
UKのサイトで見る主なトラブル(1)UKのサイトで見る主なトラブル(1)UKのサイトで見る主なトラブル(1)UKのサイトで見る主なトラブル(1)

出典：http://www.meganeownersclub.co.uk/index.php 2006/1/28　by　sada
症状 原因/解決策 多発か複数か

CCのウィンドウ昇降遅い、ルーフ収納時の干渉多数 初期生産に多い。改良が進んでいる。 多発
CCの雨漏り 複数
リヤホイールからのブーン音 複数
右旋回時だけ出るゴロゴロ音

フロントサスからの打音
サブフレーム取付の緩みから来るストラットトップベアリング
のダメージ

複数

リヤショックからの打音 リヤショック抜け 複数
外観 17" Nervasport ホイールが白濁する 表面塗装が薄い 複数

右流れ アライメント? 複数
左流れ アライメント? 複数
17"  Continental Sport Contact リヤ早期磨耗/片減り アライメント 多発
ヒーターモータからの擦れ音 最大風量にして内部の枯葉を取り除く 複数

ヒーターファンからのカチカチ音
モーターの故障。
ファンモーターはウイークポイントだが交換は容易

多発

故障 ヒーターファン作動せず ファンレギュレータの焼損 多発

臭い エアコンの異臭
冬季使用しないことによるバクテリア発生
⇒冬季もACを使用し、バクテリアの発生を防止する

複数しかしMEGANEに限っ
た不具合ではない

始動時のガリガリ音 フライホイール、位相差プーリー？ 多発
始動直後のノッキング音(暖機後解消) 位相差プーリー不具合？ 複数

暖機終了前に聞こえるエンジン後方からのうめき音
エアボックス、エンジンマウント、オイル量、インレットバル
ブ？

1.6VVT アクセルOFF時のタペット音 位相差プーリー不具合？ 複数
アイドリング時ウオータータンク付近からのうなり音 ウオーターポンプ？
エンジン始動せず イモビユニット、ECU？ 複数
始動後エンジン回転が低下し、エンスト 位相角プーリ,TDCセンサー、カムセンサー 多発
スターターは回るがエンジンが掛からない。 TDCセンサーの故障 複数

暖機終了前の2000rpm付近のフラットスポット

1.6　始動直後のもたつき

発進時のギクシャク 恐らくエンジンマウント
排気温度警告等の点灯 点灯し続けなければ実害無 複数
RS　エンジン振動大。ラフアイドリング。 インジェクタｰ不良 複数
CD error表示が出てCDが作動しない 交換 多発

ステアリング引っ掛かり感
(最初はプラスティックの擦れ音)

ロータリーSW又は
ステアリングラックボルト点検、ステコラユニバーサルジョイ
ントとステアリングラックの締付けボルト／ナット交換

多発

一体のモーター/ECU故障⇒コラムアッシー交換
多発(市場にリビルト品出

回る　↓参照）

警告灯 エアバッグ警告灯点灯
シート下のエアバッグ配線の内部断線かコネクターの接触
不良

多発

警告灯
半ドアが個別表示されるモデルが有るのにトップモデルが何
故そうなっていない

同じﾃﾞｨｰｾﾞﾙなのにタコメータが5000までのも7000までのも
ある！

複数

ロックの2度押しで窓が閉まらないことがある 多発
ドアロックが解除できない/ロックできない 多発

バッテリー 短いバッテリーライフ 多発
パワーウインドウ パワーウインドウ作動せず 多発

オートライトが気まぐれ 多発
オートライトが敏感すぎる 多発

ウインカー(ヘッドライトユニット内)作動不良
ヘッドライトユニット交換、ライトユニット内のウインカー部分
のみ交換

多発

メインビーム両側不点灯(フーズOK)
ヘッドライトバルブ交換が困難 ボンネット側からの交換の薦め 多発
ヘッドライト水侵入
間欠作動せず(Auto Windscreen sensor error点灯) センサー交換 複数
冷間時ワイパー作動せず 複数

オートワイパーが過敏すぎる(イヤちょうど良いと言う論議)
レインX塗布、レインX塗布後センサー部をアルコールで拭き
取る、レインXだけは絶対塗らない方が良い！

複数

リヤワイパーが作動しなくなる。
エンジン再始動後回復。

リプログラムにより解消 多発

リヤウオッシャーを操作したのにフロントウオッシャーが出て
きた

リヤウオッシャーの詰まり。逆も有りうる。 複数

ワイパーとAピラーの干渉(特にHiセット時) 調整 多発

注)

1.6に多発

ヘッドライト

ワイパー

その他

CC

オーディオ

ドアロック

足回り

エアコン

①ECUソフトのバージョンNO.チェック⇒該当NO.であればリ
プログラミング
②位相差ソレノイドの作動検査
③位相差プーリーのECUに残る履歴調査⇒異常履歴無い
場合は位相差プーリーとベルトの交換

挙動

音

音

故障

エンジン

http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=renault_megane_power_steering

音

ホイールベアリング不具合

もたつき

ステアリング

パワステが極度に重い

複数の項目が羅列してあるものは、複数の異なった解決策の意見があったもので、どれが決定的なものか特定できないものです。

多数と記述のあるものは、書き込みの中に｢これはMEGANEに共通のトラブルである｣と言う言葉や、それに順ずる記述があったものです。

複数と記述のあるものは、書き込みに対するレスの中に｢同様の不具合を経験した｣と言う言葉や、それに順ずる記述のあったものです。

この情報は、公にされている英国のMEGANEオーナーのフォーラムの一部を翻訳してMEGANISTEJAPONのメンバーに公表することにより、メンバーが自身の所有するMEGANEのトラブル
を、自身で解決するための参考とするためのものです。

この情報を、営利目的や、車の販売元との商取引、サービス上のトラブル解決のための取引材料等に使用することは絶対に行わないでください。

原因/解決策

原因/解決策は、サイトに書き込みのあった投稿者の意見や経験で、メーカーが公式にアナウンスしているものではありません。

原因/解決策に記述の無いものは、サイトに具体的な解決策の意見が無かったものです。

多発か複数か

電装

症状
ここにあげた項目は、書き込みに対して3～4通以上のレスが有った項目を基本に、ディーゼル等日本で発売されていない仕様に関するものを除いてあります。

症状は、必ずしも書き込みのあった症状の翻訳ではなく、筆者の解釈した内容に直しています。



UKのサイトで見る主なトラブル(2)UKのサイトで見る主なトラブル(2)UKのサイトで見る主なトラブル(2)UKのサイトで見る主なトラブル(2)

出典：http://www.meganeownersclub.co.uk/index.php 2006/1/28　by　sada
症状 原因/解決策 多発か複数か

カードを挿入してもCard Reader Errorが出て反応無。

一度ドアロック/解除してやり直すと正常に戻る。
カードのバッテリー劣化

クラッチを踏んでもスタートボタン効かず クラッチSWの断線⇒交換 多発

シガーライター作動せず
コネクタ差込不良
(特にコンソール下の配線作業後の繋ぎ忘れ等)

複数

時計が自然に0:00になってしまう
バッテリー右に装着してあるUCHへの水進入。
初期のMEGANEは水が掛かり易い。

シートヒーター作動せず
室内灯が勝手に点灯

主に雨の日に電装品の挙動がおかしくなる
PSU(プロテクション＆　スイッチングユニット）への水侵入。
初期の物に多発。⇒PSU交換

多発

1.6　スタータボタンを押しても電気は来ているようだがスター
ターは回らない

スターターモーター故障 多発

雨の日の電気系統の訳の解らない故障表示多発 初期生産ロットのフーズボックスの水密不完全 複数
フォグライト点灯しっ放し SWの故障
Aピラーからのカタカタ音 Aピラートリム内にウレタンフォーム追加 複数
後部きしみ音(3dr) リヤパーセルシェルフの座り不良 複数
ドアきしみ音 複数

ダッシュボードのカタカタ音

ルームミラー付け根のルーフに詰め物。
ダッシュ中央上部パネル内のコネクター固定。
ダッシュボードとフロントウインドウの間のフォームの擦れ⇒
プラスティック潤滑剤をスプレー。

多発

サイドブレーキ握り部の緩み 交換 多発
パワーウインドウ作動不良 サービスキャンペイン 多発

ずれ カーマットのずれ 多発
複数

ウインドウ内側の結露/氷結 雨水が入るんだから寒ければ凍る

前席足元への水侵入
エアコン排水ﾊﾟｲﾌﾟの詰まりによるエアコン凝縮水の排出不
良

複数

ドア水侵入(運転席、助手席両方)

初期のスピーカーフランジ部に穴が有りここから侵入+内装
の気密不足(現在は穴の無いスピーカ)。シール剤の塗布と
水侵入の原因となっている取付部に穴の開いたスピーカー
の交換

多発

スピーカーを市販品に交換したらドアに水侵入 スピーカーフラン時部のシール不足 複数
その他 パワーウインドウSWからの隙間風 複数

ブレーキ鳴き 多発
SCENICのブレーキ鳴き(MEGANEと異なるパッド) リヤブレーキキャリパーヨークの交換 MEGANE程多くない
ブレーキペダルからの擦れ音 複数

故障 ブレーキが利かない(ペダルが床まで踏める) ペダルのピンが抜けていた
ウインドスクリーン ウインドスクリーンの破損(石を拾い易いデザイン？) 多発

サンルーフからのガタガタ音と風切音 キット交換、調整 多発
サンルーフ作動時のジャダｰ ﾚｰﾙへの潤滑剤塗布(グリス系は埃を呼ぶのでNG） 複数
高速時のサンルーフ風切音大 キット交換又は位置調整 多発
1.6 マフラー脱落（付け根からの破損）
排気遮熱板の変形による下方からの打音 左後ドア下・リヤアクスル直前の遮熱板変形⇒修正 左側通行に多発

建て付け ボンネット/サイドパネル/バンパー間の大きな隙間 多発
リヤハッチ閉まり不良 ラッチ位置調整 多発
リヤウインドウが突然粉砕(熱線使用時) 複数
リヤウインドウガラス脱落
リヤウインドウ内部への水侵入

ATミッション オートマN⇒Rシフト時引っ掛かり

6spdMT　ギヤの入りが引っかかり、硬い
リンク調整
ギヤオイルを低粘度に交換(1.6:2.8L、2.0:2.1L)

複数

1.6リバースに入り難い ギヤオイルを低粘度に交換 多発

注)

下回り

リヤハッチ

MTミッション

その他

デザイン

水侵入

音

ミッション

音

故障

ブレーキ

サンルーフ

ボディー

内装 後席を畳む時、いちいち前席を前方にずらさなくてはならない。

複数と記述のあるものは、書き込みに対するレスの中に｢同様の不具合を経験した｣と言う言葉や、それに順ずる記述のあったものです。

ここにあげた項目は、書き込みに対して3～4通以上のレスが有った項目を基本に、ディーゼル等日本で発売されていない仕様に関するものを除いてあります。

症状は、必ずしも書き込みのあった症状の翻訳ではなく、筆者の解釈した内容に直しています。

原因/解決策は、サイトに書き込みのあった投稿者の意見や経験で、メーカーが公式にアナウンスしているものではありません。

原因/解決策に記述の無いものは、サイトに具体的な解決策の意見が無かったものです。

複数の項目が羅列してあるものは、複数の異なった解決策の意見があったもので、どれが決定的なものか特定できないものです。

シートデザイン不良(なかなか具合の良いポジションが決まらない)

リヤウィンドウ接着不良 多発

電装

症状

原因/解決策

多発か複数か

この情報は、公にされている英国のMEGANEオーナーのフォーラムの一部を翻訳してMEGANISTEJAPONのメンバーに公表することにより、メンバーが自身の所有するMEGANEのトラブル
を、自身で解決するための参考とするためのものです。

この情報を、営利目的や、車の販売元との商取引、サービス上のトラブル解決のための取引材料等に使用することは絶対に行わないでください。

多数と記述のあるものは、書き込みの中に｢これはMEGANEに共通のトラブルである｣と言う言葉や、それに順ずる記述があったものです。


