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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気と排気を行うためのファンを有する複数の発熱機器を、前面側を吸気側、後面側を
排気側として上下方向に積層して発熱機器収容ラックに収容し、該発熱機器収容ラックを
複数台左右方向に並べてラック列を形成すると共に、該ラック列の後面側同士を間隔をお
いて向かい合わせてラック群を形成して空調室内の床面上に配置し、前記空調室内に前記
ラック列に囲まれたホットエリアを区画し、そのホットエリア内の天井に、該ホットエリ
ア内の熱気を回収するための複数の回収口を形成すると共に、前記空調室内の空調空気を
ラック列の前面から後面に通して前記ホットエリアに導入するようにしたデータセンタに
おいて、
　前記発熱機器収容ラックは、前面の上下方向にわたって吸気可能であり、かつ、裏面の
上下方向にわたって排気可能であり、
　前記ラック群を構成する前記発熱機器収容ラックのうち少なくとも１つが、排気温度が
所定温度以下の低発熱機器を少なくとも１つ収容する低発熱機器収容ラックであり、
　該低発熱機器収容ラックに収容された前記低発熱機器に、該低発熱機器からの排気を、
前記ラック群を構成する他の発熱機器収容ラック内に誘導すると共に、該他の発熱機器収
容ラック内に収容された発熱機器の前面側に誘導して、当該発熱機器に供給する誘導部材
を設けたことを特徴とするデータセンタ。
【請求項２】
　吸気と排気を行うためのファンを有する複数の発熱機器を、前面側を吸気側、後面側を
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排気側として上下方向に積層して発熱機器収容ラックに収容し、該発熱機器収容ラックを
複数台左右方向に並べてラック列を形成すると共に、該ラック列の前面側同士を間隔をお
いて向かい合わせてラック群を形成して空調室内の床面上に配置し、前記空調室内に前記
ラック列に囲まれたクールエリアを区画し、そのクールエリア内の天井に、空調機からの
空調空気を供給する供給口を形成すると共に、前記クールエリア以外のホットエリアの天
井に、該ホットエリア内の熱気を回収する回収口を形成し、前記空調空気をラック列の前
面から後面に通して前記ホットエリアに導入するようにしたデータセンタにおいて、
　前記発熱機器収容ラックは、前面の上下方向にわたって吸気可能であり、かつ、裏面の
上下方向にわたって排気可能であり、
　前記ラック群を構成する前記発熱機器収容ラックのうち少なくとも１つが、排気温度が
所定温度以下の低発熱機器を少なくとも１つ収容する低発熱機器収容ラックであり、
　該低発熱機器収容ラックに収容された前記低発熱機器に、該低発熱機器からの排気を、
前記ラック群を構成する他の発熱機器収容ラック内に誘導すると共に、該他の発熱機器収
容ラック内に収容された発熱機器の前面側に誘導して、当該発熱機器に供給する誘導部材
を設けたことを特徴とするデータセンタ。
【請求項３】
　前記誘導部材は、前記低発熱機器の排気側に突出するように設けられ、前記低発熱機器
の排気を受ける暖気受箱と、該暖気受箱からの排気を誘導するための回しパイプとからな
る請求項１または２記載のデータセンタ。
【請求項４】
　前記低発熱機器収容ラック内に、前記低発熱機器を複数積層して配置すると共に、その
上方に、裏面側から排気される排気温度が所定温度より高い通常発熱機器を配置し、
　前記複数の低発熱機器のうち一部の低発熱機器からの排気を、前記回しパイプで前記他
の発熱機器収容ラック内に収容された発熱機器の前面側に誘導し、
　他の低発熱機器からの排気を、前記回しパイプで前記低発熱機器収容ラック内の上方に
配置された通常発熱機器の前方に誘導するようにした請求項３記載のデータセンタ。
【請求項５】
　前記他の発熱機器収容ラック内に収容された発熱機器に排気を供給する低発熱機器を複
数積層してラック外排気低発熱機器エリアを形成すると共に、
　前記低発熱機器収容ラック内の上方に配置された通常発熱機器に排気を供給する低発熱
機器を複数積層してラック内排気低発熱機器エリアを形成し、
　前記各低発熱機器に設けられる前記暖気受箱を、前記両エリアの下方の低発熱機器ほど
大きく形成した請求項４記載のデータセンタ。
【請求項６】
　前記低発熱機器収容ラックに収容された前記低発熱機器からの排気を、前記低発熱機器
収容ラックの隣の発熱機器収容ラック内に誘導すると共に、該隣の発熱機器収容ラック内
に収容された発熱機器の前面側に誘導して、当該発熱機器に供給するようにした請求項１
～５いずれかに記載のデータセンタ。
【請求項７】
　前記ラック群は、該ラック群を構成する前記両ラック列の左右方向の一方の端部に、ラ
ック列の下縁から前記空調室の天井に延びるパネルを設けると共に、他方の端部を前記空
調室の壁で塞ぎ、かつ、両ラック列の前縁上部に天井に延びるパーティションを設けてな
る請求項１～６いずれかに記載のデータセンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発熱機器収容ラック内に収容される発熱機器に低発熱機器が含まれる場合で
あっても、ホットエリアに排出される空気の温度を下げないようすることができ、効率の
よい熱回収が可能なデータセンタに関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　発熱体である発熱機器、例えば、サーバーなどの電子機器は、サーバーラックなどの発
熱機器収容ラック内に多段に収容されて空調室内に配置される。サーバーなどの電子機器
では電力消費に伴い熱が発生するので、この熱による悪影響を排除するために、空調機な
どの冷却システムにより発熱機器収容ラック内に収容された発熱機器に空調空気（冷気）
を供給し、発熱機器で発生した熱を除去するのが一般的である。
【０００３】
　従来のデータセンタとして、特許文献１および特許文献２では、吸気と排気を行うファ
ンを有するサーバー等を、複数段、積層してサーバーラックに収容し、そのサーバーラッ
クを複数個、直線状に同じ方向に向けて配列することでラック列を構成し、２列のラック
列を対向するように配置すると共に、その２列のラック列の間を塞ぐことで、１つのラッ
クモジュールを構成することが提案されている。
【０００４】
　特許文献１では、２列のラック列を排気側である裏面側を対向させて配置することで、
ラック列間に、ホットエリアを形成している点が特徴的である。
【０００５】
　また、特許文献２では、２列のラック列を吸気側である前面側を対向させて配置するこ
とで、ラック列間に、クールエリアを形成している点が特徴的である。
【０００６】
　このように、データセンタでは、空調機からの空調空気（冷気）と、サーバーラックの
裏面から排出される熱気とを区別している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００６－５２６２０５号公報
【特許文献２】特開２００７－３１６９８９号公報
【特許文献３】実開昭６３－１５９８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、熱の再利用といった省エネルギー技術が盛んであるが、そんな中、本発明者らは
、サーバーラックの裏面から排出される熱気を熱回収し、ボイラー等に利用する技術を開
発した。
【０００９】
　しかし、例えば、１つのサーバーラックに発熱量が相違するサーバーを収容した場合や
、サーバー内のファンの排気能力が高すぎてサーバー内の空気の循環が良い場合など、あ
る特定のサーバーの排気温度が低い場合がある。このような排気温度の低いサーバーが１
つでもサーバーラック内に収容されていると、そのサーバーラック全体での排気温度が低
下してしまい、効率的に熱回収を行うことができなくなるという問題が生じる。
【００１０】
　そこで、この問題を解決するために、特許文献３に記載されるように、排気温度が低い
サーバーを直列状に配置して、上流側に配置されたサーバーの排気を下流側のサーバーに
供給することで、上流側に配置されたサーバーからの排気を下流側のサーバーでさらに暖
めて排気するようにし、サーバーラック全体での排気温度を高く保つことが考えられる。
【００１１】
　しかし、この場合、冷気を吸い込む吸気口から遠い下流側に位置するサーバーに十分な
冷気が供給できず、下流側のサーバー自体の放熱が不十分になるおそれがある。また、吸
気口から近い上流側に位置するサーバーが故障すると、上流側に位置するサーバーが邪魔
になり、吸気口から遠い下流側に位置するサーバーに、十分な冷気が供給できないことも
考えられ、問題である。
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【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、複数の発熱機器に適切に冷気を供給でき、
かつ、ホットエリアに排出される空気の温度を下げないようにすることで、効率のよい熱
回収が実現可能なデータセンタ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】
【００１３】
　本発明は上記目的を達成するために創案されたものであり、吸気と排気を行うためのフ
ァンを有する複数の発熱機器を、前面側を吸気側、後面側を排気側として上下方向に積層
して発熱機器収容ラックに収容し、該発熱機器収容ラックを複数台左右方向に並べてラッ
ク列を形成すると共に、該ラック列の後面側同士を間隔をおいて向かい合わせてラック群
を形成して空調室内の床面上に配置し、前記空調室内に前記ラック列に囲まれたホットエ
リアを区画し、そのホットエリア内の天井に、該ホットエリア内の熱気を回収するための
複数の回収口を形成すると共に、前記空調室内の空調空気をラック列の前面から後面に通
して前記ホットエリアに導入するようにしたデータセンタにおいて、前記発熱機器収容ラ
ックは、前面の上下方向にわたって吸気可能であり、かつ、裏面の上下方向にわたって排
気可能であり、前記ラック群を構成する前記発熱機器収容ラックのうち少なくとも１つが
、排気温度が所定温度以下の低発熱機器を少なくとも１つ収容する低発熱機器収容ラック
であり、該低発熱機器収容ラックに収容された前記低発熱機器に、該低発熱機器からの排
気を、前記ラック群を構成する他の発熱機器収容ラック内に誘導すると共に、該他の発熱
機器収容ラック内に収容された発熱機器の前面側に誘導して、当該発熱機器に供給する誘
導部材を設けたデータセンタである。
【００１４】
　また、本発明は、吸気と排気を行うためのファンを有する複数の発熱機器を、前面側を
吸気側、後面側を排気側として上下方向に積層して発熱機器収容ラックに収容し、該発熱
機器収容ラックを複数台左右方向に並べてラック列を形成すると共に、該ラック列の前面
側同士を間隔をおいて向かい合わせてラック群を形成して空調室内の床面上に配置し、前
記空調室内に前記ラック列に囲まれたクールエリアを区画し、そのクールエリア内の天井
に、空調機からの空調空気を供給する供給口を形成すると共に、前記クールエリア以外の
ホットエリアの天井に、該ホットエリア内の熱気を回収する回収口を形成し、前記空調空
気をラック列の前面から後面に通して前記ホットエリアに導入するようにしたデータセン
タにおいて、前記発熱機器収容ラックは、前面の上下方向にわたって吸気可能であり、か
つ、裏面の上下方向にわたって排気可能であり、前記ラック群を構成する前記発熱機器収
容ラックのうち少なくとも１つが、排気温度が所定温度以下の低発熱機器を少なくとも１
つ収容する低発熱機器収容ラックであり、該低発熱機器収容ラックに収容された前記低発
熱機器に、該低発熱機器からの排気を、前記ラック群を構成する他の発熱機器収容ラック
内に誘導すると共に、該他の発熱機器収容ラック内に収容された発熱機器の前面側に誘導
して、当該発熱機器に供給する誘導部材を設けたデータセンタである。
【００１５】
　前記誘導部材は、前記低発熱機器の排気側に突出するように設けられ、前記低発熱機器
の排気を受ける暖気受箱と、該暖気受箱からの排気を誘導するための回しパイプとからな
ってもよい。
【００１６】
　前記低発熱機器収容ラック内に、前記低発熱機器を複数積層して配置すると共に、その
上方に、裏面側から排気される排気温度が所定温度より高い通常発熱機器を配置し、前記
複数の低発熱機器のうち一部の低発熱機器からの排気を、前記回しパイプで前記他の発熱
機器収容ラック内に収容された発熱機器の前面側に誘導し、他の低発熱機器からの排気を
、前記回しパイプで前記低発熱機器収容ラック内の上方に配置された通常発熱機器の前方
に誘導するようにしてもよい。
【００１７】
　前記他の発熱機器収容ラック内に収容された発熱機器に排気を供給する低発熱機器を複
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数積層してラック外排気低発熱機器エリアを形成すると共に、前記低発熱機器収容ラック
内の上方に配置された通常発熱機器に排気を供給する低発熱機器を複数積層してラック内
排気低発熱機器エリアを形成し、前記各低発熱機器に設けられる前記暖気受箱を、前記両
エリアの下方の低発熱機器ほど大きく形成してもよい。
【００１８】
　前記低発熱機器収容ラックに収容された前記低発熱機器からの排気を、前記低発熱機器
収容ラックの隣の発熱機器収容ラック内に誘導すると共に、該隣の発熱機器収容ラック内
に収容された発熱機器の前面側に誘導して、当該発熱機器に供給するようにしてもよい。
【００１９】
　前記ラック群は、該ラック群を構成する前記両ラック列の左右方向の一方の端部に、ラ
ック列の下縁から前記空調室の天井に延びるパネルを設けると共に、他方の端部を前記空
調室の壁で塞ぎ、かつ、両ラック列の前縁上部に天井に延びるパーティションを設けてな
ってもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、複数の発熱機器に適切に冷気を供給でき、かつ、ホットエリアに排出
される空気の温度を下げないようにすることができ、効率のよい熱回収が実現可能なデー
タセンタを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施の形態に係るデータセンタの平面図である。
【図２】図１のデータセンタ内に配置されるラック群の正面図である。
【図３】本発明において、低発熱機器収容ラック内の空気の流れ（吸排気の様子）を説明
する説明図である。
【図４】本発明において、低発熱機器収容ラックの低発熱機器から排気が誘導されるサー
バーラック内の空気の流れ（吸排気の様子）を説明する説明図である。
【図５】（ａ）は、サーバーに誘導部材を装着する様子を説明する説明図であり、（ｂ）
はサーバー内の空気の流れを説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面にしたがって説明する。
【００２３】
　図１は、本実施の形態に係るデータセンタの平面図である。
【００２４】
　図１に示すように、データセンタ１は、空調室２内に４つのラック群３を配置して構成
されている。空調室２には、空調室２に出入りするための扉が設けられているが、図１で
は省略している。
【００２５】
　ラック群３は、発熱機器収容ラックとしてのサーバーラック４を複数台左右方向に直線
状に並べてラック列５を形成し、２列のラック列５の裏面側同士を間隔をおいて向かい合
わせて（背向列設して）空調室２内の床面上に配置し、かつ、その向かい合わせたラック
列５の左右方向の一方の端部にパネル（側壁）６を設けると共に、他方の端部を空調室２
の壁Ｗで塞ぐことにより構成されている。
【００２６】
　サーバーラック４の高さが空調室２の天井に届かない場合、図２に示すように、パネル
６を天井Ｒまで延長すると共に、天井Ｒとサーバーラック４との間を塞ぐ、パーティショ
ン（上部閉塞部材）７を設ける。パーティション７は、ラック列５の前縁上部から天井Ｒ
に延びるように形成されており、適宜分割されていてもよい。
【００２７】
　ラック群３を形成することで、空調室２内にラック列５に囲まれたホットエリアＨが区
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画される。ラック列５の端部に設けられたパネル６には、ホットエリアＨ内に出入りする
ための扉（図示せず）が形成されている。
【００２８】
　ホットエリアＨ内の天井Ｒには、ホットエリアＨ内の熱気を回収する回収口（図示せず
）が複数形成され、ホットエリアＨ以外の空調室２であるクールエリアＣの天井Ｒには、
図示しない空調機からの空調空気（冷気）が供給される供給口（図示せず）が複数形成さ
れている。これら吸気口および回収口には、それぞれに接続されるダクトが天井Ｒに設け
られており、空調室２内の空調空気をラック列５の前面から裏面に通してホットエリアＨ
に導入するようにしている。回収口より回収された熱気は、回収口に接続されたダクトを
通って、例えば、ボイラ等に供給される。
【００２９】
　なお、本明細書では、空調機からの空調空気（冷気）を供給されるエリアをクールエリ
アＣ、サーバーラック４からの熱気が排気されるエリアをホットエリアＨという。クール
エリアＣの温度は約１０～２５℃であり、ホットエリアＨの温度は約２５～４０℃である
。
【００３０】
　図２に示すように、発熱機器収容ラックとしてのサーバーラック４は、直方体の箱状に
形成され、発熱機器としての複数のサーバーＡ，Ｂを、上下方向に積層して収容する。
【００３１】
　サーバーラック４の前面側には、開閉自在な前面板４ａが設けられており、裏面側には
、図示しないが前面側と同様に裏面板が設けられている。前面板と裏面板はメッシュ状に
形成されており、サーバーラック４は、前面の上下方向にわたって全面で吸気可能であり
、かつ、裏面の上下方向にわたって全面で排気可能とされている。なお、本実施の形態で
は、サーバーラック４の吸気範囲及び排気範囲は、前述したように、「上下方向にわたっ
て全面」であるが、「サーバーＡ，Ｂに対向する位置であって、上下方向にわたる面」で
あってもよい。
【００３２】
　図２の中央部に示すように、サーバーラック４の内部には、前面側に２本、裏面側に２
本という具合に、４本の支柱２０が配置され、かつ、前面側の２本の支柱２０の間、およ
び裏面側の２本の支柱２０の間を掛け渡すように複数個の横桁２１がそれぞれ設けられて
おり、この横桁２１にサーバーＡ，Ｂを載置するように構成されている。本実施の形態で
は、全てのサーバーラック４が同じ内部構造とされるが、全てではなく、一部のサーバー
ラック４が同じ内部構造であってもよい。
【００３３】
　横桁２１は、その両端がボルト２２にて支柱２０に固定されるが、支柱２０には、ボル
ト２２と螺合する穴（図示せず）が段階的に形成されており、サーバーラック４に載置す
るサーバーＡ，Ｂの高さに合わせて、上下方向に、取り付け位置を調整できるようになっ
ている。
【００３４】
　サーバーラック４内に収容されるサーバーＡ，Ｂは、吸気と排気を行うためのファン（
図示せず）を有し、前面側から吸気し裏面側から排気するようにされる。サーバーＡ，Ｂ
は、サーバーラック４の前面側を吸気側、裏面側を排気側として、吸気側と排気側が揃う
ようにそれぞれサーバーラック４内に配置される。
【００３５】
　さて、本実施の形態に係るデータセンタ１では、ラック群３を構成するサーバーラック
４のうち少なくとも１つが、排気温度が所定温度以下の低発熱機器であるサーバーＡを少
なくとも１つ収容する低発熱機器収容ラック１００である。
【００３６】
　ここでは、低発熱機器収容ラック１００内に、６台の低発熱機器であるサーバーＡ１～
Ａ６と、２台の通常発熱機器（排気温度が所定温度より高い発熱機器）であるサーバーＢ
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１～Ｂ２とを収容する場合を説明する。
【００３７】
　サーバーＡは、暖気（約２５～３２℃の空気）が排気されるサーバーであり、サーバー
Ｂは熱気（約３２～４０℃の空気）が排気されるサーバーである。ここでは、便宜上２種
類のサーバーＡ，Ｂを用いる場合を説明するが、決して、サーバーの型番が２種類あると
いう意味ではなく、サーバーＡ，Ｂは、複数種類の型番のサーバーを含むものであっても
よい。
【００３８】
　図２および図３に示すように、低発熱機器収容ラック１００内には、下方から上方にか
けて、サーバーＡ１、サーバーＡ２、サーバーＡ３、サーバーＡ４、サーバーＡ５、サー
バーＡ６、サーバーＢ１、およびサーバーＢ２が順次配置される。
【００３９】
　本実施の形態では、低発熱機器収容ラック１００に収容されたサーバーＡ１～Ａ６のう
ち、サーバーＡ１～Ａ３の排気を、低発熱機器収容ラック１００の隣（図２では右隣）の
サーバーラック４ｓに供給し、サーバーＡ４～Ａ６の排気を、低発熱機器収容ラック１０
０内の上方に配置された通常発熱機器であるサーバーＢ１～Ｂ２に供給することとする。
サーバーＡ１～Ａ３が配置された領域をラック外排気低発熱機器エリア３１と呼称し、サ
ーバーＡ４～Ａ６が配置された領域をラック内排気低発熱機器エリア３２と呼称する。
【００４０】
　低発熱機器収容ラック１００のサーバーＡ１～Ａ３からの排気が供給されるサーバーラ
ック４ｓは、図２および図４に示すように、７台の通常発熱機器であるサーバＢ３～Ｂ９
を収容しており、サーバーラック４ｓ内には、下方から上方にかけて、サーバーＢ３、サ
ーバーＢ４、サーバーＢ５、サーバーＢ６、サーバーＢ７、サーバーＢ８、およびサーバ
ーＢ９が順次配置されている。
【００４１】
　サーバーＡ１～Ａ３には、サーバーＡ１～Ａ３からの排気を、サーバーラック４ｓ内に
誘導すると共に、サーバーラック４ｓ内に収容されたサーバーＢの前面側に誘導して、当
該サーバーＢに供給するように、誘導部材（排気回し構造）２５がそれぞれ設けられる。
【００４２】
　また、サーバーＡ４～Ａ６には、サーバーＡ４～Ａ６からの排気を、低発熱機器収容ラ
ック１００内の上方に配置されたサーバーＢ１～Ｂ２の前方に誘導して、サーバーＢ１～
Ｂ２に供給するように、誘導部材２５がそれぞれ設けられる。
【００４３】
　誘導部材２５は、低発熱機器であるサーバーＡの排気側に突出するように設けられ、サ
ーバーＡからの排気を受ける暖気受箱２６と、暖気受箱２６からの排気を誘導するための
回しパイプ２７とからなる。
【００４４】
　図５（ａ）、（ｂ）に示すように、暖気受箱２６は箱状に形成され、その幅（図示右手
前から左奥方向の幅）および高さ（図示上下方向の高さ）が、サーバーＡの幅、高さと略
等しく形成されている。暖気受箱２６の前面（図示左手前側の面）は開口とされ開口部４
１が形成されており、その開口部４１の両端には、サーバーＡの裏面に取り付けることが
できるように、暖気受箱２６の側壁４３を前方に延長するように取付板４２が形成されて
いる。取付板４２は、側壁４３と一体に形成してもよいし、別体として側壁４３に取り付
けるようにしてもよい。暖気受箱２６の上面には、樹脂性で可とう性のある材料からなる
回しパイプ２７の入口端が取り付けられる。
【００４５】
　サーバーＡは、その前面に吸気口４４が形成され、裏面に排気口４５が形成されており
、内蔵されたファンにより、吸気口４４から吸気して、排気口４５から排気するよう構成
されている。排気口４５から排気された空気は、暖気受箱２６に導入され、その上面に取
り付けられた回しパイプ２７に導入される。
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【００４６】
　図２～４に示すように、サーバーＡ１～Ａ３に設けられた誘導部材２５の回しパイプ２
７の出口端は、裏面側（ホットエリアＨ側）を通ってサーバーラック４ｓ内に導入され、
サーバーラック４ｓ内のサーバーＢ５の上方かつサーバーＢ６の下方に、サーバーＢ３～
Ｂ９の前面とほぼ同じ位置になるように配置される。
【００４７】
　また、サーバーＡ４～Ａ６に設けられた誘導部材２５の回しパイプ２７の出口端は、図
２，３に示すように、低発熱機器収容ラック１００内のサーバーＡ６の上方かつサーバー
Ｂ１の下方に、サーバーＡ１～Ａ６，Ｂ１～Ｂ２の前面とほぼ同じ位置となるように配置
される。
【００４８】
　サーバーＡ１～Ａ６に設けられる暖気受箱２６は、その長さ（前後方向の長さ）が、ラ
ック外排気低発熱機器エリア３１、ラック内排気低発熱機器エリア３２の両エリアごとに
、下方に配置されるものほど大きく形成される。つまり、ラック外排気低発熱機器エリア
３１においては、暖気受箱２６は、サーバーＡ３、サーバーＡ２、サーバーＡ１の順に、
その長さが長くなるように形成され、ラック内排気低発熱機器エリア３２においては、暖
気受箱２６は、サーバーＡ６、サーバーＡ５、サーバーＡ４の順に、その長さが長くなる
ように形成される。これは、回しパイプ２７同士の干渉を少なくする工夫である。
【００４９】
　低発熱機器収容ラック１００、およびサーバーラック４ｓ内の空気の流れを図３，４を
用いて説明する。
【００５０】
　図３，４に示すように、サーバーＡ１～Ａ３は、その前面側から空調空気（冷気）を中
心に吸気し、裏面側から暖気を排気する。サーバーＡ１～Ａ３で排気された暖気は、暖気
受箱２６、回しパイプ２７を通ってサーバーラック４ｓの前面側に回される。回しパイプ
２７の出口端から排気された暖気は、空調空気との比重の差により大部分が上方に流れ、
出口端より上方のサーバーＢ６～Ｂ９に供給される。
【００５１】
　サーバーラック４ｓのサーバーＢ６～Ｂ９は、前面側から空調空気を吸気するが、その
一部に、サーバーＡ１～Ａ３から排気された暖気も一緒に吸気することになる。サーバー
Ｂ６～Ｂ９は、その裏面側から熱気を排気する。
【００５２】
　サーバーＡ４～Ａ６は、その前面側から空調空気（冷気）を中心に吸気し、裏面側から
暖気を排気する。サーバーＡ４～Ａ６で排気された暖気は、暖気受箱２６、回しパイプ２
７を通って低発熱機器収容ラック１００の前面側に回される。回しパイプ２７の出口端か
ら排気された暖気は、空調空気との比重の差により大部分が上方に流れ、出口端より上方
のサーバーＢ１～Ｂ２に供給される。
【００５３】
　サーバーＢ１～Ｂ２は、前面側から空調空気を吸気するが、その一部に、サーバーＡ４
～Ａ６から排気された暖気も一緒に吸気することになる。サーバーＢ１～Ｂ２は、その裏
面側から熱気を排気する。
【００５４】
　サーバーラック４ｓのサーバーＢ３～Ｂ５については、前面側から空調空気を中心に吸
気を行い、裏面側から熱気を排気する。ただし、サーバーＡ１～Ａ３からの排気が全く吸
気されないわけではなく、サーバーＡ１～Ａ３からの排気も多少は吸気される。
【００５５】
　このように、データセンタ１では、サーバーＡからの排気温度の低い排気（暖気）を、
サーバーＢの前方に誘導して供給し、通常発熱機器であるサーバーＢで暖めて、熱気とし
てホットエリアＨに導入している。
【００５６】
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　本実施の形態の作用を説明する。
【００５７】
　本実施の形態に係るデータセンタ１では、ラック群３を構成するサーバーラック４のう
ち少なくとも１つが、排気温度が所定温度以下の低発熱機器（サーバーＡ）を少なくとも
１つ収容する低発熱機器収容ラック１００であり、低発熱機器収容ラック１００に収容さ
れた低発熱機器に、低発熱機器からの排気を、ラック群３を構成する他のサーバーラック
４ｓ内に誘導すると共に、サーバーラック４ｓ内に収容された発熱機器の前面側に誘導し
て、当該発熱機器に供給する誘導部材２５を設けている。
【００５８】
　これにより、排気温度が低い低発熱機器であるサーバーＡがサーバーラック４内に収容
される場合であっても、すなわち、ラック群３にサーバーＡを収容した低発熱機器収容ラ
ック１００が含まれる場合であっても、ホットエリアＨに排出される空気の温度（排気温
度）を下げないようにすることが可能となり、効率のよい熱回収を実現できる。
【００５９】
　低発熱機器収容ラック１００内のサーバーＢのみでサーバーＡからの排気を暖めてホッ
トエリアＨに排出することも考えられるが、この場合、低発熱機器収容ラック１００内に
多数のサーバーＡを収容したときに、低発熱機器収容ラック１００内に回しパイプ２７を
配置するスペースがなくなり、さらには、低発熱機器収容ラック１００内に配置されるサ
ーバーＢの数も少なくなるため、ホットエリアＨに排出される空気の温度が下がってしま
うおそれがある。
【００６０】
　本発明のデータセンタ１によれば、低発熱機器収容ラック１００内に多数のサーバーＡ
が収容されている場合であっても、ホットエリアＨに排気される空気の温度（排気温度）
を下げないようにすることができる。
【００６１】
　また、本実施の形態では、発熱機器であるサーバーＡ，Ｂを上下方向に積層して収容し
ているため、サーバーＡ，Ｂに対して適切に冷気を供給することが可能となり、サーバー
Ａ，Ｂの放熱が不十分となることがない。
【００６２】
　さらに、データセンタ１では、低発熱機器収容ラック１００のサーバーＡ１～Ａ３の排
気を隣のサーバーラック４ｓに誘導するようにしているため、サーバーＡ１～Ａ３と回し
パイプ２７の出口端との距離を短くでき、回しパイプ２７を短くできる。
【００６３】
　上記実施の形態では、低発熱機器収容ラック１００のサーバーＡ１～Ａ３の排気を隣の
サーバーラック４ｓに誘導するようにしたが、これに限らず、ラック群３のどのサーバー
ラック４に誘導するようにしてもよい。
【００６４】
　また、上記実施の形態では、サーバーＡ１～Ａ３の排気を、通常発熱機器であるサーバ
ーＢのみを収容したサーバーラック４ｓに誘導するようにしたが、低発熱機器であるサー
バーＡを含むサーバーラック４に誘導するようにしてもよい。つまり、排気の誘導先のサ
ーバーラック４が低発熱機器収容ラックであってもよい。
【００６５】
　さらに、上記実施の形態では、ラック群３に低発熱機器収容ラック１００とその排気の
誘導先のサーバーラック４ｓが１ペア含まれる場合を説明したが、このようなペアが複数
含まれていてもよい。
【００６６】
　上記実施の形態では、発熱機器としてサーバーＡ，Ｂを挙げたが、別の発熱機器、例え
ば、スイッチングハブや電源装置などであってもよい。
【００６７】
　また、上記実施の形態では、１つのサーバーラック４に複数の誘導部材２５を設けた場
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であってもよい。
【００６８】
　さらに、上記実施の形態では、サーバーＡ４～Ａ６からの排気を上方のサーバーＢに供
給するようにしたが、例えば、サーバーＡ４からの排気をサーバーＡ５に供給し、サーバ
ーＡ５からの排気をサーバーＡ６に供給して、排気を徐々に暖めて熱気に近づけ、さらに
、サーバーＡ６からの排気を上方のサーバーＢに供給して熱気としてホットエリアＨに排
出するようにしてもよい。この場合、サーバーＡ６（あるいはＡ５）において排気が十分
に暖められて熱気となっている場合は、サーバーＡ６（あるいはＡ５）からの排気をその
ままホットエリアＨに排出するようにしてもよい。
【００６９】
　さらにまた、上記実施の形態では、サーバーＡ４～Ａ６の回しパイプ２７の出口端を上
方に位置するサーバーＢの下方に位置するように構成していたが、サーバーＡ４～Ａ６の
回しパイプ２７の出口端を、下方に位置するサーバーＢ（またはＡ）の下方に位置するよ
うに構成してもよい。
【００７０】
　上記実施の形態では、ラック列５間にホットエリアＨを形成するタイプのデータセンタ
１を説明したが、ラック列５間にクールエリアＣを形成するタイプのデータセンタであっ
てもよい。
【００７１】
　この場合、ラック列５の前面側同士を間隔をおいて向かい合わせてラック群３を形成し
て、空調室２内にラック列５に囲まれたクールエリアＣを区画し、そのクールエリアＣ内
の天井Ｒに、空調機からの空調空気を供給する供給口を形成すると共に、クールエリアＣ
以外のホットエリアＨの天井Ｒに熱気を回収する回収口を形成するようにすればよい。
【００７２】
　このように、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内で種々の変更を加え得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００７３】
１　データセンタ
２　空調室
３　ラック群
４　サーバーラック（発熱機器収容ラック）
５　ラック列
６　パネル
７　パーティション
２０　支柱
２１　横桁
２２　ボルト
２５　誘導部材
２６　暖気受箱
２７　回しパイプ
３１　ラック外排気低発熱機器エリア
３２　ラック内排気低発熱機器エリア
１００　低発熱機器収容ラック
Ａ　サーバー（低発熱機器）
Ｂ　サーバー（通常発熱機器）
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