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あるとのこと。
視察したトリジェネレーション設
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※１：トリジェネレーション：
「電気・温熱・冷熱」の供給システムで、
発電時の廃熱を利用して冷水、
温水を製造して供給する。
日本におけるコージェネレーションに相当。日本でトリジェネレーションは、
「電気・熱・CO2」の供給。
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