モーター
Motor

※トヨタ自動車株式会社が開発したトヨタフューエルセルシステム（TFCS）を搭載しています。

Electric power supply to platform

プラットホームに電力を供給

コミュニティサイクル運搬トレーラー
Trailer for bike-share bikes

Charge external battery

外部バッテリーへ充電

車内コンセント
In-vehicle outlet

Performance : Short refuel time

効率的な運行：短時間での充填
Comfortable travel : Smooth and quiet

心地よい走り：モーター走行による滑らかな走りと静粛性

バッテリー
Battery

Energy diversiﬁcation : Hydrogen can be made using a wide variety of primary energy sources.

エネルギーの多様化：水素は多様な１次エネルギーから製造可能
Fuel Cell Bus

外部バッテリー（プラットホームに設置）
External battery (Unload)
Charge electrically power assisted bike-share bikes

電動アシスト コミュニティサイクルを充電

外部バッテリー（トレーラーで運搬）
External battery (Tow)
High capacity power supply
during emergencies

AC power supply for passenger

非常時の電源供給

車内での電源利用

つくられた電気をみんなで共有
スムーズでシームレスな移動を提供する交通システム

空気
Air

燃料電池バスの特徴

Share the electricity
Transportation system for smooth and seamless mobility

Friendly, fun and useful bus for diverse people
プラットホーム

バス路線上に偏在するコミュニティサイクルを効率的に再配置

Platform

遠くからも見つけられる
サインポール
Easy-to-ﬁnd sign pole

Efﬁcient relocation of bike-share bikes that eccentrically located on the bus route

誰でも簡単な車外精算

Seamless access to end destination

Simple payments outside the bus

乗降口扉

運転席

Doors

転 落や 接 触 を防ぐ
ホームドア

アテンションライン

Platform door to prevent
tumble and accidential
contact

Cockpit

インフォメーションディスプレイ

見やすい大型メーター

Multilingual display

Driver-friendly interface

Attention-getting line

操作しやすいレイアウト

Pl at for m s tep to ﬁll a gap
between bus

到着と同時にせり出します。

方向幕（行き先表示） Destination

Information display

複数言語表示

液晶ディスプレイを活用することで
多言語化を実現してます。

状 況に応じて必 要な 情 報を
判りやすく表示します。

乗 降口の位置や開 閉 動 作
を判りやすくします。

バ スとの 隙 間 を 塞 ぐ
ホームステップ

目的地までシームレスなアクセス

電動アシスト コミュニティサイクル
Electrically power assisted
bike-share bikes

自動改札機
Automatic ticket gate

screen

前方出入口付近

UD フォントと大きな表示

大きく、かつ読みやすさに配慮した
フォントを使用しています。

ドライバーが快 適に操作でき、
安全な運転につながります。

UD font and large character size

Easy-to-operate layout

前方出入口付近

Doorway

手すり・スタンションポール
Wavy stanchion pole

トリム
：3.8

Color combination

シート
：6.0

多様な人々にやさしく、楽しく、便利なバス
Handrail / Stanchion pole

フリースペース付近

車両後部

Multipurpose spaces

Rear end area

ゆったりエリア
車内の移動もしやすく、
自然と会 話 が生まれる
ゆとりある空間です。

どの角度からでも手首に
負担無く、持ちやすい。

Spacious interior

Rubber-tipped handgrip

車両後部

Multipurpose spaces

Rear end area

マルチユースシート

Fold

識別性を向上
させつつ、明るく
楽しい空間を生み
出しています。

Multiple use seat

親子でも座れるゆったり幅で、
買 い 物 荷 物 な ど を 横 に 置く
こともできます。

フロア：7.8

格納式サポートバー

コントラスト ( 目標２以上の差 )

Retractable support bar

急なブレーキによる身 体 の
飛び出しを防ぎます。

ユニークなフロアパターン
Unique ﬂoor guidance pattern

判読性の高い液晶表示
High legibility LCD

ボールグリップ

Leaning bench require no
folding when a wheelchair
user boarded.

立ち座りが楽な腰掛パッド
Leaning bench provides easy
standing and easy sitting.

骨 盤 はしっかり 保 持 する の で、
足腰への負担が減ります。

フリースペース付近

コントラスト

格納時

Optimal contrast

ルーフ：9.5
ポール
：8.0

広い通路
Wide aisle

運 賃箱を廃 止することで、広い
通路を確保。
大きな荷 物を持った方やベビー
カーもスムーズに通れます。

車いす乗 車 時 も畳 む
必要がない腰掛パッド

太さが変化したポール
様 々な 手 の大きさや、握 力
の 弱 い 方 で も 滑 り にくく、
しっかりと握れます。

連続する 2 段手すり
Continuous dual handrail

子供から大人まで、安心して
車 内 を 移 動 で き る ように
しています。

車内配色

Doorway

連続する 2 段手すり
Continuous dual handrail

子 供 から大 人まで、安 心して
車 内を移 動 で きるようにして
います。

前からも後ろからも同時にスムーズな乗り降りが可能

コミュニティサイクル運搬トレーラー
Trailer for bike-share bikes

プ ラ ットホ ーム か らつ な が る
ユニークなパターンが、乗降位置
を 判りやすくし、そして自 然 に
導いてくれます。

フル カ ラ ーで 高 精 細 な 表 現 で
遠くからも判りやすくしてます。

FC スタック
FC Stack

Realization of a sustainable society with Fuell Cell Bus

Smooth simultaneous access from both doors

パワーコントロールユニット
Power control unit

Zero emissions : Zero emissions of harmful substances when driven

ゼロエミッション：走行中の CO２排出ゼロ

水
Water
高圧水素タンク
High-pressure
hydrogen tank
FC 昇圧コンバーター
FC Boost converter

燃料電池バスでサスティナブル社会の実現へ

P 型 (１型 ) 色覚

D 型 (2 型 ) 色覚

弱視

スタンションポール
Stanchion pole

ドライバーの手を借りず簡単
に車いすを固定できます。
シュミレーション

シュミレーション

シュミレーション

館内企画展アーカイブ

バーチャル展示室360

https://www.tcmit.org/360virtual/

これまでにトヨタ産業技術記念館で開催した企画展をご紹介するデジタルアーカイブです。
360 度 VR コンテンツで、臨場感溢れるバーチャル展示をお楽しみください。
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