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株式会社新菱 会社概要
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サーキュラー

エコノミー 事業

CE（サーキュラーエコノミー）3R推進事業エレクトロニクス

事業 事業内容

４、 酸リサイクル

株式会社 新 菱 （しんりょう）

福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁目９番２２号

江藤 俊郎 （代表取締役社長）

１９６４年 （昭和３９年） １０月１日

５億円

三菱ケミカル㈱１００%

２０２億円 （２０２０年度実績、 単体）

1２00人社員数

会社名

本 社

代表者

資本金

株 主

設 立

売上高

１、 太陽光パネルリサイクル

５、 OA リサイクル（㈱リサイクルテック＊）

２、 カーボンファイバーリサイクル

３、 ファインセラミックスリサイクル

ファインケミカル

事業

半導体製造装置パーツ精密洗浄

各種表面処理・再生・加工

化学品受託合成
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＊㈱リサイクルテックは、㈱新菱のグループ会社でＯＡ機器リサイクル、太陽光パネルの産業廃棄物処理を行っております。



工場立地 太陽光パネルリサイクル（PVR）工場

北九州市
エコタウン
センター

北九州市エコタウン白島石油備蓄基地

響灘洋上風力発電
予定エリア

新菱PVR新工場

(株)リサイクルテック
（破砕による太陽光パネル処理）

新工場建屋は2022年2月完成

新菱PVR新工場(株)新菱本社

MCC福岡事業所

 環境省エコタウン事業 北九州エコタウン 総合環境コンビナート響灘リサイクル団地に近接。
 北九州市エコタウンセンターの北隣に立地。九州、中国エリアをカバーします。

北九州エコタウン
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新菱の使用済太陽光パネル リユース / リサイクル ・ フロー

使用済

太陽光

パネル

選別

収集
運搬

目視検査

・ソーラー発電所

・施工業者

・保守メンテ業者

・ハウスメーカ

・被災地域

NG

CIS系のみ

リユース

高度リサイクル

絶縁等検査

ｱﾙﾐ枠解体

EVA 除去＊

CIS 除去 CIS 粉

高度選別

ﾘﾕｰｽPVﾊﾟﾈﾙ

アルミ

板状ガラス

産業廃棄物中間処理

割れガラス

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾒｰｶｰ

ガラスﾒｰｶｰ

Ａｇ(ｼﾘｺﾝ）

Cu

リサイクル ｱﾙﾐ枠解体 アルミ

破砕 破砕品

製錬会社

販売 ： Low-LC･CO2

ｴﾈﾙｷﾞｰとして活用

製錬会社

資源として回収し有価販売

製錬会社

製錬会社

製錬会社

路盤材等 処分費支払い

㈱新菱 （㈱ﾘｻｲｸﾙﾃｯｸ）ＰＶR工場

カレット
メーカー

リサイクル処理コスト ＞ 資源有価販売費

●産業廃棄物処理として受注し、リサイクル（資源回収）を行う。
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 資源循環のためには、①発生抑制、②再利用、③再生利用、④熱回収、⑤埋立処分を優先順に
検討している。

 効率的なリサイクルシステム構築にあたっては上流から下流までの 一体的な取組みが重要。

建築物解体
現場破砕

設備撤去

排出

利
用
終
了

リサイクル製品製造

（

管
理
型

最
終
処
分



㈱リサイクルテック 廃棄太陽光パネル 破砕方式によるリサイクル（現状）
㈱リサイクルテックは、㈱新菱のグループ会社でＯＡ機器リサイクル、太陽光パネルの産業廃棄物処理（リサイクル）を行っている。

処理風景
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 施工会社が７割を占める。
 メガソーラーからの直接依頼は少ない

14,243 2,999 

2,110 
1,119 

1,906 

2019年～2021年集計（業界別受注枚数）

施工会社
産廃処理業者

施工会社（Ｏ＆Ｍ）

ハウスメーカー
メガソーラ

56%
19%

9%
5%

3%3%2%2%1%0%0%

2019～2021年集計（発生地域）

福岡 長崎
佐賀 大分
熊本 広島
鹿児島 山口
沖縄 島根
宮崎

45

98

151 

3,427 

6,636 

13,000 
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300

2019年 2020年 2021年

顧客数 受注枚数

顧客数 枚数

枚

枚

枚

枚

㈱リサイクルテック 廃棄太陽光パネル産業廃棄物受注実績
～処理方法：アルミ枠解体＋破砕方式でリサイクル～

 福岡、長崎、佐賀で８割を占める。
 南九州、山口、広島は問合せも少ない

 現状の処理方法は、破砕であり最終処分で埋立しないだけで、
他社との差別化はまだ大きくないと考えている。

 ㈱リサイクルテックが、採用されるのは「信用」が第一という印象。
 2021年度で他県からの受入は全体の12%（1.6千枚）。

そのうち80%（1.3千枚）は一部上場企業関連の大手企業。
 高い運賃を支払っても新菱にという大手企業は、環境意識が高い

のはもちろんだが、「信用」を大事にしてると推測している。
 問い合わせの90%以上がHP,ネット検索。
 排出元が処理先を知らないと推測、周知、知名度アップが必須。

＊工場は、北九州エコタウン内

200ﾄﾝ

100ﾄﾝ

55ﾄﾝ
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 現状の廃棄太陽光パネル処理は、ほとんどが埋め立て処理とされている。
 太陽光パネルは材料別に異なる構造を持っている。
⇒ 環境循環型社会に対応できる低コスト汎用リサイクル処理手法の構築が必要。

① 大量廃棄時代の到来
② 社会的システムとしての要請
③ 低コスト ⇒ 事業採算性
④ 品質安定性 ⇒ 事業継続性
⑤ 汎用性 ⇒ 各種PV対応

（結晶Si, 薄膜Si，CIS系）
⑥ 高リサイクル率 ⇒ 環境循環性

廃棄太陽光パネル
低コスト・汎用リサイクル
処理手法の構築が必要

カバーガラスが
約60%wtと多い

新菱 太陽光パネル・リサイクル技術開発の課題・背景と経緯
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＜開発経緯＞

・2010～17年度
NEDO事業
リサイクル技術開発
（EVA樹脂熱分解方式）

・2017／2020～21年度
環境省実証事業
共用炉／高度選別技術
開発（早稲田大学と共同）

・2021～22年度
環境省実装事業
高度リサイクルプラントを
建設中。



社会実装 太陽光パネル高度リサイクルプラント

処理能力：９万枚/年（見込み）
（1,440トン／年）

メガソーラー

戸建住宅

パネル工場

２０２２年秋完成
予定で建設中

環境省 令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業）

太陽光パネル１Mｗのリサイクルで

・ガラス組成は、ソー
ダーライムガラスに消泡
剤としてアンチモンが
0.2～0.3％と多く含
有。ヒ素含有もある。
・アンチモンは、ガラス
製造メーカー溶解炉
等に影響を与える可
能性がある為、含有
量がスペックになる。
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受注及び受入時に有害物質
をチェック
・Cd、Ce、メーカーで選別。
・アンチモン、ヒ素は、カバーガ
ラスを蛍光Ｘ線分析
（ヒ素入りは破砕処理）

・Pbは、高度選別で回収。

銀・銅の含有量はコスト影響大。
異物がほぼ無い



廃棄太陽光パネル リサイクルの課題
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（0.19％）
（0.21％）

（0.23％）
（0.25％）

（0.28％）

（0.27％）

（0.12％）（0.1％）（0.08％）（0.06％）（0.05％）

（廃棄率）

千枚

新
菱

他
社

2022年末
新工場稼働予定

フル稼働の
受注見込み

１ライン
増設計画

 足元はまだまだ発生量が少ない。メンテナンス（故障パネルの交換）、災害品が主。
 2029年頃までは低稼働見込みで処理費を高く設定している。
 高度リサイクル／資源循環をPRしているが、埋立処理よりコスト高で苦戦している。
 高度リサイクルへ設備補助等、国の支援が望まれる。
 フル稼働時に埋立処理費と競争力がある設備能力のプラントを計画し建設中。

全国の排出量推計の２０％を九州排出量と推定した。

低稼働

量が集まれば埋立処理
と比べても料金は大きく
乖離しない見通し
高度リサイクル処理へ
誘導する主体間の情報
連携が重要。
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廃棄太陽光パネル 九州排出量推定 と 新菱受注目標



全国展開構想 新菱 太陽光パネル・リサイクル事業
廃棄太陽光パネル発生量動向(全国）

･2036年以降は、約20万ｔ発生

LCA CO2削減

MCCの拠点を活かし
全国展開へ

●：ＭＣＣ拠点
●：ｶﾞﾗｽｳｰﾙﾒｰｶｰ
●：板ｶﾞﾗｽﾒｰｶｰ

新菱
ＰＶＲ工場

ガラスの
有価化が
ポイント

産廃で引取り

新菱の高度リサイクル技術
（NEDO、環境省実証事業）

能力：9万枚/年
（1,440T/年）

スマート回収システム
（福岡リ総研*）

太陽光パネル リサイクルシステムの構築（北九州モデル）

太陽光リサイクル(リユース)ビジネスモデル(新菱モデル)

2025～

2022～

＊福岡リ総研：福岡県リサイクル総合工業化研究センター
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以 上
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参考資料
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太陽光パネル・リサイクル処理：パネル構造（Si結晶系）
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特 長

汎用性
各種太陽光パネルに対応可能（結晶Ｓｉ、薄膜Ｓｉ、ＣＩＳ系）
ガラス破損太陽光パネルにも対応

高リサイクル率
（９９％以上）

マテリアルリサイクルは約８２％（ガラス、アルミ、セル、配線は９９％以上）
サーマルリサクルを含めると９９％以上の高リサイクル率

ＣＯ2削減効果大

パネル１枚当たりの重量比率の高いカバーガラスを、グラスウール（板ガラスも
検討中）にリサイクルできる為ＣＯ2削減効果が大きい。
新菱方式で１ＭＷのメガソーラーを処理すると約２００ｔのＣＯ2を削減
板ガラスにリサイクルした場合は更に削減効果大

省エネルギー性
（熱回収システム）

ＥＶＡ樹脂熱分解ガスをアフターバーナーで燃焼、熱分解炉の加熱源としてサー
マルリサイクルするので、エネルギー効率に優れている（８０~９０％を賄う）

新菱方式 太陽光パネル・リサイクルの特徴
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処理方法（プロセス） 単位操作及び特徴

破砕方式（埋立含む）
（㈱リサイクルテック）

アルミ枠を回収後、破砕して路盤材又は埋め立てする。

熱分解＋高度選別処理
（新菱方式）

ＥＶＡ樹脂を加熱分解処理しアルミ枠、カバーガラス、セル、配
線等を高度選別し資源回収する。

ホットナイフ方式 カバーガラスとセルの間をホットナイフで切断。

ブラスト方式 カバーガラスをブラスト処理し剥離する。
（ブラスト材：ガラス粒、亜鉛粒等）

ロール式破砕機方式 カバーガラスの表面を機械的に削り取る 又はバックシート、
セルを削り取る。

太陽光パネル・リサイクル処理：主な処理方法
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新菱 太陽光パネル・リサイクル技術開発経緯
開発 結果

2010～14 NEDO事業
太陽エネルギー技術研究開発/太陽光発電システム次世代高性能技術の開発
「広域対象のPVシステム汎用リサイクル処理手法に関する研究開発」

2015～17 NEDO事業
太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト/低コ
スト分解処理技術実証
「PVシステム低コスト汎用リサイクル処理手法に
関する研究開発」

・カバーガラス、シリコンセル、バックシート等を接着固定しているエチレンビニルア
セテート(EVA)樹脂を熱分解除去するリサイクル技術を開発。
・カバーガラスが割れて無い状態で金属/ガラスとを効率よく分別し、ガラスを高
純度リサイクルガラスとして回収可能にした。

・CIS系PVパネル１万枚を実証プラントで処理し信頼性/安全性を検証した
・板ガラスメーカーで少量評価実施。

2017 環境省事業
環境省平成２９年度 低炭素製品普及に向
けた３Ｒ体制構築支援事業
「炭素繊維及び太陽電池リサイクルの設備共用
による早期事業化」

・太陽光パネル/カーボンファイバー・リサイクル共用炉を開発

・割れたＰＶパネルのEVA樹脂熱分解除去技術を開発構成材が細かく割れ
混合した残渣状となり、従来の選別方法では対応できない各成分の選別回収
が課題

2020～21

2022～23

環境省事業

令和2年度 脱炭素型金属リサイクルシステムの
早期社会実装に向けた実証事業
「太陽光パネルの高度選別技術開発とリサイク
ル・システム構築による早期事業化」

令和３年度 二酸化炭素排出抑制対策事業
費等補助金（脱炭素社会構築のための資源
循環高度化設備導入促進事業）

⇒カバーガラスが割れた太陽光パネルを加熱処理後の各成分（ガラス・銅線・
セル）を早稲田大学大和田教授と高度選別する技術開発し、素材毎に用
途確立、資源循環に目途を付けた。
・太陽光パネルカバーガラスは、アンチモンが約2,000ppmと高濃度含有のた
め、一般向けには使用困難であったが、用途開発を進めグラスウール用に目途
を付けた。
・更に板ガラス用途検討ができる品位まで向上した。

社会実装

大量導入時の課題
①コスト低減
②信頼性/安全性
③立地
④グローバル競争
⑤廃棄物対応

資料９．
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 リサイクル段階ごとに課題を整理

 効率的なリサイクルシステム構築にあたっては上流から下流までの
一体的な取組みが重要

１． PVリサイクルシステム構築に向けた全体像

利
用
終
了

収集・運搬

破砕

分解・選別

中間処理

アルミフレーム

カバーガラス

セル・EVA

その他

最終処分
（管理型）

収集・運搬

収集・運搬

収集・運搬

リサイクル製品製造

金属スクラップ事業者等

ガラスカレットメーカー等

非鉄精錬事業者等

売却不可

建築物解体
現場破砕 収集・運搬

建設資材事業者等

設備撤去

リユース

回収排出
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 



廃棄PVパネル排出見込量（寿命20，25，30 年）

将来の全国の排出見込量は、

2040 年前後に80万トン/年となり、今までの

日本の産廃では経験値の無い排出のピーク
を迎える

※ 予測では、寿命到来による排出（20, 25, 30 年）と、修理を含む交換に
伴う排出（毎年の国内出荷量の0.3%）が考慮されている。

出典：太陽光発電設備等のリユース・リサイクル・適正処分に関する報告書
2014年度 MRI / 環境省

廃棄PVパネル排出見込量（全国）

〇太陽光パネル年間排出量のピークは2035～2040年頃
で約17～28万トン(1,000～1,700万枚)/年。

〇産業廃棄物の最終処分場の1.7～2.7％に相当。
メンテナンスニーズ、安全な処理・リサイクル制度の
必要性の高まり。

〇廃棄太陽光パネル排出元は、
・ＥＰＳ業者（施工業者）・Ｏ＆Ｍ業者
・発電事業者（撤退時） ・ＰＶパネルメーカー

太陽光発電設備の廃棄対策について
2018年11月21日資源エネルギー庁
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LCA
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表　最終処分量削減効果の見込み
1,440

90,000
1,215
1,215

最終処分時の嵩比重を 1.0 T/m3とした

廃PVパネル量（T/Y）
廃PVパネル量（枚/Y）
最終処分量削減効果（T/Y）
最終処分量削減効果（m3/Y）

 太陽光パネルのリサイクルを推進することにより、CO2及び
最終処分量が削減することが確認できた。

 パネル1枚当たりのCO2削減効果は、路盤材としての活用
と比較した場合21.81kg-CO2/枚であった。
パネル1トン当たりに換算すると、1,363kg-CO2/tであった。

 CO2の削減効果以外にも、回収したガラスを路盤材等の
他用途での利用ではなく、ガラス原料として活用することが出来、
ガラス本来の機能を有した状態で水平サイクルすることが出来
ることも資源循環の観点では非常に有益である。

単位：kg-CO2/年 単位：t-CO2/年
表　パネル１枚当たりのCO2削減量 ＊パネル１トン当たり ＊1年間のCO2削減量

項目
比較対照：
路盤材

比較対照：
埋立

比較対照：
路盤材

比較対照：
埋立

比較対照：
路盤材

比較対照：
埋立

A ベースラインの排出量 30.80 10.38 1,925 649 2,772 934
B 事業実施時の代替分 31.36 31.24 1,960 1,952 2,822 2,811
C 事業実施時の排出量 40.34 40.34 2,521 2,521 3,631 3,630
D ベースラインの代替分 0.00 0.00 0 0 0 0

(A+B)-(C+D) CO2削減効果 21.81 1.28 1,363 80 1,963 115
＊年間処理量：1,440ﾄﾝ
（新菱の1ライン分）

（16Kg/枚）

最終処分量削減効果の算出

新菱方式 太陽光パネルリサイクルによるCO2削減効果
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表2.2.1

				表2.2.1　選別回収物物の品位及び組成 ヒョウ センベツ カイシュウ ブツ ブツ ヒンイ オヨ ソセイ

																令和２年度 レイワ ネンド																		令和２年度 レイワ ネンド

																品位 ヒンイ																		組成 ソセイ

																ガラス						銅線 ドウセン						セル						Cu（％）						Ag（mg/kg）

				篩選別（上） フル センベツ ウエ												33				％		64				％		3				％		55						8,539

				風力選別（軽産物） フウリョク センベツ ケイ サンブツ												0				％		2				％		98				％		2						5,683

				エアテーブル（軽産物） ケイ サンブツ												60				％		17				％		23				％		15						3,291

				エアテーブル（重産物） ジュウ サンブツ												99.999				％		0.001				％		0.0002				％		ー						ー





図4.1.8,4.1.9

		銅線側 ドウセン ガワ

		試料番号 シリョウ バンゴウ		重量 kg ジュウリョウ		銅線 kg ドウセン		ガラス＋セル kg

		①		2.94		0.28		2.66

		②		4.84		0.26		4.58

		③		5.36		0.3		5.06

		④		4.18		0.26		3.92

		⑤		4.98		0.28		4.7

		⑥		4.64		0.26		4.38

		⑦		5.5		0.28		5.22

		⑧		7.28		0.26		7.02

		⑨		5.1		0.28		4.82

		⑩		4.28		0.28		4

		合計 ゴウケイ		49.1		2.74		46.36

								↓　1/128に縮分 シュクブン

						42.2145227783		714.2574

						手選 テ セン												粒群別品位 wt%										成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						銅線側 ドウセン ガワ												銅線側 ドウセン ガワ										銅線側 ドウセン ガワ

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		炭素 g タンソ		はんだ g		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		炭素 wt% タンソ		はんだ wt%		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		炭素 wt% タンソ		はんだ wt%

				31.5		42.2145227783						42.2145227783						0		0		100		0		0		5.5804480652		0		0		99.6661623907		0		0

				8.0-16.0		4.3315		4.3315										100		0		0		0		0		0.5725923024		0.6879276519		0		0		0		0

				4.0-8.0		379.0357		378.42		0.6157								99.8375614751		0.1624385249		0		0		0		50.1057195365		60.1005614754		0.82935851		0		0		0

				2.0-4.0		291.574		243.93		47.644								83.6597227462		16.3402772538		0		0		0		38.5439288915		38.7408962547		64.1772890201		0		0		0

				1.0-2.0		29.1186		2.9632		25.9784		0.1414		0.0233		0.0123		10.1763134217		89.215827684		0.4856002692		0.0800175833		0.0422410418		3.8492638158		0.4706146181		34.99335247		0.3338376093		100		100

				-1		10.1976												0		0		0		0		0		1.3480473885		0		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		756.4719227783		629.6447		74.2381		42.3559227783		0.0233		0.0123

				網上積算 アミ ジョウ セキサン		手選 テ セン												品位 wt%										成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ														品位 wt%

						銅線側 ドウセン ガワ												銅線側 ドウセン ガワ										銅線側 ドウセン ガワ														ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		炭素 g タンソ		はんだ g		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		炭素 wt% タンソ		はんだ wt%		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		炭素 wt% タンソ		はんだ wt%				98.6		1.36		0.0052094785		0.0502		ガラス側 ガワ

				16		42.2145227783		0		0		42.2145227783		0		0		0		0		100		0		0		5.5804480652		0		0		99.6661623907		0		0				84.4		9.9		5.7		0.0047703638		銅線側 ドウセンガワ

				8		46.5460227783		4.3315		0		42.2145227783		0		0		9.3058434243		0		90.6941565757		0		0		6.1530403676		0.6879276519		0		99.6661623907		0		0

				4		425.5817227783		382.7515		0.6157		42.2145227783		0		0		89.9360756147		0.1446725663		9.9192518191		0		0		56.2587599042		60.7884891273		0.82935851		99.6661623907		0		0

				2		717.1557227783		626.6815		48.2597		42.2145227783		0		0		87.3842988483		6.7293195142		5.8863816375		0		0		94.8026887957		99.5293853819		65.00664753		99.6661623907		0		0

				1		746.2743227783		629.6447		74.2381		42.3559227783		0.0233		0.0123		84.4		9.95		5.68		0.0031221763		0.0016481875		98.6519526115		100		100		100		100		100

				0.5

				合計 ゴウケイ

																		0		0		100		0		0

																		84.4		9.9478298709		5.6756505598		0.0031221763		0.0016481875

				分配率計算 ブンパイリツ ケイサン																								粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ																												粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						銅線側 ドウセン ガワ												ガラス側 ガワ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン						ガラス側 ガワ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン

						重量 kg ジュウリョウ		ガラス kg		セル kg		銅線 kg ドウ セン		異物kg イブツ				重量 kg ジュウリョウ		ガラス kg		セル kg		銅線 kg ドウ セン		異物kg イブツ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ				重量 kg ジュウリョウ		ガラス kg		セル kg		銅線 kg ドウ セン		異物kg イブツ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ		銅側 ドウ ガワ		ガ側 ガワ

						49.10		41.43		4.88		2.79		0.00				100.00		98.59		1.36		0.01		0.05		32.93		67.07		29.59		70.41		78.25		21.75		99.81		0.19				100.00		98.59		1.36		0.01		0.05		32.93		67.07		29.59		70.41		78.25		21.75		99.81		0.19

																																																										品位 ヒンイ		84.37		98.59		9.95		1.36		5.68		0.01

																																																																										銅線側＋風力軽(総合産物) ドウセンガワ フウリョク ケイ ソウゴウサンブツ

																		風力40 Hz軽産物回収率 フウリョク ケイ サンブツ カイシュウリツ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン						風力30 Hz軽産物回収率 フウリョク ケイ サンブツ カイシュウリツ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン						分配率 ブンパイリツ

																		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ				重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ				ガラス		セル		銅線 ドウセン

																		1.82		0.39		99.46		0.00		12.97		65.85		1.22		70.14		0.27		0.12		21.64		0.19		0.00				1.72		0.16		92.20		0.00		100.00		65.92		1.15		70.30		0.11		1.70		20.06		0.19		0.00				29.7		98.30		99.81

																																																										品位 ヒンイ		99.86		9.16		0.13		89.97		0.00		0.00

																																																																										品位 ヒンイ

																		エアテーブル(49-38)軽産物回収率 ケイ サンブツ カイシュウリツ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン						エアテーブル(49-38)軽産物回収率 ケイ サンブツ カイシュウリツ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン						ガラス		セル		銅線 ドウセン

																		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ				重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ				81.8		12.7		5.48

																		0.74		0.61		100.00		100.00		ERROR:#DIV/0!		65.36		0.49		69.71		0.43		0.00		0.12		0.00		0.19				0.74		0.61		100.00		100.00		ERROR:#DIV/0!		65.43		0.49		69.87		0.43		0.00		1.70		0.00		0.19

																																																										品位 ヒンイ		100.00		81.46		0.00		3.37		0.00		15.17



																		エアテーブル(55-33)軽産物回収率 ケイ サンブツ カイシュウリツ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン						エアテーブル(55-33)軽産物回収率 ケイ サンブツ カイシュウリツ										重量 ジュウリョウ				ガラス				セル				銅線 ドウセン

																		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ				重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ		重側 ジュウ ガワ		軽側 ケイ ガワ

																		2.66		2.65		97.80		0.00		6.31		64.10		1.75		68.28		1.86		0.00		0.11		0.19		0.00				2.66		2.65		97.80		0.00		6.31		64.16		1.75		68.44		1.86		0.04		1.66		0.19		0.00



図4.1.19　風力選別フィード（網下産物）の素材構成

ガラス	昨年度試料	今年度試料	94.772279484133335	98.507058880446522	セル	昨年度試料	今年度試料	5.0100521505046025	1.4344939113215536	銅線	昨年度試料	今年度試料	0.21007000227292985	0	異物	昨年度試料	今年度試料	7.5983630891293709E-3	5.8447208231914599E-2	

重量割合 wt%







図4.1.8　銅線濃縮物（網上産物）の素材構成



ガラス	昨年度試料	今年度試料	0	84.371749205565052	セル	昨年度試料	今年度試料	0	9.9478298708742532	銅線	昨年度試料	今年度試料	100	5.6756505597798084	炭素	昨年度試料	今年度試料	0	3.1221762948050948E-3	はんだ	昨年度試料	今年度試料	0	1.6481874860988267E-3	

重量割合 wt%











図4.1.10-13

		風力選別-風力変化実験-ふるい分け フウリョク センベツ フウリョク ヘンカ ジッケン ワ																												今年度風力フィード品位 コンネンド フウリョク ヒンイ						98.5887229962		1.3578688602		0.0052094785		0.0501644003

		振動数 Hz シンドウスウ		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		軽+重 kg ケイ ジュウ																				昨年度風力フィード品位 サクネンド フウリョク ヒンイ						94.7722794841		5.0100521505		0.2100700023		0.0075983631

		20		5.48		0.04		5.42		5.46																								富鉱比 フ コウ ヒ		1.0402696182		0.2710288874		0.024798774		6.6020009401

																																		(風力選別フィードの昨年度試料に対する今年度試料の富鉱比)

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				31.5		0.6208		0		0		0.6208		0		0		0		0		0		0		0.6208						0.6208				0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0114695324		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100

				8.0-16.0		13.7666856305		13.7214856305		0.0452		0		0		0.0452		0		0.0452		0		0		13.7214856305		13.7214856305		0		0		0		99.6716711545		0.3283288455		0		0		0		100		0		0		100		0		0		0		0.1305060864		0		0.3896551724		ERROR:#DIV/0!		0		0.2535100248		0.2593958496		0		0		0		0		100		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4.0-8.0		2779.2031385306		2775.131925268		3.6107360229		0		0.4604772396		3.0836		0		3.0836		0		0		2776.1195385306		2775.131925268		0.5271360229		0		0.4604772396		99.8535114902		0.1299198311		0		0.0165686787		0		100		0		0		99.9644246853		0.0189882322		0		0.0165870826		8.9032869055		0		26.5827586207		ERROR:#DIV/0!		0		51.2899369658		52.4620819338		0.7253800814		0		8.1804999497		0		100		85.4008706372		14.5991293628		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2.0-4.0		2493.6549928107		2461.4675888872		31.7924134931		0		0.3949904304		5.7071		0		5.6818		0		0.0253		2487.9478928107		2461.4675888872		26.1106134931		0		0.3696904304		98.7092278597		1.2749323216		0		0.0158398187		0		99.5566925409		0		0.4433074591		98.9356568118		1.0494839369		0		0.0148592513		16.478125794		0		48.9810344828		ERROR:#DIV/0!		12.6121635095		45.9658486695		46.5324596462		35.9302307513		0		6.5676482722		0		100		17.8715592046		82.1284407954		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1.0-2.0		93.3571786665		39.5611142537		48.8219700093		0		4.9740944035		3.0607		0.096		2.7894		0		0.1753		90.2964786665		39.4651142537		46.0325700093		0		4.7987944035		42.3760816456		52.2958927279		0		5.3280256265		3.1365373934		91.1360146372		0		5.7274479694		43.7061498261		50.9793634138		0		5.3144867601		8.8371676714		100		24.0465517241		ERROR:#DIV/0!		87.3878364905		1.6682641488		0.7460625705		63.3443891673		0		85.2518517781		0.2426625281		99.7573374719		5.7134113996		94.2865886004		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		66.6324043617										22.7378										43.8946043617										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65.6509135426		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.8109706587		0		0		0		0

				合計 ゴウケイ		5447.2352		5289.8821140394		84.2703195253		0.6208		5.8295620735		34.6344		0.096		11.6		0		0.2006		5412.6008		5289.7861140394		72.6703195253		0.6208		5.6289620735																																														0.0018147852		99.9981852148		13.7652260788		86.2347739212		0		100

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0.6208		0		0		0.6208		0		0		0		0		0		0		0.6208		0		0		0.6208		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0.0115377407		0		0		100		0		-100		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0114695324		0		0		100		0

				8		14.3874856305		13.7214856305		0.0452		0.6208		0		0.0452		0		0.0452		0		0		14.3422856305		13.7214856305		0		0.6208		0		95.3709771318		0.3141619124		4.3148609559		0		0		100		0		0		95.6715406735		0		4.3284593265		0		0.0008400546		0		0.0536369154		0		0		0.2665553689		0.2593911421		0		100		0		-4.0690681844		0.0536369154		99.7406088579		0.1305060864		0		0.3896551724		ERROR:#DIV/0!		0		0.2649795572		0.2593958496		0		100		0

				4		2793.5906241611		2788.8534108985		3.6559360229		0.6208		0.4604772396		3.1288		0		3.1288		0		0		2790.4618241611		2788.8534108985		0.5271360229		0.6208		0.4604772396		99.8304256457		0.1308687104		0.0222222968		0.0164833471		0		100		0		0		99.9423603201		0.0188906373		0.0222472135		0.016501829		0.0581496185		0		3.7128137375		0		0		51.8615093912		52.7205210017		0.6255298733		100		7.8990022541		52.6628813218		3.7128137375		38.7549468709		9.0337929919		0		26.9724137931		ERROR:#DIV/0!		0		51.554916523		52.7214777833		0.7253800814		100		8.1804999497

				2		5287.2456169717		5250.3209997857		35.4483495161		0.6208		0.85546767		8.8359		0		8.8106		0		0.0253		5278.4097169717		5250.3209997857		26.6377495161		0.6208		0.83016767		99.3016284875		0.6704502133		0.0117414632		0.016179836		0		99.713668104		0		0.286331896		99.4678564437		0.5046548287		0.0117611181		0.0157276095		0.1642176599		0		10.4551638698		0		0.4339948641		98.1007131998		99.2521361837		31.609883131		100		14.2406523764		98.7199926274		10.1688319738		-45.1026716911		25.5119187859		0		75.9534482759		ERROR:#DIV/0!		12.6121635095		97.5207651924		99.2539374295		36.6556108327		100		14.7481482219

				1		5380.6027956383		5289.8821140394		84.2703195253		0.6208		5.8295620735		11.8966		0.096		11.6		0		0.2006		5368.7061956383		5289.7861140394		72.6703195253		0.6208		5.6289620735		98.3139308913		1.5661873349		0.0115377407		0.1083440331		0.8069532471		97.5068506968		0		1.686196056		98.5299981276		1.3535909189		0.0115633074		0.1048476461		0.221101621		0.0018147852		13.7652260788		0		3.441081808		99.778898379		99.9981852148		86.2347739212		100		96.558918192		98.5281833424		11.2720767756		-182.7918773279		34.3490864574		100		100		ERROR:#DIV/0!		100		99.1890293413		100		100		100		100

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																						内はんだ ウチ

																																																								0.0154630863		0.0893845599

		振動数 Hz シンドウスウ		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		軽+重 kg ケイ ジュウ

		30		6.74		0.14		6.58		6.72

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0.3121		0		0		0.3121		0		0										0.3121						0.3121				0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0047431524		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100

				8.0-16.0		24.5746698763		23.7552698763		0.8194		0		0		0.8194		0		0.8194						23.7552698763		23.7552698763		0		0		0		96.6656724012		3.3343275988		0		0		0		100		0		0		100		0		0		0		0.5453976664		0		0.7944985779		ERROR:#DIV/0!		0		0.3610216747		0.3630226008		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		100		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4.0-8.0		3497.8850149326		3471.2365149326		26.5545		0		0.094		26.6485		0		26.5545				0.094		3471.2365149326		3471.2365149326		0		0		0		99.2381539163		0.7591587455		0		0.0026873382		0		99.6472596957		0		0.3527403043		100		0		0		0		17.7374050679		0		25.7475134081		ERROR:#DIV/0!		9.4271386089		52.7542573202		53.0466424635		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		100		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2.0-4.0		3060.5172089631		3010.1774350144		50.1643739487		0		0.1754		47.0144		0.2923		46.5467				0.1754		3013.5028089631		3009.8851350144		3.6176739487		0		0		98.3551873585		1.639081584		0		0.0057310575		0.6217244078		99.0051984073		0		0.3730771849		99.8799512004		0.1200487996		0		0		31.293073037		2.7847516715		45.1321539609		ERROR:#DIV/0!		17.5906394893		45.7978308119		45.9963761981		41.4457380652		0		ERROR:#DIV/0!		0.009710391		99.990289609		92.7883602168		7.2116397832		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1.0-2.0		84.1236652009		49.0712872079		34.3246567677		0		0.7277212252		40.1455		10.2041476004		29.2136311744		0		0.7277212252		43.9781652009		38.8671396075		5.1110255933		0		0		58.3323219343		40.802616821		0		0.8650612446		25.4179113485		72.7693793187		0		1.8127093329		88.3782655097		11.6217344903		0		0		26.7210910616		97.2152483285		28.3258340531		ERROR:#DIV/0!		72.9822219018		0.6683599442		0.5939587376		58.5542619348		0		ERROR:#DIV/0!		20.7945382748		79.2054617252		85.1097546935		14.8902453065		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		62.8384410272										35.6112										27.2272410272										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23.7030331672		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.4137870966		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		6730.2511		6554.2405070312		111.8629307164		0.3121		0.9971212252		150.239		10.4964476004		103.1342311744		0		0.9971212252		6580.0121		6543.7440594308		8.728699542		0.3121		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0.3121		0		0		0.3121		0		0		0		0		0		0		0.3121		0		0		0.3121		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0.0046809762		0		0		100		0		-100		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0047431524		0		0		100		ERROR:#DIV/0!

				8		24.8867698763		23.7552698763		0.8194		0.3121		0		0.8194		0		0.8194		0		0		24.0673698763		23.7552698763		0		0.3121		0		95.453407551		3.2925124637		1.2540799853		0		0		100		0		0		98.7032234864		0		1.2967765136		0		0.0122896248		0		0.7325036049		0		0		0.360970156		0.3624412295		0		100		0		-0.9343352841		0.7325036049		99.6375587705		0.5453976664		0		0.7944985779		ERROR:#DIV/0!		0		0.365764827		0.3630226008		0		100		ERROR:#DIV/0!

				4		3522.7717848088		3494.9917848088		27.3739		0.3121		0.094		27.4679		0		27.3739		0		0.094		3495.3038848088		3494.9917848088		0		0.3121		0		99.2114164159		0.7770557298		0.008859501		0.0026683534		0		99.6577823569		0		0.3422176431		99.9910708765		0		0.0089291235		0		0.4119724008		0		24.4709304724		0		9.4271386089		52.4236921215		53.3241308594		0		100		0		53.3152017359		24.1287128293		46.6758691406		18.2828027343		0		26.542011986		ERROR:#DIV/0!		9.4271386089		53.1200221472		53.4096650643		0		100		ERROR:#DIV/0!

				2		6583.288993772		6505.1692198233		77.5382739487		0.3121		0.2694		74.4823		0.2923		73.9206		0		0.2694		6508.806693772		6504.8769198233		3.6176739487		0.3121		0		98.8133625301		1.177804499		0.0047407914		0.0040921795		0.3924422312		99.2458610972		0		0.3616966716		99.9396237416		0.0555812166		0.0047950418		0		1.1171094967		0.0044597082		66.0814083151		0		27.0177780982		97.6211767096		99.246845044		3.2340239305		100		0		99.1864687856		65.3272694123		-2.4808689744		49.5758757713		2.7847516715		71.6741659469		ERROR:#DIV/0!		27.0177780982		98.9178529591		99.4060412624		41.4457380652		100		ERROR:#DIV/0!

				1		6667.4126589728		6554.2405070312		111.8629307164		0.3121		0.9971212252		114.6278		10.4964476004		103.1342311744		0		0.9971212252		6552.7848589728		6543.7440594308		8.728699542		0.3121		0		98.3026076571		1.6777562218		0.0046809762		0.0149551449		9.1569825124		89.9731401757		0		0.8698773118		99.8620311862		0.1332059533		0.0047628605		0		1.7192246207		0.1601474281		92.1969686597		0		100		98.2807753793		99.8398525719		7.8030313403		100		0		99.7018837581		82.1701088354		-7.6428839123		76.2969668328		100		100		ERROR:#DIV/0!		100		99.5862129034		100		100		100		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																						内はんだ ウチ

																																																								0		0

		振動数 Hz シンドウスウ		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		軽+重 kg ケイ ジュウ

		40		7.32		0.16		7.18		7.34

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0		0		0		0		0		0						0														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8.0-16.0		41.5887717171		41.3587717171		0.23		0		0		0.23				0.23		0				41.3587717171		41.3587717171		0		0		0		99.4469661149		0.5530338851		0		0		0		100		0		0		100		0		0		0		0.1415644223		0		0.2211081953		ERROR:#DIV/0!		0		0.575538494		0.5781043397		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4.0-8.0		3951.4539451667		3926.7509451667		24.6061		0		0.0969		24.999		0.296		24.6061		0		0.0969		3926.4549451667		3926.4549451667		0		0		0		99.3748377093		0.6227100288		0		0.0024522619		1.1840473619		98.4283371335		0		0.3876155046		100		0		0		0		15.3868217064		1.0651889689		23.6548276673		ERROR:#DIV/0!		17.5374718988		54.6395812077		54.883173491		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0075380385		99.9924619615		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2.0-4.0		3215.4325227562		3169.1789598584		45.671604261		0		0.5819586369		53.7677		7.9563		45.6006		0		0.2108		3161.6648227562		3161.2226598584		0.071004261		0		0.3711586369		98.5615134956		1.420387582		0		0.0180989224		14.7975457384		84.8103973203		0		0.3920569412		99.9860148712		0.0022457871		0		0.0117393417		33.0938842939		28.6316317332		43.8376798649		ERROR:#DIV/0!		38.1516932535		43.9969499834		44.1869151964		12.562455389		ERROR:#DIV/0!		10.0076144893		0.2510524051		99.7489475949		99.8445330263		0.1554669737		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1.0-2.0		82.3666028413		44.7051899112		34.0789780535		0		3.5824348766		53.3658		19.5361965626		33.5847722598		0		0.2448311776		29.0008028413		25.1689933486		0.4942057937		0		3.337603699		54.2758695503		41.3747524821		0		4.3493779676		36.6080833842		62.9331374397		0		0.4587791761		86.7872296028		1.7041107324		0		11.5086596647		32.8465158534		70.3031792979		32.2863842726		ERROR:#DIV/0!		44.3108348477		0.4035680389		0.3518069729		87.437544611		ERROR:#DIV/0!		89.9923855107		43.7000639108		56.2999360892		98.5498221428		1.4501778572		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		57.7283575186										30.1077										27.6206575186										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18.5312137241		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.384362276		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		7348.5702		7181.9938666533		104.5866823145		0		4.2612935135		162.4702		27.7884965626		104.0214722598		0		0.5525311776		7186.1		7154.2053700907		0.5652100547		0		3.708762336

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0

				8		41.5887717171		41.3587717171		0.23		0		0		0.23		0		0.23		0		0		41.3587717171		41.3587717171		0		0		0		99.4469661149		0.5530338851		0		0		0		100		0		0		100		0		0		0		0.0031546426		0		0.2199132766		0		0		0.567270181		0.5758675444		0		0		0		0.5758675444		0.2199132766		-0.5758675444		0.1415644223		0		0.2211081953		ERROR:#DIV/0!		0		0.575538494		0.5781043397		0		ERROR:#DIV/0!		0

				4		3993.0427168838		3968.1097168838		24.8361		0		0.0969		25.229		0.296		24.8361		0		0.0969		3967.8137168838		3967.8137168838		0		0		0		99.3755889489		0.6219843303		0		0.0024267208		1.1732530025		98.4426651869		0		0.3840818106		100		0		0		0		0.3460368575		0.0041214182		23.7469049122		0		2.2739574191		54.42188711		55.2466876268		0		0		0		55.2466876268		22.189570099		-55.2466876268		15.5283861287		1.0651889689		23.8759358625		ERROR:#DIV/0!		17.5374718988		55.2151197017		55.4612778307		0		ERROR:#DIV/0!		0

				2		7208.47523964		7137.2886767422		70.507704261		0		0.6788586369		78.9967		8.2523		70.4367		0		0.3077		7129.4785396401		7129.0363767422		0.071004261		0		0.3711586369		99.0124601871		0.9781223063		0		0.0094175067		10.4463857351		89.1641043233		0		0.3895099416		99.9937981032		0.000995925		0		0.0052059717		1.0835058791		0.1149026322		67.3476760533		0		7.2208121553		97.7867672029		99.2626352668		0.0678903465		0		8.70999934		99.2564333701		56.5117803766		-108.0405249533		48.6222704225		29.6968207021		67.7136157274		ERROR:#DIV/0!		55.6891651523		99.2120696851		99.6481930271		12.562455389		ERROR:#DIV/0!		10.0076144893

				1		7290.8418424814		7181.9938666533		104.5866823145		0		4.2612935135		132.3625		27.7884965626		104.0214722598		0		0.5525311776		7158.4793424814		7154.2053700907		0.5652100547		0		3.708762336		98.5070588804		1.4344939113		0		0.0584472082		20.994236708		78.5883254395		0		0.4174378525		99.9402949679		0.0078956721		0		0.05180936		1.8154625057		0.3869189682		99.4595774126		0		12.9662783337		98.1845374943		99.6130810318		0.5404225874		0		87.0337216663		99.5533759997		78.047902852		-187.1872252856		81.4687862759		100		100		ERROR:#DIV/0!		100		99.615637724		100		100		ERROR:#DIV/0!		100

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																						内はんだ ウチ																内はんだ ウチ

																																								0.0126691791		0.0457780291														0.005184881		0.046624479



		振動数 Hz シンドウスウ		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		軽+重 kg ケイ ジュウ

		50		6.60		0.30		6.28		6.58

																3.3276654398										96.6723345602

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0		0		0		0.6298		0		0																0.6298				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100

				8.0-16.0		12.756772539		12.319072539		0.4108		0		0.0269		0.4377		0		0.4108				0.0269		12.319072539		12.319072539		0		0		0		96.5688813635		3.2202502533		0		0.2108683832		0		93.8542380626		0		6.1457619374		100		0		0		0		0.2023208892		0		0.6946471116		ERROR:#DIV/0!		6.8954204793		0.1960106372		0.1968394009		0		0		0		0		100		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4.0-8.0		3508.2848556025		3486.5686556024		21.6425		0		0.0737		25.2549		3.5387		21.6425				0.0737		3483.0299556025		3483.0299556025		0		0		0		99.3810023731		0.6168968853		0		0.0021007416		14.0119343177		85.6962411255		0		0.2918245568		100		0		0		0		11.6737350322		4.0448783004		36.5966409775		ERROR:#DIV/0!		18.8919141012		55.4190194848		55.6533397711		0		0		0		0.1014952049		99.8985047951		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2.0-4.0		2851.0371889145		2822.6503952138		28.2008487772		0		0.1859449234		105.8623		77.6279776735		28.1635950662		0		0.0707272603		2745.1748889145		2745.0224175403		0.0372537111		0		0.1152176631		99.0043344994		0.9891434909		0		0.0065220098		73.3291999829		26.6039893958		0		0.0668106213		99.9944458411		0.0013570615		0		0.0041970974		48.9334125298		88.7319417859		47.6235636951		ERROR:#DIV/0!		18.1298958874		43.6788952714		43.8611402227		8.3261802575		0		6.1249489588		2.7501803909		97.2498196091		99.8678986176		0.1321013824		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1.0-2.0		35.7020752894		24.3861648895		9.3312209532		0		1.9846894467		15.4591		6.3192671972		8.9210460725		0		0.2187867303		20.2429752894		18.0668976923		0.4101748806		0		1.7659027165		68.3046144847		26.1363544767		0		5.5590310386		40.8773291925		57.7074090506		0		1.4152617569		89.250208697		2.0262578736		0		8.7235334295		7.1457593274		7.2231799137		15.0851482158		ERROR:#DIV/0!		56.0827695321		0.3220890593		0.2886806053		91.6738197425		0		93.8750510412		25.9133292416		74.0866707584		95.604274267		4.395725733		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		93.4586076547										69.3255										24.1331076547										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32.0447722214		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.3839855472		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		6501.2395		6345.9242882447		59.5853697304		0.6298		2.2712343702		216.3395		87.4859448707		59.1379411387		0		0.3901139906		6284.9		6258.438343374		0.4474285917		0.6298		1.8811203796

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0		0		0		0.6298		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.6298		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		100		0

				8		12.756772539		12.319072539		0.4108		0.6298		0.0269		0.4377		0		0.4108		0		0.0269		12.319072539		12.319072539		0		0.6298		0		96.5688813635		3.2202502533		4.9369854176		0.2108683832		0		93.8542380626		0		6.1457619374		100		0		5.1123978531		0		0.0068307579		0		0.6894309826		0		1.1843779908		0.1922517756		0.1941257409		0		100		0		-4.9182721122		-5.4563309548		99.8058742591		0.2023208892		0		0.6946471116		ERROR:#DIV/0!		6.8954204793		0.1960106372		0.1968394009		0		100		0

				4		3521.0416281414		3498.8877281414		22.0533		0.6298		0.1006		25.6926		3.5387		22.0533		0		0.1006		3495.3490281414		3495.3490281414		0		0.6298		0		99.3708140278		0.6263288631		0.0178867525		0.0028571091		13.7732265322		85.8352210364		0		0.3915524314		100		0		0.0180182292		0		0.4009594028		0.0557633504		37.0112665236		0		4.4293095121		54.5485104261		55.0802195137		0		100		0		55.0622012845		22.84648756		44.9197804863		11.8760559214		4.0448783004		37.2912880891		ERROR:#DIV/0!		25.7873345805		55.6150301221		55.850179172		0		100		0

				2		6372.0788170559		6321.5381233552		50.2541487772		0.6298		0.2865449234		131.5549		81.1666776735		50.2168950662		0		0.1713272603		6240.5239170559		6240.3714456817		0.0372537111		0.6298		0.1152176631		99.2068413598		0.7886617573		0.0098837447		0.0044968829		61.6979509494		38.1718165315		0		0.1302325192		99.9975567536		0.0005969645		0.0100921014		0.0018462819		2.0530492882		1.2790363387		84.2772232401		0		7.5433545118		97.3897831699		98.3366829201		0.0625215741		100		5.0729094547		98.3241475724		22.4490397716		-3.4721139489		60.8094684512		92.7768200863		84.9148517842		ERROR:#DIV/0!		43.9172304679		99.2939253935		99.7113193947		8.3261802575		100		6.1249489588

				1		6407.7808923453		6345.9242882447		59.5853697304		0.6298		2.2712343702		147.014		87.4859448707		59.1379411387		0		0.3901139906		6260.7668923453		6258.438343374		0.4474285917		0.6298		1.8811203796		99.0346641819		0.9298908738		0.0098286756		0.0354449443		59.5085807275		40.2260608777		0		0.2653583948		99.9628072884		0.0071465461		0.0100594705		0.0300461655		2.2943044163		1.3786162724		99.2490965589		0		17.1762983035		97.7056955837		98.6213837276		0.7509034411		100		82.8237016965		98.5741315455		39.4751574365		-82.1959888653		67.9552277786		100		100		ERROR:#DIV/0!		100		99.6160144528		100		100		100		100

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																						内はんだ ウチ

																																																								0.0018403123		0.0282058532

		振動数 Hz シンドウスウ		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		軽+重 kg ケイ ジュウ

		60		6.06		0.66		5.38		6.04

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0		0		0		0		0		0																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8.0-16.0		49.6039216491		49.5675216491		0.0364		0		0		1.4719		1.4355		0.0364				0		48.1320216491		48.1320216491		0		0		0		99.9266187052		0.0733812948		0		0		97.5270059107		2.4729940893		0		0		100		0		0		0		0.2232872575		0.274798817		0.0521806894		ERROR:#DIV/0!		0		0.8915731381		0.8955988371		0		ERROR:#DIV/0!		0		2.8960495749		97.1039504251		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4.0-8.0		3136.1120706496		3130.2863706496		5.6905		0		0.1352		93.6229		87.7972		5.6905				0.1352		3042.4891706496		3042.4891706496		0		0		0		99.8142381436		0.1814507859		0		0.0043110704		93.7774839275		6.0781069589		0		0.1444091136		100		0		0		0		14.2025956783		16.8070823373		8.1575333262		ERROR:#DIV/0!		27.9378113838		56.3575250882		56.6119948805		0		ERROR:#DIV/0!		0		2.80476575		97.19523425		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2.0-4.0		2713.8155410976		2678.134101555		35.5284086121		0		0.1530309305		444.0619		408.6559075613		35.2529615083		0		0.1530309305		2269.7536410976		2269.4781939938		0.2754471039		0		0		98.6851928953		1.3091681463		0		0.0056389584		92.0267889592		7.9387494195		0		0.0344616213		99.9878644493		0.0121355507		0		0		67.3641985225		78.2292998641		50.5363690976		ERROR:#DIV/0!		31.6224058581		42.0437643645		42.2284782931		37.2605919907		ERROR:#DIV/0!		0		15.25897853		84.74102147		99.2247130828		0.7752869172		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1.0-2.0		69.6385766954		38.6777926576		29.2415430241		0		1.7192410138		53.467		24.4935539451		28.777745019		0		0.1957010359		16.1715766954		14.1842387125		0.4637980051		0		1.5235399779		55.5407569956		41.9904375013		0		2.4688055031		45.8106008287		53.8233770718		0		0.3660220994		87.7109200891		2.8679825958		0		9.4210973151		8.1109448985		4.6888189816		41.2539168868		ERROR:#DIV/0!		40.4397827582		0.2995540783		0.2639279893		62.7394080093		ERROR:#DIV/0!		100		63.3271762997		36.6728237003		98.4139072117		1.5860927883		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		88.5755899083										66.572										22.0035899083										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10.0989736432		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.4075833309		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		6057.7457		5896.6657865113		70.4968516362		0		2.0074719443		659.1957		522.3821615064		69.7576065272		0		0.4839319664		5398.55		5374.2836250049		0.7392451089		0		1.5235399779

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0

				8		49.6039216491		49.5675216491		0.0364		0		0		1.4719		1.4355		0.0364		0		0		48.1320216491		48.1320216491		0		0		0		99.9266187052		0.0733812948		0		0		97.5270059107		2.4729940893		0		0		100		0		0		0		0.0246583691		0.0243442659		0.0516335115		ERROR:#DIV/0!		0		0.8063436083		0.8162582617		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.8162582617		-97.4753723992		ERROR:#DIV/0!		0.2232872575		0.274798817		0.0521806894		ERROR:#DIV/0!		0		0.8915731381		0.8955988371		0		ERROR:#DIV/0!		0

				4		3185.7159922987		3179.8538922987		5.7269		0		0.1352		95.0948		89.2327		5.7269		0		0.1352		3090.6211922987		3090.6211922987		0		0		0		99.815987991		0.1797680651		0		0.0042439439		93.8355199233		6.0223061619		0		0.1421739149		100		0		0		0		1.5930991787		1.5132738268		8.1236251933		ERROR:#DIV/0!		6.7348388298		51.7763966397		52.4130297391		0		ERROR:#DIV/0!		0		52.4130297391		-85.8540686448		ERROR:#DIV/0!		14.4258829358		17.0818811543		8.2097140156		ERROR:#DIV/0!		27.9378113838		57.2490982264		57.5075937176		0		ERROR:#DIV/0!		0

				2		5899.5315333963		5857.9879938537		41.2553086121		0		0.2882309305		539.1567		497.8886075613		40.9798615083		0		0.2882309305		5360.3748333963		5360.0993862924		0.2754471039		0		0		99.2958162982		0.6992980439		0		0.0048856579		92.345807362		7.6007330537		0		0.0534595843		99.9948614208		0.0051385792		0		0		9.0323560906		8.443561592		58.1300590837		ERROR:#DIV/0!		14.3579057888		89.8010064135		90.9005119224		0.3907225606		ERROR:#DIV/0!		0		90.8953733433		-34.2692078626		ERROR:#DIV/0!		81.7900814584		95.3111810184		58.7460831132		ERROR:#DIV/0!		59.5602172418		99.2928625908		99.7360720107		37.2605919907		ERROR:#DIV/0!		0

				1		5969.1701100917		5896.6657865113		70.4968516362		0		2.0074719443		592.6237		522.3821615064		69.7576065272		0		0.4839319664		5376.5464100917		5374.2836250049		0.7392451089		0		1.5235399779		98.78535337		1.1810159593		0		0.0336306707		88.1473625686		11.7709781987		0		0.0816592327		99.9579137812		0.0137494416		0		0.0283367772		9.9280752445		8.8589413139		98.9513785484		ERROR:#DIV/0!		24.10653697		90.0719247555		91.1410586861		1.0486214516		ERROR:#DIV/0!		75.89346303		91.0989724672		10.7223567471		ERROR:#DIV/0!		89.9010263568		100		100		ERROR:#DIV/0!		100		99.5924166691		100		100		ERROR:#DIV/0!		100

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																						内はんだ ウチ

																																																								0		0.0283367772

		☆まとめ						品位 wt% ヒンイ								回収率 wt% カイシュウリツ		分離効率 wt% ブンリコウリツ		品位 wt% ヒンイ								回収率 wt% カイシュウリツ		分離効率 wt% ブンリコウリツ						昨年度の結果 サクネンド ケッカ

								重産物 ジュウ サンブツ												軽産物 ケイ サンブツ																軽産物中のセル ケイ サンブツ チュウ

				振動数 Hz シンドウスウ		①②の平均風速 m/s ヘイキン フウソク		ガラス		セル		銅線 ドウセン		異物 イブツ		ガラス				ガラス		セル		銅線 ドウセン		異物 イブツ		セル								品位 wt% ヒンイ		回収率 wt% カイシュウリツ		分離効率 wt% ブンリコウリツ

				20		4.8		98.53		1.35		0.0116		0.105		99.9981852148		98.5281833424		0.807		97.5		0		1.69		13.7652260788		11.2720767756						96.8190683525		6.2119751503		3.0310435028

				30		7.8		99.86		0.133		0.00476		0.0000		99.8398525719		99.7018837581		9.16		90.0		0		0.870		92.1969686597		82.1701088354

				40		10.8		99.94		0.0079		0.0000		0.0518		99.6130810318		99.5533759997		21.0		78.6		0		0.417		99.4595774126		78.047902852						82.543213797		99.4866850665		82.0298988634

				50		13.1		99.96		0.0071		0.0101		0.0300		98.6213837276		98.5741315455		59.5		40.2		0		0.265		99.2490965589		39.4751574365

				60		15.6		99.96		0.0137		0.0000		0.0283		91.1410586861		91.0989724672		88.1		11.8		0		0.082		98.9513785484		10.7223567471						28.4421044615		99.2118273996		27.6539318611



図4.1.10 風力選別フィード（網下産物）の各成分の昨年度試料に対する今年度試料の素材含有率比 



ガラス	セル	銅線	異物	1.0402696182131808	0.27102888740738751	2.4798774021087062E-2	6.6020009401000506	

素材含有比　-







図4.1.11 風力選別軽産物中のセル品位 

今年度試料	4.75	7.75	10.75	13.125	15.625	97.506850696837759	89.973140175748071	78.588325439455502	40.22606087767624	11.770978198685304	昨年度試料	4.75	10.75	15.625	96.819068352523203	82.543213796950752	28.442104461463362	風速　m/s



品位 wt%





図4.1.12 風力選別軽産物中のセル回収率

今年度試料	4.75	7.75	10.75	13.125	15.625	13.765226078810022	92.196968659655681	99.459577412561501	99.249096558868814	98.951378548427243	昨年度試料	4.75	10.75	15.625	6.211975150314216	99.486685066482295	99.211827399595336	風速　m/s



回収率 wt%





図4.1.13 風力選別におけるセルの他成分に対する分離効率

今年度試料	4.75	7.75	10.75	13.125	15.625	11.272076775647774	82.170108835403752	78.047902852017017	39.475157436545054	10.722356747112528	昨年度試料	4.75	10.75	15.625	3.0310435028374143	82.029898863433061	27.653931861058709	風速　m/s



分離効率 wt%







図4.1.14-16

		エアテーブル選別-振動条件変化-ふるい分け センベツ シンドウ ジョウケン ヘンカ ワ																																												10000		ppm		=		1		wt%

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ

		46		6.60		38		6.0		4.68		0.00		0.06		4.60		4.66

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				31.5		0		0		0		0		0																						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		11.3		8.0-16.0		2.5637		2.5637		0		0		0												2.5637		2.5637								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		3.3756302067		3.3766616924		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		64.9545		64.9545		0		0		0												64.9545		64.9545								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		85.5257527259		85.5518866868		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		10.1957		10.0879		0.1078		0		0		1.8018		1.694		0.1078						8.3939		8.3939								98.9426915268		1.0573084732		0		0		94.0170940171		5.9829059829		0		0		100		0		0		0		24.4534017345		36.2966295987		36.654199252		ERROR:#DIV/0!		0		11.0522691393		11.0556463626		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		16.7923948493		83.2076051507		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		3.2294		2.9851		0.1863		0		0.058		3.2174		2.9731		0.1863				0.058		0.012		0.012								92.4351272682		5.7688734749		0		1.7959992568		92.4069124138		5.7903897557		0		1.8026978305		100		0		0		0		43.6654316464		63.7033704013		63.345800748		ERROR:#DIV/0!		100		0.01580043		0.0158052581		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		99.598003417		0.401996583		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		2.3723										2.3491										0.0232										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31.8811666192		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0305474981		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		83.3156		80.5912		0.2941		0		0.058		7.3683		4.6671		0.2941		0		0.058		75.9473		75.9241		0		0		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8		2.5637		2.5637		0		0		0		0		0		0		0		0		2.5637		2.5637		0		0		0		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		3.1672788236		3.1811165487		0		ERROR:#DIV/0!		0		3.1811165487		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		3.3756302067		3.3766616924		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4		67.5182		67.5182		0		0		0		0		0		0		0		0		67.5182		67.5182		0		0		0		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		83.4141924038		83.7786259542		0		ERROR:#DIV/0!		0		83.7786259542		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		88.9013829326		88.9285483792		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2		77.7139		77.6061		0.1078		0		0		1.8018		1.694		0.1078		0		0		75.9121		75.9121		0		0		0		99.8612860762		0.1387139238		0		0		94.0170940171		5.9829059829		0		0		100		0		0		0		2.2260026463		2.1019664678		36.654199252		ERROR:#DIV/0!		0		93.784290979		94.1940311101		0		ERROR:#DIV/0!		0		94.1940311101		-57.3628947651		ERROR:#DIV/0!		24.4534017345		36.2966295987		36.654199252		ERROR:#DIV/0!		0		99.9536520719		99.9841947419		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1		80.9433		80.5912		0.2941		0		0.058		5.0192		4.6671		0.2941		0		0.058		75.9241		75.9241		0		0		0		99.5650041449		0.3633407583		0		0.0716550968		92.9849378387		5.8594995218		0		1.1555626395		100		0		0		0		6.2008838286		5.7910789267		100		ERROR:#DIV/0!		100		93.7991161714		94.2089210733		0		ERROR:#DIV/0!		0		94.2089210733		5.8594995218		ERROR:#DIV/0!		68.1188333808		100		100		ERROR:#DIV/0!		100		99.9694525019		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0

																																																						0		0		0

																																																						0		0		0

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				0		0		0

		49		7.00		38		6.0		5.10		0.00		1.08		4.00		5.08

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				31.5		1.22279		0		0		1.22279		0		1.22279						1.22279														0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		10.7998470274		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0

		11.3		8.0-16.0		3.1163		3.1163		0		0		0		0										3.1163		3.1163								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.2891383338		0.2897355265		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		650.6346		650.6216		0.013		0		0		0.2146		0.2016		0.013						650.42		650.42								99.9980019507		0.0019980493		0		0		93.9422180801		6.0577819199		0		0		100		0		0		0		1.8953762887		3.0706430682		4.7846889952		0		ERROR:#DIV/0!		60.3476414577		60.4722848068		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0309857527		99.9690142473		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		424.8551		424.8182		0.0369		0		0		3.4251		3.3882		0.0369						421.43		421.43								99.9913146859		0.0086853141		0		0		98.9226591924		1.0773408076		0		0		100		0		0		0		30.2509474673		51.6069089469		13.5811556864		0		ERROR:#DIV/0!		39.1013599513		39.1821207622		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.7975646994		99.2024353006		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		3.7982		3.5764		0.2218		0		0		3.1974		2.9756		0.2218						0.6008		0.6008								94.1603917645		5.8396082355		0		0		93.0631137799		6.9368862201		0		0		100		0		0		0		28.2398702029		45.3224479849		81.6341553184		0		ERROR:#DIV/0!		0.0557437702		0.0558589046		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		83.20098423		16.79901577		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		5.4839										3.2624										2.2215										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28.8139590136		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.206116487		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		1089.11089		1082.1325		0.2717		1.22279		0		11.32229		6.5654		0.2717		1.22279		0		1077.7886		1075.5671		0		0		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		1.22279		0		0		1.22279		0		1.22279		0		0		1.22279		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.1128423352		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-100		ERROR:#DIV/0!		10.7998470274		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8		4.33909		3.1163		0		1.22279		0		1.22279		0		0		1.22279		0		3.1163		3.1163		0		0		0		71.8192063313		0		28.1807936687		0		0		0		100		0		100		0		0		0		0.1128423352		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0.2875805078		0.2879776737		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.2879776737		-100		ERROR:#DIV/0!		10.7998470274		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0.2891383338		0.2897355265		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4		654.97369		653.7379		0.013		1.22279		0		1.43739		0.2016		0.013		1.22279		0		653.5363		653.5363		0		0		0		99.8113221922		0.0019848126		0.1866929953		0		14.0254210757		0.9044170337		85.0701618906		0		100		0		0		0		0.1326461977		0.0186298813		4.7846889952		100		ERROR:#DIV/0!		60.3100795782		60.3933714217		0		0		ERROR:#DIV/0!		60.3933714217		-94.3108939711		ERROR:#DIV/0!		12.6952233161		3.0706430682		4.7846889952		100		ERROR:#DIV/0!		60.6367797915		60.7620203333		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2		1079.82879		1078.5561		0.0499		1.22279		0		4.86249		3.5898		0.0499		1.22279		0		1074.9663		1074.9663		0		0		0		99.8821396492		0.0046211029		0.1132392479		0		73.8263729077		1.0262231902		25.1474039021		0		100		0		0		0		0.4487235963		0.3317338681		18.3658446816		100		ERROR:#DIV/0!		99.2007683382		99.3377705595		0		0		ERROR:#DIV/0!		99.3377705595		-80.6079321282		ERROR:#DIV/0!		42.9461707835		54.6775520151		18.3658446816		100		ERROR:#DIV/0!		99.7381397428		99.9441410954		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1		1083.62699		1082.1325		0.2717		1.22279		0		8.05989		6.5654		0.2717		1.22279		0		1075.5671		1075.5671		0		0		0		99.8620844614		0.0250732035		0.1128423352		0		81.4576873878		3.3710137483		15.1712988639		0		100		0		0		0		0.7437882292		0.6067094372		100		100		ERROR:#DIV/0!		99.2562117708		99.3932905628		0		0		ERROR:#DIV/0!		99.3932905628		3.3710137483		ERROR:#DIV/0!		71.1860409864		100		100		100		ERROR:#DIV/0!		99.793883513		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0

																																																						0		0		0

																																																						0		0		0

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				0		0		0

		52		7.40		38		6.0		5.94		0.06		2.24		3.62		5.92

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0		0		0		0		0																						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		11.3		8.0-16.0		5.3252		5.3252		0		0		0												5.3252		5.3252								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.2367175756		0.2370990038		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		1263.0816		1263.0816		0		0		0		0.8416		0.8416								1262.24		1262.24								100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		1.1725743552		1.2531380566		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		56.109515618		56.1999261258		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0666306912		99.9333693088		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		1035.2153		1035.1134		0.1019		0		0		58.281		58.1834		0.0976						976.9343		976.93		0.0043						99.990156637		0.009843363		0		0		99.8325354747		0.1674645253		0		0		99.9995598476		0.0004401524		0		0		81.2010527533		86.6347823238		25.1741036884		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		43.4270109992		43.4967944528		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.6209686784		94.3790313216		95.7801766438		4.2198233562		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		9.9109		9.6208		0.2901		0		0		8.4245		8.1344		0.2901						1.4864		1.4864								97.0729197147		2.9270802853		0		0		96.5564721942		3.4435278058		0		0		100		0		0		0		11.7375863304		12.1120796195		74.8258963116		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0660739511		0.0661804175		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		84.5501413604		15.4498586396		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		7.8413										4.2266										3.6147										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.8887865611		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.1606818561		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		2321.3743		2313.141		0.392		0		0		71.7737		67.1594		0.3877		0		0		2249.6006		2245.9816		0.0043		0		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8		5.3252		5.3252		0		0		0		0		0		0		0		0		5.3252		5.3252		0		0		0		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.2301760986		0.2302151058		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.2302151058		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.2367175756		0.2370990038		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4		1268.4068		1268.4068		0		0		0		0.8416		0.8416		0		0		0		1267.5652		1267.5652		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		0.0363772637		0.0363834284		0		0		ERROR:#DIV/0!		54.7891558063		54.7984407349		0		0		ERROR:#DIV/0!		54.7984407349		-100		ERROR:#DIV/0!		1.1725743552		1.2531380566		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		56.3462331936		56.4370251297		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2		2303.6221		2303.5202		0.1019		0		0		59.1226		59.025		0.0976		0		0		2244.4995		2244.4952		0.0043		0		0		99.9955765314		0.0044234686		0		0		99.8349193033		0.1650806967		0		0		99.9998084205		0.0001915795		0		0		2.5555114191		2.5517251218		24.8979591837		0		ERROR:#DIV/0!		97.0161004835		97.0323555719		1.0969387755		0		ERROR:#DIV/0!		97.0321639925		-74.9369601196		ERROR:#DIV/0!		82.3736271085		87.8879203805		25.1741036884		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		99.7732441928		99.9338195825		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1		2313.533		2313.141		0.392		0		0		67.5471		67.1594		0.3877		0		0		2245.9859		2245.9816		0.0043		0		0		99.9830562175		0.0169437825		0		0		99.426030133		0.573969867		0		0		99.9998085473		0.0001914527		0		0		2.9196514595		2.9033854832		98.9030612245		0		ERROR:#DIV/0!		97.0803485405		97.0966145168		1.0969387755		0		ERROR:#DIV/0!		97.0964230641		-0.5229689086		ERROR:#DIV/0!		94.1112134389		100		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		99.8393181439		100		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0				0

																																																						0		0		0				0

																																																						1.9157945903		0		0				4.4015242376

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				1.9145267119		0		0				0

		55		7.90		38		6.0		7.94		0.42		2.78		4.74		7.94

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		1.4115		0		0		1.4115		0		1.4115						1.4115				0										0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.3318668338		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0

		11.3		8.0-16.0		5.9183		5.9183		0		0		0		0										5.9183		5.9183								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0.2132292111		0.2135887992		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		1609.2802		1609.2802		0		0		0		77.4502		77.4502								1531.83		1531.83								100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		18.2098141358		18.584406943		0		0		0		55.1899873964		55.2830593836		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		4.8127231044		95.1872768956		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		1552.2862		1552.05		0.2362		0		0		321.5951		321.37		0.2251						1230.6911		1230.68		0.0111						99.9847837338		0.0152162662		0		0		99.9300051524		0.0699948476		0		0		99.9990980677		0.0009019323		0		0		75.6122901939		77.1136918855		27.955787382		0		0		44.3403160258		44.4146906133		56.345177665		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		20.7061628169		79.2938371831		95.300592718		4.699407282		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		21.0083		20.3848		0.5887		0		0.0348		18.543		17.9281		0.5801				0.0348		2.4653		2.4567		0.0086						97.0321253981		2.802225787		0		0.165648815		96.6839238527		3.1284042496		0		0.1876718978		99.6511580741		0.3488419259		0		0		4.3597638679		4.3019011715		72.044212618		0		100		0.0888217857		0.0886612039		43.654822335		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		87.9483732978		12.0516267022		98.5391540683		1.4608459317		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		10.9745										6.3214										4.6531										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.4862649687		0		0		0		0		0.167645581		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		3200.879		3187.6333		0.8249		1.4115		0.0348		425.3212		416.7483		0.8052		1.4115		0.0348		2775.5578		2770.885		0.0197		0		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		1.4115		0		0		1.4115		0		1.4115		0		0		1.4115		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0442489736		0		0		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		-100		ERROR:#DIV/0!		0.3318668338		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8		7.3298		5.9183		0		1.4115		0		1.4115		0		0		1.4115		0		5.9183		5.9183		0		0		0		80.7429943518		0		19.2570056482		0		0		0		100		0		100		0		0		0		0.0442489736		0		0		100		0		0.1855322001		0.1856643925		0		0		0		0.1856643925		-100		-0.1856643925		0.3318668338		0		0		100		0		0.2132292111		0.2135887992		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4		1616.61		1615.1985		0		1.4115		0		78.8617		77.4502		0		1.4115		0		1537.7483		1537.7483		0		0		0		99.9126876612		0		0.0873123388		0		98.2101577825		0		1.7898422175		0		100		0		0		0		2.4722276168		2.4297085866		0		100		0		48.2067190413		48.2410664991		0		0		0		48.2410664991		-100		-48.2410664991		18.5416809696		18.584406943		0		100		0		55.4032166075		55.4966481828		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2		3168.8962		3167.2485		0.2362		1.4115		0		400.4568		398.8202		0.2251		1.4115		0		2768.4394		2768.4283		0.0111		0		0		99.9480039769		0.0074536995		0.0445423236		0		99.5913167163		0.0562108073		0.3524724764		0		99.9995990521		0.0004009479		0		0		12.5538805315		12.5114830492		27.2881561401		100		0		86.787532354		86.849020557		1.3456176506		0		0		86.8486196091		-72.6556330526		-88.1946382077		94.1539711634		95.6980988285		27.955787382		100		0		99.7435326333		99.9113387961		56.345177665		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1		3189.9045		3187.6333		0.8249		1.4115		0.0348		418.9998		416.7483		0.8052		1.4115		0.0348		2770.9047		2770.885		0.0197		0		0		99.9288003763		0.0258597083		0.0442489736		0.0010909418		99.4626489082		0.1921719294		0.3368736692		0.0083054932		99.9992890409		0.0007109591		0		0		13.1351832006		13.0739097248		97.6118317372		100		100		86.8648167994		86.9260902752		2.3881682628		0		0		86.9253793161		-2.1959963334		-89.314258538		98.5137350313		100		100		100		100		99.832354419		100		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0				0

																																																						0		0		0				0

																																																						4.0094791311		0		0				9.0193225579

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				7.1095913187		0		0				3488.4192593194

		58		8.30		38		6.0		4.90		0.24		1.16		3.50		4.90

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0.676		0		0		0.676		0		0.676						0.676				0										0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.2740783507		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0

		11.3		8.0-16.0		7.8877		7.8877		0		0		0		0										7.8877		7.8877								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.6819387682		0.6834493601		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		771.3382		771.3382		0		0		0		54.0382		54.0382								717.3		717.3								100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		21.90932061		22.3783457859		0		0		ERROR:#DIV/0!		62.0148685251		62.1522403227		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		7.0057725651		92.9942274349		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		606.9256		606.85		0.0756		0		0		179.0056		178.93		0.0756						427.92		427.92								99.987543778		0.012456222		0		0		99.9577666844		0.0422333156		0		0		100		0		0		0		72.5762716262		74.098645245		27.3714699493		0		ERROR:#DIV/0!		36.9962394246		37.0781913828		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		29.4850457279		70.5149542721		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		9.7092		9.5011		0.2081		0		0		8.7078		8.5072		0.2006						1.0014		0.9939		0.0075						97.8566720224		2.1433279776		0		0		97.6963182434		2.3036817566		0		0		99.2510485321		0.7489514679		0		0		3.5305021634		3.523008969		72.6285300507		0		ERROR:#DIV/0!		0.0865770101		0.0861189344		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		89.5391059983		10.4608940017		96.3959634791		3.6040365209		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		6.7662										4.2172										2.549										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.7098272496		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.220376272		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		1403.3029		1395.577		0.2837		0.676		0		246.6448		241.4754		0.2762		0.676		0		1156.6581		1154.1016		0.0075		0		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0.676		0		0		0.676		0		0.676		0		0		0.676		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.048405459		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-100		ERROR:#DIV/0!		0.2740783507		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8		8.5637		7.8877		0		0.676		0		0.676		0		0		0.676		0		7.8877		7.8877		0		0		0		92.1062157712		0		7.8937842288		0		0		0		100		0		100		0		0		0		0.048405459		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0.5648043478		0.5651927482		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.5651927482		-100		ERROR:#DIV/0!		0.2740783507		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		0.6819387682		0.6834493601		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4		779.9019		779.2259		0		0.676		0		54.7142		54.0382		0		0.676		0		725.1877		725.1877		0		0		0		99.913322432		0		0.086677568		0		98.7644889261		0		1.2355110739		0		100		0		0		0		3.9178490619		3.872104513		0		100		ERROR:#DIV/0!		51.927579132		51.963288303		0		0		ERROR:#DIV/0!		51.963288303		-100		ERROR:#DIV/0!		22.1833989608		22.3783457859		0		100		ERROR:#DIV/0!		62.6968072934		62.8356896828		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2		1386.8275		1386.0759		0.0756		0.676		0		233.7198		232.9682		0.0756		0.676		0		1153.1077		1153.1077		0		0		0		99.9458043628		0.0054512908		0.0487443464		0		99.6784183454		0.0323464251		0.2892352295		0		100		0		0		0		16.7356718946		16.6933246965		26.6478674656		100		ERROR:#DIV/0!		82.5690939594		82.6258744591		0		0		ERROR:#DIV/0!		82.6258744591		-73.3197861093		ERROR:#DIV/0!		94.759670587		96.476991031		27.3714699493		100		ERROR:#DIV/0!		99.693046718		99.9138810656		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1		1396.5367		1395.577		0.2837		0.676		0		242.4276		241.4754		0.2762		0.676		0		1154.1091		1154.1016		0.0075		0		0		99.9312800014		0.0203145395		0.048405459		0		99.60722294		0.1139309221		0.278846138		0		99.9993501481		0.0006498519		0		0		17.359200084		17.3029076862		97.3563623546		100		ERROR:#DIV/0!		82.640799916		82.6970923138		2.6436376454		0		ERROR:#DIV/0!		82.6964424619		-2.5297067233		ERROR:#DIV/0!		98.2901727504		100		100		100		ERROR:#DIV/0!		99.779623728		100		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0				0

																																																						0		0		0				0

																																																						0		0		0				0

																																																						6.4985190741		0		0				7489.5146794488

								品位 wt% ヒンイ								回収率 wt% カイシュウリツ		分離効率 wt% ブンリコウリツ		品位 wt% ヒンイ								回収率 wt% カイシュウリツ		分離効率 wt% ブンリコウリツ

		☆まとめ						重産物 ジュウ サンブツ												軽産物 ケイ サンブツ

				振動数 Hz シンドウスウ				ガラス		セル ppm		銅線 ドウセン		異物 イブツ		ガラス				ガラス		セル		銅線 ドウセン		異物 イブツ		セル

				46		6.6		100		0		0		0		94.2089210733		94.2089210733		93.0		5.86		0		1.16		100.00		5.86

				49		7.0		100		0		0		0		99.3932905628		99.3932905628		81.5		3.37		15.2		0		100		3.3710137483

				52		7.4		99.9998085473		1.91		0		0		97.0966145168		97.0964230641		99.4		0.574		0		0		98.9030612245		-0.5229689086

				55		7.9		99.9992890409		7.11		0		0		86.9260902752		86.9253793161		99.5		0.192		0.337		0.0083054932		97.6118317372		-2.1959963334

				58		8.3		99.9993501481		6.50		0		0		82.6970923138		82.6964424619		99.6		0.114		0.279		0		97.3563623546		-2.5297067233





図4.1.14 エアテーブル選別重産物中のガラス品位

ガラス	6.6	7	7.4	7.9	8.3000000000000007	100	100	99.999808547328811	99.999289040868135	99.999350148092574	デッキ振動数 Hz



品位 wt%





図4.1.15 エアテーブル選別重産物中のガラス回収率

ガラス	6.6	7	7.4	7.9	8.3000000000000007	94.208921073268542	99.393290562846971	97.096614516797715	86.926090275189438	82.697092313788502	デッキ振動数 Hz



回収率 wt%





図4.1.16 エアテーブル選別におけるガラスの他成分に対する分離効率

6.6	7	7.4	7.9	8.3000000000000007	94.208921073268542	99.393290562846971	97.096423064126526	86.925379316057573	82.696442461881091	デッキ振動数 Hz



分離効率 wt%







図4.1.17-19

		エアテーブル選別-風速変化実験-ふるい分け センベツ フウソク ヘンカ ジッケン ワ

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ

		55		7.90		33		4.7		5.66		0.06		2.10		3.48		5.64

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		はんだ g		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				31.5		0		0		0		0		0																						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		11.3		8.0-16.0		7.6195		7.6195		0		0		0												7.6195		7.6195								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.3626366116		0.3633377673		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		1132.4456		1132.4147		0.0309		0		0		4.7456		4.7147		0.0309						1127.7		1127.7								99.9972713921		0.0027286079		0		0		99.3488705327		0.6511294673		0		0		100		0		0		0		7.7954291215		8.2700106649		12.4346076459		ERROR:#DIV/0!		0		53.6708848229		53.774657149		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.4163404096		99.5836595904		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		1007.9708		1007.8876		0.0832		0		0		47.9508		47.8676		0.0832						960.02		960.02								99.9917457926		0.0082542074		0		0		99.8264888177		0.1735111823		0		0		100		0		0		0		78.7670816585		83.9641042912		33.4808853119		ERROR:#DIV/0!		0		45.6904521128		45.7787943214		0		ERROR:#DIV/0!		0		4.7492994258		95.2507005742		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		6.3646		6.1723		0.14		0		0.0523		4.565		4.4273		0.1344				0.0033		1.7996		1.745		0.0056				0.049		96.9786003834		2.1996669076		0		0.821732709		96.9835706462		2.9441401972		0		0.0722891566		96.9659924428		0.3111802623		0		2.722827295		7.4987638949		7.7658850439		54.0845070423		ERROR:#DIV/0!		100		0.0856487757		0.0832107624		100		ERROR:#DIV/0!		100		71.7285290734		28.2714709266		96		4		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		7.6154										3.6153										4.0001										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.9387253251		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.190377677		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		2162.0159		2154.0941		0.2541		0		0.0523		60.8767		57.0096		0.2485		0		0.0033		2101.1392		2097.0845		0.0056		0		0.049

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0

				8		7.6195		7.6195		0		0		0		0		0		0		0		0		7.6195		7.6195		0		0		0		100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.3536714738		0.3537217803		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.3537217803		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.3626366116		0.3633377673		0		ERROR:#DIV/0!		0

				4		1140.0651		1140.0342		0.0309		0		0		4.7456		4.7147		0.0309		0		0		1135.3195		1135.3195		0		0		0		99.9972896285		0.0027103715		0		0		99.3488705327		0.6511294673		0		0		100		0		0		0		0.2202747354		0.2188715897		12.160566706		ERROR:#DIV/0!		0		52.6976994296		52.7051951909		0		ERROR:#DIV/0!		0		52.7051951909		-87.1883038267		ERROR:#DIV/0!		7.7954291215		8.2700106649		12.4346076459		ERROR:#DIV/0!		0		54.0335214345		54.1379949163		0		ERROR:#DIV/0!		0

				2		2148.0359		2147.9218		0.1141		0		0		52.6964		52.5823		0.1141		0		0		2095.3395		2095.3395		0		0		0		99.9946881707		0.0053118293		0		0		99.7834766701		0.2165233299		0		0		100		0		0		0		2.445989035		2.4410400641		44.9035812672		ERROR:#DIV/0!		0		97.2585877138		97.2724218501		0		ERROR:#DIV/0!		0		97.2724218501		-54.8798954029		ERROR:#DIV/0!		86.56251078		92.2341149561		45.9154929577		ERROR:#DIV/0!		0		99.7239735473		99.9167892376		0		ERROR:#DIV/0!		0

				1		2154.4005		2154.0941		0.2541		0		0.0523		57.2614		57.0096		0.2485		0		0.0033		2097.1391		2097.0845		0.0056		0		0.049		99.9857779461		0.0117944644		0		0.0024275895		99.560262236		0.4339747194		0		0.0057630446		99.9973964531		0.0002670305		0		0.0023365164		2.6578809279		2.6465696183		97.7961432507		ERROR:#DIV/0!		6.309751434		97.3421190721		97.3534303817		2.2038567493		ERROR:#DIV/0!		93.690248566		97.3508268348		-1.7698820299		ERROR:#DIV/0!		94.0612746749		100		100		ERROR:#DIV/0!		100		99.809622323		100		100		ERROR:#DIV/0!		100

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0

																																																						0		0		0

																																																						0		0		0

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				2.6703045115		0		23.3651644757

		55		7.90		35		5.5		6.30		0.10		2.04		4.16		6.30

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				31.5		0.2895		0		0		0.2895		0		0.2895						0.2895														0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.2572949106		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0

		11.3		8.0-16.0		4.001		4.001		0		0		0		0										4.001		4.001								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0.1970794704		0.1974847618		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		1074.8068		1074.8068		0		0		0		8.1368		8.1368								1066.67		1066.67								100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		7.2316311875		7.5253293626		0		0		0		52.5415542876		52.6496053192		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.7570476852		99.2429523148		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		1046.7748		1046.6426		0.1322		0		0		93.3299		93.2126		0.1173						953.4449		953.43		0.0149						99.9873707315		0.0126292685		0		0		99.8743168052		0.1256831948		0		0		99.9984372458		0.0015627542		0		0		82.9475242808		86.2077863224		25.4889178618		0		0		46.9643628991		47.0602090614		57.3076923077		ERROR:#DIV/0!		0		8.9058671986		91.0941328014		88.7291981846		11.2708018154		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		9.0263		8.6542		0.354		0		0.0181		7.1316		6.7761		0.3429				0.0126		1.8947		1.8781		0.0111				0.0055		95.8776021183		3.9218727496		0		0.2005251321		95.0151438667		4.808177688		0		0.1766784452		99.1238718531		0.5858447248		0		0.2902834222		6.3382534875		6.266884315		74.5110821382		0		100		0.0933282861		0.0927008576		42.6923076923		ERROR:#DIV/0!		100		78.2983984655		21.7016015345		96.8644067797		3.1355932203		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		7.7639										3.629										4.1349										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3.2252961336		0		0		0		0		0.2036750568		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		2142.6623		2134.1046		0.4862		0.2895		0.0181		112.5168		108.1255		0.4602		0.2895		0.0126		2030.1455		2025.9791		0.026		0		0.0055

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0.2895		0		0		0.2895		0		0.2895		0		0		0.2895		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0135603643		0		0		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		-100		ERROR:#DIV/0!		0.2572949106		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0

				8		4.2905		4.001		0		0.2895		0		0.2895		0		0		0.2895		0		4.001		4.001		0		0		0		93.2525346696		0		6.7474653304		0		0		0		100		0		100		0		0		0		0.0135603643		0		0		100		0		0.1874093868		0.1874790954		0		0		0		0.1874790954		-100		-0.1874790954		0.2572949106		0		0		100		0		0.1970794704		0.1974847618		0		ERROR:#DIV/0!		0

				4		1079.0973		1078.8078		0		0.2895		0		8.4263		8.1368		0		0.2895		0		1070.671		1070.671		0		0		0		99.9731720207		0		0.0268279793		0		96.5643283529		0		3.4356716471		0		100		0		0		0		0.3946932557		0.3812746573		0		100		0		50.1509111628		50.1695652594		0		0		0		50.1695652594		-100		-50.1695652594		7.4889260981		7.5253293626		0		100		0		52.738633758		52.847090081		0		ERROR:#DIV/0!		0

				2		2125.8721		2125.4504		0.1322		0.2895		0		101.7562		101.3494		0.1173		0.2895		0		2024.1159		2024.101		0.0149		0		0		99.980163435		0.0062186243		0.0136179406		0		99.6002209202		0.1152755311		0.2845035487		0		99.9992638761		0.0007361239		0		0		4.7663251797		4.7490362		24.1258741259		100		0		94.8108771827		94.8454447828		3.0645824763		0		0		94.8447086589		-75.758850343		-97.9100272591		90.436450379		93.733115685		25.4889178618		100		0		99.7029966571		99.9072991424		57.3076923077		ERROR:#DIV/0!		0

				1		2134.8984		2134.1046		0.4862		0.2895		0.0181		108.8878		108.1255		0.4602		0.2895		0.0126		2026.0106		2025.9791		0.026		0		0.0055		99.9628179027		0.0227739175		0.0135603643		0.0008478155		99.2999215706		0.4226368794		0.2658700056		0.0115715443		99.9984452204		0.0012833102		0		0.0002714695		5.1003738632		5.0665510959		94.6524064171		100		69.6132596685		94.8996261368		94.9334489041		5.3475935829		0		30.3867403315		94.9318941244		-4.9249567035		-130.6677828184		96.7747038664		100		100		100		100		99.7963249432		100		100		ERROR:#DIV/0!		100

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0

																																																						0		0		0

																																																						7.3612385536		0		0

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				12.8331016629		0		2.7146945825

		55		7.90		38		6.0		7.86		0.36		2.08		5.28		7.72

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		はんだ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		はんだ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0		0		0		0.5776		0								0.5776														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0

		11.3		8.0-16.0		6.6733		6.6733		0		0		0												6.6733		6.6733								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0.3210563313		0.3210668659		0		ERROR:#DIV/0!		0		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		1175.6859		1175.6859		0		0		0		60.5259		60.5259								1115.16		1115.16								100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		16.9270072993		17.3034172347		0		0		0		53.6509940199		53.6527544427		0		ERROR:#DIV/0!		0		5.148135229		94.851864771		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		1231.4812		1230.77		0.7112		0		0		276.697		276		0.697						954.7842		954.77		0.0142						99.9422484079		0.0577515921		0		0		99.7480999071		0.2519000929		0		0		99.9985127529		0.0014872471		0		0		77.382610398		78.9041246273		60.40908303		0		0		45.9352213176		45.936045374		32.9466357309		ERROR:#DIV/0!		0		22.4249859844		77.5750140156		98.0033745782		1.9966254218		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		15.6747		15.1391		0.4857		0		0.0499		13.7473		13.2657		0.4568				0.0248		1.9274		1.8734		0.0289				0.0251		96.5830287023		3.0986238971		0		0.3183474006		96.4967666378		3.322834302		0		0.1803990602		97.1982982256		1.499429283		0		1.3022724914		3.8446458036		3.7924581379		39.59091697		0		100		0.0927283312		0.0901333173		67.0533642691		ERROR:#DIV/0!		100		87.6254202694		12.3745797306		94.0498249949		5.9501750051		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		6.5998										6.5998																				0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1.8457364991		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		2436.1149		2428.2683		1.1969		0.5776		0.0499		357.57		349.7916		1.1538		0.5776		0.0248		2078.5449		2078.4767		0.0431		0		0.0251

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0		0		0		0.5776		0		0		0		0		0.5776		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0

				8		6.6733		6.6733		0		0.5776		0		0		0		0		0.5776		0		6.6733		6.6733		0		0		0		100		0		8.6553878891		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0.2746762101		0.2748172432		0		0		0		0.2748172432		ERROR:#DIV/0!		-0.2748172432		0		0		0		100		0		0.3210563313		0.3210668659		0		ERROR:#DIV/0!		0

				4		1182.3592		1182.3592		0		0.5776		0		60.5259		60.5259		0		0.5776		0		1121.8333		1121.8333		0		0		0		100		0		0.0488514827		0		100		0		0.9543022078		0		100		0		0		0		2.491274905		2.4925540559		0		0		0		46.1751935602		46.1989023206		0		0		0		46.1989023206		-100.9543022078		-46.1989023206		16.9270072993		17.3034172347		0		100		0		53.9720503512		53.9738213087		0		ERROR:#DIV/0!		0

				2		2413.8404		2413.1292		0.7112		0.5776		0		337.2229		336.5259		0.697		0.5776		0		2076.6175		2076.6033		0.0142		0		0		99.9705365773		0.0294634227		0.023928674		0		99.7933117828		0.2066882172		0.1712813691		0		99.9993161957		0.0006838043		0		0		13.8802553645		13.8586786312		58.233770574		0		0		85.4745665092		85.5178688451		1.1863981953		0		0		85.5171850407		-41.7308225779		-86.7042670404		94.3096176972		96.2075418621		60.40908303		100		0		99.9072716688		99.9098666827		32.9466357309		ERROR:#DIV/0!		0

				1		2429.5151		2428.2683		1.1969		0.5776		0.0499		350.9702		349.7916		1.1538		0.5776		0.0248		2078.5449		2078.4767		0.0431		0		0.0251		99.9486811175		0.0492649747		0.0237742914		0.0020539078		99.6641880137		0.3287458593		0.1645723768		0.007066127		99.9967188585		0.002073566		0		0.0012075755		14.4461007878		14.4049815253		96.3990308296		0		49.6993987976		85.5538992122		85.5950184747		3.6009691704		0		50.3006012024		85.5917373332		-3.4367956878		-139.4965888474		98.1542635009		100		100		100		100		100		100		100		ERROR:#DIV/0!		100

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0

																																																						0		0		0

																																																						6.8380431158		0		0

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				20.7356598359		0		12.0757554961

		55		7.90		41		6.7		6.74		0.36		0.86		5.50		6.72

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		C		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0.8193		0		0		0.8193		0		0.8193						0.8193				0										0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.2211849444		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0

		11.3		8.0-16.0		1.1121		1.1121		0		0		0		0										1.1121		1.1121								100		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0.128668293		0.1289628297		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		538.1134		538.1134		0		0		0		66.8434		66.8434								471.27		471.27								100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		18.0455922292		18.3551804889		0		0		0		54.5252283454		54.6500429354		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.4218055153		87.5781944847		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		675.5477		675.44		0.1077		0		0		286.504		286.42		0.084						389.0437		389.02		0.0237						99.9840573804		0.0159426196		0		0		99.9706810376		0.0293189624		0		0		99.9939081394		0.0060918606		0		0		77.3469685271		78.6508585086		21.8295218295		0		0		45.0117694291		45.1120582739		53.1390134529		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		42.4049508469		57.5950491531		77.9944289694		22.0055710306		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		12.3981		11.8424		0.3217		0		0.234		11.4378		10.903		0.3008				0.234		0.9603		0.9394		0.0209						95.5178616078		2.5947524217		0		1.8873859704		95.3242756474		2.6298763748		0		2.0458479778		97.8235967927		2.1764032073		0		0		3.0878422522		2.9939610024		78.1704781705		0		100		0.1111052619		0.108935961		46.8609865471		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		92.0674863203		7.9325136797		93.5032639105		6.4967360895		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		6.7389										4.8095										1.9294										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.2984120471		0		0		0		0		0.2232286705		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		1234.7295		1226.5079		0.4294		0.8193		0.234		370.414		364.1664		0.3848		0.8193		0.234		864.3155		862.3415		0.0446		0		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0.8193		0		0		0.8193		0		0.8193		0		0		0.8193		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0667187518		0		0		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		-100		ERROR:#DIV/0!		0.2211849444		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8		1.9314		1.1121		0		0.8193		0		0.8193		0		0		0.8193		0		1.1121		1.1121		0		0		0		57.5799937869		0		42.4200062131		0		0		0		100		0		100		0		0		0		0.0667187518		0		0		100		0		0.0905625825		0.0906720617		0		0		0		0.0906720617		-100		-0.0906720617		0.2211849444		0		0		100		0		0.128668293		0.1289628297		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4		540.0448		539.2255		0		0.8193		0		67.6627		66.8434		0		0.8193		0		472.3821		472.3821		0		0		0		99.8482903641		0		0.1517096359		0		98.7891408413		0		1.2108591587		0		100		0		0		0		5.5100340345		5.4498955938		0		100		0		38.4678921809		38.5143952191		0		0		0		38.5143952191		-100		-38.5143952191		18.2667771736		18.3551804889		0		100		0		54.6538966384		54.7790057651		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2		1215.5925		1214.6655		0.1077		0.8193		0		354.1667		353.2634		0.084		0.8193		0		861.4258		861.4021		0.0237		0		0		99.9237408918		0.008859877		0.0673992312		0		99.7449506122		0.0237176448		0.2313317429		0		99.9972487474		0.0027512526		0		0		28.8411572532		28.8023746117		19.5621797857		100		0		70.1492177546		70.2320873759		5.5193292967		0		0		70.2293361232		-80.4141025694		-75.7514166726		95.6137457008		97.0060389976		21.8295218295		100		0		99.6656660675		99.891064039		53.1390134529		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1		1227.9906		1226.5079		0.4294		0.8193		0.234		365.6045		364.1664		0.3848		0.8193		0.234		862.3861		862.3415		0.0446		0		0		99.8792580334		0.0349676944		0.0667187518		0.0190555205		99.6066514499		0.1052503457		0.2240946159		0.0640035886		99.9948283025		0.0051716975		0		0		29.7725813211		29.6913211892		89.6134140661		100		100		70.2274186789		70.3086788108		10.3865859339		0		0		70.3035071133		-10.2813355882		-80.6952647447		98.7015879529		100		100		100		100		99.7767713295		100		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		0		0		0

																																																						0		0		0

																																																						27.5125263255		0		0

		振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		風量 Hz フウリョウ		平均風速 m/s ヘイキン フウソク		フィード kg		軽産物 kg ケイ サンブツ		重産物 kg ジュウ サンブツ		滞留物 kg タイリュウ ブツ		軽+重+滞 kg ケイ ジュウ タイ																																				51.7169745663		0		0

		55		7.90		43		7.0		6.50		0.62		0.08		5.78		6.48						1-2 mmの異物のうち0.012 gはんだ イブツ

																								0.012

																手選 テ セン																				粒群別品位 wt% リュ ベツ ヒンイ																								成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ																				粒群ごと分配率 wt% リュウグン ブンパイリツ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										ガラス				セル				銅線 ドウセン

				粒群 mm リュウグン		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ		軽 ケイ		重 ジュウ

				16-31.5		0.6147		0		0		0.6147		0		0.6147						0.6147				0										0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0998350213		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		100		0

		11.3		8.0-16.0		0		0		0		0		0		0										0										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		5.7		4.0-8.0		220.5109		220.5109		0		0		0		171.39		171.39								49.1209		49.1209								100		0		0		0		100		0		0		0		100		0		0		0		27.8358944175		28.1689353789		0		0		0		57.1848169642		57.3329909602		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		77.7240490153		22.2759509847		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2.8		2.0-4.0		458.8755		458.7742		0.1013		0		0		422.4213		422.32		0.1013						36.4542		36.4542								99.9779242954		0.0220757046		0		0		99.9760192017		0.0239807983		0		0		100		0		0		0		68.6065389259		69.4107286845		22.8410372041		0		0		42.4386921774		42.5486568662		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		92.0539995492		7.9460004508		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		1.4		1.0-2.0		15.2195		14.8276		0.3609		0		0.031		15.0994		14.7262		0.3422				0.031		0.1201		0.1014		0.0187						97.4250139624		2.371299977		0		0.2036860606		97.5283786111		2.2663152178		0		0.2053061711		84.429641965		15.570358035		0		0		2.4523327158		2.4203359366		77.1589627959		0		100		0.1398161784		0.1183521736		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		99.316140171		0.683859829		94.8185092823		5.1814907177		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				-1		6.3937										6.1904										0.2033										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.0053989194		0		0		0		0		0.23667468		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		701.6143		694.1127		0.4622		0.6147		0.031		615.7158		608.4362		0.4435		0.6147		0.031		85.8985		85.6765		0.0187		0		0

																																																																																重産物中の ジュウ サンブツ チュウ		軽産物中の ケイ サンブツ チュウ		重産物中の ジュウ サンブツ チュウ

				網上積算 アミ ジョウ セキサン												手選 テ セン																				品位 wt% ヒンイ																								回収率 wt% カイシュウリツ																				ガラスの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		セルの他成分
に対する
分離効率 ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		銅線の他成分
に対する
分離効率 ドウセン ホカ セイブン タイ ブンリコウリツ		成分ごと粒群割合 wt% セイブン リュウグン ワリアイ

						フィード										軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ										フィード								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ								軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ																軽産物 ケイ サンブツ										重産物 ジュウ サンブツ

				ふるい目 mm メ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		重量 g ジュウリョウ		ガラス g		セル g		銅線 g ドウ セン		異物 g イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ								重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ		重量 wt% ジュウリョウ		ガラス wt%		セル wt%		銅線 wt% ドウ セン		異物 wt% イブツ

				16		0.6147		0		0		0.6147		0		0.6147		0		0		0.6147		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0884179784		0		0		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		-100		ERROR:#DIV/0!		0.0998350213		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				8		0.6147		0		0		0.6147		0		0.6147		0		0		0.6147		0		0		0		0		0		0		0		0		100		0		0		0		100		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.0884179784		0		0		100		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		-100		0		0.0998350213		0		0		100		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				4		221.1256		220.5109		0		0.6147		0		172.0047		171.39		0		0.6147		0		49.1209		49.1209		0		0		0		99.7220131907		0		0.2779868093		0		99.6426260445		0		0.3573739555		0		100		0		0		0		24.7410246474		24.6919556435		0		100		0		7.0655127308		7.0767902676		0		0		0		7.0767902676		-100		-7.0767902676		27.9357294388		28.1689353789		0		100		0		57.1848169642		57.3329909602		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				2		680.0011		679.2851		0.1013		0.6147		0		594.426		593.71		0.1013		0.6147		0		85.5751		85.5751		0		0		0		99.8947060527		0.0148970347		0.0903969126		0		99.8795476645		0.0170416503		0.1034106853		0		100		0		0		0		85.5017817366		85.5351011442		21.9169190826		100		0		12.3090570101		12.3287039698		0		0		0		12.3287039698		-78.0660392671		-12.3287039698		96.5422683647		97.5796640634		22.8410372041		100		0		99.6235091416		99.8816478264		0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				1		695.2206		694.1127		0.4622		0.6147		0.031		609.5254		608.4362		0.4435		0.6147		0.031		85.6952		85.6765		0.0187		0		0		99.8406405104		0.0664824949		0.0884179784		0.0044590163		99.8213035913		0.0727615289		0.1008489556		0.0050859242		99.9781784744		0.0218215256		0		0		87.6736678976		87.6566874515		95.9541324102		100		100		12.3263321024		12.3433125485		4.0458675898		0		0		12.3214910229		-3.9731060609		-16.3891801383		98.9946010806		100		100		100		100		99.76332532		100		100		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				0.5																																ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ																																																ppm→		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

																																																						0		0		0

																																																						0		0		0

																																																						218.2152559303		0		0



								品位 wt% ヒンイ								回収率 wt% カイシュウリツ		分離効率 wt% ブンリコウリツ		品位 wt% ヒンイ								回収率 wt% カイシュウリツ		分離効率 wt% ブンリコウリツ

		☆まとめ						重産物 ジュウ サンブツ												軽産物 ケイ サンブツ

				振動数 Hz シンドウスウ				ガラス		セル ppm		銅線 ドウセン		異物 イブツ		ガラス				ガラス		セル		銅線 ドウセン		異物 イブツ		セル

				33		4.7		99.997		2.67		0		23.4		97.3534303817		97.3508268348		99.6		0.434		0		0.0057630446		97.80		-1.77

				35		5.5		99.998		12.8		0		2.71		94.9334489041		94.9318941244		99.3		0.423		0.266		0.0116		94.6524064171		-4.9249567035

				38		6.0		99.997		20.7		0		12.1		85.5950184747		85.5917373332		99.7		0.329		0.165		0.007066127		96.3990308296		-3.4367956878

				41		6.7		99.995		51.7		0		0		70.3086788108		70.3035071133		99.6		0.105		0.224		0.0640		89.6134140661		-10.2813355882

				43		7.0		99.978		218		0		0		12.3433125485		12.3214910229		99.8		0.0728		0.101		0.0050859242		95.9541324102		-3.9731060609

														はんだ

														23.3651644757

														2.7146945825

														12.0757554961

														0

														0



図4.1.17　エアテーブル選別重産物中のガラス品位

4.7375000000000007	5.5	6	6.6624999999999996	6.9874999999999989	99.997396453101274	99.998445220375459	99.996718858466792	99.994828302543382	99.978178474406974	風速　m/s



品位 wt%





図4.1.18 エアテーブル選別重産物中のガラス回収率

4.7375000000000007	5.5	6	6.6624999999999996	6.9874999999999989	97.353430381708932	94.93344890405092	85.595018474688302	70.308678810792813	12.343312548524178	風速 m/s



回収率 wt%





図4.1.19 エアテーブル選別におけるガラスの他成分に対する分離効率

4.7375	000000000007	5.5	6	6.6624999999999996	6.9874999999999989	97.350826834810206	94.931894124426364	85.591737333155109	70.303507113336181	12.321491022931147	風速　m/s



分離効率 wt%







図4.1.22

												☆2021年度試料 ネンドシリョウ		風力軽産物粒度分布 フウリョク ケイ サンブツ リュウド ブンプ

		ガラス密度 ミツド		g/cm3		2.5503

		セル密度 ミツド		g/cm3		2.4427								網下 アミ シタ		ガラス積算重量割合 セキサン ジュウリョウ ワリアイ												網下 アミ シタ		セル積算重量割合 セキサン ジュウリョウ ワリアイ

		空気密度 クウキ ミツド		kg/m3		1.205								粒径 リュウケイ		4.8 m/s		7.8 m/s		10.8 m/s		13.1 m/s		15.6 m/s				粒径 リュウケイ		4.8 m/s		7.8 m/s		10.8 m/s		13.1 m/s		15.6 m/s

		空気粘性 クウキ ネンセイ		Pa・s		0.00001822								31.5														31.5

		重力加速度 ジュウリョク カソクド		m/s2		9.8								16														16		100		100		100

		セル厚さ アツ		mm		0.02								8						100		100		100				8		99.7156759104		99.2887375429		99.8303141093		100		100

														4				100		99.3692131326		96.8039292137		99.7322933826				4		80.3187342604		76.2386778444		81.6768010891		99.5624252523		99.9652114655

														2		100		98.4616729472		82.4140457241		26.6921617178		83.3589799551				2		44.5781897453		35.8348211057		48.0342861912		76.5093301288		94.5266357695

														1		98.478412044		44.7589144629		40.7816935948		20.9847478993		7.1486764542				1		27.0318708199		10.4765600735		23.256625347		46.5101139532		60.8343592257

														0.5		81.0401730842		14.0855704866		17.0171160427		12.7433449425		2.580869785				0.5		17.1884636795		1.445526785		4.5496602212		37.0076200772		33.330634659

														0.25		34.2657660854		5.6729974733		8.133649051		9.69673698		1.2285292263				0.25		7.6684197304		0.5835318521		1.7528694005		12.2740107261		7.1282454118

														ガラス95%粒径 リュウケイ		0.90		1.94		3.48		3.95		3.42				セル5%粒径 リュウ ケイ		0.16		0.70		0.51		0.10		0.18



														風力重産物粒度分布 フウリョク ジュウ サンブツ リュウド ブンプ

														網下 アミ シタ		ガラス積算重量割合 セキサン ジュウリョウ ワリアイ												網下 アミ シタ		セル積算重量割合 セキサン ジュウリョウ ワリアイ

														粒径 リュウケイ		4.8 m/s		7.8 m/s		10.8 m/s		13.1 m/s		15.6 m/s				粒径 リュウケイ		4.8 m/s		7.8 m/s		10.8 m/s		13.1 m/s		15.6 m/s

														31.5														31.5

														16		100		100		100		100		100				16

														8		99.7406041504		99.6369773992		99.4218956603		99.8031605991		99.1044011629				8		100

														4		47.2785222167		46.5903349357		44.5387221693		44.149820828		42.4924062824				4		99.2746199186		100		100		100		100

														2		0.7460625705		0.5939587376		0.3518069729		0.2886806053		0.2639279893				2		63.3443891673		58.5542619348		87.437544611		91.6738197425		62.7394080093

														0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

														ガラス5%粒径 リュウケイ		2.18		2.19		2.21		2.21		2.22				セル95%粒径 リュウケイ		3.76		3.76		3.20		2.80		3.73









														平均(5.95) ヘイキン		1.54		2.06		2.85		3.08		2.82				平均(5.95) ヘイキン		1.96		2.23		1.86		1.45		1.95



														平均(5.95)採用 ヘイキン サイヨウ

																ガラス														セル

														風速 m/s フウソク		実際の粒径 ジッサイ リュウケイ		球形 キュウケイ		形状係数 ケイジョウ ケイスウ								風速 m/s フウソク		実際の粒径 ジッサイ リュウケイ		球形 キュウケイ		形状係数 ケイジョウ ケイスウ

																1

														4.8		1.54		0.603		2.56								4.8		1.96		0.620210731		3.16

														7.8		2.06		0.97		2.13								7.8		2.23		1.01		2.20

														10.8		2.85		1.86		1.53								10.8		1.86		1.94		0.96

														13.1		3.08		2.73		1.13								13.1		1.45		2.85		0.51

														15.6		2.82		3.87		0.73								15.6		1.95		4.04		0.48

																3.8

														粒径範囲 リュウケイ ハンイ				傾きa カタム		切片b セッペン												傾きa カタム		切片b セッペン

														～		3.0663832254		-1.0349		4.1734								1.6933611194		～		2.3513		-2.9816

														3.0663832254		～		0		1								～		1.6933611194		0		1

														グラフ用 ヨウ		粒径 リュウケイ		抵抗力形状係数 テイコウリョク ケイジョウ ケイスウ										グラフ用 ヨウ		粒径 リュウケイ		抵抗力形状係数 テイコウリョク ケイジョウ ケイスウ

																1		3.1385												1		1

																2		2.1036												1.6933611194		1

																3		1.0687												2		1.721

																3.0663832254		1												3		4.0723

																3.5		1





1	

1	風速 Hz





形状係数









図4.1.22 粒径と抵抗力形状係数の関係



ガラス	1.5415511164510785	2.0635611158749958	2.8475017535852141	3.0816850945607408	2.8231287244130367	2.558028871189276	2.1305700061299997	1.5335013675941374	1.1280110262333554	0.72870065943358564	セル	1.9625330924017015	2.2277564172359043	1.8580069800096843	1.4504051368498709	1.9534893294610272	3.1643004454697774	2.2030075953782315	0.95837908346392442	0.5084921285119024	0.48294685597097464	ガラス抵抗力形状係数	1	2	3	3.0663832254324093	3.5	3.1385000000000001	2.1036000000000001	1.0687000000000002	1	1	セル抵抗力形状係数	1	1.6933611193807678	2	3	1	1	1.7210000000000005	4.0723000000000003	粒径　d mm





抵抗力形状係数　μ











図4.1.23

		セル沈降速度 チンコウ ソクド								ガラス沈降速度 チンコウ ソクド

		ガラス密度 ミツド		g/cm3		2.5503				ガラス密度 ミツド		g/cm3		2.5503

		セル密度 ミツド		g/cm3		2.4427				セル密度 ミツド		g/cm3		2.4427

		空気密度 クウキ ミツド		kg/m3		1.205				空気密度 クウキ ミツド		kg/m3		1.205

		空気粘性 クウキ ネンセイ		Pa・s		0.00001822				空気粘性 クウキ ネンセイ		Pa・s		0.00001822

		重力加速度 ジュウリョク カソクド		m/s2		9.8				重力加速度 ジュウリョク カソクド		m/s2		9.8

																																実測値 ジッソクチ

		2021																計算用 ケイサンヨウ														ガラス				セル

		係数a ケイスウ		係数b ケイスウ						係数a ケイスウ								粒径 mm リュウケイ		風速　m/s フウソク		風速　m/s フウソク		風速　m/s フウソク								粒径 mm リュウケイ		風速　m/s フウソク		粒径 mm リュウケイ		風速　m/s フウソク

		2.3513		-2.9816						-1.0349		4.1734		2.0878993057				1		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6				1.54		4.8		1.96		4.8

		粒径 mm リュウケイ		風速　m/s フウソク						粒径 mm リュウケイ		風速　m/s フウソク						2		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6				2.06		7.8		2.23		7.8

		1.286		8.8						1		4.5						3		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6				2.85		10.8		1.86		10.8

		1.295		8.8						1.1		4.8						6		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6				3.08		13.1		1.45		13.1

		1.3		8.8						1.2		5.1						5		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6				2.82		15.6		1.95		15.6

		1.35		9.0						1.3		5.4						6		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6

		1.4		9.2						1.4		5.7						7		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6

		1.45		9.3						1.5		6.0						8		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6

		1.5		9.5						1.6		6.3						9		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6

		1.53		9.6						1.7		6.7						10		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6

		1.55		9.7						1.8		7.0						11		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6

		1.6		9.8						1.9		7.4						12		4.8		7.8		10.8		13.1		15.6

		1.69		10.1		↑形状係数1 ケイジョウケイスウ				2		7.7

		1.7		10.0						2.1		8.1

		1.8		9.3						2.3		9.0

		1.9		8.8						2.5		10.0

		2		8.4						2.7		11.1

		2.5		7.2						3		13.3

		3		6.7						3.5		14.8		↓形状係数1 ケイジョウ ケイスウ

		3.5		6.3						3.7		15.2

		4		6.1						3.9		15.7

		5		5.9						4		15.9

		2.1		8.1						2.1		8.1



図4.1.23 粒径と終末沈降速度の関係
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図4.1.27

		210324 エアテーブル層実験 ソウ ジッケン																																																傾き カタム		0.01		0.0713												t		ε				ll

										インバータ		デッキ																																						切片 セッペン		-0.0663		-0.0748						ε0		0.26				0		0.260				16.056647053

		ガラス充填層の実体積 ジュウテン ソウ ジツ タイセキ						風量 フウリョウ		振動 シンドウ		振動 シンドウ				A		B		C		D		E		F		CF平均 ヘイキン		AD平均 ヘイキン		G		H		①(1)		①(2)		②(1)		②(2)		②(3)		合計 ゴウケイ		空隙率 クウゲキ リツ		補正空隙率 ホセイ クウゲキ リツ		近似直線代入 キンジ チョクセン ダイニュウ								ε1		0.45				0.01		0.267				16.2027174816

		デッキ上の試料重量(g) ウエ シリョウ ジュウリョウ		8364.38				38		42		6		最密充填 サイミツ ジュウテン		0.6		0.7		0.8		0.8		0.8		1		0.9		0.7		0.9		0.9		44.1		725.4		70.725		1273.05		574		2687.275		-0.1971492425		0.26										X		6				0.02		0.286				16.6354710845

		試料密度(g/cm3) シリョウ ミツド		2.6				38		42		6		最大膨張 サイダイ ボウチョウ		1		1		1.1		0.8		1		1.2		1.15		0.9		1.2		1.1		44.1		928.8		70.725		1626.675		676.5		3346.8		0.0387626297		0.4058254153		0.35														0.03		0.315				17.3345037375

		体積(cm3) タイセキ		3217.0692307692		3217069.23076923		38		47		6.7		最密充填 サイミツ ジュウテン		3		2.5		1.9		2.2		1.6		0.8		1.35		2.6		1.8		0.4		44.1		1618.2		70.725		1555.95		656		3944.975		0.1845146723		0.26																0.04		0.349				18.2527739674

								38		47		6.7		最大膨張 サイダイ ボウチョウ		3.2		2.9		2		2.2		1.7		1.1		1.55		2.7		1.5		1.2		44.1		1760.4		70.725		1909.575		758.5		4543.3		0.2919091342		0.357453503		0.40														0.05		0.384				19.3000024013

		ガラス充填層の体積 ジュウテン ソウ タイセキ						38		52		7.4		最密充填 サイミツ ジュウテン		2.5		2.2		2		2		1		0.8		1.4		2.25		1.8		0.3		44.1		1525.5		70.725		1485.225		635.5		3761.05		0.1446353463		0.26																0.06		0.416				20.3302697292

		台形高さ(cm) ダイケイ タカ		36				38		52		7.4		最大膨張 サイダイ ボウチョウ		3		2.5		2.1		2		1.2		1		1.55		2.5		1.9		1		44.1		1692		70.725		2051.025		799.5		4657.35		0.3092489869		0.4024118866		0.45														0.07		0.438				21.1515808005

		台形上辺(cm) ダイケイ ウエ ヘン		8				38		57		8.1		最密充填 サイミツ ジュウテン		3.5		2.9		2		3.8		2.3		1		1.5		3.65		2.1		0.5		44.1		2058.3		70.725		1838.85		738		4749.975		0.3227187026		0.26																0.08		0.449				21.5741046992

		台形下辺（長方形横）(cm) ダイケイ シタ ヘン チョウホウケイ ヨコ		41				38		57		8.1		最大膨張 サイダイ ボウチョウ		4		3.5		2.1		4.5		3		1.9		2		4.25		3.2		1.8		44.1		2533.5		70.725		3536.25		1230		7414.575		0.5661154913		0.5259362135		0.50														0.09		0.447				21.4868891933

		長方形縦(cm) チョウホウケイ タテ		44.5				38		62		8.8		最密充填 サイミツ ジュウテン		0		0.8		1.2		0.5		1		1		1.1		0.25		2		1.2		44.1		679.5		70.725		2263.2		861		3918.525		0.1790101554		0.26																0.1		0.432				20.9135917476

		長方形網部分縦(cm) チョウホウケイ アミ ブブン タテ		34.5				38		62		8.8		最大膨張 サイダイ ボウチョウ		0		1.2		2		2		1.5		2		2		1		3		2.5		44.1		1422		70.725		3889.875		1332.5		6759.2		0.5240458589		0.570998269		0.55														0.11		0.406				19.9999827127

																																																																		0.12		0.373				18.9444228698

		(参考)底面積(cm2) サンコウ テイメンセキ		2706.5		270650																																														46														0.13		0.337				17.9268208523

		平均厚さ(cm) ヘイキン アツ		1.1886455684																																																0.3937		-0.0748												0.14		0.304				17.0740886372

																																																																		0.15		0.278				16.4602201893

																																																																		0.16		0.263				16.1216696615

																																																																		0.17		0.261				16.0729176974

																																																																		0.18		0.272				16.3157335239

																																																																		0.19		0.294				16.8405214622

																																																																		0.2		0.326				17.6196370945

																																																																		0.21		0.361				18.5935366084

																																																																		0.22		0.395				19.6541225833

																																																																		0.23		0.424				20.6373608311

																																																																		0.24		0.443				21.3445892241

																																																																		0.25		0.450				21.6034887622

																																																																		0.26		0.443				21.3445892241

																																																																		0.27		0.424				20.6373608311

																																																																		0.28		0.395				19.6541225833

																																																																		0.29		0.361				18.5935366084

																																																																		0.3		0.326				17.6196370945



図4.1.28 振動条件ごとの補正空隙率
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図4.1.28 時間変化による空隙率の変化
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図4.1.30-36

		上昇時間まとめ ジョウショウ ジカン

												セル粒径 リュウケイ																		セル粒径 リュウケイ

		デッキインバータ振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		送風ファン振動数 ソウフウ シンドウスウ		デッキ上風速 ウエ フウソク		ガラス粒径 mm リュウケイ		0.5		1		2				デッキインバータ振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		送風ファン振動数 ソウフウ シンドウスウ		デッキ上風速 ウエ フウソク		ガラス粒径 mm リュウケイ		0.5		1		2

		52		7.4		33		4.7		2										58		8.3		38		6.0		2

		52		7.4		33		4.7		4		589.3241								58		8.3		38		6.0		4		213.493

		52		7.4		33		4.7		6		167.0264		356.486						58		8.3		38		6.0		6		79.2767		143.2517

		52		7.4		33		4.7		8		129.1882		108.3757						58		8.3		38		6.0		8		62.0463		57.7102		376.1442

												セル粒径 リュウケイ																		セル粒径 リュウケイ

		デッキインバータ振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		送風ファン振動数 Hz ソウフウ シンドウスウ		デッキ上風速 m/s ウエ フウソク		ガラス粒径 mm リュウケイ		0.5		1		2				デッキインバータ振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		送風ファン振動数 Hz ソウフウ シンドウスウ		デッキ上風速 m/s ウエ フウソク		ガラス粒径 mm リュウケイ		0.5		1		2

		46		6.6		33		4.7		4		307.8774								46		6.6		38		6.0		8		37.8749		53.177

		49		7		33		4.7		4		390.427								49		7		38		6.0		8		41.8552		52.7103

		52		7.4		33		4.7		4		589.3241								52		7.4		38		6.0		8		46.6199		53.2419

		55		7.9		33		4.7		4										55		7.9		38		6.0		8		54.1745		55.1894		792.9111

		58		8.3		33		4.7		4										58		8.3		38		6.0		8		62.0463		57.7102		376.1442

												セル粒径 リュウケイ																		セル粒径 リュウケイ																		セル粒径 リュウケイ

		デッキインバータ振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		送風ファン振動数 ソウフウ シンドウスウ		デッキ上風速 ウエ フウソク		ガラス粒径 mm リュウケイ		0.5		1		2				デッキインバータ振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		送風ファン振動数 ソウフウ シンドウスウ		デッキ上風速 ウエ フウソク		ガラス粒径 mm リュウケイ		0.5		1		2				デッキインバータ振動数 Hz シンドウスウ		デッキ振動数 Hz シンドウスウ		送風ファン振動数 ソウフウ シンドウスウ		デッキ上風速 ウエ フウソク		ガラス粒径 mm リュウケイ		0.5		1		2

		52		7.4		33		4.7		4		589.3241								58		8.3		33		4.7		4										58		8.3		33		4.7		8		311.2046		138.0705		789.9995

		52		7.4		35		5.5		4		209.999								58		8.3		35		5.5		4		409.0353								58		8.3		35		5.5		8		92.6485		75.9024		479.6383

		52		7.4		38		6.0		4		144.9998								58		8.3		38		6.0		4		213.493								58		8.3		38		6.0		8		62.0463		57.7102		376.1442

		52		7.4		41		6.7		4		98.511								58		8.3		41		6.7		4		123.1309		699.8791						58		8.3		41		6.7		8		41.2042		42.4063		283.7343

		52		7.4		43		7.0		4		85.539								58		8.3		43		7.0		4		102.5286		600.6021						58		8.3		43		7.0		8		35.6604		37.5894		254.0958







図4.1.32 デッキ振動数を変化させたときの到達時間の変化

（ガラス粒径D_glass=4 mm，

デッキ上風速u_0=4.7 m/s）

6.6	0.5	1	2	307.87740000000002	7	0.5	1	2	390.42700000000002	7.4	0.5	1	2	589.32410000000004	7.9	0.5	1	2	8.3	0.5	1	2	セル粒径 mm



到達時間 s







図4.1.34 デッキ上風速を変化させたときの到達時間の変化

（ガラス粒径D_glass=4 mm，

デッキ振動数X=7.4 Hz）

4.7	0.5	1	2	589.32410000000004	5.5	0.5	1	2	209.999	6.0	0.5	1	2	144.99979999999999	6.7	0.5	1	2	98.510999999999996	7.0	0.5	1	2	85.539000000000001	セル粒径 mm



到達時間 s







図4.1.30 ガラス粒径を変化させたときの

到達時間の変化

（デッキ振動数X=7.4 Hz，

デッキ上風速u_0=4.7 m/s）

2	0.5	1	2	4	0.5	1	2	589.32410000000004	6	0.5	1	2	167.0264	356.48599999999999	8	0.5	1	2	129.18819999999999	108.37569999999999	セル粒径 mm



到達時間 s







図4.1.35 デッキ上風速を変化させたときの到達時間の変化

（ガラス粒径D_glass=4 mm，

デッキ振動数X=8.3 Hz）

4.7	0.5	1	2	5.5	0.5	1	2	409.03530000000001	6.0	0.5	1	2	213.49299999999999	6.7	0.5	1	2	123.1309	699.87909999999999	7.0	0.5	1	2	102.5286	600.60209999999995	セル粒径 mm



到達時間 s







図4.1.31 ガラス粒径を変化させたときの

到達時間の変化

（デッキ振動数X=8.3 Hz，

デッキ上風速u_0=6.0 m/s）

2	0.5	1	2	4	0.5	1	2	213.49299999999999	6	0.5	1	2	79.276700000000005	143.2517	8	0.5	1	2	62.046300000000002	57.7102	376.14420000000001	セル粒径 mm



到達時間 s







図4.1.33 デッキ振動数を変化させたときの到達時間の変化

（ガラス粒径D_glass=8 mm，

デッキ上風速u_0=6.0 m/s）

6.6	0.5	1	2	37.874899999999997	53.177	7	0.5	1	2	41.855200000000004	52.710299999999997	7.4	0.5	1	2	46.619900000000001	53.241900000000001	7.9	0.5	1	2	54.174500000000002	55.189399999999999	792.91110000000003	8.3	0.5	1	2	62.046300000000002	57.7102	376.14420000000001	セル粒径 mm



到達時間 s







図4.1.36 デッキ上風速を変化させたときの到達時間の変化

（ガラス粒径D_glass=8 mm，

デッキ振動数X=8.3 Hz）

4.7	0.5	1	2	311.20460000000003	138.07050000000001	789.99950000000001	5.5	0.5	1	2	92.648499999999999	75.9024	479.63830000000002	6.0	0.5	1	2	62.046300000000002	57.7102	376.14420000000001	6.7	0.5	1	2	41.2042	42.406300000000002	283.73430000000002	7.0	0.5	1	2	35.660400000000003	37.589399999999998	254.0958	セル粒径 mm



到達時間 s









表4.2.1-2

						表4.2.1　エアテーブル条件変更箇所 ヒョウ ジョウケン ヘンコウ カショ

								改良項目 カイリョウ コウモク

								堰高さ セキ タカ		テーブル設置角度 セッチ カクド		目開きサイズ メ ビラ		跳ね返り防止 ハ カエ ボウシ		試料投入位置 シリョウ トウニュウ イチ

						ケース①		令和２年度条件 レイワ ネンド ジョウケン

						ケース②		変更 ヘンコウ		-		-		-		-

						ケース③		-		-		-		変更 ヘンコウ		-

						ケース④		-		変更 ヘンコウ		変更 ヘンコウ		変更 ヘンコウ		-

						ケース⑤		-		-		-		変更 ヘンコウ		変更 ヘンコウ

						表4.2.2　各条件における異物回収個数 ヒョウ カクジョウケン イブツ カイシュウ コスウ

								重産物重量 ジュウ サンブツ ジュウリョウ		はんだボール		セル

								kg		個数 コスウ		個数 コスウ

						ケース①		403		2		16

						ケース②		482		2		25

						ケース③		375		0		6

						ケース④		411		0		5

						ケース⑤		429		0		2





表4.2.3-4

						表4.2.3　他メーカー製品における検討結果 ヒョウ タ セイヒン ケントウ ケッカ

								重産物重量 ジュウ サンブツ ジュウリョウ		はんだボール		セル

								kg		個数 コスウ		個数 コスウ

						中国メーカー チュウゴク		425		23		0

						韓国メーカー カンコク		506		53		5

						表4.2.4　設備改良後の不純物検出数 ヒョウ セツビ カイリョウ ゴ フジュンブツ ケンシュツ スウ

								重産物重量 ジュウ サンブツ ジュウリョウ		はんだボール		セル

								kg		個数 コスウ		個数 コスウ

						中国メーカー チュウゴク		425		10		0

						韓国メーカー カンコク		506		1		0





図4.2.4

				図4.2.4　選別時のマスバランス ズ センベツ ジ

																令和２年度 レイワ ネンド																														令和３年度 レイワ ネンド

				選別検討結果 センベツ ケントウ ケッカ

																								篩い分け フル ワ																														篩い分け フル ワ





																				上 ウエ								下 シタ																						上 ウエ								下 シタ

																				126				kg				6,546				kg																		1,137				kg				2,964				kg

																				2				％				98				％																		28				％				72				％



																												風力選別 フウリョク センベツ																														風力選別 フウリョク センベツ





																								軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ																						軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ

																								469				kg				6,049				kg																		53				kg				2,906				kg

																								7				％				91				％																		1				％				71				％



																																エアテーブル																														エアテーブル





																												軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ																						軽産物 ケイ サンブツ								重産物 ジュウ サンブツ

																												102				kg				5,947				kg																		140				kg				2,766				kg

																												2				％				89				％																		3				％				68				％







表4.2.5

				表4.2.5　選別回収物の組成 ヒョウ センベツ カイシュウ ブツ ソセイ

																令和２年度 レイワ ネンド																		令和３年度 レイワ ネンド

																品位 ヒンイ																		品位 ヒンイ

																ガラス						銅線 ドウセン						セル						ガラス						銅線 ドウセン						セル

				篩選別（上） フル センベツ ウエ												33				％		64				％		3				％		73				％		7				％		20				％

				風力選別（軽産物） フウリョク センベツ ケイ サンブツ												0				％		2				％		98				％						％						％						％

				エアテーブル（軽産物） ケイ サンブツ												60				％		17				％		23				％						％						％						％

				エアテーブル（重産物） ジュウ サンブツ												99.999				％		0.001				％		0.0002				％		99.9998				％		0				％		0.0002				％





表4.3.1

				表4.3.1　PVカバーガラスの組成分析結果まとめ ヒョウ ソセイ ブンセキ ケッカ

														単位：mass% タンイ

						成分 セイブン		定量下限 テイリョウ カゲン		平均値 ヘイキンチ		最大値 サイダイチ		最小値 サイショウチ

				定角
測定 テイ カク ソクテイ		SiO2		0.03		70.85		71.8		70

						Al2O3		0.01		1.13		1.75		0.13

						MgO		0.02		2.97		4.18		0.04

						CaO		0.01		10.13		12		9.06

						Na2O		0.04		14.14		15.2		13.4

						K2O		0.01		0.025		0.05		ND

						SO3		0.01		0.262		0.49		0.18

						Fe2O3		0.01		0.017		0.02		0.01

						TiO2		0.01		0.04		0.23		ND

						ZrO2		0.001		0.009		0.03		0.002

						SrO		0.001		0.016		0.22		0.002

						BaO		0.1		ND		ND		ND

						As2O3		0.002		0.0008		0.008		ND

						Sb2O3		0.01		0.19		0.3		ND

						Bi2O3		0.01		ND		ND		ND

						PbO		0.002		0.00056		0.004		ND

						B2O3		ー		0.13		0.94		ND

						CeO2		0.02		0.0096		0.12		ND

				定性
分析 テイセイ ブンセキ		F		0.2		ND		ND		ND

						P2O5		0.01		ND		ND		ND

						Cl		0.02		0.032		0.05		0.02

						V2O5		0.05		ND		ND		ND

						Cr2O3		0.05		ND		ND		ND

						NiO		0.01		ND		ND		ND

						ZnO		0.01		0.002		0.03		ND

						SnO2		0.05		ND		ND		ND





表4.3.2-6

		表4.3.2　PVカバーガラスの組成分析（No.1～6） ヒョウ ソセイ ブンセキ																				表4.3.3　PVカバーガラスの組成分析（No.7～12） ヒョウ ソセイ ブンセキ																				表4.3.4　PVカバーガラスの組成分析（No.13～18） ヒョウ ソセイ ブンセキ																				表4.3.5　PVカバーガラスの組成分析（No.19～24） ヒョウ ソセイ ブンセキ																				表4.3.6　PVカバーガラスの組成分析（No.25～84） ヒョウ ソセイ ブンセキ

																		単位：mass% タンイ																				単位：mass% タンイ																				単位：mass% タンイ																				単位：mass% タンイ																単位：mass% タンイ

				成分 セイブン		定量下限 テイリョウ カゲン		No,1		No,2		No,3		No,4		No,5		No,6						成分 セイブン		定量下限 テイリョウ カゲン		No,7		No,8		No,9		No,10		No,11		No,12						成分 セイブン		定量下限 テイリョウ カゲン		No,13		No,14		No,15		No,16		No,17		No,18						成分 セイブン		定量下限 テイリョウ カゲン		No,19		No,20		No,21		No,22		No,23		No,24						成分 セイブン		定量下限 テイリョウ カゲン		No,25		No,26		No,27		No,28

								中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク										中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン										日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン										日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン		日本 ニホン										カナダ		カナダ		台湾 タイワン		韓国 カンコク

								JINKO　Solar		JINKO　Solar		Hanwha Solar One(Qidong)		Phono Solar		ulica solar		JIANGSU RUNDA PV										YINGLI SOLAR		LONGi		長州産業 チョウシュウ サンギョウ		長州産業 チョウシュウ サンギョウ		長州産業 チョウシュウ サンギョウ		SHARP										SHARP		SHARP		SHARP		SHARP		京セラ㈱ キョウ		京セラ㈱ キョウ										京セラ㈱ キョウ		京セラ㈱ キョウ		IWATEC		Panasonic		三菱電機㈱ ミツビシ デンキ		東芝 トウシバ										Canadian　Solar		Canadian　Solar		NEO SOLAR POWER		LG

								JKM400M-72H		JKM325PP-72-J		SF260-36-1P290L		PS255P-20/U		UL-280P-60		RS260P-60										YL320CG2530F-1		LR6-72PE-370M		CS-236B31		CS-286G51		CS-286G51		NE-130AH										NE-H130A		NE-H125AC		ND-155AP		NU-U0B2C		G-421-3(W)		KK255P-3CB2CG										R421-1(B)		KH305HX-BWEL3-S		IW-M200-02A		VBHN290SJ27		PV-MA2120K		TA60M250WA/J										CS6P-260P		CS6P-255P		D6P250B3A		LG340N1W-A5

		定角
測定 テイ カク ソクテイ		SiO2		0.03		70.9		70.9		70.8		70.5		70.2		71.1				定角
測定 テイ カク ソクテイ		SiO2		0.03		70.3		70.6		71.3		70.4		70.7		71.0				定角
測定 テイ カク ソクテイ		SiO2		0.03		70.9		70.7		71.7		71.8		71.1		71.0				定角
測定 テイ カク ソクテイ		SiO2		0.03		71.5		71.1		70.4		70.7		70.0		71.3				定角
測定 テイ カク ソクテイ		SiO2		0.03		70.8		70.3		71.1		71.3

				Al2O3		0.01		1.20		1.10		1.31		1.11		0.96		1.05						Al2O3		0.01		0.82		1.07		0.94		1.18		1.18		1.67						Al2O3		0.01		1.18		1.75		0.86		0.89		1.44		0.98						Al2O3		0.01		0.13		1.22		1.13		0.95		1.30		1.06						Al2O3		0.01		1.35		1.30		1.26		1.16

				MgO		0.02		3.89		3.98		3.91		3.56		3.31		2.72						MgO		0.02		4.03		4.00		4.11		3.88		3.87		0.07						MgO		0.02		3.62		0.08		0.05		0.04		0.30		4.18						MgO		0.02		3.90		3.59		2.91		3.94		2.96		3.04						MgO		0.02		3.86		3.83		3.59		3.34

				CaO		0.01		9.29		9.73		9.28		9.92		10.30		10.30						CaO		0.01		9.35		9.70		9.45		9.52		9.71		11.80						CaO		0.01		10.10		12.00		11.70		11.50		11.10		9.54						CaO		0.01		9.56		9.99		10.20		9.49		10.90		10.40						CaO		0.01		9.28		9.06		10.20		9.78

				Na2O		0.04		14.2		13.8		14.1		14.3		14.6		14.0						Na2O		0.04		14.0		14.1		13.7		13.7		13.8		14.6						Na2O		0.04		13.6		14.5		14.9		14.9		15.2		13.7						Na2O		0.04		14.4		13.6		13.9		14.3		14.2		13.7						Na2O		0.04		14.1		14.1		13.4		13.8

				K2O		0.01		0.01		0		0.03		0.04		0.04		0.03						K2O		0.01		0.00		0.01		0.04		0.04		0.05		0.03						K2O		0.01		0.02		0.03		0.04		0.03		0.02		0.03						K2O		0.01		0.01		0		0.02		0.03		0.01		0.01						K2O		0.01		0.02		0.03		0.02		0.04

				SO3		0.01		0.19		0.18		0.21		0.29		0.32		0.24						SO3		0.01		0.21		0.18		0.20		0.20		0.20		0.34						SO3		0.01		0.26		0.41		0.47		0.49		0.27		0.20						SO3		0.01		0.19		0.20		0.30		0.20		0.36		0.20						SO3		0.01		0.22		0.22		0.19		0.22

				Fe2O3		0.01		0.02		0.02		0.01		0.02		0.02		0.02						Fe2O3		0.01		0.01		0.02		0.01		0.02		0.02		0.02						Fe2O3		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		0.01						Fe2O3		0.01		0.02		0.02		0.01		0.02		0.01		0.02						Fe2O3		0.01		0.02		0.02		0.02		0.02

				TiO2		0.01		0.03		0.02		ND		0.02		0.04		0.02						TiO2		0.01		0.04		0.03		ND		0.02		0.01		0.23						TiO2		0.01		ND		0.23		0.01		0.01		0.04		0.04						TiO2		0.01		0.04		0.06		0.02		0.04		0.05		0.01						TiO2		0.01		ND		0.01		0.02		0.03

				ZrO2		0.001		0.010		0.006		0.006		0.007		0.004		0.004						ZrO2		0.001		0.009		0.010		0.004		0.005		0.007		0.008						ZrO2		0.001		0.006		0.008		0.010		0.020		0.030		0.002						ZrO2		0.001		0.030		0.003		0.007		0.008		0.009		0.005						ZrO2		0.001		0.003		0.008		0.010		0.008

				SrO		0.001		0.003		0.003		0.003		0.004		0.004		0.005						SrO		0.001		0.002		0.020		0.003		0.007		0.006		0.004						SrO		0.001		0.003		0.005		0.006		0.006		0.220		0.003						SrO		0.001		0.080		0.005		0.004		0.003		0.003		0.004						SrO		0.001		0.003		0.010		0.004		0.004

				BaO		0.1		ND		ND		ND		ND		ND		ND						BaO		0.1		ND		ND		ND		ND		ND		ND						BaO		0.1		ND		ND		ND		ND		ND		ND						BaO		0.1		ND		ND		ND		ND		ND		ND						BaO		0.1		ND		ND		ND		ND

				As2O3		0.002		ND		ND		ND		0.002		0.003		ND						As2O3		0.002		ND		ND		ND		0.001		ND		ND						As2O3		0.002		ND		ND		ND		ND		ND		ND						As2O3		0.002		ND		0.006		0.001		ND		ND		ND						As2O3		0.002		ND		0.008		ND		0.002

				Sb2O3		0.01		0.18		0.19		0.20		0.20		0.14		0.22						Sb2O3		0.01		0.17		0.14		0.17		0.28		0.28		0.19						Sb2O3		0.01		0.22		0.21		0.20		0.20		ND		0.19						Sb2O3		0.01		ND		0.21		0.30		0.22		0.22		0.15						Sb2O3		0.01		0.21		0.20		0.18		0.19

				Bi2O3		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Bi2O3		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Bi2O3		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Bi2O3		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Bi2O3		0.01		ND		ND		ND		ND

				PbO		0.003		ND		ND		ND		ND		0.002		0.002						PbO		0.003		ND		ND		ND		0.001		0.002		ND						PbO		0.003		ND		ND		ND		0.002		ND		ND						PbO		0.003		ND		0.004		ND		ND		0.001		ND						PbO		0.003		ND		ND		ND		ND

				B2O3		－		ND		ND		ND		ND		ND		0.20						B2O3		－		0.94		ND		ND		0.54		ND		ND						B2O3		－		ND		0.03		ND		ND		ND		ND						B2O3		－		ND		ND		0.71		ND		ND		ND						B2O3		－		ND		0.83		ND		ND

				CeO2		0.02		ND		ND		ND		ND		ND		ND						CeO2		0.02		ND		ND		ND		ND		ND		ND						CeO2		0.02		ND		ND		ND		ND		0.12		ND						CeO2		0.02		0.12		ND		ND		ND		ND		ND						CeO2		0.02		ND		ND		ND		ND

		定性
分析 テイセイ ブンセキ		F		0.2		ND		ND		ND		ND		ND		ND				定性
分析 テイセイ ブンセキ		F		0.2		ND		ND		ND		ND		ND		ND				定性
分析 テイセイ ブンセキ		F		0.2		ND		ND		ND		ND		ND		ND				定性
分析 テイセイ ブンセキ		F		0.2		ND		ND		ND		ND		ND		ND				定性
分析 テイセイ ブンセキ		F		0.2		ND		ND		ND		ND

				P2O5		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						P2O5		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						P2O5		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						P2O5		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						P2O5		0.01		ND		ND		ND		0.01

				Cl		0.02		0.02		0.02		0.03		0.02		0.05		0.03						Cl		0.02		0.04		0.03		0.04		0.04		0.03		0.03						Cl		0.02		0.03		0.03		0.03		0.04		0.02		0.03						Cl		0.02		0.02		0.03		0.04		0.04		0.03		0.04						Cl		0.02		0.03		0.03		0.04		0.02

				V2O5		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						V2O5		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						V2O5		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						V2O5		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						V2O5		0.05		ND		ND		ND		ND

				Cr2O3		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Cr2O3		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Cr2O3		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Cr2O3		0.05		ND		ND		ND		ND		ND		ND						Cr2O3		0.05		ND		ND		ND		ND

				NiO		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						NiO		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						NiO		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						NiO		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						NiO		0.01		ND		ND		ND		ND

				ZnO		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						ZnO		0.01		ND		ND		ND		0.02		0.03		ND						ZnO		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						ZnO		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						ZnO		0.01		ND		ND		ND		ND

				SnO2		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						SnO2		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						SnO2		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						SnO2		0.01		ND		ND		ND		ND		ND		ND						SnO2		0.01		ND		ND		ND		ND





図4.4.1

				粒度 リュウド

						国内メーカー コクナイ				中国メーカー チュウゴク				韓国メーカー カンコク

						重量 ジュウリョウ		頻度/% ヒンド		重量 ジュウリョウ		頻度/% ヒンド		重量 ジュウリョウ		頻度/% ヒンド

				<2mm		7.69		0.15		2.35		0.05		2.36		0.04

				2～8mm		4941.69		93.9		4832.10		93.7		4193.45		78.3

				8～19mm		290.13		5.5		266.58		5.2		1121.15		20.9

				＞19mm		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				有色ｶﾚｯﾄ ユウショク		23.84		0.5		55.53		1.1		41.26		0.8

				異物 イブツ		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				合計 ゴウケイ		5263.35		100.00		5156.56		100.00		5358.22		100.00





				図4.4.1　ガラスカレットの粒度分布 ズ リュウド ブンプ































サンプル粒度分布(各5kg×3種)

国内メーカー	<	2mm	2～8mm	8～19mm	＞19mm	有色ｶﾚｯﾄ	0.14610466717964796	93.8886830630682	5.5122688021887205	0	0.45294346756343401	中国メーカー	<	2mm	2～8mm	8～19mm	＞19mm	有色ｶﾚｯﾄ	4.5573017670695194E-2	93.707820717687767	5.1697255534697542	0	1.0768807111717889	韓国メーカー	<	2mm	2～8mm	8～19mm	＞19mm	有色ｶﾚｯﾄ	4.40444445771584E-2	78.261939030544454	20.923985260787902	0	0.77003126409048961	

頻度

/wt％







表4.4.1

		表4.4.1　重量比、水分、イグロス及び異物量の評価結果 ヒョウ ジュウリョウ ヒ スイブン オヨ イブツ リョウ ヒョウカ ケッカ

				重量比 ジュウリョウ ヒ		水分 スイブン		イグロス				異物 イブツ

		無色部 ムショク ブ		99%		0.35%(n=3)		0.01%(n=3)				0g/15kg中 チュウ

		有色部 ユウショク ブ		1%		0.05%(n=3)		0.40%(n=3)





																				以上 イジョウ





表4.4.2



				表4.4.2　ガラスカレットの組成分析結果 ヒョウ ソセイ ブンセキ ケッカ

				単位：mass% タンイ				中国メーカー チュウゴク		韓国メーカー カンコク		国内メーカー コクナイ

				XRF
(定角
測定) テイ カク ソクテイ		SiO2		71.2		72.0		71.8

						Al2O3		1.3		1.3		1.2

						MgO		3.7		3.1		2.8

						CaO		9.2		9.2		10.0

						Na2O		14.1		13.7		13.5

						K2O		0.03		0.03		0.01

						SO3		0.19		0.21		0.20

						Fe2O3		0.02		0.01		0.02

						As2O3		14ppm		7ppm		5ppm

						Sb2O3		1,140ppm		1,830ppm		1,530ppm







表4.4.3

				表4.4.3　実窯でのテストスケジュール ヒョウ ジツ ガマ

				令和３年 レイワ ネン		1/16		1/17		1/18		1/19

						日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ

				窯内へ投入 カマナイ トウニュウ				●PVカレット+その他カレット=16.8t タ

				PVカレットの推測所在地
(●サイロ、◆窯、★繊維化) スイソク ショザイ チ				●◆★		◆★		◆★



				ガラス・ウール・製品回収
(●PV含まず、★PV含む) セイヒン カイシュウ フク フク		●		★		★		★









表4.4.4



		表4.4.4　実窯テスト条件 ヒョウ ジツ ガマ ジョウケン

		テスト条件 ジョウケン				令和２年度 レイワ ネンド								令和３年度 レイワ ネンド

		PVカレットサンプル				割れたパネルを新菱で焼成処理後選別処理 ワ ゴ センベツ ショリ								同左 ドウサ

		粒度分布(5/15kg) リュウド ブンプ				＜2mm：0%、2～19mm：100%

		色 イロ				無色、黒っぽいものが混在 ムショク クロ コンザイ								99%無色、1%有色 ムショク ユウショク

		付着水分、異物(5kg) フチャク スイブン イブツ				なし/ほぼなし(＜0.1ppm)								なし

		PVカレット使用量 シヨウ リョウ				原料の10%相当(3.0t) ゲンリョウ ソウトウ								原料の10%相当(2.7t) ソウトウ

		*サンプル使用量は調合組成が大きく変わらないようカレット原料の一部を置換。 シヨウリョウ











表4.4.5

		表4.4.5　テスト前及びテスト期間中のガラス分析結果 ヒョウ マエ オヨ キカンチュウ ブンセキ ケッカ

						テスト前 マエ				テスト期間中 キカンチュウ

		日付 ヒヅケ				1/16		1/17		1/17		1/18		1/19

		採取時刻 サイシュ ジコク				7:00		9:00		16:00		16:30		5:30

		経過時間/h ケイカ ジカン				0		26		33		57.5		70.5

		Sb2O3(ppm)				147		126		255		199		208

		As2O3(ppm)				14		16		11		12		15
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																																		PVﾃｽﾄｻﾝﾌﾟﾙ（九州ｶﾚｯﾄ）
'2022/1/16  7:00品 キュウシュウ ヒン		1190				2197		71.8		2.406

																																				1135				2096		63.5		2.653

																																				1090				2013		53.8		2.881

																																				1040				1923		52.4		3.169

																																		PVﾃｽﾄｻﾝﾌﾟﾙ（九州ｶﾚｯﾄ）
'2022/1/17  8:50品 ヒン		1190				2195		74.9		2.424

																																				1135				2093		65.6		2.667

																																				1090				2013		55.4		2.894

																																				1040				1922		53.4		3.178

																																		PVﾃｽﾄｻﾝﾌﾟﾙ（九州ｶﾚｯﾄ）
'2022/1/17  16:00品 ヒン		1190				2197		72.4		2.410

																																				1135				2098		64.4		2.659

																																				1090				2010		54.6		2.887

																																				1040				1923		52.3		3.169

																																		PVﾃｽﾄｻﾝﾌﾟﾙ（九州ｶﾚｯﾄ）
'2022/1/18  16:30品 ヒン		1190				2196		71.6		2.405

																																				1135				2097		63.3		2.651

																																				1090				2014		53.7		2.880

																																				1040				1924		51.6		3.163

																																		PVﾃｽﾄｻﾝﾌﾟﾙ（九州ｶﾚｯﾄ）
'2022/1/19  5:20品 ヒン		1190				2193		72.9		2.413

																																				1135				2097		64.6		2.660

																																				1090				2013		54.5		2.886

																																				1040				1924		51.7		3.163

				図4.4.2　カレットの粘度測定結果 ズ ネンド ソクテイ ケッカ



カレット粘度

2022/1/16 7:00	2197	2096	2013	1923	2.4061244442423	2.6527737252919756	2.8807822756663888	3.1693312869837267	2022/1/17 9:00	2195	2093	2013	1922	2.4244818176994665	2.6669038393756601	2.8935097647284294	3.1775412570285564	2022/1/17 16:00	2197	2098	2010	1923	2.4097385661971464	2.6588858673598121	2.8871926427047367	3.1685016888672743	2022/1/18 16:30	2196	2097	2014	1924	2.4049130223078548	2.6514037100173553	2.8799742856995554	3.1626497016272115	2022/1/19 5:30	2193	2097	2013	1924	2.4127275283179741	2.6602325179950839	2.886396502276642	3.1634905430939426	華氏/゜F



logη

/poise





表4.4.6



		表4.4.6　テスト結果まとめ（令和２年度との比較） ヒョウ ケッカ レイワ ネンド ヒカク

		テスト結果 ケッカ				令和２年度 レイワ ネンド								令和３年度 レイワ ネンド

		生産状況 セイサン ジョウキョウ				生産条件の変更なし、テスト前後で大きな変化なし セイサン ジョウケン ヘンコウ ゼンゴ オオ ヘンカ

		繊維質、繊維径 センイ シツ センイ ケイ				テスト前後で大きな変化なし、繊維径は全て合格 ゼンゴ オオ ヘンカ センイ ケイ スベ ゴウカク

		ガラス組成 ソセイ				アンチモン量が計算値より増加 リョウ ケイサンチ ゾウカ								アンチモン量は事前予測相当 リョウ ジゼンヨソク ソウトウ

		ガラス粘度 ネンド				僅かに低下 ワズ テイカ								変化なし ヘンカ





表4.5.1



				表4.5.1　メーカーによるメタル含有量の相違例 ヒョウ ガンユウリョウ ソウイ レイ

				メーカー								中国メーカー チュウゴク												韓国メーカー カンコク												日本メーカー ニホン

				組成 ソセイ								Cu（％）						Ag（mg/kg）						Cu（％）						Ag（mg/kg）						Cu（％）						Ag（mg/kg）

				銅線 ドウセン								89						6,210						89						4,700						85						11,000

				セル								0						5,480						0						11,800						0						5,940





表4.5.2

				表4.5.2　選別回収物の組成 ヒョウ センベツ カイシュウ ブツ ソセイ

																令和２年度 レイワ ネンド												令和３年度 レイワ ネンド

																組成 ソセイ												組成 ソセイ

																Cu（％）						Ag（mg/kg）						Cu（％）						Ag（mg/kg）

				篩選別（上） フル センベツ ウエ												55						8,539						6.4						2,241

				風力選別（軽産物） フウリョク センベツ ケイ サンブツ												2						5,683						0.064						4,020

				エアテーブル（軽産物） ケイ サンブツ												15						3,291						0.171						2,161

				エアテーブル（重産物） ジュウ サンブツ												ー						ー						ー						ー
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Ｂ（Ｃにおける資源代替分）

図4.6.1　計算式と各事業のフローの構造

事業実施前

事業実施後

Ａ

Ｃ

使用済み太陽光パネル

Ｄ（Ａにおける資源代替分）

アルミ枠解体

アルミリサイクル
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溶融

運搬
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表4.6.2-5

																単位：kg-CO2/年 タンイ ネン						単位：t-CO2/年 タンイ ネン

				表　パネル１枚当たりのCO2削減量 ヒョウ マイ ア サクゲン リョウ										＊パネル１トン当たり						＊1年間のCO2削減量

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ				比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ				比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		30.80		10.38				1,925		649				2,772		934

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		31.36		31.24				1,960		1,952				2,822		2,811

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		40.34		40.34				2,521		2,521				3,631		3,630

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.00		0.00				0		0				0		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		21.81		1.28				1,363		80				1,963		115

																				＊年間処理量：1,440ﾄﾝ ネンカン ショリ リョウ

																				（新菱の1ライン分） シンリョウ ブン



				表4.6.3　パネル１トン当たりのCO2削減量 ヒョウ ア サクゲン リョウ						単位：kg-CO2/t タンイ

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		1,925		649

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		1,960		1,952

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		2,521		2,521

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.036		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		1,363		80

				表4.6.4　1年間のCO2削減量 ヒョウ ネンカン サクゲン リョウ						単位：t-CO2/年 タンイ ネン

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

						年間処理量（新菱想定） ネンカン ショリ リョウ シンリョウ ソウテイ		1,440

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		2,772		934

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		2,822		2,811

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		3,631		3,630

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.052		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		1,963		115

				表4.6.5　1年間のCO2削減量（全国） ヒョウ ネンカン サクゲン リョウ ゼンコク						単位：千t-CO2/年 タンイ セン ネン

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

						年間処理量（新菱想定） ネンカン ショリ リョウ シンリョウ ソウテイ		280千t/年

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		776		261

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		790		787

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		1,017		1,016

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.015		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		550		32





表4.6.2-5 (2)

				表4.6.2　パネル１枚当たりのCO2削減量 ヒョウ マイ ア サクゲン リョウ						単位：kg-CO2/枚 タンイ マイ

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		30.80		10.38

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		31.36		31.24

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		40.34		40.34

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.001		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		21.81		1.28

				表4.6.3　パネル１トン当たりのCO2削減量 ヒョウ ア サクゲン リョウ						単位：kg-CO2/t タンイ

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		1,925		649

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		1,960		1,952

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		2,521		2,521

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.036		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		1,363		80

				表4.6.4　1年間のCO2削減量 ヒョウ ネンカン サクゲン リョウ						単位：t-CO2/年 タンイ ネン

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

						年間処理量（新菱想定） ネンカン ショリ リョウ シンリョウ ソウテイ		1,440

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		2,772		934

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		2,822		2,811

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		3,631		3,630

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.052		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		1,963		115

				表4.6.5　1年間のCO2削減量（全国） ヒョウ ネンカン サクゲン リョウ ゼンコク						単位：千t-CO2/年 タンイ セン ネン

						項目 コウモク		比較対照：路盤材 ロバンザイ		比較対照：埋立 ヒカク タイショウ ウメタテ

						年間処理量（新菱想定） ネンカン ショリ リョウ シンリョウ ソウテイ		280千t/年

				A		ベースラインの排出量 ハイシュツ リョウ		776		261

				B		事業実施時の代替分 ジギョウ ジッシ ジ ダイタイ ブン		790		787

				C		事業実施時の排出量 ジギョウ ジッシ ジ ハイシュツ リョウ		1,017		1,016

				D		ベースラインの代替分 ダイタイ ブン		0.015		0

				(A+B)-(C+D)		CO2削減効果 サクゲン コウカ		550		32





表4.6.6-7

				表4.4.6　最終処分量の削減効果の見込み（当社処理予定規模）								表4.6.7　最終処分量の削減効果の見込み（全国）

				廃PVパネル量（t/Y） ハイ リョウ				1,440				廃PVパネル量（千t/Y） ハイ リョウ セン				280

				廃PVパネル量（枚/Y） ハイ リョウ マイ				90,000				廃PVパネル量（千枚/Y） ハイ リョウ セン マイ				17,500

				最終処分量削減効果（t/Y） サイシュウ ショブン リョウ サクゲン コウカ				1,215				最終処分量削減効果（千t/Y） サイシュウ ショブン リョウ サクゲン コウカ セン				236

				パネル重量 ジュウリョウ		16		kg/枚 マイ				パネル重量 ジュウリョウ		16		kg/枚 マイ

				アルミ重量 ジュウリョウ		2.5		kg/枚 マイ				アルミ重量 ジュウリョウ		2.5		kg/枚 マイ

				最終処分量削減効果（m3/Y） サイシュウ ショブン リョウ サクゲン コウカ				1,215				最終処分量削減効果（千m3/Y） サイシュウ ショブン リョウ サクゲン コウカ セン				236

				最終処分時の嵩比重を サイシュウ ショブン ジ カサ ヒジュウ		1.0		t/m3とした				最終処分時の嵩比重を サイシュウ ショブン ジ カサ ヒジュウ		1.0		t/m3とした
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ＬＣＡ 比較対照：路盤材の場合
削減効果＝(A+B)-(C+D)

事業実施前事業実施前 事業実施後 事業実施後

21



ＬＣＡ 比較対照：埋立の場合
削減効果＝(A+B)-(C+D)

事業実施前事業実施前 事業実施後 事業実施後
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