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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コンパクトなステータコイルを有する回転電機
を提供する。
【解決手段】ステータコイル１０は、並列に配列された
複数本の導体線を電気角πピッチで軸方向へ折り返しつ
つ１周以上周回するベルト状の巻線帯と、この巻線帯の
端部にて同相でかつスロットの同階層に配置された一対
の導体線同士を接続する同階層渡り部１５とで構成する
。このようにすれば、コンパクトに多相ステータコイル
を構成することができる。
【選択図】図１



(2) JP 2008-113539 A 2008.5.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状の固定子鉄心の多数のスロットに収容される多相のステータコイルを有する交流
回転電機において、
　前記ステータコイルは、
　それぞれ電気角略π離れた前記スロットに順次収容されるとともに並列に配列された複
数本の導体線により構成されて前記固定子鉄心を電気角略πのピッチで軸方向へ折り返し
つつ２周以上周回するベルト状の巻線帯と、
　前記固定子鉄心の一端面の外側に配設されて前記各導体線の端部のうち互いに電気角π
離れた同相端部同士を接続する複数本の渡り導体部からなるとともに、前記巻線帯の前記
導体線に対して別体に形成されて前記巻線帯の端部に接合されるかあるいは前記巻線帯の
導体線の一部により構成される同階層渡り部と、
　を有し、
　前記同階層渡り部の前記渡り導体部は、
　前記各スロットの同一階層から突出する前記各導体線の同相端部同士を接続し、
　前記導体線は、
　互いに電気角π離れた同相の前記スロットの異なる２つの階層に順次収容される多数の
スロット導体部と、互いに電気角π離れた同相の前記スロットの異なる２つの階層に収容
された一対のスロット導体部の端部同士を前記固定子鉄心の軸方向外側にて連ねてコイル
エンド部分をなす異階層渡り部とを有することを特徴とする交流回転電機。
【請求項２】
　請求項１記載の交流回転電機において、
　前記同階層渡り部の前記渡り導体部は、
　前記巻線帯の前記導体線に対して別体に形成されて前記巻線帯の端部に接合される交流
回転電機。
【請求項３】
　請求項１乃至２記載の交流回転電機において、
　前記巻線帯の端部は、
　前記スロットの多数の階層のうち、径方向最内側の最内層及び径方向最外側の最外層の
いずれかに収容された前記各導体線から突出する前記各導体線の端部により構成されてい
る交流回転電機。
【請求項４】
　請求項１乃至３記載の交流回転電機において、
　前記同階層渡り部の前記各渡り導体部は、
　前記各導体線のコイルエンド部分をなす異階層渡り部の軸方向外側に突出する前記導体
線の前記端部からなる突出導体部と軸方向における重なる位置に配置されて少なくとも周
方向に延在する交流回転電機。
【請求項５】
　請求項４記載の交流回転電機において、
　前記渡り導体部は、
　略周方向へ延在する中央部と、前記中央部の両端に個別に連なって少なくとも軸方向へ
延在する一対の端部とからなる略コ字形状を有し、
　前記一対の端部は、
　前記導体線の端部の先端に隣接する位置へ向けて延在して前記導体線の端部の先端に連
結される交流回転電機。
【請求項６】
　請求項５記載の交流回転電機において、
　互いに異なる相の前記渡り導体部の前記中央部は、軸方向異なる位置かつ径方向等位置
に配置されている交流回転電機。
【請求項７】
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　請求項４記載の交流回転電機において、
　前記渡り導体部は、
　周方向一方向きかつ軸方向内側へ延在する一半部と、前記一半部の端部から周方向一方
向きかつ前記軸方向外側へ延在する他半部とからなる略Ｖ字形状を有し、
　前記渡り導体部の一半部と他半部とは、
　径方向へ少なくとも前記渡り導体部の径方向厚さ以上離れて延在している交流回転電機
。
【請求項８】
　請求項７記載の交流回転電機において、
　互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記一半部は、端部を除いて径方向等位置に配置
され、
　互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記他半部は、端部を除いて径方向等位置に配置
され、
　前記一半部と前記他半部とは、径方向に隣接配置されている交流回転電機。
【請求項９】
　請求項４記載の交流回転電機において、
　前記各渡り導体部は、
　周方向一方向きかつ径方向外側へ延在する一半部と、前記一半部の端部から周方向一方
向きかつ前記径方向他方側に延在する他半部とからなる略Ｖ字形状を有し、
　前記渡り導体部の一半部と他半部とは、軸方向に少なくとも前記渡り導体部の軸方向厚
さ以上離れて延在している交流回転電機。
【請求項１０】
　請求項９記載の交流回転電機において、
　互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記一半部は、端部を除いて軸方向等位置に配置
され、
　互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記各他半部は、端部を除いて軸方向等位置に配
置され、
　前記一半部と前記他半部とは、軸方向に隣接配置されている交流回転電機。
【請求項１１】
　請求項1乃至１０記載の交流回転電機において、
　前記同階層渡り部は、
　前記巻線帯のコイルエンド部分をなす前記異階層渡り部と径方向に重なる位置に配列さ
れている交流回転電機。
【請求項１２】
　請求項1乃至１１記載の交流回転電機において、
　前記巻線帯は、
　Ｎ（Ｎは１以上の整数）周目の終端をなす前記スロット導体部と、Ｎ＋１周目の始端を
なす前記スロット導体部とを連ねる前記異階層渡り部である周端異階層渡り部を有して前
記固定子鉄心を２周以上周回し、
　前記周端異階層渡り部は、
　他の前記異階層渡り部とは軸方向に見て形状が異なるとともに、前記他の異階層渡り部
が配置されていない部位に配置されている交流回転電機。
【請求項１３】
　請求項１２記載の交流回転電機において、
　前記Ｎ周目の他の異階層渡り部は、
　周方向一端側のＭ番目の階層に収容された前記スロット導体部と、周方向他端側のＭ＋
１番目の階層に収容された前記スロット導体部とを連ね、
　前記Ｎ＋１周目のその他の異階層渡り部は、
　周方向一端側のＭ＋２番目の階層に収容された前記スロット導体部と、周方向他端側の
Ｍ＋３番目の階層に収容された前記スロット導体部とを連ね、
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　前記周端異階層渡り部は、
　周方向一端側のＭ＋２番目の階層に収容された前記スロット導体部と、周方向他端側の
Ｍ＋１番目の階層に収容された前記スロット導体部とを連ねる交流回転電機。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか記載の交流回転電機において、
　前記導体線及び渡り導体部は、平角線からなる交流回転電機。
【請求項１５】
　車両用交流発電機をなす請求項１乃至１４のいずれか記載の交流回転電機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は交流回転電機の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人の出願になる特許文献３は、電気角π（１磁極ピッチ）に相当する距離だけ離
れて平行する一対の長い脚部を有するＵ字状導体（以下、ロングＵ字セグメントとも言う
）を、そのＵ字状頭部側から所定位置にて脚部延在方向（ステータコア装着状態では軸方
向）と直角の方向（ステータコア装着状態では周方向又は接線方向）へ１磁極ピッチづつ
ずらした後、脚部延在方向へ折り返す処理を順次行うことにより、１相分の波巻巻線（波
巻相巻線とも言う）を展開した形状の展開コイルを構成し、この展開コイルを円筒状に丸
めて波巻相巻線を形成し、必要相数の波巻相巻線を互いに相間電気角に等しい所定ピッチ
だけ周方向へずれた状態にて配置して円筒状の多相ステータコイルを形成し、この多相ス
テータコイルをステータコアの径方向内側に開口する各スロットの開口（スロット開口と
も言う）から各スロット内に押し込む技術（以下、折り返し型ステータコイルとも言う）
を提案している。なお、上記した軸方向への折り返しは、折り畳み状に折り返されるので
は無く、板に巻き付けるように折り返される。
【０００３】
　更に説明すると、このステータコイルの１ターンは、スロット内の径方向における所定
の導体収容位置（この明細書では「層」とも言う）に収容されて互いに略１磁極ピッチ離
れた一対のスロット導体部と、互いに略１磁極ピッチ離れた一対のスロット導体部同士を
スロット外で結ぶ一対の渡り部とからなる。この折り返し型ステータコイルは、回転子の
ＮＳ極の磁極ピッチに対応して離間した２つのスロットの径方向等位置（同層と称する）
のスロット導体部同士を直列接続する一個の同階層渡り部と、回転子のＮＳ極の磁極ピッ
チに対応して離間した２つのスロットの径方向異なる位置（異層と称する）のスロット導
体部同士を直列接続する渡り部（異階層渡り部とも言う）とを有し、これらの渡り部は、
固定子鉄心の軸方向両側にそれぞれコイルエンドを形成する。
【０００４】
　その他、上記した特許文献１の折り返し型ステータコイルと同様のステータコイルが下
記の特許文献２、３に記載されている。
【特許文献１】特許3476416号公報
【特許文献２】US6930426
【特許文献３】特開２００４－８８９９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献３によれば、展開したコイルをステータに層状に巻装した後、
両端部を接続しなければならないという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献２によれば、蛇行巻きしただけであるためコイルエンドが大型となると
いう問題があった。更に、特許文献３によれば、接続部形状が大きくなるという問題があ
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った。また、各相ごとに少なくとも一個設けられる同階層渡り部は、同層の一対のスロッ
ト内導体を繋ぐべく周方向へ延在するため、隣接する他の渡り部と空間的に干渉してしま
うため、同階層渡り部やそれに隣接する他の渡り部を径方向内側へ大きく曲げることによ
り、同階層渡り部の上記空間的干渉を回避していた、しかしながら、このように渡り部を
径方向内側へ大きく曲げると、渡り部とロータ外周面との空間的干渉問題が新たに派生し
、その結果としてロータ設計の困難化やステータ内へのロータ挿入作業の複雑化などの問
題も生じさせる。
【０００７】
　本発明は上記問題点に鑑みなされたものであり、同階層渡り部の空間干渉を回避しつつ
コンパクトで製造容易化なステータコイルをもつ交流回転電機を提供することをその目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する本発明は、円筒状の固定子鉄心の多数のスロットに収容される多相
のステータコイルを有する回転電機において、前記ステータコイルは、それぞれ電気角略
π離れた前記スロットに順次収容されるとともに並列に配列された複数本の導体線により
構成されて前記固定子鉄心を電気角略πのピッチで軸方向へ折り返しつつ２周以上周回す
るベルト状の巻線帯と、前記固定子鉄心の一端面の外側に配設されて前記各導体線の端部
のうち互いに電気角π離れた同相端部同士を接続する複数本の渡り導体部からなるととも
に、前記巻線帯の前記導体線に対して別体に形成されて前記巻線帯の端部に接合されるか
あるいは前記巻線帯の導体線の一部により構成される同階層渡り部とを有し、前記同階層
渡り部の前記渡り導体部は、前記各スロットの同一階層から突出する前記各導体線の同相
端部同士を接続し、前記導体線は、互いに電気角π離れた同相の前記スロットの異なる２
つの階層に順次収容される多数のスロット導体部と、互いに電気角π離れた同相の前記ス
ロットの異なる２つの階層に収容された一対のスロット導体部の端部同士を前記固定子鉄
心の軸方向外側にて連ねてコイルエンド部分をなす異階層渡り部とにより構成されること
を特徴としている。
【０００９】
　なお、良く知られているように、スロットは、インナーロータ型では円筒状の固定子鉄
心の内周面に開口し、アウターロータ型ではその外周面に開口している。以下、インナー
ロータ型を例として本発明を説明する。
【００１０】
　すなわち、この発明の回転電機は、並列に配列された導体線を電気角πごとに折り返し
つつ周方向一方側へ進行させて環状に形成してなるベルト状の巻線帯の端部と、同階層渡
り部とを用いてステータコイルを構成する。
【００１１】
　同階層渡り部は、並列に配列された複数の渡り導体部からなり、好適には渡り導体部の
本数は、巻線帯を構成する導体線の半分の本数とされる。
【００１２】
　渡り導体部は、巻線帯の端部をなす各導体線の端部のうち、同相で電気角π離れた一対
の導体線端部同士を接続する。このため、導体線及び渡り導体部は、電気角２πにわたっ
て配置されることが好適である。
【００１３】
　巻線帯は、並列に配列された複数の導体線からなり、各導体線は、スロット内のスロッ
ト導体部と、スロット導体部間を連ねてコイルエンドをなす異階層渡り部とを交互に接続
してなる。一つの異階層渡り部の両側に連なる一対のスロット導体部は、電気角略π離れ
、かつ、スロット内の異なる２つの階層（好適には径方向に隣接する２つの階層）に個別
に収容される。複数の導体線からなる巻線帯は、互いに平行して波巻き状にあるいは重ね
巻き状に進行することができる。
【００１４】
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　このようにすれば、簡素な形状の波巻きステータコイルを構成することができる。また
、同階層渡り部は、コイルエンドをなす異階層渡り部と異なる位置にて周方向に渡るため
、同階層渡り部と異階層渡り部との空間干渉を避けることができ、かつ、大きな断面積の
導体線からなる巻線帯の異階層渡り部をコイルエンド部分に整然と整列させることができ
、コイルエンドの小型化が可能となる。
【００１５】
　なお、スロット導体部及び異階層渡り部をなし巻線帯の一部をなす導体線の２本と、そ
れらを連ねる一本の同階層渡り部としての渡り導体部とは、一本の導体線を中央部で曲げ
て構成することができる。
【００１６】
　好適な態様において、前記同階層渡り部の前記渡り導体部は、前記巻線帯の前記導体線
に対して別体に形成されて前記巻線帯の端部に接合される。このようにすれば、複雑な形
状加工が必要な同階層渡り部を巻線帯とは別に成形することができるため、製造作業が容
易となる。
【００１７】
　好適な態様において、前記巻線帯の端部は、前記スロットの多数の階層のうち、径方向
最内側の最内層及び径方向最外側の最外層のいずれかに収容された前記各導体線から突出
する。このようにすれば、同階層渡り部をなす各渡り導体部と巻線帯の端部との接続が容
易となる。
【００１８】
　好適な態様において、前記同階層渡り部の前記各渡り導体部は、前記各導体線のコイル
エンド部分をなす異階層渡り部の軸方向外側に突出する前記導体線の前記端部からなる突
出導体部と軸方向における重なる位置に配置されて少なくとも周方向に延在する。これに
より、同階層渡り部の配置により、ステータコイルの軸方向全長が増大することを防止す
ることができる。
【００１９】
　好適な態様において、前記渡り導体部は、略周方向へ延在する中央部と、前記中央部の
両端に個別に連なって少なくとも軸方向へ延在する一対の端部とからなる略コ字形状を有
し、前記一対の端部は、前記導体線の端部の先端に隣接する位置へ向けて延在して前記導
体線の端部の先端に連結される。このようにすれば、同階層渡り部を構成する各渡り導体
部をコンパクトに配置することができる。
【００２０】
　好適な態様において、互いに異なる相の前記渡り導体部の前記中央部は、軸方向異なる
位置かつ径方向等位置に配置されている。このようにすれば、同階層渡り部を構成する各
渡り導体部をコンパクトに配置することができる。
【００２１】
　好適な態様において、前記渡り導体部は、周方向一方向きかつ軸方向内側へ延在する一
半部と、前記一半部の端部から周方向一方向きかつ前記軸方向外側へ延在する他半部とか
らなる略Ｖ字形状を有し、前記渡り導体部の一半部及び他半部は、互いに径方向へ少なく
とも前記渡り導体部の径方向厚さ以上離れて延在している。これにより、同階層渡り部を
構成する各渡り導体部をコンパクトに配置することができる。
【００２２】
　好適な態様において、互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記一半部は、端部を除い
て径方向等位置に配置され、互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記他半部は、端部を
除いて径方向等位置に配置され、前記一半部及び前記他半部は、互いに径方向に隣接配置
されている。これにより、同階層渡り部を構成する各渡り導体部をコンパクトに配置する
ことができる。
【００２３】
　好適な態様において、前記各渡り導体部は、周方向一方向きかつ径方向外側へ延在する
一半部と、前記一半部の端部から周方向一方向きかつ前記径方向他方側に延在する他半部



(7) JP 2008-113539 A 2008.5.15

10

20

30

40

50

とからなる略Ｖ字形状を有し、前記渡り導体部の一半部と他半部とは、軸方向に少なくと
も前記渡り導体部の軸方向厚さ以上離れて延在している。これにより、同階層渡り部を構
成する各渡り導体部をコンパクトに配置することができる。
【００２４】
　好適な態様において、互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記一半部は、端部を除い
て軸方向等位置に配置され、互いに異なる相の前記各渡り導体部の前記各他半部は、端部
を除いて軸方向等位置に配置され、前記一半部と前記他半部とは、軸方向に隣接配置され
ている。これにより、同階層渡り部を構成する各渡り導体部をコンパクトに配置すること
ができる。
【００２５】
　好適な態様において、前記同階層渡り部は、前記巻線帯のコイルエンド部分をなす前記
異階層渡り部と径方向に重なる位置に配列されている。これにより、同階層渡り部を構成
する各渡り導体部をコンパクトに配置することができ、回転電機の更なる体格縮小が可能
となる。
【００２６】
　なお、この態様において、同階層渡り部をステータコアのバックヨークの側方に配置す
るに際して同階層渡り部の径方向必要長がバックヨークのそれよりも大きい場合には、円
筒状のハウジングのうち、同階層渡り部に隣接する部位のみ径方向に突設してもよい。ま
た、同階層渡り部とハウジングの内周面とを熱伝導性絶縁フィルムを介して密着させてス
テータコイルの放熱性を向上することもできる。
【００２７】
　好適な態様において、前記巻線帯は、Ｎ（Ｎは１以上の整数）周目の終端をなす前記ス
ロット導体部と、Ｎ＋１周目の始端をなす前記スロット導体部とを連ねる前記異階層渡り
部である周端異階層渡り部を有して前記固定子鉄心を２周以上周回し、前記周端異階層渡
り部は、他の前記異階層渡り部とは軸方向に見て形状が異なるとともに、前記他の異階層
渡り部が配置されていない部位に配置されている。これにより、巻線帯のＮ周目とＮ＋１
周目との境界部におけるコイルエンド（異階層渡り部）のコンパクトな収容が可能となる
。
【００２８】
　好適な態様において、前記Ｎ周目の他の異階層渡り部は、周方向一端側のＭ番目の階層
に収容された前記スロット導体部と、周方向他端側のＭ＋１番目の階層に収容された前記
スロット導体部とを連ね、前記Ｎ＋１周目のその他の異階層渡り部は、周方向一端側のＭ
＋２番目の階層に収容された前記スロット導体部と、周方向他端側のＭ＋３番目の階層に
収容された前記スロット導体部とを連ね、前記周端異階層渡り部は、周方向一端側のＭ＋
２番目の階層に収容された前記スロット導体部と、周方向他端側のＭ＋１番目の階層に収
容された前記スロット導体部とを連ねる。このようにすれば、巻線帯のＮ周目とＮ＋１周
目との境界部におけるコイルエンド（異階層渡り部）のコンパクトな収容が可能となる。
【００２９】
　好適な態様において、前記導体線及び渡り導体部は、平角線からなる。これにより、ス
ロット占積率を向上することができる。
【００３０】
　（その他の態様）
　この発明のステータコイルは、予め予め形状をほとんど乃至完全に完成させた巻線帯乃
至巻線帯＋同階層渡り部を各スロットに収容するため、スロットは、この種のほぼ乃至完
全に成形されたステータコイルを押し込むことが可能な形状、構造をもつ。たとえば、幅
広のスロット開口をもつオープンスロットの両側のティース先端部を塑性変形させてスロ
ット開口を狭窄することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明のステータコイルを用いた車両用交流発電機の好適実施態様を図面を参照
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して説明する。ただし、本発明のステータコイルは、下記実施例に限定されるものではな
く、交流回転電機のステータコイルに広く採用されることができる。
【００３２】
　（実施例１）
　（全体構成）
　全体構成を説明する。
【００３３】
　図１はこの発明の実施形態に係るステータコイルが巻装された車両用交流発電機を示す
縦断面図である。この車両用交流発電機は、椀状のエンドフレームであるプーリ側フレー
ム１および反プーリ側フレーム２と、プーリ側フレーム１及び反プーリ側フレーム２に軸
受け３、４を介して回転自在に支承される回転軸５と、プーリ側フレーム１から突出する
回転軸５の先端部に固定されたプーリ６と、回転軸５に固定されたランデル型回転子（ロ
ータ）７と、ロータ７を包囲する位置にてプーリ側フレーム１および反プーリ側フレーム
２に挟持される固定子（ステータ）８とを備えている。
【００３４】
　固定子８は、後述するように、円筒状の固定子鉄心（ステータコア）９と、固定子鉄心
９に巻装された固定子巻線（ステータコイル）１０とにより構成されている。固定子巻線
１０は、固定子鉄心９からプーリ６側に突出する第１のコイルエンド１１と、固定子鉄心
９から反プーリ側に突出する第２のコイルエンド１２とを有している。
【００３５】
　この種のランデル型回転子７をもつ車両用交流発電機は当業者に広く知られているため
、これ以上の構造及び動作の説明は省略する。
【００３６】
　（固定子８）
　固定子８を図２を参照して更に詳しく説明する。
【００３７】
　固定子鉄心９は毎極毎相２スロットをもち、固定子巻線１０は２組の３相波巻巻線から
なる。固定子巻線１０はその相数に等しい複数相の相巻線により構成される。
【００３８】
　図２は固定子巻線１０の１つの相巻線の空間配置を示すための固定子８の側面図である
。一つの相巻線は、互いに電気角π離れた２つの同相スロットに順次波巻き（重ね巻きで
もよい）された２つの部分コイルを同階層渡り部をなす渡り導体部により直列接続して構
成されている。
【００３９】
　この実施形態では、固定子鉄心９は、毎極毎相２個のスロット９１を有し、ロータ７の
磁極数は１６極とされている。このため、スロット９１の総数は９６である。各相巻線は
、絶縁膜により被覆された通常、平角線と呼ばれる断面矩形の銅線（連続導体線）により
それぞれ構成されている。相巻線は、スロット９１から出た後で折り返して電気角π離れ
た次のスロット９１に戻る。相巻線の形成、配置方法自体は、既述した本出願人の出願に
なる特許文献１の方法と本質的に同じとすることができるため、必要であれば特許文献１
を参照されたい。
【００４０】
　（相巻線）
　固定子巻線１０の一つの相巻線を図２を参照して更に詳しく説明する。
【００４１】
　相巻線は、固定子鉄心９のスロット９１にインシュレータを介して収容されている。図
２では、一つの相巻線だけが図示されている。各相巻線はそれぞれ、スロット９１内に径
方向へ順番に配置された４つの導体収容位置（階層とも呼ぶ））に分かれて収容されるス
ロット導体部１３と、互いに１磁極ピッチ（６スロットピッチ）離れた２つのスロット９
１、９１に収容された一対のスロット導体部１３の軸方向同一側の端部同士を連ねる渡り
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導体部（本発明で言う異階層渡り部）１４とからなる巻線帯と、巻線帯の端部を構成する
各導体線の端部のうち同相の一対の端部同士を接続する渡り導体部からなる同階層渡り部
１５とをもつ。したがって、同階層渡り部１５は、互いに並列に配置されて巻線帯を構成
する合計１２本の導体線の半分の数である６本の渡り導体部により構成される。
【００４２】
　また、相巻線は、巻線帯の互いに電気角π離れた２本の連続線の一端側の両端部により
構成される一対の相端末１６、１７も有する。なお、巻線帯の互いに電気角π離れた２本
の連続線の他端側の両端部は、同階層渡り部（渡り導体部）１５により連結されている。
相端末１６は、この実施例では、相出力端子としての出力引き出し線をなし、相端末１７
はこの実施例では中性点に接続される。一対の相端末１６、１７は６スロットピッチ離れ
て最外層に配置されている。一対の黒丸は後述する折り返し結線部１８を示す。
【００４３】
　（スロット導体部１３）
　スロット導体部１３を説明する。
【００４４】
　図２に示す一つの相巻線は、１６スロット×４階層＝６４個のスロット導体部１３と、
これら各スロット導体部と交互に直列接続された６２個の異階層渡り部１４とからなり、
巻線帯の一部をなす２本の連続線と、これら２本の連続線の径方向内側の端部を連ねて同
階層渡り部の一部をなす一つの渡り導体部１５とをもつ。
【００４５】
　更に説明すると、この相巻線は、第１スロット導体部１３ー１から第３２スロット導体
部１３ー３２までをそれぞれ異階層渡り部をなす渡り部１４により接続してなる第１連続
線部と、第３３スロット導体部１３ー３３から第６４スロット導体部１３ー６４までをそ
れぞれ異階層渡り部をなす渡り部１４により接続してなる第２連続線部と、同階層渡り部
１５をなす渡り導体部１５とにより構成されている。
【００４６】
　図２に示すように、第１連続線部のスロット導体部１３と、第２連続線部のスロット導
体部１３とは、同一のスロット９１内において径方向に隣接する層（導体収容位置）に配
置されている。各スロット９１の同階層の導体収容位置は、第１連続線部のスロット導体
部１３と、第２連続線部のスロット導体部１３とにより交互に占有されている。
【００４７】
　（異階層渡り部をなす渡り部１４）
　固定子鉄心９のプーリ側の端面から出た多数の渡り部（異階層渡り部）１４は、第１の
コイルエンド１１を構成している。固定子鉄心９の反プーリ側の端面から出た多数の渡り
部（異階層渡り部）１４は、第２のコイルエンド１２を構成している。図２において、実
線は相端末側（第２のコイルエンド１２側）の渡り部（異階層渡り部）１４と渡り導体部
（同階層渡り部）１５とを示しており、破線は反相端末側（第１のコイルエンド１１側）
の渡り部（異階層渡り部）１４を示している。
【００４８】
　渡り部（異階層渡り部）１４は、一つのスロット導体部１３の端部言い換えれば一つの
スロット９１の開口端から軸方向及び周方向に対して所定角度傾斜して軸方向外側へ向か
いつつ周方向一方側へ３スロットピッチ進行する往き斜行部と、軸方向及び周方向に対し
て所定角度傾斜して軸方向内側へ向かいつつ周方向一方側に３スロットピッチ進行しても
う一つのスロット導体部１３の端部言い換えればもう一つのスロット９１の開口端に達す
る帰り斜行部と、往き斜行部から帰り斜行部との間を連ねるターン部とを有する。
【００４９】
　渡り部（異階層渡り部）１４の往き斜行部と帰り斜行部とは径方向に１階層分だけ離れ
ている。ターン部は、導体進行方向を軸方向に反転させるとともに径方向へ１層分だけず
らせるように連続線を折り返して形成されている。
【００５０】
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　周方向一方側に斜設された一つの渡り部（異階層渡り部）１４の帰り斜行部が、周方向
一方側に隣接して周方向一方側に斜設された他の渡り部（異階層渡り部）１４の往き斜行
部と空間的に干渉しないように、上記一つの渡り部１４の帰り斜行部は上記他の渡り部１
４の往き斜行部の径方向１層離れた位置にて配置され、径方向に見てこれら他の渡り部１
４の往き斜行部と交差している。
【００５１】
　破線で示すプーリ側の渡り部１４は、相端末１６側から数えて４層と３層とを接続する
３－４層渡り部１４－１と、２層と１層とを接続する１－２層渡り部１４－２とをもつ。
実線で示す反プーリ側の渡り部１４は、相端末１６側から数えて３層と４層とを接続する
３－４層渡り部１４－１と、１層と２層とを接続する１－２層渡り部１４－２と、３層と
２層とを接続する２－３層渡り部１４ー３とをもつ。２－３層渡り部１４ー３は、後述す
る同階層渡り部を構成する一対の突出導体部１９の径方向外側に隣接して第２層と第３層
とを接続している。
【００５２】
　これらの渡り部１４により、第１のコイルエンド１１と第２のコイルエンド１２とは、
固定子鉄心９の端面に沿いつつベルト状の巻線帯により円筒状に形成されている。なお、
ここで言う層番号は、径方向内側から外側へ向かう順序で示されている。なお、図２では
、一つの相巻線が図示されているが、残りの５つの相巻線もスロットピッチずれているこ
とを除いて同形に形成されている。
【００５３】
　（同階層渡り部）
　渡り導体部（同階層渡り部）１５は、巻線帯の周方向一方側から数えて第１番目の連続
線の端部をなす第３２スロット導体部１３ー３２の反プーリ側端部と、巻線帯の周方向一
方側から数えて第７番目の連続線の端部をなす第３３スロット導体部１３ー３３の反プー
リ側端部とを溶接により接続している。第３２スロット導体部１３ー３２及び第３２スロ
ット導体部１３ー３２をなす連続線は、図１に示すようにスロット９１から反プーリ側へ
軸方向へ長く突出して、渡り部１４の軸方向外側に達する突出導体部１９をもつ。したが
って、渡り導体部（同階層渡り部）１５の両端は、これら一対の突出導体部１９の先端に
個別に溶接されて折り返し結線部１８を構成している。
【００５４】
　（突出導体部１９）
　突出導体部１９を図３及び図４を参照して説明する。
【００５５】
　図３は同階層渡り部１５の近傍を拡大した部分拡大側面図、図４は図３を軸方向外側か
ら内側へ見た場合の平面展開図である。ただし、図４では、突出導体部１９が渡り導体部
１５の図示の邪魔となるため突出導体部１９を２点鎖線にて仮想表示している。図３、図
４では、互いに周方向に１スロットピッチ（π÷６ピッチ）ずつ離れて隣接配置された１
２本の導体線の合計１２個の突出導体部１９と、合計６個の渡り導体部（同階層渡り部）
１５とが示されている。
【００５６】
　この実施形態では、第１の連続線の端部をなす第３２スロット導体部１３ー３２と、第
２連続線部の端部をなす第３３スロット導体部１３ー３３とは４階層のうち最内層に配置
され、第１連続線の端部をなす第１スロット導体部１３ー１と、第２連続線部の端部をな
す第６４スロット導体部１３ー６４とは４階層のうち最外層に配置されている。言い換え
れば、突出導体部１９は最内層に、相端末１６、１７は最外層に配置されている。また、
突出導体部１９と相端末１６とは周方向同位置に配置されている。
【００５７】
　これら合計１２個の突出導体部１９からなる突出導体部グループは、その周方向両側に
隣接する既述の渡り部１４の往き斜行部（帰り斜行部と考えても良い）と同じ方向に斜設
された斜行部１９Aと、その両端に位置して軸方向に延在する基端直行部１９B及び先端直
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行部１９Cを有している。先端直行部１９Ｃの先端部の絶縁膜は剥離されており、渡り導
体部１５の端部に溶接される折り返し結線部１８を構成している。
【００５８】
　（渡り導体部１５）
　同階層渡り部をなす渡り導体部１５を図３及び図４を参照して説明する。
【００５９】
　渡り導体部１５は、周方向に延在する周方向延在部１５Aと、周方向延在部１５Ａの両
端から軸方向外側（軸方向内側でもよい）へ延在する軸方向延在部１５B、１５Cとにより
構成されたコ字状導体からなる。軸方向延在部１５B、１５Cの絶縁膜は剥離され、軸方向
延在部１５Ｂ、１５Ｃは、径方向に隣接する突出導体部１９の先端直行部１９Ｃに溶接さ
れている。
【００６０】
　既述したように、固定子巻線１０は、２組の３相巻線をもち、２組の３相巻線の電気角
３０度の位相差をもつ各相巻線は互いに隣接する２つのスロットに別々に収容されている
。
【００６１】
　以下、２組の３相巻線のうち電気角３０度の位相差をもつ２つの相巻線を第１コイル、
第２コイルとも呼ぶものとする。図３に示すように、第１コイルに属する渡り導体部１５
の周方向延在部１５Ａと、第２コイルに属する渡り導体部１５の周方向延在部１５Ａとは
、径方向に隣接して配置されている。更に具体的に言えば、第２コイルに属する渡り導体
部１５の周方向延在部１５Ａは、第１コイルに属する渡り導体部１５の周方向延在部１５
Ａよりも径方向外側に配置されている。
【００６２】
　また、合計６本の渡り導体部１５の周方向延在部１５Ａは、各３相巻線の相ごとに軸方
向に互いに異なる位置に配置されている。更に具体的に言えば、U相およびＸ相の相巻線
に属する渡り導体部１５の周方向延在部１５Ａは、軸方向最内側に、W相およびＹ相の相
巻線に属する渡り導体部１５の周方向延在部１５Ａは、軸方向最外側に、V相およびＺ相
の相巻線に属する渡り導体部１５の周方向延在部１５Ａは、軸方向中間位置に配置されて
いる。
【００６３】
　このようにすれば、合計６本の渡り導体部１５を相互の空間干渉を抑止しつつ配置する
ことができる。なお、渡り導体部１５の周方向延在部１５Ａが上記相毎に異なる軸方向位
置をもつため、渡り導体部１５の軸方向延在部１５Ｂ、１５Ｃの軸方向位置も異なること
になる。このため、突出導体部１９の先端直行部１９Ｃの長さがそれに合わせて調整され
ている。
【００６４】
　（変形態様）
　この実施形態では、合計６つの相巻線の一端をすべて中性点引き出し線とし、他端をす
べて出力引き出し線とすることにより、２組の３相巻線を構成している。
【００６５】
　その代わりに、隣接する相巻線を、外部にて直列接続されて１つの相巻線を構成してい
てもよい。この場合には、１組の３相の相巻線が形成されることになる。
【００６６】
　（変形態様）
　まず長い６本の絶縁被覆平角線を中央でそれぞれ２つに折り曲げ、ロングＵ字セグメン
トを構成する。このロングＵ字セグメントはＵ字状頭部とこのＵ字状頭部の両端から１磁
極ピッチ離れて平行かつ直線状に延在する一対の脚部とにより構成される。これにより、
合計１２本の脚部が上記で言う連続線をそれぞれ構成する巻線帯を構成することができる
。
【００６７】



(12) JP 2008-113539 A 2008.5.15

10

20

30

40

50

　このロングＵ字セグメントの一対の脚部を所定ピッチごとに折り返して渡り部１４及び
スロット導体部１３を交互に形成、展開されたスロット導体部１３と異階層渡り部（渡り
部）１４とを形成することができる。このように形成された各部分相巻線を６つ整列させ
て展開コイルを構成し、この展開コイルを円筒状に丸めて固定子鉄心９の各スロットに収
容し、その後、ロングＵ字セグメントのＵ字状頭部を切断した後、渡り導体部１５を溶接
して固定子巻線１０を完成させることもできる。
【００６８】
　なお、上記最初のロングＵ字セグメントはＵ字状頭部に渡り導体部１５と同一形状に折
り曲げるならば、巻線帯とは別体であった上記渡り導体部（同階層渡り部）１５を巻線帯
と同一導体線にて一体化することができる。
【００６９】
　（効果）
　上記した実施形態の固定子巻線１０は、次の効果を奏する。
【００７０】
　第２のコイルエンド１２は、相端末１６、１７に接続されるスロット導体部１３と、渡
り導体部１５に接続されるスロット導体部１３とを最外層、最内層に配置し、同階層渡り
部をなす渡り導体部１５を渡り部１４の軸方向外側に位置して中間層に配置している。し
たがって、渡り導体部１５が相端末１６から引き出される引き出し線（相ターミナル接続
用、中性点接続用、部分相巻線間接続用）に空間的に干渉することがない。また、同階層
渡り部の一部をなす渡り導体部１５を、同階層渡り部の残部をなす突出導体部１９よりも
中間層側に配置するため、コイルエンドの径方向膨らみを防止することができる。また、
上記渡り導体部１５による折り返しにより、同階層渡り部の軸方向長も圧縮することがで
き、回転電機の軸方向長増大を回避することができる。その他の効果は既述した通りであ
る。
【００７１】
　（変形態様）
　最内層に相端末１６、１７を配置し、突出導体部１９を最外層に配置してもよい。スロ
ット９１内の層数すなわち径方向に並んだ導体収容位置の数は４つに限定されないが、偶
数個とすることが好適である。
【００７２】
　（変形態様）
　上記実施形態では、１つの部分相巻線を、特許文献３と同様に一本の連続線を曲げ加工
して構成した。この変形態様では、互いに１磁極ピッチ離れて平行に延在する２本の連続
線を同時的乃至別々に折り曲げて部分相巻線のスロット導体部１３及び渡り部（異階層渡
り部）１４を構成し、その結果として生じたこれら連続線の端部を別体の渡り導体部１５
により接続して形成する。このようにすれば、材料及び加工の無駄が無く、作業も容易と
なる。
【００７３】
　（実施例２）
　既述したり返し導体部１５の変形態様である実施例２を図５、図６を参照して以下に説
明する。
【００７４】
　図５は同階層渡り部１５の近傍を拡大した部分拡大側面図、図６は図５の同階層渡り部
を軸方向内側から外側へ見た場合の平面展開図である。ただし、図６では、突出導体部１
９が渡り導体部１５の図示の邪魔となるため突出導体部１９を２点鎖線にて仮想表示して
いる。この態様の渡り導体部１５は、図３に示す周方向延在部１５Ａを、既述した渡り部
（異階層渡り部）１４と同様に、往き斜行部１５D、帰り斜行部１５Eにより構成した山形
（C形）の形状とした点に主要な特徴をもつ。
【００７５】
　往き斜行部１５Ｄは、軸方向延在部１５Ｂから軸方向及び周方向に対して所定角度傾斜
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して軸方向内側へ向かいつつ周方向一方側へ３スロットピッチ延在している。帰り斜行部
１５Ｅは、軸方向及び周方向に対して所定角度傾斜して軸方向外側へ向かいつつ周方向一
方側へ３スロットピッチ延在し、軸方向延在部１５Ｃに達している。
【００７６】
　渡り部１４と同じく、往き斜行部１５Ｄと帰り斜行部１５Ｅとのあいだにはターン部１
５Fが形成されている。ターン部１５Ｆは、径方向に１層分だけ離れた往き斜行部１５Ｄ
と帰り斜行部１５Ｅとを接続する。すなわち、ターン部１５Ｆは、導体進行方向を軸方向
において反転させるとともに径方向へ１層分だけずらせるように連続線を折り返して形成
されている。
【００７７】
　周方向一方側に斜設された一つの渡り導体部１５の帰り斜行部１５Ｅが、周方向一方側
に隣接して周方向一方側に斜設された他の渡り導体部１５の往き斜行部１５Ｄと空間的に
干渉しないように、上記一つの渡り導体部１５の帰り斜行部１５Ｅは、上記他の渡り導体
部１５の往き斜行部１５Ｄの径方向１層離れた位置にて径方向に見てこれら他の渡り導体
部１５の往き斜行部と交差している。
【００７８】
　このようにすると、図５、図６に示すように、すべての渡り導体部１５を同一形状とし
、すべての突出導体部１９の軸方向突出長を等しくすることができるため、同階層渡り部
をコンパクト化し、作業を容易化することができる。また、渡り導体部１５の軸方向延在
部１５Ｂ、１５Ｃも溶接に必要なだけの長さがあればよいため短縮することができる。
【００７９】
　（実施例３）
　既述したり返し導体部１５の他の変形態様である実施例３を図７、図８を参照して以下
に説明する。
【００８０】
　図７は同階層渡り部の部分を拡大した部分拡大側面図、図８は図７の同階層渡り部を軸
方向内側から外側へ見た場合の平面展開図である。ただし、図８では、突出導体部１９が
渡り導体部１５の図示の邪魔となるため突出導体部１９の先端部の図示を省略している。
【００８１】
　この変形態様は、図５、図６に示す渡り導体部１５の延在方向を軸方向から径方向に変
更したものであり、これにより渡り導体部１５の軸方向突出量を抑制してコイルエンドの
軸方向長を縮小した点をその特徴とする。
【００８２】
　図７、図８を参照して更に具体的に説明する。
【００８３】
　渡り導体部１５は、図５、図６に示す渡り導体部１５と同じく、往き斜行部１５D、帰
り斜行部１５Eにより構成された山形（C形）の形状をもつ。ただし、この変形態様では、
渡り導体部１５の往き斜行部１５Ｄは周方向一方側へ延在しつつ径方向外側へ延在し、渡
り導体部１５の帰り斜行部１５Eは周方向一方側へ延在しつつ径方向内側へ延在している
。つまり、往き斜行部１５Ｄは、軸方向延在部１５Ｂから径方向及び周方向に対して所定
角度傾斜して径方向外側へ向かいつつ周方向一方側へ３スロットピッチ延在している。帰
り斜行部１５Ｅは径方向及び周方向に対して所定角度傾斜して径方向内側へ向かいつつ周
方向一方側へ３スロットピッチ延在し、軸方向延在部１５Ｃに達している。
【００８４】
　帰り斜行部１５Eは往き斜行部１５Ｄよりもほぼその軸方向幅だけずれて配置されてお
り、往き斜行部１５Ｄと帰り斜行部１５Ｅとのあいだにはターン部１５Fが形成されてい
る。ターン部１５Ｆは、軸方向に上記軸方向幅だけほぼ離れた往き斜行部１５Ｄと帰り斜
行部１５Ｅとを接続するために、往き斜行部１５Ｄの末端から軸方向内側に曲がっており
、帰り斜行部１５Ｅの起端に連なっている。これにより、往き斜行部１５Ｄと帰り斜行部
１５Ｅとの空間的な干渉が回避される。
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【００８５】
　この変形態様の渡り導体部１５は、図５、図６に示す渡り導体部１５を径方向外側へ向
けて立てた形状を持つ他は図５、図６に示す渡り導体部１５と本質的に同じである。この
ようにすると、図５、図６の変形態様と同じくすべての渡り導体部１５を同一形状にでき
る他、更にコイルエンドの軸方向長を短縮することができる。
【００８６】
　（実施例４）
　固定子鉄心９へ巻線帯を巻き込む方法の一例を図９を参照して説明する。図９は、４階
層を有するスロットに巻装された毎極毎相１スロットの３相ステータコイルの部分展開図
を示す。したがって、巻線帯は６本の導体線を並べて構成されている。ただし、理解を容
易とするために、図９はＵ相の導体線及び－Ｕ相の導体線のみを示す。
【００８７】
　図９において、斜線は、スロット内の各階層を示し、各階層には巻線帯の一本の導体線
のスロット導体部がそれぞれ収容されている。を示し、（１）はスロットの４つの階層の
うちの最外層、（２）は次の外層、（３）は次の内層、（４）は次の最内層を示す。なお
、（１）をスロットの４つの階層のうちの最内層、（２）を次の内層、（３）を次の外層
、（４）を次の最外層としてもよい。
【００８８】
　２０１は巻線帯の最初のスロット導体部群、２０２は巻線帯の次のスロット導体部群、
２４８は巻線帯の第１周の最終のスロット導体部群である。３０１は巻線帯の第２周の最
初のスロット導体部群、３０２は巻線帯の次のスロット導体部群、３４８は巻線帯の第１
周の最終のスロット導体部群である。各スロット導体部群は合計電気角πの角度範囲に平
行配列された６本のスロット導体部により構成されている。破線は、裏側の異階層渡り部
１４ｘを、実線は手前側の異階層渡り部１４ｙを示す。１５は同階層渡り部である。ただ
し、図９では、理解を容易とするためにＵ相の異階層渡り部及び同階層渡り部だけを示し
ている。
【００８９】
　巻線帯の第１周はスロットの最外層（１）と外層（２）とを占有し、巻線帯の第２周は
スロットの内層（３）と最内層（４）とを占有している。
【００９０】
　巻線帯の最後のスロット導体部群２０１ｚは同階層渡り部１５により相ごとに接続され
ている。もちろん、巻線帯の最初のスロット導体部群を同階層渡り部１５により相ごとに
接続してもよい。
【００９１】
　巻線帯の最初のスロット導体部群をなす６本の導体線のうち３本は、相出力端子となる
引き出し線となり、残る３本は互いに接続されて中性点を構成している。
【００９２】
　この実施例の特徴は、巻線帯の第１周の最終のスロット導体部群２０１ｍと巻線帯の第
２周の最初のスロット導体部群２０１ｎとを連ねる手前側の異階層渡り部５０１、５０２
は、他の手前側の異階層渡り部とは異なる形状とされていることである。具体的に言えば
、図９に示すように、異階層渡り部（実線図示）５０１、５０２は右下がりに形成され、
その他の手前側の異階層渡り部（実線図示）は右上がりに形成されている。
【００９３】
　このようにすれば、スロットの各階層に２周の巻線帯を隙間無く配列することができる
。また、巻線帯をすべての周で右方向に進行させることができるため、巻線帯の形成が容
易となる。
【００９４】
　なお、上記では巻線帯は、最外層から巻いたが、最内層からすなわちスロット導体部群
３４８から巻き始めスロット導体部群２０１まで巻いてもよい。
【００９５】
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　（実施例５）
　同階層渡り部１５の異なる配置形態を図１０を参照して説明する。図１０は、ステータ
８のうち周方向における同階層渡り部１５近傍部分を示す軸方向部分断面図である。
【００９６】
　固定子鉄心９は、バックヨーク９０、スロット９１及びティース９２を有し、スロット
９１にはステータコイル１０のスロット導体部が収容され、固定子鉄心９の軸方向両側に
はスロット導体部から軸方向外側に突出する異階層渡り部からなるコイルエンド１２が配
置されている。６００は固定子鉄心９が固定されたハウジングの周壁部である。
【００９７】
　この実施形態では、同階層渡り部１５は、リア側のコイルエンド１２の径方向外側に隣
接配置されている。１８は折り返し結線部（溶接部）である。このようにすると、図１に
示した突出導体部１９を省略することができるので、ステータ８の軸方向長を大幅に短縮
することができる。この実施形態は、軸方向長が小さい磁石ロータをもつＩＰＭや、籠形
ロータをもつ誘導モータなどに特に好適である。
【００９８】
　なお、同階層渡り部１５の径方向長さがバックヨークの径方向幅よりも大きい場合には
、ハウジングの周壁部６００のうち同階層渡り部１５に隣接する部位のみ径大に形成して
もよい。また、固定子巻線１０の冷却のため同階層渡り部１５とハウジングの周壁部６０
０の上記径大部の内周面との間に絶縁シートを介設し、上記両者を接触させて同階層渡り
部１５の熱をハウジングの周壁部６００に伝達するようにしている。
【００９９】
　（実施例６）
　他の実施例を図１１に示す回路図を参照して説明する。この実施形態では、U、V、W相
の相巻線は第１の三相星形巻線を構成し、Ｘ、Ｙ、Ｚ相の相巻線は第２の三相星形巻線を
構成し、これら両三相星形巻線は、整流器１００内の第１の三相全波整流器（図示せず）
と、第２の三相全波整流器（図示せず）とに個別に接続されている。
【０１００】
　（実施例７）
　他の実施例を図１２を参照して説明する。２００はオープンスロット形式のステータコ
アであって、そのティース２０１の先端部には、隣接するスロットの開口２０２を狭搾す
るための曲げ突片部２０３が形成されている。
【０１０１】
　ステータコイルを挿入した後、曲げ突片部２０３を約９０度塑性変形させることにより
、コイル挿入性を悪化させることなく、コイル飛び出しを抑止できる。なお、一つのスロ
ットの開口２０２の狭搾のために両側のティース２０１の曲げ突片部２０３を逆向きに曲
げても良い。ただし、図１２に示す片側の曲げ突片部２０３だけを曲げる場合には、曲げ
突片部２０３の長さを延長できるため、その塑性変形加工が容易となる。
【０１０２】
　（実施例８）
　他の実施例を図１３を参照して説明する。この実施例は、既述した巻線帯と同階層渡り
部とで構成するステータコイルをアウターロータ型の回転電機のステータコアに巻装した
ものである。巻線帯３００は、ステータコア４００の外周部には、ティース４０１が放射
状に形成されており、巻線帯３００はスロット４０２に巻装される。
【０１０３】
　この実施例でも、ステータコア４００はオープンスロット構造をもち、スロット４０２
に巻線帯３００を収容した後、ティース４０１の先端部を塑性変形することによりスロッ
ト４０２の開口を狭搾することが好適である。
【０１０４】
　この実施形態では、径方向外側から径方向内側へ向けて巻線帯３００を挿入できるため
、コイルを円環状に縮める必要が無くなりコイル挿入が容易となる。
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【０１０５】
　（変形態様）
　その他、ステータコアをティース部とコアバック部とに分離し、ティース部の間に巻線
帯を収容した後、ティース部をコアバック部に組付けることにより巻装作業を簡素化する
ことができる。この組み立てステータコアは、特にインナーロータ型の回転電機に好適で
ある。
【０１０６】
　（実施例９）
　上記説明では、巻線帯と同階層渡り部１５とを別体に形成し、それらを溶接してステー
タコイルを構成したが、図９で言えばそれぞれロングＵ字導体からなる３本の導体線を用
いて巻線帯を構成し、各ロングＵ字導体の頭部形状を上記同階層渡り部１５と同一形状に
加工しておくことにより、巻線帯と上記同階層渡り部１５とを同一の導体線で構成するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】実施形態の折り返し型ステータコイルを採用した車両用交流発電機の模式軸方向
断面図である。
【図２】図１のステータコイルのコイルエンド配線状態を示す側面図である。
【図３】図２の同階層渡り部を示す部分拡大側面図である。
【図４】図３の同階層渡り部を示す部分拡大展開図である。
【図５】実施例２の同階層渡り部を示す部分拡大側面図である。
【図６】図５の同階層渡り部を示す部分拡大展開図である。
【図７】実施例３の同階層渡り部を示す部分拡大側面図である。
【図８】図７の同階層渡り部を示す部分拡大展開図である。
【図９】実施例４を示す部分巻線展開図である。
【図１０】実施例５を示す回転電機の部分軸方向部分断面図である。
【図１１】実施例６を示す車両用交流発電機の回路図である。
【図１２】実施例７を示すオープンスロット型インナーロータ式回転電機の部分模式図で
ある。
【図１３】実施例８を示すオープンスロット型アウターロータ式回転電機の模式図である
。
【符号の説明】
【０１０８】
１ プーリ側フレーム
２ 反プーリ側フレーム
５ 回転軸
６ プーリ
７ ランデル型回転子
７ ロータ
８ 固定子
９ 固定子鉄心（ステータコア）
１０ 固定子巻線（ステータコイル）
１１ プーリ側のコイルエンド
１２ 反プーリ側のコイルエンド
１３ スロット導体部
１４ 渡り部（異階層渡り部）
１５　同階層渡り部（渡り導体部）
１５A 周方向延在部
１５B 軸方向延在部
１５C 軸方向延在部
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１５D 往き斜行部
１５E 帰り斜行部
１５F ターン部
１６ 相端末
１７ 相端末
１８ 折り返し結線部
１９A 斜行部
１９B 基端直行部
１９C 先端直行部
１９ 突出導体部
９１ スロット

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１２】

【図１３】
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