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注：代替エネルギーのシェアは、一次エネルギー供給の中で、水力、地熱、風力、
太陽光、潮力、バイオ燃料、廃棄物による供給の割合である。
資料：IEA（国際エネルギー機関）
、出所は世界国勢図会（2021/22）
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