519.1||Ka

経研セ 519.5||Ka56

法 360.8||K132

教育参考 519.1||Kan

情⾔ 519.1||Ka||参
⼯⼟⽊図書室 CC||k44

等にあります。

タイトル
著者名

ひとこと紹介

⾷料・農業・農村⽩書
農林⽔産省 編，農林⽔産省
中央館２Ｆ参⽩ 611||N

経研セ 611.1||N96

等にあります。

Web上で⽩書を⾒る

官公庁が発⾏する⽩書類は、近年Web上でも公開されています。

インター
ネット・DB

タイト
ル ⽩書（年次報告書）

リンク
先URL http://www.kantei.go.jp/jp/hakusyo/

タイトル

著者名

ひとこと紹介

ひとこ
と紹介

⽇本の省庁が発⾏する⽩書の本⽂PDF版（無料公開）へのリンクがあります。⽩書とは、中央省庁が編集
する政府刊⾏物で、政治経済社会の実態及び政府の施策の現状について国⺠に周知させることを主眼と
するもの。現況や政策などがデータを交えて分かりやすく説明されています。
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雑誌記事・雑誌論⽂を⾒ることで、研究の最前線、社会との関わり、⼀般の関⼼の⽅向を調べることがで
きます。学術雑誌のほか、⼀般雑誌にも特集が組まれていることがあります。

⽇本語の雑誌記事を探す

データベースを使って、雑誌記事を検索してみましょう。

⾒つかった雑誌が名古屋⼤学にない場合は，コピーを取り寄せることもできます。所属別申込
先⼀覧をご覧ください。 (http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/ILLplace.html)

調べ⽅がわからない時は，図書館サイト「論⽂を探す」をご覧下さい。
(http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/guide/search/4.html)

インター
ネット・DB

タイト
ル CiNii Articles（サイニィ） （⼀部の本⽂は学内限定）

著者名 国⽴情報学研究所
リンク
先URL http://ci.nii.ac.jp/

ひとこ
と紹介

国内で刊⾏された雑誌記事を探すことができます（主に学術雑誌・⼤学紀要・学
会誌）。⼀部の雑誌については，論⽂全⽂をダウンロードし閲覧することができ
ます。NULinkが利⽤できます。

インター
ネット・DB

タイト
ル 国⽴国会図書館 NDL-OPAC

リンク
先URL https://ndlopac.ndl.go.jp/

ひとこ
と紹介

国⽴国会図書館(NDL)が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベースです。
(国内で発⾏されたすべての出版物は、NDLに納⼊することが義務づけられてい
ます。そのためNDLは、国内の刊⾏物についてのデータを豊富に持っています)

○図書や雑誌の検索 →「⼀般資料の検索/申込み」をクリック
○雑誌に載った論⽂を検索 →「雑誌記事索引の検索/申込み」をクリック

インター
ネット・DB

タイト
ル ⼤宅壮⼀⽂庫雑誌記事索引検索 Web版 （学内限定）

リンク
先URL

ひとこ
と紹介

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/DBannai/dbjapanese.html#oya

豊富な内容とユニークな切り⼝で知られる、雑誌専門図書館・⼤宅壮⼀⽂庫の雑
誌記事索引のWeb版です。週刊誌、総合⽉刊誌、⼥性誌など現代ジャーナリズム
の最先端をいく「マガジン」の記事情報が検索できます。1988年以降最新まで、
約400誌から採録。学内限定で、同時アクセス数は1名です。
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オンライン上にはさまざまな有⽤サイトがあります。検索エンジンなどを⽤いて探してみましょう。

関連するウェブサイトを⾒る

⼀例：

インターネッ
ト・DB

タイトル バイオマス・ニッポン（農林⽔産省）
リンク先
URL

http://www.maff.go.jp/j/biomass/index.html

ひとこと
紹介

農林⽔産省の「農林⽔産環境政策に関する情報」内のページ。バイオマス関
連の政府の⽂書や取り組みを読める。

インターネッ
ト・DB

タイトル バイオマス情報ヘッドクォーター
リンク先
URL

ひとこと
紹介

http://www.biomass-hq.jp/

株式会社東⼤総研によるサイト。
バイオマスに関する情報ネットワークの中⼼として、関連技術の⽂献等の
データベースを整備している。資源統計の基礎データもある。

インターネッ
ト・DB

タイトル バイオマス産業社会ネットワーク
リンク先
URL

ひとこと
紹介

http://www.npobin.net/

NPO 法⼈のサイト。バイオマス情報データベース、バイオマス⽩書などバ
イオマス利⽤についての情報を、書籍、資料、オンライン等で提供してい
る。

他のサイトも探す

検索エンジンを使う時は，それぞれの特徴を調べて効果的に使いましょう。

得られた情報は、必ず発信源・更新⽇・執筆者等を確認して、その信頼性を吟味しましょう。また、複数
の情報源を⽐較して確認するようにしてください。

代表的な検索エンジン：

Google (http://www.google.co.jp/)
Yahoo! (http://www.yahoo.co.jp/)
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国内での実践例を⾒てみましょう。

バイオマスタウンとは、バイオマス利⽤を将来まで安定して⾏えるよう計画をたて、連携して取り組む地
域です。

バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議が募集した、それらのバイオマスタウンの構想は
http://www.biomass-hq.jp/biomasstown/index.htmlでも⾒られます （平成22 年3 ⽉現在で237 地域）。

⾃治体のウェブサイトを⾒る

バイオマスタウンの⼀例：

岐⾩県岐⾩市 (http://www.city.gifu.lg.jp/c/12010260/12010260.html)

バイオマス活⽤により「環境都市ぎふ」を目指している。
バイオマスの情報や実際の取り組みを、画像や動画を⽤いて市⺠に分かりやすく公開するサイトを
持つ。

学校給⾷廃油のディーゼル燃料化や、⽣ごみの堆肥化、バイオプラスチックの試⽤などを⾏なってい
る。

岡⼭県真庭市 (http://www.city.maniwa.lg.jp/html/biomass/)

⾃都市のバイオマス資源量を調査・分析し、具体的な目標値を掲げながら、それらを⽣かしていく
⽅法を模索している都市。⾏政・市⺠・事業者の役割を明確にし、全体で取り組もうとしている。

⽊材チップから作るエタノールを燃料とする⾞を、市の公⽤⾞として導⼊するなどの実験を⾏なって
いるほか、⽊⽚関係の利⽤を中⼼に取り組む。バイオマス関連の産業観光モデルツアーも開催。

千葉県 (http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/e_ichihai/bio/index.html)

「バイオマス⽴県ちば」を目指し、県全体で取り組んでいる。地域特性を⽣かした「ハイテク」
「アグリ」「ウッド」「フラワー」の４つの⽅向性を打ち出し、積極的に産・学・官連携を⾏な
う。

毎⽉刊⾏される「バイオマスプロジェクトチームだより」をオンラインで読め、非常に活発な活動
がうかがえる。
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専門事典を調べる

更にテーマを掘り下げて探すには、専門事典の情報が役⽴ちます。

タイトル バイオマスハンドブック
著者名 ⽇本エネルギー学会 編，⽇本エネルギー学会

ひとこと紹介
農参考図書 501.6||N

⼯（研究室） 
等にあります。 

英語の論⽂を探す

⽂献データベースを使って、専門的な英語論⽂を調べてみましょう。

これまでに調べた情報からキーワードを選び、組み合わせるなど⼯夫して検索してみてください。

この他にも、図書館サイトのデータベースのページから様々なデータベースにアクセスできま
す。

インター
ネット・
DB

タイト
ル Web of Science （学内限定）

リンク
先URL http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/db_details.html

ひとこ
と紹介

全分野（⾃然科学、社会科学、⼈⽂科学）を対象に、引⽤率の⾼い学術雑誌に掲載
された論⽂が検索できる引⽤⽂献データベース。通常の論⽂検索のほかに、引⽤⽂
献から検索したり、関連する論⽂を検索したりすることができます。NULinkが利⽤
できます。

インター
ネット・
DB

タイト
ル Science Direct （本⽂閲覧は学内限定）

リンク
先URL http://www.sciencedirect.com/

ひとこ
と紹介

Elsevier社の刊⾏する学術雑誌のうち約2200タイトルの論⽂を全⽂検索することが
できます。名古屋⼤学の契約電⼦ジャーナル。検索は無料で、電⼦ジャーナル本⽂
を⾒るには、名古屋⼤学からのアクセスが必要です。
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