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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホットプラグ可能なファン接続器具であって、
　底部プレートと、
　前記底部プレート上に存在し、前記底部プレートを前部部分と後部部分とに分割する横
木と、
　前記底部プレートの両側部に位置し前記横木に垂直である２つの側部パネルと、
　前記２つの側部パネルに接続され前記横木より上にある梁と、
　少なくとも１つのファンスロットを形成するために前記側部パネルと組み合わされた１
つ以上のファンバッフルであって、前記底部プレートの前記前部部分に位置し前記側部パ
ネルに平行であるファンバッフルと、
を備えるホットプラグ可能なファン接続器具。
【請求項２】
　前記ファンへ電力を供給するために、前記ファンスロットにしたがって、電源ソケット
が前記横木に設定される、請求項１に記載のホットプラグ可能なファン接続器具。
【請求項３】
　前記ファン上の１つ以上の設置穴にしたがって、１つ以上の穴が前記横木および前記梁
に設定される、請求項１に記載のホットプラグ可能なファン接続器具。
【請求項４】
　少なくとも１つのファンアセンブリと、
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　ホットプラグ可能なファン接続器具を備えるホットプラグ可能なファンシステムであっ
て、
　前記接続器具が、
　底部プレートと、
　前記底部プレート上に存在し、前記底部プレートを前部部分と後部部分とに分割する横
木と、
　前記底部プレートの両側部に位置し前記横木に垂直である２つの側部パネルと、
　前記２つの側部パネルに接続され前記横木より上にある梁と、
　前記ファンアセンブリを収容するための少なくとも１つのファンスロットを形成するた
めに前記側部パネルと組み合わされた１つ以上のファンバッフルであって、前記底部プレ
ートの前記前部部分に位置し前記側部パネルに平行であるファンバッフルと、
　を備えるホットプラグ可能なファン接続器具と、
を備えるホットプラグ可能なファンシステム。
【請求項５】
　前記ファンアセンブリは、ファンを備える、請求項４に記載のホットプラグ可能なファ
ンシステム。
【請求項６】
　前記ファン上の１つ以上の設置穴にしたがって、１つ以上の穴が前記横木および前記梁
に設定され、前記ファンは、前記穴を通して前記ホットプラグ可能なファン接続器具に固
定される、請求項５に記載のホットプラグ可能なファンシステム。
【請求項７】
　前記ファンアセンブリは、前記ファンを収容するためのファンボックスをさらに備える
、請求項５に記載のホットプラグ可能なファンシステム。
【請求項８】
　前記ファンボックス上の１つ以上の設置穴にしたがって、１つ以上の穴が前記横木およ
び前記梁に設定され、前記ファンボックスは、前記穴を通して前記ホットプラグ可能なフ
ァン接続器具に固定される、請求項７に記載のホットプラグ可能なファンシステム。
【請求項９】
　前記横木は、前記ファンへ電力を供給するための電源ソケットを備え、前記ファンアセ
ンブリは、それぞれ前記ファンおよび前記電源ソケットへ電気的に接続するための２つの
ソケットを備えた電力伝送板をさらに備える、請求項７に記載のホットプラグ可能なファ
ンシステム。
【請求項１０】
　前記ファンアセンブリは、外部電源へ電気的に接続する、請求項４に記載のホットプラ
グ可能なファンシステム。
【請求項１１】
　前記ホットプラグ可能なファンシステムは、前部パネルをさらに備え、該前部パネルは
、前記ファン接続器具の前記底部プレートの前記前部部分の頂部に固定される、請求項４
に記載のホットプラグ可能なファンシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファンおよびその接続器具に関し、より詳細にはホットプラグ可能（ｈｏｔ
　ｐｌｕｇｇａｂｌｅ）なファンシステムおよび接続器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術の進歩で、電子製品はますます効率的になってきている。しかし、電子製品は、操
作中に熱を発生し、システム全体の周囲温度を上げる。適切な熱消散機構が適用されなけ
れば、システムは、安定性および効率が低下し、故障することさえある。一般に、ファン
等の熱消散器具が加えられ、電子製品が一定の温度で作動するように保たれる。
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【０００３】
　今日、コンピュータシステムでは、特にサーバおよび記憶装置の分野では、システムは
、中断することなく１日２４時間常に稼動している。したがって、ホットプラグ技術は、
サーバおよび記憶装置分野に広く適用されている。「ホットプラグ技術」とは、システム
構成要素が直接的にプラグを差し込んだり抜いたりされる間にもシステムは中断すること
なく正常に稼動し続けることを意味する。この技術は、システムのメンテナンスをするた
めにシステムの電源をオフにしサービスを中断することのトラブルを克服する。ファンは
、コンピュータシステムでは最高の故障率を有する機械的ユニットである。システムの保
全性を改良するためにホットプラグ可能なファンシステムを開発することが必要である。
【０００４】
　特許文献１には、ユニットサーバのホットプラグ可能なファン用の設置器具が開示され
ている。図１～図２は、従来技術のホットプラグ可能な設置器具が、どのようにユニット
サーバフレーム（ｕｎｉｔ　ｓｅｒｖｅｒ　ｆｒａｍｅ）に設置されるかを示す。図１お
よび図２に示されるように、跳ね上げ式カバー９が、ユニットサーバフレームの上部カバ
ー１０上に設置され、ユニットサーバフレームのファンアセンブリの場所に従っている。
ファンアセンブリは、固定器具すなわち、位置決めロッド３および位置決め穴１１を介し
てユニットサーバフレームの底部プレートに固定され、ソケット５および６を通して制御
メインボード７へ電気的に接続される。ファンアセンブリは、熱消散ファン１と、ファン
ブラケット２と、回路基板４とを含む。熱消散ファン１は、ファンブラケット２に固定さ
れる。回路基板４は、ファンブラケット２に固定される。ファンアセンブリとユニットサ
ーバフレームとを組み立てるかまたは取り外すためには、ユーザは、跳ね上げ式カバー９
を開いて、ファンアセンブリを上向きに引くか、または、ファンアセンブリを下向きに挿
入するかすることができる。ファンアセンブリが設置された後に、跳ね上げ式カバー９を
閉じ、ファンアセンブリは交換される。
【０００５】
　図１に示されるように、前述の構造物のファンアセンブリは、フレームの上部カバーを
介してフレームの底部プレートに固定され、ユニットサーバフレームは前部部分と後部部
分とに分割される。ユニットサーバフレームが背面板を使用して前部部分および後部部分
を接続し、且つ単一の板がそれぞれフレームの前部部分および後部部分から背面板のスロ
ット内に挿入されてユニットサーバフレームを横切る場合には、前述の構造物のファンア
センブリは、設置可能ではない。したがって、前述の設置法は、背面板が前部部分および
後部部分を接続する構造物には適用できない。さらに、多数のユニットサーバフレームが
ラック上に重ねられる場合には、跳ね上げ式カバー９は塞がれる。ユニットサーバフレー
ムは、ファンが交換される前に下へ移動する必要があり、これは、メンテナンスを不便に
する。
【特許文献１】中国特許第０２２０５２４５．３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施形態にしたがって、ホットプラグ可能なファンシステムおよび接続器具が
提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ホットプラグ可能なファン接続器具は、底部プレートと、底部プレート上に存在し底部
プレートを前部部分と後部部分とに分割する横木と、底部プレートの両側に位置し横木に
垂直である２つの側部パネルと、２つの側部パネルに接続され横木より上にある梁と、少
なくとも１つのファンスロットを形成するために側部パネルと組み合わされた１つ以上の
ファンバッフル（ｂａｆｆｌｅ）であって、底部プレートの前部部分に位置し側部パネル
に平行であるファンバッフルと、を含む。
【０００８】
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　ホットプラグ可能なファンシステムは、少なくとも１つのファンアセンブリと、ホット
プラグ可能なファン接続器具とを含み、これは、底部プレートと、底部プレート上に存在
し底部プレートを前部部分と後部部分とに分割する横木と、底部プレートの両側に位置し
横木に垂直である２つの側部パネルと、２つの側部パネルに接続され横木より上にある梁
と、ファンアセンブリを収容するための少なくとも１つのファンスロットを形成するため
に側部パネルと組み合わされた１つ以上のファンバッフルであって、底部プレートの前部
部分に位置し側部パネルに平行であるファンバッフルとを含む。
【０００９】
　本発明の実施形態は、以下の詳細な説明から、より完全に理解されるが、例示のための
ものに過ぎず本発明を限定するものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明は、実施形態および添付の図面を参照することによって、下記に詳細に例示され
る。
【００１１】
　図３は、本発明の実施形態のホットプラグ可能なファン接続器具２０の構造を例示する
。図３に示されるように、ホットプラグ可能なファン接続器具２０は、底部プレート２１
と、側部パネル２２と、梁２３と、ファンバッフル２４とを含む。横木２５が底部プレー
ト２１上に存在し、この横木は底部プレート２１の一方の側部に平行であり、底部プレー
ト２１を前部部分２１ａと後部部分２１ｂとに分割する。側部パネル２２は、底部プレー
ト２１の両側部に位置し、横木２５に垂直である。梁２３は、２つの側部パネル２２に接
続され、横木２５より上にある。ファンバッフル２４は、底部プレート２１の前部部分２
１ａに位置し、側部パネル２２に平行であり、側部パネル２２と組み合わさって少なくと
も１つのファンスロット２６を形成する。底部プレートの後部部分２１ｂは、単一の板に
接続するように適合される。
【００１２】
　本実施形態においては、３つのファンバッフル２４があり、これらは側部パネル２２と
組み合わさって４つのファンスロット２６を形成する。各ファンスロット２６にしたがっ
て、ファンへ電力を供給する目的のために、電源ソケット２８が横木２５に設置される。
横木２５および梁２３にしたがって、ファンを固定するために、多数の固定ねじ穴２７が
設けられる。
【００１３】
　したがって、ファンスロット２６の数は、４つに限定されない。システム要件にしたが
って、ファンバッフル２４の場所を変えることによって調整することができる。電源ソケ
ット２８は、横木２５上にあるのではなく、外部電源ソケットであってもよい。
【００１４】
　図４は、図３に示されたファン接続器具を備えたホットプラグ可能なファンシステムを
例示する。ホットプラグ可能なファンシステムは、ファン接続器具２０およびファンアセ
ンブリ３０を含む。
【００１５】
　図５～図７に示されるように、ファンアセンブリ３０は、ファン３１と、電力伝送板３
２と、ファンボックス３３とを含む。ファン３１は、複数の設置穴３１１を有し、これら
は、横木２５および梁２３上の固定ねじ穴２７に対応している。電力伝送板３２は、設置
穴３２２を有する。ファンボックス３３は、空気抜き３３１と、伝送板ブラケット３３２
と、数個の設置穴３３３とを有する。ファンボックス３３の設置穴３３３は、ファン３１
の設置穴３１１、及び電力伝送板３２の設置穴３２２に対応している。電力伝送板３２は
伝送板ブラケット３３２に固定され、ファン３１はファンボックス３３に固定される。フ
ァン３１が稼動するときには、空気抜き３３１が、ファン３１によって生成された気流を
駆逐し、熱を消散させる。電力伝送板３２は、２つの電気的に接続されたソケット３４を
有する。本実施形態において、２つのソケット３４は、電力伝送板３２の両側に位置する
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。一方のソケット３４は電源に接続され、ファン３１に接着された、すなわち、ファンに
電気的に接続された、端子（柔軟なワイヤ）を制御する。他方のソケット３４は、ファン
接続器具２０の電源ソケット２８に対応する。このようにして、ファン３１の電源および
制御端子は、ホットプラグを容易にするために、電力伝送板３２を通してファン３１に固
定される。
【００１６】
　ファン３１および電力伝送板３２は、設置穴３１１、３２２および３３３を通してファ
ンボックス３３に固定され、電気接続後にファンアセンブリ３０を形成する。ファンアセ
ンブリ３０は、ファン接続器具２０のファンスロット２６に位置する。多数のねじ（本明
細書では例示せず）が、梁２３および横木２５上のねじ穴２７を通して且つファンボック
ス３３の数設置穴３３３を通して、ファンアセンブリ３０をファン接続器具２０に固定す
る。
【００１７】
　したがって、ファン３１および電力伝送板３２は、ファンボックス３３に固定されるが
、必ずしもねじおよびねじ穴による必要はなく、他のいずれの適切な方法によることが可
能である。
【００１８】
　図８は、図４に示されたホットプラグ可能なファンシステムが単一の板４０で組み立て
られた後のレイアウトを例示する。図３および図８に示されるように、単一の板４０は、
ファン接続器具２０の底部プレート２１の後部部分２１ｂに位置し、ねじまたは締結具（
ここでは例示せず）を通して固定してファン接続器具２０に接続される。単一の板４０は
、横木２５上の電源ソケット２８に電気的に接続される。電源ソケット２８は、電力伝送
板３２に電気的に接続され、そのため、板４０は、ファン３１へ電力を供給することがで
きる。単一の板４０に接続された後に、ホットプラグ可能なファンシステムは、ユニット
サーバフレーム（図示せず）内に、ユニットサーバフレームの前部部分または後部部分か
らスロットまたはスライドレールを通して挿入され、底部プレート２１の後部部分２１ｂ
に位置する単一の板４０が、ユニットサーバフレームのスロット内に挿入される。この場
合、底部プレート２１の前部部分２１ａに位置するファンアセンブリ３０は、ユニットサ
ーバフレームの外部にあり、すなわち、ユニットサーバフレームの前部部分または後部部
分である。図８に示されるように、ホットプラグ可能なシステムは、前部パネル２９をさ
らに含む。前部パネル２９は、ファン接続器具２０の底部プレート２１の前部部分２１ａ
の頂部に固定される。前部パネル２９は、ユニットサーバフレームの構造物と組み合わさ
って遮蔽エンクロージャ（図示せず）を形成し、外部インタフェースを遮蔽し、ユニット
サーバフレームからホットプラグ可能なファンシステムおよび単一の板４０のプラグを抜
くのを容易にする。
【００１９】
　単一の板４０をファン接続器具２０で固定するモード、および、単一の板４０をユニッ
トサーバフレーム等の機器へ接続するモードは、当分野の技術者には周知である。いずれ
の適切な接続モードが適用可能であるため、ここではさらなる記載は提供されない。
【００２０】
　本発明の実施形態で提供されるホットプラグ可能なファンシステムにおいて、ファンア
センブリ３０は、ファン接続器具２０によりユニットサーバフレーム内に挿入されてもよ
く、ユニットサーバフレーム外部に位置してもよい。ファン接続器具２０の板４０が損傷
を受けた場合には、ファン３１を取り外すことなく、ファン接続器具２０のプラグを抜い
て、単一の板４０を交換すればよいだけである。ファン３１が故障した場合には、フレー
ム上の他の構成要素を取り外すことなく、ユニットサーバフレームの前部部分または後部
部分からファン接続器具２０のプラグを抜いて、損傷したファン３１を交換すればよいだ
けである。したがって、メンテナンスはむしろ便利であり、システムに衝撃はほとんどな
い。さらに、ファン３１は、ユニットサーバフレームの前部部分または後部部分に位置し
ており、したがって、完全な通気を提供し、熱消散の最良の効果を達成する。さらに、フ
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ァンアセンブリ３０は、ねじ（本明細書では例示せず）を使用することによって、ねじ穴
２７を通してファン接続器具２０に固定され、振動が最小限にされ、ノイズは低い。
【００２１】
　本発明の別の実施形態で提供されるホットプラグ可能なファンシステムにおいて、ファ
ン３１は、設置穴３１１およびねじ穴２７を通して直接、ファンスロット２６内に固定さ
れ、外部電源（図示せず）によって電力供給される。
【００２２】
　本発明の実施形態で提供されるホットプラグ可能なファンシステムは、すべての種類の
機器、記憶装置およびサーバに広く適用可能である。
【００２３】
　上述したものは、本発明の好適な実施形態のみであり、その保護範囲を限定するのに使
用されるものではない。本発明の精神および原理内のいずれの修正、等価物の交換および
改良は、特許請求の範囲によって規定される範囲でカバーされるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】従来技術のホットプラグ可能なファンの概略図である。
【図２】図１に示された従来技術のホットプラグ可能なファンおよびユニットサーバフレ
ームの集合体を例示する図である。
【図３】本発明の実施形態に従ったホットプラグ可能なファン接続器具の概略図である。
【図４】図３に示された接続器具を備えたホットプラグ可能なファンシステムが単一の板
と共に組み立てられる前のレイアウトを例示する図である。
【図５】本発明の実施形態に従ったファンの概略図である。
【図６】図４に示されたホットプラグ可能なファンシステムの電力伝送板の概略図である
。
【図７】図４に示されたホットプラグ可能なファンシステムのファンボックスの概略図で
ある。
【図８】図４に示されたホットプラグ可能なファンシステムが単一の板と共に組み立てら
れた後のレイアウトを例示する図である。
【符号の説明】
【００２５】
１　熱消散ファン
２　ファンブラケット
３　位置決めロッド
４　回路基板
５　ソケット
６　ソケット
７　制御メインボード
９　跳ね上げ式カバー
１０　上部カバー
１１　位置決め穴
２０　ホットプラグ可能なファン接続器具、ファン接続器具
２１　底部プレート
２１ａ　前部部分
２１ｂ　後部部分
２２　側部パネル
２３　梁
２４　ファンバッフル
２５　横木
２６　ファンスロット
２７　固定ねじ穴
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２８　電源ソケット
２９　前部パネル
３０　ファンアセンブリ
３１　ファン
３２　電力伝送板
３３　ファンボックス
３４　電気的に接続されたソケット、ソケット
４０　単一の板
３１１　設置穴
３２２　設置穴
３３１　空気抜き
３３２　伝送板ブラケット
３３３　設置穴

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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