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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】サーバユニットを小型化し、キャビネットへの
実装形態を自由に選択可能なコンピュータ装置を提供す
る。
【解決手段】同様の寸法構成の複数のハウジング１５，
１６を有し、ハウジング１５，１６により各々サーバユ
ニット１２やドライブユニット１４を構成する。ハウジ
ング１５，１６を互いに連結した状態で、所定のキャビ
ネットに収納して成る。ハウジング１５，１６の側面に
は、一対のハウジング１５，１６を連結するための連結
溝２７，３４が形成され、連結溝２７，３４に係合部材
３０が係合して互いに連結固定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同様の寸法構成の複数のハウジングを有し、各ハウジングにより各々サーバユニットや
ドライブユニットを構成し、前記ハウジングを互いに連結した状態で、所定のキャビネッ
トに収納して成ることを特徴とするコンピュータ装置。
【請求項２】
　前記ハウジングの側面には、一対のハウジングを連結するための連結溝が形成され、前
記連結溝に、前記一対のハウジングを連結するための連結部材の係合部材が係合して互い
に連結固定される請求項１記載のコンピュータ装置。
【請求項３】
　前記ハウジングは、サーバユニットとドライブユニットを各々構成して、一体に互いに
連結し、又は一対のサーバユニット同士を一体に連結して成る請求項２記載のコンピュー
タ装置。
【請求項４】
　前記サーバユニット内には、複数台の記憶装置を組み合わせて運用するＲＡＩＤ回路が
設けられている請求項３記載のコンピュータ装置。
【請求項５】
　前記ハウジングは、互いに横方向に長く連結されてキャビネットに収納され、ラックマ
ウントサーバとして用いられる請求項２、３又は４記載のコンピュータ装置。
【請求項６】
　前記ハウジングは、前記横方向の連結に代えて互いに開口部同士を対面させて連結し、
キャビネットに収納されてブレードサーバとして用いることが可能な請求項５記載のコン
ピュータ装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、規格化されたユニットから成り、サーバとして用いられるコンピュータ装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のコンピュータ装置のサーバは、規格により定められた寸法の筐体内にＣ
ＰＵや、一時記憶装置その他の半導体メモリ、ハードディスクメモリ、その他周辺回路、
及び冷却装置等が収納されて構成されている。一つの筐体内に収められたサーバユニット
は、所定形状のラックキャビネットに複数収納されて、全体として一つのホストコンピュ
ータ等として用いられる。
【０００３】
　ラックキャビネットにサーバユニットを実装する構造として、特許文献１，２に開示さ
れているように、収納用のラック内に平たいサーバユニットを複数段に収納するラックマ
ウント式の収納構造がある。ラックマウント式のサーバを搭載するラックキャビネットは
、ＩＥＣ規格(International Electrical Commission)／ＥＩＡ規格（The Electrical In
dustries Association)に規定された１９インチラックキャビネットが主流となっており
、サーバユニットを収納するための支柱の左右間口寸法を４５１ｍｍ、搭載における高さ
寸法を１Ｕ（１ＥＩＡ）＝４４．４５ｍｍという単位で規定されている。
【０００４】
　さらに、より高密度に多数のサーバユニットを設置する構造として、特許文献３，４に
開示されているように、平たいサーバユニットを縦にして、水平方向にサーバユニットを
キャビネットに挿入するブレードサーバとがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－４８５４８号公報
【特許文献２】特開２０１２－７３９７８号公報
【特許文献３】特開２００８－３７３７号公報
【特許文献４】特開２００９－３２０６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１～４に開示されたサーバとして用いられるコンピュータ装置は、ラック内に
収納されるサーバユニットの増大により、より高密度に収納されることが望まれ、限られ
たスペースや、多様化したニーズの設置態様に対応できない場合があった。また、複数の
サーバから成るコンピュータ装置は、サーバに接続されるハードディスクドライブ等の記
憶装置のスペースも必要であり、大きなコンピュータシステムやデータセンター等のコン
ピュータ装置の場合、極めて多くのサーバユニットがキャビネットに実装されて配置され
、より広い設置スペースを必要とし、スペース効率の向上が望まれていた。
【０００７】
　この発明は、上記背景技術に鑑みて成されたものであり、サーバユニットを小型化し、
キャビネットへの実装形態を自由に選択可能なコンピュータ装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、同様の寸法構成の複数のハウジングを有し、各ハウジングにより各々サー
バユニットやドライブユニットを構成し、前記ハウジングを互いに連結した状態で、所定
のキャビネットに収納して成るコンピュータ装置である。
【０００９】
　前記ハウジングの側面には、一対のハウジングを連結するための連結溝が形成され、前
記連結溝に、前記一対のハウジングを連結するための連結部材の係合部材が係合して互い
に連結固定されるものである。
【００１０】
　前記ハウジングは、サーバユニットとドライブユニットを各々構成して、一体に互いに
連結し、又は一対のサーバユニット同士を一体に連結して成るものである。さらに、前記
サーバユニット内には、複数台の記憶装置を組み合わせて運用するＲＡＩＤ回路が設けら
れているものである。
【００１１】
　前記ハウジングは、互いに横方向に長く連結されてキャビネットに収納され、ラックマ
ウントサーバとして用いられる。さらに、前記ハウジングは、前記横方向の連結に代えて
互いに開口部同士を対面させて連結し、キャビネットに収納されてブレードサーバとして
用いることが可能なものでもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明のコンピュータ装置は、同一の筐体構造のサーバユニットにおいて、キャビネ
ットへの実装形態を適宜選択することができ、用途や設置環境に応じた構成とすることが
できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明のコンピュータ装置の斜視図である。
【図２】この実施形態のコンピュータ装置の分解斜視図である。
【図３】この実施形態のコンピュータ装置の連結状態での側方から見た部分破断斜視図で
ある。
【図４】この実施形態のコンピュータ装置の連結状態での部分破断斜視図である。



(4) JP 2014-232368 A 2014.12.11

10

20

30

40

50

【図５】この実施形態のコンピュータ装置の連結状態でのラックに収納する状態の斜視図
である。
【図６】この実施形態のコンピュータ装置の他の連結状態を説明する分解斜視図である。
【図７】この実施形態のコンピュータ装置の他の連結状態を説明する斜視図である。
【図８】この実施形態のコンピュータ装置の他の連結状態を説明する斜視図である。
【図９】この実施形態のコンピュータ装置の他の連結状態の連結部材を示す斜視図である
。
【図１０】この実施形態のコンピュータ装置の他の連結状態の固定状態を示す斜視図であ
る。
【図１１】この実施形態のコンピュータ装置を他の連結状態で、ブレードサーバ式に収納
する状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、この発明のコンピュータ装置の一実施形態について、図１～図１１を基にして説
明する。このコンピュータ装置１０は、複数のサーバユニット１２やドライブユニット１
４から成る。サーバユニット１２は、図１、図２に示すように、一般的なラックマウント
式のキャビネット幅に、２個の同寸法のユニットが収納可能な寸法に構成されている。サ
ーバユニット１２の外形寸法は、一般的なラックマウント式サーバの筐体の幅１／２・奥
行き１／２で、高さは従来のラックマウント式筐体と等しい大きで構成されている。さら
に、サーバユニット１２と外形寸法が等しく内部にハードディスクドライブ等の外部記憶
装置とその制御回路や冷却ファン等を収容したドライブユニット１４が隣接して連結可能
に設けられている。
【００１５】
　サーバユニット１２とドライブユニット１４は、直方体状の金属板により形成されたハ
ウジング１５，１６により構成されている。ハウジング１５，１６は、図２に示す連結部
材１８連結部材１８により互いに連結され、その状態でラックマウント式のサーバの規格
に合致し、ラックマウント式のキャビネットに収納可能な形状となる。
【００１６】
　サーバユニット１２のハウジング１５は、金属板により扁平な直方体状に形成され、図
１等において説明上、カバー部材を外して上方の側面が開口した状態を示している。ハウ
ジング１５内には、ＣＰＵや一時記憶装置が搭載された主回路基板２１や、電源装置２０
、及び主回路基板２１に設けられた冷却ファン等の冷却装置部２２等が収納されて固定さ
れている。主回路基板２１には、複数台のハードディスクや半導体記憶装置を組み合わせ
て運用するための図示しないＲＡＩＤ（Redundant Arrays of Independent
Disks）回路が設けられた回路基板２３も搭載することができる。ハウジング１５内の前
面側には、ユニット前面１２ａから着脱自在にハードディスクドライブ等の記憶装置２４
が取り付けられている。
【００１７】
　ドライブユニット１４のハウジング１６も、ハウジング１５と同じ大きさで金属板によ
り同様の構造に構成され、ユニット前面１４ａ側の内部には、ハードディスクドライブや
半導体記憶素子等の大容量の記憶装置２６が前面から着脱自在に取り付けられ、その他図
示しない各種制御回路等が固定されている。さらに、ハウジング１５，１６内には、各ユ
ニットや電子素子を繋ぐ図示しない配線が施され、ハウジング１５，１６の外側面には、
内部の配線が接続される図示しないコネクタの入出力コネクタ取付部が設けられ、図示し
ない外部配線のプラグと接続可能に形成される。
【００１８】
　ハウジング１５，１６の連結部分は、図２～図４に示すように、互いに対面する側面１
５ａ，１６ａには、中央部に配線を通すための開口部１５ｂ，１６ｂが互いに対面する位
置に設けられている。側面１５ａ，１６ａの、前面１２ａ，１４ａ側とハウジング１５，
１６の背面側には、開口部からＵ字状に切除されたＵ字状の連結溝２７と連結溝２８が設



(5) JP 2014-232368 A 2014.12.11

10

20

30

40

50

けられている。連結溝２７，２８は、各ハウジング１５，１６の上面側の開口縁から底面
に向かって所定長さに形成されている。さらに、ハウジング１５，１６の側面１５ａ，１
６ａの上縁部には、後述するように、互いの開口部を合わせるようにして一体化する際に
用いられるＬ字状の連結溝３４が、側面１５ａ，１６ａに２箇所、側面１５ａ，１６ａと
対面図する他方の側面には３箇所形成されている。連結溝３４は、ハウジング１５，１６
の開口縁から底面に向かいその後ユニット前面１２ａ，１４ａ側に向かって底面と平行に
一定長さに形成されている。
【００１９】
　連結部材１８の中央部には、側面１５ａ，１６ａの開口部１５ｂ，１６ｂに対面する位
置に開口部１８ｂが形成され、配線が通過可能に設けられている。さらに、連結部材１８
には、ハウジング１５，１６の側面１５ａ，１６ａの、正面側と背面側の連結溝２７と連
結溝２８に対面して、連結溝２７，２８内に嵌合可能な係合部材３０が、正面側と背面側
の表裏の４箇所に突設されている。係合部材３０は、頭部が連結溝２７，２８の溝幅より
も大きく、頭部の下の軸部が溝幅より僅かに小さい径のキノコ状に形成されている。
【００２０】
　ハウジング１５，１６の左右の端部には、各々図示しないラックに挿入する際の持ち手
となる保持部３２が突設されている。そして、ハウジング１５，１６には、図５に示すよ
うに、それらを一体化してラックに搭載する際に、一体化するためのコ字状の枠部材３６
が取り付けられる。
【００２１】
　次に、この実施形態のサーバユニット１２やドライブユニット１４をラックマウント式
のキャビネットに収納する場合について説明する。図１～図５に示すように、各ハウジン
グ１５，１６を連結部材１８により一体に連結し、図５に示す枠部材３６を取り付けて、
サーバユニット１２とドライブユニット１４の結合ユニットを完成させる。この状態で、
上面の開口部に図示しないカバー部材を取り付けて覆い、一般的な規格寸法のラックキャ
ビネットに収納可能な外形寸法となる。このようにして連結した、２つのユニット１２，
１４は、一般的な規格寸法のラックキャビネットの一つの収納段内に収納される。なお、
このコンピュータ装置１０は、奥行きが１／２であるので、キャビネットの奥行きも１／
２にすることができ、キャビネット全体の体積を、一般的なラックマウント式キャビネッ
トの１／２とすることができる。
【００２２】
　なお、サーバユニット１２とドライブユニット１４は必ずしも互いに一対で連結されな
ければならないものではなく、サーバユニット１２同士を同様に連結して、２台のサーバ
ユニットをラックキャビネットの１段に収納するようにしても良い。
【００２３】
　次に、この発明のサーバユニット１２をブレードサーバの収納形式で、図１１に示すよ
うにブレードサーバ用キャビネット４４に収容する場合について、以下に説明する。
【００２４】
　先ず、図６に示すように、ハウジング１５，１６の側面１５ａ，１６ａに形成された開
口部１５ｂ、１６ｂに閉鎖板３８を取り付けて、各開口部１５ｂ，１６ｂを閉鎖する。そ
して、図７、図８に示すように、ハウジング１５，１６の開口部を合わせるようにしてハ
ウジング１５，１６を閉じる。この後、図９、図１０に示すように、ハウジング１５，１
６の一方の正面の幅と等しい間隔に先端部が形成されたコ字状の枠部材４０を背面側から
取り付けて、互いに連結固定する。連結方法は、図９に示すように、枠部材４０の内側に
設けられた係合部材４２を用いて連結される。係合部材４２は、側面１５ａ，１６ａのＬ
字状の連結溝３４に各々嵌合するもので、枠部材４０の幅方向に２本ずつ、互いに対向す
る１辺につき各々３箇所に突出している。係合部材４２の形状は、頭部が連結溝３４の溝
幅よりも大きく、頭部の下の軸部が溝幅より僅かに小さい径のキノコ状に形成されている
。これにより、各係合部材４２をハウジング１５，１６の各側面の連結溝３４に嵌合して
、互いに開口部同士が対面したハウジング１５，１６を分離不能に連結することができる
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【００２５】
　この場合も、サーバユニット１２とドライブユニット１４は必ずしも互いに一対で連結
されなければならないものではなく、サーバユニット１２同士を同様に連結して、２台の
サーバユニットを図１１に示すようにブレードサーバ用キャビネット４４に収納されるブ
レードサーバユニット４６として収納しても良い。
【００２６】
　この実施形態のコンピュータ装置１０によれば、従来の一般的な規格の１／２の幅でサ
ーバユニット１２を構成することができ、しかも、サーバユニット１２同士又はドライブ
ユニット１４と連結することにより、２台のユニットで従来の１段分のラックキャビネッ
トを使用することになり、スペース効率の良いコンピュータ装置１０を構成することがで
きる。同様に、ブレードサーバ形式でブレードサーバ用キャビネット４４に収納する場合
も、高さ寸法等を従来の１／２以下に抑えることができ、全体として体積を抑えることが
でき、多数のサーバユニットを連結したコンピュータ装置１０のスペース効率を高いもの
とすることができる。
【００２７】
　なお、この発明のコンピュータ装置は、上記実施形態に限定されるものではなく、寸法
の規格は適宜設定可能なものであり、従来の規格の１／４の寸法にしても良く、同様の寸
法構成のハウジングによりサーバユニットやドライブユニットを構成し、これらを横方向
に又は互いに対面させるように連結して所定のキャビネットに収納可能にしたものであれ
ばよい。
【符号の説明】
【００２８】
１０　コンピュータ装置
１２　サーバユニット
１４　ドライブユニット
１５，１６　ハウジング
１８，４０　連結部材
２０　電源装置
２１　主回路基板
２２　冷却装置部
２４，２６　記憶装置
２７，２８，３４　連結溝
３０，４２　係合部材
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