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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のサーバが設置されたサーバ収納空間内の空調と該サーバ収納空間とは異なる一般
室内の空調を同時に行うサーバ室等の空調システムにおいて、
顕熱の交換を行うインバータにて風量調節可能なファンを備えた顕熱交換器と、
前記顕熱交換器よりも下流側にサーバ室用空調機を有し、前記サーバ収納空間内の空気を
前記顕熱交換器を介して取り込み、かつ、前記サーバ室用空調機を通して該サーバ収納空
間内に送風するサーバ室用空調ラインと、
一般室用空調機を有し、前記一般室内の空気を前記一般室用空調機を通して取り込み、か
つ、該一般室内に送風する一般室用空調ラインと、
前記顕熱交換器を介して外気を取り込み、前記一般室用空調機に供給する外気供給ライン
と、
前記サーバ収納空間内から前記顕熱交換器側に戻るリターン空気を該顕熱交換器を通さず
にバイパスさせて前記サーバ室用空調機に戻すことが可能なサーバ室用空調ライン切り換
え手段と、
前記取り込み外気を該顕熱交換器を通さずにバイパスさせて前記一般室用空調機に供給す
ることが可能な外気供給ライン切り換え手段と、
を備え、前記外気温が前記サーバ収納空間内からのリターン空気の温度より高いときに、
前記サーバ室用空調ライン切り換え手段と前記外気供給ライン切り換え手段をバイパスモ
ード側に切り換えるようにしたことを特徴とするサーバ室等の空調システム。
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【請求項２】
　上記サーバ室用空調ライン切り換え手段と外気供給ライン切り換え手段は、上記サーバ
室用空調ラインのサーバ収納空間内からのリターン側とサーバ室用空調機への戻り側及び
上記外気供給ラインの外気取り込み側と一般室用空調機供給側並びに一般室からのリター
ン側にそれぞれ温度センサを設置し、更に、上記サーバ室用空調ラインと外気供給ライン
の顕熱交換器上流側とバイパス側にそれぞれモータダンパを設置し、前記温度センサで監
視された温度に基づいて前記顕熱交換器のファンの起動・停止及び前記モータダンパの開
閉を自動判断する演算機能を設けてなることを特徴とする請求項１記載のサーバ室等の空
調システム。
【請求項３】
　上記顕熱交換器のファンに風量調整機能を設けるとともに、前記サーバ室用空調機への
戻り側に設置された前記温度センサで監視された温度に基づいて顕熱交換器ファンの風量
を自動調整する機能を設けてなることを特徴とする請求項２記載のサーバ室等の空調シス
テム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサーバ室等の空調システムに関するものであり、特に、発熱量が多く、かつ、
温度により性能及び寿命に大きく影響を受け、冬期においても冷却を要するようなサーバ
室等の空調システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、データセンターや企業のサーバ室等には数多くのサーバが設置されている。この
ようなサーバ室はサーバの排気温度で室温が上昇し、高温の熱によって該サーバが暴走、
あるいは、故障したりすることがある。このため、サーバ室には部屋全体の温度を一定に
維持しておく空調システムが採用されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載のサーバ室等の空調システムは、サーバ室の室温の安定を図るために
空調装置が設けられている。該空調システムは、該空調装置から吹き出されてサーバ室内
に供給された空調空気が、サーバラック内のサーバに接触しながら流れて該サーバを冷却
し、逆にサーバの熱で温められた空気は該サーバ室から前記空調装置内に戻され、該空調
装置で冷却され、サーバ室内に再び供給される循環方式が取られている。
【０００４】
　上記空調システムでは、サーバ室専用の空調装置を使用し、冬期等、外気の温度がサー
バ室内の温度より低いようなときでも、サーバ専用の空調装置だけで空調を行っていた。
このため、サーバ専用の空調装置を常に強い力で運転させていたので、エネルギーの無駄
が生じていた。
【０００５】
　なお、一般の空調システムでは、外気温度が室内の温度より低いようなとき、外気を積
極的に室内に導入して冷却し、省エネルギー化を図るようにした外気冷房システムも知ら
れている(例えば、特許文献２参照)。
【特許文献１】特開２００３－５６８８２号公報。
【特許文献２】特開２０００－１２１１３０号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、サーバ室等の温度を管理する空調システムでは、温度の管理だけでなく
、湿度の管理も重要になっている。したがって、サーバ室等の空調システムに従来の外気
冷房システムを採用するには、冬期等に低湿度の外気を導入するとき、該外気に加湿処理
を施し、サーバ室の湿度を一定に維持する必要があり、加湿に要するエネルギーロスやシ
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ステム構成が複雑化するという問題点があった。また、サーバ室で発生する熱も有効に使
用していなかった。
【０００７】
　そこで、冬期等、外気温がサーバ室からのリターン空気の温度より低いときに外気と顕
熱の交換を行って外気湿度に影響を受けることなくリターン空気の冷却を行い、また、サ
ーバ室で発生する熱を有効利用することを可能にする、簡単な構造で、かつ、省エネルギ
ー効果の高い空調システムを提供するために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり
、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明は、多
数のサーバが設置されたサーバ収納空間内の空調と該サーバ収納空間とは異なる一般室内
の空調を同時に行うサーバ室等の空調システムにおいて、
顕熱の交換を行うインバータにて風量調節可能なファンを備えた顕熱交換器と、
前記顕熱交換器よりも下流側にサーバ室用空調機を有し、前記サーバ収納空間内の空気を
前記顕熱交換器を介して取り込み、かつ、前記サーバ室用空調機を通して該サーバ収納空
間内に送風するサーバ室用空調ラインと、
一般室用空調機を有し、前記一般室内の空気を前記一般室用空調機を通して取り込み、か
つ、該一般室内に送風する一般室用空調ラインと、
前記顕熱交換器を介して外気を取り込み、前記一般室用空調機に供給する外気供給ライン
と、
前記サーバ収納空間内から前記顕熱交換器側に戻るリターン空気を該顕熱交換器を通さず
にバイパスさせて前記サーバ室用空調機に戻すことが可能なサーバ室用空調ライン切り換
え手段と、
前記取り込み外気を該顕熱交換器を通さずにバイパスさせて前記一般室用空調機に供給す
ることが可能な外気供給ライン切り換え手段と、
を備え、前記外気温が前記サーバ収納空間内からのリターン空気の温度より高いときに、
前記サーバ室用空調ライン切り換え手段と前記外気供給ライン切り換え手段をバイパスモ
ード側に切り換えるようにしたサーバ室等の空調システムを提供する。
【０００９】
　この構成によれば、一般室を暖房運転している冬期等において、外気温がサーバ収納空
間から戻るリターン空気の温度より低いとき、導入外気は顕熱交換器を通って一般室用空
調機に供給され、リターン空気は顕熱交換器を通ってサーバ室用空調機に供給される。そ
の際、導入外気とリターン空気は顕熱交換器内で顕熱の交換が行われ、サーバ室用空調ラ
インには外気温より得られる冷房効果が外気湿度の影響を受けることなく付加され、一般
室用空調機にはリターン空気温より得られる排熱暖房効果が付加され、省エネルギー運転
を共に行う。
【００１０】
　一方、一般室を冷房運転している夏期等において、外気温がサーバ収納空間から戻るリ
ターン空気の温度より高いとき、空調ライン切り換え手段と外気供給ライン切り換え手段
がバイパスモードに切り換わり、導入外気は顕熱交換器をバイパスして一般室用空調機に
供給され、かつ、リターン空気は顕熱交換器をバイパスしてサーバ室用空調機に供給され
、通常運転を行う。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１において、上記サーバ室用空調ライン切り換え手段と
外気供給ライン切り換え手段は、上記サーバ室用空調ラインのサーバ収納空間内からのリ
ターン側とサーバ室用空調機への戻り側及び上記外気供給ラインの外気取り込み側と一般
室用空調機供給側並びに一般室からのリターン側にそれぞれ温度センサを設置し、更に、
上記サーバ室用空調ラインと外気供給ラインの顕熱交換器上流側とバイパス側にそれぞれ
モータダンパを設置し、前記温度センサで監視された温度に基づいて前記顕熱交換器のフ
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ァンの起動・停止及び前記モータダンパの開閉を自動判断する演算機能を設けてなるサー
バ室等の空調システムを提供する。
【００１２】
　この構成によれば、外気温度とサーバ収納空間内から戻る空気の状態によりモータダン
パの開度を自動的に調整し、外気温度がサーバ収納空間内から戻る空気温度より高い場合
の逆熱交換を防止する。更に、省エネルギー運転時に、サーバ収納空間内からのリターン
空気温度とサーバ室用空調機への戻り空気温度との差、並びに、一般室からのリターン空
気温度と一般室用空調機への供給空気温度との差から省エネ効果を監視して最適運転化を
可能とする。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、請求項２において、上記顕熱交換器のファンに風量調整機能を
設けるとともに、前記サーバ室用空調機への戻り側に設置された前記温度センサで監視さ
れた温度に基づいて顕熱交換器ファンの風量を自動調整する機能を設けてなるサーバ室等
の空調システムを提供する。
【００１４】
　この構成によれば、省エネルギー運転中は、外気との顕熱交換によりサーバ室用空調機
への戻り空気温度がサーバ収納空間内への送風設定温度より低下して結露が生じないよう
に制御する。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１記載の発明は、冬期等において、外気温度がサーバ収納空間から戻るリターン
空気の温度より低いときに、導入外気とリターン空気は顕熱交換器内で顕熱の交換が行わ
れ、サーバ室用空調ライン側では外気温度より得られる冷房効果が付加された省エネルギ
ー運転を行い、一般室用空調機側では外気供給ラインを介してリターン空気温度より得ら
れる排熱暖房効果が付加された省エネルギー運転を行うことができるので、省エネルギー
化の高い運転が可能になる。また、顕熱交換器内で顕熱の交換を行うので、リターン空気
の湿度が外気の湿度に影響されることもない。したがって、サーバー収納空間内の空気の
湿度管理を複雑化することなく、高省エネルギー化が可能になる。
【００１６】
　請求項２記載の発明は、外気温度がサーバ収納空間から戻るリターン空気の温度より高
い場合の逆熱交換を防止することができるので、請求項１記載の発明の効果に加えて、所
望する顕熱の交換を確実に行うことができる。更に、省エネルギー運転時に、サーバ収納
空間内からのリターン空気温度とサーバ室用空調機への戻り空気温度との差、並びに、一
般室からのリターン空気温度と一般室用空調機への供給空気温度との差から省エネ効果を
監視して最適運転を可能とする。
【００１７】
　請求項３記載の発明は、省エネルギー運転中は、外気との顕熱交換によりサーバ室用空
調機への戻り空気温度がサーバ収納空間内への送風設定温度より低下して結露が生じない
ように制御することができるので、請求項２記載の発明の効果に加えて、結露防止効果が
得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明は、冬期等、外気温がサーバ室からのリターン空気の温度より低いときに外気と
顕熱の交換を行って外気湿度に影響を受けることなくリターン空気の冷却を行い、また、
サーバ室で発生する熱を有効利用することを可能にする、簡単な構造で、かつ、省エネル
ギー効果の高い空調システムを提供するという目的を達成するために、多数のサーバが設
置されたサーバ収納空間内の空調と該サーバ収納空間とは異なる一般室内の空調を同時に
行うサーバ室等の空調システムにおいて、顕熱の交換を行う顕熱交換器と、前記顕熱交換
器よりも下流側にサーバ室用空調機を有し、前記サーバ収納空間内の空気を前記顕熱交換
器を介して取り込み、かつ、前記サーバ室用空調機を通して該サーバ収納空間内に送風す
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るサーバ室用空調ラインと、一般室用空調機を有し、前記一般室内の空気を前記一般室用
空調機を通して取り込み、かつ、該一般室内に送風する一般室用空調ラインと、前記顕熱
交換器を介して外気を取り込み、前記一般室用空調機に供給する外気供給ラインと、前記
サーバ収納空間内から前記顕熱交換器側に戻るリターン空気を該顕熱交換器を通さずにバ
イパスさせて前記サーバ室用空調機に戻すことが可能なサーバ室用空調ライン切り換え手
段と、前記取り込み外気を該顕熱交換器を通さずにバイパスさせて前記一般室用空調機に
供給すことが可能な外気供給ライン切り換え手段と、を備え、前記外気温が前記サーバ収
納空間内からのリターン空気の温度より高いときに、前記空調ライン切り換え手段と前記
外気供給ライン切り換え手段をバイパスモード側に切り換えるようにしたことにより実現
した。
【実施例】
【００１９】
　以下、本発明のサーバ室等の空調システムについて、好適な実施例をあげて説明する。
図１は本発明の一実施例に係る空調システムの概略構成図である。同図において、該空調
システム１は、サーバ室２を有し、また、該サーバ室２の室内空気の温度及び湿度を調整
するサーバ室用空調機３と、該サーバ室２と区別されて設けられている一般室(図示せず)
内の温度及び湿度を調整する一般室用空調機４と、顕熱交換を可能にする顕熱交換器５等
を備えている。なお、前記サーバ室用空調機３、及び一般室用空調機４並びに顕熱交換器
５は、サーバ室２及び一般室を構成している建物の内外のいずれの箇所に設けられてもよ
いものである。また、顕熱交換器５はインバータによる風量調整を可能にするファンを備
えている。
【００２０】
　前記サーバ室２内には、サーバ収納空間６が形成されている。該サーバ収納空間６の下
側は、該サーバ収納空間６と床壁７との間に床板８が設けられて二重構造にされ、該床壁
７と床板８との間に適宜な床下空間９が形成されている。一方、該サーバ収納空間６の上
側は、該サーバ収納空間６と天壁１０との間に天板１１が設けられて二重構造にされ、該
天壁１０と該天板１１との間に適宜な天井空間１２が形成されている。
【００２１】
　前記サーバ収納空間１２には、前記床板８上に設置された状態にして多数のラック１３
,１３…が配置されており、それぞれのラック１３,１３…に図示しないサーバが多数格納
されている。
【００２２】
　また、前記サーバ室２の床板８の適宜位置には適宜な大きさの開口によって排出口１４
,１４…が形成され、床下空間９内に供給された空調空気が該排出口１４,１４…からサー
バ収納空間６内に流れるようにしてある。一方、前記サーバ室２の天板１１の適宜位置に
は適宜な大きさの開口によって排気口１５,１５…が形成され、サーバ収納空間１２内の
空気が該排気口１５,１５…から天井空間１２内に流れるようにしてある。
【００２３】
　前記サーバ室２の床下空間９には、サーバ室用空調ライン１６内の吹き出しダクト１７
の吹出口１７ａが接続され、天井空間部１２には該サーバ室空調ライン１６内のリターン
ダクト１８の吸い込み口１８ａが接続されている。なお、該リターンダクト１８の吹き出
し側は顕熱交換器５の給気口５ａに接続されている
【００２４】
　前記サーバ室用空調ライン１６は前記顕熱交換器５よりも下流側に前記サーバ室用空調
機３を有している。該サーバ室用空調機３は、該サーバ室用空調機３の吹出口３ａに前記
吹き出しダクト１７の給気口が接続されており、該サーバ室用空調機３内で調整された空
調空気を該吹き出しダクト１７の吹出口１７ａから床下空間９内に吹き出すようにしてあ
る。一方、該サーバ室用空調機３の吸込口３ｂ側は、還流ダクト１９を介して前記顕熱交
換器５の吹出口５ｂに接続されている。なお、還流ダクト１９とリターンダクト１８との
間には、サーバ室２内からリターンダクト１８内に戻された空気(以下、「リターン空気
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」という)を、前記顕熱交換器５をバイパスしてサーバ室用空調機３に直接送るのを可能
にするバイパスダクト２０が設けられている。
【００２５】
　また、前記リターンダクト１８の途中には、サーバ室２内からのリターン空気が前記顕
熱交換器５に送られる空気量を調整可能なモータダンパ２１と該リターン空気の温度を検
出する温度センサ２７が設けられ、前記バイパスダクト２０の途中には前記顕熱交換器５
を通らないでリターンダクト１８から該バイパスダクト２０を通って前記サーバ室用空調
機３内に直接戻されるリターン空気の流量を調整可能なモータダンパ２２が設けられてい
る。なお、サーバ室用空調機３における吸込口３ｂの直前には、該サーバ室用空調機３内
に送られるリターン空気の温度を検出する温度センサ３７が設けられている。
【００２６】
　前記一般室用空調機４の給気口４ａには、一般室用空調ライン２３におけるリターンダ
クト２４の排気口が接続され、吹出口４ｂには同じく一般室空調ライン２３における吹き
出しダクト２５の吸気口が接続されている。また、一般室用空調機４の給気口４ｃには、
外気供給ライン２６を構成している第１外気導入ダクト２６ａ及び第２外気導入ダクト２
６ｂが接続されている。前記外気供給ライン２６の吸込口側には外気温を検出する温度セ
ンサ２８が設けられ、吹出口側には一般室用空調機４内に送られる外気温度を検出する温
度センサ３８が設けられている。前記第１外気導入ダクト２６ａは顕熱交換器５内を通っ
て前記一般室用空調機４の給気口４ａに通じ、前記第２外気導入ダクト２６ｂは顕熱交換
器５内を通らず、前記一般室用空調機４の給気口４ａに直接通じている。前記第１外気導
入ダクト２６ａの途中には、前記顕熱交換器５内に送られる外気量を調整可能なモータダ
ンパ３９が設けられ、前記第２外気導入ダクト２６ｂの途中には、前記顕熱交換器５を通
らずに、前記一般室用空調機４に直接送られる外気量を調整可能なモータダンパ４０が設
けられている。
【００２７】
　なお、図中、符号４１は一般室用空調ライン２３のリターンダクト２４内を通るリター
ン空気の温度を検出する温度センサである。また、符号３５は前記パイパスダクト２０、
及びモータダンパ２１並びにモータダンパ２２により構成され、サーバ収納空間６内から
前記顕熱交換器５側に戻るリターン空気を該顕熱交換器５を通さずにバイパスさせて前記
サーバ室用空調機に戻すことが可能なサーバ室用空調ライン切り換え手段で、符号３６は
前記第１外気導入ダクト２６ａ、前記第２外気導入ダクト２６ｂ及びモータダンパ３９並
びにモータダンパ４０により構成され、取り込み外気を顕熱交換器５を通さずにバイパス
させて前記一般室用空調機４に供給すことが可能な外気供給ライン切り換え手段ある。
【００２８】
　而して、前記サーバ室２は、サーバ室用空調機３が駆動されると、該サーバ室用空調機
３からの空調空気が吹き出しダクト１７を介して床下空間９内に吹き込まれる。該床下空
間９に吹き込まれた空調空気は、床板８の下面に沿って流れ、更に排出口１４,１４…か
らサーバ収納空間６内に吹き出されることになる。該排出口１４,１４…からサーバ収納
空間６内に吹き出された空調空気は、ラック１３,１３…に達すると、該ラック１３,１３
…に備えられた図示せぬ換気ファンによって該ラック１３,１３…内に吸い込まれ、該ラ
ック１３,１３…内におけるサーバの冷却に供される。また、該サーバを冷却しながら昇
温した空気はラック１３,１３…より排出され、上昇して天板１１の排気口１５,１５…を
通って天井空間１２内を流れて吸込口１８ａに集められ、該吸込口１８ａよりリターンダ
クト１８内に吸い込まれてリターン空気として排出され、サーバ室用空調機３に戻される
ことになる。サーバ室用空調機３に戻されたリターン空気は、該サーバ室用空調機３内で
再び調整され、サーバ室２の床下空間９内に向かって吹き出される。これにより、循環形
式でサーバ室２内を空調することができる。
【００２９】
　一方、図示しない一般室は、一般室用空調機４が駆動されると、該一般室用空調機４か
らの空調空気が吹き出しダクト２５を通って一般室内に吹き込まれる。また、リターンダ
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クト２４を通って一般室内の空気が一般室用空調機４に戻され、空調された後、再び吹き
出しダクト２５を通って一般室内に戻される。この循環により、一般室内は空調される。
【００３０】
　図２は図１に示した空調システムにおける制御回路構成を示すブロック図である。同図
において、サーバ室用空調機３、一般室用空調機４、モータダンパ２１、２２、３９、４
０及び温度センサ２７、２８、３７、３８、４１は、図１に対応するもので、制御部２９
はシステム全体を制御するものである。
【００３１】
　前記制御部２９は、Ａ／Ｄ変換器３０、入力回路３１、中央演算装置(ＣＰＵ)３２、メ
モリ３３、及び出力回路３４を備えている。
【００３２】
　該制御回路構成では、温度センサ２７及び温度センサ２８より出力されるアナログの温
度検出信号は、制御部２９のＡ／Ｄ変換器３０に入力される。該Ａ／Ｄ変換器３０では、
これらのアナログ信号をＡ／Ｄ変換し、デジタル信号として入力回路３１に出力する。入
力回路３１は、デジタル化された温度検出信号を中央演算装置３２に入力するインターフ
ェースである。
【００３３】
　前記中央演算装置３２では、入力回路３１から入力される各種信号に基づき、サーバ室
用空調機３、一般室用空調機４、モータダンパ２１、モータダンパ２２等の動作制御を行
う。また、該中央演算装置３２には、演算処理に必要なメモリ３３が接続されている。
【００３４】
　前記出力回路３４は、中央演算装置３２からサーバ室用空調機３、一般室用空調機４、
モータダンパ２１、モータダンパ２２等に送信される制御信号を出力するための出力イン
ターフェースである。出力回路３４から出力される制御信号は、各機器に送信され、これ
により空調システムの制御が行われる。
【００３５】
　図３は、空調システムにおける制御回路の動作を表すフローチャートである。同図のフ
ローチャートと共に図１の空調システム及び図２の制御回路の動作を説明する。
【００３６】
　まず、空調システムが運転されると、制御部２９はサーバ室用空調機３及び一般室用空
調機４を駆動する。そして、一般室空調機４が駆動されることにより、外気導入ダクト２
６に外気が取り込まれ、これが顕熱交換器５を通って一般室空調機４に供給される。また
、サーバ室用空調機３が駆動されることにより、サーバ収納空間６内からリターンダクト
１８内に空調空気(リターン空気)が吸い込まれ、これがサーバ室用空調機３内に戻される
。
【００３７】
　そして、制御部２９は、まずステップＳ１において、温度センサ２７が出力するリター
ン空気の温度(以下、「リターン空気温度」という)Ｔ1、及び、温度センサ２８が出力す
る外気の温度(以下、「外気温度」という)Ｔ2をデジタル値として取得する。
【００３８】
　次に、制御部２９は、ステップＳ２において、外気温度Ｔ2がリターン空気温度Ｔ1以上
か否かを判定する。
【００３９】
　ここで、一般室用空調機４で一般室の暖房運転が行われているような冬期において、外
気温度Ｔ2がリターン空気温度Ｔ1よりも低いと制御部２９が判定した場合、制御部２９は
ステップＳ３に移行し、空調ライン切り換え手段３５を非バイパスモード側に切り換える
。これにより、外気は顕熱交換器５内を通過して一般室用空調機４に供給されるとともに
、サーバ室２からのリターン空気も顕熱交換器５内を通過してサーバ室用空調機３に供給
される。
【００４０】
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　このとき、サーバ室２からのリターン空気は、顕熱交換器５内で温度の低い外気と顕熱
交換して冷却される。また、この冷却されたリターン空気がサーバ室用空調機３に供給さ
れ、該サーバ室用空調機３は省エネルギー運転になる。なお、この顕熱の交換では、外気
の湿度はリターン空気に直接影響を与えることがない。
【００４１】
　一方、外気供給ライン２６を介して導入された外気は、顕熱交換器５内で温度の高いリ
ターン空気と顕熱交換されて温められ、この温められた空気が排熱暖房エネルギーとして
一般室用空調機４に供給され、該一般室用空調機４も省エネルギー運転になる。
【００４２】
　次に、前記ステップＳ２において、一般室用空調機４で一般室の冷房暖房運転を行って
いるような夏期において、外気温度Ｔ2がリターン空気温度Ｔ1よりも高いと制御部２９が
判定した場合、制御部２９はステップＳ４に移行し、空調ライン切り換え手段３５と外気
供給ライン切り換え手段３６をバイパスモード側に切り換える。これにより、外気は顕熱
交換器５内を通過し、あるいは直接、一般室用空調機４に供給されるが、リターン空気は
顕熱交換器５をバイパスし、バイパスダクト２０を通ってサーバ室用空調機３に直接戻さ
れ、通常運転となる。
【００４３】
　なお、システムの運転中、制御部２９では温度センサ２７、２８、３７、３８の温度を
監視し、外気温度Ｔ2とリターン空気温度Ｔ1の状態によりモータダンパ２１,２２,３９,
４０のダンパ開度を自動的に調整する制御、または前記顕熱交換器５のファンの起動・停
止並びに風量調整の制御を並行または個々に行い、外気温度Ｔ2がリターン空気温度Ｔ1よ
り高い場合の逆熱交換を防止したり、あるいは、外気との顕熱交換によりサーバ室用空調
機３へのリターン空気がサーバ収納空間６内への送風設定温度より低下して結露が生じな
いように制御する。
【００４４】
　したがって、本実施例の空調システムでは、高負荷密度サーバの増加に伴ってサーバ室
２内の排気温度が益々高温となるが、冬期等、外気との温度差が大きくなると、その外気
冷却及び排熱利用の効果も大きく得られることになり、より高い省エネルギー化が期待で
きる。
【００４５】
　なお、顕熱交換器５、サーバ室用空調機３、一般室用空調機４の台数及び送風量は組み
合わせ状況によって任意に変更されるものであり、風量はモータダンパ等で調整される。
【００４６】
　また、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして
、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施例に係る空調システムの概略構成図。
【図２】同上空調システムの制御回路構成を示すブロック図。
【図３】同上制御回路の動作を表すフローチャート。
【符号の説明】
【００４８】
１　　　空調システム
２　　　サーバ室
３　　　サーバ室用空調機
４　　　一般室用空調機
５　　　顕熱交換器
６　　　サーバ収納空間
１３　　ラック
１６　　サーバ室用空調ライン
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１９　　還流ダクト
２０　　バイパスダクト(バイパスライン)
２１　　モータダンパ
２２　　モータダンパ
２３　　一般室用空調ライン
２６　　外気供給ライン
２６ａ　第１外気導入ダクト
２６ｂ　第２外気導入ダクト
２７　　温度センサ
２８　　温度センサ
２９　　制御部
３０　　Ａ／Ｄ変換器
３１　　入力回路
３２　　中央演算回路
３３　　メモリ
３４　　出力回路
３５　　空調ライン切り換え手段
３６　　外気供給ライン切り換え手段
３７　　温度センサ
３８　　温度センサ
３９　　モータダンパ
４０　　モータダンパ
４１　　温度センサ
Ｔ1　　　リターン空気温度
Ｔ２　　　外気温度
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