
本書は，バイオマス利活用システムに関する研

究成果について，限られた紙面でできる限り分か

りやすく解説している。したがって，より専門的

な内容や最新の情報を知りたい方の参考として，

関連する書籍・文献・インターネットサイトを下記

に紹介する。

また，本書の中で頻繁に引用されている文献も再

掲する。
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