
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
演算処理装置（ＣＰＵ）および主記憶装置を搭載し外部から定電圧電力の供給を受けてコ
ンピュータとして働く機能を有するサーバ装置用プリント配線基板と、該サーバ装置用プ
リント配線基板に支持された放熱板と、前記サーバ装置用プリント配線基板を支持する前
面パネルとからなるカートリッジ型サーバユニットにおいて、
サーバ装置用プリント配線基板の前面パネルに支持された側の１辺に外部接続コネクタを
、反対側の１辺に信号を入出力する端子と電力を受ける端子を有するコネクタを設け、
サーバユニットの設置時に前記サーバ装置用プリント配線基板の平面が垂直に設置される
ように前記前面パネルが前記サーバ装置用プリント配線基板を支持し、
前記放熱板の一部がサーバ装置用プリント配線基板に搭載された発熱量の多い構成要素に
熱伝導手段を介して接触しておりこの接触個所から放熱板の他の個所に熱を伝達する熱伝
達手段を設けた
ことを特徴とするカートリッジ型サーバユニット。
【請求項２】
サーバ装置用プリント配線基板の
を設けたことを特徴とする請求項１に記載のカートリッジ型サーバユニット。
【請求項３】

請求項 に記載のカートリッジ型サーバユニット。
【請求項４】
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一面に、機能拡張ボードを接続する機能拡張用コネクタ

前記熱伝達手段がヒートパイプである １



に記載のカートリッジ
型サーバユニット。
【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】
前記配線基板に設けた入出力点

に記載のサーバユニット搭載用筐体。
【請求項８】

に記載のサーバユニット搭載用筐体。
【請求項９】

に記載のサーバユニット搭載用筐体。
【請求項１０】

に記載のサーバユ
ニット搭載用筐体。
【請求項１１】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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前面パネルに保守用入出力コネクタを設けるとともに、前面パネルの下方に冷却用吸気孔
を設けたことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項

演算処理装置（ＣＰＵ）および主記憶装置を搭載し外部から定電圧の電力の供給を受けて
コンピュータとして働く機能を有するサーバ装置用プリント配線基板と、該サーバ装置用
プリント配線基板に支持された放熱板と、前記サーバ装置用プリント配線基板を支持する
前面パネルとを有し、前記サーバ装置用プリント配線基板の前面パネルに支持された側の
１辺に外部接続用コネクタを、反対側の１辺に信号を入出力する端子と電力を受ける端子
を有するコネクタを設け、サーバユニットの設置時に前記サーバ装置用プリント配線基板
の平面が垂直に設置されるように前記前面パネルが前記サーバ装置用プリント配線基板を
支持し、前記放熱板の一部がサーバ装置用プリント配線基板に搭載された発熱量の多い構
成要素に熱伝導手段を介して接触しておりこの接触個所から放熱板の他の個所に熱を伝達
する熱伝達手段を設けた複数のカートリッジ型サーバユニットを収容するとともに定電圧
電源装置を収容するサーバユニット搭載用筐体において、
複数台のカートリッジ型サーバユニットを搭載するサーバユニット搭載空間と、少なくと
も１台の定電圧電源装置を搭載する電源搭載空間と、信号を伝達する信号伝達手段を収容
する信号伝達手段搭載空間と、冷却手段を収容する冷却用空間を有し、
信号を入出力する信号入出力端子と定電圧電力が供給される定電圧供給端子とを有するサ
ーバユニット接続コネクタおよび信号を入出力する信号入出力点ならびに外部から電力が
供給される電力受電端子と定電圧電源から受電する定電圧電源端子とを有する電力用コネ
クタとが設けられ、該電力用コネクタの定電圧電源端子と前記サーバユニット接続コネク
タの定電圧供給端子との間を接続する配線と前記サーバユニット接続コネクタの信号入出
力端子と前記信号入出力点との間を接続する配線とを有する配線基板と、
筐体の前面に設けられ信号を入出力する外部接続コネクタと、
該外部接続コネクタと前記配線基板の信号入出力点との間を接続する信号伝達手段
を有することを特徴とするサーバユニット搭載用筐体。

前記配線基板に設けた入出力点が中継コネクタとして形成され、前記信号伝達手段が該中
継コネクタに接続されるコネクタを有するケーブルである請求項５に記載のサーバユニッ
ト搭載用筐体。

と前記外部接続コネクタを接続する信号伝達手段が、配線
である請求項５

前記冷却手段が冷却用ファンである請求項５

前記サーバユニット搭載空間に、サーバユニットに設けたコネクタを前記配線基板のサー
バユニット接続コネクタに嵌合するようにサーバユニットを案内する案内手段を設けた請
求項５

前記電源搭載空間に、定電圧電源装置に設けたコネクタが前記配線基板の電力用コネクタ
に嵌合するように定電圧電源装置を案内する案内手段を設けた請求項５

請求項５に記載のカートリッジ型サーバユニットを複数台搭載したサーバユニット搭載用
筐体を複数個積み重ねてサーバユニット搭載架に搭載したサーバ装置。



本発明は、外部から定電圧を受けて動作するＣＰＵや記憶装置を搭載したサーバ装置用プ
リント配線基板と該サーバ装置用プリント配線基板を支持する前面パネルと該サーバ装置
用プリント配線基板に設けたコネクタとを有する配線作業をなくしたカートリッジ形式の
サーバユニットに関する、さらに本発明は、前記サーバユニットを複数台搭載するサーバ
ユニット搭載用筐体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インターネットの急速な発展によって、インターネットサーバにかかかる負担が極めて大
きくなってきており、ハングアップを起こすおそれがある。このようなサーバに対する負
荷の増大に対処するために、サーバ装置自体の容量を大きくすることが考えられるがサー
バ装置１台の容量を大きくすることにも限度があり、複数台のサーバ装置を設けることに
よって負荷を分散して負荷の増大に対応している。
【０００３】
このように複数台のサーバ装置をまとめて一つのサーバとして機能させたときには、１台
１台のサーバ装置は高性能なワークステーションである必要はなく、いわゆるＰＣサーバ
で十分であるが、このＰＣサーバを数百台も並べる必要がある。このようなサイトにユー
ザがアクセスするには、この内のどれか１台のＰＣサーバ装置にアクセスすることになる
。アクセスの増加に応じて、ＰＣサーバを増やせば負荷の増大に対処することができる。
【０００４】
ところが、数百台のサーバ装置を設置するにはかなりの広い空間が必要となり、電源の確
保や冷却方法の提供、安全管理を考えると、設置空間に対するコストは、ますます増大す
ることが予測される。さらに、毎月何台ものサーバ装置が増えていくことに対して、正確
な配線作業の実行や故障したサーバ装置の交換などの保守作業の労力は極めて重大な問題
となる。
【０００５】
通常、多数のサーバ装置が設置されるサイトでは、縦方向に延びたサーバ装置搭載架（ラ
ック）に複数のサーバ装置を搭載して縦方向の有効利用を図っている。例えば１９インチ
ラックと呼ばれるサーバ装置搭載架は、幅１９インチ（４８２．６ｍｍ）、高さ４２ユニ
ット（１８７１．１ｍｍ；１Ｕ＝４４．４５ｍｍ）の大きさを有しており、通常のタワー
型サーバ装置を搭載すると、１ラック当たり４～６台しか搭載することができない。
【０００６】
このサーバ装置設置空間の問題を解決するために、厚さが１Ｕのサーバ装置を開発し、こ
れを１ラックに隙間なく積み重ねて搭載することによって、４２台のサーバ装置を実装す
ることが行われた。しかしながら、この手法では、厚さ１Ｕの空間にＣＰＵやＨＤＤなど
を収めなくてはならないので、これらの装置の発熱を処理することが難しく、サーバユニ
ットの厚みを１Ｕから２Ｕに戻したり、一台毎に通風用の間隙を設けるたりするので、実
装数は実質的に半数程度に落ちてしまう。
【０００７】
さらに、多数のサーバユニットをサーバユニット搭載用筐体に搭載するときには、各サー
バユニットへの電力の供給および信号の入出力のための配線を接続することが必要となる
が、これらの接続はサーバユニット搭載用筐体の背面で行われることから、正確さを期す
には多大の注意を必要とするとともに、煩雑な作業が必要であった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記の問題点に鑑み、本発明は、サーバユニット搭載用筐体に多数のサーバユニットを搭
載できるとともに、効率よく冷却できる構造を有するサーバユニットを提供することを目
的とする。
【０００９】
さらに、本発明は、サーバ装置搭載架に搭載することができる
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効率よく冷却できる構造を
有するカートリッジ型サーバユニット、および、該カートリッジ型サーバユニットを複数



サーバユニット搭載用筐体

を提供することを目的とする。
【００１０】
さらに、本発明は、 サーバユニットと外部との接続を効
率よくかつ容易に行うことができるとともに、電力供給のための接続を極めて容易に行う
ことができる サーバユニットおよびサーバユニット搭載用筐体の構造

を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明は、演算処理装置（ＣＰＵ）および主記憶装置を搭載
し外部から電力の供給を受けてコンピュータとして働く機能を有するサーバ装置用プリン
ト配線基板と、該サーバ装置用プリント配線基板に支持された放熱板と、前記サーバ装置
用プリント配線基板を支持する前面パネルとからなるカートリッジ型サーバユニットを、
サーバユニットの設置時に前記サーバ装置用プリント配線基板の平面が垂直に設置される
ように前記前面パネルが前記サーバ装置用プリント配線基板を支持するように構成すると
ともに、前記放熱板の一部がサーバ装置用プリント配線基板に搭載された発熱量の多い構
成要素に熱伝導手段を介して接触しておりこの接触個所から放熱板の他の個所に熱を伝達
する熱伝達手段を設けることによって構成される。
【００１２】
本発明は、上記カートリッジ型サーバユニットにおいて、サーバ装置用プリント配線基板
の前面パネルに支持された側の辺と反対側の辺に、信号を入出力する信号入出力端子と電
力を受ける受電用端子を有するコネクタを設けた。
【００１３】
本発明は、上記カートリッジ型サーバユニットにおいて、サーバ装置用プリント配線基板
の一面に、拡張機能を有する機能拡張ボードを接続する機能拡張用コネクタを設けた。
【００１４】
本発明は、上記カートリッジ型サーバユニットにおいて、前記放熱板に設ける熱伝達手段
をヒートパイプを用いて形成した。
【００１５】
本発明は、上記カートリッジ型サーバユニットにおいて、前面パネルに保守用入出力コネ
クタを設けるとともに、前面パネルの下方に冷却用吸気孔を設けた。
【００１６】
また、本発明は、上記課題を解決するために、上記したカートリッジ型サーバユニットを
複数台収容するとともに少なくとも１台の定電圧電源装置を収容するサーバユニット搭載
用筐体に、複数台のサーバユニットを搭載するサーバユニット搭載空間と、少なくとも１
台の定電圧電源装置を搭載する電源搭載空間と、信号を伝達する信号伝達手段を収容する
信号伝達手段搭載空間と、冷却手段を収容する冷却用空間を設けるとともに、サーバユニ
ットとの間で信号を入出力する信号入出力端子とサーバユニットに定電圧電力を供給する
定電圧供給端子とを有するサーバユニット接続コネクタおよび信号を入出力する信号入出
力点ならびに外部から電力が供給される電力受電端子と定電圧電源から電力を受ける定電
圧電源端子とを有する電力用コネクタと該電力用コネクタの定電圧電源端子と前記サーバ
ユニット接続コネクタの定電圧供給端子との間を接続する配線と前記サーバユニット接続
コネクタの信号入出力端子と前記信号入出力点との間を接続する配線とを有する配線基板
と、筐体の前面に設けた信号を入出力する外部接続コネクタと、
該外部接続コネクタと前記配線基板の信号入出力点との間を接続する信号伝達手段とを設
けた。
【００１７】
本発明は、上記サーバユニット搭載用筐体において、前記配線基板に設けた入出力点を中
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台搭載することができる 、ならびに、前記カートリッジ型サー
バユニットを複数台搭載したサーバユニット搭載用筐体を複数個重ねてサーバユニット搭
載架に搭載したサーバ装置

効率よく冷却できる構造を有する

カートリッジ型 、な
らびにこのサーバユニット搭載用筐体を複数個重ねてサーバユニット搭載架に搭載したサ
ーバ装置



継コネクタとして形成し、前記信号伝達手段を該中継コネクタに接続されるコネクタを有
するケーブルとして構成した。
【００１８】
本発明は、上記サーバユニット搭載用筐体において、前記配線基板に設けた入出力点と前
記外部接続コネクタを接続する信号伝達手段を、配線で構成した。
【００１９】
本発明は、上記サーバユニット搭載用筐体において、前記冷却手段として冷却用ファンを
用いた。
【００２０】
本発明は、上記サーバユニット搭載用筐体において、前記サーバユニット搭載空間に、サ
ーバユニットに設けたコネクタを前記配線基板のサーバユニット接続コネクタに嵌合する
ようにサーバユニットを案内する案内手段を設けた。
【００２１】
本発明は、上記サーバユニット搭載用筐体において、前記電源搭載空間に、定電圧電源装
置に設けたコネクタが前記配線基板の電力用コネクタに嵌合するように定電圧電源装置を
案内する案内手段を設けた。
【００２２】
【発明の実施の形態】
本発明にかかるカートリッジ型サーバユニットおよび該サーバユニットを搭載するサーバ
ユニット搭載用筐体の構成を図１～図５を用いて説明する。
【００２３】
本発明は、サーバユニットを、中央演算処理装置（ＣＰＵ）および主記憶装置（メモリ）
などを搭載したサーバ装置用プリント配線基板と、該サーバ装置用プリント配線基板に搭
載した定電圧電力受電用の電源ポートおよび信号入出力用の２つのＬＡＮポートならびに
シリアルポートを集約した主コネクタと、前記サーバ装置用プリント配線基板に搭載され
た発熱量の大きい素子に一部が接触した放熱板と、前記サーバ装置用プリント配線基板を
その配線面が垂直となるように支持する前面パネルとから構成する。
【００２４】
図１は本発明にかかるカートリッジ型サーバユニットの外観を示す斜視図であり、図２は
図１のＡ‐Ａ線での縦断面図であり、図３はカートリッジ型サーバユニットをサーバユニ
ット搭載用筐体に搭載した状態を模式的に示す斜視図であり、図４は上記カートリッジ型
サーバユニットをサーバユニット搭載用筐体に搭載した状態を説明する図３のＢ‐Ｂ線で
の縦断面図であり、図５は、サーバユニット搭載用筐体の構造を概念的に説明する斜視図
である。図３～図５においてはサーバユニット搭載用筐体を構成するフレームを大きさを
示さない実線で表している。
【００２５】
図１および図２に示すように、この発明にかかるカートリッジ型サーバユニット３は、前
面パネル３５と、前面パネル３５の裏面に１辺が取りつけられたサーバ装置用プリント配
線基板３１（マザーボード）と、該サーバ装置用プリント配線基板３１に並べて取付けら
れた放熱板３３と、前記サーバ装置用プリント配線基板３１前面パネル３５側と反対側の
１辺に設けたデータ入出力用端子と受電用端子を有する主コネクタ３７とを有して構成さ
れる。
【００２６】
前面パネル３５は、高さ４ユニット（Ｕ）、幅２５．４ｍｍ（１インチ）の大きさであり
、表面に保守用入出力コネクタ３５１と冷却用吸気孔３５３と把手３５５が、裏面に図示
を省略したサーバ装置用プリント配線基板３１保持部が設けられるとともに、サーバユニ
ット３をサーバユニット搭載用筐体１に搭載したときに前面パネル３５を筐体に固着する
手段を有している。
【００２７】
サーバ装置用プリント配線基板３１は、例えば１６０×２３３．３５ｍｍの大きさであり
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、ＣＰＵ３１１や記憶装置を搭載してサーバユニット３としての処理を実行する機能を有
している。しかしながら、このサーバ装置用プリント配線基板３１には、定電圧電源など
の電源装置のような複数のサーバユニット３で共用可能な装置は搭載していない。サーバ
装置用プリント配線基板３１には、信号の入出力端子および受電端子を有する主コネクタ
３７が前面パネル３５側と反対側の１辺に設けられている。さらに、サーバ装置用プリン
ト配線基板３１には、隣接して配置される機能拡張ボード（ドーターボード）５を接続す
るための機能拡張用コネクタ３９がサーバ装置用プリント配線基板３１の表面に設けられ
ている。
【００２８】
サーバ装置用プリント配線基板３１に支持手段３２によって一定の間隔を保持して支持さ
れた放熱板３３は、アルミニウムなどの熱伝導性の良好な材料で構成され、サーバ装置用
プリント配線基板３１とほぼ同じ大きさを有しており、図２の断面図に示すようにサーバ
装置用プリント配線基板３１に搭載した発熱量の大きな部材、例えばＣＰＵ３１１やメモ
リチップに、熱伝導シート３１３などを介して接するように設けられる。放熱板３３には
、発熱部の熱を放熱板３３全体で放熱するために、発熱部から温度の低い部分に向けたヒ
ートパイプ３３１が設けられており、熱を放熱板３３全体に配分する。
【００２９】
サーバユニット搭載用筐体１には、図３に示すように、前記したサーバユニット３が複数
台と、定電圧電源装置などの電源装置７が複数台搭載される。サーバユニット搭載用筐体
１の前面下部設けた前面パネルには外部接続コネクタ２９がサーバユニット１台当たり例
えば３個づつ設けられている。このサーバ搭載用ユニット３を、サーバ装置搭載架（ラッ
ク）に例えば１０段積み重ねて搭載する。
【００３０】
上述したサーバユニット３を搭載するサーバユニット搭載用筐体１には、複数台のカート
リッジ型サーバユニット３が搭載されるとともに数台のサーバユニット３毎に１台の電源
装置７が搭載される。サーバユニット搭載用筐体１に搭載するカートリッジ型サーバユニ
ット３として、該サーバユニットの機能を拡張する機能拡張ボード（ドータボード）５を
接続したユニットとすることができる。
【００３１】
サーバユニット搭載用筐体１は、図４および図５に示すように、サーバユニット搭載空間
１１と、電源搭載空間１３と、信号伝達手段収容空間１５と、冷却用空間１７と、配線基
板１９と、外部接続コネクタ２９とを有して構成される。
【００３２】
サーバユニット搭載空間１１は、複数台のサーバユニット３を搭載するための空間であり
、図４に示すように、サーバユニット搭載空間１１の上下には、サーバユニット３に設け
た主コネクタ３７を前記配線基板１９のサーバユニット接続コネクタ２３に嵌合するよう
にパッケージ型サーバユニット３を案内し支持する案内レール１２が設けられている。
【００３３】
電源搭載空間１３は、商用電源などの外部電源から受電した電力をサーバの駆動電圧に変
換するとともに定電圧化してサーバユニット３へ向けて出力する定電圧電源装置７を搭載
するための空間であり、前記サーバ搭載空間１１の隣りに並べて配置される。さらに、電
源搭載空間１３には、定電圧電源装置７に設けたコネクタが前記配線基板１９に設けた電
力用コネクタ２５に嵌合するように定電圧電源装置を案内する図示を省略した案内手段が
設けられている。
【００３４】
電源搭載空間１３には、さらに、複数のサーバユニット３に共通の定電圧電源装置７以外
の各種の装置を搭載することができる。
【００３５】
信号伝達手段収容空間１５は、配線やコネクタを有する接続コードなどの接続手段を収容
する空間であり、前記サーバユニット搭載空間１１および電源搭載空間１３の下方に設け
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られている。
【００３６】
冷却用空間１７は、サーバユニット搭載用筐体１の背面に設けた冷却用ファン１７１，１
７２を配置してサーバユニット搭載空間１１および電源搭載空間１３から空気を運び出す
空間であり、サーバユニット搭載空間１１と電源搭載空間１３の後方に配置される。冷却
用空間に設けられる冷却用ファンは、複数台のサーバユニット３毎に１台のサーバ用冷却
ファン１７１が、１台の電源装置に対して１台の電源用冷却ファン１７２が設けられる。
【００３７】
配線基板１９は、サーバユニット搭載空間１１および電源搭載空間１３ならびに信号伝達
手段収容空間１５の後部に設けられる配線基板であり、それぞれの空間にわたって構成さ
れる。配線基板２９は、例えばプリント基板として構成され、サーバユニット搭載空間１
１に対応する位置に設けられたサーバユニット搭載用筐体１に搭載するサーバユニット３
の台数に見合った数のサーバ接続コネクタ２３と、電源搭載空間１３に対応する位置に設
けられた電源装置７の台数に見合った数の電力用コネクタ２５と、信号伝達手段収容空間
１５に対応する位置に設けられた信号入出力点２７を有している。
【００３８】
サーバ接続コネクタ２３は、サーバユニット３との間で信号を入出力する信号入出力端子
と、サーバに定電圧を供給する電源供給端子を有しており、サーバユニット搭載空間１１
に向けて設けられる。
【００３９】
電力用コネクタ２５は、外部電源に接続され定電圧電源装置７に外部電源からの電力を供
給する外部電力供給端子と、定電圧電源装置からの定電圧電力をサーバユニット接続コネ
クタ２３の電源供給端子に供給する定電圧端子とを有しており、電源搭載空間１３に向け
て設けられる。
【００４０】
信号入出力点２７は、サーバユニット３からの信号を外部接続コネクタ２９に供給する為
の入出力点であり、中継コネクタまたは接続端子として構成される。
【００４１】
サーバ接続コネクタ２３の電源供給端子と電力用コネクタ２５の定電圧端子とは、配線基
板１９の配線によって接続されている。サーバ接続コネクタ２３の信号入出力端子と信号
入出力点は、配線基板１９の配線によって接続されている。
【００４２】
外部接続コネクタ２９は、サーバユニット搭載用筐体１に搭載するサーバユニット３の台
数に見合った数だけサーバユニット搭載用筐体１の前面パネル２１設けられ、外部接続コ
ネクタ２９、接続手段２８を介して配線基板の信号入出力点に接続され、例えばＲＣ‐２
３２Ｃコネクタなどのシリアル信号用コネクタと、ＬＡＮ用のコネクタが用いられる。
【００４３】
配線基板１９の入出力点２７と外部接続コネクタ２９は、配線またはコネクタを有するコ
ードなどの接続手段２８によって接続されている。
【００４４】
このような構成を有するサーバユニット搭載用筐体１に、サーバユニット３を搭載するに
は、サーバユニット３のサーバ装置プリント配線基板３１を案内レール１２に案内させて
奥に挿入することによって、主コネクタ３７がサーバ接続コネクタ２３に嵌め込まれサー
バユニット３と外部接続コネクタ２９間の接続が完了し、信号の入出力を前面に設けた外
部接続コネクタ２９から行うことができる。
【００４５】
同様に、サーバユニット搭載用筐体１に電源装置７を搭載するには、定電圧電源装置７を
案内手段によって案内して、定電圧電源装置７に設けた接続コネクタを配線基板１９に設
けた電力用コネクタ２５に接続することによって、外部電源との接続および定電圧装置７
と各サーバユニット３との間の接続が、きわめて容易に完了する。
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【００４６】
このサーバユニット３を搭載したサーバユニット搭載用筐体１を複数台サーバ装置搭載架
に搭載して冷却する場合の冷却の働きを、図６を用いて説明する。図６は、サーバユニッ
ト搭載用筐体１を複数個積み重ねてサーバ搭載架に搭載した状態を模式的に示す縦段面図
である。図に示すように、サーバユニット搭載用筐体１のサーバユニット搭載空間１１は
、前後を除いて閉じた空間であることから冷却ファン搭載空間１７に搭載したサーバユニ
ット冷却ファン１７１を運転すると、サーバユニット３の前面パネル３５の下方に設けた
吸気孔３５３からサーバユニット冷却ファン１７１に向けてサーバユニット３の放熱板３
３に沿った空気の流れができる。放熱板３３には、プリント配線基板３１の発熱部から他
の部分に向けて熱を伝達するヒートパイプが設けられているので、効率よく熱を取り出す
ことができる。
【００４７】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、サーバユニット３をＣＰＵと記憶装置を有し電源装置を
持たないプリント配線基板３１に構成するとともに後部に主コネクタ３７を有するカート
リッジ型とし、サーバユニット搭載用筐体１に筐体の前面に設けた外部接続コネクタ２９
に接続されたサーバ接続コネクタ２３を設けたので、カートリッジ型サーバユニット３を
サーバユニット搭載用筐体１に差込むだけで配線を完了させることができ、ユニット増設
時の配線作業を大幅に簡略化することができるとともに、接続誤りを防ぐことができる。
【００４８】
また、本発明は、サーバユニット３から電源を除いたので、サーバ機能を有する部分を小
型化することができるとともに、サーバ機能を搭載したプリント配線基板３１を縦方向に
立てて配置し、かつ放熱板を設けたので、効率よく冷却することができ、１台のサーバ搭
載架（ラック）に多数のサーバユニットを搭載することができ、サーバ設置空間を大幅に
減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかるサーバユニットの外観を説明する斜視図。
【図２】図１のＡ‐Ａ線での断面形状を示す縦断面図。
【図３】本発明にかかるサーバユニット搭載用筐体の形状を説明する外観斜視図。
【図４】図３のＢ‐Ｂ線での断面形状を示す縦断面図。
【図５】図３のサーバユニット搭載用筐体の構成を概念的に説明する斜視図。
【図６】サーバユニット搭載用筐体をサーバ装置搭載架に搭載した状態を示す縦断面図。
【符号の説明】
１　サーバユニット搭載用筐体
１１　サーバユニット搭載空間
１２　案内レール
１３　電源搭載空間
１５　信号伝達手段収容空間
１７　冷却用空間
１９　配線基板
２１　前面パネル
２３　サーバ接続コネクタ
２５　電源コネクタ
２７　信号入出力点（中継コネクタ）
２９　外部接続コネクタ
３　サーバユニット
３１　サーバ装置用プリント配線基板
３１１　ＣＰＵ
３１３　熱伝導シート
３２　支持手段
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３３　放熱板
３３１　ヒートパイプ
３５　前面パネル
３５１　保守用入出力コネクタ
３５３　冷却用吸気孔
３５５　把手
３７　主コネクタ
３９　機能拡張用コネクタ
５　ドータボード
７　定電圧電源装置 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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