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(57)【要約】
【課題】巻線スペースを最大限に確保してコイルの占積
率を向上させるとともに、ティース部の周方向の幅が狭
くなることと絶縁フィルムがずれることを防止する。
【解決手段】各インシュレータ２，３が、バックヨーク
接触部２ａ，３ａに形成したヨーク側スリット溝２ｅ，
３ｅと先端シュー接触部２ｃ，３ｃに形成した先端シュ
ー側スリット溝２ｄ，３ｄとを備えており、絶縁フィル
ム４が、突部４ａの差込部をヨーク側スリット溝２ｅ，
３ｅに挿入し、端部を先端シュー側スリット溝２ｄ，３
ｄに挿入して、保持されている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
固定子鉄心と、上記固定子鉄心に巻回されるコイルと、上記固定子鉄心の、固定子の軸方
向における一方の端部に接して設けられた結線側インシュレータと、上記固定子鉄心の、
上記軸方向における他方の端部に接して設けられた反結線側インシュレータと、上記固定
子鉄心の上記コイルが巻回される部分に配設された絶縁フィルムとを備えている固定子構
成体を有する回転電機の固定子であって、
　上記固定子鉄心は、バックヨーク部と、上記バックヨーク部の中央部から上記固定子の
中心軸に向かって突出しているティース部と、上記ティース部の先端部の、固定子の周方
向における両端部に設けられたティース先端シューとで形成されており、
　上記結線側インシュレータと上記反結線側インシュレータとの各々は、上記バックヨー
ク部と接するバックヨーク接触部と、上記ティース部と接するティース接触部と、上記テ
ィース先端シューと接する先端シュー接触部とを備えており、
　上記先端シュー接触部には、上記ティース先端シューと接する側の面に、上記ティース
先端シューの、固定子の径方向における外側のエッジに沿うとともに上記先端シュー接触
部の、突出根元部から上記周方向における側端部にわたる、先端シュー側スリット溝が形
成されており、
　上記バックヨーク接触部には、上記径方向における内側の面であるコイル側の面に、上
記コイル側の面から凹んでおり且つ上記絶縁フィルムを格納するフィルム収納部が設けら
れており、上記フィルム収納部における外周辺の部分には、上記コイル側の面から上記バ
ックヨーク接触部の内部に切込まれたヨーク側スリット溝が設けられており、
　上記絶縁フィルムは、上記バックヨーク部の内周壁面と接するヨーク配置部と、上記テ
ィース部の側壁面と接するティース本体配置部と、上記ティース先端シューにおける、上
記内周壁面との対向面と接する先端シュー配置部とを備えており、
　上記ヨーク配置部の、上記軸方向における両端には、上記ヨーク配置部から上記軸方向
に突出した突部が設けられており、
　上記突部は、上記ヨーク配置部から延在する延長部と、上記延長部から延在する差込部
とで形成されており、
　上記延長部が上記フィルム収納部に格納されるとともに上記差込部が上記ヨーク側スリ
ット溝に挿入され、且つ上記先端シュー配置部の、上記軸方向における両端部が、上記先
端シュー側スリット溝に挿入されて、上記絶縁フィルムが保持されている回転電機の固定
子。
【請求項２】
上記固定子鉄心が、１個の上記ティース部と、上記１個のティース部につながり、且つ上
記固定子の外周部の一部となる上記バックヨーク部とで形成されており、
　上記バックヨーク部の両端部が、隣接する上記バックヨーク部の端部と連結して、上記
固定子鉄心が環状になっていることを特徴とする請求項１に記載の回転電機の固定子。
【請求項３】
上記固定子鉄心が、上記固定子の外周部の全てとなる環状の上記バックヨーク部と、上記
バックヨーク部の内周面から周方向で所定の間隔を設けて突出している複数の上記ティー
ス部とを備えていることを特徴とする請求項１に記載の回転電機の固定子。
【請求項４】
上記固定子鉄心が、上記固定子の外周部の一部又は全てが連結手段によって帯状につなが
っている上記バックヨーク部と、上記バックヨーク部の内周面から所定の間隔を設けて突
出している複数の上記ティース部とを備えており、上記帯状のバックヨーク部を環状にし
て、上記バックヨーク部の両端を接合して形成されていることを特徴とする請求項１に記
載の回転電機の固定子。
【請求項５】
上記ヨーク側スリット溝が、上記フィルム収納部の、上記周方向における外側の直線状の
辺の部分に、上記コイル側の面に対して垂直方向に切込まれて形成されており、
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　上記差込部が、上記延長部の、上記周方向における外側の辺から延在していることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の回転電機の固定子。
【請求項６】
上記スリット溝が、上記コイル側の面から、上記バックヨーク接触部の、上記径方向にお
ける外側の面である外周面まで貫通していることを特徴とする請求項５に記載の回転電機
の固定子。
【請求項７】
上記ヨーク側スリット溝が、上記フィルム収納部の、上記周方向における外側の直線状の
辺の部分から、上記コイル側の面に対して斜めに且つ上記周方向における外側に延在させ
て形成されており、
　上記差込部が、上記延長部の、上記周方向における外側の辺から延在していることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の回転電機の固定子。
【請求項８】
上記ヨーク側スリット溝が、上記フィルム収納部の、上記周方向における内側の直線状の
辺の部分から、上記コイル側の面に対して斜めに且つ上記周方向における外側に延在させ
て形成されており、
　上記差込部が、上記延長部の、上記周方向における内側の辺から延在していることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の回転電機の固定子。
【請求項９】
上記ヨーク側スリット溝が、上記軸方向において、上記バックヨーク接触部の上記固定子
鉄心と接する固定子鉄心接触面まで、延在していることを特徴とする請求項５から請求項
８のいずれか１項に記載の回転電機の固定子。
【請求項１０】
上記ヨーク側スリット溝が、上記軸方向において、上記バックヨーク接触部の上記固定子
鉄心と接する固定子鉄心接触面まで、延在していないことを特徴とする請求項５から請求
項８のいずれか１項に記載の回転電機の固定子。
【請求項１１】
上記ヨーク側スリット溝が、上記フィルム収納部の、上記軸方向における外側の辺の部分
から、上記コイル側の面に対して斜めに且つ上記径方向における外側に延在させて形成さ
れており、
　上記差込部が、上記延長部の、上記軸方向における外側の辺から延在していることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の回転電機の固定子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモータや発電機などの回転電機に用いられる固定子に関し、特に、高密度な集
中巻きコイルを備えた固定子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、集中巻きコイルを備えた回転電機の固定子は、固定子鉄心と、固定子鉄心の磁極
ティース部上下に装着された絶縁部材であるインシュレータと、インシュレータにより固
定された薄型絶縁体（例えば、絶縁フィルム、絶縁紙等）と、インシュレータの上から線
材を順次螺旋状に巻回したコイルとで形成されている。
　そして、コイルは、回転電機の高効率化および大容量化、さらには小型化を実現するた
め高密度化が要求されており、整列巻きが用いられている。
【０００３】
　従来の回転電機の固定子では、薄型絶縁体である絶縁紙が、インシュレータの壁部の巻
線側と軸方向に一定長、重なって設置されている。そして、インシュレータ壁部と絶縁紙
とが重なり合う部分の鉄心の周方向の幅が、その他の部分の幅より狭くなっている（例え
ば、特許文献１参照）。
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　また、従来の回転電機の固定子では、固定子鉄心を形成するステータピース積層体にお
ける軸方向両端部の周方向の幅を、中心部の周方向の幅より狭くして形成した段差部に、
薄型絶縁体を折込み、この折込部をインシュレータである鞍型絶縁部品で挟持することに
より、薄型絶縁体を保持している（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、従来の回転電機の固定子では、インシュレータのティース先端シュー部における
周方向の両端部に溝（ティース先端側溝と記す）が形成されている。また、固定子のティ
ース部におけるバックヨーク部側にダミーコイルが設けられている。
　そして、薄型絶縁体であるフィルム状絶縁体が、ティース先端側溝と、ダミーコイルの
部分に形成した根元スリット溝とで保持されている（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１１２２０５号公報（第４－５頁、第２図）
【特許文献２】特開２００３－２９９２８９号公報（第４頁、第７図）
【特許文献３】ＷＯ２０１０／１００８９０号公報（第５－６頁、第６図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の固定子と特許文献２に記載の固定子とは、コイルの占積率の低下を
防止するため、固定子鉄心のティース部の周方向の幅が、軸方向の両端部で狭くなってお
り、ティースの断面積減少にともない磁気抵抗が悪化するとの問題があった。
　特許文献３に記載の固定子は、ティースの断面積減少にともなう磁気抵抗の悪化は生じ
ない。しかし、フィルム状絶縁体をスロット部に保持するのに、ダミーコイルを設け、且
つダミーコイルに根元スリット溝を形成する必要があり、コイルの占積率が低下するとと
もに、製造工程が増加するとの問題があった。
　また、ダミーコイルを設けない場合は、フィルム状絶縁体を、ティース先端側溝のみで
保持するので、フィルム状絶縁体がずれるとの問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、その目的は、巻線
スペースを最大限に確保して、コイルの占積率を向上させるとともに、固定子鉄心のティ
ース部の周方向の幅が狭くなるのを防止し、且つ、薄型絶縁体がずれるのを防止した回転
電機の固定子を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係わる回転電機の固定子は、固定子鉄心と、固定子鉄心に巻回されるコイルと
、固定子鉄心の、固定子の軸方向における一方の端部に接して設けられた結線側インシュ
レータと、固定子鉄心の、軸方向における他方の端部に接して設けられた反結線側インシ
ュレータと、固定子鉄心のコイルが巻回される部分に配設された絶縁フィルムとを備えて
いる固定子構成体を有する回転電機の固定子であって、固定子鉄心は、バックヨーク部と
、バックヨーク部の中央部から固定子の中心軸に向かって突出しているティース部と、テ
ィース部の先端部の、固定子の周方向における両端部に設けられたティース先端シューと
で形成されており、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとの各々は、バック
ヨーク部と接するバックヨーク接触部と、ティース部と接するティース接触部と、ティー
ス先端シューと接する先端シュー接触部とを備えており、先端シュー接触部には、ティー
ス先端シューと接する側の面に、ティース先端シューの、固定子の径方向における外側の
エッジに沿うとともに先端シュー接触部の、突出根元部から周方向における側端部にわた
る、先端シュー側スリット溝が形成されており、バックヨーク接触部には、径方向におけ
る内側の面であるコイル側の面に、コイル側の面から凹んでおり且つ絶縁フィルムを格納
するフィルム収納部が設けられており、フィルム収納部における外周辺の部分には、コイ
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ル側の面からバックヨーク接触部の内部に切込まれたヨーク側スリット溝が設けられてお
り、絶縁フィルムは、バックヨーク部の内周壁面と接するヨーク配置部と、ティース部の
側壁面と接するティース本体配置部と、ティース先端シューにおける、内周壁面との対向
面と接する先端シュー配置部とを備えており、ヨーク配置部の、軸方向における両端には
、ヨーク配置部から軸方向に突出した突部が設けられており、突部は、ヨーク配置部から
延在する延長部と、延長部から延在する差込部とで形成されており、延長部がフィルム収
納部に格納されるとともに差込部がヨーク側スリット溝に挿入され、且つ先端シュー配置
部の、軸方向における両端部が、先端シュー側スリット溝に挿入されて、絶縁フィルムが
保持されているものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータと反結線側インシュレータ
との各々における、先端シュー接触部に先端シュー側スリット溝が形成され、バックヨー
ク接触部におけるコイル側の面にヨーク側スリット溝が形成されており、ヨーク側スリッ
ト溝に絶縁フィルムの差込部が挿入され、先端シュー側スリット溝に絶縁フィルムの先端
シュー配置部の軸方向の両端部が挿入されて、絶縁フィルムが保持されているので、巻線
スペースを最大限に確保してコイルの占積率を向上させるとともに、固定子鉄心のティー
ス部の周方向の幅が狭くなるのを防止し、且つ、絶縁フィルムがずれるのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体の斜視
模式図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体の上面
模式図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる固定子鉄心の斜視模式図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる、結線側インシュレータ（ａ
）と反結線側インシュレータ（ｂ）との斜視模式図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる結線側インシュレータの固定
子鉄心と接する側の面の模式図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる絶縁フィルムの斜視模式図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体を組み
立てる前の状態を示す斜視模式図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体におけ
る、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図９】図１のＡ－Ａ断面におけるフィルム収納部とヨーク側スリット溝の近傍を示す模
式図である。
【図１０】図２のＢ－Ｂ断面におけるフィルム収納部とヨーク側スリット溝の近傍を示す
模式図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係わる結線側インシュレータの固定子鉄心と接する側
の面の模式図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図１３】図１２のＡ－Ａ断面の模式図である。
【図１４】本発明の実施の形態２に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１０
に相当する断面模式図である。
【図１５】本発明の実施の形態３に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図１６】図１５のＡ－Ａ断面の模式図である。
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【図１７】本発明の実施の形態３に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１０
に相当する断面模式図である。
【図１８】本発明の実施の形態４に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図１９】図１８のＡ－Ａ断面の模式図である。
【図２０】本発明の実施の形態４に係わる固定子構成体における、実施の形態２の図１４
に相当する断面模式図である。
【図２１】本発明の実施の形態５に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図２２】図２１のＡ－Ａ断面の模式図である。
【図２３】本発明の実施の形態５に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１０
に相当する断面模式図である。
【図２４】本発明の実施の形態６に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図２５】図２４のＡ－Ａ断面の模式図である。
【図２６】本発明の実施の形態６に係わる固定子構成体における、実施の形態５の図２３
に相当する断面模式図である。
【図２７】本発明の実施の形態７に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図２８】図２７のＣ－Ｃ断面の模式図である。
【図２９】本発明の実施の形態７に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１０
に相当する断面模式図である。
【図３０】本発明の実施の形態８に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図３１】図３０のＡ－Ａ断面の模式図である。
【図３２】本発明の実施の形態８に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１０
に相当する断面模式図である。
【図３３】本発明の実施の形態９に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
【図３４】図３３のＡ－Ａ断面の模式図である。
【図３５】本発明の実施の形態９に係わる固定子構成体における、実施の形態８の図３２
に相当する断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体の斜
視模式図である。
　図２は、本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体の上
面模式図である。
【００１２】
　図１と図２とに示すように、本実施の形態の回転電機の固定子を形成する固定子構成体
（固定子構成体と記す）１００は、固定子鉄心１と、固定子鉄心１における両矢印Ｅで示
す固定子の軸方向（軸方向と記す）の一方の端部と接して設けられた結線側インシュレー
タ２と、固定子鉄心１における軸方向の他方の端部と接して設けられた反結線側インシュ
レータ３と、固定子鉄心１のコイルが巻回される部分に設けられる絶縁フィルム４とを備
えている。すなわち、固定子鉄心１は、結線側インシュレータ２と反結線側インシュレー
タ３とで挟まれている。
　また、図２に示すように、結線側インシュレータ２は、バックヨーク接触部２ａとティ
ース接触部２ｂと先端シュー接触部２ｃとで形成されている。
　また、図示しないが、固定子構成体１００は、コイルを備えている。



(7) JP 2016-36223 A 2016.3.17

10

20

30

40

50

【００１３】
　図３は、本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる固定子鉄心の斜視模式図で
ある。
　図３に示すように、本実施の形態の固定子鉄心１は、バックヨーク部１ａとバックヨー
ク部１ａの中央部から固定子の中心軸に向かって突出しているティース部１ｂとを備えて
いる。固定子鉄心１はＴ字型の電磁鋼板を積層して形成される。
　すなわち、固定子鉄心１は、１個のティース部１ｂとこの１個のティース部１ｂにつな
がり、且つ固定子の外周部の一部となるバックヨーク部１ａとで形成されている。
【００１４】
　バックヨーク部１ａにおける、両矢印Ｄで示す固定子の周方向（周方向と記す）と同方
向の両端部を、隣接する固定子鉄心１のバックヨーク部１ａにおける周方向の端部と連結
することで、複数のバックヨーク部１ａによる円環が形成される。
　ティース部１ｂは、形成された円環の中心の方向に突出している。そして、ティース部
１ｂの先端部には、周方向の両端部に、ティース先端シュー１ｃが設けられている。
　すなわち、本実施の形態の回転電機の固定子は、複数の固定子構成体１００を、バック
ヨーク部１ａで連結することにより環状にして、形成されている。
【００１５】
　図４は、本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる、結線側インシュレータ（
ａ）と反結線側インシュレータ（ｂ）との斜視模式図である。
　図５は、本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる結線側インシュレータの固
定子鉄心と接する側の面の模式図である。
　図示しないが、反結線側インシュレータ３の固定子鉄心１と接する側の面も、図５と同
様である。
【００１６】
　図４（ａ）と図５とに示す本実施の形態の結線側インシュレータ２における、バックヨ
ーク接触部２ａは、固定子鉄心１のバックヨーク部１ａと接する部分であり、ティース接
触部２ｂは固定子鉄心１のティース部１ｂと接する部分である。
　図２に示すように、結線側インシュレータ２におけるバックヨーク接触部２ａの周方向
の幅は、固定子鉄心１のバックヨーク部１ａの周方向の幅より小さくなっている。
　結線側インシュレータ２におけるティース接触部２ｂの周方向の幅は、固定子鉄心１の
ティース部１ｂの周方向の幅と同じである。
【００１７】
　結線側インシュレータ２のティース接触部２ｂの先端部には、両矢印Ｄで示す周方向の
両端部に、固定子鉄心１のティース先端シュー１ｃと接する先端シュー接触部２ｃが設け
られている。
　先端シュー接触部２ｃの周方向の長さが、ティース先端シュー１ｃの周方向の長さ以上
であり、スロット側に突出している。また、図２に示すように、先端シュー接触部２ｃに
おける、両矢印Ｆで示す固定子の径方向（径方向と記す）の外側の面であるコイル側の面
２ｊは、バックヨーク接触部２ａの径方向の内側の面であるコイル側の面２ｈと対向して
いる。
　そして、コイルは、これらの面の間に配設される。
【００１８】
　また、先端シュー接触部２ｃには、ティース先端シュー１ｃにおける径方向の外側のエ
ッジに沿ったスリット溝（先端シュー側スリット溝と記す）２ｄが設けられている。先端
シュー側スリット溝２ｄは、先端シュー接触部２ｃのティース先端シュー１ｃと接する側
の面に、先端シュー接触部２ｃの突出根元部から周方向の側端部にわたって形成されてい
る。すなわち、先端シュー側スリット溝２ｄは、バックヨーク部１ａの内周壁面５ａと対
向するティース先端シュー１ｃの面（対向面と記す）５ｃと平行になっている。
【００１９】
　結線側インシュレータ２のバックヨーク接触部２ａには、コイル側の面２ｈに、この面
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２ｈから凹んでおり且つ絶縁フィルム４を格納するフィルム収納部２ｇが設けられている
。フィルム収納部２ｇの設置位置は、周方向におけるティース接触部２ｂの両方の外側で
ある。
　フィルム収納部２ｇにおける、周方向の外側の直線上の辺の部分には、コイル側の面２
ｈに対して垂直方向に切込まれたスリット溝（ヨーク側スリット溝と記す）２ｅが形成さ
れている。
　このヨーク側スリット溝２ｅは、両矢印Ｅで示す固定子の軸方向（軸方向と記す）が、
バックヨーク接触部２ａの固定子鉄心１と接する面（固定子鉄心接触面と記す）２ｆまで
、延在している。
【００２０】
　図４（ｂ）に示す反結線側インシュレータ３における、バックヨーク接触部３ａは、固
定子鉄心１のバックヨーク部１ａと接する部分であり、ティース接触部３ｂは固定子鉄心
１のティース部１ｂと接する部分である。
　図示しないが、反結線側インシュレータ３におけるバックヨーク接触部３ａの周方向の
幅は、固定子鉄心１のバックヨーク部１ａの周方向の幅より小さくなっている。
　反結線側インシュレータ３におけるティース接触部３ｂの周方向の幅は、固定子鉄心１
のティース部１ｂの周方向の幅と同じである。
【００２１】
　反結線側インシュレータ３のティース接触部３ｂの先端部にも、両矢印Ｄで示す周方向
の両端部に、固定子鉄心１のティース先端シュー１ｃと接する先端シュー接触部３ｃが設
けられている。
　先端シュー接触部３ｃの周方向の長さも、ティース先端シュー１ｃの周方向の長さ以上
であり、スロット側に突出している。また、先端シュー接触部３ｃにおける径方向の外側
の面であるコイル側の面３ｊは、バックヨーク接触部３ａの径方向の内側の面であるコイ
ル側の面３ｈと対向している。
　そして、コイルは、これらの面の間に配設される。
【００２２】
　また、先端シュー接触部３ｃには、ティース先端シュー１ｃにおける径方向の外側のエ
ッジに沿ったスリット溝（先端シュー側スリット溝と記す）３ｄが設けられている。先端
シュー側スリット溝３ｄは、先端シュー接触部３ｃのティース先端シュー１ｃと接する側
の面に、先端シュー接触部３ｃの突出根元部から周方向の側端部にわたって形成されてい
る。すなわち、先端シュー側スリット溝３ｄは、ティース先端シュー１ｃの対向面５ｃと
平行になっている。
【００２３】
　反結線側インシュレータ３のバックヨーク接触部３ａにも、コイル側の面３ｈに、この
面３ｈから凹んでおり且つ絶縁フィルム４を格納するフィルム収納部３ｇが設けられてい
る。フィルム収納部３ｇの設置位置は、周方向におけるティース接触部３ｂの両方の外側
である。
　フィルム収納部３ｇにおける、周方向の外側の直線上の辺の部分には、コイル側の面３
ｈに対して垂直方向に切込まれたヨーク側スリット溝３ｅが形成されている。
　このヨーク側スリット溝３ｅも、両矢印Ｅで示す軸方向が、バックヨーク接触部３ａの
固定子鉄心１と接する面（固定子鉄心接触面と記す）３ｆまで、延在している。
　本実施の形態では、結線側インシュレータ２と反結線側インシュレータ３とは、材料に
、例えば、ポリブチレンテレフタレート樹脂が用いられ、射出成型により形成される。
【００２４】
　図６は、本発明の実施の形態１に係わる固定子に用いられる絶縁フィルムの斜視模式図
である。
　図６に示すように、本実施の形態の絶縁フィルム４は、固定子鉄心１における、図３に
示すバックヨーク部１ａの内周壁面５ａと接する部分（ヨーク配置部と記す）４ｅと、図
３に示すティース部１ｂの側壁面５ｂと接する部分（ティース本体配置部と記す）４ｆと
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、図３に示すティース先端シュー１ｃの対向面５ｃと接する部分（先端シュー配置部と記
す）４ｇとがある。
【００２５】
　ヨーク配置部４ｅの、両矢印Ｅで示す軸方向の両端には、ヨーク配置部４ｅから軸方向
に突出した突部４ａが設けられている。そして、突部４ａは、ヨーク配置部４ｅから延在
する延長部４ｂと、延長部４ｂにおける、両矢印Ｄで示す周方向の外側の辺から延在する
差込部４ｃとで形成されている。
　本実施の形態では、差込部４ｃは、延長部４ｂとの境界線で折り曲げられて、延長部４
ｂから両矢印Ｆで示す径方向の、外側に向かって突出している。
【００２６】
　図７は、本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体を組
み立てる前の状態を示す斜視模式図である。
　図７の状態から、結線側インシュレータ２と反結線側インシュレータ３とは、固定子鉄
心１の軸方向の各端面に配設される。絶縁フィルム４は、固定子鉄心１における、内周壁
面５ａと側壁面５ｂと対向面５ｃとに接して配置される。
　また、絶縁フィルム４は、先端シュー配置部４ｇの軸方向における一方の端部を、結線
側インシュレータ２の先端シュー側スリット溝２ｄに挿入し、先端シュー配置部４ｇの軸
方向における他方の端部を反結線側インシュレータ３の先端シュー側スリット溝３ｄに挿
入する。そして、絶縁フィルム４におけると突部４ａは、後述するようにして結線側イン
シュレータ２と反結線側インシュレータ３とに配設される。
【００２７】
　図８は、本発明の実施の形態１に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体にお
ける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図８でも、コイルは省略している。
　図９は、図１のＡ－Ａ断面におけるフィルム収納部とヨーク側スリット溝の近傍を示す
模式図である。
　すなわち、図９は、図８のＡ－Ａ断面を示している。
　図１０は、図２のＢ－Ｂ断面におけるフィルム収納部とヨーク側スリット溝の近傍を示
す模式図である。
　図８と図９と図１０とは、結線側インシュレータ２の側を示しているが、反結線側イン
シュレータ３の側も同様な構造である。
【００２８】
　図８と図９と図１０とに示すように、本実施の形態の絶縁フィルム４は、軸方向の一方
の端部の突部４ａにおける延長部４ｂが、結線側インシュレータ２のフィルム収納部２ｇ
に格納されており且つ差込部４ｃが結線側インシュレータ２のヨーク側スリット溝２ｅに
挿入されている。
　図示しないが、本実施の形態の絶縁フィルム４は、軸方向の他方の端部の突部４ａにお
ける延長部４ｂが、反結線側インシュレータ３のフィルム収納部３ｇに格納されており且
つ差込部４ｃが反結線側インシュレータ３のヨーク側スリット溝３ｅに挿入されている。
【００２９】
　すなわち、本実施の形態の回転電機の固定子は、絶縁フィルム４が、結線側インシュレ
ータ２におけるヨーク側スリット溝２ｅと先端シュー側スリット溝２ｄ、および、反結線
側インシュレータ３におけるヨーク側スリット溝３ｅと先端シュー側スリット溝３ｄの、
４箇所で保持される。
　本実施の形態では、絶縁フィルム４の材料に、例えば、ポリエチレンテレフタレートの
フィルムが用いられ、これを切り抜いた後に折り曲げて絶縁フィルム４を形成している。
【００３０】
　絶縁フィルム４の厚みは、０．１から０．３ｍｍ程度が好ましい。０．１ｍｍより薄い
と絶縁性に不安が残り、０．３ｍｍよりも厚いと材料コストが高くなる。
　また、絶縁フィルム４が挿入される、先端シュー側スリット溝２ｄ，３ｄおよびヨーク
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側スリット溝２ｅ，３ｅの間隙は、絶縁フィルム４の厚みに対して０．１から０．３ｍｍ
程度、大きいことが好ましい。各スリット溝２ｄ，３ｄ，２ｅ，３ｅの間隙と絶縁フィル
ム４の厚みとの差が、０．１ｍｍより小さいと絶縁フィルム４をスリット溝に挿入するこ
とが困難となり、０．３ｍｍよりも大きいと挿入は容易であるが、絶縁フィルム４の保持
が困難になる。
【００３１】
　結線側インシュレータ２の先端シュー側スリット溝２ｄと反結線側インシュレータ３の
先端シュー側スリット溝３ｄとは、ティース先端シュー１ｃにおける径方向の外側のエッ
ジに沿って形成されている。
　すなわち、結線側インシュレータ２の先端シュー側スリット溝２ｄと反結線側インシュ
レータ３の先端シュー側スリット溝３ｄとが、ティース先端シュー１ｃの対向面５ｃと平
行になっているので、コイルの安定した整列巻きを実現でき、コイルの占積率の低減が防
止できる。
【００３２】
　絶縁フィルム４の、一方の延長部４ｂがフィルム収納部２ｇに格納されるとともに一方
の差込部４ｃがヨーク側スリット溝２ｅに挿入され、且つ、他方の延長部４ｂがフィルム
収納部３ｇに格納されるとともに他方の差込部４ｃがヨーク側スリット溝３ｅに挿入され
る。それゆえ、絶縁フィルム４に起因するコイルの占積率の低下が防止される。
　また、フィルム収納部２ｇ，３ｇのティース接触部側の辺を、ティース接触部２ｂ，３
ｂに近づけているので、絶縁フィルムの延長部４ｂの幅を広くでき、突部４ａの強度を向
上できる。
【００３３】
　本実施の形態では、フィルム収納部２ｇおよびフィルム収納部３ｇの深さは、絶縁フィ
ルム４の厚みに対して０．１ｍｍから０．３ｍｍ程度、大きいことが好ましい。
　これらの深さと絶縁フィルム４の厚みとの差が０．１ｍｍより小さいと、絶縁フィルム
４をスリット溝へ挿入した時に浮き上がりが少しでも生じると、コイルの巻回時に邪魔と
なる。また、０．３ｍｍよりも大きいと、絶縁フィルム４が軸方向内側に膨らみ、コイル
の占積率が下がってしまう。
【００３４】
　本実施の形態では、絶縁フィルム４が、軸方向の一方側の端部を先端シュー側スリット
溝２ｄとヨーク側スリット溝２ｅとに挿入するとともに、軸方向の他方側の端部を先端シ
ュー側スリット溝３ｄとヨーク側スリット溝３ｅとに挿入して、保持されるので、絶縁フ
ィルム４のズレや浮き上がりを防止でき、安定したコイルの巻回を行うことができる。
　また、先端シュー側スリット溝２ｄ，３ｄおよびヨーク側スリット溝２ｅ，３ｅが、コ
イルの占積率を低下させない部分に設けられており、高効率の回転電機を実現できる。
　また、ヨーク側スリット溝２ｅが、結線側インシュレータ２の固定子鉄心接触面２ｆま
で貫通しており、ヨーク側スリット溝３ｅが、反結線側インシュレータ３の固定子鉄心接
触面３ｆまで貫通しているので、絶縁フィルム４を固定子鉄心１に把持させた後に、結線
側インシュレータ２と反結線側インシュレータ３とを組付けることが可能である。
【００３５】
　本実施の形態の固定子は、１個のティース部１ｂとこの１個のティース部１ｂにつなが
り、且つ固定子の外周部の一部となるバックヨーク部１ａとで形成されている固定子鉄心
を用いた固定子構成体で形成されている。
　しかし、固定子の外周部の全てとなる環状のバックヨーク部と、バックヨーク部の内周
面から周方向で所定の間隔を設けて突出している複数のティース部とを備えた一体型の固
定子鉄心が用いられており、ティース部とティース部につながるバックヨーク部とでなる
各部分に、固定子構成体が形成される固定子であっても良い。
【００３６】
　また、固定子の外周部の一部又は全てが連結手段によって帯状につながったバックヨー
ク部と、バックヨーク部の内周面から所定の間隔を設けて突出している複数のティース部
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とを備えた固定子鉄心が用いられており、ティース部とティース部につながるバックヨー
ク部とでなる各部分に、固定子構成体が形成されており、帯状のバックヨーク部を環状に
して、バックヨーク部の両端を接合している固定子であっても良い。
【００３７】
実施の形態２．
　本発明の実施の形態２に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造が異なる以外、実施の形態１の回転電機
の固定子と同様である。
　図１１は、本発明の実施の形態２に係わる結線側インシュレータの固定子鉄心と接する
側の面の模式図である。
　図示しないが、反結線側インシュレータの固定子鉄心１と接する側の面も、図１１と同
様である。
【００３８】
　図１２は、本発明の実施の形態２に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図１２でも、コイルは省略している。
　図１３は、図１２のＡ－Ａ断面の模式図である。
　図１４は、本発明の実施の形態２に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１
０に相当する断面模式図である。
【００３９】
　図１１に示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ６は、バックヨーク接触部
６ａに形成されているヨーク側スリット溝６ｅが、コイル側の面２ｈから垂直方向にバッ
クヨーク接触部６ａにおける、両矢印Ｆで示す径方向の外側の面である外周面２ｉまで貫
通している。すなわち、バックヨーク接触部６ａを、径方向に貫通している。
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、バックヨーク接触部に形成
されたヨーク側スリット溝が、コイル側の面から垂直方向にバックヨーク接触部の外周面
まで貫通している。すなわち、バックヨーク接触部を径方向に貫通している。
【００４０】
　図１３に示すように、絶縁フィルム４の軸方向の一方の端部にある突部４ａの差込部４
ｃが、ヨーク側スリット溝６ｅに挿入されている。図示しないが、絶縁フィルム４の軸方
向の他方の端部にある突部４ａの差込部４ｃも、反結線側インシュレータのヨーク側スリ
ット溝に挿入されている。
　図１２と図１３と図１４とに示すように、絶縁フィルム４の軸方向の一方の端部にある
延長部４ｂが、フィルム収納部２ｇに格納されている。図示しないが、絶縁フィルム４の
軸方向の他方の端部にある延長部４ｂも、反結線側インシュレータのフィルム収納部に格
納されている。
【００４１】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、
反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、バックヨーク接触部の、コイ
ル側の面から垂直方向に外周面まで貫通している以外、実施の形態１の回転電機の固定子
と同様であるので、実施の形態１の回転電機の固定子と同様の効果を有する。
　また、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、反結線側インシュレータのヨー
ク側スリット溝との各々が、バックヨーク接触部の、コイル側の面から垂直方向に外周面
まで貫通しているので、絶縁フィルムの差込部の径方向の幅を十分に大きくすることがで
き、より安定した絶縁フィルムの保持が可能となる。
【００４２】
実施の形態３．
　本発明の実施の形態３に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造が異なる以外、実施の形態１の回転電機
の固定子と同様である。
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　図１５は、本発明の実施の形態３に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図１５でも、コイルは省略している。
　図１６は、図１５のＡ－Ａ断面の模式図である。
　図１７は、本発明の実施の形態３に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１
０に相当する断面模式図である。
【００４３】
　図１７に示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ１０は、バックヨーク接触
部１０ａに形成されたヨーク側スリット溝１０ｅが、両矢印Ｅで示す軸方向において、バ
ックヨーク接触部１０ａの固定子鉄心接触面２ｆまで延在していない。すなわち、ヨーク
側スリット溝１０ｅの軸方向の長さが、フィルム収納部２ｇの軸方向の外側の辺から、バ
ックヨーク接触部１０ａの固定子鉄心接触面２ｆまでの距離より短くなっている。
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、バックヨーク接触部に形成
されたヨーク側スリット溝が、軸方向において、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面
まで延在していない。すなわち、ヨーク側スリット溝の軸方向の長さが、フィルム収納部
における軸方向の外側の辺から、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面までの距離より
短くなっている。
【００４４】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、
反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、軸方向の長さをフィルム収納
部における軸方向の外側の辺から固定子鉄心接触面までの距離より短くなっている以外、
実施の形態１の回転電機の固定子と同様であるので、絶縁フィルムを固定子鉄心に把持さ
せた後に、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを組付けることはできない
が、それ以外は、実施の形態１の回転電機の固定子と同様の効果を有する。
【００４５】
　また、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを、固定子鉄心に組付けた後
で、絶縁フィルムを組付けることとなり、組付ける順序が明確になるので、生産性を向上
することが可能となる。
　また、各ヨーク側スリット溝の軸方向の長さを調節して、ヨーク側スリット溝の軸方向
における内側の面を、絶縁フィルムの差込部における軸方向の内側の辺に接すると、結線
側インシュレータと反結線側インシュレータとによる、絶縁フィルム保持の安定性が向上
する。
【００４６】
実施の形態４．
　本発明の実施の形態４に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造が異なる以外、実施の形態２の回転電機
の固定子と同様である。
　図１８は、本発明の実施の形態４に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図１８でも、コイルは省略している。
　図１９は、図１８のＡ－Ａ断面の模式図である。
　図２０は、本発明の実施の形態４に係わる固定子構成体における、実施の形態２の図１
４に相当する断面模式図である。
【００４７】
　図２０に示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ１４は、バックヨーク接触
部１４ａに形成されたヨーク側スリット溝１４ｅが、両矢印Ｅで示す軸方向において、バ
ックヨーク接触部１４ａの固定子鉄心接触面２ｆまで延在していない。すなわち、ヨーク
側スリット溝１４ｅの軸方向の長さが、フィルム収納部２ｇにおける軸方向の外側の辺か
ら、バックヨーク接触部１４ａの固定子鉄心接触面２ｆまでの距離より短くなっている。
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、バックヨーク接触部に形成
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されたヨーク側スリット溝が、軸方向において、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面
まで延在していない。すなわち、ヨーク側スリット溝の軸方向の長さが、フィルム収納部
における軸方向の外側の辺から、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面までの距離より
短くなっている。
【００４８】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、
反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、軸方向の長さをフィルム収納
部における軸方向の外側の辺から固定子鉄心接触面までの距離より短くなっている以外、
実施の形態２の回転電機の固定子と同様のであるので、絶縁フィルムを固定子鉄心に把持
させた後に、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを組付けることはできな
いが、それ以外は、実施の形態２の回転電機の固定子と同様の効果を有する。
【００４９】
　また、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを、固定子鉄心に組付けた後
で、絶縁フィルムを組付けることとなり、組付ける順序が明確になるので、生産性を向上
することが可能となる。
　また、各ヨーク側スリット溝の軸方向の長さを調節して、ヨーク側スリット溝の軸方向
における内側の面を、絶縁フィルムの差込部における軸方向の内側の辺に接すると、結線
側インシュレータと反結線側インシュレータとによる、絶縁フィルム保持の安定性が向上
する。
【００５０】
実施の形態５．
　本発明の実施の形態５に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造と、絶縁フィルムの突部とが異なる以外
、実施の形態１の回転電機の固定子と同様である。
　図２１は、本発明の実施の形態５に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図２１でも、コイルは省略している。
　図２２は、図２１のＡ－Ａ断面の模式図である。
　図２３は、本発明の実施の形態５に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１
０に相当する断面模式図である。
【００５１】
　図２２に示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ１８は、フィルム収納部１
８ｇにおける、周方向の外側の直線上の辺の部分から、バックヨーク接触部１８ａのコイ
ル側の面２ｈに対して斜めに且つ周方向の外側に延在するヨーク側スリット溝１８ｅが形
成されている。
　図２３に示すように、ヨーク側スリット溝１８ｅは、両矢印Ｅで示す軸方向がバックヨ
ーク接触部１８ａの固定子鉄心接触面２ｆまで延在している。
【００５２】
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、フィルム収納部における、
周方向の外側の直線上の辺の部分から、バックヨーク接触部のコイル側の面に対して斜め
に且つ周方向外側に延在するヨーク側スリット溝が形成されている。
　このヨーク側スリット溝も、軸方向がバックヨーク接触部の固定子鉄心接触面まで延在
している。
　そして、結線側インシュレータおよび反結線側インシュレータの各々の、各ヨーク側ス
リット溝とバックヨーク接触部のコイル側の面とのなす角度αは、鋭角である。
【００５３】
　図示しないが、本実施の形態の絶縁フィルム２０は、突部における差込部が延長部に対
して前もって折り曲げられていない以外、実施の形態１の絶縁フィルム４と同様である。
　図２２に示すように、本実施の形態では、絶縁フィルム２０の一端側の突部２０ａにお
ける延長部２０ｂから延在する差込部２０ｃが、結線側インシュレータ１８のヨーク側ス
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リット溝１８ｅに挿入されている。
　図示しないが、絶縁フィルム２０の他端側の突部２０ａにおける延長部２０ｂから延在
する差込部２０ｃが、反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝に挿入されている。
【００５４】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と反
結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、フィルム収納部における周方向
の外側の辺の部分から、バックヨーク接触部のコイル側の面に対する斜めの方向に延在し
ている以外、実施の形態１の回転電機の固定子と同様であるので、実施の形態１の回転電
機の固定子と同様の効果を有する。
　また、突部における差込部が、延長部に対して前もって折り曲げられていない絶縁フィ
ルムであっても、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとにより、安定して保
持できる。
　また、絶縁フィルムの突部の折り曲げ加工が不要となり生産性が向上する。
【００５５】
実施の形態６．
　本発明の実施の形態６に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造が異なる以外、実施の形態５の回転電機
の固定子と同様である。
　図２４は、本発明の実施の形態６に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図２４でも、コイルは省略している。
　図２５は、図２４のＡ－Ａ断面の模式図である。
　図２６は、本発明の実施の形態６に係わる固定子構成体における、実施の形態５の図２
３に相当する断面模式図である。
【００５６】
　図２６に示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ２２は、バックヨーク接触
部２２ａに形成されたヨーク側スリット溝２２ｅが、両矢印Ｅで示す軸方向において、バ
ックヨーク接触部２２ａの固定子鉄心接触面２ｆまで延在していない。すなわち、ヨーク
側スリット溝２２ｅの軸方向の長さが、フィルム収納部１８ｇにおける軸方向の外側の辺
から、バックヨーク接触部２２ａの固定子鉄心接触面２ｆまでの距離より短くなっている
。
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、バックヨーク接触部に形成
されたヨーク側スリット溝が、軸方向において、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面
まで延在していない。すなわち、ヨーク側スリット溝の軸方向の長さが、フィルム収納部
における軸方向の外側の辺から、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面までの距離より
短くなっている。
【００５７】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、
反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、軸方向の長さをフィルム収納
部における軸方向の外側の辺から固定子鉄心接触面までの距離より短くしている以外、実
施の形態５の回転電機の固定子と同様であるので、絶縁フィルムを固定子鉄心に把持させ
た後に、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを組付けることはできないが
、それ以外は、実施の形態５の回転電機の固定子と同様の効果を有する。
【００５８】
　また、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを、固定子鉄心に組付けた後
に、絶縁フィルムを組付けることとなり、組付ける順序が明確になるので、生産性を向上
することが可能となる。
　また、各ヨーク側スリット溝の軸方向の長さを調節して、ヨーク側スリット溝の軸方向
における内側の面を、絶縁フィルムの差込部における軸方向の内側の辺に接すると、結線
側インシュレータと反結線側インシュレータとによる、絶縁フィルム保持の安定性が向上
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する。
【００５９】
実施の形態７．
　本発明の実施の形態７に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造と、絶縁フィルムの突部とが異なる以外
、実施の形態１の回転電機の固定子と同様である。
　図２７は、本発明の実施の形態７に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図２７でも、コイルは省略している。
　図２８は、図２７のＣ－Ｃ断面の模式図である。
　図２９は、本発明の実施の形態７に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１
０に相当する断面模式図である。
【００６０】
　図２８と図２９とに示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ２６は、フィル
ム収納部２６ｇにおける、両矢印Ｅで示す軸方向の外側の辺の部分から、バックヨーク接
触部２６ａのコイル側の面２ｈに対して斜めに、且つ径方向外側に延在するヨーク側スリ
ット溝２６ｅが形成されている。
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、フィルム収納部における軸
方向の外側の辺の部分から、バックヨーク接触部のコイル側の面に対して斜めに、且つ径
方向外側に延在するヨーク側スリット溝が形成されている。
　そして、結線側インシュレータおよび反結線側インシュレータの、各ヨーク側スリット
溝とバックヨーク接触部のコイル側の面とのなす角度βは、鋭角である。
【００６１】
　図示しないが、本実施の形態の絶縁フィルム２８は、突部が、延長部と延長部の軸方向
外側にある差込部とで形成されている以外、実施の形態１の絶縁フィルム４と同様である
。
　図２８に示すように、本実施の形態では、絶縁フィルム２８の一端側の突部２８ａにお
ける延長部２８ｂの先端にある差込部２８ｃが、結線側インシュレータ２６のヨーク側ス
リット溝２６ｅに挿入されている。
　図示しないが、絶縁フィルム２８の他端側の突部２８ａにおける延長部２８ｂの先端に
ある差込部２８ｃが、反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝に挿入されている。
【００６２】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、
反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、フィルム収納部における軸方
向の外側の辺の部分から、バックヨーク接触部のコイル側の面に対して斜めに且つ径方向
外側に延在しており、絶縁フィルムの突部が、延長部と延長部の軸方向外側にある差込部
とで形成されている以外、実施の形態１の回転電機の固定子と同様であるので、実施の形
態１の回転電機の固定子と同様の効果を有する。
【００６３】
　また、絶縁フィルムの突部における差込部が、延長部に対して前もって折り曲げられて
いなくても、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとにより、絶縁フィルムを
安定して保持できる。それと、絶縁フィルムの突部の折り曲げ加工が不要であるので、生
産性が向上する。
　また、結線側インシュレータおよび反結線側インシュレータにおいて、各ヨーク側スリ
ット溝における絶縁フィルムの差込部が挿入される口が、各ヨーク側スリット溝の軸方向
の内側にあるので、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを固定子鉄心に組
付をすると同時に、絶縁フィルムの差込部を、各ヨーク側スリット溝に挿入することが可
能となり、生産性が向上する。
【００６４】
実施の形態８．
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　本発明の実施の形態８に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造と、絶縁フィルムの突部とが異なる以外
、実施の形態１の回転電機の固定子と同様である。
　図３０は、本発明の実施の形態８に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図３０でも、コイルは省略している。
　図３１は、図３０のＡ－Ａ断面の模式図である。
　図３２は、本発明の実施の形態８に係わる固定子構成体における、実施の形態１の図１
０に相当する断面模式図である。
【００６５】
　図３１に示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ３０は、フィルム収納部３
０ｇにおける、周方向の内側の直線上の辺の部分から、バックヨーク接触部３０ａのコイ
ル側の面２ｈに対して斜めに且つ周方向外側に延在するヨーク側スリット溝３０ｅが形成
されている。
　図３２に示すように、ヨーク側スリット溝３０ｅは、両矢印Ｅで示す軸方向がバックヨ
ーク接触部３０ａの固定子鉄心接触面２ｆまで、延在している。
【００６６】
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、フィルム収納部における、
周方向の内側の直線上の辺の部分から、バックヨーク接触部のコイル側の面に対して斜め
に且つ周方向外側に延在するヨーク側スリット溝が形成されている。
　このヨーク側スリット溝も、軸方向がバックヨーク接触部の固定子鉄心接触面まで、延
在している。
　そして、結線側インシュレータおよび反結線側インシュレータの、各ヨーク側スリット
溝とバックヨーク接触部のコイル側の面とのなす角度γは、鋭角である。
【００６７】
　図示しないが、本実施の形態の絶縁フィルム３２は、突部が、延長部と延長部における
周方向の内側の辺の部分から延在している差込部とで形成されている以外、実施の形態１
の絶縁フィルム４と同様である。
　図３１に示すように、本実施の形態では、絶縁フィルム３２の一端側の突部３２ａにお
ける差込部３２ｃが、延長部３２ｂとの境界線で、両矢印Ｄで示す周方向の外側に折り曲
げられて、結線側インシュレータ３０のヨーク側スリット溝３０ｅに挿入されている。
　図示しないが、絶縁フィルム３２の他端側の突部３２ａにおける差込部３２ｃが、延長
部３２ｂとの境界線で、周方向の外側に折り曲げられて、反結線側インシュレータのヨー
ク側スリット溝に挿入されている。
　絶縁フィルム３２は、各差込部３２ｃを、前もって折り曲げていても良い。
【００６８】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、
反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、フィルム収納部における周方
向の内側の辺の部分から、バックヨーク接触部のコイル側の面に対して斜めに且つ周方向
外側に延在しており、絶縁フィルムの突部が、延長部と延長部の周方向の内側の辺の部分
から延在している差込部とで形成されており、差込部が、延長部との境界線で周方向の外
側に折り曲げられて、ヨーク側スリット溝に挿入されている以外、実施の形態１の回転電
機の固定子と同様であるので、実施の形態１の回転電機の固定子と同様の効果を有する。
　それと、ヨーク側スリット溝が、周方向に延在しているので、絶縁フィルムの、結線側
インシュレータと反結線側インシュレータとでの保持が、より強固になる。
【００６９】
実施の形態９．
　本発明の実施の形態９に係わる回転電機の固定子は、結線側インシュレータおよび反結
線側インシュレータのヨーク側スリット溝の構造が異なる以外、実施の形態８の回転電機
の固定子と同様である。
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　図３３は、本発明の実施の形態９に係わる回転電機の固定子を形成する固定子構成体に
おける、結線側インシュレータのフィルム収納部の近傍を示す斜視模式図である。
　図３３でも、コイルは省略している。
　図３４は、図３３のＡ－Ａ断面の模式図である。
　図３５は、本発明の実施の形態９に係わる固定子構成体における、実施の形態８の図３
２に相当する断面模式図である。
【００７０】
　図３５に示すように、本実施の形態の結線側インシュレータ３４は、バックヨーク接触
部３４ａに形成されたヨーク側スリット溝３４ｅが、両矢印Ｅで示す軸方向において、バ
ックヨーク接触部３４ａの固定子鉄心接触面２ｆまで延在していない。すなわち、ヨーク
側スリット溝３４ｅの軸方向の長さが、フィルム収納部３４ｇにおける軸方向の外側の辺
から、バックヨーク接触部３４ａの固定子鉄心接触面２ｆまでの距離より短くなっている
。
　図示しないが、本実施の形態の反結線側インシュレータも、バックヨーク接触部に形成
されたヨーク側スリット溝が、軸方向において、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面
まで延在していない。すなわち、ヨーク側スリット溝の軸方向の長さが、フィルム収納部
における軸方向の外側の辺から、バックヨーク接触部の固定子鉄心接触面までの距離より
短くなっている。
【００７１】
　本実施の形態の回転電機の固定子は、結線側インシュレータのヨーク側スリット溝と、
反結線側インシュレータのヨーク側スリット溝との各々が、軸方向の長さをフィルム収納
部における軸方向の外側の辺から固定子鉄心接触面までの距離より短くしている以外、実
施の形態８の回転電機の固定子と同様であるので、絶縁フィルムを固定子鉄心に把持させ
た後に、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを組付けることはできないが
、それ以外は、実施の形態８の回転電機の固定子と同様の効果を有する。
【００７２】
　また、結線側インシュレータと反結線側インシュレータとを、固定子鉄心に組付けた後
で、絶縁フィルムを組付けることとなり、組付ける順序が明確になるので、生産性を向上
することが可能となる。
　また、各ヨーク側スリット溝の軸方向の長さを調節して、ヨーク側スリット溝の軸方向
における内側の面を、絶縁フィルムの差込部における軸方向の内側の辺に接すると、結線
側インシュレータと反結線側インシュレータとによる、絶縁フィルム保持の安定性が向上
する。
【００７３】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明の回転電機の固定子は、巻線スペースを最大限に確保して、コイルの占積率を向
上できるとともに、固定子鉄心のティース部の周方向の幅が狭くなるのを防止し、且つ、
絶縁フィルムがずれるのを防止したものであるので、生産性が優れるとともに、高性能が
要求される回転電機に利用できる。
【符号の説明】
【００７５】
　１　固定子鉄心、１ａ　バックヨーク部、１ｂ　ティース部、
１ｃ　ティース先端シュー、２　結線側インシュレータ、２ａ　バックヨーク接触部、
２ｂ　ティース接触部、２ｃ　先端シュー接触部、２ｄ　先端シュー側スリット溝、
２ｅ　ヨーク側スリット溝、２ｆ　固定子鉄心接触面、２ｇ　フィルム収納部、
２ｈ　コイル側の面、２ｉ　外周面、２ｊ　コイル側の面、
３　反結線側インシュレータ、３ａ　バックヨーク接触部、３ｂ　ティース接触部、
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３ｃ　先端シュー接触部、３ｄ　先端シュー側スリット溝、３ｅ　ヨーク側スリット溝、
３ｆ　固定子鉄心接触面、３ｇ　フィルム収納部、３ｈ　コイル側の面、
３ｊ　コイル側の面、４　絶縁フィルム、４ａ　突部、４ｂ　延長部、４ｃ　差込部、
４ｅ　ヨーク配置部、４ｆ　ティース本体配置部、４ｇ　先端シュー配置部、
５ａ　内周壁面、５ｂ　側壁面、５ｃ　対向面、６　結線側インシュレータ、
６ａ　バックヨーク接触部、６ｅ　ヨーク側スリット溝、１０　結線側インシュレータ、
１０ａ　バックヨーク接触部、１０ｅ　ヨーク側スリット溝、
１４　結線側インシュレータ、１４ａ　バックヨーク接触部、
１４ｅ　ヨーク側スリット溝、１８　結線側インシュレータ、
１８ａ　バックヨーク接触部、１８ｅ　ヨーク側スリット溝、１８ｇ　フィルム収納部、
２０　絶縁フィルム、２０ａ　突部、２０ｂ　延長部、２０ｃ　差込部、
２２　結線側インシュレータ、２２ａ　バックヨーク接触部、
２２ｅ　ヨーク側スリット溝、２６　結線側インシュレータ、
２６ａ　バックヨーク接触部、２６ｅ　ヨーク側スリット溝、２６ｇ　フィルム収納部、
２８　絶縁フィルム、２８ａ　突部、２８ｂ　延長部、２８ｃ　差込部、
３０　結線側インシュレータ、３０ａ　バックヨーク接触部、
３０ｅ　ヨーク側スリット溝、３０ｇ　フィルム収納部、３２　絶縁フィルム、
３２ａ　突部、３２ｂ　延長部、３２ｃ　差込部、３４　結線側インシュレータ、
３４ａ　バックヨーク接触部、３４ｇ　フィルム収納部、３４ｅ　ヨーク側スリット溝、
１００　固定子構成体。

【図１】 【図２】
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