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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　駆動軸（60）と、該駆動軸（60）に取り付けられた略円筒形状のロータコア（41）を
有するロータ（40）と、該ロータ（40）の外周側に設けられ、周方向に並ぶ複数の分割ス
テータコア（31）によって略円筒形状に構成されたステータコア（30）と該ステータコア
（30）に分布巻きされた複数のコイル部（21,22,23）とを有するステータ（20）とを備え
、上記複数のコイル部（21,22,23）の少なくとも１つのコイル部（21）の軸方向両側のコ
イルエンド（21E）が、上記ステータコア（30）の内周面よりも内側を通過するように構
成された回転電気機械の組み立て方法であって、
　　上記各コイル部（21,22,23）を、上記複数の分割ステータコア（31）のいずれの２つ
にも跨らないように上記各分割ステータコア（31）に取り付ける取付工程と、
　　上記各コイル部（21,22,23）が取り付けられた上記各分割ステータコア（31）を、上
記ロータ（40）の外周側から設置位置まで径方向内側に移動させて組み付けることによっ
て上記ステータ（20）と上記ロータ（40）とを組み付ける組付工程とを備えている
ことを特徴とする回転電気機械の組み立て方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、コイル部が分布巻きされたモータ等の回転電気機械の組み立て方法に関す
るものである。
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【背景技術】
【０００２】
　　モータ等の回転電気機械の中には、コイル部がステータコアの複数のティースに跨る
ように巻回された所謂分布巻きタイプのものがある（例えば、下記特許文献１を参照）。
この種の分布巻の回転電気機械では、通常、ステータコアの内周側にロータを軸方向に挿
入することによってステータとロータとを組み立てるが、その際に、各コイル部のコイル
エンドがロータに当接しないように、コイルエンドをステータコアの外周側に膨出した形
状に形成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１２９７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　しかしながら、上述のように、各コイル部のコイルエンドを外周側に膨出した形状に
形成すると、トルクの発生に寄与しないコイルエンドが長くなる。そのため、各コイル部
における電気抵抗が大きくなり、銅損による効率低下を招いていた。
【０００５】
　　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、分布巻きタイプの回
転電気機械において、ステータとロータとの組立時にコイルエンドとロータとの当接を回
避しつつコイルエンドを短縮化して効率の向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　第１の発明は、駆動軸（60）と、該駆動軸（60）に取り付けられた略円筒形状のロー
タコア（41）を有するロータ（40）と、該ロータ（40）の外周側に設けられ、周方向に並
ぶ複数の分割ステータコア（31）によって略円筒形状に構成されたステータコア（30）と
該ステータコア（30）に分布巻きされた複数のコイル部（21,22,23）とを有するステータ
（20）とを備え、上記複数のコイル部（21,22,23）の少なくとも１つのコイル部（21）の
軸方向両側のコイルエンド（21E）が、上記ステータコア（30）の内周面よりも内側を通
過するように構成された回転電気機械の組み立て方法であって、上記各コイル部（21,22,
23）を、上記複数の分割ステータコア（31）のいずれの２つにも跨らないように上記各分
割ステータコア（31）に取り付ける取付工程と、上記各コイル部（21,22,23）が取り付け
られた上記各分割ステータコア（31）を、上記ロータ（40）の外周側から設置位置まで径
方向内側に移動させて組み付けることによって上記ステータ（20）と上記ロータ（40）と
を組み付ける組付工程とを備えている。
【０００７】
　　第１の発明では、少なくとも１つのコイル部（21,22,23）のコイルエンド（21E）は
、ステータコア（30）の内周面よりも内側を通過するように構成されているため、ステー
タコア（30）の外周側に膨出するように形成される場合に比べて短く形成される。また、
このようにステータコア（30）の内周面よりも内側の領域をコイルエンド（21E,22E,23E
）の配置領域として用いることで、同じ角度位置に配置される複数のコイルエンド（21E,
22E,23E）が軸方向に積み重なることなく径方向に分散配置される。これにより、これら
のコイルエンド（21E,22E,23E）の互いの当接が回避される。
【０００８】
　　ところで、第１の発明では、ステータコア（30）が周方向に並ぶ複数の分割ステータ
コア（31）によって構成され、各コイル部（21,22,23）が、それぞれ上記複数の分割ステ
ータコア（31）のいずれの２つにも跨らないように配置されている。そのため、コイル部
（21,22,23）が装着されたステータコア（30）の各分割ステータコア（31）をロータ（40
）の外周側から径方向内側に向かって組付けることによってステータ（20）とロータ（40
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）とを組み立てることができる。よって、コイルエンド（21E）がステータコア（30）の
内周面よりも内側を通過していても、ステータ（20）とロータ（40）との組付け時にコイ
ルエンド（21E）がロータ（40）に当接することがない。
【０００９】
　　また、第１の発明において、上記複数のコイル部（21,22,23）の少なくとも１つのコ
イルエンド（21E,22E,23E）は、平面視において直線状に形成されていてもよい。つまり
、このコイルエンド（22E）は、ステータコア（30）の軸方向端面に位置する両端部を最
短経路で結ぶことによって形成されている。コイルエンド（22E）をこのように形成する
と、ステータコア（30）の内周面よりも内側を通過する虞があるが、上述のように、ステ
ータコア（30）は複数の分割ステータコア（31）によって構成されているため、ステータ
（20）とロータ（40）との組付け時にコイルエンド（22E）がロータ（40）に当接するこ
とがない。
【００１０】
　　また、第１の発明において、上記ステータコア（30）及び上記ロータコア（41）は、
両コア（30,41）の間に径方向及び軸方向に交互に連続して延びるギャップ（G）を形成す
るように対向する凹凸部（38,46）をそれぞれ有していてもよい。つまり、ステータコア
（30）とロータコア（41）の間には径方向及び軸方向に交互に連続して延びるギャップ（
G）が形成されている。これにより、ステータコア（30）とロータコア（41）とは、径方
向だけでなく軸方向にも対向する部分をそれぞれ有することとなり、互いの対向面の面積
が飛躍的に拡大する。これにより、回転電気機械におけるトルク特性が向上する。
【発明の効果】
【００１１】
　　第１の発明によれば、ステータ（20）とロータ（40）との組立時にコイルエンド（21
E,22E,23E）とロータ（40）との当接を回避しつつコイルエンド（21E,22E,23E）の短縮化
を図ることができる。これにより、コイルエンド（21E,22E,23E）における電気抵抗を低
減して銅損による効率低下を抑制することができる。また、ステータコア（30）の内周面
よりも内側の領域をコイルエンド（21E,22E,23E）の配置領域として用いることで、同じ
角度位置に配置される複数のコイルエンド（21E,22E,23E）を軸方向に積み重ねることな
く径方向に分散配置することができる。これにより、コイルエンド（21E,22E,23E）の軸
方向高さを抑えることができると共に、従来使用できなかったステータコア（30）の内周
面よりも内側の領域を使用することによって、コイルエンド（21E,22E,23E）の外周側へ
の拡大を抑制することができるため、ステータコア（30）の径方向長さの小型化を図るこ
ともできる。従って、回転電気機械の小型化と共に、コイルエンド（21E,22E,23E）をさ
らに短縮化して回転電気機械の効率の向上を図ることができる。
【００１２】
　　また、第１の発明において、コイルエンド（22E）を、ステータコア（30）の軸方向
端面に位置する両端部が最短経路で結ばれるように形成する場合には、コイルエンド（22
E）をより短縮化して銅損による効率低下をより抑制することができる。
【００１３】
　　また、第１の発明において、上記ステータコア（30）及び上記ロータコア（41）を、
両コア（30,41）の間に径方向及び軸方向に交互に連続して延びるギャップ（G）を形成す
るように対向する凹凸部（38,46）をそれぞれ有するように構成する場合には、ステータ
コア（30）とロータコア（41）とにおける対向面の面積を飛躍的に拡大することで、回転
電気機械におけるトルク特性を向上させることによって効率の向上を図ることができる。
【００１４】
　　ところで、ステータコア（30）とロータコア（41）のそれぞれに凹凸部（38,46）を
設けることとすると、回転電気機械自体の径方向の寸法が大きくなってしまう。しかしな
がら、上述のように、ステータコア（30）の内周面よりも内側の領域を使用することによ
って、コイルエンド（21E,22E,23E）の外周側への拡大を抑制してステータコア（30）の
径方向長さの小型化を図ることができる。従って、回転電気機械の大型化を招くことなく
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、効率の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るモータの構成を模式的に示す縦断面図である。
【図２】図２は、本実施形態のモータの構成を示す平面図である。
【図３】図３は、分割ステータコアの構成を示す斜視図である。
【図４】図４は、ロータの斜視図である。
【図５】図５は、ロータコアの側面図である。
【図６】図６は、ステータ及びロータの組み合わせ部分を拡大して示す縦断面図である。
【図７】図７は、その他の実施形態のモータの構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１７】
　《発明の実施形態》
　　－概要－
　　図１は、本発明の実施形態に係るモータ（1）の構成を模式的に示す縦断面図である
。上記モータ（1）は、ステータ（20）、ロータ（40）、及び駆動軸（60）を備え、これ
らがケーシング（70）に収容されている。また、上記モータ（1）は、所謂ＩＰＭ（Inter
ior Permanent Magnet）モータである。
【００１８】
　　上記ケーシング（70）は、円筒形状の筒部（70a）と、該筒部（70a）の両端部を閉塞
すると共に上記駆動軸（60）を回転自在に支持する端板（70b）とを有している。筒部（7
0a）は、後述するステータコア（30）と同様に１２０°間隔で分割されている。駆動軸（
60）は、軸受（61）を介して端板（70b）に回転自在に支持されている。
【００１９】
　　なお、以下の説明において、軸方向とは駆動軸（60）の軸心の方向をいい、径方向と
は上記軸心と直交する方向をいう。また、外周側とは上記軸心から遠い側をいい、内周側
とは上記軸心から近い側をいう。また、積層位置とは、後述する積層板の軸方向の位置を
いう。
【００２０】
　　－ステータ（20）－
　　図２に示すように、上記ステータ（20）は、ステータコア（30）と、コイルを略矩形
状に複数回巻いて形成されたコイル部（21,22,23）とを備えている。図３に示すように、
ステータコア（30）は、複数の電磁鋼板（積層板）を軸方向に積層した積層コアに構成さ
れている。
【００２１】
　　上記ステータコア（30）は、図２に示すように、略円筒形状のコアバック部（35）と
、該コアバック部（35）から径方向内側向きに突出する複数のティース部（34）とを備え
ている。また、ステータコア（30）は、周方向に並ぶ複数の部材からなる。具体的には、
本実施形態では、ステータコア（30）は、１２０°間隔で分割された３つの円弧形状の分
割ステータコア（31）からなる。該３つの分割ステータコア（31）は、周方向に隣り合う
分割ステータコア（31）の端面同士が当接するように配置されている。また、後述するが
、３つの分割ステータコア（31）のそれぞれの外周面には、同様に分割された上記ケーシ
ング（70）の筒部（70a）が溶接等によって固定される。
【００２２】
　　また、上記各ティース部（34）は、本実施形態では３６つ設けられ、各ティース部（
34）の間には同数の空間が形成されている。該空間は上記コイル部（21,22,23）を収容す
るコイル用スロット（37）を構成している。具体的には、１つの分割ステータコア（31）
には、１２個のコイル用スロット（37）が形成されている。
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【００２３】
　　また、上記各ティース部（34）の先端部は、平面視が四辺形で基端部側（コアバック
部（35）側）の本体よりも周方向の幅が広い歯先部（36）に構成されている。各歯先部（
36）は、図３に示すように、軸方向断面において径方向内側の端面が凹凸状に構成されて
いる。以下では、各歯先部（36）の凹凸状の部分をステータ側凹凸部（38）と称し、該ス
テータ側凹凸部（38）の径方向内側の端面のうち、最も外周側の面を底面、その他の面を
頂面と称する。具体的には、このステータ側凹凸部（38）は、第１頂面（38a）、第２頂
面（38b）、及び底面（38c）を有している。
【００２４】
　　上記ステータ側凹凸部（38）は、積層板（33）の積層位置に応じて、歯先部（36）を
形成する積層板（33）の径方向長さ（歯先長さ）を変化させることで形成することができ
る。具体的には、上記第１頂面（38a）を形成する同じ径方向長さに形成された複数の積
層板（33）の内側端部（第２頂面（38b）より内周側の部分）によって、第１凸部（38A）
が構成されている。また、上記第２頂面（38b）を形成する同じ径方向長さに形成された
複数枚の積層板（33）の内側端部（底面（38c）より内周側の部分）によって、第２凸部
（38B）が構成されている。
【００２５】
　　また、図２に示すように、上記コイル部（21,22,23）は、本実施形態では、各分割ス
テータコア（31）に対して６つずつ計１８つ設けられ、所謂分布巻きに構成されている。
また、各コイル部（21,22,23）は、それぞれコイルが複数のティース部（34）に跨るよう
に巻回されて構成されている。
【００２６】
　　具体的には、上記ステータ（20）は、Ｕ相のコイル部（21）、Ｖ相のコイル部（22）
及びＷ相のコイル部（23）を備えている。本実施形態では、Ｕ相のコイル部（21）、Ｖ相
のコイル部（22）及びＷ相のコイル部（23）は、それぞれ６つずつ設けられ、各分割ステ
ータコア（31）に対してそれぞれ２つずつ設けられている。この各コイル部（21,22,23）
のコイルに所定の電力を供給することで、ステータ（20）に回転磁界を発生させることが
できる。なお、各コイル部（21,22,23）は、それぞれステータコア（30）の軸方向端面か
ら軸方向に突出したコイルエンド（21E,22E,23E）を有している。各コイル部（21,22,23
）のコイルエンド（21E,22E,23E）の配置構成については後述する。
【００２７】
　　－ロータ（40）－
　　図４に示すように、上記ロータ（40）は、ロータコア（41）と、複数の磁石（42）と
を備えている。上記ロータコア（41）は、複数の電磁鋼板（積層板（43））を軸方向に積
層した積層コアであり、円筒状に形成されている。
【００２８】
　　上記ロータコア（41）の中心には、駆動軸（60）を挿入する軸穴（47）が形成されて
いる。また、ロータコア（41）には、上記複数の磁石（42）をそれぞれ収容する、複数の
磁石用スロット（44）が形成されている。各磁石用スロット（44）は、軸穴（47）の軸心
回りに６０°ピッチで配置されている。つまり、各磁石用スロット（44）は、軸穴（47）
の軸心に対して軸対称に設けられている。また、各磁石用スロット（44）は、平面視（軸
穴（47）の軸方向視）において略Ｕ字状に形成され、該ロータコア（41）を軸方向に貫通
している。また、各磁石用スロット（44）の周方向の両端部は、ロータコア（41）の外周
付近まで延びている。なお、ロータコア（41）では、磁石用スロット（44）の周方向の端
部を形成する部分（外周で細くなった部分、図４参照）をブリッジ部（44a）と称する。
【００２９】
　　上記磁石（42）は、磁石用スロット（44）の中央付近に保持されている。この磁石（
42）の全長は、磁石用スロット（44）の全長よりも短く、各磁石用スロット（44）の周方
向の両端部分には、磁石（42）を収容した状態で空隙（45）がそれぞれ形成されている。
【００３０】
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　　図５に示すように、ロータコア（41）は、軸方向断面において径方向外側の端面が凹
凸状に構成されている。以下では、ロータコア（41）の凹凸状の部分をロータ側凹凸部（
46）と称し、該ロータ側凹凸部（46）の径方向外側の端面のうち、最も内周側の面を底面
、その他の面を頂面と称する。具体的には、このロータ側凹凸部（46）は、図５に示すよ
うに、第１頂面（46a）、第２頂面（46b）、底面（46c）を有している。
【００３１】
　　上記ロータ側凹凸部（46）は、積層板（43）の積層位置に応じて、積層板（43）の直
径を変化させることで形成することができる。具体的には、第１頂面（46a）を形成する
同径の複数の積層板（43）の外側端部（第２頂面（46b）より外周側の部分）によって、
第１凸部（46A）が構成されている。また、第２頂面（46b）を形成する同径の複数の積層
板（43）の外側端部（底面（46c）より外周側の部分）によって、第２凸部（46B）が構成
されている。
【００３２】
　　－立体ギャップ－
　　図６は、ステータ（20）とロータ（40）とを組み合わせた状態の断面図である。図６
に示すように、ステータ（20）とロータ（40）を組み合わせた際に、ステータコア（30）
とロータコア（41）とは、径方向及び軸方向に交互に連続して延びるギャップ（G）を介
して径方向及び軸方向にそれぞれ対向している。具体的には、径方向に関しては、ロータ
側凹凸部（46）の第１凸部（46A）の第１頂面（46a）とステータ側凹凸部（38）の底面（
38c）、ロータ側凹凸部（46）の第２凸部（46B）の第２頂面（46b）とステータ側凹凸部
（38）の第２凸部（38B）の第２頂面（38b）、ロータ側凹凸部（46）の底面（46c）とス
テータ側凹凸部（38）の第１凸部（38A）の第１頂面（38a）がそれぞれ対向し、それぞれ
の間に軸方向に延びるギャップを形成している。また、軸方向に関しては、ロータ側凹凸
部（46）の第１凸部（46A）の軸方向端面とステータ側凹凸部（38）の第２凸部（38B）の
軸方向端面、ロータ側凹凸部（46）の第２凸部（46B）の軸方向端面とステータ側凹凸部
（38）の第１凸部（38A）の軸方向端面がそれぞれ対向し、それぞれの間に径方向に延び
るギャップを形成している。このような構成により、ステータコア（30）とロータコア（
41）との間には、ステータ側凹凸部（38）とロータ側凹凸部（46）とによって、径方向及
び軸方向に交互に連続して延びるギャップ（立体ギャップ）が形成されている。この例で
は、ギャップ（G）の大きさは、径方向、軸方向ともに０．３ｍｍである。
【００３３】
　　－コイルエンドの配置構成－
　　本実施形態では、図２及び図３に示すように、上記各コイル部（21,22,23）のコイル
エンド（21E,22E,23E）は、以下のように配置されている。
【００３４】
　　Ｕ相のコイル部（21）のコイルエンド（21E）は、ステータコア（30）の軸方向端部
から軸方向に突出してすぐに径方向内側へ傾倒し、他の相のコイル部（22,23）のコイル
エンド（22E,23E）よりも径方向内側に設けられている。そして、図２に示すように、Ｕ
相のコイル部（21）のコイルエンド（21E）は、ステータコア（30）の内周面よりも内側
を通過している。
【００３５】
　　Ｖ相のコイル部（22）のコイルエンド（22E）は、ステータコア（30）の軸方向端部
から軸方向に突出している。また、Ｖ相のコイル部（22）のコイルエンド（22E）は、上
記Ｖ相のコイル部（22）を収容するコイル用スロット（37）を最短経路で結ぶように形成
され、平面視において直線状に形成されている。
【００３６】
　　Ｗ相のコイル部（23）のコイルエンド（23E）は、ステータコア（30）の軸方向端部
から軸方向に突出した後、傾倒することなくステータコア（30）の周方向に湾曲形成され
ている。
【００３７】
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　　－モータの組み立て方法－
　　まず、各分割ステータコア（31）に、３分割されたケーシング（70）の筒部（70a）
の分割片をそれぞれ溶接等によって固定する（図３参照）。そして、各コイル部（21,22,
23）を各分割ステータコア（31）に取り付ける。なお、各コイル部（21,22,23）は、予め
コイルを複数回巻いた状態で成形されている。そして、各コイル部（21,22,23）は、複数
のティース部（34）に跨るように順に取り付けられる。
【００３８】
　　一方、上述の工程と同時に、ロータ（40）が駆動軸（60）に固定される。そして、該
駆動軸（60）をケーシング（70）の端板（70b）に取り付ける。
【００３９】
　　そして、次に、各コイル部（21,22,23）が取り付けられた各分割ステータコア（31）
とロータ（40）とを組付ける。具体的には、各分割ステータコア（31）を、ロータ（40）
の外周側から設置位置まで径方向内側に移動させ、各分割ステータコア（31）に固定され
たケーシング（70）の筒部（70a）の分割片を端板（70b）の所定位置に固定する。このと
き、ステータコア（30）とロータコア（41）との間に、径方向及び軸方向に交互に連続し
て延びるギャップ（G）が形成されるように各分割ステータコア（31）とロータ（40）と
を組付ける。このようにして、モータ（1）は組み立てられる。
【００４０】
　　－実施形態の効果－
　　以上により、上記モータ（1）では、ステータコア（30）が周方向に並ぶ３つの分割
ステータコア（31）によって構成され、各コイル部（21,22,23）が、それぞれ上記３つの
分割ステータコア（31）のいずれの２つにも跨らないように配置されている。そのため、
コイル部（21,22,23）が装着された各分割ステータコア（31）をロータ（40）の外周側か
ら径方向内側に向かって移動させて組付けることによってステータ（20）とロータ（40）
とを組み立てることができる。よって、いずれかのコイルエンド（21E,22E,23E）がステ
ータコア（30）の内周面よりも内側を通過していても、ステータ（20）とロータ（40）と
の組付け時にコイルエンド（21E,22E,23E）がロータ（40）に当接することを回避するこ
とができる。
【００４１】
　　また、上記モータ（1）では、少なくとも１つのコイル部（本実施形態では、Ｕ相の
コイル部（21））のコイルエンド（21E）を、ステータコア（30）の内周面よりも内側を
通過するように構成したため、上記コイルエンド（21E）を、ステータコア（30）の外周
側に膨出するように形成される場合に比べて短く形成することができる。従って、本モー
タ（1）によれば、ステータ（20）とロータ（40）との組立時にコイルエンド（21E,22E,2
3E）とロータ（40）との当接を回避しつつコイルエンド（21E,22E,23E）の短縮化を図る
ことができ、コイルエンド（21E,22E,23E）における電気抵抗を低減して銅損による効率
低下を抑制することができる。
【００４２】
　　また、上記モータ（1）では、ステータコア（30）の内周面よりも内側の領域をコイ
ルエンド（21E,22E,23E）の配置領域として用いることで、同じ角度位置に配置される複
数のコイルエンド（21E,22E,23E）を軸方向に積み重ねることなく径方向に分散配置する
ことができる。これにより、コイルエンド（21E,22E,23E）の軸方向高さを抑えることが
できると共に、従来使用できなかったステータコア（30）の内周面よりも内側の領域を使
用することによって、コイルエンド（21E,22E,23E）の外周側への拡大を抑制することが
できるため、ステータコア（30）の径方向長さの小型化を図ることもできる。従って、モ
ータ（1）の小型化と共に、コイルエンド（21E,22E,23E）をさらに短縮化してモータ（1
）の効率の向上を図ることができる。
【００４３】
　　さらに、上記モータ（1）では、複数のコイル部（21,22,23）の少なくとも１つのコ
イルエンド（本実施形態では、Ｖ相のコイルエンド（22E））は、ステータコア（30）の
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軸方向端面に位置する両端部が最短経路で結ばれて平面視において直線状に形成されいる
。コイルエンド（22E）をこのように形成することにより、コイルエンド（22E）をより短
縮化して銅損による効率低下をより抑制することができる。また、コイルエンド（22E）
をこのように形成することにより、該コイルエンド（22E）がステータコア（30）の内周
面よりも内側を通過することとなっても、上述のように、ステータコア（30）は３つの分
割ステータコア（31）によって構成されているため、ステータ（20）とロータ（40）との
組付け時にコイルエンド（22E）がロータ（40）に当接することを回避することができる
。
【００４４】
　　また、上記モータ（1）によれば、ステータコア（30）とロータコア（41）とを、両
コア（30,41）の間に径方向及び軸方向に交互に連続して延びるギャップ（G）が形成され
るように構成することにより、両コア（30,41）における対向面の面積を飛躍的に拡大す
ることができる。これにより、モータ（1）におけるトルク特性を向上させることができ
、効率の向上を図ることができる。また、上述のようにステータコア（30）とロータコア
（41）のそれぞれに凹凸部（38,46）を設けることとすると、モータ（1）自体の径方向の
寸法が大きくなってしまうが、上述のように、ステータコア（30）の内周面よりも内側の
領域を使用することによって、コイルエンド（21E,22E,23E）の外周側への拡大を抑制し
てステータコア（30）の径方向長さの小型化を図ることができる。従って、モータ（1）
の大型化を招くことなく、効率の向上を図ることができる。
【００４５】
　《その他の実施形態》
　　上記実施形態及び各変形例は、以下のような構成としてもよい。
【００４６】
　　上記各コイル部（21,22,23）の配置構成は、上記実施形態のものに限られない。各コ
イル部（21,22,23）は、それぞれ上記３つの分割ステータコア（31）のいずれの２つにも
跨らないように配置されていればよい。
【００４７】
　　また、上記実施形態では、Ｕ相のコイル部（21）のコイルエンド（21E）がステータ
コア（30）の内周面よりも内側を通過するように構成されていたが、Ｖ相のコイル部（22
）のコイルエンド（22E）又はＷ相のコイル部（23）のコイルエンド（23E）がステータコ
ア（30）の内周面よりも内側を通過するように構成されていてもよい。
【００４８】
　　また、上記実施形態では、Ｖ相のコイル部（22）のコイルエンド（22E）のみが平面
視において直線状に形成されていたが、図７に示すように、Ｕ相のコイル部（21）のコイ
ルエンド（21E）を平面視において直線状に形成することとしてもよく、さらにＷ相のコ
イル部（23）のコイルエンド（23E）を平面視において直線状に形成することとしてもよ
い。このような構成によっても、各コイルエンド（21E,22E,23E）の短縮化を図ることが
できるため、コイルエンド（21E,22E,23E）における電気抵抗を低減して銅損による効率
低下を抑制することができる。
【００４９】
　　なお、上記実施形態におけるギャップ（G）の大きさは一例であって、異なる大きさ
であってもよい。さらに、上記ギャップ（G）は、軸方向と径方向とで大きさが異なって
いてもよい。
【００５０】
　　また、上記実施形態では、ステータ側凹凸部（38）及びロータ側凹凸部（46）は、そ
れぞれ２つの凸部（第１凸部（38A,46A）及び第２凸部（38B,46B））を有するように形成
されていたが、両凹凸部（38,46）の形状はこれに限られない。例えば、ステータ側凹凸
部（38）及びロータ側凹凸部（46）は、凸部をそれぞれ１つずつ有するものであってもよ
く、３つ以上の凸部をそれぞれ有するものであってもよい。
【００５１】
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　　また、上記実施形態では、本発明に係る回転電気機械の例としてモータ（1）につい
て説明したが、本発明に係る回転電気機械は、上記実施形態と同様のステータ（20）及び
ロータ（40）を備えた発電機であってもよい。
【００５２】
　　さらに、本発明は、ロータ（40）が磁石を備えていないリラクタンス型回転電気機械
にも適用可能である。
【００５３】
　　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あ
るいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　　以上説明したように、本発明は、コイル部が分布巻きされたモータ等の回転電気機械
について有用である。
【符号の説明】
【００５５】
　　　　　　１　　　　　　　　　　モータ（回転電気機械）
　　　　　２０　　　　　　　　　　ステータ
　　　　　２１、２２、２３　　　　コイル部
　　　　　２１Ｅ、２２Ｅ、２３Ｅ　コイルエンド
　　　　　３０　　　　　　　　　　ステータコア
　　　　　３１　　　　　　　　　　分割ステータコア（部材）
　　　　　３８　　　　　　　　　　ステータ側凹凸部（凹凸部）
　　　　　４０　　　　　　　　　　ロータ
　　　　　４１　　　　　　　　　　ロータコア
　　　　　４６　　　　　　　　　　ロータ側凹凸部（凹凸部）
　　　　　６０　　　　　　　　　　駆動軸
　　　　　　Ｇ　　　　　　　　　　ギャップ
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