
 
 

 
 

コンパクトサーバPRIMERGY TX120を実 
現する革新技術 

Innovative Technologies Realizing Compact Size Server 
PRIMERGY TX120 

あらまし  

近年，内部統制によるデータ保全性の市場ニーズの高まりにより，従来パソコンを使用

してデータ管理を行っていた企業のデータ集中管理のためのサーバ導入が進んでいる。その

場合，サーバ選択のポイントとして，大きさ・低消費電力・低騒音が重視される。一方，小

型化，低消費電力化の技術革新も進んでおり，富士通は，これらの市場ニーズや技術革新を

踏まえ，机上設置でデスクトップパソコンと並べて使える大きさ・低消費電力・低騒音を実

現したコンパクトサーバPRIMERGY TX120の提供を開始した。 
本サーバには，2.5インチハードディスクの採用やコンポーネントの小型化などの省ス

ペース技術，低消費電力部品の採用やPWM（Pulse Width Modulation）ファンなどの省エ

ネルギー技術，ヒートパイプ冷却方式やプッシュ-プル冷却方式などの静音化技術が備わっ

ている。また，サーバとしての信頼性についても，従来の1wayサーバに劣ることのない信

頼性技術を備えている。 

Abstract 

The need for internal control in enterprises reflects a growing market demand in recent years for 
data integrity.  In responding to this trend, enterprises that previously used PCs for data 
management are now introducing server systems for centralized data processing.  For such 
introduction, customers tend to have three main points in selecting a server: size, low noise, and low 
power consumption.  At the same time, innovations are being made in space-saving technology and 
low power consumption technology.  Given these market trends and technological innovations, 
Fujitsu has introduced a compact size server—PRIMERGY TX120—that achieves 1) small size, 2) 
low power consumption, and 3) low noise.  The server is so small that it can be installed on the 
desk next to a desktop PC.  This server incorporates space-saving technology such as a 2.5-inch 
HDD and component miniaturization, low power technology such as parts that consume low power 
and a pulse width modulation (PWM) FAN, and low noise technology such as a heat pipe cooling 
system and a push-pull cooling system.  Concerning its reliability as a server, the PRIMERGY 
TX120 utilizes reliability technology equivalent to that of conventional 1-way servers. 
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ま え が き 

 コストを優先するPCサーバにおける冷却技術は，

冷却ファンを使用した空冷システムが一般的である。

とくに，一番の熱源であるCPUの冷却には，CPU
上に直接ファンを実装する方法がとられてきたが，

これが大きな騒音源となっていた。また，最近では

内部統制によるデータ保全性の市場ニーズの高まり

により，従来パソコンを使用してデータ管理を行っ

ていた企業が，大きさ・低消費電力・低騒音を考慮

したサーバに移行したいと考えるようになり，これ

らを実現するサーバへの期待が高まってきている。 
 一方で，2.5インチハードディスクや低消費電力

CPUの登場など，小型化や低消費電力化の技術革

新も進んでいる。 
 富士通は，これらの市場ニーズや技術革新を踏ま

え，机上設置でデスクトップパソコンと並べて使え

る大きさ・低消費電力・低騒音を実現したコンパク

トなサーバがサーバ全体の裾野を広げる時期と考え，

世界最高水準のコンパクトサーバPRIMERGY 
TX120(1)（図-1）の提供を開始した。 
 本稿では，PRIMERGY TX120の省スペース，

省エネルギー，静音化，および高信頼性の各技術に

ついて紹介する。 

省スペースの技術 

 

 
図-1 コンパクトサーバPRIMERGY TX120 
Fig.1-Compact server PRIMERGY TX120. 
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図-2 PRIMERGY TX120とPRIMERGY TX150 S5のサ

イズ比較 

 PRIMERGY TX120においては，限られた事務

所スペース，店舗やカウンタへの設置を実現するの

と同時に，パソコンからのリプレースも視野に入れ

て，目標値をデスクトップパソコン並のサイズに設

定した。しかし，ただ小さくするだけではサーバと

しての用途が限定されるため，サーバとして必要と

される拡張性については，市場動向やお客様システ

ムの調査を基に仕様を決定した。 
（1） 2.5インチSASハードディスクの採用 
 ハードディスクはエンタプライズ向けSAS
（Serial Attached SCSI）の2.5インチを採用した。

2.5インチハードディスクは3.5インチハードディス

クと比較した場合に，約70％の容積削減となる。

さらに，サーバとしてハードウェアRAIDは必須と

考え，ハードディスクは2台搭載とした。 
（2） ヒートパイプ冷却方式ヒートシンクの小型化 
 新規開発部品についても徹底的に小型化を行った。

富士通のエントリー1wayサーバPRIMERGY TX150 
S5並の冷却能力を継承し，約60％の容積削減を実

現した小型化ヒートパイプ冷却方式ヒートシンクを

新たに開発した。さらに，素材をアルミと銅の合金

とすることで軽量化も図った。 
（3） 電源装置の小型化 
 電源効率を高めた電源装置を新規に開発し，

PRIMERGY TX150 S5に搭載されている電源装置

と比較して，約40％の容積削減を実現した。電源

の形状は直方体ではなく，凹凸をつけることによっ

て，部品の実装効率を向上させた。 
 これらの小型化技術を集約させて，幅99 mm，奥

行399 mm，高さ340 mmというデスクトップパソ

コン並みの寸法を実現した。これは，PRIMERGY 
TX150 S5と比較した場合に，設置面積で1/3以下，

容積で1/4以下のサイズである（図-2）。 

Fig.2-Comparison of PRIMERGY TX120 and 
PRIMERGY TX150 S5. 
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押込み用（プッシュ） 吸出し用（プル）

ヒートパイプ  
図-3 ヒートパイプ冷却方式とプッシュ-プル方式ファン

Fig.3-CPU cooling by heat pipe and push-pull fan. 

省エネルギーの技術 

 

 
図-4 ストレートクーリング方式 

Fig.4-Straight cooling. 

 PRIMERGY TX120の消費電力については，目

標値をデスクトップパソコン並と設定した。この目

標達成に向け，徹底的に低消費電力部品を採用した。

一番の熱源であるCPUについては，低消費電力で

あるデュアルコアインテルXeonプロセッサの3000
番台を採用した。消費電力は，従来のインテル

Pentium Dプロセッサと比較して，最大で30％の

削減となる。冷却ファンについては，PWM
（Pulse Width Modulation）ファンを採用すること

で，細かい温度環境の変化にファン回転数を追従さ

せることができ，省エネルギーにも寄与している。

このほかにも，2.5インチハードディスクなど低消

費電力部品を採用し，サーバ全体としての消費電力

は，一般的な1wayサーバと比較して約60％に抑え

られている。これは，一般的な1wayサーバから

PRIMERGY TX120にリプレースした場合に，年

間31本の杉の木を植林したのと同等のCO2削減効果

を期待することができる。 

静音化の技術 

 ここ最近，技術の進歩によりCPUの性能が飛躍

的に向上している一方で，冷却時の低騒音化技術が

大きな課題となっている。サーバにおける冷却方式

は，冷却ファンによる空冷システムが現実的である

が，この冷却ファンが最も大きな騒音源でもある。

低騒音化を実現するためにはファンの騒音をいかに

低減するかが技術的な壁である。 

 

（1） ヒートパイプ冷却方式 
 CPUの冷却については，近年，水冷技術が静音

化技術として注目を浴びており，他社のサーバでも

一部の機種に水冷技術が投入されている。しかし，

水冷技術に関しては，やはり水漏れの問題が避けて

通れない。 
 富士通では，2005年よりヒートパイプ冷却方式

（ 図 -3）の採用を開始し，すでにPRIMERGY 
TX150やPRIMERGY TX200シリーズで，高い静

音効果を得られている。PRIMERGY TX120にも，

このヒートパイプ冷却方式を採用した。ヒートパイ

プ冷却とは，管内に毛細管構造を持つ金属製パイプ

を用い，一端をCPUへ，他端をラジエータなどに

接続し，狭い場所で効率良く熱を伝導する仕組みで

ある。 
（2） ストレートクーリング方式 
 筐

きょう

体内の冷却についてもこだわった。ストレー

トクーリング方式（図-4）は，熱源（CPU，チッ

プセット，I/Oコントローラ）を一直線上に配置し，

装置前面から背面に風を流すことによって，熱源を

効率良く冷却することができる。 
（3） プッシュ-プル方式ファン冷却 
 一般的に，騒音源である冷却ファンの搭載数を減

らすことは，静音への解である。富士通は，この常

識を覆す施策として，冷却ファンの搭載数を増やし，

ファンの回転速度を下げるという逆転の発想を行っ

た。これが，PRIMERGY TX120のCPU冷却に採用

された前後2個のファンによるプッシュ-プル方式

ファン冷却（図-3）である。前方のファンは空気を

押し込み，後方のファンは空気を吸い出す。このよ

うに，2対の冷却ファンを搭載することによって，低

速回転でありながら冷却に必要な風量を効率良く確

保することができるようになり，静音化を実現した。 
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図-5 ホットプラグ対応SAS 2.5インチHDD 

Fig.5-SAS 2.5 inch HDD on hotplug. 

 一般に，デスクトップパソコンのハードディスク

にはSATA（Serial ATA）接続が採用されている。

SASハードディスクの回転数が毎分10 000～15 000
回転であるのに対し，SATAハードディスクは毎分

7200回転と低速であるため，その分の静音性を

SATA接続では期待できる。しかし，サーバとして

の信頼性を保つために，PRIMERGY TX120では，

高信頼なSASハードディスクを採用しながら，これ

らの静音化技術を駆使することによって，空冷

サーバとして業界最高水準の稼働時32 dB，待機

時28 dBという「人のささやき声」程度の静音性を

実現した。(注)

 
サーバとしての信頼性技術 

 省スペースであるために店舗やカウンタへの設置

が期待されると同時に，24時間業務に耐え得る信

頼性への期待も大きい。本章では，PRIMERGY 
TX120に採用した信頼性向上の技術について述

べる。 
（1） エンタプライズ向けSASハードディスクの

採用 
 PRIMERGY TX120は，エンタプライズ向けSAS
ハードディスクを採用し，安定した連続運用を実現

している。ハードウェアRAIDも標準で搭載し，

ホットプラグにも対応しているため，万が一のハー

ドディスク障害時にもシステムを停止することなく，

故障ディスクの交換が可能である（図-5）。 
（2） バックアップ装置の搭載 
 サーバならではのデータの重要性を考慮した場合，

バックアップ装置によるデータの保護が必要となっ

てくる。しかし，バックアップ装置が外付けとなっ

てしまっては，システム全体として省スペース性が

失われてしまう。PRIMERGY TX120は，バック

アップ装置を内蔵搭載できるよう設計されており，

サーバ1台分のスペースで，さらなる高信頼なシス

テムを実現することができる。 
（3） リモートコントロール機能の搭載 
 リモート端末からサーバ管理を行うため，グラ

フィックリモートコンソール機能に対応した第2世
代高集積1チップBMC（Baseboard Management 
Controller）を標準搭載した。サーバのOS画面を

                                                      
（注） 稼働時32 dB，待機時28 dBは，いずれもISO7779準拠，富

士通測定による。 

リモート端末から操作するのはもちろんのこと，

サーバが起動していない状態からの電源ONや

BIOSセットアップなどの操作もリモート端末から

可能となる。これにより，店舗サーバや企業の支店

など，サーバ管理者がサーバの近くにいない場合で

も，遠隔から管理することができる。 
 また，遠隔操作の目的だけではなく，本機能を使

用することにより，ディスプレイやキーボードを常

時接続することがなくなり，さらなる省スペースに

も貢献する。 

む  す  び 

 本稿では，世界最高水準のコンパクトサーバを実

現する省スペース，省エネルギー，静音化，サーバ

としての信頼性の四つの技術を紹介した。今回は中

小規模向けを想定したが，最近は大企業のデータセ

ンタにおいてもサーバ統合が進み，本稿で説明した

技術はサーバ全体で活用できるものと考えている。

ラックマウントサーバ，ブレードサーバにも省エネ

ルギーへの期待は高く，今回の技術を更に進化させ

て，次世代に向け魅力あるサーバを開発していく予

定である。 
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