
AR42.10-P-0080LW リアアクスルブレーキキャリパの脱着
12.02.201
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モデル 205
モデル 213
モデル 253

変更事項

24.08.2017 Bremsschlauch an Bremssattel Typ 213 außer Code B07 BA42.10-P-1002-04P
(Keramikbremsanlage)

図はモデル205.040 
AIRMATIC（コード489）装備

1 ブレーキキャリパ
2 電気プラグ
2.1 ボルト
2.2 ブレーキパッド摩耗センサクラッチ

ハウジング
3 ブレーキホース
3.1 ボルト
4 スプリング
5 電気ケーブル
6 電気ケーブル
7 電気プラグ
8 グロメット
9 ガイドピン
M76/1 左エレクトリックパーキングブレー

キアクチュエータモータ
M76/2 右エレクトリックパーキングブレー

キアクチュエータモータ
S10/4 右リアブレーキパッド摩耗センサ

P42.10-2999-06

図はモデル205.040

10 ブレーキパッド
11 ブレーキキャリパサポート
12 ブレーキディスク

P42.10-3016-02

修理作業が終了してからの初回の走行では、 車両を走行させる前に、 AS42.50-Z-0002-01A危険 
ブレーキ·ペダルを初めて踏み込む時は、 ブレーキ・システム内に圧力が形成・保持さ
制動効果がまったくないので、事故が発生するれるまで、
危険があります。 ブレーキ・ペダルを何度も踏み込みます。

高温になっているか、 作業時には、必ず保護手袋、保護衣類、 AS00.00-Z-0002-01A警告 
あるいは赤熱している部品を取り扱う場合に、および必要に応じて保護眼鏡を着用してくだ
火傷を負うあるいは失明する危険があります。さい。
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ブレーキ·オイルは誤って飲用したり、 ブレーキ・オイルは、 AS42.50-Z-0001-01A注意 
皮フに付着したり、または眼に入った 必ずブレーキ・オイルと明記された
りすると非常に危険です。 専用の容器に注入します。ブレーキ・オイル

の取扱い時には、
保護衣類および保護眼鏡を着用します。

部品注意事項 複合材ブレーキ・ディスクの取扱い、 AH42.10-P-9406-12LF
輸送および保管に関する注意事項

部品注意事項 回転角度で調整する締付法にした AH00.00-P-0020-01A
がい作られたボルト接続部の注意事項

部品注意事項 セラミック・ブレーキ・ディスクの取扱い、 AH42.10-P-9406-13A
輸送、保管 に関する注意事項

部品注意事項 ブレーキ·オイルに関する注意事項 AH42.50-P-0001-01A

部品注意事項 セルフロッキング·ナットおよびボルトに関す AH00.00-N-0001-01A
る注意事項

部品注意事項 ブレーキ·システムの修理に関する注意事項 AH42.00-P-0003-01A
脱着  

1 ブレーキ液エクスパンションタンクのカバー
を取り外します。

2 ブレーキ液エクスパンションタンクのキャッ 取付用クリーナ *BR00.45-Z-1028-04A
プ周辺を清掃します。

3 ブレーキ液エクスパンションタンクのキャッ ブレーキピストンが押し戻されるときに、 
プを外し、ブレーキ液を少し吸引します。

エクスパンションタンクがあふれるのを防止
するためです。

4 リアアクスルのブレーキパッド (10) モデル 205, 253 AR42.10-P-1700-02W
を作業ポジションにします。

モデル 213 AR42.10-P-1710-01LWE

 
「作業ポジションに移動」の表示中、
フットブレーキを操作しないこと。
これを守らないと、ブレーキキャリパ (1) 
のスピンドルが損傷します。

 
エンジンフードが閉じている必要があります。

5 イグニッションをオフにして、
リモコンキーを電波到達範囲外（最低2 m）に
保管します。

6 後輪を取り外します。 AR40.10-P-1102A
7 ダストキャップ（矢印A）を取り外します。 モデル 205 

(205.086/087/286/287/386/387/486/487 以外)
モデル 253 (253.388/389/988/989 以外)

8 スプリング (4) をブレーキキャリパ (1) モデル 205 
から取り外します。 (205.086/087/286/287/386/387/486/487 以外)

モデル 253 (253.388/389/988/989 以外)
9 電気ケーブル (5) 

をホルダ（矢印C）から取り外します。

10 電気ケーブル (5) を、
左エレクトリックパーキングブレーキアクチ
ュエータモータカバー (M76/1) また
は右エレクトリックパーキングブレーキアク
チュエータモータカバー (M76/2) 
から外します。

11 電気ケーブル (6) モデル 205, 213
をホルダ（矢印C）から取り外します。  コード 489 装備 (エアマチック)

モデル 253
 コード 489 装備 
(エア・ボディ・コントロール)

12 電気ケーブル (6) を、 モデル 205, 213
左エレクトリックパーキングブレーキアクチ  コード 489 装備 (エアマチック)
ュエータモータカバー (M76/1) また モデル 253
は右エレクトリックパーキングブレーキアク  コード 489 装備 
チュエータモータカバー (M76/2) (エア・ボディ・コントロール)
から外します。

13 グロメット (8) 
をホルダ（矢印B）から外します。

14 クラッチハウジングの電気プラグ (2) 車両右側のブレーキキャリパ (1) 
をブレーキパッド摩耗センサ (2.2) を取り外す場合
から引き抜きます。

15 ボルト (2.1) 車両右側のブレーキキャリパ (1) 
をブレーキパッド摩耗センサクラッチハウジ を取り外す場合
ング (2.2) から取り外します。

16 電気プラグ (7) を、
左エレクトリックパーキングブレーキアクチ
ュエータモータ (M76/1) また
は右エレクトリックパーキングブレーキアク
チュエータモータ (M76/2) から、
ロック解除して引き抜きます。

17.1 ボルト (3.1) をブレーキホース (3) モデル 205 
から取り外し、ブレーキホース (3) (205.086/087/286/287/386/387/486/487 以外)
を脇へかけます。 モデル 213 (213.088/089/288/289 以外)

モデル 253 (253.388/389/988/989 以外)

 
ブレーキキャリパ (1) およびブレーキホース 
(3) の開口部をただちに塞ぎます。
これを守らないと、
流出するブレーキ液によって付近の構成部品
の損傷原因となり、ブレーキキャリパ (1) 
がエア抜きできなくなります。
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取付け:  
新しいブレーキキャリパ (1) 
は事前に充填されています。空にしてはいけ
ません。
これを守らないとブレーキキャリパ (1) 
をエア抜きすることができません。

*BA42.10-P-1002-04O  モデル 205 
(205.086/087/286/287/386/387/486/487 以外)
モデル 253 (253.388/389/988/989 
以外)ブレーキ・キャリパのブレーキ・ホース

*BA42.10-P-1002-04P  モデル 213 (213.088/089/288/289 
以外)
 コード B07 非装備 
(セラミック·ブレーキ·システム)ブレーキキ
ャリパのブレーキホース

*129589009100  プラグ·セット

17.2 ブレーキホース (3) を取り外します。 モデル 
205.086/087/286/287/386/387/486/487
モデル 213.088/089/288/289
モデル 253.388/389/988/989

AR42.10-P-0013LW
18.1 ガイドピン (9) を取り外します。 モデル 205 

(205.086/087/286/287/386/387/486/487 以外)
モデル 213 (213.088/089/288/289 以外)
モデル 253 (253.388/389/988/989 以外)

*BA42.10-P-1003-12V  モデル 205 
(205.086/087/286/287/386/387/486/487 以外)
モデル 253 (253.388/389/988/989 
以外)ブレーキ・キャリパ・サポートに取り付
けるガイド・ピンあるいはガイド・ピンをブ
レーキ・キャリパに取り付けるボルト

*BA42.10-P-1003-12W  モデル 213 (213.088/089/288/289 
以外)ブレーキキャリパサポートに取り付ける
ガイドピンあるいはガイドピンを、
ブレーキキャリパに取り付けるボルト

18.2 ブレーキキャリパサポート (11) モデル 
のスライドピンからボルトを取り外します。 205.086/087/286/287/386/387/486/487

モデル 213.088/089/288/289
モデル 253.388/389/988/989

*BA42.10-P-1003-12V  モデル 
205.086/087/286/287/386/387/486/487
モデル 
253.388/389/988/989ブレーキ・キャリパ・サ
ポートに取り付けるガイド・ピンあるいはガ
イド・ピンをブレーキ・キャリパに取り付け
るボルト

*BA42.10-P-1003-12W  モデル 
213.088/089/288/289ブレーキキャリパサポー
トに取り付けるガイドピンあるいはガイドピン
を、ブレーキキャリパに取り付けるボルト

19 ブレーキキャリパ (1) 
をブレーキキャリパサポート (11) 
から取り外します。

20 左エレクトリックパーキングブレーキアクチ ブレーキキャリパ (1) 交換の場合
ュエータモータ (M76/1) また
は右エレクトリックパーキングブレーキアク
チュエータモータ (M76/2) を、
ブレーキキャリパ (1) から取り外します。

AR42.20-P-0600LW
21 ブレーキパッド (10) ブレーキキャリパサポート (11) 

をブレーキキャリパサポート (11) を交換する場合
から取り外します。

22 ブレーキキャリパサポート (11) ブレーキキャリパサポート (11) 
のボルトを外し、ブレーキキャリパサポート を交換する場合
(11) を取り外します。

*BA42.10-P-1001-12V  モデル 205, 253ブレーキキャリパ/
ブレーキキャリパサポートをホイールキャリ
アに取り付けるボルト

*BA42.10-P-1001-12W  モデル 213ブレーキキャリパ/
ブレーキキャリパサポートをホイールキャリ
アに取り付けるボルト

点検 

23 ブレーキキャリパ (1) 不具合がある場合
およびブレーキピストンの、
ダストプロテクトスリーブの気密性と損傷を
点検します。

↓
ブレーキキャリパ (1) を交換します。

24.1 ガイドピン (9) モデル 205 
がスムーズに動くか点検します。 (205.086/087/286/287/386/387/486/487 以外)

モデル 213 (213.088/089/288/289 以外)
モデル 253 (253.388/389/988/989 以外)
不具合がある場合

↓
ブレーキキャリパ (1) を交換します。
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24.2 ブレーキキャリパサポート (11) モデル 
の保護材およびスライドピンの損傷また 205.086/087/286/287/386/387/486/487
はスムーズな動きを点検します。 モデル 213.088/089/288/289

モデル 253.388/389/988/989
不具合がある場合

↓
ブレーキキャリパサポート (11) 
を交換します。

25 ブレーキパッド (10) 
の摩耗と状態を点検します。

モデル 205 AP42.10-P-4252CAA 
モデル 253 AP42.10-P-4252D 

モデル 213 AP42.10-P-4252E 
不具合がある場合

↓
ブレーキパッド (10) を交換します。

AR42.10-P-1710LW
26 ブレーキディスク (12) 

の摩耗と状態を点検します。
モデル 205 AP42.10-P-4256EW 
モデル 213, 253 AR42.10-P-0120LWG
不具合がある場合

↓
ブレーキディスク (12) を交換します。

AR42.10-P-0220EWE

ブレーキディスク (12) は、 
必ず左右ともに交換します。

27 ブレーキホース (3) 不具合がある場合
に損傷がないか点検します。

↓

 ブレーキホース (3) を交換します。
AR42.10-P-0013LW

28 取り付けは取り外しの逆の順序で行います。
29 ブレーキシステムをエア抜きします。 モデル 205, 253 AR42.10-P-0010LW

モデル 213 AR42.10-P-0010LWE
30 ブレーキパッド (10) がブレーキディスク ブレーキペダルに、 

(12) に当たるまで、 確実な抵抗が感じられなければなりません。
ブレーキペダルを複数回踏み込みます。
点検 

31 エクスパンションタンクのブレーキ液量を点
検し、調整します。

モデル 205 AP42.10-P-4210CAA 
モデル 213, 253 AP42.10-P-4210B 

32 ダイナモメータ上でブレーキテストを実行し
ます。

AP42.00-P-4290BA 

  リアアクスルブレーキキャリパ

番号 名称 モデル 205 モデル 
(205.086/087/286/ 205.086/087/286/
287/386/387/486/4 287/386/387/486/
87 以外) 487

BA42.10-P-1001-12V ブレーキキャリパ/ ステップ1 Nm 60 60
ブレーキキャリパサポートをホイールキャリア
に取り付けるボルト

ステップ2 ∡° 45 45

  リアアクスルブレーキキャリパ

番号 名称 モデル 253
BA42.10-P-1001-12V ブレーキキャリパ/ ステップ1 Nm 60

ブレーキキャリパサポートをホイールキャリア
に取り付けるボルト

ステップ2 ∡° 45

  リアアクスルブレーキキャリパ

番号 名称 モデル 213

BA42.10-P-1001-12W ブレーキキャリパ/ ステップ1 Nm 60
ブレーキキャリパサポートをホイールキャリア
に取り付けるボルト

ステップ2 ∡° 45

  ブレーキ・ライン、ブレーキ・ホース
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番号 名称 モデル 205 モデル 253
(205.086/087/286/
287/386/387/486/4
87 以外)

BA42.10-P-1002-04O ブレーキ・キャリパのブレーキ・ホース フロント・アクスル Nm 24 24
リヤ・アクスル Nm 38 38

  ブレーキライン、ブレーキホース

番号 名称 モデル 213
 コード B07 
非装備 
(セラミック·ブレー
キ·システム)

BA42.10-P-1002-04P ブレーキキャリパのブレーキホース フロントアクスル Nm 24
リアアクスル Nm 42

  リアアクスルブレーキキャリパ

番号 名称 モデル 205 モデル 
(205.086/087/286/ 205.086/087/286/
287/386/387/486/4 287/386/387/486/
87 以外) 487

BA42.10-P-1003-12V ブレーキ・キャリパ・サポートに取り付けるガイド・ピンあるいはガNm 25 35
イド・ピンをブレーキ・キャリパに取り付けるボルト

  リアアクスルブレーキキャリパ

番号 名称 モデル 253
BA42.10-P-1003-12V ブレーキ・キャリパ・サポートに取り付けるガイド・ピンあるいはガNm 25

イド・ピンをブレーキ・キャリパに取り付けるボルト

  リアアクスルブレーキキャリパ

番号 名称 モデル 213
BA42.10-P-1003-12W ブレーキキャリパサポートに取り付けるガイドピンあるいはガイドピNm 25

ンを、ブレーキキャリパに取り付けるボルト

129 589 00 91 00

プラグ·セット

リペア・マテリアル

番号 名称 注文番号
BR00.45-Z-1028-04A 取付用クリーナ Adolf WÜRTH Gmbh & Co. KG 社

Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach
ドイツ
Tel. +49 7940 15-0
Fax +49 7940 15-1000
http://www.wuerth.de
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