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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣＴ機器が集納されたデータセンタを形成する単一の部屋から成る建物であって、
  前記建物を複数の柱で支持された高床式にし、前記建物の床面の一部に一定面積を有す
る外気流入口を設け、
　前記ＩＣＴ機器は部屋の床面の一部に載置され、
前記ＩＣＴ機器の上方であって、前記建物の上面の一部に、上部に突出した長筒形状の換
気筒を立設し、当該換気筒の側面に開口を設けて外気流出口とし、
　前記換気筒は、前記外気流入口の真上からずれた位置に設け、
  前記ＩＣＴ機器の作動によって高温となった建物内の空気と、建物外の空気との温度差
によって、前記高温となった空気が前記換気筒を通って前記外気流出口から排出され、こ
れと共に、前記外気流入口から当該建物内に外気が流入して、当該建物内の換気が行われ
、当該建物内で自然な空気の流れを形成する構成としたことを特徴とする、データセンタ
用換気システム。
【請求項２】
　前記建物の換気筒の外気流出口の全面積を前記床面の外気流入口の全面積よりも大きく
したことを特徴とする、前記請求項１に記載のデータセンタ用換気システム。
【請求項３】
　前記建物の床面の高さを地上から８０ｃｍ以上としたことを特徴とする、前記請求項１
又は２の何れかに記載のデータセンタ用換気システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、多数のＩＣＴ（Information And Communication Technology、以下、同じ。
）機器が収納されたデータセンタ（Data Center、以下、「ＤＣ」と言う。）、特に、イ
ンターネットの接続のための機器及び設備を収納したインターネットデータセンタ（Inte
rnet Data Center以下、「ＩＤＣ」と言う。）のための自然換気に基づく換気システムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、インターネットやモバイル端末の普及に伴い、ＩＤＣは年々増加の傾向に有り、こ
のＩＤＣ内の、サーバ室内に実装される高負荷型・高密度化されたＩＣＴ機器である、例
えば、サーバを冷却するための空調用のエネルギーも増加しており、この空調用のエネル
ギーを削減した、より省エネルギー効果の高い空調システムが求められている。
【０００３】
この様な中、外気利用による冷却システムの導入事例が見られるようになっており、この
様な冷却システムとして、例えば、特許文献１にあげるものがある。この特許文献１の冷
却システムは、熱を発生する機器が設けられるメインルームと、建物の外壁に備わり、外
部に対する開口面積を変更可能な外気導入部と前記メインルームからの排気を導入する導
入量を変更可能な第１排気導入部とを有する外気導入ルームと、前記外気導入ルームから
導入する空気を冷却して前記メインルームに供給する冷却部と、を備える建物を空調する
冷却システムであって、前記外気導入部および前記第１排気導入部を制御して、前記メイ
ンルームに導入する空気の温度を調節する制御部を備えると言うものである。
【０００４】
また、特許文献２にあげるものがある。この特許文献２の冷却システムは、データセンタ
や電算センター等のコンピューター関連施設におけるサーバ室を対象とする空調設備であ
って、前記サーバ室における冷房負荷に応じて当該サーバ室の温度を制御可能な空調機を
具備するとともに、前記空調機は外気シャフトを通して外気を導入して前記サーバ室に供
給可能とされ、かつ当該サーバ室から排気するための排気ファンを具備して、前記空調機
および前記排気ファンとによって前記サーバ室に対する全外気冷房運転を可能に構成した
と言うものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－５３８２８号公報
【特許文献２】特開２０１３－２４５９１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
前記特許文献１の冷却システムでは、送風機や制御部と言った電力を使用するものであり
、また、前記特許文献２の冷却システムでも、電力を使用する空調機や、外気の搬送手段
として同様の排気ファンを使用するものであり、省エネルギーと言う点では、さらなる検
討が期待される。
【０００７】
その様な中、電力等のエネルギーを使用しない自然な通風による換気システムが考えられ
ているが、自然な通風に依存する分、風向や風速に影響を受け易く、一定の安定した換気
が得られ難いと言う課題を有している。
【０００８】
この発明は、これらの点に鑑みて為されたもので、ＤＣにおいて、電力等のエネルギーを
使用しない、自然換気により安定した効果が得られる、省エネルギー効果の高い、データ
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センタ用換気システムを提供して前記課題を解決するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
請求項１の発明は、ＩＣＴ機器が集納されたデータセンタを形成する単一の部屋から成る
建物であって、前記建物を複数の柱で支持された高床式にし、前記建物の床面の一部に一
定面積を有する外気流入口を設け、前記ＩＣＴ機器は部屋の床面の一部に載置され、前記
ＩＣＴ機器の上方であって、前記建物の上面の一部に、上部に突出した長筒形状の換気筒
を立設し、当該換気筒の側面に開口を設けて外気流出口とし、前記換気筒は、前記外気流
入口の真上からずれた位置に設け、前記ＩＣＴ機器の作動によって高温となった建物内の
空気と、建物外の空気との温度差によって、前記高温となった空気が前記換気筒を通って
前記外気流出口から排出され、これと共に、前記外気流入口から当該建物内に外気が流入
して、当該建物内の換気が行われ、当該建物内で自然な空気の流れを形成する構成とした
データセンタ用換気システムとした。
【００１２】
請求項２の発明は、前記建物の換気筒の外気流出口の全面積を前記床面の外気流入口の全
面積よりも大きくした前記請求項１に記載のデータセンタ用換気システムとした。
【００１３】
請求項３の発明は、前記建物の床面の高さを地上から８０ｃｍ以上とした前記請求項１又
は２の何れかに記載のデータセンタ用換気システムとした。
【発明の効果】
【００１４】
本願の請求項の各発明によれば、高床式であって、換気筒を導入した換気システムの場合
、風向を考慮していない従来のＩＤＣの建物より、風向の如何にかかわらず全方位におい
て、自然換気量や成層効率は飛躍的に向上した。また、換気筒の開口面積を大きくするこ
とで、更なる自然換気量や成層効率の向上に寄与出来た。さらに、床面の外気流入口の位
置はラックに近い程、開口面積を大きくすることで、更なる自然換気量や成層効率の向上
に寄与出来た。
【００１５】
また、前記換気筒は、前記ＩＣＴ機器の上方の位置に設けたので、ＩＣＴ機器から排出さ
れた高温な空気が当該換気筒を通って外気流出口から円滑に排出され、建物内の空気の交
換がより早く、確実に行われる。
【００１６】
さらに、前記換気筒は、前記外気流入口の真上からずれた位置には設けたので、外部から
流入した低温な空気がそのまま換気筒を通って排出されると言う事が起こり難く、外気を
有効に使用することが出来る。
【００１７】
請求項２の発明によれば、前記建物の換気筒の外気流出口の全面積を前記床面の外気流入
口の全面積よりも大きくしたので、より速やかにかつ効果的に、建物内の換気が出来るも
のである。
【００１８】
請求項３の発明によれば、建物の床面の高さを地上から８０ｃｍ以上としたので、地上か
ら床面までの間に空間が確保出来、より効果的に建物の換気が出来るものである。
 
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明の実施の形態例１のデータセンタ用換気システムを実施する建物の断面
図である。
【図２】同平面断面図である。
【図３】従来のＤＣの建物の断面図である。
【図４】同平面断面図である。
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【図５】従来のＤＣのＣＦＤ解析結果と実験結果の比較を示すグラフ図である。
【図６】(a) 従来のＤＣの実験結果の鉛直温度分布を示す断面図である。(b)同ＣＦＤ解
析結果の鉛直温度分布を示す断面図である。
【図７】この発明の実施の形態例１におけるＩＤＣ内の熱収支モデルに基づく評価モデル
・指標を示す説明図である。
【図８】(a)この発明の実施の形態例１において、従来のモデルと自然換気量を比較した
説明図である。(b)この発明の実施の形態例１において、従来のモデルと成層効率を比較
した説明図である。
【図９】この発明の実施の形態例１において、地面から床面までの高さを比較したグラフ
図である。
【図１０】(a)この発明の実施の形態例１において、換気筒の開口を二面に設けた状態の
斜視図である。(b)この発明の実施の形態例１において、換気筒の開口を四面に設けた状
態の斜視図である。
【図１１】(a)この発明の実施の形態例１において、換気筒の開口を二面に設けた場合と
四面に設けた場合の自然換気量を比較した説明図である。(b)この発明の実施の形態例１
において、換気筒の開口を二面に設けた場合と四面に設けた場合の鉛直温度分布を示す断
面図である。
【図１２】(a)この発明の実施の形態例１において、換気筒の位置を建物の上面の右端に
設けた状態の斜視図である。(b)この発明の実施の形態例１において、換気筒の位置を建
物の中央に設けた状態の斜視図である。(c)この発明の実施の形態例１において、換気筒
の位置を、６個のラックに収納されたサーバの夫々の真上であって、建物の上面の後端縁
に沿って細長に設けた状態の斜視図である。
【図１３】(a)この発明の実施の形態例１において、換気筒を建物の上面の右端に設けた
場合と換気筒を建物の中央に設けた場合の自然換気量を比較した説明図である。(b)この
発明の実施の形態例１において、換気筒を建物の上面の右端に設けた場合と換気筒を建物
の中央に設けた場合の鉛直温度分布を示す断面図である。
【図１４】(a)この発明の実施の形態例１において、床面の外気流入口をラックより離れ
た位置に設けた状態の平面図である。(b)この発明の実施の形態例１において、床面の外
気流入口をラックの直前の位置に設けた状態の平面図である。(c)前記(b)と同じ位置であ
って、前記外気流入口の奥行を大きく設けた状態の平面図である。
【図１５】(a)この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＰＦ－１のＡ－Ａ’断面図と
Ｂ－Ｂ’断面図である。(b)この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＰＦ－２のＡ－
Ａ’断面図とＢ－Ｂ’断面図である。
【図１６】(a)この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＡＣ－１のＡ－Ａ’断面図と
Ｂ－Ｂ’断面図である。(b)この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＡＣ－２のＡ－
Ａ’断面図とＢ－Ｂ’断面図である。
【図１７】(a)この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＡＦ－１のＡ－Ａ’断面図と
Ｂ－Ｂ’断面図である。(b)この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＡＦ－２のＡ－
Ａ’断面図とＢ－Ｂ’断面図である。
【図１８】この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＨ－１～ＣａｓｅＡＣＡＦにおけ
る自然換気量、成層効率及びサーバ吸込み温度を示すグラフ図である。
【図１９】この発明の実施の形態例１のデータセンタ用換気システムを実施する最適なケ
ースの建物の断面図である。
【図２０】同平面断面図である。
【図２１】(a)この発明の実施の形態例１におけるＣａｓｅＡＣＡＦと従来のモデルの自
然換気量、成層効率及びサーバ吸込み温度を示すグラフ図である。(b)この発明の実施の
形態例１におけるＣａｓｅＡＣＡＦのＡ－Ａ‘断面図とＢ－Ｂ’断面図である。
【図２２】この発明の実施の形態例１のデータセンタ用換気システムにおいて、建物の周
囲の地中にアースチューブを埋設して低温な空気を利用している状態を示す断面図である
。
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【図２３】この発明の実施の形態例１の他に例として、地面に穴を掘り、この穴の底に建
物を設けて高床式とした状態を示す断面図である。
【図２４】前記図２３の状態で、穴に水を入れて張った状態を示す断面図である。
【図２５】この発明の実施の形態例１の他に例として、複数層（複数階）の建物において
、各層（各階）毎に、高床式とし、また、換気筒を設けた状態を示す断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（実施の形態例１）
以下、この発明の実施の形態例１のインターネットのためのデータセンタ用換気システム
を図に基づいて説明する。この換気システムを実施するＩＤＣの建物Ａとしては、図１及
び２に示すように、コンテナ型のＩＤＣであって、高床式の直方体形状の建物である。こ
のＩＤＣを形成する建物Ａの内部にＩＣＴ機器を収納するものとし、床を高床１としてい
る。
【００２１】
また、前記ＩＤＣに、収納されるＩＣＴ機器としては、各種のものがあるが、ここでは、
代表的な機器としてサーバ２を用いる。
【００２２】
また、図２に示す様に、このサーバ室３の床面の略中央であって、このサーバ室３の長手
方向に沿って、前記サーバ２を多段に収納したラック４を６個並べ、これらをラック４（
３１～３６）とした。そして、これらのラック４にサーバ２を収納した際、当該サーバ２
の空気取入方向となる前側（図１における左側、図２における下側。以降、この明細書に
おいて、前記と同様に、図２の下側を前側とし、同上側を後側とする。）の床面には、当
該複数のラック４に沿って外気流入口５を設けている。また、この外気流入口５には、ダ
ンパを設けて開口面積を変えて風量を調節できるようになっている（図示省略）。
【００２３】
さらに、この建物Ａの上面上であって、前記複数のラック４のおよそ真上であって、当該
ラック４に沿って、外部に突設した角筒形状の換気筒６を立設している。この換気筒６の
上部の側面に開口（外気流出口７）を設けている。
【００２４】
この場合、前記サーバ２の作動によって高温となった建物Ａ内の空気は、当該空気と建物
Ａ外の空気との温度差によって、前記外気流出口７から建物Ａ外へ排気され、これと共に
、外部の前記外気流入口５付近に位置する空気が当該外気流入口５からこの建物Ａ内に流
入し、これによって当該建物Ａ内の換気が行われる。
【００２５】
次に、前記実施例１のＩＤＣの建物Ａと従来のコンテナ型のＩＤＣの建物Ｂとを比較し、
自然換気の導入効果を検証する。ここでは、風向及び風速などの外部条件の影響に関して
、ＣＦＤ（Computational Fluid Dynamics/数値流体力学。以下、同じ）解析により比較
検証を行った。
【００２６】
前記従来のコンテナ型のＩＤＣの建物Ｂとして、図３及び図４に示す様に、実験室実験の
モデルを用意した。この従来のＩＤＣの建物Ｂは、長手方向の相対向する一方の側面の下
部であって、当該側面の下端縁に沿って外気流入口１１を設け、他方の側面の上部であっ
て、当該側面の上端縁に沿って外気流出口１２を設けている。また、この従来のＩＤＣの
建物Ｂは高床式では無く、換気筒は設けていない。また、この建物Ｂ内にはサーバ２を多
段に収納したラック４を６個並べ、これらをラック４（３１～３６）とした。
【００２７】
表１に、前記従来のＩＤＣの建物Ｂの解析条件を示す。また、サーバ２の発熱条件は、実
験室実験で使用した模擬負荷サーバを想定し、サーバ吸込み面の境界条件に流入する温度
にサーバ発熱量２ｋｗ分を昇温させた値をサーバ排気面の境界条件である排気温度とする
ことで、サーバ２の発熱条件を再現した。また、解析モデルは、対称性を考慮し、実際の
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大きさの１／２のモデルとした。
【００２８】
【表１】

【００２９】
前記ＩＤＣの建物Ｂの実験結果とＣＦＤ解析結果を図５に示し、図４のＣ－Ｃ’断面図に
おける鉛直温度分布を図６に夫々示す。これらの実験結果とＣＦＤ解析結果を比較した場
合、前記図５では、ＣＦＤ解析結果である右上がりの黒線と、実験結果であるラック４（
３１～３６）を示すマークがほぼ同じ位置で重なっており、また、前記図６では、各サー
バの吸込み温度が４０℃と概ね一致しており、ＣＦＤ解析は当該実験結果を概ね再現して
おり、信頼性があることが分かった。
【００３０】
さらに、図７に前記ＩＤＣの建物内の熱収支式に基づく評価モデル、評価指標を示す。こ
の評価モデルは、前記サーバ２の上下方向に二層のブロックモデル（Upper Zone、Lower 
Zone）を想定し、成層効率Ｅ（０＜Ｅ＜１）によりＩＣＴ機器の冷却効果を評価した。成
層効率Ｅが大きい数値ほどサーバ２には低温空気が給気されているので、前記サーバ２に
とって良好な環境が形成されていることとなる。
【００３１】
また、実際のＩＤＣの建物において、前記サーバ２が正常に作動する室内環境を満足する
必要があることから、前記サーバ吸込み温度の管理が重要であるため、複数あるサーバ２
の中のサーバ最高吸込み温度θs,maxに基づく成層効率Ｅmaxに着目して検証を行った。
【００３２】
さらに、この実施例１のＩＤＣの建物Ａの外気流入口５、換気筒６の形状、外気流出口７
の開口の流量係数を、従来のＩＤＣの建物Ｂの圧力損失である、ΔＰ＝６００Ｐａ程度と
同等となるように算出して各開口に必要な面積を設定した。但し、外気流入口５の開口面
積、流量係数については従来のＩＤＣの建物Ｂと同条件とした。
【００３３】
まず、最初に、実施例１のＩＤＣの建物Ａと従来のＩＤＣの建物Ｂにおいて、各風向によ
る自然換気量及び成層効率を調べた。図８（ａ）に示す様に、従来のＩＤＣの建物Ｂ（１
３）では、北向きの風向では自然換気量が少なく、南向きの風向では多いと言う様に、風
向により自然換気量が変化するのに比べて、実施例１のＩＤＣの建物Ａ（図８（ａ）では
高床式換気筒モデルと表示、１４）では風向による大きな変化は無く、自然換気量も大き
く増加していることが分かる。また、図８（ｂ）に示す様に、成層効率においても、実施
例１のＩＤＣの建物Ａ（図８（ｂ）では高床式換気筒モデルと表示、１６）の方が従来の
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建物Ｂ（１５）より圧倒的に大きい値を示した。
【００３４】
このことにより、この実施例１のＩＤＣの建物Ａの方が従来のＩＤＣの建物Ｂと比べて、
風向による自然換気量の変化もかなり少なく、また、成層効率も断然高いことが分かり、
この実施例１のＩＤＣの建物Ａが、どの風向でも有効な自然換気量が安定して得られるこ
とが分かった。これにより、実施例１のＩＤＣの建物Ａが従来のＩＤＣの建物Ｂより有効
なことが明らかになった。
【００３５】
続いて、この実施例１のＩＤＣの建物Ａにおいて、実運用時を想定した表２に示すように
、外部風向、床面高さ、換気筒６の外気流出口７の開口面数や位置、床面の外気流入口５
の位置、並びに実施例１のＩＤＣの建物Ａにおける外気流出口７の面積を外気流入口５の
面積で基準化した面積比をパラメータとして、Ｃａｓｅ－Ｈ－１からＣａｓｅＡＣＡＦま
での１６のケースを上げて、ＣＦＤ解析により、自然換気の導入効果・可能性について検
証を行った。
【００３６】
【表２】

【００３７】
最初に、サーバ室３の、基準面である地面から床面までの高さについて検証した。図９に
示す様に、ＣａｓｅＨ－１が３ｍ、ＣａｓｅＨ－２が２ｍ、ＣａｓｅＨ－３が０．８ｍ及
びＣａｓｅＨ－４が０．４ｍと言う様に床面高さを変化させた場合、ＣａｓｅＨ－１、Ｃ
ａｓｅＨ－２、ＣａｓｅＨ－３の相互間においては、圧力損失はほとんど差が無いが、Ｃ
ａｓｅＨ－４では、急激に圧力損失が高くなっており、床面高さの下限値は、ＣａｓｅＨ
－３の８００ｍｍが適当であり、床面の高さとしては、地上から８０ｃｍ以上であれば良
いことが分かった。
【００３８】
また、換気筒６の上部の開口面の数、すなわち、角筒の一方の相対向する側面二面だけに
開口を設けたものと、角筒の側面四面に開口面を設けたものとを比べた。図１０に示す様
に、開口面数を二面としたＣａｓｅ０－１、Ｃａｓｅ０－２と、開口面を四面としたＣａ
ｓｅ０－３とを比較した。その結果の自然換気量と鉛直温度分布を図１１に示す。ここで
は、開口面数を四面としたＣａｓｅ０－３（１８）の方が、開口面数を二面としたＣａｓ
ｅ０－１、Ｃａｓｅ０－２（１７）よりも、自然換気量（図１１（a））が増加しており
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、また、Ｃａｓｅ０－２とＣａｓｅ０－３の鉛直温度分布（図１１（b））のサーバ吸込
み面においても、Ｃａｓｅ０－３の方がサーバ吸込み温度の低温化が実現していることが
分かった。それ故、換気筒６の開口面は側面四面とした方が良いことが分かった。
【００３９】
次に、換気筒６の位置を検証した。建物Ａの上面に設ける換気筒６の位置として、図１２
に示す様なパターンを用意し検証した。図１２（ａ）「換気筒Ａ」は、上面の右端の位置
としてＣａｓｅＰｃ－１とした。また、同（ｂ）「換気筒Ｂ」は、上面の中央の位置とし
てＣａｓｅＰｃ－２した。これらの二つの位置の自然換気量と鉛直温度分布を図１３に示
す。同（ｃ）「換気筒Ｃ」は、建物Ａ内で６個のラック４に収納されたサーバ２の夫々の
真上に直方体形状の換気筒を設けたもので後述するＣａｓｅＡｃ－２、ＣａｓｅＡｃＡｆ
に採用されている。
【００４０】
前記図１２（ａ）「換気筒Ａ」と同（ｂ）「換気筒Ｂ」の自然換気量と図１のＢ－Ｂ’断
面の鉛直温度分布を図１３（ｂ）に示す。この図１３（ｂ）を見ると、換気筒の位置を右
端にした（ａ）「換気筒Ａ」（ＣａｓｅＰｃ－１）と、換気筒６を中央にした（ｂ）「換
気筒Ｂ」（ＣａｓｅＰｃ－２）とを比較した場合、自然換気量、サーバ吸込み温度に大き
な変化は見られなかった。これにより、換気筒６の位置が自然換気量に及ぼす影響は小さ
いことが分かった。また、一般的には、前記換気筒６の開口は大きい方が室内空気を排出
する際の抵抗は小さくなるので有効である。
【００４１】
また、床面の外気流入口５の位置の検証を行った。サーバ室３の床面の外気流入口５の位
置を、図１４に示す様に、（ａ）「位置Ａ」と（ｂ）「位置Ｂ」の２パターンを用意した
。「位置Ａ」は、ラック４から離れた箇所の側面に沿ったＣａｓｅＰＦ－１とし、「位置
Ｂ」は、ラック４の直前（すぐ脇）に設けたＣａｓｅＰＦ－２とした。これら２つの位置
の鉛直温度分布を図１５に示す。
【００４２】
図１４の（ｃ）「位置Ｃ」については、外気流入口５の横幅を前記（ａ）「位置Ａ」及び
（ｂ）「位置Ｂ」と同様とし、奥行を前記（ａ）「位置Ａ」又は（ｂ）「位置Ｂ」の約２
倍としたもので後述するＣａｓｅＡｆ－２、ＣａｓｅＡｃＡｆに採用されている。
【００４３】
前記図１５を見ると、ＣａｓｅＰＦ－１（図１５（ａ））では、サーバ室３内上部に７０
℃以上の高温な空気（赤色の箇所）が見られるのに対し、ＣａｓｅＰＦ－２（図１５（ｂ
））のサーバ室３内上部にその様な高温な空気は見られなかった。ＣａｓｅＰＦ－１に対
して、ＣａｓｅＰＦ－２の自然換気量、サーバ吸込み温度θＳ，ｍａｘが大幅に変化し、
自然換気量が増加した結果、サーバ吸込み温度を低くすることが可能となることが分かっ
た。このことから、外気流入口５は、ＣａｓｅＰＦ－２のラックの直前が良いことが分か
った。
【００４４】
また、床面の外気流入口５の開口面積を検証した。前記表２に示す外気流出口７の全面積
を外気流入口５の面積で割って導き出した値（面積比）を特定し、「０．３７」、「０．
７３」、「１．２４」及び「２．４７」の４つのケースを用意した。換気筒６は「換気筒
Ｂ（図１２）」、外気流入口５が「位置Ｂ（図１４）」、面積比が「０．７３」のＣａｓ
ｅＡＣ－１、換気筒６は「換気筒Ｃ（図１２）」、外気流入口５が「位置Ｂ（図１４）」
、面積比が「２．４７」のＣａｓｅＡＣ－２の各断面における鉛直温度分布を図１６に示
す。
【００４５】
この図１６を見ると、ＣａｓｅＡＣ－１（図１６（ａ））では、サーバ室３内の上部に６
０℃以上の空気（黄色い箇所）が見られるのに対し、ＣａｓｅＡＣ－２（図１６（ｂ））
ではその様な空気は見られず、もっと低温な空気となっていることが分かる。このことか
ら、外気流出口７の全面積に対する外気流入口５の面積の面積比は大きい方が有効である
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ことが分かった。
【００４６】
また、前述した床面の開口位置による検証に引き続き、さらに、検証を行った。ここでは
、床面の開口部の幅は一定とした上で開口面積による変化を「位置Ｂ（図１４）」、「位
置Ｃ（図１４）」について検証する。ここで、床面の開口面積が小さいＣａｓｅＡF－１
、開口面積を大きくしたＣａｓｅＡF－２の各断面における鉛直温度分布を図１７に示す
。
【００４７】
この図１７を見ると、ＣａｓｅＡＦ－１（図１７（ａ））では、室内の上部に６０℃以上
の空気（黄色い箇所）が見られるのに対し、ＣａｓｅＡＦ－２（図１７（ｂ））ではその
様な空気は見られず、もっと低温な空気となっていることが分かる。このことから、床面
の外気流入口５の面積が大きい方が有効であることが分かった。
【００４８】
換気筒・床面開口部の最適化の検証を行った結果を図１８に示す。これらの各検討ケース
の検証結果をまとめると以下のようになる。この実施例１のＩＤＣの最適モデルとしては
、図１９及び図２０に示すように、建物Ａは、まず、地面からの床面高さは０．８ｍとす
る。換気筒６の位置、形状及び大きさは、建物Ａの上面の後端縁に沿った直方体形状で、
前記６個のラック４の平面を覆う位置及び大きさとし、換気筒６の開口面数は側面全面の
四面とする。床面の外気流入口５の位置及び大きさは、６個のラック４の直前であって大
きくとっている。また、換気筒６の外気流出口７と床面の外気流入口５の面積比は、換気
筒Ｃ（図１２、面積：大）／外気流入口の位置Ｃ（図１４、面積：大）=１．２４とした
。
【００４９】
また、換気筒６、サーバ２を収納したラック４及び外気流入口５の夫々の位置関係をまと
めると、図１９及び図２０に示すように、換気筒６は、サーバ２を収納したラック４の真
上の位置に設けられている。これにより、サーバ２から排出された高温な空気が換気筒６
を通って外気流出口７から円滑に排出され、建物Ａ内の空気の交換がより早く、確実に行
われる。
【００５０】
また、換気筒６は、外気流入口５の真上の位置ではなく、真上からずれた位置には設けら
れている。これにより、外気から流入した低温な空気がそのまま換気筒６を通って排出さ
れると言う事が起こり難く、空気を有効に使用することが出来る。
【００５１】
これらのことから、ＩＤＣの建物Ａに自然換気を導入した場合における最適モデルとして
、ＣａｓｅＡＣＡFを導いた。この最適モデルのＣａｓｅＡＣＡFは、図２１（ａ）に示す
ように、自然換気量はおよそ５，８００ｍ３／ｈ、サーバ吸込み温度は４９．３℃、また
、成層効率はおよそ０．４であった。これに対して、従来モデルの建物Ｂでは、自然換気
量はおよそ３，９００ｍ３／ｈ、サーバ吸込み温度は７２．４℃、また、成層効率はおよ
そ０．０５であった。また、この最適モデルの鉛直温度分布を同様に示す（図２１（ｂ）
）。
【００５２】
換気筒６の開口面積や床面の外気流入口５の面積を拡大した場合、従来のモデルに対して
サーバ吸込み温度約２３℃の低温化が可能となることによって、自然換気量も約１．５倍
と増加し、成層効率も向上する。
【００５３】
この実施例１により以下の効果が得られることが分かった。１）実験結果とＣＦＤ結果に
ついては概ね再現性が確認できた。２）高床式の換気筒モデルを導入した場合、風向を考
慮していない従来のＩＤＣより、自然換気量や成層効率は全方位において飛躍的に向上し
た。３）換気筒の開口面積や高さを大きくすることで、更なる自然換気量や成層効率の向
上に寄与出来る。４）床面の外気流入口の位置はラックに近い程、開口面積を大きくする
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更に向上させるためには、サーバ吸込み温度の低温化対策や換気・空調による適切な空気
流動の計画が必要である。
【００５４】
また、図２２に示す様に、建物Ａの外気流入口５からより低温な空気を安定して流入させ
るために、建物Ａ周囲の地中にアースチューブ２３を埋設し、年間を通して安定した地中
温度を利用して、このアースチューブ２３内を流入して来る空気を使用することも出来る
。この場合、アースチューブ２３の一方の開口部は外気流入口５に対向した位置に設ける
（図２２の矢印は空気の流れを示す。）。
【００５５】
また、前記実施の形態例１では、建物Ａの床面を上げて高床式としたが、図２３に示すよ
うに、床面を地面から上げる代わりに、建物Ａの周囲の地面に、一定深さの穴２１を掘り
、この穴２１の中に実施の形態例１の高床式の建物Ａを設置することもできる。この場合
、前記建物Aの内部において、前記穴２１の底面から地上までの高さ部分を空間として、
結果的に、高床式とすることとなる。また、前記建物Ａは、四辺の各隅の支柱２２に支え
られ、建物Ａの構成は全て実施の形態例１と同じである（図２３の矢印は空気の流れを示
す。）。
【００５６】
さらに、この場合、図２４に示す様に、穴の中に水を入れて張ることにより夏期の高温な
外気を低温化して利用することが出来る。また、この場合の水としては、水道施設から搬
送しても良いし、又は雨水を利用しても良い。さらには、河川から引き込んだり、地下水
から引き込んでも良い（図２４の矢印は空気の流れを示す。）。
【００５７】
また、前記実施の形態例１では、コンテナ型のＩＤＣにおいて説明を行ったが、本願発明
が実施出来るものであれば、他のＤＣでももちろん良い。また、一層（一階）の建物Ａを
使用して説明したが、本願発明を実施出来るものであれば、図２５に示す様に、建物Ａを
複数層（複数階）に積み重ねて成る建物Ｃでももちろん良い。この場合、各階の床面を高
床式にし、夫々上階との間部分（例えば、天井裏などの一部）に換気筒２４を設け、各階
の換気筒２４を接続した屋上の換気筒２５を設けることになる。この時、各階を貫通する
換気筒２４は各階を上下一直線状に貫通しており、各階の部屋の排気はこれらを通って屋
上の換気筒２５から外部へ排出される（図２５の矢印は空気の流れを示す。）。
【００５８】
また、ＩＣＴ機器として、サーバを使用して説明しているが、もちろんサーバに限定する
ものではなく、本願の発明の実施例１が実施出来るものであれば何でも良い。また、ＩＤ
Ｃにおいて説明しているが、この実施例１が実施出来るものであればもちろんＩＤＣに限
定するものではなく、他のＤＣにおいても実施できるものである。
【符号の説明】
【００５９】
　　　Ａ　　建物　　 　　　　　Ｂ　　建物　　　　　　Ｃ　　建物
　　　１　　高床    　　   　　２　 サーバ　　 　　　３　　サーバ室
　　　４　　ラック　　　　　　 ５　　外気流入口　 　 ６  　　換気筒
　　　７　　外気流出口       １１　　外気流入口　　１２　　　外気流出口
   　２１　　穴　　　　　　  ２２　　支柱　　　　　
　　 ２３　　アースチューブ　２４　　換気筒    　　２５　　換気筒
　　 ３１～３６　ラック
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