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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構成する円筒ロータと、
前記円筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、
前記第２のロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対し、
前記円筒ロータの側面の一部を接合して構成された真空ポンプにおいて、
前記円筒ロータの上端面は、前記円筒ロータと前記第２のロータとの接触部より上側に突
出されていることを特徴とする真空ポンプ。
【請求項２】
　少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構成する円筒ロータと、
前記円筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、
前記第２のロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対し、
前記円筒ロータの側面の一部を接合して構成された真空ポンプにおいて、
前記接合部は、前記鍔状円環部より下方へ突出したＬ字状に形成されているとともに、前
記円筒ロータの上端面は、前記鍔状円環部の下面より下側へ退避されていることを特徴と
する真空ポンプ。
【請求項３】
　少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構成する円筒ロータと、
前記円筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、
前記第２のロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対し、
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前記円筒ロータの側面の一部を接合して構成された真空ポンプにおいて、
前記接合部は、前記鍔状円環部より上方へ突出したＬ字状に形成されているとともに、前
記円筒ロータの上端面は、前記鍔状円環部の上側へ設置されていることを特徴とする真空
ポンプ。
【請求項４】
　少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構成する円筒ロータと、
前記円筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、
前記第２のロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対し、
前記円筒ロータの側面の一部を接合して構成された真空ポンプにおいて、
前記接合部は、前記鍔状円環部より下方へ突出したＬ字状に形成されているとともに、前
記接合部の上部に小径部を設け、
前記円筒ロータと前記第２のロータとの接触部は、前記鍔状円環部の下側へ退避されてい
るとともに、前記円筒ロータの上端面は、前記接触部より上側に突出されていることを特
徴とする真空ポンプ。
【請求項５】
　上記円筒ロータの突出部分の長さは、該円筒ロータの肉厚の２倍以上であることを特徴
とする請求項１又は４記載の真空ポンプ。
【請求項６】
　上記第２のロータは、少なくともターボ分子ポンプ部あるいは渦流ポンプ部などのポン
プ機構を構成することを特徴とする請求項１，２，３，４又は５記載の真空ポンプ。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は真空ポンプに関するものであり、特に半導体製造や高エネルギー物理学等の工
業真空装置において、低真空から高真空及び超高真空にわたる圧力範囲で利用可能な真空
ポンプに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書では、ターボ分子ポンプ部とネジ溝ポンプ部とを備える複合型真空ポンプを例
に挙げて説明する。従来、この種の複合型真空ポンプは、図１２に示す従来の一実施例の
複合型真空ポンプの縦断面図のように、吸気口１０１と排気口１０２とを有する筐体１０
３内に、該吸気口１０１側からターボ分子ポンプ部１０４と円筒形ネジ溝ポンプ部１０５
を順次配設した構造となっている。尚、図１３は図１２のＢ部拡大図である。
　なお、図１２において、符号１０６は前記ターボ分子ポンプ部１０４及び円筒形ネジ溝
ポンプ部１０５のロータ１０７の回転軸、１０８は該回転軸１０６を回転させるモータで
ある。
　また、従来の複合型真空ポンプ１００では、前記円筒形ネジ溝ポンプ部１０５のロータ
１０７はアルミ合金製であり、複合型真空ポンプの回転数の高速化は、円筒形ネジ溝ポン
プ部１０５のロータ１０７の強度で制限される。
　そこで、前記複合型真空ポンプのネジ溝ポンプ部のロータに、繊維強化プラスチック材
（Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ、通称「ＦＲＰ材」という。）
を円筒形に成形してなる円筒ロータ１０９を使用し、強度アップを図るようにした構造も
知られている。
繊維強化プラスチック材としては、アラミド繊維、ボロン繊維、炭素繊維、ガラス繊維、
ポリエチレン繊維などを用いたものがある。
　しかしながら、複合型真空ポンプにおけるターボ分子ポンプ部１０４のロータ１０７の
下端部に、繊維強化プラスチック材（以下、「ＦＲＰ材」という）の円筒ロータ１０９を
設置する場合、異種材料を組み合わせることになるため、熱膨張量や遠心力による変形量
に差が生じる。そのため、接合部が緩む不具合や、逆に高い負荷がかかりＦＲＰ材製の円
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筒ロータ１０９が破損する虞があった。特に円筒の端面で繊維が途切れてしまうために、
端面付近の強度は、他の部分に比べて低く、この部分に負荷がかかると容易に破損する虞
があった。
　また、一般に、接合部の形状は、円筒ロータ１０９の傾きを防止して同軸度を確保する
観点、及び軽量化を図る観点から、ロータ１０７の接合部１１０は、円板部分１１０ａと
接合部分１１０ｂからなる断面Ｌ字状となっている。この構造の場合、接合部分１１０ｂ
の下部側が撓み、負荷を緩和する作用があるが、ＦＲＰの構造上、最も強度が弱い端面付
近はほとんど撓まないため、負荷を緩和する作用がほとんどない。
　そこで、従来から、その対策として、例えば特許文献１及び特許文献２で知られるよう
な、様々な手段が提案されている。
　すなわち、特許文献１の複合型真空ポンプでは、ターボ分子ポンプ部とネジ溝ポンプ部
との熱膨張の差や遠心力による変形量の差を緩和するため、ＦＲＰ材の支板を介して前記
ターボ分子ポンプ部のロータと前記ネジ溝ポンプ部の円筒ロータを接合している。
　特許文献２の複合型真空ポンプでは、ターボ分子ポンプ部とネジ溝ポンプ部との熱膨張
の差や遠心力による変形量の差を緩和するため、ＦＲＰ材における繊維の巻き付け角、及
び、樹脂含有量等の成形条件や形状を工夫している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３０９８１３９号公報。
【特許文献２】特開２００４－２７８５１２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、前記ターボ分子ポンプ部のロータと前記ネジ溝ポンプ部の前円筒ロータ
をＦＲＰ材の支板を介して接合するようにした特許文献１に記載される構造では、部品点
数及び組立工数が増えるためにコストアップになるという問題点があった。また、精度良
く組み立てるのが難しく、固定部との接触を避ける為にクリアランスを従来より広げるこ
とが必要となり、その結果、排気性能が低下するという問題点があった。
　また、上述した特許文献２に記載される構造、すなわちＦＲＰ材における繊維の巻き付
け角、及び、樹脂含有量等の成形条件や形状を工夫している構造では、ＦＲＰ材の形状が
複雑となるため、生産性が悪く、コストアップになるという問題点があった。
　そこで、高負荷に耐え得る強度を有するとともに低コスト化が可能な、繊維強化プラス
チック材を成形してなる円筒ロータを使用した複合型真空ポンプを提供するために解決す
べき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明では、
少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構成する円筒ロータと、前記円
筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、前記第２のロータに形成された鍔
状円環部に付設された接合部に対し、前記円筒ロータの側面の一部を接合して構成された
真空ポンプにおいて、前記円筒ロータの上端面は、前記円筒ロータと前記第２のロータと
の接触部より上側に突出されていることを特徴とする真空ポンプを提供する。
　請求項２記載の発明では、少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構
成する円筒ロータと、前記円筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、前記
第２のロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対し、前記円筒ロータの側面
の一部を接合して構成された真空ポンプにおいて、前記接合部は、前記鍔状円環部より下
方へ突出したＬ字状に形成されているとともに、前記円筒ロータの上端面は、前記鍔状円
環部の下面より下側へ退避されていることを特徴とする真空ポンプを提供する。
　請求項３記載の発明では、少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構
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成する円筒ロータと、前記円筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、前記
第２のロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対し、前記円筒ロータの側面
の一部を接合して構成された真空ポンプにおいて、前記接合部は、前記鍔状円環部より上
方へ突出したＬ字状に形成されているとともに、前記円筒ロータの上端面は、前記鍔状円
環部の上側へ設置されていることを特徴とする真空ポンプを提供する。
　請求項４記載の発明では、少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを構
成する円筒ロータと、前記円筒ロータと回転軸とを接続する第２のロータとを備え、前記
第２のロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対し、前記円筒ロータの側面
の一部を接合して構成された真空ポンプにおいて、前記接合部は、前記鍔状円環部より下
方へ突出したＬ字状に形成されているとともに、前記接合部の上部に小径部を設け、前記
円筒ロータと前記第２のロータとの接触部は、前記鍔状円環部の下側へ退避されていると
ともに、前記円筒ロータの上端面は、前記接触部より上側に突出されていることを特徴と
する真空ポンプを提供する。
　請求項５記載の発明では、上記円筒ロータの突出部分の長さは、該円筒ロータの肉厚の
２倍以上であることを特徴とする請求項１又は４記載の真空ポンプを提供する。
　請求項６記載の発明では、上記第２のロータは、少なくともターボ分子ポンプ部あるい
は渦流ポンプ部などのポンプ機構を構成することを特徴とする請求項１，２，３，４又は
５記載の真空ポンプを提供する。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１記載の発明では、円筒ロータの上端面を、円筒ロータと第２のロータとの接触
部より上側に突出させることにより、他の部分に比べて材料強度の低い円筒の上端面に高
負荷がかかるのを防ぐことが出来る。
　請求項２記載の発明では、接合部を鍔状円環部より下方へ突出したＬ字状に形成すると
ともに、円筒ロータの上端面を前記鍔状円環部の下側へ退避させることにより、接合部の
突出部が撓んで負荷を緩和することが出来るため、他の部分に比べて材料強度の低い円筒
の上端面に高負荷がかかるのを防ぐことが出来る。
　請求項３記載の発明では、接合部を鍔状円環部より上方へ突出したＬ字状に形成すると
ともに、円筒ロータの上端面を前記鍔状円環部の上側に設置することにより、接合部の突
出部が撓んで負荷を緩和することが出来るため、他の部分に比べて材料強度の低い円筒の
上端面に高負荷がかかるのを防ぐことが出来る。
　請求項４記載の発明では、前記接合部を鍔状円環部より下方へ突出したＬ字状に形成す
るとともに、接合部の上部に小径部を設けて、円筒ロータと第２のロータとの接触部を鍔
状円環部の下側へ退避させることにより、接合部の突出部が撓んで負荷を緩和することが
出来る。さらに、円筒ロータの上端面を、接触部より上側に突出させることにより、他の
部分に比べて材料強度の低い円筒の上端面に高負荷がかかるのを防ぐことが出来る。
　請求項５記載の発明では、円筒ロータの突出部分の長さを、円筒ロータの肉厚の２倍以
上とすることにより、他の部分に比べて材料強度の低い円筒の上端面に高負荷がかかるの
を防ぐことが充分に出来る。
　請求項６記載の発明では、第２のロータにターボ分子ポンプ部あるいは渦流ポンプ部な
どのポンプ機構を構成することにより、広い圧力範囲で動作可能な真空ポンプを提供する
ことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　図１は本発明の一実施例として示す複合型真空ポンプの縦断面図である。
　図２は同上真空ポンプにおけるターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロ
ータとの接合構造を示す縦断面図である。
　図３は図２のＡ部拡大図である。
　図４は同上真空ポンプにおけるターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロ
ータの接合方法を説明する図である。
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　図５は図３に示した接合構造の一変形例を示す図である。
　図６は同上真空ポンプにおけるターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロ
ータの別の接合構造を示す縦断面図である。
　図７は図６に示した接合構造の一変形例を示す図である。
　図８は同上真空ポンプにおけるターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロ
ータのさらに別の接合構造を示す縦断面図である。
　図９は同上真空ポンプにおけるターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロ
ータのさらに別の接合構造を示す縦断面図である。
　図１０は同上真空ポンプにおけるターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒
ロータのさらに別の接合構造を示す縦断面図である。
　図１１は本発明の他の実施例として示す真空ポンプの縦断面図である。
　図１２は従来の一実施例として示す複合型真空ポンプの縦断面図である。
　図１３は図１２のＢ部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、高負荷に耐え得る強度を有するとともに低コスト化が可能な、繊維強化プラ
スチック材を成形してなる円筒ロータを使用した複合型真空ポンプを提供するという目的
を達成するために、少なくともネジ溝ポンプ部あるいはゲーデポンプ部などを有する円筒
ロータと、ターボ分子ポンプ部あるいは過流ポンプ部などを有するロータとを備え、前記
ロータに形成された鍔状円環部に付設された接合部に対して前記円筒ロータの側面の一部
が接合して構成された真空ポンプにおいて、前記接合部は、前記鍔状円環部と一体的に、
且つＬ字状に形成されていることを特徴とする真空ポンプを提供することによって実現し
た。
【実施例】
【０００９】
　以下、本発明の複合型真空ポンプについて、好適な実施例を添付図面を参照して説明す
る。図１及び図２は本発明に係る複合型真空ポンプを示すもので、図１はその縦断面図、
図２は、そのポンプのターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロータとの接
合構造を示す縦断面図、図３は図２のＡ部拡大断面図、図４は、図２に示したターボ分子
ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロータとの接合部分を分解して示す縦断面図で
ある。
　同図において、複合型真空ポンプ１０は、吸気口１１と排気口１２を有する筐体１３を
備えている。該筐体１３内には、上部にターボ分子ポンプ部１４と、その下方に円筒形の
ネジ溝ポンプ部１５が設けられているとともに、該ターボ分子ポンプ部１４内と該ネジ溝
ポンプ部１５内を通って前記吸気口１１と前記排気口１２を連通してなる排気経路２４が
形成されている。
　前記排気通路２４は、より具体的には、前記ターボ分子ポンプ部１４の後述する相対し
ているロータ１７の外周面と前記筐体１３の内周面の間の隙間及び前記ネジ溝ポンプ部１
５の後述する円筒ロータ２１の外周面とステータ２３の内周面の間の隙間を相互に連通さ
せるとともに、前記ターボ分子ポンプ部１４側の隙間上端側を前記吸気口１１に連通させ
、かつ、前記ネジ溝ポンプ部１５側の隙間下端側を前記排気口１２に連通して形成されて
いる。
　前記ターボ分子ポンプ部１４は、回転軸１６に固設されたアルミ合金製のロータ１７の
外周面に突設された多数の動翼１８，１８…と、前記筐体１３の内周面に突設された多数
の静翼１９，１９…との組み合わせからなる。
　前記ネジ溝ポンプ部１５は、前記ターボ分子ポンプ部１４におけるロータ１７の下端部
の外周面に断面Ｌ字状に突設された鍔状円環部２０の外周、すなわち接合部２０ａに圧入
固着して取り付けられた円筒ロータ２１と、該円筒ロータ２１の外周と小隙間を有して対
向し、該小隙間と共に前記排気経路２４の一部を形成してなるネジ溝２２が刻設されたス
テータ２３とからなる。
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　前記ステータ２３の前記ネジ溝２２は、下方に行くに従って深さが浅くなるようにして
形成されている。また、該ステータ２３は、前記筐体１３の内面に固定されている。そし
て、前記ネジ溝２２の下端は前記排気経路２４の最下流側において前記排気口１２に連通
され、前記ターボ分子ポンプ部１４の前記ロータ１７と前記ネジ溝ポンプ部１５の前記円
筒ロータ２１の接合部分は、前記排気経路２４の上流側に設置されている。
　また、前記回転軸１６の中間部には、モータ筐体２５内に設けたインダクションモータ
等の高周波モータ２６のロータ２６ａが固定されている。該回転軸１６は、磁気軸受で支
承され、上部及び下部に保護軸受２７，２７が設けられている。
　前記円筒ロータ２１は、円周方向と軸方向の両方に力が分担するように繊維を配向させ
て、複合層として円筒形に形成してなる。
　前記接合部２０ａは、前記円筒ロータ２１の内径より若干大きく、該円筒ロータ２１内
に圧入嵌合可能な外径を有する接触部２８と、接触部２８の上方に位置し、かつ、前記円
筒ロータ２１の内径より小さな外径を有する小径部２９を設けてなる。
　そして、前記ロータ１７は、図４に示すように、前記円筒ロータ２１の上端側に前記接
合部２０ａを対応させ、かつ、図１及び図２に示すように該接合部２０ａを該円筒ロータ
２１内に挿入させて該接合部２０ａの該接触部２８を円筒ロータ２１の内面に圧接させて
該円筒ロータ２１に取り付けられる。また、必要に応じて、該接触部２８と円筒ロータ２
１との間を接着剤で固定する。
　すなわち、本実施例の構造では、図３に詳細に示すように、接合部２０ａは、該接合部
２０ａの上面と円筒ロータ２１の上端面がほぼ一致する位置まで挿入すると、前記接触部
２８の外周面が前記円筒ロータ２１の内周面と圧接し、また前記小径部２９の外周面と前
記円筒ロータ２１の内周面の間に隙間Ｓ３が設けられる。さらに、本実施例の構造では、
前記円筒ロータ２１の上端面から前記接触部２８までの距離、すなわち前記小径部２９の
距離Ｓ１は前記円筒ロータ２１の肉厚ｔの２倍以上、また前記ターボ分子ポンプ部１４の
前記ロータ１７の底面から前記接触部２８までの距離Ｓ２を十分得るようにして形成され
ている。
　次に、上記実施例の複合型真空ポンプの動作を説明する。前記高周波モータ２６の駆動
により前記吸気口１１から流入する気体は、分子流あるいはそれに近い中間流状態にあり
、その気体分子は前記ターボ分子ポンプ部１４の回転する前記動翼１８，１８…と前記筐
体１３から突設した前記静翼１９，１９…との作用より、下方向に運動量が与えられ、該
動翼１８，１８…の拘束回転と共に圧縮移動する。
　また、前記圧縮移動された気体は、前記ネジ溝ポンプ部１５において、回転する前記円
筒ロータ２１と、小間隙を有して形成された前記ステータ２３に沿って流れるに従って深
さが浅くなる前記ネジ溝２２に導かれるようにして、粘性流状態まで圧縮されながら前記
排気通路２４内を流れて前記排気口１２から排出される。
　そして、前記円筒ロータ２１と前記ロータ１７とは、該円筒ロータ２１の端面から十分
な距離Ｓ１だけ離れた位置で接触しているので、該接触部２８と該円筒ロータ２１の間に
高負荷がかかったとき、該接触部２８が該小径部２９に対して撓み、負荷を吸収して該円
筒ロータ２１を保護することができる。これにより簡単な構造であるにもかかわらず、高
負荷に耐え得る強度を備え、回転の高速化を可能にする。また、前記接触部２８と前記円
筒ロータ２１とが、該ターボ分子ポンプ部１４のロータ１７の底面より下側で接触してい
るので、該接触部２８と該円筒ロータ２１との間に高負荷がかかったとき、該接触部２８
の撓みがより一層得られることになる。
　なお、上記複合型真空ポンプ１０の構造において、例えば図５に示すように、前記接触
部２８の下端部に、前記円筒ロータ２１の内径より小さな外径で傾斜するガイド傾斜面３
０を設けてなる構成にすると、前記ロータ１７の接合部２０ａを該円筒ロータ２１の上端
部に挿入する際、該ガイド傾斜面３０をガイドとしてスムーズに挿入させることができ、
組立作業を容易にして低コスト化できる。また、組立時、接合部２０ａを冷やし、予め外
径寸法を縮小させた状態にして挿入、すなわち冷やしバメして挿入するとさらに組立作業
を容易にすることができる。
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　さらに、上記複合型真空ポンプ１０の構造において、例えば図６に示すように、前記タ
ーボ分子ポンプ部１４の前記ロータ１７側、すなわち前記小径部２９の上端部に、前記円
筒ロータ２１の挿入量を規制するストッパー３１を設けてなる構成にし、該円筒ロータ２
１の上端部に、該ロータ１７の接合部２０ａを挿入する際、前記ストッパー３１に前記円
筒ロータ２１の上部端面が当接するまで挿入させるようにすると、該ロータ１７と円筒ロ
ータ２１を簡単に所定の位置に取り付けることができ、組立精度を安定化させることがで
きる。
　さらに、図６に示した変形例において、例えば図７に示すように、図５で示した構造と
同様にして前記接触部２８の下端部に、前記円筒ロータ２１の内径より小さな外径で傾斜
するガイド傾斜面３０を設けてなる構成にすると、前記ロータ１７の接合部２０ａを該円
筒ロータ２１の上端部に挿入する際、該ガイド傾斜面３０をガイドとしてスムーズに挿入
させることができ、組立作業を容易にして低コスト化できる。
　また、上記複合型真空ポンプ１０の構造において、例えば図８に示すように、前記円筒
ロータ２１の上端部を前記接合部２０ａの上端面より上方に大きく突き出した構造、ある
いは図９に示すように、前記円筒ロータ２１の上端部を前記接合部２０ａの下面面より下
方に大きく退避させた構造にしてもよい。さらに、図８及び図９の構造において、図５及
び図７に示した接合部２０ａの構造と同様に、ガイド傾斜面を設けると、前記ロータ１７
の接合部２０ａを該円筒ロータ２１の上端部に挿入する際、該ガイド傾斜面３０をガイド
としてスムーズに挿入させることができる。尚、図９の構造は、円筒ロータの上端を鍔上
円環部の下方に退避させることで、円筒ロータ上端に掛かる応力を低減させることが出来
る。このとき、円筒ロータの上端が鍔状円環部より上側に無くても、Ｌ字の部分が撓むこ
とによって円筒ロータ上端に掛かる応力を低減させることが出来る。このように、円筒ロ
ータ上端に掛かる応力を低減させる方法ということで発明の単一性は存在する。
　尚、図８に示すように、円筒ロータ２１の上端部を接合部２０ａの上端面より上方に大
きく突き出した構造、あるいは、図９に示すように、円筒ロータ２１の上端部を接合部２
０ａの下面より下方に大きく退避させた構造においては、小径部２９が無くても円筒ロー
タ２１の上端部に作用する応力を小さくすることができる。または、図１０に示すように
、接合部を鍔状円環部より上方へ突出したＬ字状に形成し、円筒ロータの上端面を前記鍔
状円環部の上側へ退避させても良い。
　以上、本発明の具体的な実施例を説明したが、本発明の真空ポンプは本発明の精神を逸
脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして、本発明が上述した変形例以外の改変
されたものに及ぶことは当然である。
【産業上の利用可能性】
【００１０】
　以上説明したように、本発明は複合型真空ポンプ以外の、ＦＲＰ材で円筒形に成形して
なる円筒ロータを使用する装置にも応用できる。例えば、図１１に示す本発明の他の実施
例の真空ポンプの縦断面図のように、ネジ溝ポンプ部のみを備える真空ポンプにも応用す
ることができる。この場合、回転軸１６に固設された鍔状円環部４０の外周、すなわち接
合部４０ａに、円筒ロータ４１が圧入固着して取付けられる。尚、動作は、図１のネジ溝
ポンプ部１５の動作と同じである。
　また、本発明は、ＦＲＰ材を使用した円筒ロータを例にして説明したが、金属製の円筒
ロータであっても同様の効果が期待できる。すなわち、円筒ロータの上部端面に掛かる応
力が低減され、端面付近についたキズなどから亀裂が進展するのを防止できるため、金属
製の円筒ロータであっても、ロータの強度を高くすることが出来る。
【符号の説明】
【００１１】
１０　　　複合型真空ポンプ
１１　　　吸気口
１２　　　排気口
１３　　　筐体
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１４　　　ターボ分子ポンプ部
１５　　　ネジ溝ポンプ部
１６　　　回転軸
１７　　　ロータ
１８　　　動翼
１９　　　静翼
２０、４０　鍔状円環部
２０ａ　　接合部
２１、４１　円筒ロータ
２２　　　ネジ溝
２３　　　ステータ
２４　　　排気通路
２５　　　モータ筐体
２６　　　高周波モータ
２６ａ　　ロータ
２７　　　保護軸受
２８　　　接触部
２９　　　小径部
３０　　　ガイド傾斜面
３１　　　ストッパー
３８　　　接触部
３９　　　小径部
４０ａ　　接合部

【図２】 【図３】
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