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(57)【要約】
【課題】高い受熱性能を維持しつつ加熱初期の急激な温
度上昇とドライアウトを抑制し動作安定性が高い冷却性
能に優れた冷却装置を提供することを目的とする。
【解決手段】作動流体を循環し液相と気相の相変化によ
って冷却する冷却装置であって、外壁に発熱体２を設け
て受熱板３に熱を伝える箱型の受熱ユニット１と受熱ユ
ニットに作動流体を注入する導入管５と、受熱板３に注
入された作動流体が熱によって蒸気となり、蒸気を排出
する導出管６と、受熱ユニット１より上方に設けられ導
出管６を経由した蒸気の熱を放出する放熱部を備え、受
熱板３において導入管５の外周で囲まれる面の受熱板３
から外側へスリット４を設ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
作動流体を循環し液相と気相の相変化によって冷却する冷却装置であって、外壁の一面に
発熱体が配置され、前記外壁の一面に対応する内壁に熱を伝える箱型の受熱部と、前記受
熱部に前記作動流体を注入する導入管と、前記受熱部に注入された前記作動流体が熱によ
って蒸気となり、前記蒸気を排出する導出管と、前記受熱部より上方に設けられ前記導出
管を経由した前記蒸気の熱を放出する放熱器と、前記導入管の開口部側に設けた逆止弁と
を備え、前記放熱器で液化した作動流体を前記逆止弁を介して前記受熱部に帰す構成にす
るとともに、前記作動流体の循環方向は逆止弁以降の出口側圧力上昇によって決定され、
前記内壁において前記導入管開口部の外周で囲まれる面の内側から外側へスリットが設け
られていることを特徴とする冷却装置。
【請求項２】
前記発熱体が配置された外壁において、前記発熱体の熱源中心が、壁を隔てて対称に位置
する前記導入管開口部の外周の内側に配置されていることを特徴とする請求項１記載の冷
却装置。
【請求項３】
前記導入管開口部は前記内壁に接していることを特徴とする請求項１記載の冷却装置。
【請求項４】
前記スリットが、平行に複数形成されていることを特徴とする請求項１に記載の冷却装置
。
【請求項５】
前記スリットが、前記導入管開口部中心から放射状に形成されていることを特徴とする請
求項１記載の冷却装置。
【請求項６】
前記スリットが、前記導入管開口部の外周で囲まれた前記内壁の中心部に設けられている
ことを特徴とする請求項１記載の冷却装置。
【請求項７】
前記スリットの幅が、前記導入管開口部の中心から遠ざかるにつれて大きくなっているこ
とを特徴とする請求項１記載の冷却装置。
【請求項８】
前記スリットを設けていない前記内壁から前記外壁の一面までの厚さＨに対する前記スリ
ットの底部から前記外壁までの一面の厚さｈの比（ｈ／Ｈ）が、０．１～０．３であるこ
とを特徴とする請求項１記載の冷却装置。
【請求項９】
前記導入管開口部と前記内壁との隙間を０．２ｍｍ以下とすることを特徴とする請求項１
記載の冷却装置。
【請求項１０】
前記スリットに交差する溝を設け、前記導入管開口部を前記溝に挿入することを特徴とす
る請求項１記載の冷却装置。
【請求項１１】
作動流体を循環し液相と気相の相変化によって冷却する冷却装置であって、外壁の一面に
発熱体を配置し、前記外壁の一面に対応する内壁に熱を伝える箱型の受熱部と、前記受熱
部に前記作動流体を注入する導入管と、前記内壁の熱によって注入された前記作動流体が
蒸気となり前記蒸気を排出する導出管と、前記受熱部より上方に設けられ前記導出管を経
由した前記蒸気の熱を放出する放熱器を備え、前記発熱体が配置された外壁において前記
導入管開口部の外周の内側に配置され前記発熱体が配置された部分に対応する前記内壁の
厚さを周囲の内壁の厚さより薄くすることを特徴とする冷却装置。
【請求項１２】
前記内壁にスリットを設けて前記内壁の厚さを薄くしたことを特徴とする請求項１１記載
の冷却装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルコンピュータ等に使われるマイクロプロセッシングユニット（以
下、ＭＰＵと略す）等の発熱する半導体、またはその他の発熱部を有する電子部品を冷却
するのに用いられる冷却装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器においては半導体等の電子部品の高集積化、動作クロックの高周波数化
等に伴う発熱量の増大に対して、電子部品の正常動作の為に、それぞれの電子部品の接点
温度を動作温度範囲内に如何に保つかが大きな問題となってきている。特に、ＭＰＵの高
集積化、高周波数化はめざましく、動作の安定性、また動作寿命の確保などの点からも放
熱対策が重要な問題となっている。
【０００３】
　しかし、従来のようにヒートシンクとファンを組み合わせた空冷方式では高発熱量の電
子部品に対しては能力不足の場合が多くなりつつある。そこで、例えば（特許文献１）に
示すような作動流体を循環させる、より能力の高い高効率の冷却装置が提案されている。
【０００４】
　一般に、ＭＰＵ等の高発熱量の発熱体を冷却するには、受熱部で吸収した熱を広い面積
を有する放熱部から空気へ放熱する方法が採られている。ここで（特許文献１）に示され
る従来の技術を図１４を用いて説明する。
【０００５】
　図１４は従来の冷却装置の構成図と受熱部構造図である。通常、このような冷却装置は
、図１４（ａ）に示すように発熱体２から熱を除去する受熱ユニット１と受熱ユニット１
で熱を受け取った作動流体を輸送する管路２０と作動流体を動かすポンプ１３および作動
流体から熱を放熱する放熱部１１から構成されている。その主な冷却原理は、同図のよう
に発熱体２で発生した熱が、受熱ユニット１の内部へ伝わり内部に循環する作動流体と熱
交換することにより作動流体の温度が上昇する。次に、その作動流体がポンプ１３により
管路２０を通って放熱部１１へ輸送され、放熱部１１の温度を高める。次に高温となった
放熱部１１の表面へ放熱部搭載のファン１０から空気が送られ熱交換されることで空気中
へ放散される方法が採られている。
【０００６】
　近年では、電子部品の小型化（製造プロセスの細線化）に伴い発熱体その物のサイズも
小さくなる傾向にあり、単位面積当たりの熱密度は、増加の一途をたどっている。そのた
め、冷却装置の冷却性能は、受熱部と放熱部の両方の性能で決定されるが、特に受熱部の
高性能化が大きな課題となっている。これは、例えば１００Ｗの熱を発生する面積１００
平方ｍｍの発熱体を仮に冷却できていた冷却装置でも、発熱面積が、電子部品製造プロセ
スの細線化によって５０平方ｍｍへ減少した場合には熱密度が２倍となるため吸熱性能の
不足が発生し、同じ冷却装置では冷却できない場合が発生することになる。
【０００７】
　また、前記した図１４（ａ）の様な作動流体が循環する方式の受熱部では、図１４（ｂ
）のような構造が採用されており、高い熱伝導率を有する金属（例えば、銅、アルミなど
）の中を作動流体が循環する管路を設ける事で性能を高める工夫がされている。しかし、
この場合でも熱が、受熱部内部で金属から作動流体へ熱交換される効率は、管路の内壁の
面積に大きく依存するため、単純に管路を受熱部内部に配するだけでは、受熱面積が少な
く十分な性能が得られない場合が多い。そして、今後の発熱体サイズの縮小で更に性能不
足が顕著になると考えられる。
【０００８】
　そこで、受熱部の吸熱性能を更に高める方法として、考案された他の従来の技術が、図
１５に示す様な円筒管の両端を封止し、内部に所望の作動流体を入れたヒートパイプを用
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いた冷却装置である。ヒートパイプを用いた冷却装置は、発熱体と対接した受熱部と放熱
フィンを有する放熱部から構成されている。発熱体からの熱は、円筒壁に伝わり内壁で作
動流体が相変化（蒸発）し気化潜熱を奪う。次に蒸気は円筒内を高速で移動し放熱部の内
壁で凝縮することで凝縮熱が、内壁を介してフィンへ伝わり空気へ最終的に放熱される。
次に凝縮した作動流体は管壁に設けられた毛管現象を発生させるウイックで元の受熱部へ
移送される。この一連のサイクルを繰り返すことで冷却が継続されることになる。この場
合の熱移動は、相変化を伴うであるため、図１４に示した単純な冷媒循環方式よりも高い
吸熱性能が得られる構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１０－２１３３７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、半導体等の電子部品では、更なる高性能化の進展等によって益々発熱が
大きくなるか、または、熱密度が上昇するという傾向にある事は前記した通りである。図
１４に示すヒートパイプを用いた別の従来の冷却装置の場合でも、内部容積が小さいため
封入できる作動流体が少なく、結果的にヒートパイプ単体の熱輸送能力が電子機器用では
数１０Ｗレベルの物が多用されることが多く、総熱輸送量を上げるには、複数本を並列に
並べて使用することが普通となっている。また、総熱輸送能力としては数を増やせばある
程度までは対応可能であるが、前記の通り熱密度の上昇に関してはやはり問題があり、対
策としては、熱伝導性の高い受熱板にヒートパイプを並列に並べて可能な限り熱を広げて
使用する方法が選択されている。しかし、この場合でも実際に機能するヒートパイプの本
数には配置的な限界があり、十分な熱輸送能力と高熱密度対応という点を両立させるには
困難な面が残っている。そして、更に、複数のヒートパイプへ熱を広げるために比較的厚
めの受熱板を使用する場合などでは、発熱体中心から実際に作動流体が相変化（蒸発）す
る気化面までの距離がおのずと長くなるため、その間の熱抵抗が大きくなり、結果的に加
熱開始から実際の相変化（蒸発）開始までの間に急激な温度上昇が発生し、電子部品の動
作保証温度を超えてしまうという大きな問題があった。
【００１１】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、高い受熱性能を維持しつつ加熱初
期の急激な温度上昇とドライアウトを抑制し動作安定性が高い冷却性能に優れた冷却装置
を提供する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明は、作動流体を循環し液相と気相の相変化によって冷
却する冷却装置であって、外壁の一面に発熱体が配置され、前記外壁の一面に対応する内
壁に熱を伝える箱型の受熱部と、前記受熱部に前記作動流体を注入する導入管と、前記受
熱部に注入された前記作動流体が熱によって蒸気となり、前記蒸気を排出する導出管と、
前記受熱部より上方に設けられ前記導出管を経由した前記蒸気の熱を放出する放熱器と、
前記導入管の開口部側に設けた逆止弁とを備え、前記放熱器で液化した作動流体を前記逆
止弁を介して前記受熱部に帰す構成にするとともに、前記作動流体の循環方向は逆止弁以
降の出口側圧力上昇によって決定され、前記内壁において前記導入管開口部の外周で囲ま
れる面の内側から外側へスリットが設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のように本発明の冷却装置は、受熱部の内壁において導入管の開口部の外周で囲ま
れる面の内側から外側へスリットが設けられていることにより、高い受熱性能を維持しつ
つ加熱初期の急激な温度上昇とドライアウトを抑制し動作安定性が高い冷却性能に優れた



(5) JP 2012-26721 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

冷却装置を提供する事が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（ａ）本発明の実施例１における冷却装置をＰＣ筐体内に配置した場合の斜視図
、（ｂ）冷却装置の構造図
【図２】（ａ）本発明の実施例１の受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）図２（ａ）の
受熱ユニットの断面斜視図、（ｃ）図２（ａ）の受熱ユニットの水平断面図、（ｄ）図２
（ａ）で示されるＡ部断面詳細図
【図３】（ａ）本発明の実施例１における受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）９０度
方向の中央垂直断面図、（ｃ）受熱ユニットのスリット部のＡ部断面詳細図
【図４】発熱サイズを変化させた場合の規格化熱抵抗変化を表したグラフ
【図５】本発明の実施例１における受熱板の厚さ方向の温度分布からスリット形成により
、発熱体温度を気化温度との関係を表した模式図
【図６】本発明の実施例１における受熱部を用いて、加熱初期の温度変化を示したグラフ
【図７】本発明の実施例１における受熱板厚さとスリット部底厚の比と加熱初期の温度比
の関係を示したグラフ
【図８】（ａ）本発明の実施例２における他の受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）受
熱ユニットの断面斜視図、（ｃ）受熱ユニットの水平断面図、（ｄ）スリット部のＡ部断
面詳細図
【図９】（ａ）本発明の実施例３における受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）受熱ユ
ニットの断面斜視図、（ｃ）受熱ユニットの水平断面図、（ｄ）スリット部のＡ部断面詳
細図
【図１０】（ａ）本発明の実施例３における受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）受熱
ユニットの断面斜視図、（ｃ）受熱ユニットの水平断面図、（ｄ）スリット部のＡ部断面
詳細図
【図１１】（ａ）本発明の実施例４における受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）受熱
ユニットの断面斜視図、（ｃ）受熱ユニットの水平断面図、（ｄ）スリット部のＡ部断面
詳細図
【図１２】（ａ）本発明の実施例４における他の受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）
受熱ユニットの断面斜視図、（ｃ）受熱ユニットの水平断面図、（ｄ）スリット部のＡ部
断面詳細図
【図１３】（ａ）本発明の実施例５における他の受熱ユニットの中央垂直断面図、（ｂ）
受熱ユニットの断面斜視図、（ｃ）受熱ユニットの水平断面図、（ｄ）スリット部のＡ部
断面詳細図
【図１４】（ａ）従来の冷却装置の構成図、（ｂ）従来の冷却装置の受熱部構造を示す図
【図１５】ヒートパイプを用いた従来の他の冷却装置の構成図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　請求項１に記載の発明によれば、作動流体を循環し液相と気相の相変化によって冷却す
る冷却装置であって、外壁の一面に発熱体が配置され、前記外壁の一面に対応する内壁に
熱を伝える箱型の受熱部と、前記受熱部に前記作動流体を注入する導入管と、前記受熱部
に注入された前記作動流体が熱によって蒸気となり、前記蒸気を排出する導出管と、前記
受熱部より上方に設けられ前記導出管を経由した前記蒸気の熱を放出する放熱器と、前記
導入管の開口部側に設けた逆止弁とを備え、前記放熱器で液化した作動流体を前記逆止弁
を介して前記受熱部に帰す構成にするとともに、前記作動流体の循環方向は逆止弁以降の
出口側圧力上昇によって決定され、前記内壁において前記導入管開口部の外周で囲まれる
面の内側から外側へスリットが設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　これにより、内壁において導入管の開口部の外周で囲まれる面の内側から外側へスリッ
トを設けることにより、スリット底部の内壁の厚さを薄くすることで熱抵抗が小さくなり
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、作動流体の相変化温度と発熱体との温度差を少なくすることができる。その結果、加熱
初期状態における発熱体の温度上昇を抑制することが可能となる。
【００１７】
　また、内壁にスリットを設けることより、内壁表面の表面積が大きくなるので、内壁の
伝熱性能を向上させることができる。
【００１８】
　更に、内壁に導入管の開口部の外周で囲まれる面の内側から外側へスリットを設けるこ
とにより、スリット内の作動流体の蒸発に伴う圧力の上昇によって、スリットで発生した
気泡がスリットに沿って開口部の外周で囲まれる面の内側から外側へ排出されるため、気
泡の滞留により作動流体の蒸発が阻害されることが無くなり、受熱部の吸熱特性が高まる
ことで冷却装置全体の性能を向上させることができる。
【００１９】
　請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、発熱体の熱源は、発
熱体が配置された外壁において導入管開口部の外周の内側に配置されていることにより、
作動流体が導入される場所に発熱体からの熱を効率的に伝えることが可能となり熱初期状
態において発熱体の温度上昇を抑制し、安定した動作を実現することができる。
【００２０】
　請求項３記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、導入管開口部は内壁
に接していることにより、導入管開口部に蒸発時の気泡排除に寄与する圧力の上昇を更に
発生させることができる。
【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、スリットは、平行に
複数形成することにより、内壁表面の表面積がより大きくなるので、内壁の伝熱特性を一
層向上させることができる。
【００２２】
　請求項５記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、スリットは、導入管
の中心から放射状に形成されていることにより、内壁表面の表面積がより大きくなるので
、内壁の伝熱特性を一層向上させることができる。
【００２３】
　請求項６記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、開口部の外周で囲ま
れた内壁の中心部にスリットが設けられていることにより、内壁の厚さによる熱抵抗を小
さくし作動流体の蒸発を促進するので、内壁の伝熱特性を一層向上させることができる。
【００２４】
　請求項７記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、導入管の中心から遠
ざかるにつれスリットの幅を大きくすることにより、作動流体の蒸気する際の圧力が導入
管の中心から遠ざかる方向の力として働くため、スリットで発生した気泡の排出を促進し
、作動流体の蒸発を阻害する気泡の滞留が防止され、受熱部の吸熱特性を高め、冷却装置
の性能を一層向上させることができる。
【００２５】
　請求項８記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、スリットを設けてい
ない内壁から外壁の一面までの厚さＨに対するスリットの底部から外壁の一面までの厚さ
ｈの比（ｈ／Ｈ）が、０．１～０．３であることにより、内壁の熱抵抗を小さくするので
、受熱部の機械的強度を維持しつつ、受熱部の吸熱特性を向上させることができる。
【００２６】
　請求項９記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、導入管開口部と内壁
との隙間を０．２ｍｍ以下とすることにより、作動流体の流れによって気泡が作動流体と
ともに排出されるので、気泡の滞留によって内壁表面の作動流体の蒸発が阻害されること
がなく、受熱部の吸熱特性を高め、冷却装置の性能を向上させることができる。
【００２７】
　請求項１０記載の発明によれば、請求項１記載の冷却装置であって、スリットに交差す
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る溝を設け、導入管開口部を溝に挿入することにより、スリット以外を通過して流れる作
動流体をなくし、重力方向にかかわらず内壁に供給される作動流体の量を確保できるため
、受熱部の横に発熱体を配置することができる。
【００２８】
　請求項１１記載の発明によれば、作動流体を循環し液相と気相の相変化によって冷却す
る冷却装置であって、外壁の一面に発熱体を配置し、外壁の一面に対応する内壁に熱を伝
える箱型の受熱部と、受熱部に作動流体を注入する導入管と、内壁の熱によって注入され
た作動流体が蒸気となり蒸気を排出する導出管と、受熱部より上方に設けられ導出管を経
由した蒸気の熱を放出する放熱器を備え、発熱体が配置された外壁において導入管開口部
の外周の内側に配置され、発熱体が配置された部分に対応する内壁の厚さを周囲の内壁の
厚さより薄くすることを特徴とする。
【００２９】
　これにより、発熱体の熱源は、発熱体が配置された外壁において導入管開口部の外周の
内側に配置され、発熱体が配置された部分に対応する内壁の厚さを周囲の内壁の厚さより
薄くすることにより、発熱体が配置された部分に対応する内壁の熱抵抗が小さくなり、発
熱体の温度と発熱体が配置された部分に対応する内壁の温度との温度差を小さくするので
、その結果、加熱初期状態における発熱体の温度上昇を抑制することが可能となる。その
結果発熱体の熱を発熱体の温度が比較的低い状態から作動流体の蒸発によって熱を奪うの
で、発熱体が発熱し始めた場合の温度上昇を抑制することができる。
【００３０】
　請求項１２記載の発明によれば、請求項１１記載の冷却装置であって、内壁にスリット
を設けて内壁の厚さを薄くしたことにより、内壁でスリットより厚い周りの部分がスリッ
トを設けた薄い部分を補強するので、内壁の強度を維持しつつ、発熱体が発熱し始めた場
合の温度上昇を抑制することができる。
【実施例】
【００３１】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。
【００３２】
　（実施例１）
　図１は、本発明の実施例１における冷却装置をパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ）
筐体内に配置した場合の斜視図および本発明の冷却装置の構造図である。図１（ａ）にお
いて、１６は、ＰＣ筐体であり、その中に電源ユニット１５、マザーボード１８などのＰ
Ｃ部品と共に本発明の冷却装置が配置されている。そしてその冷却装置は、発熱体ソケッ
ト１７と接続する箱型の受熱ユニット１と放熱部１１、および放熱部１１を冷却するファ
ン１０により構成されている。
【００３３】
　本発明の冷却装置を更に説明すると、図１（ｂ）に示すように、受熱板３を含む箱型の
受熱ユニット１と放熱部１１、および作動流体の循環方向を決定する逆止弁７の３つの主
要部品と逆止弁７と受熱ユニット１とを接続する導入管５、受熱ユニット１から作動流体
を排出する導出管６、導出管６と放熱部１１とを接続する管路８、および逆止弁７と放熱
部１１とを接続する管路９の循環系から構成されている。
【００３４】
　次に、受熱ユニット１の詳細な構造を図２を用いて説明する。図２（ａ）は、本発明の
実施例１の受熱ユニットの中央垂直断面図、図２（ｂ）は、図２（ａ）の受熱ユニットの
断面斜視図、および図２（ｃ）は、図２（ａ）の受熱ユニットの水平断面図、図２（ｄ）
は、図２（ａ）で示されるＡ部断面詳細図である。図２（ａ）において、１は、受熱ユニ
ットの全体を表している。２は、発熱体であり、３は、発熱体２と接触し熱を吸収する受
熱板で、熱抵抗の少ない例えば、銅、アルミニュウム等の材料が用いられる。図２（ａ）
より、発熱体直上近傍の受熱ユニット１の受熱板３の内側には、略平行にスリット４が形
成されており、それを覆うように導入管５が、受熱板３に接触または僅かな隙間で配され
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ている。つまり、図２（ｃ）より、スリット４の長さＷ１は、導入管５の管径Ｄ１よりも
大きく、発熱体直上近傍のスリット４中央部を導入管５が覆う状態となっている。
【００３５】
　以下、以上のように構成された本発明の冷却装置について動作を説明する。発熱体２が
発熱すると受熱ユニット１内の作動流体１４が、発熱体２から受熱板３へ伝熱した熱によ
って、受熱ユニット１内側の受熱板３表面（以下、気化面）で相変化（蒸発）し、気化潜
熱として蒸気が熱を受け取り、発熱体２を冷却する。その蒸発した蒸気は、導出管６から
矢印の方向に管路８を通って放熱部１１へ流入し放熱部１１内で冷却された蒸気は凝縮し
液化する。この時、液化による凝縮熱が、放出され放熱部の温度を高める。そして、放熱
部搭載のファン１０からの空気が高温となった放熱部１１の表面へ送られ熱交換されるこ
とで最終的に空気中へ熱が放散される。そして液化した作動流体１４は、管路９を通り受
熱ユニット１直前の逆止弁７を経由して導入管５から再び受熱ユニット１内へ帰ってくる
。この一連のサイクルを繰り返すことで冷却が継続される。
【００３６】
　ここで、上記受熱板３近傍の動作を図３を用いて更に説明する。図３（ａ）は、図２（
ａ）と同じ受熱ユニットの中央垂直断面図と図３（ｂ）は、更に切断方向を９０度変えた
中央垂直断面図であり、図３（ｃ）は、スリット部のＡ部断面詳細図である。図３（ｃ）
に示すように導入管５からスリット４内へ流入した作動流体１４は、スリット４内を通過
する時に発熱体に最も近い受熱面と接触し、発熱量に応じた量の作動流体が相変化（蒸発
）する。この時、受熱面では気化潜熱が奪われると同時に相変化に伴う体積膨張によって
気泡が成長し、導入管５内部の圧力が上昇することで、気泡と未蒸発の作動流体１４が混
相流となって導出管６側へ排出される。導入管５には逆止弁７が搭載されており、ここで
の圧力上昇は、この逆止弁７以降の出口側で発生し、作動流体１４の循環方向を決定して
いる。また、スリット部の底厚ｈは、受熱板厚Ｈに比べてかなり薄くなっている。
【００３７】
　このようにスリット底厚ｈを薄くすると、厚さによる熱抵抗を小さくすることができ、
同じ発熱量でも比較的短時間で蒸発温度に達し、気化が始まるため、加熱初期の受熱面の
温度上昇を抑制する事ができる。また、スリット４の形成により、十分な気化面積も同時
に確保することができ吸熱性能の向上もできる。
【００３８】
　なお、上記圧力上昇によってスリット４の気泡は、未蒸発の作動流体１４と共に排出さ
せるためには、受熱板３と導入管５との隙間の流路抵抗をスリット４の流路抵抗より大き
くする必要がある。
【００３９】
　つまり、スリット４を設けていない部分の受熱板３と導入管５との隙間をゼロにした場
合、スリット４を設けていない部分の受熱板３と導入管５との隙間から作動流体１４は排
出されず、スリット４のみから作動流体は排出され、作動流体１４の流れによってスリッ
ト４に発生した気泡を効果的に排出できる。
【００４０】
　また、受熱板３と導入管５の隙間がある場合でも、スリット４の流路抵抗が、スリット
４を設けていない部分の隙間の流路抵抗より小さくなる様に、スリット４の深さや、幅を
選択することで、作動流体１４はスリット４内を流れ易くなる。
【００４１】
　ここで、一般に、電子部品の冷却では、前述した通り、発熱体２に対接した受熱ユニッ
ト１で熱が、発熱体２と受熱板３の接触面（以下、受熱面）から吸熱されフィンに伝わり
、フィン間を流れる作動流体との熱交換で熱が奪われることで発熱体２の冷却を行う。し
かし、発熱体２のサイズは、近年の小型化、低コスト化に伴って縮小の一途をたどってお
り、仮に発熱量自体がほとんど変化しなくとも、発熱体２からの熱密度（単位面積当たり
の発熱量）は、サイズとは逆に急激に増加する事になる。この点は、前述した通りで同一
冷却装置では大幅な吸熱性能の低下につながる事を意味しており、その理由を示したのが
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、図４である。このグラフは、同じ冷却装置を使用し、発熱量を固定して発熱サイズを変
化させた場合の熱抵抗の変化を実験的に求めて表したグラブである。横軸は、発熱体２の
サイズ（面積Ｓ：ｍｍ２）を表し、縦軸は、発熱体サイズを１００ｍｍ２とした場合の冷
却装置の熱抵抗Ｒ０とサイズが縮小した場合の熱抵抗Ｒ１の比をとった規格化熱抵抗比（
Ｒ１／Ｒ０）を表している。また、上部横軸には各サイズを将来実現するために必要な半
導体プロセスの最小線幅の世代例も付記している。同グラフより、発熱サイズが縮小する
と熱抵抗も急激に悪化してくることがわかる。これは、前述した通り発熱サイズの縮小に
伴う熱密度の増加が原因であり、実質的な冷却装置の吸熱性能の低下を意味している。更
に、ここで示した最小線幅の世代交代は、通常２年～３年で行われており、その間の半導
体素子数の増加を考慮しても、一世代で約７０％までサイズが縮小すると言われている。
そして、この世代交代による熱密度の増加に対応するだけの吸熱性能を現実的に確保する
事が困難に成りつつあるという事が大きく顕在化して来ている。
【００４２】
　従って、この問題に対して受熱部の高性能化が急務であることは言うまでもないが、そ
のためには、吸熱性能を高める前述した蒸発などの相変化による気化潜熱を利用したもの
が有効となる。しかし、実際の相変化でもある程度の蒸発を行う気化面積が必要である。
特に発熱体である素子サイズが小さくなるほど素子直上の熱交換面積となる作動流体の気
化面積の確保は困難となって来る。そこでこの気化面積を広げる方法として２つの方法が
ある。第１の方法は、発熱体直上にできるだけ密にフィンを配置する方法であり、第２の
方法は、受熱板３の厚さを厚くし発熱体２からの距離を大きくとることで、熱の拡散範囲
を広げて気化面積を確保する方法である。第１のフィンを密に配置する方法は、従来から
よく行われており、マイクロチャネルなどがその代表と言える。しかし、この方法は、フ
ィン密度の増加に従い気化面積を増やすことは可能であるが、フィン密度が高くなるほど
コストを含めて工法的に困難な面が非常に大きくなる欠点がある。
【００４３】
　また、従来のマイクロチャネル型フィンはミクロンオーダーでフィンを密に配置してい
るが、この構造ではフィンの間に作動流体を流すためにポンプが必要となる。
【００４４】
　第２の受熱板を厚くする方法は、コストおよび工法的にも容易である。しかし、この方
法でも十分な気化面積を確保するにはかなり厚みが必要となり、厚さによる熱抵抗の増加
と重量増加という問題が出てくる。特に熱抵抗の増加は、相変化が始まる加熱初期の急激
な温度上昇を招く可能性が高く、これらの問題に適切に対応可能な構造が必要と言える。
【００４５】
　そこで、本発明は、導入管に近接した受熱板にミリオーダーで複数のスリットを形成し
た構造を採用する事によって、ポンプを使用することなく、十分な気化面積の確保と加熱
初期の温度上昇を抑制した吸熱性能に優れた冷却装置を実現している。
【００４６】
　上記発熱体２の加熱初期の温度上昇を抑える効果について図５、および図６を用いて説
明する。図５は、受熱板３にスリット４が形成された状態での温度分布Ｆを示す略図であ
る。受熱面の温度分布Ｆは、発熱体２の温度をＴｃとし、スリット４の底部（板厚ｈ）の
温度差ΔＴｈ、受熱板３（板厚Ｈ）の温度差ΔＴＨ（＞ΔＴｈ）となっている。この様に
、板厚が厚いほど温度差が大きくなることがわかる。つまり、発熱体２の温度がＴｃであ
る場合、スリット４の底部の温度はＴｃ－ΔＴｈであり、受熱板３表面の温度はＴｃ－Δ
ＴＨとなる。そのため、発熱体２から距離が近い、つまり受熱板の厚さが薄いほど、発熱
体２との温度差が小さくなり、スリット４を設けていない受熱板３で気化する際に発熱体
２が必要な温度よりスリット４で気化する際の発熱体２の温度を低くすることができる。
【００４７】
　図６は、この受熱板３へスリット４を形成した場合としない場合での時間と受熱面の温
度変化を示したグラフである。横軸に加熱開始からの時間（ｍｉｎ）、縦軸に発熱体２と
受熱板３との対接面である受熱面の温度Ｔｃを取り、スリットの有無による加熱初期の温
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度変化と安定状態までの推移を表している。同グラフより、従来のスリット無しの場合は
、加熱開始直後に急激な温度上昇が現れ、最高温度Ｔｃ－ｐは電子部品の安定動作温度（
ＣＰＵの場合７５℃前後）を越えており、この状態では、電源投入初期に熱暴走する可能
性が高い。これに対して、本発明であるスリットを有りの方は、加熱開始直後に僅かに上
昇をみせるが、すぐに安定状態に移り最高温度Ｔｃ－ｐも安定動作温度以下に抑制するこ
とができる。また、スリットを形成する事によって気化面積が増加するため、安定状態で
の温度Ｔｃ－ｓｔも低下し、吸熱性能を向上させることができる。
【００４８】
　スリット４の底厚について図７を用いて説明する。図７は、受熱板３の厚さＨを４ｍｍ
とした場合を例として、横軸に受熱板厚さＨとスリット部底厚ｈの厚さ比率（ｈ／Ｈ）を
取り、縦軸に加熱初期の受熱面の最大温度Ｔｃ－ｐと安定状態温度Ｔｃ－ｓｔの温度比率
（Ｔｃ－ｐ／Ｔｃ－ｓｔ）の関係を示したグラフである。同グラフより、厚さ比率が０．
３以下で有れば温度比率が１．３程以下となり、安定状態温度Ｔｃ－ｓｔより３０％程度
の温度上昇レベルに抑制されていることがわかる。
【００４９】
　ただし、実際の受熱板３ではスリット底厚ｈを薄くすればするほど良いということでは
ない。スリット底厚ｈがあるレベルよりも薄くなると、温度比率の減少が無くなる点と、
極端に薄くした場合には機械的強度も低下するため、それらの点を考慮して、スリット底
厚ｈやスリットの幅、数、配置間隔などを考慮する必要がある。
【００５０】
　これにより、本発明の冷却装置は、受熱部の内壁にスリットを設けることで、薄いスリ
ット底厚により熱抵抗を小さくすることができ、同じ発熱量でも比較的短時間で蒸発温度
に達し、気化が始まるため、加熱初期の受熱面の温度上昇を抑制する事ができる。
【００５１】
　また、内壁にスリットを設けることより、内壁表面の表面積が大きくなるので、内壁の
伝熱性能を向上させることができる。
【００５２】
　更に、内壁に導入管の開口部の外周で囲まれる面の内側から外側へスリットを設けるこ
とにより、スリット内では、作動流体の蒸発に伴う圧力の上昇によって、スリット内で発
生した気泡がスリットに沿って開口部の外周で囲まれる面の内側から外側へ排出されるた
め、気泡滞留による作動流体の蒸発が阻害されることなくなり、受熱部の吸熱特性を高め
、冷却装置の性能を向上させることができる。
【００５３】
　なお、受熱板３と導入管５との隙間を０．２ｍｍ以下とすることで、スリット４に生じ
た気泡を作動流体１４の流れによって離脱させ、スリット４に滞留する気泡を少なくする
ことができる。その結果、スリット４を設けた受熱板３の表面における作動流体１４の相
変化すなわち蒸発を促進し、受熱ユニット１の全体の吸熱性能を向上させることができる
。
【００５４】
　また、スリット４を傾斜または、曲率を持って形成することにより、発生した気泡が作
動流体１４の流れによって上方の空間に排出しやすくなり、その結果スリット４に気泡が
滞留すること軽減することができる。
【００５５】
　（実施例２）
　実施例２は、実施例１のスリットを放射状に配置したものである。なお、実施例１と同
一構成部分については便宜上同一符号を付し、その具体的説明は実施例１のものを援用す
る。
【００５６】
　本発明の実施例２における冷却装置について図８を用いて説明する。図８（ａ）は、本
発明の実施例２の他の受熱ユニットの中央垂直断面図、図８（ｂ）は、図８（ａ）の受熱
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ユニットの断面斜視図、図８（ｃ）は、図８（ａ）の受熱ユニットの水平断面図、図８（
ｄ）は、図８（ａ）で示されるＡ部断面詳細図である。図８（ａ）に示すように、発熱体
直上の受熱ユニット１の受熱板３に形成されているスリット４の形状は、発熱体中心軸を
起点に放射状に形成されている。このスリット構造を採用する事で発熱体直上近傍の受熱
板厚さは、同一スリット幅であれば熱抵抗の低い気化面として動作させることが可能なス
リット底厚ｈとなっており、この薄い底厚ｈの範囲は、図２のタイプに比べて比較的広く
確保できる構造となっている。従って、この構造を採用することによって、図２の場合と
同様に高い吸熱性能を実現することができる。
【００５７】
　（実施例３）
　実施例３は、発熱体２が接している受熱板３の中心にスリットを設けないものである。
なお、実施例１、２と同一構成部分については便宜上同一符号を付し、その具体的説明は
実施例１、２のものを援用する。
【００５８】
　まず、スリット４を平行に配置した場合について図９を用いて説明する。図９（ａ）は
、本発明の実施例３の受熱ユニット１の中央垂直断面図、図９（ｂ）は、図９（ａ）受熱
ユニットの断面斜視図、図９（ｃ）は、図９（ａ）の受熱ユニットの水平断面図、図９（
ｄ）は、図９（ａ）で示されるＡ部断面詳細図である。図９（ａ）に示すように、発熱体
直上の受熱ユニット１の受熱板３に形成されている略平行のスリット４の配置が、発熱体
２の直上の一部を避けて配されている。つまり、発熱体２の直上には、受熱板本来の厚さ
Ｈの部分が残っており発熱体周辺の受熱板厚さＨの部分と直接つながった領域となってい
る。図２または図８の実施例２の場合では、スリットの密度によっては、前述した通り機
械的強度が不足することが考えられたため、本実施例では、図９の様な構造を採用するこ
とで必要な機械的強度を維持している。そして、適度なスリット密度の選択により、十分
な気化面積の確保と加熱初期の温度上昇を抑制した吸熱性能に優れた冷却装置を実現する
ことができる。
【００５９】
　次に、スリット４を放射状に配置した場合について図１０を用いて説明する。図１０（
ａ）は、本発明の実施例３の受熱ユニット１の中央垂直断面図、図１０（ｂ）は、図１０
（ａ）受熱ユニットの断面斜視図、図１０（ｃ）は、図１０（ａ）の受熱ユニットの水平
断面図、図１０（ｄ）は、図１０（ａ）で示されるスリット部のＡ部断面詳細図である。
図１０（ａ）に示すように、基本的な構成は、図８の場合と同じで、受熱板３に形成され
たスリット４も発熱体中心から放射状に形成されている。ただし、発熱体直上の受熱ユニ
ット１の受熱板３に形成されているスリット４の配置が、図９の場合と同様に発熱体２の
直上の一部を避けて放射状に配されている。つまり、この場合も発熱体２の直上には、受
熱板本来の厚さＨの部分が残っており発熱体周辺の受熱板厚さＨの部分と直接つながった
領域となっている。従って、図９の場合と同様に、この構造を採用することで必要な機械
的強度が維持され、適度なスリット密度の選択により、十分な気化面積と加熱初期の温度
上昇を抑制した吸熱性能に優れた冷却装置を実現することができる。
【００６０】
　（実施例４）
　実施例４は、更なる吸熱性能の向上のためにスリット４の幅を発熱体２から遠ざかるに
従って徐々に大きくしたものである。なお、実施例１～３と同一構成部分については便宜
上同一符号を付し、その具体的説明は実施例１～３のものを援用する。
【００６１】
　まず、スリット４を平行に配置した場合について図１１を用いて説明する。図１１（ａ
）は、本発明の実施例４の受熱ユニット１の中央垂直断面図、図１１（ｂ）は、図１１（
ａ）の受熱ユニットの断面斜視図、図１１（ｃ）は、図１１（ａ）の受熱ユニットの水平
断面図、図１１（ｄ）は、図１１（ａ）で示されるスリット部のＡ部断面詳細図である。
図１１（ａ）に示すように、発熱体直上の受熱ユニット１の受熱板３に形成されているス
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リット４の配置が、図９の場合と同様に発熱体２の直上の一部を避けて、かつ導入管５直
下の作動流体１４が流入するスリット４の幅が、発熱体２中央から遠ざかるに従って徐々
に大きくなっている。この構造を採用することで、スリット４内で気化し気泡となってス
リット４の他端から排出される蒸気の気泡離脱性が高まり、作動流体の安定した循環を促
進することが可能となる。特に表面張力の高い作動流体を用いる場合などでは、スリット
４内で発生する気泡が物理的に保持（トラップ）され易くなり、作動流体の循環が阻害さ
れることで吸熱性能の急激な低下を招く恐れがある。そのため、この気泡離脱性は、相変
化を用いる装置では安定動作を確保する上での重要なパラメータである。なお、この実施
例４でも、図９の場合と同様に必要な機械的強度を維持しつつ、適度なスリット密度の選
択により、十分な気化面積の確保と加熱初期の温度上昇を抑制した吸熱性能に優れた冷却
装置を実現することが可能であることは同じである。
【００６２】
　次に、スリット４を放射状に配置した場合について図１２を用いて説明する。図１２（
ａ）は、本発明の実施例４の他の受熱ユニット１の中央垂直断面図、図１２（ｂ）は、図
１２（ａ）の受熱ユニットの断面斜視図、図１２（ｃ）は、図１２（ａ）の受熱ユニット
の水平断面図、図１２（ｄ）は、図１２（ａ）で示されるスリット部のＡ部断面詳細図で
ある。図１２（ａ）に示すように、発熱体２直上の受熱ユニット１の受熱板３に形成され
ているスリット４の配置が、図１０の場合と同様に発熱体２の直上の一部を避けてスリッ
トが放射状に配され、図１１の場合と同様に導入管５直下の作動流体１４が流入するスリ
ット４の幅が、発熱体中央から遠ざかるに従って徐々に大きくなっている。また、この構
造を採用することによる効果としても図１１の場合と同様に、前述した気泡離脱性の向上
だけでなく、必要な機械的強度を維持しつつ、適度なスリット密度の選択により、十分な
気化面積と加熱初期の温度上昇を抑制した吸熱性能に優れた冷却装置を実現することがで
きる。
【００６３】
　また、スリット４を平行に配置した場合と比較して、放射状に配置した場合、より多く
のスリットを設けることができ、受熱面積を増加させ、冷却装置の性能を一層向上させる
ことができる。
【００６４】
　なお、本実施例では発熱体２が接している受熱板３の中心にスリット４を設けていない
が、スリット４を設けることも可能である。
【００６５】
　（実施例５）
　実施例５は、受熱板３を立てて使う場合に、受熱板３にスリット４に交差するように導
入管５の開口部の外周と同じ大きさの溝を設け、導入口５の開口部を受熱板３に挿入した
ものである。なお、実施例１～４と同一構成部分については便宜上同一符号を付し、その
具体的説明は実施例１～４のものを援用する。
【００６６】
　図１３（ａ）は、本発明の実施例５の受熱ユニットの中央垂直断面図、図１３（ｂ）は
、図１３（ａ）受熱ユニットの断面斜視図、および図１３（ｃ）は、図１３（ａ）受熱ユ
ニットの水平断面図、図１３（ｄ）は、図１３（ａ）で示されるスリット部のＡ部断面詳
細図である。図１３（ａ）において、１は、受熱ユニットの全体を表している。
【００６７】
　ここで、図１３（ｄ）に示すように、導入管５の先端が、受熱板３の内部に僅かに入り
込む状態となっていることである。この様な構造とすることで、実際の受熱ユニット１が
図１３（ａ）の断面斜視図のように配置された場合でも、導入管５から供給された作動流
体が、重力方向へ漏れ出すことがなくなり確実にスリット４へ導入することができる。こ
れにより、受熱ユニット１の配置方向の自由度が水平から垂直まで広がり、様々な用途へ
の展開の可能性を高めた電子部品の冷却装置を実現する事ができる。
【００６８】
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　なお、上記実施例１～４においても受熱ユニット１を垂直配置することで動作するが、
受熱ユニット１を垂直配置する場合には、上述のように導入管５を受熱板３の内部に入り
込むように形成するのが望ましい。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の冷却装置によれば、高い吸熱特性を有するので、特にＭＰＵ等の高集積化、高
周波数化に伴う高発熱量の電子部品の冷却に好適である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　　受熱ユニット
　２　　発熱体
　３　　受熱板
　４　　スリット
　５　　導入管
　６　　導出管
　７　　逆止弁
　８、９　管路
　１０　ファン
　１１　放熱部
　１２　ウイック
　１３　ポンプ
　１４　作動流体
　１５　電源ユニット
　１６　ＰＣ筐体
　１７　発熱体ソケット
　１８　マザーボード
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