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(57)【要約】
電気自動車は、電気自動車の第1の車輪を駆動する第一
駆動軸を含み、第1の電気モータは、第1電動機に電力を
供給するためのバッテリー、および制御するためのコン
トローラ、第1駆動軸と、電源に直接取り付け電気モー
ター。電動車両は、二輪及び第2の駆動軸に取り付けら
れた第2電動機を駆動する第二駆動軸を含んでもよい。 
電気モータは、第一の駆動軸に取り付けられてもよい。
電池は、電池のアレイから形成されてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気自動車であって 電動車両の第1の車輪を駆動する第一駆動アクスル。 第1の電気モー
タは、第一の駆動軸に直接取り付けられました。 電池は、第1の電気モータに電力を供給
します。 電動モータを制御するための制御装置、 前記第1の電気モータは、複数の電動
機です。 電池は、電池ユニットであり、 前記コントローラは、等抵抗、風の抵抗、重量
及び負荷を駆動する、駆動速度に基づいて電動モータを制御します 前記コントローラは
、複数の電動機を制御します コントローラは、同じ回転速度及び駆動要件を満たすため
に通電する必要が電気モーターの量を有するように電動モータを制御することを特徴とし
ます。前記電気モータは汚れたカバーを含んでいます。
【請求項２】
電動車両は、二番車及び第2の駆動軸に取り付けられた第2電動機を駆動する第二駆動軸を
含む、請求項1に記載の電気自動車。
【請求項３】
第二の電気モータは、複数の電動機である請求項1に記載の電動車両。
【請求項４】
前記電動車両は、車両を駆動する複数の駆動軸を含み、電気モータは、それらの追加の駆
動軸に取り付けられました。電動機は、電気モータの高さを上げるために駆動軸を含む、
請求項1に記載の電気自動車。
【請求項５】
またはホイール回転方向と同様の方向を旋回電気モータは、（車両や路面の底本体に対し
て垂直であってもよい、あるいは、車両や道路面の下部本体に対して平行であってもよい
です 車両は純粋な電池式の電気自動車である請求項1に記載の電気自動車。
【請求項６】
、前記車両は、電気モーターのための電気を供給するために燃料式発電機/オルタネータ
とバッテリと組み合わせたハイブリッドタイプの電気自動車です。電気自動車は、純粋な
燃料の種類電気自動車であることを特徴と、（電気モーターのために、電気だけで、従来
の燃料型車両のようですが、エンジン内部の送信ボックスなしで、燃料式発電機/オルタ
ネータによって生成されます）請求項1に記載の電気自動車。
【請求項７】
車両は前輪駆動である、車両はバック/後輪駆動であり;前記車両は、四輪駆動である、請
求項1に記載の電気自動車。
【請求項８】
電気モータは、ディスクタイプの電気モータである、前記固定子は、電気モータの中間に
配置され、ロータによって挟まれた、または電気モータの両側に配置され、サンドイッチ
ローターである請求項1に記載の電気自動車。
【請求項９】
電気モータは、ディスク以外のタイプの電気モータである、請求項1に記載の電気自動車
。
【請求項１０】
モータは、ディスクタイプの電気モータと非ディスク型電気モータとの組み合わせである
、請求項1に記載の電動車両。
【請求項１１】
電気モータは、単層型の電動機であることを特徴とする、電気モーターは、2または複数
の層タイプの電気モータであり、前記複数の層型の電気モータは、複数のステータと、複
数のローターを備えて、バックアップ操作や起動操作のための高トルクを提供する請求項
1に記載の電動車両。
【請求項１２】
コントローラは、駆動要件を満たすために追加の電気モータを制御し、コントローラは、
より高い駆動力を提供するために追加の電池を接続する工程請求項1に記載の電気自動車
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。
【請求項１３】
; コントローラは、周期的に各バッテリに電力レベルを検出してもよく、請求項1に記載
の電気自動車。バッテリーは、1つまたはすべてで充電されていてもよいです 3は、車両
の内側とワイヤレスリモート充電システムによりから商用電源、車両に搭載された太陽、
風力発電の充電器、太陽の熱などにより組み合わせ。
【請求項１４】
車両が車の1、SUV、ピックアップ、電車、船、船、ヨット、舶用機器、潜水艦、航空機、
ヘリコプターであってもよい、バス、トラック、スノーモービル、ATV、RV、トラクター
、オートバイ、スクーター、3輪車、オフハイウェイ建設モバイル機械、自転車、バイク
、芝刈り機、など。前記車両は、より高い移動速度を提供するために、レーシングエンジ
ンを含む警察の車であってもよい請求項1に記載の電気自動車。
【請求項１５】
電池は、電池のアレイから形成される、に、バッテリーは、電気自動車に内装であり;前
記バッテリーは、電気自動車の外側にある請求項1に記載の電動車両。
【請求項１６】
機械的な可動エネルギーが車両を減速バッテリに戻って電気と電荷に変換することができ
る、高周波数の電気モーターの力を逆に使用して、前記オン/オフ車の中で伝統的な機械
式ABSシステムを交換する請求項1に記載の電気自動車。
【請求項１７】
は、前記車両を駆動するのではなく、人間の内側であることは、車両を駆動するためのリ
モートコントロールを含むことができる請求項1に記載の電動車両。
【請求項１８】
前記音声のような泥棒-停止装置 認識、指や手のひら認識、顔認識、目の認識、パスワー
ドや暗証番号認識、または他のものが含まれていてもよい請求項1に記載の電気自動車。
【請求項１９】
請求リットルのように、電気自動車（またはコントローラが搭載されてもよい磁場の磁束
線を切断するために、車両のホイールシステムに搭載された電気コイルを使用して電気に
車両上下方向の振動に変換する任意の車両）、中車両のボディに。車両の本体にコイルを
取り付け、車両のホイールシステム上の磁場を装着することによって詩の万力することが
できる請求項1に記載の電気自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、車両に、より具体的電気自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
原油上昇の価格、ガソリン、ディーゼルおよび他の燃料の価格、および増加の伝統的な車
を操作するための価格として。 また、ガソリンなどに基づいて動作する従来の車両は、
望ましくない環境への影響を持っています。 電気自動車は、従来の車両に貴重な代替手
段を提供します。
【発明の概要】
【０００３】
電気自動車は、電気自動車の第1の車輪を駆動する第一駆動軸を含み、第1の電気モータは
、第1電動機に電力を供給するためのバッテリー、および制御するためのコントローラ、
第1駆動軸と、電源に直接取り付け電気モーター。
電動車両は、二輪及び第2の駆動軸に取り付けられた第2電動機を駆動する第二駆動軸を含
んでもよいです。
電気モータは、第一の駆動軸に取り付けられてもよいです。
電気自動車は、車両を駆動する複数の駆動軸を含み、電気モータは、それらの追加の駆動
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軸に取り付けられました。
電気自動車は電気自動車の電源を入れ、純粋な電池であってもよいです。または燃料式発
電機/オルタネータとバッテリと組み合わせたハイブリッド型の電気自動車。または内部
のエンジンとトランスミッションボックスのない純粋な燃料タイプ電気自動車。
電気自動車は中に車両上下方向の振動機械的エネルギーを変換することができます。
電気。 電気自動車は、車両を駆動するのではなく、人間の内側であることは、車両を駆
動するためにリモートコントロールすることができます。
電気モータは、ディスクタイプの電気モータ、または非ディスク型電気モーター、または
ディスクタイプの電気モータと非ディスク型電動機の組み合わせであってもよいです。
電池は、電池のアレイから形成されてもよいです。
バッテリーは、電気自動車に内装することができます。
バッテリーは、電気自動車の外側にあってもよいです。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
本発明は、参照番号のようにするに同様の要素を特定し、ここで、添付の図面と併せて以
下の説明を参照することによって理解することができます。
図1は、本発明の電気自動車の概略図を示します。
図2は、本発明の電気自動車の別の概略図を示します。
図3Aは、本発明の電気自動車の別の概略図を示します。
図3Bは、本発明の電気自動車の別の概略図を示します。
図4は、本発明の電気自動車の別の概略図を示します。
図5Aは、本発明の電動機の断面図です。
図5Bは、本発明の電動機の斜視図です。
図5Cは、本発明の電動機の側面図です。
図5Dは、本発明の電動機の側面図です。
図6は、コイルと、本発明の電動機のコイルアレイを示す図です。
図7は、本発明の電動機の別の概略図のために、コイルの内側及び外側リングを示す図で
す。
図8Aは、本発明の電動機の別の概略図を示す断面図です。図8Bは、本発明の電動モータの
モータシールカバーを別の概略図を示す断面図です。
図9は、本発明の電動機の別の概略図を示す断面図です。
図10Aは、本発明の電動機のコイルの斜視図です。
図10Bは、本発明の電動機のコイルの断面図を示します。
図11のAは、本発明の電動機のコイルの斜視図です。
図11Bは、本発明の電動機のコイルの断面図を示します。
図12Aは、本発明の電気自動車内部電池の配列を示す図です。
図12Bは、本発明の電動車両外側の電池の配列を示す図です。
図13は、本発明の車両の側面図です。
図14Aは、本発明のロータとステータの断面図を示します。図14Bは、本発明のロータとス
テータの断面図を示します。
図14Cは、本発明のロータとステータの斜視図です。
図15Aは、本発明の電動機の固定子および回転子の断面図を示します。図15Bは、本発明の
電動機の固定子及び回転子の側断面図を示します。
図15Cは、本発明の電動機のステータとロータの斜視図です。
図16Aは、本発明の電動機の固定子コイルの断面図を示します。
図16Bは、本発明の電動機のステータとロータの側面断面図を示します。
図16Cは、本発明の電動機の固定子コイルの斜視図です。
図17Aは、本発明の電気モータを有する他の車両の斜視図です。
図17Bは、本発明の車両の電気モータフレームの断面を示す図です。
図17Cは、本発明の車両の電気モータフレームの断面図です。
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図17Dは、本発明の車両の電気モータフレームの断面図です。
図18Aは、本発明の他の車両の側面図です。そして
図18Bは、本発明の車両の底面図を示します。
図19Aは、追加のバッテリを接続することにより、高い駆動力を提供するための方法を示
す図です。 図19Bは、回路の変化によって抵抗を力を回し、電気モーターを変更すること
ができる、電気モータ内部の電流を変更する方法を示しています。
図20Aは、磁場を生成することにより、バッテリに電気エネルギーと電荷に車両上下方向
の振動の機械的エネルギーを変換する方法を示す図です。
図20Bは、磁場を示します。
図20Cおよび図20Dは、磁場の他の形状を示します。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
図1は、第1のホイール71およびその第一電動モータ10の多数を介して直接延びることに接
続することができる第一の駆動軸51を含むことができる電動車両101のための模式図を示
します。 電動モータ10は、電動モータ10に電力を供給する電池331の多数を含むことがで
きる電池31のアレイによって供給されてもよいです。 電動モータ10は、コントローラ21
によって制御されてもよいし、駆動軸51は、ユニバーサル車軸81に接続することができる
ユニバーサルジョイント61に接続されてもよいです。
図1は、さらに、第二のホイール71に接続されてもよいし、直接第二電動モータ10に接続
することができる第二の駆動軸52を示しています。 図2は、電動車両101のための模式図
を示し、10は、単一の駆動軸51や車軸52に沿って配置された電気モーターを示しています
。 本発明は、（ディスクタイプモーター（またはフラックスと呼ばれる、軸方向磁束モ
ーターやパンケーキモーター）とすることができる単一または/および複数の電気モータ1
0を含むことができる駆動システム103を含むことができるスマート/電動車両101に関し、
図5（a）、図5（b）、図5C、FIG.5D、図8A、図8Bおよび図9）または多分非ディスク型モ
ータ（FIG.14Aを参照して、図14B、FIG.14Cを参照してくださいそして図15 A、図15（b）
、FIG.15C）、または（FIG.16A、FIG.16B、FIG.16C参照）ディスクタイプと非ディスク型
モータの組み合わせであってもよいです。 例えば、これらの電動モータ10
ディスクタイプと非ディスクの組み合わせと同じ駆動軸51上に取り付けることができる、
及び/又は52（図1及び図2）。 電気スマート車両101は、従来の車両よりもはるかに高い
エネルギー利用効率を有します。
各電気モータ10は31 1、別々におよび/または電池ユニット31の必要性は、モータ10のト
ルクを増大させる場合（図（直列に接続することができる電池31 1の配列を含むことがで
きる単一の電池に接続されてもよいです。 19A））。 このような車両101の電池311の数
として、例えば電源によって通電されるように必要とされ得る、電気モータ10のような数
最大駆動速度などの走行条件に依存し得る、力/トルクを駆動し、重みと負荷、車両の抵
抗等、風の抵抗を駆動します。 電動車両101は、十分なトルク/回転を生成するために、
バッテリユニット31から電池311またはバッテリ311のような電力に接続する必要があるこ
とができる、電気モータ10の数と種類を制御するモータコントローラ21を含むことができ
電動車両101を駆動すると、例えばコイル111、112、等は、電気モータの回転速度に関連
するバッテリ31 1からの電力で通電されてもよいこと周波数を制御する力駆動力に到達す
るために、および車両駆動速度等の電動モータコイル111、112、そのコントローラ21の周
波数は、バッテリ31 1とから供給することができる電力が通電され、および/または
電動車両101の移動によって、または通常の燃料により電力を発生させる、および/または
他の電源と車両を駆動する電動モータ10の回転速度を制御することができる発電機/オル
タネータ41。 コントローラ21は、電気自動車を駆動するために同じ回転速度を持つよう
に電動モータ10の全てを制御するために、電力の同じ周波数を分配するために、すべての
電動モータコイル11 1、電動モータ10の1 12を制御してもよいです101スムーズ。
電気モータ10は、バッテリ331は、電力（死んだ）の外にある場合には、より長い走行距
離を有するために、ハイブリッド車両の種類になるように車両の燃料発電機/（または呼
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ばれるオルタネータ）41に接続することができます。
電池311は、リチウム電池などの従来のバッテリー、または他の電池であってもよく、通
常の商用電源により充電、または車両に搭載された太陽電池および/または巻回電源充電
により（特許番号6991051 B2が表示されてもよい。D390501。ある7135786 B1を）参考と
して援用される、または夏時間の間（電気に変換する車）内部の熱によって、または無線
遠隔充電システムにより（特許＃5982139を参照してください。5461298参照によりその全
体が組み込まれます）。 車両つ以上の電気モータ10を必要とする場合、電気モータ10は
、四輪駆動を提供するために、軸52を駆動前面（第一）被駆動軸51とバック（秒）内に配
置されてもよい（図1参照）。
被駆動軸51/52に十分なスペースがある場合はもちろん、すべての電気モータ10は、前輪
駆動車両のバックドライブの種類を、（持っているだけでフロントアクスル51にのみバッ
ク車軸52に配置することができます図2を参照）
図3Aは、直接駆動軸51に装着される電動モータ10のための路面と不十分クリアランスされ
ている可能性があり、電気自動車101の概略図を示します。 車両の下部の隙間の要件があ
るので、ホイール71のサイズは、十分な電気モータ10に対して大きくない場合および/ま
たは電動モータ10の底が地面に近すぎる可能性がある場合とき車軸51 / 52は、電気モー
タ10が搭載されている、車軸51/52は、車両内の高い位置に上げ、するために、このよう
な車輪71を取り付けられた車軸54を駆動するためのギア変速機/駆動系90などの他の通常
の伝統的な技術を採用することができます十分なクリアランスを持っています。 トラン
スミッション90は、歯車91と駆動軸51に電動モータ10からのキー92の転送電力（図3（a）
参照）を含むことができます。
図3Bは、次に、歯車のような従来の伝送方式に変換するために必要とされ得る、電気モー
タ10は、電気モータ10は、車両や路面の底面に平行な方向に回転できるように装着するこ
とができる電動車両101の別の概略図を示しています電気モーターは、図に示す車両や道
路面の下部に垂直する方向を回します。リットル、図2、図3Aおよび図。 4。 2つの駆動
軸51/52上の全ての電気モーター10によって生成される駆動力は、図4に示すように、本発
明は、またして/なしで、二つ以上の車軸駆動システムを使用することができ、電動車両1
01を駆動するのに十分でない場合電動モータ10の伝送システム90の方法の上の追加の車軸
53、追加の電気モータ10と、例えば、トラック、列車、または他の運搬用車両などの車両
を駆動するのに十分に高い駆動力/トルクを生成することができる付加的な電池311（図1
参照を持っています。 4）。 図13は、トラックのアプリケーションの種類を示し、ある
いは、本発明は、単に（図の電気モータ10が飽和状態に達する前に、より高い駆動トルク
力を生成するために、電気モータ10の電流を増加させるために複数の電池311を追加する
ことができます.19A）。
内部エンジンを有する従来のハイブリッド車両は、このような電気自動車とは異なり101
は、電気モータ10のための電気を生成するために、ハイブリッド型車両の一種として、電
気自動車101の外部にあってもよい燃料発電機/オルタネータ41のバックアップを含むこと
ができ電池311は、（図1、図2、図3A、図3B、図4を参照）、走行距離を延ばすために電力
の外にあります
もちろん、本発明はまた、単に、この電気自動車101を駆動するための唯一の動力源とし
ての電動モータ10を接続するための電力を生成することができ、外部の燃料発電機/オル
タネータ41を使用することができます。 このような電気自動車は、燃料駆動型の車両に
なりますが、何のエンジンがないため、まだ正常/伝統的なエンジン駆動車が好きではな
いし、内部の送信ボックス。 このような電気自動車は、通常のエンジン駆動車両と比較
して、より高いエネルギー効率を有することができます。 上記のように高い駆動トルク/
力を達成するために、本発明は、追加の電気モータ10とバッテリ311および/または追加の
駆動軸50を使用することができるいずれか。 本発明は、ちょうど311以上の電池を使用す
ることが、本発明は、モータ10のすべてが、より高い電流および追加のアンペアターンを
生成するために（このような二および/または複数の電池311の直列接続のような）より高
い電圧を有することが可能によりモータ旋回は、限り、電動モータ10がその飽和点に達し
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ていないように電気自動車101を駆動するために必要トルク/駆動力を発生させることがで
きる電動モータ10に（図1参照。 19 A）
図19Bは、モータのトルクを変更するために抵抗値を変化させることにより、電動モータ1
0の電流を変化させる別の方法を示しています。 本発明は、電動車両101は、十分なエネ
ルギーバッテリー、または他の電源供給がある場合に、車両を駆動するための唯一の電気
モータ10を使用することができてもよいです。
図に示すように、電動モータ10。 1、図。 2、図3 A、図図3（b）、図図4は、ディスクタ
イプモーター（またはフラックスモーターと呼ばれる、パンケーキモータ）（参照図5（a
）、図5（b）、図5Cであってもよいです。
FIG.5D、図8A、図8Bおよび図。 9）、または電動モータ10は、非ディスク型モータであっ
てもよいようなコンデンサブラシレス型のモータとして特にブラシレスモーター（FIG.14
A、図14B、FIG.14Cと図15のA、図15（b）を参照してください、 FIG.15C）、または電動
モータ10は、電気モータのすべての種類のミックスすることができる（これらは駆動要件
を満たすために十分な力を生成することができている限り）FIG.16A、FIG.16B、FIG.16C
を参照してください。
図5Aは、ロータ12のディスク型モータの双方を示しています。 図5Aは、モータ10が駆動
軸51に取り付けられ、ロータ12の対向する一対の間に挟まれてもよい、ステータ11を示し
て示しています。 図5 Cおよび図5Dは、ロータ又はディスク型モータの固定子の一側面を
示します。 図8 Aは固定子ディスク型モータの両側を示しており、固定子11の一対の間に
挟まれてもよい、ロータ12を示しています。
電気モータは、汚れたシールカバー93（図8（b）は、シールの一つの方法を示し、個別の
電気モーターをシール、または一緒に同じ車軸上のすべての電気モーターを密封）粉塵を
防止するために、電気モータ10を保護するために、含んでいてもよいです水または他の電
気モータ10に入り、電気モータ10に損傷を与えます。 シールカバー93は、ステータ11の
上に配置し、コイル111をカバーすることができます。図8（a）、図8（b）は、さらに、
軸受62と92のキーを示しています。
コイル11 1、112、113、電気モータ10の114のワイヤは、円形、正方形や長方形状ワイヤ
としてマグネットワイヤであってもよく、またはスーパー導線することができます（また
は超導電線と呼ばれる）は、この電気自動車を作るために101は、電力と高い電気効率に
関して、より良い効率を有します。
駆動力要求に応じて、本発明は、ディスク型の電動モータ10のための汎用性を提供するた
めに、シャフトに沿って固定子に離れてまたは近い回転子を移動させるために、機械的、
油圧、空気圧、電気的および/または結合されたすべてのデバイスを使用することができ
ます。
電気モータ10駆動発明は、電車、船、船、ヨット、舶用機器、潜水艦、飛行機、車、バス
、トラック、スノーモービル、ATV、RV、トラクター、オートバイ、スクーターのように
輸送車両のすべての種類に使用することができますだけでなく、それらのオフハイウェイ
建設モバイル機械、自転車、バイク、マシンを刈るなど 図17A、FIG.17B、FIG.17Cは、FI
G.17Dは1および/または2つの従動軸（車軸51を駆動した場合、52が少ない図からとなって
ショートし、電気モータ10量となる。リットル）でオートバイのアプリケーションを示し
ています。
より具体的に、図17Aは、自動二輪車の側面図です。
図17Bは、オートバイのフレーム、ホイールフレーム、ステータ11、ロータ12、ベアリン
グ62と駆動軸51を示しています。
図17Cは、オートバイのフレーム、ホイールフレーム、ステータ11、ロータ12、ベアリン
グ62と駆動軸51を示しています。
図17Dは、車体フレームの別の概略、ホイールフレーム、ステータ11、ロータ12、ベアリ
ング62と駆動軸51を示しています。
図18bは、複数の駆動軸50があり、ボートのアプリケーションの下部を示します。 船はボ
ート駆動システムのようになります。 フィンは、ボートを駆動するための水の力を形成
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するために、ロータ12に取り付けられてもよいし、ボートのアプリケーションで水陸両用
アプリケーションになるようにホイール71を含むことができます。
さらに、図18aは、本発明は、地上と同様および/または水に地面にデュアルアプリケーシ
ョン車両を提供するために、水に使用することができる示します。
電気モータ10は、車両における駆動力として使用することができ、制動や車両減速時にも
制動力として使用することができる、及び減少させるために電気エネルギーに機械的な移
動、エネルギーを変換してバッテリ311を充電することができますブレーキや減速エネル
ギー損失。
電動車両101は、単に機械的な制動力を置き換えるために、ABSタイプとしてオン/オフの
高周波によって制動力として逆転電気モーターの力を使用することができるので、本発明
の電動車両101は、車両にABSシステムを含まなくてもよいし、車両101を減速。
本発明の電気自動車101は、内部に、車両を駆動する車両101よりもむしろ人間を駆動する
ためのリモートコントロールを含むことができます。
要求アプリケーションの駆動に基づいて、本発明の電動車両101は、ユニバーサル車軸を
含む（または差動システム、またはユニバーサルジョイントと呼ばれる）必要なときに61
、または電動車両101は、差動ユニバーサル車軸システム61の倍数を使用することがない
かもしれませんこのような電気自動車インチ
図12Aは、車両の座席の下に、例えば、車両101の内部に位置電池311、312との一実施形態
を示す、および/またはフードの下。
図12Bは、電池311、312に配置外装車両101の底部に例えば車両101との別の実施形態を示
します。
図14Aは、本発明の電気モータ10別の概略のステータ1とロータ12の断面図を示します。 
図14Bは、車軸51と、本発明の電動機10のキー92を駆動し、ステータ11、ロータ12の側面
図を示します。
図14Cは、本発明の電動モータ10の駆動軸51上に配置することができるステータ1とロータ
12の斜視図を示します。
図15Aは、ステータ1と、本発明の電気モータ10の別の概略図のロータ12の断面図を示しま
す。
図15Bは、車軸51と、本発明の電動機10のキー92を駆動し、ステータ11、ロータ12の側面
図を示します。
図15Cは、本発明の電動モータ10の駆動軸51上に配置することができるステータ1とロータ
12の斜視図を示します。
図16Aは、固定子、本発明の電気モータ10の別の概略図の1とコイル111の断面図を示しま
す。
図16Bは、ステータ11、ロータシート121は、本発明の駆動軸51用の軸受62の側面図を示し
ます。
図16Cは、ステータ1と、コイル111の斜視図を示します。
図6、図7、図1 OAおよび図11のAは、ディスク型モータに使用されるなど、コイル11 1、1
12、のいくつかのタイプを示します。 図10 A及び図10 Bショーコイルが片側、図に曲が
りました。 11 A及び図。対向する2辺に曲げ11 Bは、コイル（中1は曲げずまっすぐに保
ちます。 ）図6は、コイル11 1を交互に環を形成し、112コイルかもしれコイル112に隣接
していてもよいコイル111の上面図を示します。 コイル111,112は、電動モータ10の磁性
ワイヤから形成されてもよいです。 図7は、コイル11 1、113の外輪とコイル1 12、114の
内輪を示しています。
図5A、図5B、図8A及び図8B、3層以上のように図5C及びFIG.5D、二層に示すように、電動
ディスクモータ10は、ただ一つの層とすることができるようなタイプ図に示されます。 9
。 図5（a）に示すように、ディスク型モータのステータ11は、モータの中間に配置する
ことができる、または固定子11に示すように、側面（二つのコイル）に配置することがで
きます
図8のAおよび図8B、または特に始動するために使用することができる図9に示すように、
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電気少ないコイルと、いくつかの層型のモータ10と結合ステータ11、及び/又はバックア
ップ電気モータ10追加または電力に接続したときに駆動力の小さい量を控除する必要があ
る被駆動軸50上の単層型の電気モーターと比較して、高トルク/力を発生させる可能性が
あります。 図のような多層電気モータ装置。図9は、駆動軸上のスペースを節約すること
ができます。
スマート電気自動車101は、（電気モータ10回転速度に応じて、車両の走行抵抗）はるか
に高い移動速度を有することができ、容易にモータの量によって、車両の最大移動速度と
電動モータの極の周波数を制御することができること電力と接続します。 例えば、警察
やレース車両は、通常のユーザーの車両101と比較してはるかに高い最大移動速度を有す
ることができます。 逆に駆動する場合にも、本発明は、電力と接続された電気モータ10
の数を削減し、車両移動速度を最大駆動逆を制御するために、電気モータの回転速度の周
波数を制御することができます。 スマート電気自動車101が原因爆発燃料の不足またはハ
イブリッドタイプの内の燃料の量が減少の爆発に関して、従来のエンジンの燃料駆動の車
両に比べてはるかに安全であってもよいです。 でも、このような電気自動車101のハイブ
リッド又は純粋な燃料タイプは、単に少量の燃料を使用する必要があります。
一部またはすべての電池311は、（また、バッテリ31 1必要に応じて変更することが容易
である）は、車両の底部に装着することができるからである。また、スマート電気自動車
101の重心は、伝統のエンジン駆動車よりも低くてもよいです 代替案では、電池はさらに
ボンネットの下、例えば、座席の下などの車両内側に配置されてもよいし、車両の他の場
所（図12A及び図12Bを参照のこと）
このような駆動速度、重量、負荷抵抗を駆動する、などのような駆動要件に基づいて、こ
のスマート電気自動車101を駆動する場合、コントローラ21は、電力に接続する必要があ
り、電気モータ10の最適な必要数を計算し、動作することができる、と滑らかな乗り心地
を提供するためにこのような電池311として、例えば、電源からの電力で実施する周波数
モータコイル極111。
スマート電気自動車101は、ターンをするとき、また、コントローラ21は、計算して、電
力を接続するために必要な電気モータ10の最適な数を操作し、決定することができ、ター
ンや他の角度に基づいて駆動軸50のどちら側で何か少し回すの滑りを取得しないために要
因。
長い有し、この電気自動車101の電池31 1のスマート使用するために、コントローラ21は
、定期的に各電池31 1における電力レベルを検出し、第1の最も高い電力レベル、バッテ
リ311を接続することができる、二番目に高い電力バッテリー311第2などこの車両101を駆
動するとき。 前記電力電池311は、最初充電するなど、第二最小電力電池第二の減速や車
両101の制動制御部21は、第1最小電力レベル、バッテリ31 1を接続し、第二の最小電力電
池311第2など
車両が動いている間に車両の上下振動がある場合、本発明は、車両の車体に磁界をマウン
トし、そのようなホイールシステムのように振動部にコイルを取り付ける、または上に磁
場を取り付けることができますこのようなホイールシステムのコイルに電気を発生させる
磁束磁場の線とリターンでの切断を可能にすることができる車両の本体にコイルを取り付
けるように振動部は、（図20（a）、図20（b） 、図20C、図20D）。 このようにして、機
械的振動エネルギーがバッテリー331に戻って電気エネルギーと電荷に変換することがで
きます。
もちろん、電気自動車101は、盗難から電動車両101を保護するために、音声認識、fmger
又はパーム認識、顔認識、眼認識、パスワードまたはPIN番号を認識、または他の泥棒停
止装置を含むことができます。
10電気モータと、 11-電気モータのステータ。 12-電気モータのロータ。
21-コントローラ（オン/オフモータと通電コイルの周波数を制御するために）。
31-電池ユニット。 41発電機またはオルタネータ。 50、51、52、53、54アクスルを駆動
します。 61ユニバーサルジョイント、uジョイント。 CVジョイント、差動システム。 62
-ベアリング; 
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71-ホイール; 81-ユニバーサル車軸; 90-伝送システム。
91-ギア; 92キー; 93-電気モータカバー。
103-電気駆動システム。電気モータの1 11、112、113、114コイルと、
121-ロータシート。 311、312、313バッテリー。
本発明は様々な修正および代替形態が可能であるが、具体的な実施形態が図面に例として
示されており、本明細書に詳細に記載されています。 特定の実施形態の説明本明細書で
は、開示された特定の形態に本発明を限定するものではないことが理解されるべきです。
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