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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝熱冷却されたシャーシ（３０）と、
　前記伝熱冷却されたシャーシ（３０）に配設された少なくとも一つのエレクトロニクス
回路カード（２０）と、
　前記伝熱冷却されたシャーシ（３０）に配設され、前記少なくとも一つのエレクトロニ
クス回路カード（２０）に隣接する、少なくとも一つの冷却モジュール（１０）とを備え
、
　前記冷却モジュール（１０）が、
　熱伝導板（１４）と、
　前記熱伝導板（１４）の少なくとも一側部に配設されて、１つの室を有するブラダー（
１２）と、
　前記ブラダー（１２）の前記室内に配設された流体とを備え、
　前記ブラダー（１２）は、前記熱伝導板（１４）の一端の周りに巻かれた一部分を備え
、前記ブラダー（１２）は、シャーシのカバー板が前記熱伝導板（１４）の一端の周りに
巻かれたブラダー（１２）の部分に押し付けられたとき、膨張し得るようになっており、
　膨張状態での前記ブラダー（１２）では、前記エレクトロニクス回路カード（２０）に
対して冷却モジュール（１０）のブラダーの一部が圧接し、
　前記熱伝導板（１４）は、入力ポート（１７）に接続された冷却剤の供給通路（２５）
と、前記室内に存在する冷却剤の噴射ポート（２３）と、出口ポート（１９）に接続され
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る冷却剤の回収通路（２７）と、前記室から入る冷却剤の回収ポート（２１）とを含み、
　前記室は、前記室に流体を通過させるため冷却剤の噴射ポート（２３）と冷却剤の回収
ポート（２１）とに接続され、
　前記冷却剤の供給通路（２５）の一部が前記熱伝導板（１４）の中央付近に配置され、
前記冷却剤の回収通路（２７）が、前記冷却剤の供給通路の一部の周りに配置されており
、
　別の冷却モジュール（１０）が、前記伝熱冷却されたシャーシ（３０）に配設され、且
つ前記少なくとも１つのエレクトロニクス回路カード（２０）に隣接して配設され、前記
ブラダー（１２）が膨張状態にあるとき、前記少なくとも１つの冷却モジュール（１０）
と前記別の冷却モジュール（１０）とが前記少なくとも１つのエレクトロニクス回路カー
ド（２０）をはさむ、装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記流体の体積が、外部源から入力ポート内へ送られ
、外部源へ出口ポートにより解放される液体の量により制御される、装置。
【請求項３】
　伝熱冷却されたシャーシ（３０）に配設され、前記シャーシ（３０）に設けられる少な
くとも一つのエレクトロニクス回路カード（２０）に隣接する、冷却モジュール（１０）
において、
　熱伝導板（１４）と、
　前記熱伝導板（１４）の少なくとも一側部に配設されて、１つの室を有するブラダー（
１２）と、
　前記ブラダー（１２）の前記室内に配設された流体とを備え、
　前記ブラダー（１２）は、前記熱伝導板（１４）の一端の周りに巻かれた一部分を備え
、前記ブラダー（１２）は、前記シャーシ（３０）のカバー板が前記熱伝導板（１４）の
一端の周りに巻かれたブラダー（１２）の部分に押し付けられたとき、膨張し得るように
なっており、
　前記熱伝導板は、入力ポートに接続された冷却剤の供給通路と、冷却剤の噴射ポートと
、出口ポートに接続された冷却剤の回収通路と、冷却剤の回収ポートとを含み、
　前記冷却剤の供給通路と冷却剤の回収通路は前記熱伝導板内に配置され、
　冷却剤の供給通路の一部が前記熱伝導板の中央付近に配置され、前記冷却剤の回収通路
が、前記冷却剤の供給通路の一部の周りに配置されており、
　前記ブラダーの室は、前記冷却剤の噴射ポートと前記冷却剤の回収ポートとに接続して
おり、
　流体の体積が、外部源から入力ポート内へ送られ、外部源へ出口ポートにより解放され
る液体の量により制御され、前記ブラダーは隣接する回路カードと接触するように膨張す
る、冷却モジュール。
【請求項４】
　請求項３に記載の冷却モジュールにおいて、第２のブラダーが、前記板の反対側に配設
されている、冷却モジュール。
【請求項５】
　請求項３に記載の冷却モジュールにおいて、前記出口ポートに接続される圧力解放弁を
有する、冷却モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、高耐久性のエレクトロニクス装置、より詳細には、伝導冷却法
を使用する高耐久性のエレクトロニクス組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレクトロニクス装置の過熱を防止するため、熱管理の制御を助ける多くの既存の方法
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がある。その最も簡単なものは、多量の空気流をカードシャーシを通して許容し、対流に
よりエレクトロニクスカードを直接、冷却するものである。対流が不可能又は現実的でな
い環境内にて、個々のカードは熱伝導フレーム上に構築して、熱がカードの構成要素から
取り囲むシャーシまで伝導されるようにすることができる。極度の熱管理の場合、噴霧冷
却法を使用して回路カードを直接、液体冷却液中に浸けることができる。幾つかのシステ
ムにおいて、吸熱装置又は液体冷却式熱交換機が熱を発生するエレクトロニクス構成要素
の本体に直接、装着される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　エレクトロニクス組立体は、益々厳しくなる熱の排除及び熱管理の要求に対応しなけれ
ばならない。ＣＯＴＳ（商用の規格品（ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｏｆｆ　ｔｈｅ　ｓｈｅ
ｌｆ））コンピュータプロセッサ及び回路カードは、絶えず増大するレベルの処理パワー
を提供するが、これに相応してより大きいパワー入力を必要とし且つ、より多量の熱を発
生させる。特に、小型の装置又は不利な環境内にてこれらのカードを適正に冷却すること
は益々、困難となりつつある。軍事環境にて使用するのに要求される物理的な高耐久性を
欠如することが多いＣＯＴＳ回路カードを使用し且つ、最新の装置の熱の課題を管理する
ことが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明に従い、冷却モジュールは、熱伝導板と、該板の少なくとも一側部に配設されて
、１つの室を有するブラダーと、該ブラダーの室内に配設された流体とを含み、該ブラダ
ーは、拡張した状態において、冷却モジュールを隣接する電子回路カードに押し付ける。
かかる構成において、冷却モジュールは、隣接する電子回路に強制的に押し付けられ、電
子回路カードに対して増大した物理的安定性を提供し且つ、回路カードの冷却機構を提供
する。
【０００５】
　本発明によれば、２つのラック取り付けしたエレクトロニクス組立体の間に嵌まり得る
ようにされた冷却モジュールは、熱伝導板と、該板の一側部に配設されて、拡張した状態
と収縮した状態とを有するブラダーであって、室を有して、該室内に流体が配設された上
記ブラダーと、板の反対側部に配設されて、冷却モジュールを通して多量の空気流を受け
取り、エレクトロニクス組立体を対流により直接、冷却し得るようにされた放熱フィンと
を備え、ブラダーは、拡張した状態にあるとき、冷却モジュールをエレクトロニクス組立
体に押し付け、振動に対する追加的な安定性を提供する。かかる構成によれば、追加的な
冷却効果がエレクトロニクス組立体に提供され且つ、エレクトロニクス組立体の衝撃及び
振動に対する高耐久性及び追加的な抵抗性を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明に従った冷却カードとＣＯＴＳ回路カードとを有するエレクトロニクスシ
ステムの等角図である。
【図２】本発明に従った冷却カードの等角図である。
【図３】本発明に従った冷却カードの１つの代替的な実施の形態を示す等角図である。
【図３Ａ】本発明に従って図３の冷却カードにて使用される冷却板の一側部の平面図であ
る。
【図３Ｂ】本発明に従って図３の冷却カードにて使用される冷却板の切欠き図である。
【図４】本発明に従った２つのラック取り付けした装置の間に配設されるであろうラック
取り付け部内にて使用される冷却カードの等角図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の上記の特徴及びその本発明自体は、以下の図面の説明からより完全に理解する
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ことができよう。
【０００８】
　先ず、図１を参照すると、冷却モジュール１０（冷却カードと称される場合もある）と
、伝導冷却したシャーシ３０上に配設された回路カード２０とを含むエレクトロニクス組
立体１００が示されている。冷却モジュール１０は、熱伝導流体（すなわち冷却液）にて
充填された可撓性のブラダー１２と、熱伝導板１４とを含む。回路カード２０が冷却モジ
ュール１０に隣接して配設され、該回路カード２０は２つの冷却モジュール２０の間にあ
る。この構成は、高パワーの回路カードを伝導冷却した組立体内にて冷却し且つ、回路カ
ードに対する追加的な高耐久性を提供する技術をもたらす。この技術は、耐久化された又
は熱的に困難な環境、すなわち軍事環境内にてＣＯＴＳ回路カードを改変せずに十分に冷
却することができることを認識すべきである。冷却カード１０は、エレクトロニクスシャ
ーシ３０の単一のスロット内に嵌まる「ダミー」カードとすることができる。冷却モジュ
ール又はカード１０は、熱をその回りの取り囲むシャーシに伝導する伝導冷却した板又は
フレーム１４を有している。カード１０の各側部は、熱伝導性の液体冷却液にて充填され
た可撓性のブラダー１２を有している。カード１０が２つの高パワーのエレクトロニクス
カード２０の間にてシャーシ内に挿入された後、ブラダーは拡張されて、これらのブラダ
ーが隣接する回路カード２０の熱構成要素と接触するようにする。作動中、ブラダー１２
内の流体冷却液は、伝導により隣接する回路カード２０から熱エネルギを吸収し、そのエ
ネルギを「ダミー」カード又は冷却モジュール１０の熱フレーム１４に伝達する一方、冷
却モジュール１０は、熱をシャーシ３０に伝達する。シャーシ３０は、本発明の範囲を越
えてそれ自体の冷却機構を提供する。冷却効果を提供することに加えて、拡張した冷却液
ブラダー１２は、ＣＯＴＳ回路カード２０を「挟み込み」、増大した物理的安定性、衝撃
及び振動に対する高耐久性及び抵抗性を提供する。図３に関して説明した本発明の別の実
施の形態は、流体冷却したシャーシの冷却液が「ダミー」カード又は冷却モジュール１０
内を循環するのを許容し、熱フレームを伝導冷却する必要性を少なくする。
【０００９】
　かかる技術を使用して、商用の規格品（オフザシェルフ）回路カードを高耐久性のシス
テム内にて使用することができることを理解すべきである。かかるシステムは、閉システ
ムの液体冷却環境にて使用することができ、また、任意のシャーシ取り付けしたエレクト
ロニクスに対する解決策である。このシステムは、簡単な対流冷却のため設計されたＣＯ
ＴＳカードを含む、別のカードの全面冷却効果を提供する。これは、冷却されるカードの
型式に依存しない取り外し可能、再使用可能な冷却作用であり、また、説明したように、
隣接するカードに対する構造的安定性を提供する。このシステムは、高耐久性のシステム
内にてＣＯＴＳ回路カードに対する変更を何ら必要とせず、また、典型的な伝導冷却した
シャーシと完全に適合可能である。
【００１０】
　次に、図２を参照すると、冷却モジュール１０のより詳細図が示されている。カードフ
レーム１４は、冷却モジュール１０をシャーシ３０に締結する熱締結具１８を含む。ブラ
ダー１２は、図示するように、カードフレーム１４上に配設された表面取り付けしたポリ
マー冷却液バッグである。冷却液バッグは、カードフレーム１４の端縁１３の回りに巻か
れる。カードフレーム１４は、冷却液バッグを受容する面取り加工した端縁１６を含む。
収縮したモードにおいて、内部の退却機構は、ブラダー１２を萎ませ、回路カード２０を
シャーシから取り外すことを許容する。冷却カード１０は、２つの回路カード２０の間に
挿入される。シャーシのカバー板は、カード１０の前側端縁１３上にて冷却液バッグ（ブ
ラダー１２）を圧縮し、該カードは、ブラダー１２を拡張させ、ブラダーが回路カード２
０の隣接するカード面と接触するようにする。ブラダーは、ポリマー又はシリコン材料の
ような、任意の穴開け抵抗性を有する及び熱に耐える材料にて製造することができること
を理解すべきである。ブラダー１２内に配置された流体は、不活性フッ素を含む任意の冷
却液材料とすることができる。
【００１１】



(5) JP 5395661 B2 2014.1.22

10

20

30

40

　次に、図３を参照すると、冷却モジュール１０´の代替的な実施の形態が示されている
。この実施の形態において、冷却モジュール１０´は、冷却液の流動システムと共に使用
することを意図する。カードフレーム１４´は、冷却モジュール１０´をシャーシ３０に
締結する熱締結具１８´を含む。この実施の形態において、別個のブラダー１２´は、フ
レーム１４´の各側部に配設されており、また、図示するように、カードフレーム１４´
上に配設された表面取り付けしたポリマー冷却液バッグである。カードフレーム１４´は
、冷却液バッグ又はブラダー１２´を受容する面取り加工した端縁１６´を含む。冷却液
入口ポート１７は、図示するように設けられ、また、冷却液出口ポート１９はフレーム１
４´の下側部に配設されている。表面取り付けした液晶温度計１５が図示するように設け
られている。作動時、流入する冷却液は、ブラダー１２´を拡張させ、ブラダー１２´は
、隣接する回路カードと物理的に接触する。冷却液の流動システムは、冷却液を入口ポー
ト１７に送り出し、また、出口ポート１９から流れを受け取る。収縮したモードにおいて
、ブラダー１２´は、退却して回路カード２０をシャーシから取り外すことを許容する。
【００１２】
　次に、図３Ａ及び図３Ｂを参照すると、ブラダー１２´の後方のフレーム１４´が、図
３Ａに示されており、また、フレーム１４´の切欠き図が図３Ｂに示されている。入口ポ
ート１７は、冷却液の供給通路２５と接続される一方、該供給通路２５は、この場合、４
つある、冷却液の噴射ポート２３と接続されている。出口ポート１９は、冷却液の回収通
路２７と接続されており、該冷却液の回収通路２７は、この場合、８つある、冷却液の回
収ポート２１と接続されている。圧力逃がし弁２９が冷却液の出口ポート１９に設けられ
ている。上述したように、冷却液の流動システムは、冷却液を入口ポート１７に送り出し
且つ、出口ポート１９から流れを受け取る。
【００１３】
　次に、図４を参照すると、冷却モジュール４０の１つの代替的な実施の形態が図示され
ている。冷却モジュール４０は、熱伝導流体（すなわち、冷却液）にて充填された可撓性
のブラダー４２と、熱伝導板４４とを含む。伝導板４４の反対側部には、複数の放熱フィ
ン４６が図示するように配設されている。空気流シュラウド４８が複数の放熱フィン４６
上に配設されている。更に、放熱フィン４６の上方に空気流を提供するため複数のファン
５０が含められている。この実施の形態は、２つのラック取り付けしたエレクトロニクス
組立体の間に嵌まり、エレクトロニクス組立体を対流により直接、冷却し、また、ブラダ
ーが拡張した状態にあるとき、冷却モジュールをエレクトロニクス組立体に押し付け、振
動に対する追加的な安定性を提供し得るようにされた冷却モジュールである。
【００１４】
　本発明の色々な実施の形態について説明したが、本発明に従った冷却モジュールは、熱
伝導板と、該板の少なくとも一側部に配設されて、１つの室を有するブラダーと、該ブラ
ダーの室内に配設された流体とを含むことが理解される。冷却モジュールはブラダーを含
み、この場合、該ブラダーの一部分は、板の一端の回りに巻かれ、ブラダーは、カバーが
板の端部の回りに巻かれたブラダーの部分に押し付けられたとき、拡張し得るようにする
ことができる。流体は、高い熱伝導率の特徴を有することが望ましい。更に、熱伝導板は
、該板を通して配設された複数の開口を含み、流体が板の一側部におけるブラダーの一部
分から板の反対側部におけるブラダーの一部分まで通過するのを許容する。冷却モジュー
ルは、２つのエレクトロニクス組立体の間に嵌まり得るようにされており、また、ブラダ
ーが拡張した状態にあるとき、冷却モジュールは、エレクトロニクス組立体に押し付けら
れ振動に対する追加的な安定性を提供する。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態について説明したが、当該技術の当業者には、それらの着
想を具体化するその他の実施の形態が使用可能であることが明らかになるであろう。この
ため、これらの実施の形態は、開示した実施の形態にのみ限定されず、特許請求の範囲の
要旨及び範囲によってのみ限定されるべきであると考えられる。
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