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[変換・無変換について]
産業廃棄物の中間処理工程において焼却処理をした場合、廃棄物の種類が燃え殻に変化することが
考えられる。
変換とは、
このような場合において中間処理後の残さを燃え殻として扱ったことを示す。
なお、本編中の数値については、特に記載がない場合は無変換の結果を示している。

【無変換の一例】
変換

中間処理前
木くず

中間処理後
中間処理
（焼却）

燃え殻

