
環境に優しい岩盤掘削工法

必要とされる企業を目指す

　

　　特許30件取得

　株式会社　神島組

　　　　「環境に優しい工法の開発」 1

神島組　プロフィール
　　　　　

　　　　　　　　

プロフィール

会社名　　株式会社　神島組（６５－０１２１）

代表者　　神島　昭男

設立　　　昭和１５年１１月　１日

業種　　　総合建設業

資本金　　２０００万円（従業員１9名）

事業内容　公共・民間土木工事

　　　　　　　新分野特許関連工事

　　　　　　　（特許30件取得）

所在地　　兵庫県西宮市甲風園３－９－５

HP kamishimagumi.co.jp 2



　きっかけ
　　　　　きっかけは衝撃の一言から

　　　　　　　　

　　　　　　　　「あなたの会社は、地域から
　　　　　　　

　　　　　　　　　　必要とされているか」

　　「必要とされる企業」を目指す。

　　失敗や苦労したことを元に発想の転換を図り　　　　
　　　　　　オンリーワンの技術を目指す。

衝撃の言葉

経営ﾋﾞｼﾞｮﾝ「必要とされる企業」
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「必要とされる企業」になる為には

特許に挑戦

環境・リサイクル・ｺｽﾄ削減

失敗や苦労したことを元に

発想の転換を図る

特許を取るぞ

社員に宣言
自分自身にﾌﾟﾚｯｼｬｰ

得意分野の「岩」に特化「目指せ岩盤掘削日本一」
　　　　　　　　　　　独自技術で「価値組へ」

I  S  O
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　「自社の経営の仕組み」を見つめる
　　　　　強みと弱みと無駄の選別

ｷｰﾎﾟｲﾝﾄ　経験・勘・根性・情熱・スピード

半年稼働
官公庁一本
利益なし

２本柱経営へ
官公庁・民　間
経営の基盤確立

業界が商社化
本物の建設業
横並びで独自色ナシ

自社機械
自社施工
技術を磨く

３本柱経営へ
特許開発

特許3０件取得
顧客満足
と

社会貢献

経営革
新

経営革
新
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　　ニーズに合ったものを提供する。
　（相互に必要とされる関係を築く）

発注者

企　　　　　業 社　　　　員

満　足

必要とされる企業

目標を共有

必要とされる社員

指名のかかる社員
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　発明のヒント
　古来石割「楔の原理」

大きさ横幅8m・縦幅7m・見え高さ2m(地下深不明)
　

刻印入り(大阪城築造約430年前) 巨石

空間の確保がﾎﾟｲﾝﾄ

西宮市内に現存する古来石割技術の軌跡

振動・騒音等の苦情が出ない工法の開発

環境に優しい岩盤掘削工法の開発

7

　「岩の性質」

5～10%

圧縮力破壊

・大型ブレーカー

・ハンドブレーカー　

引張力

・クォーターセリ矢

・静的破砕剤

100%

岩　盤　の　特　徴

石を割る時何故
音が出るのか

一から勉強

音を立てずに割る
方法に挑戦叩いて割るから

・かち割り君

・スリット君

・すみとり君
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「岩の性質(強みと弱み)の研究」

自由面

圧縮力破壊 強い 音が出る

引張力 弱い 音はないが芯が抜けない

せん弾力破壊 弱い 音もなく芯が抜ける

下から上に向かって

10~15%の力で静かに割れる
　　　　（イメージ　タ゛イナマイト）

せん弾力破壊
に着目

石は

無振動・無騒音の岩盤掘削装置の開発へ

「岩」に特化・岩を吊る・割る

　30件の特許工法開発へ
芯割りジュニア
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「かち「かち割り君割り君工法の特許開発」工法の特許開発」についてについて

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特許番号　４６３６２９４号特許番号　４６３６２９４号

NETISNETIS登録番号登録番号KKKK--100079100079--AA

山積0.8m3バックホウに装着するタイプ。

（神島組特許　第４６３６２９４号）

図の様に間接打撃により、岩石が引張り破壊により破砕されます。

計算上「かち割り君」による岩破砕の考察(φ1０２削孔)

「かち割り君」

特殊ｼﾞｾﾞﾙ

1 0㎝

4 9 0 0 t

(

間
接
打
撃
箇
所)

(

間
接
破
砕
完
了)

先行削孔した孔に開発した楔型ジゼルを挿入
し間接打撃を加えて、先端ではなく「背面」で
割る

10平成24年近畿地方整備局研究発表会
　　　新技術・新工法部門に出場



「かち割り君「かち割り君及び工法特許」及び工法特許」

　　　　　　　

　　　開発の目標

1.ｽﾋﾟｰﾃﾞｨな施工(コスト削減 )

2.破砕量の確保　(工期短縮)

3.公害の抑制(間接打撃工法で騒音を抑制)

施工手順　
現場に最適な工法を提供

岩盤の強度を測
定

ｸｵｰﾀｰセリ矢

低振動・低騒音の岩盤破砕

　静マル君による削孔

かち割り君

割岩後バックホウで岩盤を引き起こす

現場の状況に応じて使用する特許工法

　　　　・ツレール君

　　　・空飛ぶツレール

　　　・すみ取り君

　　　・カチットアンカー

　　　・スリット君

　　　・ルレット工法

　　　・芯割りジュニア工法

　　　・クオーターセリ矢工法

　　　・クオーターセリ矢ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕版工法

　　　 ・かち割り君工法
12



施工時のイメージ
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防音カバー

自由面のない施工時

①　クローラドリルによる斜め削孔を行う ②かち割り君により自由面を作る
使用機械　クローラドリル
削孔径φ102・115mm　L=0.65m～1.2m

㈱神島組

++-+

(特許番号 4161116号)

㈱神島組

㈱神島組CAT



　施工手順」　
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2,岩盤の弾性波速度を測定する。

3,一軸圧縮強度を推定する。

4,岩判定を行う。

5,削孔ﾋﾟｯﾁを決定する。　

1,現地調査・岩判定

「施工手順」

　　　　　クローラドリルによる削孔又は連続削孔
　　　　　　　　　　Ф102~152の削孔(中硬岩で概ね＠95cm)を行う。

　　

　　　
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　�102~115削孔を行う。(中硬岩で@80cm) 　　　　
　　　　　　 16

NETIS登録番号　KK-090021-A「静マル君」
機械より10mで騒音80db・振動30db

　　　

「超低騒音型クローラドリル」



「施工手順」

岩盤の測定を行い、測定結果
から削孔ﾋﾟｯﾁを決定する。

防音型削孔機「静マル君」で
φ102mmの削孔を行う。

低騒音の大型ブレーカに新開
発の特殊楔型ジゼルを装着し、
先行削孔した孔に挿入し、孔
を横方向に押し広げて間接打
撃の引っ張り力により割裂す
る。
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　　「施工手順」
破砕後引き起こし作業を行い、破砕完了。

破砕後の岩塊は概ね50cm~80cm

　　　　　　　破砕作業中 　　　引き起こし作業完了 18



ニーズに応じた多種の楔型ジゼルを開発

ユニット破砕工法

　　　　　　　　　特殊楔型ジゼルの連続破砕
19

「施工手順」

自走式破砕機による破砕後の砕石化工法 測定器による振動・騒音測定の実施20



6　振動・騒音測定結果

　　　　規制値を10mでクリア(機械から10m地点で測定) 21

ベンチカット工法による作業能力
かち割り君工法

　　　　　　　　　　　　　　　　現場状況により破砕能力は変動します。

　岩　　　　　　　　質 破砕能力(m3/1日当たり) 　　　削孔ピッチ

　軟　　　　　　　　岩 　 　　　250m3 　　　　1.0m

　中　　　硬　 　岩 181m3 0.95m

　硬　　　岩　　　　Ⅰ 161m3 0.9m

　硬　　　岩　　　　Ⅱ
　

　　138m3~98m3 0.85~0.75m

22



かち割り君の 「用途」

破砕量の確保及び環境に配慮を要する工事

●道路の新設・拡幅工事に伴う岩掘削

●河川工事に伴う河床・護岸岩掘削

●宅地造成工事等に伴う岩掘削

●下水道工事に伴う管路掘削・立坑掘削

●コンクリート（RC含む）構造物等の破砕

かち割り君の「特徴」

①ｽﾋﾟｰﾃﾞｨな施工を可能にした。

②削孔した孔を活用した「工法特許」の為、低振動・低騒音。

③硬岩破砕（一軸圧縮強度 1,920kg/cm2以上)も破砕可能(4900ﾄﾝ発揮)

④発破や大型ブレーカ等が使用できない現場の岩盤掘削が可能。

⑤下水道工事等の管路,立坑等　の岩盤掘削にも対応出来る。

24



　「かち割り君及び工法特許」開発の成果
　　　　　　

　　　　　　

　　　　1.ｽﾋﾟｰﾃﾞｨな施工(コスト25.56%削減 )

　　　　2.破砕量の確保　(工期77.08%短縮)

　　　　　(従来施工量42m3/日から181m3/日　中硬岩ﾍﾞﾝﾁｶｯﾄ工法)

　　　　3.公害の抑制(騒音 機械から10mで標準106.5から81db)

(振動 機械から10mで標準79から58db　)

　　　「早くて、安くて、静か」との評価で工法の採用が拡大。

　　　　　　入札時の提案技術として活用されている。
25

クオーターセリ矢の開発 　
　　　　

割岩能力　（世界最大）

ｸｵｰﾀｰｾﾘ矢11450t
ﾊｰﾌ式セリ矢17000t
岩盤を一気に四分割

舗装版・ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の破砕

環境に優しい

低振動・低騒音

コスト削減

　NETIS登録番号　　　　KK-040044-A

　NETIS登録番号KK-050103-A(舗装版破砕工法)

特許番号　　　　　　　　３３８１１６３号

26



「クｫーターセリ矢による岩盤掘削状況」

1.防音型削孔機「静マル君」でφ152mmの削孔を行う。

2.クォーターセリ矢を吊り込み削孔口に挿入します。

3. 楔の原理を応用して、油圧をかけ11450ﾄﾝの割岩力
を発揮する為、引っ張り力破壊で岩が４分割に低振動
・低騒音で破砕される

4.破砕後リッパー等で引き起こし破砕完了する。

　　　　　クｫーターセリ矢をｾｯﾄし割岩

27

破　砕　の　原　理

　クオーターセリ矢(11,450t)

φ150

φ200

ハーフ式（２枚羽根）セリ矢（１７０００t）

新開発4分割破砕

28



破砕の原理

[平面図]

従来型の2方向破砕(2,000t)

φ125
φ125

φ155

断面積は 1.31倍 に増大

Φ125の断面積=0.0625×0.0625×π=　0.01227m2
Φ155に拡大時=0.01227m2+(0.125×0.030)=0.01602m2
0.01602m2/0.01227m2=1.305倍

30

125
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岩盤破砕工事（４万m3）
クォターセリ矢　特許工法

　　　　　　　　　　　　　　　

住宅密集地の硬岩掘削（振動・騒音規制内で施工） 30



香港へ上陸

クオーターセリ矢工法

工事概要

立坑φ5m深さ35m

31

ｺﾝｸﾘｰﾄ防潮堤破砕工事
　ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ(H=4m,W=3.5m,L=70m有鉄筋)
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クォーターセリ矢舗装版破砕工法
羽田空港滑走路舗装版破砕工事

33

1. 芯割り君
2. ツレール君
3. カチットアンカー
4. 芯割りジュニア
5. ニューツレール
6. ニューアンカー
7. 草刈り君
8. 空飛ぶツレール
9. ドーナツビット
10.アースフレンド工法
11.ルレット工法
12.スーパーツレール
13.クオーターセリ矢
14.横堀り君
15.ロックスクリュウ

１６．ブルドックアンカー
１７．ﾆｭｰ芯割りｼﾞｭﾆｱ
１８．ﾌﾘｰﾄﾞｰﾅﾂﾋﾞｯﾄ
１９．基礎ウキウキ工法
20. すみとり君
２１．だんころ
22.  スリット君
23.　景観工法
24.　静マル君
25.　貯水システム
26． ｽｰﾊﾟｰ静マル君
27.  木竹君
28.  かち割り君
29.　トリプルセリ矢
30.  芯抜きセリ矢

　環境に優しい工法(特許)
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ツレール君の実験
（岩石１２トン）

　　　　たった３ｃｍの鋼棒のマジック

　　　発明奨励賞　受賞

特許番号３０６９０９７号　　　　　　NETIS登録KK-990051-A
35

　空飛ぶ　ツレール君

約３トンの

岩石搬送中

特許第３２７６６２２号
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自走式破砕機（LT-80J）

現場発生材のリサイクル

新技術登録KK-990007

従来技術との比較
経済性９１．２％削減
工程７８．３％短縮

37

１人４役　働き者の「草かり君」の開発

循環型システム(ﾘｻｲｸﾙ)を目指す
草を刈りとり、カットして、吸い込んで収集タンクへ

国土交通省NETIS登録 [KK-040046-A]

　　MISSON IN 「焼却ゼロ
」

特許番号３２７４８５２

38平成１７年近畿地方整備局研究発表会
新技術・新工法部門で優秀賞受賞

福島県より除染除草作業の要請を受
け、「草かり君」で作業を行いました。



岩盤法面緑化工法(木竹君)

　　　　NETIS登録番号 KK100058-A 特許番号　4538597 39

スリット君（法面景観工法）
岩盤の地山を活かし法面をスリット状
（縦縞模様）に仕上げ自然の景観に配慮

スリット君　特許４２７３２４３号

法面景観工法　特許４３６２５５７号

　　　NETIS登録KK-100015-A
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岩盤法面整形セパレート
工法の開発

従来の法面整形工法(ブレーカ仕上げ)
法面整形セパレート工法よる法面整形工

NETIS登録　　KK-120005-A
41

　す　み　と　り　君

・岩盤のすみをとる

・テコの原理を応用

・低公害油圧式岩盤
　破砕機

・低振動・低騒音　

・狭い場所でも対応

特許番号　３５８４３２６

NETIS登録番号 KK-050034-A
42



　　芯割り　ジュニア
　低騒音・低振動の岩盤芯抜き工法

岩盤を下から上に割岩

新技術登録KK-010016
特許第３１９７５４８号

１００トンｼﾞｬｯｷの力
は楔の原理を応用す
る事で２１倍の力を発
揮します。

文部科学大臣表彰
　　　科学技術賞　
受賞

芯割りジュニア挿入時

割　岩　時

43

カチットアンカー（ﾘｻｲｸﾙｱﾝｶｰ）

特許第３１９７５４６号

・従来のアンカーに比べて
瞬時にアンカー機能を

発揮
・危険な法面の岩盤を　

縫い止める。
・仮設アンカーとして利用
　更にリサイクルも出来る。
・グラウト等の注入が不要
・対応１～３ｍまで対応

NETIS登録KK-040045

44



ルレット工法

　　　　　　　　　　　立て坑や岩盤法面の縁切り工法　　特許番号3340981 45

基礎ウキウキ工法

基礎解体工法(水を注入し浮力を利用して杭を抜く工法)特許番号3500387 46



水中ダム（海の中にダムを）

将来の水戦争に備え真水の貯水及び水の輸送等の活用を検討中。　　
　　　　　　　　　　　　　　　特許番号4362552

47

階段を上る歯車

荷物の移動・介護車への活用を検討中　　特許番号3864184 48



今後の研究開発

必要とされる企業

キーワード
環境・リサイクル
・コスト削減

岩に特化
岩盤掘削日本一

特許30件取得
環境に優しい工法

経営革新へトライ

特許技術で差別化

独自市場の確立

　
環境に優
しい工法で
社会に貢献

49

全員が発想の転換や意識改革を図る。
発明はこの部屋にも転がっている。

一丸となってピンチを乗り切る心意気。
社会に貢献出来る技術を生みたい。　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

発明は一の力

商品化は十の力

販売は百の力

ご清聴ありがとうございました。

50




