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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定時間にわたって連続的に稼動し、稼動時の負荷状態が適宜変動する電子機器の発熱
体を冷却する冷却装置において、
　前記冷却装置は、前記発熱体と熱接続された拡散部材と、この拡散部材を介して前記発
熱体と熱接続されたヒートシンクと、前記拡散部材と熱接続したヒートパイプからなる第
一の熱移動手段と、この第一の熱移動手段と熱接続された蓄熱体と、前記ヒートシンクと
熱接続された平板ヒートパイプからなる第二の熱移動手段とを備えてなり、
　前記蓄熱体は前記第二の熱移動手段を介して前記ヒートシンクと熱接続され、
　前記発熱体の高負荷時における熱を前記蓄熱体に蓄熱し、前記発熱体が通常負荷時に前
記蓄熱体の熱を前記第二の熱移動手段から前記ヒートシンクに熱伝達して放熱することを
特徴とする冷却装置。
【請求項２】
　請求項１記載の冷却装置において、
　前記第二の熱移動手段はベーパチャンバであることを特徴とする冷却装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷却装置及びそれを用いた電子機器に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　電子機器は高性能化や多機能化への進化発展によって、コンピュータのＣＰＵ（以下、
発熱体という）に代表されるように発熱量が急速に増大の方向にあり、冷却能力が電子機
器の性能を左右する状況にある。
【０００３】
　電子機器に搭載された発熱体の冷却は、一般的には発熱体にヒートシンクを付設してフ
ァンによって冷却風を強制的に通風している。
【０００４】
　一方、コンピュータやサーバは、終日稼動されている状況にありながら、その稼動状況
は時間的にみると大きく変動している。この稼動状況の変動は、発熱体の発熱量が変動す
ることからきている。つまり、発熱体を冷却するためのファンも最適な冷却能力を常時発
揮させるために、発熱量の変動に応じてファンの回転数を制御して通風量を増減させてい
るからである。
【０００５】
　よって、電子機器に搭載されるファンは、この最大負荷時の発熱量に対応することが可
能となるような冷却性能を発揮する大型のファンを必要とされるため、電子機器の大型化
や消費電力の増加を招いている。しかも、高負荷状態は終日の稼動時間中、限られた僅か
な時間帯に集中する。従って、大部分の稼動時間帯を占める通常の負荷状態に対して最適
な冷却性能を得る構成と、最大負荷時の冷却性能を得る構成との両立性を図り難いという
問題を有している。
【０００６】
　これらの問題に対応する技術として、高負荷時の放熱性能を低負荷時の放熱性能を平準
化して冷却装置の大型化を回避する冷却装置が、特許文献１（特開平８－１４８６１８号
公報），特許文献２（特開２００４－３４２８７８号公報）、および特許文献３（特開
２００６－１４７７６１号公報）に開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開平８－１４８６１８号公報
【特許文献２】特開２００４－３４２８７８号公報
【特許文献３】特開２００６－１４７７６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記した従来の冷却方式においては、以下の技術的な課題がある。　
　すなわち、特許文献１に記載されている放熱構造は、蓄熱体とヒートシンクとを発熱体
に併設して共に直接しかも常時熱接続させている。さらに、蓄熱体はヒートシンクとも熱
接続している。
【０００９】
　この構造においては、発熱体の動作中の発熱はヒートシンクと蓄熱体に熱伝達されるた
め、本来ヒートシンクによって放熱可能な熱の一部を蓄熱体に蓄熱している。つまり、冷
却だけを考慮すると直接放熱すれば良い熱をあえて蓄熱していることになる。
【００１０】
　換言すると、発熱体の停止時において、蓄熱体に蓄熱した熱をヒートシンクに熱伝導し
て放熱するという放熱の平準化よりも、発熱体の急速な温度変化を緩和させるための熱確
保のために蓄熱体を設け、蓄熱された熱を逆に発熱体に熱伝導することを期待したもので
ある。よって、通常負荷時と高負荷時の発熱量の変化分を蓄熱するという技術的な思想を
有していないため、ヒートシンク及び蓄熱体の熱量管理と効率的な使用を行うことができ
ないという問題がある。
【００１１】
　また特許文献２及び特許文献３に記載の冷却装置は、発熱体を商用電源が停電した緊急
の事態に使用されるバッテリーとして特定しており、このバッテリーの高負荷状態の発熱
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に対応するものである。
【００１２】
　つまり、発熱体に放熱体を熱接続するとともに、発熱体の温度上昇によって蓄熱体を移
動して放熱体に熱接続し、温度低下によって蓄熱体を移動して放熱体から熱接続を解除す
る構造となっている。この構造によって、発熱体の高負荷時における発熱量の増大分を蓄
熱部に熱伝達させ，蓄熱することが可能であり、放熱体が大型になることを回避し、電子
機器の大型化や電力増加を抑制するものである。
【００１３】
　ただ、高負荷状態時における発熱体から放熱体を介して蓄熱体への熱移動と、低負荷状
態時における蓄熱体から放熱体への熱移動とがともに放熱体を経由して行われる構造とな
っている。このため、停電時の緊急対応のように熱の移動状態が明確な場合においては支
障ないが、通常負荷状態の発熱が変位しながらも常時発生することになる。
【００１４】
　従って、その通常負荷状態において蓄熱体からの熱を暫時放熱していくとともに、発熱
体からの熱の放熱する場合には、ＣＰＵなどの発熱体の発熱量の状況によって、発熱体か
らの放熱体への熱移送が停止される状況がある。
【００１５】
　さらには、蓄熱体の放熱体からの熱接続の解除は、蓄熱体と発熱体の双方からの放熱量
に基づいて行われるため、発熱体の温度変化だけによって定まらないという問題を有して
いる。
【００１６】
　本発明の目的は、ヒートパイプによる熱経路と蓄熱体による熱経路とをヒートシンクに
併設し、発熱体の冷却を平準化することにより、冷却装置の大型化や電力増加を抑制する
冷却装置及びこれを用いた電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的は、所定時間にわたって連続的に稼動し、稼動時の負荷状態が適宜変動する電
子機器の発熱体を冷却する冷却装置において、前記冷却装置は、前記発熱体と熱接続され
た拡散部材と、この拡散部材を介して前記発熱体と熱接続されたヒートシンクと、前記拡
散部材と熱接続したヒートパイプからなる第一の熱移動手段と、この第一の熱移動手段と
熱接続された蓄熱体と、前記ヒートシンクと熱接続された平板ヒートパイプからなる第二
の熱移動手段とを備えてなり、前記蓄熱体は前記第二の熱移動手段を介して前記ヒートシ
ンクと熱接続され、前記発熱体の高負荷時における熱を前記蓄熱体に蓄熱し、前記発熱体
が通常負荷時に前記蓄熱体の熱を前記第二の熱移動手段から前記ヒートシンクに熱伝達し
て放熱することにより達成される。
【００１８】
　また上記目的は、前記第二の熱移動手段はベーパチャンバであることにより達成される
。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、終日運転される電子機器の発熱量が一時的に増加したときの放熱の平
準化を図ることにより消費電力の増加を抑制した冷却装置及びそれを用いた電子機器を提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照にして説明する。
【実施例１】
【００２６】
　図１は本発明の冷却装置を搭載した電子機器の一実施例としてブレードサーバに搭載さ
れるサーバモジュールを示す概略構成図である。　
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　図２はサーバモジュールを複数個載置するブレードサーバを示す概略構成図である。　
　図１において、１はブレードサーバである。このブレードサーバ１には、一般的に複数
個のサーバモジュール２が複数個取付けられている。３はスイッチモジュールである。４
はマネージメントモジュールである。５はネットワークモジュールである。６はファンモ
ジュールであり、７は電源モジュールである。
【００２７】
　本発明の実施例では、サーバモジュール２の発熱体を冷却する冷却装置によって、サー
バモジュール２に搭載された発熱体の変動する発熱量を平準化するものであるが、サーバ
モジュール２を複数個搭載するブレードサーバ１におけるサーバモジュール２間に生じる
発熱量の差を平準化する冷却装置として対応することも可能である。
【００２８】
　ブレードサーバ１は上述したように、一般的な構成として複数個のサーバモジュール２
とスイッチモジュール３とマネージメントモジュール４とネットワークモジュール５とフ
ァンモジュール６と電源モジュール７とを搭載している。よって、サーバ機能を有する複
数個のサーバモジュールに駆動，操作する他のモジュールを共有化して持たせ、サーバの
設置台数をひとまとめにすることにより、設置スペースの抑制やネットワーク接続の煩雑
さを解消するための電子機器である。
【００２９】
　また、ブレードサーバ１の構成は用途によって上記のモジュール以外にプロセッサモジ
ュールや記憶装置モジュールを搭載した構成のもの、上記のモジュールのいずれかを割愛
した構成のものがあり、これらを互いに接続して構成されることもある。
【００３０】
　図１において示すように、ブレードサーバ１に搭載されるサーバモジュール２は、サー
バ機能を有することから、図２に示すように基本的にプロセッサ２２と制御回路２１と記
憶装置２３等とで構成された電子機器である。
【００３１】
　図３は、本発明のサーバモジュール２に搭載される冷却装置８を示す概略構成図である
。　
　図３において、サーバモジュール２のプロセッサ（発熱体２２）として、この発熱体
２２の冷却を行う冷却装置８の構成を説明する。　
　冷却装置８は、発熱体２２となるプロセッサに熱接続した拡散部材８１と、拡散部材
８１を介して発熱体２２と熱接続しているヒートシンク８２と、拡散部材８１を介して発
熱体２２と熱接続している。熱の方向性を持った第一の熱移動手段としてヒートパイプ
８３と、このヒートパイプ８３と熱接続している蓄熱体８４と、この蓄熱体８４に熱接続
し、かつヒートシンク８２と熱接続されている。さらにヒートパイプ８３とは別の熱の方
向性を持った第二の熱移動手段平板であるヒートパイプ（ベーパチャンバ）８５を備えて
いる。
【００３２】
　ここで、サーバモジュール２の稼動状態による本発明の冷却装置８の動作を図３及び図
４を持って詳細に説明する。　
　図４は、本発明のサーバモジュール２の稼動状態による発熱体２２の発熱状況を示す概
念図である。　
　図４において、横軸は終日２４時間を表し、縦軸はサーバモジュール２の発熱体２２の
発熱量を示す。曲線（ア）は、複数個搭載されるサーバモジュール２のうちで特定のもの
における終日の稼動状況に基づいて発熱体２２で発生する発熱量の変動を仮定して記述し
ているが、時間帯によって発熱量が大きく変動する場合を想定している。曲線（イ）は、
発熱量変動曲線（ア）における平均発熱量を示したものである。
【００３３】
　サーバモジュール２の発熱体２２の発熱状態を説明する。通常負荷状態（Ｉ）の稼動状
況から、第１の高負荷状態（II）の稼動状態を経て、一端通常の負荷状態 (III)になり、
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再度、第２の高負荷状態（IV）を迎えて、通常の負荷状態（Ｖ）で稼動されるパターンを
想定している。発熱体２２の発熱を拡散部材８１によって受熱し、熱伝導されてヒートシ
ンク８２により放熱される。仮に、曲線（イ）で示す平均発熱量が、ヒートシンク８２の
放熱可能限界放熱量として設定されていると、高負荷状態（II），（IV）の放熱可能限界
放熱量（イ）曲線以上の熱量は、ヒートシンク８２で放熱できないまま発熱体２２の発熱
が続行される。ここで、このヒートシンク８２の放熱できない熱量は、拡散部材８１を介
して発熱体２２と熱接続しているヒートパイプ８３によって、吸熱され、蓄熱体８４に熱
移送される構成としている。蓄熱体８４は、ヒートシンク８２で放熱できない熱量を十分
に蓄熱できるものとすると、単純に受熱量と放熱量の関係だけでみると双方の熱量は等し
くなるために、高負荷状態（II），（IV）期間における発熱よる平均発熱量曲線（イ）よ
り大きい蓄熱された熱量は、通常負荷状態（Ｉ），(III) ，（Ｖ）期間における発熱の平
均発熱量曲線（イ）より小さい発熱時の熱量と平均発熱量曲線（イ）との差分をヒートシ
ンク８２より暫時放熱していくことが可能なことを示す。
【００３４】
　すなわち、ヒートシンク８２の放熱可能限界放熱量（Ｂ）を平均発熱量とし、発熱体
２２が発熱する高負荷時の発熱量を（Ａ１）とすると、ヒートパイプ８３の冷媒の気化温
度を発熱量（Ｂ）における温度として設定することにより、発熱量（（Ａ１）－（Ｂ））
の熱量を冷媒の蒸発によって吸熱し、熱移送することができる。熱移送された熱は蓄熱体
８４に熱伝達して蓄熱する。ここで、冷媒は蓄熱体８４によって凝縮されて還流される。
【００３５】
　高負荷時の熱量中、ヒートシンク８２で放熱できず蓄熱体８４に蓄熱した熱量（(Ａ１)
－（Ｂ））は、発熱体の発熱量が通常負荷状態の（Ｉ），(III) （Ｖ）期間においてヒー
トシンク８２からの放熱量が放熱可能限界放熱量（Ｂ）より小さい（Ａ２）と低下した時
点において暫時放熱するようにしている。
【００３６】
　蓄熱体８４は、ベーパチャンバ８５と熱接続しており、さらにベーパチャンバ８５は、
ヒートシンク８２と熱接続しているため、ベーパチャンバ８５の冷媒の気化する作動温度
を高負荷時に蓄熱体８４に蓄熱された熱量（（Ａ１）－（Ｂ））の温度に設定することに
より、蓄熱体８４に蓄熱された熱量で、ベーパチャンバ８５の冷媒が気化して蓄熱体８４
から（（Ａ１）－（Ｂ））の熱量を吸熱し、ヒートシンク８２の通常負荷状態の放熱熱量
（Ａ２）の温度でヒートシンク８２に（（Ｂ）－（Ａ２））の熱量分として熱伝達してヒ
ートシンク８２より、発熱体の熱量（Ａ２）とともに放熱する。ここで冷媒はヒートシン
ク８２によって凝縮され還流される。
【００３７】
　すなわち、発熱体２２の発熱量が平均発熱量曲線（イ）より大きな発熱量の際には増加
分を蓄熱体８４に蓄熱し、発熱体２２の発熱量が平均発熱量曲線（イ）より小さい発熱量
の際に蓄熱した熱量をヒートシンク８２における放熱可能限界放熱量である平均発熱量曲
線（イ）で放熱していくことにより、放熱量を平準化して、放熱可能な放熱量の最大量を
抑制しヒートシンク８２の大型化を抑制している。
【００３８】
　ここで、ヒートパイプ８３作動温度と、ベーパチェンバ８５の作動温度を共にヒートシ
ンク８２の放熱可能限界放熱量（Ｂ）の温度として説明したが、動作の安定化を図るため
には、ヒートパイプ８３動作温度をヒートシンク８２の放熱可能限界放熱量（Ｂ）の温度
よりも大きく設定し、ベーパチャンバ８５の作動温度をヒートシンク８２の放熱可能限界
放熱量（Ｂ）の温度より小さく設定することが好ましい。
【００３９】
　この場合、ヒートシンク８２の放熱可能限界放熱量（Ｂ）の温度とヒートパイプ８３の
作動温度間の放熱を補完する方法は、ファンモジュールのファンの回転数を若干上げてヒ
ートシンク８２の放熱性能を上げて対応することが望ましい。
【００４０】
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　さらには、ヒートシンク８２の放熱可能限界放熱量（Ｂ）の（イ）曲線を平均発熱量で
説明したが、発熱体２２の平均発熱量よりも大きく設定することが好ましい。
【００４１】
　また、蓄熱体８４に熱移送される熱量を計測する熱量計測手段（図示しない）を設ける
ことにより、発熱体２２の高負荷時の蓄熱量の計測結果に基づいて、通常負荷時の発熱量
に対して、暫時放熱していく量を時間配分して、通常負荷時のヒートシンク８２へのファ
ンによる通風を抑制する制御を可能にし、さらに消費電力の提言を図ることができる。
【００４２】
　以上のごとく、本発明の冷却装置では、終日あるいは連続的な所定時間にわたって稼動
される稼動時の負荷状態が適宜変動する電子機器の発熱体を冷却する冷却装置であって、
この冷却装置は、発熱体に熱接続したヒートシンクと、このヒートシンクに通風するファ
ンと、発熱体に一端を熱接続し、高負荷状態の所定の温度によって作動する熱の方向性を
持った第一の熱移動手段、たとえば、ヒートパイプと、ヒートパイプの他端に熱接続され
た蓄熱体とで構成され、ヒートシンクとヒートパイプは、発熱体にそれぞれ熱接続されて
おり、発熱体の熱は、発熱体の発熱量に応じてヒートシンクで熱伝達されて放熱され、あ
るいはヒートシンクでの放熱とヒートパイプで熱伝達した熱を蓄熱体に熱変換される構成
とし、蓄熱体は、ヒートシンクに熱の方向性を持った第二の熱移動手段、たとえば、ベー
パチャンバを介して熱接続されてなり、蓄熱体に蓄熱された熱は、ベーパチャンバ及びヒ
ートシンクに熱伝達され、放熱される構成としている。
【００４３】
　さらには、ヒートパイプは、発熱体の熱を熱移送する作動温度を、ヒートシンクが持つ
限界放熱量の温度以上に設定された構成であり、ベーパチャンバは、蓄熱体に蓄熱された
熱を熱移送する作動温度を、ヒートシンクが持つ限界放熱量の温度以下に設定された構成
とされている。
【００４４】
　さらには、終日あるいは連続的な所定時間にわたって稼動され、稼動時の負荷状態が適
宜変動する発熱体を有する電子機器であって、発熱体に熱接続したヒートシンクと、ヒー
トシンクに通風するファンと、発熱体に熱接続し、高負荷状態の所定の温度によって作動
するヒートパイプと、ヒートパイプと熱接続した蓄熱体とで構成される冷却装置を有し、
冷却装置は、蓄熱体をヒートシンクにベーパチャンバを介して熱接続され、ヒートシンク
とヒートパイプの発熱体への熱接続を発熱体の温度状況に応じて、それぞれ独自に熱変換
可能に接続され、通常負荷状態においては、発熱体の熱をヒートシンクにより放熱し、高
負荷状態においては、発熱体の熱をヒートシンクにより放熱するとともに、ヒートパイプ
によって蓄熱体に熱移送する構成としている。
【００４５】
　さらには、高負荷状態時においてヒートパイプにより蓄熱体に移送された熱容量を計測
する蓄熱量計測手段を有し、蓄熱量計測手段による蓄熱量計測結果に対し、通常負荷状態
時の前記発熱体の発熱量に基づいて、ファンによる通風量を制御し、前記蓄熱部材の熱を
前記ヒートシンクによって暫時放熱するようにしている。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】ブレードサーバに搭載されるサーバモジュールを示す概略構成図である。
【図２】サーバモジュールを複数個載置するブレードサーバを示す概略構成図である。
【図３】本発明のサーバモジュールに搭載される冷却装置を示す概略構成図である。
【図４】本発明のサーバモジュールの稼動状態による発熱体の発熱状況を示す概念図であ
る。
【符号の説明】
【００４７】
１　ブレードサーバ
２　サーバモジュール
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３　スイッチモジュール
４　マネージメントモジュール
５　ネットワークモジュール
６　ファンモジュール
７　電源モジュール
８　冷却装置
２２　発熱体
８１　拡散部材
８２　ヒートシンク
８３　ヒートパイプ
８４　蓄熱体
８５　ベーパチャンバ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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