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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軌道上に敷設される鉄道レール間に配置される８の字コイルからなる給電コイルと、該
給電コイルに給電する高周波電源と、前記鉄道レールを走行する車両の底部に配置され、
走行時に前記給電コイルに対向するように配置される８の字コイルからなる集電コイルと
、該集電コイルに接続されるコンバータと、該コンバータに接続されるリチウムイオン蓄
電池とを備え、前記給電コイルに対する前記集電コイルの相対的移動による前記集電コイ
ルからの出力を前記リチウムイオン蓄電池に充電するようにした鉄道車両用非接触給電シ
ステムであって、前記給電コイルの背面には絶縁支持板を、前記集電コイルの背面と前記
車両の底部間には背面磁性体板を配置し、前記鉄道レールの発熱量を低減できるように構
成したことを特徴とする鉄道車両用非接触給電システム。
【請求項２】
　請求項１記載の鉄道車両用非接触給電システムにおいて、前記高周波電源は２０ｋＨｚ
オーダーの高周波電源であることを特徴とする鉄道車両用非接触給電システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両用非接触給電システムに係り、特に、鉄道レール側に給電コイルを
配置し、鉄道車両側の集電コイルにより集電する鉄道車両用非接触給電システムに関する
ものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、感電の心配や摩耗がなく、移動体や回転体にエネルギー供給の可能な非接触集電
技術を用いた電池バスや工場内搬送装置の実用化が進んでいる（下記非特許文献１，２，
３参照）。これらの背景には、地球温暖化に対する省エネルギー効果、安全性、保守性へ
の期待がある。
　一方、最近の半導体の高速スイッチングにみられるようなパワーエレクトロニクスの発
達、電磁界解析技術の高度化、磁性材料の進歩など、非接触集電技術に欠かせない要素も
発達してきている。
【０００３】
　非接触給電システムを原理的に分類すると、
（ａ）電磁誘導を用いたリニア変圧器方式
（ｂ）走行体の運動エネルギーを用いたリニア発電機方式
（ｃ）電磁波を用いたマイクロ波方式
（ｄ）その他（下記非特許文献４参照）
に分けることができる。
【０００４】
　上述の電池バスや搬送装置では、（ａ）方式すなわちリニア変圧器方式が採用されてい
る。これは、（ｂ）方式は磁気浮上式車両のような地上１次システムでしか実現できない
（下記非特許文献５参照）ことや、（ｃ）方式はエネルギー密度が極端に小さい等の理由
からと考えられる。
　もっとも、（ａ）のリニア変圧器方式も高周波電流を使用するため渦電流損が大きい、
ギャップ変動の影響が大きい等の克服しなければならない問題もある。
【０００５】
　ところで、鉄道車両の非接触給電システムとして、リニア変圧器による給電（集電）方
式を適用することが考えられている（下記非特許文献６～８参照）。この場合、運転時の
エネルギー供給の他、デッドセクションや保守基地での電力供給などへの利用が考えられ
る。しかしながら、在来鉄道では、互換性や相互乗り入れが重要視されるため、現状の設
備や車両を大幅に変更することは難しい。このため、現在の車両限界や建築限界内に給電
コイル等を配置しなければならない。
【非特許文献１】紙屋雄史，中村幸司，中村達，大聖泰弘，高橋俊輔，山本喜多男，佐藤
剛，松木英敏，成澤和幸，「電動車両用非接触急速誘導充電装置の開発と性能評価（第１
報）－送電部と受電部の設計最適化ならびに機器の性能評価－」，社団法人自動車技術会
春季学術講演会前刷集（２００７）
【非特許文献２】谷澤秀一，内藤信吾，「無接触給電搬送システムの技術と新市場」，Ｄ
ＡＩＦＵＫＵ　ＮＥＷＳ，Ｎｏ．１６１，ｐｐ．１０－１３（２００１）
【非特許文献３】Ｍ．Ｂａｕｅｒ，Ｐ．Ｂｅｃｋｅｒ，Ｑ．Ｚｈｅｎｇ，“Ｉｎｄｕｃｔ
ｉｖｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ（ＩＰＳ）　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｔｒａｎｓｒａｐｉｄ
”，Ｍａｇｌｅｖ　２００６，Ｖｏｌ．２，ｐｐ．４７１（２００６）
【非特許文献４】Ａ．Ｋｕｒｓ，Ａ．Ｋａｒａｌｉｓ，Ｒ．Ｍｏｆｆａｔｔ，Ｊ．Ｄ．Ｊ
ｏａｎｎｏｐｏｕｌｏｓ，Ｐ．Ｆｉｓｈｅｒ，Ｍ．Ｓｏｌｊａｃｉｃ，“Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　Ｐｏｗｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｖｉａ　Ｓｔｒｏｎｇｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｍａ
ｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅｓ”，ＳＣＩＥＮＣＥ，Ｖｏｌ．３１７，ｐｐ．８３
－８６，Ｊｕｌｙ（２００７）
【非特許文献５】Ｔ．Ｍｕｒａｉ，Ｓ．Ｆｕｊｉｗａｒａ，Ｈ．Ｈａｓｅｇａｗａ，Ｋ．
Ｎｅｍｏｔｏ，Ｈ．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｙ．Ｆｕｒｕｋａｗａ，Ｍ．Ｓｈｉｎｏｂｕ，Ｍ
．Ｉｇａｒａｓｈｉ，Ｓ．Ｉｎａｄａｍａ，Ｈ．Ａｋａｇｉ，Ｍ．Ｏｋｉ，“Ｄｅｖｅｌ
ｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｌｉｎｅａｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｐｅｒｃｏｎ
ｄｕｃｔｉｎｇ　Ｍａｇｌｅｖ”，Ｍａｇｌｅｖ’９８，ｐｐ．２６２－２６７（１９９
８）
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【非特許文献６】黒田玄，河村篤男，「移動体用非接触給電システムにおける高効率化検
討および移動時の特性測定」，社団法人電気学会　半導体電力変換研究会，ＳＰＣ－０７
－３０（２００７）
【非特許文献７】松下真也，及川康史，岩田卓也、金子裕良，阿部茂，「直列および並列
共振コンデンサを用いた移動型非接触給電システム」，電気学会半導体電力変換研究会，
ＳＰＣ－０７－２９，２００７
【非特許文献８】Ｎ．Ｆｕｊｉｉ，Ｋ．Ｓａｋａｔａ，Ｔ．Ｙｏｓｈｉｄａ，Ｔ．Ｍｉｚ
ｕｍａ，“Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｌｉｎｅａｒ
　Ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｍｏｔｏｒ　ｗｉｔｈ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｌｉｎｅａｒ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＲＶ”，ＩＣＥＭ　２００８
，ＩＤ　９１８（２００８）
【非特許文献９】山本貴光，古谷勇真，米山崇，小川賢一，「燃料電池試験電車の構内走
行試験等による燃費及び効率の評価」，鉄道総研報告，第２２巻第２号（２００８）
【非特許文献１０】Ａ．Ｄｉｅｋｍａｎｎ，Ｗ．Ｈａｈｎ，Ｋ．Ｋｕｎｚｅ　＆　Ｗ．Ｈ
ｕｆｅｎｂａｃｈ，“Ｔｈｅ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｍａｇｎｅｔ　ｃｌａｄｄｉｎｇ　ｗｉ
ｔｈ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ＩＰＳ　ｐｉｃｋ－ｕｐ　ｃｏｉｌ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｒ
ａｐｉｄ　ｖｅｈｉｃｌｅｓ”，Ｍａｇｌｅｖ　２００６，Ｖｏｌ．２，ｐｐ．４７７－
４８１（２００６）
【非特許文献１１】「ＰＨＯＴＯ－Ｓｅｒｉｅｓ　ＥＤＤＹ　ユーザーズマニュアル」，
株式会社フォトン
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したように、鉄道では従来との互換性や相互乗り入れが重視されるため、現状の設
備や車両を大きく変更して非接触給電を行うことは難しい。
　また、リニア変圧器方式の非接触型給電システムを鉄道車両に適用する場合、金属であ
る鉄道レールへの渦電流による発熱が問題となる。そのため、鉄道レールを有する鉄道車
両への非接触型給電システムへの適用は、いまだになされていないのが現状である。
【０００７】
　本発明は、上記状況に鑑みて、地上の鉄道レール側に給電コイル、車上側に集電コイル
を設置するという簡単な構成により従来の地上に鉄道レールを有する鉄道の設備を変えず
に非接触給電を行い、しかも鉄道レールの発熱量を低減できる鉄道車両への非接触給電シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　〔１〕軌道上に敷設される鉄道レール間に配置される８の字コイルからなる給電コイル
と、この給電コイルに給電する高周波電源と、前記鉄道レールを走行する車両の底部に配
置され、走行時に前記給電コイルに対向するように配置される８の字コイルからなる集電
コイルと、この集電コイルに接続されるコンバータと、このコンバータに接続されるリチ
ウムイオン蓄電池とを備え、前記給電コイルに対する前記集電コイルの相対的移動による
前記集電コイルからの出力を前記リチウムイオン蓄電池に充電するようにした鉄道車両用
非接触給電システムであって、前記給電コイルの背面には絶縁支持板を、前記集電コイル
の背面と前記車両の底部間には背面磁性体板を配置し、前記鉄道レールの発熱量を低減で
きるように構成したことを特徴とする。
【０００９】
　〔２〕上記〔１〕記載の鉄道車両用非接触給電システムにおいて、前記高周波電源は２
０ｋＨｚオーダーの高周波電源であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】



(4) JP 5425449 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

　本発明によれば、地上側の鉄道レール間に給電コイル、車上側に集電コイルを設置する
簡単な構成により、従来の鉄道レールを有する鉄道の設備を変えずに非接触給電を行い、
しかも鉄道レールの発熱量を低減できる鉄道車両用非接触型給電システムを構築すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の鉄道車両用非接触給電システムは、軌道上に敷設される鉄道レール間に配置さ
れる８の字コイルからなる給電コイルと、この給電コイルに給電する高周波電源と、前記
鉄道レールを走行する車両の底部に配置され、走行時に前記給電コイルに対向するように
配置される８の字コイルからなる集電コイルと、この集電コイルに接続されるコンバータ
と、このコンバータに接続されるリチウムイオン蓄電池とを備え、前記給電コイルに対す
る前記集電コイルの相対的移動による前記集電コイルからの出力を前記リチウムイオン蓄
電電池に充電するようにした鉄道車両用非接触給電システムであって、前記給電コイルの
背面には絶縁支持板を、前記集電コイルの背面と前記車両の底部間には背面磁性体板を配
置し、前記鉄道レールの発熱量を低減できるように構成した。
【実施例】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　鉄道車両への非接触給電システムの適用としては次の２つの方式が想定される。
　（ｉ）レール方式：地上側に給電コイルまたはループを連続して設置し、常時車上に給
電を行い走行する。
　（ii) ステーション方式：駅や給電ポイントに給電コイルを設置し、蓄電池等に充電を
行って走行する。
【００１３】
　考え方としては、レール方式は非接触給電を使った電化であり、ステーション方式は、
非電化区間の排ガスレス化と捉えられる。力行時の電力補助や回生電力吸収を考えると、
レール方式・ステーション方式共に蓄電池等の車載は必須となる。
　図１は本発明の実施例を示す鉄道車両用非接触給電システムの模式図、図２はその側面
図、図３はその要部断面図である。
【００１４】
　これらの図において、Ａは軌道（地上配置）、１は高周波電源、２，２′は軌道Ａに敷
設される鉄道レール、３は鉄道レール２と２′間に配置される一回巻きの地上側の給電コ
イル（１次コイル：８の字コイル）、Ｂは地上側の給電コイル３の絶縁支持体、４は鉄道
車両、５は鉄道車両４の車輪、６は鉄道車両４の底面に配置される車両側集電コイル（２
次コイル：８の字コイル）、Ｃは車両側の集電コイル６の背面（車体底面と車両側の集電
コイル６との間）に配置される背面磁性板（フェライト板）、７は車両側の集電コイル６
に接続されるコンバータ、８はコンバータ７に接続されるリチウムイオン蓄電池である。
【００１５】
　なお、背面磁性板Ｃは鉄道車両４の底面に配置される種々の部材に対する磁気シールド
としてコイル回路を担保するために重要である。
　また、地上側の給電コイル３の絶縁支持体Ｂは軌道からの絶縁を確保するために重要で
ある。
　これらの図に示すように、本発明では、レール方式の非接触給電システムとした。鉄道
車両４は在来線狭軌の通勤近郊型電車を想定している。この鉄道車両４の電源構成は、リ
チウムイオン蓄電池８を搭載した試験車両の仕様を参考とした。すなわち、レール方式の
非接触給電システムにより常時給電された電力を、力行時にはリチウムイオン蓄電池８か
ら補助し、減速時にはそのリチウムイオン蓄電池８に回生して走行する。
【００１６】
　非接触給電システムの諸元としては、機械的な部分は在来線の車両限界を基準に算定し
、電気的な部分はドイツのトランスラピッドの給電装置を参考とした。
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　表１に非接触給電システムの概念設計例を示す。
【００１７】
【表１】

【００１８】
　より詳細に説明すると、列車は２車両を１セットとしている。給電コイルの出力電力は
２０ｋＷ／１コイル、地上側の給電コイル３と車上側の集電コイル６との間の間隔は７５
ｍｍ、給電コイルへの印加周波数は２０ｋＨｚ、コイル幅は６００ｍｍである。また、給
電コイルの電流は２００Ａ, 巻回数は１回であり、一方、集電コイルの電流は６０Ａ、巻
回数は２０回である。なお、給電コイルへの印加周波数は、電波法に準拠して１０ｋＨｚ
以下としても、出力は若干低減するが、システムとしては問題なく適用することができる
。
【００１９】
　次に、問題となる鉄道レールの渦電流について説明する。
　ここでは、非線形動磁場解析の問題となる。レール進行方向については一様で無限長と
見てよいため、２次元にて近似可能である。さらに、枕木方向については、車両－地上間
で相対運動はなく、運動非連成である。
　解析コードには、Ａ－φ法を用いた有限要素法であるフォトン社のＥｄｄｙを使用した
（上記非特許文献１１参照）。
【００２０】
　図４は本発明の比較例を示す鉄道車両用非接触給電システムの模式図、図５は給電コイ
ル及び集電コイルが８の字コイルである場合の解析モデル、図６は給電コイル及び集電コ
イルが矩形コイルである場合の解析モデルである。
　図４において、Ａは軌道（地上配置）、１１は高周波電源、１２，１２′は軌道Ａに敷
設される鉄道レール、１３は鉄道レール１２と１２′間に配置される一回巻きの地上側の
給電コイル（１次コイル：矩形コイル）、Ｂは地上側の給電コイル１３の絶縁支持体、１
４は鉄道車両、１５は鉄道車両１４の車輪、１６は鉄道車両１４の底面に配置される車両
側の集電コイル（２次コイル：矩形コイル）、Ｃは車両側の集電コイル１６の背面（車体
底面と車両側の集電コイル１６との間）に配置される背面磁性板（フェライト板）、１７
は車両側の集電コイル１６に接続されるコンバータ、１８はコンバータ１７に接続される
リチウムイオン蓄電池である。
【００２１】
　図５において、２１は軌道の中心線、２２は鉄道レール、２３は給電コイル（１次コイ
ル：８の字コイル）、２４は背面磁性板（フェライト）、２５は背面磁性板２４に取付け
られる集電コイル（２次コイル：８の字コイル）である。
　図６において、３１は軌道の中心線、３２は鉄道レール、３３は給電コイル（１次コイ
ル：矩形コイル）、３４は背面磁性板、３５は背面磁性板３４に取付けられる集電コイル
（２次コイル：矩形コイル）である。
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【００２２】
　漏れ磁束の影響を検討するため、８の字コイル（Ｎｕｌｌ－ｆｌｕｘ　ｍｏｄｅ）（図
５）と矩形コイル（Ｎｏｒｍａｌ－ｆｌｕｘ　ｍｏｄｅ）（図６）のモデルを作成した。
この解析では、ｘ方向を枕木方向、ｙ方向を天上方向、ｚ方向をレール進行方向とした。
　モデルは対象性を考慮して、ｙｚ面に反対称境界条件（ベクトルポテンシャルの接線方
向が０）、ｘ，ｙ方向の遠方に対称境界条件（ベクトルポテンシャルの法線方向が０）を
指定した。
【００２３】
　扱う周波数が高いため、渦電流の流れる鉄道レール２２，３２の表面部分は、表皮厚以
下になるように細かく要素分割を行った。
　図７は解析のため非線形計算に使用したＢ－Ｈカーブを示す図であり、□は鉄、○はフ
ェライトを示している。
　以下解析結果を順を追って示す。解析結果の横軸は電流値であり、表１に示した定格電
流を１とした。鉄道レールへの電磁的な影響ということで、単位長さ当たりの発熱量を評
価対象とした。
【００２４】
　まず、線形解析にて近似可能であれば、計算時間を大幅に短縮できるため、非線形解析
との比較を行った。
　図８は線形解析と非線形解析での計算結果を示す図である。ここで、□は線形解析、○
は非線形解析を示している。
　図８を見ると、電流の大きな領域で線形解析と非線形解析との計算結果に大きな乖離が
生じることがわかる。また、鉄道レール、背面磁性板ともに定格値付近でも飽和領域に達
しており、非線形解析が必要であることがわかった。
【００２５】
　図９は給電コイル及び集電コイルが８の字コイルの場合の定格電流時の磁束密度分布を
示す図、図１０は給電コイル及び集電コイルが矩形コイルの場合の定格電流時の磁束密度
分布を示す図である。
　図９においては、集電（２次）コイル２５の背面磁性板２４と、鉄道レール２２の表面
に磁束が集中している様子がわかる。表面の渦電流により磁界が遮蔽されて、鉄道レール
２２内部には磁束が侵入していないことも読み取れる。
【００２６】
　一般的に、図４に示した矩形コイル同士よりも、図１に示した８の字コイル同士の方が
周囲への漏れ磁束が小さい構成が可能である。そのため、鉄道車両への非接触給電システ
ムにおいて、８の字コイルの方が過電流を低減し、鉄道レールの発熱を抑えることができ
る。
　そこで、鉄道レールの発熱を抑える試みとして、給電コイル及び集電コイルが矩形コイ
ルと８の字コイルの場合の比較を行った。
【００２７】
　図１１は矩形コイルと８の字コイルの場合の数値解析の結果を示す図であり、横軸に給
電（１次）コイル電流（規格化）、縦軸に発熱量〔Ｗ／ｍ〕が示され、また、◇は矩形コ
イル、○は８の字コイルの結果を示している。
　８の字コイルの方が鉄道レールの発熱量は小さかった。現状の車両限界や建築限界を想
定すると、８の字コイルにより鉄道レールへの影響をより小さく抑えることができる。
【００２８】
　図１２は給電（１次）コイル電流のみ、集電（２次）コイル電流のみ通電した場合の解
析結果を示す図である。ここで、◇は集電（２次）コイル電流、○は給電（１次）コイル
電流を示している。
　給電（１次）コイルの方が、幾何学的には鉄道レールに近接しているため、鉄道レール
に与える影響が大きいと考えられた。しかし、今回の諸元では、集電（２次）コイル電流
のアンペアターンが大きいため、集電（２次）コイル電流の影響が大きいことがわかった
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。発熱量で比較すると、電流値の自乗に比例するため、このような結果となったと考えら
れる。
【００２９】
　図１３は鉄道レールの導電率を変化させた場合の解析結果を示す図である。
　一般的な鉄の導電率である１×１０6 ～１×１０7 〔Ｓ／ｍ〕の範囲内を解析したとこ
ろ、１桁変化させても発熱量は４割程度の違いしか発生しなかった。
　図１４は給電（１次）コイル電流の位相と集電（２次）コイル電流の位相を変化させた
場合の解析結果を示す図である。
【００３０】
　給電（１次）コイル電流と集電（２次）コイル電流の位相差を変化させると劇的に変化
するような点がある。一方、実際の非接触給電では共振現象を利用するため、大きな位相
差変化はない。そのため、図１４では位相差を５ｄｅｇ．変化させた場合の結果のみを示
した。この程度の範囲内では、大きな変化が見られないことがわかる。
　以上の解析結果から次のことがわかった。
【００３１】
　（１）数１０ｋＷ級の電力を得るためには、電流値が大きくなるため、磁性体の飽和領
域となり、非線形解析が必要となる。
　（２）給電（１次）コイルの周波数が２０ｋＨｚと高いため、漏れ磁束による渦電流は
鉄道レール表面部に集中する。
　（３矩形コイルと８の字コイルでは、８の字コイルの方が鉄道レールへの影響は小さい
。
【００３２】
　（４) 集電（２次）コイルのアンペアターンが大きいため、鉄道レールへの影響は給電
（１次）コイルより集電（２次）コイルの影響の方が大きい。
  （５）鉄道レールの導電率や給電（１次）コイルと集電（２次）コイルの電流の位相差
の変化では、鉄道レールへの影響には大きな違いが見られなかった。
　このように、本発明では、地上側に給電コイル、車上側に集電コイルを設置することに
より、鉄道車両への非接触給電を行うようにした。このとき鉄道では従来車両や設備との
互換性が重視されるため、土木設備の大幅な変更は考えられない。
【００３３】
　ここでは、その鉄道レールへの電磁的な影響を抑えるため、鉄道レールの発熱量を評価
対象として、コイル構成や物性値等を変化させ、有限要素法による電磁場解析により計算
を行った。
　その結果、コイル構成を８の字形状にすることにより漏れ磁束による鉄道レール発熱が
低減できることがわかった。
【００３４】
  なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変
形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明の鉄道車両用非接触給電システムは、従来の設備や車両を変更することなく適用
できる鉄道車両用非接触給電システムとして利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施例を示す鉄道車両用非接触給電システムの模式図である。
【図２】本発明の実施例を示す鉄道車両用非接触給電システムの側面図である。
【図３】本発明の実施例を示す鉄道車両用非接触給電システムの要部断面図である。
【図４】本発明の比較例を示す鉄道車両用非接触給電システムの模式図である。
【図５】給電コイル及び集電コイルが８の字コイルである場合の解析モデルである。
【図６】給電コイル及び集電コイルが矩形コイルである場合の解析モデルである。



(8) JP 5425449 B2 2014.2.26

10

20

【図７】解析のためのＢ－Ｈカーブを示す図である。
【図８】線形解析と非線形解析での計算結果を示す図である。
【図９】給電コイル及び集電コイルが８の字コイルの場合の定格電流時の磁束密度分布を
示す図である。
【図１０】給電コイル及び集電コイルが矩形コイルの場合の定格電流時の磁束密度分布を
示す図である。
【図１１】矩形コイルと８の字コイルの場合の数値解析の結果を示す図である。
【図１２】給電（１次）コイル電流のみ、集電（２次）コイル電流のみ通電した場合の解
析結果を示す図である。
【図１３】鉄道レールの導電率を変化させた場合の解析結果を示す図である。
【図１４】給電（１次）コイル電流の位相と集電（２次）コイル電流の位相を変化させた
場合の解析結果を示す図である。
【符号の説明】
【００３７】
　Ａ　　軌道
　１，１１　　高周波電源
　２，２′，１２，１２′，２２，３２　　鉄道レール
　Ｂ　　絶縁支持体
　３，２３　　給電コイル（１次コイル：８の字コイル）
　Ｃ，２４，３４　　背面磁性体板
　４，１４　　鉄道車両
　５，１５　　鉄道車両の車輪
　６，２５　　集電コイル（２次コイル：８の字コイル）
　７，１７　　コンバータ
　８，１８　　リチウムイオン蓄電池　
　１３，３３　　　給電コイル（１次コイル：矩形コイル）
　１６，３５　　集電コイル（２次コイル：矩形コイル）
　２１，３１　　軌道の中心線
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