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 近年、北海道開発局では、建設機械整備予算の削減により除雪機械の使用年数が延伸してい

る。そのため、今までに無い長期使用に起因する重故障の発生が増加し、それにより機械の作

業停止日数の増加が問題となっている。本稿では、長期使用においても安定的な稼働を実現さ

せるため、大規模整備を実施した除雪グレーダの整備結果について解析を行い、今後の予防整

備の実施時期や重点箇所の抽出を行うものである。 
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1. はじめに 

 
 除雪グレーダは、整地作業を行うモーターグレーダを

除雪用に改良した機械であり、新雪除雪、路面整正、拡

幅除雪等の幅広い作業が可能な機械である。 

その中でも、路面整正作業については、①後輪タンデ

ムドライブ、②リーニング装置、③運転席から作業装置

への良好な視界などのモーターグレーダ独自の機構上の

工夫によって、高い仕上げ精度が得られる機械であり、

主に都市部主要幹線道路など重要箇所での作業を行って

いる。 

 しかし、近年公共投資の抑制などを背景とした、建設

機械整備予算の削減により大幅に更新年数が増加してお

り、耐用年数を超えた除雪機械の使用による重故障が増

大しており、修理に伴う不稼働日数の増大から、北海道

の人々の移動・物流を担う幹線道路の維持管理に支障を

来す可能性が不安視されている。 

 また、上記のとおり除雪グレーダは主要幹線道路での

重要な機械であることから、不稼働の損失が大きく、１

台で補える車両は除雪グレーダ以外無く、それ以外の車

両のバックアップは、コスト増となる事が避けられない

機械である。 

 以上の事から、除雪グレーダの長期不稼働を防ぐ事は

とても重要である。今回はシーズン中に発生したミッシ

ョンの故障による大規模整備の実施があった事から、あ

わせて長期使用を想定した着目点での解析を行い、今後

の予防整備についての検討をおこなった。 

 

 

 

 

2. 整備機械概要 

 

 対象機械については、写真-1に機械全景、表-1に主な

諸元を示す。故障時稼働時間は5,920h、使用年数は15年

となっている。 

過去の故障や整備実績については点検記録簿等を確認

した結果、主たる装置部の大きな故障履歴、予防整備履

歴は無く、油脂類交換など消耗品については適正に実施

されていた。 

 

 
写真-1 機械全景 

 

表-1 整備対象機械の諸元 

機  種 小松 GH320-2E（4.3m高速整正形） 

エンジン SA6D125E-2-A形ディーゼル機関（11.045リットル） 

定格出力  235kW(320PS) /2,200rpm 

定格トルク 1,187N･m(121kgf･m) /1,400rpm 

排出ガス対策型（１次） 

トランス 

ミッション 

前進7段／後進6段 

遊星歯車式（パワーシフト式） 

減 速 装 置 オートマチック デフロック装置付 

前車軸 逆エリオット式 山形 

油圧リーニング方式（ 大20.0度） 

後車軸 全浮動式 

タンデム式（チェーン駆動） 
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3. 大規模整備の概要 

 

対象機械は、平成25年度除雪シーズン中にトランスミ

ッションの故障が発生した車両である。故障は段階的な

不調から故障へ至っており、初期トラブルからおおよそ

1ヶ月は（3月シーズン終了直前まで）使用は可能であっ

た。 
 

(1)  故障状況の概要 

 対象機械の故障状況については、表-2のとおり、段階

的に発生し、 終的に使用中止に至った。 

 

表-2 除雪シーズン中の故障内容 

発生日 故障等の内容 判断・対応 

 
H26.2.6 

 
オペレーターより、3速作業時に

おいてスリップが発生してい

る。他の変速段では起きない。 

 
多板ディスクの消耗

を疑い、該当速の使

用を極力避けて作業

継続 

 
H26.3.9 

 
除雪作業時にミッション注油口

（オイルゲージ蓋）が飛びミッ

ションオイルが流出 

 
ミッションケース内

圧上昇。変速用油圧

回路のリークと判断 

 
H26.3.10 

 
前日の問題箇所を復旧し、リー

クの再現等確認を行ったが、ゲ

ージ以外にもオイルの流出があ

ることが判明。 

 
今後の安全作業が見

込めないため、休止 

 

(2)  整備着手前の検討 

 修理の実施前に以下の項目で検討を行った。 

a) 故障報告及び故障調査の総合解析 

故障経過時の検討結果から、トランスミッション単体

の症状であるため、オーバーホール（以下O/Hとい

う。）又はリビルトミッションにより復旧できると判定。 

b) 修理手法の検討 

 確認の結果、リビルトミッションについては、存在し

なかった。 

 該当車両も製造から15年、メーカー販売としては20年

を超えた型式であるため、念のため部品の納期を確認し

たところ 大で3ヶ月という部品も存在した。 

c) 修理手法の決定 

 ミッション単体O/Hにて復旧することとした。また、

O/Hは、新品同等の復旧が必要であるためシール、パッ

キン、ベアリング等消耗品類については、全て交換を実

施することとした。なお、検討時に部品納期の問題も判

明しているので、整備着手前に消耗部品を全てオーダー

することで、シーズンオフ時期内での確実な復旧を行っ

た。 

 

4. 大規模整備の実施状況 

 

次に分解状況について各項目で説明する。 

 

(1)  ミッション取外し 

ミッションの取外は、車両のレイアウト上、運転席、

エンジンフードの脱着を行う事で、単体取外しが可能と

なる構造である。（写真-2）（写真-3） 

 

写真-2 運転席取外し状況 

 
写真-3 ミッション取外し状況 

 (2)  ミッション単体状況確認 

 ミッションケースを脱着したところ、一部変色してい

る箇所が見つかった。（写真-4） 

 

写真-4 外観異常箇所 

熱による変色と思われる外観  

運運転転席席  

エエンンジジンン  

フフーードド  

ミミッッシショョンン  

ミミッッシショョンン  

エエンンジジンン  トトラランンススフファァ  
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(3)  ミッション単体分解結果 

 各部品単位までの分解を実施。（写真-5） 

 

写真-5 分解状況 

 

(4)  異常箇所の抽出 

 異常箇所は以下の３点であった。 

a) ディスククラッチ異常摩耗 

 外観調査時に異常を確認していた部分の多板クラッチ

に、熱による変色・変形・異常摩耗が見られた。（写真

-6） 

 
写真-6 摩耗したディスククラッチ 

b) シフトコントロール用ピストンシール劣化 

 外観調査時に異常を確認していた部分のシフトコント

ロール用ピストンシールが、他のピストンシールに比べ、

劣化の状況が見受けられた。（写真-7）（写真-8） 

 
写真-7 シール劣化箇所（ピストン側） 

 

 

 

写真-8 シール劣化箇所（ハウジング側） 

 

5. 故障状況の解析  

 
 本車両の変速方式は機械諸元でも記載のとおり、遊星

歯車機構を用いたパワーシフト式変速装置となっている。  

概略は図-1のとおり、エンジンからの動力がトランス

ミッションへ入ると、３箇所の切替部の選択を通り、駆

動軸へ出力される方式となっており、機械的な実装は前

後進各8段を持っている。 

 

図-1 トランスミッション概略図 

 

各切替部は遊星歯車とディスククラッチで構成されて

おり、今回トラブルが発見されたのは、前後進切替部の

前進用（フォワード）クラッチであった。 

ミッション解放前の故障診断では、３速単独の事象が

見受けられたため、減速部の単独トラブルという予測で

あったが、解放確認結果からは、傷んだフォアードクラ

ッチディスクがスリップを起こしたと推測された。 

クラッチがスリップを起こす原因は、異常箇所の抽出

結果から以下の２点の想定が考えられた。 

①ディスククラッチの変形・摩耗による伝達力不足。 

②シフトコントロール用ピストン不良による油圧低下 

による圧着力不足。 

ピピスストトンンシシーールル  

ピピスストトンンシシーールル  
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(1)   ディスククラッチの不良 

ディスククラッチの表面状況は、着色、変形度合いか

ら、かなりのスリップが起こり、高温にさらされたと判

断できる。その熱源から隣接するシフトコントロールピ

ストンも高温にさらされたため、ピストンシールなどが

劣化し、不良となったと考えられる。（写真-9）（写真

-10） 

 
写真-9 ディスク表面の不良状況 

 

写真-10 ディスク表面の不良状況（20倍拡大） 

 

(2)   シフトコントロール用ピストンの不良 

 ピストン及びピストンハウジングの摺動面について調

査を行ったが傷、変形などは無かった。（再使用可能） 

シールについては、摺動面について詳細調査を行ったが、

フォワードクラッチ部のシールは、他のシールと比較し

ても表面の荒れが確認できる。（写真-11） 

拡大調査ではスラッジ等の侵入、劣化による亀裂も見

受けられた。（写真-12） 

 

写真-11 ピストンシールの不良状況の比較 

 
写真-12 ピストンシールの不良状況（20倍拡大） 

 (3)   詳細結果からの考察 

 ディスククラッチ及びシフトコントロール用ピストン

シールの詳細調査結果より、フォワードクラッチがスリ

ップを起こしていた。 

 スリップを起こす原因で有力なのは、総合的に判断し

て、図-2のとおりシフトコントロール用ピストンの圧力

不足が有力であるが、実際の油漏れ箇所は特定すること

ができなかった。 

 

図-2 シフトコントロール用ピストン圧着不足イメージ 

 

また、シールの劣化原因については、多板クラッチの滑

りによる発熱が原因なのか、又はシール材の材質的な劣

化を発端とした、クラッチのスリップなのか、どちらが

先かについては、不明である。 

 

6. 組立て 

 

 各部消耗品を交換し、組立てを行った。 

写真-13は、フォアードクラッチの新旧交換部品の比

較。旧部品は熱による変色が著しい状況である。 

 

写真-13 新旧交換部品比較 

 

ミッション組立ては、各ユニット組付け毎に、エアツ

ールにて動作、圧力保持状況を確認して順次組立ててい

く。（写真-14） 

荒             表面            密 

Fクラッチ 4thクラッチ 

ディスク外周部に摩耗 

不不良良品品  

新 旧 

摩摩耗耗がが少少なないい物物  

不不良良品品  摩耗が少ない物
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写真-14 組立て状況 

ミッション単体の完成後、 終的な動作確認を行い、

問題無ければ、塗装し車両に搭載する。（写真-15） 

 
写真-15 車体搭載状況 

後にキャビン、ボンネットを設置し、ミッション

O/Hは完成となった。（写真-16） 

 
写真-16 キャビン取付 

 

7. 大規模整備の考察 

 
 今回実施した、除雪グレーダのトランスミッション

O/Hは、従来の更新サイクルであれば、ほとんど実施す

る事は無かった。 

近年の使用年数の増加による重故障の発生を抑え、安

定的な稼働実現のためには、大規模な予防整備を行う必

要性も考えられてきている。 

 今回は、耐用年数付近のトランスミッションの解放が

行えたので、①現時点での良・不良の部品について抽出

を行い、②予防整備の実施時期や重点項目について検討

した。 

(1)   良好であった事象 

 ①欠けや割れ等の機械的な破損がほとんど無い。 

  （耐久性を考えた強固な作りである。） 

 ②ミッション内部の油膜保持が安定しており、錆が 

ほぼ無い。（15年使用で、毎年１年の半分は休車し 

ている条件だが内部は良好な状況である。） 

 

(2)   不良であった事象 

 ①油圧ミッション内部には、シール部に樹脂、ゴム等

が使用されており、鋼構造部に比べ劣化が早い物

が使用されている。 

②製造から、かなりの年数が経過しているため、部品 

によっては、メーカーからの供給に時間を要する。 

  （今回の整備は、部品手配から完成までに6ヶ月程 

度を要した。） 

 

(3)   予防整備時期及び重点項目についての考察 

 本事象１件から抽出される、トランスミッションの予

防整備実施時期については、15年以内での１回の実施が

安定稼働に繋がるという結論になるが、一方では同じ管

轄内でもメーカー・規格こそ違う車両ではあるが、19年

間の使用でも、O/H未実施の車両も存在するため、一概

に判断できないと考えられる。 

また、１回当りのO/H費用が大変高額であるため、適

正な時期での実施が重要であると考えられる。時期の策

定条件としては、①メーカ・規格等個体差、②施工現場

条件を総合的に判断し、実施時期を策定する事が望まし

いと考える。 

重点項目について、今回のミッションO/Hについては、

不良部品が全て消耗品内で収まっている事から、適切な

時期でO/H作業を確実に行うことが、致命的な故障を防

止できる。 

 

8. まとめ 

 

 今回実際にトランスミッションO/Hを実施し、部品を

個々に確認してみると、高負荷を想定した土工用の建設

機械であり、強固な作りとなっていた。 

 本事象の解析にあたり、本車両は新車時から、同じオ

ペレータで、同じ現場での作業を行っているている車両

であるため、以下のことが言える。 

①異変の察知がかなり早い段階で出来ている。 

②未然の予防策（不具合のある３速の使用回避など）を

早い段階から実施出来ていた。 

上記項目から、故障を拡大させる事無く、結果的に消

耗品交換程度となったと考えられるが、それらについて

検証するには、同様の事例のサンプル数を増やす事で補

完したいと考えている。 


