メルセデスの適 正な水温っていったい 何度なの？

エンジンの湯加減を知る
夏になると水温計が気になって仕方がないという声は多い。とくに角目世代のメ
ルセデスでは 100℃くらいまで上がるのは珍しいことではない。では適正な水温

というのはいったい何度くらいなのか？ メルセデス専門修理工場で取材してきた。
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しくない。水温が変化するシチュエー

ては１００℃くらいになることは珍
ションとして多いのは、夏場に渋滞
に巻き込まれた時だろう。水温計が
ヒートが心配になりヒヤヒヤしたと

１００℃を超えてくると、オーバー
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温が上昇するありがちなパターンを
下に挙げてみたが、適正な水温とは
いったい何度なのか、また、どういっ
た状況でトラブルが起きるのかを、
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メルセデス・ベンツ専門修理工場「セ
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「季節やエンジンによっても変わり
ますが、夏場に１００℃付近まで上
がっても問題はありません。冷却系

水温が 80℃以下から上がらない

渋滞中は 100℃くらいだが走り出すと 100℃を超える

A は強制の電動ファンが回っていなければいけない状態。このまま水温が下がらなければ
オーバーヒートを起こす可能性が高い。B はファンカップリングの異常が考えられるが、電
動ファンの動きにも注意。C はサーモスタットや水温センサーの不良が考えられる。いず
れの状態も水温が適正温度に戻らなければ、即修理工場で点検してもらおう。
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何らかのトラブルが起きているとい
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のに水温が下がらないといった時は、
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約 110℃

約 80℃

水温計の針がこのあたりまで
来るとヒヤヒヤしてくる。高速
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もらうことが何より大切なことなの

理をせずに、即修理工場で点検して
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ように回っているのかをユーザーさん

がどんな動きをして、ファンがどの

ヒートやオーバークールの可能性が

トラブルがなければ、４段階の速度

できるのだ。ファンモジュールなどに

機を使えば４パターンの作動確認が

なっている。これはコンピュータ診断

ファンが廃止され、電動ファンのみと

ファンカップリング式のクーリング

電子制 御 化が進んだ丸目世 代は
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きないが、回り方やモーターの状態

ができる。温度による作動は確認で
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して装 着されているが、このコネク

角目世代ではサーモスイッチが独立

は、適正な水温を保つためには重要。
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年式によって電動ファンの
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高い。渋滞にハマった時には水温計

温が上がらない状態だと、オーバー
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が正常であれば、１０７℃くらいに

水 温 異 常 の ありが ち ケ ース
代
角目世
の場 合

マルをベースにすると、多くのユー
ザーさんは強制の電動ファンが回る

サーモスイッチが独立して装着されている
クルマはコネクターを外すと電動ファンが
回り出す。温度による作動確認はできな
いが、モーターの状態などは点検できる。
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ついて解説したが、ファンが回るべ
なるから、水温が適正温度にまで下

ファンが回り出すタイミングが遅く

の水温より低いと認識してしまうと

態になるのだ。水温センサーと連動

がり切らず、慢性的に高めという状

き温度に達しているのに回らなかっ

ブル原因として挙げられるのが水温

のも問題だ。こうしたファンのトラ

たり、常に高速で回っているという

水温が異常に高くなる原因は様々

クーリングファンが原因で
水温が上がることが多い
だ。代表的なポイントは左の表にま
してファンを作動させるサーモスイッ

●サーモスタットの開閉不良
●ラジエターの目詰まり、

●ラジエターサブタンクのキャップ
●ウォーターポンプ不良
●水温センサー不良

いった電気系パーツの不具合もファン

る。電動ファンリレーやモジュールと

続けるとモジュールを壊してしまう。

り動きが渋くなっている状態で回し

ことはないが、ファンにガタがあった

代では角目世代ほど水温が上下する

電動ファンのみを搭載する丸目世

しておく必要がある。

水温上昇に繋がりやすい。

し熱による粘度変化を利用してファ

るファンで、シリコンオイルを充填

置きエンジンを積む角目世代に備わ

化している可能性が高い。これは縦

いう場合、ファンカップリングが劣

れゆえ、ラジエターのサブタンクに

しているので、そちらを参考に︶
。そ

ビテーションについては 頁で解説

り水温が上昇するケースもある
︵キャ

キャビテーション︵空洞現象︶によ

冷却水の量がどんどん減っていくと、

水漏れが起きているのを知らずに

ンへの動力伝達をコントロールしてい

走行中でも慢性的に水温が高めと

の正常な動きを損なってしまうので、

速で回転しなくなるなどの症状が出

チにも注意が必要。これが壊れると

●電動ファンリレーやファンモジュール

と、設定された温度でファンが回ら

●電動ファンとそのスイッチの不良

センサー。これがダメになっている

●ファンベルトの劣化

とめてみたが、その中で多いのがクー

●ファンクラッチ不良

リングファンの不良。

●ファンシュラウドの取り付け状態

ファンが全く回らなくなったり、高

●ファンカップリングの状態、

なくなる。例えば、センサーが実際

●冷却水が基準よりも少ない、漏れている

ウォーターポンプから漏れた冷却水が AT のオイ
ルパンに付着している。エンジン回りだけではな
く、下回りも点検しておくようにしたい。

ある冷却水の量は半分くらいは入っ

行中に突然水温が上昇してしまった場合は、ヒーターをもっと
も高温＆最大の風量にして安全な場所でクルマを停止させる。
そして注意しながらボンネットを開け、クーリングファンが回っている
か、冷却水の漏れがないかを確認。作動が確認できて漏れがなけれ
ば、そのままの状態で水温が下がるまでアイドリングを続ける。冷却
水が漏れていたり、湯気が出ている場合はエンジンを切る。水温が
自然に下がってくるまで待ち、冷却水（緊急時なので水道水でも可）
を補充。エンジンが熱い時にキャップを開けると冷却水が吹き出して
しまうので十分に時間を置くこと。ラジエターキャップは閉めずにその
まま修理工場に持ち込もう。もし移動中に再び水温が上がるようで
あれば自走は諦めてレッカーしかない。クーリングファンが回っていな
い場合は、直結することで強制的にファンを回すことができるクルマ
もあるが、知識がなければ無理をせずにレッカーを待つようにしたい。

る。経年劣化していく部分なので、

走

ているようにしたい。

走行中、急激に水温が上昇したらどうすればいいの？

ファンカップリングは定期的に交換

サーモスタットが原因によるトラ

ブルも多い。これは弁の開閉によっ

て水温をコントロールしているので、

弁 が固 着して閉じたままだとオー

バーヒートを起こすし、逆に開いた

本的な消耗品だが、ここも定期的に

ままだとオーバークールとなる。基

このほかにもウォーターポンプ、

交換しておくことが重要だ。

ラジエターの目詰まり、サブタンク

べきポイント。これらの冷却系パー

のキャップなども冷却系では注意す

ツが正常に作動していれば、真夏の
起こすことはないのである。

のに水温が高いという場合は、エンジ

が、冷却系をすべてリフレッシュした

の状態などから見ていくのが一般的だ

は希。ラジエターやクーリングファン

ンジンをオーバーホールするというの

とはいえ、水温が高いからといってエ

内部にあることも考えられるわけだ。

水温上昇の根本的な原因がエンジン

化するという悪循環に陥ってしまう。

燃料も多く噴射されるので燃費が悪

常に回転するから負荷が増えるし、

水温が上がればクーリングファンは

が高くなってしまうことがあるのだ。

てしまうと通路を狭めてしまい水温

ある。ここにサビや水垢などが溜まっ

ケットと呼ばれる冷却水の通り道が

エンジン内部には、ウォータージャ

エンジン内部の冷却水路に
汚れが溜まってしまう

因が
水 温 上 昇 の原
あることも
に
エンジン内 部

とも覚えておきたい。

ン内部に原因がある可能性が高いこ

ヘッドガスケットを装着すると、冷却水が通る穴は
さらに小さくなる。ここに水垢などが詰まってしまう
と、瞬く間に水の流れは悪くなる。
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渋滞であっても、オーバーヒートを
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セントラルオートの児玉氏によると、冷却系のチューニングをする
のもいいが、まずは基本部分を正常に戻しておくことが重要だと
アドバイスしてくれた。
●問い合わせ：セントラルオート ☎ 048-930-6800
緊急脱出方法
水温トラブルの

前頁で電動ファンの正常な作動に

水 温 上 昇 の 原 因 になりや すい ポイント

