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(57)【要約】
本発明は、電動立ち乗り車を提供する。電動立ち乗り車
は、天蓋、内蓋、底蓋、二つの車輪のこしきのモーター
、二つの車輪、回転装置、多くのセンサー、電源及び制
御装置を含む。前記天蓋は、対称に設置され、互いに回
転できる第一天蓋及び第二天蓋を含む。前記底蓋は、前
記天蓋と固定され、対称に設置され、互いに回転できる
第一底蓋及び第二底蓋を含む。前記内蓋は、前記天蓋と
前記底蓋との間に固定され、対称に設置され、互いに回
転できる第一内蓋及び第二内蓋を含む。前記回転装置は
、前記第一内蓋と前記第二内蓋との間に固定される。二
つの前記車輪は、前記内蓋の両側に回転可能にそれぞれ
固定される。二つの前記車輪のこしきのモーターは、二
つの前記車輪の内部にそれぞれ固定される。多くの前記
センサーは、前記底蓋と前記内蓋との間に設置される。
前記電源は、前記第一底蓋と前記第一内蓋との間に固定
される。前記制御装置は、前記第二底蓋と前記第二内蓋
との間に固定され、多くの前記センサー、電源及び車輪
のこしきのモーターに電気的に接続され、前記センサー
から伝送された感測信号によって、それに対応する車輪
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天蓋、内蓋、底蓋、二つの車輪のこしきのモーター、二つの車輪、回転装置、多くのセ
ンサー、電源及び制御装置を含む電動立ち乗り車において、
　前記天蓋は、対称に設置され、互いに回転できる第一天蓋及び第二天蓋を含み、
　前記底蓋は、前記天蓋と固定され、対称に設置され、互いに回転できる第一底蓋及び第
二底蓋を含み、
　前記内蓋は、前記天蓋と前記底蓋との間に固定され、対称に設置され、互いに回転でき
る第一内蓋及び第二内蓋を含み、
　前記回転装置は、前記第一内蓋と前記第二内蓋との間に固定され、
　二つの前記車輪は、前記内蓋の両側に回転可能にそれぞれ固定され、
　二つの前記車輪のこしきのモーターは、二つの前記車輪の内部にそれぞれ固定され、
　多くの前記センサーは、前記底蓋と前記内蓋との間に設置され、
　前記電源は、前記第一底蓋と前記第一内蓋との間に固定され、
　前記制御装置は、前記第二底蓋と前記第二内蓋との間に固定され、多くの前記センサー
、電源及び車輪のこしきのモーターに電気的に接続され、前記センサーから伝送された感
測信号によって、それに対応する車輪のこしきのモーターを制御して、それに対応する車
輪を回転させることを特徴とする電動立ち乗り車。
【請求項２】
　二つのペダルを含み、ペダルが前記天蓋及び前記内蓋に固定されることを特徴とする、
請求項１に記載の電動立ち乗り車。
【請求項３】
　前記ペダルの上表面は、互いに間隔を置いて配置された摩擦条が設置されることを特徴
とする、請求項２に記載の電動立ち乗り車。
【請求項４】
　前記第一天蓋及び前記第二天蓋は、割れ目がそれぞれ設置され、前記第一内蓋及び前記
第二内蓋は、割れ目と対応した位置にくぼみがそれぞれ設置され、割れ目及びくぼみが結
合してペダルの空腔が形成され、ペダルを収容するようになることを特徴とする、請求項
２に記載の電動立ち乗り車。
【請求項５】
　前記回転装置は、二つのベアリング、一つの軸受スリーブ及び二つのサークリップを含
み、二つの前記ベアリングが前記第一内蓋と前記第二内蓋とにそれぞれ固定され、前記軸
受スリーブが二つの前記ベアリングの内部に固定され、かつ二つの前記サークリップによ
って前記内蓋に固定されることを特徴とする、請求項１～４のいずれかの一項に記載の電
動立ち乗り車。
【請求項６】
　前記内蓋は、円柱体の筒体が設置され、前記ベアリング及び前記軸受スリーブが前記サ
ークリップによって、筒体の内部に取り付けられることを特徴とする、請求項５に記載の
電動立ち乗り車。
【請求項７】
　更に装飾ランプを有して、該装飾ランプが前記底蓋に設置されることを特徴とする、請
求項１～６のいずれかの一項に記載の電動立ち乗り車。
【請求項８】
　前記天蓋は、二つの案内板が設置され、二つの前記案内板が前記制御装置に電気的に接
続され、一つの前記案内板が電源の余った電量を表示することに用いられ、もう一つの前
記案内板が電動立ち乗り車の作動状態を表示することに用いられることを特徴とする、請
求項１～７のいずれかの一項に記載の電動立ち乗り車。
【請求項９】
　前記センサーは、ジャイロスコープ、誘導性スイッチ及び加速度センサーを含み、前記
誘導性スイッチが、ユーザーが電動立ち乗り車に立つかどうかを感測することによって、
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オン又はオフして、前記制御装置が、前記誘導性スイッチの感測信号を受け、前記車輪の
こしきのモーターが作動するかどうかを制御して、前記制御装置が、前記加速度センサー
と前記ジャイロスコープとの感測信号を受け、前記車輪のこしきのモーターが状態を変わ
るかどうかを制御することを特徴とする、請求項１～８のいずれかの一項に記載の電動立
ち乗り車。
【請求項１０】
　前記誘導性スイッチは、赤外線光電センサーであることを特徴とする、請求項９に記載
の電動立ち乗り車。
【請求項１１】
　充電インターフェースを含み、該充電インターフェースが前記底蓋に設置されることを
特徴とする、請求項１～１０のいずれかの一項に記載の電動立ち乗り車。
【請求項１２】
　インターフェースカバーを含み、該インターフェースカバーが前記充電インターフェー
スを覆うことを特徴とする、請求項１１に記載の電動立ち乗り車。
【請求項１３】
　リミット軸を含み、該リミット軸が前記第一内蓋と前記第二内蓋との間に設置され、前
記第二内蓋の内部に位置する長さは、第一内蓋２１の内部に位置する長さより長いことを
特徴とする、請求項１～１２のいずれかの一項に記載の電動立ち乗り車。
【請求項１４】
　前記天蓋は、二つのアーチ形の突起を有して、二つの前記アーチ形の突起が二つの前記
車輪の上方にそれぞれ設置され、前記車輪の一部を覆うことを特徴とする請求項１～１３
のいずれかの一項に記載の電動立ち乗り車。
【請求項１５】
　前記アーチ形の突起の幅は、前記車輪の幅より大きいことを特徴とする、請求項１～１
４に記載の電動立ち乗り車。
【請求項１６】
　前記天蓋及び前記底蓋は、材料がプラスチックであり、前記内蓋は、材料がアルミニウ
ム合金であることを特徴とする、請求項１～１５のいずれかの一項に記載の電動立ち乗り
車。
【請求項１７】
　リモコンを含み、前記制御装置が前記リモコンから出力された制御信号を受けることを
特徴とする、請求項１～１６のいずれかの一項に記載の電動立ち乗り車。
【請求項１８】
　前記制御装置は、メモリユニット及び補正ユニットを含み、前記メモリユニットが前記
電動立ち乗り車の初期平衡状態を記憶して、前記補正ユニットが前記電動立ち乗り車の現
在の平衡状態を補正することを特徴とする、請求項１～１７のいずれかの一項に記載の電
動立ち乗り車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動立ち乗り二輪車に関し、特に人が乗られた二つのプレートが互いにくね
らされ、電動立ち乗り二輪車を走行させる電動立ち乗り二輪車に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電動立ち乗り車は、体性感覚車（ｓｏｍａｔｏｓｅｎｓｏｒｙ　ｖｅｎｉｃｌｅ）又は
センサー制御車（ｓｅｎｓｏｒ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｖｅｈｉｃｌｅ）とも呼ばれる
。その運営原理は、主に動的平衡（ｄｙｎａｍｉｃ ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ）と呼
ばれる定石に築いて、車体の内部に設置されたジャイロスコープ及び加速度センサーを利
用して、車体の姿の変化を検出する。そして、システムのバランスを維持するために、サ
ーボ制御システムでモーターを精確に駆動して、調整をする。



(4) JP 2016-527115 A 2016.9.8

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　現在の電動立ち乗り車が一般的に一つのハンドルを有して、ユーザーが電動立ち乗り車
の踏みプレートに立って、ハンドルを操作して、それによって前進、後退や停止する。こ
のような制御も手動制御と呼ばれる。現在の電動立ち乗り車の踏みプレートが一般的に一
つの板状の平板であるので、使用する過程において、水平状態がずっと維持され、相対回
転できない。従って、ユーザーが足を利用するだけで、電動立ち乗り車を制御することが
できない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、従来技術の少なくとも一つの不足を解決するために、電動立ち乗り車を提供
する。
【０００５】
　本発明は、上記の目的を実現するために、電動立ち乗り車を提供する。電動立ち乗り車
は、天蓋、内蓋、底蓋、二つの車輪のこしきのモーター、二つの車輪、回転装置、多くの
センサー、電源及び制御装置を含む。前記天蓋は、対称に設置され、互いに回転できる第
一天蓋及び第二天蓋を含む。前記底蓋は、前記天蓋と固定され、対称に設置され、互いに
回転できる第一底蓋及び第二底蓋を含む。前記内蓋は、前記天蓋と前記底蓋との間に固定
され、対称に設置され、互いに回転できる第一内蓋及び第二内蓋を含む。前記回転装置は
、前記第一内蓋と前記第二内蓋との間に固定される。二つの前記車輪は、前記内蓋の両側
に回転可能にそれぞれ固定される。二つの前記車輪のこしきのモーターは、二つの前記車
輪の内部にそれぞれ固定される。多くの前記センサーは、前記底蓋と前記内蓋との間に設
置される。前記電源は、前記第一底蓋と前記第一内蓋との間に固定される。前記制御装置
は、前記第二底蓋と前記第二内蓋との間に固定され、多くの前記センサー、電源及び車輪
のこしきのモーターに電気的に接続され、前記センサーから伝送された感測信号によって
、それに対応する車輪のこしきのモーターを制御して、それに対応する車輪を回転させる
。
【０００６】
　ある実施形態において、電動立ち乗り車は、二つのペダルを含み、ペダルが前記天蓋及
び前記内蓋に固定される。
【０００７】
　ある実施形態において、前記ペダルの上表面は、互いに間隔を置いて配置された摩擦条
が設置される。
【０００８】
　ある実施形態において、前記第一天蓋及び前記第二天蓋は、割れ目がそれぞれ設置され
、前記第一内蓋及び前記第二内蓋は、割れ目と対応した位置にくぼみがそれぞれ設置され
、割れ目及びくぼみが結合してペダルの空腔が形成され、ペダルを収容するようになる。
【０００９】
　ある実施形態において、前記回転装置は、二つのベアリング、一つの軸受スリーブ及び
二つのサークリップを含み、二つの前記ベアリングが前記第一内蓋と前記第二内蓋とにそ
れぞれ固定され、前記軸受スリーブが二つの前記ベアリングの内部に固定され、かつ二つ
の前記サークリップによって前記内蓋に固定される。
【００１０】
　ある実施形態において、前記内蓋は、円柱体の筒体が設置され、前記ベアリング及び前
記軸受スリーブが前記サークリップによって、筒体の内部に取り付けられる。
【００１１】
　ある実施形態において、電動立ち乗り車は、更に装飾ランプを有して、該装飾ランプが
前記底蓋に設置される。
【００１２】
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　ある実施形態において、前記天蓋は、二つの案内板が設置され、二つの前記案内板が前
記制御装置に電気的に接続され、一つの前記案内板が電源の余った電量を表示することに
用いられ、もう一つの前記案内板が電動立ち乗り車の作動状態を表示することに用いられ
る。
【００１３】
　ある実施形態において、前記センサーは、ジャイロスコープ、誘導性スイッチ及び加速
度センサーを含む。前記誘導性スイッチが、ユーザーが電動立ち乗り車に立つかどうかを
感測することによって、オン又はオフする。前記制御装置が、前記誘導性スイッチの感測
信号を受け、前記車輪のこしきのモーターが作動するかどうかを制御する。前記制御装置
が、前記加速度センサーと前記ジャイロスコープとの感測信号を受け、前記車輪のこしき
のモーターが状態を変わるかどうかを制御する。
【００１４】
　ある実施形態において、前記誘導性スイッチは、赤外線光電センサーである。
【００１５】
　ある実施形態において、電動立ち乗り車は、充電インターフェースを含み、該充電イン
ターフェースが前記底蓋に設置される。
【００１６】
　ある実施形態において、電動立ち乗り車は、インターフェースカバーを含み、該インタ
ーフェースカバーが前記充電インターフェースを覆う。
【００１７】
　ある実施形態において、電動立ち乗り車は、リミット軸を含み、該リミット軸が前記第
一内蓋と前記第二内蓋との間に設置され、前記第二内蓋の内部に位置する長さは、第一内
蓋２１の内部に位置する長さより長い。
【００１８】
　ある実施形態において、前記天蓋は、二つのアーチ形の突起を有して、二つの前記アー
チ形の突起が二つの前記車輪の上方にそれぞれ設置され、前記車輪の一部を覆う。
【００１９】
　ある実施形態において、前記アーチ形の突起の幅は、前記車輪の幅より大きい。
【００２０】
　ある実施形態において、前記天蓋及び前記底蓋は、材料がプラスチックであり、前記内
蓋は、材料がアルミニウム合金である。
【００２１】
　ある実施形態において、電動立ち乗り車は、リモコンを含み、前記制御装置が前記リモ
コンから出力された制御信号を受ける。
【００２２】
　ある実施形態において、前記制御装置は、メモリユニット及び補正ユニットを含み、前
記メモリユニットが前記電動立ち乗り車の初期平衡状態を記憶して、前記補正ユニットが
前記電動立ち乗り車の現在の平衡状態を補正する。
【００２３】
　本発明において、独特に電動立ち乗り車の天蓋と底蓋との間に内蓋が設置されるので、
電動立ち乗り車の全体の構造がもっと丈夫であり、同時に車体の内部における電子部品に
も保護する役割を果たす。また、内蓋と底蓋との間に電子部品を固定する空間が形成され
るので、電子部品の取り付けがよりコンパクトである。電源及び制御装置が車体の二つの
部分の内部にそれぞれ設置されることによって、一つの電源及び一つの制御装置が同時に
二つの車輪のこしきのモーターを制御することができるので、組み立てがもっと簡単であ
り、配線がもっと便利であり、空間がもっと節約され、かつ車体の両側の重さももっとバ
ランスが取れ、車体の自動平衡性が向上する。本発明において、車輪が車体の左側及び右
側の縁に位置するので、大きいサイズの車輪を使用することができ、車輪が底蓋の底部に
取り付けられた従来の電動立ち乗り車と比較して、運動する行程及び速度がもっと優れる
。また、本発明において、車輪のこしきのモーターが採用され、モーターが車輪の内部に
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直接的に取り付けられたので、電動立ち乗り車の構造が更にコンパクトであり、単独でモ
ーターが取り付けられた電動立ち乗り車と比べて、空間がもっと節約され、全体の装置が
もっと小型化である。
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明の電動立ち乗り車について詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第一実施形態から提供された電動立ち乗り車の断面の構造を示す図であ
る。
【図２】本発明の第一実施形態から提供された電動立ち乗り車が分解された構造を示す図
である。
【図３】本発明の第一実施形態から提供された電動立ち乗り車の構造を示す図である。
【図４】本発明の第一実施形態から提供された電動立ち乗り車のもう一つの角度の構造を
示す図である。
【図５】本発明の第一実施形態から提供された電動立ち乗り車の一部の機能を示すフロー
チャート図である。
【図６】本発明の第二実施形態から提供された電動立ち乗り車の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１～図５を参照すると、本実施形態の電動立ち乗り車１００は、天蓋１、内蓋２、底
蓋３、二つの車輪のこしきのモーター４、二つの車輪５０、回転装置６０、多くのセンサ
ー８０、電源８１及び制御装置８２を含む。
【００２７】
　天蓋１は、対称に設置され、互いに回転できる第一天蓋１１及び第二天蓋１２を含む。
電動立ち乗り車１００が作動状態になった場合には、天蓋１がトップに位置する。第一天
蓋１１が左天蓋であり、第二天蓋１２が右天蓋である。しかしながら、本発明はこれに限
定されていない。電動立ち乗り車１００が水平方向で１８０度回転された時、第一天蓋１
１が右天蓋になり、第二天蓋１２が左天蓋になる。
【００２８】
　第一天蓋１１及び第二天蓋１２の形状がほぼ同じであり、第一天蓋１１及び第二天蓋１
２が回転装置６０によって相対して回転できる。第一天蓋１１及び第二天蓋１２が内部に
向いている部分は繋がって、Ｘ字状が形成される。しかも、最内端に二つの案内板１３が
設置され、案内板１３が制御装置８２に電気的に接続される。一つの案内板１３が電源８
１の余った電量を表示することに用いられ、もう一つの案内板１３が電動立ち乗り車１０
０の作動状態を表示することに用いられる。実際の応用において、案内板１３を保護して
、ユーザーを便利に読ませるために、各々の案内板１３が一つの透明カバー１４を有する
。作動状態を表示することに用いられた案内板１３は、電動立ち乗り車１００の、例えば
、低速モデル、高速モデル、正常なシステムの状態及びロック状態などの異なるモデルに
よって、異なるアイコン（例えば電池のアイコンなど）を表示して、ユーザーに直観的に
、はっきりと電動立ち乗り車１００の作動状態を理解させる。
【００２９】
　本実施形態において、第一天蓋１１及び第二天蓋１２が外部に向いている部分は、アー
チ形の突起１５をそれぞれ有する。二つのアーチ形の突起１５が二つの車輪５０の上方に
それぞれ設置され、車輪５０の一部を覆う。第一実施形態において、アーチ形の突起１５
の幅Ｗ１は、車輪５０の幅Ｗ２より大きい。アーチ形の突起１５が車輪５０の上部を完全
に覆う。このような設計によって、アーチ形の突起１５は、車輪５０が走行する時に跳ね
上がられた泥水を効果的に防止でき、かつ走行する過程において、吊り物（例えばユーザ
ーの長すぎる衣服のバンド）が車輪５０の中に不意に巻き込まれ、ユーザーにけがをさせ
ることを防止できるので、電動立ち乗り車１００の安全性を高める。しかしながら、本発
明はこれに限定されていない。他の実施形態において、アーチ形の突起１５は、両端が狭
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く、中間が広い設計を採用できる。
【００３０】
　底蓋３及び天蓋１が固定される。実際の応用において、天蓋１及び底蓋３がねじでとめ
る。本発明の天蓋１、内蓋２及び底蓋３は、本発明の電動立ち乗り車１００の枠組みが共
に形成される。天蓋１及び底蓋３が共にとめられた後、内蓋２は、車体の内部に覆われ、
外に現れない。電動立ち乗り車１００が作動状態になった場合、底蓋３が最底部に位置す
る。
【００３１】
　底蓋３は、対称に設置され、互いに回転できる第一底蓋３１及び第二底蓋３２を含む。
第一底蓋３１及び第二底蓋３２の形状がほぼ同じであり、第一底蓋３１及び第二底蓋３２
が回転装置６０によって相対して回転できる。第一底蓋３１及び第二底蓋３２が内部に向
いている部分は繋がって、Ｘ字状が形成される。第一底蓋３１が左底蓋であり、第二底蓋
３２が右底蓋である。電動立ち乗り車１００が水平方向で１８０度回転された時、第一底
蓋３１が右底蓋になり、第二底蓋３２が左底蓋になる。
【００３２】
　本実施形態において、底蓋３が二つの装飾ランプ３３を有して、美観を増えるとともに
、照明の作用を果たすことができる。光線を透すために、装飾ランプ３３のハウジングが
透明に設計することができる。実際の応用において、装飾ランプ３３は、制御装置８２に
電気的に接続されたので、電動立ち乗り車１００の走行状態を反映することができ、まわ
りの人に注意して、使用の安全性を高める。例えば、電動立ち乗り車１００が前進する時
、装飾ランプ３３が点灯状態になり、電動立ち乗り車１００が後退する時、装飾ランプ３
３が明滅状態になり、電動立ち乗り車１００が左に曲がる時、左の装飾ランプ３３が明滅
状態又は点灯状態になり、右の装飾ランプ３３は明かりが消える状態になり、電動立ち乗
り車１００が右に曲がる時、右の装飾ランプ３３が明滅状態又は点灯状態になり、左の装
飾ランプ３３は明かりが消える状態になる。本発明は、装飾ランプ３３の点灯状態に対し
て、これに限定されていない。
【００３３】
　内蓋２は、天蓋１と底蓋３との間に固定される。内蓋２は、対称に設置され、互いに回
転できる第一内蓋２１及び第二内蓋２２を含む。第一内蓋２１及び第二内蓋２２の形状が
ほぼ同じであり、第一内蓋２１及び第二内蓋２２が回転装置６０によって相対して回転で
きる。内蓋２の中間位置に回転装置６０が取り付けられ、左側と右側との縁に縦向きに取
り付けられた車輪のこしきのモーター４が固定される。本実施形態において、第一内蓋２
１及び第二内蓋２２が互いに接続され、全体が形成される。しかしながら、本発明はこれ
に限定されていない。他の実施形態において、第一内蓋２１及び第一内蓋２２が互いに分
離して、独立した部品である。同様に、第一内蓋２１が左内蓋であり、第二内蓋２２が右
内蓋である。電動立ち乗り車１００が水平方向で１８０度回転された時、第一内蓋２１が
右内蓋になり、第二内蓋２２が左内蓋になる。
【００３４】
　本実施形態において、電動立ち乗り車１００が二つのペダル５を含み、ペダル５が天蓋
１及び内蓋２に固定される。走行する過程において、ユーザーにもっと静かに立たせるた
めに、本実施形態の電動立ち乗り車１００のペダル５の上表面は、互いに間隔を置いて配
置された摩擦条５１が設置され、摩擦力を増加するようになる。
【００３５】
　ペダル５を固定して、電動立ち乗り車１００の全体の体積を減少するために、第一天蓋
１１及び第二天蓋１２は、割れ目１６がそれぞれ設置され、第一内蓋２１及び第二内蓋２
２は、割れ目１６と対応した位置にくぼみ２３がそれぞれ設置される。ペダル５を収容す
るために、割れ目１６及びくぼみ２３が結合してペダルの空腔（図２に示せず）が形成さ
れる。実際の応用において、割れ目１６が天蓋１を突き抜いて、くぼみ２３が内蓋２を突
き抜かなくて、割れ目１６及びくぼみ２３の形状がペダル５とマッチングする。ペダルの
空腔は、割れ目１６及びくぼみ２３が結合して形成された、底面及び側壁を有する収容空
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間である。
【００３６】
　使用する時、ペダル５にユーザーを直接的に便乗させる。内蓋２が電動立ち乗り車１０
０の内部の骨組みとして、ペダル５から伝達されたユーザーの重さに間接的に耐えるので
、内蓋２と底蓋３との間の電子部品が使用者の重さに押し出されることを防止できる。従
って、全体の電動立ち乗り車１００がもっと堅固であり、もっと丈夫である。そして、そ
の中の電子部品も保護され、電動立ち乗り車１００の運行ももっと安定になり、かつ使用
寿命がもっと長くなる。内蓋２の材料がアルミニウム合金であることが好ましいので、強
度がもっと優れ、構造がもっと強固である。天蓋１及び底蓋３の材料がプラスチックであ
るので、車体の重さを軽減できるとともに、車体の外観に吹き付け、着色などの工程を便
利に行うことができ、防汚、防水の役割を果たす。従来技術の電動立ち乗り車が内蓋２は
ないので、内部の電子部品がユーザーの重さを直接的に耐えるとともに、電動立ち乗り車
が走行する時、現れた揺れによって、自動的に停電することを引き起こしやすいので、ユ
ーザーが使用する時に 転びやすい。本発明の電動立ち乗り車１００が上記問題を解決で
きる。
【００３７】
　回転装置６０は、第一内蓋２１と第二内蓋２２との間に固定される。第一実施形態にお
いて、回転装置６０は、二つのベアリング６１、一つの軸受スリーブ６２及び二つのサー
クリップ６３を含む。二つのベアリング６１が第一内蓋２１と第二内蓋２２との内端にそ
れぞれ固定され、軸受スリーブ６２が二つのベアリング６１の内部に固定され、かつ二つ
のサークリップ６３によって内蓋２に固定される。これによって、内蓋２の左内蓋及び右
内蓋が回転装置６０の協力の下で回転できる。この回転装置６０を設置することによって
、電動立ち乗り車１００の二つの部分の車体も自由に相対回転を実現できる。
【００３８】
　上記の回転装置６０を取り付けるために、第一内蓋２１及び第二内蓋２２が内部に向い
ている端部に円柱体の筒体２４が設置される。ベアリング６１及び軸受スリーブ６２が外
から内までサークリップ６３によって、筒体２４の内部に取り付けられる。第一内蓋２１
と第二内蓋２２との間の相対回転の角度が大きすぎることを制限するために、電動立ち乗
り車１００は、更にリミット軸７（ｌｉｍｉｔｉｎｇ　ｓｈａｆｔ）を含む。リミット軸
７が第二内蓋２２の内部に位置する長さは、第一内蓋２１の内部に位置する長さより長い
。本実施形態において、リミット軸７は、第一内蓋２１及び第二内蓋２２が内部に向いて
いる端部の間に位置する。
【００３９】
　二つの車輪５０が内蓋２の両側に回転可能にそれぞれ固定され、二つの車輪のこしきの
モーター４が二つの車輪５０の内部にそれぞれ固定される。車輪のこしきのモーター４も
インホイールモーター（ｉｎ－ｗｈｅｅｌ　ｍｏｔｏｒ）と呼ばれ、動力、伝動及び制動
装置が車輪のこしきの内部に整合されたので、多くの伝動部品を省略できる。従って、電
動立ち乗り車１００の構造がもっと簡単になり、もっと優れた空間の利用率が取れ、同時
に伝動効率が向上する。車輪のこしきのモーター４は、単一の車輪が独立して駆動された
特性を備えるので、左車輪５０及び右車輪５０の異なる回転速度ひいては反転を通じて、
キャタピラ車両と似るディファレンシャルステアリング（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｓ
ｔｅｅｒｉｎｇ）を実現でき、車両の回転半径を大いに減少し、特殊な情況の下で元の位
置にステアリングをほとんど実現できる。
【００４０】
　多くのセンサー８０は、底蓋３と内蓋２との間に設置される。具体的には、半分のセン
サー８０が第一底蓋３１と第一内蓋２１との間に設置され、もう半分のセンサー８０が第
二底蓋３２と第二内蓋２２との間に設置される。電源８１が第一底蓋３１と第一内蓋２１
との間に固定される。制御装置８２が第二底蓋３２と第二内蓋２２との間に固定される。
本発明において、一つの電源８１及び一つの制御装置８２で二つの車輪のこしきのモータ
ー４を同時に制御できるので、組み立てがもっと簡単であり、配線がもっと便利であり、
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電動立ち乗り車１００が販売された後、引き取らしてメンテナンスすることに便利である
。また、電源８１及び制御装置８２が車体の二つの部分の内部にそれぞれ設置されるので
、さらに空間が節約され、全体の車体の構造ももっとコンパクトである。電源８１と制御
装置８２とが接続された電線及び制御装置８２と車輪のこしきのモーター４とが接続され
た電線も、車体の二つの部分が接続された所を突き抜くことができ、即ち、車体の左半分
（又は右半分）から右半分（又は左半分）に突き抜ける。
【００４１】
　本実施形態において、センサー８０は、ジャイロスコープ８３、誘導性スイッチ８４及
び加速度センサー８５を含む。実際の応用において、全体の装置の内部における部品をモ
ジュール化にならせるために、加速度センサー８５及びジャイロスコープ８３が同じ回路
基板に設置される。図２は視角が同じではないので、回路基板の正面だけを見ることがで
き、加速度センサー８５及びジャイロスコープ８３（図２において、点線で表示する）が
実際に使用する時に回路基板の裏面に設置される。制御装置８２は、多くのセンサー８０
、電源８１及び車輪のこしきのモーター４に電気的に接続され、センサー８０から伝送さ
れた感測信号によって、それに対応する車輪のこしきのモーター４を制御して、それに対
応する車輪５０を回転させる。
【００４２】
　誘導性スイッチ８４は、ユーザーが電動立ち乗り車１００に立つかどうかを感測するこ
とによって、オン又はオフする。車輪のこしきのモーター４が作動するかどうかを制御す
るために、制御装置８２が誘導性スイッチ８４の感測信号（つまりオン信号又はオフ信号
）を受ける。車輪のこしきのモーター４が状態を変わるかどうかを制御するために、制御
装置８２が加速度センサー８５とジャイロスコープ８３との感測信号を受ける。第一実施
形態において、誘導性スイッチ８４が赤外線光電センサーである。しかしながら、本発明
はこれに限定されていない。他の実施形態において、誘導性スイッチ８４がマイクロ波誘
導性スイッチ、超音波誘導性スイッチ又は他のいずれかの同じ機能を実現できる誘導性ス
イッチである。本実施形態において、電動立ち乗り車１００が更にブロッキング素子８６
を含む。ユーザーがペダル５を踏みつけた後、ブロッキング素子８６が赤外線光電センサ
ーの赤外線区を遮断するので、赤外線光電センサーがオンされる。制御装置８２が誘導性
スイッチ８４から出力されたオン信号を受けると、車輪のこしきのモーター４を作動させ
る。
【００４３】
　従来技術の電動立ち乗り車が起動されると、車輪が自転を開始するので、ユーザーが電
動立ち乗り車に気楽に立つことができない。ユーザーが電動立ち乗り車から降りた後、車
輪も回転を停止しなくて、車輪に回転を停止させるために、電源スイッチを押さなけらば
ならないので、非常に大きな潜在的な危険を有して、使用も不便である。本実施形態の電
動立ち乗り車が起動されると、車輪のこしきのモーター４が作動するわけではなくて、ユ
ーザーがペダル５に立つかどうかを感測することによって、車輪５０を駆動するので、従
来技術の電動立ち乗り車の盲目的な回転を防止でき、使用する安全性を大いに高める。一
方、本実施形態の電動立ち乗り車１００が踏みつけを感測すると、自動平衡を実現でき、
電源をオンすると平衡を実現するわけではないので、車体の安全が保証され、車体の転動
が小さい。従って、従来技術における、電源をオンすると自動平衡して、引き起こされた
車体のバランスポイントが正確しないこと、及び車体が回転すると、ユーザーがバランス
できない問題を防止できる。
【００４４】
　加速度センサー８５及びジャイロスコープ８３が共に電動立ち乗り車１００の運動状態
を検出して、例えば電動立ち乗り車１００の加速度及び角速度などを検出する。制御装置
８２は、加速度センサー８５及びジャイロスコープ８３から伝送された感測信号によって
、車輪のこしきのモーター４を駆動する。それによって、電動立ち乗り車１００が方向又
は速度を変更するかどうかを決める。加速度センサー８５及びジャイロスコープ８３の検
出技術は、従来の技術であるので、ここで詳しく説明しない。
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【００４５】
　本実施形態において、電動立ち乗り車１００が更にＵ字状の固定素子９を含む。センサ
ー８０及びブロッキング素子８６がＵ字状の固定素子９に固定されるので、全体の装置に
おける電子部品の取り付けがモジュール化を実現でき、組み立て、配線及び後期のメンテ
ナンスに便利である。
【００４６】
　使用する過程において、ユーザーが足の力を利用して、車体の一部又は二つの部分を共
にねじらせるので、センサー８０に感測信号を出力させ、制御装置８２へ伝送させる。制
御装置８２が内部の制御プログラムによって、車輪のこしきのモーター４を運転させ、さ
らにユーザーに角を曲がらせ、前進させ又は後退させるので、足で制御することを実現で
き、使用がもっと便利であり、制御がもっと柔軟である。
【００４７】
　本発明の制御装置８２が電動立ち乗り車を自動平衡状態（ｓｅｌｆ－ｂａｌａｎｃｉｎ
ｇ　ｓｔａｔｅ）に達させるために、どう制御するかの技術、及び車輪５０を前進させ、
後退させ又は角を曲がらせる技術は、従来技術であるので、ここで詳しく説明しない。具
体的には、現在、すでに公開された電動立ち乗り車の制御方法及び各々の電動立ち乗り車
の生産企業が採用された制御技術を参照する。例えば、中国特許出願番号が２０１３２０
０５０５４７．３であり、発明の名称が知能電動立ち乗り車のバランス制御装置及び知能
電動立ち乗り車であり、この制御装置が本実施形態における制御装置８２であってもよい
。あるいは、中国特許出願番号が２０１２２０３６７０４５．９であり、発明の名称がＣ
ＰＬＤで電動立ち乗り車のモーターを制御する回路制御装置である特許に記載されたもの
である。もちろん、実際の応用において、他の制御装置及び制御方法を選択することもで
きる。例えば、中国特許出願番号が２０１３１０５１６１５８.Xであり、発明の名称が二
輪のセルフバランススクーターの制御方法である特許に記載された制御方法である。
【００４８】
　本実施形態において、電動立ち乗り車１００が充電インターフェース８７を含み、充電
インターフェース８７が底蓋３に設置される。具体的には、充電インターフェース８７が
底蓋３の外側に設置され、電源８１を充電することに便利である。
【００４９】
　本実施形態において、制御装置８２がメモリユニット８２１及び補正ユニット８２２を
含み、メモリユニット８２１が電動立ち乗り車１００の初期平衡状態を記憶して、補正ユ
ニット８２２が電動立ち乗り車１００の現在の平衡状態を補正する。具体的には、電動立
ち乗り車１００が出荷された時、メモリユニット８２１が車体の水平データが記録される
。電動立ち乗り車１００がしばらくの間使用された後、温度などの外部の環境及び震える
などの使用状況であるので、電動立ち乗り車１００のセンサー８０がある程度のずれが現
れる。従って、電動立ち乗り車１００の水平基準値が変動される。この場合、やはり出荷
された時の水平データを採用すれば、電動立ち乗り車１００を正確に制御できなくて、長
く間使用すれば、意外の状況を起こるかもしれない。本実施形態の補正ユニット８２２は
、補正プログラムが記憶される。補正プログラムが実行する時、電動立ち乗り車１００が
センサー８０のリアルタイム状況を検出した後、初期水平データと判断及び比較を行って
、それによって、原始データを覆って再設定を行うかどうかを確定する。補正プログラム
を設置することによって、大いに電動立ち乗り車１００の制御精度及び使用寿命を高め、
従来技術における電動立ち乗り車がしばらくの間使用された後、柔軟性及び正確度が低下
する問題を防止できる。
【００５０】
　図６は、本発明の第二実施形態から提供された電動立ち乗り車の構造を示す図である。
図６を参照すると、第二実施形態の電動立ち乗り車２００が第一実施形態の電動立ち乗り
車１００との唯一の区別は、電動立ち乗り車２００が更にリモコン２１０を含み、制御装
置がリモコン２１０から出力された制御信号を受けることである。リモコン２１０を設置
することによって、電動立ち乗り車２００に対する遠隔制御を実現できる。リモコン２１
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０がオンボタン及び補正ボタンなどを設置することができる。しかしながら、本発明はこ
れに限定されていない。電動立ち乗り車２００が更にインターフェースカバー２２０を含
み、インターフェースカバー２２０が充電インターフェースを覆う。電動立ち乗り車２０
０の運行する時、インターフェースカバー２２０は、はね上がられた泥水が充電インター
フェースを汚染すること、ひいては車体の内部に入ることを防止できる。
【００５１】
　上記に述べるように、本発明において、独特に電動立ち乗り車の天蓋と底蓋との間に内
蓋が設置されるので、電動立ち乗り車の全体の構造がもっと丈夫であり、同時に車体の内
部における電子部品にも保護する役割を果たす。また、内蓋と底蓋との間に電子部品を固
定する空間が形成されるので、電子部品の取り付けがよりコンパクトである。電源及び制
御装置が車体の二つの部分の内部にそれぞれ設置されることによって、一つの電源及び一
つの制御装置が同時に二つの車輪のこしきのモーターを制御することができるので、組み
立てがもっと簡単であり、配線がもっと便利であり、空間がもっと節約され、かつ車体の
両側の重さももっとバランスが取れ、車体の自動平衡性が向上する。本発明において、車
輪が車体の左側及び右側の縁に位置するので、大きいサイズの車輪を使用することができ
、車輪が底蓋の底部に取り付けられた従来の電動立ち乗り車と比較して、運動する行程及
び速度がもっと優れる。また、本発明において、車輪のこしきのモーターが採用され、モ
ーターが車輪の内部に直接的に取り付けられたので、電動立ち乗り車の構造が更にコンパ
クトであり、単独でモーターが取り付けられた電動立ち乗り車と比べて、空間がもっと節
約され、全体の装置が更に小型化になる。
【００５２】
　上記のような実施形態が本発明の技術構想及び特徴を説明するだけであり、その目的が
当業者に本発明の内容をよく分からせ、本発明の内容によって実施できることであり、こ
れで本発明の保護範囲を制限することができない。当業者にとって、本発明の実質及び精
神から遊離しない範囲において、いろいろな更正及び変形を行なうことができ、これらが
本発明の保護範囲に属する。
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【要約の続き】
のこしきのモーターを制御して、それに対応する車輪を回転させる。
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