鉄道トレンドウォッチング
鉄道を取り巻くさまざまな動きを紹介
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バイオマス技術の現状と
鉄道分野への展開
「鉄道トレンドウオッチング」第 13
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図 6 バイオマスに利用される藻類
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原料の利用種別（見込み）
（経済産業省資料）2）

図7

土着の藻類を利用する藻類バイ
オマス実験施設（提供：筑波大学）

図9

鉄道林のバイオマス利用のイ
メージ（写真提供：土木学会）
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※トレンドウォッチングは，今月よ
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ボトリオコッカスとよばれる藻類

バイオマスの燃料利用では，価格面も
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