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(57)【要約】
多層巻きコイル、ステータ、及びその製造方法の提供に
あたり、積層鋼板よりなるステータコアと、ステータコ
アに形成されるティース部に巻回され、ステータコアの
周方向に対して複数の層が形成されたコイルと、を備え
るステータにおいて、コイルは、ステータコアの径方向
に隣り合う導体の数とステータコアの周方向に隣り合う
導体の数と比較して、数の少ない方向に巻き進み、数の
少ない方向の端部で折り返して巻回することで、隣り合
う導体の電位差を低減させ、絶縁被覆膜を薄くしても隣
り合う導体同士の絶縁を確保することが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ティースとスロットが形成されたステータコアと、前記スロットに挿入され、巻回され
た状態で導体が前記ステータコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）を成すコイルと、を
備えるステータにおいて、
　前記コイルは、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向
かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、
　前記コイルの、前記スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、少なくとも片側の
コイルエンド部分の層数がｎ＋１層以上であることを特徴とするステータ。
【請求項２】
　請求項１に記載のステータにおいて、
　前記コイルは、
　　前記片側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部
が形成され、
　　前記片側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部
が形成されることを特徴とするステータ。
【請求項３】
　請求項1又は請求項２に記載のステータにおいて、
　前記第１渡り線部又は前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、
前記第１端部と前記第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、
　前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記導体に沿って形成され、
　前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジされることを特徴とす
るステータ。
【請求項４】
　導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成して巻回される多層巻きコイルにおい
て、
　前記導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向か
って巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、
　少なくとも片側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であることを特徴とする多層巻
きコイル。
【請求項５】
　請求項４に記載の多層巻きコイルにおいて、
　前記片側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が
形成され、
　前記片側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が
形成されることを特徴とする多層巻きコイル。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載の多層巻きコイルにおいて、
　前記第１渡り線部又は前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、
前記第１端部と前記第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、
　前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記導体に沿って形成され、
　前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジされることを特徴とす
る多層巻きコイル。
【請求項７】
　ステータコアに形成されるスロット部に、前記ステータコアの周方向に対して複数の層
（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備えるステータの製造方法において、
　前記コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回し、第２列が内層から外層
に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、
　前記コイルが、少なくとも片側のコイルエンドの層数ｎが、ｎ＋１層以上であることを
特徴とするステータの製造方法。
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【請求項８】
　請求項７に記載のステータの製造方法において、
　前記片側のコイルエンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治具を
用いて前記コイルの軸方向に加圧することで形成することを特徴とするステータの製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータに用いるステータにコイルを巻回する技術に関するものであり、詳し
くは導線を用いたコイルを多層に形成する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車載用のモータのうち、車の駆動に用いるモータは、小型化と高出力化を求められてい
る。このため、占積率の向上に有利な平角導体をコイルに用いることが検討されている。
　ただし、平角導体をコイルとして用いる場合には、平角導体の断面積が広いためにコイ
ル形状に巻回することが困難である。また、平角導体の断面積を広げることで電流密度を
上げることは可能だが、渦電流の問題が生ずる。このため、平角導体を巻回してコイルを
形成するにあたり、さまざまな検討がなされている。
【０００３】
　特許文献１には、平角線構造、平角線の巻線方法及び巻線装置についての技術が開示さ
れている。
　平角導体を用いて形成する場合に、多層巻きにすると巻線機を用いる方式であるため巻
回中に平角線が横ズレする問題がある。この問題を解消する為に、特許文献１では平角導
体の一部に凹状又は凸状の保持部を形成して巻回している。こうすることで、平角導体の
上に巻かれる２層目以降の平角導体のズレを防ぐことが可能となる。
【０００４】
　特許文献２には、電動機の巻線構造とその巻線方法及びその巻線装置についての技術が
開示されている。
　ステータコアに備えるティースに、ティースの中心を通る直線に対して、平角導体の断
面が所定の角度だけ傾く様に位置決めする位置決め手段を備え、平角導体を多層に巻回し
てコイルを形成する。この位置決め手段はインシュレータの表面に凹凸を設けることで、
平角導体をインシュレータの凹凸に沿わせて斜めに傾けて保持している。このように平角
導体を、平角導体の位置ズレを防止することが可能となる。
【０００５】
　特許文献３には、回転電機の固定子構造及びその製造方法に付いての技術が開示されて
いる。
　ステータコアに備えるティースに対して、平角導体をペアで巻回することで２層のコイ
ルを形成する。この際に、各ティースに供給する平角導体の数：Ｐ、ステータ全体のスロ
ット数：Ｔ、中性点：Ｓとしたときに、Ｔ＝３×Ｓ×Ｐ×Ｎの関係を満たすＮ個置きの間
隔で、ティースの間の巻き線が捻られることを特徴としている。
　このように構成することで、平角導体を用いたペアコイルを形成することができ、循環
電流等の損失を抑え、平角導体１本当たりの断面積を減らすことが可能となるので渦電流
などの発生を抑制することが可能となる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２に記載の平角導体を巻回してコイルを形成す
る方法では、以下に挙げるような問題点がある。
　まず、基本的にステータコアに備えるティースの根本側からティース表面に沿って順に
ステータコアの径方向内側に巻回して、ティースの先端側に達したところで折り返して２
層目を巻回する方法を採る。これは、巻線機を用いてコイルを巻回するにあたっては最も
一般的な方法であると考えられる。
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【０００７】
　しかしこの巻き方を用いると、２層目の折り返し部分はティースの根本側になり、１層
目の巻き初め部分と、２層目の巻き終わり部分が重なることになる。
　コイルに電流を流すと、巻き初めと巻き終わりの電位差は最も高くなる為、２層目のコ
イルの場合、１層目の巻き初め部分と２層目の巻き終わり部分では電位差が最も高くなる
。
　したがって、この電位差に耐えられるだけの絶縁被覆を平角導体に用いる必要があるた
め、平角導体には厚い絶縁被覆を設ける必要があると考えられる。
　しかし、絶縁被覆の厚みが厚くなると、占積率が低下するためモータの高出力化の妨げ
になる虞がある。
【０００８】
　一方、特許文献３のステータでは平角導体のペア巻きをする為、特許文献１及び特許文
献２のような問題は生じない。しかし、ペア巻きをするために巻線機の機構が複雑になる
他、ペアコイルの内周側に比べて外周側のコイルの周長が長くなる。このため、抵抗差が
生じてコイルの発熱が大きくなる虞がある。
　したがって、モータの高出力化の妨げになる虞がある。
【０００９】
　このような、特許文献１乃至特許文献３の電位差の問題を解決する方法としては、特許
文献４に開示される巻回方法を用いることが考えられる。
　図１０は、特許文献４のコイルの断面を示している。
　コイル２００は図１０に示されるように、２層４列に巻回されたコイルであり、外層、
内層、内層、外層と順番に巻回して形成する。このように巻回することで、隣り合う導体
の電位差は４ターン分しか差が発生しない為、電位差を小さくすることが可能となる。
　電位差が低くなれば、導体の周囲に設ける絶縁被覆の厚みも薄くすることが可能であり
、コイル２００の小型化及び高出力化の実現ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－３５９２５０号公報
【特許文献２】特開２００７－２４４１１５号公報
【特許文献３】特開２００８－１０９８２９号公報
【特許文献４】特開２００５－８５５６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献４には以下に説明する課題があると考えられる。
　図１１に、コイルを巻回する第１列を示す。また、図１２に、コイルを巻回する第２列
を示す。
　特許文献４の方法で実際に巻回する場合、コイル２００を巻回する順にＡ側、Ｂ側、Ｃ
側、Ｄ側とすると、第２層（外側）のＡ側から導線を巻回し、第２層のＢ側、Ｃ側、Ｄ側
と巻回してから、第１層（内側）のＡ側に移る。そして、第１層（内側）のＢ側、Ｃ側と
巻回して、Ｄ側に移る。そして、第１層のＤ側で第１列から第２列に渡る渡り部分を形成
する。
【００１２】
　そして、第２列の第１層のＡ側から巻回し、第１層のＢ側、Ｃ側、Ｄ側と巻回した後、
第２層のＡ側に移る。そして、第２層のＢ側、Ｃ側と巻回した後が問題となる。
　第２列では、Ｄ側は既に巻回されているので、コイル２００を２層で巻回するには第２
列の第２層のＣ側で第３列に渡る渡り部分を形成する必要が出てくる。
　しかしながら、Ａ側とＣ側に配置される導線は、ステータのスロット内に収められる必
要がある為、Ｃ側で渡り部分を形成すると、スロット内の占積率を悪化させる結果となっ
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てしまう。
　すなわち、特許文献４に示した方法では、２層に導線を巻回してコイルを形成したとし
ても、ステータの占積率向上に寄与することは困難であると言える。
【００１３】
　そこで、本発明はこのような課題を解決するために、絶縁被覆膜の厚みを抑えることが
可能な多層巻きコイル、ステータ、及びその製造方法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】
【００１４】
　前記目的を達成するために、本発明の態様によるステータは、以下のような特徴を有す
る。
（１）ティースとスロットが形成されたステータコアと、前記スロットに挿入され、巻回
された状態で導体が前記ステータコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）を成すコイルと
、を備えるステータにおいて、前記コイルは、第１列が外層から内層に向かって巻回され
、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され
、前記コイルの、前記スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、少なくとも片側の
コイルエンド部分の層数がｎ＋１層以上であることを特徴とする。
【００１５】
（２）（１）に記載のステータにおいて、好ましくは、前記コイルは、前記片側のコイル
エンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記片側
のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される
ことを特徴とする。
【００１６】
（３）（１）又は（２）に記載のステータにおいて、好ましくは、前記第１渡り線部又は
前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、前記第１端部と前記第２
端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、前記第１端部と前記第２端部は、隣り合
う層の前記導体に沿って形成され、前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレー
ンチェンジされることを特徴とする。
【００１７】
　また、前記目的を達成するために、本発明の別態様による多層巻きコイルは以下のよう
な特徴を有する。
（４）導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成して巻回される多層巻きコイルに
おいて、前記導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層
に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、少なくとも片側のコイ
ルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であることを特徴とする。
【００１８】
（５）（４）に記載のコイルにおいて、好ましくは、前記片側のコイルエンドの最内層に
、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記片側のコイルエンドの
最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されることを特徴とする
。
【００１９】
（６）（４）又は（５）に記載の多層巻きコイルにおいて、好ましくは、前記第１渡り線
部又は前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、前記第１端部と前
記第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、前記第１端部と前記第２端部は、
隣り合う層の前記導体に沿って形成され、前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体
がレーンチェンジされることを特徴とする。
【００２０】
　また、前記目的を達成するために、本発明の別態様によるステータの製造方法は以下の
ような特徴を有する。
（７）ステータコアに形成されるスロット部に、前記ステータコアの周方向に対して複数
の層（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備えるステータの製造方法におい
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て、前記コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回し、第２列が内層から外
層に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、前記コイルが少なくとも
片側のコイルエンドの層数ｎが、ｎ＋１層以上であることを特徴とする。
【００２１】
（８）（７）に記載のステータの製造方法において、前記片側のコイルエンドに形成され
た、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治具を用いて前記コイルの軸方向に加圧する
ことで形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　このような特徴を有する本発明によるステータの一態様により、以下のような作用、効
果が得られる。
　上記（１）に記載される発明の態様は、ティースとスロットが形成されたステータコア
と、スロットに挿入され、巻回された状態で導体がステータコアの周方向に対して複数の
層（ｎ層）を成すコイルと、を備えるステータにおいて、コイルは、第１列が外層から内
層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内
層に向かって巻回され、コイルの、スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、少な
くとも片側のコイルエンド部分の層数がｎ＋１層以上である。
【００２３】
　本発明のコイルは、例えばステータコアの周方向に２層、ステータコアの径方向に６列
巻回するコイルを考えると、２層１列目から巻回を始めたとして、１層１列目に巻き進み
、その後、１層２列目、２層２列目、２層３列目、１層３列目……と巻き進むことで形成
される。
　そして、少なくとも片方のコイルエンドにおいて、他の辺の層よりも層数がｎ＋１層、
前述の例では３層形成されている。この点は特許文献４に開示されていない。
【００２４】
　本発明の方法であれば、２層にコイルを形成した場合においても、部分的に３層とする
ことで矛盾無く２層のコイルを形成することが可能となる。これは、図１２に示す２層Ｃ
側から３層Ｄ側に巻き進むことで、２層Ｄ側の導線との干渉を避けることが可能となる為
である。
　この結果、導体に用いる絶縁被覆は、２層１列目と２層２列目との間の電位差に対応し
得るだけの厚さで済むことになる。前述のステータコアに備えるティースの根本側からテ
ィース表面に沿って順にステータコアの径方向内側に巻回して、ティースの先端側に達し
たところで折り返して２層目を巻回する方法でコイルを形成する例で考えると、巻き初め
から巻き終わりまで１００Ｖの電圧をかけた場合、この例のコイルでは１００Ｖの電位差
に耐える必要がある。一方、（１）に記載の発明のステータであれば、１ターン目と４タ
ーン目が隣り合うことになるので、前述の例の１／３程度の電位差に耐えれば良いことに
なる。そして、ターン数が増えれば更に電位差を小さくすることができる。
　このように、導体に用いる絶縁被覆の厚みを抑えることが可能となるのでステータコア
に巻回した際に、占積率の向上を図ることができる。また、絶縁被覆の厚みが薄く済むこ
とで単純にコストダウンを図ることも可能である。
【００２５】
　上記（２）に記載の発明の態様は、（１）に記載のステータにおいて、コイルは、片側
のコイルエンドの最内層に、第１列と第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、片側のコ
イルエンドの最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されるものである。
　コイルの渡り線部をコイルエンドに形成することで、スロット内に挿入される挿入部分
で導線同士の干渉を回避する必要がなくなる。このため、スロット内の占積率の向上を図
ることに貢献する。
【００２６】
　上記（３）に記載の発明の態様は、（１）又は（２）に記載のステータにおいて、第１
渡り線部又は第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、第１端部と第２
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端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、第１端部と第２端部は、隣り合う層の導
体に沿って形成され、レーンチェンジ部で隣り合う列に導体がレーンチェンジされるもの
である。
【００２７】
　渡り線部に第１端部及び第２端部を設け、レーンチェンジ部において隣り合う列にレー
ンチェンジさせることで、レーンチェンジによる導体の変形の影響により、コイルの積厚
が増加することを抑えることが出来る。
　２層巻き以上の多層を有するコイルは、巻き方によってはレーンチェンジに関わるター
ンとレーンチェンジに関わらないターンとが隣接して並ぶことになる。（１）に記載の方
法で巻回する場合には、このケースに該当する。このような場合、レーンチェンジさせる
ために導体を変形させると、レーンチェンジ部を設けた辺に隣接する辺にまでレーンチェ
ンジの影響によって導体が変形してしまい、コイルの積厚を増加させてしまう結果となる
。
【００２８】
　しかしながら、レーンチェンジ部を第１端部と第２端部との間に設ける構成とし、第１
端部と第２端部は、隣り合う層に沿った形状をしていることで、レーンチェンジ部の導体
の変形の影響を隣接する辺に及ぼすことを抑制することが可能となる。
　この結果、コイルの積厚が増加しないのでステータの占積率の向上に寄与することが可
能となる。
【００２９】
　また、このような特徴を有する本発明によるコイルの一態様により、以下のような作用
、効果が得られる。
　上記（４）に記載の発明の態様は、導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成し
て巻回される多層巻きコイルにおいて、導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回さ
れ、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回さ
れ、少なくとも片側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上である。
　したがって、通電した際に隣り合う導体の同士の電位差を低くすることができ、導体に
用いる絶縁被覆の厚みを薄くすることが可能なコイルを実現することができる。
【００３０】
　上記（５）に記載の発明の態様は、（４）に記載のコイルにおいて、片側のコイルエン
ドの最内層に、第１列と第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、片側のコイルエンドの
最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される。
　このため、（３）と同様に通電した際に隣り合う導体の同士の電位差を低くすることが
でき、導体に用いる絶縁被覆の厚みを薄くすることが可能なコイルを実現することができ
る。
【００３１】
　上記（６）に記載の発明の態様は、（４）又は（５）に記載の多層巻きコイルにおいて
、第１渡り線部又は第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、第１端部
と第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、第１端部と第２端部は、隣り合う
層の導体に沿って形成され、レーンチェンジ部で隣り合う列に導体がレーンチェンジされ
るものである。
　したがって、（３）に記載のステータ同様に、第１端部と第２端部を設け、隣り合う列
に導体をレーンチェンジさせるレーンチェンジ部は第１端部と第２端部の間に形成されて
いることで、レーンチェンジ部を設けた辺と隣り合う辺に、レーンチェンジ部における導
体の変形の影響を及ぼさず、結果的にコイルの積厚を抑えることが可能となる。
【００３２】
　また、このような特徴を有する本発明によるステータ製造方法の一態様により、以下の
ような作用、効果が得られる。
　上記（７）に記載の発明の態様は、スステータコアに形成されるスロット部に、ステー
タコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備え
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るステータの製造方法において、コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回
し、第２列が内層から外層に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、
コイルが少なくとも片側のコイルエンドの層数ｎが、ｎ＋１層以上である。
　このような方法で、隣り合う導体同士の電位差の低いコイルを形成し、ステータコアに
挿入することで、占積率の高いステータの製造を可能とする。
【００３３】
　上記（８）に記載の発明の態様は、（７）に記載のステータの製造方法において、片側
のコイルエンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治具を用いてコイ
ルの軸方向に加圧することで形成するものである。
　成形治具を用いてコイルの軸方向に加圧する製造方法を採用することで、コイル巻回装
置に成形治具を組み込んで連続的に導体を巻回しながらコイルを形成することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】第１実施形態の、コイルの斜視図である。
【図２】第１実施形態の、コイルを分割型のステータコアに挿入した際の断面図である。
【図３】第１実施形態の、ステータの斜視図である。
【図４】第１実施形態の、コイルの分解斜視図である。
【図５】第１実施形態の、コイルのリード側の断面図である。
【図６】第１実施形態の、装置概略図である。
【図７】第１実施形態の、巻回手順１の模式図である。
【図８】第１実施形態の、巻回手順２の模式図である。
【図９】第１実施形態の、コイルとティースの関係についての断面図である。
【図１０】特許文献４の、コイルの断面図である。
【図１１】特許文献４の、コイルの第１列を巻回する順番を示す模式図である。
【図１２】特許文献４の、コイルの第２列を巻回する順番を示す模式図である。
【図１３】第２実施形態の、コイルの上面視図である。
【図１４】第２実施形態の、コイルの側面断面図である。
【図１５】第２実施形態の、コイルの側面断面図である。
【図１６】第２実施形態の、コイルの側面図である。
【図１７】第２実施形態の、レーンチェンジ部形成時の様子を示した模式図である。
【図１８】比較のために示した、レーンチェンジ部を設けないコイル巻回方法により形成
したコイルの斜視図である。
【図１９】比較のために示した、レーンチェンジ部を設けないコイル巻回方法により形成
したコイルの模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　まず、本発明の第１の実施形態について説明する。
（第１実施形態）
　図１に、第１実施形態のコイルの斜視図を示す。
　図２に、コイルを分割型のステータコアに挿入した際の断面図を示す。なお、図２は説
明の都合上８ターンのコイルとしている。
　図３に、ステータの斜視図を示す。
　コイル１０は平角導体２０を巻回して形成されている。平角導体２０は、銅などの電気
伝導性の優れる金属製線材の外表面に絶縁被覆膜２１を設けた線材であり、断面は矩形状
としている。
　この平角導体２０を２層６列に巻回したのが図１に示すコイル１０である。
【００３６】
　コイル１０は、分割コアユニット２５の径方向を列、分割コアユニット２５の周方向を
層とすると、２層６列、１２ターン分だけ平角導体２０を巻回して形成される。
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　ステータコアピース３０は分割型の分割コアユニット２５を形成する部材であり、電磁
鋼板を積層して形成されている。ステータコアピース３０にはティース３１が形成され、
ステータコアピース３０を円筒状に並べることで、分割コアユニット２５を形成する。
　ティース３１には、インシュレータ２６を介してコイル１０が挿入され、この状態でス
テータコアピース３０を円筒状に並ぶように配置し、アウターリング２７をステータコア
ピース３０の外周に装着することで、ステータ５０を形成する。なお、図３では振動対策
等の目的でステータコアピース３０毎に樹脂モールドしている。
【００３７】
　次に、コイル１０の巻回手順について説明する。
　図４に、コイルの分解斜視図を示す。
　コイル１０は、図４は図２と対比して見ると分かるように、図２の２層１列目から開始
している。したがって、巻回開始部１０Ａは２層１列目に配置される。なお、図２の平角
導体２０の断面の中央に書かれている数字はターン数である。ターン数は後述する巻回装
置１００によりコイル１０を１巻き形成して、１ターンとカウントしている。
【００３８】
　コイル１０の１ターン目は、コイル１０の外周側である２層１列目を一周巻回して形成
する。そして、２ターン目はコイル１０の内周側である１層１列目を巻回する。すなわち
、１ターン目から２ターン目までは分割コアユニット２５の周方向内側に巻き進むことに
なる。
　そして、コイル１０のリード側１０Ｘで１層１列目から１層２列目に渡るように第１渡
り線部１０Ｃ１を形成して、３ターン目に移行する。
　３ターン目はコイル１０の内周側である１層２列目を巻回する。リード側１０Ｘでは２
層２列目に移行する。そして、４ターン目はコイル１０の外周側である２層２列目を巻回
する。
【００３９】
　そして、コイル１０のリード側１０Ｘで２層２列目から２層３列目に渡る第２渡り線部
１０Ｃ２を形成して５ターン目に移行する。すなわち、２ターン目から折り返されて、３
ターン目と４ターン目は分割コアユニット２５の周方向外側に巻き進むことになる。
　５ターン目は、コイル１０の外周側である２層３列目を巻回する。そして、６ターン目
はコイル１０の内周側である１層３列目を巻回する。
　そして、コイル１０のリード側１０Ｘで１層３列目から１層４列目に渡る第３渡り線部
１０Ｃ３を形成して７ターン目に移行する。すなわち、４ターン目から折り返されて、５
ターン目と６ターン目は分割コアユニット２５の周方向内側に巻き進むことになる。
　７ターン目は、コイル１０の内周側である１層４列目を巻回する。そして、８ターン目
はコイル１０の外周側である２層４列目を巻回する。
【００４０】
　図５は、コイルのリード側の断面図である。図２のＡ矢視図である。
　上記手順で巻回すると、コイル１０の反リード側１０Ｙ、及びその両側面は平角導体２
０が２層に形成されているが、コイル１０のリード側１０Ｘは、３層に形成される。
　これは、図５に示すように第２渡り線部１０Ｃ２及び第４渡り線部１０Ｃ４が内側に巻
回される平角導体２０をかわす為に上側に形成され、第１渡り線部１０Ｃ１、第３渡り線
部１０Ｃ３、及び第５渡り線部１０Ｃ５が外側に巻回される平角導体２０をかわす為に下
側に形成される必要がある為である。
　この結果、コイル１０の奇数ターンは２層目に形成され、偶数ターンは１層目又は３層
目に形成される。
【００４１】
　次に、コイル１０の巻回装置について簡単に説明する。
　図６に、装置概略図を示す。
　図７に、巻回手順１の模式平面図を示す。図８に、巻回手順２の模式平面図を示す。
　巻回装置１００は、アンコイラ１４０と、送り機構１２０と、クランパ１３０と、巻回
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機構１５０とを備えている。
　送り機構１２０は、平角導体２０を送る装置であり、送りクランパ１２１で平角導体２
０を把持した後、アンコイラ１４０から平角導体２０を引き出す。送りクランパ１２１は
サーボモータ１２２に接続されるボールネジ１２３によって制御され、所定量が送られる
。クランパ１３０には固定クランパ１３１と送りローラ１３２が備えられており、固定ク
ランパ１３１は送りクランパ１２１と交互にクランプすることとなる。
【００４２】
　巻回機構１５０で、平角導体２０をエッジワイズ曲げ加工しながら、コイル１０を形成
する。
　内周治具１５１は平角導体２０のコイル１０が形成された時に内周側となる面を保持す
る部材である。第１回転治具１５２及び第１曲げ治具１５４は、図７及び図８に示すよう
に回転移動することで、平角導体２０をエッジワイズ曲げ加工する。第２回転治具１５３
も同様に平角導体２０をエッジワイズ曲げ加工するのに用いられる。
　第１ガイド１５５及び第２ガイド１５６は、平角導体２０がエッジワイズ曲げ加工され
た際に、第１回転治具１５２及び第２回転治具１５３と平角導体２０が当接する側とは反
対側の面をガイドする治具であり、コイル１０を巻回するにあたり、適宜退避が可能な構
成となっている。
【００４３】
　上面サポート１５７は、コイル１０の上面をサポートするガイド部材であり、コイル１
０の巻回が進むに従って、徐々に上昇する構成となっている。固定ガイド１５９は、平角
導体２０の直進時のサポートを目的としている。これらの機構はベース１５８の上に配置
されている。
　このような機構によって、図７及び図８に示すように平角導体２０をエッジワイズ曲げ
加工してコイル１０を形成していく。詳細な説明については省略する。
【００４４】
　第１実施形態のコイル１０はこのような構成及び作用を示すので、以下に説明するよう
な効果を奏する。
　まず、平角導体２０の厚みを薄くすることが可能になる点が挙げられる。
　第１実施形態のステータ５０は、ティース３１とスロット３２が形成されたステータコ
アピース３０と、スロット３２に挿入され、巻回された状態で導体がステータコアピース
３０の周方向に対して複数の層（２層）を成すコイル１０と、を備えるステータ５０にお
いて、コイル１０は、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層
に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、コイル１０の、スロッ
ト３２に挿入される挿入部分の層数２に対し、少なくとも片側のコイルエンド部分の層数
が３層以上である。
【００４５】
　コイル１０は図１及び図２に示す通り、分割コアユニット２５の周方向に２層、分割コ
アユニット２５の径方向に６列（図２では４列に省略）形成されている。なお、リード側
１０Ｘには３層に形成されている。
　したがって、数の少ない方向は分割コアユニット２５の周方向であり、コイル１０は分
割コアユニット２５の周方向に巻き進むことになる。そして、２層巻いたら逆方向に折り
返す。巻回装置１００には予めコイル１０を巻回するようにプログラムされているため、
巻回装置１００の送り機構１２０、クランパ１３０、アンコイラ１４０及び巻回機構１５
０は、プログラムに従い動くことで、コイル１０を巻回することが可能である。
【００４６】
　このように巻回することで、隣り合う平角導体２０同士の電位差は、１ターン目と４タ
ーン目、３ターン目と５ターン目、６ターン目と８ターン目……、というように３ターン
分の差で済むことになる。
　特許文献１や特許文献２に示したように、数の多い方向に巻き進む方法の場合、１２タ
ーンのコイル１０の巻回開始部１０Ａと巻回終了部１０Ｂの電位差が１００Ｖだとすると
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、巻回開始部１０Ａと巻回終了部１０Ｂは隣り合う平角導体２０となるので、１００Ｖの
電位差に耐えうるだけの絶縁被覆膜２１を平角導体２０の周囲に設ける必要がある。
【００４７】
　しかしながら、第１実施形態の方法であれば、１２ターンのコイル１０の場合、３分の
１の電位差で済むので、絶縁被覆膜２１の厚みもその分薄くて済むことになる。
　このように絶縁被覆膜２１の厚みを低減できることで、ステータ５０のスロット内にお
ける絶縁被覆膜２１の比率が低くて済むこととなるので、占積率の向上を図ることが可能
となる。
　また、絶縁被覆膜２１の厚みを薄くすることが可能となる為、単純に皮膜を薄くした分
だけのコストダウンも可能となる。
【００４８】
　なお、特許文献４にはコイル２００について開示があるが、特許文献４にはコイルエン
ドの処理についての開示が無く、そのままではコイル２００を製造することはできない。
したがって、未完成の発明であるといえる。この点、本発明の本実施形態においてはコイ
ル１０の製造に関して具体的な記載がある。具体的にはコイル１０のリード側１０Ｘの処
理について、第１渡り線部１０Ｃ１、第３渡り線部１０Ｃ３等の内層側の渡り線部と、第
２渡り線部１０Ｃ２等の外層側の渡り線部を形成し、リード側１０Ｘを３層とすることで
、コイル１０の巻回を可能としている。
【００４９】
　また、コイル１０と分割コアユニット２５の絶縁はインシュレータ２６によって絶縁さ
れ、分割コアユニット２５の両端面に形成されるコイルエンドのリード側１０Ｘ及び反リ
ード側１０Ｙの絶縁に関しては、相関紙を用いるなどの方法が考えられるため、単純に隣
り合う平角導体２０同士の電位差によって絶縁被覆膜２１の厚みを決定すればよい。
【００５０】
　また、コイル１０の巻き初めの位置は、分割コアユニット２５の周方向の最も外側とし
ていることで、列の数を減らすことが可能となる。
　本実施形態のコイル１０は、巻回開始部１０Ａがコイル１０の外周側であり、巻回終了
部１０Ｂもコイル１０の外周側に位置するので、巻回開始部１０Ａ及び巻回終了部１０Ｂ
とコイル１０が干渉しない。
　例えば、巻回開始部１０Ａ又は巻回終了部１０Ｂがコイル１０の１層側に来る場合、リ
ード側１０Ｘ側の平角導体２０を巻回開始部１０Ａ又は巻回終了部１０Ｂが避けて巻回さ
れる必要がある。この場合、平角導体２０の厚み分だけコイル１０の外側又は内側に逃げ
る必要がある。このため、余計な厚みを必要とすることになる。
【００５１】
　また、コイル１０を２層のコイルとしていることで、ステータ５０のコイルエンドの厚
みを抑えることが可能となる。
　巻回装置１００で平角導体２０をエッジワイズ曲げ加工する場合、平角導体２０の幅と
同じ半径以下にエッジワイズ曲げ加工することは困難である。
　したがって、１層巻きにして２倍の幅の平角導体２０をエッジワイズ曲げ加工する場合
よりも、コイルエンドの幅を同等に維持することが可能となる。
　図９に、コイルとティースの関係についての断面図を示す。
　ティース３１の間に形成されるスロット３２に挿入される区間は、コイル１０はストレ
ートである必要がある。
【００５２】
　このため、コイルエンドの厚みは１層コイルで曲げＲ＋幅Ｘとなり、２層コイルで曲げ
Ｒ＋幅Ｘ×３となる。曲げＲは幅Ｘと同じである為、１層コイルで２Ｘ、２層コイルで４
Ｘの厚みがコイルエンドで必要となる。幅Ｘを１０ｍｍとすると、１層コイルではコイル
エンドの厚みは２０ｍｍとなり、２層コイルでも２０ｍｍとなる。したがって、理論上は
１層コイルでも２層コイルでもリード側１０Ｘの厚みは同じとなる。
　反リード側１０Ｙは、１層コイルで２Ｘ、２層コイルで３Ｘとなるため、２層コイルの
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ほうがコイルエンドを薄くすることが可能である。
　したがって、ステータ５０全体で見ると、コイル１０を２層化した方がステータ５０の
厚みを薄くすることが可能となる。
【００５３】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
（第２実施形態）
　本発明の第２の実施形態は、第１実施形態と、コイル１０の巻き数とその渡り線部の形
状が若干異なる。以下にその異なる部分について説明をする。
　図１３に、第２実施形態のコイルの上面視図を示す。
　図１４に、コイルの側面断面図を示す。図１３のＢＢ断面である。
　図１５に、コイルの側面断面図を示す。図１３のＣＣ断面である。
　第２実施形態のコイル１０は、第１実施形態のコイル１０同様に、平角導体２０が２層
に巻回され、一方のコイルエンド部であるリード側１０Ｘが３層に形成されている。その
点は、第２実施形態と第１実施形態とは同様である。ただし、第２実施形態のコイル１０
は２層８列の合計１６ターン巻回されている。
【００５４】
　したがって、巻回開始部１０Ａより巻回開始されて、２層１列目に１ターン目Ｔ１が形
成され、１層１列目に２ターン目Ｔ２が形成され、１層１－２列目に第１渡り線部１０Ｃ
１が形成され１層２列目の３ターン目Ｔ３へ移行する。そして、２層２列目に４ターン目
Ｔ４が形成され、３層２－３列目に第２渡り線部１０Ｃ２が形成されて、２層３列目の５
ターン目Ｔ５へ移行する。
　５ターン目Ｔ５から続いて形成される６ターン目Ｔ６は、１層３列目に形成され、１層
３－４列目に第３渡り線部１０Ｃ３が形成されて、１層４列目に７ターン目Ｔ７が形成さ
れる。そして、２層４列目に８ターン目Ｔ８が形成され、３層４－５列目に第４渡り線部
１０Ｃ４が形成されて、２層５列目に９ターン目Ｔ９が形成される。
【００５５】
　９ターン目Ｔ９から続いて形成される１０ターン目Ｔ１０は、１層５列目に形成され、
１層５－６列目に第５渡り線部１０Ｃ５が形成されて、１層６列目に１１ターン目Ｔ１１
が形成される。そして、２層６列目に１２ターン目Ｔ１２が形成され、３層６－７列目に
第６渡り線部１０Ｃ６が形成されて、２層７列目に１３ターン目Ｔ１３が形成される。
　１３ターン目Ｔ１３に続いて形成される１４ターン目Ｔ１４は、１層７列目に形成され
、１層７－８列目に第７渡り線部１０Ｃ７が形成されて、１層８列目に１５ターン目Ｔ１
５が形成される。そして、２層８列目に１６ターン目Ｔ１６が形成され、巻回終了部１０
Ｂに至る。
【００５６】
　図１６に、コイルの側面図を示す。図１３のＤＤ矢視図である。
　第２渡り線部１０Ｃ２、第４渡り線部１０Ｃ４、第６渡り線部１０Ｃ６が、図１６に示
される通りコイル１０のリード側１０Ｘの外側、つまり３層目に形成され、第１渡り線部
１０Ｃ１、第３渡り線部１０Ｃ３、第５渡り線部１０Ｃ５、第７渡り線部１０Ｃ７が図示
されないコイル１０のリード側１０Ｘの内側、つまり１層目に同様に形成される。
　一方、前述したようにコイル１０の反リード側１０Ｙは、図１５に示されるように他の
２辺と同様に２層しか形成されず、渡り線部も有していない。
【００５７】
　第１渡り線部１０Ｃ１乃至第７渡り線部１０Ｃ７は、第１端部１０Ｄ１及び第２端部１
０Ｄ２と、第１端部１０Ｄ１と第２端部１０Ｄ２とを接続するレーンチェンジ部１０Ｄ３
の３つの領域で構成される。
　図１７に、レーンチェンジ部形成時の様子を模式図に示す。
　レーンチェンジ部１０Ｄ３の形成は、図６に示される巻回装置１００のベース１５８に
設けられた上型１８１、下型１８２によって行われる。上型１８１には、レーンチェンジ
部１０Ｄ３を形成するための第１成形面１８１ａが、下型１８２には第２成形面１８２ａ
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が設けられている。
【００５８】
　そして、エッジワイズ曲げ加工された後の平角導体２０を、上型１８１及び下型１８２
で挟み込むようにして加圧することで、第１端部１０Ｄ１と第２端部１０Ｄ２の間にレー
ンチェンジ部１０Ｄ３を形成する。このレーンチェンジ部１０Ｄ３は長方形に巻回される
コイル１０の短辺側に形成されている。
　上型１８１及び下型１８２には図示しない推力発生機構が接続されており、平角導体２
０に対して図１７の上下方向から挟み込むように移動し、加圧する機能を備えている。ま
た、上型１８１及び下型１８２は、平角導体２０を巻回してコイル１０を形成するに辺り
、平角導体２０と干渉しない領域に退避可能な構成となっている。
【００５９】
　なお、第１端部１０Ｄ１及び第２端部１０Ｄ２は、数ｍｍ程度の幅があればその機能を
発揮するため、レーンチェンジ部１０Ｄ３の形成に必要な幅によって、第１端部１０Ｄ１
及び第２端部１０Ｄ２の幅は決定される。
　そして、第１端部１０Ｄ１及び第２端部１０Ｄ２は隣り合う層の平角導体２０に沿った
形状に形成される。すなわち、図１６に示されるように、第１渡り線部１０Ｃ１の第１端
部１０Ｄ１は、リード側１０Ｘの短辺ＳＳＣにおいて隣り合う、２層目に形成される１タ
ーン目Ｔ１と２ターン目Ｔ２の接続辺に沿った形状である。また、第１渡り線部１０Ｃ１
の第２端部１０Ｄ２は、リード側１０Ｘの短辺ＳＳＣにおいて隣り合う、２層目に形成さ
れる３ターン目Ｔ３と４ターン目Ｔ４との接続辺に沿った形状である。
【００６０】
　第２実施形態に示すような構成で平角導体２０がコイル１０として巻回されることで、
以下のような作用効果を奏する。
　まず、巻回されたコイルの厚みを抑えることができ、結果的にステータ５０の占積率を
向上させることが可能な点が挙げられる。
　図１８に、レーンチェンジ部を設けないコイル巻回方法により形成したコイルの形斜視
図を示す。
　図１９に、レーンチェンジ部を設けないコイル巻回方法により形成したコイルの模式断
面図を示す。
　第２実施形態のステータ５０は、第１渡り線部１０Ｃ１又は第２渡り線部１０Ｃ２の少
なくとも一方は、第１端部１０Ｄ１と第２端部１０Ｄ２と、第１端部１０Ｄ１と第２端部
１０Ｄ２とに挟まれたレーンチェンジ部１０Ｄ３とからなり、第１端部１０Ｄ１と第２端
部１０Ｄ２は、隣り合う層、すなわち第２層の平角導体２０に沿って形成され、レーンチ
ェンジ部１０Ｄ３で隣り合う列（例えば第１渡り線部１０Ｃ１であれば１列目から２列目
）に平角導体２０がレーンチェンジされるものである。
【００６１】
　このように第１渡り線部１０Ｃ１乃至第７渡り線部１０Ｃ７にレーンチェンジ部１０Ｄ
３を設けたことで、コイル１０の厚みを最小限に抑えることが可能となる。
　レーンチェンジ部１０Ｄ３を設けずに平角導体２０を巻回してコイル１０を形成すると
、渡り線部の形状によっては図１８に示すように膨らみ分Ｘ２だけ膨らんでしまう。渡り
線部を設けるリード側１０Ｘの厚みはリード側厚Ｘ３に対し、反リード側１０Ｙの厚みは
反リード側厚Ｘ１となるので、その差の分だけ厚くなる。このように膨らんでしまうと、
分割コアユニット２５に挿入する際に占積率を悪化させる要因となる。
【００６２】
　この原因として考えられるのは、渡り線部の処理に起因する平角導体２０同士の干渉に
よるものである。
　第１渡り線部１０Ｃ１乃至第７渡り線部１０Ｃ７の何れの渡り線部も、コイル１０の短
辺ＳＳＣに形成される。しかし、平角導体２０の材質や短辺ＳＳＣの長さによっては、図
１９に示すような状態となり、上側干渉領域Ｚ１及び下側干渉領域Ｚ２が長辺ＬＳＣに形
成されてしまうことで、リード側１０Ｘに膨らみを生じることとなる。
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　すなわち、図１９に示すように第１渡り線部１０Ｃ１を短辺ＳＳＣに形成すると、長辺
ＬＳＣ側の平角導体２０も捻られて、上側干渉領域Ｚ１と下側干渉領域Ｚ２を長辺ＬＳＣ
に形成する可能性がある。この上側干渉領域Ｚ１と下側干渉領域Ｚ２は、隣り合う平角導
体２０との干渉を引き起こす可能性のある領域であり、主にリード側１０Ｘ寄りの長辺Ｌ
ＳＣに形成される虞がある。
【００６３】
　この上側干渉領域Ｚ１と下側干渉領域Ｚ２の影響は僅かなものではあるが、ターン数が
増えるほど影響は顕著になる。
　そして、上側干渉領域Ｚ１と下側干渉領域Ｚ２が問題となるのは、複層巻きのコイル１
０に限られる。
　すなわち、図１９に示すように、巻回開始部１０Ａから１ターン目Ｔ１のＡ側は水平に
形成され、Ｃ側も同様に水平に形成される。そして、２ターン目Ｔ２のＡ側までは水平と
なるが、Ｃ側は隣の列に形成される３ターン目Ｔ３のＡ側に接続するために第１渡り線部
１０Ｃ１が形成されるので、２ターン目Ｔ２のＣ側と３ターン目Ｔ３のＡ側は捻られるこ
とになる。
【００６４】
　そして、３ターン目Ｔ３のＣ側は水平に形成され、４ターン目Ｔ４のＡ側も水平に形成
され、４ターン目Ｔ４のＣ側と５ターン目Ｔ５のＡ側は、第２渡り線部１０Ｃ２に接続さ
れることで捻られることになる。
　つまり、水平に形成される辺と捻られる辺とが長辺ＬＳＣに混在する結果となることで
、上側干渉領域Ｚ１と下側干渉領域Ｚ２が問題となり、捻られる影響の強いリード側１０
Ｘの厚みが厚くなる結果となる。このような問題は、各列が同様な形状で巻回される単層
のコイルには生じにくく、複層コイル特有の問題といえる。
【００６５】
　しかしながら、第２実施形態のコイル１０のようにレーンチェンジ部１０Ｄ３を形成す
ることで、このような問題は解消される。
　これは、レーンチェンジ部１０Ｄ３の両脇に形成される第１端部１０Ｄ１及び第２端部
１０Ｄ２を設けることで、レーンチェンジ部１０Ｄ３で集中的にレーンチェンジを完了す
ることができ、結果的に長辺ＬＳＣにレーンチェンジの影響を及ぼさないようにすること
が可能となるからである。
　すなわち、前述したように第１端部１０Ｄ１及び第２端部１０Ｄ２は隣り合う層に沿っ
た形状に形成されるため、レーンチェンジ部１０Ｄ３の影響を長辺ＬＳＣに及ぼすことを
抑えることができ、結果的にコイル１０の厚みを抑えて巻回することができる。
【００６６】
　また、長辺ＬＳＣで捻るか、長辺ＬＳＣと短辺ＳＳＣとの接続部分で捻り、分割コアユ
ニット２５の幅よりも長辺ＬＳＣを長くとることで、分割コアユニット２５に設けられた
スロット内において捻りの影響、すなわち上側干渉領域Ｚ１と下側干渉領域Ｚ２の影響を
最小限に抑える方法も考えられる。が、それではステータ５０のコイルエンドが長くなっ
てしまい、小型化の妨げになる他、コイル１０に用いる平角導体も長く必要となるため、
コスト削減の妨げになる虞があるので好ましくない。
　すなわち、短くとも渡り線部において第１端部１０Ｄ１及び第２端部１０Ｄ２を設ける
ことは、小型化やコストダウンにも貢献することができると考えられる。
【００６７】
　以上、本実施形態に則して発明を説明したが、この発明は前記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の趣旨を逸脱することのない範囲で構成の一部を適宜変更することによ
り実施することもできる。
　例えば、コイル１０の材質や絶縁被覆の材質など、例示している材質を変更することを
妨げない。更に、巻回装置１００での巻回はあくまで一例であるので、別の方式の巻回装
置を用いてコイル１０を形成することを妨げない。
【００６８】
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　また、コイル１０のターン数を増減することを妨げない。特にリード側、反リード側の
コイルエンド部は、コイルエンドの短縮は望ましいものの、層の数を増やすことを妨げる
ものではない。そして、本実施形態に示した巻回方式については、スロット３２の幅やコ
イル１０の必要ターン数に応じて適宜選択すべきである。
【符号の説明】
【００６９】
１０　　　コイル
１０Ａ　　　巻回開始部
１０Ｂ　　　巻回終了部
１０Ｃ１　　　第１渡り線部
１０Ｃ２　　　第２渡り線部
１０Ｃ３　　　第３渡り線部
１０Ｃ４　　　第４渡り線部
１０Ｃ５　　　第５渡り線部
１０Ｘ　　　リード側
１０Ｙ　　　反リード側
２０　　　平角導体
２１　　　絶縁被覆膜
２５　　　分割コアユニット
２６　　　インシュレータ
２７　　　アウターリング
３０　　　ステータコアピース
３１　　　ティース
３２　　　スロット
５０　　　ステータ
１００　　　巻回装置
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(19) JP WO2011/001736 A1 2011.1.6

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月17日(2011.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（削除）
【請求項２】
　ティースとスロットが形成されたステータコアと、前記スロットに挿入され、巻回され
た状態で導体が前記ステータコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）を成すコイルと、を
備えるステータにおいて、
　前記コイルは、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向
かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、
　前記コイルの、前記スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、リード側のコイル
エンド部分の層数がｎ＋１層以上であり、
　前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線
部が形成され、
　前記リード側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線
部が形成されることを特徴とするステータ。
【請求項３】
　請求項２に記載のステータにおいて、
　前記第１渡り線部又は前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、
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前記第１端部と前記第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、
　前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記導体に沿って形成され、
　前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジされることを特徴とす
るステータ。
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
　導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成して巻回される多層巻きコイルにおい
て、
　前記導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向か
って巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、
　リード側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であり、
　前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線
部が形成され、
　前記リード側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線
部が形成されることを特徴とする多層巻きコイル。
【請求項６】
　請求項５に記載の多層巻きコイルにおいて、
　前記第１渡り線部又は前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、
前記第１端部と前記第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、
　前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記導体に沿って形成され、
　前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジされることを特徴とす
る多層巻きコイル。
【請求項７】
　ステータコアに形成されるスロット部に、前記ステータコアの周方向に対して複数の層
（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備えるステータの製造方法において、
　前記コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回し、第２列が内層から外層
に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、
　前記コイルは、リード側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であり、
　前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線
部が形成され、
　前記リード側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線
部が形成されることを特徴とするステータの製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載のステータの製造方法において、
　前記リード側のコイルエンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治
具を用いて前記コイルの軸方向に加圧することで形成することを特徴とするステータの製
造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
回する第２列を示す。
　特許文献４の方法で実際に巻回する場合、コイル２００を巻回する順にＡ側、Ｂ側、Ｃ
側、Ｄ側とすると、第２層（外側）のＡ側から導線を巻回し、第２層のＢ側、Ｃ側、Ｄ側
と巻回してから、第１層（内側）のＡ側に移る。そして、第１層（内側）のＢ側、Ｃ側と
巻回して、Ｄ側に移る。そして、第１層のＤ側で第１列から第２列に渡る渡り部分を形成
する。
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［００１２］
そして、第２列の第１層のＡ側から巻回し、第１層のＢ側、Ｃ側、Ｄ側と巻回した後、第
２層のＡ側に移る。そして、第２層のＢ側、Ｃ側と巻回した後が問題となる。
　第２列では、Ｄ側は既に巻回されているので、コイル２００を２層で巻回するには第２
列の第２層のＣ側で第３列に渡る渡り部分を形成する必要が出てくる。
　しかしながら、Ａ側とＣ側に配置される導線は、ステータのスロット内に収められる必
要がある為、Ｃ側で渡り部分を形成すると、スロット内の占積率を悪化させる結果となっ
てしまう。
　すなわち、特許文献４に示した方法では、２層に導線を巻回してコイルを形成したとし
ても、ステータの占積率向上に寄与することは困難であると言える。
［００１３］
そこで、本発明はこのような課題を解決するために、絶縁被覆膜の厚みを抑えることが可
能な多層巻きコイル、ステータ、及びその製造方法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
［００１４］
前記目的を達成するために、本発明の一態様によるステータは、以下のような特徴を有す
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
［００１５］
（２）ティースとスロットが形成されたステータコアと、前記スロットに挿入され、巻回
された状態で導体が前記ステータコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）を成すコイルと
、を備えるステータにおいて、前記コイルは、第１列が外層から内層に向かって巻回され
、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され
、前記コイルの、前記スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、リード側のコイル
エンド部分の層数がｎ＋１層以上であり、前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記
第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記リード側のコイルエンドの最
外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されることを特徴とする。
［００１６］
（３）（２）に記載のステータにおいて、好ましくは、前記第１渡り線部又は前記第２渡
り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、前記第１端部と前記第２端部とに挟
まれたレーンチェンジ部とからなり、前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記
導体に沿って形成され、前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジ
されることを特徴とする。
［００１７］
また、前記目的を達成するために、本発明の別態様による多層巻きコイルは以下のような
特徴を有する。
［００１８］
（５）導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成して巻回される多層巻きコイルに
おいて、前記導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層
に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、リード側のコイルエン
ドの層数が、ｎ＋１層以上であり、前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列
と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記リード側のコイルエンドの最外層に
、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されることを特徴とする。
［００１９］
（６）（５）に記載の多層巻きコイルにおいて、好ましくは、前記第１渡り線部又は前記
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第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、前記第１端部と前記第２端部
とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層
の前記導体に沿って形成
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
され、前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジされることを特徴
とする。
［００２０］
また、前記目的を達成するために、本発明の別態様によるステータの製造方法は以下のよ
うな特徴を有する。
（７）ステータコアに形成されるスロット部に、前記ステータコアの周方向に対して複数
の層（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備えるステータの製造方法におい
て、前記コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回し、第２列が内層から外
層に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、前記コイルはリード側の
コイルエンドの層数ｎが、ｎ＋１層以上であり、前記リード側のコイルエンドの最内層に
、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記リード側のコイルエン
ドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されることを特徴と
する。
［００２１］
（８）（７）に記載のステータの製造方法において、好ましくは、前記リード側のコイル
エンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治具を用いて前記コイルの
軸方向に加圧することで形成することを特徴とする。
発明の効果
［００２２］
このような特徴を有する本発明によるステータの一態様により、以下のような作用、効果
が得られる。
　上記（２）に記載される発明の態様は、ティースとスロットが形成されたステータコア
と、スロットに挿入され、巻回された状態で導体がステータコアの周方向に対して複数の
層（ｎ層）を成すコイルと、を備えるステータにおいて、コイルは、第１列が外層から内
層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内
層に向かって巻回され、コイルの、スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、リー
ド側のコイルエンド部分の層数がｎ＋１層以上であり、コイルは、リード側のコイルエン
ドの最内層に、第１列と第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、リード側のコイルエン
ドの最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される。
［００２３］
本発明のコイルは、例えばステータコアの周方向に２層、ステータコアの径方向に６列巻
回するコイルを考えると、２層１列目から巻回を始めたとして、１層１列目に巻き進み、
その後、１層２列目、２層２列目、２層３列目、１層３列目……と巻き進むことで形成さ
れる。
　そして、リード側のコイルエンドにおいて、他の辺の層よりも層数
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
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がｎ＋１層、前述の例では３層形成されている。この点は特許文献４に開示されていない
。
［００２４］
　本発明の態様であれば、２層にコイルを形成した場合においても、部分的に３層とする
ことで矛盾無く２層のコイルを形成することが可能となる。これは、図１２に示す２層Ｃ
側から３層Ｄ側に巻き進むことで、２層Ｄ側の導線との干渉を避けることが可能となる為
である。
　この結果、導体に用いる絶縁被覆は、２層１列目と２層２列目との間の電位差に対応し
得るだけの厚さで済むことになる。前述のステータコアに備えるティースの根本側からテ
ィース表面に沿って順にステータコアの径方向内側に巻回して、ティースの先端側に達し
たところで折り返して２層目を巻回する方法でコイルを形成する例で考えると、巻き初め
から巻き終わりまで１００Ｖの電圧をかけた場合、この例のコイルでは１００Ｖの電位差
に耐える必要がある。一方、（２）に記載の発明のステータであれば、１ターン目と４タ
ーン目が隣り合うことになるので、前述の例の１／３程度の電位差に耐えれば良いことに
なる。そして、ターン数が増えれば更に電位差を小さくすることができる。
　このように、導体に用いる絶縁被覆の厚みを抑えることが可能となるのでステータコア
に巻回した際に、占積率の向上を図ることができる。また、絶縁被覆の厚みが薄く済むこ
とで単純にコストダウンを図ることも可能である。
［００２５］
　また、コイルの渡り線部をコイルエンドに形成することで、スロット内に挿入される挿
入部分で導線同士の干渉を回避する必要がなくなる。このため、スロット内の占積率の向
上を図ることに貢献する。
［００２６］
　上記（３）に記載の発明の態様は、（２）に記載のステータに
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
おいて、第１渡り線部又は第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、第
１端部と第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、第１端部と第２端部は、隣
り合う層の導体に沿って形成され、レーンチェンジ部で隣り合う列に導体がレーンチェン
ジされるものである。
［００２７］
　渡り線部に第１端部及び第２端部を設け、レーンチェンジ部において隣り合う列にレー
ンチェンジさせることで、レーンチェンジによる導体の変形の影響により、コイルの積厚
が増加することを抑えることが出来る。
　２層巻き以上の多層を有するコイルは、巻き方によってはレーンチェンジに関わるター
ンとレーンチェンジに関わらないターンとが隣接して並ぶことになる。（２）に記載の態
様で巻回する場合には、このケースに該当する。このような場合、レーンチェンジさせる
ために導体を変形させると、レーンチェンジ部を設けた辺に隣接する辺にまでレーンチェ
ンジの影響によって導体が変形してしまい、コイルの積厚を増加させてしまう結果となる
。
［００２８］
　しかしながら、レーンチェンジ部を第１端部と第２端部との間に設ける構成とし、第１
端部と第２端部は、隣り合う層に沿った形状をしていることで、レーンチェンジ部の導体
の変形の影響を隣接する辺に及ぼすことを抑制することが可能となる。
　この結果、コイルの積厚が増加しないのでステータの占積率の向上に寄与することが可
能となる。
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［００２９］
また、このような特徴を有する本発明による多層巻きコイルの別態様により、以下のよう
な作用、効果が得られる。
　上記（５）に記載の発明の態様は、導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成し
て巻回される多層巻きコイルにおいて、導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回さ
れ、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回さ
れ、リード側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であり、リード側のコイルエンドの
最内層に、第１列と第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、リード側のコイルエンドの
最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される。
　したがって、通電した際に隣り合う導体の同士の電位差を低くすることができ、導体に
用いる絶縁被覆の厚みを薄くすることが可能なコイルを実現す
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
ることができる。
［００３０］
　また、（３）と同様に通電した際に隣り合う導体の同士の電位差を低くすることができ
、導体に用いる絶縁被覆の厚みを薄くすることが可能なコイルを実現することができる。
［００３１］
上記（６）に記載の発明の態様は、（５）に記載の多層巻きコイルにおいて、第１渡り線
部又は第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、第１端部と第２端部と
に挟まれたレーンチェンジ部とからなり、第１端部と第２端部は、隣り合う層の導体に沿
って形成され、レーンチェンジ部で隣り合う列に導体がレーンチェンジされるものである
。
　したがって、（３）に記載のステータ同様に、第１端部と第２端部を設け、隣り合う列
に導体をレーンチェンジさせるレーンチェンジ部は第１端部と第２端部の間に形成されて
いることで、レーンチェンジ部を設けた辺と隣り合う辺に、レーンチェンジ部における導
体の変形の影響を及ぼさず、結果的にコイルの積厚を抑えることが可能となる。
［００３２］
また、このような特徴を有する本発明によるステータ製造方法の別態様により、以下のよ
うな作用、効果が得られる。
　上記（７）に記載の発明の態様は、スステータコアに形成されるスロット部に、ステー
タコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備え
るステータの製造方法において、コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回
し、第２列が内層から外層に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、
コイルはリード側のコイルエンドの層数ｎが、ｎ＋１層以上であり、リード側のコイルエ
ンドの最内層に、第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、リード側のコイ
ルエンドの最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される。
　このような方法で、隣り合う導体同士の電位差の低いコイルを形成し、ステータコアに
挿入することで、占積率の高いステータの製造を可能とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
［００３３］
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上記（８）に記載の発明の態様は、（７）に記載のステータの製造方法において、リード
側のコイルエンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治具を用いてコ
イルの軸方向に加圧することで形成するものである。
　成形治具を用いてコイルの軸方向に加圧する製造方法を採用することで、コイル巻回装
置に成形治具を組み込んで連続的に導体を巻回しながらコイルを形成することが可能とな
る。
図面の簡単な説明
［００３４］
［図１］第１実施形態の、コイルの斜視図である。
［図２］第１実施形態の、コイルを分割型のステータコアに挿入した際の断面図である。
［図３］第１実施形態の、ステータの斜視図である。
［図４］第１実施形態の、コイルの分解斜視図である。
［図５］第１実施形態の、コイルのリード側の断面図である。
［図６］第１実施形態の、装置概略図である。
［図７］第１実施形態の、巻回手順１の模式図である。
［図８］第１実施形態の、巻回手順２の模式図である。
［図９］第１実施形態の、コイルとティースの関係についての断面図である。
［図１０］特許文献４の、コイルの断面図である。
［図１１］特許文献４の、コイルの第１列を巻回する順番を示す模式図である。
［図１２］特許文献４の、コイルの第２列を巻回する順番を示す模式図である。
［図１３］第２実施形態の、コイルの上面視図である。
［図１４］第２実施形態の、コイルの側面断面図である。
［図１５］第２実施形態の、コイルの側面断面図である。
［図１６］第２実施形態の、コイルの側面図である。
［図１７］第２実施形態の、レーンチェンジ部形成時の様子を示した模式図である。
［図１８］比較のために示した、レーンチェンジ部を設けないコイル巻回方法に
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月14日(2011.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（１）ティースとスロットが形成されたステータコアと、前記スロットに挿入され、巻回
された状態で導体が前記ステータコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）を成すコイルと
、を備えるステータにおいて、前記コイルは、第１列が外層から内層に向かって巻回され
、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され
、前記コイルの、前記スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、リード側のコイル
エンド部分の層数がｎ＋１層以上であり、前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記
第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記リード側のコイルエンドの最
外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されることを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
（２）（１）に記載のステータにおいて、好ましくは、前記第１渡り線部又は前記第２渡
り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、前記第１端部と前記第２端部とに挟
まれたレーンチェンジ部とからなり、前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記
導体に沿って形成され、前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジ
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されることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
（３）導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成して巻回される多層巻きコイルに
おいて、前記導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層
に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、リード側のコイルエン
ドの層数が、ｎ＋１層以上であり、前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列
と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記リード側のコイルエンドの最外層に
、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
（４）（３）に記載の多層巻きコイルにおいて、好ましくは、前記第１渡り線部又は前記
第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、前記第１端部と前記第２端部
とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層
の前記導体に沿って形成され、前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチ
ェンジされることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、前記目的を達成するために、本発明の別態様によるステータの製造方法は以下の
ような特徴を有する。
（５）ステータコアに形成されるスロット部に、前記ステータコアの周方向に対して複数
の層（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備えるステータの製造方法におい
て、前記コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回し、第２列が内層から外
層に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、前記コイルはリード側の
コイルエンドの層数ｎが、ｎ＋１層以上であり、前記リード側のコイルエンドの最内層に
、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、前記リード側のコイルエン
ドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成されることを特徴と
する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
（６）（５）に記載のステータの製造方法において、好ましくは、前記リード側のコイル
エンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治具を用いて前記コイルの
軸方向に加圧することで形成することを特徴とする。
【手続補正７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　このような特徴を有する本発明によるステータの一態様により、以下のような作用、効
果が得られる。
　上記（１）に記載される発明の態様は、ティースとスロットが形成されたステータコア
と、スロットに挿入され、巻回された状態で導体がステータコアの周方向に対して複数の
層（ｎ層）を成すコイルと、を備えるステータにおいて、コイルは、第１列が外層から内
層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内
層に向かって巻回され、コイルの、スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、リー
ド側のコイルエンド部分の層数がｎ＋１層以上であり、コイルは、リード側のコイルエン
ドの最内層に、第１列と第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、リード側のコイルエン
ドの最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明の態様であれば、２層にコイルを形成した場合においても、部分的に３層とする
ことで矛盾無く２層のコイルを形成することが可能となる。これは、図１２に示す２層Ｃ
側から３層Ｄ側に巻き進むことで、２層Ｄ側の導線との干渉を避けることが可能となる為
である。
　この結果、導体に用いる絶縁被覆は、２層１列目と２層２列目との間の電位差に対応し
得るだけの厚さで済むことになる。前述のステータコアに備えるティースの根本側からテ
ィース表面に沿って順にステータコアの径方向内側に巻回して、ティースの先端側に達し
たところで折り返して２層目を巻回する方法でコイルを形成する例で考えると、巻き初め
から巻き終わりまで１００Ｖの電圧をかけた場合、この例のコイルでは１００Ｖの電位差
に耐える必要がある。一方、（１）に記載の発明のステータであれば、１ターン目と４タ
ーン目が隣り合うことになるので、前述の例の１／３程度の電位差に耐えれば良いことに
なる。そして、ターン数が増えれば更に電位差を小さくすることができる。
　このように、導体に用いる絶縁被覆の厚みを抑えることが可能となるのでステータコア
に巻回した際に、占積率の向上を図ることができる。また、絶縁被覆の厚みが薄く済むこ
とで単純にコストダウンを図ることも可能である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　上記（２）に記載の発明の態様は、（１）に記載のステータにおいて、第１渡り線部又
は第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、第１端部と第２端部とに挟
まれたレーンチェンジ部とからなり、第１端部と第２端部は、隣り合う層の導体に沿って
形成され、レーンチェンジ部で隣り合う列に導体がレーンチェンジされるものである。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２７】
　渡り線部に第１端部及び第２端部を設け、レーンチェンジ部において隣り合う列にレー
ンチェンジさせることで、レーンチェンジによる導体の変形の影響により、コイルの積厚
が増加することを抑えることが出来る。
　２層巻き以上の多層を有するコイルは、巻き方によってはレーンチェンジに関わるター
ンとレーンチェンジに関わらないターンとが隣接して並ぶことになる。（１）に記載の態
様で巻回する場合には、このケースに該当する。このような場合、レーンチェンジさせる
ために導体を変形させると、レーンチェンジ部を設けた辺に隣接する辺にまでレーンチェ
ンジの影響によって導体が変形してしまい、コイルの積厚を増加させてしまう結果となる
。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、このような特徴を有する本発明による多層巻きコイルの別態様により、以下のよ
うな作用、効果が得られる。
　上記（３）に記載の発明の態様は、導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成し
て巻回される多層巻きコイルにおいて、導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回さ
れ、第２列が内層から外層に向かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回さ
れ、リード側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であり、リード側のコイルエンドの
最内層に、第１列と第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、リード側のコイルエンドの
最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される。
　したがって、通電した際に隣り合う導体の同士の電位差を低くすることができ、導体に
用いる絶縁被覆の厚みを薄くすることが可能なコイルを実現することができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　また、（２）と同様に通電した際に隣り合う導体の同士の電位差を低くすることができ
、導体に用いる絶縁被覆の厚みを薄くすることが可能なコイルを実現することができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　上記（４）に記載の発明の態様は、（３）に記載の多層巻きコイルにおいて、第１渡り
線部又は第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、第１端部と第２端部
とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、第１端部と第２端部は、隣り合う層の導体に
沿って形成され、レーンチェンジ部で隣り合う列に導体がレーンチェンジされるものであ
る。
　したがって、（２）に記載のステータ同様に、第１端部と第２端部を設け、隣り合う列
に導体をレーンチェンジさせるレーンチェンジ部は第１端部と第２端部の間に形成されて
いることで、レーンチェンジ部を設けた辺と隣り合う辺に、レーンチェンジ部における導
体の変形の影響を及ぼさず、結果的にコイルの積厚を抑えることが可能となる。
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【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　また、このような特徴を有する本発明によるステータ製造方法の別態様により、以下の
ような作用、効果が得られる。
　上記（５）に記載の発明の態様は、スステータコアに形成されるスロット部に、ステー
タコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備え
るステータの製造方法において、コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回
し、第２列が内層から外層に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、
コイルはリード側のコイルエンドの層数ｎが、ｎ＋１層以上であり、リード側のコイルエ
ンドの最内層に、第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線部が形成され、リード側のコイ
ルエンドの最外層に、第２列と第３列とを繋ぐ第２渡り線部が形成される。
　このような方法で、隣り合う導体同士の電位差の低いコイルを形成し、ステータコアに
挿入することで、占積率の高いステータの製造を可能とする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　上記（６）に記載の発明の態様は、（５）に記載のステータの製造方法において、リー
ド側のコイルエンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治具を用いて
コイルの軸方向に加圧することで形成するものである。
　成形治具を用いてコイルの軸方向に加圧する製造方法を採用することで、コイル巻回装
置に成形治具を組み込んで連続的に導体を巻回しながらコイルを形成することが可能とな
る。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ティースとスロットが形成されたステータコアと、前記スロットに挿入され、巻回され
た状態で導体が前記ステータコアの周方向に対して複数の層（ｎ層）を成すコイルと、を
備えるステータにおいて、
　前記コイルは、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向
かって巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、
　前記コイルの、前記スロットに挿入される挿入部分の層数ｎに対し、リード側のコイル
エンド部分の層数がｎ＋１層以上であり、
　　前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り
線部が形成され、
　　前記リード側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り
線部が形成されることを特徴とするステータ。
【請求項２】
　請求項１に記載のステータにおいて、
　前記第１渡り線部又は前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、
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前記第１端部と前記第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、
　前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記導体に沿って形成され、
　前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジされることを特徴とす
るステータ。
【請求項３】
　導体が巻回されることで、複数の層（ｎ層）を成して巻回される多層巻きコイルにおい
て、
　前記導体が、第１列が外層から内層に向かって巻回され、第２列が内層から外層に向か
って巻回され、第３列が外層から内層に向かって巻回され、
　リード側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であり、
　前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線
部が形成され、
　前記リード側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線
部が形成されることを特徴とする多層巻きコイル。
【請求項４】
　請求項３に記載の多層巻きコイルにおいて、
　前記第１渡り線部又は前記第２渡り線部の少なくとも一方は、第１端部と第２端部と、
前記第１端部と前記第２端部とに挟まれたレーンチェンジ部とからなり、
　前記第１端部と前記第２端部は、隣り合う層の前記導体に沿って形成され、
　前記レーンチェンジ部で隣り合う列に前記導体がレーンチェンジされることを特徴とす
る多層巻きコイル。
【請求項５】
　ステータコアに形成されるスロット部に、前記ステータコアの周方向に対して複数の層
（ｎ層）となるよう巻回されたコイルが挿入されて備えるステータの製造方法において、
　前記コイルを、導体を第１列が外層から内層に向かって巻回し、第２列が内層から外層
に向かって巻回し、第３列が外層から内層に向かって巻回し、
　前記コイルは、リード側のコイルエンドの層数が、ｎ＋１層以上であり、
　前記リード側のコイルエンドの最内層に、前記第１列と前記第２列とを繋ぐ第１渡り線
部が形成され、
　前記リード側のコイルエンドの最外層に、前記第２列と前記第３列とを繋ぐ第２渡り線
部が形成されることを特徴とするステータの製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のステータの製造方法において、
　前記リード側のコイルエンドに形成された、隣り合う列同士を繋ぐ渡り線部を、成形治
具を用いて前記コイルの軸方向に加圧することで形成することを特徴とするステータの製
造方法。
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