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緊急対応ガイド

本ガイドは、訓練を受け認定された緊急要員および初期対応要員を対象にしており、 安全システムの仕組みを包括的に理解し、緊急事態に安全に対
処するのに必要な適切な訓練および認定を受けていることを前提としています。本ガイドは、緊急事態時に完全電気式のModel S を理解し安全に取
り扱うための特定の情報を提供するために、 Model S の確認方法、高電圧コンポーネント、エアバッグ、膨張用シリンダー、シートベルトプリテ
ンショナーおよび車体構造に使用する高強度材などの配置や説明を記載しています。本ガイドは、Model S 特有の高電圧無効化手順や安全注意事項
を含みます。大怪我や死亡事故にいたることがないよう、必ず推奨されている対処法や手順に従ってください。

Model S は高電圧バッテリーが主要な動力源であるため、 従来のガソリンまたはディーゼルのエンジンは搭載されていません。したがって燃料タ
ンクも装備していません。デュアル モーター Model S のリア モーターには、レギュラーとハイ パフォーマンスの2種類があります。本ガイドの画
像が整備対象の車両と一致しない場合があります。
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重要な安全指示

この文書には、緊急時における Model S の取り扱いに関する重要な指示と警告が含まれています。

警告

警告 : Model S を切断する場合は、油圧カッターなど適切なツールを使用し、必ず個人用保護具 (PPE) を着用してください。 指示に従わないと重

大な事故や死亡事故につながる恐れがあります。

警告 : 無効化の手順に関わらず、すべての高電圧コンポーネントが通電状態にあることを常に想定して作業してください。 大怪我や死亡事故を防

ぐためにも、高電圧コンポーネントの切断や破壊、接触がないようにしてください。

警告 : 高電圧回路を無効化した後、放電するのに 2 分かかります。

警告 : 補助拘束装置 (SRS) の制御装置には、バックアップ電源が搭載されており、放電時間は約 10 秒間です。 エアバッグまたはプリテンショナ

ーが展開してから 10 秒間は、SRS 制御装置に触れないでください。

警告 : 適切な PPE を着用しないで水没した車体を取り扱うと、大怪我や死亡事故につながる恐れがあります。

警告 : 火災が発生したら、車両全体が通電されているものと判断して、車両のどの部分にも絶対に触れないでください。 必ず、自給式呼吸器

(SCBA) を含む完全な PPE (個人用保護具) を着用してください。

警告 : フロント トランクの高電圧遮断回路を切断する際は 2 か所を切断し、切断部分をすべて取り除いてください。 これにより、切断されたワイ

ヤが誤って接触するリスクを回避します。

重要な安全指示
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バッジ

Model S には区別のためにいくつかのバッジが付けられています。

注記: 車両右側にあるバッテリーバッジの最後にある「D」は、車両がデュアルモーター仕様であることを表しています。

バッジ

車両の識別 3



タッチスクリーン

Model S には 17 インチのタッチスクリーンが搭載されています。

タッチスクリーン
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高電圧コンポーネント

1. フロント ドライブユニット (装備されている場合)
2. A/C コンプレッサー

3. バッテリークーラントヒーター

4. フロント ジャンクションボックス

5. 高電圧ケーブル

6. 高速スプリッター

7. 充電器

8. DC-DC コンバーター

9. キャビンヒーター

10.高電圧バッテリー

11. 充電ポート

12.リア ドライブユニット

高電圧コンポーネント

電気車両コンポーネント 5



高電圧バッテリー

Model S のフロアには 400V リチウムイオン高電圧バッテリーが搭載されています。 車両の下部をリフトする際にこの高電圧バッテリーに決して損

傷を与えないように注意してください。 レスキューツールを使用する際には、フロアパンを損傷しないように特に注意してください。 車両を正しく

持ち上げるには、車両の持ち上げ22 ページのにある作業指示を参照してください。

メモ： 下図はデュアルモーター車両を表します。 フロント ドライブユニットなしの車両はこれと似ています。

高電圧バッテリー
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DC-DC コンバーターとフロント ジャンクション ボックス

赤色ラインで示された DC-DC コンバーターとフロントジャンクション ボックスは高電圧になっています。 DC-DC コンバーターは 400V バッテリ

ーからの高電圧を低電圧に変換し、 Model S の 12V バッテリーを充電します。 フロント ジャンクション ボックスはバッテリー ヒーター、エアコン

コンプレッサー、室内ヒーターなどのコンポーネントに高電圧を供給します。 ダッシュボード リフトやダッシュボード ロールの処置中、この部分の

切断は慎重に行ってください。 必要に応じて対策を講じてください。

メモ： 下図はデュアルモーター車両を表します。 フロント ドライブユニットなしの車両はこれと似ています。

DC-DC コンバーターとフロント ジャンクション ボックス

電気車両コンポーネント 7



高電圧ケーブル

高電圧ケーブルは、オレンジ色で示されています。

メモ： 下図はデュアルモーター車両を表します。 フロント ドライブ ユニットなしの車両はこれと似ています。

高電圧ケーブル
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充電器

Model S には、リアシートの下側に充電器が一台搭載されています。 この充電器によって、充電ステーションの AC 電流が高電圧バッテリーを充電

する DC 電流に変換されます。 充電器に統合されている高電圧ジャンクション ボックスによって、回生ブレーキ機構からの余剰電力がバッテリーへ

と送り返されます。

充電器

電気車両コンポーネント 9



ドライブ ユニット

リア ドライブ ユニットは、リアホイールの間に搭載されています。フロント ドライブ ユニット（搭載されている場合）は、フロントホイールの間に

搭載されています。 以下に示すドライブユニットは、高電圧バッテリーからくる直流電流をホイールを回転させるモーターを動かす 3 相交流に変換し

ます。

メモ： 下図はデュアルモーター車両を表します。 フロント ドライブユニットなしの車両はこれと似ています。

ドライブ ユニット
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12V バッテリー

高電圧システムに加え、Model S には低電圧システムが設けられています。 12V バッテリーは、SRS、エアバッグ、ウィンドウ、ドアロック、タッチ

スクリーン、インテリアとエクステリアのライト類の電力に使用されます。 DC-DC コンバーターは 12V バッテリーに電力を供給して低電圧機能をサ

ポートし、 12V バッテリーは電力を高電圧接点へ供給し、電力が高電圧バッテリーから流れるようにします。 赤色ラインで示された 12V バッテリー

は、ボンネットとプラスティック アクセスパネルの下に設けられています。

注記: 下図はデュアルモーター車両を表します。 フロント ドライブユニットなしの車両はこれと似ています。

12V バッテリー

電気車両コンポーネント 11



車輪 4 本すべてを車輪止めで固定

ドライバーはギアをドライブに入れた際に Model S が「クリープ」する

かどうか設定することができます。 この設定がオフの場合、Model S は
アクセルペダルを踏まない限りは動きません。 このため、Model S が動

かないものと判断しないでください。 停車時、タイヤには必ず車輪止め

をしてください。

ギアをパーキングを入れる

Model S から音が聞こえないからと言って、電源がオフになっていると判

断しないでください。 ギアがドライブやバックに入っている場合、アク

セルペダルをわずかでも踏むと Model S は動き出します。 サイド ブレ

ーキを確実にかけるには、ギアセレクターレバーの端にあるボタンを押し
て、パーキングに切り替えます。 Model S をパーキングに入れると、サ

イド ブレーキが自動的にかかります。

車輪 4 本すべてを車輪止めで固定
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フロントトランクの高電圧遮断ループ

フロントトランクに装備された高電圧切断ループは 2 本の低電圧ワイヤーからなっています。 このループを切断すると、高電圧バッテリーから高電圧

システムが遮断され、SRS およびエアバッグのコンポーネントが無効化されます。 作業方法は、フロントトランクの高圧遮断回路の切断14 ページ

の を参照してください。

注記: 下図はデュアルモーター車両を表します。 フロント ドライブユニットなしの車両はこれと似ています。

警告 : 無効化の手順に関わらず、すべての高電圧コンポーネントが通電状態にあることを常に想定して作業してください。 大怪我や死亡事故を防

ぐためにも、高電圧コンポーネントの切断や破壊、接触がないようにしてください。

フロントトランクの高電圧遮断ループ

高電圧システムの無効化 13



フロントトランクの高圧遮断回路の切断

高電圧遮断ループを切断する際は 2 か所を切断し、切断部分をすべて取り

除いてください。 これにより、切断されたワイヤが誤って接触するリス

クを回避します。

1. フードを開きます。 作業方法は ボンネットを開放24 ページの を参

照してください。

2. アクセスパネル(青色部分)を上方向に引いてクリップを外しパネルを

外してください。

3. 高電圧遮断回路を 2 箇所切断してください。

フロントトランクの高圧遮断回路の切断
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エアバッグ

Model S には 6 個のエアバッグ（北米は 8 個）が搭載されています。 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。

注意： 膝用エアバッグは北米仕様車のみ搭載。

1. 助手席用ニーエアバッグ（北米仕様のみ）

2. 助手席用フロントエアバッグ

3. シート搭載サイドエアバッグ

4. カーテン エアバッグ

5. 運転席用ニーエアバッグ(北米仕様のみ)
6. 運転席用フロント エアバッグ

警告 : SRS 制御装置には、バックアップ電源が搭載されており、放電時間は約 10 秒間です。 エアバッグまたはプリテンショナーが展開してから

10 秒間は、SRS 制御装置に触れないでください。

エアバッグ

エアバッグとコンポーネント 15



エアバッグ膨張用シリンダー

エアバッグ膨張用シリンダーは、赤色ラインで示したルーフ付近から車両後方に向けて配置されています。

警告 : SRS 制御装置には、バックアップ電源が搭載されており、放電時間は約 10 秒間です。 エアバッグまたはプリテンショナーが展開してから

10 秒間は、SRS 制御装置に触れないでください。

エアバッグ膨張用シリンダー
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シートベルト プリテンショナー

プリテンショナーは、赤色ラインで示した B-ピラー下部に配置されています。

警告 : SRS 制御装置には、バックアップ電源が搭載されており、放電時間は約 10 秒間です。 エアバッグまたはプリテンショナーが展開してから

10 秒間は、SRS 制御装置に触れないでください。

シートベルト プリテンショナー

エアバッグとコンポーネント 17



補強材と超高強度鋼

Model S は、衝突時に乗員を保護するために補強されています。 使用箇所を切断または破壊するには適切なツールを使用してください。 下図では、

補強箇所が青緑色で示されています。

警告 : Model S を切断する場合は、油圧カッターなど適切なツールを使用し、必ず PPE を着用してください。 指示に従わないと重大な事故や死亡

事故につながる恐れがあります。

警告 : 無効化手順の有無に関わらず、すべての高電圧コンポーネントが通電状態にあることを常に想定して作業してください。 大怪我や死亡事故

を防ぐためにも、高電圧コンポーネンの切断や破壊、接触がないようにしてください。

補強材と超高強度鋼
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切断禁止ゾーン

Model S には、高電圧、ガス ストラット、SRS コンポーネント、エアバッグ、または他の危険箇所があるため、切断禁止ゾーンがあります。 これら

のゾーンを絶対に切断したり、破壊したりしないでください。 これに従わないと、重大な怪我や死亡事故につながる恐れがあります。 「切断禁止ゾ

ーン」はピンクで示されています。

メモ： 下図はデュアルモーター車両を表します。 フロント ドライブユニットなしの車両はこれと似ています。

警告 : Model S を切断する場合は、油圧カッターなど適切なツールを使用し、必ず PPE を着用してください。 指示に従わないと重大な事故や死亡

事故につながる恐れがあります。

警告 : 電源遮断手順を行った後でも、高電圧コンポーネントすべてが通電されているものと考えてください。 大怪我や死亡事故を防ぐためにも、

高電圧コンポーネントの切断や破壊、接触がないようにしてください。

切断禁止ゾーン

補強材 19



全体もしくは一部が水没した車両

Model S が水没した場合は、他の車両と同じように取り扱います。 水没

したことで、Model S の車体の感電リスクが大きくなることはありません

が、 水没車両を扱う時は適切な PPE を着用してください。 車体を水中か

ら引き上げて、通常の高電圧切断作業を実施してください。

警告 : 適切な PPE を着用しないで水没した車体を取り扱うと、重傷や

死亡につながる恐れがあります。

フロアパンへの荷重

高電圧バッテリーはフロア パンの下に配置されています。 Model S の
内部からフロアパンを下に押さないでください。高電圧バッテリーが破
壊され、大怪我や死亡事故につながる恐れがあります。 車両を正しく持

ち上げるには、ジャッキアップ ポイント22 ページのにある作業指示を

参照してください。

全体もしくは一部が水没した車両
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消火作業

高電圧バッテリーに影響を及ぼさない小さな車両火災を消火する場合は、
通常の車両消火手順を採用してください。

分解点検中、絶対に高電圧コンポーネントに接触しないでください。 分
解点検には必ず絶縁工具を使用してください。

充填ガス膨張用シリンダー、ガス ストラットや他のコンポーネントは、

極端な温度になると、沸騰液体蒸気拡散爆発(BLEVE)を引き起こす場合

があります。 火災が発生した場合は、高温の範囲に入る前に適切な消火

活動を行ってください。

高電圧バッテリーが高温にさらされたり、歪んだり、捻じれたり、亀裂が
発生して何らかの形で破壊されて火災が発生した場合は、大量の水でバッ
テリーを冷却してください。 少量の水で消火作業を行わないでくださ

い。 必ず余分の水を用意あるいは要請してください。

バッテリー火災は完全に消火するまで最大 24 時間を要する場合がありま

す。 周辺の可燃物を保護した上で、自然消火を待つことも考慮してくだ

さい。

熱探知カメラを使って高電圧バッテリーが完全に冷却したことを確認し
てから現場を離れてください。 火災後、完全消化されてから最低 1 時間は

バッテリーを監視してください。 煙が出ている場合は、バッテリーの温

度が依然として高いことを示します。 温度が完全に下がったことが確認

されてから 1 時間は警察やレッカ―作業者などの ２ 次対応関係者を車に

近づけないでください。

２ 次対応関係者にバッテリーが再発火するリスクがあることを必ず伝え

てください。 Model S が水没、火災、衝突に巻き込まれて、高電圧バッ

テリーが破損した場合は、必ず 50 フィート (15 メートル) 以内に炎など

の危険のない空地に保管してください。

警告 : 火災が発生したら、車両全体が通電されているものと判断して、

車両のどの部分にも絶対に触れないでください。 必ず SCBA など完

全装備の PPE を着用してください。

高電圧バッテリー - 火災による損傷

バッテリーが燃えたり、高温になったりすると、有害な蒸気が発生しま
す。 この蒸気には硫酸、炭素酸化物、ニッケル、アルミニウム、リチウ

ム、銅およびコバルトが含まれています。 救援隊員は、SCBA を含む完

全な PPE を着用して自分を保護し、周囲の人が風下で蒸気にさらされな

いように適切な手段を講じる必要があります。 フォグ ストリームあるい

は陽圧換気ファン(PPV)を使って煙や蒸気の向きを変えてください。

高電圧バッテリーは、リチウムイオン電池でできています。 これらの電

池は乾電池とみなされます。 損傷を受けるとごく少量のバッテリー液が

漏れる場合があります。 リチウムイオンのバッテリー液は無色です。

高電圧バッテリー、ドライブ ユニット、充電コントローラー、および DC-
DC コンバーターは一般的なグリコール ベースのクーラントで冷却され

ています。 損傷を受けると、この青い液体がバッテリーから漏れる場合

があります。

高電圧バッテリーに損傷があると、バッテリーセルの温度が急激に上昇す
る場合があります。 高電圧バッテリーから煙がでている場合は、バッテ

リーが高温になっていると判断し、消火作業 21 ページのの手順に従って

適切な措置をとってください。

消火作業

救助作業 21



ジャッキアップ ポイント

高電圧バッテリーはフロアパンの下に装備されています。 車台の大部分にはこの高電圧バッテリーが収められています。 車両を持ち上げたり、ジャ

ッキアップする時は、下図緑色で示される指定されたジャッキアップポイントのみを使用してください。

警告 : 高電圧バッテリーがある部分で Mode X をジャッキアップしたり、持ち上げたりしないでください。

適切なジャッキアップ ポイント

Model X で安全に利用できる支持点

高電圧バッテリー

ジャッキアップ ポイント
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キーを使用

以下に示すようにキーのボタンを使用します。

1. リアトランク。 ダブルクリックしてリアトランクを開けます。

2. すべてアンロックします。 ダブルクリックしてドアと両方のトランク

のロックを解除します。

3. ボンネット / フロントトランク。 ダブルクリックしてボンネットを開

けフロントトランクにアクセスします。

ドアを開放

Model S には独自のドア ハンドルがあります。 通常の状態でハンドル

を押すと、ハンドルがせり出してドアを開けることができます。

メモ： エアバッグが膨らむと、Model S はすべてのドアとトランクをア

ンロックし、すべてのドアハンドルがせり出します。

メモ： ドアハンドルが機能しない場合は、ウインドウの内側に手を入れ

て車内にあるハンドルを使って手動でドアを開けます。

電源なしでリアドアを開ける方法

車内からリアドアを開けるには、リアシートの下のカーペットの縁を折り
返して、メカニカル リリース ケーブルにアクセスします。 リリース ケー

ブルを車両中央に向けて引きます。

キーを使用

車両を開放 23



ボンネットを開放

Model S には、従来の内燃機がありません。 したがって、本来エンジンが収容されている箇所は、追加の収納スペースとして使われています。 Tesla
ではこのエリアを「フロント トランク」または「フランク」と呼んでいます。

ボンネットを開けるには、以下のいずれかの方法で開けることができます。

• タッチスクリーンのコントロールウインドウでフロント トランクにタッチ。

• キーのフロント トランク ボタンをダブルクリック。

ボンネットを開放
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• フロントホイール アーチライナーにあるリリース ケーブルを引いてください。 まず、右側フロントホイールのタイヤハウスにあるカバーを外して

ストラップを引きプライマリー ラッチを外してください。 次に、左側フロントホイールのタイヤハウスのカバーを外しストラップを引きセカンダ

リーラッチを外してください。

ボンネットを開放

車両を開放 25



トランクの開け方

トランクに開けるには以下のいずれかの方法を使用してください。

• タッチスクリーンのコントロール ウインドウでトランクにタッチ。

• キーのトランク ボタンをダブルクリック。

• リフトゲートのエクステリアハンドル下側にあるスイッチを押す。

トランクの開け方

26



高電圧ラベルの例

以下に示すのは、高電圧コンポーネントに貼られているラベルの例です。

警告 : 高電圧コンポーネントにラベルが付けられていない場合もあり

ます。 ModeL S で電力を切断する場合は、常に適切な PPE を着用し

てください。 指示に従わないと重大な事故や死亡事故につながる恐れ

があります。

注記: 国や地域によって他の言語に翻訳されているラベルが使用されてい

ます。

高電圧ラベルの例

高電圧ラベル 27
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