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［BMW/MINI］EPB パーキングブレーキ整備モード (V4.80) 
 

概要 

「パーキングブレーキ整備モード」は以下の作業を行う時に使用します。 

 ・ブレーキパッドの交換 

 ・ブレーキキャリパーの交換 

 ・EMF アクチュエーターの交換 
 

車種によって整備モードの手順が違いますので、以下の表を参考にして整備モードを行って下さい。 

車種 整備操作 手順  

Z シリーズ(Z4_E89) 
整備モード開始 『１-１．整備モード開始方法（E89）』 

整備モード終了 『１-２．整備モード終了方法（E89）』 

5 シリーズ(F10,F11) 

6 シリーズ(F06,F12,F13) 

X シリーズ(X3_F25,X4_F26) 

I シリーズ(I8_I12) 

整備モード開始 『２-１．整備モード開始方法（F10）』 

整備モード終了 『２-２．整備モード終了方法（F10）』 

2 シリーズ(F45,F46) 

X シリーズ(X1_F48,X2_F39) 

I シリーズ(I3_I01) 

MINI(F54,F57,F60) 

整備モード開始 『３-１．整備モード開始方法（I01）』 

整備モード終了 『３-２．整備モード終了方法（I01）』 

5 シリーズ(G30,G31) 

7 シリーズ(G11,G12) 

X シリーズ(X3_G01,X4_G02) 

整備モード開始 『４-１．整備モード開始方法（G11）』 

整備モード終了 『４-２．整備モード終了方法（G11）』 

3 シリーズ(G20) 

X シリーズ(X5_G05) 

Z シリーズ(Z4_G29) 

整備モード開始 『5-１．整備モード開始方法（G20）』 

整備モード終了 『5-２．整備モード終了方法（G20）』 

 

注意： • 整備モード開始/終了を行う際必ずキーON、エンジン停止状態で行って下さい。 

 

手順/操作 

1-1. 整備モード開始方法（E89） 
 

1. 

イグニションスイッチを OFF にした後、 

ダイアグコネクターに TPM-R を接続します。 

その後、イグニションスイッチを ON にします。 
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2. 

『メーカー選択』画面から 〔輸入車〕 - 

〔BMW〕 または 〔MINI〕 を選択して

［ENTER］を押します。 

 

3. 

『車両選択』画面から 〔自動検出〕 を選択して

［ENTER］を押します。 

自動検出の注意画面が表示されましたら、内容を

確認してから［ENTER］を押します。 
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4. 

『BMW メインメニュー』画面から 

〔作業サポート〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

5. 

車両搭載システムの確認が始まります。 

 

6. 

『作業サポート』画面から、 

〔EPB 整備モード〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

7. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔EMF: 工場モード〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

8. 

EMF: 工場モードについての説明が 

表示されますので、内容を確認して 

［ENTER］を押して下さい。 
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9. 

パーキングブレーキの状態の確認が始まります。 

 

10. 

右の画面が表示されましたら、内容を確認して 

から［ENTER］を押して下さい。 

 

11. 

右の画面が表示されましたら、イグニッションス

イッチを OFF にして交換作業を行って下さい。 

 

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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1-2. 整備モード終了方法（E89） 
 

1. 「1-1.整備モード開始方法（E89）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔EMF: EMF: セットアップ〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

3. 

パーキングブレーキの状態の確認が始まります。 

 

4. 

パーキングブレーキの機能点検を行う画面が 

表示されますので、必ず画面に表示される作業を

行って下さい。作業を終えましたら、 

［ENTER］を押して進めて下さい。 
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5. 

右の画面が表示されましたら、パーキングブレー

キが作動するか確認して下さい。 

その後、故障コードを消去して下さい。 

 

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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2-1. 整備モード開始方法（F10） 
 

1. 「1-1.整備モード開始方法（E89）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

EPB 整備モードについての説明が 

表示されますので、内容を確認して 

［ENTER］を押して下さい。 

 

 

3. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組み立て位置を有効にします。〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 
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4. 

パーキングブレーキが解除されているかの確認の

画面が表示されますので、パーキングブレーキを

解除してから、［ENTER］を押します。 

 

   

5. 

パーキングブレーキの状態の確認が始まります。 

 

6. 

パーキングブレーキが解除されている場合、 

下の画面が表示されますので、 

内容を確認してから［ENTER］を 

押して下さい。 
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7. 

既に整備モードに移行している場合、 

右の画面が表示されます。 

 

パーキングブレーキが解除されていない場合、 

右と下の２つの画面が表示されます。 

 

  

8. 

右の画面が表示されましたら、イグニッションス

イッチを OFF にして交換作業を行って下さい。 

 

 



［BMW/MINI］EPB パーキングブレーキ整備モード (V4.80) 

 10 / 27 

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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2-2. 整備モード終了方法（F10） 
 

1. 「2-1.整備モード開始方法（F10）」の 1～2 迄進めて下さい。 

2. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組み立て位置を無効にします。〕 を 

選択して［ENTER］を押します。 

 

3. 

右の画面が表示されますので、 

［ENTER］を押して下さい。 

 

4. 

整備モードの解除が開始されます。 
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5. 

パーキングブレーキの機能点検を行う画面が 

表示されますので、必ず画面に表示される作業を

行って下さい。作業を終えましたら、 

［ENTER］を押して進めて下さい。 

その後、故障コードを消去して下さい。 

 

 

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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3-1. 整備モード開始方法（I01） 
 

1. 「1-1.整備モード開始方法（E89）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

EPB 整備モードについての説明が 

表示されますので、内容を確認して 

［ENTER］を押して下さい。 

 

 

3. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組立て位置を有効にします。〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 
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4. 

パーキングブレーキが解除されているかの 

確認の画面が表示されますので、 

パーキングブレーキを解除してから、 

［ENTER］を押します。 

 

  

5. 

整備モードへ移行されます。 

 

6. 

整備モードへ移行されているかの 

確認の画面が表示されますので、 

［ENTER］を押します。 
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7. 

右の画面が表示されましたら、イグニッションス

イッチを OFF にして交換作業を行って下さい。 

整備モードに移行できなかった場合は、 

下の２つ画面が表示されます。 

 

  

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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3-2. 整備モード終了方法（I01） 
 

1. 「3-1.整備モード開始方法（I01）」の 1～2 迄進めて下さい。 

2. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組立て位置を無効にします。〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

3. 

整備モードの解除に関しての説明画面が 

表示されますので、内容を確認してから

［ENTER］を押して下さい。 

 

 

4. 

整備モードの解除が開始されます。 
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5. 

パーキングブレーキの機能点検を行う画面が 

表示されますので、必ず画面に表示される作業を

行って下さい。作業を終えましたら、 

［ENTER］を押して進めて下さい。 

 

  

6. 

右の画面が表示されましたら、パーキングブレー

キが作動するか確認して下さい。 

その後、故障コードを消去して下さい。 

 

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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4-1. 整備モード開始方法（G11） 
 

1. 「1-1.整備モード開始方法（E89）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

EPB 整備モードについての説明が 

表示されますので、内容を確認して 

［ENTER］を押して下さい。 

 

 

3. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組立て位置を有効にします。〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 
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4. 

パーキングブレーキが解除されているかの 

確認の画面が表示されますので、 

パーキングブレーキを解除してから、 

［ENTER］を押します。 

 

  

5. 

整備モードへ移行されます。 

 

6. 

整備モードへ移行されているかの 

確認の画面が表示されますので、 

［ENTER］を押します。 
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7. 

下の４つ画面が表示されましたら、イグニッションスイッチを OFF にして 

交換作業を行って下さい。 

  

  

整備モードに移行できなかった場合は、下の２つ画面が表示されます。 

  

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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4-2. 整備モード終了方法（G11） 
 

1. 「4-1.整備モード開始方法（G11）」の 1～2 迄進めて下さい。 

2. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組立て位置を無効にします。〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

3. 

整備モードの解除に関しての説明画面が 

表示されますので、内容を確認してから

［ENTER］を押して下さい。 

 

 

4. 

整備モードの解除が開始されます。 
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5. 

パーキングブレーキの機能点検を行う画面が 

表示されますので、必ず画面に表示される作業を

行って下さい。作業を終えましたら、 

［ENTER］を押して進めて下さい。 

 

  

6. 

右の画面が表示されましたら、パーキングブレー

キが作動するか確認して下さい。 

その後、故障コードを消去して下さい。 

 

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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5-1. 整備モード開始方法（G20） 
 

1. 「1-1.整備モード開始方法（E89）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

EPB 整備モードについての説明が表示されますので、内容を確認して 

［ENTER］を押して下さい。 

  

3. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組立て位置を有効にします。〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

4. 

パーキングブレーキが解除されているかの確認の画面が表示されますので、 

パーキングブレーキを解除してから、［ENTER］を押します。 
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5. 

整備モードへ移行されます。 

 

6. 

下二つの画面が表示されましたら、 

イグニッションスイッチを OFF にして交換作業を行って下さい。 

   

整備モードに移行できなかった場合は、 

右または下の２つ画面が表示されます。 
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エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 
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5-2. 整備モード終了方法（G20） 
 

1. 「5-1.整備モード開始方法（G20）」の 1～2 迄進めて下さい。 

2. 

『EPB 整備モード』画面から、 

〔組立て位置を無効にします。〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

3. 

整備モードの解除に関しての説明画面が 

表示されますので、内容を確認してから

［ENTER］を押して下さい。 

 

 

4. 

整備モードの解除が開始されます。 
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5. 

パーキングブレーキの機能点検を行う画面が表示されますので、必ず画面に表示される作業を 

行って下さい。作業を終えましたら、パーキングブレーキが作動するか確認して下さい。 

その後、故障コードを消去して下さい。 

  

整備モードを解除できない場合、右の画面が 

表示されます。 

 

エラー 

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。 

条件などを確認してもう一度行って下さい。 

 

 


