
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収容するためのシャーシと、
　それぞれが前記シャーシの に関して時間遅延ＴＤだけ遅延され、前記シャーシ
の電力状態に応答して使用可能な を を
有する複数の電源と、
　前記複数の電源それぞれに設けられた制御手段と、
　

フリップ・フロップ

管理モジュール
とを備え、
　前記制御手段は、

前記フリップ・フロップ
ラッチ状態を維持させ、

　前記ソフトウェア手段は、前記ソフトウェアの実行により、

、
電力供給装置。
【請求項２】
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電力状態
電力状態 示す電力表示信号を遅延する信号遅延回路

前記複数の電源の前記制御手段により設定される前記電力表示信号を受け取り並列的に
シャーシへのブレード用電圧により駆動される と、前記電力表示信号
を受信し、前記電力表示信号をトリガとして前記フリップ・フロップの状態を遷移させて
電力表示信号としてソフトウェア手段に出力させる電力検出手段とを含む

前記電源の制御信号のいずれか一方がハイの状態である間前記信号遅
延回路により遅延された前記電力表示信号を保持することにより
のＱ出力の

前記Ｑ出力がローの場合、
ホット・プラグ可能な状態に構成し、前記Ｑ出力がハイの場合、コールド・スタート可能
な状態に構成する



　前記シャーシが、複数の前記ブレード・サーバを動作可能に受けることが可能な複数の
スロットと、前記複数のスロットのそれぞれに電力信号を送るために、前記複数の電源お
よび前記管理モジュールと動作可能に結合されるミッドプレーンとを備える請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　 請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収容するためのシャーシと、
　それぞれが前記シャーシの に関して時間遅延ＴＤだけ遅延され、前記シャーシ
の電力状態に応答して使用可能な を示す 信号遅延回路を
有する複数の電源と、前記複数の電源それぞれに設けられた制御手段と、

フリップ・フロップ

管理モジュールとを備える装置の非
中断電力管理方法であって、前記方法は、前記電力検出手段において、
　

　前記電力供給側端子が ハイであることが
前記

ソフトウェア手段にホット・プラグ状態を送るステップと、
　前記電力供給側端子の

前記フリップ・フロップ にラッチ 前記ソフトウェア手
段にコールド・スタートの状態を送るステップと
を含む方法。
【請求項５】
　複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収容するためのシャーシを有するサーバ
と、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電力供給装置と
　を含む、ブレード・サーバ・システム。
【請求項６】
　複数のサーバをさらに備える請求項５に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に情報処理システム（ＩＨＳ）とその中のデバイスの管理に関し、より
詳細には、サーバ・システムの非中断管理のための装置、システム、および方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書の主題は、それぞれの整理番号ＲＰＳ９２００２０１７５ＵＳ１、ＲＰＳ９２
００２０１７７ＵＳ１、ＲＰＳ９２００２０１８５を有し、通し番号割当て待ちの２００
２年１１月２７日に出願された米国特許出願に関連し、これらのそれぞれの教示を参照に
より本明細書に組み込む。
【０００３】
　情報処理システムの包括的な範疇を区分する１つの方法がワークステーションとサーバ
を区別することであることは、周知である。一般にワークステーションは、個々のオペレ
ータによって使用され、文書、スプレッドシートなどの処理など、少なくとも幾分個人化
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前記時間遅延ＴＤが１秒である、

電力状態
電力状態 電力表示信号を遅延する

前記複数の電源
の前記制御手段により設定される前記電力表示信号を受け取り並列的にシャーシへのブレ
ード用電圧により駆動される と、前記電力表示信号を受信し、前記電
力表示信号をトリガとして前記フリップ・フロップの状態を遷移させて電力表示信号とし
てソフトウェア手段に出力させる電力検出手段を含む

それぞれの前記制御手段からの信号に応答し、前記制御手段の電力供給側端子がいずれ
もハイであることを示し、前記信号遅延回路で遅延された前記電力表示信号を検出するス
テップと、

いずれも 前記電力表示信号により検出される間
、前記電力表示信号をローとして前記フリップ・フロップのＱ出力をローに設定し、

いずれもがハイでないことの検出に応答して前記電力表示信号を
ハイとして の前記Ｑ出力をハイ させ

 



されたタスクを行う。たとえば、ワークステーションには、それだけには限らないが、デ
スクトップ・システム、ノートブック・システム、ＰＤＡなどが含まれる。一般にサーバ
・システムは、有線、無線、または混合のネットワークおよび通信アーキテクチャを介し
てワークステーションと、また、他のサーバと接続され、これらのサーバ・システムは、
大量のデータを記憶または移動することによってメールや他のトランザクションを処理す
るというように、ワークステーション上で引き受けられるタスクに対してサポートする。
ワークステーションおよびサーバ・システムのそれぞれの機能は、情報技術の当業者に周
知であり、したがって、ここでのさらに詳しい考察は不要である。
【０００４】
　これまで、サーバ・システムとして機能するＩＨＳは、適切に構成されたハウジング内
での自己完結型であることが多かった。しかし、一部には、ますます拡大するネットワー
クと、前記ネットワークを介して利用可能なサービスとにより、サーバ・システムに対す
る需要が増大したことを考え、サーバ・システムの可用性を改善するために代替技術が提
案されている。１つのそのような代替技術の例は、ブレード・サーバとして知られる形式
である。
【０００５】
　ブレード・サーバは、複数の情報処理システムをコンパクトな空間と共通のハウジング
内に収容することにより、「自立式」または自己完結型のサーバ内で以前から使用可能な
機能に匹敵し、またはそれを越える機能を提供する。ブレード・サーバ形式では、各サー
バ・システムが、「ブレード」または「サーバ・ブレード」として知られるコンパクトな
パッケージ内に存在するように構成され、このパッケージは、いくつかの他のブレードと
共にシャーシ内に挿入することができる。一般に、ブレード形式は、個々のサーバを、容
易に差込み可能なカード上に配置することを可能にする。ブレード用のある種のサービス
は、共同収容されるブレードの間で共通のサービスを共用することができるように、統合
することができる。
【０００６】
　現在、ＩＨＳ市場は、情報システムをスケーリング可能に、また高可用性にし、効率的
に管理することを望む顧客によって主導されており、サーバの設計は進化し続けている。
しかし最近、統合型データ・センタへと移行するにつれて、記憶装置の取り付けられた、
独立したペデスタル・サーバ（ pedestal server）は、サーバ密度を高め、貴重な床スペ
ースをよりよく利用するために、ラックによって最適化されたサーバへと道を譲りつつあ
る。ブレード・アーキテクチャは、このサーバ進化における次の段階、すなわち、単一の
基板としてパッケージされ、共用サービスすべてへのアクセスを実現するシャーシ内に収
容されるように設計されたサーバへのシフトを代表する。
【０００７】
　サーバ・ブレードは、単一の基板上でプロセッサとメモリを含む包括的コンピューティ
ング・システムと定義されている。しかし、最も注目すべきことに、電源、冷却、ネット
ワーク・アクセス、記憶サービスが、必ずしもサーバ・ブレード上に含まれない。ブレー
ドの集合体の間で共用することができる必要資源は、シャーシの接続プレーンを介してア
クセスされる。すなわち、電源接続およびバス接続は、ブレードの集合体を収容するキャ
ビネットの一部である。ブレードは容易に設置および除去され、ラックによって最適化さ
れたサーバより小型である。ブレードは、汎用サーバとすることも、特定のデータ・セン
タの必要（たとえば、ファイアウォール、仮想プライベート・ネットワーク［ＶＰＮ］、
侵入検出ソフトウェアがプリインストールされたセキュリティ・ブレード）に合わせて調
整し、事前構成することもできる。
【０００８】
　ネットワーク内に加わる情報処理デバイスは、シンプル・ネットワーク管理プロトコル
、すなわちＳＮＭＰなどの技術の使用を介して、共通コンソールから管理できることが周
知であり、かねてネットワークの管理で実践されている。業界標準として採用されている
ＳＮＭＰは、ネットワーク内のデバイスが、そのデバイスの状態を示す信号を生成し、し
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たがって、これらの状態、たとえば「電源オン」などをネットワーク管理コンソールにレ
ポートすることを企図している。そのようなシグナリング（ signaling）は、有意なイベ
ントの発生が通知され、必要な矯正措置が取られることを確実化することにより、ネット
ワーク管理者がより容易にネットワークを管理することを可能にする。
【０００９】
　システム全体の信頼性を高め、挿入可能構成部品および着脱式構成部品からのより多く
の電力に対する需要の伸びを満たし、エンド・ユーザにコスト柔軟性を提供する（必要と
されるときに電源を購入し、設置する）などのために、複数の電源を使用し、ＩＨＳシス
テムの挿入可能構成部品および着脱式構成部品に電力を供給することができる。しかし、
ブレードなど、ある種の構成部品がシステム内に挿入され、その結果、そのような構成部
品に不適切な電流または電圧が供給され、またはそのような構成部品が不適切な電流また
は電圧に接続された場合には、その構成部品が激しく損傷する可能性があり、または電力
の流れが設計閾値を越える可能性があり、または他のシステム構成部品が損傷する可能性
がある。
【００１０】
　本明細書では、「管理モジュール」という用語は、監視、警報、再起動など、基本管理
機能を提供する差込み可能なシステムを指し、キーボード信号、ビデオ信号、マウス信号
をあるプロセッサ・ブレードから別のプロセッサ・ブレードに切り替える機能など、共用
資源を管理するのに必要とされる機能を含む。典型的には、ミッドプレーン基板が、プロ
セッサ・ブレード間、電力モジュール間、スイッチ・モジュール間などで接続を可能にし
、また、差込み可能なシステム間で相互接続を提供する。
【００１１】
　本明細書では、「プロセッサ・ブレード」という用語は、サーバ・ブレード用として、
ホスト・プロセッサ、メモリ、中央電子回路などを担持する特定のサブシステムを指す。
【００１２】
　本明細書では、「スイッチ・モジュール」という用語は、イーサネット（Ｒ）、ファイ
バ・チャネル、または他のネットワーク技術の交換機能をシャーシに提供する差込み可能
なサブシステムを指し、一般にシャーシは、差込み可能なプロセッサ・ブレード、電力モ
ジュール、スイッチ・モジュール、管理モジュールなどを保持する。
【００１３】
　本明細書では、「サーバ・ブレード・システム」という用語は、複数の「サーバ・ブレ
ード」（先述）が主シャーシのスロット内に摺動可能に挿入される主シャーシを有するＩ
ＨＳを指す。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、上記で論じた問題を克服する方法、システム、および装置が求められてい
る。前述の考察を考慮して、本発明の目的は、電力管理のための非中断表示信号（ indica
tion signal）を管理モジュールなどに提供することによって、ブレード・サーバ情報処
理システムの管理を容易にすることである。前記機能および方法を提供することにより、
シャーシの電力状態に関して、特定の場合で管理モジュールに給電するのに使用可能な電
力を決定することができ、その結果、管理モジュールについて非中断的方法で電力を構成
することができる。前記機能および方法はまた、安全かつ効率的なコールド・スタートか
らのサーバの給電または活動中の給電されているシャーシへの管理モジュールのホット・
プラグ接続を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　１つの実施形態によれば、本発明は、複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収
容するためのシャーシと、それぞれが電力遅延信号手段を有する複数の電源と、電力検出
手段を有し、前記複数の電源から遅延された電力表示信号を受信するように、かつ電力構
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成表示信号を送るように動作可能に接続された管理モジュールとを備える装置である。
【００１６】
　他の一実施形態によれば、本発明は、複数の情報処理システム・ブレード・サーバ、複
数の電源、および管理モジュールを共通のシャーシ内に収容するステップと、前記管理モ
ジュールの検出手段で前記複数の電源の１つまたは複数から遅延された電力表示信号を受
信するステップであって、前記遅延された電力表示信号が、シャーシ電力状態に関する値
のものであるステップと、電力状態を所定の設定に構成するために、前記検出手段から電
力構成表示信号を送るステップとを含む方法である。
【００１７】
　他の一実施形態によれば、本発明は、複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収
容するためのシャーシを有するサーバと、それぞれが電力遅延信号手段を有する複数の電
源と、電力検出手段を有し、前記複数の電源から遅延された電力表示信号を受信するよう
に、かつ電力構成表示信号を送るように動作可能に接続された管理モジュールと、前記複
数の電源および前記管理モジュールに動作可能に接続され、それらに対してアクセス可能
に記憶され、実行されたとき、前記電力構成表示信号を受信したことに応答して電力状態
を所定の設定に構成するように有効であるソフトウェア手段とを備えるシステムである。
【００１８】
　本発明の他の態様、特徴、および利点は、以下の詳細な説明、添付の特許請求の範囲、
および添付の図面から、より完全に明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　特許請求の範囲内での図参照符号の使用は、特許請求の範囲の解釈を容易にするために
、特許請求する主題の１つまたは複数の可能な実施形態を識別するように意図されている
。そのような符号は、これら請求項の範囲を、対応する図に示されている実施形態に必然
的に限定すると解釈すべきでない。本発明の好ましい実施形態とその利点は、同様な数字
が、様々な図面の同様な、対応する部分に使用されている図面を参照することによって最
もよく理解される。本明細書では、「１つの実施形態」または「一実施形態」と称するこ
とは、その実施形態と共に述べられている特定の特徴、構造、または特性を、本発明の少
なくとも１つの実施形態に含むことができることを意味する。本明細書内の随所に現れる
「１つの実施形態では」という句は、必ずしもすべて同じ実施形態を指すわけでも、互い
に他の実施形態を除く別個の、または代替の実施形態を指すわけでもない。
【００２０】
　図１は、本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの正面、上部、右
側の分解斜視図である。この図を参照すると、主シャーシＣＨ１が、サーバ・ブレード・
システムの構成部品すべてを収容している。最大１４枚のプロセッサ・ブレードＰＢ１か
らＰＢ１４（または、記憶ブレードなど他のブレード）を、シャーシＣＨ１の正面内の１
４個のスロット内にホット・プラグ可能である。「サーバ・ブレード」、「プロセッサ・
ブレード」、または単に「ブレード」という用語が本明細書および特許請求の範囲全体に
わたって使用されているが、これらの用語は、「プロセッサ」または「サーバ」機能だけ
を実行するブレードに限定されるのでなく、一般にハード・ディスク・ドライブを含み、
その主な機能がデータ記憶である記憶ブレードなど、他の機能を実行するブレードをも含
むことを理解されたい。
【００２１】
　プロセッサ・ブレードは、業界標準サーバのプロセッサ、メモリ、ハード・ディスク記
憶装置、およびファームウェアを提供する。さらに、これらは、制御パネルを介したキー
ボード、ビデオ、マウス（ＫＶＭ）選択と、オンボード・サービス・プロセッサと、メデ
ィア・トレイ内のフロッピー（Ｒ）・ドライブおよびＣＤ－ＲＯＭドライブに対するアク
セスとを含む。ドータ・カードが、オンボードＰＣＩ－Ｘインターフェースを介して接続
され、スイッチ・モジュールＳＭ３およびＳＭ４に追加の高速リンクを提供するために使
用される（後述）。各プロセッサ・ブレードはまた、現在の状態を示すために５つのＬＥ
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Ｄと、電力オン／オフ、プロセッサ・ブレードの選択、リセット、ローカル制御用のコア
・ダンプのためのＮＭＩの４つの押しボタン・スイッチとを備える正面パネルを有する。
【００２２】
　ブレードは、システム内の他のブレードの動作に影響を及ぼすことなしに「ホット・ス
ワップ」することができる。サーバ・ブレードは、典型的には単一スロット・カード（３
９４．２ｍｍ×２２６．９９ｍｍ）として実装されるが、場合によっては、単一プロセッ
サ・ブレードが２つのスロットを必要とする可能性がある。プロセッサ・ブレードは、機
械的／電気的インターフェース、およびサーバ・ブレード・システムの電力／冷却要件に
従っている限りどのようなマイクロプロセッサ技術を使用することもできる。
【００２３】
　冗長のために、プロセッサ・ブレードは、２つの信号／電力コネクタを有し、一方は、
ミッドプレーンＭＰ（後述）の対応するスロットの上部コネクタに接続され、他方は、ミ
ッドプレーンの対応する下部コネクタに接続される。プロセッサ・ブレードは、１）ギガ
ビット・イーサネット（Ｒ）（１ブレード当たり２つ必要）、２）ファイバ・チャネル（
１ブレード当たり２つ任意選択）、３）管理モジュール・シリアル・リンク、４）ＶＧＡ
アナログ・ビデオ・リンク、４）キーボード／マウスＵＳＢリンク、５）ＣＤ－ＲＯＭお
よびフロッピー（Ｒ）・ディスク・ドライブ（ＦＤＤ）ＵＳＢリンク、６）ＤＣ１２Ｖ電
力、７）その他の制御信号のミッドプレーン・インターフェースを介して、サーバ・ブレ
ード・システム内の他の構成部品とインターフェースする。これらのインターフェースは
、管理モジュール、スイッチ・モジュール、ＣＤ－ＲＯＭおよびＦＤＤなど、サーバ・ブ
レード・システム内の他の構成部品と通信することを可能にする。これらのインターフェ
ースは、冗長を提供するために、ミッドプレーン上で複製される。プロセッサ・ブレード
は、典型的には、メディア・トレイのＣＤ－ＲＯＭまたはＦＤＤ、ネットワーク（ファイ
バ・チャネルまたはイーサネット（Ｒ））、またはそのローカルのハード・ディスク・ド
ライブからの起動をサポートする。
【００２４】
　メディア・トレイＭＴは、１４枚のブレードのいずれか１つに結合することができるフ
ロッピー（Ｒ）・ディスク・ドライブおよびＣＤ－ＲＯＭドライブを含む。メディア・ト
レイはまた、インターフェースＬＥＤ、入口空気温度を測定するためのサーミスタ、およ
び４ポートＵＳＢコントローラ・ハブが取り付けられるインターフェース基板を収容する
。システム・レベルのインターフェース制御は、電力、ロケーション、過昇温、情報、な
らびに一般障害ＬＥＤおよびＵＳＢポートからなる。
【００２５】
　ミッドプレーン回路基板ＭＰは、シャーシＣＨ１のほぼ中央に位置決めされ、２列のコ
ネクタを含み、上部列は、コネクタＭＰＣ－Ｓ１－Ｒ１からＭＰＣ－Ｓ１４－Ｒ１を含み
、下部列は、コネクタＭＰＣ－Ｓ１－Ｒ２からＭＰＣ－Ｓ１４－Ｒ２を含む。したがって
、１４個のスロットのそれぞれは、一方が他方より上に位置する１対のミッドプレーン・
コネクタを含み（たとえば、コネクタＭＰＣ－Ｓ１－Ｒ１とＭＰＣ－Ｓ１－Ｒ２）、ミッ
ドプレーン・コネクタの各対は、各プロセッサ・ブレードの後縁部で１対のコネクタと対
合する（図１では見えない）。
【００２６】
　図２は、本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの後部の背面、上
部、左側の斜視図である。図１および２を参照すると、シャーシＣＨ２が、冷却、電力、
制御、切替え用の様々なホット・プラグ可能な構成部品を収容している。シャーシＣＨ２
は、主シャーシＣＨ１の後部内に摺動し掛着する。
【００２７】
　２台のホット・プラグ可能なブロワＢＬ１およびＢＬ２は、後方に湾曲したインペラ・
ブロワを含み、サーバ・ブレード・システム構成部品に冗長冷却を提供する。気流は、正
面からシャーシＣＨ１の後部へとなる。プロセッサ・ブレードＰＢ１からＰＢ１４のそれ
ぞれは、空気を入れる正面グリルを含み、偏平なベーパ・チャンバ・ベースのヒート・シ
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ンクを使用して、ブレード内のプロセッサを冷却する。システム・シャーシを介した合計
気流は、１７５２．８ｍｍ　Ｈ２ Ｏ（０．７インチＨ２ Ｏ）静圧降下で約５１０ｍ３ ／時
（３００ＣＦＭ）である。ブロワが故障した、または除去された場合には、残りのブロワ
の速さが自動的に増し、交換ユニットが設置されるまで必要気流を維持する。ブロワの速
さ制御はまた、入口空気温度を絶えず監視するサーミスタを介して制御される。サーバ・
ブレード・システム構成部品の温度もまた監視され、様々な温度センサによってレポート
される温度レベルの上昇に応答して、ブロワの速さが自動的に増大する。
【００２８】
　４台のホット・プラグ可能な電力モジュールＰＭ１からＰＭ４は、プロセッサ・ブレー
ドおよび他の構成部品用のＤＣ動作電圧を供給する。一方の電力モジュール対は、すべて
の管理モジュールおよびスイッチ・モジュール、さらにスロット１～６内に差し込まれる
どのブレードにも電力を供給する。他方の電力モジュール対は、スロット７～１４内のど
のブレードにも電力を供給する。電力モジュールの各対内では、一方の電力モジュールは
、第１の電力モジュールが故障した、または除去された場合に、他方のバックアップとし
て動作する。したがって、１４枚のプロセッサ・ブレード、４台のスイッチ・モジュール
、２台のブロワ、２台の管理モジュールが搭載された完全装備／完全構成のシャーシに給
電するためには、最低２台の活動中の電力モジュールが必要とされる。しかし、完全な冗
長およびバックアップ機能を提供するためには、４台の電力モジュールが必要とされる。
電力モジュールは、５０／６０ＨｚでＡＣ２００ＶからＡＣ２４０Ｖの範囲のＡＣ入力電
圧間で動作するように設計され、ＩＥＣ３２０　Ｃ１４雄型家電用カプラを使用する。電
力モジュールは、すべてのサーバ・ブレード・システム構成部品がその電力を受けるミッ
ドプレーンにＤＣ＋１２Ｖ出力を供給する。２本のＤＣ＋１２Ｖミッドプレーン電力バス
が冗長として使用され、冗長電力モジュール間で出力負荷の能動的な電流分担が行われる
。
【００２９】
　管理モジュールＭＭ１からＭＭ４は、制御、監視、警報、再起動、診断など、基本管理
機能を提供するホット・プラグ可能な構成部品である。管理モジュールはまた、共通のキ
ーボード信号、ビデオ信号、マウス信号をプロセッサ・ブレードの間で切り替える機能な
ど、共用資源を管理するのに必要とされる他の機能を提供する。
【００３０】
　図３は、本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの管理サブシステ
ムの略図である。この図を参照すると、各管理モジュールは、スイッチ・モジュールＳＭ
１からＳＭ４のそれぞれに対して別個のイーサネット（Ｒ）・リンクを有する。したがっ
て、管理モジュールＭＭ１は、イーサネット（Ｒ）・リンクＭＭ１－ＥＮｅｔ１からＭＭ
１－ＥＮｅｔ４を介してスイッチ・モジュールＳＭ１からＳＭ４にリンクされ、管理モジ
ュールＭＭ２は、イーサネット（Ｒ）・リンクＭＭ２－ＥＮｅｔ１からＭＭ２－ＥＮｅｔ
４を介してスイッチ・モジュールにリンクされている。さらに、管理モジュールはまた、
２つの周知のシリアルＩ２ ＣバスＳＭ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＡおよびＳＭ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＢ
を介してスイッチ・モジュールに結合され、これらのバスは、管理モジュールとスイッチ
・モジュールの間で「帯域外（ out-of-band）」通信を可能にする。同様に、管理モジュ
ールはまた、２つのシリアルＩ２ ＣバスＰＭ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＡおよびＰＭ－Ｉ２ Ｃ－Ｂ
ｕｓＢを介して電力モジュールＰＭ１からＰＭ４に結合される。さらに２つのＩ２ Ｃバス
Ｐａｎｅｌ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＡおよびＰａｎｅｌ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＢが、メディア・トレ
イＭＴおよび後部パネルに結合される。ブロワＢＬ１およびＢＬ２は、別個のシリアル・
バスＦａｎ１およびＦａｎ２を介して制御される。２つの周知のＲＳ４８５シリアル・バ
スＲＳ４８５－ＡおよびＲＳ４８５－Ｂが、管理モジュールとサーバ・ブレードの間の「
帯域外」通信のためにサーバ・ブレードＰＢ１からＰＢ１４に結合される。
【００３１】
　図４は、本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの管理機能の概略
図（ topographicalillustration）である。図３および４を参照すると、２つの管理モジ
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ュールのそれぞれが、私設のセキュア管理サーバに接続されるように意図された１００Ｍ
ｂｐｓイーサネット（Ｒ）・ポートを有する。管理モジュール・ファームウェアは、直接
アクセスまたは遠隔アクセス用にウェブ・ブラウザ・インターフェースをサポートする。
各プロセッサ・ブレードは、コマンドを管理モジュールとの間で送受信するための専用サ
ービス・プロセッサ（ＳＰ）を有する。スイッチ・モジュールに関連付けられたデータ・
ポートは、イメージ展開およびアプリケーション管理のためにプロセッサ・ブレードにア
クセスするのに使用することができるが、シャーシ管理サービスを提供するように意図さ
れていない。管理および制御プロトコルは、管理モジュールがブレード活動化手順の一部
として個々のブレードを認証するのを可能にする。管理モジュールはまた、遠隔コンソー
ルに警報を送信し、ブレードまたはモジュールの除去または追加など、状態の変化を示す
ことができる。管理モジュールはまた、スイッチ・モジュールの内部管理ポートへの、ま
た他の主要シャーシ・サブシステム（電力、冷却、制御パネル、メディア・ドライブ）へ
のアクセスを提供する。
【００３２】
　管理モジュールは、１つの管理モジュールがマスターとして動作し、プロセッサ・ブレ
ードのサービス・プロセッサがスレーブとして動作して、帯域外シリアル・バスを介して
各プロセッサ・ブレードのサービス・プロセッサと通信する。冗長のために、各プロセッ
サ・ブレードのサービス・プロセッサと通信するための２本のシリアル・バスがある（ミ
ッドプレーン・コネクタ１個あたりバス１本）。プロセッサ・ブレードは、活動中の管理
モジュールからの信号の状態に基づいて、上部または下部ミッドプレーン・コネクタに対
する正しいインターフェースを活動化する責任を負う。２台の管理モジュールが設置され
ている場合には、通常、スロット１内のモジュールが、活動中の管理の役割を負い、一方
、スロット２内のモジュールは、スタンバイ・モジュールとして残しておかれることにな
る。シャーシ・サブシステムが初期化された後で管理モジュールが故障した、または除去
された場合、プロセッサ・ブレードおよびスイッチ・サブシステムの動作は影響を受けな
い。したがって、両管理モジュールが非活動中である、または除去された場合、サーバ・
ブレード・システムの構成部品は引き続き機能することになるが、シャーシ構成は変更で
きない。アドレスは、各スロットについて各上部および下部ミッドプレーン・コネクタ上
でのハードワイヤードであり、プロセッサ・ブレードのサービス・プロセッサによって使
用され、どのプロセッサ・ブレードがシリアル・バス上でアドレスされているか決定する
。
【００３３】
　４台のスイッチ・モジュールＳＭ１からＳＭ４のそれぞれは、２台の管理モジュールＭ
Ｍ１およびＭＭ２への専用１００Ｍｂｐｓイーサネット（Ｒ）・リンクを有する。これは
、制御および管理のためだけに、スイッチ・モジュールのそれぞれへの安全な高速通信経
路を提供する。Ｉ２ Ｃシリアル・リンクは、管理モジュールによって使用され、スイッチ
・モジュールを内部で制御し、システム状態およびベンダ製品データ（ＶＰＤ）情報を収
集する。これを行うために、状態／診断レジスタおよびＶＰＤ情報など、スイッチ・モジ
ュール内の様々な制御／データ領域は、管理モジュール・ファームウェアによってアクセ
ス可能である。一般に、活動中の管理モジュールは、システム内の各ブレード、電力モジ
ュール、ブロワ、ミッドプレーンの存在、数量、タイプ、および改訂レベルを検出するこ
とができ、無効な、またはサポートされていない構成（たとえば、ファイバ・チャネル用
ドータ・カードがイーサネット（Ｒ）・スイッチ・モジュールに接続されたプロセッサ・
ブレード）を検出することができる。この機能は、各サブシステム内のＶＰＤ情報、なら
びに様々なハードウェア・インターフェースまたはサービス・プロセッサ・プロトコルを
介した通信からの信号に依拠している。
【００３４】
　図５は、本発明の１つの実施形態によるスイッチ・モジュールおよびプロセッサ・ブレ
ード相互接続のブロック図である。この図を参照すると、各スイッチ・モジュールＳＭ１
からＳＭ４は、４つの外部ギガビット・ポートを含む。たとえば、スイッチ・モジュール
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ＳＭ１は、外部ギガビット・ポートＸＧＰ１－ＳＷ１からＸＧＰ４－ＳＷ１を含む。各プ
ロセッサ・ブレードは、ミッドプレーン・コネクタを介してプロセッサ・ブレードを４つ
のスイッチ・モジュールのそれぞれに結合する４つの内部ギガビット・ポートを含む。た
とえば、プロセッサ・ブレードＰＢ１は、４つの内部ギガビット・ポートＩＧＰ１－ＰＢ
１からＩＧＰ４－ＰＢ１を含む。さらに、各管理モジュールは、イーサネット（Ｒ）・リ
ンクを介してスイッチ・モジュールに結合される。
【００３５】
　イーサネット（Ｒ）・スイッチ・モジュールは、サーバ・ブレード・システムにイーサ
ネット（Ｒ）切替え機能を提供するホット・プラグ可能な構成部品である。スイッチ・モ
ジュールの主な目的は、プロセッサ・ブレード、管理モジュールと、外部ネットワーク・
インフラストラクチャとの間でイーサネット（Ｒ）相互接続を実現することである。応用
例に応じて、帯域幅および機能に関する様々な要件を満たすように、外部イーサネット（
Ｒ）・インターフェースを構成することができる。１つのイーサネット（Ｒ）・スイッチ
・モジュールが基本システム構成に含まれているが、冗長のために第２のイーサネット（
Ｒ）・スイッチ・モジュールが推奨されている。各プロセッサ・ブレードは、２台のスイ
ッチ・モジュールへの専用１０００Ｍｂｐｓ（１Ｇｂｐｓ）全二重ＳＥＲＤＥＳリンクを
有し、各スイッチ・モジュールは、外部ネットワーク・インフラストラクチャに接続する
ために４つの外部１Ｇｂｐｓ（ＲＪ４５）ポートを有する。
【００３６】
　ファイバ・チャネル（ＦＣ）は、サーバのグループの間で遠隔記憶装置を共用するため
の業界標準ネットワーキング方式である。各プロセッサ・ブレードは、２つの２Ｇｂファ
イバ・チャネル・ポートを含むファイバ・チャネル・ドータ・ボードを受け入れるための
コネクタを含み、ファイバ・チャネル・ポートは、それぞれ２台のファイバ・チャネル・
スイッチ・モジュールに接続する。ファイバ・チャネル信号の経路設定は、ミッドプレー
ンを介して、サーバ・ブレード・シャーシの後部のスロット３および４内のファイバ・チ
ャネル・スイッチ・モジュールへと行われる。各ファイバ・チャネル・スイッチ・モジュ
ールは、ブレードまたはシャーシの動作を中断することなしにホット・プラグ可能である
。２つのファイバ・チャネル・ポートの経路設定は、各プロセッサ・ブレードからの一方
のポートが、一方のファイバ・チャネル・スイッチ・モジュールに配線され、他方のポー
トが、冗長を提供するために他方のファイバ・チャネル・スイッチ・モジュールに配線さ
れるようにする。各ファイバ・チャネル・スイッチ・モジュールは、外部のファイバ・チ
ャネル・スイッチおよび記憶インフラストラクチャに接続するために、２つの外部２Ｇｂ
ポートを有する。このオプションは、１４枚のプロセッサ・ブレードのそれぞれが、ファ
イバ・チャネルをベースとするストレージ・エリア・ネットワーク（ＳＡＮ）、ならびに
イーサネット（Ｒ）をベースとする通信ネットワークに同時にアクセスすることを可能に
する。
【００３７】
　図６は、本発明の１つの実施形態による論理実施図である。図６を参照すると、主電力
モジュールＭＰＭ、冗長電力モジュールＲＰＭ、管理モジュールＭＭがある。管理モジュ
ール上の検出手段ＤＭに電力表示信号ＰＩを伝えるための、動作可能に相互接続された制
御手段ＣＭもまた、主電力モジュールと冗長電力モジュールの両方に存在する。電力表示
信号ＰＩは、シャーシ電力に関して電力状態を示す時間遅延された信号であり、この時間
遅延は、電力がシャーシによって受け取られた第１の瞬間と、シャーシが電気的に安定し
た第２の瞬間との間の時間差にほぼ同じであることが好ましい。好ましくは、検出手段が
電力表示信号を受信した後で、検出手段と動作可能に接続されたソフトウェア手段（図示
せず）に表示信号が送られる。
【００３８】
　例を挙げると、好ましい一実施形態では、制御手段は、管理モジュール 「プルアッ
プ」 一般に高インピーダンスであるハードウェア回路
他の好ましい一実施形態では、制御手段はオープン・ドレイン・デバイスであり、それに
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より、 電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）内に 電源ごとの制
御信号もまた、それぞれの主電力モジュールおよび冗長電力モジュールの最終出力段に接
続される。他の好ましい一実施形態では、オープン・ドレイン・デバイスを使用してＦＥ
Ｔを駆動することによって、最終出力もまた制御することができる。
【００３９】
　動作時には、入力信号が「ハイ」のとき、 が「ロー」となり、
入力が「ロー」のとき、 「ハイ」に される。したが
って、 活動状態で電流をシンクし（すなわち流し）、あ
るいは 高インピーダンスである。
【００４０】
　制御手段は、制御手段が電力表示信号を管理モジュール上の検出手段に送るような任意
の組合せで、ハードウェア回路、ソフトウェア、ファームウェア、方法ステップ、プログ
ラミング・コードなどを含むことも、それらとして構成することもできることが当業者に
は容易に明らかになろう。
【００４１】
　例を挙げると、好ましい一実施形態では、検出手段は、制御手段ＣＭから電力表示信号
ＰＩを受信するように接続された、

ハードウェア回路である。他の好ましい一実施形態では、検出手段は、検出手段が制御
手段から電力表示信号を受信するような任意の組合せで、ハードウェア回路、ソフトウェ
ア、ファームウェア、方法ステップ、プログラミング・コードなどを含み、またはそれら
として構成される。他の好ましい一実施形態では、検出手段は、受信された電力表示信号

接続されたソ
フトウェア手段に電力状態を示し、それにより、次いでソフトウェア手段は、コールド・
スタートまたはホット・プラグ可能なスタート用の所定の構成を開始することができる。
【００４２】
　ソフトウェア手段は、ソフトウェア手段が管理モジュールから電力構成表示信号を受信
することができ、ホット・プラグ可能な、またはコールド・スタートのオプション用の所
定の構成に構成することができるような任意の組合せで、ハードウェア回路、ソフトウェ
ア、ファームウェア、方法ステップ、プログラミング・コードなどを含むことも、それら
として構成することもできることが当業者には容易に明らかになろう。ソフトウェア手段
はソフトウェア・コードであることが好ましいが、必ずしもプログラミング・コード自体
だけに限定されない。
【００４３】
　図６を参照すると、動作時には、主電力モジュールまたは冗長電力モジュールが完全に
動作している場合、両方の電力モジュール内の制御信号が事実上、 を

に引き下げるため、好ましい になる。したがって、１台の電
力モジュールが予期せず故障 好ましい にはならない。例
を挙げると、コールド・スタートの場合、 は、電力投入（ power up）状
態をラッチし、それにより電力投入シーケンスがコールド・スタート・シーケンスである
ことを伝える。この例では、検出手段のラッチの状態検査により、

Ｑが論理値１ コールド・スタート・シーケンス指
示がソフトウェア手段に送られることが示されることになる。
【００４４】
　他の例を挙げると、管理モジュールをホット・プラグしようとし、 が
論理値０ である場合、コールド・スタートのトリガ

その結果、ソフトウェア手段が受信する指示は、
ホット・プラグ指示を示すことになり、次いでソフトウェア手

段は、ホット・プラグ可能なオプション用の所定の構成を開始することができる。
【００４５】
　図７は、本発明の１つの実施形態に従って、管理モジュールによって受信された信号の
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制御手段に含まれる 入力される

ＦＥＴのドレイン側電位
ＦＥＴのドレイン側電位が プルアップ

ＦＥＴは、入力信号がローである
入力信号がハイである非活動状態で

クロック入力を有するＲＳフリップ・フロップを有す
る

ＰＩがクロック入力に入力され、ラッチする、またはラッチしないことで、

電力構成表示信号 ロ
ー・レベル 電力構成表示信号

した場合には、 電力構成表示信号
電力構成表示信号

ＲＳフリップ・フロッ
プの出力端子 （ハイ・レベル）を有し、

電力構成表示信号
（ロー・レベル） である出力端子Ｑは

ハイ・レベルに遷移せず、 出力端子Ｑが
ロー・レベルで指令される



関係を示す信号タイミング・チャートである。この図を参照すると、シャーシへのブレー
ド用電圧ＢＶが、経時的に電力表示信号ＰＩと同時に比較される。図では、やはり約１秒
の時間遅延ＴＤが、管理モジュールで受信された２つの信号のそれぞれの受信間の遅延と
して対応している。図７は絵画的に１秒の時間遅延を示しているが、本発明はそのように
限定されず、この時間遅延は、本発明の個々の応用例に応じて、実質的に小さくても大き
くてもよいことが当業者には容易に明らかになろう。
【００４６】
　さらに、上記の実施形態について使用された構成を選択すること、または、新しい構成
が本発明の主旨から逸脱しない限り、この構成を別の構成に適切に変更することが可能で
ある。
【００４７】
　上述のように、本発明によれば、ヒート・シンクのサイズが減少した場合でも、好まし
い冷却性能およびノイズ特性を実現することができる。したがって、ＣＰＵなどを冷却す
るためにこのヒート・シンクを使用することにより、コンピュータのサイズの縮小、およ
びコンピュータの性能の改善に貢献することが可能である。
【００４８】
　本発明の例示的な実施形態について、部分的には回路およびソフトウェアの工程および
実施に関して述べたが、本発明はそのように限定されない。当業者には明らかであるよう
に、回路要素およびソフトウェアの様々な機能はまた、ソフトウェア・プログラムの処理
ステップとしてデジタル領域で実施することも、またはその逆にすることもできる。その
ようなソフトウェアは、たとえば、デジタル信号プロセッサ、マイクロコントローラ、ま
たは汎用コンピュータ内で使用することができる。本発明のＭＰＭ、ＲＰＭ、ＣＭ、ＤＭ
、ＰＩ、ＳＩは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せ
で実施することができる。本発明のモジュール群は共存することを必要とせず、これらの
モジュールは、データ通信ネットワークおよびサーバ・システム全体にわたって様々な機
器内に位置することができる。実施時には、本発明の有効なリンクは、配線、通信リンク
、または電子回路もしくは電気回路で使用される接続経路のどのような周知の実施物とす
ることもできる。モジュールの特定の実施に応じて、モジュール間で搬送されるデータ、
情報、制御信号は、デジタル信号、アナログ信号、光信号、メモリ回路内の内容またはメ
モリ・ロケーション、ファームウェアまたはソフトウェア・プログラムの一部であるレジ
スタの内容として表すことができる。
【００４９】
　別段の明示的な記述がない限り、各数値および範囲は、「約」または「ほぼ」という単
語が値または範囲の値の前に置かれているかのように近似であると解釈すべきである。
【００５０】
　さらに、以下の特許請求の範囲に表現された本発明の原理および範囲から逸脱すること
なく、本発明の性質を説明するために述べ、かつ例示した部分の詳細、材料、構成に、当
業者なら様々な変更を加えることができることを理解されたい。以下の方法クレームにス
テップがあればそのステップは、対応する符号と共に特定のシーケンスで記載されている
が、他の方法でクレーム記載がこれらのステップの一部またはすべてを実施するための特
定のシーケンスを暗示しない限り、これらのステップは、必ずしもその特定のシーケンス
で実施されることに限定されないものとする。
【００５１】
　まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。
【００５２】
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（１）複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収容するためのシャーシと、
　それぞれが前記シャーシの前記電力状態に関して時間遅延ＴＤだけ遅延され、前記シャ
ーシの電力状態に応答して使用可能な電力の状態を示す電力遅延信号手段を有する複数の
電源と、
　前記複数の電源それぞれに設けられた制御手段と、



　

【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの正面、上部、右側
の分解斜視図である。
【図２】本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの後部の背面、上部
、左側の斜視図である。
【図３】本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの管理サブシステム
の略図である。
【図４】本発明の１つの実施形態によるサーバ・ブレード・システムの管理機能の概略図
である。
【図５】本発明の１つの実施形態によるスイッチ・モジュールおよびプロセッサ・ブレー
ド相互接続のブロック図である。
【図６】本発明の１つの実施形態による論理実施図である。
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　前記複数の電源の前記制御手段の電力供給側端子に並列接続されたフリップ・フロップ
を含む電力検出手段を有し、前記複数の電源から遅延された電力表示信号を受信し、前記
電力表示信号をトリガとして前記フリップ・フロップの状態を遷移させて電力構成表示信
号としてソフトウェア手段に出力させる管理モジュールとを備え、
　前記制御手段は、前記電力遅延信号手段からそれぞれの前記制御手段に供給される時間
遅延された信号のいずれか一方がハイとなった時に前記電力供給側端子をローとして前記
フリップ・フロップのラッチ状態を維持させ、
　前記ソフトウェア手段は、前記ソフトウェアの実行により、電力状態をコールド・スタ
ート可能な状態またはホット・プラグ可能な状態に構成する、
電力供給装置。
（２）前記シャーシが、複数の前記ブレード・サーバを動作可能に受けることが可能な複
数のスロットと、前記複数のスロットのそれぞれに電力信号を送るために、前記複数の電
源および前記管理モジュールと動作可能に結合されるミッドプレーンとを備える（１）に
記載の装置。
（３）前記時間遅延ＴＤが約１秒であり、前記電力遅延信号手段が電力遅延信号回路であ
り、前記電力検出手段が電力検出回路である（１）に記載の装置。
（４）複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収容するためのシャーシと、
　それぞれが前記シャーシの前記電力状態に関して時間遅延ＴＤだけ遅延され、前記シャ
ーシの電力状態に応答して使用可能な電力の状態を示す電力遅延信号手段を有する複数の
電源と、前記複数の電源それぞれに設けられた制御手段と、前記複数の電源の前記制御手
段の電力供給側端子に並列接続されたフリップ・フロップを含む電力検出手段を有し、前
記複数の電源から遅延された電力表示信号を受信し、前記電力表示信号をトリガとして前
記フリップ・フロップの状態を遷移させて電力構成表示信号をソフトウェア手段に与える
管理モジュールとを備える装置の非中断電力管理方法であって、前記方法は、前記電力検
出手段において

前記電力遅延信号手段からそれぞれの前記制御手段に供給される時間遅延された信号に
応答し、前記制御手段の前記電力供給側端子がハイであることを検出するステップと、
　前記電力供給側端子がハイであることが検出された場合には、前記電力構成信号の出力
をローに遷移させて、前記ソフトウェア手段にホット・プラグ状態を送るステップと、
　前記電力供給側端子がハイでないことの検出に応答して前記フリップ・フロップをハイ
にラッチして前記ソフトウェア手段にコールド・スタートの状態を送るステップと
を含む方法。
（５）複数の情報処理システム・ブレード・サーバを収容するためのシャーシを有するサ
ーバと、
　（１）～（３）のいずれかに記載の電力供給装置と
　を含む、ブレード・サーバ・システム。
（６）複数のサーバをさらに備える（５）に記載のシステム。



【図７】本発明の１つの実施形態に従って、管理モジュールによって受信された信号の関
係を示す信号タイミング・チャートである。
【符号の説明】
【００５４】
　ＢＬ１～２　ブロワ
　ＢＶ　ブレード用電圧
　ＣＨ１　主シャーシ
　ＣＨ２　シャーシ
　ＣＭ　制御手段
　ＤＭ　検出手段
　Ｆａｎ１～Ｆａｎ２　シリアル・バス
　ＩＧＰ１－ＰＢ１～ＩＧＰ４－ＰＢ１　内部ギガビット・ポート
　ＭＭ　管理モジュール
　ＭＭ１～４　管理モジュール
　ＭＭ１－ＥＮｅｔ１～ＭＭ１－ＥＮｅｔ４　イーサネット（Ｒ）・リンク
　ＭＭ２－ＥＮｅｔ１～ＭＭ２－ＥＮｅｔ４　イーサネット（Ｒ）・リンク
　ＭＰ　ミッドプレーン
　ＭＰＣ－Ｓ１－Ｒ１～ＭＰＣ－Ｓ１４－Ｒ１　コネクタ
　ＭＰＣ－Ｓ１－Ｒ２～ＭＰＣ－Ｓ１４－Ｒ２　コネクタ
　ＭＰＭ　主電力モジュール
　ＭＴ　メディア・トレイ
　Ｐａｎｅｌ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＡ～Ｐａｎｅｌ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＢ　Ｉ２ Ｃバス
　ＰＢ１～１４　プロセッサ・ブレード
　ＰＩ　電力表示信号
　ＰＭ１～４　電力モジュール
　ＰＭ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＡ～ＰＭ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＢ　シリアルＩ２ Ｃバス
　ＲＰＭ　冗長電力モジュール
　ＲＳ４８５－Ａ～ＲＳ４８５－Ｂ　ＲＳ４８５シリアル・バス
　ＳＭ１～４　スイッチ・モジュール
　ＳＭ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＡ～ＳＭ－Ｉ２ Ｃ－ＢｕｓＢ　シリアルＩ２ Ｃバス
　ＴＤ　時間遅延
　ＸＧＰ１－ＳＷ１～ＸＧＰ４－ＳＷ１　外部ギガビット・ポート
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

(15) JP 4015990 B2 2007.11.28



フロントページの続き

(72)発明者  ブライアン・イー・ビグロー
            アメリカ合衆国２７５０２　ノースカロライナ州エイペックス　ニューウィントン・ウェイ　１０
            ０８
(72)発明者  ジョゼフ・イー・ボーラン
            アメリカ合衆国２７５６０　ノースカロライナ州モーリスビル　ケトリック・コート　２０７
(72)発明者  グレゴリー・ダブリュー・デイク
            アメリカ合衆国２７７１３　ノースカロライナ州ダーラン　アルミニ・アベニュー　２０２
(72)発明者  ハロルド・ディー・ハドソン
            アメリカ合衆国２７３１２　ノースカロライナ州ピッツボロー　レイクストーン・エステーツ　８
            ５
(72)発明者  エドワード・エス・サファーン
            アメリカ合衆国２７５１４　ノースカロライナ州チャペル・ヒル　シックス・イーストウィンド・
            プレイス

    審査官  安島　智也

(56)参考文献  実開昭５０－１４４５４７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭５９－１１４６１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－１２８１０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０５－０６６７２９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００１－３０６１８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０２／０６９０７６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００３－２２９８３２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　１／２６　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　１／２８
              Ｇ０６Ｆ　　　１／３０
              Ｇ０６Ｆ　　　１／３２

(16) JP 4015990 B2 2007.11.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

