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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロータ外周のステータに円周方向に複数のコイルを円環状に形成し、前記ステータは、
薄板の積層体からなる環状のステータヨークと該ステータヨークの軸方向両端側からこれ
を挟んで円周方向に固定された一対のインシュレータとを有し、前記ステータの軸方向の
一方の端部に樹脂モールド成型体からなる配線基板を備え、各コイルの巻線端部同士を前
記配線基板を介して結線した回転電機の電機子において、
　前記配線基板に隣接する一方のインシュレータに対して前記配線基板の軸方向位置、円
周方向位置及び半径方向位置の各位置を規定する位置決め手段を有し、
　前記軸方向位置の位置を規定する位置決め手段は、前記配線基板の外周部分又はインシ
ュレータの外周部分のいずれか一方に設けた弾性変形可能な複数のフックと該フックの先
端に設けた爪、及び前記配線基板又はインシュレータのいずれか他方に設けた前記フック
が差し込まれる凹部を有する複数のフック受けと該フック受けの凹部に設けられ前記フッ
ク先端の爪が係止する突起により構成され、
前記円周方向位置の位置を規定する位置決め手段は、前記各フックの両側縁及び各フック
受けの凹部の側壁により構成され、
　前記半径方向位置の位置を規定する位置決め手段は、前記配線基板の内周部分に沿って
形成された環状突起及び該環状突起が嵌合する前記インシュレータの内周側のコイル支持
フランジ背面により構成されたことを特徴とする回転電機の電機子。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電動機や発電機等の回転電機に関し、特にロータ周囲に配置されるステータ及
びそのコイル端末回路を含んだ電機子に関する。
【０００２】
【従来の技術】
モータ等の回転電機において、そのステータの軸方向端部に３層構造の配線基板を装着し
た電機子が特許文献１に記載されている。この特許文献１に記載された電機子のステータ
は、リング部材の半径方向に多数の磁極を突出させたステータインナの各磁極に、絶縁性
樹脂からなるボビンを装着し、この状態でステータインナの外周にステータアウタを嵌合
して、これら３要素を一体化するものである。このようにして組立てられたステータのボ
ビンには、後述する配線基板との装着を果たすストッパが装着される。このストッパはボ
ビンから外側に突出し、配線基板方向に折り曲げられたＬ字状の金属板からなる。
【０００３】
このようにして組立てられたステータには更にＵ、Ｖ，Ｗ３相を構成する３層の配線基板
が組付けられる。この配線基板は環状であり、その外周寄りには円周方向に複数の係止孔
が形成されている。配線基板は、この係止孔に上述したストッパを進入させるようにして
ステータに装着される。そしてストッパの配線基板方向に起立した部分は、配線基板の係
止孔を貫通して突出し、このストッパ突出端にはんだを盛り付けることにより、配線基板
とステータの一体化がなされるようになっている。
【０００４】
しかしながらこの特許文献１の電機子は、配線基板をステータに装着するにあたり、ステ
ータ本体と配線基板の軸方向位置合わせや円周方向位置合わせ及び半径方向の位置合わせ
が作業者にとってかなりの負担となり、組立て作業性を損なうものであった。また、この
ようにして組立てられた電機子は、配線基板取付の際の軸方向位置や円周方向の位置合わ
せのバラツキにより、その外形寸法もばらつく傾向にある。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－５８２２８号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来技術を考慮したものであって、回転電機の電機子の組立ての際、ステ
ータの軸方向端部に配線基板を装着する取付作業を簡素化するとともに、ステータ・配線
基板の組立体の外寸バラツキを小さくすることができる回転電機の電機子を提供すること
を目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、本発明では、ロータ外周のステータに円周方向に複数のコ
イルを円環状に形成し、前記ステータは、薄板の積層体からなる環状のステータヨークと
該ステータヨークの軸方向両端側からこれを挟んで円周方向に固定された一対のインシュ
レータとを有し、前記ステータの軸方向の一方の端部に樹脂モールド成型体からなる配線
基板を備え、各コイルの巻線端部同士を前記配線基板を介して結線した回転電機の電機子
において、前記配線基板に隣接する一方のインシュレータに対して前記配線基板の軸方向
位置、円周方向位置及び半径方向位置の各位置を規定する位置決め手段を有し、前記軸方
向位置の位置を規定する位置決め手段は、前記配線基板の外周部分又はインシュレータの
外周部分のいずれか一方に設けた弾性変形可能な複数のフックと該フックの先端に設けた
爪、及び前記配線基板又はインシュレータのいずれか他方に設けた前記フックが差し込ま
れる凹部を有する複数のフック受けと該フック受けの凹部に設けられ前記フック先端の爪
が係止する突起により構成され、前記円周方向位置の位置を規定する位置決め手段は、前
記各フックの両側縁及び各フック受けの凹部の側壁により構成され、前記半径方向位置の
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位置を規定する位置決め手段は、前記配線基板の内周部分に沿って形成された環状突起及
び該環状突起が嵌合する前記インシュレータの内周側のコイル支持フランジ背面により構
成されたことを特徴とする回転電機の電機子を提供する。
【０００８】
この構成によれば、一方のインシュレータに対して配線基板の軸方向位置、円周方向位置
及び半径方向位置の各位置を規定する位置決め手段を設けたことにより、電機子組立ての
際に配線基板のインシュレータに対する位置合せが容易になり、ステータへの配線基板の
取付作業を簡素化することができる。
【００１０】
　また、配線基板及びインシュレータのそれぞれにフック及びフック受けを形成し、相互
に軸方向に弾発的に嵌め込んで双方を軸方向に係止させることにより、インシュレータに
対する配線基板の軸方向の位置決めが容易にできる。また上記係合部材をそれぞれの外周
部分に設けて相互に円周方向の動作を規制することにより、組み付けの際、インシュレー
タに対する配線基板の円周方向の位置決めが容易にできる。さらに、前記フック及びフッ
ク受けをそれぞれの外周部分の同一円周上に複数個設けることにより、組み付けの際、イ
ンシュレータに対する配線基板の半径方向の位置決め（芯だし）も可能になる。
【００１２】
　さらに、配線基板をステータに嵌め合わせる際、フックを弾発的にフック受けに嵌め込
むことにより、軸方向、円周方向及び半径方向に位置合わせされた状態で配線基板とステ
ータが結合される。
【００１４】
　また、フック先端の爪がフック受け側の突起に引掛かることにより、軸方向の位置決め
が達成される。
【００１６】
　また、フックをフック受けに差込むことにより、フックの両側縁とフック受けの凹部の
側壁により円周方向の動きが規制されて円周方向の位置決めが達成される。
【００１８】
　さらに、配線基板の内周部分に沿って環状突起を形成し、組み付けの際、この環状突起
をインシュレータの内周側のコイル支持フランジ背面側に嵌合させることで、前記フック
及びフック受けによる位置決めとともに半径方向の位置決めを確実なものとすることがで
きる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。
【００２０】
図１は、本発明による回転電機の電機子の分解斜視図である。この実施形態の電機子１は
、３相の電動機用電機子として提供され、ステータ２と、このステータ２の軸方向一端（
図では上端側）に装着されたコイル端末回路を形成する配線基板３とにより構成される。
【００２１】
ステータ２は、薄板の積層体からなるステータヨーク４と、上下のインシュレータ５と、
インシュレータ５を介してステータヨーク４に巻回されたコイル３２（図１２参照）とに
より構成される。ステータヨーク４はロータ３６（図１４）の外周を囲むようにリング状
に形成され、その円周方向に沿って複数の磁極歯６が半径方向内方に向かって一体に突出
形成されている。各磁極歯６間にスロット７が画成され、各スロット７に、リング状イン
シュレータ５の下面側にスロット数に応じて一体成形された挿入片８が上下方向から挿入
され、両インシュレータ５がステータヨーク４に対し円周方向に固定保持される。後述す
るがこれら上下のインシュレータ５を介してコイル巻線が各磁極歯６の両側のスロット７
を通して上下に巻き回されて複数のコイル３２（図１２）が円環状に形成される。
【００２２】
ステータ２の上端部上側に配線基板３が装着される。図２は配線基板３およびその一部を
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拡大して示す斜視図である。配線基板３は、３相Ｕ、Ｖ、Ｗの各相に対応したリング状の
相別端末部材２４（図６参照）を軸方向に積層して３層構造としたものである。これら３
層の相別端末部材は樹脂材料によりインサートモールド成形されて一体化され、図２の（
Ａ）に示すようなモールド樹脂４２で一体化された円環状（Ｃ型）の配線基板３を構成す
る。
【００２３】
各相別端末部材２４は、各相のコイル３２の巻始め又は巻終りの巻線端部３３（図１２）
に結線するために複数の端子片９を半径方向外方に突出して有する。この端子片９は図２
の（Ｃ）に拡大して示すように、その先端部分が屈曲して形成され、コイル巻線端部を結
線する際、作業者が巻線端部を端子片９に容易にからげて保持することができる。後述の
ように、２７は巻線端部を挟んでヒュージングするためのヒュージング用屈曲部であり、
２８は巻線端部の抜け止め用屈曲部である。
【００２４】
さらに相別端子部材２４には、３相Ｕ、Ｖ、Ｗの各相に対応して外部接続端子１０が一体
形成される。この外部接続端子１０は、図２（Ａ）に示すように、配線基板３の軸方向一
端面からステータ２と反対側に突出するように、相別端子部材の一部を折り曲げるか、あ
るいは最初から部材本体から直角に切り起すことによって形成される。
【００２５】
配線基板３をステータ２に装着する際、この配線基板３をステータ２に嵌め込まれたイン
シュレータ５に対して適正な位置決めを行うとともに相互に固定保持するために、配線基
板３の外周には位置決め固定保持手段としてのフック（請求項でいう係合部材）１１が基
板円周方向に複数個（図では直径方向に２個）一体的に形成される。
【００２６】
図２（Ｂ）はフック１１の外観斜視図である。このフック１１は、配線基板３の端面から
垂下して三角形状に形成され、半径方向に弾性変形可能であり、その先端には半径方向内
方に突出する爪１２が設けられている。
【００２７】
図３は、この配線基板３が嵌合するインシュレータ５の外観斜視図である。インシュレー
タ５はステータヨーク４同様、ロータ（不図示）の外周を囲むようにリング状に形成され
、その外周部分には、引き出された巻線端部を係止するための巻線受け１３がその円周方
向に沿ってコイルと同じ数（１８個）形成される。各巻線受け１３には切欠き１４が形成
され、この切欠き１４を介して巻線端部がインシュレータ５の半径方向外方に引き出され
る。またインシュレータ５には、この巻線受け１３形成部位から複数の巻線部１５が半径
方向内方に向かって一体に突出形成されている。この巻線部１５はステータヨーク４の磁
極歯６（図１）に嵌め合わされるものであり、隣接する２つの巻線部１５間にスロット７
が形成される。各巻線部１５の下部に、前述した挿入片８が形成される。各巻線部１５の
半径方向内側には各コイルの内周側を支持するフランジ１６が設けられる。
【００２８】
フランジ１６は、後述の図１３に示すように、ステータの内周部でコイル３２のコイルエ
ンド３２ａを受ける。なお、コイルエンドとは、スロット７（図１）を通して各磁極歯６
に対し上下に巻き回されるコイル３２について、スロット７から上下にはみ出た部分、す
なわち上下で折り返される部分をいう。このコイルエンド３２ａは上下のインシュレータ
５の内周側のフランジ１６および外周側の巻線受け１３の間に挟まれて支持される。この
コイルエンドを支持するフランジ１６の背面１６ａに配線基板３の下面の環状突起２３（
図２）が嵌め合わされ、これによりインシュレータ５と配線基板３の半径方向の位置が整
合する（図１３参照）。
【００２９】
インシュレータ５の外周にはさらに、配線基板３のフック１１を受容するためのフック受
け（係合部材）１７が円周方向に複数個（図では直径方向に２個）一体的に形成される。
図３の（Ｂ）はそのフック受け１７の外観斜視図である。図示するように、このフック受
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け１７は巻線受け１３と同様にインシュレータ５端面より上方に突出形成されており、そ
の外周面側には前記フック１１が挿入される凹部１８が設けられる。この凹部１８はフッ
ク１１をほぼ相補するような三角形の形状を有し、その先端側には、フック１１先端に形
成された爪１２と係合するための突起１９が設けられる。またフック受け１７には上記凹
部１８に隣接して巻線端部引き出しのための切欠き２０が形成される。
【００３０】
図４は配線基板３の上面図、図５は下面図である。これらの図から分かるように、端子片
９は配線基板を構成するモールド樹脂４２の外周にそって半径方向外方に突き出して形成
されている。また３つの外部接続端子１０は、配線基板３の円周方向及び半径方向に互い
に位置を変えて突き出している。モールド樹脂４２の内周面側には軸方向の溝２１が円周
方向に沿って複数個形成されている。これらの溝２１は、配線基板３のインサートモール
ド成型の際、３層のリング状の相別端末部材２４（図６）の各々を半径方向に位置決めす
る（軸心を合せる）ために金型側に設けた突起の跡である。リング状の配線基板３の開口
部２２には、ロータの回転位置検出用のホール素子等からなる磁極位置検出基板３９（図
１４参照）が装着される。
【００３１】
図２及び図５に示すように、配線基板３の下面には、その内周面に沿って環状（この例で
はＣ型）の突起２３が形成される。この環状突起２３は、配線基板３をステータ２と一体
のインシュレータ５へ組み付ける際、上述したフック１１とフック受け１７の係合ととも
に、前出の巻線部１５の内周側の各フランジ１６の背面１６ａ（半径方向外側）に密着し
て嵌合し、配線基板３とインシュレータ５とを同軸上に配置するためのものである。換言
すれば、この環状突起２３は、ステータ２と一体のインシュレータ５に対し配線基板３の
半径方向位置決めをするものである。
【００３２】
図６は以上のようにして構成された配線基板３の縦断面図である。前述したように、配線
基板３の内部には３相Ｕ、Ｖ、Ｗの各相に対応した３枚のリング状相別端末部材２４がモ
ールド樹脂４２内に軸方向に３段に埋設されている。図では一番上の相別端末部材２４の
一部が上方に屈曲して配線基板のモールド樹脂４２より突き出し、外部接続端子１０を構
成している。図示しないが、当然ながら他の相別端末部材２４も同様にその一部が上方に
屈曲され、残りの外部接続端子１０を構成する。尚、図６では端子片９は省略されている
。
【００３３】
図７の（Ａ）は、図２の（Ｂ）に示したフック１１を外側から見た図、図７の（Ｂ）はフ
ック１１の先端の断面図である。図示するようにフック１１の先端の爪１２は配線基板３
の半径方向内方に突出する突起である。また各フック１１は、モールド樹脂４２の本体部
分２５との連結部２６を支点として弾性的に揺動可能になっている。フック１１は後述す
るフック受け１７との係合の際、その先端部分が若干半径方向外方に変位したのち爪１２
が、フック受け１７の突起１９（図２（Ｂ）及び図１１（Ｂ）参照）とスナップ嵌合する
。
【００３４】
図８は配線基板３の外周に突出する端子片９の外観を示しており、（Ａ）は上方から、（
Ｂ）は（Ａ）の矢印Ｂ方向から、（Ｃ）は（Ａ）の矢印Ｃ方向から見た図である。これら
の図及び図２（Ｃ）から明らかなように、端子片９は板金をプレス打抜き加工した後曲げ
加工したものであり、その先端部に２つの屈曲部２７、２８を有して形成される。一方の
屈曲部２７は、Ｖ字状に折返して形成したものであり、巻線端部３３を挟んでヒュージン
グするためのヒュージング端子を構成する。もう一方の屈曲部２８は端部を垂直に折り曲
げて起立させたものであり、ヒュージング端子（屈曲部２７）に挟んだ巻線端部３３がそ
のＶ字開口から抜け出ないようにするための抜け止め片を構成する。これにより作業者は
、巻線端部を端子片９に接合するに先立ち、巻線端部を屈曲部２７周囲に周回させ、巻線
端部を端子片９に容易に係止することができる。すなわち、巻線端部３３は、図８（Ａ）
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で説明すると、最初端子片９の裏側に突き出ている。これを図の上方に引き上げ、さらに
モールド樹脂４２の凹部４１を通して端子片９の表側に持ち上げ、屈曲部２７との間の隙
間を通して屈曲部２７のＶ字開口側に引き回し、さらにＶ字の奥に引き込んでから抜け止
め用の屈曲部２８の上端部側に引っ掛かるように外側へ引き出す（図１２参照）。巻線端
部は、端子片９のヒュージング用屈曲部２７内に挟まれて係止された状態でヒュージング
を施され、この巻線端部３３が端子片９に接合される。
【００３５】
図９はインシュレータ５をその上方から見た図、図１０は下方から見た図である。図９は
、計１８個の巻線部１５がインシュレータ５の円周方向に沿って形成されることを示して
おり、またその裏面側には隣接する２つの巻線部１５間に形成されるスロット７の周囲に
挿入片８が円周方向に沿って形成されることを示している。また、前述したようにフック
受け１７がインシュレータ直径方向に２個形成されているのかわかる。
【００３６】
図１１（Ａ）及び（Ｂ）は、インシュレータ５のフック受け１７部分の正面図及びそのＢ
－Ｂ線に沿った断面図である。図１１の（Ａ）に示すように挿入片８は外壁下端エッジ２
９が水平方向に対し幾分テーパが付けられている。これにより挿入片８はコーナー部３１
を先頭としてインシュレータ端面より一方（図１１では下方）に突き出した形となり、ス
テータヨーク４のスロット７に挿入し易いようになっている。
【００３７】
また図１１の（Ｂ）に示すように、インシュレータ５のフック受け１７は、フック１１の
爪１２（図７参照）が係止する突起１９を有し、一旦配線基板３のフック１１と係合した
ならば、配線基板３の軸方向移動を規制してインシュレータ５から脱落することのないよ
うに、その突起１９が楔状又は三角形状断面となるように形成される。
【００３８】
このようにして本実施形態によれば、配線基板３をインシュレータ５に嵌め合わせて一体
化する際、２つのフック受け１７に対して各フック１１をスナップ結合すると、インシュ
レータ５（ステータ２）に対する配線基板３の軸方向位置が自動的に決まり、また円周方
向位置も自動的に決まる。さらにフック１１及びフック受け１７が直径上に２組（又は円
周方向に３個以上でもよい）あることで両部材の軸合わせ（芯だし）も同時に達成され、
インシュレータ５に対する配線基板３の半径方向位置も自動的に決まる。半径方向位置決
めは、主には、前述のように、配線基板３の下面の環状突起２３（図２）をインシュレー
タ５の内周面フランジ１６の背面１６ａに嵌め込むことにより行われる。このように、イ
ンシュレータ５、配線基板３双方に位置決め手段としてのフック１１及びフック受け１７
をそれぞれ設けることにより、他の位置決め治具を要することなく、これまで複雑であっ
た位置決め作業が簡単になり、またその精度も向上する。
【００３９】
すなわち、軸方向位置決め手段は、配線基板３側のフック１１の爪１２と、これがスナッ
プ結合するインシュレータ５側のフック受け１７の突起１９である。円周方向位置決めの
手段は、同じく配線基板３側のフック１１とこれが嵌合するインシュレータ５側のフック
受け１７の凹部１８である。半径方向位置決め手段は、配線基板３側の環状突起２３と、
これが嵌合するインシュレータ５側の内周面フランジ１６の背面１６ａである。
【００４０】
図１２は、上述した配線基板３を、コイルを巻き付けた後のステータ２に取付けた状態の
上面図である。図で３２はコイル、３３は巻線端部を示している。図からわかるように、
ステータ２の１８個の磁極歯６にコイル３２が巻回される。これらのコイル３２は前述の
コイル端末回路を構成する配線基板３を介して結線される。４０は、配線基板３の端子片
９を介さないでコイル同士を接続する渡り線である。これにより、後述の図１５及び図１
６に示すようなコイル結線が得られる。
【００４１】
配線基板３はステータ２に結合された状態で、モールド樹脂３４により一体化される。図
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１３は、配線基板３とステータ２をモールド樹脂３４により一体化してモータケース３５
を形成した状態を示している。モールド成型にあたり、ステータ２は、図では下側の配線
基板３とともに金型（図示せず）内に配置され、金型内に樹脂材料を充填することにより
、ステータを組込んだモータケース３５が一体成型される。このようにしてモールド成型
されたモータケース３５の下端面からは３つの外部接続端子１０が突出する。３８は、モ
ータ取付用のネジ孔である。４３は磁極位置検出基板３９（図１４）の取付突起である。
【００４２】
図１４は、図１３のモータケース３５内にロータユニット３６を組み込んだ状態の断面図
である。ロータユニット３６はモータ出力軸としてのロータシャフト３７をモータケース
３５より突出するようにしてモーターケース３５内に装着される。ステータ側の配線基板
３の開口部２２（図２、４参照）には、ロータの回転磁極位置を検出するためのホール素
子４４を搭載した回転磁極位置検出基板３９がネジ又はリベットにより取付けられる。４
５は、ロータ外周面に接合されたマグネットである。
【００４３】
図１５は本発明の実施形態に係る電機子の結線図であり、同図はＵ、Ｖ、Ｗ各相のコイル
の巻始めと巻終りを示している。所定のコイルの巻線端部３３が配線基板３の端子片９に
接合される。各端子片９に接合されたコイルの巻線端部は、配線基板３内に３層に埋設し
た相別端末部材２４（図６）を介して結線される。
【００４４】
図１６は、図１５に示した結線構造の回路を簡略化して示したものである。この実施形態
は３コイルシリーズ２パラ接続の結線を示し、各相が３個の直列コイルの組を２組並列に
接続した６個のコイルで形成される。図のＵ，Ｖ，Ｗは前述の配線基板３の外部接続端子
１０に接続される。
【００４５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、配線基板を嵌め合わせるステータのインシュレー
タに対して配線基板の軸方向位置、半径方向位置及び円周方向位置の各位置を規定する位
置決め手段を設けたことにより、位置決め治具などの補助具を用いることなく、配線基板
とステータのインシュレータ間の適正な位置関係を成しながら、このインシュレータを介
して配線基板をステータに組付けて固定できる。
【００４６】
　また、上記位置決め手段は、前記配線基板の外周部分及びインシュレータの外周部分に
形成された相互に弾発的に係止する複数のフック及びフック受けを有する構成によれば、
配線基板及びインシュレータのそれぞれにフック及びフック受けを形成し、相互に軸方向
に弾発的に嵌め込んで双方を軸方向に係止させることにより、インシュレータに対する配
線基板の軸方向の位置決めが容易にできる。また上記フック及びフック受けをそれぞれの
外周部分に設けて相互に円周方向の動作を規制することにより、組み付けの際、インシュ
レータに対する配線基板の円周方向の位置決めが容易にできる。さらに、上記フック及び
フック受けをそれぞれの外周部分の同一円周上に複数個設けることにより、組み付けの際
、インシュレータに対する配線基板の半径方向の位置決め（芯だし）も可能になる。
【００４７】
　また、配線基板をステータに嵌め合わせる際、フックを弾発的にフック受けに嵌め込む
ことにより、軸方向、円周方向及び半径方向に位置合わせされた状態で配線基板とステー
タが結合される。
【００４８】
また、前記軸方向の位置決めの手段は、前記フック先端の爪及び該爪が係止するフック受
け側の突起からなる構成によれば、フック先端の爪がフック受け側の突起に引掛かること
により、軸方向の位置決めが達成される。
【００４９】
また、前記円周方向の位置決め手段は、前記フックの両側縁及びフック受けの凹部の側壁
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ク受けの凹部の側壁により円周方向の動きが規制されて円周方向の位置決めが達成される
。
【００５０】
また、上記半径方向の位置決め手段は、前記配線基板の内周部分に沿って形成された環状
突起及び該環状突起が嵌合するインシュレータの内周側のコイル支持フランジ背面からな
る構成によれば、配線基板の内周部分に沿って環状突起を形成し、組み付けの際、この環
状突起をインシュレータの内周側のコイル支持フランジ背面側に嵌合させることで、上記
係合部材による位置決めとともに半径方向の位置決めを確実なものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態に係る電機子の分解斜視図。
【図２】　図１の電機子を構成する配線基板の斜視図とその一部の拡大斜視図。
【図３】　図１のインシュレータの斜視図とその一部の拡大斜視図。
【図４】　図２の配線基板の上視図。
【図５】　図２の配線基板の下視図。
【図６】　図２の配線基板の側面図。
【図７】　配線基板のフックの正面図と側面図。
【図８】　配線基板のヒュージング端子の上視図とその２方向から見た側面図。
【図９】　電機子を構成するインシュレータの上視図。
【図１０】　電機子を構成するインシュレータの下視図。
【図１１】　インシュレータの部分拡大図とフック受け部の断面図。
【図１２】　本発明の実施形態に係る電機子にコイルを巻付け、配線基板のヒュージング
端子に接続した状態の外観上視図。
【図１３】　本発明の実施形態に係る電機子にモールド成形によりモータケースを組付け
た状態の縦断面図とそれを配線基板側から見た正面図。
【図１４】　図１３の電機子にロータを組付けた状態の縦断面図とそれを配線基板側から
見た正面図。
【図１５】　本発明の実施形態に係る電機子の結線図。
【図１６】　３コイルシリーズ２パラ接続の回路図。
【符号の説明】
１：電機子、２：ステータ、３：配線基板、４：ステータヨーク、
５：インシュレータ、６：磁極歯、７：スロット、８：挿入片、
９：端子片、１０：外部接続端子、１１：フック、１２：爪、
１３：巻線受け、１４：切欠き、１５：巻線部、１６：フランジ、
１６ａ：フランジ背面１７：フック受け、１８：凹部、１９：突起、
２０：切欠き、２１：溝、２２：開口部、２３：環状突起、
２４：相別端末部材、２５：基板本体部分、２６：連結部、
２７：ヒュージング用屈曲部、２８：抜け止め用屈曲部、
２９：外壁下端エッジ、３０：側壁下端エッジ、３１：コーナー部、
３２：コイル、３２ａ：コイルエンド、３３：巻線端部、３４：モールド樹脂、
３５：モータケース、３６：ロータユニット、３７：ロータシャフト、
３８：取付用ネジ孔、３９：磁極位置検出基板、４０：渡り線、４１：凹部、
４２：モールド樹脂、４３：取付突起、４４：ホール素子、４５：マグネット。
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