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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転可能に設けられたロータと、
　前記ロータの周囲に配置された環状のステータとを備え、
　前記ステータは、該ステータの周方向に延びるヨーク部、および該ヨーク部から前記ロ
ータに向けて突出するステータティースを含むステータコアと、前記ステータティースに
装着された絶縁部材と、前記絶縁部材によって前記ステータコアから絶縁され、前記ステ
ータティースに巻回されたコイルとを有し、
　前記絶縁部材は、前記コイルの内周面と前記ステータティースの外周面との間に設けら
れ、前記ステータティースと前記コイルとを絶縁可能なティース絶縁部と、前記ティース
絶縁部が接続され、前記ティース絶縁部を支持する接続部とを含み、
　前記ティース絶縁部は、一辺が前記接続部に連設された第１絶縁片と、該第１絶縁片に
対して、前記ステータティースの周面に沿って間隔を空けて設けられ、前記第１絶縁片に
対向するように設けられた第２絶縁片とを含み、前記第１および第２絶縁片は、互いの先
端部が近接または離間するように弾性変形可能とされ、
　前記第１絶縁片と前記第２絶縁片とは、前記ステータの周方向に間隔を空けて配列され
、
　前記第１絶縁片は、該第１絶縁片の前記ステータの中心軸方向に位置させられた一方の
端面から前記中心軸方向に突出し、前記コイルの内周面を支持する第１突出部と、他方の
端面から突出し、前記コイルの内周面を支持する第２突出部とを含み、
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　前記第２絶縁片は、該第２絶縁片の前記ステータの中心軸方向に位置させられた一方の
端面から前記中心軸方向に突出し、前記コイルの内周面を支持する第３突出部と、他方の
端面から突出する第４突出部とを含む、回転電機。
【請求項２】
　回転可能に設けられたロータと、
　前記ロータの周囲に配置された環状のステータとを備え、
　前記ステータは、該ステータの周方向に延びるヨーク部、および該ヨーク部から前記ロ
ータに向けて突出するステータティースを含むステータコアと、前記ステータティースに
装着された絶縁部材と、前記絶縁部材によって前記ステータコアから絶縁され、前記ステ
ータティースに巻回されたコイルとを有し、
　前記絶縁部材は、前記コイルの内周面と前記ステータティースの外周面との間に設けら
れ、前記ステータティースと前記コイルとを絶縁可能なティース絶縁部と、前記ティース
絶縁部が接続され、前記ティース絶縁部を支持する接続部とを含み、
　前記ティース絶縁部は、一辺が前記接続部に連設された第１絶縁片と、該第１絶縁片に
対して、前記ステータティースの周面に沿って間隔を空けて設けられ、前記第１絶縁片に
対向するように設けられた第２絶縁片とを含み、前記第１および第２絶縁片は、互いの先
端部が近接または離間するように弾性変形可能とされ、
　前記第１絶縁片の表面のうち、前記第２絶縁片と対向する内表面は、前記ステータティ
ースの側面を支持する第１支持面と、該第１支持面に対して前記ステータの中心軸方向に
隣り合う部分に形成され、該第１絶縁片の先端部から前記接続部に向かうに従って、前記
第２絶縁片に近接するように湾曲する第１湾曲面とを含み、
　前記第２絶縁片の表面のうち、前記第１絶縁片と対向する内表面は、前記ステータティ
ースの側面を支持する第２支持面と、該第２支持面に対して前記ステータの中心軸方向に
隣り合う部分に形成され、該第２絶縁片の先端部から前記接続部に向かうに従って、前記
第１絶縁片に近接するように湾曲する第２湾曲面とを含み、
　前記第１湾曲面と前記第２湾曲面とが連設された、回転電機。
【請求項３】
　前記接続部は、前記ヨーク部の周面に沿って延び、前記ヨーク部の周面と前記コイルと
の間に配置され、前記コイルと前記ヨーク部とを絶縁可能なヨーク絶縁部とされた、請求
項１または請求項２に記載の回転電機。
【請求項４】
　前記絶縁部材は、前記ティース絶縁部および前記接続部とは別体に設けられ、前記ヨー
ク部の周面と前記コイルとの間に配置され、前記コイルと前記ヨーク部とを絶縁可能なヨ
ーク絶縁部を含む、請求項１または請求項２に記載の回転電機。
【請求項５】
　前記第１絶縁片は、該第１絶縁片の先端部に設けられ、前記第２絶縁片から離れるよう
に屈曲すると共に、前記コイルの端面に係合可能な第１係合部を含み、前記第２絶縁片は
、該第２絶縁片の先端部に設けられ、前記第１絶縁片から離れるように屈曲すると共に、
前記コイルの端面に係合可能な第２係合部を含む、請求項１から請求項４のいずれかに記
載の回転電機。
【請求項６】
　環状に形成されたステータに設けられたステータティースの周面のうち、前記ステータ
の周方向に配列する一方の第１側面上に配設される第１絶縁片と、
　前記第１側面に対して反対側に位置する第２側面上に配設された第２絶縁片と、
　前記第１絶縁片の一方の辺部が接続され、前記第１絶縁片を支持すると共に、前記第２
絶縁片の一方の辺部が接続され、前記第２絶縁片を支持する接続部とを備え、
　前記第１絶縁片の前記一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺部と、前記第２絶
縁片の前記一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺部とが、互いに近接または離間
するように弾性変形可能とされ、
　前記第１絶縁片は、前記ステータの中心軸方向に位置させられた前記第１絶縁片の一方



(3) JP 5109577 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

の端面から前記中心軸方向に突出し、コイルの内周面を支持する第１突出部と、他方の端
面から突出し、コイルの内周面を支持する第２突出部とを含み、
　前記第２絶縁片は、前記ステータの中心軸方向に位置させられた前記第２絶縁片の一方
の端面から前記中心軸方向に突出し、前記コイルの内周面を支持する第３突出部と、他方
の端面から突出する第４突出部とを含む、絶縁部材。
【請求項７】
　環状に形成されたステータに設けられたステータティースの周面のうち、前記ステータ
の周方向に配列する一方の第１側面上に配設される第１絶縁片と、
　前記第１側面に対して反対側に位置する第２側面上に配設された第２絶縁片と、
　前記第１絶縁片の一方の辺部が接続され、前記第１絶縁片を支持すると共に、前記第２
絶縁片の一方の辺部が接続され、前記第２絶縁片を支持する接続部とを備え、
　前記第１絶縁片の前記一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺部と、前記第２絶
縁片の前記一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺部とが、互いに近接または離間
するように弾性変形可能とされ、
　前記第１絶縁片の表面のうち、前記第２絶縁片と対向する内表面は、前記ステータティ
ースの側面を支持する第１支持面と、該第１支持面に対して前記ステータの中心軸方向に
隣り合う部分に形成され、該第１絶縁片の先端部から前記接続部に向かうに従って、前記
第２絶縁片に近接するように湾曲する第１湾曲面とを含み、
　前記第２絶縁片の表面のうち、前記第１絶縁片と対向する内表面は、前記ステータティ
ースの側面を支持する第２支持面と、該第２支持面に対して前記ステータの中心軸方向に
隣り合う部分に形成され、該第２絶縁片の先端部から前記接続部に向かうに従って、前記
第１絶縁片に近接するように湾曲する第２湾曲面とを含み、
　前記第１湾曲面と前記第２湾曲面とが連設され、円弧状の基部が形成された、絶縁部材
。
【請求項８】
　前記接続部は、前記第１および第２絶縁片に対して交差する方向に張り出すように形成
された、請求項６または請求項７に記載の絶縁部材。
【請求項９】
　前記第１絶縁片は、該第１絶縁片の前記一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺
部に形成され、前記第２絶縁片から離れるように屈曲する第１屈曲部を含み、
　前記第２絶縁片は、該第２絶縁片の前記一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺
部に形成され、前記第１絶縁片から離れるように屈曲する第２屈曲部を含む、請求項６か
ら請求項８のいずれかに記載の絶縁部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転電機および絶縁部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から回転電機、絶縁部材および回転電機の製造方法に関して、薄肉化等が図られた
インシュレータや、電気絶縁性の向上等が図られた回転電機および回転電機の製造方法が
各種提案されている。たとえば、特開２００６－３１１７０６号公報に記載された回転電
機のステータ構造は、コイルが巻装されるインシュレータを備えており、インシュレータ
は、軸状のコイル巻付部と、このコイル巻付部の両端部に設けられた鍔部とを含む。この
インシュレータは、圧縮成形されたフィルム部材によって形成されている。この回転電機
のステータ構造においては、インシュレータの薄肉化が図られている。
【０００３】
　また、特開２００４－２０８４７５号公報に記載されたステータコアの絶縁構造は、ス
テータティースの周面の略全面を覆う絶縁紙と、さらに、スロットの底部および絶縁紙に
よって覆われていない部分を覆うように配置された絶縁部材とを備えている。
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【０００４】
　このステータコアの絶縁構造によれば、ステータコアの軸長が長い場合においても、モ
ールド工法を適用することができ、電気絶縁性の確保が図られている。
【０００５】
　特開２００４－５６９１５号公報に記載された回転電機は、扁平コイルが装着されたイ
ンシュレータを備えており、占積率の向上が図られている。
【０００６】
　特開２００４－２９７９８６号公報に記載された回転電機は、複数のステータ抜板を積
層して形成された巻線ティースと、コイルと、このコイルと巻線ティースとの間に設けら
れるインシュレータとを備えている。そして、インシュレータは、軸部と、軸方向端部に
設けられた鍔部とを備え、この鍔部は、２つに分割された端壁部と、この端壁部間を連結
する弾性部とを備えている。この回転電機においては、コイルの巻き始めにおけるインシ
ュレータの脱落の抑制が図られている。
【特許文献１】特開２００６－３１１７０６号公報
【特許文献２】特開２００４－２０８４７５号公報
【特許文献３】特開２００４－５６９１５号公報
【特許文献４】特開２００４－２９７９８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特開２００４－５６９１５号公報等に記載された回転電機においては、既に巻
回されたコイルにインシュレータを挿入する際に、コイルの内周面にインシュレータが当
接して、インシュレータを良好にコイル内に挿入し難くなっている。
【０００８】
　本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、既に巻回さ
れたコイルにインシュレータに容易に装着することができる絶縁部材を提供すると共に、
コイルに容易に装着することができる絶縁部材を備え、製造工程の簡略化が図られた回転
電機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る回転電機は、回転可能に設けられたロータと、ロータの周囲に配置された
環状のステータとを備え、ステータは、該ステータの周方向に延びるヨーク部、および該
ヨーク部からロータに向けて突出するステータティースを含むステータコアと、ステータ
ティースに装着された絶縁部材と、絶縁部材によってステータコアから絶縁され、ステー
タティースに巻回されたコイルとを有する。そして、上記絶縁部材は、コイルの内周面と
ステータティースの外周面との間に設けられ、ステータティースとコイルとを絶縁可能な
ティース絶縁部と、ティース絶縁部が接続され、ティース絶縁部を支持する接続部とを含
む。さらに、上記ティース絶縁部は、一辺が接続部に連設された第１絶縁片と、該第１絶
縁片に対して、ステータティースの周面に沿って間隔を空けて設けられ、第１絶縁片に対
向するように設けられた第２絶縁片とを含み、第１および第２絶縁片は、互いの先端部が
近接または離間するように弾性変形可能とされる。上記第１絶縁片と第２絶縁片とは、ス
テータの周方向に間隔を空けて配列される。そして、上記第１絶縁片は、該第１絶縁片の
ステータの中心軸方向に位置させられた一方の端面から中心軸方向に突出し、コイルの内
周面を支持する第１突出部と、他方の端面から突出し、コイルの内周面を支持する第２突
出部とを含む。さらに、上記第２絶縁片は、該第２絶縁片のステータの中心軸方向に位置
させられた一方の端面から中心軸方向に突出し、コイルの内周面を支持する第３突出部と
、他方の端面から突出する第４突出部とを含む。
【００１０】
　本発明に係る回転電機は、回転可能に設けられたロータと、ロータの周囲に配置された
環状のステータとを備え、ステータは、該ステータの周方向に延びるヨーク部、および該
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ヨーク部からロータに向けて突出するステータティースを含むステータコアと、ステータ
ティースに装着された絶縁部材と、絶縁部材によってステータコアから絶縁され、ステー
タティースに巻回されたコイルとを有する。そして、上記絶縁部材は、コイルの内周面と
ステータティースの外周面との間に設けられ、ステータティースとコイルとを絶縁可能な
ティース絶縁部と、ティース絶縁部が接続され、ティース絶縁部を支持する接続部とを含
む。さらに、上記ティース絶縁部は、一辺が接続部に連設された第１絶縁片と、該第１絶
縁片に対して、ステータティースの周面に沿って間隔を空けて設けられ、第１絶縁片に対
向するように設けられた第２絶縁片とを含み、第１および第２絶縁片は、互いの先端部が
近接または離間するように弾性変形可能とされる。上記第１絶縁片の表面のうち、第２絶
縁片と対向する内表面は、ステータティースの側面を支持する第１支持面と、該第１支持
面に対してステータの中心軸方向に隣り合う部分に形成され、該第１絶縁片の先端部から
接続部に向かうに従って、第２絶縁片に近接するように湾曲する第１湾曲面とを含む。さ
らに、上記第２絶縁片の表面のうち、第１絶縁片と対向する内表面は、ステータティース
の側面を支持する第２支持面と、該第２支持面に対してステータの中心軸方向に隣り合う
部分に形成され、該第２絶縁片の先端部から接続部に向かうに従って、第１絶縁片に近接
するように湾曲する第２湾曲面とを含む。そして、第１湾曲面と第２湾曲面とが連設され
る。
【００１１】
　好ましくは、上記接続部は、ヨーク部の周面に沿って延び、ヨーク部の周面とコイルと
の間に配置され、コイルとヨーク部とを絶縁可能なヨーク絶縁部とする。
【００１２】
　好ましくは、上記絶縁部材は、ティース絶縁部および接続部とは別体に設けられ、ヨー
ク部の周面とコイルとの間に配置され、コイルとヨーク部とを絶縁可能なヨーク絶縁部を
含む。好ましくは、上記第１絶縁片は、該第１絶縁片の先端部に設けられ、第２絶縁片か
ら離れるように屈曲すると共に、コイルの端面に係合可能な第１係合部を含み、第２絶縁
片は、該第２絶縁片の先端部に設けられ、第１絶縁片から離れるように屈曲すると共に、
コイルの端面に係合可能な第２係合部を含む。
【００１３】
　本発明に係る絶縁部材は、環状に形成されたステータに設けられたステータティース周
面のうち、ステータの周方向に配列する一方の第１側面上に配設される第１絶縁片と、第
１側面に対して反対側に位置する第２側面上に配設された第２絶縁片と、第１絶縁片の一
方の辺部が接続され、第１絶縁片を支持すると共に、第２絶縁片の一方の辺部が接続され
、第２絶縁片を支持する接続部とを備える。そして、第１絶縁片の一方の辺部に対して反
対側に位置する他方の辺部と、第２絶縁辺の一方の辺部に対して反対側に位置する他方の
辺部とが、互いに近接または離間するように弾性変形可能とされている。
【００１４】
　上記第１絶縁片は、ステータの中心軸方向に位置させられた第１絶縁片の一方の端面か
ら中心軸方向に突出し、コイルの内周面を支持する第１突出部と、他方の端面から突出し
、コイルの内周面を支持する第２突出部とを含む。そして、上記第２絶縁片は、該第２絶
縁片のステータの中心軸方向に位置させられた一方の端面から中心軸方向に突出し、コイ
ルの内周面を支持する第３突出部と、他方の端面から突出する第４突出部とを含む。好ま
しくは、上記第１絶縁片の表面のうち、第２絶縁片と対向する内表面は、ステータティー
スの側面を支持する第１支持面と、該第１支持面に対してステータの中心軸方向に隣り合
う部分に形成され、該第１絶縁片の先端部から接続部に向かうに従って、第２絶縁片に近
接するように湾曲する第１湾曲面とを含む。本発明に係る絶縁部材は、環状に形成された
ステータに設けられたステータティースの周面のうち、ステータの周方向に配列する一方
の第１側面上に配設される第１絶縁片と、第１側面に対して反対側に位置する第２側面上
に配設された第２絶縁片と、第１絶縁片の一方の辺部が接続され、第１絶縁片を支持する
と共に、第２絶縁片の一方の辺部が接続され、第２絶縁片を支持する接続部とを備える。
上記第１絶縁片の一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺部と、第２絶縁片の一方
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の辺部に対して反対側に位置する他方の辺部とが、互いに近接または離間するように弾性
変形可能とされる。上記第２絶縁片の表面のうち、第１絶縁片と対向する内表面は、ステ
ータティースの側面を支持する第２支持面と、該第２支持面に対してステータの中心軸方
向に隣り合う部分に形成され、該第２絶縁片の先端部から接続部に向かうに従って、第１
絶縁片に近接するように湾曲する第２湾曲面とを含む。そして、上記第１湾曲面と第２湾
曲面とが連設され、円弧状の基部が形成される。
【００１５】
　好ましくは、上記接続部は、記第１および第２絶縁片に対して交差する方向に張り出す
ように形成される。
【００１６】
　好ましくは、上記第１絶縁片は、該第１絶縁片の一方の辺部に対して反対側に位置する
他方の辺部に形成され、第２絶縁片から離れるように屈曲する第１屈曲部を含む。そして
、上記第２絶縁片は、該第２絶縁片の一方の辺部に対して反対側に位置する他方の辺部に
形成され、第１絶縁片から離れるように屈曲する第２屈曲部を含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る回転電機、絶縁部材および回転電機の製造方法によれば、コイルを容易に
インシュレータに装着することができ、製造工程の簡略化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本実施の形態に係る回転電機、絶縁部材および回転電機の製造方法について、図１から
図１４を用いて説明する。
【００２２】
　なお、以下に説明する実施の形態において、個数、量などに言及する場合、特に記載が
ある場合を除き、本発明の範囲は必ずしもその個数、量などに限定されない。また、以下
の実施の形態において、各々の構成要素は、特に記載がある場合を除き、本発明にとって
必ずしも必須のものではない。また、以下に複数の実施の形態が存在する場合、特に記載
がある場合を除き、各々の実施の形態の特徴部分を適宜組合わせることは、当初から予定
されている。
【００２３】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る回転電機１００の断面図である。この図１に示す
ように、回転電機１００は、回転中心軸Ｏ（中心軸）を中心に回転可能に設けられたロー
タ１２０と、このロータ１２０の周囲に設けられ、環状に形成されたステータ１３０とを
備えている。
【００２４】
　ロータ１２０は、回転中心軸Ｏを中心に回転可能に設けられた回転シャフト１１０に固
設されている。そして、ロータ１２０は、回転シャフト１１０に固設されたロータコア１
２１と、このロータコア１２１に形成され回転中心軸Ｏ方向に延びる磁石挿入孔１２６内
に挿入された永久磁石１２２とを備えている。永久磁石１２２は、樹脂１２４によって磁
石挿入孔１２６内に固定されている。
【００２５】
　図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線における断面図である。この図２に示すように、ス
テータ１３０は、回転中心軸Ｏを中心に環状に形成されたステータコア１３１と、この１
３１に巻回されたコイル１３２とを備えている。
【００２６】
　ステータコア１３１は、回転中心軸Ｏを中心に環状に配置された複数の分割ステータコ
ア１４２と、この分割ステータコア１４２の外周上に配置され、分割ステータコア１４２
の外周側に焼き嵌めされた筒状部材１４５とを備えている。筒状部材１４５は、各分割ス
テータコア１４２を押圧することで環状に固定している。
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【００２７】
　そして、分割ステータコア１４２は、ステータ１３０の周方向に延びるヨーク部１４０
と、このヨーク部１４０からロータ１２０に向けて突出するステータティース１４１とを
備えている。
【００２８】
　各分割ステータコア１４２のヨーク部１４０が周方向に配列することで、ステータコア
１３１の環状のヨーク部本体１４０Ａが規定されており、この環状のヨーク部本体１４０
Ａの内周面から各ステータティース１４１がステータ１３０の径方向内方に向けて突出し
ている。すなわち、ヨーク部本体１４０Ａの内周面から各ステータティース１４１は、周
方向に間隔を空けて、ロータ１２０に向けて突出している。
【００２９】
　なお、本実施の形態に係る回転電機１００のステータ１３０は、分割ステータコア１４
２を複数環状に配置することで構成されているが、一体の環状のステータコア１３１であ
ってもよい。
【００３０】
　図３は、分割ステータコア１４２およびこの分割ステータコア１４２に装着されたイン
シュレータ１６０およびコイル１３２を示す斜視図である。この図３に示すように、コイ
ル１３２と分割ステータコア１４２との間には、インシュレータ１６０が配置されており
、コイル１３２と分割ステータコア１４２とは、インシュレータ１６０によって絶縁され
ている。そして、コイル１３２は、インシュレータ１６０を介して、ステータティース１
４１に巻回されている。
【００３１】
　図４は、インシュレータ１６０の斜視図である。この図４に示すように、インシュレー
タ１６０は、コイル１３２の内周面とステータティース１４１の外周面との間に設けられ
て、ステータティース１４１とコイル１３２とを絶縁するティース絶縁部１６１と、ティ
ース絶縁部１６１が接続され、ティース絶縁部１６１を支持するヨーク絶縁部１６２とを
備えている。そして、ティース絶縁部１６１は、絶縁片１６３と絶縁片１６４とを備えて
いる。
【００３２】
　絶縁片１６３および絶縁片１６４の各一辺部は、いずれも、ヨーク絶縁部１６２に連設
されており、互いに、ステータティース１４１の周面に沿って間隔を空けて配置されてい
る。そして、絶縁片１６３と絶縁片１６４とは互いに対向するように配置されており、そ
れぞれ、ヨーク絶縁部１６２に対して弾性変形可能に設けられている。
【００３３】
　絶縁片１６３は、ヨーク絶縁部１６２との連設部を中心に、絶縁片１６４に近接するよ
うに撓むように弾性変形することができ、さらに、絶縁片１６４も、ヨーク絶縁部１６２
との連設部を中心に、絶縁片１６３に近接するように撓むように弾性変形することができ
る。
【００３４】
　ヨーク絶縁部１６２には、図３に示す分割ステータコア１４２のステータティース１４
１が挿入される貫通孔１７３が形成されており、分割ステータコア１４２に装着された際
に、ヨーク部１４０の内周面に沿うように張り出している。
【００３５】
　そして、絶縁片１６３は、ヨーク絶縁部１６２のうち、貫通孔１７３と隣り合う部分に
連設されており、絶縁片１６４は、貫通孔１７３に対して絶縁片１６３と反対側に位置す
る部分に連設されている。これにより、貫通孔１７３からステータティース１４１を挿入
することで、ステータティース１４１の両側には、絶縁片１６３および絶縁片１６４が配
置される。なお、本実施の形態１に係る回転電機１００においては、絶縁片１６３と、
絶縁片１６４とは、ステータ１３０の周方向に間隔をあけて配置されている。
【００３６】
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　図５は、回転電機の製造工程のうち、インシュレータ１６０をコイル１３２に装着する
ときの組み付け工程を示す斜視図である。この図５において、コイル１３２は、所謂エッ
ジワイズコイル（Edge Width Coil）が採用されている。コイル１３２を構成するコイル
線は、コイル線の延在方向に対して垂直な方向の断面が方形形状とされている。そして、
このコイル線を環状に巻回しつつ積層することで、コイル１３２が構成されている。この
ため、コイル１３２の中央部には、コイル線の積層方向に延びる貫通孔１３３が形成され
ている。
【００３７】
　コイル１３２をインシュレータ１６０に装着する際には、まず、絶縁片１６３および絶
縁片１６４に外部から負荷を加えて、絶縁片１６３の先端部と絶縁片１６４の先端部とが
近接するように絶縁片１６３および絶縁片１６４を曲げる。このように、絶縁片１６３お
よび絶縁片１６４を近接させた状態で、ティース絶縁部１６１をコイル１３２の貫通孔１
３３内に挿入する。この際、コイル１３２のコイル線が、コイル１３２の製造過程で位置
ずれして、貫通孔１３３の幅が一部狭くなっていたとしても、上記のようにティース絶縁
部１６１の先端部を細めることで、容易にティース絶縁部１６１を貫通孔１３３内に挿入
することができる。
【００３８】
　つまり、ティース絶縁部１６１を弾性変形可能とすることで、コイル１３２とインシュ
レータ１６０との組み付け工程において、容易にティース絶縁部１６１をコイル１３２に
取り付けることができる。このため、回転電機の製造工程も簡易にすることができる。
【００３９】
　ここで、ティース絶縁部１６１は、外部から負荷がかけられていない無負荷状態におい
ては、図４に示すように、装着されるステータティース１４１の側面に沿うようにヨーク
絶縁部１６２に対して直立している。そして、外部から負荷が加えられることで、図５に
示すように変形可能なものとなっており、さらに、加えられている負荷が除かれると、図
４に示すように、再度、互いに略平行となるように戻る。
【００４０】
　ここで、コイル１３２は、長円形状に形成されており、貫通孔１３３を規定するコイル
１３２の内周面の回転中心軸Ｏ方向の高さは、ステータ１３０の周方向に沿ってコイル１
３２の幅方向中央部に向かうにしたがって大きくなるように形成されている。このため、
先細状とされたティース絶縁部１６１は、貫通孔１３３のうち、コイル１３２の幅方向中
央部を通ることができる。
【００４１】
　図４において、支持部１７４の周面のうち、図１に示すステータ１３０の回転中心軸Ｏ
方向に配列する端面には、回転中心軸Ｏ方向に突出する突出部１６５および突出部１６７
が形成されている。また、同様に、支持部１７５の周面のうち、ステータ１３０の回転中
心軸Ｏ方向に配列する端面には、回転中心軸Ｏ方向に突出する突出部１６６および突出部
１６８が形成されている。
【００４２】
　ここで、図４において、絶縁片１６３は、一方の辺部がヨーク絶縁部１６２に連設され
、ステータティース１４１の周面（側面）に沿うように平板状に形成された支持部１７４
を備えている。そして、支持部１７４のうち、ヨーク絶縁部１６２に連設された辺部と反
対側に位置する先端部には、絶縁片１６４に対して離れるように屈曲した係合部１７０が
形成されている。
【００４３】
　また、絶縁片１６４は、一方の辺部がヨーク絶縁部１６２に連設され、ステータティー
ス１４１の周面（側面）に沿うように平板状に形成された支持部１７５とを備えている。
そして、支持部１７５のうち、ヨーク絶縁部１６２に連設されて辺部と反対側に位置する
先端部には、絶縁片１６３から離れるように屈曲する係合部１７１が形成されている。
【００４４】
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　突出部１６５，１６７は、支持部１７４の上端面および下端面のうち、絶縁片１６４側
に形成されている。このため、コイル１３２の内周面を支持する突出部１６５，１６７の
端部は、支持部１７４の表面のうち、支持部１７５と対向する主表面に対して、反対側に
位置する主表面よりも、絶縁片１６４側に位置している。同様に、突出部１６６，１６８
は、支持部１７５の上端面および下端面のうち、絶縁片１６４側に形成されている。この
ため、コイル１３２の内周面を支持する突出部１６６，１６８の端部は、支持部１７５の
主表面のうち、支持部１７４と対向する主表面と反対側に位置する主表面よりも、絶縁片
１６３側に位置している。
【００４５】
　図６は、回転電機の製造工程のうち、図５に示す工程後の工程を示す斜視図であって、
コイル１３２とインシュレータ１６０とを組み付けた状態で、コイル１３２をステータテ
ィース１４１に装着するときの工程を示す。
【００４６】
　この図６に示すように、インシュレータ１６０を貫通孔１３３内に挿入した後、ティー
ス絶縁部１６１に加えていた負荷を除く。これにより、絶縁片１６３および絶縁片１６４
が元の状態に戻り、絶縁片１６３および絶縁片１６４は、コイル１３２の内周面に沿うよ
うに配置される。
【００４７】
　そして、絶縁片１６３および絶縁片１６４が元の状態に戻ると、各係合部１７０および
係合部１７１がコイル１３２の端面と係合する。さらに、ヨーク絶縁部１６２が、コイル
１３２のコイル線の積層方向に配列する端面のうち、係合部１７０および係合部１７１が
係合する端面と反対側に位置する端面に近接または当接し、コイル１３２がインシュレー
タ１６０に組み付けられる。そして、係合部１７０および係合部１７１によって、コイル
１３２の端面が押えられているので、コイル１３２がスプリングバックすることを抑制す
ることができる。
【００４８】
　突出部１６５，１６６，１６７，１６８は、コイル１３２の内周面と当接し、支持部１
７４，１７５はコイル１３２の内周面と接触する。そして、突出部１６５，１６７および
突出部１６６，１６８が、コイル１３２の内周面を支持することで、ステータティース１
４１の上端面および下端面とコイル１３２とが接触することが抑制され、コイル１３２と
分割ステータコア１４２との間の絶縁性を確保することができる。このようにして、ステ
ータティース１４１が挿入される空間が支持部１７４と支持部１７５との間に規定される
。
【００４９】
　このように、本実施の形態に係る回転電機１００においては、インシュレータ１６０単
体で、コイル１３２を固定することができるので、回転電機１００を組み立てる際に、別
途コイル１３２とインシュレータ１６０との組立体を製造しておくことができる。
【００５０】
　そして、インシュレータ１６０とコイル１３２とが組みつけられた状態で、分割ステー
タコア１４２のステータティース１４１が、ヨーク絶縁部１６２の貫通孔１７３から挿入
されて、絶縁片１６４と絶縁片１６３との間に挿入される。このように、分割ステータコ
ア１４２ごとにインシュレータ１６０およびコイル１３２の組立体を装着することで、容
易にステータティース１４１に組立体を装着することができる。
【００５１】
　そして、ステータティース１４１を支持部１７４と支持部１７５との間に挿入すること
で、ステータティース１４１は、支持部１７４および支持部１７５によって、コイル１３
２から絶縁される。
【００５２】
　さらに、コイル１３２は、長円形状に形成されており、回転中心軸Ｏ方向に配列するス
テータティース１４１の上端面および下端面と対向する部分は、上端面および下端面の幅
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方向中央部に向かうに従って回転中心軸Ｏ方向に離間するように膨出している。このため
、ステータティース１４１の上端面および下端面の幅方向中央部においては、１３２から
大きく離間しており、コイル１３２とステータティース１４１との間の絶縁性は確保され
ている。
【００５３】
　インシュレータ１６０を介してコイル１３２が装着された分割ステータコア１４２を複
数組み立て、その後、各ステータティース１４１が径方向内方に向けて突出するように、
複数の分割ステータコア１４２を環状に配列する。そして、環状に配列された分割ステー
タコア１４２の外周面に、環状の固定部材を焼き嵌めまたは圧入により装着する。
【００５４】
　これにより、ステータ１３０が形成される。そして、本実施の形態に係る回転電機１０
０においては、ステータ１３０をモータケース固定し、その後、ステータ１３０の内側に
回転シャフト１１０に固設されたロータ１２０を配置する。このようにして、本実施の形
態に係る回転電機を製造することができる。
【００５５】
　このように、本実施の形態に係る回転電機および回転電機の製造方法においては、ステ
ータティース１４１にインシュレータ１６０を装着することで、分割ステータコア１４２
と、コイル１３２との絶縁状態を確保することができ、分割ステータコア１４２とコイル
１３２との絶縁を容易に確保することができ、回転電機の組立て工程を簡略することがで
きる。
【００５６】
　なお、本実施の形態においては、複数の分割ステータコア１４２によってステータコア
が構成された回転電機１００について説明したが、この分割ステータコア１４２を備えた
回転電機に限られない。すなわち、予め環状に形成されたステータコアのステータティー
スに、インシュレータ１６０とコイル１３２との組立体を装着するようにしてもよい。さ
らに、本実施の形態においては、インナーロータ型の回転電機について説明したが、アウ
ターロータ型の回転電機にも適用することができる。
【００５７】
　図７は、インシュレータ１６０の変形例を示す斜視図である。なお、この図７において
は、上記図１から図６に示された構成と同一または相当する構成については、同一の符号
を付してその説明を省略する場合がある。
【００５８】
　この図７に示されたインシュレータ１８０は、間隔を隔ててヨーク絶縁部１６２に連設
された絶縁片１６３および絶縁片１６４を備えている。絶縁片１６３は、ヨーク絶縁部１
６２に連設された支持部１８４と、支持部１８４の先端部に設けられた係合部１７０とを
備えている。また、絶縁片１６４も、ヨーク絶縁部１６２に連設された支持部１８５と、
この支持部１８５の先端部に形成された係合部１７１とを備えている。
【００５９】
　ここで、絶縁片１６３と絶縁片１６４は、図２に示すステータ１３０の周方向に沿って
間隔を隔てて形成されている。
【００６０】
　そして、支持部１８４の表面のうち、支持部１８５と対向する内表面は、ステータティ
ース１４１の側面に沿うように形成されており、この図７に示す例においては、平坦面状
に形成されている。
【００６１】
　また、支持部１８５の表面のうち、支持部１８４と対向する内表面は、ステータティー
ス１４１の側面に沿うように形成されており、この図７に示す例においては、平坦面状に
形成されている。
【００６２】
　なお、支持部１８４の表面のうち、支持部１８５と対向する内表面と反対側に位置する
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側面は、ヨーク絶縁部１６２から直立しており、さらに、支持部１８５の表面のうち、支
持部１８４と対向する内表面と反対側に位置する側面は、ヨーク絶縁部１６２に対して直
立している。
【００６３】
　そして、ティース絶縁部１６１は、支持部１８５の上端と支持部１８４の上端を連設す
る連結部１８９を備えている。この連結部１８９は、支持部１８４の先端部からヨーク絶
縁部１６２に向かうに従って、支持部１８４の内表面から支持部１８５に向けて張り出し
、さらに、支持部１８５の先端部側からヨーク絶縁部１６２側に向かうにしたがって、漸
次支持部１８４に向けて張り出すように形成されている。このため、連結部１８９の内周
面は、回転中心軸Ｏ方向から平面視した際に、Ｕ字形状となるように形成されている。
【００６４】
　なお、連結部１８８も連結部１８９と同様に形成されており、ヨーク絶縁部１６２側に
向かうにしたがって、絶縁片１６３側の側面と絶縁片１６４側の側面とが近接するように
湾曲しており、回転中心軸Ｏ方向から平面視した際に、Ｕ字形状となるように形成されて
いる。
【００６５】
　そして、この連結部１８９の上面上であって、連結部１８９の内周縁部に沿ってＵ字型
突出部１８１が形成されており、連結部１８８の下面であって、連結部１８８の内周縁部
に沿って、Ｕ字型突出部１８２が形成されている。Ｕ字型突出部１８１は、連結部１８９
の内周面に沿って形成されており、Ｕ字型突出部１８２も、連結部１８８の内周面に沿っ
て形成されている。
【００６６】
　ここで、Ｕ字型突出部１８１は、支持部１８４の上端面側に形成された突出部１８６と
、支持部１８５の上端面側に形成された突出部１８７とを備えている。
【００６７】
　そして、突出部１８６は、絶縁片１６３の先端部側からヨーク絶縁部１６２に向けて延
びており、ヨーク絶縁部１６２側では、絶縁片１６４側に向けて湾曲している。さらに、
突出部１８７も、絶縁片１６４の先端部からヨーク絶縁部１６２側に向けて延び、ヨーク
絶縁部１６２側では、絶縁片１６３に近づくように湾曲している。そして、突出部１８６
と突出部１８７とは、互いにヨーク絶縁部１６２側の端部で接続されており、結果として
、Ｕ字状のＵ字型突出部１８１が形成されている。このため、Ｕ字型突出部１８１および
連結部１８９の基部が円弧状に湾曲している。
【００６８】
　また、Ｕ字型突出部１８２もＵ字型突出部１８１と同様に構成されており、Ｕ字型突出
部１８２は、支持部１８４の下端面に形成された突出部と支持部１８５の下端面に形成さ
れた突出部とを備えている。
【００６９】
　そして、支持部１８４の下端面側に形成された突出部も、支持部１８５の下端面側に形
成された突出部のいずれもが、各絶縁片１６３および絶縁片１６４の先端部からヨーク絶
縁部１６２側に向けて延びている。
【００７０】
　そして、絶縁片１６３の下端部に位置する突出部は、ヨーク絶縁部１６２側では、絶縁
片１６４側に向けて湾曲しており、絶縁片１６４の下端部に形成された突出部も、ヨーク
絶縁部１６２側では、絶縁片１６３側に向けて湾曲している。絶縁片１６３の下端部に形
成された突出部と、絶縁片１６４の下端部に形成された突出部とは、いずれも、ヨーク絶
縁部１６２側で連結しており、結果としてＵ字型突出部１８２が形成されている。このた
め、ティース絶縁部１６１および連結部１８８の基部が円弧状に湾曲している。
【００７１】
　このように、絶縁片１６３は、支持部１８４と、この支持部１８４に対して回転中心軸
Ｏ方向に隣り合う部分に形成され、絶縁片１６３の先端部側からヨーク絶縁部１６２側に
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向かうにつれて、絶縁片１６４側に向けて湾曲する湾曲部とを備えている。また、絶縁片
１６４は、支持部１８５と、この支持部１８５に対して回転中心軸Ｏ方向に隣り合う部分
に形成され、絶縁片１６４の先端部側からヨーク絶縁部１６２側に向かうにつれて、絶縁
片１６３側に向けて湾曲する湾曲部とを備えている。
【００７２】
　図８は、図７に示されたインシュレータ１８０をコイル１３２に装着する工程を示す斜
視図である。この図８において、連結部１８９および連結部１８８の内周面は、Ｕ字形状
に湾曲しており、さらに、Ｕ字型突出部１８１およびＵ字型突出部１８２もＵ字形状に湾
曲しているので、絶縁片１６３と絶縁片１６４とを互いの先端部が近接するように容易に
弾性変形させることができる。特に、各Ｕ字型突出部１８１、連結部１８９およびＵ字型
突出部１８２、連結部１８８のいずれも、基部が円弧状に湾曲しているため、容易に弾性
変形させることができる。
【００７３】
　このため、コイル１３２にインシュレータ１８０を容易に装着することができ、コイル
１３２とインシュレータ１８０との組立体を容易に製造することができる。
【００７４】
　（実施の形態２）
　図９および図１０を用いて、本発明の実施の形態２に係る回転電機の製造方法について
説明する。なお、この図９および図１０において、上記図１から図８に示された構成と同
一または相当する構成については、同一の符号を付してその説明を省略する場合がある。
【００７５】
　図９は、本実施の形態２に係る回転電機に装着されたインシュレータ１９０の斜視図で
ある。この図９に示すように、インシュレータ１９０は、ティース絶縁部１６１に負荷が
かけられていない状態において、絶縁片１６４と絶縁片１６３とは、基部側から先端部側
に向かうに従って、互いに近接するように形成されている。
【００７６】
　このため、ティース絶縁部１６１は、基部側から先端部側に向かうにしたがって、先細
となるように形成されている。
【００７７】
　なお、このインシュレータ１９０においても、支持部１７４および支持部１７５は、平
板状に形成されており、支持部１７４および支持部１７５の先端部には、係合部１７０，
係合部１７１が形成されている。また、支持部１７４，１７５の上端面および下端面には
、突出部１６５，１６６，１６７，１６８が形成されている。
【００７８】
　図１０は、図９に示されたインシュレータ１９０をコイル１３２に組み付ける工程を示
す斜視図である。
【００７９】
　この図１０に示すように、上記のように構成されたインシュレータ１９０のティース絶
縁部１６１をコイル１３２の貫通孔１３３内に挿入する。
【００８０】
　ここで、インシュレータ１９０のティース絶縁部１６１は、外部から負荷が加えられて
通常の状態において、先細となるように形成されているので、インシュレータ１９０のテ
ィース絶縁部１６１を容易に貫通孔１３３内に挿入することができる。
【００８１】
　そして、上記の分割ステータコア１４２のステータティース１４１を、ヨーク絶縁部１
６２の貫通孔１７３内に挿入する。
【００８２】
　これにより、絶縁片１６３および絶縁片１６４は、ステータティース１４１によって押
し上げられ、絶縁片１６３および絶縁片１６４は、コイル１３２の内表面に沿うように弾
性変形する。
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【００８３】
　さらに、絶縁片１６３の先端部に形成された係合部１７０がコイル１３２の端面に係合
し、さらに、絶縁片１６４の先端部に形成された係合部１７１がコイル１３２の端面に係
合する。このようにして、インシュレータ１９０がコイル１３２に組み付けられると共に
、分割ステータコア１４２の分割ステータコア１４２にコイル１３２が装着される。
【００８４】
　（実施の形態３）
　図１１から図１４を用いて、本発明の実施の形態３に係る回転電機および回転電機の製
造方法について説明する。なお、図１１から図１４について、上記図１から図１０と同一
または相当する構成いついては、同一の符号を付してその説明を省略する場合がある。
【００８５】
　図１１は、本実施の形態３に回転電機のステータを構成する分割ステータコア１４２お
よびこの分割ステータコア１４２に装着されたコイル１３２を示す斜視図である。
【００８６】
　この図１１に示すように、本実施の形態３に係る回転電機においては、分割ステータコ
ア１４２のステータティース１４１には、インシュレータ２００を介してコイル１３２が
装着されている。
【００８７】
　図１２は、図１１に示された分割ステータコア１４２に装着され、コイル１３２と分割
ステータコア１４２とを絶縁するインシュレータ２００の分解斜視図である。
【００８８】
　この図１２に示すように、インシュレータ２００は、図１１に示す分割ステータコア１
４２のヨーク部１４０の内周面に沿って延び、ヨーク部１４０の内周面によって支持され
るヨーク絶縁部２０２と、このヨーク絶縁部２０２から別体として形成されたティース絶
縁部２０１とを備えている。ヨーク絶縁部２０２は、平板板状とされており、その中央部
には、ステータティース１４１を受けいれ可能な貫通孔２７７が形成されている。
【００８９】
　ティース絶縁部２０１は、ステータティース１４１の側面とコイル１３２との間に配置
され、ステータティース１４１とコイル１３２とを絶縁するティース絶縁部２６１と、こ
のティース絶縁部２６１の一方の端部に連設された環状の接続部材２７８とを備えている
。
【００９０】
　ティース絶縁部２６１は、一辺部が接続部材２７８に連設された絶縁片２６３と、一辺
部が接続部材２７８に連設され、絶縁片２６３に対して間隔を隔てて設けられると共に、
絶縁片２６３と対向する絶縁片２６４とを備えている。
【００９１】
　そして、絶縁片２６３は、平板状に形成され、ステータティース１４１の側面に沿って
延びる支持部２７４と、この支持部２７４の上端面に形成された突出部２６５と、支持部
２７４の下端面に形成された突出部２６７とを備えている。
【００９２】
　また、絶縁片２６４は、平板状に形成され、ステータティース１４１の側面に沿って延
びる支持部２７５と、この支持部２７５の上端面に形成された突出部２６６と、支持部２
７５の下端面に形成された突出部２６８とを備えている。
【００９３】
　そして、接続部材２７８は、支持部２７４の上端部と、支持部２７５の上端部とを連設
する連結部２７３と、支持部２７４の下端部と支持部２７５の下端部とを連設する連結部
２７２とを備えている。さらに、接続部材２７８は、支持部２７４に連設され、両端部に
連結部２７３，２７２が接続された係合部２７０と、支持部２７５に連設され、両端部に
連結部２７２，２７３が連設された係合部２７１とを備えている。
【００９４】
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　係合部２７０は、支持部２７４の端部から支持部２７５から離れるように屈曲しており
、コイル１３２の端面に係合可能とされている。また、係合部２７１は、支持部２７５の
端部から支持部２７４から離れるように屈曲しており、コイル１３２の端面に係合可能と
されている。そして、接続部材２７８は、上記のように環状に形成されており、ステータ
ティース１４１の端面を受け入れ可能な貫通孔２７９を規定している。
【００９５】
　図１３は、本実施の形態３に係る回転電機の製造工程のうち、コイル１３２とインシュ
レータ２００と、分割ステータコア１４２とを組み付ける組み付け工程を示す斜視図であ
る。この図１３に示すように、まず、分割ステータコア１４２のステータティース１４１
をヨーク絶縁部２０２の貫通孔２７７内に挿入して、ヨーク絶縁部２０２を分割ステータ
コア１４２に装着する。
【００９６】
　そして、ティース絶縁部２６１の絶縁片２６３と絶縁片２６４の先端部に負荷を加えて
、互いの先端部が近接するように、絶縁片２６３および絶縁片２６４を弾性変形させる。
その後、コイル１３２の貫通孔１３３内にティース絶縁部２６１を挿入する。このように
、ティース絶縁部２６１を接続部材２７８側から先端部側に向けて先細状に形成すること
で、ティース絶縁部２６１を貫通孔１３３内に挿入することができる。
【００９７】
　なお、本実施の形態３においても、コイル１３２は、長円形状に形成されており、貫通
孔１３３の回転中心軸Ｏ方向の高さは、コイル１３２の幅方向中央部に向かうに従って大
きくなる。このため、絶縁片２６３と絶縁片２６４とを互いに近接させることで、先細状
とされたティース絶縁部２６１は、貫通孔１３３の幅方向中央部を通過することができる
。
【００９８】
　そして、係合部２７０および係合部２７１がコイル１３２の端面に当接した後、絶縁片
２６３および絶縁片２６４に加えられていた負荷を解除する。これにより、絶縁片２６３
および絶縁片２６４は、コイル１３２の内周面に沿うように立ち上がる。これにより、絶
縁片２６３と絶縁片２６４との間にステータティース１４１を挿入可能な空間が規定され
る。
【００９９】
　そして、ヨーク絶縁部２０２が装着された分割ステータコア１４２のステータティース
１４１を絶縁片２６３と絶縁片２６４との間に挿入する。
【０１００】
　これによりステータティース１４１とコイル１３２とは、ティース絶縁部２６１によっ
て絶縁され、さらに、コイル１３２とヨーク部１４０とは、ヨーク絶縁部２０２によって
絶縁されている。
【０１０１】
　このように、本実施の形態３に係る回転電機においても、上記実施の形態１，２と同様
に、容易に分割ステータコア１４２とコイル１３２とインシュレータ２００との組み付け
を行うことができ、回転電機の組立て工程を簡易なものとすることができる。
【０１０２】
　なお、図１４は、本実施の形態３に係る回転電機に装着されたインシュレータの変形例
を示す斜視図である。なお、この図１４において、上記図１２に示された構成と同一また
は相当する構成については、同一の符号を付してその説明を省略する場合がある。
【０１０３】
　この図１４に示すように、インシュレータ３００は、ティース絶縁部３６１と、図１３
に示されたヨーク絶縁部２０２とを備えている。
【０１０４】
　ティース絶縁部３６１は、環状に形成された接続部材３７８と、この接続部材３７８に
連設された絶縁片３６３および絶縁片３６４と、絶縁片３６３の上端面と、絶縁片２６４
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の上端面とを連結する連結部３８９と、絶縁片３６４の下端面と絶縁片３６３の下端面と
を連結する連結部３８８とを備えている。
【０１０５】
　絶縁片３６３は、支持部３７４を備えており、絶縁片３６４も、支持部３７５とを備え
ている。
【０１０６】
　そして、連結部３８９の内表面は、絶縁片３６３および絶縁片３６４の先端部側から接
続部材３７８に向かうに従って、絶縁片３６３側の側面と絶縁片３６４側の側面とが近接
するように湾曲している。このため、連結部３８９の内表面は、Ｕ字形状に湾曲している
。
【０１０７】
　また、連結部３８８も、連結部３８９と同様に形成されており、絶縁片３６３および絶
縁片３６４の先端部側から接続部材３７８に向かうに従って、絶縁片３６３側の側面と絶
縁片３６４側の側面とが互いに近接するように湾曲している。このため、連結部３８８の
内表面もＵ字形状に湾曲している。
【０１０８】
　そして、連結部３８９の上面上には、連結部３８９の内表面に沿ってのびるＵ字型突出
部３６５が形成されており、連結部３８８の下面には、連結部３８８の内表面に沿って延
びるＵ字型突出部３６７が形成されている。
【０１０９】
　そして、Ｕ字型突出部３６５は、絶縁片３６３の先端部側から接続部材３７８に向けて
直線状に延び、接続部材３７８側で絶縁片３６４側に向けて湾曲する突出部と、絶縁片３
６４の先端部から接続部材３７８に向けて延び、接続部材３７８側で絶縁片３６３に向け
て突出する突出部とを有し、互いの突出部が接続部材３７８側にて連結している。これに
より、回転中心軸Ｏ方向から平面視した際に、Ｕ字形状に湾曲するＵ字型突出部３６５が
形成されている。
【０１１０】
　さらに、Ｕ字型突出部３６７もＵ字型突出部３６５と同様に形成されている。そして、
Ｕ字型突出部３６７は、絶縁片３６３の先端部側から接続部材３７８に向けて直線状に延
び、接続部材３７８側で絶縁片３６４側に向けて湾曲する突出部と、絶縁片３６４の先端
部から接続部材３７８に向けて延び、接続部材３７８側で絶縁片３６３に向けて突出する
突出部とを有し、互いの突出部が接続部材３７８側にて連結している。これにより、回転
中心軸Ｏ方向から平面視した際に、Ｕ字形状に湾曲するＵ字型突出部３６７が形成されて
いる。
【０１１１】
　このように形成されたティース絶縁部３６１においては、絶縁片３６３の先端部と絶縁
片３６４の先端部とを近接させるように、絶縁片３６３および絶縁片３６４を弾性変形さ
せる際に、容易に絶縁片３６３および絶縁片３６４を変形させることができる。
【０１１２】
　以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、今回開示された実施の形
態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の
範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのす
べての変更が含まれることが意図される。さらに、上記数値などは、例示であり、上記数
値および範囲にかぎられない。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本発明は、回転電機および絶縁部材に好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る回転電機の断面図である。
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【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ線における断面図である。
【図３】分割ステータコアおよびこの分割ステータコアに装着されたインシュレータおよ
びコイルを示す斜視図である。
【図４】インシュレータの斜視図である。
【図５】回転電機の製造工程のうち、インシュレータをコイルに装着するときの組み付け
工程を示す斜視図である。
【図６】回転電機の製造工程のうち、図５に示す工程後の工程を示す斜視図であって、コ
イルとインシュレータとを組み付けた状態で、コイルをステータティースに装着するとき
の工程を示す。
【図７】インシュレータの変形例を示す斜視図である。
【図８】図７に示されたインシュレータをコイルに装着する工程を示す斜視図である。
【図９】本実施の形態２に係る回転電機に装着されたインシュレータの斜視図である。
【図１０】図９に示されたインシュレータをコイルに組み付ける工程を示す斜視図である
。
【図１１】本実施の形態３に回転電機のステータを構成する分割ステータコアおよびこの
分割ステータコアに装着されたコイルを示す斜視図である。
【図１２】図１１に示された分割ステータコアに装着され、コイルと分割ステータコアと
を絶縁するインシュレータの分解斜視図である。
【図１３】本実施の形態３に係る回転電機の製造工程のうち、コイルとインシュレータと
、分割ステータコアとを組み付ける組み付け工程を示す斜視図である。
【図１４】本実施の形態３に係る回転電機に装着されたインシュレータの変形例を示す斜
視図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　１００　回転電機、１１０　回転シャフト、１２０　ロータ、１２１　ロータコア、１
２２　永久磁石、１２４　樹脂、１２６　磁石挿入孔、１３０　ステータ、１３１　ステ
ータコア、１３２　コイル、１３３　貫通孔、１４０　ヨーク部、１４１　ステータティ
ース、１４２　分割ステータコア、１６０　インシュレータ、１６１　ティース絶縁部、
１６２　ヨーク絶縁部、１６３，１６４　絶縁片、１６５，１６６，１６７，１６８　突
出部、１７０，１７１　係合部、１８１，１８２　Ｕ字型突出部、１８４，１８５　支持
部、１８５、Ｏ　回転中心軸。
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