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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側面全体が開口するラックの側面に面する吸込口であって、情報処理機器が搭載される
ラックに併設された状態で該ラックの側面に面し、該ラックに搭載された情報処理機器の
後端より後方且つ排気ファンより前方に設けられる吸込口と、
　背面に設けられた排気口であって、前記ラックに併設された状態で該ラックの背面側の
空間に面する排気口と、
　前記排気口近傍に設けられた排気ファンを駆動することによって、前記ラック内部の空
気を前記吸込口より吸い込み、前記排気口より該ラックの背面側へ排気することで、該ラ
ック内部を該ラック前面側の空間に比べて低圧とする排気手段と、を備え、
　前記吸込口は、スリット状の開口とパンチ孔状の開口とのうち少なくとも何れか一つの
開口が、前記ラックの高さ全体に近い長さに亘って設けられている換気装置。
【請求項２】
　前記ラックに併設された状態で該ラックの側面のみを覆う略直方体の形状を有すること
で、該ラック前面および背面からの該ラック内部へのアクセスを許可する、請求項１に記
載の換気装置。
【請求項３】
　前記換気装置の前面近傍に設けられ、前記排気手段に電源を供給する無停電電源装置を
更に備える、請求項１または２に記載の換気装置。
【請求項４】
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　情報処理機器が搭載されたラックの列が設置された情報処理機器室の空調を行うための
空調換気システムであって、
　前記ラックの列の両側に形成された空気の通路のうちの一方である暖気通路から空気を
取り込む還気取込部、該還気取込部によって取り込まれた空気の温度調節を行うことで冷
気を生成する温度調節部、および該温度調節部によって生成された冷気を前記ラックの列
の両側に形成された空気の通路のうちの他方である冷気通路へ供給するための冷気送出部
を有する空調システムと、
　前記ラックに併設される換気装置であって、該換気装置の側面に設けられて側面全体が
開口するラックの側面に面し、該ラックに搭載された情報処理機器の後端より後方且つ排
気ファンより前方に設けられる吸込口と、該換気装置の背面に設けられて前記暖気通路に
面する排気口と、前記排気口近傍に設けられた排気ファンを駆動することによって、前記
ラック内部の空気を前記吸込口より吸い込み、前記排気口より前記暖気通路へ排気するこ
とで、該ラック内部を前記冷気通路に比べて低圧とし、前記空調システムによって前記冷
気通路へ供給された冷気を該ラック内部へ取り込ませる排気手段と、を備える換気装置と
、を備え、
　前記吸込口は、スリット状の開口とパンチ孔状の開口とのうち少なくとも何れか一つの
開口が、前記ラックの高さ全体に近い長さに亘って設けられている空調換気システム。
【請求項５】
　前記ラックは、該ラックに搭載された前記情報処理機器の、メンテナンスの際にアクセ
スされる前後面が前記冷気通路側および前記暖気通路側を向くように並べられ、
　前記換気装置は、前記ラックに併設された状態で該ラックの側面のみを覆う略直方体の
形状を有し、該換気装置幅分の間隔をおいて並べられたラックの間に挟まれて設置される
、請求項４に記載の空調換気システム。
【請求項６】
　前記ラックは、側面多孔板製または全面多孔板製であることで、搭載された情報処理機
器から発生する熱を放熱するための開口を少なくとも側面に有する、請求項４または５に
記載の空調換気システム。
【請求項７】
　前記情報処理機器室の天井付近に設けられ、前記暖気通路より吸気し、吸気した空気よ
り冷気を生成し、生成した冷気を前記冷気通路へ供給する空調機を更に備える、請求項４
から６の何れか一項に記載の空調換気システム。
【請求項８】
　前記情報処理機器室の天井に、前記ラックの列に沿って設けられ、前記冷気通路と前記
暖気通路との間での冷気と暖気との混合を防止する垂れ壁を更に備え、
　前記空調機は、前記冷気通路の上方に設置された本体、該本体に設けられて前記冷気通
路に開口する送風口、および前記垂れ壁を貫通する吸気管を介して該本体に接続されるこ
る吸気口を有する、請求項７に記載の空調換気システム。
【請求項９】
　前記垂れ壁は、前記ラックの上端よりも下方まで達する縦長、および前記ラックの列の
両端よりも外側まで達する幅員のうち少なくとも何れかを有する、請求項８に記載の空調
換気システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理機器が搭載されたラックが設置される情報処理機器室を空調するた
めのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信・情報処理機器を上下方向に搭載したラックのラック列が設置されている通
信・情報処理機器室を空調するシステムとして、ラック列の間に形成される空間の上方に
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、床面と対向するように設けられた吹出口と、室内上部空間の空気を取り入れるための吸
込口とを有する局所冷却装置を配置する、空調システムがある（特許文献１を参照）。
【０００３】
　また、ラック内部の高温部に直接冷気を供給、またはラック内部の高温部から直接排気
するファンユニット装置があり（特許文献２を参照）、冷却装置をラックと対向して配置
し、ラックからの高温排気を、ペルチェ素子で冷却した板面と床吹出口から吹き出される
冷気との対流伝熱で冷却する冷却装置があり（特許文献３を参照）、ラック頂部に通信機
器等からの発熱を排気するファン群を設け、これらの排気ファン群からの高温排気の、ラ
ックの前面側へのショートサーキットを防止するために、ラック頂部に回り込み防止板を
取り付けた機器収納用ラックがある（特許文献４を参照）。
【特許文献１】特許第３８４２６３１号公報
【特許文献２】特開２００１－２７２０９１号公報
【特許文献３】特開２００３－２９４２６４号公報
【特許文献４】特開２００４－１８４０７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、ＩＤＣ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｅｎｔｅｒ、インターネットデータセ
ンター）のような通信施設や計算センターにおいて、外部侵入者によってサーバや通信機
器等が破壊されることを予防することと同時に、設置コストを削減する目的で、サーバや
通信機器等の情報処理機器が搭載されるラックが用いられている。このようなＩＤＣでは
、ラックに高集積ＣＰＵを搭載したサーバや通信機器、周辺装置等が高集積に搭載されて
いるために、高顕熱負荷を処理するための空調システムが必要となる。
【０００５】
　従来、ＩＤＣのような通信施設や計算センターでは、発熱負荷密度が１ｋＷ／ｍ２未満
であったことから、全空気方式の空調システムが採用されている。特に、ラックが設置さ
れる情報処理機器室（マシン室）では二重床内に電力配線や通信配線を布設することから
、この二重床内の配線布設空間を活用して空調空気を供給する床吹出し空調方式が多く採
用されている（図５を参照）。
【０００６】
　しかし、ラック内部に設置される情報処理機器等の熱源は、機器冷却用の小型ファンが
機器前面にあったり背面にあったりと、機器によって排熱特性が異なる。更に、これらの
機器を納めるラックは、放熱特性から多孔板で製作されることが多いために、冷気が供給
される空間からラック内の暖気が排気される空間への空気の流れが一方向流ではなく、更
に、ラック内部において温度差換気が生じ、暖気の排気前にラック内で空気が攪拌されて
しまうといった問題があった。また、ラックの頂部に排気ファンを設置する方式があるが
、ラックが多孔板で作成されている場合、排気ファンは、誘引によりショートサーキット
を助長し、更に通信機器群からの発熱を情報処理機器室全体に拡散させることとなってい
た。従来技術の抱える上記問題点により、従来の方式では、発熱負荷密度にして約１ｋＷ
／ｍ２程度が情報処理機器室の除熱の限界であると看做されている。
【０００７】
　なお、発熱負荷密度が１ｋＷ／ｍ２を超える場合には、循環系空調システムの所要設置
台数が情報処理機器室の一方の壁側では収まらないことが多いため、直膨コイルを有する
天吊型空調装置で発熱負荷の一部を処理する方法がとられることがある（図６を参照）。
しかし、このような方法を採用しても、上記方法と同様、発熱を情報処理機器室全体に拡
散させる方式であるために、更なる発熱負荷増に対応することは困難であり、空調による
除熱の限界に至ることは自明である。また、ラック内に搭載された情報処理機器の冷却に
、水冷式ペルチェ素子を採用した冷却装置を設備する方法もあるが、ラックに搭載された
情報処理機器の移動や移設、メンテナンスにおけるフレキシビリティの欠如、冷却水の漏
水対策、コスト高等の問題が発生する。
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【０００８】
　本発明は、上記した問題に鑑み、情報処理機器等が搭載されたラックが設置された情報
処理機器室において、情報処理機器等からの発熱を効率的に除熱することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記した課題を解決するために、情報処理機器が搭載されたラックに併設さ
れ、ラック内部の暖気を排気してラック内部をラック前面側の空間に対して低圧に維持す
る換気装置を用いることで、情報処理機器等が搭載されたラックが設置された情報処理機
器室において、情報処理機器等からの発熱を効率的に除熱することを可能にした。
【００１０】
　詳細には、本発明は、側面に設けられた吸込口であって、情報処理機器が搭載されるラ
ックに併設された状態で該ラックの側面に面する吸込口と、背面に設けられた排気口であ
って、前記ラックに併設された状態で該ラックの背面側の空間に面する排気口と、前記ラ
ック内部の空気を前記吸込口より吸い込み、前記排気口より該ラックの背面側へ排気する
ことで、該ラック内部を該ラック前面側の空間に比べて低圧とする排気手段と、を備える
換気装置である。
【００１１】
　ここで、情報処理機器とは、サーバ装置や通信機器等の、ラックに搭載され、稼動によ
って発熱する機器類である。但し、ラックに搭載される機器には、バックアップ機器とし
ての無停電電源装置等、情報処理機器以外の機器が含まれてもよい。本発明では、情報処
理機器であるか否かに拘らず、ラックに搭載される各種機器による発熱を除熱することが
出来る。
【００１２】
　換気装置には、吸込口および排気口が設けられる。吸込口は、換気装置がラックに併設
された状態でラックの側面に面するように設けられる。また、吸込口は、吸込み効率を向
上させるために、ラックの側面に密着するように設けられてもよい。そして、排気口は、
ラックの背面側の空間に面するように設けられる。吸込口および排気口をこのように配置
し、排気手段によってラック内部の空気を吸い出し、背面側の空間に排気することで、ラ
ック内部がラック前面側の空間に比べて低圧に維持される。即ち、本発明によれば、換気
装置の稼動によって生じる差圧によって、ラック前面側からラック内部を通りラック背面
側へ流れる安定した気流が形成および維持され、ラック前面側に冷気を供給することで、
ラック内部における情報処理機器の発熱を高効率で除熱することが可能となる。同時に、
差圧によってラック前面側、ラック内部、およびラック背面側の空間が区画されるために
、情報処理機器において発生した熱の拡散を防止し、上記一方向の冷却気流によって速や
かに除熱を行うことが可能となる。また、換気装置をラックに併設する方式であるため、
ラック自体の変更や改造、情報処理機器自体の変更や改造が不要であり、通常用いられて
いるラックの構成を変更せずに換気装置を追加するのみで、除熱の高効率化を行うことが
出来る。
【００１３】
　また、本発明に係る換気装置は、前記ラックに併設された状態で該ラックの側面のみを
覆う略直方体の形状を有することで、該ラック前面および背面からの該ラック内部へのア
クセスを許可してもよい。通常、ラックに搭載された情報処理機器の変更、追加、除去等
を行う場合や、情報処理機器のメンテナンスを行う場合等には、ラックの前面および背面
から、ラックに搭載された情報処理機器にアクセスする必要がある。本発明によれば、ラ
ック内部からの排気を行うことでラック前後の空気の流れを作り出す換気装置を設けるこ
とによって除熱の効率を高めた状態で、ラック内部の情報処理機器へアクセスすることが
可能である。
【００１４】
　また、前記排気手段は、前記排気口近傍に設けられた排気ファンを駆動することによっ
て前記ラック内部からの空気の吸い込みおよびラック背面側への排気を行い、前記吸込口
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は、前記ラックに併設された状態で、該ラックに搭載された情報処理機器の後端より後方
且つ前記排気ファンより前方に設けられてもよい。
【００１５】
　一般に、情報処理機器は、機器の背面に小型排気ファンを有し、機器の前端または側面
から吸気し、機器の後端より排気を行っている。このため、排気ファンおよび吸込口をこ
のように配置することで、ラック内部の空気の流れを、ラック前方（前面側）から後方（
背面側）への一方向とし、ラック内部における温度差換気や空気の攪拌を防止することが
出来る。即ち、情報処理機器において発生した熱が拡散せずにラック背面側の空間に送ら
れ、より高い効率での除熱が可能となる。
【００１６】
　また、本発明に係る換気装置は、前記換気装置の前面近傍に設けられ、前記排気手段に
電源を供給する無停電電源装置を更に備えてもよい。停電時等には、ラックに設けられた
情報処理機器は、別途設けられた予備電源等で動作することがある。このような場合にも
、無停電電源装置によって排気手段に電源が供給されることで、ラック内部からの強制的
な排気を維持し、除熱の効率が落ちて情報処理機器等に不具合が発生することを防止する
ことが出来る。更に、無停電電源装置が換気装置の前面近傍に設けられることで、メンテ
ナンス用の扉等からのアクセスが容易となり、また、ラック内から排気される高温の空気
に曝されにくく、性能を長く維持することが可能である。
【００１７】
　また、本発明は、換気装置と空調システムとが相互に補完し合うことによって高効率且
つ安定した高顕熱負荷処理を行う空調換気システムとしても把握することが出来る。即ち
、本発明は、情報処理機器が搭載されたラックの列が設置された情報処理機器室の空調を
行うための空調換気システムであって、前記ラックの列の両側に形成された空気の通路の
うちの一方である暖気通路から空気を取り込む還気取込部、該還気取込部によって取り込
まれた空気の温度調節を行うことで冷気を生成する温度調節部、および該温度調節部によ
って生成された冷気を前記ラックの列の両側に形成された空気の通路のうちの他方である
冷気通路へ供給するための冷気送出部を有する空調システムと、前記ラックに併設される
換気装置であって、該換気装置の側面に設けられて前記ラックの側面に面する吸込口と、
背面に設けられて前記暖気通路に面する排気口と、前記ラック内部の空気を前記吸込口よ
り吸い込み、前記排気口より前記暖気通路へ排気することで、該ラック内部を前記冷気通
路に比べて低圧とし、前記空調システムによって前記冷気通路へ供給された冷気を該ラッ
ク内部へ取り込ませる排気手段と、を備える換気装置と、を備える空調換気システムであ
る。
【００１８】
　ここで、情報処理機器室に設置されるラックとしては、情報処理機器を搭載可能なもの
であればどのような形式のラックが採用されてもよいが、本発明に係る換気装置は、ラッ
ク側面からラック内部の空気を吸い込んで排気する換気装置であるため、前記ラックは、
搭載された情報処理機器から発生する熱を放熱するための開口を少なくとも側面に有する
ことが好ましい。例えば、側面多孔板製または全面多孔板製のラックを採用することが出
来る。
【００１９】
　本発明に係る情報処理機器室では、ラックの列の両側の空間が、夫々冷気通路および暖
気通路として用いられる。冷気通路は、空調システムによって冷気が供給される空間であ
り、換気装置の働きによって形成される差圧および空気の流れによって、冷気通路に供給
された冷気はラック内部に流れ込む。また、暖気通路は、換気装置の働きによってラック
内部の暖気が排気される空間であり、空調システムは、この暖気通路から空気を取得して
冷気を生成し、再び冷気通路へ供給する。
【００２０】
　本発明によれば、ラックに併設された換気装置によって、ラック内部の空気が吸い出さ
れ背面側の空間に排気されることで、ラック内部が冷気通路に比べて低圧に維持される。
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即ち、本発明によれば、換気装置の稼動によって生じる差圧によって、冷気通路からラッ
ク内部を通り暖気通路へ流れる安定した空気の流れが形成および維持される。ここで、空
調システムが冷気通路に冷気を供給することで、ラック内部における情報処理機器の発熱
を高効率で除熱することが可能となる。同時に、差圧によって冷気通路、ラック内部、お
よび暖気通路の空間が区画されるために、情報処理機器において発生した熱の拡散を防止
し、上記一方向の冷却気流によって速やかに除熱を行うことが可能となる。また、換気装
置をラックに併設する方式であるため、ラック自体の変更や改造、情報処理機器自体の変
更や改造が不要であり、通常用いられているラックの構成を変更せずに換気装置を追加す
るのみで、除熱の高効率化を行うことが出来る。
【００２１】
　前記ラックは、該ラックに搭載された前記情報処理機器の、メンテナンスの際にアクセ
スされる前後面が前記冷気通路側および前記暖気通路側を向くように並べられ、前記換気
装置は、前記ラックに併設された状態で該ラックの側面のみを覆う略直方体の形状を有し
、該換気装置幅分の間隔をおいて並べられたラックの間に挟まれて設置されてもよい。本
発明によれば、ラック内部からの排気を行うことで冷気通路から暖気通路への空気の流れ
を作り出す換気装置を設けることによって除熱の効率を高めた状態で、ラック内部の情報
処理機器へアクセスすることが可能である。
【００２２】
　前記空調システムは、外気を取り込む外気取込部を更に有し、前記冷気送出部は、前記
外気取込部より取り込まれた外気および前記還気取込部より取り込まれた還気を合わせた
量の冷気を前記冷気通路に供給することで、前記ラック内部を前記冷気通路と比べて低圧
としてもよい。即ち、換気装置によってラック内部の空気が排気されることに加えて、空
調システムによって冷気通路にラック内部からの排気と略同量の還気と外気とをあわせた
量の冷気が供給されることで、冷気通路を陽圧、ラック内部を陰圧とし、ラック内部と冷
気通路との間の差圧をより安定的に維持することが可能となる。
【００２３】
　また、前記空調システムは、前記還気取込部によって取り込まれた空気のうち前記外気
取込部によって取り込まれた外気分の空気を、前記情報処理機器室の室外に排気すること
で、前記暖気通路を前記ラック内部に比べて低圧とする室外排気部を更に有してもよい。
換気装置によってラック内部の空気が排気されることに加えて、空調システムによって暖
気通路から外気分に当たる空気が排気されることによって、ラック内部と暖気通路との間
の差圧をより安定的に維持し、ラック内部から暖気通路への暖気の流出を促進し、更に暖
気通路からラック内部へ空気が流入することを防止することが出来る。また、外気取込部
による外気取込と、暖気通路から室外への排気とが行われることによって、情報処理機器
室の換気が行われ、作業者や保守員の作業環境を良好に保つことが出来る。
【００２４】
　また、空調換気システムは、上記空調システムでは除熱の能力が不足する場合等に、前
記情報処理機器室の天井付近に設けられ、前記暖気通路より吸気し、吸気した空気より冷
気を生成し、生成した冷気を前記冷気通路へ供給する空調機を更に備えてもよい。空調シ
ステムの能力不足を補うために設けることが可能な空調機としては、例えば天吊型空調機
が挙げられる。天吊型空調機であれば、情報処理機器室の床面積が不足し、空調システム
の床設置が不可能となっているような状況であっても、追加設置を行うことが出来る。こ
のような天吊型空調機の吸気口を暖気通路側に設け、送風口を冷気通路側に設けることで
、上記した冷気通路、ラック内部および暖気通路の差圧による区画を維持したまま、空調
換気システムによる顕熱負荷処理能力を向上させることが可能となる。
【００２５】
　また、前記情報処理機器室の天井に、前記ラックの列に沿って設けられ、前記冷気通路
と前記暖気通路との間での冷気と暖気との混合を防止する垂れ壁を更に備えてもよい。こ
のような垂れ壁を設けることによって、差圧によって区画されている冷気通路、ラック内
部および暖気通路が、より安定的に区画され、より効果的に、冷気と暖気の混合や、情報
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処理機器において発生した熱の拡散を防止することが可能となる。
【００２６】
　また、前記垂れ壁は、前記ラックの上端よりも下方まで達する縦長、および前記ラック
の列の両端よりも外側まで達する幅員のうち少なくとも何れかを有してもよい。垂れ壁が
十分な高さおよび幅を有することで、垂れ壁による冷気と暖気との混合防止効果や、熱の
拡散防止効果を向上させることが出来る。
【００２７】
　なお、上記天吊型空調機は、上記垂れ壁と組み合わせて設置されることが好ましい。例
えば、前記空調機は、前記冷気通路の上方に設置された本体、該本体に設けられて前記冷
気通路に開口する送風口、および前記垂れ壁を貫通する吸気管を介して該本体に接続され
ることで前記暖気通路の上方に開口する吸気口を有してもよい。このような空調機を設け
ることで、垂れ壁による区画の効果を損なわずに、天吊型空調機による補助効果を得るこ
とが可能である。
【００２８】
　なお、上記発明は、ラックに併設された換気装置を用いた換気方法や、情報処理機器室
における空調換気の方法等、方法の発明として把握されてもよい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によって、情報処理機器等が搭載されたラックが設置された情報処理機器室にお
いて、情報処理機器等からの発熱を効率的に除熱することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明に係る換気装置および空調換気システムの実施の形態について、図面に基づいて
説明する。
【００３１】
　図１は、本実施形態に係る換気装置１０を含む空調換気システムが設置された情報処理
機器室（マシン室）１を示す平面図である。また、図２は、本実施形態に係る空調換気シ
ステムが設置された情報処理機器室１を示す側面図である。情報処理機器室１には複数の
ラック列９が設置されており、夫々のラック列９は、情報処理機器９１が搭載されたラッ
ク９０と換気装置１０とが、互いに側面を接するように交互に、且つラック９０と換気装
置１０との前面および背面の向きが一致するように、横に並べられている（図３を参照。
図３は、本実施形態に係るラック列９におけるラック９０と換気装置１０との並びを示す
図である。）。なお、本実施形態では、１のラック列９に４つのラック９０が並べられ、
情報処理機器室１にはラック列９が４列並べられているが、１のラック列９に並べられる
ラック９０の数、および情報処理機器室１に並べられるラック列９の数は、特に限定され
ない。
【００３２】
　本実施形態で用いられるラック９０は、ラック９０内に上下方向に設けられたレールに
情報処理機器９１等が固定されることで、情報処理機器９１が上下方向に並べられて搭載
され、ラック９０の前面および背面から内部の情報処理機器９１にアクセス可能な構造を
有する。ラック９０の前面及び背面には、ラック９０内部への冷気の流入およびラック９
０内部からの暖気の排気を可能とするための、例えばドアガラリ（ルーバ）等が設けられ
た開口を有する扉（図示は省略する）が設けられてもよい。情報処理機器搭載用のラック
９０としては上記説明したような構造のものが一般的に用いられているが、ラック９０の
具体的な構造は特に限定されず、本実施形態に係る空調換気システムは、情報処理機器９
１等が集積されることでラック内部の顕熱負荷の処理が必要となる様々なタイプのラック
に適用することが可能である。
【００３３】
　ラック列９の両側のうちラック９０および換気装置１０の前面が向いている側の空間は
、後述する循環系空調システムおよび天吊型空調機３０によって冷気が供給される冷気通
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路である。冷気通路に供給された冷気は、ラック９０に搭載された情報処理機器９１のフ
ァンおよび換気装置１０の稼動によって、ラック９０内に取り込まれる。ラック列９の両
側のうちラック９０および換気装置１０の背面が向いている側の空間は、ラック９０に搭
載された情報処理機器９１のファンおよび換気装置１０によって暖気が排気される暖気通
路である。暖気通路に排気された暖気は、後述する循環系空調システムの還気取込口２３
、および天吊型空調機３０の吸気口３２、の少なくとも何れかによって吸気される。また
、複数のラック列９は略平行に並べられ、隣り合うラック列９は、夫々に設置されたラッ
ク９０が互いに前面同士または背面同士で向き合うように配置される。ラック列９がこの
ように配置されることによって、ラック列９の間の通路は、冷気通路および暖気通路のう
ち何れか一方として用いられる。本実施形態では、後述する冷気送出口２２が情報処理機
器室１の床に列状に並べて設けられ、この列を挟んでラック９０の前面同士が向き合うよ
うにラック列９が配置される。また、後述する還気取込口２３についても、天井に冷気送
出口２２の列と平行に並べて設けられ、この列を挟んでラック９０の背面同士が向き合う
ようにラック列９が配置される。
【００３４】
　情報処理機器室１には、循環系空調システムが設けられる。循環系空調システムは、暖
気通路の天井に設けられた、暖気通路の空気（還気）を取り込むための還気取込口２３と
、情報処理機器室１の外部（通常は屋外）から外気を取り込む外気取込部（図示は省略す
る）と、還気取込口２３より取り込まれた還気および外気取込部によって取り込まれた外
気を温度調節することで冷気を生成し、後述する二重床内の床下チャンバ２４へ冷気を送
る温度調節装置２１と、冷気通路の床面に設けられ、温度調節装置２１によって生成され
た冷気を冷気通路に供給するための冷気送出口２２と、を備える。ここで、温度調節装置
２１は、直膨コイルを有する従来型のパッケージエアコンであってよい。また、情報処理
機器室１は、人間が常時在室するような部屋ではなく、作業者または保守員が必要に応じ
て入室する部屋であり、情報処理機器にとって最適な環境を提供するための部屋である。
このため、本実施形態に係る循環系空調システムは、外気の取込および排出によって外気
との換気を行うが、人間が常時在室するような部屋における換気量に比べて本空調システ
ムの換気量は少なくてよく、給気温度は摂氏１５度程度に設定される。外気温が高い場合
には、換気量を減らすことで、空調システムの効率を高めることが出来る。
【００３５】
　本実施形態に係る情報処理機器室１は、情報処理機器９１への配線のための二重床構造
を備えており、循環系空調システムは、この二重床内に形成された床下チャンバ２４（図
２および図３を参照）をダクトとして利用して、床に備えられた冷気送出口２２まで冷気
を送り、冷気送出口２２から冷気通路へ冷気を供給する。なお、床面に設けられた冷気送
出口２２には、その開口率を任意に変更することが可能な空気量調節機構が備えられる。
これは、例えばシャッター等の構造を有する機構であり、情報処理機器室１の床面に複数
設けられた冷気送出口２２毎に、冷気の供給量を調整することが可能となっている。また
、循環系空調システムは、天井裏のスペースに設けられ、還気取込口２３を個別に温度調
節装置２１に接続する還気ダクト２５（図２を参照）を利用して、天井に備えられた還気
取込口２３から取り込まれた暖気を、温度調節装置２１へ送る。但し、還気ダクト２５に
代えて、躯体天井と情報処理機器室１の天井との間の空間を天井チャンバとして利用して
もよい。なお、冷気送出口２２および床下チャンバ２４は、本発明の冷気送出部に相当し
、還気取込口２３およびダクト２５（または天井チャンバ）は、本発明の還気取込部に相
当する。
【００３６】
　情報処理機器室１には、更に、天井に吊り下げ設置される天吊型空調機３０が設けられ
る（図２および図３を参照）。天吊型空調機３０は、直膨型の冷却コイルを有し、図示し
ない室外機との間を冷媒配管で接続された空調機であり、吸気口３２と、吸気口３２より
吸気した暖気を温度調節することで冷気を生成する本体部と、生成された冷気を送出する
送風口３１と、を有する。冷媒は、冷媒流量を調節するための電子膨張弁（図示は省略す
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る）を通過して、冷却コイルに供給される。なお、冷媒配管は、情報処理機器室１の上部
を通り、１台の室外機に対して複数の天吊型空調機３０を接続することが可能である。室
外機には、空冷型、水冷型の何れの室外機が採用されてもよい。
【００３７】
　また、天吊型空調機３０は、冷気通路の温度を検出するための温度センサ（図示は省略
する）によって検出された冷気通路の温度に応じて、稼動／停止、および運転能力を決定
する。天吊型空調機３０は、このように制御されることで、循環型空調システムによる空
調を補助するように動作し、空調換気システム全体としての効率的な空調を実現する。な
お、天吊型空調機３０の設置台数または設置間隔は、情報処理機器室１における発熱負荷
密度に応じて決定されることが好ましい。
【００３８】
　また、冷気通路と暖気通路とを区画するために、情報処理機器室１の天井からガラスま
たは樹脂ガラス等で製作した垂れ壁４０が設けられる。なお、垂れ壁４０は、気流のコア
ンダー効果によって、垂れ壁４０に沿った安定した下降気流を形成する。このため、垂れ
壁４０はラック９０の冷気通路側の上端に接する必要はない（但し、垂れ壁４０はラック
９０に接して設けられてもよい）。より確実に暖気通路と冷気通路とを区画するために、
垂れ壁４０の高さＨ１は、ラック９０と天井の間隔Ｈ２より長いことが好ましく、垂れ壁
４０の幅員Ｗ１は、ラック列長Ｗ２より長いことが好ましい（図３を参照）。本実施形態
では、垂れ壁４０は、冷気通路の両脇において、天井からラック９０の上端より低い位置
まで垂下されている。なお、垂れ壁４０がラック９０の上端より低い位置まで垂下される
ために、垂れ壁４０の下部とラック９０との間には、若干の隙間があくこととなるが、高
温の空気は通路を天井方向へ上昇するため、この隙間によって暖気と冷気とが混合するこ
とはない。また、天吊型空調機３０の吸気口３２は、暖気通路側に開放され、吸気口３２
と天吊型空調機３０の本体とを繋ぐ吸気管は、垂れ壁４０を貫通する。なお、本実施形態
では、天吊型空調機３０を備える空調換気システムについて説明しているが、循環系空調
システムと換気装置１０との組み合わせによって十分な冷却能力を得ることが出来る場合
には、天吊型空調機３０は設置されなくてもよい。
【００３９】
　図４Ａは、本実施形態に係る換気装置１０を前面方向から見た斜視図であり、図４Ｂは
、本実施形態に係る換気装置１０を背面方向から見た斜視図である。換気装置１０は、前
面に設けられ、後述する排気ファン１３の回転数等を設定および制御するための操作盤１
４と、同じく前面に設けられ、無停電で直流電力を排気ファン１３に供給するための図示
しないＵＰＳ（Ｕｎｉｎｔｅｒｒｕｐｔｉｂｌｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ、無停電電
源装置）と、両側面に設けられ、併設されたラック９０内部の暖気を吸い込むための縦長
の吸込口１１と、背面に設けられ、ラック９０内部より吸い込まれた暖気を排出する複数
の排気口１２と、吸込口１１より暖気を吸い込んで排気口１２より排気するための空気の
流れを作り出すために各排気口１２に設けられる排気ファン１３と、を備える。但し、ラ
ック９０の間に挟まれずにラック列９の端に設けられる換気装置１０では、吸込口１１は
、ラック９０に面する一方の側面のみに設けられてもよい。なお、本実施形態では、ＵＰ
Ｓによって供給される直流電流による駆動を可能とするために、直流駆動の排気ファン１
３が採用される。また、操作盤１４およびＵＰＳは、換気装置１０の前面に扉が設けられ
る場合には、換気装置１０の内部であってこの扉を開けることでアクセス可能な位置に、
前面に扉が設けられていない場合には、換気装置１０の前面に露出した直接アクセス可能
な位置に設けられる。
【００４０】
換気装置１０は、情報処理機器群からの発熱によって温度上昇した暖気をラック９０内部
から吸引排出し、暖気通路側に放出することで、ラック９０内部の圧力を冷気通路の圧力
より常に低く維持する。吸込口１１は、上下方向にラック９０の高さ全体に近い長さを有
し、また、排気口１２および排気ファン１３は、上下方向にラック９０の高さ全体に近い
長さの列状に配置される。これによって、ラック９０の上端から下端にかけて均一にラッ



(10) JP 5605982 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

ク９０内の発熱を排出し、ラック９０内部の温度分布に起因する温度差換気を防止するこ
とが出来る。但し、吸込口は、一続きの大きな開口である必要はなく、スリットおよび／
またはパンチ孔状の開口が、ラック９０の高さ全体に近い長さに亘って設けられてもよい
。また、情報処理機器９１は通常、内蔵ファンによって背面側に排気を行うことが多いた
め、換気装置１０の吸込口１１は、換気装置１０の側面における背面寄りの位置、即ち併
設されるラック９０の背面寄りに設けられる。
【００４１】
　より具体的には、換気装置１０の吸込口１１は、ラック９０内部に設置された情報処理
機器９１の後端に一致するかそれより排気ファン１３側（但し、排気ファンより前方）に
設けられることが好ましい。このようにすることで、ラック９０内の空気を攪拌すること
なく、ラック９０前部からラック９０後部への一方向の空気の流れに沿って、ラック９０
内の熱を排熱することが可能となり、更に、冷気通路とラック９０内部との差圧をより効
果的に維持することに資する。但し、吸込口１１の位置や形状は、実施の形態に応じて適
宜最適な位置および形状が採用されてよい。また、換気装置１０は、密着してラック９０
とラック９０の間に設置され、その寸法および形状は、幅１５０ｍｍ程度、ラック９０と
同一高さ（例えば２，０００ｍｍ程度）およびラック９０と同一奥行き（例えば９００ｍ
ｍ程度）の箱状であることが好ましい。
【００４２】
　なお、本実施形態において用いられるラック９０は、例えば、側面多孔板製または全面
多孔板製のラックである。このようなラック９０の側面に換気装置１０を密着設置するこ
とで、ラック９０の前面および背面にメンテナンス空間を確保しつつ、ラック９０側面の
多孔板のうち、換気装置１０の吸込口１１が接する部位は排気流路に連通し、吸込口１１
が接しない部位は換気装置１０の側板によって閉塞される。そして、圧力差によって冷気
通路と暖気通路とを区画し、高効率の情報処理機器冷却に必要な、一方向の気流の形成を
担保することが出来る。
【００４３】
　次に、本実施形態に係る空調換気システム全体における空気の流れを説明する。図１か
ら３に示された白地矢印は冷気の流れ、斜線矢印は暖気の流れを示す。情報処理機器９１
の稼動によって発生した顕熱は、ラック９０内部の空気の温度を上げる。ここで、換気装
置１０は、ラック９０に密着して設けられており、排気ファン１３の駆動によって、ラッ
ク９０内の暖気を強制的に排気する。ここで、ラック９０内の排気はラック９０内の情報
処理機器９１に備えられたファン類よりも高い排気性能を有する換気装置１０によって強
制排気されるため、ラック９０内において発生した熱は発生点から速やかに排除され、ラ
ック９０内での温度差のある空気の攪拌を防止することが出来る。
【００４４】
　換気装置１０によって暖気通路に排気された暖気は、循環系空調システムの還気取込口
２３より吸気されて循環系空調システムの本体（温度調節装置２１）に送られるか、天吊
型空調機３０の暖気通路側の側面に設けられた吸気口３２より吸気されて天吊型空調機３
０の本体部に送られる。なお、ここで還気取込口２３より取り込まれた暖気は、天井裏の
ダクト２５を通って温度調節装置２１に送られる。そして、吸気された暖気は、循環系空
調システムの温度調節装置２１または天吊型空調機３０の本体部によって温度調節され、
冷気となる。
【００４５】
　循環系空調システムの温度調節装置２１によって生成された冷気は、床面に設置された
冷気送出口２２から冷気通路へ供給される。なお、ここで温度調節装置２１によって生成
された冷気は、二重床内の床下チャンバ２４を通って冷気送出口２２へ送られる。また、
天吊型空調機３０の本体部によって生成された冷気は、送風口３１を介して冷気通路に供
給される。
【００４６】
　ここで、先述した換気装置１０による強制排気処理により、ラック９０内部は、冷気通
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路に比べて低圧に保たれている。これによって、冷気通路に供給された冷気は、情報処理
機器室１内で拡散することなく、積極的に冷気通路からラック９０内部に流れ込み、ラッ
ク９０に搭載された情報処理機器９１等を高効率で冷却する。
【００４７】
　また、循環系空調システムは、還気取込口２３より取り込まれた還気と外気取込部より
取り込まれた外気との合計量を空調した冷気を、二重床に設けられた冷気送出口２２から
冷気通路へ供給することで、冷気通路を、ラック９０内部に比べて高圧に維持する。即ち
、このことによっても、ラック９０内部は、冷気通路に比べて低圧に維持される。更に、
暖気通路の天井に設けられた還気取込口２３から暖気を取り込んで循環系空調システムに
還気し、還気した空気のうち、外気取込部によって取り込まれた外気分を排気することで
、暖気通路は、ラック９０内部に比べて低圧に維持される。なお、本実施形態では、空調
システムによる外気の取り込みが行われて上記差圧が維持されるため、換気装置１０の排
気ファン１３の能力は、換気装置１０が併設されたラック９０に取り込まれる空気の量と
換気装置１０によってこのラック９０から吸引排出される空気の量とが略等しく（１対１
）なるように設定される。但し、空調システムによる外気の取り込みが行われない場合に
は、ラック９０に取り込まれる空気の量に対して換気装置１０による吸引排出量が多くな
るようにすることによって、冷気通路とラック９０の内部との差圧を確保してもよい。
【００４８】
　即ち、本実施形態によれば、冷気通路、ラック９０内部、暖気通路の順に、より低圧と
なるため、情報処理機器室１全体において、区画された３空間の間における一方向の空気
の流れが維持される。このため、排熱の拡散等が発生せず、発熱負荷密度が１ｋＷ／ｍ２

を超えるような情報処理機器室１においても、空調機によって供給される冷気を用いて、
情報処理機器９１等からの発熱を高効率に、且つ安定して除熱することが可能となる。ま
た、天吊型空調機３０は、暖気通路上部より吸気し、生成した冷気を冷気通路上部から供
給するが、天吊型空調機３０による吸気および冷気の供給が行われる情報処理機器室１の
上部空間は、垂れ壁４０によって冷気通路と暖気通路とが区画されている。このことによ
っても、冷気通路、ラック９０内部および暖気通路の間の差圧は維持される。
【００４９】
　本実施形態によれば、換気装置１０がラック９０側面に設けられ、更に、ラック９０前
面および背面に面した空間は冷気通路および暖気通路として利用されるために、ラック９
０の前面および背面のメンテナンス空間を確実に確保することが出来る。また、冷気通路
、ラック９０内部および暖気通路の間に圧力差を設定し、圧力差に応じた気流方向を確保
するため、情報処理機器室１に設置された空調システムの顕熱負荷処理能力を向上させる
ためにラック９０またはラック９０に搭載される情報処理機器９１等に特別な変更、改造
等を行うことが不要であり、ラック９０の配置変更や搭載情報処理機器の変更にも柔軟に
対応することが出来、運用上のフレキシビリティを完全に確保することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施形態に係る換気装置を含む空調換気システムが設置された情報処理機器室を
示す平面図である。
【図２】実施形態に係る空調換気システムが設置された情報処理機器室を示す側面図であ
る。
【図３】実施形態に係るラック列におけるラックと換気装置との並びを示す図である。
【図４Ａ】実施形態に係る換気装置を前面方向から見た斜視図である。
【図４Ｂ】実施形態に係る換気装置を背面方向から見た斜視図である。
【図５】従来の空調システムが設置された情報処理機器室を示す側面図である。
【図６】従来の天吊型空調機を含む空調システムが設置された情報処理機器室を示す側面
図である。
【符号の説明】
【００５１】
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　　　１　情報処理機器室
　　１０　換気装置
　　１１　吸込口
　　１２　排気口
　　１３　排気ファン
　　１４　操作盤
　　２１　温度調節装置
　　２２　冷気送出口
　　２３　還気取込口
　　２４　床下チャンバ
　　２５　ダクト
　　３０　天吊型空調機
　　３１　送風口
　　３２　吸気口
　　４０　垂れ壁

【図１】 【図２】
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