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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイアルと、ダイアルに応じて配置されたインジケータと、インジケータが適正な動作
をするようにこれを駆動するためにインジケータに連結される電気駆動部とを備える腕時
計の構造において、この腕時計の構造は、
　集積回路素子が内部に封止され、前記電気駆動部の位置がデザインに応じて変更可能な
多数の２次元接続点を有する電子コアと、
　前記２次元接続点の機能または用途を指定し、前記２次元接続点と内部回路との間の連
結経路を構成するのに用いられるプログラマブルロジックユニットを備え、
　回転部とセンサーを有する電子式クラウンとを備え、
　前記電子コアは、ロジック部を備え、
　前記センサーは、回転部分と固定された検出部分を有し、前記検出部分は、インジケー
タの状態を変更するために前記回転部分の回転による電子信号を検出し、
　前記電子式クラウンの前記検出部分は、前記多数の２次元接続点のうちの一つの接続点
を介して電子コアに電子信号を送出し、前記電気駆動部は、前記多数の２次元接続点のう
ちの一組の接続点に電気的に接続されることを特徴とする腕時計の構造。
【請求項２】
　通信部を備える請求項１に記載の腕時計の構造。
【請求項３】
　前記ロジック部は、プログラマブルロジックモジュール、ブルーテゥースモジュール、
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ＧＰＳモジュール、ＷＩＦＩモジュール、ＧＳＭモジュール、タッチ制御モジュール、Ｌ
ＥＤ制御モジュール、オーディオ／ビデオモジュール、ディスプレイモジュール、ＭＥＭ
Ｓ磁力計、ＦＭモジュール、ＵＳＢホストコントローラまたは汎用Ｉ／Ｏのいずれか1種
または2種を以上備える請求項１に記載の腕時計の構造。
【請求項４】
　前記電子式クラウンの回転部分は、物理的特性を有する少なくとも二つの下位部を有し
て、これらの少なくとも二つの下位部は、前記物理的特性に対する異なる物理量を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の腕時計の構造。
【請求項５】
　前記少なくとも二つの下位部は、対称状に配列されることを特徴とする請求項４に記載
の腕時計の構造。
【請求項６】
　前記少なくとも二つの下位部は、非対称状に配列されることを特徴とする請求項４に記
載の腕時計の構造。
【請求項７】
　前記電子式クラウンの検出部分は、前記少なくとも二つの下位部の異なる物理量を検出
して異なるレベルの電子信号を送出することを特徴とする請求項４に記載の腕時計の構造
。
【請求項８】
　前記少なくとも二つの下位部が有する物理量には、誘電定数が含まれることを特徴とす
る請求項４に記載の腕時計の構造。
【請求項９】
　前記少なくとも二つの下位部が有する物理量には、透磁率が含まれることを特徴とする
請求項４に記載の腕時計の構造。
【請求項１０】
　前記電子式クラウンの検出部分は、静電容量、インダクタンス、抵抗、電場、磁場のう
ちの少なくとも一つの変化を検出して電子信号を送出することを特徴とする請求項１に記
載の腕時計の構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気機械式時計に係り、さらに詳しくは、電力によって駆動される腕時計の
構造、腕時計用電子コア、電子式クラウン、ディスプレイを有する腕時計及び腕時計製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機械式時計は、現代人の好みの象徴となった。非常に複雑な機械式設計が現代技術にお
いて優れた技術として出現している。電気機械式時計と機械式時計との違いは、電気機械
式時計が、時刻情報を示すための時計の針を作動するために電力によって駆動されるモー
タを使用するところにある。電気機械式時計が機械式時計に比べて丈夫ではないことがあ
り、バッテリを頻繁に取り替えることを余儀なくされる場合もあるが、電気機械式時計に
は基本的に機械式時計のように時計の針がある。しかしながら、電気機械式時計は遥かに
安価であり、この理由から、多数の需要者があり、市場の主流となっている。従来の電気
機械式時計においては、様々な時計のデザインに見合う電子コアを開発する必要があった
。現在は、製造及び組立てに際して効果的なソリューションが足りない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、異なる腕時計のデザインに合わせて電子コアを開発しなければならな
いという従来の問題を解決するための、腕時計の構造、腕時計用電子コア及び電子式クラ



(3) JP 6050275 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

ウン、ディスプレイを有する腕時計、並びに腕時計を製造する方法を提供することである
。
【０００４】
　本発明の他の目的は、製品の開発周期を短縮するための、腕時計の構造、腕時計用電子
コア及び電子式クラウン、ディスプレイを有する腕時計、並びに腕時計を製造する方法を
提供することである。
【０００５】
　本発明のさらに他の目的は、腕時計の組立てまたは製造時の自由度を増大させ、様々な
腕時計のデザインに対する互換性を向上させるための、腕時計の構造、腕時計用電子コア
及び電子式クラウン、ディスプレイを有する腕時計、並びに腕時計を製造する方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の諸目的を達成するために、本発明は、ダイアルと、ダイアルに応じて配置された
インジケータと、インジケータが適正な動作をするようにこれを駆動するためにインジケ
ータに連結される電気駆動部と、集積回路素子が内部に封止され、外部表面上には多数の
２次元接続点が分布される電子コアとを備える腕時計の構造を提供する。ここで、前記電
気駆動部は、電子コアの２次元接続点のうちの一組の接続点を介して電子コアの集積回路
素子に電気的に接続される。
【０００７】
　他の側面において、本発明は、インジケータと、このインジケータが適正な動作をする
ようにこれを駆動するためにインジケータに連結される電気駆動部とを有する腕時計用電
子コアを提供する。この腕時計用電子コアは、多数の２次元接続点を有する多層配線基板
と、この多層配線基板に配置される集積回路素子とを備える。そして、前記電気駆動部は
、前記２次元接続点のうちの一組の接続点を介して前記集積回路素子に電気的に接続され
る。
【０００８】
　さらに他の側面において、本発明は、腕時計の製造方法を提供するが、この方法は、ダ
イアルを設計し、このダイアルのデザインと調和されるデザインのインジケータを設計す
るステップと、外部表面上に分布された２次元接続点を有する電子コアを設けるステップ
と、前記インジケータの位置に応じて電子コアの外部表面に、インジケータが適正な動作
をするようにこれを駆動する少なくとも一つの電気駆動部の位置を設計するステップと、
前記電気駆動部のピンを前記電子コアの外部表面上の接続点のうちの少なくとも一つの接
続点に連結するステップと、前記電気駆動部を前記電子コアの内部の特定の回路に電気的
に接続するように、前記電子コアの内部回路と前記２次元接続点間の連結経路を指定する
ステップと、前記ダイアル、インジケータ、電気駆動部及び電子コアを時計ケース内に組
み込むステップとを含む。
【０００９】
　さらに他の側面において、本発明は、ダイアル、ダイアルに応じて配置されたインジケ
ータ、インジケータが適正な動作をするようにこれを駆動するためにインジケータに連結
される電気駆動部と、電子コア及び電子式クラウンを備える腕時計の構造を提供する。こ
こで、前記電子コアの内部には集積回路素子が封止され、多数の２次元接続点を有する。
そして、電子式クラウンは、回転部とセンサーを有して、前記センサーは、回転部分と固
定された検出部分を有する。前記検出部分は、インジケータの状態を変更するために回転
部分の回転による電子信号を検出する。前記電子式クラウンの前記検出部分は、２次元接
続点のうちの一つの接続点を介して電子コアに電子信号を送出し、前記電気駆動部は、前
記２次元接続点のうちの一組の接続点に電気的に接続される。
【００１０】
　さらに他の側面において、本発明は、腕時計用電子式クラウンを提供するが、このクラ
ウンは、ユーザが把持する回転部と、この回転部と連結されるセンサーとを備える。セン
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サーは、回転部分と固定された検出部分を有する。前記回転部分は、物理的特性を有する
少なくとも二つの下位部を有する。前記これらの少なくとも二つの下位部は、前記物理的
特性に対する異なる物理量を有する。前記電子式クラウンの検出部分は、前記少なくとも
二つの下位部の異なる物理量を検出して異なるレベルの電子信号を送出する。
【００１１】
　さらに他の側面において、本発明は、ディスプレイを有する腕時計を提供する。この腕
時計は、時間関連情報を画面上に表示し、動作メニュー内に並べられた多数の項目を画面
上に表示するためのディスプレイと、回転部とセンサーを有する電子式クラウンとを備え
る。この電子式クラウンのセンサーは、回転部分と固定された検出部分を有して、前記検
出部分は、前記回転部分が回転されるときに動作メニュー内に並べられた項目を切り換え
るために電子信号を送出する。
【００１２】
　本発明において、電気駆動部のピンが電子コア上の２次元接続点のうちの任意の一組の
接続点に一致する限り、電気駆動部とこれに対応する集積回路素子の回路間の電気的な接
続が行われる。このため、本発明において提供される電子コアを用いて、時計製造者は腕
時計の様々な類型を開発することができる。また、本発明は、外観が機械式時計とほとん
ど同じ機械式模倣型時計の開発に役立つ。さらに、本発明において、腕時計の組立の自由
度が増大され、且つ、様々なデザイン間の互換性が向上される。他の側面において、腕時
計の製造者は、汎用電子コアを採用することにより、様々な腕時計デザインをすることが
便利になる。さらにまた、本発明は、異なる腕時計デザインに見合うように電子コアを開
発しなければならないという従来の問題を解決する。さらにまた、汎用電子コアに周辺電
子構成要素を連結することができて、多くの新規機能を有する腕時計を開発することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明により実現された腕時計を示す構成図である。
【図２】本発明に係る電子コアの外部表面上の２次元接続点の一例を示す概略図である。
【図３】本発明に係る電子コアの外部表面上の２次元接続点の他の例を示す概略図である
。
【図４】本発明に係る電子コアの外部表面上の２次元接続点の他の例を示す概略図である
。
【図５】本発明の他の実施形態により実現された腕時計を示す構成図である。
【図６】本発明のマルチプレキサを示す概略図である。
【図７】図１の電子コアを示す構成図である。
【図８】本発明の腕時計における拡張回路を示す概略図である。
【図９】本発明の電子コアの外部表面上の接続点の分布を示す概略図である。
【図１０】本発明に係る腕時計の製造方法のフローチャートである。
【図１１Ａ】本発明の第１の特定の位置における電子式クラウンを示す概略図である。
【図１１Ｂ】本発明の第２の特定の位置における電子式クラウンを示す概略図である。
【図１２Ａ】本発明の電子式クラウンにおいて、第１の部分と第２の部分が対称状に配列
された場合に検出された電子信号の波形図である。
【図１２Ｂ】本発明の電子式クラウンにおいて、第１の部分と第２の部分が非対称状に配
列された場合に検出された電子信号の波形図である。
【図１３Ａ】ディスプレイ装置を有する腕時計を示す概略図である。
【図１３Ｂ】ディスプレイ装置を有する他の腕時計を示す概略図である。
【発明を実施するための具体的な内容】
【００１４】
　図１は、本発明により実現された腕時計１０の構成図である。同図を参照すると、本発
明の腕時計１０は、時計ケース１１と、ダイアル１２と、インジケータ１３と、電気駆動
部１４と、電子コア１５と、クラウン１６とを備える。時計ケース１１は、腕時計１０の
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内部に配置された電子装置と機械構造物を保護するために用いられる。時計ケース１１に
は、透明材質１１１（ガラスなど）製の時計表面１１２がある。ユーザは、透明な時計表
面１１２を介して、インジケータ１３が指示する位置情報を認識することができる。電気
駆動部１４は、インジケータ１３に直接的にまたは間接的に連結されてインジケータ１３
を駆動することにより、ダイアル１２上においてインジケータ１３が円形にまたは線形に
動くようにするか、または、他の動作を行うようにする。電気駆動部１４は、圧電アクチ
ュエータ及び超音波マイクロモータなどの電気モータによって実現可能である。電気駆動
部１４はまた、インジケータ１３がいくつかの特定の情報を示すようにインジケータ１３
を駆動可能な電子部品によって実現可能である。インジケータ１３は、ダイアル１２と協
力して相対的な時刻情報を指示する。例えば、ダイアル１２には時間目盛が表示されてお
り、インジケータ１３には時刻情報（例えば、時、分）を示すための物理的な時針と分針
が含まれる。
【００１５】
　以下の説明において、本発明は、ダイアル１２及びインジケータ１３の特定のデザイン
に制限されないということが分かる。すなわち、本発明は、腕時計の製造者がダイアル１
２及びインジケータ１３を自由に設計し、それから、適用可能な電気駆動部１４を選択す
ることができる。例えば、腕時計の製造者は、複合機能を有する時計を開発することがで
きる。例えば、腕時計が日付情報（例えば、年月日）を表示することができ、または、月
の状態を表示することができ、または、クロノグラフ機能を有することができる。時計製
造者は、インジケータを円形にまたは線形に作動可能な電気モータだけではなく、インジ
ケータをセクター内において前後に移動させたり、フライバック機能をさせたりする適切
なアクチュエーティングモータを用いることができる。
【００１６】
　本発明の腕時計１０の電子コア１５は、その内部に封止された集積回路素子を有する（
後述する図７参照）。電子コア１５の構成は、電気駆動部１４に電子信号を提供して、電
気駆動部１４がこの受信された電子信号に基づいてインジケータ１３（例えば、時計針）
を作動してこのインジケータ１３に当該動作を行わせてもよい。本発明において、電子コ
ア１５は、その外部表面上に分布された多数の２次元接続点１５０を有する。一実施形態
において、２次元接続点１５０は均一に分布され、所定の位置に配設されている。電気駆
動部１４は、２次元接続点１５０のうちの一組の接続点を介して電子コア１５の集積回路
素子に電気的に接続される。これらの２次元接続点を用いることにより、本発明は、腕時
計の組立時の便宜性と互換性を大幅に向上させることができる。
【００１７】
　具体的に、ダイアル及びインジケータは様々な類型にデザイン可能であり、電気駆動部
の位置がこのようなデザインに応じて変更可能である。デザインを変更するために、既存
の腕時計製品は異なる組立て構造に設計しなければならないか、あるいは、それに見合う
電子コアを開発しなければならない。しかしながら、本発明においては、電気駆動部のピ
ンが電子コアの２次元接続点のうちのいずれか一組の接続点に一致する限り、電気駆動部
とこれに対応する集積回路素子の回路との間の電気的な接続は行われる。このため、本発
明において提供される電子コアを用いることにより、時計製造者は様々なデザイン類型の
腕時計を開発することができる。特に、本発明の電子コアを採用する限り、様々なダイア
ル及びインジケータデザインを有する腕時計を開発することができる。また、本発明は、
外観が機械式時計とほとんど同じ、機械式模倣型時計を開発することができるというメリ
ットを得ることができる。
【００１８】
　電気駆動部１４は、正常的に作動する当該回路に電気的に接続されなければならない。
本発明において、特定の回路に対応する接続点を電子コア１５の外部表面上において予め
決定することができる。または、これとは異なり、各接続点の帰納を腕時計製造中にまた
は組立中に指定することもできる。
【００１９】
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　具体的に、一実施形態においては、集積回路素子の内部回路に対する、電子コア１５の
外部表面上の２次元接続点のうちの一つの連結経路は、固定不変である。すなわち、電子
コア１５の外部表面の一部の特定の領域における接続点は一つの電気駆動部１４に相当す
る回路に電気的に接続されるようにこの電気駆動部１４に提供され、電子コア１５の外部
表面の他の特定の領域における接続点は他の電気駆動部１４に相当する回路に電気的に接
続されるようにこの電気駆動部１４に提供される。
【００２０】
　他の実施形態において、電子コア１５の外部表面上の２次元接続点１５０は、設定可能
な接続点である。すなわち、各接続点１５０から内部回路への連結経路を変更及び設定す
ることができる。実際の応用の場合に、腕時計は、各接続点１５０の機能または用途を指
定し、各接続点１５０と内部回路との間の連結経路を構成するのに用いられるプログラマ
ブルロジックユニットを備えることができる。この実施形態において、電気駆動部１４の
ピンは、電子コア１５上のいずれか一つの接続点に接続され、このため、プログラマブル
ロジックユニットは、電気駆動部１４が接続点１５０を介してその当該回路に連結される
ように各接続点を指定する。このような方式によって、腕時計組立時の自由度が増大され
、様々なデザイン間の互換性もまた向上される。
【００２１】
　前記設定可能な接続点は、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ：ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ ｌｏｇｉｃ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、複合プログラマブル論理素子（Ｃ
ＰＬＤ：ｃｏｍｐｌｅｘ ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ｌｏｇｉｃ ｄｅｖｉｃｅ）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ：ｆｉｅｌｄ ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ 
ｇａｔｅ ａｒｒａｙ）などによって実現可能である。
【００２２】
　図２は、本発明に係る電子コア１５の外部表面上の２次元接続点１５０の一例を示す概
略図である。図２に示すように、接続点１５０の分布は、２次元配列を形成している。各
接続点１５０が垂直方向及び水平方向に整列されている。接続点１５０は互いに同じ間隔
を有する。電気駆動部１４のピンが接続点１５０のうちの一つに正確に一致しないことも
ある。この場合のために、接続点間の間隔を減らすことにより、より多くの接続点を収容
することができる。電子的な接続の信頼性を保証するために２つまたはそれ以上の接続点
１５０に、電気駆動部１４のピンの一つを接触させてもよい。
【００２３】
　他の実施形態においては、電子コア１５の外部表面上の２次元接続点１５０'が同心円
配列分布を形成する。図３に示すように、接続点が点線に沿って整列される。円形に設計
された腕時計の場合に、電気モータの位置は環状に設計されもよい。このため、このよう
な円形設計と同心円配列分布との間に、ほとんど完璧な整合が行われ、これにより、電気
駆動部１４と接続点との間の視準正確性が向上される。
【００２４】
　さらに他の実施形態においては、電子コア１５の外部表面上の２次元接続点１５０"が
六角格子状に配列される。図４に示すように、接続点が点線に沿って整列される。このよ
うな配列によって接続点が互いに近づくように配列され、このため、接続点間の間隔がで
きる限り狭まり得る。これにより、視準正確性がなお一層向上される。
【００２５】
　図５は、本発明の他の実施形態により実現された腕時計１０'を示す構成図である。こ
の実施形態の腕時計１０'と上述した腕時計１０との違いは、電気駆動部１４と電子コア
１５の外部表面上の２次元接続点１５０との間に配置されるインタポーザ１７が介装され
ているということである。インタポーザ１７の上部及び下部の表面には導電接続点が分布
されている。上部表面にある導電接続点は下部表面にある対応する導電接続点と連通され
ている。インタポーザ１７の導電接続点の分布は、電子コア１５の外部表面上の接続点１
５０の分布と実質的に一致する。しかしながら、インタポーザ１７が腕時計１０'に配置
された場合に、インタポーザ１７の導電接続点は、電子コア１５の接続点から水平方向に
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短距離だけ離脱する。インタポーザ１７を配置することにより、電子コア１５の外部表面
上の接続点１５０と電気駆動部１４との間に視準誤差が発生することを避けることができ
る。
【００２６】
　図６を参照する。一実施形態において、電子コア１５は、多数のマルチプレキサ２１を
備えることができる（但し、図６には、一つのマルチプレキサのみを示している）。例え
ば、マルチプレキサ２１は、８対１のマルチプレキサであってもよい。電子コア１５にお
いて、プログラマブルロジックユニットの入力／出力ポートは、マルチプレキサ２１の左
側にある一つの連結点に連結され、マルチプレキサ２１の右側にある８つの連結点のうち
の一つを介して信号が出力または入力される。すなわち、電子コア１５の外部表面上の２
次元接続点１５０は、多数のマルチプレキサ２１の右側にある連結点から構成されてもよ
い。腕時計を組み立てるときに、電気駆動部１４のピンが一組の接続点（例えば、一組当
たりに８つの接続点がある）のうちの任意の一つの点に連結される。次いで、プログラマ
ブルロジックユニット及びマルチプレキサによって前記接続点の使用を指定する。このよ
うな方式により、電気駆動部１４のピンは電子コア１５内部の時間回路に電気的に接続可
能である。インジケータ１３に関連する位置の設計を支援するために、電気駆動部１４の
ピンは、腕時計の組立中にマルチプレキサ２１の右側に３番が番号付けられた連結点に連
結される場合を想定する。プログラマブルロジックユニットは、指定または割当の過程中
に、電子コア１５内の時間回路を電気駆動部１４に対応するマルチプレキサ２１の左側の
連結点に電気的に接続することができる。それから、選択信号をマルチプレキサ２１に印
加してマルチプレキサ２１に、時間回路から出力される時間制御信号を３番の連結点を介
して電気駆動部１４に伝送せしめることができる。このような方式により、電気駆動部１
４は、時間制御信号に基づいて動作することができる。このように、プログラマブルロジ
ックユニットは、電子コア１５の内部回路とマルチプレキサとの間に連結経路を指定した
り割り当てたりすればよい。このため、プログラマブルロジックユニットのレイアウトを
簡略化させることができる。
【００２７】
　上述したように、電子コア１５の外部表面上の２次元接続点１５０は、設定可能な接続
点であってもよい。本発明において、接続点１５０の使用は、３名の当事者、すなわち、
１）腕時計の製造者、２）最終ユーザ及び３）時計店の作業者によって指定または割当可
能である。この詳細については、後述する。
【００２８】
　腕時計の製造または組立時に、時計製造者は、電子コア１５の内部回路と接続点１５０
との間の連結経路を指定するために、プログラマブルロジックユニットを用いて各接続点
１５０の使用を割当または指定することができる。例えば、腕時計の製造者が電子コア１
５の外部表面上の接続点１５０のうちのいずれか一つに電気駆動部１４のピンを連結した
後に、プログラマブルロジックユニットを用いて、電子コア１５内の時間回路が前記一つ
の接続点１５０を介して電気駆動部１４に電気的に接続されるように前記一つの接続点１
５０を指定することができる。このため、時間回路から出力される制御信号は、前記一つ
の接続点１５０を介して電気駆動部１４に伝送可能である。
【００２９】
　また、本発明において、腕時計のユーザは、時計が工場から出荷された後にも各接続点
１５０の使用を再指定したり再割当したりすることができる。具体的に、前記プログラマ
ブルロジックユニットを用いることにより、腕時計のユーザは、他の回路に対応する他の
物理的接続点１５０に電気駆動部１４を電気的に接続することができ、または、電気駆動
部１４に接続される接続点１５０を前記他の回路に対して再指定したり再割当したりする
ことができる。例えば、腕時計のユーザが所有する携帯装置（例えば、スマートフォン、
タブレットなど）は腕時計と通信することができる（例えば、無線通信を介して）。携帯
装置がメッセージ（例えば、インスタントメッセージ）を受信すれば、携帯装置は、無線
通信を介して腕時計のプログラマブルロジックユニットに、電気駆動部１４が他の回路に
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電気的に接続されるように接続点１５０の連結の指定または割当を変更することを知らせ
る。このような方式により、元々は時刻情報を知らせるために用いられる時計針を完全に
異なるように動作させる（例えば、スイング動作させる）ことにより、新規なメッセージ
の受信をユーザに知らせるのに用いることができる。
【００３０】
　すなわち、腕時計は、無線通信（例えば、ブルーテゥース、ＷＩ－ＦＩなど）を介して
外部から指令を受信することができる。電子コア１５の内部回路と接続点１５０との間の
連結経路は外部から入力された指令によって調整されて、電気駆動部１４が特定の回路（
例えば、メッセージが受信されていることを知らせるのに用いられる回路）に電気的に接
続されるようにする。電気駆動部１４は、特定の回路によって出力された信号を、現在時
刻を示すためのインジケータ１３の動作とは異なる特定の方式によって（例えば、所定の
スイング動作、不規則的なスイング動作及び特定の信号に基づいて行われるスイングなど
）インジケータ１３が駆動するように制御することができる。
【００３１】
　連結経路を変更することにより、電気駆動部１４は、インジケータ１３を他の動作をさ
せる他の回路に容易に連結され得る。これにより、腕時計により多くの機能が提供され、
これにより、多くの独創的な機能が開発され得る。例えば、時計針がリズムに合わせてス
イングすることができる。また、腕時計のインジケータ１３は、電気モータに連結されな
いこともある。このような類型のインジケータ１３（例えば、薄型スピーカ、発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）及び小型ディスプレイなど）は、２次元接続点１５０を介して内部回路に
連結されて、内部回路の出力信号に基づいて動作することができる。周知のように、多く
の新たな特徴や機能を有する腕時計が、本発明によって開発可能である。
【００３２】
　また、時計店において働く従業人もまた、電子コア１５の外部表面上の各接続点１５０
の使用を割当または指定することができ、電子コア１５の内部回路と各接続点１５０との
間の連結経路を、プログラマブルロジックユニットを用いて調整または変更することがで
きる。腕時計のユーザは、時計店から新たなダイアル、インジケータ及び／または電気駆
動部を購入し、この他のダイアルまたはインジケータを用いて元の腕時計に入っていたも
のを取り替えることができる。ダイアルまたはインジケータを取り替えることにより、電
気駆動部１４に対応していた元の接続点を他のものに変更することができる。この場合、
時計店の作業者は、このような課題を容易に解決するために、プログラマブルロジックユ
ニットを用いて、連結の指定または割当を変更することができる。したがって、腕時計の
ユーザは、非常に手軽に元の腕時計のダイアル計器（メーター）またはインジケータを他
のデザインに取り替えることができる。これは、市場において顧客を誘致可能な立派な誘
引策となる。
【００３３】
　さらに、本発明の電気駆動部１４は、インジケータ１３に直間接的に且つ機械的に連結
可能である。一実施形態において、電気駆動部１４は、インジケータ１３に直結される駆
動シフト（図面に参照符号を附していない）を有する。このような方式により、電気駆動
部１４は、インジケータ１３を直接的に駆動することができる。他の実施形態において、
電気駆動部１４は、駆動シフトと、この駆動シフトに機械的に連結される搬送メカニズム
（図示せず）と、を有する。駆動シフトは、搬送メカニズムを介してインジケータ１３に
接続される。このような方式により、電気駆動部１４は、搬送メカニズムを介してインジ
ケータ１３を駆動する。
【００３４】
　図７は、図１の電子コア１５を示す構成図である。一実施形態において、電子コア１５
は、パッケージ基板３０と、ロジック部３１と、メモリ部３２及び電力管理部３３を備え
ていてもよい。電子コア１５はまた、受動素子３４を備えていてもよい。パッケージ基板
３０は、薄膜基板であるが、電子コア１５の外部表面の上に２次元接続点１５０を形成す
るように外部に展開された多数の接合パッドを有する多層配線基板であることが好ましい
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。多層配線基板３０は、ロジック部３１と、メモリ部３２と、電力管理部３３及び受動素
子３４を電気的に接続する役割を果たす。これらの構成要素３１～３４は、半田付けによ
って多層配線基板３０に取り付けられてもよい。
【００３５】
　ロジック部３１は、プロセッサまたはプログラマブルＩＣによって実現することができ
る。メモリ部３２は、不揮発性メモリ（例えば、ＮＡＤＡフラッシュメモリ）と、同期式
ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）とを備えていてもよい。受動素子３
４（例えば、キャパシタ）は、ロジック部３１と電源管理部３３との間に連結されてもよ
い。電力管理部３３は、実際の需要に応じて電力の供給を担当する。
【００３６】
　この実施形態において、メモリ部３２は、封止材料３１０によって封止されてもよく、
この封止されたメモリ部はロジック部３１に積層される。電力管理部３３もまた、封止材
料３３０によって予め封止されてもよい。最終的に、主封止材料３００を用いて、ロジッ
ク部３１と、メモリ部３２と、電力管理部３３及び受動素子３４を単一の工程において単
一のパッケージに仕上げる。この単一のパッケージは、販売用の電子部品として供給され
る。
【００３７】
　以上、あらゆる面において、本発明の電子コア１５は、腕時計用の汎用電子コアになり
得る。腕時計の製造者は、このような汎用電子コアを採用することにより、様々な時計デ
ザインをすることが便利であり、これにより、製品開発サイクルを短縮することができる
。また、本発明は、異なる時計デザインに対応して電子コアを開発しなければならないと
いう従来の問題を解決する。なお、汎用電子コアを用いることにより、腕時計の組立が簡
単且つ迅速に行われる。
【００３８】
　図８は、本発明の腕時計内の拡張回路を示す構成図である。本発明において、複雑な機
能を有する時計を開発するために電子コア１５を周辺電子の構成要素に連結することがで
きる。例えば、ロジック部３１には、プログラマブルロジックモジュール、ブルーテゥー
スモジュール、ＧＰＳモジュール、ＷＩＦＩモジュール、ＧＳＭモジュール、タッチ制御
モジュール、ＬＥＤ制御モジュール、オーディオ／ビデオモジュール、ディスプレイモジ
ュール、ＭＥＭＳ磁力計、ＦＭモジュール、ＵＳＢホストコントローラ、汎用Ｉ／Ｏ（Ｇ
ＰＩＯ）などを連結することができる。さらに他の側面において、電力管理部３３には、
ＤＣ電源と、スイッチと、バッテリまたはその他の所要部品を連結することができる。
【００３９】
　図９に示すように、電子コア１５の外部表面上の接続点には、２次元接続点１５０（点
線にて表示した範囲内に位置する接続点）が含まれるだけではなく、不均一にまたは不規
則的に分布された接続点１５５、例えば、電源接続点、ＧＰＩＯ接続点及び２次元接続点
１５０の使用を割当または指定するのに用いられるプログラマブルロジックモジュールの
信号入力／出力接続点が含まれ得る。
【００４０】
　本発明はまた、腕時計の製造方法を提供する。腕時計の構造に関する前記説明に結び付
けて図１０のフローチャートを参照する。先ず、ダイアル１２及びインジケータ１３を設
計するが（ステップＳ１０）、ここで、インジケータ１３のデザインは、ダイアル１２の
デザインと調和される。ダイアル１２とインジケータ１３のデザインは、本発明において
は特に制限されない。すなわち、本発明において、腕時計の製造者は自由にダイアル１２
及びインジケータ１３を設計することができる。次いで、電子コア１５を用意する（ステ
ップＳ１２）。上述したように、電子コア１５は、内部に基本回路（ロジック部３１と、
メモリ部３２及び電力管理部３３など）が封止され、その外部表面の上には２次元接続点
１５０が分布される。次いで、電気駆動部１４を配置する（ステップＳ１４）。電子コア
１５の外部表面上における少なくとも一つの電気駆動部１４の位置は、インジケータ１３
の位置に応じて設計される。上述したように、電気駆動部１４は、インジケータ１３を駆
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動してインジケータ１３を適切に動作させるために用いられる。このため、電気駆動部１
４の位置は、インジケータ１３の位置と一致する必要がある。
【００４１】
　次いで、電気駆動部１４のピンを電子コア１５の接続点１５０のうちの一つに連結する
（ステップＳ１６）。このステップにおいては、表面実装技術を用いて電気駆動部１４の
ピンが電子コア１５の外部表面上の接続点１５０のうちの少なくとも一つに接続されるよ
うにすることができる。
【００４２】
　次いで、各接続点１５０の使用を指定または割り当てる（ステップＳ１８）。具体的に
、電気駆動部１４が電子コア１５内の特定の回路に電気的に接続されるように、電子コア
１５の内部回路と電子コア１５の外部表面上の２次元接続点１５０との間の連結経路を割
当または指定する。すなわち、特定の回路が電気駆動部１４を駆動または制御できるよう
に、電気駆動部１４に連結された接続点を特定の回路に割り当てる。最後に、前記全ての
構成要素（例えば、ダイアル１２、インジケータ１３、電気駆動部１４及び電子コア１５
）を時計ケース１１に組み込んで腕時計の組立を完了する（ステップＳ２０）。
【００４３】
　上述したように、腕時計にはまた、通信部（例えば、無線通信要素）を配置することが
できる。この通信部を介して外部から指令を受信することにより、電気駆動部１４が他の
特定の回路に電気的に接続されるように電子コア１５の内部回路と各接続点１５０との間
の連結経路を調整することができる。
【００４４】
　以上において、２次元接続点を採用することにより、本発明は、腕時計の製造または組
立時の互換性と便利性を大幅に向上させることができる。腕時計の製造者は、本発明の電
子コアを採用する限り、様々な類型の腕時計を開発することができる。また、本発明は、
腕時計のユーザに、電子コアの内部回路と電気駆動部との間の連結経路を調整せしめる。
このため、本発明によれば、多くの新規な機能を有する腕時計を開発することができる。
【００４５】
　図１１Ａは、本発明に係る腕時計のための電子式クラウンを示す概略図である。上述し
たように、電子コア１５の外部表面上の接続点は、均一に分布された接続点１５０だけで
はなく、不均一にまたは不規則的に分布された接続点１５５（図９参照）も備えていても
よい。本発明の実施形態において、インジケータ１３の状態を調整または変更するために
、例えば、時針及び／または分針の位置を調整して時刻情報を修正するために、電子式ク
ラウンからの電子信号は電子コア１５の外部表面上の接続点１５０または１５５（すなわ
ち、２次元接続点１５０のうちの一つの接続点、または、不規則的に分布された接続点１
５５）を介して電子コア１５に出力されてもよく、電気駆動部１４は、均一に分布された
接続点１５０のうちの一組の接続点に対応する。好適な実施形態において、電子式クラウ
ンから出力される電子信号は、不規則的に分布された接続点１５５を介して電子コア１５
に出力されてもよい。
【００４６】
　図１１Ａに示すように、本発明の電子式クラウンは、回転部４２と、この回転部４２に
結合されたセンサー４４とを備える。センサー４４は、回転部分４４１及び検出部分４４
２を有する。腕時計のユーザが回転部４２を回転することにより、センサー４４の回転部
分４４１が回転する（例えば、円運動）。センサー４４の検出部分４４２は固定または係
合されている。検出部分４４２は、時計針の位置を調整するために、回転部分４４１の回
転に応答して電子信号を生成して送出することができる。
【００４７】
　電力によって駆動される時計において、時計針の位置調整は、主として、従来の技術に
よってボタンを押したりギアを回したりすることにより行われる。本発明に係る腕時計の
電子式クラウンは、現在時刻を調整するときに機械式時計と同様に動作したり動いたりす
ることができる。このため、機械式時計と同じ外観とユーザ機能を有する腕時計を開発す



(11) JP 6050275 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

ることにより、機械式模倣型時計を達成することができる。
【００４８】
　一実施形態において、センサー４４の検出部分４４２は、図１１Ａに示すように、電子
コア１５の外部表面の上に不規則的に分布された接続点１５５のうちの一つに対応する位
置に配置されてもよい。他の実施形態において、センサー４４の検出部分４４２は、プリ
ント回路基板（ＰＣＢ）などの回路基板（図示せず）の上に配置されて配線を介して電子
コア１５上の接続点１５５のうちの一つに連結されてもよい。また、センサー４４の検出
部分４４２から出力される検出信号は、接続点１５５ではない接続点１５０のうちの一つ
を介して電子コア１５に出力されてもよいことを留意すべきである。
【００４９】
　図１１Ａに示すように、電子式クラウンの回転部分４４１は、第１の下位部４０１と第
２の下位部４０２を有していてもよく、２以上の下位部を有していてもよい。各下位部４
０１、４０２は、円の円周に沿って配置される。各下位部４０１、４０２は物理的特性を
有しているが、これらの下位部４０１、４０２は、このような物理的特性に対して異なる
物理量（例えば、誘電定数、抵抗及び透磁率）を有する。下位部４０１、４０２が検出部
分４４２に対して相対的に回転すれば、検出部分４４２は、円周上における第１の下位部
４０１と第２の下位部４０２の位置変更による異なるレベルの電子信号を検出する。
【００５０】
　例えば、図１２Ａに示すように、第１の下位部４０１及び第２の下位部４０２が対称状
に配列されるとき、検出部分４４２は２種類の異なるレベルの電子信号（図１２Ａにおけ
る波線Ｌの左側にある波形）を検出する。図１２Ｂに示すように、第１の下位部４０１及
び第２の下位部４０２が非対称状に配列されるとき、検出部分４４２は３種類の異なるレ
ベルの電子信号（図１２Ａにおける波線Ｌの左側にある波形）を検出する。電子コア１５
が検出部分４４２から出力された電子信号を受信すれば、電子コア１５は、インジケータ
１３の位置を調整するために当該調整信号を出力することができる。図１２Ｂに示す実施
形態において、ユーザが電子式クラウンを時計回り方向にまたは反時計回り方向に回すと
、反対波形の電子信号が生成され得る。このような方式により、時計針が時計回り方向に
、且つ、反時計回り方向に動作することを容易に制御することができる。
【００５１】
　他の側面において、ユーザが回転部４２を押して引っ張ると、電子式クラウンの回転部
分４４１が回転軸に沿って移動することができ、第１の下位部４０１は、第２の下位部４
０２とともに、回転軸上の第１の特定の位置（図１１Ａ参照）及び第２の特定の位置（図
１１Ｂ参照）に留まる。第１の下位部４０１及び第２の下位部４０２が第１の特定の位置
に留まって回転する場合、検出部分４４２によって検出される電子信号は、図１２Ａ（ま
たは、図１２Ｂ）の破線Ｌの左側に示す波形とほとんど同様である。第１の下位部４０１
及び第２の下位部４０２が第２の特定の位置に留まって回転する場合、検出部分４４２に
よって検出される電子信号は、図１２Ａ（または、図１２Ｂ）の破線Ｌの右側に示す波形
とほとんど同様である。すなわち、第１の下位部４０１及び第２の下位部４０２が第２の
特定の位置に留まるときには、検出部分４４２は相対的に弱い信号を検出するが、この検
出された信号の電圧レベルは相対的に低い。このような方式により、電子コア１５は異な
る信号波形をもって、異なる針またはインジケータを制御することができる。例えば、第
１の特定の位置に回転部分４４１が留まるようにユーザが回転部４２を押す場合に、時針
の位置を調整することができる。第２の特定の位置に回転部分４４１が留まるようにユー
ザが回転部４２を押す場合には、分針の位置を調整することができる。
【００５２】
　具体的に、一実施形態において、第１の下位部４０１及び第２の下位部４０２は異なる
誘電定数を有する個体である。検出部分４４２は、例えば、両電極間の静電容量を検出す
るための静電容量検出要素を備える。静電容量は、第１の下位部４０１及び第２の下位部
４０２が位置する異なる位置に応じて変化可能である。静電容量が変化するとき、検出部
分４０１は、電子信号の異なる電圧レベルを検出する。他の実施形態において、回転部分
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料であってもよい。検出部分４４２は、導電性コイルを有する。第１の下位部４０１及び
第２の下位部４０２が回転すれば、検出部分４４２の導電性コイルは磁束の変化によって
電流を生成することができる。このため、別個の電圧レベルを有する電子信号が生成され
る。さらに他の実施形態において、回転部分４４１の第１の下位部４０１及び第２の下位
部４０２は、異なる透磁率を有する個体であってもよい。検出部分４４２は、電流が印加
されるコイルを有する。コイルによって生成された磁場によって、第１の下位部４０１及
び第２の下位部４０２は、異なる大きさの磁場を生成する。このため、磁場の変化を検出
することにより、別個の電圧レベルの電子信号が生成され得る。本発明において、電子式
クラウンのセンサー４４は、静電容量、インダクタンス、抵抗、電場または磁場を検出す
ることにより、電子信号を出力することができる。
【００５３】
　図１３Ａ及び図１３Ｂを参照する。前記実施形態において説明した電子式クラウンはま
た、ディスプレイ５１（例えば、液晶表示装置など）を有する腕時計にも適用することが
できる。時間関連情報がディスプレイ５１の画面に表示される。例えば、ディスプレイ５
１は、画面上に時計針と時間目盛を表示するか、あるいは、デジタル数字で現在時刻を表
示する。スマート腕時計は、画面に現在時刻を表示する機能だけではなく、他の機能を有
することができ、メニュー５２を用いてディスプレイ５１の画面にこれらの機能（例えば
、項目５３）または他の設定を並べることができる。腕時計の電子式クラウン４０は、項
目５３を選択し、選択された項目５３を確認するのに用いることができる。
【００５４】
　ユーザが電子式クラウン４０を回すと、電子式クラウン４０は電子信号を送出し、この
電子信号は、ディスプレイ５１を制御してメニュー５２に並べられた項目５３を選択する
のに用いられる。例えば、ユーザが電子式クラウン４０を回す度に、メニュー５２の項目
５３が上から下へとその次の位置に移動し、このようにして他の項目５３の位置が変わり
、選択された項目５３はまた拡大される。電子式クラウン４０が反対方向に回転すれば、
項目５３は、図１３Ａに示すように、下から上に移動する。他の例において、メニュー５
２の項目５３は、図１３Ｂに矢印にて表示した方向に沿って移動することができる。また
、ユーザが電子式クラウン４０を押したり引っ張りすれば、選択された項目５３が確認さ
れ、この選択された項目５３に連携された機能または設定が実行される。
【００５５】
　以上、本発明の好適な実施形態を開示して詳細に説明したが、当業者はこれに対する種
々の修正及び変更を行うことができる。このため、本発明の実施形態は例示に過ぎず、制
限的なものではない。本発明は、開示された特定の形態に限定されてはならず、本発明の
思想及び範囲を維持するあらゆる修正及び変更は、添付の特許請求の範囲に指定された範
囲内に含まれるものと意図された。
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