がら、気軽にメルセデスを楽しんで
ている。

みたい人には最適な素材になってき
それを裏付けるように、最近では
増えているようだ。実際に触ってみ

Ｗ２１０をＤＩＹで触るユーザーが

などは分解しやすく、エンジンルー

ると、クリップ止めを多用した内装
ムにしてもすき間があって作業をし
やすい印 象 を 受ける。実は 今、Ｗ
性の高い足 グルマとして乗るのに、

２１０はセルフメンテしながら趣味

まで敷居が高い印象のあった丸目の

「ＤＩＹでイジる」をテーマに、これ

そこで今回のＷ２１０パートでは

最適なポジションにあるのだ。

ない構造と言われたＷ２１０。しか
味車として乗り倒すための方法を

Ｅクラスをもっとカジュアルに、趣
探ってみたい。定番とされるトラブ

し、それから２世代も進化した現在

ルポイントのＤＩＹ対処方法、オイ

２１０では定番中の定番と言
えるクランクポジションセン

的に役立つ情報を集めてみた。この

せるメーター外しの裏技など、実践

法、さらに専用工具 がなくても外

労するが、Ｖ６モデルなら必要な工

だモデルでは手が入りにくく若干苦

キャビン側にあるため、Ｖ８を積ん

は決して難しくはない。エンジンの

ているセンサーだが、この交換作業

分の回転を磁力を使ってモニターし

ページから、メルセデスＷ２１０との

サーのトラブル。フライホイール部

消耗パーツは一世代前のＷ１２４より

新しい関わり方が見付かれば何より

ル交換の時期などを知らせるサービ

なコンピュータ化だったと言えるだ
が数多く残されているのだ。

大幅に少なくなり、手間のかかり具
だ。

している。さらに定期交換が必要な

合は半分以下と言っていい。ちょっ

も簡単に試せるのだから、やってみ

法だとは思わない方がいい。それで

うケースもあるので、完全な修理方

セット作業を行なわないとダメとい

場合によってはコンピュータによるリ

ることで復活するケースも多いが、

とは理解しておこう。また、交換す

えず、変えてみる」的作業になるこ

認することはできないので「とりあ

原因がこのセンサーであることを確

ただし、エンジン不調、不始動の

出先でも交換することは可能だ。

具と予備パーツさえ積んでおけば、

としたＤＩＹ作業にチャレンジしな

台数が売れたため中古車は安く、

定番のトラブルポイントは
案外簡単に交換可能だった

スインターバル警告灯のリセット方

ろう。ＤＩＹで手を加えられる部分

の基準で考えれば、まだまだ初歩的

フリー化が進み、素人には手が出せ

コンピュータ制御とメンテナンス

車齢が 10 年を超え、ユーザー層も若干替わっ
てきた印象が強いＷ２１
０。最近では積極的に
自分でメンテナンス作業をする人も増えてきてい
るようだ。丸目のメルセデスだって、どんどん自
分でイジっちゃおう
！

中古のパーツ類も豊富に安価で流通

突然止まってしまう
トラブルの原因として一番に考えられるのが、
このセンサーの不良。交換作業は難しくはないので、出先でも
予備を持っていればとりあえず替えてみるということが可能だ。
る価値は大きいだろう。
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作業にはラチェットハンドルとソケットの間にこのよ
うなロングエクステンションを使用する。是非とも揃
えておきたい工具だ。

エンジンの上からロングエクステンションを差し込ん
で固定ボルトを回す。作業スペースが狭いのが難
点だ。

取り外したクランクポジションセンサーと固定用のト
ルクスボルト。W210 にはこの LTタイプの星形ボ
ルトが多数使われている。

センサーの取り付け穴。単に差し込んであるだけな
ので、取り付けも非常に簡単。固定ボルトを落とさ
ないよう注意するくらい。

04

05

06

07

ロングエクステンション

T10 用ソケット

センサーはエンジンの一番後ろ、フライホイールの
上に取り付けられている。十分に冷めた状態で手
を突っ込んで配線を外す。

コネクターを外すと上からセンサーユニットが見える。 コネクターには矢印の部分にロック機構が備わって
矢印のトルクスタイプのボルトを緩めれば取り外す いるので、
ここを摘みながら上方向に引っ張る。コー
ことが出来る。
ドを引っ張っるのは×。

W 210 D I Y メン テ 01
01
02
03

クランクポジションセンサーを
DIY で交換する！
Ｗ

Ｄ Ｉ Ｙ

気 軽 にイジ リな が ら 乗 り 倒 せ る ハ ードル が 低 くな った 丸 目 ベ ン ツ

標準作業時間

10 分

★★☆☆☆（初級）

難易度

ラチェットハンドル

必要工具



特集のカタ入ります

ルトやプーリー回りにトラブ

ルが多いＷ２１０。初期には

動力源であるクランクプーリーのゴ
なくなるトラブルが多発したが、こ

構造。レンチこそ星形のビットが必
簡単に交換できてしまう。

要になるが、外すのは難しくはない。
ベルトを張る時にも、とくにテン
ションを調整する必要はなく、外し
た時の要領で今度はベルトを掛けて
やれば良い。注意点としては、外し
たベルトの取り回し方が分からなく
ならないように、外す前にデジカメ
で撮影しておくことくらいだろう。

10 分

★★☆☆☆（初級）

難易度

ラチェットハンドル

必要工具

Ｗ ２ １ ０ を Ｄ Ｉ Ｙ で イ ジ る な ら ば ……

内装はビスが減って外すのが簡単に
Ｖ６ならエンジンもスペースがある

けばいいと思います。メルセデスの

を購入して、必要なものを足して行

ないでしょう。とりあえずセット品
染みセントラルオートの児玉メカ

２１０をどう見ているのか、お馴

場合は７〜 19
ミリのサイズは必ず
揃えておきたいですね。それからＷ

ではありませんから持っていて損は

ニックに聞いてみた。

２１０は星形のトルクスを使用して

ＤＩＹメンテナンスを楽しむ対

ムにも手が入りやすくなりました

「直６時代と比べるとエンジンルー

式あるとできる作業の幅が広がるで

いる部分が多いですから、これも一

象として、プロのメカニックはＷ

し、昔のメルセデスと言えば内装

しょう。

に隠れネジが多くて外すのが大変
でしたが、Ｗ２１０はクリップで

注意して欲しいのは、作業は絶対

目が届くところに人がいるというの

に一人でやらないこと。プロでも誰か

パチパチと留まっている感じです
ただ、クリップは折れてしまうリ

から作業は簡単になりましたね。

家族を呼べるような状況を確保して

やって下さい。あとは、手に余ると

が基本ですから、もし何かあったら
で温めながら外しています。ドラ

絡してくださいね」

思ったら、壊す前に諦めてプロに連

スクがあるので、とくに気温が低

イヤーでも代用できると思います

い時などメカニックはヒートガン

ので、
折らないように注意してやっ

☎ 03-3883-9922
東京都足立区南花畑 2-44-4
URL www.autopride.co.jp

ム部分が割れて回転力を伝えられ

もし折れてしまった時は、ブチ

セントラルオート

て下さい。
ルテープやシリコン、ホットボン
すが、
次に修理に出す時は一言「自

ドなどで付ければリカバーできま
分で作業してここがシリコンで留
それによって力加減が変わる部分

めてある」と伝えて欲しいですね。
もありますし、よく部品が外れな
Ｖ６モデルは比較的手が出しや

くて苦労します。
すいと思いますが、Ｖ８となると
ベルト駆動のファンもありますし、
全体的にスペースが厳しいのでや
もしＤＩＹにチャレンジしてみ

りにくい部分は多いと思います。

揃えることが大切です。腐るもの

どうしてもベンツに乗り続け
たいユーザーの駆け込み寺
となっているセントラルオー
ト。どう直すのがベストなの
か、とことん話し合って方向
性を決めてくれる人情派の
修理屋だ。

れは現在では対策され落ち着いてい
が樹脂製のアイドラープーリー。ベ

る。替わってトラブル事例が多いの
アリングが焼き付いてロックしてし
まったり、樹脂部分が割れてベルト
が外れてしまうなどのパターンがあ
る。
１本の長いマルチリブベルトを使
用しているＷ２１０。このベルトを
張っているテンショナーは、スプリン
グの力を使って直接ローラーを引っ
張っているシンプルな構造だ。テン
ショナーの中心にある軸の部分にレ
ンチを掛けて、一定の方向へ動かして
簡単に外すことができる。ベルトを

やればベルトのテンションは緩んで

標準作業時間

16:41:39
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たいと思うならば、まずは工具を

セントラルオート
サービスフロント
児玉 善一郎氏

テンショナーを引っ張りながら、ローラー部分のベ
ルトを手前にずらせば簡単に外すことができる。
アイドラープーリーには樹脂製のカバーが取り付け
られているので、マイナスドライバーを使ってこのカ
バーを外す。
カバーを外すと、テンショナーの中心部分に星形の
穴が切ってあるのが分かる。ここにレンチを差し込
んで回せば OK。
後は回してボルトを外し、交換するだけ。カバーは
外れていたり、部品のメーカーによっては取り付けら
れていないこともある。

オートテンショナーゆえに
回転パーツの交換も簡単

緩めてしまえば、
アイドラープーリー

マイナスドライバー

シンプルな構造のベルトテンショナーとなり、ベルトの掛け外し
が簡単になった W210。弱点とされているアイドラープーリーの
交換も、実は DIY で簡単にできてしまうのだ。

は中心の軸で固定されているだけの

トルクス用ソケット

03
04
05
06

ベルトのテンションを緩めるために必要な星形レン
チのボックス。これをテンショナーの軸部分に掛け
て動かす。
テンショナーの星形シャフト部分にレンチを掛け、矢
印方向へ動かすことでベルトのテンションが緩めら
れる。
ロングエクステンション

01
02
W 210 D I Y メン テ 0 2

ドライブベルトの外し方と
アイドラープーリーの交換方法
ベ



明 バルブの球 切れを交 換し

たり、最近流行のＬＥＤ化な

どを行なう時に必要になるのがメー
ターユニットの取り外し。Ｗ２１０の
場合は完全な電気式メーターなので、
裏側にメーターワイヤーが来ていな
いため配線コネクターを２つ外すだ
けで車体から分離できてしまう。し
かしメルセデスのメーターを外すた
めには、専用のメーター外しツール
ところが、ライトスイッチの横に

が必要というのがネックだった。

周辺のパーツを少し外せば、手を入

あるヒューズボックスのフタを開けて
れてメーターを奥から押すことがで
えばメーターツールが不要なだけで

きることが判明した。この方法を使

ターの縁部分に引っ掛けキズを作っ

はなく、慣れないツールを使ってメー

最 近 多 い ト ラ ブ ル イ ン フ ォ

製造から 年以上が経過してい

プレッシャーセンサーはコンプレッ

してガスを再充填することになる。

リ キ ッ ト タ ン ク に 水 が 溜 ま り
エ ア コ ン が Ｅ Ｃ モ ー ド に！
るＷ２１０だが、かつてのように

付けられているので、さほど高いパー

ツでもないためガスを抜いたついで

サー用と電動ファン用が別々に取り
もちろんゼロではないものの、国

媒系のトラブルではあっても、４〜

に両 方 交 換しておく 方 がいい。冷

生するクルマは多くないようだ。
産車でもあるトラブルなので特別

リキットタンク内に水が溜まって

ないうちに直しておきたい。

５万円あれば直るので被害が拡大し
いうのが、リキットタンク（ドラ

りないのか、劣化しやすいのか、と

本の使用環境では活性炭の容量が足

にかくダメになるクルマが多い。エア

しまう原因はハッキリしないが、日
れてエアコンがエマージェンシー

イレシーバー）に水が溜まってし

モードに入ってしまうというトラ

原因かも知れないので覚えておきた

コンが利かなくなった時は、これが

いところだ。

ブル。こうなってしまうとスイッ

クとプレッシャーセンサーを交換

ガスを抜き取って、リキッドタン

修理の方法としては、一度冷媒

うというのがパターン。

するものの、すぐに再発してしま

トをかけてやれば一時的には復活

う。本誌でも紹介しているリセッ

てエアコンが冷えなくなってしま

チユニットの警告ランプが点滅し

まい、プレッシャーセンサーが壊

一方、最近多く発生していると

た。

に弱いと言うレベルではなくなっ

エバポレーターからガス漏れが発

10
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てしまう心配も不要。ただし、パー

リキットタンクに取り付けられている圧
力センサー。コンプレッサー用と電動
ファン用の２つが取り付けられている。

エアコンの吹き出し口から
メーターの裏側が押せる

ツを外す時に樹脂製の足を折ってし
意しよう。

エマージェンシーモードに入ってし
まった時は、エラーコードを呼び
出して左右の AUTO ボタンを動
じ押ししてリセッ
ト。

メルセデスのメーターを外すのに必要なのが、細い棒の先がＬ
字型に曲がっているメーター外しツール。
しかしW210の場合は、
この専用ツールがなくてもメーターを外すことができる。

まわないように力加減には十分に注

ヘッドライ
トの裏付近にセッ
トされているエアコンのリキッ
トタ
ンク。圧縮されて液化された冷媒ガスを一時的に溜めるた
めのタンクだ。

04
05
06
07

まずドアを開けてライトスイッチの横にあるじゃ姿勢の
パネルを外す。これはスナッピングされているだけで工
具不要。
ダッシュボードとスピーカーパネルの合わせ目にある
プラスのネジを1つ外す。ここは非常に作業しやす
い構造だ。
3 カ所のスナッピングで止められているスピーカー
のカバーパネルを取り外す。ここが一番注意を必
要とする部分だ。

W 210 D I Y メン テ 0 3
01
02
03

専用の取り外しツールなしで
メーターユニットを外す方法
照

10 分（メーター外しのみ）

標準作業時間

★☆☆☆☆（超初級）

難易度

プラスドライバー

必要工具

メーターを引っ張り出すと、
奥にはグレーのコネクター 外した吹き出し口に指を突っ込むと、メーターユニッ カバーの下にあるエアコンの吹き出し口を取り外す。 スピーカーパネルの裏側。丸印の部分に固定のた
が 2 つある。ロックを外せば簡単に抜けてくるので、 トの裏側を押すことができる。少し手前に出たら反 これは差し込まれているだけで固定されていないの めのスナッピングがある。2 つは樹脂製で、1つは
で簡単。
金属製のバネが入っている。
これを外せば完了。
対の手でサポート。



特集のカタ入ります

メーター内に表示されたスパナマークをリセットする

主にオイル交換の時期を知ら
せるためディスプレイに表示
されるスパナマーク。点灯時
期は診断コンピュータで任意
に設定できる。

01

オイル交換のタイミングなど、走行距離から
計算したメンテナンスの時期を知らせてくれるイ
ンジケーターが、通称「スパナマーク」
。自分で
オイル交換をした場合など、この警告灯は目障
りなのでリセットをしておきたい。ディーラーのコ
ンピュータがなくても、下のやり方で操作すれば
簡単にリセッ
トすることができる。

からの信号に対して、車体側のコン

やらないと、センサーからの情報を

トによって交換したことを記録して

して記録されている状態では、リセッ

ただし、フォルトコードと呼ばれ

ピュータが補正を行なっているため

転を続けてしまうため、いつまで経っ

ある程度無視した緊急モードでの運

を調整してくれるわけだ。

部品交換後のコンピュータによるリ

調 整が行なわれていたかが影 響す

で、古いセンサーに対してどの程度

るエラー信号がエアマスセンサーに対

セット 作 業 が 欠 かせないという イ

Ｗ２１０のメンテナンスと言えば、

メージがある。確かにリセットを行

クランクポジションセンサー、水

ても調子が出ない。

温センサー、吸気温度センサーなど、

たりするようなセンサーに合わせて

センサー類においては似たようなも

る。全体的に数値が高かったり低かっ

が正常な信号を送れば混乱してしま

いたコンピュータに、新しいセンサー

なうのが基本ではあるが、実はしな

例えば、トラブルが多いことで有

調子の悪いエアマスセンサーを交換した場合、それ
だけで快調になってしまう場合と、逆に燃調が狂う
場合がある。

いと使えない、というわけでもない。

名なエアマスセンサーの場合。新し

調子がおかしくなったけれど、専用

ので、部品を新品に交換する前より

コンピュータでリセットしたら快調

うのは容易に想像できるだろう。

こういった極端な問題のない状態

いセンサーに付け替えてそのままエ

であれば、新品のセンサーを取り付

タがあるなら最初から繋いでエラー

換したい場合などは、最初からでき

コードを見ればいいが、ＤＩＹで交

ないと諦める必要はないということ。

問題のあるパーツを交換すればスッ

うな単純明快さはないが、Ｗ２１０

キリと調子が戻るアナログ世代のよ

ばＤＩＹも不可能ではない。

というクルマに対しての知識を磨け

フォルトコードが記憶されてしまうと、診断コンピュー
タを使ってリセットしないと部品を交換しても直らな
い。

く走行できる場合と、調子を崩して

主にオイル交換の時期を知らせるためディスプ
レイに表示されるスパナマーク。点灯時期は
診断コンピュータで任意に設定できる。

ンジンをかけても、なんの問題もな

もう一点、バッテリー交換などで通電が遮断
されるとリセッ
トが必要なのがパワーウインドーと
サンルーフのワンタッチ機構。これはスイッチを
押し続けて窓を一度全開にし、今度はやはりス
イッチを押し続けて閉め、この時に完全に閉まっ
た後もそのまま 3 秒間ほど押し続けるというも
の。キーレスの機能を使えば 4 枚の窓を同時
にリセッ
トできるが、電気系への負担を考えると1
カ所ずつやる方がいいだろう。

になったというケースは少なくない。

03 ウインドーやサンルーフのワンタッチ機構をリセット

つまりはＤＡＳなどの診断コンピュー

アイドリング状態でステアリングを左右にゆっく
り目一杯まで切れば、警告灯はリセッ
トされる。

タが新たな補正をかけてマッチング

DIY 作業のためバッテリーのマイナスターミナ
ルを外して、作業完了後に戻すと必ず点灯して
しまうのが ABS、BAS 警告灯。これは横滑り
防止装置用にステアリング内に取り付けられて
いる舵角センサーのメモリが消えてしまうためで、
エンジンをアイドリングさせた状態で、ゆっくりと
ステアリングを左へ目一杯、その後右へ目一杯
と回すことでリセッ
トされて警告灯も消灯する。

ければ、使用するに従ってコンピュー

02 バッテリーを外した後の ABS 警告灯をリセットする

合がある。これはエアマスセンサー

■常にスパナマークが点灯している時は ?
スパナマークが表示されている状態で「R」ボタンを押して
表示を消してから、再度マークを呼び出してリセッ
ト作業へ進む。

コンピュータがコントロールしている部分の多い W210 では、
思わぬ部分にリセット作業が必要になることがある。中にはわ
ざわざディーラーに行かなくても、やり方を知っていれば自分で
できるリセッ
ト方法も実は少なくない。
アイドリングしなくなってしまう場

2000 〜 2001 モデル

■イグニッションをON の状態に
↓ステアリングのボタンで切り替えてスパナマークを表示
↓
「R」ボタンを長押ししてリセッ
トの確認表示を出す
□もう一度「R」ボタンを長押ししてリセッ
ト完了

リセット
方法

部品交換後のＣＰＵリセット作業は
時と場合によって必要性が異なる

1996 〜 1999 モデル

■イグニッションをON の状態に
↓メーターの左にある「R」ボタンを２回押す
↓スパナマークが出たらイグニッションをOFF にする
↓
「R」ボタンを押したままイグニッションをON にして約 10 秒間押し続ける
□イグニッションをOFF にしてリセッ
ト完了

分かると便利な、知らないと困る、

リアシートの座面下にセッ
トされているバッテリー。電
機系の作業をする時にはまずマイナス側を外してか
ら。
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