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［BMW/MINI］KAFAS エーミング (V4.80) 
 

概要 

「KAFAS エーミング」は以下の作業を行う時に使用します。 

 ・フロントウィンドウの交換 
 

車種によってエーミングの手順が違いますので、以下の表を参考にしてエーミングを行って下さい。 

車種 手順  

7 シリーズ(F01,F02,F04 [2009/03～2012/08]) 『１．エーミング手順（F01）』 

上記以外の F モデル(I3_I01 も含む) 『２．エーミング手順（F20）』 

5 シリーズ(G30,G31) 

7 シリーズ(G11,G12) 

X シリーズ(X3_G01,X4_G02) 

『３．エーミング手順（G11）』 

3 シリーズ(G20) 

X シリーズ(X5_G05) 

Z シリーズ(Z4_G29) 

『４．エーミング手順（G20）』 

 

注意： 

• キャリブレーションが完了するまで、レーンディパーチャーウォーニング（車線逸脱警告シス

テム、ハイビームアシスタント、前方衝突警告および道路認識などのドライバーアシスト機能

が制限されます。 

 

手順/操作 

1. エーミング手順（F01） 
 

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、 

〔カメラベースドドライバーアシスタント 

システム〕 を選択して［ENTER］を押します。 

 

7. 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔KAFAS: キャリブレーション〕 を選択して

［ENTER］を押します。 

 

8. 

KAFAS システムとの通信が行われます。 
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9. 

KAFAS のカメラがキャリブレーション状態の 

場合、右の画面が表示されます。 

・[ENTER]を押した場合： 

➡ 手順「10.」 

・[EXIT]を押した場合： 

➡ 手順「13.」 

 

 

10. 

キャリブレーションを終了する為の通信が 

開始されます。 

 

11. 

右の画面が表示されましたら、画面の指示が 

終わるまでお待ち下さい。 

・終了できた場合： 

➡ 手順「12.」 

・終了できなかった場合： 

➡ 手順「9.」  

12. 

右の確認画面が表示されますので、 

［ENTER］を押します。 
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13. 

KAFAS: キャリブレーションに 

ついての説明画面が表示されますので、

［ENTER］を押します。 

 

14. 

KAFAS: キャリブレーションを行う際の条件が 

表示されますので、［ENTER］を押します。 

 

15. 

KAFAS: キャリブレーションが開始されます。 

 

16. 

右のテスト画面が表示されますので、 

画面の指示に従って作業を行います。 
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17. 

右の画面が表示されましたら、［ENTER］または

［EXIT］を押して終了します。 

 

キャリブレーションが完了しなかった場合、右の画面が表示されます。 

車両の状態や作業条件を確認して、最初からやり直して下さい。 

  

18. 

KAFAS の故障コードが消去されます。 

 

19. 

車両を走行可能な状態にしてから、 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔キャリブレーション状態表示〕 を選択して

［ENTER］を押します。 
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20. 

キャリブレーション状態のデータ表示を 

行われる為の通信が開始されます。 

 

21. 

データが表示されましたら走行を開始して、 

右下の状態になるまで走行を行って下さい。 

 

 

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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2. エーミング手順（F20） 
 

1. 「1. エーミング手順（F01）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔KAFAS: キャリブレーション〕 を選択して 

［ENTER］を押します。 

 

3. 

右上の確認画面が表示されますので、 

［ENTER］を押します。 

［EXIT］を押すと右下の画面が表示されます。 

 

 

4. 

キャリブレーションのリセットが開始されます。 
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5. 

KAFAS: キャリブレーションについての 

説明画面が表示されますので、 

［ENTER］を押します。 

 

6. 

KAFAS: キャリブレーションが開始されます。 

キャリブレーションができなかった場合、 

右下の画面が表示され再度キャリブレーションが

行われます。 

 

 

7. 

右の画面が表示されましたら、［ENTER］または

［EXIT］を押して終了します。 

その後、車両を走行可能な状態にします。 
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8. 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔キャリブレーション状態表示〕 を選択して

［ENTER］を押します。 

 

9. 

キャリブレーション状態のデータ表示を 

行われる為の通信が開始されます。 

 

10. 

データが表示されましたら走行を開始して、 

右下の状態になるまで走行を行って下さい。 
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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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3. エーミング手順（G11） 
 

1. 「1. エーミング手順（F01）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔KAFAS: キャリブレーションのリセット〕 

を選択して［ENTER］を押します。 

 

3. 

KAFAS: キャリブレーションのリセットに 

ついての説明画面が表示されますので、

［ENTER］を押します。［EXIT］を押した場合、

右下の画面が表示されます。 

 

 

4. 

KAFAS: キャリブレーションのリセットが 

開始されます。 
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5. 

右の画面が表示されましたら、［ENTER］または

［EXIT］を押して終了します。 

その後、車両を走行可能な状態にします。 

 

 

6. 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔キャリブレーション状態表示〕 を選択して

［ENTER］を押します。 

 

7. 

キャリブレーション状態のデータ表示を 

行われる為の通信が開始されます。 
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8. 

データが表示されましたら走行を開始して、 

右下の状態になるまで走行を行って下さい。 

 

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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4. エーミング手順（G20） 
 

1. 「1. エーミング手順（F01）」の 1～6 迄進めて下さい。 

2. 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔KAFAS: キャリブレーションのリセット〕 

を選択して［ENTER］を押します。 

 

3. 

KAFAS: キャリブレーションのリセットを開始す

るかの確認画面が表示されますので、 

［ENTER］を押します。 

 

4. 

KAFAS: キャリブレーションのリセットに 

ついての説明画面が表示されますので、

［ENTER］を押します。［EXIT］を押した場合、

右下の画面が表示されます。 
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5. 

KAFAS: キャリブレーションのリセットが 

開始されます。 

 

6. 

右の画面が表示されましたら、［ENTER］または

［EXIT］を押して終了します。 

その後、車両を走行可能な状態にします。 

 

 

7. 

『カメラベースドドライバーアシスタント 

システム』画面から、 

〔キャリブレーション状態表示〕 を選択して

［ENTER］を押します。 

 

8. 

キャリブレーション状態のデータ表示を 

行われる為の通信が開始されます。 
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9. 

データが表示されましたら走行を開始して、 

右下の状態になるまで走行を行って下さい。 

 

 

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。 

 

 


