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ススススノノノノーーーーココココンンンン・・・・トトトトララララブブブブルルルル事事事事例例例例集集集集

過去に実際あったトラブルの事例を集めてみました。設計・施工時の参考にご利用下さい。

（（（（１１１１））））    取取取取付付付付にににに関関関関すすすするるるる事事事事例例例例

事事事事                例例例例 現現現現                象象象象 対対対対                策策策策

本本本本 体体体体制制制制御御御御部部部部

本体ボックスへの通線引込
み口に隙間がある

雨雪や粉塵等が入り故障の
原因となる。また、耐用年
数を縮める。

電線管又はブッシングなどでし
っかりとふさぐ。
（コーキング剤も有効）

本体ボックスの取付位置が
非常に高い。

保守点検の時、確認しにく
い上に危険である。

なるべく低い所を選定する。

受雪板が風下の方向に向い
ている。

雪が降っているのに降水検
知をしない。又はすぐに信
号が止まってしまう。

取付ける場所で冬季に通常風上
になる方向に受雪板を向けて取
付ける。

受受受受    雪雪雪雪    板板板板

（（（（測測測測定定定定部部部部））））

測定部の取付位置が非常に
高い。

風の影響を非常に受ける。
保守点検の時、専門の業者
以外は危険で確認が困難で
ある。

保守点検のことを考慮し、地上
２～３ｍで誰でも確認しやすい
場所に取付ける。（ただし、積
雪の中に埋まらないこと）

受雪板の上に電線、柱上ト
ランス、樹の枝等がある。

晴れていても上から水滴が
垂れて降水検知をしてしま
う。

受雪板の真上に障害物のない所
へ設置する。

測定部の取付場所の近くに
熱源（ｴﾝﾄﾂ・換気口など）
がある。

サーミスタが正確な温度を
検知しなくなる。

熱源の近くは避けて設置する。

接接接接続続続続ケケケケーーーーブブブブルルルル

コネクターのねじ込み部が
締まっていない。

雪の重さ等により抜け、誤
動作・故障の原因となる。

コネクターのねじ込み部をしっ
かりと締め付ける。

ケーブルを途中ジョイント
している。

誤接続で誤動作したり、
故障の原因となる。

ケーブルの中間ジョイントは避
け、専用ケーブルの一本物を取
付ける。
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（（（（２２２２））））    配配配配線線線線にににに関関関関すすすするるるる事事事事例例例例

事事事事                例例例例 現現現現                象象象象 対対対対                策策策策

付属ケーブルを使用しなかっ
た。

誤接続やハンダ付け不良によ
る誤作動・故障が発生。

付属ケーブルを使用し、各色
を間違いなく接続する。

専用ケーブルが短かったた
め、他の電線とジョイントし
た。

ジョイント部分で絶縁が落ち
たり、誤接続により誤作動あ
るいはサーミスタが破損する
こともある。

降水・温度回路は信号線のた
めノイズを嫌う。
途中でのジョイントは避け、
専用ケーブルを使用する。

本本本本 体体体体制制制制御御御御部部部部

    ----受受受受雪雪雪雪板板板板間間間間

ケーブルが非常に長い。 外部及びケーブル内の（ヒー
ター回路）ノイズにより誤動
作する。

ケーブルは出来るだけ短くす
る。
長くなる場合は他の配線と同
じ管に入れないこと。（延長は
最大限 50ｍ以内とする）

設置場所の近くに高圧線が通
っている。

高圧線によるノイズで誤作動
する。

高圧線の近くは出来るだけ避
け、避けきれない時にはケー
ブルが短くても専用ケーブル
線を使用する。

ＥＬＢ(漏電遮断機)の１次側
からｽﾉｰｺﾝの電源を取ってい
る

夏期ＥＬＢを落として電源を
切ったつもりでいてもｽﾉｰｺﾝ
には電源が入っておりヒータ
ー等が働いてＷＨＭがまわる

法規上からもｽﾉｰｺﾝの電源は、
ＥＬＢの２次側から取らなけ
ればならない

本本本本 体体体体制制制制御御御御部部部部

            ----そそそそのののの他他他他

出力端子に直接電源の２線を
接続してある。

主プリント基板上の出力リレ
ーの接点でショートし、リレ
ーが焼損する。

必ず電磁開閉器、電磁弁・電
動弁等などを負荷として電圧
をかける。

出力端子に直接、電磁弁・電
動弁等の２線が接続してある

ｽﾉｰｺﾝから出力信号が出ても
融雪システムが起動しない。

ｽﾉｰｺﾝの出力は無電圧の接点出
力であるので電磁弁などを負
荷として電圧をかける。

（（（（３３３３））））設設設設定定定定・・・・運運運運用用用用にににに関関関関すすすするるるる事事事事例例例例

事事事事                例例例例 現現現現                象象象象 対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

電電電電源源源源

                    ｽｲｯｽｲｯｽｲｯｽｲｯﾁﾁﾁﾁ

冬期でも「切」になっている。 スノーコンの機能は停止して
しまう。

電源スイッチを「入」にする。

自自自自動動動動////手手手手動動動動

                        ｽｲｯｽｲｯｽｲｯｽｲｯﾁﾁﾁﾁ

スイッチが「手動」になって
いる。

自動がきかず運転したまま。 強制的に負荷の運転をする以
外はスイッチの位置は「自
動」にしておく。

降降降降水水水水

設定値が高感度になってい
る。

夜露・朝霜等で信号が出てし
まうことがある

感度ボリウムの設定を下げ
る。
（標準設定位置…７～８）

            ﾎﾞﾘｭｳﾎﾞﾘｭｳﾎﾞﾘｭｳﾎﾞﾘｭｳﾑﾑﾑﾑ 設定値が低感度になってい
る。

雨の時に信号が出て雪の時に
信号がでなかったり、出ても
すぐ止まってしまう

標準設定表を参考に感度を上
げる。
（標準設定位置…７～８）

温温温温度度度度

設定値が高温側になってい
る。
（気温＋降水式の場合に多い）

+2℃～+3℃の設定であると雨
でも信号が出るときがある。

融雪システムの特性を考慮し
たうえで設定を下げる。

            ﾎﾞﾘｭｳﾎﾞﾘｭｳﾎﾞﾘｭｳﾎﾞﾘｭｳﾑﾑﾑﾑ 設定値が低温側になってい
る。

０℃以下の設定であると雪が
降っていても信号が出ないと
きがある。

融雪システムの特性を考慮し
たうえで設定を上げる。
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（（（（４４４４））））    トトトトララララブブブブルルルルのののの現現現現象象象象ととととそそそそのののの対対対対策策策策

現現現現                    象象象象 故故故故    障障障障    箇箇箇箇    所所所所 対対対対                    策策策策

漏電遮断器が働く ノイズフィルター内のコンデ
ンサーがパンク・ショートし
ている

ノイズフィルターを取替える

電電電電源源源源回回回回路路路路 主基板上電源部の故障 主基板を取替える

電源ランプが点灯しない
電源ランプ破損 動作上問題はないがランプを

取替える
トランスの断線 トランスを取替える

コネクターの破損 制御部本体を取替える

自動で出力が出ない 主基板上出力回路故障 主基板を取替える

主基板上出力回路故障 主基板を取替える

出出出出力力力力回回回回路路路路 手動で出力が出ない 出力ランプ破損 動作上問題はないがランプを
取替える

自動で出力が止まらない 基板上ｵﾌﾃﾞｨﾚｰ回路故障 主基板を取替える

晴れているのに出力が出る
自動／手動切替スイッチが手
動側になっている

手動運転をするときはポンプ
盤側で行うこと

主基板上出力回路故障 主基板を取替える

晴れているのに信号が出る 受雪板電極老朽化による異常 受雪板を取替える

設定値が高感度になっている
（夜露・朝霜）

設定値を低感度にする
（少しずつ下げること）

    降降降降水水水水回回回回路路路路

主基板上出力回路故障 主基板を取替える

主基板上ﾋｰﾀｰ回路故障
（雪を水に変えないと電流は
  流れない）

主基板を取替える

雪が降っているのに信号が出
ない

接続ケーブルの断線 接続ケーブルを取替える

ボリウム設定値が低感度にな
っている

設定値を高感度にする
（少しずつ下げること）

降水ランプ破損 動作上は問題はないがランプ
を取替える

温度検知基板の故障 温度検知基板を取替える

主基板上温度回路故障 主基板を取替える

温度が上がっているのに信号
が出る

ｾﾝｻｰ（ｻｰﾐｽﾀ）の焼損 測定部（受雪板）のｻｰﾐｽﾀを
取替える

温温温温度度度度回回回回路路路路 接続ケーブルの断線 接続ケーブルを取替える

温度基板の故障 温度基板を取替える

温度が下がっているのに信号
が出ない

主基板上温度回路故障 主基板を取替える

温度ランプ破損 動作に問題はないがランプを
取替える
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〈〈〈〈    事事事事例例例例    １１１１    〉〉〉〉    ポポポポンンンンププププ制制制制御御御御盤盤盤盤がががが爆爆爆爆発発発発ししししたたたた。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    ポンプ制御盤が突然爆発し、扉は吹っ飛び、内部電気部品はススで真っ黒くなった。

（ Ｍ 町 Ｗ 地区、Ｎ 市）

調調調調査査査査結結結結果果果果

    直接、スノーコンのクレームではなかったが、

    (1)天然ガス田が近くにあり、昔から井戸を掘るとガスが出やすい地域であった。

    (2)制御盤は防爆型ではなかった。

    (3)近くに民家や一般道路がなかった為、人身事故に到らなかった。

これらのことから、水中ポンプ、さく井から可燃ガスが流入、ピット→配管→制御盤の経路で

盤内に充満した。その後、マグネットスイッチの接点火花で引火、爆発したものと考えられた。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    ポンプ制御盤を新品に取替え、ピットからの配管の内部をよくシール封止した。
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〈〈〈〈    事事事事例例例例    ２２２２     〉〉〉〉    海海海海岸岸岸岸道道道道路路路路でででで受受受受雪雪雪雪板板板板にににに汐汐汐汐がががが付付付付着着着着ししししたたたた。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    海岸道路の融雪設備で降雪だけでなく、風が吹いても作動する。   （北海道・積丹半島 Ｋ 村）

調調調調査査査査結結結結果果果果

    スノーコン 一式を送り返してもらい、調査したところ、

    (1)受雪板の水分電極面に汐（塩）が白ぽっくなる程度付着していた。

    (2)その他特に異常はない。

    (3)受雪板の設置場所をよく聞いたところ、海岸から10m位のところについていた。

そこで湯気を含んだ風をドライヤー（冷風モード）で吹付けたところ、「降水」が作動

した。

以上のころから、海水がしぶきとなって受雪板に付着し、低温時 湿った風が吹くと感知動作す

るものと察せられた。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    年に１～2回、真水で放水、洗浄してもらうように依頼し、受雪板を水洗いして返却した。

受雪板

この電極面が潮で真っ白くなっていた
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〈〈〈〈    事事事事例例例例    ３３３３     〉〉〉〉    受受受受雪雪雪雪板板板板にににに鳥鳥鳥鳥ののののフフフフンンンンがががが付付付付着着着着ししししたたたた。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

‘97 年 3 月上旬、早朝６時頃某幹線道路で、放射冷却現象で冷えた日であったが、降雪もな

いのに短時間消雪パイプから放水され、これが路面で凍結し、下り勾配の道路であったため、

数台の車輌が関係する玉突き事故が発生した。

調調調調査査査査結結結結果果果果

受雪板を取外し調べたところ、受雪板面、水分電極のところに面積にして約１㎝２程度の新し

い鳥のフンが付着していた為、次のプロセスで誤動作したものと考えられた。

    (1)気温が約－２℃と低温であった。（温度条件）

    (2)鳥のフンが受雪板・水分電極に落下、付着し、フンには当然水分が含まれていた。

  （水分条件）

    (3)鳥のフンの水分がなくなるまで3分以上かかった。（オンディレー時間-3分-条件）

   この 3条件がそろった為、降雪信号と誤認して出力信号が出た。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    (1)受雪板に「鳥よけ棒」を特別につける。

(1) 絶対､誤動作が許されない箇所では、降雪センサーを2台以上つけて「ＡＮＤ」又は

  「ＯＲ」で信号を取込む。

    この２つの対策案を提案したが、まだ結論がでていない。

ここに鳥の糞が付着していた

受雪板

オフディレーオンディレー

温度(設定：+0.4℃）

降雪信号ＡＮＤ

降水(水分）

3分3分

ｵﾌﾃﾞｨﾚｰ＝出力OFF時に遅延動作
ｵﾝﾃﾞｨﾚｰ＝出力ON時に遅延動作
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〈〈〈〈    事事事事例例例例    ４４４４     〉〉〉〉    ポポポポンンンンププププ制制制制御御御御盤盤盤盤にににに鉄鉄鉄鉄片片片片切切切切ククククズズズズがががが残残残残っっっってててていいいいたたたた。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

   ポンプ制御盤の新品スノーコン（組込み形）の電源スイッチを入れるとＥＬＢが働く。

（ Ｎ 市 Ｋ地区 ）

調調調調査査査査結結結結果果果果

  スノーコンのスイッチパネルの裏側をあけたところ、スイッチの端子部に鉄片切クズが付着

しており、これを取り除いて、電源スイッチを入れた。……ＥＬＢは落ちなくなった。

  ポンプ制御盤の取付時、配管のためにボックス底部に穴をあけるが、ドリルを使う際、ボッ

クスを天地逆にして作業する。この時、切粉や切りクズが制御部品の充電部にひかかってしま

ったものと思われる。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    鉄片切クズを取除いて復活した。

   ボックスの穴明け作業の際は電気部品に切粉、切クズが付着しないよう、ウエス等で部品を

   保護してもらいたい。

ポンプ制御盤

ここに切屑が挟まっていた

穴をあけたときの切屑

鉄鉄鉄鉄板板板板・・・・切切切切屑屑屑屑

操作表示パネル(裏面）

電源スイッチ

本体制御部
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〈〈〈〈    事事事事例例例例    ５５５５     〉〉〉〉    受受受受雪雪雪雪板板板板がががが壊壊壊壊れれれれたたたたののののでででで、、、、受受受受雪雪雪雪板板板板だだだだけけけけ新新新新ししししくくくくししししたたたた。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

受雪板が老朽化したので、受雪板だけ取替えたところ「自動」での動作が不確実である。（多数）

調調調調査査査査結結結結果果果果

スノーコンは降水＋温度（雪温）の２要素で降雪を検知する。このうち温度はサーミスタを使用

しているが、その仕様は

０℃に於いて6．0ＫΩ±300Ω

であり、個々のばらつきがある。その補正を本体制御部の温度基板で行っている。受雪板を取替

えたときは、このサーミスタに合わせて温度基板を調整する必要がある。これを行わないと偶然、

良い結果になることがあっても、殆ど上記のクレームとなる。

対対対対策策策策・・・・処処処処理理理理

  本体制御部の温度基板を再調整する。

現地で再調整するには、正確なテスター等が必要であるため当社では、要請により、受雪板と

一緒に調整済みの温度基板を対で送り、温度基板も一緒に取替えてもらい、その取外した基板

を返却してもらうようにしている。

又は

雪温式気温式

取り替え

）

本体制御部

操作表示パネル（裏面）

主基板

調整トリマー温度基板
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〈〈〈〈    事事事事例例例例    ６６６６     〉〉〉〉    受受受受雪雪雪雪板板板板とととと本本本本体体体体制制制制御御御御部部部部のののの製製製製造造造造番番番番号号号号がががが合合合合っっっってててていいいいなななないいいい。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

ＳＮ－４３５（汎用種）とＳＮＫ-４３５（強雪仕様）を 2 台同時に購入して、それぞれ取付

けた。（この事情はその時点では判らず、後日2台目のクレームが来て判った）

    「自動」の動作がどうもいいかげんで不確実だ。    （ Ｏ 市 Ｍ 社）

調調調調査査査査結結結結果果果果

    現地に出向き、調査したところ

(2) 本体がＳＮ（汎用）仕様であるのに、受雪板はＳＮＫ（強雪）仕様であった。しか

も（Ｍ社は大手電気製造メーカーであるので担当者も電気に大変詳しい）受雪板側

のコネクタを取替えて（８Ｐ→６Ｐ）、６芯ケーブルコネクタがつながるように半田

付しなおしてあった。

    (2)製造番号が受雪板と本体制御部で違っていた。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    どうして製造番号の違うものが納入されたのか、原因は不明のままとりあえず受雪板の補助

   ヒーターを取外し、本体制御部の温度基板を再調整した。

《後日》

これらの処置を行ってから、約  ２週間後、再びＭ社からクレーム電話があり、係員は先日の処置が

不適切であったのではないかと恐る恐る伺ったところ、前回と違う設置場所に案内され、そこで先日

の受雪板と本体制御部のそれぞれの正規の相方が取付けられていることを発見し謎は解明された。

本体制御部

製造番号

受雪板

製造番号

製造番号
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〈〈〈〈    事事事事例例例例    ７７７７     〉〉〉〉    電電電電源源源源にににに異異異異常常常常電電電電圧圧圧圧がががが印印印印加加加加さささされれれれたたたた。。。。（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    近所に落雷があった。その後、

    (1)ポンプ制御盤のＥＬＢが落ちる。  （ Ｎ 市、 Ｏ 市他）

    (2)「自動」が動かない。   （多数）

調調調調査査査査結結結結果果果果

近くに落雷があると、誘雷により異常高電圧が地表で発生する。これが電源線路あるいは空間

を伝って電気製品に印加される。スノーコンも影響を受けて、次のような部品が破損されるこ

とがある。（重複又は1つの事項）

    (1)電源・端子台のサージアブソーバが黒化する。

    (2)ノイズフィルターの内部コンデンサがパンク・ショートする。

    (3)サーミスタが破損する。

    (4)水分電極・増巾回路のＩＣが破損する。

｢現象(1)ELB…｣は上記(1)又は(2)の結果であり、｢現象(2)「自動」…｣は上記(3)、(4)の結果

である。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    部品を取替える。



11

〈〈〈〈事事事事例例例例    ８８８８     〉〉〉〉    電電電電源源源源にににに異異異異常常常常電電電電圧圧圧圧がががが印印印印加加加加さささされれれれたたたた（（（（ⅡⅡⅡⅡ））））

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

消雪設備の工事が終わったが、商用電源がまだ通じていないため、発電機を使って試運転した

ところ、スノーコンの電源スイッチを入れると、ＥＬＢが働いて電源が入らない。

調調調調査査査査結結結結果果果果

    電話によりクレーム状況を聞いたところ次項のようであった。

    (1)スノーコンの電源端子台のサージアブソーバが黒化している。

    (2)黒化したサージアブソーバを取外しても、ＥＬＢが入らない。

以上のことから、電源に入っているノイズフィルターの内部コンデンサがパンク・ショートして

いると考えられた。

この破損原因として、詳細は不明であるが、発電機の出力電圧が２００Ｖ以上出ていたかサージ

電圧が発生印加されたものと察せられる。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

取敢えずの緊急処置として、ノイズフィルターの緑線（ＧＮＤ）を切断してもらい、試運転を終

了。その後、当方から送った部品に取替えてもらった。

どちらかのコンデンサがパンク・ショート

緑線
AC 200V

ＧＮＤ

ノイズフィルター

サージ・アブソーバ
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〈〈〈〈    事事事事例例例例        ９９９９     〉〉〉〉    ススススイイイイッッッッチチチチ操操操操作作作作ののののううううっっっっかかかかりりりりミミミミスススス

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

設置して初めての冬を迎えた。ポンプ制御盤の切替スイッチを「手動」にするとポンプは動く

が、「自動」にすると雪が降っているのに動かない。                              （多数）

調調調調査査査査結結結結果果果果

上記のクレーム電話をもらったのでポンプ制御盤の扉をあけて、スノーコンの「電源」ランプ

が灯いているかどうか確認してもらったところ、灯いていなかった。

更に「電源」スイッチが入っているがどうか再度みてもらったところ入っていなかった。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    スノーコンのスイッチを入れる。

    シーズン初めには、この種のクレームが多い。

ポンプ制御盤
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〈〈〈〈    事事事事例例例例        １１１１００００     〉〉〉〉    電電電電気気気気配配配配線線線線ののののううううっっっっかかかかりりりりミミミミスススス（（（（ⅡⅡⅡⅡ））））

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

散水消雪設備工事が完了したので試運転したところ、ポンプ制御盤の扉の切替スイッチを「自

動」に入れると、スノーコンの電源を入れなくてもポンプが運転する。             （多数）

調調調調査査査査結結結結果果果果

ポンプ制御盤の端子台・圧力スイッチ端子（ＥＢＲの場合…Ｆ１、Ｆ２）にショート線が接続

されていた。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    ポンプ制御盤の端子台・圧力スイッチ端子のショート線を取外した。

水中ポンプの場合、圧力タンクを取付けないケースが多いので うっかり圧力スイッチ端子を

ショートしてしまうことがある。

スノーコン・「出力」端子へ
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〈〈〈〈    事事事事例例例例        １１１１１１１１     〉〉〉〉    電電電電気気気気配配配配線線線線ののののううううっっっっかかかかりりりりミミミミスススス（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    設備工事が完了したので、通電試験をしたところ「自動」で作動しない。

（使用現場状況は不詳・年間、２～３件ある）

調調調調査査査査結結結結果果果果

    制御部本体の不良が疑われたので、送り返してもらい、調べたところ主基板の半田パターン

   が一部焼損していた為、次のことが考えられた。

正しい配線

誤って接続したと思われる配線

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    主基板を新品と取替え、返送し配線を再チェックしてもらい、直してもらった。

AC 200V
ｽｲｯﾁ

ﾏｸﾞﾈｯﾄ

スノーコン・本体制御部

青紫電源 赤黒白黄茶出力出力 緑電源ア ース

AC 200V ｽｲｯﾁ

ﾏｸﾞﾈｯﾄ

スノーコン・本体制御部

青紫電源 赤黒白黄茶出力出力 緑電源ア ース
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〈〈〈〈    事事事事例例例例        １１１１２２２２     〉〉〉〉    受受受受雪雪雪雪板板板板のののの設設設設置置置置場場場場所所所所にににに問問問問題題題題あああありりりり。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    踏切の消雪設備で雪がふらないのに時々誤作動する。  （ Ｊ 市 Ｋ 地内）

調調調調査査査査結結結結果果果果

    現地に出向き調査した。

    (1)スノーコンの動作に異常はない。

    (2)受雪板が踏切のすぐそばに設置されている。

    (3)線路の両脇は２m程の壁になっている。

    (4)列車が通ると雪煙が舞上がる。

    これらのことから、新雪が積もり、冷え込んだとときなど雪煙が舞上がりやすい条件下では

   受雪板にそれが付着して降雪と誤認することになる。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    受雪板の取付位置を５m程踏切から離してもらった。

踏切り

雪
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〈〈〈〈    事事事事例例例例        １１１１３３３３     〉〉〉〉    受受受受雪雪雪雪板板板板・・・・接接接接続続続続ケケケケーーーーブブブブルルルルをををを途途途途中中中中ででででジジジジョョョョイイイインンンントトトトししししたたたた

（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））
ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    設備工事が完了したので、通電したところ「自動」、試験スイッチを入れても作動しない。

   （ＳＮＫ－４３５を使用、ビルの駐車場を消雪。 Ｎ 市）

調調調調査査査査結結結結果果果果

現場に出向いて、本体制御部で受雪板からの接続ケーブルの抵抗値を調べたところ、正規の値

（例えば「茶」・「黄」間約400Ω）が出ない。

「茶」・「黄」…約800Ω   （正規では400Ω）

「白」・「黒」…約400Ω   （正規では乾燥磁時無限大）

「緑」・「赤」…無限大      （  〃     数ＫΩ）

「青」・「灰」＊…無限大     （  〃    800Ω）

＊なぜか紫ではなく灰色であった。

専用ケーブル（８芯）なら灰色は使っていない筈なので途中でジョイントしていると見当をつ

け、天井裏のジョイント箇所を見つけ、間違いを発見した。

    更に、受雪板を取外し、抵抗値を当ったところサーミスタはパンクし、無限大であった。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    ジョイント箇所を正常につなぎ直し、受雪板のサーミスタを取替えた。

    途中でジョイントすると、このようなケアレス・ミスを招くことがある。更に運が悪いと、

この事例のように回復不可能なセンサーの破損に到ることがあるので注意を要する。

受雪板

スノーコン・本体制御部

青紫電源 赤黒白黄茶出力出力 緑電源ア ース

DC30V

テスター
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〈〈〈〈事事事事例例例例    １１１１４４４４     〉〉〉〉    受受受受雪雪雪雪板板板板・・・・接接接接続続続続ケケケケーーーーブブブブルルルルをををを途途途途中中中中ででででジジジジョョョョイイイインンンントトトトししししたたたた（（（（ⅡⅡⅡⅡ））））

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    ２～3年作動していた設備で、

    (1)試験スイッチを入れるとＥＬＢが落ちる。 （ Ｔ 市 Ｋ 様宅）

    (2)「降水」が入ったままで切れない。  （ Ｙ 村 Ｙ 様宅）

   等、現場によっていろいろの症状があらわれる。

調調調調査査査査結結結結果果果果

受雪板と本体制御部をつなぐ接続ケーブルが付属品（５m）では短かったので、途中の屋外箇

所でジョイントしてあった。このような場合、

     (1)防水ジョイントボックス内で接続し防水処理を施す。

     (2)ジョイント箇所を自己融着テープ（エフコテープなど）で防水処置を施す。

等の処置がなされていれば、とりあえず間違いないが、ビニールテープ位で済ましてしまうと

２～３年後、テープの間に雨水が侵みこんで、上記のような現象が現われる。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    条長の長い専用ケーブルと取替えた。

長い間に雨水が侵入
ビニールテープで絶縁した

雨水は侵入しない

自己融着テープで絶縁

ビニールテープで絶縁
防水ジョイント・ボックス内で接続
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〈〈〈〈事事事事例例例例    １１１１５５５５     〉〉〉〉    接接接接続続続続ケケケケーーーーブブブブルルルルにににに専専専専用用用用ケケケケーーーーブブブブルルルルをををを使使使使っっっってててていいいいなななないいいい。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

上越新幹線カード下に設置されたスノーコンが、列車が通ると降雪もないのに誤作動すること

がある。     （ Ｙ 町市街地）

調調調調査査査査結結結結果果果果

    設置状況は下図の通り

(1)ケーブル条長は約10mである。

(2)使用ケーブルはシールド線でなく、一般のビニールキャプタイヤケーブルであった。

(3)新幹線ガードの真下である。

これらのことから接続ケーブルに列車が通過する際に発生するノイズがのり、誤作動するもの

と考えられた。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

接続ケーブルをシールド付の専用ケーブルに取替えてもらった。

ノイズ発生源が近くにない 時にはクレームにならないこともあるが、接続ケーブルを５m 以

上とする場合は専用ケーブルを使うことが無難である。

Ｈ＝約６m

Ｌ＝約３m

制御盤

受雪板

新幹線

Ｈ

Ｌ
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〈〈〈〈    事事事事例例例例        １１１１６６６６     〉〉〉〉    屋屋屋屋根根根根のののの散散散散水水水水消消消消雪雪雪雪設設設設備備備備ににににＨＨＨＨＮＮＮＮ形形形形 （（（（簡簡簡簡易易易易型型型型））））降降降降雪雪雪雪セセセセンンンンササササーーーーをををを使使使使っっっっ

たたたた。。。。

ククククレレレレーーーームムムム内内内内容容容容・・・・現現現現象象象象

    屋根に地下水をポンプアップして散水消雪しているが、動作が遅いので

    (1)雪がどさっと落ちてきて大変危険である。 （ Ｍ 町 Ａ 様宅）

    (2)屋根に島状に雪山が残る。  （ Ｋ 町 Ｏ 様宅）

調調調調査査査査結結結結果果果果

    降雪センサーとしてＨＮ－０７（簡易型）を使っていた。このタイプは原理的には、降雪が

   あっても受雪面に３～４㎜の積雪にならないと感知しない（信号が出ない）。捕捉率の違いか

   ら屋根は真っ白くなる程度になる。この時点で散水すると、屋根の仕上り具合によって上記

   のような現象となる。

対対対対策策策策・・・・処処処処置置置置

    ＨＮ－０７降雪センサーをスノーコンＳＮ－５１５Ｔに取替えてもらった。

スノーコンは降水＋温度の２要素感知型なので、作動開始が早い。そのため、屋根の着雪が殆

どないうちに散水を開始し、上記のような現象はならない。

      このような設備以外の消融雪設備では、ＨＮ形センサーはスノーコンに較べ運転時間が短く

なり、経済的なセンサーである。

散水消雪の屋根


