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1. インテリアドア (6 ページの「内部ドアハン

ドルの使用」)
2. クルーズコントロール (58 ページの「クルー

ズ コントロール」)
3. ハイビーム (46 ページの「ヘッドライトのハ

イビーム」)、ウィンカー (47 ページの「ウィ

ンカー」)、ワイパー、ウォッシャー (48 ペー

ジの「ワイパーとウォッシャー」)
4. ステアリング ホイール ボタン - 左 (35 ペー

ジの「ハンドルの左ボタンを使用する」)
5. 計器パネル (40 ページの「計器パネルについ

て」)
6. ステアリング ホイール ボタン - 右 (36 ペー

ジの「ハンドルの右ボタンを使用する」)
7. ギア セレクター (39 ページの「ギアシフト」)
8. タッチスクリーン (61 ページの「タッチスク

リーンの概要」)
9. ギア セレクター (13 ページの「グローブボッ

クス」)

10. パワー ウィンドウ スイッチ (8 ページの

「ウィンドウを開ける、閉じる」)
11. サイド ミラー調整スイッチ (37 ページの「ミ

ラー」)
12. シート (16 ページの「フロントおよびリア シ

ート」)
13. ステアリング コラム アジャスター (35 ペー

ジの「ステアリングホイール」)
14. ホーン (36 ページの「ホーン」)
15. ブレーキ (55 ページの「ブレーキ」)
16. ハザード ランプ (47 ページの「ハザードラン

プの点滅」)
17. キャビン環境コントロール (68 ページの「温

度調整」)
18. カップ ホルダー (15 ページの「カップホルダ

ー」)

注: 右ハンドル (RHD) 車では、上記のパーツが車両

右側に左右対称になるように配置されています。

インテリアの概要
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1. エクステリア ライト (44 ページの「ライト」)
2. ドア ハンドル (5 ページの「外部ドアハンド

ルを使用する」)
3. サンルーフ (14 ページの「サンルーフ」)
4. 充電ポート (86 ページの「Model S の充電」)
5. 外部ミラー (37 ページの「ミラー」)
6. フロント トランク (11 ページの「フロントト

ランク」)
7. ホイールおよびタイヤ (124 ページの「ホイー

ルとタイヤ」)
8. リア ビュー カメラ (60 ページの「リア ビュ

ー カメラ」)
9. リア トランク/リフトゲート (9 ページの

「リアトランク」)
10. パーキング センサー (51 ページの「パーキン

グアシスト」)

エクステリアの概要
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キーレスロックとロック解除

Model S はキーの存在を認識するセンサーを搭載

しています。センサーの作動範囲はおよそ 1 メート

ルです。

テックパッケージのオプションが付いている場合
は、キーを携帯して Model S に近づくだけでドアの

ロックが自動的に解除されます。同様に、キーを携
帯して Model S に近づき、トランクの外装ハンドル

の下にあるスイッチを押すとトランクが開きます。

ドアハンドルを押すと、ドアハンドルがせり出しま
す。「ドアハンドル自動せり出し」の設定がオンの場
合 、ドアハンドルは自動的にせり出します(5 ペ

ージの「外部ドアハンドルを使用する」を参照)。

タッチスクリーンで、車両から離れたときの自動ロ
ックの設定を ON にすると、キーを携帯したまま車

両から離れた際にドアが自動的にロックされます
(6 ページの「降車後オートロック」を参照)。

警告: 植込み型ペースメーカーを使用している

方は、キーレスシステムのアンテナからの電波
による機器への影響を避けるために、少なくと
もアンテナから 22cm 離れるようにしてくだ

さい。アンテナは以下の場所に設置されてい
ます。

1. リアバンパーの中央。

2. リアシートの下。

3. センターコンソール。

4. ダッシュボードの左端。

5. ダッシュボードの右端。

6. 左側（助手席）フロントガラスのワイパー
根元（右ハンドル車のみ）。

7. 右側（助手席）フロントガラスのワイパー
根元（左ハンドル車のみ）。

8. フロントトランクの中央。

キーを使用する

キーのご使用に慣れるために、キーを Model S のミ

ニチュア版と見なしてください（Tesla のエンブレ

ムのある側がフロントです）。キーには他のエリア
と比べて触ると柔らかい 3 つのボタンがあります。

1. トランク

• ダブルクリックしてリアトランクを開けま
す。

• Model S にパワーリフトゲートが搭載さ

れている場合、ダブルクリックしてリアト
ランクを閉めます。シングルクリックをす
ることで、作動中のリフトゲートを停止す
ることもできます。シングルクリックし
て、動いているリフトゲートを止めること
もできます。

2. すべてをロック/アンロックする

• ダブルクリックしてドアとリアトランクの
ロックを解除します。ハザードランプが 2
回点滅し、ドアハンドルがせり出します。

• シングルクリックしてドアとトランクをロ
ックします (すべてのドアとトランクを閉

めておく必要があります)。ハザードラン

プが 1 回点滅し、ドアハンドルが引っ込み

ます。

3. フロントトランク (「フランク」とも呼ばれる)

• ダブルクリックしてフロントトランクを開
けます。

この場合、キーが Model S に向いている必要はあり

ませんが、キーの作動範囲内である必要があります
(作動範囲はキーのバッテリーの強さによって異な

ります)。Model S がキーを検出できない場合は、キ

ーが車内にないことを示すメッセージがタッチスク
リーンに表示されます。Model S がキーを も検

出しやすい位置である 12V 電源ソケットの下にキ

ーを置きます (38 ページの「キー非検出時」を参

照)。

ドア
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周波数の近い無線機器がキーに影響を与える場合が
あります。その場合は、キーを他の電子機器 (携帯

電話、ノートパソコンなど) から 30 cm 以上離して

ください。キーが動作しない場合は、バッテリーの
交換が必要となる場合があります。バッテリーが放
電した場合は、以下に示すアンロックの手順に従っ
て Model S のドアを開けることができます。

(6 ページの「キーが動作しないときのアンロッ

ク」を参照してください。)

注意: 運転する際は、必ずキーを携帯してくだ

さい。キーを携帯していない場合でも運転す
ることはできますが、その場合は Model S の
電源を一度切ると、再度 ON にすることができ

ません。

注意: キーを衝撃、高温、液体による損傷から

保護してください。キーが溶剤、ワックス、研
磨洗浄剤に触れないようにしてください。

キーのバッテリー交換

キーのバッテリーの寿命は約 1 年です。バッテリー

残量が低下すると、計器パネルにメッセージが表示
されます。以下の手順に従ってバッテリーを交換し
ます。

1. キーのボタン側を下にして、やわらかい平らな
面にキーを置きます。

2. 小型の鋭利な道具を使用してバッテリーのフタ
を開けます。

3. キーの中央に向かってバッテリーを押して、前
方の固定クリップからバッテリーを外し、取り
出します。

4. プラス(+)面を上にして新しいバッテリー

(CR2032) を挿入します。バッテリーを挿入す

る前に、バッテリーの表面を指で触れないよう
にして、表面を拭き取ります。指紋が付くとバ
ッテリーの寿命が短くなることがあります。

5. バッテリーの向きを合わせて、バッテリーがキ
ーにカチリとはまるまでキーを上から押さえつ
けます。

追加のキーを入手する

キーを紛失した場合または追加のキーが必要な場合
は、Tesla にご連絡ください。Model S は 3 個まで

のキーを認識できます。

Model S 用の新しいキーを注文するときは、利用で

きるすべてのキーのプログラミングをやり直しま
す。

外部ドアハンドルを使用する

Model S が有効なキーを認識している場合は、ドア

ハンドルを軽く押すとハンドルがせり出します。

Model S にテックパッケージのオプションが付い

ている場合は、キーを携帯して運転席側に近づくと
自動的にドアハンドルがせり出すように設定するこ
とができます。タッチスクリーン上で、「コントロー
ル」 > 「設定」 > 「車両」 > 「ドアハンドル自動せ

り出し」 > 「On」にタッチします。

ハンドルに手を入れてハンドルを手前に引くとドア
が開きます。

ドアハンドルがせり出してから 1 分以内にハンドル

を使用しない場合、ハンドルが引っ込みます。ハン
ドルを押せば再びせり出します。 後のドアが閉ま
ってから 1 分後、Model S が動き始めた際、および

ロックした際にドアハンドルが引っ込みます。

注: バッテリーを長持ちさせるため、Model S は以

下の場合にオート プレゼント ドアハンドル機能が

一時的に無効になるように設計されています。

• キーが 48 時間以上、作動範囲外にある場合。

• すべてのドアが閉まった後、キーが作動範囲内
に５分間とどまった場合。

上記の場合は、運転席側のドアハンドルに触れるか、
キーのロック解除ボタンを押すことでハンドルがせ
り出します。オートプレゼント機能の設定をリセッ
トする必要はありません。上記の条件が該当しない
場合は、次回 Model S に近づくとハンドルが自動的

にせり出します。

ドア
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ドアが開いていると、計器パネルに「ド
アが開いています」インジケーターが表
示されます。タッチスクリーンの「コン
トロール」ウィンドウでも、開いている
ドアやトランクが表示されます。

内部ドアハンドルの使用

内部ドアハンドルを手前に引いてドアを開けます。

注: お子さまが内部ドアハンドルを使用してリアド

アを開けるのを防ぐには、タッチスクリーンで 「コ

ントロール」 > 「設定」 > 「車両」 > 「チャイルド

ロック」 の順にタッチしてチャイルド ロックをかけ

ます (6 ページの「チャイルドロック」 を参照)。

内部ロックとアンロック

Model S の車内に有効なキーがある場合、タッチス

クリーンで車内からドアとトランクをロック/アン

ロックすることができます。「コントロール」 > 「ロ

ック/アンロック」の順にタッチします。現在のロッ

クステータスが計器パネルの左下に表示されます。

注: Model S をロックする際にドアまたはトランク

がまだ開いている場合は、ドアまたはトランクが閉
じた際にロックされます。

チャイルドロック

お子さまが内部ハンドルを使用してリアドアおよび
リフトゲートを開けるのを防ぐために、Model S は
リアドアとリフトゲートにチャイルドロックを備え
ています。タッチスクリーンを使用してチャイルド
ロックを ON または OFF にするには、「コントロー

ル」 > 「設定」 > 「車両」 > 「チャイルド ロック」

の順にタッチします。

注: 後部座席にお子さまを乗せている場合は、チャイ

ルドロックを ON にすることをお勧めします。

走行時オートロック

Model S は、走行速度が時速 8 km を超えた際に、

トランクを含むすべてのドアを自動的にロックする
ことができます。この機能を ON または OFF にす

るには「コントロール」 > 「設定」 > 「車両」 >
「走行時オートロック」の順にタッチします。

降車後オートロック

Model S にテックパッケージのオプションが付い

ている場合は、キーを携帯したまま車から離れると
ドアとトランクが自動的にロックされます。

この機能を ON または OFF にするには、「コントロ

ール」 > 「設定」 > 「車両」 > 「降車後オートロッ

ク」の順にタッチします。

注: もしすべてのドアを閉めた状態で、キーをダブル

クリックして Model S のロックを解除すると、「降

車後オートロック」機能は、次に Model S の電源を

入れるまで (例えばブレーキ ペダルを押してドライ

ブにギアを入れる場合など)、または次回キーを使っ

て Model S をロックするまで一時的に保留されま

す。この機能を利用すると、ガレージ内で Model S
のロックを解除しておくことが可能です。

キーが動作しないときのアンロック

Model S に近づいたり、キーのアンロックボタンを

押したりしても ロックが解除されない場合は、キー

のバッテリーが切れている可能性があります。その
場合でも、アンロックし、Model S を運転すること

ができます。

Model S をアンロックする (セキュリティ アラー

ムを無効にする) には、まず図に示すように、運転

席側のフロントガラス ワイパーの根元付近にキー

を置きます。次に、助手席側のドアハンドルを押し
ます。キーを正しい位置に置くことが重要です。
Model S のロックが解除されない場合は、キーの位

置を調整してください。

Model S を運転するには、12V 電源ソケットの真下

にあるセンター コンソールにキーを置き、ブレーキ

ペダルを踏んだまま Model S の電源をオンにしま

す。

注: 上記の方法で Model S のロックを解除すると、

降車後オートロック機能は無効になります。この場

ドア
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合、キーのバッテリーを交換した後、降車後オート
ロック機能を手動で再び有効にする必要がありま
す。

キーのバッテリーを交換する方法については、5 ペ

ージの「キーのバッテリー交換」を参照してくださ

い。

電源が切れた状態で内部からドアを開く

Model S の電源が切れている場合は、内部のドアハ

ンドルを使用して通常どおりにフロントドアを開け
ることができます。リアドアを開けるには、後部座
席の下のカーペットの端をまくり、機械式解除ケー
ブルを見つけ、中央に引きます。

ドア
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ウィンドウを開ける、閉じる

ウィンドウスイッチを押して、ウィンドウを一番下
まで下げます。スイッチの操作には 2 段階ありま

す。ウィンドウを途中まで下げるには、スイッチを
押したまま希望の位置まで下がったらスイッチを離
します。

同様に、スイッチを引いてウィンドウを一番上まで
上げます。この際も、スイッチの操作には 2 段階あ

ります。スイッチを引いて希望の位置まで上がった
らスイッチを離します。

警告: パワーウィンドウを閉める前に、すべて

の乗員、特にお子さまの身体の一部がウィンド
ウの外に出ていないことを確認してください。
確認を怠ると、大けがにつながる可能性があり
ます。

警告: Model S から降車する際は、キーを必ず

携帯してください。Model S の車内にキーを

放置しておくと、すべてのドア、ウィンドウお
よびコントロールが操作可能な状態になり、
Model S の危険な使用、無許可での使用や意図

しない使用につながる可能性があります。

リアウィンドウをロックする

乗員がリアウィンドウのスイッチを使用するのを制
限するには、リアウィンドウロック スイッチを押し

ます。スイッチのランプが点灯します。リアウィン
ドウのロックを解除するには、もう一度スイッチを
押します。

警告: 安全確保のため、後部座席にお子さまが

乗っている場合は、リアウィンドウをロックす
ることをお勧めします。

警告: Model S の車内にお子さまを付き添いな

しで放置しないでください。

ウィンドウ
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開く

リアトランクは以下のいずれかの操作で開きます。

• タッチスクリーンで、 「コントロール」 > 「ト

ランク」 の順にタッチします。

• キーのトランクボタンをダブルクリックしま
す。

• トランクハンドルの下側のスイッチを押します
(テックパッケージのオプションが付いていな

い場合は、まず先に Model S をアンロックする

必要があります)。

リフトゲートが開いているときは、計器
パネルに「ドアが開いています」のイン
ジケーター が表示されます。タッチスク

リーンの「コントロール」ウィンドウで
もトランクの状態が表示されます。

動作中のリフトゲートを停止するには、キーのトラ
ンクボタンをシングルクリックします。さらに、ト
ランクボタンをダブルクリックすると、動作が逆方
向に再開されます (停止時にほぼ全開の状態または

閉じた状態をのぞく)。例えば、リフトゲートを開け

ている途中にシングルクリックで動作を停止する
と、次にダブルクリックするとリフトゲートの閉じ
る動作が開始します。

万一 Model S が通電していないなど、極めて稀な状

況下でトランクを開くには、 10 ページの「電気

がない状態で開ける」を参照してください。

閉める

トランクを閉めるには、リフトゲートを引いてから
完全に閉まるように強く押します。

Model S テックパッケージのオプションが付いて

いる場合は、以下の操作でトランクを閉めることが
できます。

• キーのトランクボタンをダブルクリックしま
す。

• タッチスクリーンで、「コントロール」 > 「ト

ランク」の順にタッチします。

• リフトゲート下方のスイッチを押します (9
ページの「開いたときの高さを調整する」を参

照)。

通電したリフトゲートが閉じている途中に障害物を
検出すると、自動的に開く動作に切り替わり、チャ
イムが 2 回なります。障害物を取り除き、もう一度

閉じる操作を行ってください。それでも閉じない場
合は、一時的に通電動作を無効にします。手動で閉
じてから、再度通電動作を有効にしてください。

注: 通電したリフトゲートを 1 時間以上開けたまま

の状態にした場合にも、パワークローズ機能は一時
的に無効になります。

開いたときの高さを調整する

パワーリフトゲート搭載の Model S では、リフトゲ

ートを開いたときの高さを、お好みの高さに調整す
ることができます。

1. リフトゲートを開き、お好みの高さまで下げま
す。

2. リフトゲート下方のボタンを 2 秒間押したまま

にして、確認のビープ音が聞こえるのを待ちま
す。

3. リフトゲートを閉めてもう一度開き、開いたと
きの高さがお好みの高さであることを確認しま
す。

リアトランク
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内側からトランクを開く

Model S の内側からトランクを開くには、リアトラ

ンクの内側にある解除スイッチを押し、リフトゲー
トを押し上げます。

Model S にオプションのテックパッケージが付属

している場合は、リフトゲートを押し上げる必要は
ありません。リフトゲートは、解除スイッチを押す
と開き、引くと閉じます。

注: チャイルドロックが ON のとき (6 ページの「チ

ャイルドロック」を参照)、または Model S が動い

ているときは、解除スイッチは無効になります。

電気がない状態で開ける

Model S が通電していない場合は、内側からリアト

ランクを開くことができます。リフトゲート内側の
インテリアライト横にある機械式解除ケーブルを利
用します。

1. カバーの下側を手前に強く引き、カバーを外し
ます。

2. ケーブルを引っ張り、ラッチを外します。

3. リフトゲートを押して開きます。

リアトランク
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開く

フロントトランクを開ける方法:

• タッチスクリーンで 「コントロール」 > 「フロ

ントトランク」 の順にタッチするか、キーのフ

ロントトランクボタンをダブル クリックしま

す。

• ボンネットを引き上げます。

フロントトランクが開くと、計器パネル
にドアオープンインジケーターが表示さ
れます。タッチスクリーンの「コントロ
ール」ウィンドウにもトランクが開いて
いる状態が表示されます。

Model S が通電していない等の極めて稀な状況で

フロントトランクを開ける方法は、12 ページの「電

気が切れた状態で開ける」を参照してください。

閉める

Model S のボディは軽量アルミニウム製です。し

たがって、ボンネットは自重でラッチがかかるほど
の重量はありません。ボンネット フロント端部ま

たは中央を無理に押すと損傷することがあります。
フロントトランクを閉める方法:

• ボンネットを下げてラッチに触れるようにしま
す。

• 両手をボンネットのフロント部分 (図示の箇所)
に置き、しっかりと押し下げてラッチにはまる
ようにします。

• ボンネットのフロント端部を持ち上げてしっか
りと閉まっていることを確認します。

注意: 損傷を防止する方法:

• 上の図に示す緑色の領域以外には力を加
えないでください。赤色の領域に無理な
力を加えると、損傷することがあります。

• ボンネットは片手で閉めないでください。
片手で閉めると力が一個所に集中し、凹み
や波打ちの原因となります。

• ボンネットの先端に圧力をかけないでく
ださい。ボンネット端部の波打ちの原因
となります。

• ボンネットを強く閉めたり、落としたりし
ないでください。

警告: セカンダリーキャッチだけでフードを固

定した状態で車両を運転しないでください。

フロントトランク
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内部緊急解除

フロントトランク内の内部解除ボタンを使用する
と、トランク内部に閉じ込められた人が脱出できる
ようになります。この解除ボタンは Model S が停

止状態であればいつでも有効です。

内部解除ボタンを押して、フロントトランクを開け
て、ボンネットを押し上げます。

注: このボタンは外光に短時間当たった後、数時間光

ります。

電気が切れた状態で開ける

Model S の電気が切れた状態、またはタッチスクリ

ーンまたはキーでトランクを開けられない場合は、
グローブボックスの下側にある機械式解除レバーを
引いてください ( 近のモデルには装備されていま

せん)。これでプライマリーキャッチが解除されま

す。

次に、セカンダリーキャッチレバーを押し下げて、
ボンネットを持ち上げます。セカンダリーキャッチ
に対して掛かる力を解除するには、ボンネットを少
し押し下げる必要がある場合もあります。

フロントトランク
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開ける、閉める

グローブボックスを開けるには、タッチスクリーン
の横にあるスイッチを押します。グローブボックス
を 5 分間以上開けたままにしておくと、グローブボ

ックスのライトが自動的に消灯します。

注: キーまたは降車後オートロック機能で Model S
を外部からロックすると、グローブボックスもロッ
クされます。Model S をタッチスクリーンでロッ

クしたときは、グローブボックスはロックされませ
ん。

警告: 走行時はグローブボックスを閉め、衝突

発生時や急停車時に乗員が負傷しないように
してください。

グローブボックス
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開ける、閉める

Model S にサンルーフが装備されている場合、操作

するには、タッチスクリーンで 「コントロール」 >
「サンルーフ」 の順にタッチします。サンルーフ ス
ライダー バーをドラッグするか、サンルーフの画像

にタッチしてそれをドラッグします。サンルーフが
選択された位置まで移動します。

「開く」 にタッチすると、サンルーフが 適な位置

（風の音を 小限に抑える 75%開）まで開きます。

あるいは、スライダー バーをインデント位置までド

ラッグしてサンルーフを 適な位置まで動かしま
す。サンルーフを 適な位置に設定していても、風
の音がうるさい場合（運転速度によります）、窓を少
しだけ開くようにします。

サンルーフを完全に開くには 「開く」 に 2 回タッ

チします。

サンルーフを完全に閉じるには 「閉じる」 にタッチ

します。

サンルーフの安全機能が障害物を検出すると、サン
ルーフは閉まりません。障害物を取り除いてもまだ
閉まらない場合は、 「閉じる」 にタッチしたままサ

ンルーフのアンチトラップ機構を無効にしてくださ
い。

サンルーフを少し開くときは 「チルト」 にタッチし

ます。

サンルーフの開閉中にお好みの位置で止めるには、
サンルーフの画像にタッチします。

警告: 同乗者がサンルーフから身体の一部を出

さないよう注意してください。走行中に飛ん
でくる障害物により大けがをする可能性があ
ります。

警告: サンルーフを閉めるときは、同乗者、特

にお子さまがサンルーフの開口部から手など
を出していないことを必ず確認してください。

確認を怠ると、大けがにつながる可能性があり
ます。

注意: 雪や氷が積もっているときは、それを取

り除いてからサンルーフを開いてください。
雪や氷が積もったサンルーフをそのまま開く
と損傷発生の可能性があります。

注意: サンルーフを突き破るようなものは持ち

込まないでください。そのようなものを持ち
込むと、サンルーフのシール/アンチトラップ

機構が破損する可能性があります。

サンルーフ
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開ける、閉める

カップ ホルダーを出すにはアームレストを後ろに

スライドします。

カップホルダー
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正しい運転位置

シート、ヘッドレスト、シートベルト、エアバッグ
はそれぞれ連動しており、乗員の安全性を 大限に
確保するようになっています。これらの機能を正し
く使用することで、保護性能を向上させることがで
きます。

シート位置を正しく設定すると、フロントエアバッ
グからできるだけ離れた位置でシートベルトを正し
く装着することができます。

1. 上体を起こし両足をフロアに着けた状態で着座
し、シートのリクライニングが 30°を超えない

ようにします。

2. ペダルに足が十分に届き、ハンドルを握ったと
き腕が少し曲がることを確認します。胸がエア
バッグカバーの中央から 25 cm 以上離れるよ

うにしてください。

3. シートベルトの肩ベルトが乗員の首と肩の間を
通るようにします。シートベルトの腰ベルトが
腹回りに通らず腰回りに密着するように装着し
ます。

Model S のシートにはヘッドサポートが組み込ま

れていますが、これは調整や取り外しはできません。

運転席シートの調整

1. ランバー サポートを調整する。

2. バックレストを調整する。

3. シートを前後に移動させる。

4. シートの高さと傾きを調整する。

警告: 運転中にシートの調整をしないでくださ

い。事故につながる恐れがあります。

警告: 走行中にリクライニングしたシートに座

っていると、衝突時に乗員が腰ベルトの下に潜
り込んだりシートベルトに巻き込まれたりし
て重傷を負う危険があります。車両走行時は
必ず、シートのリクライニングを 30°未満にし

てください。

フロントおよびリア シート
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リアシートの折りたたみ

Model S の分割式リアシートは前方へ折りたたむ

ことができます。

折りたたむ前に、シートやリアシートの足下部分か
ら物を取り除いてください。リアシートバックを完
全に平らにするには、フロントシートを前方へ移動
させる必要がある場合もあります。

リアシートを折りたたむには、折りたたみ用のレバ
ーを押し、シートを前方へ倒します。

リアシートの引き上げ

リアシートを引き上げる前に、シートベルトがバッ
クレストの裏側に引っかかっていないことを確認し
ます。

シートバックを上方へ引き、所定の位置にロックさ
せます。

シートバックを前方へ引き、直立位置でロックされ
ていることを確認します。

警告: シートバックが必ず、直立位置でロック

されているようにしてください。これを怠る
と事故の危険が増します。

ヘッドレスト

シートにはヘッドサポートが組み込まれています
が、これは調整や取り外しはできません。

シートカバー

Model  S ではシートカバーを使用しないでくださ

い。事故発生時にサイド エアバッグの展開が制限

される可能性があります。また、乗員感知システム
の精度が低下する可能性もあります。

フロントおよびリア シート
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シートベルトの着用

シートベルトとチャイルドシートは、衝突の発生時
に乗員を保護する も効果的な手段です。したがっ
て、シートベルトの着用はほとんどの地域で義務づ
けられています。

運転席と助手席の両方に、3 点慣性リールシートベ

ルトが装備されています。慣性リールベルトは、通
常の運転状況で乗員が快適に移動できるよう自動的
に張力がかかるようになっています。チャイルドシ
ートを固定するために、すべての座席の着座位置に
ALR（自動ロック式巻き取り装置）が取り付けられ

ています。シートベルトを必要以上の長さに引っ張
ると、ALR が作動してベルトがロックされます。バ

ックルが外されないかぎりベルトはロックされたま
まです (24 ページの「シートベルト保持式チャイ

ルドシートを取り付ける」参照)。

シートベルトリールは、Model S が急加速、ブレー

キング、コーナリング、または衝突の衝撃に伴う力
を受けると、乗員の移動を防止するために自動的に
ロックします。

計器パネル上のシートベルト リマインダ

ーは、座席にいる乗員がシートベルトを
着用していない場合に、警告します。シ
ートベルトが着用されないままの状態で
いると、リマインダーが点滅し断続的な
チャイム音を鳴らします。すべての乗員
がシートベルトを着用したにもかかわら
ずリマインダーがオンのままの場合は、
シートベルトが正しく着用されているこ
とを確認するために再度着用し直しま
す。また乗員がいない座席から重い物
(書類かばんなど) を移動してください。

リマインダーランプが引き続き点灯して
いる場合は、Tesla に連絡してください。

シートベルトを着用するには

1. 座席の正しい位置を確認します。

2. ベルトをスムーズに引き出して、ベルトが骨盤、
胸、鎖骨の中間点の上、首と肩の間に平らに位
置するようにします。

3. ラッチプレートをバックルの中にカチッという
音がするまで差込みます。

4. 安全に固定されたことを確認するため、ベルト
を引きます。

5. ベルトの対角線部分をリールに向かって引き、
余分な弛みを取り除きます。

シートベルトを着用するには

シートベルトが速く巻き込まれすぎないようにする
ために、バックル近くのベルトを持ち、バックルの
ボタンを押します。そうすることで、ベルトが自動
的に巻き込まれます。ベルトが完全に巻き込む際に
邪魔になるような障害物がないことを確認し、ベル
トが完全に巻き込まれるようにします。シートベル
トが完全に巻き込まれない場合は、Tesla に連絡し

てください。

妊娠中の女性がシートベルトを着用する

とき

腰ベルトは、腹部のふくらみを避け腰骨のもっとも
低い位置にくるように調整します。肩ベルトは胸の
中央を通るようにします。詳しくは医師の指示に従
ってください。

警告: 事故が発生した場合の衝撃を和らげるた

め、乗員とシートベルトの間に絶対に物を入れ
ないでください。

シートベルト
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シートベルトプリテンショナー

前席シートベルトには、前方向からの激しい衝突の
際にエアバッグと連動して作動するプリテンショナ
ーが装備されています。プリテンショナーはシート
ベルトアンカーとシートベルトウェビングを巻き込
み、腰ベルトと肩ベルトの弛みを減らし、乗員の前
方への移動を減少させます。

プリテンショナーとエアバッグが衝突時に作動しな
かった場合、故障ではなくこれらの作動条件を満た
すほどの強い衝撃が存在しなかったこと意味しま
す。

警告: シートベルトプリテンショナーは一度し

か作動しません。一度作動したら、交換する必
要があります。事故の後、エアバッグ、シート
ベルトプリテンショナー、すべての関連コンポ
ーネントを確認し、必要に応じて交換します。

シートベルトのテスト

シートベルトが正しく作動することを確認するた
め、各シートベルトで 3 つの簡単な点検を行ってく

ださい。

1. シートベルトを着用している状態で、バックル
に も近いウェビングを素早く引きます。バッ
クルはしっかりとロックされたままでなければ
なりません。

2. ベルトを外した状態で、ウェビングを限界まで
引き出します。引き出し操作がスムーズに行え
ることを確認し、ウェビングに摩耗がないか確
認します。ウェビングを引き込ませて、引き込
みがスムーズで完全であることを確認します。

3. ウェビングを半分引き出した状態で、タング プ
レートを持ち、前方に素早く引きます。シート
ベルトが自動的にロックし、それ以上引き出せ
なくなったことを確認します。

シートベルトがこれらのテストのいずれかに合格し
ない場合、Tesla にただちに連絡してください。

シートベルトに関する警告

警告: シートベルトは、短距離の運転であって

も、すべての乗員が必ず着用しなければなりま
せん。着用しない場合は、事故が発生した場合
に負傷や死亡事故につながる危険性が増大し
ます。

警告: 小さなお子さまは適切なチャイルドシー

トに固定してください。取り付ける際は、必ず
チャイルドシート製造元の取扱説明書の指示
に従ってください。

警告: すべてのシートベルトが正しく着用され

ていることを確認してください。シートベル
トを正しく着用しないと、事故が発生した場合
に負傷や死亡事故につながる危険性が増大し
ます。

警告: ペン、鍵、眼鏡など硬くて先端が尖った

物、壊れやすい物を入れた衣服の上からシート
ベルトを着用しないでください。

警告: ストラップがねじれた状態でシートベル

トを着用するのは避けてください。

警告: シートベルトは乗員 1 人につき 1 本使用

します。お子さまを膝の上に乗せたまま、シー
トベルトを着用するのは危険です。

警告: 事故で摩耗したシートベルトは、シート

ベルトへの目に見える損傷がない場合でも、必
ず Tesla に検査または交換を依頼してくださ

い。

警告: シートベルトに摩耗の兆候 (擦り切れな

ど) がある、もしくは何らかの切り込みまたは

損傷がある場合は、必ず Tesla に交換を依頼し

てください。

シートベルト
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警告: シートベルトを化学物質、液体、埃、ゴ

ミ、または洗浄液等で汚さないようにしてくだ
さい。シートベルトが巻き込まない、またはバ
ックルで固定できない場合は、ただちに交換す
る必要があります。Tesla に連絡してくださ

い。

警告: シートベルトの弛みを除去することを妨

げる、またはシートベルトが弛みを調整するこ
とを妨げるような部品の追加や改造はしない
でください。ベルトが弛むと、乗員保護の効果
が大幅に減少します。

警告: シートベルトの操作を妨げる、または操

作に影響を与えるような改造はしないでくだ
さい。

警告: シートベルトは、未使用時に完全に巻き

込まれ、弛みのない状態である必要がありま
す。シートベルトが完全に巻き込まれない場
合は、Tesla に連絡してください。

シートベルト
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お子さまを乗せるときのガイドライン

お子さまを乗せる際は、年齢、体重、身長に合ったチャイルドシートで身体を固定する必要があります。助手
席ヘッドエアバッグが ON になっているときは、お子さまを乳幼児用または小児用チャイルドシートで助手席

に乗車させないでください。助手席フロントエアバッグが作動しないようにする方法については、32 ページ

の「助手席ヘッドエアバッグを OFF にする」を参照してください。チャイルドシートを使用する際は、チャ

イルドシートの取扱説明書に確実に従ってください。

警告: 前方にある「作動可能状態のエアバッグ」によって保護されている座席上で後ろ向きチャイルドシ

ートを使用するのは絶対に避けてください。お子さまが重傷を負ったり死亡事故につながる危険性があ
ります。サンバイザーの両側に貼付されている以下のラベルを見てください。

Model S に搭載されている Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイルドシート（オプション）は、身長・体

重が一定範囲内のお子さま向けに設計されています（27 ページの「ビルトイン チャイルドシート」を参照）。

チャイルドシート
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チャイルドシートを選ぶ

シートベルト保持式のチャイルドシートおよび ISOFIX チャイルドシートの種類はお子さまの体重に合わせ

て選ぶ必要があります。次の表をガイドラインとして参照してください。

シートベルト保持式チャイルドシート

質量グループ 助手席 後部窓際席 後部中央席

グループ 0 10 kg 以下 X U U

グループ 0 ＋ 13 kg 以下 L* U U

グループ 1 9～18 kg UF** U、UF U、UF

グループ II 15～25 kg UF** U、UF U、UF

グループ III 22～36 kg UF** U、UF U、UF

U:汎用後ろ向きチャイルドシート

UF:汎用前向きチャイルドシート

L:推奨するチャイルドシート - Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 または Takata Mini E4
04443717

X:シート位置がこの質量グループのお子さまには不適切です。

* シートは 後部かつ も低い位置に配置しなければなりません。

** シートは 後部かつ も高い位置に配置しなければなりません。

注記:補助シートは必ずシートベルトで取り付けてください（ISOFIX は使用しないでください）。

チャイルドシート
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ISOFIX* チャイルドシート

質量グループ サイズ等級 固定具

後部窓際 ISOFIX
位置

グループ 0 10 kg 以下 E R1 IL

グループ 0 ＋ 13 kg 以下

E R1 ILA、C

D R2 ILA、C

C R3 ILA、C

グループ 1 9～18 kg

D R2 ILB

C R3 ILB

B F2 IUF、ILB、D

B1 F2x IUF、ILB、D

A F3 IUF、ILB、D

IL:準汎用チャイルドシート（支持脚付きの後ろ向きまたは前向きシート）に 適

IUF:汎用チャイルドシート（テザー付き前向きシート）に 適

A 推奨:Takata Mini E4 04443717
B 推奨:Takata Midi E4 04444204
C 推奨:Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517
D 推奨:Maxi-cosi Pearl/familyfix E4 043908

*ISOFIX - 乗用車内にチャイルドシートを取り付ける方法の国際標準規格

注: お子さまとチャイルドシートを合わせた重量が 29kg を超える場合、Tesla はシートベルトとトップテザ

ーストラップでチャイルドシートを取り付けることを推奨します。安全なうえ、シートベルト警告灯が確実に
消灯するという利点があります。チャイルドシート取り付けの際は必ずシートベルトの取扱説明書の指示に
従ってください。

チャイルドシート
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より大きなお子さまを乗せるとき

お子さまの体格が大きくてチャイルドシート内に収
まらない、しかし標準的なシートベルトで固定する
には小さすぎるという場合は、年齢・体格に合った
補助シートを使用してください。シートベルトで補
助シートを固定する際は、メーカーの取扱説明書の
指示に必ず従ってください。ISOFIX システム付き

の補助シートの場合でも、ISOFIX システムを使用し

て補助シートを固定することは避けてください。

チャイルドシートを取り付ける

チャイルドシートを取り付ける一般的な方法は次の
2 通りがあります。

• シートベルトで取り付ける - 車両に備え付けの

シートベルトでチャイルドシートを固定します
(24 ページの「シートベルト保持式チャイル

ドシートを取り付ける」を参照)。
• ISOFIX で取り付ける - 後部座席に組み込まれ

たアンカーバーにチャイルドシートを取り付け
ることができます(24 ページの「ISOFIX 対応

チャイルドシートを取り付ける」を参照)。

チャイルドシートの取扱説明書および 21 ページの

「チャイルドシート」の表を参照して、取り付け方法

を判断してください。チャイルドシートによっては
どちらの方法でも取り付けられます。取り付けに際
しては必ずチャイルドシートメーカーの取扱説明書
の指示に従ってください。

シートベルト保持式チャイルドシートを

取り付ける

初に、お子さまの体重がチャイルドシートの許容
範囲内であることを確認します。

お子さまに厚い生地の服を着せるのは避けて、お子
さまとチャイルドシートの間には何も置かないでく
ださい。

お子さまに合わせて毎回ハーネスを調整します。

チャイルドシートを固定するために、すべての座席
の着座位置に ALR（自動ロック式巻き取り装置）が

取り付けられています。シートベルトを必要以上の
長さに引っ張ると、ALR が作動してベルトがロック

されます。バックルが外されウェビングが巻き込ま
れないかぎりベルトはロックされたままです。ALR
機構はラチェットの働きをします。シートベルトの
弛みを取り、ベルトが完全に巻き戻されるまでベル
トがそれ以上延びるのを防ぎます。チャイルドシー
トを取り付ける際は、ウェビングが完全に伸びきる
までシートベルトを引っ張って ALR を作動させて

ください。ALR システムは、シートベルトが伸びき

った状態の際に作動します。

注: シートベルトのバックルが外されベルトが完全

に巻き込まれると、ALR のエンゲージが外れます。

これでベルトは通常のシートベルトとして使えるよ

うになり、内外に自由にスライドして緊急時のみロ
ックします。チャイルドシートを取り付ける際は、
ALR のエンゲージが外れた状態でシートベルトを

限界まで伸ばして ALR をエンゲージします。

チャイルドシートを取り付ける際は、必ずチャイル
ドシートメーカーの詳細指示に従ってください。以
下に一般的なガイドラインを示します。

1. チャイルドシートを Model S の中に置き、シー

トベルトを限界まで伸ばします。チャイルドシ
ートメーカーの指示に従ってシートベルトを通
し、バックルで固定します。

2. シートベルトを巻き込み、チャイルドシートを
Model S の座席にしっかり押し込みながらシ

ートベルトの弛みを完全に取り除きます。

3. シートベルト保持式のチャイルドシートにトッ
プテザーが付いている場合は、トップテザーを
チャイルドシートの背部に取り付けます（25
ページの「トップテザーストラップを取り付け

る」を参照）。

ISOFIX 対応チャイルドシートを取り付

ける

ISOFIX 対応チャイルドシートを取り付けるための

ロアアンカーは 2 列目窓際の座席内に用意されてお

り、座席の背もたれとクッションの間にあります。
各アンカーの正確な位置は、下図に示すようにチャ
イルドシート識別ボタンによって識別されます。こ
のボタンは座席の背にあり、対応アンカーの真上に
位置しています。

チャイルドシート
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ISOFIX 対応チャイルドシートは、窓際座席だけに取

り付けてください。シート中央にはシートベルト保
持式のシートだけを使用します。

ISOFIX チャイルドシートを取り付けるには、チャイ

ルドシートラッチをカチッと音がするまでアンカー
バー上へスライドさせます。チャイルドシートの取
扱説明書を注意深く読み、説明書の指示に従ってく
ださい。チャイルドシートを取り付ける際は、必ず
チャイルドシートメーカーの詳細指示に従ってくだ
さい。

お子さまを座らせる前に、チャイルドシートを取り
付けた後にチャイルドシートが確実に取り付けられ
ていることを確認します。チャイルドシートを左右
にねじろうとしたり、座席から引き離そうと力を加
えてもアンカーが動いたりしないことを確認してく
ださい。

トップテザーストラップを取り付ける

トップテザーストラップがある場合は、そのフック
を後部座席の背にあるアンカーポイントに取り付け
ます。必ずシングルストラップ テザーズが

Model S ヘッドレスト中央を通るようにします。

デュアルストラップ テザーズを締めてヘッドレス

トの両脇を通します。チャイルドシートの取扱説明
書に従ってストラップの長さを調整してください。

注: シングルストラップ テザーズが横方向に動くの

を防ぐため、ヘッドレストの上部が変形します。

チャイルドシート
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チャイルドシートをテストする

チャイルドシートにお子さまを座らせる前に、チャ
イルドシートの取り付けに緩みがないことを必ず確
認してください。

1. ベルトごとチャイルドシートをつかみ、前後左
右にスライドさせてみてください。

2. シートが 2.5 cm 以上動く場合は、取り付けが

不十分です。ベルトの長さを調節するか、ある
いは ISOFIX チャイルドシートの場合は取り付

けをやり直します。

3. 緩みが残る場合は、取り付け位置を変えてみる
か、または別のチャイルドシートに替えてみて
ください。

チャイルドシートに関する警告

警告: 助手席ヘッドエアバッグが ON になって

いるときは、お子さまを乳幼児用または小児用
チャイルドシートで助手席に乗車させないで
ください。大けがまたは死亡事故につながる
可能性があります。

警告: 作動可能状態のエアバッグで保護されて

いる座席上で後ろ向きチャイルドシートを使
用するのは絶対に避けてください。大けがま
たは死亡事故につながる可能性があります。
助手席側のサンバイザーにある警告ラベルを
お読みください。

警告: お子さまが体重 9kg 以下で自分一人で

は座れない場合は、前向きチャイルドシートの
使用は避けてください。2 歳以下のお子さまは

背骨と首の発達が十分でなく、正面からの衝撃
による負傷を避けることができません。

警告: 小さいお子さまを膝上にのせるのは避け

てください。常にお子さまに合ったチャイル
ドシートで保護する必要があります。

警告: お子さまの安全な着座を確実にするた

め、本書およびチャイルドシートの取扱説明書
に記載されているすべての指示に従ってくだ
さい。

警告: お子さまはできるだけ長期間、5 点式統合

ハーネス使用の後ろ向きチャイルドシートに
着座させる必要があります。

警告: チャイルドシートまたは補助シートを取

り付ける際に、シートベルトエキステンダーは
使用しないでください。

警告: より大きいお子さまを着座させる場合

は、頭部が支持され、シートベルトが適切に調
整され、しっかり着用されていることを確認し
てください。肩ベルトは顔および首から離れ
ている必要があります。また、腰ベルトが腹部
にかからないようにする必要があります。

警告: 2 つのチャイルドシートを 1 つのアンカ

ーポイントに取り付けることは絶対に避けて

ください。万一衝突事故が発生した場合、1 つ
のアンカーポイントでは 2 つのシートを支え

きれない可能性があります。

警告: チャイルドシート固定システムは、チャ

イルドシートが正しく取り付けらた状態で受
ける荷重にのみ耐えられるように設計されて
います。大人用のシートベルトやハーネスを
固定するために使用したり、他の物や機器を車
両に固定するために使用したりすることは絶
対に避けてください。

警告: ハーネスやテザーストラップが損傷した

り摩耗したりしていないか、必ず点検してくだ
さい。

警告: チャイルドシートまたは補助シートの取

り付けに使用されているシートベルトに対し
て、シートベルトエキステンダーは使用しない
でください。

警告: お子さまがチャイルドシート内にしっか

り固定されている場合でも、お子さまのそばか
ら離れないようにしてください。

警告: 事故の際に使用していたチャイルドシー

トを再度使用することは絶対に避けてくださ
い。チャイルドシートの検査や取り替えはチ
ャイルドシートの取扱説明書に従って行って
ください。

チャイルドシート
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使用制限

Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイルドシート

(オプション) は、国連 ECE 規制 R44.04 標準の質

量グループ II と III 、体重 15 ～ 36 kg のお子さまの

使用を前提に認可されたチャイルドシートです。年
齢 3 才～ 12 才の身長 98 ~ 135 cm のお子さま以外

には使用しないでください。

絶対にお子さまの頭頂部が車両に触れないようにし
てください。お子さまが快適に座っていられるよう
に、必ずシートベルトは正しい位置に通し、きちん
とラッチをかけてください。お子さまの骨盤を膝ベ
ルトで正しい位置に固定してください。与えられた
指示に従い、このシート内で補助チャイルドシート
を使わないでください。

注: Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイルドシ

ートにお子さまを座らせているときは、車内の空気
を循環させるのではなく､Model S 内に外気を取り

込むようにエアコンを設定することをお勧めしま
す。そうすることにより、後部座席エリアにより多
くの空気が供給されるようになります。

開く

1. トランクフロアのカバーを外し、ストラップを
引いてシートアセンブリを持ち上げます。

2. シートアセンブリを所定位置に押し込みます。

3. ベルクロストラップを外します。

4. ハンドルを引いてヘッドレストをシートバック
から解放し、次にヘッドレストを手前に引いて
広げます。

5. シートバックを垂直に起こし、所定位置にロッ
クされるまで押します。固定金具がはまってい
ることを確認します。

6. シートバックとシートベースが垂直位置に確実
に固定されていることを、シートバックを手前
に引いて確認します。

ビルトイン チャイルドシート
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お子さまを座らせる

Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイルドシート

は、国連 ECE 規制 R44.04 標準の質量グループ II
と III 、体重 15～36 kg のお子さまの使用を前提に

認可されたチャイルドシートです。年齢 3 才～ 12
才の身長 98 ~ 135 cm のお子さま以外には使用し

ないでください。

絶対にお子さまの頭頂部が車両に触れないようにし
てください。お子さまが快適に座っていられるよう
に、必ずシートベルトは正しい位置に通し、きちん
とラッチをかけてください。お子さまの骨盤を膝ベ
ルトで正しい位置に固定してください。与えられた
指示に従い、このシート内で補助チャイルドシート
を使わないでください。

注: Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイルドシ

ートにお子さまを座らせているときは、車内の空気
を循環させるのではなく､Model S 内に外気を取り

込むようにエアコンを設定することをお勧めしま
す。そうすることにより、後部座席エリアにより多
くの空気が供給されるようになります。

1. お子さまの腕がシートベルトの輪の中に入るよ
うにお子さまの位置を決めます。

2. シートベルトの対の留め金をはめます。

3. シートベルトの留め金のラッチをバックルに差
し込みしっかり締まっていることを確認しま
す。

4. ショルダー ベルトを調節して、肩の一番高い位

置にベルトを通し、顔からは離れるようにしま
す。

5. バックルの長さを調節して、下側のストラップ
を骨盤に密着させます。骨盤がしっかり固定さ
れるようにしてください。

6. お子さまがシート内に確実に収まるまで下側の
ストラップを引きます。

7. ショルダー クリップをスライドして、ベルトの

上側部分が肩の上にとどまるようにします。

外すときは、バックルのボタンを押し、対になって
いるシートの拘束具を分離します。

チャイルドシートに関する警告

警告: Tesla ビルトイン タイプ後ろ向きシート

は、国連 ECE 規制 R44.04 標準の質量グルー

プ II と II 、体重 15 ～ 36 kg のお子さまが使用

するものとして認可されたチャイルド シート

です。年齢 3 才～ 12 才の身長 98 ~ 135 cm
のお子さま以外には使用しないでください (お
子さまの頭頂部が内装に触れないこと) 。

警告: Tesla ビルトインタイプ後ろ向きシート

内で、ブースターシートなどの補助的なチャイ
ルドシートシステムを使用しないでください。

警告: 絶対にお子さまの頭頂部が車両に触れな

いようにしてください。お子さまが快適に座
っていられるように、必ずシートベルトは正し
く締めてください。

警告: お子さまの安全を守るため、ビルトイン

タイプ後ろ向きチャイルドシートに関するす
べての指示に従い、すべての警告に留意してく
ださい。

警告: 安全に関するすべての警告と、シートに

付いているすべてのラベルを読んでください。

警告: チャイルドシートまたは Tesla ビルトイ

ンタイプ後ろ向きチャイルドシートに固定さ
れている場合でも、Model S 内にお子さまを付

き添いなしで車内に放置しないでください。
暑い日は、車内の温度が危険なレベルまで上昇

ビルトイン チャイルドシート
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し、脱水症状を引き起こしたり、重傷や死亡を
招くことがあります、

警告: Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイ

ルドシートに付いている布地を取り除いたり、
別のものに取り替えることは避けてください。
カバーはシートがその役割を果たす上で重要
なパーツです。取り除いたり、Tesla から提供

されるカバー以外の種類に取り替えないでく
ださい。

警告: Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイ

ルドシートが事故などで擦り切れたときは、明
らかな破損がなくても、Tesla の検査を受け、

交換してください。

警告: Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイ

ルドシートにお子さまを乗せる前に、シートバ
ックを手前に引いて、シートが垂直位置に確実
に固定されていることを確認してください。

警告: いかなる理由（クリーニング等）であっ

ても、Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイ

ルドシートを取り外さないでください。ご利
用のお子さまの安全を確保するため、シートの
撤去および設置は必ず Tesla のサービス技術

者に依頼してください。

警告: Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイ

ルドシートの機能に影響を及ぼすような改造
や部品の追加は行わないでください。

警告: 怪我を防ぐため、車内で固定されていな

いアイテム (バッグ、手荷物など) はすべて固

定してください。事故、または急ブレーキや急
カーブの際、固定されていないアイテムが怪我
の原因となることがあります。

ビルトイン チャイルドシート
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エアバッグの位置

エアバッグは下図に示す位置に設置されています。エアバッグについての注意事項は、サンバイザーに表示さ
れています。

1. 助手席用フロントエアバッグ

2. 運転席ヘッドエアバッグ

3. サイドエアバッグ

4. カーテンエアバッグ

注: 右ハンドル車では、助手席と運転席の位置が逆になります。

エアバッグ
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エアバッグの動作

エアバッグは、衝突時のキャビンの速度の変化に反
応して展開します。エアバッグの展開は減速率によ
って決定されます。

エアバッグは、大きな力で瞬時に展開し、大きな音
を立てます。展開したエアバッグは、シートベルト
とともに乗員の体の動きを制限し、けがのリスクを
低減させます。

ヘッドエアバッグは、通常は追突、横転、正面また
は側面の軽微な接触、急ブレーキ、悪路の走行では
展開しないように設計されています。このため、車
体の外見が大きく変形してもエアバッグが展開しな
いことがあり、逆に、構造的な破損の場合には、比
較的軽微な破損でもエアバッグが展開することがあ
ります。

障がいをお持ちのかたのために、エアバッグシステ
ムに影響が及ぶような改造をお考えの場合は、Tesla
までご連絡ください。

エアバッグの種類

先進ヘッドエ
アバッグ

ヘッドエアバッグは、お子さまや
小柄な成人がフロントシートに乗
車されていてもできるだけエアバ
ッグに関連したけがを負わないよ
うに設計された先進エアバッグで
す。運転席のヘッドエアバッグは
シート位置センサーで作動し、乗
員の座っている位置をもとに展開
レベルを調整します。乳幼児を含
む小さなお子さまが助手席に乗車
する場合は、安全のため、下記の
要領で助手席ヘッドエアバッグを
OFF にしてください。

サイドエアバ
ッグ

サイドエアバッグは胸郭および骨
盤を保護します。このエアバッグ
は側面から大きな衝撃を受けた時
だけ展開します。衝撃を受けなか
った側のサイドエアバッグは展開
しません。

カーテンエア
バッグ

カーテンエアバッグは頭部を保護
するもので、通常は大きな側面衝
撃がかかったとき、あるいは車両
が横転したときにしか展開しませ
ん。衝撃を受けなかった側のカー
テンエアバッグは展開しません。

エアバッグ
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助手席ヘッドエアバッグを OFF にする

お子さまが助手席に乗車するときは（乳児用または
小児用チャイルドシートを利用する場合でも）お子
さまが衝突時にエアバッグでけがをしないように助
手席ヘッドエアバッグをオフにする必要がありま
す。

注: お子さまをチャイルドシートで乗車させるとき

は、できるだけリアシートに乗車させてください。

車両の助手席側のフロントエアバッグとサイドエア
バッグを OFF にするには、「コントロール」 > 「設

定」 > 「安全とセキュリティ」 > 「助手席 フロン

トエアバッグ」の順にタッチします。

助手席ヘッドエアバッグの ON/OFF ステータス

は、タッチスクリーンの右上隅に表示されます。こ
のインジケーターにタッチして、助手席ヘッドエア
バッグを ON または OFF にすることもできます。

OFF にスイッチしてもステータスが ON の場合（あ

るいは、その逆の場合）は、ただちに Tesla までご

連絡ください。

注: Model  S は静電容量式のタッチスクリーンを搭

載しており、手袋をしている場合は、タッチしても
反応しないことがあります。タッチスクリーンが反
応しない場合は、手袋を外すか、指先に導電性の素
材を使った専用の手袋を着用してください。

警告: 助手席ヘッドエアバッグが ON になって

いるときは、お子さまを乳幼児用または小児用
チャイルドシートで助手席に乗車させないで
ください。大けがまたは死亡事故につながる
可能性があります。

警告: 助手席エアバッグのコントロールが機能

していないと思われる場合は、助手席に人を乗
せないようにしてください。ただちに Tesla
に連絡して車両点検を受け、必要であれば修理
を依頼してください。

警告: Model  S ではシートカバーを使用しな

いでください。事故発生時にサイドエアバッ
グの展開が制限される可能性があります。

エアバッグ
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エアバッグ展開の影響

エアバッグが展開するときは微粉末が放出されま
す。この粉末には皮膚に刺激を与える成分が含まれ
るため、目、切り傷や擦り傷に付着した際は、流水
で完全に洗い流すようにしてください。

展開したエアバッグは収縮し、乗員にクッション効
果を及ぼすと同時に、ドライバーの前方の視界が遮
られないようにします。

エアバッグが展開したとき、あるいは車が事故にあ
ったときは、必ずエアバッグとシートベルトのプリ
テンショナーなどの関連部品をチェックし、必要で
あれば Tesla に交換を依頼してください。

衝突時には、エアバッグの展開以外に以下のような
ことが起こります。

• ドアがアンロックされ、ドアハンドルがせり出
します。

• ハザード警告灯が点灯します。

• 室内灯が点灯します。

• 高電圧系統が OFF になります。

バッテリー電源を復旧させるには、タッチスクリー
ンで Model S、ブレーキを踏んで再度 ON にしま

す。

エアバッグインジケーター

エアバッグシステムが故障している際
は、計器パネルのエアバッグインジケー
ターが点灯したままになります。このイ
ンジケーターが点灯するのは本来
Model S を始動したときだけで、そのと

きは数秒で消灯します。点灯したままの
状態の場合は、運転するのを控え、ただ
ちに Tesla に連絡してください。

エアバッグについてのご注意

警告: 衝突時の大けがや死亡のリスクを 小限

に減らすため、座席にエアバッグが装備されて
いるかどうかに関わらず、ドライバーを始めす
べての乗員は、必ずシートベルトを着用してく
ださい。

警告: フロントシートの乗員は、展開したエア

バッグが破裂してけがをすることがあります
ので、エアバッグモジュールの上に腕を載せな
いでください。

警告: Model  S ではシートカバーを使用しな

いでください。事故発生時にサイド エアバッ

グの展開が制限される可能性があります。ま
た、乗員感知システムの精度が低下する可能性
もあります。

警告: エアバッグはかなりの速度と力で展開

し、それによってけがをすることがあります。
けがを減らすため、乗員は必ずシートベルトを
着用し、できるだけシートを後ろへ引いて正し
く座るようにしてください。

警告: 前方でエアバッグが作動するシートには

チャイルドシートの使用を控え、お子さまを座
らせないでください。エアバッグが展開した
ときに、けがや死亡事故につながる可能性があ
ります。

警告: サイドエアバッグが正しく展開するよう

に、乗員の胴体と Model S の側面の間のすき

まはふさがないでください。

警告: 乗員は頭をドアにもたせかけないでくだ

さい。カーテンエアバッグが展開したときに、
けがをすることがあります。

警告: 乗員は、エアバッグの上または近くに足、

ひざなど、体の一部を置いてエアバッグの作動
を遮らないようにしてください。

警告: ヘッドエアバッグの上または近く、フロ

ントシートの横、車両側面のヘッドライナー、
エアバッグカバーなどには、物を取り付けたり
置いたりしないでください。エアバッグの展
開が妨げられる可能性があります。また、エア
バッグが作動するほどの重大な衝突事故のと
きは、それらの物によって大けがをする可能性
もあります。

警告: 展開したエアバッグは部分的に熱くなっ

ています。熱がさめるまで、手で触れないでく
ださい。

エアバッグ
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ドライバーのプロフィールを作成

Model S にテックパッケージのオプションが付い

ている場合、Model S の調整は 1 回のみ必要です。

運転席シート、ハンドル、または運転席側ミラーの
調整を初めて行う場合、タッチスクリーンがこれら
の情報を保存するようにドライバープロフィールを
作成して保存するようメッセージを表示します。プ
ロフィールにはタッチスクリーンの「設定」ウィン
ドウを使用して好みの値を他にも複数保存すること
ができます。

「コントロール」 > 「設定」 > 「ドライバーのプロ

フィール」 の順にタッチすると (またはタッチスク

リーンのステータス バーのドライバー アイコン を
タッチして、「ドライバーのプロフィールを作成」 に
タッチすると) 新しいドライバーのプロフィールを

追加することができます。ドライバー名を入力し、
「プロフィールを作成」にタッチします。

プロフィールの保存後、ハンドル、運転席シート、
または運転席側ミラーの位置を変更すると、新しい
位置を保存するか、または前回保存した位置を復元
するかを選択するメッセージがタッチスクリーンに
表示されます (その他の設定は自動的に保存されま

す)。保存または復元せずに設定を使用するには、そ

のままメッセージを無視します。

ドライバーのプロフィールの復元

Model S をドライバープロフィールに基

づいて調整するには、タッチスクリーン
のステータス バーの Tesla の「T」の左

側にある「ドライバー」アイコンにタッ
チします。次にドライバーを選択する
と、保存済みの調整内容が自動的に適用
されます。

保存済みのドライバー設定

どの設定がドライバーのプロフィールに関連してい
るかを見るには、 「コントロール」 > 「設定」 >

「ドライバーのプロフィール」の順にタッチします。
次に、「保存内容を確認」にタッチします。ドライバ
ーのプロフィールに登録されている設定内容がポッ
プアップ ウィンドウに一覧表示されます。設定内

容は、Model S で現在実行されているソフトウェア

バージョンによって異なります。

ドライバーのプロフィール
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位置の調整

ステアリング コラムの左側にあるノブを動かして

ハンドルを好みの運転位置に調整します。

警告: 運転中に位置を調整しないでください。

感度の調整

ハンドル システムの感触と感度をお好みに合わせ

て調整できます。

1. タッチスクリーンで 「コントロール」にタッチ

します。

2. ハンドルのオプションを選択します。

• コンフォート：ハンドルを楽に回せます。
この設定にすると、市街地で Model S を運

転するときに運転と駐車が容易です。

• スタンダード：あらゆる条件で 適な操作
性と応答性が得られる Tesla 推奨の設定

です。

• スポーツ：ハンドルを回すのに力が必要で
す。高速で運転するときの Model S の応

答性がよくなります。

実際にお試しになって、お好みのオプションを選択
してください。

ハンドルの左ボタンを使用する

ハンドルの左側のボタンを使用して、ラジオ局を変
更したり、メディア プレーヤーの音量を調整した

り、計器パネルの左側に表示される情報を変更した
りすることができます (Navigation アプリに指示

が表示されていないときに)。

1. 次へ

地上波ラジオまたは衛星ラジオを聞いており、
複数のラジオ局がプリセットにある場合、この
ボタンを押すと現在再生中のラジオ局の次にあ
るプリセットを再生します。複数のプリセット
が設定されていない場合は、このボタンを押す
と次に受信可能な周波数へ移動します。

インターネット ラジオ、接続している

Bluetooth 機器または USB 機器のオーディオ

ファイルを聞いているときにこのボタンを押す
と、次の曲またはラジオ局へスキップします。

2. スクロール ホイール

• 上または下に回してメディアの音量を調整
します。

• メディアの音量をミュートしたり、オーデ
ィオ ファイルを一時停止したり再生した

りするには、ホイールをタップします。

• 計器パネルの左側に表示される情報を選択
するには、スクロール ホイールを押し続け

て利用可能なオプションを表示します。次
に、スクロール ホイールを回してオプショ

ンの一覧を見ます。目的のオプションが強
調表示されたらスクロール ホイールをタ

ップします。

3. 前へ

前の曲またはラジオ局へスキップする点を除い
て、操作方法は上記の「次へ」と同じです。

注: 計器パネル左側をどのようにカスタマイズして

も、ナビゲーションの指示 (該当する場合) や
Model S がドライブ ギアに入っているときにドア

やトランクが開いていることを知らせるメッセージ
は計器パネルの左側に自動的に表示されます。

ステアリングホイール
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ハンドルの右ボタンを使用する

ハンドルの右側のボタンを使用して電話を操作した
り、スクロール ホイールをタップして Model S の
機能を選択/調整したり、計器パネルの右側に表示さ

れる情報を選択したりします。

注: 計器パネルの右側がどのようにカスタマイズさ

れていても、Bluetooth 接続された電話の電話メニ

ューは計器パネルの右側に自動的に表示されます。

1. 電話メニュー

通話中に電話メニューを押すと、メニューで通
話をミュートしたり、保留したり、終了したり
することができます。

2. スクロール ホイール

• 計器パネルの右側に表示される情報を選択
するには、スクロール ホイールを押し続け

て利用可能なオプションを表示します。次
に、スクロール ホイールを回してオプショ

ンの一覧を見ます。目的のオプションが強
調表示されたらスクロール ホイールをタ

ップします。

• 計器パネルの右側にメニューが表示されて
いるときにホイールを回すと、メニューの
次の項目が強調表示され、ホイールをタッ
プすると、強調表示されている項目が選択
されます。メニューが表示されていないと
きにホイールを回すと、選択されている制
御可能な機能を調整します (下記の項目 3
を参照)。

3. スクロール ホイールのカスタマイズ/メニュー

の終了

スクロールホイールを押してから、「電話」 を
選択し、連絡先や通話履歴を閲覧および選択し
ます。

スクロールホイールを押してから、「カスタマイ
ズ」を選択し、メニューが表示されていないと
きにホイールを回し、そのつど調整したい
Model S の機能を選択します。以下の機能か

ら選択できます。

• 「すべて」：ホイールを回して、利用可能な
すべての機能から選択できます（以下を参
照）。

• 「エアコンの温度」：ホイールを回して温度
を変更するか、ホイールを押して空調シス
テムを ON/OFF にします。

• 「ファン速度」：ホイールを回してキャビン
の冷房または暖房に使用されるファンの速
度を調整します。

• 「画面の明るさ」：ホイールを回してディス
プレイの明るさの度合いを調整したり、ホ
イールを押して標準設定に戻したりしま
す。

• 「サンルーフ」 (装備されている場合)：ホ

イールを回してサンルーフの位置を調整し
ます。

• 「メディアソース」：ホイールを回してメデ
ィア プレーヤーが再生する対象を変更し

たり、ホイールを押して現在再生中のラジ
オ局またはオーディオ トラックをお気に

入りに追加したりお気に入りから削除した
りします。

メニューを終了するか、前のメニューに戻るには、
任意の時点で右下のボタンを押します。

ホーン

クラクションを鳴らすには、ハンドル中央のパッド
を押します。

ステアリングホイール
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サイドミラーの調整

調整したい (左または右の) サイドミラーに付いて

いるボタンを押します。ボタンのランプが点灯して
いる状態でダイヤルと押すと、ミラーを希望の位置
まで動かすことができます。もう一方のサイドミラ
ーも同様に調整します。Model S にテックパッケ

ージのオプションが付いている場合は、タッチスク
リーンの「保存」にタッチして、ミラーの調整をド
ライバーのプロフィールに保存しておく必要があり
ます。

サイドミラーをたたむ場合は、センター ボタンを押

します。

Model S にテックパッケージのオプションが付い

ている場合は、運転席側のミラーは、後続の車両か
らのヘッドライトのグレア（眩しさ）に応じて自動
的に薄暗くなります (ギアがリバースに入っている

場合を除く)。また、左右どちらのサイドミラーも、

リア ウィンドウのヒーターとともに ON/OFF する

ヒーターを備えています。

バックするときのミラーの自動角度調整

Model S にテックパッケージのオプションが付い

ている場合は、バックするときに左右どちらのミラ
ーも下へ傾けることができます。自動調整される角
度を調整するには、ギアをリバースに入れてからミ
ラーを前述のように調整します (調整したいミラー

に付いているボタンを押し、ダイヤルを押してミラ
ーを希望の位置まで動かします)。タッチスクリー

ン上の 「保存」 にタッチし、ミラーの調整角度をド

ライバーのプロフィールに保存します。

ギアを Drive に戻すと、ミラーの角度はまた通常の

位置 (上) へ戻ります。しかし、ミラーの角度は既に

調整され保存されているため、ギアをリバースに入
れるたびに、ミラーは選択した角度だけ自動的に下
へ傾きます。

「コントロール」 > 「設定」 > 「車両」 > 「ミラー

角度の自動調節」の順にタッチして、自動角度調整
機能を ON/OFF することができます。

バックミラー

ギアをリバースに入れているとき以外、バックミラ
ーは後続の車両のヘッドライトからのグレア（眩し
さ）に応じて自動的に薄暗くなります。

ミラー
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Model S の始動

ドアを開けると、計器パネルとタッチスクリーンに
電源が入ります。計器パネルのセンター サークル

には、ドアのステータスと充電レベルが表示され、
あらゆる制御系統を操作できる状態になります。

始動操作:

• ブレーキを踏む - 計器パネルのセンター サー

クルの表示がスピードメーター、電源 メータ

ー、充電レベル、選択ギア (P、R、N、D) の表

示に変わります。

• ギアを入れる - ドライブからリバースまでのい

ずれかを選択します。

運転中に把握する必要があることはすべて Model
S が計器パネルに表示します。

キー非検出時

ブレーキを踏んだときに Model S がキーを検出し

ない場合、計器パネルにキーが検出されなかったこ
とを伝えるメッセージが表示されます。

その場合、Model S がキーを も検出しやすいセン

ター コンソールのカップ ホルダーに入れてくださ

い。

それでもキーが検出されないときは、キーをセンタ
ー コンソールの 12 V 電源ソケット (75 ページの

「12V 電源ソケット」を参照) の真下に置いて試して

ください。あるいは、代わりのキーを試します。キ
ーを代えても検出されないときは、Tesla に連絡し

てください。

Model S のキーの検出には、さまざまな要因が影響

することがあります。たとえば、キーのバッテリー
残量低下、他の無線デバイスとの干渉、キーとレシ
ーバーとの間の障害物などです。

キーは常に携帯してください。走行終了後も、
Model S を停止してから再始動するときにはキー

が必要です。また、Model S から降車後、手動また

は自動でロックするときにもキーが必要です (6 ペ

ージの「降車後オートロック」を参照)。

停止

目的地に着いたら、ギア セレクターの端のボタンを

押してギアをパーキングに切り換えます。自動的に
パーキング ブレーキがかかりますが、まだすべての

システムが動作しています。キーを持って Model
S を降りると、その時点で自動的に電源がオフにな

り、タッチスクリーンと計器パネルの表示も消えま
す。

また、運転席に座っていても、ギアをパーキングに
切り換えて 15 分が経過したら、やはり自動的に電源

がオフになります。

ふだんは必要な操作ではありませんが、運転席に座
ったまま手動で Model S の電源をオフにすること

もできます。「コントロール」 > 「E ブレーキと電源

オフ」 > 「電源オフ」の順にタッチします。ブレー

キを踏むか、タッチスクリーンのどこかにタッチす
ると、Model S は再び自動的に電源をオンにしま

す。

注: Model S は、降車するときにギアをニュートラ

ルにしていても、キーを持った人が車外に出ると、
自動的にギアをパーキングに切り換えます。
Model S をニュートラルにしておく方法について

は、39 ページの「Model S をニュートラルのまま

にする - 牽引モード」を参照してください。

始動と停止

38 Model S オーナーズ マニュアル



ギアシフト

Model S のギアをパーキングに入れている場合、ギ

アをシフトするにはブレーキを踏みます。

レバーを上方向または下方向に動かしてギアを変更
します。

現在の走行速度で使用が制限されているギアにシフ
トしようとすると、チャイムが鳴り、ギアを変更す
ることができません。

リバース

レバーを上方向いっぱいまで押して、放します。リ
バースへのシフトは Model S が停止状態かまたは

走行速度が時速 8 km 未満の場合にのみ行うことが

できます。走行速度が時速 1.6 km 未満の場合は、ブ

レーキを踏む必要があります。

ニュートラル

レバーを上方向または下方向に押し、 初の位置に
戻して放すとニュートラルにシフトされます。ニュ
ートラルでは Model S が惰性走行します。

Model S がパーキングに入っている状態で、タッチ

スクリーンを使ってサイド ブレーキを解除すると

(「コントール」 > 「E ブレーキと電源オフ」)、
Model S は ニュートラルにシフトされます (56
ページの「パーキング ブレーキ」を参照)。

ニュートラルを終了すると、Model S は自動的にパ

ーキングにシフトされます。Model S をニュート

ラルのままにしておくには、タッチスクリーンで牽
引モードにします (39 ページの「Model S をニュ

ートラルのままにする - 牽引モード」を参照)。

ドライブ

レバーを下方向いっぱいまで押して、放します。ド
ライブへのシフトは Model S が停止状態かまたは

リバースに入った状態で、走行速度が時速 8 km 未
満の場合にのみ行うことができます。Model S の

走行速度が時速 1.6 km 未満の場合、ドライブにシフ

トするにはブレーキを踏む必要があります。

パーキング

Model S が停止している状態で、ギア セレクターの

先端部を押します。Model S がパーキングに入っ

ているときは常時、サイド ブレーキが掛かります。

以下の場合は、Model S が自動的にパーキングにシ

フトされます。

• 車両から降りた場合。

• 充電ケーブルを接続した場合。

Model S をニュートラルのままにする -
牽引モード

走行が終了し、Model S を離れると毎回、Model S
が自動的にパーキングにシフトされます。走行終了
後、Model S をニュートラルにしてホイールをフリ

ー状態にする場合は (トランスポーターへ引き込み

たい場合など)、次のようにして牽引モードを起動し

てください。

1. パーキングにシフトします。

2. ブレーキ ペダルを踏みます。

3. 「コントロール」 > 「E ブレーキと電源オフ」 >
「索引モード」の順にタッチします。

Model S のビープ音が鳴り、ニュートラルにシフト

されます (サイド ブレーキが解除されたことを示し

ています)。

牽引モードが起動していると、Model S
の計器パネルにこの表示灯と同時に
Model S のホイールがフリー状態である

ことを示す

注: 牽引モードでは、Model S を走行用のギアにシ

フトすることはできません。牽引をキャンセルする
には、パーキングにシフトするか、牽引モードを再
度タッチします。または、タッチスクリーンでサイ
ドブレーキをかけると (「コントロール」 > 「E ブレ

ーキと電源オフ」 > 「パーキングブレーキ」)、牽引

モードをキャンセルすることもできます。

ギア
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計器パネルについて

注: 以下の図は説明目的で掲載されています。表示される情報は、車両オプション、ソフトウェアのバージョ

ン、販売地域により異なる場合があります。

1. センター ディスプレイは、Model S がオフの場合と運転可能な場合とで異なります。Model S がオフの

場合、センター ディスプレイには残りの予想航続距離とドアの状態が表示されます。ブレーキを踏むと

Model S がオンになり、インジケーター類が 1 秒間点滅し、センター ディスプレイに速度、電力、充電

レベル、予想航続距離 (項目 9 を参照)、有効なギアが表示されます。Model S が充電中の場合は、計器

パネルに充電状態が表示されます (89 ページの「充電ステータス」を参照)。
2. ハンドルの左側のボタンを使用してオーディオ システムを操作します。スクロール ホイールを押して回

転させることによって計器パネルの左側に表示される情報を変更することができます (35 ページの「ステ

アリングホイール」を参照)。
3. ここに表示される重要なメッセージに注意してください。

4. ブレーキを踏んで運転の準備を行うと、すべてのインジケーターが短い間点滅します。現在の状況を反映
するインジケーターがある場合を除いて、その後すべてのインジケーターが消灯します (41 ページの

「インジケーター」を参照)。
5. ハンドルの右側のボタンを使用して、電話を操作したり、Model S の機能を調整したりします。スクロー

ル ホイールで調整できる機能をカスタマイズすることができます (36 ページの「ハンドルの右ボタンを

使用する」を参照)。
6. ドアのロック状態

7. オドメーター

8. 外気温

9. 推定航続可能距離 (エネルギー)。航続距離の代わりに、バッテリー残量（%）を表示することもできま

す。バッテリー残量を表示するには、 「コントロール」 > 「設定」 > 「単位と形式」 > 「充電単位」 の
順にタッチします (65 ページの「設定」を参照)。

注: 充電の必要性が迫っている場合は、予想航続距離はガイドラインとしてのみ利用してください。

注: 寒冷地では、バッテリーの温度が低すぎるため、バッテリーに蓄積されたエネルギーの一部が利用で

きない可能性があります。その場合は、バッテリー メーターの一部が青くなり、航続距離値の横に雪片の

マークが表示されます。Model S が充電のために電源に接続されている場合、モバイルアプリを使用して

温度調整機能を ON にすることで、バッテリーを温めることができます。バッテリーが温まると、メータ

ーの青い部分と雪片のマークが表示されなくなります。

10. 計器パネルの下部中央に表示される警告メッセージに注意してください。警告が出ている場合は、タッチ
スクリーンのステータスバー (タッチスクリーンの 上部) の警告アイコン (! マーク) にタッチして警告

の詳細を表示することができます。

計器パネル
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11. 現在選択されているギア: パーキング、リバース、ニュートラル、ドライブ。

12. Model S が電力を制限している場合は、パワー メーターに点線が表示されます。加速用の電力が制限さ

れていると、 上部に点線が表示され、回生ブレーキからの電力が制限されている場合には、 下部に点
線が表示されます。Model S が電力を制限するには多くの理由があります。以下にいくつかの例を挙げ

ます。

• バッテリーの残量が低下していたり、パワートレインが熱い場合は、加速が制限されることがありま
す。

• 外気温が非常に高い場合または非常に低い場合は、加速と回生ブレーキの両方が制限されることがあ
ります。

• バッテリーがフル充電されていると回生ブレーキが制限されることがあります。

13. 日付と時刻

インジケーター

ブレーキ ペダルを踏んで運転の準備をすると、インジケーターが短く点滅します。現状に該当するインジケー

ターがない限り、その後インジケーターは消灯します。インジケーターが点灯または消灯しない場合は、Tesla
に連絡してください。

インジケーターのほか、警告が計器パネルの 上部または 下部の中央に表示されます。警告が出ている場合
は、タッチスクリーンの 上部に警告アイコン (! マーク) が表示されます。このアイコンにタッチすると、警

告の説明が表示されます。

インジケーター 詳細

エアバッグの安全性。Model S の運転の準備が整ったときにこのインジケーターが

点滅しない場合、または点灯し続ける場合は、ただちに Tesla に連絡してください。

33 ページの「エアバッグインジケーター」を参照してください。

運転者または助手席の乗員がシートベルトを着用していません。18 ページの「シート

ベルト」を参照してください。

フロント フォグランプ (オプション)。44 ページの「ライト」を参照してください。

パーキングランプ (側面標識灯、テールランプ、ナンバーランプ) が点灯しています。

44 ページの「ライト」を参照してください。

ヘッドライトのロービームがオンになっています。

ヘッドライトのハイビームがオンになっています。46 ページの「ヘッドライトのハ

イビーム」を参照してください。

スリップを防止するために、電気安全制御システムが関連のあるホイールにブレーキ
を適用しています。57 ページの「トラクションコントロール」を参照してください。

計器パネル
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インジケーター 詳細

トラクションコントロールシステムが無効になっています。57 ページの「トラクシ

ョンコントロール」を参照してください。

スマートエアサスペンションの不具合が検出されています。Tesla に連絡してくださ

い。71 ページの「スマート エア サスペンション」を参照してください。

スマートエアサスペンションの自動セルフレベリングが無効になっています。これ
は、Model S がジャッキ モードになっており、持ち上げたり、車両輸送車に載せたり

する準備が整っていることを意味します。Model S を時速 7 km 以上で運転すると、

ジャッキモードは解除されます。71 ページの「スマート エア サスペンション」を

参照してください。

パーキングブレーキが手動で作動しています。56 ページの「パーキング ブレーキ」

を参照してください。

パーキングブレーキの不具合が検出されています。Tesla に連絡してください。56
ページの「パーキング ブレーキ」を参照してください。

ABS (アンチロック ブレーキ システム) の不具合が検出されています。55 ページ

の「ブレーキ」を参照してください。ただちに Tesla に連絡してください。

ブレーキ システムの不具合が検出されているか、ブレーキフルードのレベルが低下し

ています。55 ページの「ブレーキ」を参照してください。ただちに Tesla に連絡し

てください。

空気圧警告。タイヤの空気圧が許容範囲外になっています。タイヤ空気圧監視システ
ム (TPMS) の不具合が検出されると、インジケーターが点滅します。TPMS が故障し

た場合は、Tesla に連絡してください。91 ページの「タイヤの手入れと保守」を参

照してください。

ドアまたはトランクが開いています。5 ページの「外部ドアハンドルを使用する」を

参照してください。

左折の方向指示器が動作していると緑色で点滅します。ハザードランプが動作してい
ると、左右両方の方向指示器が緑色で点滅します。

計器パネル

42 Model S オーナーズ マニュアル



インジケーター 詳細

右折の方向指示器が動作していると緑色で点滅します。ハザードランプが動作してい
ると、左右両方の方向指示器が緑色で点滅します。

Model S が牽引モードになっており、ホイールがフリーの状態です。車両から降りて

も自動的にパーキングにシフトしません。129 ページの「ロードサービスご利用の注

意」を参照してください。

計器パネル
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ライトの調整

大半のライト類は、タッチスクリーン下隅の 「コントロール」 にタッチして調整します。

Model S は、タッチスクリーンから調整できるライト類のほか、運転者の行動に応じて自動的にオン、オフす

る便利なライト類を備えています。たとえば、ルームライト、標識灯、テール ランプ、ドア ハンドル ラン

プ、パドル ランプは、Model S のロックを解除したとき、ドアを開けたとき、パーキングにシフトしたとき

に点灯します。これらのライト類は、1 ～ 2 分後またはドライブ ギアにシフトしたとき、または Model S を
ロックしたときに自動的に消灯します。

ライト
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1. ルームライトをオンにすると、Model S のロッ

クを解除したとき、ドアを開けたとき、または
P (パーキング) にシフトしたとき、車内のルー

ム (マップ) ライトが点灯します。ルームライ

トは、Model S をロックしてから、またはドラ

イブギアにシフトしてから 60 秒後に消灯しま

す。

ルームライトのレンズを押すと、それぞれのル
ームライトを ON/OFF にすることができま

す。手動でルームライトをオンにすると、
Model S の電源がオフになったときにルーム

ライトが消灯します。手動でライトをオンにし
たときに、すでに Model S の電源がオフになっ

ていた場合、ライトは 60 秒後に消灯します。

2. アンビエントライトをオンにすると、ヘッドラ
イトを点灯させるたびにドアアームレストのラ
イトが点灯します。

3. Model S オプションのフロントフォグランプ

を搭載している場合は、フォグランプをタッチ
して ON/OFF にします。

オプションのフロントフォグランプ
が点灯していると、必ず計器パネルの
フロント フォグインジケーターが表

示されます。

フォグランプは、ヘッドライトが点灯している
場合にのみ動作します。ヘッドライトが消灯し
ているときは、必ずフォグ ランプも消灯しま

す。

4. Model S がコイルサスペンションシステムを

装備している場合は、搭載荷重に応じてヘッド
ライトの角度を調整できます。リアトランクの
荷物がかなり重い場合など、対向車の運転者が
まぶしくないように、ヘッドライトの角度を下
げる必要が生じることがあります。そのような
場合は、「レベル」にタッチし、スライダーを目
的の位置までドラッグします。

0

ヘッドライトの角度を下げません。
フロントシートとリアシートに乗
員が座っており、フロントトランク
だけに荷物が入っている場合、ヘッ
ドライトの角度を変更する必要は
ありません。

1 ヘッドライトを 1 レベルまたは 2
レベル下げます。フロントシート
とリアシートに乗員が座っており、
リアトランクに荷物が入っている
場合に適しています。

2

注: Model S がスマートエアサスペンションを

装備している場合は、Model S の高さが自動的

に調整されるため、ヘッドライトの角度は調整
できません。

5. 外部ライトは、Model S を始動させるたびに

AUTO に設定されます。

「AUT
O」

周囲が暗いときに運転すると、すべ
ての外部ライト (ヘッドライト、テ

ール ランプ、ポジション ライト、

ナンバー ライト) が自動的に点灯し

ます。前回運転した際に選択した設
定に関わらず、これらのライト類は、
次回の運転で常に 「AUTO」 に戻

ります。

外部ライトの設定を一時的に変更するには、以
下のオプションのいずれかにタッチします。

「OFF」 手動で ON に戻すか、次回 Model S
を運転するまで、ヘッドライト、テ
ール ランプ、ナンバー ライトが消

灯します。昼間走行灯 (フロント)
のみが点灯します。

昼間走行灯、リアポジションライト、
ナンバー ライトが点灯します。

すべての外部ライト (ヘッドライ

ト、テール ランプ、ポジション ラ
イト、ナンバー ライト) が点灯しま

す。

ライト
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ヘッドライトのハイビーム

左側のステアリングコラムレバーを奥に向かって押
します。操作を取り消すには、レバーを手前に引き
ます。

ハイビームがオンになると、計器パネル
のハイビームインジケーターが点灯しま
す。

ヘッドライトハイビームを点滅させるには、レバー
を手前いっぱいに引いた後、離します。

降車後のヘッドライト

周囲が暗い場所に Model S を停めて駐車すると、外

部ライトが自動的に点灯します。2 分後または

Model S をロックすると、外部ライトは自動的に消

灯します。

タッチスクリーンを使用してこの機能を ON/OFF
　にすることができます。「コントロール」 > 「設

定」 > 「車両」 > 「降車後のヘッドライト」の順に

タッチします。

コーナリング ライト

Model S にオプションのテックパッケージが付属

していれば、カーブを曲がるたびに LED のコーナリ

ング ライトによってヘッドライトのビームが広が

ります。

ライト
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ウィンカー

左側のステアリングコラムレバーを上げるか (右折

する前)、下げます (左折する前)。

ハンドルを操作するか、レバーを中央の位置に戻す
と、ウィンカーが停止します。

ウィンカーが動作していると、計器パネ
ルの対応する方向指示器インジケーター
が点灯します。カチカチという音も聞こ
えます。

車線変更の点滅

車線変更の意思を示すには、レバーをすばやく押し
上げるか押し下げた後、離します。対応するウィン
カーが 3 回点滅します。

ハザードランプの点滅

ハザードランプを点滅させるには、タッチスクリー
ンの横のハンドルに一番近い位置にあるスイッチを
押します。すべてのハザードランプが点滅します。
もう一度押すとハザードランプが消灯します。

注: ハザードランプは Model S のキーが近くになく

ても動作します。

ライト
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ワイパー

フロントガラスのワイパーを作動させるには、左側
のステアリング コラム レバーの先端を奥へ回しま

す。4 つのレベルから選択できます。

• 1st: Auto と低レインセンサー感度*
• 2nd: Auto と高レインセンサー感度*
• 3rd: 連続、低速。

• 4th: 連続、高速。

ワイパーを 1 回動かすには、レバーの先端を押して

離します。

ワイパーが Auto に設定され、センサーが水を感知

しない場合は、ワイパーは動きません。

ワイパーを動かすと、ヘッドライトが (すでに点灯

していなければ) 自動的に点灯します。

*Model  S は、フロントガラスの内側、車内ミラー

の基部にレインセンサーを備えています。ワイパー
が Auto に設定されていると、センサーが感知した

水の量に応じてワイパーの動く頻度が変わります。
ワイパーを 2nd レベルに設定すると、センサーの感

度がより高くなります。

ワイパーブレードを長持ちさせるために、ワイパー
を ON にする前にフロントガラスの氷を除去して

ください。氷はエッジが尖っており、ブレードのゴ
ムを傷める可能性があります。

ワイパーブレードのエッジを定期的にチェックし、
クリーニングしてください。損傷している場合は、
ただちにブレードを交換してください。ワイパーブ
レードのチェックと交換について詳しくは、103 ペ

ージの「ワイパー ブレードとウォッシャー液ノズ

ル」を参照してください。

注意: 厳しい気象条件では、ワイパーブレード

が凍結していたり、フロントガラスに付着して
いないことを確認してください。

ワイパーの除氷

ワイパーの氷や雪を除去しやすくするために、
Model S をパーキングにシフトしてから、タッチス

クリーンで ワイパーをサービスポジションへ動か

します。「コントロール」 > 「設定」 > 「車両」 >
「サービスモード」 > 「ON」の順にタッチします。

寒い屋外に駐車するときは、Model S のワイパーを

サービスポジションにしておくと便利です。このポ
ジションでは、除霜通気口にワイパーがより近くな
るため、空調システムから出る空気をフロントガラ
スに向けることによって氷を溶かすことができま
す。

Model S に寒冷地パッケージが装備されている場

合、 「コントロール」 > 「寒冷地設定」 > 「ヒー

テッドワイパー」の順にタッチして、ワイパーを除
氷することができます。ワイパーが 15 分加熱され

た後、この機能は自動的に OFF になります。

注: Model S をパーキング以外にシフトすると、ワ

イパーは自動的に通常の位置に戻ります。

ウォッシャー

左側のステアリング コラム レバーの先端のボタン

を押すと、フロント ガラスにウォッシャー液が噴射

されます。このボタンを押すレベルには 2 段階あり

ます。軽く押すとワイパーが 1 回作動し、ウォッシ

ャー液は噴射されません。ワイパーとウォッシャー
の両方を作動させるには、ボタンを強く押します。
フロント ガラスの洗浄では、ボタンを離した後ワイ

パーが 2 回作動し、数秒後にもう 1 回作動します。

ウォッシャー液は定期的に補充してください (107
ページの「ウォッシャー液の補充」を参照)。

ウォッシャー ノズルの除氷

Model S に寒冷地パッケージが付いている場合は、

外気温が氷点下近くになるか、加熱式ワイパー を
ON にすると (「コントロール」 > 「寒冷地設定」 >
「ヒーテッドワイパー」) ウォッシャーノズルに付属

している除氷装置が ON になります。外気温が凍

結防止に十分な温度の場合は、加熱式ワイパーが
OFF になってから 15 分後にウォッシャーの除氷装

置も OFF になります。

ワイパーとウォッシャー
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車線逸脱警報の動作原理

Model S にオプションのドライビングアシストが

付属している場合は、フロントガラス上の内部バッ
クミラーの後ろに付いているカメラが、走行してい
る車線内にある標識をモニターします。前側のタイ
ヤが車線区分線を横切り、関連する方向指示器が点
灯しないときは、ハンドルの軽い振動を 3 回感じま

す。

車線逸脱警報は Model S が時速約 50 km 以上で

走行しているときのみ動作します。

警告: 車線逸脱警報は無意識に車線を越えて走

行しているときに警報しますが、この機能に完
全に依存しないようにしてください。外部要
因によって車線逸脱警報の性能が低下し、セン
サーが読み取り不能になったり読み取りエラ
ーが生じる場合があります。したがって、この
システムを車線逸脱を防止するために使用す
ることは重傷や死亡につながるおそれがあり
ます。車線逸脱警報は補助としてご利用くだ
さい。運転中は常にご自分の目で路上を確認
してください。警戒を怠らず、安全運転で、車
両が車線を逸脱しない状態を確保し、常に車両
を制御してください。

注意: 車線逸脱警報を搭載した Model S のフ

ロントガラスの交換が必要な場合は、警報の誤
作動を防ぐためにも、車両を Tesla サービスセ

ンターまでお持ちください。

車線逸脱警報のコントロール

レーン アシストを ON/OFF するには、「コントロー

ル」 > 「設定」 > 「ドライビングアシスト」 > 「車

線逸脱警報」の順にタッチします。

制限および不正確な記述

車線逸脱警報は、車線を明瞭に検出できるとは限り
ません。以下のような場合に、無効な警報を受ける
場合があります。

• 視界が悪く、車線区分線がはっきり見えない
(豪雨、降雪、濃霧など)。

• 明るい光 (対向車のヘッドライトや直射日光)
がカメラの視野を妨げている。

• 走行中の Model S が前方の車両に近づきすぎ

て、カメラの視野が遮られる。

• バックミラー後部のフロントガラス部分が遮ら
れている(ガラスのくもり、汚れ、シールが貼っ

てあるなど)。 (くもり、汚れ、ステッカーが貼

られているなど)。
• 車線区分線が著しく劣化していたり、道路工事

のため調整さ頻繁に変更されている。

• 車線区分線が頻繁に変更される (たとえば、道

路が枝分かれしたり、交差、統合する)。
• 道路がせまく、曲がりくねっている。

• 車線区分線上に影を落とすような物体や景観物
がある。

車線逸脱警報
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アクティブボンネット

Model S は、歩行者や自転車走行者と車両車両の正

面衝突時に瞬間的に作動して歩行者らの頭部への衝
撃を軽減する保護システムを備えています。
Model S が 時速 19 ～ 53 km で走行中に歩行者と

衝突し、その衝撃をフロント バンパー内のセンサー

が検出すると、ボンネットの後部が自動的に約 80
mm 上昇します。これにより、比較的柔らかいボン

ネットとその下の固い部品との間にスペースがで
き、そこに衝突時の衝撃エネルギーの一部が吸収さ
れます。

注: 歩行者保護システムは、一連のセンサーとアルゴ

リズムによりアクティブボンネットを作動させるタ
イミングを決めます。したがって、保護システムが
衝突時に必ず作動するとは限りません。

アクティブボンネットが作動したときは、計器パネ
ルに警告が表示され、チャイムが鳴ります。ただち
に、Model S を 寄りの Tesla サービスセンターへ

運んでください。アクティブボンネットが作動した
場合は、そのつどアクティブボンネットの関連セン
サーおよびアクチュエーターを Tesla で整備する必

要があります。

警告: アクティブボンネットが作動すると、ボ

ンネットが上昇し、ドライバーの視界を遮るこ
とがあります。ボンネットが作動した車を運
転することは、衝突につながる恐れがありま
す。ボンネットが作動した車はただちに 寄

りの Tesla サービスセンターへ運んでくださ

い。

警告: アクティブボンネットが作動する必要の

ないときに作動したことを示す警告が計器パ
ネルに表示されるときは、ただちに Model S
を 寄りの Tesla サービスセンターへ運んで

ください。

注: フロント バンパーが損傷した場合は Tesla にご

連絡ください。お住まいの地域にある Tesla 認定修

理センターをご案内します。Tesla 認定の修理セン

ターは、技術トレーニング、設備、品質、顧客満足
度など Tesla の設定する厳しい基準を満たしていま

す。

アクティブボンネット
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パーキングアシストの動作原理

Model S がパーキングアシストオプションを装備

している場合、フロント バンパーとリア バンパーの

両方に 4 つのセンサーがあります。ドライブまた

はリバースでゆっくり動いているときにフロント
バンパーまたはリア バンパーの近くで物体が検出

されるとセンサーが警告を発します。

警告: 下図に示すパーキングアシストは見本で

す。パーキングアシストセンサーの正確な数
と位置は、お客さまの Model S の製造日に応

じて変わることがあります。

時速 4.8 km 未満で運転すると、センサーが作動し

ます。

警告: 近づいている場所に物体があったり人が

いたりするかどうかを調べるときに、パーキン
グアシストに頼らないでください。外部要因
によってパーキングアシストの性能が低下し、
センサーが読み取り不能になったり読み取り
エラーが生じる場合があります (52 ページの

「制約と誤警告」を参照)。従って、パーキング

アシストに頼って Model S が障害物に近づい

ているかどうかを判断すると、車両や物品を損
傷したり、大けがの原因となるおそれがありま

す。必ず自分の目で近づいている場所を確認
してください。バックするときは、後ろを振り
返って、すべてのミラーを利用してください。
パーキングアシストはお子さま、歩行者、自転
車、動物、または移動したり突起している物
体、センサーのはるか上または下にある物体、
センサーのすぐ側もしくは離れたところにあ
る物体を検出できません。パーキングアシス
トは誘導のみを目的としており、運転者自身の
直接の目視による確認を肩代わりすることは
意図していません。パーキングアシストは注
意深い運転に代わるものではありません。

視覚的、聴覚的フィードバック

リバースまたはドライブにギアを入れて Model S
が 時速 4.8 km 未満の速度でゆっくり移動してい

るときに、リア バンパーまたはフロント バンパーの

近くで物体が検出されると、注意を促すフィードバ
ック情報が計器パネルの左側に表示されます。バッ
クしていると、視覚的フィードバックもタッチスク
リーンのカメラ ビューの真下に表示されます (60
ページの「リア ビュー カメラ」を参照)。

チャイムがオンになっていれば (51 ページの「チ

ャイムによるフィードバックの調整」を参照)、物体

に近づいたときにビープ音が鳴ります。ハンドルの
左側のスクロール ホイールを押すことによって一

時的にチャイムをミュートすることができます。

注: センサーがフィードバックを出力できない場合

は、計器パネルに警告メッセージが表示されます。

注意: センサーに泥、ゴミ、雪、氷が付着しな

いように注意してください。高圧洗浄機をセ
ンサーに使用しないでください。センサーの
表面を傷つけたり損傷したりするおそれのあ
る尖ったものや研磨剤でセンサーをクリーニ
ングしないでください。

注意: パーキング センサーの上または近くにア

クセサリーを取り付けたりステッカーを貼っ
たりしないでください。

チャイムによるフィードバックの調整

パーキングアシストを使用するときの音によるフィ
ードバックをオン/オフすることができます。チャ

イムをオン/オフするには、 「コントロール」 > 「設

定」 > 「安全とセキュリティ」 > 「パーキング ア
シスト チャイム」の順にタッチします。

ハンドルの左側のスクロール ホイールを押すこと

によって一時的にチャイムをミュートすることもで
きます。その場合、チャイムは、他のギアにシフト
するまで、または速度が 時速 4.8 km を超えるまで

ミュートされます。

パーキングアシスト
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制約と誤警告

以下の場合はパーキング センサーが正しく機能し

ないことがあります。

• 1 つまたは複数のパーキング センサーが損傷し

ていたり、汚れていたり、(泥、氷、雪などで)
覆われていたりする場合。

• 物体がおよそ 20 cm 下にある場合 (縁石や低

い柵など)。
• 気象条件 (豪雨、降雪、濃霧) がセンサーの動作

に干渉している場合。

• 物体が薄い場合 (道路標識など)。
• センサーの動作範囲を超えている場合。

• 物体が音を吸収する場合またはやわらかい場合
(粉雪など)。

• 物体が傾斜している場合 (傾斜している土手な

ど)。
• 外気温度が極端に高いまたは低い環境で

Model S を駐車したり運転したりした場合。

• センサーが超音波を発する他の電子機器の影響
を受けている場合。

• 物体がバンパーに近すぎる場合。

• バンパーがずれている場合または損傷している
場合。

• Model S に取り付けられている物体がセンサ

ーと干渉していたり、センサーを妨害していた
りする場合 (バイクラックやバンパーステッカ

ーなど)。

その他のパーキング補助装置

パーキングアシストのほか、リバースギアにシフト
すると、バックアップ カメラに Model S の周囲の

映像が表示されます。60 ページの「リア ビュー

カメラ」を参照してください。

パーキングアシスト
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走行情報を表示する

「コントロール」 > 「走行データ」の順にタッチす

ると、タッチスクリーン上に走行情報が表示されま
す。トリップメーターは A と B の 2 つあります。

どちらか一方のトリップ メーターだけをリセット

するには、対応する 「リセット」にタッチします。

注: 計器パネル上に航続距離や走行情報を表示する

こともできます (35 ページの「ハンドルの左ボタン

を使用する」を参照)。

走行情報
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航続距離を 大限に伸ばすヒント

ガソリンエンジン車で燃料を節約するのと同様の運
転方法で航続距離を 大限に伸ばすことができま
す。エネルギー消費量は運転方法に加え、環境条件
によっても変わります (寒冷な気候や山岳路など)。
1 回の充電で 大限の航続距離を確保するに以下の

点に留意してください:

• 急激な加速を頻繁に行わないでください。

• 減速にブレーキを使用せず、足をアクセル ペダ

ルから離します。Model S が動いている状態

でアクセル ペダルから足を離すと、回生ブレー

キが作動して Model S を減速させ、余剰エネル

ギーをバッテリーに戻します (56 ページの

「回生ブレーキ」を参照)。
• タイヤは推奨空気圧を維持してください (91

ページの「タイヤの手入れと保守」を参照)。
• 必要のない荷物は車両から降ろして、負荷を軽

減します。

• ヒーターやエアコンなどの電装品の使用を控え
ます。キャビン内を暖房するより、シートヒー
ターを利用するほうが効果的です。レンジモー
ドを ON にすると、自動的に空調システムの電

源消費量が抑制されます (65 ページの「設定」

を参照)。

計器パネルの電力メーターと Energy アプリがエネ

ルギーの使用方法についてのフィードバックを表示
します。このフィードバックにより、運転習慣と環
境条件が Model S のエネルギー消費量にどのよう

な影響を与えるか分かるようになります。

エネルギーの節約

Model S には省エネ機能があり、Model S を使用し

ていないときの消費エネルギーを減らすことができ
ます。「コントロール」 > 「スクリーン」 > 「省エ

ネモード」の順にタッチし、以下のオプションを選
択します:

• 「OFF」：Model S を使用していないときもすべ

ての表示システムが通電されたままとなり、素
早い反応が得られます。エネルギー消費が多く
なります。

• 「NIGHTLY」：夜間 (午後 10 時から朝 5 時ま

で) Model S が省エネモードに移行します。

• 「ON」：Model S を使用していないときのエネ

ルギー消費がかなり少なくなります。計器パネ
ルと Bluetooth の起動が遅くなります。

• 「Always Connected」：省エネモードが機能し

ているときも電池の接続を維持します。このオ
プションにより、モバイル アプリと Model S
の接続が速くなり、車に乗ってからすぐに 3G
インターネット接続が可能です。エネルギー消
費がやや多くなります。

航続距離を 大限に伸ばす
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ブレーキシステム

Model S は、 大のブレーキ圧をかけたときにホイ

ールがロックすることを防止するアンチロック ブ
レーキシステム (ABS) を装備しています。この機

構によって、大半の路面状態で急ブレーキ時のステ
アリング制御が改善されます。

緊急ブレーキ操作中は ABS が常に各ホイールの速

度をモニターし、利用可能なグリップに応じてブレ
ーキ圧を変更します。

ブレーキ圧が変わると、ブレーキ ペダルから振動が

伝わります。これは ABS が作動していることを示

すもので、異常な動作ではありません。振動が感じ
られる間は、ブレーキ ペダルを一定の圧力でしっか

り踏み続けてください。

Model S を始動させると、計器パネルの

ABS インジケーターが短く点滅します。

それ以外の場合にこのインジケーターが
点灯するときは、ABS が故障しており、

機能していません。Tesla に連絡してく

ださい。ABS が故障していても、ブレー

キシステムは影響を受けることなく完全
に機能します。ただし、ブレーキの制動
距離が長くなることがあります。

Model S の始動時に短く点滅する以外に

このインジケーターが計器パネルに表示
された場合は、ブレーキ システムの故障

が検出されたか、ブレーキフルードのレ
ベルが低下しています。その場合は、た
だちに Tesla に連絡してください。

緊急ブレーキ操作

緊急時は、摩擦力の低い路面上でも、ブレーキ ペダ

ルを床まで力一杯踏み込んで圧力を保ち続けます。
ABS は、利用可能な摩擦力に従って各ホイールのブ

レーキ圧を調整します。この機能によってホイール
のロックが防止され、可能な限り安全に停車するこ
とができます。

警告: ブレーキ ペダルを軽く何度も踏むポンピ

ングはしないでください。ポンピングは ABS
の動作を妨げ、制動距離を長くするおそれがあ
ります。

警告: 常に前の車との間に安全距離を保ち、危

険な運転状況に注意してください。ABS は制

動距離を改善することができますが、物理法則
を変えることはできません。ABS はハイドロ

プレーニング現象 (水の層がタイヤと路面との

直接の接触を妨げる現象) の危険を防ぐことも

できません。

ブレーキの摩耗

Model S のブレーキ パッドはウエア インジケータ

ーを備えています。ウエア インジケーターは、ブレ

ーキ パッドに取り付けられた薄い金属片で、パッド

が摩耗するとローターとの間でこすれてスキール音
が鳴ります。このスキール音は、ブレーキ パッドの

耐用寿命が尽き、交換が必要であることを示します。
スキール音を止めるには、Tesla サービスにお問い

合わせください。

タイヤとホイールを取り外して定期的にブレーキを
点検する必要があります。ローターとブレーキ パ
ッドの詳細な仕様と整備期限については、122 ペー

ジの「ブレーキ」を参照してください。

警告: 摩耗したブレーキ パッドを交換しない

と、ブレーキ システムを損傷し、危険なブレー

キ動作を招くおそれがあります。

ブレーキ
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回生ブレーキ

Model S が走行しており、運転者の足がアクセルか

ら離れているときは、常に回生ブレーキが Model S
を減速させ、余ったエネルギーをバッテリーに戻し
ます。

停車に備えアクセルから足を離して減速すること
で、回生ブレーキを利用して航続距離を伸ばすこと
ができます。もちろん、回生ブレーキは安全のため
に必要とされる通常のブレーキと同じ役割を果たす
ものではありません。

注: 急な坂などで回生ブレーキが効き、Model S が
著しく減速すると、ブレーキ ランプが点灯し、

Model S が減速していることを後続車に知らせて

警告します。

計器パネルのパワー メーターに回生ブレーキから

得られるエネルギー量に関するリアルタイムのフィ
ードバックが表示されます。

回生ブレーキを利用してバッテリーに戻されるエネ
ルギー量は、バッテリーの現在の状態と使用してい
る充電レベルの設定によって異なることがありま
す。回生ブレーキが制限されていると、パワーメー
ターに黄色い点線が表示されます。たとえば、バッ
テリーがすでにフル充電されていたり、外気温が低
い場合は、回生ブレーキ動作が制限されることがあ
ります。

回生ブレーキ レベルを設定するには

タッチスクリーンを使用して回生ブレーキのレベル
を変更できます。

1. 「コントロール」 > 「運転モード」 > 「回生ブ

レーキ」 の順にタッチします。

2. 2 つのレベルのどちらかを選択します。

• 「Standard」：回生ブレーキのレベルを 大

にします。アクセルから足を離すと
Model S がより早く減速し、ブレーキを使

用する必要性が軽減されます。

• 「Low」：回生ブレーキのレベルを制限しま

す。アクセルから足を離したときに
Model S が減速するまでの時間がより長

くなり、惰性走行がより長く続きます。

パーキング ブレーキ

Model S をパーキング位置にシフトすると、パーキ

ング ブレーキが自動的に作動し、他のギアにシフト

するとパーキング ブレーキが解除されます。

注: パーキング ブレーキは後輪のみに作用し、足踏

みブレーキ システムからは独立しています。

手動でパーキング ブレーキを解除するには、タッチ

スクリーンを使用します (パーキング ブレーキが解

除されると、Model S はニュートラルにシフトしま

す)。

1. 「コントロール」 > 「E ブレーキと電源オフ」の

順にタッチします。

2. ブレーキ ペダルを踏み、「パーキングブレーキ」

にタッチします。Model S がパーキングにな

っていた場合は、ニュートラルにシフトします。

タッチスクリーンを使用して手動でパー
キング ブレーキを作動させると、計器パ

ネルのパーキング ブレーキ インジケー

ターが点灯します。

パーキング ブレーキに電気的な問題が発

生すると、タッチスクリーンの上部中央
に黄色いパーキング ブレーキ故障メッセ

ージが表示されます。

注意: 万一 Model S の電源が切れた場合、パー

キング ブレーキを解除することはできません。

ブレーキ
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動作の仕組み

トラクションコントロールシステムは、常に前輪と
後輪の速度差をモニターしています。Model S の
トラクションコントロールが低下すると、トラクシ
ョンコントロールシステムはブレーキ圧とモーター
の電力を制御して車輪の回転を 小にします。

トラクションコントロールシステムがブ
レーキ圧とモーターの電力を効果的に制
御しているときは、常に計器パネル上に
電子安定性制御インジケーターが表示さ
れます。

警告: トラクションコントロールシステムは、

危険な運転や高速で急回転することで引き起
こされる事故を防止するものではありません。

オフにする

通常の状態では、トラクションコントロールシステ
ムはオンにしておいてください。以下のような、ど
うしても車輪を回転させたいという場合に限って、
システムをオフにします。

• 砂利や雪などの緩い路面での発進。

• 深雪や砂、泥道での走行。

• 穴や深い轍からの脱出。

トラクションコントロールをオフにするには、 「コ

ントロール」 > 「運転モード」 > 「トラクションコ

ントロール」 > 「オフ」の順にタッチします。

トラクションコントロールシステムをオ
フにすると、タッチスクリーン上部中央
に、常に「トラクション コントロール

OFF」インジケーターが表示されます。

次回 Model S を発進するとき、トラクションコント

ロールシステムは自動的にオンになりますが、シス
テムをオフにしなければならない状況がなくなった
ら、タッチスクリーンを使ってすぐにシステムをオ
ンにしてください。

トラクションコントロール
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クルーズ コントロールの操作

クルーズ コントロールを使用すると、アクセルを踏

み続けなくても簡単に一定の速度を維持することが
できます。これは長距離走行時に同じ速度を維持し
て走行したい場合に便利です。

クルーズ コントロールは走行速度が時速 27 km を
超える場合のみ動作します。

警告: 山道や滑りやすい路面または一定速度で

の走行が危険な交通状況では、クルーズ コント

ロールを使用しないでください。

クルーズ コントロールの操作:

1. 走行速度が時速 27 km 以上の場合、クルーズ

コントロール レバーの先端部にタッチします。

レバーのライトが点灯します。

2. 必要な巡航速度まで加速します。

3. クルーズ コントロール レバーを上または下に

動かして放します。

計器パネルの速度計の上方に「クルーズ ON」とい

うメッセージが表示され、速度計に白い矢印で設定
速度が表示されます。

クルーズ コントロールの設定速度で走行中は、いつ

でも加速できます。しかし、アクセル ペダルを放す

と、再び設定速度に戻ります。

警告: 下り坂では走行速度が上昇し、Model S
の速度が設定速度を超えることがあります。

巡航速度の変更

必要な速度になるまで、クルーズ コントロール レバ

ーを上 (増加) または下 (減少) に動かします。

注: Model S が新たに設定した巡航速度に達するま

で数秒かかります。設定速度を時速 27 km 未満に

下げると、クルーズ コントロールがキャンセルさ

れ、設定速度がクリアされます。

キャンセルおよび再開

以下のいずれかの場合、クルーズ コントロールがキ

ャンセルされます。

• ブレーキを踏む。

• 時速 27 km 未満の速度で走行する。

• Drive 以外にシフトする。

クルーズ コントロールを手動でキャンセルするに

は、クルーズ コントロール レバーを少しだけ前方へ

押します。計器パネルのメッセージは消えますが、
Model S の電源を切るまでは設定速度は表示され

たままです。

前回の設定速度で再び巡航する場合は、クルーズ コ
ントロール レバーを少しだけ手前に引きます。走

行速度が 27 km を超えるとクルーズ コントロール

が再開します。

クルーズ コントロール
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ヒル スタート アシストでは、坂道で約 1 秒間ブレー

キが自動的にかかります。これにより、足をブレー
キ ペダルからアクセル ペダルへ移動させる間に

Model S が惰性走行することを防止します。ヒル

スタート アシストでは、 Model S のギアがドライ

ブに入っていて上り坂の場合、またはリバースに入
っていて下り坂の場合のみ、ブレーキがかかります。

警告: 約 1 秒経過すると、ヒル スタート アシス

トによるブレーキは解除されるため、車両が惰
性走行する場合があります。したがって、ブレ
ーキ ペダルからアクセル ペダルへの足の移動

はすばやく行ってください。ヒル スタート ア
シストを過信しないようご注意ください。ヒ
ル スタート アシストにより、Model S の惰性

走行を 1 秒以上にわたって防止することはで

きません。ヒル スタート アシストを過信する

と、事故につながる危険があります。

ヒル スタート アシスト
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カメラ位置

Model S では、リアライセンスプレートの上にリア

ビューカメラが付いています。

ギアをリバースに入れると、このカメラの画像がタ
ッチスクリーンに表示されます。

注: Model S がパーキングアシスト機能を装備して

いる場合は、カメラ画像の下にパーキング センサー

からの視覚的フィードバックが表示されます。51
ページの「パーキングアシスト」を参照してくださ

い。

警告: 車両をバックする際に、車両の背後に人

がいるか、または障害物があるか、リアビュー
カメラの映像だけで判断しないでください。
このカメラでは、車両への損傷や人身事故につ
ながる可能性のある障害物や人を検出できな
い場合があります。また、カメラの検出能力は
レンズの汚れや視界の遮断など、いくつかの外
的要因によって低下することがあります。こ
のため、リアビューカメラによってのみ
Model S の背後に障害物があるかどうかを確

認するのは、車両や物体への損傷、さらには重
大な人身事故につながる危険性があります。
必ずご自分の目で確認してください。バック
するときは、後ろを振り返り、すべてのミラー
を使用するようにし、カメラは補助としてご利
用ください。カメラは目視確認の代わりおよ
び安全運転にとって代わるものではありませ
ん。

カメラのクリーニング

カメラのレンズはできるだけ鮮明な画像が得られる
ように清潔に保ち、視界が遮られないようにしてく
ださい。ゴミは、ときどき湿らせた軟らかい布でカ
メラのレンズを拭いて取り除いておいてください。

注意: カメラ レンズの表面に傷がつく可能性の

ある化学薬品系や研磨剤系のクリーナーは使
用しないでください。

リア ビュー カメラ
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大画面

ここでは、タッチスクリーンの各部について説明します。明るさとコントラストを手動で調節するには、 「コ

ントロール」 > 「スクリーン」の順にタッチします。「AUTO」に設定すると、周囲の明るさに応じてタッチ

スクリーンの「昼」(明るいバックグラウンド) と「夜」(暗いバックグラウンド）が自動的に切り替わります。

注: 以下の図は説明のみを目的としています。タッチスクリーンは、車両オプション、ソフトウェアのバージ

ョン、販売地域により異なる場合があります。

タッチスクリーンの概要
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1. ステータスバー

いちばん上の行には、充電、およびドライバー
のプロフィール、車両情報 (Tesla の「T」)、ソ

フトウェアのアップデート、Bluetooth®, Wi-Fi
設定、助手席エアバッグ設定のショートカット
があります。ステータス記号は、外の気温、ネ
ットワーク信号の強度、Bluetooth、Wi-Fi 設
定、助手席エアバッグの状態、および時刻を示
します。警告アイコン (! マーク) が表示された

場合、それにタッチして現在有効な警告メッセ
ージを確認してください。

注: エアバッグのステータス記号は、Model S
の電源が入っているときだけ表示されます。

2. アプリ

アプリを主表示エリアに表示する方法はいくつ
かあります。

• アプリのアイコンをタップすると、アプリ
が表示エリア上部に表示されます。アプリ
がすでに表示されている場合、もう一度タ
ップするとフルスクリーン表示になります
(フルスクリーンモードがあるアプリは限

られています)。
• アプリのアイコンを直接表示エリア上部ま

たは下部にドラッグします。

• アプリのアイコンにタッチし続けるとポッ
プアップが表示され、そこからアプリを主
表示エリアの上に表示するか下に表示する
かを選ぶことができます。

メディア：73 ページの「メディア

とオーディオ」を参照してください。

カレンダー：78 ページの「カレン

ダー」を参照してください。

エネルギー：54 ページの「航続距離

を 大限に伸ばす」を参照してくださ

い。

ウェブ：ウェブブラウザーを使ってイ
ンターネットにアクセスします (装備

されている場合)。

カメラ：Model S の後ろ側のエリアを

映し出します。リバースにシフトし
たときは必ずこのエリアが映し出さ
れます。60 ページの「リア ビュー カ
メラ」を参照してください。

電話：76 ページの「電話」を参照

してください。

3. 主表示エリア

選んだアプリによって、主表示エリアの内容が
変わります (この例では、ナビアプリとメディ

アアプリが表示されています)。アプリ（ナビや

ウェブなど）によっては、タッチスクリーンの
一般的な指操作によって拡大、縮小ができます。

4. アプリの 大化/ 小化

小さい四角型にタッチすると、対応するアプリ
が主表示エリアいっぱいに表示されます (拡大

できないアプリもあります)。もう一度タッチ

すると、ふたつのアプリが画面の半分ずつに表
示されます。

5. 音量調節

上向き矢印と下向き矢印にタッチしてスピーカ
ーの音量を上げたり下げたりします。ハンドル
の左側にあるスクロールホイールを使って音量
を調節することもできます。

6. 温度調整 (68 ページの「温度調整」を参照)。
7. コントロール

タッチして、Model S のすべての制御や設定

(ドア、ロック、ライトなど) にアクセスします。

8. 現在表示されている 2 つのアプリの位置を入

れ替えます。

警告: 運転者は、常に道路と交通状態に注意を

払うことを 優先してください。車両乗員お
よび道路歩行者の安全を確保するため、道路と
交通状態が許す限りにおいてタッチスクリー
ンを操作してください。

タッチスクリーンの概要
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Model S の機能を制御する

タッチスクリーンの下隅にある 「コントロール」 にタッチして、Model S のすべての主要な機能をカスタマ

イズします。

注: 以下の図は説明目的で掲載されています。コントロール画面で利用可能な機能は、車両オプション、ソフ

トウェアのバージョン、販売地域により異なる場合があります。

コントロール
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1. 閉じる

ウィンドウを閉じるには、ウィンドウ左上の丸
囲みの X にタッチします (または、ウィンドウ

の外側の任意の場所をタッチします)。
2. サンルーフ

Model S にサンルーフが装備されている場合

は、タッチして位置を調整します (14 ページの

「サンルーフ」を参照)。
3. 運転

• サスペンション

Model S にスマートエアサスペンション

が装備されている場合、タッチして
Model S を手動で上げ下げします (71
ページの「スマート エア サスペンション」

参照)。サスペンションの設定を変更する

には、Model S のエンジンをかけるか、ブ

レーキ ペダルを押す必要があります。ス

マートエアサスペンションは、エンジンが
かかっていなくても、Model S を水平に保

ちます (セルフレベリング)。したがって、

引き上げや牽引を行う場合は、セルフレベ
リングを無効にする必要があります (72
ページの「ジャッキモード」および114 ペ

ージの「ジャッキ アップと引き上げ」を参

照)。
• ステアリングモード

どのくらいの力でハンドルを回すかを調節
します。「スポーツ」に設定するとより素早
い反応が得られ、「コンフォート」に設定す
ると運転や駐車の操作がより容易になりま
す (35 ページの「ステアリングホイール」

を参照)。
• 回生ブレーキ

運転中にアクセルを離すと、回生ブレーキ
により Model S のスピードが落ち、余剰エ

ネルギーがバッテリーに戻されます。
「Low」に設定すると、Model S のスピー

ドが急激に落ちることはありませんが、航
続距離が低下することがあります (56 ペ

ージの「回生ブレーキ」を参照)。

注: 設定に関わらず、バッテリーがフル充電

されている場合や気温が極端に高いまたは
低い場合は、回生ブレーキによって得られ
るエネルギー量は少なくなります (余剰エ

ネルギーは、バッテリーを温めたり冷やし
たりするために使われます)。

• トラクションコントロール

トラクションコントロールをオフにする
と、計器パネルに警告メッセージが表示さ
れます。オフの設定は、現在の運転に限っ
て有効になります (57 ページの「トラクシ

ョンコントロール」を参照)。
• クリープ

オンにすると、ブレーキを離したときに、
Model S がドライブ状態であればゆっく

り前進し、リバース状態であればゆっくり
後退します (従来の自動車のオートマチッ

ク トランスミッションに相当します)。こ

の設定は、Model S がパーキング状態のと

きだけ変更できます。

4. 寒冷地設定

寒冷地オプションを備えた Model S の場合、全

座席のヒーテッドワイパーを調節できます。さ
らに、タッチスクリーンの下にある主温度調整
パネルを使って運転席と助手席の空調調節もで
きます (68 ページの「温度調整」を参照)。

5. トリップ

トリップ メーターでこれまでの走行データを

確認し、メーターをリセットします (53 ページ

の「走行情報」を参照)。
6. スクリーン

タッチスクリーンの明るさを手動で調節した
り、昼モード (明るいバックグラウンド) と夜モ

ード (暗いバックグラウンド) の切り替えを行

います。「AUTO」に設定すると、周囲の明るさ

に応じてタッチスクリーンの「昼」と「夜」の
設定が自動的に切り替わります。また、
Model S を省エネモードにしておくと、使用し

ていないときの消費エネルギー量が少なくなり
ます (54 ページの「航続距離を 大限に伸ば

す」参照)。ただし、「スクリーン」設定は「設

定」ウィンドウからアクセスすることもできま
す。

7. E ブレーキと電源オフ

手動で以下の操作ができます。

• サイドブレーキをかける/解除する (56 ペ

ージの「パーキング ブレーキ」を参照)。
• 電源を切る (38 ページの「停止」を参照)。
• 牽引モードにして、Model S のギアをニュ

ートラルに保つ (39 ページの「Model S を
ニュートラルのままにする - 牽引モード」

参照).
8. ドアとロック (6 ページの「内部ドアハンドルの

使用」を参照)
9. ライト (44 ページの「ライト」を参照)

警告: 運転中はタッチスクリーンを見ないでく

ださい。衝突の危険性が高くなります。運転
中に必要な情報はすべて計器パネルに表示さ
れます。

コントロール
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Model  S のカスタマイズ

「コントロール」ウィンドウの「設定」タブにタッチして、Model  S をお好みに合わせて調整します。

注: 以下の図は説明目的で掲載されています。「設定」画面で利用できるオプションは、車両オプション、ソフ

トウェアのバージョン、販売地域によって、これと異なることがあります。たとえば、多くの地域で「言語と
単位」タブは「単位と形式」と呼ばれています。

設定
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1. インストールされているアプリ (アプリケーシ

ョン) に関連のある設定を調整します。この時

点で調整できる設定項目のないアプリはグレー
表示されます。

2. ドライバーのプロフィールを管理します (34
ページの「ドライバーのプロフィール」を参

照)。
3. 単位と形式

Model  S の表示方法を調整します。

• 距離：航続距離表示、速度計、エネルギー
チャート、トリップメーター、Google マ
ップのルート検索およびナビゲーションの
表示単位をマイルと km の間で切り替える

ことができます。

• 時間：12 時間形式または 24 時間形式。

• 温度：°F または °C。

• 充電単位：充電レベルの単位を残りのバッ
テリー エネルギーのパーセンテージまた

は残りの航続距離のどちらかで表示しま
す。

• 航続距離表示：予想航続距離を次のどちら
かで表示します。

• 定格値 - ECE R101 テストに基づく表

示。

• 標準値 - US EPA テストに基づく表

示。

注: 充電の必要性が迫っている場合は、予想

航続距離を大まかなガイドラインとしての
み利用してください。

4. 車両

• 走行時オートロック：オンにすると、
Model  S の速度が 時速 8  km を超えた

ときにすべてのドアが自動的にロックされ
ます (6 ページの「走行時オートロック」を

参照)。
• 降車後オートロック：オンにすると、キー

を携帯して Model S から離れたときに、す

べてのドアが自動的にロックされます (6
ページの「降車後オートロック」を参照)。
Model  S にオプションのテックパッケー

ジが付属している場合にのみ利用できま
す。

• チャイルドロック：オンにすると、セーフ
ティー ロックが作動し、Model S の車内か

らリア ドアとリフトゲートを開けられな

くなります。

• ドアハンドル自動せり出し：オンにすると、
Model S がロックされているかどうかに

関係なく、運転者がキーを持って Model S
に近づいたときにドア ハンドルが自動的

にせり出します (5 ページの「外部ドアハン

ドルを使用する」を参照)。バッテリーを長

持ちさせるため、キーが 48 時間以上にわ

たって検出範囲外にある場合、または、す
べてのドアが閉まってから 5 分経過して

もキーが検出範囲内にある場合、Model S
は一時的にオート プレゼント ハンドル機

能を無効にするように設計されています。

• 降車後のヘッドライト：オンにすると、運
転者が車から出てから 2 分の間、または

Model  S をロックするまで、ヘッドライト

が点灯し続けます (46 ページの「降車後の

ヘッドライト」を参照)。
• タイヤ空気圧モニター：ホイールを交換し

た後、「センサーをリセット」 にタッチし

て TPMS センサーをリセットします

(94 ページの「TPMS センサーのリセッ

ト」参照)。
• レンジモード：オンにすると、Model  S は

空調システムの電力を制限することによっ
てエネルギーを節約します。このモードを
オンにすると、キャビンの冷暖房の効果が
低下しますが、シート ヒーターがオンにな

って効果の低下を補います。

• サービスモード：オンにすると、ワイパー
ブレードを交換するときにアクセスしやす
いように、ワイパー ブレードがサービス ポ
ジションへ移動します。Model  S をパー

キング状態にする必要があります。103
ページの「ワイパー ブレードとウォッシャ

ー液ノズル」を参照してください。

• ミラー角度の自動調節：オンにすると、バ
ックするときに外部ミラーが下に傾きます
(37 ページの「ミラー」を参照)。Model  S
にオプションのテックパッケージが付属し
ている場合にのみ利用できます。

• ミラー自動格納：オンにすると、キーを使
って、または降車後オートロック機能を利
用して Model  S をロックしたときに外部

ミラーが折りたたまれます。運転者が
Model  S に戻ってくると、外部ミラーは自

動的に開きます。この機能は、Model  S に
折りたたみ式ミラー (新 Model) とオプシ

ョンのテックパッケージの両方が付属して
いる場合にのみ利用できます。新しい
Model  S では、センター ミラー コントロ

ール ボタンにタッチして手動でミラーを

折りたたむこともできます (37 ページの

「ミラー」を参照)。

設定
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• 車高自動降下：Model  S がスマート エア

サスペンションを装備している場合は、サ
スペンションが自動的に低車高へ移行する
ときの速度を設定できます (71 ページの

「スマート エア サスペンション」を参照)。
5. 安全とセキュリティ

さまざまな安全性とセキュリティの機能をオ
ン、オフにします。

• 助手席 フロントエアバッグ (32 ページの

「助手席ヘッドエアバッグを OFF にする」

を参照)。
• パーキング アシスト チャイムなど、

Model  S が装備しているアクティブ セー

フティー装置 (51 ページの「パーキングア

シスト」を参照)。
• Model  S が装備しているアラームおよび

セキュリティ オプション (79 ページの

「セキュリティ設定」を参照)。
• Tesla のモバイル アプリケーションを利

用したリモート アクセス (82 ページの

「モバイル アプリ」を参照)。
6. スクリーン

タッチスクリーンの明るさを手動で調節した
り、昼モード (明るいバックグラウンド) と夜モ

ード (暗いバックグラウンド) の切り替えを行

います。「AUTO」に設定すると、周囲の明るさ

に応じてタッチスクリーンの昼モードと夜モー
トが自動的に切り替わります。また、Model S
を省エネモードにしておくと、使用していない
ときの消費エネルギー量が少なくなります (54
ページの「航続距離を 大限に伸ばす」参照)。
ただし、スクリーン設定は「コントロール」ウ
ィンドウからアクセスすることもできます。

7. ドライビングアシスト

車両がパーキングアシスト機能を装備している
場合は、車線逸脱警報 ( 49 ページの「車線逸脱

警報」参照 ) のような機能をコントロールして、

安全運転を体験できます。

8. マニュアル

本オーナーズ マニュアルを表示します。

警告: 運転中はタッチスクリーンを見ないでく

ださい。衝突の危険性が高くなります。

Model S に名前を付ける

Model S をさらにカスタマイズするために、名前を

付けることができます。Model S に付けた名前は

モバイル アプリに表示されます。Model S に名前

を付けるには、タッチスクリーンの 上部中央の
「Tesla “T”」 にタッチしてから、「車の名前を入力」

にタッチします。

設定
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温度調整の概要

タッチスクリーンの 下部から空調にいつでもアクセスできます。空調は標準で「AUTO ON」に設定されて

います。この設定では、過酷な気象条件を除くあらゆる環境で 高の快適さが保たれます。温度を調整する
と、システムが暖房、空調、空気供給、空気循環、ファンの速度を自動的に調整して設定した温度を維持しま
す。これらの設定を変更するには、「AUTO ON」 にタッチします (69 ページの「空調のカスタマイズ」 参
照)。

ファン、暖房、空調はバッテリーを電源としています。したがって、長時間使用すると航続距離が減少しま
す。

注: 以下の図は説明目的で掲載されています。

表示される情報は、車両オプション、ソフトウェアバージョン、販売地域、設定により異なる場合がありま
す。

1. フロント シートは 3 ( 強) から 1 ( 弱) の 3
つのレベルで動作するヒーターを備えていま
す。

動作中はインジケーターが赤く点灯し、設定番
号が表示されます。

注: Model S にオプションの寒冷地設定が付属

している場合は、「コントロール」 > 「寒冷地

設定」 の順にタッチすることによって、リア シ
ートのシート ヒーターとヒーテッドワイパー

も調整することができます (63 ページの「コン

トロール」 参照)。
2. 上矢印または下矢印にタッチしてキャビンの温

度 (LO: 17° C から HI: 32° C) を設定します。

運転席側と助手席側に同じ温度設定を適用する
には、矢印にタッチすると表示される温度表示
ポップアップ画面の「連動モード」にタッチし
ます。

3. 自動/手動温度調整 (69 ページの「空調のカス

タマイズ」を参照)。
4. リア ウィンドウのデフロスターは 15 分間リア

ウィンドウを温めた後*、自動的に停止します。

*Model S にテックパッケージのオプションが

付いている場合は、外部サイド ミラーも温める

ことができます。

5. 空調システムを ON/OFF にします。

6. フロント ガラスのデフロスターはフロント ガ
ラスの表面に空気を流し、ヒーターとファンを

大レベルで動作させます。1 回タッチすると

「Normal Defrost」に設定され、2 回タッチす

ると「Max Defrost」に設定されます。デフロ

スターが ON の状態でタッチすると OFF に切

り替わり、空気供給、ヒーター、ファンが元の
設定に戻ります。

警告: 長時間の使用によるやけどを防止するた

めに、末梢神経障害を患っている方、糖尿病、
加齢、神経損傷、その他の症状が原因で痛みを
感じる機能が低下している方は、空調システム
やシート ヒーターの使用の際に十分注意して

ください。

温度調整
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空調のカスタマイズ

空調システムは、ほとんどの状況で自動的に 高の快適さを保つように設計されています。お好みの温度を設
定するだけで、空調、空気再循環、空気供給、ファンの速度が調整され、設定温度が自動的に維持されます。

自動設定を上書きするには「AUTO ON」にタッチして個別の設定を表示します。次に、変更したい設定にタ

ッチします。設定を変更すると、「AUTO ON」アイコンの色が青からグレーに変わり、アイコンの表示が

「RESET AUTO」に変わります。

1. 「RESET AUTO」にタッチすると、すべての設

定が標準の値に戻ります。

2. 空調を ON/OFF にするには、「A/C ON」また

は「A/C OFF」にタッチします。オフにすると

冷房効果は下がりますが、エネルギーの節約に
なります。

Model S はガソリン車より走行音が格段に靜

かなため、コンプレッサーの動作音が気になる
ことがあります。騒音を 小限に抑えるには、
ファンの速度を下げるか、空気を再循環させま
す。

3. タッチして Model S に空気を取り込む方法を

指定します。

外気が Model S の車内に取り込ま

れます (70 ページの「換気」を参

照)。非常に暑いときや寒いときは

空気を再循環させるよりも効率が低
下しますが、この設定ではより多く
の空気がリア シート周辺に流れる

ため、Tesla ビルトインタイプ後ろ

向きチャイルド シートにお子さま

が座っている場合は、この設定にす
ることをお勧めします。

Model S の車内で空気が再循環し

ます。この設定では、外気 (排気ガ

スなど) が車内に入り込むことを防

止できますが、除湿と冷房の効果は
低下します。空気を再循環させるこ
との利点はキャビンの前方を冷やす
効果が も高いことですが、騒音も
大になります。状況の変化によっ

てフロント ガラスが曇るのを防止

するために、1 時間ごとに短時間設

定を変えて外気を車内に取り込んで
ください。

4. 以下のアイコンのいずれかにタッチして空気が
流れる場所を選択します。複数の場所を選択で
きます。

足元の通気口

顔の高さの通気口

フロント ガラスの通気口

5. スライダーにタッチし、ドラッグすることによ
ってファンの速度を設定します。

温度調整
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換気

外気はフロント ガラスの前のグリルを通して

Model S に取り込まれます。木の葉や雪などの障

害物がグリルをふさがないようにしてください。

Model S 車内の空気の流れを変えるには、車内の通

気口を上下左右に動かします。

注: 顔の高さにある外側の通気口をサイド ウィンド

ウに向けると、サイド ウィンドウの霜や曇りの除去

に役立ちます。

キャビン エア フィルター

Model S は、花粉、産業降下物、道のほこり、その

他の粒子が通気口から入り込むことを防止するエア
フィルターを備えています。Tesla では、12 か月ご

との定期メンテナンスで、または 20,000 km ごと

にエア フィルターを交換します。

温度調整の使い方のヒント

• エネルギーを節約するために、レンジモードを
オンにして空調システムの消費電力を制限する
ことができます。このモードをオンにすると、
キャビンの冷暖房効果が低下しますが、シート
ヒーターがオンになって効果の低下を補いま
す。「コントロール」 > 「設定」 > 「車両」 >
「レンジモード」の順にタッチします。

• 空調システムの動作音が大きすぎる場合は、フ
ァンの速度を落とすか、空気の流れを調整し、
外気を取り込みます(空気を再循環させる代わ

りに)。
• 車内を冷房するほか、空調システムはバッテリ

ーも冷却します。したがって、暑いときは、空
調システムを OFF に設定したとしても、ON に

なることがあります。これは、バッテリーの寿
命を保ち、バッテリーの 適化性能に必要とさ
れる 適な温度範囲にバッテリーを保つため
に、システムがバッテリーの冷却を優先するた
めであり、正常な動作です。

• 空調システムを効率的に動作させるために、す
べてのウィンドウを閉め、フロント ガラス前面

の外部のグリルに氷、雪、木の葉、その他の破
片がつまらないように注意してください。

• 暑いときに快適な温度に達するまでの時間を短
縮するために、運転開始時に数分間ウィンドウ
を少し開けて運転するようにしてください。

• 湿度が非常に高い場合、空調を ON にした直後

にフロント ガラスが少し曇ることがあります。

この曇りは数秒で消えます。

• 駐車している間、Model S の下に小さい水溜ま

りができることがあります。これは、湿気を除
去する過程で発生した余分な水分が下から排出
されたためで、正常な動作です。

温度調整
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注: Model S にスマート エア サスペンションが搭

載されている場合、Model S の始動時、システムの

リザーバにエアが充填される際にコンプレッサーの
音が聞こえることがあります。

スマート エア サスペンションの動作モードには手

動と自動の両方があります。

手動高さ調整

注意: サスペンションの高さを調整する際は、

Model S の上方と下方に障害物が一切ないこ

とを確認してください。

Model S の手動高さ調整は、自宅車庫までの急な

道、スロープ、積雪、住宅街のスピード バンプな

ど、 低地上高が余分に必要な場合に、車高を調節
できる便利な機能です。

Model S の電源をオンにした状態で、またはブレー

キ ペダルを踏んだ状態で、タッチスクリーンを使っ

て車高を手動で変更します。「コントロール」 > 「運

転モード」の順にタッチし、次のいずれかを選びま
す。

• 「VERY HIGH」： に設定されている場合、走行

速度が時速 35 km に達すると自動的に車高が

「HIGH」に下がります。

• 「HIGH」： に設定されている場合、走行速度が

時速 55 km に達すると自動的に車高が

「STANDARD」に下がります。

• 「STANDARD」： に設定されている場合、あら

ゆる積載条件下で 大の快適性と 良の操作性
が得られます。

• 「LOW」：車高を下げると、荷物の積み下ろしや

乗員の乗降が楽になります。

注: 使用可能な設定は走行速度やその他の条件によ

って異なります。たとえば、ドアが開いていると車
高を下げることはできません。

ロケーションベース サスペンション

ロケーションベース サスペンションは、車高を上げ

る必要がある場所 (急な道、スロープ、積雪、スピ

ード バンプなど) を頻繁に訪れる場合、その都度サ

スペンションを手動で調整する手間を省きます。

「HIGH」または「VERY HIGH」に車高を上げるた

びに、Model S はその場所をデータとして保存しま

す。ステータス メッセージが表示され、その場所が

Auto Raising 対象として保存されていることを知

らせます。

保存された場所に次回戻ってくると、Model S は車

高を上げ、計器パネルにその旨を知らせるメッセー
ジが表示されます:

注:

• 車高を「HIGH」に上げるときは、走行速度が時

速 55 km を超えないようにしてください。車

高を「VERY HIGH」に上げるときは、走行速

度が時速 35 km を超えないようにしてくださ

い。さらに、保存された場所に戻るとき上記の
速度より速い速度で走行している場合は、
Model S が減速するまで車高は上がりません。

• 保存された場所を離れると、(「コントロール」 >
「設定」 > 「車両」 > 「地上高自動降下」によ

り設定された) 地上高自動低下速度になって

も、上記の Auto Raising 速度のしきい値を上

回る速度で走行するまで、車高は下がらないこ
とがあります。

• Model S が保存された場所に着いても、その場

所のために保存されたサスペンション設定の車

スマート エア サスペンション
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高より現在のサスペンション設定の車高の方が
高い場合は、サスペンションは調節されません。

車高オート上昇を取り消す

保存された場所でサスペンションの車高オート上昇
を希望しないときは、そこで表示されるタッチスク
リーンのメッセージ内の 車高オート上昇 をタッチ

します。その場所の車高オート上昇が取り消され、
今後その場所に着いても車高が自動的に上がること
はありません。

注: 保存された場所にいる間に手動で

「STANDARD」 または 「LOW」に車高を下げる

と、その場所の 車高オート上昇 が取り消されます。

地上高自動低下

Model S の走行速度が、自宅車庫までの道や駐車場

内を走行する速度を超えると、スマート エア サスペ

ンションが自動的に車高を下げ、空力抵抗やハンド
リングを改善します。ほぼ平均的な速度で走行して
いる場合、サスペンションは自動的に「Standard」
に設定されます。上述のとおり、手動高さ調整を行
った場合は、走行速度の増加に応じてサスペンショ
ンが自動的に下がります。

荷物を積載する場合、スマート エア サスペンション

がフロントとリア間の水平を自動的に維持します。

タッチスクリーンで「コントロール」 > 「設定」 >
「車両」 > 「地上高自動低下」の順にタッチすると、

エアサスペンションが自動的に車高を「LOW」に切

り替える際の速度を設定することができます。この
設定は「ドライバーのプロフィール」に保存されま
す。

注: 一時的に車高を変更するには、ブレーキ ペダル

を踏み、 「コントロール」 > 「運転モード」の順に

エア サスペンション コントロールにタッチしてか

ら手動で車高を選択します。サスペンションを自動

的に下げる保存済みの設定は、次回の走行時に復元
されます。

エア サスペンション システムの不具合

が検知されると、計器パネル上で黄色の
表示灯が点灯します。不具合が解消しな
い場合は、Tesla に連絡してください。

ジャッキモード

ジャッキアップやリフトアップを行う際は、サスペ
ンションを「ジャッキモード」に設定し、Model S
の電源がオフになった状態でもセルフレベリングが
機能しないようにします。

ブレーキペダルを踏み、次に「コントロール」 >
「運転モード」 > 「ジャッキモード」の順にタッチ

します。

Model S が「ジャッキモード」になると、

計器パネルに赤色のエア サスペンション

表示灯が点灯します。

ジャッキモードを解除するには、「ジャッキモード」
を再度タッチします。

注: 「ジャッキモード」は、走行速度が時速 7 km を

超えると自動的にキャンセルされます。

スマート エア サスペンション
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概要

ラジオを聞いたり、オーディオ ファイルを再生した

りするには、 「メディア」 アイコンにタッチしま

す。タッチスクリーンにメディア プレーヤーが表

示されます。メディア プレーヤーには 2 つのタブ

があります。「ブラウズ」タブを使用して再生する対
象を選択し、「再生中」タブを使用して再生中の対象
を表示し、操作します。AM ラジオと FM ラジオを

再生できます (HD 含む)。 インターネット ラジオ

(TuneIn など) や Bluetooth 接続された機器、USB
接続されたフラッシュ ドライブのオーディオ ファ

イルを再生することもできます。

AM ラジオ サービスと FM ラジオ サー

ビス

Model S では AM ラジオ サービスと FM ラジオ

サービスを利用できます。ラジオ サービスは「ブラ

ウズ」タブから選択することも、メディア プレーヤ

ー ウィンドウの右上にある「Source Picker」を使

用して選択することもできます。

「再生中」画面のチャンネル セレクター バーにタッ

チし、ドラッグすることによって、ラジオを手動で
任意の周波数に合わせることができます。チャンネ
ル セレクター バーを使用して、ラジオ局から別のラ

ジオ局へ移動できます。

インターネット ラジオ

データ接続を経由してインターネット ラジオ サー

ビスにアクセスできます。インターネット ラジオ

を使うには、 「メディア」 > 「ブラウズ」 > 「ネ

ットラジオ」 の順にタッチします。

目的のインターネット ラジオ サービス (例えば

TuneIn) を選択し、カテゴリーとラジオ局を選択し

ます。ラジオ局または番組を選択すると、メディア
プレーヤーが再生を開始し、「再生中」画面が表示さ
れます。

インターネット ラジオ サービスで聴ける次の (前
の) ラジオ局、番組または曲を再生するには、「再生

中」画面の矢印にタッチするか、ハンドルの左側の
ボタン (35 ページの「ハンドルの左ボタンを使用す

る」を参照) を使用します。矢印やボタンの機能は、

現在聴いているインターネット サービスによって

異なります。

インターネット ラジオ アカウントの登録

Model S では複数のインターネット ラジオ サービ

スを利用できます。ログイン情報を入力するには、
「コントロール」 > 「設定」 > 「アプリ」 > 「メデ

ィアプレイヤー」の順にタッチします。使用するイ
ンターネット ラジオ アカウントの名前とパスワー

ドを入力し、「ログイン」にタッチします。

TuneIn

TuneIn を聞く場合、アカウントを登録する必要はあ

りません。ただし、(www.tunein.com にアクセス

するための) TuneIn アカウントを持っていれば、上

記の方法でログインできます。

メディアとオーディオ
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メディアの設定

ラジオ局の設定を調整したり、インターネット ラジ

オ アカウントにログインするには、 「コントロー

ル」 > 「設定」 > 「アプリ」 > 「メディアプレイヤ

ー」の順にタッチします。

お気に入り

現在再生中のラジオ局またはオーディオ
ファイルをお気に入りリストに追加する
には、「再生中」画面の「お気に入り」ア
イコンにタッチします。アイコンが青く
なり、お気に入りに追加されたことを示
します。お気に入りを削除するには、も
う一度アイコンにタッチします。

注: お気に入りリストにラジオ局を追加すると、プリ

セット（ 大 6 局）に空きがある場合は、追加した

ラジオ局がプリセットに追加されます。

注: お気に入りのラジオ局またはオーディオ ファイ

ルを選択するには、 「ブラウズ」 > 「お気に入り」

の順にタッチしてお気に入りリストの一覧を表示し
ます。下図に示すように、お気に入りがカテゴリー
別に表示されます。

お気に入りリストの前または次の曲やラジオ局を再
生するには、「再生中」画面の「前へ」アイコンまた
は「次へ」アイコンにタッチするか、ハンドルの左
側にあるボタン (35 ページの「ハンドルの左ボタン

を使用する」を参照) を使用します。

お気に入りをリストから削除するには、削除する対
象の X にタッチします。

注: プリセットに割り当てられているお気に入りの

ラジオ局またはチャンネルを削除すると、プリセッ
トからもそのお気に入りが削除されます。

マイ デバイス

USB 端子に接続したフラッシュ ドライブや

Bluetooth 機器のオーディオ ファイルを再生する

には、 「マイ デバイス」にタッチします。機器の名

前が表示されます。再生したい曲、アルバムまたは
プレイリストにタッチすると、メディア プレーヤー

が再生を開始し、「再生中」画面が表示されます。

選択されているプレイリストまたはアルバムの次の
曲を再生するには、タッチスクリーンの「前へ」矢
印または「次へ」矢印にタッチするか、ハンドルの
左側のボタン (35 ページの「ハンドルの左ボタンを

使用する」を参照) を使用します。

USB 接続されたフラッシュ ドライブ

USB 端子 (75 ページの「USB 接続」を参照) にフ

ラッシュ ドライブを接続します。「メディア」 > 「ブ

ラウズ」 > 「マイ デバイス」の順にタッチしてか

ら、フラッシュ ドライブの名前と再生したい曲をタ

ッチします。

注: USB 接続したメディアを再生する場合、

Model S が認識できるのはフラッシュ ドライブの

みです。他の種類の機器 (iPod など) でメディアを

再生するには、Bluetooth (機器が対応している場

合)を使用して機器を接続してください。

Bluetooth® 接続された機器

Model S に登録および接続されている (76 ペー

ジの「Bluetooth 対応の携帯電話の接続」を参照)
携帯電話などの Bluetooth 対応機器があれば、機器

に保存されているオーディオ ファイルを再生した

り、音楽ストリーミング サービス (Pandora、
Spotify など) を利用したりすることができます。

「メディア」 > 「ブラウズ」 > 「マイ デバイス」の

順にタッチしてから、Bluetooth 機器の名前にタッ

チします。

Bluetooth 機器は、その時点でアクティブになって

いるオーディオ ファイルの再生を開始し、タッチス

クリーンに「再生中」画面が表示されます。

再生する曲を変更するには、タッチスクリーンの「前
へ」アイコンまたは「次へ」アイコンにタッチする
か、ハンドルの左側のボタンを使用します。

注: Bluetooth 接続された機器でメディアを再生す

るには、機器のメディアへのアクセスがオンになっ
ていることを確認してください。76 ページの「電

話」を参照してください。

メディアとオーディオ
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USB 接続

Model S のセンター コンソールの前面に 2 つの

USB 接続端子があります。これらの端子を使用し

て USB ドライブを接続します。これらの端子を使

用して USB 機器を充電することもできます。

接続された USB 機器に保存されているオーディオ

ファイルを再生する方法については、74 ページの

「マイ デバイス」を参照してください。

注: USB ハブを使用して複数の機器を接続しないで

ください。複数の機器を接続すると、接続されてい
る機器が充電されなかったり、タッチスクリーンに
よって認識されなかったりすることがあります。

12V 電源ソケット

Model S のセンター コンソールの前面に電源ソケ

ットがあります。計器パネルとタッチスクリーンが
オンになっていれば、ソケットの電源を利用できま
す。

12V 電源ソケットは 大 15A または 大 180W を
必要とするアクセサリー機器に対応します。

注: Model S が (バッテリー電圧低下、電波干渉など

のために) キーを認識できない場合は、Model S を
もキーを検出しやすい 12V 電源ソケットの真下

にキーを置いてください。

警告: 電源ソケットとアクセサリーの端子は熱

くなることがあります。

メディアとオーディオ
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Bluetooth® 互換性

Model S では、電話が動作範囲内にあれば、

Bluetooth 対応電話をハンズフリーで使用できま

す。Bluetooth は通常、およそ 9  メートルまでの

距離の無線通信に対応していますが、通信の性能は
使用している電話によって異なることがあります。

Model S で電話を使用する前に、電話を登録する必

要があります。登録の際には、Bluetooth 対応電話

を使えるように Model S を設定します (76 ペー

ジの「Bluetooth 対応の携帯電話の接続」を参照)。

大 10 台の Bluetooth 電話を登録できます。

Model S は、常に 後に使用された電話に自動的に

接続します (その電話が動作範囲にあることが前提

です)。別の電話に接続する方法については、77
ページの「登録済みの電話との接続」を参照してく

ださい。

注: 多くの電話では、電話のバッテリーが低下する

と、Bluetooth がオフになります。

注: 電話のほかにも、Bluetooth 対応機器を Model
S に登録できます。たとえば、iPod Touch、iPad
または Android タブレット端末を登録して音楽を

ストリーミングすることができます。

Bluetooth 対応の携帯電話の接続

登録の際には、Bluetooth 対応の携帯電話を使える

ように Model S を設定します。電話が接続されて

いる場合、Model S は電話が動作範囲にあれば、電

話に接続できます。

電話を登録するには、Model S の車内で以下の手順

を実行します。

1. タッチスクリーンと電話の両方の電源がオンに
なっていることを確認します。

2. タッチスクリーンのステータスバーで、
Bluetooth アイコンにタッチします。

3. 電話で Bluetooth を有効にして、電話を検出可

能にします。

4. Model S のタッチスクリーンで「検索開始」に

タッチします。タッチスクリーンが検索を開始
し、動作範囲内にあるすべての利用可能な
Bluetooth 機器のリストを表示します。

5. Model S のタッチスクリーンで、登録したい電

話にタッチします。数秒以内にランダムに生成
された数字がタッチスクリーンに表示され、電
話にも同じ数字が表示されます。

6. 電話に表示される数字がタッチスクリーンに表
示される数字と同じであることを確認します。
次に、電話で登録をすることを確認します。

登録が完了すると、Model S は自動的に電話に接続

し、タッチスクリーンの電話名の横に、接続が有効
になっていることを示す Bluetooth マークが表示

されます。

連絡先のインポート

登録が完了すると、電話の連絡先と 近の通話履歴
へのアクセスを許可するかどうかを Bluetooth 設
定画面を使用して指定できます。

アクセスをオンにすると、Model S のタッチスクリ

ーンで連絡先のリストを見ることができます。「電
話」 > 「連絡先」の順にタッチします。連絡先にタ

ッチして、連絡先の電話番号をダイヤルしたり、連
絡先のアドレスを表示することができます。

注: 連絡先をインポートするには、同期を許可するよ

うに電話を設定するか、連絡先の同期に関する確認
を求める電話のポップアップ画面に応答する必要が
あります。この方法は使用している電話の種類によ
って異なります。詳細については、ご使用の電話に
付属しているマニュアルを参照してください。

アクセスがオンになっていれば、Phone アプリの連

絡先タブにタッチするとインポートされた情報が表
示されます。

Bluetooth 対応の携帯接続の登録解除

電話の接続を切断し、後で再び使用したい場合は、
Bluetooth 設定画面で「切断」にタッチします。

Model S でその電話を再び使うことがない場合は、

「このデバイスを登録解除」にタッチします。この設
定を行った電話を、再度 Model S で使用する場合

は、もう一度電話を登録する必要があります (76 ペ

ージの「Bluetooth 対応の携帯電話の接続」を参

照)。

注: Model S から離れると、電話の接続は自動的に

切断されます。

電話
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登録済みの電話との接続

Model S は、 後に接続された電話が動作範囲にあ

り、その電話の Bluetooth がオンになっている場

合、自動的にその電話に接続します。 後の電話が
動作範囲内にない場合、Model S は登録されている

次の電話との接続を試みます。

別の電話に接続するには、タッチスクリーンのステ
ータスバーの Bluetooth アイコンにタッチします。

Bluetooth ウィンドウに登録されている電話のリス

トが表示されます。接続したい電話を選択し、 「接

続」にタッチします。接続したい電話がリストにな
い場合は、76 ページの「Bluetooth 対応の携帯電話

の接続」の手順に従ってください。

接続されると、Model S のタッチスクリーンの電話

名の横に、接続が有効になっていることを示す
Bluetooth マークが表示されます。

電話をかける

以下の方法で電話をかけることができます。

• 連絡先リストから連絡先を選択する (上記の方

法)。
• Model S のキーパッドを使用する。

キーパッドを使用して電話をかける:

1. タッチスクリーンの 電話アプリにタッチし、

「キーパッド」にタッチします。

2. キーパッドに電話番号を入力します。

3. 「発信」にタッチします。タッチスクリーンに通
話画面と通話相手の番号が表示されます。

連絡先を選択して電話をかける:

1. タッチスクリーンの 電話アプリにタッチし、

「連絡先」にタッチします。

注: 電話の連絡先へのアクセスがオンになって

いることを確認します。

2. 通話相手の連絡先名にタッチして、連絡先の詳
細情報を表示します。

3. ダイヤルしたい番号にタッチします (複数の番

号が表示される場合があります)。タッチスク

リーンに通話画面と通話相手の連絡先の名前が
表示されます。

注: 安全上および法令上に問題がない場合は、電話機

で直接番号をダイヤルするか、連絡先を選択するこ
とによって電話をかけることもできます。

電話に応答する

電話に着信があると、計器パネルとタッチスクリー
ンの両方に発信者の番号または名前 (発信者が電話

の連絡先リストに含まれていて、Model S がその連

絡先へアクセスできる場合) が表示されます。

タッチスクリーンのオプションの 1 つにタッチする

か、ハンドルの右側のスクロール ホイールを使用し

て着信に「応答」するか、着信を 「無視」します

(36 ページの「ハンドルの右ボタンを使用する」を

参照)。

通話中オプション

通話中、ハンドルの右側の 上部のボタンを押すこ
とによって計器パネルに通話メニューを表示するこ
とができます。通話メニューが表示されたら、スク
ロール ホイールを使用してメニューをスクロール

し、オプションを選択することができます (36 ペー

ジの「ハンドルの右ボタンを使用する」を参照)。

電話
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概要

注: バージョン 6.0 のカレンダー機能はテスト仕様

です。

カレンダー アプリにより、スマートフォン (iPhone
または Android) のカレンダーを当日と翌日の分だ

け見ることができます。カレンダー アプリを使用

するには、次の条件が満たされる必要があります。

• Tesla Model S のモバイル アプリが起動し、お

客さまがすでにログインしていること。スマー
トフォンから指示があれば、モバイル アプリに

よるカレンダーへのアクセスを許可しなくては
なりません。モバイル アプリは定期的に (かつ

自動的に) カレンダー データをスマートフォン

から Model S に転送します。さらに、スマート

フォンでモバイル アプリを表示するたびに、更

新されたカレンダー データが Model S に転送

されます。

• スマートフォンが Model S に Bluetooth 接続

されていること。

• Model S へのリモート アクセスが有効される

こと(「コントロール」 > 「設定」 > 「安全とセ

キュリティ」 > 「リモート アクセス」 > 「On」
の順にタッチします)。

• Model S およびスマートフォンの接続状態が

両方とも良好であること。

注: 秘密保持上の理由で、Model S と Bluetooth 接
続されたスマートフォンからのカレンダー データ

のみ表示します。

「コントロール」 > 「設定」 > 「アプリ」 > 「カレ

ンダー」 > 「乗車後カンレンダーを表示」 の順にタ

ッチして Model S をカスタマイズすると、その日の

イベントのリマインダーを表示させることができま
す。

カレンダー
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セキュリティ システムについて

Model S が近くにキーがあることを検出していな

い状態でドアやトランクのロックが解除されると、
アラームが鳴り、ヘッドライトと方向指示器のラン
プが点滅します。アラームは、キーのボタンを押す
と解除されます。

アラームシステムを手動でオン/オフするには、 「コ

ントロール」 > 「設定」 > 「安全とセキュリティ」 >
「アラーム」の順にタッチします。アラームシステム
を ON にすると、ドアがロックされてから、および

認識されたキーが近くに検出されない状態になって
から 1 分間後にアラームが有効になります。

セキュリティ設定
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データ接続方法として Wi-Fi が用意されており、携

帯電話通信網よりも速い場合も多くあります。Wi-
Fi 接続は携帯電話が通じにくい、または通じない地

域で特に便利です。Model S のソフトウェア アッ

プデートを高速かつ確実に行うため (81 ページの

「ソフトウェア アップデート」を参照)、Tesla は Wi-
Fi をネットワークに接続した状態にしておくこと

をお勧めします。Wi-Fi ネットワークへの接続方法

は以下の通りです:

1. タッチスクリーンのステータス バーにある

「3G」 アイコンにタッチします。Model S が圏

内にある Wi-Fi ネットワークの検索と表示を

開始します。

2. 使用したい Wi-Fi ネットワークを選択してパ

スワード (必要な場合) を入力してから、「接続」

にタッチします。

検索したネットワークの一覧にない非表示のネット
ワークにも接続できます。「Wi-Fi 設定」 にタッチ

し、表示されるダイアログ ボックスにネットワーク

名を入力するだけです。

ネットワークにいったん接続すると、そのネットワ
ークが圏内にあるかぎり Model S は自動的に同じ

ネットワークに接続されます。過去に接続したこと
のあるネットワークが圏内に複数ある場合、
Model S は直近に使用したネットワークに接続さ

れます。

注: モバイル ホットスポットや Wi-Fi テザリングを

経由したインターネット接続も使用できます。

注: Tesla サービス センターでは、Model S が
Tesla サービス Wi-Fi アクセス ポイントに自動的

に接続されます。

Wi-Fi への接続
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新しいソフトウェアの読み込み

Model S のソフトウェア アップデートはワイヤレ

スで行われ、車両保有期間中は新機能の提供が継続
的に行われます。アップデートが利用可能な状態に
なった後、 初に Model S に乗る際にタッチスクリ

ーン上にスケジューリング ウィンドウが表示され

ます。

注: ソフトウェア アップデートの中には完了までに

2 ～ 3 時間かかるものもあります。新しいソフトウ

ェアのインストール中は、Model S のギアを P (パ
ーキング) に入れておく必要があります。ソフトウ

ェア アップデートを も速くそして確実に受け取

るには、できる限り Wi-Fi に常時接続した状態にし

ておきます (80 ページの「Wi-Fi への接続」を参

照)。

ソフトウェア アップデートが利用可能な状態にな

ると、タッチスクリーンのステータス バーに黄色の

時計アイコンが表示されます。

1. 上下矢印をタッチするとアップデートを開始し
たい時間を変更できます (必要な場合)。次に、

「この時間に設定」 を押してアップデートを予

約します。予約すると、タッチスクリーンのス
テータス バーの黄色の時計アイコンが白色に

変わります。

2. 「今すぐインストール」 をタッチすると、アッ

プデート プロセスが直ちに開始されます。

アップデートの開始前であれば、いつでもアップデ
ートの再予約を行うことができます。これを行うに
は、タッチスクリーンのステータス バーの時計アイ

コンをタッチして、アップデート ウィンドウを表示

します。

ソフトウェア アップデート開始時に Model S が充

電されている場合、充電は停止します。アップデー
トが完了すると、充電が自動的に再開します。予約
したアップデート時刻に Model S が走行中の場合、

アップデートがキャンセルされますので、再予約す
る必要があります。

タッチスクリーンにソフトウェア アップデートが

完了しなかった旨のメッセージが表示された場合
は、Tesla にご連絡ください。

リリース ノートの表示

ソフトウェア アップデートが完了したら、リリース

ノートを表示させて新機能を確認してください。リ

リース ノートを任意のタイミングで表示させるに

は、タッチスクリーンの 上部中央の Tesla の「T」
をタッチしてから、 「リリースノート」 をタッチし

ます。

ソフトウェア アップデート
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Model S モバイル アプリ

Tesla Model S モバイル アプリでは、iPhone® また

は Android™ 携帯を用いてリモートから Model S
と通信することができます。モバイル アプリを使

用すると次のことができます:

• 充電の進行状況をチェックしたり、充電の開始
時や停止時、完了時に通知を受け取る。

• 運転前に Model S の暖房/冷房を入れる (ガレ

ージ内でも可能)。
• Model S の位置と方向を特定し、マップ上で動

きを追跡する。

• 駐車時にライトを点滅させたり、ホーンを鳴ら
して Model S を見つける。

• サンルーフを開放してチルトしたり、閉めたり
する。

• 遠くから Model S をロックまたはアンロック

する。

• Model S を始動する。

• Model S のカレンダー アプリをサポートし、モ

バイル アプリを使ってスマートフォンのカレ

ンダー データを Model S に転送する。

• 車のアラームが発動したときや、Model S の新

しいソフトウェアが更新可能なときに通知を受
け取る。

お使いのスマートフォンに Tesla Model S モバイ

ル アプリをダウンロードして、MY TESLA ログイ

ン情報を入力します。また、リモート アクセスの設

定をオンにして Model S がモバイル アプリと通信

できるようにしておく必要があります。「コントロ
ール」 > 「設定」 > 「安全とセキュリティ」 > 「リ

モートアクセス」 > 「ON」の順にタッチしてくだ

さい (65 ページの「設定」を参照)。

モバイル アプリ
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高電圧コンポーネント

1. バッテリー

2. DC-DC コンバーターおよびジャンクション ボ
ックス

3. 高電圧ケーブル (オレンジ色)
4. 10 kW 車載マスター充電器

5. 10 kW 車載充電器（オプション）

6. 充電ポート

7. 駆動装置

警告: 高電圧システムにはユーザーが整備可能

な部品はありません。高電圧コンポーネント
やケーブル、コネクタの分解、脱着は行わない
でください。高電圧ケーブルのカラーはオレ
ンジ色になっており、容易に見分けることがで
きます。

警告: Model S に貼られているラベルに記載の

指示事項をすべて読み、その内容に従ってくだ
さい。これらのラベルはお客様の安全のため
に貼っています。

警告: 万が一火災が発生した場合は、直ちに

寄りの消防機関に連絡してください。

電気車両コンポーネント
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充電機器

Model S の充電専用に設計された充電機器は Tesla
から入手できます。Tesla ウォールコネクターはガ

レージに取り付けるタイプで、Model S をご自宅で

も高速に充電することができます。

一部の国・地域では、Model S にモバイルコネクタ

ーとアダプターが装備され、一般的に使用される電
源コンセントに差して使います。モバイルコネクタ
ーを使用する場合、まずモバイルコネクターを電源
コンセントに差してから Model S に接続します。

お使いのモバイルコネクターの詳細情報は、モバイ
ルコネクター所有者ハンドブックを参照してくださ
い。追加アダプターの購入は、Tesla にお問い合わ

せください。

Tesla では各種アダプターを販売しており (J1772、
Mennekes Type 2、CHAdeMO など)、Model S
をお使いの地域で も一般的に使用されている公共
充電ステーションに接続することができます。アダ
プターを充電ステーションの充電ケーブルに接続
し、タッチスクリーンを使って充電ポート扉を開け
てから (86 ページの「Model S の充電」を参照)、
Model S に接続します。

お使いの地域の充電機器の詳細な情報については、
www.teslamotors.com にアクセスし、お使いの地

域を選択し、利用可能な充電オプションをご確認く
ださい。

電気車両コンポーネント
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バッテリーについて

Model S は世界 高クラスの高性能バッテリーを

搭載しています。バッテリーを長持ちさせるために
も重要なのは、Model S を使用していない間も充

電したままにしておく ことです。特に数週間以上

Model S を運転する予定がない場合、これは重要で

す。Model S が充電状態になっていれば、バッテリ

ーの寿命を 大にする充電レベルを自動的に維持す
ることが必要になったときにスリープ状態から復帰
します。

バッテリーのレベルが低下するまで充電を待つ必要
はありません。実際、バッテリーは定期的に充電さ
れていると 高の性能を発揮します。

注: Model S のバッテリーが完全に放電し、牽引が

必要になった場合は、オーナーが牽引の費用を負担
しなければなりません。放電に関連する牽引の費用
はロードサイド アシスタンス契約の対象になりま

せん。

バッテリーの保護

バッテリーを完全放電させないでください。Model
S を運転していない間も、バッテリーは車載電子回

路に電源を供給するために非常にゆっくり放電して
います。バッテリーは平均して 1 日 1% の割合で放

電します。Model S が充電されない状態が長期間

続くような場合もあります (たとえば、空港の駐車

場に車を置いて旅行に出かけるなど)。バッテリー

を十分な充電レベルに保つために、1%について留意

してください。たとえば、2 週間 (14 日) 充電しない

と、バッテリーはおよそ 14% 放電します。

バッテリーを 0%まで放電すると、バッテリーを恒

久的に損傷するおそれがあります。完全放電からバ
ッテリーを保護するために、充電レベルが 5% に低

下すると、Model S は低消費電力モードに入りま

す。このモードでは、1 か月当たりの放電速度をおよ

そ 4% にまで下げるために、バッテリーは車載電子

回路への電源供給を停止します。省エネモードに入
った場合は、バッテリーを損傷しないように、2 か
月以内に Model S を充電することが重要です。

注: 省エネモードに入っていると、補助 12V バッテ

リーの充電は停止し、12V バッテリーは 12 時間以内

に完全放電します。そのような状態になった場合、
ジャンプスタートさせるか、12V バッテリーを交換

しないと充電できなくなるおそれがあります。その
場合は Tesla に連絡してください。

温度の限界

長期にわたり良好な性能を得るため、Model S を
60° C 以上または -30° C 以下の環境に 24 時間以

上連続して置かないでください。

省エネ機能

Model S には省エネ機能があり、Model S を使用し

ていないときの消費エネルギーを減らすことができ
ます。「コントロール」 > 「スクリーン」 > 「省エ

ネモード」の順にタッチします。航続距離を 大限
に伸ばし、かつエネルギーを節減することについて
の詳細情報は 54 ページの「航続距離を 大限に伸

ばす」を参照してください。

バッテリーに関する警告と注意事項

警告: バッテリーには、オーナーや Tesla が認

定しないサービス技術者が整備できる部品は 1
つもありません。どのような状況にあっても、
バッテリーのフタを開けたり、バッテリーを改
造したりしないでください。必ず Tesla に連

絡して、バッテリーの修理を依頼してくださ
い。

注意: バッテリーの充電レベルが 0% になった

場合は、バッテリーを充電する必要がありま
す。長期間にわたってバッテリーを充電せず
に放置した場合は、ジャンプスタートさせるか
12V バッテリーを交換しないと Model S を充

電できなくなったり、使用できなくなったりす
るおそれがあります。Model S を長期間にわ

たって充電せずに放置すると、恒久的にバッテ
リーを損傷することもあります。Model S を

充電できない場合は、ただちに Tesla に連絡し

てください。

注意: バッテリーはオーナーによるメンテナン

スを必要としません。フィラー キャップを開

けたりバッテリー液を補充したりしないでく
ださい。バッテリー液のレベルが低いという
警告が計器パネルに表示された場合は、ただち
に Tesla に連絡してください。

バッテリーに関する情報

充電中 85



充電ポートを開ける

充電ポートは Model S の助手席側に位置し、リア

テール ランプ アセンブリの一部になっているドア

の後ろにあります。

充電ケーブルが充電ポートに届きやすいように、
Model S を駐車します。

Model S のロックが解除されている状態または認

識済みのキーがそばにある状態で、Tesla 充電ケー

ブルのボタンを押して離します。

使用しているケーブルにこのボタンが付いていない
場合は、「コントロール」 > 「充電ポート」の順に

タッチします。タッチスクリーン 上部のバッテリ
ー アイコンにタッチしてから、「充電」画面で「充

電ポートを開く」にタッチすることもできます。

公共の充電スタンドで充電するには、スタンドの充
電コネクターにアダプターを接続します。Model S
には販売地域でよく使われているアダプターが付属
しています。使用している充電器によっては、充電
器の制御装置を使用して充電を開始、停止する必要
があります。

注: 充電ポート扉を開けると、充電ポートのライトが

白色に点灯します。充電ケーブルが接続されていな
いと、やがてライトが消灯します。

注: 充電ポート扉を開いてから数分以内に充電ケー

ブルを充電ポートに接続しないと、ラッチが閉じま
す。その場合は、タッチスクリーンを使用して充電
ポート扉を開けます。

注意: 充電ケーブルのコネクター側を Model S
の上に落とすと、塗装が損傷することがありま
す。

注意: 充電ポートを無理に開けようとしないで

ください。そうするとラッチが損傷すること
があります。ラッチが損傷すると、ドアが閉ま
らなくなります。

差し込む

必要な場合は、タッチスクリーンを使用して充電上
限と充電電流を変更します。

コネクターと充電ポートの向きを合わせて、コネク
ターを奥まで差し込みます。コネクターが正しく差
し込まれている場合に Model S が以下の状態にな

ると、自動的に充電が開始されます。

• ラッチによってコネクターが所定の位置に固定
されたとき。

• パーキングにシフトしたとき (他のギアに入っ

ていた場合)。
• 必要に応じてバッテリーを加熱または冷却した

とき。バッテリーを加熱または冷却する必要が
ある場合は、充電が開始されるまでに遅れが生
じる場合があります。

注: Model S に充電ケーブルが差し込まれている状

態で充電が行われていないときは、バッテリーに蓄
積されたエネルギーではなく、コンセントからエネ
ルギーが引き出されます。たとえば、ギアをパーキ
ングに入れ、充電ケーブルを差し込んだ状態で、
Model S の座席に座ってタッチスクリーンを操作

している間、タッチスクリーンが消費するエネルギ
ーはバッテリーではなく電源コンセントから取り込
まれます。

Model S の充電
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充電中

充電中、充電ポートは緑色に点滅し、計器パネルに
充電ステータスが表示されます。充電レベルがフル
に近づくにつれて、充電ポートのライトが点滅する
周期が遅くなります。充電が完了すると、ライトの
点滅が停止し、緑色の点灯になります。

注: Model S がロックされている場合、充電ポート

の周囲のライトは点灯しません。

充電ポートの周囲のライトが充電中に赤く点灯する
場合は、故障が検出されています。計器パネルまた
はタッチスクリーンで故障に関するメッセージを確
認してください。故障は、停電などのよくある障害
が原因で発生する可能性があります。停電が発生し
た場合は、電力が復旧すると自動的に充電が再開さ
れます。

注: 特に大電流で充電する場合は、必要に応じて冷却

コンプレッサーとファンが動作し、バッテリーを冷
却します。したがって、充電中に音が聞こえるのは
正常な状態です。

充電の停止

充電ケーブルを取り外すか、タッチスクリーンで「充
電を停止」にタッチすることにより、いつでも充電
を停止できます。

充電ケーブルを取り外す

1. Tesla コネクターのボタンを長押ししてラッチ

を解除します。

2. コネクターを充電ポートから引き抜きます。

3. 充電ポート扉を押して閉めます。

注: 充電ケーブルの不正な取り外しを防止するため、

Model S のロックが解除されるか、Model S がキー

を認識しない限り、充電ケーブルは取り外せないよ
うになっています。

注: キーをダブルクリックすると、Model S の充電

は停止します。充電が停止してから 60 秒以内に充

電ケーブルを取り外さないと、充電が再開されます。

注意: Tesla では、Model S を使用していない

場合でも、充電ケーブルを差し込んだままにし
ておくことを強く推奨します。そうすること
で、バッテリーの充電レベルが 適に保たれま
す。

充電ポート ライト

白色 充電ポート扉を開け、充電モードになる
とライトは白色で点灯します。

緑色 ライトは充電中は緑色で点滅し、充電が
完了すると緑色の点灯に変わります。

赤色 故障が検出されて充電が停止すると、ラ
イトは赤色で点滅します。計器パネル
またはタッチスクリーンで故障に関す
るメッセージを確認してください。

Model S の充電
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充電設定の変更

充電ポート扉が開いていると、タッチスクリーンに
充電設定画面が表示されます。

充電設定画面を表示するには、タッチスクリーン
上部のバッテリー アイコンにタッチするか、「コン

トロール」 > 「充電中」 (「コントロール」画面の右

上) の順にタッチします。

注: 以下の図は説明目的で掲載されており、Model S
のソフトウェアのバージョンおよび販売地域によっ
て異なる場合があります。

1. 充電ステータス メッセージ (「予約充電」、「充電

中」」など) はここに表示されます。

2. 充電上限を調整するには、 「充電限度の設定」

にタッチしてからスライドバーをドラッグしま
す。50% から 100% の間の任意のレベルに変

更できます。選択した設定は、即充電と予約充
電の両方に適用されます。

3. 特定の場所の予約充電: Model S がパーキング

の状態のとき、現在の場所で Model S の充電開

始時刻を設定します。予定時刻に指定場所にあ
る Model S に充電ケーブルが接続されていな

い場合は、予定時刻経過後 6 時間以内に充電ケ

ーブルを接続するとすぐに充電が開始されま
す。予定時刻から 6 時間経過した後で充電ケ

ーブルを接続した場合、Model S の充電は翌日

の予定時刻になるまで開始されません。この設
定を変更するには、「充電開始」または「充電を
停止」にタッチします (第 4 項を参照)。充電予

定時刻を設定すると、Model S の計器パネルと

タッチスクリーンに設定された時刻が表示され
ます。

4. タッチして充電ポート扉を開けるか、充電を開
始 (または停止) します。

5. あらかじめ低い電流レベルに設定されていない
限り、接続されている充電ケーブルから得られ
る 大電流に電流が自動的に設定されます。

必要な場合は、上下矢印にタッチして電流を変
更します (たとえば、他の機器と屋内配線を共

有している場合に屋内配線が過負荷にならない
ように電流を下げることがあります)。接続さ

れている充電ケーブルから得られる 大電流を
上回るレベルに充電電流を設定することはでき
ません。

電流を変更すると、Model S はそのときの場所

を記憶します。したがって、その後、同じ場所
で充電するときに電流を再度設定する必要はあ
りません。

注: 入力電力の変動により、Model S が充電場

所の電流設定値を自動的に低下させた場合は
(89 ページの「充電ステータス」の注記を参

照)、問題が解決して充電場所の電力が安定する

まで、低い電流で充電することをお勧めします。

Model S の充電
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充電ステータス

以下の図は説明目的で掲載されています。表示される情報は、Model S のソフトウェア バージョンおよび販

売地域により異なる場合があります。

1. 1 時間当たりの充電量。

2. 推定航続距離 (エネルギー)。ここに表示されて

いる走行距離の代わりに、バッテリー残量 (%)
を表示することもできます。

そうするには、「コントロール」 > 「設定」 >
「単位と形式」 > 「充電単位の表示」の順にタ

ッチします。

注: バッテリーの図の一部が青くなることがあ

ります。これは、バッテリーが冷えているため、
バッテリーに蓄えられているエネルギーのごく
一部が運転に利用できないことを示していま
す。これは正常な動作で、問題はありません。
バッテリーが温まると、青い部分が消えます。

3. 供給中の電流/接続されている電源から利用可

能な総電流 (88 ページの「充電設定の変更」を

参照)。
4. 現在の充電で増加した推定航続距離 (またはエ

ネルギー)。上図の走行距離の代わりに、増加し

たエネルギー量が表示されるように設定を変え
ることもできます。そうするには、「コントロー
ル」 > 「設定」 > 「単位と形式」 > 「充電単位

の表示」 の順にタッチします。

5. ここに充電ステータス情報が表示されます。た
とえば、Model S が充電中の場合は、現在選択

されている充電レベルで充電したときのフル充
電までの残り時間が表示されます。特定の場所
で予約充電が ON に設定されている場合は、充

電開始時刻が表示されます。

6. 充電ケーブルから供給されている電圧。

注: Model S が充電中のとき、入力電力に予期せぬ

変動が検出されると、充電電流が自動的に 25% 減少

します。たとえば、40  アンペアの電流が 30  アン

ペアに減少します。この自動電流減少機構によっ
て、Model S または充電回路以外の部分に問題があ

るときの安定性と安全性が向上します。このような
問題の例として、家庭の屋内配線、コンセント、ア
ダプター、コードが定格電流容量を満たしていない
ことがあります。Model S は、ある場所の充電電流

が自動的に減少した場合、将来の予防策としてその
場所の減少した電流を記憶します。減少した電流を
手動で増やすこともできますが、Tesla としては、

根本的な問題が解決して充電場所の電力が安定する
まで、低い電流で充電することをお勧めします。

Model S の充電
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定期サービス

ご利用の Model S の信頼性と効率を長期に渡って

維持するには、定期的なメンテナンスが重要となり
ます。

タイヤは 8000 km 走行ごとにローテーションして

(パフォーマンス プラス モデルは除く) 適正なタイ

ヤ空気圧を維持し、車両は走行期間 12 か月または走

行距離 20,000 km のいずれかの条件に達するたび

に Tesla の定期メンテナンスを受けてください。ま

た、毎日および毎月、下記のようなチェックを行う
ことも重要です。

Model S のサービスは Tesla 認定の整備士によっ

て実施される必要があります。Tesla 認定の整備士

以外が行ったメンテナンスまたは修理で生じた損傷
または故障は保証の対象となりません。

毎日のチェック

• 計器パネルに表示されるバッテリーの充電レベ
ルをチェックします。

• 外装のライト、ホーン、方向指示ライト、ワイ
パー、ウォッシャーの動作をチェックします。

• パーキング ブレーキも含め、ブレーキの動作を

チェックします。

• シートベルトをチェックします (18 ページの

「シートベルト」を参照)。
• 車体の下に液体が漏れていないことをチェック

します。少量の水がたまっていても（空調シス
テムの除湿プロセスによる）、異常ではありませ
ん。

毎月のチェック

• 走行距離をチェックし、タイヤのローテーショ
ン (パフォーマンス プラス モデル以外では

8000 km ごと) が必要かどうかを判断し、個々

のタイヤの状態と空気圧をチェックします
(91 ページの「タイヤの手入れと保守」を参

照).
• ウォッシャーの液位をチェックし、必要なら液

を補充します (107 ページの「ウォッシャー液

の補充」を参照)。
• 空調システムの動作をチェックします (68 ペ

ージの「温度調整」を参照)。

警告: 液位の大幅または急激な低下、あるいは

タイヤの局部的な摩耗に気づいたら、ただちに
Tesla に連絡してください。

定期液交換

バッテリー冷却剤やブレーキフルードはご自分で交
換したり補充したりしないでください。液は Tesla
サービス技術者が以下の間隔で定期的に交換いたし
ます。

• ブレーキフルード:走行期間 2 年または走行距

離 40,000 km のいずれかの条件到達時。

• バッテリー冷却剤:走行期間 5 年または走行距

離 100,000 km のいずれかの条件到達時。

注: バッテリー冷却剤タンクを開けたために生じた

損害は保証の対象外です。

高電圧安全性

お客様の Model S は安全性を 優先して設計・製造

されています。しかし、どのような高電圧システム
にも負傷のリスクはつきものですので、安全のため、
以下の注意事項に留意してください。

• Model S に貼ってあるラベルの注意をお読み

になり、必ず守るようにしてください。これら
のラベルはお客様の安全のために貼っていま
す。

• 高電圧システムには、ユーザーがサービス可能
な部品はありません。高電圧コンポーネントや
ケーブル、コネクタの分解、脱着は行わないで
ください。高電圧ケーブルのカラーはオレンジ
色になっており、容易に見分けることができま
す。

• 事故発生時は、高電圧配線、コネクタ、配線に
接続された部品に一切手を触れないでくださ
い。

• 万が一火災が発生した場合は、直ちに 寄りの
消防機関に連絡してください。

警告: 車体の下で作業をする場合は、充電中で

なくても、必ず事前に充電ケーブルを抜いてお
いてください。

警告: 冷却ファンの吹き出し口を、手や衣類な

どでふさがないでください。冷却ファンの中
には、Model S がパワー オフの状態でも動作

するものがあります。

注意: 自動車で使用される液体 (バッテリー酸、

バッテリー冷却剤、ブレーキフルード、フロン
トガラス ウォッシャー添加剤など) の中には

有毒なものがあり、これらの液を吸入または嚥
下したり、傷口に接触させたりしないでくださ
い。安全のため、液体の容器に表示されている
説明を必ずお読みになり、守るようにしてくだ
さい。

メンテナンス スケジュール
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タイヤ空気圧の保守

タイヤの空気圧がタイヤに記載されている空気圧と
は異なる場合でも、タイヤの空気圧ラベルに表示さ
れる空気圧に従ってください。タイヤの荷重ラベル
は、中央のドア ピラー上にあり、運転席側のドアを

開くと確認することができます。

1 つまたは複数のタイヤの空気圧が低す

ぎるまたは高すぎる場合、計器パネル上
のタイヤ空気圧表示灯が警告します。

タイヤ空気圧表示灯は、空気圧を調整してもすぐに
は消えません。タイヤを推奨空気圧にした後、タイ
ヤ空気圧表示灯を消すタイヤ空気圧監視システム
(TPMS) を作動させるには、時速 40 km 以上の速

度で 10 分間以上運転する必要があります。 

Model S の電源を入れるたびに表示灯が 1 分間点

滅する場合は、タイヤ空気圧監視システム (TPMS)
が故障を検出しています (95 ページの「TPMS 故
障」を参照)。

タイヤ空気圧の点検と調整

タイヤが冷えており、Model S が 3 時間以上静止し

ているときに以下の手順に従ってください。

1. バルブキャップを取り外します。

2. 圧力を測定するため、正確なタイヤ空気圧ゲー
ジをバルブにしっかりと押しつけます。

3. 必要に応じて、推奨空気圧にするために空気を
追加します。

4. タイヤゲージを取り外して再び取り付けること
により、圧力を再度チェックします。

5. 空気を入れすぎた場合は、バルブ中央の金属ス
テムを押すことによって空気を逃がします。

6. タイヤゲージの圧力を再チェックし、必要に応
じて調整します。

7. ほこりが侵入しないよう、バルブキャップを再
び取り付けます。バルブに損傷や漏れがないか
を定期的に点検します。

警告: タイヤの低空気圧は、タイヤ温度の上昇、

深刻なひび割れ、突然のトレッド剥離やパンク
を引き起こすなど、タイヤの不具合の も一般
的な原因です。この結果、車両制御が予期せず
失われ、けがや事故につながる危険性が高まり
ます。低空気圧はバッテリー耐走行距離およ
びタイヤのトレッド寿命に影響を及ぼします。

警告: タイヤが冷えているときに、正確なタイ

ヤ空気圧ゲージを使用して圧力をチェックし
てください。現在のタイヤ空気圧でタイヤを
なじませるには、タイヤを温めるため約 1.6 km
ほど運転すれば十分です。直射日光や高温な

場所における駐車も、タイヤ空気圧に影響しま
す。タイヤの温度が上がっている場合は、圧力
も高くなっていることに注意してください。
タイヤ空気圧の調整は必ずタイヤが冷えた状
態でおこなってください。温まった状態では
正しい調整ができす、空気圧不足になり大変危
険です。

警告: Tesla 修理キットに用意されているタイ

プ以外のタイヤシーラントは使用しないでく
ださい。他のタイプを使用すると、タイヤ空気
圧センサーが故障する可能性があります。
Model S にタイヤ修理キットが含まれていな

い場合は、Tesla から購入できます。

タイヤの手入れと保守
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タイヤの点検と保守

トレッドとサイド ウォールにゆがみ (膨らみ)、切り

込み、または摩耗の兆候がないか定期的に点検して
ください。

警告: タイヤが損傷している、摩耗しすぎてい

る、またはタイヤの空気圧が不適切な場合は、
Model S を運転しないでください。タイヤの

摩耗を定期的に点検し、切り込み、膨らみ、ま
たはプライ / コード構造の露出がないことを

確認してください。

タイヤ摩耗

納車時の Model S には、トレッドパターンにウェア

インジケーターが鋳込まれたタイヤが取り付けられ
ています。トレッドが 1.6 mm まで摩耗すると、ト

レッドパターンの表面にウェアインジケーターが現
れ、タイヤ幅にわたって連続した輪ゴムのように見
えます。

輪ゴムのような表示が現れたら、またはトレッド溝
の深さが法律で許容される 小値に達したら、タイ
ヤをただちに交換してください。

ローテーション、バランス、ホイールアライメント

Tesla は 8000 km 走行ごとにタイヤのローテーシ

ョン (位置交換) を行うことを推奨します。

ホイールバランスが悪い場合 (ステアリング ホイー

ルからの振動によって気付くことがあります) は、

車両の操作とタイヤの寿命に影響します。通常の使
用であっても、ホイールはバランスを失うことがあ
ります。したがって、必要に応じてバランスを調整
する必要があります。

タイヤの摩耗が均一でない場合 (タイヤの片側のみ

摩耗) または異常なほど摩耗しすぎている場合は、

ホイールアライメントを点検してください。

注: 2 つのタイヤのみを交換する場合は、常に新しい

タイヤを後部に取り付けてください。

パンクしたタイヤ

タイヤはパンクすると、 終的には圧力を失います。
タイヤ空気圧を頻繁に点検することが重要な理由は
ここにあります。パンクしたタイヤまたは損傷した
タイヤは、できるだけ速やかに永久的修理をほどこ
すかまたは交換してください。パンクでタイヤの空
気が抜けていなくても、パンクしたタイヤで運転し
ないでください。パンクしたタイヤは突然空気が抜
けてしまう可能性があります。

チューブレスタイヤは、物が刺さったとき、それが
タイヤ内に残っていれば空気が漏れないことがあり
ます。ただし、運転中に突然の振動や乗り心地の低
下を感じた場合、またはタイヤの損傷が疑われる場
合は、ただちに速度を落としてください。低速で走
行し、急ブレーキや急なステアリングを避けながら、
安全を確認して車両を停止します。Model S を
Tesla サービスセンターまたは 寄りのタイヤ修理

センターに輸送するよう手配します。

注: 場合によっては、Tesla から購入可能なオプショ

ンのタイヤ修理キットを使用して、軽度のパンク
(6 mm 未満) を応急修理することもできます。こ

れにより、Model S を Tesla または 寄りのタイヤ

修理施設に低速で移動させることができます。

警告: パンクしたタイヤのまま Model S を運

転しないでください。パンクしたタイヤの空
気が抜けていなくても、突然空気が抜けてしま
う可能性があります。

フラットスポット

Model S を高温下で長期間駐車しておくと、タイヤ

にフラットスポットが発生することがあります。
Model S を運転すると、このフラット スポットが原

因で振動が発生します。タイヤが温まるにつれ、し
だいにこの振動は消え元の形状に戻ります。

駐車中にフラット スポットの発生を 小限にする

には、タイヤウォールに示されている 大圧まで空
気圧を入れておくことです。その後、運転する前に
空気を抜いてタイヤの空気圧を推奨レベルに調整し
ます。

低周囲温度での運転

タイヤの性能は低周囲温度では低下し、そのためグ
リップが低下して、衝撃による損傷をより受けやす
くなります。パフォーマンスタイヤは冷えた場合一
時的に固くなることがあり、タイヤが温まるまでの
初の数 km は回転ノイズが聞こえます。Tesla に

連絡し、スタッドレスタイヤに関する推奨事項を確
認してください。
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タイヤの走行距離の改善

タイヤの走行距離を伸ばすには、タイヤの推奨空気
圧を維持し、速度制限および推奨速度を順守し、以
下の点にご注意ください。

• 急発進または急加速を避ける。

• 急に曲がったり急ブレーキを避ける。

• 陥没している道路、障害物のある道路を避ける。

• 駐車時に縁石にぶつからないようにする。

• タイヤに腐食性の高い液体が付着しないように
する。

タイヤとホイールの交換

タイヤは、紫外線、極端な高温・低温、高負荷、お
よび環境条件によって時間とともに劣化します。タ
イヤは 6 年ごと、必要に応じてはそれ以前に交換す

るようにしてください。

ホイールリムとタイヤは、車両のハンドリング特性
に合うように組み合わされています。交換用タイヤ
は、元の仕様に適合する必要があります。指定され
た以外のタイヤを使用する場合は、タイヤにマーキ
ングされた定格荷重および定格速度 が、元の仕様と

等しいかあるいはそれを上回っていることを確認し
てください。

4 本すべてのタイヤを一度に交換することが理想的

ですが、これができない場合は、タイヤをペア単位
で交換してください (フロントまたはリアのペア)。
タイヤを交換する場合は、必ずリバランスを行いホ
イールのアライメントを点検します。

ホイールを交換する際は、タイヤの空気圧を監視し
警告を発信する TPMS（タイヤ空気圧監視システム）

をリセットする必要があります(94 ページの

「TPMS センサーのリセット」を参照)。

警告: 安全のため、元の仕様と一致するタイヤ

およびホイールのみを使用してください。元
の仕様と一致しないタイヤは、タイヤ空気圧監
視システム (TPMS) の動作に影響を与える可

能性があります。

非対称タイヤ

Model S タイヤは非対称であり、正しいサイドウォ

ールが外側を向くようにホイールに取り付ける必要
があります。タイヤのサイドウォールに OUTSIDE
(外側) という単語で示されています。新しいタイヤ

を取り付ける際は、タイヤにホイールを正しく取り
付けてください。

警告: タイヤにホイールが正確に取り付けられ

ないと、ロードホールディング性能が著しく損
なわれます。

スタッドレスタイヤ

降雪・積雪の場合や路面が凍結している場合は、ス
タッドレスタイヤの取り付けを検討してください。
スタッドレスタイヤは、4 つの車輪とも同一のサイ

ズ、メーカー、構造およびトレッドパターンを使用
してください。スタッドレスタイヤに関する推奨事
項については、Tesla に確認してください。

警告: スタッドレスタイヤは、普通のタイヤに

比べて乾燥路では摩擦が大幅に減少すること
があります。

タイヤの手入れと保守

保守 93



タイヤチェーンの使用

Tesla は SCC 社の Model Z-563 チェーンの後輪

への使用をテストし、承認しました。これらのチェ
ーンは、Model S に 245/45R19 リア タイヤが取り

付けられている場合にのみ使用し、21 インチタイヤ

には使用しないでください。

タイヤチェーンを取り付ける際は、タイヤチェーン
製造元の取扱説明書の指示に従ってください。チェ
ーンはできるだけしっかり取り付けてください。

チェーンを使用する際には、次の点にご注意くださ
い。

• ゆっくり運転します。時速 48 km を超えない

ようにします。

• Model S に重量物を積載しないでください (重
量物はタイヤとボディ間のクリアランスを減少
させる可能性があります)。

• タイヤチェーンは状況が許せばただちに取り外
してください。

注: タイヤチェーンの使用は一部の地域では禁止さ

れています。タイヤチェーンを取り付ける前に当該
地域の法律を確認してください。

注意: 非推奨タイヤチェーンの使用、サイズ違

いのタイヤチェーンの使用は、サスペンショ
ン、ボディ、ホイール、またはブレーキ ライン

を損傷する可能性があります。非推奨タイヤ
チェーンの使用により発生した損傷は、保証の
対象外です。

注意: チェーンがサスペンションコンポーネン

トやブレーキラインに触れないようにしてく
ださい。チェーンから Model S との接触を示

す異常なノイズが聞こえたらただちに停車し
て、確認してください。

タイヤ空気圧監視

タイヤが冷えている状態、および運転席側のドアピ
ラーにあるタイヤの荷重情報ラベルに記載された推
奨空気圧の状態で、毎月点検する必要があります
(91 ページの「タイヤ空気圧の保守」を参照)。車両

のラベルまたはタイヤ空気圧ラベルに記載されたサ
イズと異なるサイズのタイヤが取り付けられている
場合は、それらのタイヤの適正空気圧を確認してく
ださい。

追加の安全機能として、車両にはタイヤ空気圧監視
システム (TPMS) が装備されています。TPMS は、

1 本または複数のタイヤの空気圧が著しく低すぎる、

または高すぎる場合に、計器パネルに警告（タイヤ
空気圧警告）を表示します。これに応じて計器パネ
ル上のタイヤ空気圧インジケーターがタイヤ空気圧
の警告を表示する場合は、ただちに停車してタイヤ
を点検し、適正な空気圧に調整してください(91 ペー

ジの「タイヤ空気圧の保守」を参照)。タイヤの空気

圧が著しく低い状態で運転すると、タイヤが過熱し
タイヤの不具合につながる可能性があります。低空
気圧は、燃料の効率とタイヤのトレッド寿命に悪影
響を与え、車両のハンドリングおよび停止能力にも
影響を及ぼす可能性があります。

タイヤ空気圧監視システム(TPMS)が不

具合を検出した場合、Model S の電源を

入れるたびにこのインジケーターが 1 分
間点滅します。

注: Tesla に承認されていない付属品を取り付ける

と、TPMS システムが阻害される可能性があります。

警告: TPMS は、タイヤ空気圧の手動による点

検およびタイヤの定期検査などのタイヤの適
切な保守に代わるものではありません。TPMS
が計器パネル上にタイヤ空気圧の警告を表示
していない場合でも、常に適正なタイヤ空気圧
を維持するようにしてください。

TPMS センサーのリセット

ホイールを 1 本以上交換した場合、TPMS がタイヤ

空気圧に関して正確に機能するためには、センサー
をリセットする必要があります。ただし、タイヤ交
換またはホイールローテーション後にリセットする
必要はありません。

注: 21 インチホイールに交換する際 (Performance
Plus モデル)、TPMS が誤った空気圧警告を表示す

る可能性があります。その場合、より詳細な調整を
するために Model S を Tesla サービスセンターに

お持ちください。

注: タイヤ空気圧警告をクリアするために、TPMS セ
ンサーをリセットしないでください。
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TPMS センサーをリセットするには、次の手順に従

ってください。

1. すべてのタイヤを運転席側のドアピラーにある
タイヤ荷重情報ラベルに記載された推奨空気圧
にします。

2. 10 分間運転してから、Model S のタッチスクリ

ーンで、「コントロール」 > 「設定」 > 「車両」 >
「タイヤ空気圧モニター」 > 「センサーをリセ

ット」の順にタッチします。

3. 画面上の指示に従ってください。

タイヤセンサーの交換

タイヤ空気圧警告インジケーターが頻繁に表示され
る場合は、Tesla に連絡してタイヤセンサーを交換

する必要があるかどうかを確認してください。タイ
ヤセンサーは、簡略セットアップを行える Tesla の
サービス技術者が交換する必要があります。Tesla
以外の修理施設でがタイヤを修理または交換した場
合、タイヤセンサーは Tesla がセットアップを実行

するまで作動しません。

TPMS 故障

Model S には、システムが正しく作動していないと

きに知らせる TPMS 故障インジケーターも搭載さ

れています。

TPMS 故障インジケーターは、タイヤ空

気圧インジケーターライトに組み込まれ
ています。システムが故障を検出する
と、Model S の電源を入れてから約 1 分
間の間インジケーターが点滅し、その後
点灯したままの状態になります。このシ
ーケンスは、故障が存在する限りその後
も車両を始動するたびに繰り返されま
す。TPMS 故障インジケーターがオンの

状態では、タイヤ空気圧の異常を通常通
りに検出できない場合があります。

TPMS の故障は、交換用または代替タイヤまたはホ

イールの取り付けを含む、TPMS の正しい作動を阻

害するさまざまな要因によって発生します。1 本ま

たは複数のタイヤまたはホイールを交換した後は、
必ず TPMS 故障インジケーターをチェックして、交

換用または代替のタイヤおよびホイールで TPMS
が引き続き正しく機能することを確認してくださ
い。

注: Tesla が提供するタイヤシーラントと異なるシ

ーランとを使用してタイヤを交換または修理した後
に、低タイヤ空気圧が検出された場合は、タイヤセ
ンサーが損傷している可能性があります。できるだ
け早く Tesla に連絡し、修理を依頼してください。
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タイヤ修理キット

Model S にはスペア タイヤが付属していません。

Model S を購入した地域の法令に応じて、タイヤ修

理キットは付属していることも付属していないこと
もあります。Model S の納車時にタイヤ修理キッ

トが付属していなかった場合は、Tesla からタイヤ

修理キットをご購入できます。

タイヤ修理キットはコンプレッサーとタイヤ シー

ラント缶 (1 本のタイヤのタイヤ修理に十分な量) か
ら構成されます。シーラントをタイヤに注入する
と、6mm 以下の小さい穴からシーラントが浸透し、

応急処置が行われます。

注: 6 mm より大きい穴が開いた場合、トレッドがひ

どく損傷している場合、タイヤが裂けている場合、
タイヤがリムから外れている場合は、ロードサイド
アシスタンスを呼んでください。

警告: タイヤ修理キットは応急処置のみに利用

できます。損傷したタイヤはただちに修理ま
たは交換する必要があります。

警告: シーラントで応急処置をしたタイヤで運

転する場合は、時速 48 km 以下の速度で運転

してください。

警告: 修理を始める前に、タイヤ修理キットに

関するすべての指示と警告を守ってください。

注意: 大きな損傷をきたすことがあるので、タ

イヤがパンクしたまま運転しないでください。

タイヤ シーラント缶

Tesla タイヤ修理キットに含まれているタイヤ シー

ラントは Model S での使用が承認されており、タイ

ヤ圧監視システム (TPMS) センサーを損傷しない

ように作られています。したがって、シーラント缶
を交換するときは、必ず同じ種類と容量のシーラン
ト缶に交換する必要があります (99 ページの「シ

ーラント缶の交換」を参照)。タイヤ シーラント缶

は Tesla からご購入できます。

タイヤ シーラントの有効期限は缶の外側に表示さ

れています。有効期限の過ぎたシーラントは本来の
性能を発揮できない可能性があります。有効期限の
過ぎたタイヤ シーラント缶は必ず交換してくださ

い。

警告: Tesla から購入できるもの以外のタイヤ

シーラントは使用しないでください。他のタ
イヤ シーラントを使用するとタイヤ圧センサ

ーの故障の原因になります。

警告: シーラント缶に記載されている安全と取

り扱いに関する説明を必ず読み、守ってくださ
い。

警告: タイヤ シーラントはお子さまの手が届か

ないところに保管してください。

警告: タイヤ シーラントが目に入ったり、タイ

ヤ シーラントを飲み込んだり、吸い込んだりす

ると、人体に有害な作用をもたらすおそれがあ
ります。シーラントが目に入った場合は、ただ
ちに水で洗い流し、炎症が治まらない場合は、
医師の診察を受けてください。飲み込んだ場
合は、無理に吐かせようとせずに、ただちに医
師の診察を受けてください。吸い込んだ場合
は、新鮮な空気を吸ってください。吸い込むと
眠気や目まいを起こすことがあります。呼吸
に障害が出た場合は、ただちに医師の診察を受
けてください。

タイヤの応急修理
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シーラントと空気でふくらませる

Tesla タイヤ修理キットがある場合は、以下の手順

に従って小さいタイヤの穴 (6 mm 未満) を応急修

理してください。

1. Model S を交通量の少ない安全な場所に止め

て、乗員を安全な場所で待機させます。

2. ハザード ランプをオンにして、他の車に警告し

ます。

3. できれば、穴が下になるようにホイールの位置
を調整します。

4. コンプレッサーの背面の電源コネクタを取り外
し、センター コンソール前面にある 12V 電源ソ

ケットに接続します。

5. タイヤ コンプレッサーから透明なプラスチッ

クのホースを取り外します。

6. 赤いキャップを取り外し、ホースの先端をタイ
ヤのバルブにねじ込みます。

7. シーラント キットの黒い空気ホースをシーラ

ントのバルブに取り付け、レバーを押し下げて
しっかり固定します。

8. コンプレッサーが平らな面に置かれており、手
順 5 に示すように圧力ゲージが横を向いてい

ることを確認します。

9. コンプレッサーをオンにします。

10. 推奨空気圧までタイヤをふくらませます。

11. コンプレッサーをオフにして、ホースをタイヤ
のバルブから取り外します。タイヤ バルブや

ホイール リムからはみ出た余分なシーラント

を拭き取ります。

12. ただちに 8 km ほど走行してシーラントをタイ

ヤ全体に行き渡らせます。速度を時速 48km
以下に抑えてください。

13. 車を止めてタイヤの空気圧をチェックします。
必要に応じて、黒の空気ホースを使用してタイ
ヤをふくらませます。

14. なるべく早くタイヤを修理または交換します。

15. タイヤ修理シーラント缶を交換します (99 ペ

ージの「シーラント缶の交換」を参照)。

タイヤの応急修理
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空気でのみふくらませる

Tesla タイヤ修理キットがある場合は、以下の手順

に従って空気でタイヤをふくまらせます。

1. コンプレッサーの背面の電源コネクタを取り外
し、Model S 前面にある 12V 電源ソケットに接

続します。

2. コンプレッサーから黒い空気ホースを取り外し
ます。

3. 空気ホースをバルブに取り付け、レバーを押し
下げてしっかり固定します。

4. コンプレッサーが平らな面に置かれており、空
気圧を読めるように圧力ゲージが横を向いてい
てることを確認します。

5. 空気を追加するには、コンプレッサーをオンに
し、目的の空気圧になるまでタイヤをふくらま
せます。

6. 空気を抜くには、コンプレッサーをオフにして、
目的の空気圧になるまで赤いボタンを押したま
まにします。

注: タイヤ修理キットには、タイヤ以外の空気入れに

使えるアダプターが含まれています。これらのアダ
プターはコンプレッサーの後面の仕切りに入ってい
ます。

注意: 過熱を防ぐために、コンプレッサーを 8
分以上続けて使用しないでください。コンプ
レッサーを冷ますために、コンプレッサーを使
用してから次回使用するまでに 15 分の間隔を

置いてください。

注意: 長時間の使用により過熱した場合、コン

プレッサーの動作速度が遅くなります。その
場合はコンプレッサーをオフにして冷まして
ください。

タイヤの応急修理
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シーラント缶の交換

Tesla タイヤ修理キットがある場合は、Tesla から

追加または交換用のタイヤ シーラント缶をご購入

できます。

Tesla タイヤ修理キットのシーラント缶を交換する

には、以下の手順を実行します。

1. 透明なホースをコンプレッサーから取り外しま
す。このホースはタイヤ修理シーラント缶に付
属しています。

2. 缶のカバーを上にスライドさせてコンプレッサ
ーから取り外します。

3. 缶を取り外します。

4. 新しい缶を挿入し、カバーを取り付けます。

タイヤの応急修理
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外装のクリーニング

腐食性物質 (鳥のフン、樹液、虫の死骸、コールタ

ール、道路塩、大気中降下物など) が付着した場合

は、塗装の損傷を防ぐためにただちに除去してくだ
さい。Model S の次回の洗車時期を待たないよう

にしてください。必要に応じて変性アルコールを使
用してコールタールや頑固な油汚れを除去し、その
後ただちに水と中性のの非界面活性剤洗剤でアルコ
ールを除去してください。

Model S の外装を洗うときは以下の手順に従って

ください。

1. 徹底的に洗い流す

洗車する前に、ホースを使用してボディに付着
した汚れや砂粒を洗い流します。異物がたまり
やすい場所 (ホイール アーチやパネルの継ぎ目

など) にたまっている泥を洗い流します。冬の

間など、道路で塩が使用された場合は、車両の
下に付着している道路塩をすべて除去します。

2. 手洗い

やわらかい布と中性の良質のカー シャンプー

を加えた冷水またはぬるま湯を使用して
Model S を手洗いします。

3. 清潔な水ですすぐ

洗車した後、洗剤が表面に残ったまま乾かない
ように清潔な水ですすぎます。

4. 完全に乾燥させてガラスの外側を拭く

洗車とすすぎが終わったら、セーム革で水分を
しっかり拭き取ります。

自動車用のガラス クリーナーで窓ガラスとミ

ラーをクリーニングします。ガラスやミラーの
表面を拭くときに、汚れを削り取ったり、研磨
洗浄液を使ったりしないでください。

外装のクリーニングに関する注意事項

注意: フロントガラスにはっ水処理液を使用し

ないでください。はっ水処理液を使用すると、
ワイパーとフロントガラスとの摩擦によって
びびり音が発生することがあります。

注意: 温水と洗剤を使用しないでください。

注意: 気温が高いときに直射日光下で洗車しな

いでください。

注意: 高圧洗浄機を使用する場合は、ノズルを

Model S の表面から 30 cm 以上離してくだ

さい。ノズルを動かし続け、水流を一箇所に集
中させないでください。

注意: ホースの水をウィンドウ シール、ドア シ
ール、ボンネット シールに直接当てたり、ホイ

ールの開口部を通してブレーキ部品に当てた
りしないでください。

注意: 洗浄ミットなどの毛羽だった布や目の粗

い布を使わないでください。

注意: 自動洗車機で洗車する場合は、タッチレ

ス洗車機以外は使用しないでください。タッ
チレス洗車機は Model S の表面に接触する部

分 (ブラシなど) がありません。タッチレス洗

車機以外の洗車機を使用すると、保証の対象に
ならない傷が付くことがあります。

注意: 化学物質系のホイール クリーナーを使用

しないでください。ホイールの表面が損傷す
ることがあります。

注意: 高圧洗浄機をリア ビュー カメラやパー

キング センサー (装備している場合) に使用し

ないでください。レンズの表面を傷つけたり
損傷したりするおそれのある尖った物や研磨
剤でセンサーやカメラのレンズをクリーニン
グしないでください。

クリーニング
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内装のクリーニング

内装の美しさを保ち、早期の摩耗を防止するために、
頻繁に内装を点検し、クリーニングしてください。
可能であれば、こぼれた物をただちに拭き取り、シ
ミを取ってください。全般的なクリーニングでは、
ぬるま湯にマイルドな非界面活性剤クリーナーを混
ぜた液体で湿らせたやわらかい布 (マイクロ ファイ

バーなど) を使用して内装の表面を拭き取ります

(クリーナーを使用する前に、内装の目に見えない部

分でクリーナーを試してください)。拭き跡が残ら

ないように、糸くずの出ないやわらかい布でただち
に水分を拭き取ります。

内側のガラス

ガラスやミラーの表面を拭くときに、汚れを削り取
ったり、研磨洗浄液を使ったりしないでください。
鏡の反射面やリア ウィンドウの発熱体が損傷する

ことがあります。

エアバッグ

エアバッグ カバーに洗剤などの物質が入り込まな

いように注意してください。エアバッグの動作に支
障をきたすおそれがあります。

ダッシュボードとプラスチックの表面

ダッシュボードの上面を磨かないでください。表面
を磨くと光が反射し、運転時の視界を妨げるおそれ
があります。

レザー シート

レザーは染料が付着しやすく、そのため、特に明る
い色のレザーは変色するおそれがあります。ホワイ
ト レザーとタン レザーには汚れ防止処理が施され

ています。ぬるま湯と非界面活性剤洗剤で湿らせた
やわらかい布を使用して、こぼれた物をできるだけ
早く拭き取ります。円を描くようにして軽く拭きま
す。その後、糸くずの出ないやわらかい布で水分を
拭き取ります。洗剤や市販のレザー クリーナーと

コンディショナーは、レザーを変色させたり乾燥さ
せたりするおそれがあるため、お勧めできません。

布シート

ぬるま湯と非界面活性剤洗剤で湿らしたやわらかい
布を使用して、こぼれた物をできるだけ早く拭き取
ります。円を描くようにして軽く拭きます。その
後、糸くずの出ないやわらかい布で水分を拭き取り
ます。必要に応じてシートにたまったほこりを掃除
機で吸い取ります。

カーペット

カーペットを濡らしすぎないように注意してくださ
い。汚れがひどい部分には希釈した布製家具クリー
ナーを使用します。

シートベルト

ベルトを引き出して拭き取ります。種類のいかんに
関わらず、洗剤や化学洗浄剤は使用しないでくださ
い。できれば直射日光を避けて、ベルトを引き出し
たまま自然乾燥させます。

Tesla ビルトインタイプ後ろ向きチャイルドシート

シートにたまったほこりを掃除機で吸い取ります。
ぬるま湯で湿らせたやわらかい布でシートを拭き取
ります。自動車用の布製家具クリーナーを使用する
こともできます。ベルトを引き出して拭き取りま
す。できれば直射日光を避けて、ベルトを自然乾燥
させます。

タッチスクリーンと計器パネル

モニターやスクリーンのクリーニング用として市販
されている糸くずの出ないやわらかい布を使用して
タッチスクリーンと計器パネルを清掃します。クリ
ーナー (ガラス クリーナーなど) を使用しないでく

ださい。濡れた布や静電気を帯びた乾いた布 (洗っ

たばかりのマイクロ ファイバーなど) を使用しない

でください。 ボタンを作動させて設定を変えてし

まうことがないように、タッチスクリーンを清掃す
るときはクリーニング モードに切り替えます。「コ

ントロール」 > 「スクリーン」 > 「クリーニングモ

ード」の順にタッチします。ディスプレイが暗くな
り、ホコリや汚れが見やすくなります。

クロームや金属の表面

光沢剤、研磨クリーナー、かたい布は、クロームや
金属の表面を傷つけるおそれがあります。

内装のクリーニングに関する注意事項

警告: エアバックやシートベルトの損傷に気付

いたら、ただちに Tesla にご連絡ください。

警告: 水、クリーナー、布がシートベルト機構

に入り込まないように注意してください。

注意: 溶剤 (アルコールを含む)、漂白剤、柑橘

類、ナフサまたはシリコン系の製品や添加剤を
内装部品に使用すると、損傷をきたすことがあ
ります。

クリーニング
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つや出し、補修塗り、ボディの修理

ボディの外観の美しさを保つには、以下のものを含
む承認済みの光沢剤で塗装面を処理します。

• 塗装をはがしたり傷つけたりしないで表面の汚
れを落とすための非常にマイルドな研磨剤。

• 傷を埋めて目立たなくする充填剤。

• 塗装を自然環境から保護する被膜を形成するた
めのワックス。

定期的に外装の塗装を点検し、損傷の有無を確認し
ます。タッチ アップ ペン (Tesla から購入可能) を
使用して小さい欠けや傷を修復します。洗車した
後、つや出しやワックスがけをする前に、タッチ ア
ップ ペンを使用します。

石による欠け、割れ、傷を修復します。車体の修理
は、Tesla 認定の車体修理施設以外では行わないで

ください。認可施設のリストについては、Tesla に
お問い合わせください。

注意: カッティング ペースト、色補修剤、粗い

研磨剤が含まれた光沢剤は使用しないでくだ
さい。表面が傷つき、塗装が恒久的に損傷する
おそれがあります。

注意: クローム光沢剤やその他の研磨剤入りク

リーナーは使用しないでください。

自動車用カバーの使用

Model S を使用していない間、車体の外観の美しさ

を保つために、Tesla 正規品の自動車用カバーを使

用してください。自動車用カバーは Tesla からご購

入できます。

注意: Model S に充電ケーブルを接続している

ときは Tesla 承認済みの自動車用カバーのみ

を使用してください。Tesla 以外の自動車用カ

バーを使用すると、充電中にバッテリーを適切
に冷却できないおそれがあります。

フロア マット

カーペットを長持ちさせ、カーペットのクリーニン
グを簡単にするために、Tesla 正規品のフロア マッ

トを使用してください。マットを定期的にクリーニ
ングし、マットがすり切れたら交換してください。

警告: マットがフット ペダルのじゃまにならな

いように、運転席のフロア マットがしっかりと

固定されていることを確認してください。フ
ロア マットの上に別のフロア マットを絶対に

置かないでください。

クリーニング
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ワイパー ブレードを点検する、交換する

注意: ワイパー ブレードは持ち上がった状態で

はロックされません。ワイパー ブレードをク

リーニングまたは交換するときは、ワイパー ア
ームを持ち上げてフロントガラスから遠ざけ
ます。ブレードに手が届く程度に離すだけで
十分です。ワイパー アームを想定された位置

以上まで持ち上げないでください。保障の対
象外となる損傷を引き起こす可能性がありま
す。

ワイパー ブレードに触りやすくするため、ワイパー

をオフにし、Model S をパーキングにシフトしてか

ら、タッチスクリーンを操作して、ワイパーを整備
位置に動かします。「コントロール」 > 「設定」 >
「車両」 > 「サービスモード」 > 「ON」の順にタッ

チします。

注: Model S をパーキング以外にシフトすると、ワ

イパーは自動的に通常の位置に戻ります。

ワイパー ブレードのエッジを定期的に点検、清掃

し、ゴムにひび割れや裂け目、表面の荒れが生じて
いないか確認してください。ブレードが損傷してい
る場合は、ガラスが傷つくのを防ぐため、すぐにブ
レードを交換してください。

フロントガラスやワイパー ブレードが汚れている

と、ワイパー ブレードの効果が損なわれる可能性が

あります。汚れには、氷や洗車スプレーのワックス、
防虫、防水対応のウォッシャー液、鳥のフン、樹液
その他の有機物質などがあります。

以下のクリーニングのガイドラインに従ってくださ
い。

• 非研磨系のガラス クリーナーでフロントガラ

スをクリーニングします。

• ワイパー アームを少し持ち上げてフロントガ

ラスから遠ざけます。ブレードに手が届く程度
に離すだけで十分です。イソプロピル (消毒用)
アルコールまたはウォッシャー液でブレードを
拭きます。

クリーニング後もワイパーの効果がない場合は、ワ
イパー ブレードを交換してください。

良の状態で使用するために、ワイパー ブレードは

少なくとも 1 年に 1 回交換してください。

ワイパーブレードを交換する手順は、次のとおりで
す。

1. ワイパーを OFF にし、Model S をワイパー ブ
レードに触りやすくするためにシフトしてから
タッチスクリーンを操作して、ワイパーを整備
位置に動かします。「コントロール」 > 「設定」 >

「車両」 > 「サービスモード」 > 「ON」の順に

タッチします。

注: サービスモードに入る前に、ワイパーを必ず

オフにしてください。

2. ワイパー アームを少し持ち上げてフロントガ

ラスから遠ざけます。ブレードに手が届く程度
に離すだけで十分です。

3. ワイパー アームを保持し (ワイパー アームは

持ち上がった状態ではロックされません)、ブレ

ードをアームの方へ滑らせながら、ロック タブ

を押します。

4. 新しいブレードをワイパー アームに合わせ、ア

ームのフック端側に向かって、固定されるまで
滑らせます。

5. ワイパー アームをフロントガラスに当てます。

新しいブレードでも問題が続く場合は、洗剤を含ま
ないぬるま湯に柔らかい布またはスポンジを浸し
て、フロントガラスとワイパー ブレードをクリーニ

ングしてください。次に、フロントガラスとワイパ
ー ブレードをきれいな水ですすぎます。水滴がで

きなければ、フロントガラスはきれいな状態です。

注意: 自動車のガラスおよびゴム清掃用の製品

以外は使用しないでください。不適切な製品
は、損傷や汚れ、フロントガラスのぎらつきを
引き起こす可能性があります。

注意: 必ず、元のブレードと同等の交換用ブレ

ードを取り付けてください。不適切なブレー
ドは、ワイパー系の損傷を引き起こし、雨セン
サーの働きに影響を及ぼす可能性があります。

ウォッシャー液噴出口を清掃する

フロントガラス ウォッシャーの位置は工場で決め

られており、調整の必要はありません。

フロントガラス ウォッシャー液が出てこない場合

は、細いひも状のワイヤーでノズル内の遮蔽物を取
り除いてください。

ワイパー ブレードとウォッシャー液ノズル
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警告: Model S のクリーニング中はウォッシャ

ー液を使わないでください。フロントガラス
ウォッシャー液は眼や肌を刺激する可能性が
あります。ウォッシャー液メーカーからの説
明書を読み、それに従ってください。

ワイパー ブレードとウォッシャー液ノズル
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メンテナンス パネルの取り外し

ヒューズにアクセスしたり、フルードのレベルを確
認したりするときは、メンテナンス パネルを取り外

します。

1. メンテナンス パネルの後ろの端を上に引っ張

り、パネルを固定している 5 つのクリップを外

します。

2. メンテナンス パネルをフロント ガラスに向か

って動かし、取り外します。

注意: メンテナンス パネルはフロント トラン

クを水から保護する役割を果たしています。
メンテナンス パネルを再び取り付けるときは、

完全に取り付けられていること確認してくだ
さい。

バッテリー冷却剤の確認

冷却システムのフルードレベルが推奨レベルより低
下すると、計器パネルに警告メッセージが表示され
ます。その場合は、周囲の安全を確認して Model S
を停車させ、Tesla に連絡してください。

フルードレベル チェック

Tesla は定期メンテナンスのときにバッテリー冷却

剤の量をチェックします。ご自分でチェックするに
は、Model S を平らな路面に駐車します。Model S
の温度が下がったら、メンテナンス パネルを取り外

します (105 ページの「メンテナンス パネルの取り

外し」を参照)。

リザーバの側面にある外部のマークを見て、フルー
ドレベルを目視で確認します。フィラーキャップを
取り外したり、フルードを追加したりしないでくだ
さい。その場合は、保証の対象にならない損傷をき
たすことがあります。

フルードレベルは MIN マークと MAX マークの間

である必要があります。フルードレベルが大幅に低
下した場合は、Model S を使用する前に Tesla に連

絡してください。

バッテリー冷却剤の補充

どのような状況でも冷却剤を補充しないでくださ
い。バッテリー液のレベルが低いという警告が計器
パネルに表示された場合は、ただちに Tesla に連絡

してください。

バッテリーの性能と寿命を 大限にするために、冷
却システムでは特定の種類の G-48 エチレングリコ

ール冷却剤 (HOAT) を使用しています。冷却剤の

詳しい情報については、Tesla に問い合わせてくだ

さい。

フルード リザーバ
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ブレーキフルードのチェック

警告: ブレーキ ペダルの遊びが大きくなったり

ブレーキフルードが大幅に減ったりした場合
は、ただちに Tesla に連絡してください。その

状態で運転すると、制動距離が長くなったりブ
レーキが完全に壊れたりするおそれがありま
す。

ブレーキ リザーバ内のフルードレベルが

推奨レベルより低下すると、計器パネル
の「ブレーキ」インジケーターが警告を
発します。運転中にブレーキの警告が表
示された場合は、周囲の安全を確認しな
がらゆっくりブレーキを踏んで停車して
ください。そのまま運転を続けないでく
ださい。ただちに Tesla に連絡してくだ

さい。

フルードレベルチェック

Tesla は定期メンテナンスのときにブレーキフルー

ドのレベルをチェックします。ご自分でチェックす
るには、Model S を平らな路面に駐車します。

Model S の温度が下がったら、メンテナンス パネル

を取り外します (105 ページの「メンテナンス パネ

ルの取り外し」を参照)。

フィラー キャップを取り外さず、リザーバの側面に

ある外部のマークを見てフルードレベルを目視で確
認します。

ブレーキフルードのレベルは「MIN」マークと

「MAX」マークの間である必要があります。

注: ブレーキ パッドの摩耗に伴って通常の使用状態

でもブレーキフルードのレベルは少し低下します
が、MIN マークよりレベルを低下させないようにし

てください。

ブレーキフルードの補充

ブレーキフルードを補充しないでください。
Model S の定期点検時に Tesla がブレーキフルー

ドを補充します。以下の説明は今後の参考のために
のみ記載されています。

1. リザーバにゴミが入らないように、取り外す前
にフィラーキャップを掃除します。

2. キャップを回して取り外します。

3. DOT3 規格または DOT4 規格に適合するブレ

ーキフルードを MAX マークまでリザーバに補

充します。

4. フィラー キャップを元に戻します。

警告: 必ず密封された未開封の容器に入ってい

る新しいフルードを使用してください。フル
ードが水分を吸収し、ブレーキ性能が低下する
ため、使用済みのブレーキフルードや開封済み
の容器に入っているブレーキフルードは使用
しないでください。

警告: ブレーキフルードには強い毒性がありま

す。容器を密封して、お子さまの手の届かない
ところに保管してください。ブレーキフルー
ドを誤飲した場合は、ただちに医師の診察を受
けてください。

注意: ブレーキフルードは塗装面を損傷しま

す。こぼした場合は、吸収性のある布でただち
にフルードを吸い取り、カーシャンプーと水を
混ぜたもので液が付着した部分を洗い流して
ください。

フルード リザーバ
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ウォッシャー液の補充

お客様がフルードを補充できる Model S のリザー

バは 1 つだけで、フロントトランクの下にあるウォ

ッシャー液リザーバです。ウォッシャー液のレベル
が低下すると、計器パネルにメッセージが表示され
ます。給水口のすぐ下にフルードが来るまで、この
リザーバにフルードを補充してください。

はっ水剤や虫洗浄剤が含まれた特殊なウォッシャー
液は使用しないでください。この種のウォッシャー
液は、汚れの筋、しみ、キーキー音やその他の騒音
の原因になることがあります、

定期的にウォッシャーを動作させて、ノズルに詰ま
りがなく、ウォッシャー液が正しい方向に出ること
を確認してください。

ウォッシャー液を補充する

1. リザーバにゴミが入らないように、キャップを
開ける前にフィラー キャップを掃除します。

2. フィラー キャップを開けます。

3. 給水口のすぐ下にフルードが来るまで液を補充
してください。

4. フィラー キャップを元に戻します。

注: 国や地方によっては、揮発性有機化合物 (VOC)
の使用が制限されています。VOC はウォッシャー

液の不凍剤としてよく使われます。Model S がさ

らされるあらゆる気候でウォッシャー液が適切な耐
凍性を持っている場合にのみ VOC の含有量が限ら

れたウォッシャー液を使用してください。

注意: どのような状況でも、ウォッシャー液以

外のフルード リザーバを点検したり液を補充

したりする必要はありません。ウォッシャー
液の横に 2 つのフルード リザーバがあります

が、メンテナンス パネルの下です。万一計器パ

ネルにこれらのリザーバのどちらかの液レベ
ルが低下したことを知らせるメッセージが表
示された場合は、周囲の安全を確認しながら
Model S を停車させ、Tesla に連絡してくださ

い。

注意: ウォッシャー液をボディ パネルにこぼさ

ないように注意してください。車に損傷を与
える可能性があります。ただちに液を拭き取

り、液が付着した部分を水で洗い流してくださ
い。

警告: 気温が 4° C 以下の場合は、不凍剤の含ま

れたウォッシャー液を使用してください。寒
冷地で不凍剤が入っていないウォッシャー液
を使用すると、フロント ガラスの視界が妨げら

れることがあります。

フルード リザーバ
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ヒューズ ボックスの位置

フロント トランク内の保守パネルの下側には、ヒュ

ーズ ボックスが 3 つあります。このパネルの取り

外し方法については、105 ページの「メンテナンス

パネルの取り外し」を参照してください。

1. ヒューズ ボックス 1 (109 ページの「ヒューズ

ボックス 1」を参照)。これらのヒューズの交換

は絶対にしないでください。ヒューズが 1 つで

も切れた場合は、Tesla にご連絡ください。

2. ヒューズ ボックス 2 (111 ページの「ヒューズ

ボックス 2」を参照)。
3. ヒューズ ボックス 3 (113 ページの「ヒューズ

ボックス 3」を参照)。

ヒューズの交換

ヒューズ ボックス カバーを取り外すには、両側にあ

るプラスチック タブを押します。

該当する回路を保護するヒューズを特定します。ヒ
ューズ ボックス カバー内部にあるラベルまたはこ

の項に記載のヒューズ表を参照します。

ヒューズを引いて取り外します。ヒューズ内部のワ
イヤーが破損していれば、ヒューズは切れています。

警告: ヒューズを交換する前に必ず、Model S
の電源を手動でオフにしてください (38 ペー

ジの「停止」を参照)。

注意: 使用するヒューズは必ず、同定格、同仕

様の Tesla 認証済みの交換用ヒューズとしま

す。誤ったヒューズを使用すると、電気系統が
損傷したり火災が生じたりすることがありま
す。

注意: 取り付け後に交換したヒューズが切れる

場合は、Tesla に連絡して電気系統の点検を受

けてください。

ヒューズ
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ヒューズ ボックス 1
注: ヒューズ ボックス 1 にアクセスするには、Tesla サービス技術者によるコンポーネントの取り外しが必要

です。以下のヒューズ一覧は、このボックス内のヒューズの交換が必要となった際に、使用者がそのヒューズ
を特定できるようにすることだけを目的としています。ヒューズの交換が 1 つでも必要になった場合は、

Tesla サービスにご連絡ください。

ヒューズ 定格 保護された回路

1 15 A ワイパー停止

2 10 A ラジオ、バニティ ライト、バックミラー

3 15 A シート ヒーター、後列右

4 15 A シート ヒーター、後列中央

5 15 A シート ヒーター、前列右

6 - 未使用

7 20 A 電子制御サイド ブレーキ (冗長、ヒューズ 16 を参照)

8 5 A ステアリング ホイール コントロール

9 20 A オーディオ アンプ

10 25 A パノラミック サンルーフ コントロール

11 - 未使用

12 15 A シート ヒーター、後列左

13 5 A キャビン HVAC

14 15 A シート ヒーター、前列左

15 - 未使用

16 20 A 電子制御サイド ブレーキ (プライマリー)

ヒューズ
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ヒューズ 定格 保護された回路

17 15 A クーラント ポンプ 2

18 20 A プレミアム オーディオ アンプ

19 - 未使用

20 - 未使用

21 10 A パーキングアシスト

22 10 A 温度システム コントロール

23 - 未使用

24 15 A クーラント ポンプ 3

25 5 A 駆動インバーター

26 15 A クーラント ポンプ 1

27 5 A エアバッグ モジュール

ヒューズ
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ヒューズ ボックス 2

ヒューズ 定格 保護された回路

28 25 A ウィンドウ リフト モーター (右リア)

29 10 A コンタクター電源

30 25 A ウィンドウ リフト モーター (右フロント)

31 15 未使用

32 10 A ドア コントロール (右側)

33 - 未使用

34 - 未使用

35 15 A 12V 電源ソケット

36 10 A エア サスペンション コントロール、バルブ

37 25 A ウィンドウ リフト モーター (左リア)

38 5 A 運転席シート メモリー

39 25 A ウィンドウ リフト モーター (左フロント)

40 5 A リア ドア ハンドル

41 10 A ドア コントロール (左側)

42 30 A パワー リフトゲート

43 5 A パーマネント電源センサー、ブレーキ スイッチ

44 10 A 充電器 (充電ポート)

45 20 A パッシブ エントリー、ホーン、セキュリティ

46 30 A ボディ コントロール (グループ 2)

47 5 A 診断コネクター

48 10 A ボディ コントロール (グループ 1)

ヒューズ
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ヒューズ 定格 保護された回路

49 5 A 計器パネル

50 5 A サイレン、侵入/傾きセンサー (欧州のみ)

51 20 A タッチスクリーン

52 30 A リア ウィンドウ デフロスター

53 5 A バッテリー管理システム

54 15 A ワイパー デアイサー

55 30 A 左フロント シート調整モーター

56 30 A 右フロント シート調整モーター

57 25 A キャビン ファン

58 30 A 12V ソケット

59 - 未使用

ヒューズ
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ヒューズ ボックス 3

ヒューズ 定格 保護された回路

71 40 A コンデンサー ファン (左)

72 40 A コンデンサー ファン (右)

73 40 A バキューム ポンプ

74 20 A 12V ドライブ レール (キャビン)

75 - 未使用

76 5 A ABS/パワー ステアリング ロジック

77 25 A スタビリティ コントロール バルブ

78 20 A ヘッドライト ロー / メイン ビーム

79 30 A 照明 (エクステリア/インテリア)

ヒューズ
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ジャッキ アップの手順

Model S の引き上げは、以下の手順で行ってくださ

い。Tesla 以外の修理施設で行う場合は、以下の引

き上げ作業の要点が理解されていることを確認して
ください。

1. Model S をリフト ポストの間に置きます。

2. Model S がスマート エア サスペンションを装

備している場合は、電源がオフでも自動的にセ
ルフレベリング機構が働きます。タッチスクリ
ーンでサスペンションを以下のように設定しま
す。

• 「コントロール」 > 「運転モード」 にタッ

チします。

• ブレーキ ペダルを押してから 「VERY
HIGH」 にタッチし、サスペンションの高

さを 大にします。

• 「ジャッキモード」 にタッチしてセルフレ

ベリングを無効にします。

ジャッキ モードが有効になると、

Model S は計器パネルにこのモ

ードのインジケーターを表示し、
さらにアクティブ サスペンショ

ンが無効になっていることを通知
するメッセージも表示します。

3. リフトのアーム パッドをボディ レールの下の、

図に示す位置に当てます。リフトのアーム パ
ッドは、バッテリーの下には当てないでくださ
い。

4. リフトのアーム パッドの高さと位置を適切に

調整します。

5. 手を添えて、リフトを上げ、アーム パッドが正

しい位置にとどまることを確認します。

注: Model S を時速 7 km 以上で運転すると、ジャ

ッキモードは解除されます。

警告: Model S がスマート エア サスペンショ

ンを装備している場合は、電源が OFF でも自

動的にセルフレベリング機構が働きます。引
き上げやジャッキ アップを行うときは、Model
S をジャッキ モードにしてこのシステムを無

効にしておく必要があります。スマート エア

サスペンションを無効にしておかないと、
Model S がセルフ レベリングを行い、重大な

損傷や負傷事故、死亡事故が発生する可能性が
あります。

警告: 充電ケーブルを接続しているときは、た

とえ充電中でなくても絶対に Model S を持ち

上げないでください。

警告: 不適切なサポート車両では作業をしない

でください。重大な損傷、負傷事故、死亡事故
につながる可能性があります。

注意: バッテリーの下から引き上げないでくだ

さい。リフト アーム パッドはボディ レールの

下以外には当てないでください。Model S の
リフト ポイントとして認められているのは図

の位置だけです。これ以外のポイントで引き
上げようとすると、損傷が発生する可能性があ
ります。Model S の引き上げによって発生し

た損傷は保証の対象となりません。

ジャッキ アップと引き上げ
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部品、アクセサリー、改造

Tesla 正規品の部品/アクセサリーのみをお使いく

ださい。Tesla は部品に厳しい試験を実施し、その

適合性、安全性、信頼性を確認しています。これら
の部品は、専門的な経験を積んだプロの手によって
取り付けてもらうことができ、Model S の改造につ

いても専門的なアドバイスが受けられる Tesla でご

購入してください。

Model S に Tesla 以外の部品を使用する場合は、

Tesla は他の業者が製造した部品を評価することが

できず、したがって、一切の責任も負いません。

警告: 無認可の部品/アクセサリーの取り付け、

または無認可の改造を行うと、Model S の性能

やその乗員の安全性に影響が出る可能性があ
ります。無認可の部品の使用または取り付け、
あるいは無認可の改造によって生じた損害は、
保証の対象外です。

警告: 無認可のアクセサリーの使用または取り

付け、あるいは無認可の改造があった場合の死
亡、負傷、または損害について、Tesla は一切

責任を負いません。

車体の修理

Model S が衝突した場合は、必ず Tesla の正規部品

で修理できるように Tesla に連絡してください。

Tesla は、訓練、設備、仕事の質、顧客満足度など

の厳しい要求水準を満たす修理センターを選定して
います。

場合によっては、費用節約のため、修理業者や保険
会社が正規部品以外の使用や破損した車体の中でま
だ使える部品の再利用を勧めることがあります。し
かし、それらの部品は品質、適合性、耐腐食性など
の面で Tesla の高い基準に適合しません。また、正

規部品以外の部品も再利用した部品も (それらによ

って生じる損害または故障とともに) 保証の対象と

はなりません。

部品とアクセサリー
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車両識別番号

VIN は以下の場所に表示されています。

• ダッシュボードの上にあるプレートに刻印。外
からフロントガラス越しに見えます。

• シャーシに刻印。メンテナンス パネル ( on
page 105「メンテナンス パネルの取り外し」

を参照) を取り外すと見えます。

• 運転席側のドア ピラーの法定プレートに印刷。

運転席側のドアを開くと見えます。

識別ラベル
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積載量ラベル

Model S が安全に運搬できる重量を知ることは重

要です。この重量は車両の積載容量といい、すべて
の乗員、積載物、および Model S の製造後に追加さ

れたすべての付加装備の重量を含みます。

Model S には、安全に運搬可能な重量を記載した 2
つのラベルが貼り付けられています。これらのラベ
ルは、中央のドア ピラー上にあり、運転席側のドア

を開くと確認することができます。

1. タイヤと荷重載情報ラベル

2. 法定プレート

警告: Model S を過重量にすると、ブレーキと

ハンドリングに悪影響を及ぼし、安全性が低下
し、Model S が損傷する可能性があります。

注意: フロントトランクには 136 kg を越える

荷物を積み込むことは必ず避けてください。
それ以上の荷物を積むと、車に損傷を与える可
能性があります。

注意: Model S に大量の液体を保存することは

必ず避けてください。液体を大量にこぼすと、
電気部品が故障する原因となります。

タイヤと荷重載情報ラベル

タイヤと荷重載情報ラベルは以下の情報を記載して
います。

• 車両の 大座席数。

• 車両の 大可搬重量。

• 元のタイヤのサイズ。

• 元のフロントおよびリアタイヤのタイヤ空気圧
（冷間時）。乗り心地とハンドリング特性を 適
化するため、これらの圧力が推奨されます。

将来異なるタイヤを使用しても、このラベルを変更
しないでください。

注: Model S の容量一杯に積載した場合は、すべて

のタイヤを確認して、空気圧が推奨圧力レベルであ
ることを確認してください。

法定プレート

法定プレートには、車両識別番号に加えて以下が記
載されています。

• GVWR - 定格車両総重量。Model S の 大許

容総重量。これは Model S、すべての乗員、液

体、および積載物の重量で計算されます。

• GAWR - フロントアクスルとリアアクスルの

定格総軸荷重。GAWR は各アクスルが許容で

きる 大分散荷重です。

注意: 損傷を防止するため、GVWR または

GAWR を超過するような積載を行うことは必

ず避けてください。

積載制限の計算

1. 車両の「タイヤと荷重載情報」ラベルで、「乗客
と積載物の合計重量は絶対に XXX kg または

XXX ポンドを超えないこと」という記載を見つ

けます。

2. 車両に乗車する運転者と乗員の総重量を計算し
ます。

車両総重量
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3. XXX kg または XXX ポンドから運転者と乗員

の総重量を引きます（手順 1 参照）。

4. その結果得られる数字は積載物と荷物の許容可
能な積載量に等しくなります。たとえば、
“XXX”の重量が 635 kg（1400 ポンド）で、68
kg（150 ポンド）の乗員が 5 人乗っている場

合、利用可能な積載物と荷物の量は、295 kg
（635 ‑ 340 (5 x 68) = 295 kg）、または 650
ポンド（1400 ‑ 750 (5 x 150) = 650 ポンド）

です。

5. 車両に積載する積載物と荷物の総重量を求めま
す。この重量は、手順 4 で計算した積載物と荷

物の許容量を超えてはなりません。

警告: 荷物はフロントおよびリアトランクに積

むようにしてください。事故、または急ブレー
キや急なカーブの際、車内で固定されていない
荷物によって、乗員が怪我を負う危険性があり
ます。

積載制限計算の例

Model S が運搬できる積載物の量は、乗員の数と体

重によって決まります。以下は積載制限計算の一般
的な例です。これらの例では、乗員の体重を 68 kg
（150 ポンド）と想定しています。乗員の体重によっ

て、積載可能な重量が変化します。

例 1: 運転者と 1 人の乗員

詳細 合計

車両の積載容量 954 ポンド

（433 kg）

乗員の体重を減算する（2 x 68 kg/
150 ポンド）

300 ポンド

（136 kg）

利用可能な積載物重量 654 ポンド

（297 kg）

例 2: 運転者と 4 人の乗員

詳細 合計

車両の積載容量 954 ポンド

（433 kg）

乗員の体重を減算する（5 x 68 kg/
150 ポンド）

750 ポンド

（340 kg）

利用可能な積載物重量 204 ポンド

（93 kg）

積載物または荷物の積載容量は、フロントトランク
とリアトランクに分散する必要があります。

注意: フロントトランクには 136 kg を越える

荷物を積み込むことは必ず避けてください。

トレーラーの牽引

警告: Model S をトレーラーの牽引に使用しな

いでください。Model S はトレーラーヒッチ

に対応していません。トレーラーヒッチを取
り付けると、損傷をきたすことがあり、事故に
つながる恐れがあります。

注意: Model S を牽引に使用すると、保障が無

効になることがあります。

ルーフラック

Model S に、全面ガラスパノラマルーフが装備され

ている場合は、Tesla 認定ルーフラックを使って 75
kg までの荷物を運ぶことができます (115 ページの

「部品とアクセサリー」を参照)。固体アルミニウム

ルーフが装備されている Model S でルーフラック

を使用することはできません。

注意: ルーフラックに生じた損傷は保証対象に

はなりません。

注意: アルミニウムルーフを装備した Model S
のルーフには、ルーフラックを使用したり、荷
物を載せたりしないでください。そうすると、
大きな損傷が生じる可能性があります。

車両総重量
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外形寸法

A 全長 196 インチ 4,970 mm

B
全幅 (ミラー含む)

全幅 (ミラー含まず)

86.2 インチ

77.3 インチ

2,189 mm

1,963 mm

C 全高 56.5 インチ 1,427 mm

D ホイール ベース 116.5 インチ 2,960 mm

E オーバーハング - フロント 37 インチ 929 mm

F オーバーハング - リア 42.5 インチ 1080 mm

G 低地上高 6 インチ 155 mm

H
トレッド - フロント

トレッド - リア

65.4 インチ

66.9 インチ

1,661 mm

1,699 mm

寸法および重量
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重量

車両重量* (85 kWh バッテリー) 4,630 lbs 2,100 kg

車両重量* (60 kWh バッテリー) 4,407 lbs 1,999 kg

定格車両総重量 5,710 lbs 2,590 kg

車両総重量配分 - 19 インチ ホイール
フロント: 2,425 lbs

リア: 3,285 lbs

フロント: 1,100 kg

リア: 1,490 kg

車両総重量配分 - 21 インチ ホイール
フロント: 2,612 lbs

リア: 3,097 lbs

フロント: 1,185 kg

リア: 1,405 kg

総軸重定格 - フロント 2,813 lbs 1,276 kg

総軸重定格 - フロント (Performance
Plus モデル)

2,723 lbs 1,235 kg

総軸重定格 - リア 19 インチ ホイール 3,307 lbs 1,500 kg

総軸重定格 - リア 21 インチ ホイール 3,131 lbs 1,420 kg

トレーラー牽引 不可

*車両重量 = 正規のフルードレベルで乗員、積載物を除く重量

寸法および重量
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モーター

タイプ AC インダクション モーター、液冷式、可変周

波数ドライブ

定格 375 V

高速度 16000 rpm

トランスミッション

タイプ 単速固定ギア

全体のファイナル ドライブ比 9.73:1

リバース ギア モーター逆回転、時速 24 km まで

ステアリング

タイプ ラック アンド ピニオン電気式パワー ステアリ

ング

バリアブル レシオ、速度感応型

ロック ツー ロック回転数 2.45

小回転半径 ( 外輪外面) 11.3 m

サブシステム
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ブレーキ

タイプ

電子制御制動力配分/統合アドバンスト スタビ

リティー コントロール/電子アクセラレーター

ペダル作動回生ブレーキ システム付き 4 輪ア

ンチロック ブレーキ システム (ABS)

キャリパー 4 ピストン固定

ローター径 (ベンチレーテッド)
フロント: 13.98”/355 mm

リア: 14.37”/365 mm

フロント ローター厚
新品: 1.26”/32 mm

サービス限界:1.18”/30 mm

リア ローター厚
新品: 1.10”/28 mm

サービス限界:1.02”/26 mm

フロント ブレーキ パッド厚 (ブレーキ プレートを除く)
新品: 0.354”/9.0 mm

サービス限界:0.078”/2 mm

リア ブレーキ パッド厚 (ブレーキ プレートを除く)
新品: 0.315”/8.0 mm

サービス限界:0.078”/2 mm

電気式パーキング ブレーキ (EPB) パッド厚 (ブレーキ プ
レートを除く)。パッド摩耗電子キャリパー自動調整

新品: 0.216”/5.5 mm

サービス限界:0.039”/1 mm

パーキング ブレーキ 電気式作動パーキング ブレーキ キャリパー

サスペンション

フロント 独立、ダブル ウィッシュボーン、エア スプリン

グまたはコイル スプリング/テレスコピック ダ
ンパー、スウェイ バー

リア 独立、マルチリンク、エア スプリングまたはコ

イル スプリング/テレスコピック ダンパー、ス

ウェイ バー (エア サスペンション車のみ)

アライメント値については、124 ページの「ホイール アライメント値」を参照。

バッテリー - 12 V

定格 33 Ah 以上

電圧と極性 12 V 負極 (-) グランド

サブシステム
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バッテリー - 高電圧

タイプ 液冷式リチウム イオン (Li-ion)

定格 60 または 85 kWh (使用開始時)

電圧と極性 366 V DC 負極 (-) グランド

温度範囲 Model S は 60° C 以上または-30° C 以下の外

気温度に連続して 24 時間以上曝露させない。

サブシステム
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ホイールの仕様

ホイールの種類 場所 サイズ オフセット

19"
フロント 8.0J x 19 1.575" 40 mm

リア 8.0J x 19 1.575" 40 mm

21" - シルバー ( 標準 ) フロント 8.5J x 21 1.575" 40 mm

21" - グレー ( 標準 ) リア 8.5J x 21 1.575" 40 mm

21" - シルバー＆グレー ( オプション )
Performance Plus 車 リア 9.0J x 21 1.575" 40 mm

ロード ホイール ナット トルク 129lb ft (175Nm)

ダイナミック ホイール バランスの要件 0.49 オンス (14 グラム )

注: Model S をジャッキアップする方法については、 114 ページの「ジャッキ アップと引き上げ」を参照し

てください。

ホイール アライメント値

場所 エア サスペンション コイル サスペンション

フロント リア フロント リア

キャンバー -0.75 +/- 0.35 -1.75 +/- 0.35 -.53 +/- 0.35 -1.55 +/- 0.35

キャンバー スプリット -0.00 +/- 0.20 -0.00 +/-
0.50

-0.00 +/- 0.20 -0.00 +/-
0.50

キャスター 4.00 +/- 0.50 n/a 3.70 +/- 0.50 n/a

キャスター スプリット 0.00 +/- 0.20 n/a 0.00 +/- 0.20 n/a

シングル ホイール トー アウト 0.05 ア
ウト 0.15 (リミ

ット) イン

0.05 (リミッ

ト)

イン 0.20 +/-
0.05

イン 0.02 アウ

ト 0.08 (リミ

ット) イン 0.12
(リミット)

イン 0.19 +/-
0.05

スラスト角 n/a 0.00 +/- 0.30 n/a 0.00 +/- 0.30

サスペンション ボルトの高さ (設
計値)

213.5 +/-
5 mm

標準モデル:144
+/- 5 mm
Performance
Plus:151 +/-
5 mm

230 mm (公
称)

158 mm (公称)

ホイールとタイヤ
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タイヤの仕様

タイヤの種類 場所 サイズ

19 インチ ホイール: Michelin すべて P245/45R19

21 インチ ホイール: Continental または Michelin すべて P245/35R21

Performance Plus 車の 21 インチ ホイール:
Michelin

フロント

リア

P245/35R21

P265/35R21

タイヤの空気圧は Model S に装着されているタイヤの種類によって異なります。「タイヤと荷重載情報」ラ

ベルに印刷されているタイヤの空気圧を参照してください。このラベルは運転席側のドア ピラーにあり、ド

アを開けると見えます (91 ページの「タイヤの手入れと保守」を参照してください ) 。

Tesla 販売店からウィンター タイヤ (Pirelli または Nokian スタッド - P245/45R19) を購入できます。

ホイールとタイヤ
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タイヤのマーキングについて

タイヤ メーカーは、標準化された情報をタイヤのサイドウォールに記載することを法律で義務付けられていま

す。これらは、タイヤの特性を含むさまざまな情報を表示します。

ホイールとタイヤ

126 Model S オーナーズ マニュアル



1 タイヤの分類。P は乗用車用のタイヤであることを示しています。

2 タイヤ幅。この 3 桁の数字は、ミリ単位で表したサイドウォールの端から反対側のサイドウォー

ルの端までのタイヤの幅です。

3 アスペクト比。この 2 桁の数字は、パーセントで表したトレッド幅に対するサイドウォールの高

さの比です。したがって、トレッド幅が 205mm でアスペクト比が 50 であれば、サイドウォー

ルの高さは 102mm です。

4 タイヤの構造。R はタイヤの構造がラジアル プライであることを示しています。

5 ホイール径。この 2 桁の数字はインチ単位で表したホイール リムの径です。

6 荷重指数。この 2 桁または 3 桁の数字は、タイヤ 1 本で支えることのできる重量です。この数字

は記載されていないことがあります。

7 速度記号。記載されている場合は、タイヤを長期にわたって使用できる 高速度 (マイル毎時) を
示します。Q=99 mph (160 km/h)、R=106 mph (170 km/h)、S=112 mph (180 km/h)、
T=118 mph (190 km/h)、U=124 mph (200 km/h)、H=130 mph (210 km/h)、V=149 mph
(240 km/h)、W=168 mph (270 km/h)、Y=186 mph (300 km/h) 。

8 タイヤの構成と材質。トレッド エリアとサイドウォール エリアの両方のプライ数は、タイヤを構

成するゴム被覆材料の層の数を示しています。使用されている材料の種類に関する情報も表示さ
れています。

9 大タイヤ荷重。タイヤで運搬できる 大荷重。

10 大許容タイヤ空気圧。通常の運転でこの空気圧を使用しないでください。

11 U.S. DOT タイヤ識別番号 (TIN) 。先頭の文字 DOT は、タイヤがすべての米連邦基準に適合して

いることを示します。それに続く 2 桁の文字はタイヤが製造された工場を表す記号であり、末尾

の 4 桁は製造された週と年を表しています。たとえば、1712 は 2012 年の第 17 週を表していま

す。その他の番号は、メーカーが任意に決めている販売記号です。タイヤの欠陥に伴うリコール
を行う際には、この情報を利用して消費者に連絡することができます。

12 トレッド磨耗。この数字はタイヤの摩耗等級を示します。グレードが高いほど耐磨耗性に優れて
いることを示します。たとえば、等級 400 のタイヤは、等級 200 のタイヤの 2 倍の耐摩耗性が

あります。

13 トラクション。タイヤが濡れた路面で停止する能力を示します。タイヤのグレードが高いほど、
車を停止するまでの距離が短くなります。トラクションのグレードは、高い順に AA、A、B、C
です。

14 温度。タイヤの熱に対する耐性が A、B、C に等級分けされており、A が も高い耐性を示しま

す。この等級分けは、速度および荷重の限度内で正しい空気圧のタイヤを使用することを前提と
しています。

ホイールとタイヤ
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Tesla は、保証期間中に限り年中無休 24 時間いつでもご利用いただけるロードサイドアシスタンスを提供し

ております。

ロードサイドアシスタンスの連絡先：

0120-097-5214

車両識別番号（VIN）、ナンバープレート番号、走行距離、現在地、問題の特徴をお知らせください。VIN は

ダッシュボードの運転席側上部に表示されており、外からでもフロンドガラスを通して見ることができます。

車両輸送者には、お客様の責任で Model S の輸送方法を指示していただきます(129 ページの「ロードサービ

スご利用の注意」を参照）。

ロードサイドアシスタンスへのご連絡
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平台のみを使用する

Tesla が他に指定しない限り、平台トレーラーのみ

を使用してください。タイヤが直接地面に接した状
態で Model S を輸送しないでください。

注意: 輸送中に発生した損傷は保証対象にはな

りません。

注意: Model S を輸送する際は、以下の詳細な

指示に従ってください。

セルフレベリングを無効にする (エアサ

スペンション車両のみ)
Model S にスマートエアサスペンションが搭載さ

れている場合、電源がオフのときでも自動的にセル
フレベリングします。損傷を防止するため、ジャッ
キモードにしてセルフレベリングを無効にする必要
があります。

1. タッチスクリーンで 「コントロール」 > 「運転

モード」の順にタッチします。

2. ブレーキ ペダルを押してから、「Very High」
にタッチして高さを 大にします。

3. 「ジャッキアップ」にタッチします。

ジャッキモードになっている場合、ア
クティブサスペンションが無効であ
ることを通知するメッセージと共に、
計器パネルにこの表示灯が表示され
ます。

注: Model S を時速 7 km 以上で運転すると、ジャ

ッキモードは解除されます。

警告: スマートエアサスペンションが搭載され

た Model S の場合、ジャッキモードを有効に

しないと輸送中に車両が緩む可能性があり、重
大な損傷を引き起こす危険があります。

牽引モードを有効にする

Model S は、ニュートラルにシフトされた直後でも

運転者が車両を離れたことを検知すると、自動的に
パーキングにシフトすることがあります。Model S
をニュートラルに維持するには (この場合パーキン

グブレーキが解除されます)、タッチスクリーンを使

用して牽引モードにする必要があります。

1. パーキングにシフトします。

2. ブレーキペダルを踏み、次にタッチスクリーン
で「コントロール」 > 「E ブレーキと電源オフ」 >
「牽引モード」の順にタッチします。

ジャッキモードになっている場合、ホイ
ールがフリー状態になっていることを通
知するメッセージと共に、計器パネルに
この表示灯が表示されます。 

注: 牽引モードは、Model S がパーキングにシフト

すると解除されます。

注意: 電気系統が機能していないために電気パ

ーキングブレーキを解除できない場合は、12V
バッテリーのクイックスタートを試みてくだ
さい。手順については Tesla に電話でお問い

合わせください。パーキングブレーキを解除
できない状況が発生した場合は、タイヤスキッ
ドを使用するかホイールドーリーを使用して
Model S を搬送します。その場合、搬送距離は

できるだけ短くしてください。これを実行す
る前に、必ずドーリー製造元の仕様および推奨
積載重量を確認してください。

ロードサービスご利用の注意
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牽引用チェーンを接続する

1. ノーズコーンを取り外します。

上部右隅にプラスチックプライツールを挿入
し、ノーズコーンを手前にゆっくり引き出しま
す。クリップが外れたら、ひねったり曲げたり
せずにノーズコーンを手前に引き、残りの 3 つ
のクリップを外します。

2. 牽引穴を挿入します。

フロントトランクにある牽引穴を右側の開口部
に完全に挿入し、しっかりと固定されるまで反
時計回りに回します。

3. 牽引穴に牽引用チェーンを取り付けます。

注意: 引く前に、牽引穴がしっかりと締まって

いることを確認します。

トレーラー上に引っ張り、車輪を固定す

る

車輪止めと固定用ストラップを使用して車輪を固定
します。

• 固定用ストラップの金属部品が、車輪の塗装面
または面に接触しないようにしてください。

• ボディパネル上または車輪内にストラップを置
かないでください。

注意: ストラップを車両ボディのシャーシ、サ

スペンション、その他の部品に取り付けると、
車に損傷を与える可能性があります。

注意: 損傷を防止するため、タイヤが直接地面

に接した状態で Model S を輸送しないでくだ

さい。

ロードサービスご利用の注意
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イラスト

イラストは説明目的のためにだけ掲載されていま
す。車両オプション、ソフトウェア バージョン、購

入地域、および特定の車両設定に応じて、Model S
の外観はわずかに異なる場合があります。

この所有者情報は RHD (右ハンドル車) 車両と

LHD (左ハンドル車) 車両の両方に適用されますが、

多くの図は LHD 車両のみを示しています。ただ

し、図が示している重要な情報はすべて正しい情報
です。

誤りまたは不正確な記述

すべての仕様および記述は、公開の時点で正確であ
ることを確認済みです。ただし、改良を続けること
が Tesla の目標であるため、当社はいつでも製品変

更を行う権利を留保します。不正確な記述や遺漏を
指摘したり、この所有者情報の質に関する一般的な
フィードバックや提案を行うには、

ownersmanualfeedback@teslamotors.com に
電子メールをお送りください。

コンポーネントの位置

この所有者情報では、コンポーネントの位置を車両
の左側または右側に示すことがあります。ここに示
すとおり、左 (1) と右 (2) は前向きシートに座って

いるときの車両の側を示します。

文書の適用可能性

この所有者情報は、Model S への更新を反映するた

め定期的に更新されます。ただし、場合によっては
近リリースされた機能が記載されていないことも

あります。 近リリースされた機能に関する情報を
表示するには、Model S タッチスクリーン上でリリ

ース ノートをご覧ください。リリース ノートはソ

フトウェア更新後にタッチスクリーンに表示されま
す。また、タッチスクリーンの上部中央にある
Tesla の「T」にタッチしてからリリース ノート リ
ンクにタッチすればいつでも表示できます。
Model S タッチスクリーンの使用方法に関する情

報とリリース ノートの情報が矛盾する場合は、リリ

ース ノートが優先します。

この「所有者情報」について
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著作権および商標

本書のすべての情報およびすべての Model S® ソフ

トウェアは、Telsa Motors, Inc. とそのライセンサ

ーの著作権およびその他の知的財産権の対象となり
ます。本資料は、Tesla Motors, Inc. とそのライセ

ンサーの書面による許可なく、全体または一部を変
更、複製、またはコピーすることはできません。詳
細情報はリクエストにより入手可能です。以下は、
Tesla Motors, Inc. の米国またはその他の国におけ

る商標または登録商標です。

本書に示すその他すべての商標は該当する各社が所
有しており、本書での商標使用は該当各社の製品ま
たはサービスに対する支援や推奨を意味するもので
はありません。本書または車両に表示されている商
標を不正に使用することを固く禁じます。

この「所有者情報」について
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車両テレマティクス/ データレコーダー

本車両には、モーター、バッテリー、ブレーキシス
テム、および電気系統を含むさまざまな車両システ
ムからのデータを監視および記録する電子モジュー
ルが搭載されています。これらの電子モジュール
は、ブレーキング、加速、距離およびその他車両に
関連する情報を含む、さまざまな運転および車両の
状態に関する情報を記録します。これらのモジュー
ルは、充電イベントとステータス、各種システムの
有効化/無効化、診断問題コード、VIN、速度、方向

および場所など車両独自の情報も記録します。

車両に保存されるこのデータは、車両の整備中に
Tesla サービス技術者によってアクセス、使用、保

存することができます。または、車両のテレマティ
クスシステムを通じて Tesla にワイヤレスで定期的

に送信することができます。このデータは、Tesla
によって以下のような、ただしこれらに制限されな
いさまざまな目的に使用されることがあります。お
客様に Tesla テレマティクスサービスを提供するこ

と。トラブルシューティング、車両の品質、機能、
性能の評価。Tesla およびそのパートナーが車両の

改善と設計のために実施する分析および調査。法律
で要求される可能性がある事項。車両の整備中、車
両のデータログを調査することによって、簡単にリ
モートで問題を解決できる可能性があります。

Tesla のテレマティクスシステムは、定期的に情報

を Tesla にワイヤレス送信します。データは上述の

通りに使用され、車両を適切に保守するのに役立ち
ます。Model S の追加機能により車両のテレマテ

ィクスシステムおよび提供される情報を使用するこ
とがありますが、これら追加機能には充電リマイン
ダー、ソフトウェア更新、車両のさまざまなシステ
ムに対するリモートアクセスおよび制御が含まれま
す。

Tesla は、以下の場合を除き車両に記録されたデー

タを第三者に開示することはありません:

• 車両の所有者 (またはリース車両の場合はリー

ス会社) からの同意または合意が得られている

場合。

• 警察またはその他の当局により正式に要求され
た場合。

• 訴訟で Tesla を弁護するために使用する場合。

• 裁判所により命令された場合。

• 車両所有者の詳細情報または識別情報を開示せ
ずに調査目的で使用する場合。

• 継承者または譲受人を含む Tesla の子会社、も

しくは情報システム、およびデータ管理プロバ
イダーに開示する場合。

さらに、非保証修理サービスに関係する場合を除き、
Tesla は記録されたデータを所有者に開示しませ

ん。非保証修理サービスに関係する場合は、修理に
関係するデータのみを開示します。

品質管理

Model S の納車時オドメーターに数 km が表示さ

れていることに気付くかもしれません。これは
Model S の品質を確実にするための包括的なテス

トプロセスによるものです。

テストプロセスには、生産中および生産後の広範囲
な検査が含まれます。 終検査は Tesla Motors で
実施され、技術者が実施するロードテストが行われ
ます。

免責事項
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Tesla に連絡する

Model S に関する詳細情報については、

www.teslamotors.com にアクセスし、MY TESLA
リンクをクリックしてから、ログイン資格情報を入
力します (またはこれらの資格情報を取得するため

にはサイン アップします)。

Model S に関する問題やご質問は、Tesla までお電

話でご連絡ください。お客様の地域の連絡先を調べ
るには、www.teslamotors.com にアクセスして、

ページ下部で地域を選択してください。連絡先情報
が表示されます。

問題の報告
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キーおよびパッシブロック解除システム

FCC 認証

モデル番号 製造者 MHz テスト済
み

A-0749G02 Pektron 315 米国

カナダ

上記の装置は FCC 規則のパート 15 に準拠してい

ます。操作には以下の 2 つの条件が適用されます。

1. 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならな
い。

2. 本装置は、望ましくない動作の原因となる干渉
を含む、本装置が受けたいかなる干渉も受け入
れなければならない。

Tesla が明確に承認していない変更または修正を行

った場合、本装置を操作するユーザーの権限が無効
になる可能性があります。

MIC 認証

モデル番号 製造者 MHz テスト済
み

A-0749G04 Pektron 315 日本

IC 認証

以下の装置がカナダ国内で使用される車両内で使用
されます。

• キーフォブモデル番号：A-0749G02
(315 MHz)

• キーフォブ製造業者：Pektron

IC 10176A-002 により、本装置はカナダ政府産業省

のライセンス適用免除 RSS 標準に適合しています。

操作には以下の 2 つの条件が適用されます。

1. 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならな
い。

2. 本装置は、望ましくない動作の原因となる干渉
を含む、本装置が受けたいかなる干渉も受け入
れなければならない。

CE 認証

モデル番号 製造者 MHz テスト済み

A-0749G01 Pektron 433 ヨーロッパ

オーストラ
リア

ニュージー
ランド

シンガポー
ル

台湾

マレーシア

A-0749G05 Pektron 433 中国

香港

上記の装置は CE 規格に準拠しています。操作には

以下の 2 つの条件が適用されます。

1. 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならな
い。

2. 本装置は、望ましくない動作の原因となる干渉
を含む、本装置が受けたいかなる干渉も受け入
れなければならない。

Tesla が明確に承認していない変更または修正を行

った場合、本装置を操作するユーザーの権限が無効
になる可能性があります。

NCC 認証

• キーフォブモデル番号：A-0749G01
(433 MHz)

• キーフォブ製造業者：Pektron

電動機の低電力電波放射率の管理措置：

低電力電波により認定されたタイプに関する第 XII
条に従い、非認可の会社、企業またはユーザーが周
波数を変更すること、電力を増加すること、元の設
計および機能の特性を変更することは許可されてい
ません。

第 XIV 条：低電力無線周波数装置の使用は、航空機

安全に影響を及ぼすこと、また合法的な通信に干渉
することがあってはならない。時間経過と共に発見
された干渉現象は直ちに停止され、いかなる干渉も
継続使用されることのないように改善される必要が
ある。合法的な通信とは、無線通信運用に関する電
気通信法の規定に基づく。合法的または産業用、科
学および医療用電波の干渉放射装置を許容する低電
力無線通信。

適合宣言
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装置認可 - オーストラリア

装置認可 - 香港

装置認可 - 日本

タイヤ空気圧監視システム

FCC ID：TZSTPMS201、Z9F-201FS43X

IC ID：11852A-201FS4X

タイヤ空気圧監視システム (TPMS) は FCC 規則の

パート 15 およびカナダ政府産業省の RSS-210 に
準拠しています。操作には以下の 2 つの条件が適用

されます。

1. 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならな
い。

2. 本装置は、望ましくない動作の原因となる干渉
を含む、本装置が受けたいかなる干渉も受け入
れなければならない。

Tesla が明確に承認していない変更または修正を行

った場合、本装置を操作するユーザーの権限が無効
になる可能性があります。

装置認可 - 日本

メディアコントロールユニット

装置認可 - 日本

装置認可 - オーストラリア

適合宣言
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無線周波数情報

本装置はテスト済みであり、FCC 規則のパート 15
に従って、クラス B デジタル装置の制限に準拠する

ことが確認されています。これらの制限は、住宅へ
の設置において有害な干渉に対して適切な保護を行
うことを目的としています。本装置は無線周波エネ
ルギーを発生および使用し、また放射することがあ
りますので、指示に従って設置および使用しない場
合、無線通信に対して有害な干渉を発生する可能性
があります。ただし、特定の設備において干渉が発
生しないという保証はありません。本装置がラジオ
またはテレビの受信に対して有害な干渉を発生する
場合 (本装置のスイッチのオンオフで判断可能)、ユ

ーザーは以下の方法の 1 つまたは複数を行って干渉

の修正を試みるよう勧奨されます。

• 受信アンテナの方向または場所を変更する。

• 本装置と受信機との距離を広げる。

• 装置を受信機が接続されている回路と別の回路
のコンセントに接続する。

• ディーラーまたは経験のあるラジオ / テレビ技

術者に相談する。

適合宣言
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ABS (アンチロック ブレーキシステム) 55
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V
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W
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あ

アクセサリー
設置する 115
電源ソケットへの接続 75

アクセス パネル、取り外し 105
アクティブボンネット 50
安全情報

後ろ向きチャイルドシート 28
エアバッグ 33
シートベルト 19
チャイルドシート 26

アンチロック ブレーキ (ABS) 55
安定性制御 57
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移動 129
イベントデータの記録 133
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索引
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温度調整 68
概要 2
クリーニング 101
光を当てる 44

う

ウィンカー 47
ウォッシャー液噴出口、清掃する 103
ウォッシャー、使用 48
ウォッシャー液、補充 107
動かしている

Model S の始動 38
航続距離を 大限に伸ばすためのヒント 54
シート位置 16

え

エア サスペンション 72
エア フィルター 70
エアバッグ 30
エアバッグ、助手席、OFF にする 32
エクステリア

概要 3
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