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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子サブシステムの冷却を容易にするための冷却装置であって、前記冷却装置が、ハウ
ジングの前面に取り付けられるように構成された液冷冷却構造体であって、前記電子サブ
システムが前記ハウジング内にドッキングするように構成され、前記電子サブシステムが
前記ハウジングに対してそれをドッキングまたはドッキング解除するために前記ハウジン
グの前記前面から前記ハウジングに対してスライド可能であり、前記液冷冷却構造体が、
熱伝導材料を含み、それを通って延びる少なくとも１つの冷却液キャリング・チャネルを
含む、液冷冷却構造体と、
　前記電子サブシステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントに結合するように構成さ
れた熱伝達エレメントであって、前記液冷冷却構造体が前記ハウジングの前記前面に取り
付けられ、当該熱伝達エレメントが前記電子サブシステムの前記１つまたは複数の発熱コ
ンポーネントに結合され、前記電子サブシステムが前記ハウジング内にドッキングされた
ときに、前記液冷冷却構造体に物理的に接触するように構成され、前記電子サブシステム
の前記１つまたは複数の発熱コンポーネントから前記液冷冷却構造体への熱輸送路を提供
する熱伝達エレメントと、
　を含み、前記電子サブシステムが、前記液冷冷却構造体を通る冷却液の流れに影響せず
に前記ハウジング内にドッキング可能であるかまたは前記ハウジングからドッキング解除
可能であり、
　前記電子サブシステムが冷却すべき複数の発熱コンポーネントを含み、前記熱伝達エレ
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メントが水平に延びる部分と垂直に延びる部分とを含み、前記水平に延びる部分が前記冷
却すべき複数の発熱コンポーネントのうちの少なくともいくつかの発熱コンポーネントと
の熱によるインターフェースが取られ、前記垂直に延びる部分が、前記液冷冷却構造体が
前記ハウジングの前記前面に取り付けられ、前記電子サブシステムが前記ハウジング内に
ドッキングされたときに、前記液冷冷却構造体の前面に物理的に接触するようにサイズ調
整され構成され、
　前記液冷冷却構造体が、それを通って延びる冷却液キャリング・チャネルを備えた複数
の液冷冷却バーを含み、前記液冷冷却構造体が、前記液冷冷却バーを通って延びる前記複
数の冷却液キャリング・チャネルと流体で連絡している冷却液吸入口プレナムおよび冷却
液排出口プレナムをさらに含み、前記液冷冷却構造体が、前記ハウジングの前記前面に取
り付けられるように構成されたモノリシック構造体であり、前記ハウジングが、複数の電
子サブシステムを含む電子機器ラックである、
　冷却装置。
【請求項２】
　前記水平に延びる熱伝達部材または前記垂直に延びる熱インターフェース・プレートの
うちの少なくとも一方が、前記熱輸送路の一部分を画定し、前記電子サブシステムの前記
１つまたは複数の発熱コンポーネントによって発生された熱を前記液冷冷却構造体に輸送
するのを容易にするヒート・パイプを含む、請求項１記載の冷却装置。
【請求項３】
　前記垂直に延びる熱インターフェース・プレートがハンドルを含み、前記ハンドルは、
前記熱伝達エレメントが前記電子サブシステムの前記１つまたは複数の発熱コンポーネン
トに結合されたときに、前記ハウジングの前記前面から前記ハウジングに対する前記電子
サブシステムのスライド式のドッキングまたはドッキング解除を容易にし、前記垂直に延
びる熱インターフェース・プレートが、前記液冷冷却構造体が前記ハウジングの前記前面
に取り付けられ、前記熱伝達エレメントが前記１つまたは複数の発熱コンポーネントに結
合され、前記電子サブシステムが前記ハウジング内にドッキングされたときに、前記液冷
冷却構造体に対する前記垂直に延びる熱インターフェース・プレートの物理的接触を維持
するのを容易にするように構成された少なくとも１つの保持エレメントをさらに含む、請
求項１記載の冷却装置。
【請求項４】
　複数のサブシステム・ドッキング・ポートを含む電子機器ラックと、
　前記電子機器ラックに対してそれをドッキングまたはドッキング解除するために、前記
電子機器ラックの前面から前記複数のサブシステム・ドッキング・ポートに対してスライ
ド可能である複数の電子サブシステムと、
　前記電子機器ラック内にドッキングされたときに前記複数の電子サブシステムの冷却を
容易にするための冷却装置とを含み、前記冷却装置が、
　前記電子機器ラックの前記前面に取り付けられる液冷冷却構造体であって、熱伝導材料
を含み、それを通って延びる少なくとも１つの冷却液キャリング・チャネルを含む液冷冷
却構造体と、
　各熱伝達エレメントが、前記複数の電子サブシステムのうちのそれぞれの電子サブシス
テムの１つまたは複数の発熱コンポーネントに結合され、前記電子サブシステムが前記電
子機器ラック内にドッキングされたときに、前記液冷冷却構造体に物理的に接触するよう
に構成され、各熱伝達エレメントが、前記それぞれの電子サブシステムの前記１つまたは
複数の発熱コンポーネントから前記液冷冷却構造体への熱輸送路を提供し、前記複数の電
子サブシステムが、前記液冷冷却構造体を通る冷却液の流れに影響せずに前記電子機器ラ
ック内にドッキング可能であるかまたは前記電子機器ラックからドッキング解除可能であ
る、複数の熱伝達エレメントと、
　を含み、
　前記各熱伝達エレメントが、前記それぞれの電子サブシステムの前記１つまたは複数の
発熱コンポーネントに結合された水平に延びる熱伝達部材と、前記水平に延びる熱伝達部
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材の一方の端部から延びる垂直に延びる熱インターフェ　ース・プレートとを含み、前記
それぞれの熱輸送路が前記水平に延びる熱伝達部材および前記垂直に延びる熱インターフ
ェース・プレートを通過し、
　前記垂直に延びる熱インターフェース・プレートが、その第１の端部で前記水平に延び
る熱伝達部材に接続され、前記それぞれの電子サブシステムが前記電子機器ラックの前記
複数のサブシステム・ドッキング・ポートのうちの１つのサブシステム・ドッキング・ポ
ート内にドッキングされたときに、その第２の端部で前記液冷冷却構造体の前面に物理的
に接触するように構成され、
　前記液冷冷却構造体がモノリシック構造体であり、前記電子機器ラックが複数列のサブ
システム・ドッキング・ポートを含み、前記複数の液冷冷却バーが、前記複数列のサブシ
ステム・ドッキング・ポート内にドッキングされた電子サブシステムの冷却を容易にし、
　前記液冷冷却構造体が前記電子機器ラックの前記前面を横切って延びる複数の液冷冷却
バーを含み、各液冷冷却バーがそれを通って延びる少なくとも１つの冷却液キャリング・
チャネルを含み、前記液冷冷却構造体が、前記電子機器ラックの前記前面を横切って延び
る前記複数の液冷冷却バーの前記冷却液キャリング・チャネルと流体で連絡している冷却
液吸入口プレナムおよび冷却液排出口プレナムをさらに含み、前記冷却液吸入口プレナム
および前記冷却液排出口プレナムが、前記電子機器ラックの前記前面に取り付けられる垂
直に配向されたプレナムである、
　液冷電子機器ラック。
【請求項５】
　前記複数の熱伝達エレメントのうちの少なくとも１つの熱伝達エレメントの前記水平に
延びる熱伝達部材または前記垂直に延びる熱インターフェース・プレートのうちの少なく
とも一方が、その前記熱輸送路の一部分を画定し、前記それぞれの電子サブシステムの前
記１つまたは複数の発熱コンポーネントによって発生された熱を前記液冷冷却構造体に輸
送するのを容易にするヒート・パイプを含む、請求項４記載の液冷電子機器ラック。
【請求項６】
　前記複数の熱伝達エレメントの前記垂直に延びる熱インターフェース・プレートがそれ
ぞれ、前記電子機器ラックに対する前記それぞれの電子サブシステムのスライド式のドッ
キングまたはドッキング解除を容易にするためのハンドルと、前記それぞれの電子サブシ
ステムが前記電子機器ラック内にドッキングされたときに、前記液冷冷却構造体に対する
前記垂直に延びる熱インターフェース・プレートの物理的接触を維持するのを容易にする
ように構成された少なくとも１つの保持エレメントを含む、請求項４記載の液冷電子機器
ラック。
【請求項７】
　前記液冷冷却構造体が複数の水平に延びる液冷冷却バーを含み、各水平に延びる液冷冷
却バーが、それに結合された複数のそれぞれの熱伝達エレメントを介して複数の電子サブ
システムを冷却するように構成される、請求項４記載の液冷電子機器ラック。
【請求項８】
　液冷電子機器ラックを製作する方法であって、
　複数のサブシステム・ドッキング・ポートを含む電子機器ラックと、前記電子機器ラッ
クに対して複数の電子サブシステムをドッキングまたはドッキング解除するために前記複
数のサブシステム・ドッキング・ポートに対してスライド可能である複数の電子サブシス
テムとを使用することと、
　前記電子機器ラック内にドッキングされたときに前記複数の電子サブシステムの冷却を
容易にするための冷却装置を設けることであって、前記冷却装置を設けることが、
　前記複数のサブシステム・ドッキング・ポートに隣接して前記電子機器ラックに液冷冷
却構造体を取り付けることであって、前記液冷冷却構造体が熱伝導材料を含み、それを通
って延びる少なくとも１つの冷却液キャリング・チャネルを含むことと、
　複数の熱伝達エレメントを設け、前記複数の電子サブシステムのうちのそれぞれの電子
サブシステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントに各熱伝達エレメントを固定するこ
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とと、
　を含み、前記それぞれの電子サブシステムが前記電子機器ラック内にドッキングされた
ときに、各熱伝達エレメントが前記液冷冷却構造体に物理的に接触するように構成され、
各熱伝達エレメントが、前記それぞれの電子サブシステムの前記１つまたは複数の発熱コ
ンポーネントから前記液冷冷却構造体への熱輸送路を提供し、前記電子サブシステムが、
前記液冷冷却構造体を通る冷却液の流れに影響せずに前記電子機器ラック内にドッキング
可能であるかまたは前記電子機器ラックからドッキング解除可能であり、
　前記電子サブシステムが冷却すべき複数の発熱コンポーネントを含み、前記熱伝達エレ
メントが水平に延びる部分と垂直に延びる部分とを含み、前記水平に延びる部分が前記冷
却すべき複数の発熱コンポーネントのうちの少なくともいくつかの発熱コンポーネントと
の熱によるインターフェースが取られ、前記垂直に延びる部分が、前記液冷冷却構造体が
前記ハウジングの前記前面に取り付けられ、前記電子サブシステムが前記ハウジング内に
ドッキングされたときに、前記液冷冷却構造体の前面に物理的に接触するようにサイズ調
整され構成され、
　前記液冷冷却構造体が前記電子機器ラックの前面を横切って延びる複数の液冷冷却バー
を含み、前記電子機器ラックの前記複数のサブシステム・ドッキング・ポートが前記電子
機器ラックの前記前面からアクセス可能であり、各液冷冷却バーがそれを通って延びる少
なくとも１つの冷却液キャリング・チャネルを含み、前記液冷冷却構造体が、前記電子機
器ラックの前記前面を横切って延びる前記複数の液冷冷却バーの前記冷却液キャリング・
チャネルと流体で連絡している冷却液吸入口プレナムおよび冷却液排出口プレナムをさら
に含み、前記方法が、前記冷却液吸入口プレナムおよび前記冷却液排出口プレナムを前記
電子機器ラックの前記前面に垂直に取り付けることと、前記複数の液冷冷却バーを前記電
子機器ラックの前記前面を横切って水平に取り付けることとをさらに含み、
　前記液冷冷却構造体を設けることが、前記冷却液吸入口プレナムと、冷却液排出口プレ
ナムと、複数の液冷冷却バーとを含むモノリシック構造体として前記液冷冷却構造体を設
けることを含み、前記電子機器ラックが複数列のサブシステム・ドッキング・ポートを含
み、前記複数の液冷冷却バーが、前記複数の熱伝達エレメントを使用して前記複数列のサ
ブシステム・ドッキング・ポート内にドッキングされた電子サブシステムの冷却を容易に
する、
　前記方法。
【請求項９】
　前記複数の熱伝達エレメントを設けることが、それぞれの電子サブシステムの少なくと
も１つの発熱コンポーネントに各熱伝達エレメントを物理的に接続することと、前記それ
ぞれの電子サブシステムが前記電子機器ラック内にドッキングされたときに、前記液冷冷
却構造体に対する前記熱伝達エレメントの物理的接触を維持するのを容易にするように構
成された少なくとも１つの保持エレメントを各熱伝達エレメントに設けることとをさらに
含む、請求項８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱伝達メカニズムに関し、詳細には、１つまたは複数の電子サブシステムに
よって発生された熱を除去するための冷却装置、液冷電子機器ラック、およびその製作方
法に関する。さらに詳細には、本発明は、電子機器ラック用の前面取り付け液冷冷却構造
体を含む、冷却装置および冷却電子機器ラックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　既知の通り、動作中の電子デバイスは熱を発生する。デバイス接合温度を望ましい限度
内に維持するために、この熱はデバイスから除去しなければならず、熱を効果的に除去し
損なうと、結果的にデバイス温度が上昇し、潜在的に熱暴走状態に至る。ＣＭＯＳなど、
熱管理が伝統的にあまり関心事ではなかった技術を含み、電子デバイスのための熱除去を
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含む、熱管理の重要性を高めるために、電子工業におけるいくつかのトレンドが結集して
いる。特に、より高速でより高密度にパックされた回路の必要性は、熱管理の重要性に直
接的な影響を及ぼしている。第一に、デバイスの動作周波数が上昇するにつれて、ワット
損、したがって、熱発生が増加する。第二に、動作周波数の上昇は低いデバイス接合温度
でも発生する可能性がある。さらに、ますます多くのデバイスが単一チップ上にパックさ
れるにつれて、熱流束（ワット／ｃｍ２）が増加し、その結果、所与のサイズのチップま
たはモジュールからより多くの電力を除去する必要が発生する。このようなトレンドが結
集して、ヒート・パイプまたは蒸気チャンバとともに空冷ヒート・シンクを使用すること
など、伝統的な空冷方法のみによって最新のデバイスから熱を除去することがもはや望ま
しくないような適用例を作り出している。このような空冷技法は本質的に、高出力密度を
備えた電子デバイスから熱を抽出する能力が限られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、現在および将来の高熱負荷かつ高熱流束の電子デバイスおよびシステムを
冷却する必要性により、液体冷却を使用する積極的な熱管理技法の開発が要求されている
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様では、電子サブシステムの冷却を容易にするための冷却装置を提供することによ
り、従来技術の短所が克服され、追加の利点が提供される。この冷却装置は、液冷冷却構
造体と熱伝達エレメント（heat transfer element）とを含む。液冷冷却構造体はハウジ
ングの前面に取り付けられるように構成され、電子サブシステムはそのハウジング内にド
ッキングするように構成される。電子サブシステムは、ハウジングの前面からハウジング
に対してそれをドッキングまたはドッキング解除するために、ハウジングに対してスライ
ド可能である。液冷冷却構造体は、熱伝導材料を含み、それを通って延びる少なくとも１
つの冷却液キャリング・チャネル（coolant-carrying channel）を含む。熱伝達エレメン
トは、電子サブシステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントに結合するように構成さ
れ、液冷冷却構造体がハウジングの前面に取り付けられ、熱伝達エレメントが電子サブシ
ステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントに結合され、電子サブシステムがハウジン
グ内にドッキングされたときに、液冷冷却構造体に物理的に接触するように構成され、熱
伝達エレメントは、電子サブシステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントから液冷冷
却構造体への熱輸送路（thermal transport path）を提供し、電子サブシステムは、液冷
冷却構造体を通る冷却液の流れに影響せずにハウジング内にドッキング可能であるかまた
はハウジングからドッキング解除可能である。
【０００５】
　他の態様では、複数のサブシステム・ドッキング・ポートを含む電子機器ラックと、電
子機器ラックに対してそれをドッキングまたはドッキング解除するために、電子機器ラッ
クの前面から複数のサブシステム・ドッキング・ポートに対してスライド可能である複数
の電子サブシステムと、電子機器ラック内にドッキングされたときに複数の電子サブシス
テムの冷却を容易にするための冷却装置とを含む、液冷電子機器ラックが提供される。冷
却装置は、電子機器ラックの前面に取り付けられる液冷冷却構造体と、複数の熱伝達エレ
メントとを含む。液冷冷却構造体は、熱伝導材料を含み、それを通って延びる少なくとも
１つの冷却液キャリング・チャネルを含む。各熱伝達エレメントは、複数の電子サブシス
テムのうちのそれぞれの電子サブシステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントに結合
され、それぞれの電子サブシステムが電子機器ラック内にドッキングされたときに、液冷
冷却構造体に物理的に接触するように構成され、各熱伝達エレメントは、それぞれの電子
サブシステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントから液冷冷却構造体への熱輸送路を
提供し、複数の電子サブシステムは、液冷冷却構造体を通る冷却液の流れに影響せずに電
子機器ラック内にドッキング可能であるかまたは電子機器ラックからドッキング解除可能
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である。
【０００６】
　他の態様では、液冷電子機器ラックを製作する方法が提供される。この方法は、複数の
サブシステム・ドッキング・ポートを含む電子機器ラックと、電子機器ラックに対してそ
れをドッキングまたはドッキング解除するために、複数のサブシステム・ドッキング・ポ
ートに対してスライド可能である複数の電子サブシステムとを使用することと、電子機器
ラック内にドッキングされたときに複数の電子サブシステムの冷却を容易にするための冷
却装置を設けることとを含む。冷却装置を設けることは、複数のサブシステム・ドッキン
グ・ポートに隣接して電子機器ラックに液冷冷却構造体を取り付けることであって、液冷
冷却構造体が熱伝導材料を含み、それを通って延びる少なくとも１つの冷却液キャリング
・チャネルを含むことと、複数の熱伝達エレメントを設け、複数の電子サブシステムのう
ちのそれぞれの電子サブシステムの１つまたは複数の発熱コンポーネントに各熱伝達エレ
メントを固定することとを含む。それぞれの電子サブシステムが電子機器ラック内にドッ
キングされたときに、各熱伝達エレメントが液冷冷却構造体に物理的に接触するように構
成され、各熱伝達エレメントが、それぞれの電子サブシステムの１つまたは複数の発熱コ
ンポーネントから液冷冷却構造体への熱輸送路を提供し、電子サブシステムが、液冷冷却
構造体を通る冷却液の流れに影響せずに電子機器ラック内にドッキング可能であるかまた
は電子機器ラックからドッキング解除可能である。
【０００７】
　さらに、本発明の技法により追加の特徴および利点が実現される。本発明のその他の実
施形態および態様については本明細書に詳細に記載されており、請求された本発明の一部
と見なされる。
【０００８】
　本発明と見なされる主題は、本明細書の結びにある特許請求の範囲で詳細に指摘され、
明確に請求される。本発明の上記その他の目的、特徴、および利点は、添付図面に併せて
取られた以下の詳細な説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】空冷データ・センタの従来の上げ床レイアウトの一実施形態を描写する図である
。
【図２】本発明の一態様により、データ・センタの１つまたは複数の電子機器ラックの液
体冷却のための冷却水配分装置の一実施形態を描写する図である。
【図３】本発明の一態様により、電子サブシステムのコンポーネントを冷却するための空
気および液体冷却システムを示す電子サブシステム・レイアウトの一実施形態の平面図で
ある。
【図４】本発明の一態様により、それぞれにそれぞれの冷却装置が関連付けられている冷
却すべき８つの発熱電子コンポーネントまたはデバイスを電子サブシステムが含み、部分
的に組み立てられた電子サブシステム・レイアウトの詳細な一実施形態を描写する図であ
る。
【図５Ａ】本発明の他の態様により、液冷冷却装置とともに変更すべき空冷電子機器ラッ
クの他の実施形態の断面平面図である。
【図５Ｂ】本発明の一態様により、その線５Ｂ－５Ｂに沿って取られ、液冷冷却装置とと
もに変更すべき、図５Ａの電子機器ラックの実施形態の１列の垂直に配向された電子サブ
システム全体の断面立面図である。
【図６Ａ】本発明の一態様により、液冷冷却装置とともに変更すべき、図５Ａおよび図５
Ｂの空冷電子機器ラックの側面図である。
【図６Ｂ】本発明の一態様により、その線６Ｂ－６Ｂに沿って取られ、液冷冷却装置とと
もに変更すべき、図６Ａの空冷電子機器ラックの断面立面図である。
【図７】本発明の一態様により、液冷電子機器ラックの一実施形態の部分分解斜視図であ
る。
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【図８Ａ】本発明の一態様により、図７の液冷電子機器ラックの冷却装置のＬ形熱伝達エ
レメントおよび電子サブシステムの部分分解図である。
【図８Ｂ】本発明の一態様により、図７の液冷電子機器ラックの冷却装置のＬ形熱伝達エ
レメントの水平に延びる熱伝達部材内のヒート・パイプを示す、図８ＡのＬ形熱伝達エレ
メントの部分切取図である。
【図９】本発明の一態様により、図７の液冷電子機器ラックの冷却装置およびいくつかの
電子サブシステムの部分斜視図である。
【図１０】本発明の一態様により、冷却装置の液冷冷却構造体（複数も可）への熱輸送路
を提供する、それぞれのＬ形熱伝達エレメントと物理的に接触しているその発熱電子コン
ポーネントとともに動作位置にドッキングされた３つの電子サブシステムを示す、図９の
構造体の部分斜視図である。
【図１１】本発明の一態様により、図７の液冷電子機器ラックの冷却装置用のＴ形熱伝達
エレメントおよび電子サブシステムの部分分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書で使用する「電子機器ラック」、「ラック・マウント電子機器」、および「ラ
ック・ユニット」という用語は、区別なく使用され、他の指定がない限り、コンピュータ
・システムまたは電子システムの１つまたは複数の発熱コンポーネントを有する任意のハ
ウジング、フレーム、ラック、コンパートメント、ブレード・サーバ・システムなどを含
み、たとえば、ハイエンド、中間、またはローエンドの処理能力を有するスタンドアロン
・コンピュータ・プロセッサにすることができる。一実施形態では、電子機器ラックは、
複数の電子サブシステムまたはドロワを含むことができ、それぞれは、冷却を必要とし、
そこに配置された１つまたは複数の発熱コンポーネントを有する。「電子サブシステム」
は、そこに配置された１つまたは複数の発熱電子デバイスを有する任意のサブハウジング
、ブレード、ブック、ドロワ、ノード、コンパートメントなどを指す。電子機器ラックの
各電子サブシステムは電子機器ラックに対して移動可能なものまたは固定されたものにす
ることができ、ブレード・センタ・システムのラック・マウント電子機器ドロワおよびブ
レードは冷却すべき電子機器ラックのサブシステムの２つの例である。
【００１１】
　「発熱コンポーネント」または「電子コンポーネント」は、たとえば、冷却を必要とす
るコンピュータ・システムまたはその他の電子サブシステムあるいはユニットの任意の発
熱電子デバイスを指す。一例として、電子コンポーネントは、１つまたは複数のプロセッ
サ・チップ、メモリ・チップ、およびメモリ・サポート・チップを含む、冷却すべき１つ
または複数の集積回路ダイ（またはチップ）あるいはその他の電子デバイスまたはその両
方を含むことができる。他の一例として、電子コンポーネントは、共通キャリア上に配置
された１つまたは複数のベア・ダイあるいは１つまたは複数のパッケージ化されたダイを
含むことができる。本明細書で使用する「１次発熱コンポーネント」は電子サブシステム
内の１次発熱電子デバイスを指し、「２次発熱コンポーネント」は冷却すべき１次発熱コ
ンポーネントより熱を発生しない、電子サブシステムの電子デバイスを指す。「１次発熱
ダイ」は、たとえば、１次および２次発熱ダイを含む発熱電子デバイス内の１次発熱ダイ
またはチップを指す（プロセッサ・ダイが一例である）。「２次発熱ダイ」は、その１次
発熱ダイより熱を発生しない、マルチダイ電子デバイスのダイを指す（メモリ・ダイおよ
びメモリ・サポート・ダイが冷却すべき２次ダイの例である）。一例として、発熱電子デ
バイスは、共通キャリア上の複数の１次発熱ベア・ダイと複数の２次発熱ダイを含むこと
ができるであろう。さらに、「コールド・プレート」という用語は、それを通って冷却液
を流すためにそこに形成された１つまたは複数のチャネルまたは通路を有する任意の熱伝
導構造体を指す。加えて、「冶金接合」は、本明細書では一般に、２つのコンポーネント
が何らかの手段によってまとめて溶接、蝋付け、または半田付けされることを指す。
【００１２】
　本明細書で使用する「液冷式液体熱交換器」は、たとえば、相互に熱的または機械的に
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接触している熱伝導チューブ（銅またはその他のチューブなど）から形成された２つまた
はそれ以上の冷却液流路を含むことができる。液冷式液体熱交換器のサイズ、構成、およ
び構造は、本明細書に開示された本発明の範囲から逸脱せずに様々になる可能性がある。
さらに、「データ・センタ」は、冷却すべき１つまたは複数の電子機器ラックを含むコン
ピュータ設備を指す。特定の一例として、データ・センタは、サーバ・ユニットなど、１
列または複数列のラック・マウント演算装置を含むことができる。
【００１３】
　ファシリティ冷却液とシステム冷却液の一例は水である。しかし、本明細書に開示され
た冷却概念は、容易にファシリティ側あるいはシステム側またはその両方でその他のタイ
プの冷却液とともに使用するようになっている。たとえば、冷却液のうちの１つまたは複
数は、依然として本発明の利点および固有の特徴を維持しながら、ブライン、フルオロカ
ーボン液、ハイドロフルオロエーテル液、液体金属、またはその他の同様の冷却液あるい
は冷却剤を含むことができる。
【００１４】
　以下で図面を参照するが、図面はその理解を容易にするために一定の縮尺で描かれてい
るわけではなく、異なる図面全体を通して使用する同じ参照番号は同じかまたは同様の構
成要素を示している。
【００１５】
　図１は、従来技術で典型的な空冷データ・センタ１００の上げ床レイアウトを描写して
おり、複数の電子機器ラック１１０が１列または複数列に配置されている。図１に描写さ
れているようなデータ・センタは、数百または数千ものマイクロプロセッサを収容するこ
とができる。図示の配置では、冷却した空気は、コンピュータ・ルームの上げ床１４０と
基礎または下張り床１６５との間に画定された給気プレナム１４５から穴あき床タイル１
６０を介してコンピュータ・ルームに入る。冷却した空気は、電子機器ラックの吸気口側
１２０のルーバ・カバーから取り込まれ、電子機器ラックの背面（すなわち、吹き出し口
側１３０）から排出される。各電子機器ラック１１０は、ラックのサブシステム（複数も
可）内の電子デバイスを冷却するために強制的な吸入口から排出口への空気流を提供する
ために、１つまたは複数の空気移動装置（たとえば、ファンまたはブロワ）を有すること
ができる。給気プレナム１４５は、コンピュータ設備の「冷たい」アイル内に配置された
穴あき床タイル１６０を介して電子機器ラックの吸気口側に調節し冷却した空気を提供す
る。調節し冷却した空気は、同じくデータ・センタ１００内に配置された１つまたは複数
の空調ユニット１５０によってプレナム１４５に供給される。大気は、その上部部分付近
で各空調ユニット１５０に取り込まれる。この大気は、部分的に、たとえば、電子機器ラ
ック１１０の対向する吹き出し口側１３０によって画定されたコンピュータ設備の「熱い
」アイルから排出された空気を含む可能性もある。
【００１６】
　電子機器ラックを通る必要な空気流が絶えず増加し、典型的なデータ・センタ設備内の
空気分配が制限されることにより、液体ベースの冷却が従来の空冷と組み合わされている
。図２～図４は、電子機器ラック内に配置された高熱発生電子デバイスに結合された１つ
または複数のコールド・プレートを備えた液体ベースの冷却システムを使用するデータ・
センタ実装例の一実施形態を示している。
【００１７】
　図２は、データ・センタ用の冷却水配分装置２００の一実施形態を部分的に描写してい
る。この冷却水配分装置は、伝統的に、完全なエレクトロニクス・フレームと見なされる
ものを占める大型ユニットである。冷却水配分装置２００内には、電源／制御エレメント
２１２、リザーバ／膨張タンク２１３、熱交換器２１４、ポンプ２１５（しばしば余分な
第２のポンプが付随する）、ファシリティ用吸水口２１６および排水口２１７の供給管、
カップリング２２０およびライン２２２を介して電子機器ラック１１０に水またはシステ
ム冷却液を供給する供給マニホルド２１８、ライン２２３およびカップリング２２１を介
して電子機器ラック１１０から水を受け取る戻りマニホルド２１９が存在する。各電子機
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器ラックは（一例では）、その電子機器ラック用の電源／制御ユニット２３０と、複数の
電子サブシステム２４０と、システム冷却液供給マニホルド２５０と、システム冷却液戻
りマニホルド２６０とを含む。図示の通り、各電子機器ラック１１０は、データ・センタ
の上げ床１４０上に配置されており、システム冷却液供給マニホルド２５０にシステム冷
却液を提供するライン２２２と、システム冷却液戻りマニホルド２６０からシステム冷却
液の戻りを容易にするライン２２３は上げ床の下の給気プレナム内に配置されている。
【００１８】
　図示の実施形態では、システム冷却液供給マニホルド２５０は、ラック内の供給マニホ
ルドとそれぞれの電子サブシステムとの間に配置されているフレキシブル・ホース接続部
２５１を介して電子サブシステムの冷却システムに（詳細には、その液冷コールド・プレ
ートに）システム冷却液を提供する。同様に、システム冷却液戻りマニホルド２６０はフ
レキシブル・ホース接続部２６１を介して電子サブシステムに結合される。フレキシブル
・ホース２５１、２６１と個々の電子サブシステムとの間の境界ではクイック・コネクト
・カップリングを使用することができる。一例として、これらのクイック・コネクト・カ
ップリングは、米国ミネソタ州セントポールのコールダー・プロダクツ社または米国オハ
イオ州クリーブランドのパーカー・ハニフィン社から入手可能なものなど、様々なタイプ
の市販のカップリングを含むことができる。
【００１９】
　図示されていないが、電子機器ラック１１０は、その吹き出し口側に配置された空冷式
液体熱交換器も含むことができ、これもシステム冷却液供給マニホルド２５０からシステ
ム冷却液を受け取り、システム冷却液戻りマニホルド２６０にシステム冷却液を返す。
【００２０】
　図３は、電子サブシステム３１３のコンポーネント・レイアウトの一実施形態を描写し
ており、１つまたは複数の空気移動装置３１１が強制的な空気流３１５を提供して電子サ
ブシステム３１３内の複数のコンポーネント３１２を冷却する。冷気はサブシステムの前
面３３１から取り込まれ、背面３３３から排出される。冷却すべき複数のコンポーネント
としては、（液体ベースの冷却システムの）液冷コールド・プレート３２０が結合された
複数のプロセッサ・モジュール、ならびに空冷ヒート・シンクが結合された複数アレイの
メモリ・モジュール３３０（たとえば、デュアル・インライン・メモリ・モジュール（Ｄ
ＩＭＭ））および複数列のメモリ・サポート・モジュール３３２（たとえば、ＤＩＭＭ制
御モジュール）を含む。図示の実施形態では、メモリ・モジュール３３０およびメモリ・
サポート・モジュール３３２は、電子サブシステム３１３の前面３３１付近で部分的に整
列し、電子サブシステム３１３の背面３３３付近で部分的に整列している。また、図３の
実施形態では、メモリ・モジュール３３０およびメモリ・サポート・モジュール３３２は
電子サブシステムを横切る空気流３１５によって冷却される。
【００２１】
　図示の液体ベースの冷却システムは、液冷コールド・プレート３２０に接続され、それ
と流体で連絡している複数の冷却液キャリング・チューブをさらに含む。冷却液キャリン
グ・チューブは複数組の冷却液キャリング・チューブを含み、それぞれの組は（たとえば
）冷却液供給チューブ３４０と、ブリッジ・チューブ３４１と、冷却液戻りチューブ３４
２とを含む。この例では、各組のチューブは直列接続の１対のコールド・プレート３２０
（１対のプロセッサ・モジュールに結合される）に冷却液を提供する。冷却液は、冷却液
供給チューブ３４０を介して各対の第１のコールド・プレート内に流れ、ブリッジ・チュ
ーブまたはライン３４１を介してその対の第１のコールド・プレートから第２のコールド
・プレートに流れ、そのラインは熱伝導性である場合もあれば、そうではない場合もある
。その対の第２のコールド・プレートからそれぞれの冷却液戻りチューブ３４２を介して
冷却液が戻される。
【００２２】
　図４は、それぞれに液体ベースの冷却システムのそれぞれの液冷コールド・プレートが
結合されている、８つのプロセッサ・モジュールを含む、代替の電子サブシステム・レイ
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アウトをより詳細に描写している。液体ベースの冷却システムは、液冷コールド・プレー
トによる冷却液の通過を容易にするための関連の冷却液キャリング・チューブと、液冷コ
ールド・プレートへの冷却液の配分および液冷コールド・プレートからの冷却液の戻りを
容易にするためのヘッダ・サブアセンブリとをさらに含むように示されている。特定の例
として、液体ベースの冷却サブシステムを通過する冷却液は冷却し調節した水である。
【００２３】
　図４は、電子サブシステムまたはドロワおよびモノリシック冷却システムの一実施形態
の等角図である。描写されているプレーナ・サーバ・アセンブリは、冷却すべきメモリＤ
ＩＭＭソケットおよび様々な電子デバイスが物理的かつ電気的に取り付けられた多層プリ
ント回路基板を含む。描写されている冷却システムでは、供給ヘッダは単一の吸水口から
複数の並列冷却液流路に冷却液を配分するために設けられ、戻りヘッダは排出された冷却
液を複数の並列冷却液流路から単一の排出口内に収集する。各並列冷却液流路は、コール
ド・プレートが機械的かつ熱的に結合される１つまたは複数の電子デバイスの冷却を容易
にするために直列の流れ配置として１つまたは複数のコールド・プレートを含む。並列流
路の数および直列接続の液冷コールド・プレートの数は、たとえば、所望のデバイス温度
、使用可能な冷却液の温度と冷却液の流量、ならびに各電子デバイスから放散されている
全熱負荷によって決まる。
【００２４】
　詳細には、図４は、冷却すべき１次発熱コンポーネント（たとえば、プロセッサ・ダイ
を含む）に結合された、部分的に組み立てられた電子サブシステム４１３および組み立て
られた液体ベースの冷却システム４１５を描写している。この実施形態では、電子システ
ムは、電子機器ラックの電子機器ドロワのために（または、電子機器ドロワとして）構成
され、一例として、サポート基板またはプレーナ・ボード４０５と、複数のメモリ・モジ
ュール・ソケット４１０（メモリ・モジュール（たとえば、デュアル・インライン・メモ
リ・モジュール）は図示せず）と、複数列のメモリ・サポート・モジュール４３２（それ
ぞれに空冷ヒート・シンク４３４が結合されている）と、液体ベースの冷却システム４１
５の液冷コールド・プレート４２０の下に配置された複数のプロセッサ・モジュール（図
示せず）とを含む。
【００２５】
　液冷コールド・プレート４２０に加えて、液体ベースの冷却システム４１５は、それぞ
れの液冷コールド・プレート４２０と流体で連絡している冷却液供給チューブ４４０およ
び冷却液戻りチューブ４４２を含む、複数の冷却液キャリング・チューブを含む。また、
冷却液キャリング・チューブ４４０、４４２は、冷却液供給チューブへの冷却液の配分お
よび冷却液戻りチューブ４４２からの冷却液の戻りを容易にするヘッダ（またはマニホル
ド）サブアセンブリ４５０にも接続されている。この実施形態では、電子サブシステム４
１３の前面４３１により近いメモリ・サポート・モジュール４３２に結合された空冷ヒー
ト・シンク４３４は、電子サブシステム４１３の背面４３３付近でメモリ・サポート・モ
ジュール４３２に結合された空冷ヒート・シンク４３４’より高さが低い。この実施形態
では、ヘッダ・サブアセンブリ４５０が電子機器ドロワの前面４３１にあり、複数の液冷
コールド・プレート４２０がドロワの中間にあるので、このサイズ差は冷却液キャリング
・チューブ４４０、４４２を収容するためのものである。
【００２６】
　液体ベースの冷却システム４１５は、それぞれの発熱電子デバイスとかみ合うための間
隔関係に配置され構成された複数の（組み立て済み）液冷コールド・プレート４２０を含
む、事前構成されたモノリシック構造体を含む。各液冷コールド・プレート４２０は、こ
の実施形態では、冷却液吸入口および冷却液排出口、ならびに取り付けサブアセンブリ（
すなわち、コールド・プレート／ロード・アーム・アセンブリ）を含む。各取り付けサブ
アセンブリは、そのそれぞれの液冷コールド・プレート４２０を関連の電子デバイスに結
合して、コールド・プレートと電子デバイスのアセンブリを形成するために使用される。
組み立てプロセス中に位置合わせピンまたは位置決めドエルを受け入れるために、コール
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ド・プレートの両側に位置合わせ開口部（すなわち、貫通孔）が設けられている。さらに
、取り付けアセンブリの使用を容易にするコネクタ（またはガイド・ピン）が取り付けサ
ブアセンブリ内に含まれている。
【００２７】
　図４に示されている通り、ヘッダ・サブアセンブリ４５０は、２つの液体マニホルド、
すなわち、冷却液供給ヘッダ４５２と冷却液戻りヘッダ４５４とを含み、これらは一実施
形態では支持ブラケットを介してまとめて結合されている。図４のモノリシック冷却構造
体では、冷却液供給ヘッダ４５２は各冷却液供給チューブ４４０と流体で連絡して冶金接
合され、冷却液戻りヘッダ４５４は各冷却液戻りチューブ４４２と流体で連絡して冶金接
合されている。単一の冷却液吸入口４５１と単一の冷却液排出口４５３は、電子機器ラッ
クの冷却液供給マニホルドおよび冷却液戻りマニホルド（図示せず）に結合するためにヘ
ッダ・サブアセンブリから延びている。
【００２８】
　図４は、事前構成された冷却液キャリング・チューブの一実施形態も描写している。冷
却液供給チューブ４４０および冷却液戻りチューブ４４２に加えて、たとえば、１つの液
冷コールド・プレートの冷却液排出口を他の液冷コールド・プレートの冷却液吸入口に結
合して連続した流体の流れでコールド・プレート同士を接続するために、ブリッジ・チュ
ーブまたはライン４４１が設けられ、この１対のコールド・プレートはそれぞれ１組の冷
却液供給チューブおよび冷却液戻りチューブを介して冷却液を受け取り、返す。一実施形
態では、冷却液供給チューブ４４０、ブリッジ・チューブ４４１、および冷却液戻りチュ
ーブ４４２はそれぞれ、銅またはアルミニウムなどの熱伝導材料で形成された事前構成半
硬質チューブであり、これらのチューブはそれぞれ、ヘッダ・サブアセンブリあるいは液
冷コールド・プレートまたはその両方に対して液密状に蝋付け、半田付け、または溶接さ
れている。これらのチューブは、特定の電子システムとのかみ合い関係にあるモノリシッ
ク構造体の設置を容易にするためにその電子システム向けに事前構成される。
【００２９】
　上述の液体ベースの冷却システムの問題は、たとえば、ヘッダ・サブアセンブリとラッ
クレベルの冷却液供給マニホルドおよび冷却液戻りマニホルドとの間に複数の液体接続部
が存在することと、ラック内の電子サブシステムまたは電子サブシステム内のコンポーネ
ントの除去あるいは交換またはその両方に対応するためにこれらの接続部のうちの複数個
を壊す必要が生じると思われることである。交換を行うべきときに電子機器ラックが現場
にあって使用中である場合、これは問題となる可能性がある。したがって、複数の液体接
続部は、信頼性および保守容易性の両方の見地から望ましくない。加えて、電子サブシス
テム内のコールド・プレートへの冷却液コンジット接続部を使用することにより、水など
の冷却液が能動回路コンポーネント上に漏れ、その結果、損傷が発生する恐れがあるとい
う望ましくない可能性がある。したがって、ラック内に位置決めされた電子サブシステム
あるいは電子サブシステム内の１つまたは複数のコンポーネントの保守または除去のため
に流体接続を遮断する必要なしに、しかも、電子サブシステムの内部またはエレクトロニ
クス・フレームの内部に冷却液が存在するかまたはそこに入れられることなしに、「ブレ
ード状」パッケージなどの電子サブシステムに液体冷却の利点を提供する代替の液体ベー
スの冷却手法について、（図５Ａ～図１０に関連して）以下に説明する。
【００３０】
　図５Ａ～図６Ｂは、強制空冷によって冷却される、代替の電子機器ラックの実施形態を
示している。図５Ａおよび図６Ａに例示されている通り、大気は、電子機器ラック内の電
子コンポーネントを冷却するために電子機器ラック５００の吸気口側５０１に入り、その
後、電子機器ラックの背面５０２から加熱空気として排出される。この空気流を容易にす
るために、電子機器ラック５００は、電子機器ラックの電子サブシステム内の電子コンポ
ーネントを冷却するために強制的な吸入口から排出口への空気流を提供する、ファンまた
はブロワなど、１つまたは複数の空気移動装置５１０（図５Ａ）を含むことができる。
【００３１】
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　図５Ａおよび図５Ｂには、複数の電子サブシステム５２０が列５１５に並んで示されて
おり、各電子サブシステムは回路基板５２１またはその他の支持基板を含み、複数の発熱
電子コンポーネント５２２がそこに配置され、この発熱電子コンポーネントは、一実施形
態では、同じタイプかまたは異なるタイプの電子モジュールを含むことができる。たとえ
ば、各発熱電子コンポーネント５２２はディスク・ドライブを含む可能性があり、各回路
基板５２１は冷却を必要とするディスク・ドライブのアレイを支持する。他の諸実施形態
では、発熱コンポーネントは、冷却を必要とし、様々なサイズおよび形状の回路モジュー
ル、プロセッサ、メモリ、またはその他の論理装置など、種々のタイプの電子コンポーネ
ントを含むことができる。
【００３２】
　図５Ａ～図６Ｂの各電子サブシステム５２０は、（一例としてのみ）電子機器ラックに
対して、特に、電気的バックプレーン（electrical backplane）５３０（図５Ａ）に対し
てドッキングしドッキング解除する、垂直に配向された電子サブシステムである。電気的
バックプレーン５３０は電子サブシステム間の電力および通信接続を可能にする。詳細な
一例として、各電子サブシステムは、マルチブレード・センタ・システムの１つのブレー
ドである。
【００３３】
　図６Ｂに例示されている通り、実装例に応じて、電子機器ラック内に複数列５１５の電
子サブシステムを設けることもできる。このタイプのパッケージ化配置の一例は、ニュー
ヨーク州アーモンクのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ社によって提供される
ブレード・センタ・システムによってもたらされ、そのブレード・サーバは冷却すべき電
子サブシステムの一例である。
【００３４】
　以下に記載する図７～図１０は、本発明の一態様により、冷却装置、液冷電子機器ラッ
ク、およびその製作方法の一例を示している。
【００３５】
　図７の液冷電子機器ラックに例示されている通り、冷却装置７００は、（一実施形態で
は）電子機器ラック５００の前面５０１に取り付けられる液冷冷却構造体７１０、ならび
に、それぞれが冷却すべきそれぞれの電子サブシステム５２０の１つまたは複数の発熱コ
ンポーネントに結合される複数のＬ形熱伝達エレメント７２０を含む。本明細書で使用す
る電子機器ラック５００の「前面」は、それにより電子機器ラック内に画定された複数の
それぞれのサブシステム・ドッキング・ポートに対して電子サブシステムがドッキングま
たはドッキング解除される、アクセス・プレーンを指す。さらに、ドッキングされると、
電子サブシステムは、その電子サブシステムが電子機器ラック内で動作可能に配置される
ように電子機器ラックの電気的バックプレーンに電気的に結合されていると想定される。
【００３６】
　図示の実施形態では、液冷冷却構造体７１０は、冷却液吸入口プレナム７１１と、冷却
液排出口プレナム７１２と、複数の水平に延びる液冷冷却バー７１３とを含むモノリシッ
ク構造体であり、それぞれの電子サブシステム５２０が電子機器ラック内にドッキングさ
れると、Ｌ形熱伝達エレメント７２０がその液冷冷却バー７１３に対して物理的に接触す
るかあるいは取り付けられるかまたはその両方を行う。例示されている通り、冷却液吸入
口プレナム７１１は、供給チューブ７１４を介して、システムまたはファシリティ水源な
どの冷却液供給源と流体で連絡して結合され、冷却液排出口プレナム７１２は、戻りチュ
ーブ７１５を介して、システムまたはファシリティ水帰路などの冷却液帰路と流体で連絡
して結合されている。以下に詳細に説明する通り、電子サブシステム５２０の１つまたは
複数の発熱電子コンポーネントによって発生された熱は、Ｌ形熱伝達エレメントを通過す
る熱輸送路による伝導によって、電子機器ラックの前面に取り付けられる管状冷却バー構
造体などのそれぞれの液冷冷却バー７１３に伝達される。液冷冷却バー７１３は、液冷冷
却バー内の１つまたは複数の冷却液キャリング・チャネルを通って流れる冷却液（たとえ
ば、水）に対流によって熱を伝達し、冷却液は、たとえば、顧客のファシリティ水系によ
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る拒絶のためにその熱を運び去る。熱伝導は、熱伝達部材とそれぞれの液冷冷却バー７１
３がそれらの間の良好な熱伝導路との熱によるインターフェースを取ることを保証するた
めに、各熱伝達部材とそれぞれの液冷冷却バー７１３との間にサーマル・グリース（ther
mal grease）、熱伝導パッド、またはその他の間隙熱伝導層などの壊れやすい熱インター
フェース（thermal interface）を設けることにより、容易にすることができる。
【００３７】
　図７に例示されている通り、電子機器ラック５００は、電子機器ラックの１つまたは複
数の電気的バックプレーンにドッキングするかまたは差し込むためにブレード状電子サブ
システムがスライド式に挿入される、複数列のサブシステム・ドッキング・ポートを含む
。有利なことに、（一実施形態では）モノリシック構造体として液冷冷却構造体７１０を
設けることにより、電子機器ラックにおける冷却液接続部を最小限にするために複数の冷
却バーおよびマニホルド構造体が一元的に形成される一体化構造が提供される。この実施
形態では、単一の冷却液供給接続部と単一の冷却液戻り接続部がそれぞれ電子機器ラック
の底部の前面右側と左側で使用される。
【００３８】
　図８Ａは、図７の冷却した電子機器ラックの実施形態により、ブレード状電子サブシス
テム５２０およびＬ形熱伝達エレメント７２０の簡略分解図を描写している。例示されて
いる通り、電子サブシステム５２０は、回路基板５２１と、回路基板上に配置された複数
の電子コンポーネントまたはモジュール５２２とを含む、ブレードタイプ・パッケージ・
アセンブリである。電子サブシステムが電子機器ラック内にドッキングされるときに電子
機器ラックのそれぞれの電気的バックプレーンに電子サブシステムを差し込むために、回
路基板の１つのエッジに１つまたは複数の電気コネクタ（図示せず）も設けられるであろ
う。
【００３９】
　例示されている通り、Ｌ形熱伝達エレメント７２０は、水平に延びる部分８００と垂直
に延びる部分８１０とを含む。図示の実施形態では、水平に延びる部分は、垂直に延びる
部分８１０の一方の端部に冶金付着された水平に延びる熱伝達部材である。代わって、水
平に延びる部分８００および垂直に延びる部分８１０は、図８Ａに例示されている通りに
構成されたモノリシック構造体の種々の部分を含むことができるであろう。このようなモ
ノリシック構造体は、Ｌ形またはＴ形（図１１に関連して以下に述べるもの）にかかわら
ず、熱伝達エレメントにより潜在的に最良の熱伝達を行うことになるであろう。垂直に延
びる部分は、（一実施形態では）以下に詳述する通り、水平に延びる熱伝達部材の端部に
取り付けられ、それぞれの液冷冷却バーに物理的に接触する、熱インターフェース・プレ
ートである。水平に延びる熱伝達部材８００が冷却すべき１つまたは複数の電子コンポー
ネント５２２に接触しているように、その熱伝達部材８００を、たとえば、電子サブシス
テム５２０の回路基板５２１に固定するために、金属クリップ（図示せず）または同様の
ファスナを使用することができる。熱伝導は、熱伝達部材と冷却すべきそれぞれの発熱コ
ンポーネントがそのコンポーネントと熱伝達部材との間の良好な熱伝導路との熱によるイ
ンターフェースを取ることを保証するために、その熱伝達部材とコンポーネントとの間に
エポキシ、サーマル・グリース、熱伝導パッド、またはその他の間隙熱伝導層を設けるこ
とにより、容易にすることができる。回路基板５２１の上の様々な高さのコンポーネント
（図示せず）への接触を保証するために、コンポーネントに面する熱伝達部材の主表面上
に突起物またはランドを使用することができる。図８Ａには２つの別個のコンポーネント
として示されているが、Ｌ形熱伝達エレメントは、それにより熱輸送路を形成するように
構成された熱伝導材料を含む一元構造として製作できることに留意されたい。
【００４０】
　一実施形態では、水平に延びる熱伝達部材８００は１つまたは複数のヒート・パイプ８
２０を含み、熱インターフェース・プレート８１０は、中実な熱伝導プレートである場合
もあれば、それ自体も１つまたは複数のヒート・パイプを含む場合もある。例示されてい
る例では、３つの円柱形のヒート・パイプが水平に延びる熱伝達部材内に埋め込まれて示
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されている。周知の通り、ヒート・パイプは、蒸気の流れにより熱がその構造体の一方の
端部からもう一方の端部に移動できるようにし、芯またはスクリーン状のマトリックスに
よる毛管力の作用により液体凝縮液の戻りを可能にする中空構造体を含むことができる。
高濃度の蒸気は熱源により近いところに存在し、低濃度の蒸気はヒート・パイプのコンデ
ンサ（condenser：凝縮器）側端部に存在する可能性がある。その結果、部材の一方の端
部からもう一方の端部に熱を運ぶための蒸気の潜熱容量を利用して、部材の一方の端部か
らもう一方の端部への質量の流れが発生する。一実施形態では、図８Ｂの例示されている
熱伝達部材は、銅またはアルミニウムなどの熱伝導材料のブロックに適切なサイズの穴を
ドリルであけることによって製作することができ、その後、円柱形のヒート・パイプをそ
こに挿入することができる。
【００４１】
　図９および図１０は図７に描写されているものなどの液冷電子機器ラックの部分実施形
態を示しており、図９は、電子サブシステムとそれに結合されたＬ形熱伝達エレメントと
を含む冷却電子サブシステム・アセンブリを液冷電子機器ラック内の対応するサブシステ
ム・ドッキング・スロット内にスライドしている状態を示し、図１０は、Ｌ形熱伝達エレ
メントが液冷冷却バー７１３に物理的に接触し、電子機器ラック内のドッキング位置にあ
る冷却電子サブシステム・アセンブリを示している。
【００４２】
　図９に示されている通り、冷却電子サブシステム・アセンブリの電子機器ラック内への
挿入および除去を容易にするために、ハンドル９００が各熱インターフェース・プレート
８１０に取り付けられて設けられている。この実施形態では、熱インターフェース・プレ
ートと冷却バーとの良好な物理的接触、したがって、熱インターフェース・プレートから
冷却バーへの良好な熱輸送路を容易にするために、例示されている液冷冷却バー７１３内
のねじ付き開口部９２０へのねじ式取り付けのために２つの保持エレメント９１０（たと
えば、ねじ）が使用されている。保持ねじは一例としてのみ設けられている。熱インター
フェース・プレートと冷却バーとの間の良好な熱インターフェースを達成するために機械
的負荷を提供するための手段であれば、どのような手段でも保持エレメントとして使用す
ることができる。たとえば、単一保持ねじまたはクランプ・メカニズムを使用できるであ
ろう。
【００４３】
　図９に例示されている実施形態では、液冷冷却バー７１３は、それを通って延びる２つ
の冷却液キャリング・チャネル９３０を含む。冷却液キャリング・チャネルは、冷却液（
水など）が冷却バーを通って冷却装置（図７を参照）の冷却液吸入口プレナムから冷却液
排出口プレナムまで自由に流れることができるようにするために、冷却バーの一方の側か
らもう一方の側に延びるように構成される。２つの冷却液チャネルは一例としてのみ図９
に描写されていることに留意されたい。単一の冷却液チャネルを使用するか、あるいは３
つ以上の冷却液チャネルを使用することもできるであろう。さらに、図示されていないが
、熱インターフェース・プレートから液冷冷却バーを通って流れる冷却液への対流熱伝達
用の伝熱面積を増加するために、冷却液キャリング・チャネルまたは冷却バーを通る通路
内にリブ（またはファン）を設けることができる。
【００４４】
　図１０は図９の構造体を描写しており、冷却電子サブシステム・アセンブリは電子機器
ラック内に完全にドッキングされ、電子サブシステムの電気コネクタは電力および信号配
分のために電子機器ラックの電気的バックプレーン５３０とかみ合っている。図示の通り
、一実施形態では、熱インターフェース・プレート８１０は、それぞれの液冷冷却バー７
１３に接触するために、回路基板５２１の高さより上の高さに延びている。冷却電子サブ
システム・アセンブリがラックのバックプレーン内の電気コネクタと接続すると、アセン
ブリを所定の位置にロックし、冷却装置の熱インターフェース・プレートと水平に延びる
冷却バーとの間の良好な熱接触を保証するために、熱インターフェース・プレートの前面
の保持エレメントが締め付けられる。動作時に、熱は、１つまたは複数の発熱電子コンポ
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ト・パイプを含む）内の経路１０００を通り、熱インターフェース・プレート８１０内の
経路１０１０で上に向かい、物理インターフェース１０２０を横切って水平配置の液冷冷
却バー７１３の壁に至り、このため、それを通って延びる冷却液キャリング・チャネルを
通る冷却液流１０３０に至る伝導によって流れる。
【００４５】
　冷却電子サブシステム・アセンブリのうちの１つまたは複数のドッキングならびにドッ
キング解除は、その構造体の水平に延びる冷却バーを通るなど、液冷冷却構造体を通る冷
却液の流れに影響しないことに留意されたい。冷却電子サブシステム・アセンブリを電子
機器ラックからスライド式にドッキング解除するかまたは冷却電子サブシステム・アセン
ブリを電子機器ラック内にドッキングするために、いかなる冷却液コネクタも遮断する必
要はない。
【００４６】
　図１１は、図７の冷却電子機器ラックの実施形態により使用可能なＴ形熱伝達エレメン
ト７２０’とブレード状電子サブシステム５２０の簡略分解図を描写している。例示され
ている通り、この代替実施形態では、Ｔ形熱伝達エレメント７２０’はこの場合も水平に
延びる部分８００’と垂直に延びる部分８１０’とを含む。水平に延びる部分は、垂直に
延びる部分８１０’の一方の端部に冶金付着可能な水平に延びる熱伝達部材である。代わ
って、Ｔ形熱伝達エレメントはモノリシック構造体として形成することができる。垂直に
延びる部分は、（一実施形態では）図７に描写されているものなど、水平に延びる熱伝達
部材の端部に取り付けられ、液冷冷却構造体のそれぞれ上部および下部液冷冷却バーに物
理的に接触するようにサイズ調整され構成された、熱インターフェース・プレートである
。例示されている通り、垂直に延びる部分８１０’を上部および下部液冷冷却バー（図示
せず）の両方にねじ式に取り付けて、垂直に延びる部分と上部および下部冷却バーとの良
好な物理的接触を容易にし、したがって、冷却バーへの良好な熱輸送路を提供するために
、複数組の保持エレメントを使用することができる。この場合も、保持ねじは一例として
のみ設けられている。垂直に延びる部分とそれぞれの冷却バーとの間の良好な熱インター
フェースを達成するために機械的負荷を提供するための手段であれば、どのような手段で
も保持エレメントとして使用することができる。
【００４７】
　諸実施形態について本明細書で詳細に描写し説明してきたが、本発明の思想を逸脱せず
に様々な変更、追加、代用などが可能であり、したがって、これらは特許請求の範囲に定
義されている本発明の範囲内にあると見なされることは当業者にとって明らかになるであ
ろう。



(16) JP 5671731 B2 2015.2.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 5671731 B2 2015.2.18

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】
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