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株式会社エクシィズ　〈 info@x-s.jp 〉

平成９年10月16日　　創業 平成6年3月1日

笠井政志

13,000,000円

19名

許可番号　岐阜県知事許可（般-29）第600377号

許可年月日　平成29年９月３日

許可業種　タイル・れんが・ブロック工事業、石工事業

愛知銀行 多治見支店、十六銀行 多治見支店、東濃信用金庫 旭ヶ丘支店

プール・クア施設用タイル（ギヤマンモザイク他）、特殊工芸加工大理石（コットベネット）

モザイクアート（ガラス・マーブル・タイル）、陶壁画、サイン陶板、特殊タイル、復刻タイル

和風国産タイル、テラコッタタイル、ルーバー、テラゾー、レンガ、リサイクルタイル

機能石材、陶製浴槽、材料及び工事、光触媒施工、副資材

施釉ライン、シルクスクリーン製版機、印刷機、ローラーハースキルン、電気窯、ボールミル

サンドブラスト機、タイルカット機、石切断機

近年増え続けるゴミを無害化、減量化するため、
高温溶融処理するスラグ化技術が導入されています。

ゴミの体積を約6％まで縮小できるこの溶融スラグを更にリサイクルし、
タイルとして復活させる サイクルの実現を可能にします。

▼世界的なリゾート地
　「モルディブ」のゴミの島
▼世界的なリゾート地
　「モルディブ」のゴミの島

ゴミがタイルに変身！？ゴミがタイルに変身！？ゴミがタイルに変身！？ゴミがタイルに変身！？ゴミがタイルに変身！？

本   　　社　〒507-0071 岐阜県多治見市旭ケ丘10丁目6-55　TEL 0572-20-0711　  FAX 0572-20-0722
東京営業所　〒170-0003 東京都豊島区駒込6丁目 35-10　TEL 03-5974-7222　  FAX 03-5974-7178
大阪営業所　〒541-0042 大阪市中央区今橋4丁目5-20-6F　TEL 06-6226-8327　  FAX 06-6226-8328

http://www.x-s.jp
株式会社 エクシィズ
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岐阜県内
稼働中の粘土鉱山
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タイルを取り巻く状況
古くから美濃焼をはじめとする陶磁器の産地として名高い多治見市は、

タイルの主産地としても日本有数の生産量を誇ってきました。

しかし、経済の鈍化や、粘土の枯渇が原因となって鉱山の閉鎖が進み、

天然原料に依存しない代替原料の開発が急務となっています。

溶融スラグとは？
廃棄物を溶融炉で高温溶融した際に、最終生成されるガラス状固形物のこと。

溶融スラグはJIS規格に基づき、安全に安定的に利用できます。耐火度が低く、低温焼成が可能です。

溶融スラグの使い道
現状は、道路のアスファルト舗装やコンクリートの骨材として混ぜ込むことで処理されています。今後の課題

として、この溶融スラグをもっと目に見える形で、有効にリサイクルする方法の確立が求められています。

［建材としての溶融スラグの特徴］
溶融スラグは JIS 規格にもとづき、安全で安定した形で利用可能。
スラグの種類や産地により色味が若干異なる。耐火度が低く、低温焼成が可能。

溶融炉

ゴミゴミ

溶融スラグ 79万t

1,235万t1,235万t
全国の溶融処理される廃棄物（2012 年）

6%に縮小溶融炉によって

ローラーハースキルンの導入ローラーハースキルンの導入ローラーハースキルンの導入

低温焼成ができ、燃料コストを大幅に下げることが可能なスラグタイルは、1000°C付
近の精密な温度制御が重要なカギを握ります。通常のタイルは1250°C位で焼成し、稼
働中の窯の温度は簡単には変えられません。試作・実験を重ねるには、必要に応じて
自由に設定可能な試験窯が必要です。そこで温度管理・時間管理がし易いローラー
ハースキルンを導入しました。

岐阜県の補助金によって導入した
二次燃焼炉付ローラーハースキルン

低温焼成+短時間焼成

主原料の特徴を生かして配合を変え、様々な機能性タイルを製造します。

※上部に設置された「2次燃焼装置」では、焼成時に出る煙を
　更に燃焼させ、排出される煙や臭いを抑制します。
　これにより、有機物の入った原料でも焼成可能になりました。

今回従来

燃料費 30%カット

透水タイル
道路舗装材として
の利用を想定

バインダー（つなぎ）など

タイル
これまでの壁面タ
イル同様に壁材と
しての利用を想定

発泡タイル
断熱材として利用
を想定

廃ガラス※+ 植物繊維

廃ガラス※+ 廃粘土※

産廃スラグ産廃スラグ

都市ゴミスラグ都市ゴミスラグ

下水スラグ下水スラグ
廃ガラス※+ 竹パウダー

※廃ガラス：廃車となった自動車のフロントガラスや家庭から出たビン・ガラスなど。　※廃粘土：通常のタイルでは使用せず、廃棄していた層の土。

スラグタイルは低温・短時間焼成が可能な
ため燃料コストが大幅に下がります。30％の燃料費カット
スラグを50％以上使用し添加剤や
バインダーも廃ガラスや廃粘土を使用。95％のリサイクル率

さらに

達
成

グリーン購入法適合タイル（　　　　）をはるかに超える20％以上



溶融炉

大手企業で処理に困っている産業廃棄物を原料に

多治見市、豊田市と協力してタイルを試作中！（両自治体共 スラグでJIS規格を取得）

多治見産出スラグのタイル

豊田産出スラグのタイル

●セラミックなどの廃材　●バインダーとなりそうな粘性を持つ素材。こんな企業廃棄物を
探しています。

例えば　有機物の入った廃セラミック原料
　　　　から、真っ白なタイルを製造

例えば　粉砕ガラスを原料にタイルを製造

都市ゴミ

都市ゴミ

下水道汚泥

自治体のゴミ処理施設が
原料工場に変わる
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自治体のゴミ処理施設が
原料工場に変わる
ゴミ処理施設

原料工場

多治見市三の倉センター溶融炉

多治見スラグ

豊田スラグ

目指せ！

これまでの評価と
これからのプロモーション
これまでの評価と
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これからのプロモーション
これまでの評価と

これからのプロモーション
「多治見イノベーション大賞」で大賞を受賞

岐阜県産業経済振興センターによる「事業可能性A評価」取得!

中小企業のものづくり支援や新規事業の事業化達成をサポートしてくれる国や県の機関を、
今後は情報収集と新たなネットワーク作りの起点として活用していきます。

認定評価を受けることで効率的に全国の自治体へアピールする足掛かりとなります。

国の中小企業施策の一環として、新事業創出を目指す中小企業をサポートする機関です。地

域の特性や強みとなる技術や商品、サービスの開発を支援するため「地域資源活用認定」を

活用し、事業計画の実現をバックアップして頂けます。現在アドバイザーの指導のもと5月

の認定取得を目指し活動中です。

県の中小企業支援の中核機関である同センターによる「事業可能性A評価」の認定を受ける

事ができました。融資制度やマスコミへのPR など、今後の事業化に向けた具体的な支援が

約束されました。

20年間の基礎実験に加え、新規導入したテスト用焼成窯を使った2年間の実証実験により、「ゴミを原料
としてタイルを生産する技術」として確かな評価を受けたことが大賞受賞につながりました。

中小機構中部による「地域資源認定」



溶融炉設備

都市 生活ゴミや
産廃ゴミが出る

溶融炉にて
ゴミを縮小

溶融スラグ

タイル工場にて
リサイクルタイル製造

リサイクルタイルを
道路や建物に使用

6％6％

79万 t79万 t

まで

地球に優しい
サイクルの実現

1,235万t
全国の溶融処理される廃棄物
（1012年）

ゴミ

地球に優しいサイクルの実現に向けて地球に優しいサイクルの実現に向けて地球に優しいサイクルの実現に向けて地球に優しいサイクルの実現に向けて

都市ゴミ溶融スラグを主原料としたリサイクルタイルの開発により
国内で資源循環型及び環境負荷低減社会の実現に寄与するとともに

海外に技術を輸出し、地球規模での環境改善により
社会生活の向上に貢献します。

粉砕された液晶ガラスを原料に

Step
3

処分に困っていた廃材を引き取り、タイルにしてメー
カーに返すことでCSRのアピールを手助けします。

大手メーカーからの廃棄物を
タイルに再生

今後は廃粘土とはいえ、粘土自体の採取が難しくなり、今開発しているスラグタイルですら生産できなくなります。
廃粘土の配合を徐々に減らし、最終的には粘土を限りなくゼロで作るリサイクルタイルの開発を目指します。

今後の行動目標今後の行動目標今後の行動目標今後の行動目標

乾式プレスメーカー 湿式押し出しメーカー

Step
1

商社としての情報力と人脈を活かし、地
元メーカーと協力して2種類の製造方法
で量産できる体制を整えます。

量産体制を整える

溶融される都市ゴミ

Step
2

まずは多治見市、豊田市で実績を作り全国へ展開。
地域によって風合いの違うタイルができるので独創性
のあるタイルを通して、環境都市のアピールができます。

自治体と協力し都市から出る
生活ゴミをリサイクルする

未だに未処理のフレコンバックに詰まった汚染土壌

Step
4

溶融する過程でセシウムやダイオキシンなどの有害物質

を除去できるため、福島の汚染土壌を溶融し、自分たち

の街でできた安全なタイルで地域復興に貢献できます。

福島原発の汚染土壌を溶融し
タイルとして蘇らせる

インド洋の楽園モルディブ
◀ゴミの島となったモルディブ「ティラフシ島」。毎日330トンのゴミが投棄されます。

Step
5

ゴミ処理問題を抱えている発展途上国に溶融炉とタイル

工場をセットで技術輸出し、循環型の社会を作り、さらに

は雇用を生み出し地域の発展に貢献します。

発展途上国へ技術輸出し循環型の
システムを構築

実証実験の段階を経て、本格生産を目指す！




