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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体薄膜コンデンサ装置において、
　第１表面を有する半導体基板と、
　第１電極層と絶縁層と第２電極層とを含む薄膜コンデンサとを備えており、
　前記第１電極層は、前記第１表面上に配置されて、遷移金属を含み、
　前記絶縁層は、前記第１電極層上に配置されて、遷移金属の酸化物を含み、
　前記第２電極層は、前記絶縁層上に配置されて、金属酸化物を含み、
　前記絶縁層が、前記第１電極層及び前記第２電極層の間に配置されており、
　前記第１電極層及び前記第２電極層が前記絶縁層に接触し、各々の層の実表面が、前記
半導体基板の前記第１表面の直交する長さ寸法及び幅寸法により確定される表面領域より
も少なくとも２倍大きく、
　前記半導体基板内に位置し、前記半導体基板及び前記第１電極層により取り囲まれてい
る電気回路素子を備え、
　前記薄膜コンデンサが、前記半導体基板の前記第１表面から延び、前記電気回路素子が
、前記薄膜コンデンサ及び前記半導体基板により取り囲まれており、
　前記薄膜コンデンサの周りに配置される密封構造体を更に備え、前記半導体基板と組み
合わせて前記薄膜コンデンサの密封を形成する
　ことを特徴とする固体薄膜コンデンサ装置。
【請求項２】
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　前記第１電極層の実表面領域が、前記半導体基板の前記第１表面の表面領域の５０％よ
りも大きいことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１電極層、前記絶縁層及び前記第２電極層の各々の実表面領域が、前記半導体基
板の前記第１表面の表面領域の５０％よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項４】
　前記第１電極層の実表面領域が、前記半導体基板の前記第１表面の表面領域の５０％よ
りも大きいことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１電極層、前記絶縁層及び前記第２電極層の各々の実表面領域が、前記半導体基
板の前記第１表面の表面領域の９０％よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項６】
　前記薄膜コンデンサの容量が、０．０１マイクロファラッド～０．５マイクロファラッ
ドの範囲であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記密封構造体が、前記半導体基板を更に取り囲むことを特徴とする請求項１に記載の
装置。
【請求項８】
　前記第１電極層の平均厚が、０．１マイクロメートル～１０マイクロメートルの範囲で
あることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記絶縁層の平均厚が、０．０５マイクロメータ～１．０マイクロメータの範囲である
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２電極層の平均厚が、０．１マイクロメータ～１０マイクロメータの範囲である
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記遷移金属がタンタルであり、前記遷移金属の酸化物が酸化タンタルであり、前記金
属酸化物が二酸化マンガンであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１電極層及び前記第２電極層の各々の、前記絶縁層に接触する実表面が、前記半
導体基板の前記第１表面の直交する長さ寸法及び幅寸法により確定される表面領域よりも
大きいことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　第２薄膜コンデンサを更に備え、前記薄膜コンデンサと前記第２薄膜コンデンサとが直
列に接触していることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　第２薄膜コンデンサを更に備え、前記薄膜コンデンサと前記第２薄膜コンデンサとが並
列に接触していることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　埋込可能な作動装置内に含まれていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　摂取可能な事象標識装置内に含まれていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１電極層の表面が多孔質表面であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　少なくとも１つの表面が表面細密褶曲を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　合衆国法典第３５巻米国特許法第１１９章（ｅ）に従って、本出願は、（２００９年７
月２３日に、「固体薄膜コンデンサ」と題して出願された）米国仮特許出願整理番号第６
１／２２８，０２７号の出願日の優先権を主張し、その開示内容は、本明細書に参照とし
てそのまま組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、固体電子機器に関する。より具体的には、本発明は、半導体基板上への容量
性構造の形成及び利用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　コンデンサは、一組の電極の間の電界中にエネルギーを保存する受動素子である。コン
デンサは、エネルギー保存装置として電子回路内に利用されることが多い。（例えば、電
子回路内に利用されるような）小型の電解コンデンサ、基本的な平行板型コンデンサ、及
び機械的可変コンデンサを含む、多岐にわたる異なる種類のコンデンサが開発されている
。一般に、平行板型コンデンサについては、容量は、コンデンサの誘電材料の誘電率、電
極面積、及び電極間の距離に依存する。薄膜コンデンサは、電子回路内に利用され、当該
分野で周知の金属・酸化膜・半導体（ＭＯＳ）型、ＰＮ接合型、多結晶シリコン・絶縁体
・多結晶シリコン（ＰＩＰ）型、金属・絶縁体・金属（ＭＩＭ）型、及び他の適切な容量
性構造等の、様々な構造があり得る。
【０００４】
　当該分野では、寸法が更に小さく、装置の能力が増強され得るが、装置の外形が縮小さ
れ得るような、更に複雑で埋込可能な医療装置を作製しようとする継続的な要望がある。
この目的で、埋込可能な医療装置を作製するために、様々な異なる製造技術が用いられて
いる。
【０００５】
　米国特許出願公開第２００６００５８５８８号、第２００５０１６０８２７号、第２０
０５０１６０８２６号、第２００５０１６０８２５号、第２００５０１６０８２４号、２
００５０１６０８２３号、第２００４０２５４４８３号、第２００４０２２０６３７号、
第２００４０２１５０４９号及び第２００４０１９３０２１号には、医療機器を作製する
のに、微細電気機械システム（ＭＥＭＳ）作製等の平面加工技術を利用することが記載さ
れている。その構造を作製するある態様に用いられ得る堆積技術として、電気鍍金、プラ
ズマ噴霧、スパッタ、ｅビーム式蒸着、物理気相堆積、化学気相堆積、プラズマ増強化学
気相堆積等が挙げられるが、それらに限定されない。材料除去技術として、反応性イオン
エッチング、異方性化学エッチング、等方性化学エッチング、例えば、化学機械研磨、レ
ーザ溶発、放電加工（ＥＤＭ）等による平坦化等が挙げられるが、これらに限定されない
。リソグラフィー所定動作にも関心がある。
【０００６】
　周知の種類の材料堆積の所定動作は、陰極アーク蒸着である。イオンビーム蒸着の一形
態である陰極アーク蒸着では、電弧が陰極と陽極との間に生成され、その陽極が、陰極由
来のイオンを陰極から解放させることにより、イオンビームが生成される。次に、結果と
して得られるイオンビーム、即ち、陰極材料イオンのプラズマが、基板（即ち、その上に
構造が作製される材料）の表面に接触し、陰極材料で、ある実施形態では、基板が存在す
る雰囲気から得られる元素で構成される構造が、基板表面上に堆積される。様々な陰極ア
ーク蒸着の所定動作及びシステムを記載する、数多くの特許及び公表された出願を利用す
ることができる。そのような公表文書として、米国特許第６，９２９，７２７号、第６，
８２１，３９９号、第６，７７０，１７８号、第６，７０２，９３１号、第６，６６３，
７５５号、第６，６４５，３５４号、第６，６０８，４３２号、第６，６０２，３９０号
、第６，５４８，８１７号、第６，４６５，７９３号、第６，４６５，７８０号、第６，
４３６，２５４号、６，４０９，８９８号、第６，３３１，３３２号、第６，３１９，３
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６９号、第６，２６１，４２１号、第６，２２４，７２６号、第６，０３６，８２８号、
第６，０３１，２３９号、第６，０２７，６１９号、第６，０２６，７６３号、第６，０
０９，８２９号、第５，９７２，１８５号、第５，９３２，０７８号、５，９０２，４６
２号、第５，８９５，５５９号、第５，５１８，５９７号、第５，４６８，３６３号、第
５，４０１，５４３号、第５，３１７，２３５号、第５，２８２，９４４号、第５，２７
９，７２３号、第５，２６９，８９６号、第５，１２６，０３０号、第４，９３６，９６
０号、並びに、米国特許出願公開第２００５０２４９９８３号、第２００５０１８９２１
８号、第２００５０１８１２３８号、第２００４０１６８６３７号、第２００４０１０３
８４５号、第２００４００５５５３８号、第２００４００２６２４２号、第２００３０２
０９４２４号、第２００２０１４４８９３号、第２００２０１４０３３４号及び２００２
０１３９６６２号が挙げられる。
【０００７】
　陰極アーク蒸着の所定動作は知られているが、本出願の発明者の知る限り、そのような
所定動作は、現在まで、動翼等のような大型産業用部品上に被膜を作製する等の、医療機
器ではない用途、及び宝飾品の製造のみに利用されている。
【０００８】
　医療装置設計及び作製にＭＥＭＳ所定動作等の平面加工の所定動作を用いることにより
、十分な進歩がなされているにもかかわらず、複雑さが更に増し、寸法仕様が更に縮小さ
れ、埋込可能な医療装置を作製するのに用いられ得る、新たな製造技術を開発しようとす
る継続的な要求がある。特に関心があるのは、複雑な３次元構造を含む様々な異なる構造
で、所望の形態、例えば、応力のない厚い層、多孔質層、及び、細密褶曲を有する層で堆
積材料の組成を作り出すのに用いられ得る、所定動作を確認することになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／００５８５８８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、半導体基板上にコンデンサを形成するのに用いられる従来技術で要求されるの
は、コンデンサに割り当てられる基板領域が、他の電気素子の形成に対応するのに最適に
利用され得ないことである。従って、半導体基板上にコンデンサ素子を形成する改良技術
を提供しようとする未解決の要求がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的及び本発明に照合して明らかになる他の目的を達成するために、固体薄膜コン
デンサが提供される。固体薄膜コンデンサの態様として、遷移金属の第１電極層と遷移金
属の酸化物の絶縁層と金属酸化物の第２電極層とで構成される多層構造が挙げられる。固
体薄膜コンデンサ、並びに、前記コンデンサを含む装置を作製する方法も提供される。本
発明は、更に、応力がない厚い金属構造体で形成される容量性構造を半導体基板上に、ア
スペクト比が高い基板位置内にも作製するのを可能にする。更に、本発明の代わりの実施
形態では、多孔質金属構造体と、その表面上に細密褶曲が表れる金属層とを作製すること
ができる。そのように、本発明により、以前は可能ではなかった半導体装置を設計するこ
とができ、従って、装置の全寸法を縮小しつつ、電子装置の機能性を十分に改良すること
ができる。
【００１２】
　本発明の代わりの態様として、陰極アークにより作製される１つ以上の構造、即ち、陰
極アーク蒸着プロセスを利用して作製される構造を有するコンデンサが挙げられる。それ
らの構造は、応力がない厚い金属構造体、多孔質層、及び、細密褶曲が表れる層であり得
る。本発明の実施形態として、陰極アーク蒸着プロセスを利用して、同様に、化学気相堆
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積により及び／又はスパッタ堆積によりコンデンサを作製する方法が挙げられる。
【００１３】
　本明細書で述べられる全ての公表文書は、前記方法及び／又は材料に関して引用され、
その方法及び材料を開示、記載するために、参照として本明細書に組み込まれている。こ
の明細書で述べられる全ての公表文書は、特許、特許出願は、参照としてそのまま、及び
、全ての目的のために、各々の個別の公表文書、特許、又は特許出願が参照として組み込
まれるように具体的に及び個別に示されるのと同じ程度に、本明細書に組み込まれている
。
【００１４】
　そのような組み込みとして、２００７年６月２１日に出願された「陰極アーク蒸着によ
り作製される金属２元及び３元化合物」と題するＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２０
０７／０１４５０５号、２００７年６月２１日に出願された「陰極アークで生成された構
造を含む埋込可能な医療装置」と題するＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０
１４５０９号、２００６年６月２１日に出願された「陰極アークで生成された構造を含む
埋込可能な医療装置」と題する米国仮出願整理番号第６０／８０５，４６４号、２００６
年６月２２日に出願された「陰極アーク蒸着で密閉封止された埋込可能な構造体」と題す
る米国仮出願整理番号第６０／８０５，５７８号、２００６年６月２２日に出願された「
陰極アークで生成された構造体を含む埋込可能な医療装置」と題する米国仮出願整理番号
第６０／８０５，５７６号、２００６年６月２２日に出願された「陰極アーク蒸着により
作製される腐食しない金属化合物」と題する米国仮出願整理番号第６０／８０５，５８１
号、２００６年１０月２５日に出願された「陰極アークで生成された微細線アンテナを含
む医療装置」と題する米国仮出願整理番号第６０／８６２，９２８号、２００７年２月８
日に出願された「陰極アーク蒸着により作製された金属２元及び３元化合物」と題する米
国仮出願整理番号第６０／８８８，９０８号、２００７年２月１６日に出願された「陰極
アーク蒸着により作製された金属２元及び３元化合物」と題する米国仮出願整理番号第６
０／８９０，３０６号、及び、２００７年５月１０日に出願された「陰極アーク蒸着によ
り作製された金属２元及び３元化合物」と題する米国仮出願整理番号第６０／９１７，２
９７号が挙げられる。
【００１５】
　更に、そのような組み込まれる公表文書として、米国特許第６，９２９，７２７号、第
６，８２１，３９９号、第６，７７０，１７８号、第６，７０２，９３１号、第６，６６
３，７５５号、第６，６４５，３５４号、第６，６０８，４３２号、第６，６０２，３９
０号、第６，５４８，８１７号、第６，４６５，７９３号、第６，４６５，７８０号、第
６，４３６，２５４号、第６，４０９，８９８号、第６，３３１，３３２号、第６，３１
９，３６９号、第６，２６１，４２１号、第６，２２４，７２６号、第６，０３６，８２
８号、第６，０３１，２３９号、第６，０２７，６１９号、第６，０２６，７６３号、第
６，００９，８２９号，第５，９７２，１８５号、第５，９３２，０７８号、第５，９０
２，４６２号、第５，８９５，５５９号、第５，５１８，５９７号、第５，４６８，３６
３号、第５，４０１，５４３号、第５，３１７，２３５号、第５，２８２，９４４号、第
５，２７９，７２３号、第５，２６９，８９６号、第５，１２６，０３０号、第４，９３
６，９６０号、並びに、米国特許出願公開第２００５０２４９９８３号、第２００５０１
８９２１８号、第２００５０１８１２３８号、第２００４０１６８６３７号、第２００４
０１０３８４５号、第２００４００５５５３８号、第２００４００２６２４２号、第２０
０３０２０９４２４号、２００２０１４４８９３号、第２００２０１４０３３４号及び第
２００２０１３９６６２号が挙げられる。
【００１６】
　本明細書で考察される又は述べられる公表文書は、本発明の出願日前にそれらを開示す
るためにのみ与えられる。本明細書では、先行発明により、そのような公表文書に先立つ
権利が本発明に与えられないことを承認するものとして解釈されるべきではない。更に、
本明細書で与えられる公表文書の日付は、実際の公表日と異なる場合があり、個別に確認
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する必要があり得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態による陰極アークプラズマ源の概略図である。
【図２】本発明の実施形態に従って陰極アーク蒸着により堆積された白金層の図である。
【図３】本発明の実施形態に従って陰極アーク蒸着により堆積され、層が表面細密褶曲を
表す白金層の図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態による、密封された集積回路の異なる３次元図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態による、密封された集積回路の異なる３次元図である。
【図５】本発明の実施形態による多孔質カソード下地層を有する電池の実施形態を示す図
である。
【図６Ａ】本発明の代わりの実施形態による多重密封集積回路を有し、陰極アークで生成
された導電性給電貫通穴が存在する、組立部品の異なる断面図である。
【図６Ｂ】本発明の代わりの実施形態による多重密封集積回路を有し、陰極アークで生成
された導電性給電貫通穴が存在する、組立部品の異なる断面図である。
【図７Ａ】陰極アークで生成された厚い金属構造体が、チップの片側にアンテナを形成し
ている、ＩＣチップの断面を示す図である。
【図７Ｂ】厚い金属が、チップの片側にアンテナを形成している、ＩＣチップの断面を示
す図である。
【図８】埋込可能な医療装置、及び、本発明の改良されたＲＦ遠隔計測アンテナを用いる
外部プログラム装置の簡略化された概略図である。
【図９】外部プログラム装置及びＩＰＧの主要機能遠隔計測伝送ブロックの簡略化された
回路ブロック図である。
【図１０】外部プログラム装置及び埋込可能な医療装置の主要機能上りリンク及び下りリ
ンク遠隔計測伝送機能の簡略化された回路ブロック図である。
【図１１】一態様による固体薄膜コンデンサを示す図である。
【図１２Ａ】本発明の一態様による密封固体薄膜コンデンサを作製する方法を示す図であ
る。
【図１２Ｂ】本発明の一態様による密封固体薄膜コンデンサを作製する方法を示す図であ
る。
【図１２Ｃ】本発明の一態様による密封固体薄膜コンデンサを作製する方法を示す図であ
る。
【図１２Ｄ】本発明の一態様による密封固体薄膜コンデンサを作製する方法を示す図であ
る。
【図１２Ｅ】本発明の一態様による密封固体薄膜コンデンサを作製する方法を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　固体薄膜コンデンサが提供される。固体薄膜コンデンサの態様として、遷移金属の第１
電極層と遷移金属の酸化物の絶縁層と金属酸化物の第２電極層とで構成される多層構造が
挙げられる。固体薄膜コンデンサ、並びに、前記コンデンサを含む装置を作製する方法も
提供される。用語「固体」は、本明細書で用いられる場合、機械的回路又は真空管回路で
はなく、半導体を利用する装置又は回路を指す。従って、固体コンデンサは、移動部分が
あり得ず、従って、機械的動作がない。幾つかの事例では、固体コンデンサは、コンデン
サを通り抜ける電流が、真空又は真空管を通って流れずに、一方の電極から他方の電極へ
流れるように設定される。
【００１９】
　本発明の様々な態様の更なる記載では、半導体回路及び半導体回路を含む装置の構造体
の設計及び製造方法、並びに、前記構造体の利用が示される。本発明の固体薄膜コンデン
サを利用する様々な用途が考察される。次に、固体薄膜コンデンサが、より詳細に更に検
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討される。固体薄膜コンデンサを作製する方法が検討される。
【００２０】
　本発明の方法は、半導体装置設計者及び製造者に、容量性回路素子を作製するのに重要
な新たな手段を提供する。本発明の所定動作及びシステムを利用して、半導体装置製造者
は、今まで他の回路素子の近くに作製することができなかった薄膜コンデンサを作製する
ことができる。本発明の更なる記載では、最初に、陰極アークで生成される構造を含む半
導体装置の実施形態が検討され、続いて、その構造及びシステムを作製する陰極アーク蒸
着方法が検討され、その構造及びシステムは、前記方法を実施する際に利用されるように
設定される。
【００２１】
陰極アークで生成された構造を有する埋込可能な医療装置
　上に要約されたように、本発明は、陰極アークで生成される容量性構造を含む埋込可能
な医療装置等の半導体装置を提供する。埋込可能な医療装置とは、生体上又は生体内に配
置されるように設定される装置を意味し、ある実施形態では、埋込可能な医療装置は、生
体内に埋め込まれるように設定される。埋込可能な装置のある態様は、体内に見られる高
濃度の塩、高湿度の環境を含む生理環境中で、２日以上にわたり、例えば、約１週間以上
、約４週間以上、約６ヶ月以上、約１年以上、例えば、約５年以上にわたり、機能性を維
持するように設定される。ある実施形態では、埋込可能な装置は、生理部位に埋め込まれ
た場合、約１年～約８０年の範囲又はそれ以上、例えば、約５～約７０年又はそれ以上の
期間にわたり、約１０～約５０年の範囲又はそれ以上の期間にわたり、機能性を維持する
ように設定される。本発明の埋込可能な医療装置の寸法は、変化してもよい。しかしなが
ら、埋込可能な医療装置は埋め込むことができるので、本装置のある態様の寸法は、その
装置を成人のヒトの中に配置することができない程には大きくない。例えば、埋込可能な
医療装置は、ヒトの血管内に適合するように寸法が定められ得る。
【００２２】
　本発明の埋込可能な医療装置の機能は、幅広く変化してもよく、心臓用装置、薬物送達
装置、分析物検出装置、神経刺激装置等を含むが、これらに限定されない。そのように、
埋込可能な医療装置として、埋込可能な心臓用ペースメーカー、埋込可能な除細動器、ペ
ースメーカー除細動器、薬物送達ポンプ、心筋刺激装置、心臓監視装置又は他の生理監視
装置、神経及び筋肉刺激装置、脳深部刺激装置、人工内耳、人工心臓等が挙げられるが、
これらに限定されない。本発明の様々な種類の埋込可能な医療機器の説明上の実施形態が
、より詳しく以下に検討される。
【００２３】
　上記に要約されたように、本発明の埋込可能な医療装置として、陰極アーク蒸着プロセ
スにより作製される１つ以上の構造が挙げられる。図１には、陰極アークプラズマ蒸着シ
ステムの実施例が示される。イオンビーム蒸着の一形態である陰極アークプラズマ蒸着で
は、電弧が陰極１００と陽極１０２との間に生成され、前記陽極が、陰極１００由来のイ
オンをその陰極から解放させることにより、イオンビーム１０４又はプラズマビーム１０
４が生成される。次に、結果として得られるイオンビーム１０４、即ち、陰極材料イオン
のプラズマは、基板１０８（即ち、その上に構造が作製される材料）の表面に接触し、陰
極材料で、ある実施形態では、基板１０８が存在する雰囲気から得られる元素で構成され
る構造１１０が、基板表面１０６上に堆積される。例えば、図１を参照する。要望に応じ
て、例えば、産物構造体が、陰極材料及び（炭素、窒素等のような）１つ以上の追加の元
素の化合物である場合、関心のあるその１つ以上の追加の元素用の供給源ガスを導入する
ために、ガス吸入口１１２が与えられ得る。図１では、中性の巨大粒子１１４も示され、
それらの粒子は、要望に応じて、堆積前にプラズマから選別されても、されなくてもよい
。
【００２４】
　陰極アークで作製される本発明の構造体は、ある態様では、応力がない厚い金属構造体
である。ある態様では、構造体の厚さが、約０．０１μｍ～約５００μｍ、例えば、約０
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．１μｍ～約１５０μｍの範囲である。ある態様では、構造が、約１μｍ以上の厚さであ
り、例えば、約２５μｍ以上の厚さであり、約５０μｍ以上の厚さを含む。その厚さは、
約７５，８５，９５，１００μｍ又はそれ以上の程度の大きさであってもよい。ある態様
では、構造の厚さは、約１～約２００μｍ、例えば、約１０～約１００μｍの範囲である
。
【００２５】
　陰極アークで作製される構造は、ある態様では、応力がない。「応力がない」とは、構
造に、その構造の機能性を弱めることになる欠陥がないことを意味する。そのように、「
応力がない」ことは、構造が堆積される基板１０８からその構造を剥がす、例えば、離層
することになる応力と比較して、応力が低いことを意味する。従って、それらの構造には
、亀裂、間隙、穴、又は他の欠陥、特に、構造の機能、例えば、装置の内部体積を密閉し
、導電素子の役割をする構造体の能力を弱めることになる欠陥がない。図２は、本発明の
別の態様に従って作製される応力がない白金層の図を与える。
【００２６】
　更に他の態様では、構造は、表面細密褶曲を表す層である。表面細密褶曲とは、刻み目
又は裂け目により分離された一連の突起を意味する。ある態様では、所与の突起範囲の頂
部から計測される所与の刻み目の深さが、約０．１μ～約１０００μｍ、例えば、約１μ
ｍ～約１０μｍの範囲である。図３は、本発明の別の態様により作製される表面細密褶曲
を表す、１０μｍの厚さの白金層の図を与える。更に他の態様では、陰極アーク構造体は
、多孔質構造体である。
【００２７】
　上記のように、構造体は、ある態様では、金属構造体である。ある態様では、金属構造
体は、生理適合性金属を含む構造体である。関心のある生理適合性金属として、金（Ａｕ
）、銀（Ａｇ）、ニッケル（Ｎｉ）、オスミウム（Ａｓ）、パラジウム（Ｐｄ）、白金（
Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、イリジウム（Ｉｒ）、チタン（Ｔｉ）、アルミニウム（Ａｌ
）バナジウム（Ｖ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、イリジウム（Ｉｒ）
、タリウム（Ｔｌ）、タンタル（Ｔａ）等が挙げられるが、これらに限定されない。ある
態様では、金属構造体は、単一金属の純粋な金属構造体である。更に他の態様では、金属
構造体は、金属と、１つ以上の追加の元素、例えば、上に列挙された金属又は他の金属、
例えば、クロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）等との合金であってもよい。更に他の態様
では、構造体は、金属と追加の元素との化合物であってもよく、関心のある化合物として
、炭化物、酸化物、窒化物等が挙げられ得るが、これらに限定されない。関心のある化合
物の例として、２元化合物、例えば、Ｐｔｌｒ、ＰｔＴｉ、ＴｉＷ等、並びに、３元化合
物、例えば、炭窒化物等が挙げられる。
【００２８】
　ある態様では、非金属構造体が望まれる。例えば、ある態様では、層は、ダイヤモンド
状炭素等の炭素である。本発明の方法のこれらの用途では、本方法に用いられる陰極金属
は、黒鉛である。ある態様では、ダイヤモンド状炭素層は、１つ以上の追加の元素、例え
ば、窒素、金、白金等を加え得る。そのような構造の用途は様々であり、例えば、医療用
埋込材のための被膜である。
【００２９】
　ある態様では、作製される構造体は、一方の元素の他方の元素に対する勾配を含んでも
よく、例えば、第２元素の量が第１表面から第２表面に向けて増加する、金属層である。
陰極アークで作製される構造を構成し得る追加の材料は、２００７年６月２１日に出願さ
れた「陰極アーク蒸着により作製される金属２元及び３元化合物」と題する同時係属のＰ
ＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４５０５号（弁理士整理番号第ＰＲＴＳ
－０４８Ｗ０２号）に記載され、その開示内容は、本明細書に参照として組み込まれてい
る。
【００３０】
　金属構造体が陰極アークで堆積される基板１０８は、様々な異なる材料で構成され、様
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々な異なる構造を有し得る。堆積が生じる基板１０８の表面は、平面であっても、平面で
なくてもよく、例えば、様々な穴、溝等があってもよい。基板１０８は、任意の数の異な
る材料、例えば、シリコン（例えば、単一結晶、多結晶、非結晶等）、二酸化シリコン（
ガラス）、セラミックス、炭化シリコン、アルミナ、酸化アルミニウム、窒化アルミニウ
ム、窒化硼素、酸化ベリリウム、中でも、ダイヤモンド様炭素、焼結材料等で構成され得
る。基板１０８は、導電材料と半導電材料（Ｇｅ等）との複合物であってもよく、高濃度
でドープされた及び／又は加熱された半導体シリコン、例えば、１つ以上の導電素子が半
導電又は非導電性の支持体上に存在する、以下に記載されるような回路層を含む。
【００３１】
　陰極アークで作製される、本対象の埋込可能な医療装置の構造体は、様々な異なる構造
を有し、それらの構造が見られる埋込可能な医療装置の、様々な異なる機能を満たし得る
。例えば、本発明の方法のある用途では、陰極アークで作製される構造体は、埋込可能な
医療装置の部品の表面の少なくとも一部分を覆う層である。これらの態様では、層は、層
の機能に応じて、表面の一部分のみを覆ってもよく、表面の全体を覆ってもよい。層には
、数多くの目的があり得る。本発明の方法の他の用途では、陰極アークで作製される構造
体は、層構造体でなく、例えば、給電貫通穴、識別子、アンテナ等であり、その非層構造
体にも、数多くの機能があり得る。各々の層構造体及び非層構造体は、ここで、より詳細
に検討される。
【００３２】
層構造を有する構造体
　直前に要約されたように、本発明の方法のある用途では、陰極アークで作製される構造
体は、層構造体であり、層構造体とは、層構造を有し、従って、それらの長さと幅が、高
さよりも十分に、例えば、５倍以上、例えば、５０倍以上大きく、１００倍以上を含むこ
とを意味する。層構造体の目的に応じて、層は、様々な異なる構造を有し得る。
【００３３】
密閉層
　ある態様では、１つ以上の層構造体が、装置外部環境から、装置の内部容積を密閉する
役割をする。そのような密閉層は、装置の単一表面上に、又は装置の１を超える表面上に
存在し得る。例えば、密閉層は、装置のあらゆる表面に存在し得る。ある態様では、陰極
アーク蒸着構造は、「埋込可能な密封構造体」と題し、ＷＯ２００６／０６９３２３とし
て公表されたＰＣＴ／ＵＳ２００５／０４６８１５、及び、２００７年４月１２日に出願
された「空隙のない埋込可能な密封構造体」と題するＰＣＴ／ＵＳ２００７／０９２７０
で記載される密閉層であり、その開示内容は、本明細書に参照として組み込まれている。
それらの層は、装置全体を包み込み、例えば、その装置全体を、即ち、装置の全表面を取
り囲む密閉層を与えてもよく、２００７年４月１２日に出願され、その開示内容が本発明
に参照として組み込まれている、「空隙のない埋込可能な密封構造体」と題するＰＣＴ出
願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０９２７０号に記載されるように、装置の一部分を
包み込んでもよい。
【００３４】
　陰極アークで作製された層を含む埋込可能な医療装置の実施例は、図４Ａ及び４Ｂに与
えられる。図４Ａは、本発明の態様による密封構造体の３次元図を与える。図４Ａでは、
構造体４００が、保持体４０２と密閉層４０４とを含み、密閉層４０４は、陰極アーク蒸
着により堆積されている。密閉層４０４と保持体４０２とは、保持体内に密封容積（図示
せず）を確定するように設定される。外部接続素子４０６、４０８、４１０、４１２、４
１４及び４１６も示され、それらの素子は、保持体の底にある導電性給電貫通穴（図示さ
れず）に結合される。
【００３５】
　図４Ｂは、本発明の態様による密封構造体の３次元切り抜き図を与える。図４Ｂでは、
保持体４０２及び密閉層４０４は、（例えば、集積回路を含む）作動体４２０を保持する
密封容積４１８を確定する。作動体４２０は、はんだ合金（例えば、鉛錫、金錫、銀錫、
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又は他の適切な合金）４２２を有する導電性（例えば、白金）給電貫通穴又は層間導通穴
４０６に電気的に結合する。
【００３６】
　ある態様では、作動体と保持体及び／又は密閉層の壁との間のいずれかの空間が、絶縁
材料により占有され得る。いずれかの便利な絶縁材料が用いられてもよく、代表的な絶縁
材料として、液体、例えば、シリコンオイル、エラストマー類、熱硬化性樹脂、熱硬化性
プラスチック、エポキシ、シリコーン、液晶ポリマー類、ポリアミド類、ポリイミド類、
ベンゾシクロブテン、セラミック糊等が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３７】
　本発明の態様により作製され得る密閉層の追加の実施例は、公表されたＰＣＴ出願整理
番号第ＷＯ２００６／０６９３２３号、及び、２００７年４月１２日に出願された「空隙
のない埋込可能な密封構造体」と題する係属中のＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０
９２７０号に与えられ、それらの開示内容は、本明細書に参照として組み込まれている。
【００３８】
　図２は、本発明の実施形態に従って、陰極アーク蒸着により堆積された白金層２００の
図である。図３は、本発明の実施形態に従って、陰極アーク蒸着により堆積され、表面細
密褶曲３００を表す、白金層２００の図を与える。
【００３９】
細密褶曲層
　上記に要約されたように、陰極アーク蒸着構造体は、細密褶曲層であってもよく、図３
に見られるように細密褶曲表面３００を表す。そのような層は、様々な異なる用途に利用
される。例えば、埋込材上に細密褶曲表面を与えることは、骨結合が望まれる用途に利用
される。細密褶曲層は、堆積金属（例えば、Ｐｔ）と金属化合物（例えば、ＴｉＯ２）の
両方の中に作製することができる。細密褶曲層は、様々な骨埋込装置上に堆積することが
できる。埋込装置は、金属埋込材であっても、高分子、例えば、ＰＥＥＫ及びＰＥＫＫ埋
込材であってもよい。関心のある骨埋込装置として、股関節埋込材、骨接合ねじ、歯科用
埋込材、板、保持棒等が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４０】
　要望に応じて、細密褶曲は、例えば、骨の成長を補助し、細菌の繁殖を遅らせるための
活性薬剤で充填することができる。関心のある活性薬剤として、有機高分子類、例えば、
再吸収増強、血管新生、細胞移入及び増殖、鉱化作用、骨形成、溶骨細胞及び／又は骨芽
細胞の増殖等のような数多くの特性を与える骨関連蛋白質類を含む、蛋白質類が挙げられ
るが、これらに限定されない。関心のある特定の蛋白質として、オステオネクチン、骨シ
アロ蛋白質類（Ｂｓｐ）、α－２ＨＳ－糖蛋白質類、骨グラ蛋白質（Ｂｇｐ）、基質グラ
蛋白質、骨燐糖蛋白質、骨燐蛋白質、骨プロテオグリカン、蛋白脂質、骨形態形成蛋白質
、軟骨誘導因子、血小板由来成長因子、骨格成長因子等が挙げられ、粒子状の増量剤とし
て、無機水溶塩類、例えば、ＮａＣｌ、硫酸カルシウムが挙げられ、糖類として、例えば
、蔗糖、果糖及びブドウ糖が挙げられ、医薬活性薬剤として、例えば、抗生物質（ゲンタ
マイシン）が挙げられ、その他同様のものが挙げられる。
【００４１】
　褶曲層３００には、骨埋込装置以外の装置上も活性薬剤を蓄積するものとしても関心が
ある。例えば、ある医療用途では、活性薬剤で覆われたステントに関心がある。そのよう
な装置は、層の刻み目又は裂け目が、関心のある活性薬剤を蓄積又は貯蔵する役割をする
、本発明の細密褶曲層を含んでもよく、その細密褶曲は、例えば、加圧下で、表面に溶液
中の薬剤をしみ込ませることにより充填することができる。関心のある活性薬剤として、
（ａ）ヘパリン、ヘパリン誘導体類、ウロキナーゼ、及びＰＰａｃｋ（デキストロフェニ
ルアラニン・プロリン・アルギニン・クロロメチルケトン）等の抗血栓剤、（ｂ）デキサ
メタゾン、プレドニゾロン、コルチコステロン、ブデソニド、エストロゲン、スルファサ
ラジン、及びメサラミン等の抗炎症剤、（ｃ）パクリタキセル、５－フルオロウラシル、
シスプラチン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、エポチロン類、エンドスタチン、アン
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ギオスタチン、アンギオペプチン、平滑筋細胞の増殖を阻止する能力があるモノクローナ
ル抗体類、チミジンキナーゼ抑制剤等の抗悪性腫瘍剤／抗増殖剤／抗有糸分裂剤、（ｄ）
リドカイン、ブピバカイン及びロピバカイン等の麻酔剤、（ｅ）Ｄ－フェニルアラニル－
プロリル－アルギニン・クロロメチルケトン、ＲＧＤペプチドを含む化合物、ヘパリン、
ヒルジン、抗トロンビン化合物、血小板受容体拮抗薬、抗血栓抗体、抗血小板受容体抗体
、アスピリン、プロスタグランジン阻害剤、血小板抑制剤及びマダニ抗血小板ペプチド等
の抗凝血剤、（ｆ）成長因子、転写活性化因子、及び翻訳促進剤等の血管細胞成長促進剤
、（ｇ）成長因子抑制剤、成長因子受容体拮抗薬、転写抑制因子、翻訳抑制因子、複製阻
害剤、阻害抗体、成長因子に対する抗体、成長因子及び細胞毒で構成される二機能性分子
、抗体及び細胞毒で構成される二機能性分子等の血管細胞成長抑制剤、（ｈ）蛋白質キナ
ーゼ阻害薬及びチロシンキナーゼ阻害薬（例えば、チルホスチン類、ゲニステイン、キノ
キサリン類）、（ｉ）プロスタサイクリン類似体、（ｊ）コレステロール低下薬、（ｋ）
アンギオポエチン類、（ｌ）トリクロサン、セファロスポリン類、アミノグリコシド類及
びニトロフラントイン等の抗菌剤、（ｍ）細胞毒薬物、細胞増殖抑制剤及び細胞増殖影響
因子、（ｎ）血管拡張薬、（ｏ）内因性血管活性機構に干渉する薬剤、（ｐ）モノクロー
ナル抗体類等の白血球動員の抑制剤、（ｑ）サイトカイン類、及び（ｒ）ホルモンが挙げ
られるが、これらに限定されない。ある態様では、抗炎症剤、例えば、デキサメタゾン等
のような糖質コルチコステロイド類に関心がある。
【００４２】
多孔質層
　陰極アークで堆積された多孔質層にも関心がある。陰極アークで堆積された多孔質層は
、様々な異なる医療装置部品に利用され、例えば、電極、埋込材被膜等であるが、これら
に限定されない。陰極アークで作製される多孔質層が利用される対象の、関心のある１種
類の部品は、高表面領域電極部品であり、そのような部品は、様々な異なる埋込可能な装
置に、例えば、作動体（センサ又は刺激装置）として、電源部品等として利用される。
【００４３】
　本発明の発明電池の態様として、高表面領域カソードを有する構造が挙げられる。高表
面領域カソードとは、表面領域が、電池内でカソードにより覆われる固体支持体の表面領
域の約２倍以上である、例えば、約１０倍以上であるカソードを意味する。ある態様では
、電極の活性領域は、表面領域が、電極の基本的な幾何学形状に由来する同位の表面領域
の１０３倍以上、例えば、１０７倍以上又は１０９倍以上である。ある態様では、カソー
ドの表面領域は、約０．０１ｍｍ２～約１００ｍｍ２の範囲であり、例えば、約０．１ｍ
ｍ２～約５０ｍｍ２であり、約１ｍｍ２～約１０ｍｍ２を含む。ある態様では、高表面領
域カソードは、カソードが、多孔質下地層上にある活性陰極材料で構成されることにより
得られる。加えて、電池は、固体支持体の表面上にあるアノードを含む。
【００４４】
　特定の態様に応じて、カソードとアノードとは、同じ支持体上にあっても、異なる支持
体上にあってもよく、例えば、２つ以上の異なる支持体は、互いに結合されて、例えば「
フリップチップ」の態様で存在するような、電池構造体を作り出す。同様に、所与の電池
中のカソード及びアノードの数は、態様に応じて変化し得る。例えば、所与の態様として
、１つのアノードとカソードとを有する単一の電池、複数のアノード及び／又はカソード
を有する単一の電池、又は、各々が１つ以上のカソード及び／又はアノードで構成される
２つ以上の異なる電池が挙げられる。関心のある電池構造として、２００７年２月１４日
に出願された「高表面領域カソードを有する薬剤情報システム電源」と題する出願整理番
号第６０／８８９，８７０号に記載され、その開示内容が本明細書に参照として組み込ま
れている、構造が挙げられるが、これらに限定されない。図５は、本発明の態様による電
池の概略図を与える。図５に示される電池５００は、上面５０４を有する固体支持体５０
２を含む。上面５０４上には、カソード５０６及びアノード５０８がある。カソード５０
６は、多孔質下地層５１０と活性陰極材料５１２とを含む。それらの素子の各々は、ここ
では、より詳しく以下に記載される。図示される態様は、カソードが多孔質下地層を含む
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が、ある態様では、アノードが、多孔質下地層を含むのに対し、他の態様では、カソード
とアノードとの両方が、多孔質下地層を有する。
【００４５】
　多孔質下地層５１０は、活性陰極材料５１２を機械的に支え、陰極材料と素子、例えば
、固体支持体５０２上に存在する回路との間に、電流経路を与える層である（より詳しく
以下に記載される）。多孔質下地層は、導電材料、例えば、銅、チタン、アルミニウム、
黒鉛等のような様々な異なる材料から作製され得る。それらの材料は、純粋な材料であっ
ても、合金等に見られるように２つ以上の元素で構成される材料であってもよい。下地層
の厚さは、変化してもよく、ある態様では、厚さが、約０．０１μｍ～約１００μｍ、例
えば、約０．０５μｍ～約５０μｍであり、約０．０１μｍ～約１０μｍを含む範囲であ
る。固体支持体の表面上の長さ及び幅に対する多孔質下地層の寸法は、要望に応じて、活
性陰極材料の同寸法と同一の空間に広がっても、そうでなくてもよい。
【００４６】
　上記に要約されたように、カソード下地層は、粗くてもよく、多孔質であってもよい。
下地層の多孔性又は粗さは、カソードに所望の表面領域を与える限り、変化してもよい。
ある態様では、カソード下地層の多孔質性又は粗さは、多孔質下地層がない同等のカソー
ドから得られる領域の約１．５倍以上～約１０００倍以上に、例えば、約２～約１００倍
又はそれ以上に、例えば、約２～約１０倍又はそれ以上に有効表面領域を拡大するように
選択される。表面領域の拡大は、粗い又は多孔質の電極の電気化学容量又は周期性ボルタ
モグラムを同じ材料の滑らかな電極のそれと比較することにより、判定することができる
。粗さは、例えば、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）、電子顕微鏡、又はブルナウアー・エメッ
ト・テラー（ＢＥＴ）分析等の他の技術によっても判定され得る。
【００４７】
　本発明によれば、所望の多孔質カソード下地層を作製するために、陰極アーク蒸着の所
定動作を用いる。そのような所定動作では、陰極アークで生成される金属イオンプラズマ
が、例えば、上記のような多孔質カソード下地層の所望の構造体を作製するのに十分な条
件下で、基板１０８、例えば、表面５０２と接触する。金属イオンの陰極アークで生成さ
れるイオンプラズマビーム１０４は、何れかの便利な所定動作を利用して生成され得る。
以下に記載されるように、陰極アーク所定動作によりイオンビームを生成する際に、陰極
材料イオンのイオンビームが生成されるように、十分な出力の電弧が、陰極と１つ以上の
陽極との間に生成される。結果として得られるビームは、イオンが基板表面１０６に接触
し、陰極材料を含む基板表面１０６上に構造体を作り出すように、基板１０８の少なくと
も１つの表面に向けられる。
【００４８】
　多孔質カソード（又は、アノード）下地層の頂部には、活性カソード（又は、アノード
）材料がある。活性陰極材料は、様々な異なる材料を含み得る。ある態様では、陰極材料
として銅が挙げられ、ある態様では、陰極材料としてのヨウ化銅（Ｃｕi）又は塩化銅に
特に関心がある。要望に応じて、例えば、電池の電圧を増強するために、活性材料は、追
加の元素、例えば、硫黄等を加えられてもよい。活性陰極材料は、電着、例えば、電気鍍
金、又は蒸着、例えば、化学気相堆積等を含む、いずれかの便利な所定動作を利用して、
多孔質下地層上に与えられてもよい。アノード材料は、様々な異なる材料を含み得る。あ
る態様では、アノード材料として、マグネシウム（Ｍｇ）材料又はマグネシウム合金が挙
げられる。活性アノード材料は、電着、例えば、電気鍍金、又は、蒸着、例えば、化学気
相堆積等のいずれかの便利な所定動作を利用して、多孔質下地層上に与えられてもよい。
【００４９】
非層構造を有する構造体
　ある態様では、陰極アーク蒸着構造体は、医療装置の層ではない３次元部品であり、そ
のような部品は、構造及び機能が幅広く変化し得る。より詳しく以下に記載される、本対
象の堆積所定動作を利用して作製され得る関心のある３次元部品として、導線素子、例え
ば、埋込可能な医療装置内に見られる層間導通穴又は他の導電線、通信素子、例えば、ア



(13) JP 5730872 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

ンテナ、識別部品、例えば、装置上の識別標識、指向部品、例えば、装置を撮像下に仕向
けるのに用いられる表面素子、組織相互作用素子等の作動体、例えば、電極等が挙げられ
るが、これらに限定されない。
【００５０】
層間導通穴及び類似の構造体
　ある態様では、陰極アーク蒸着構造体は、前記装置の３次元導線素子である。ある態様
では、導線素子は、前記装置の２つの異なる構造体を導通させる役割を果たす。ある態様
では、導線素子は、層間導通穴であり、その層間導通穴は、前記装置の高アスペクト比の
通路内に存在し得る。高アスペクト比の通路とは、高さ対幅の比率が約１００まで又はそ
れ以上、例えば、約１～約５０である、通路を意味する。
【００５１】
　図６Ａは、本発明の別の態様に従って、陰極アークで作製された導電性給電貫通穴を含
む密封構造の断面図を与える。この態様では、保持体６００は、２つの異なる並列した、
例えば、配列形式のウェル６０２及び６０４を含み、各々のウェルは、２つの異なる作動
体６０６及び６０８（例えば、集積回路）を収容する。各々のウェルは、側面６１０と底
６１２とを含む。各々のウェルの底には、陰極アークで作製された導電性給電貫通穴６１
４、６１６、６１８、及び６２０も示される。集積回路６０６及び６０８の配線６２２、
６２４、６２６、及び６２８を導電性給電貫通穴に電気的に結合するのは、ハンダ接続６
３０、６３２、６３４、及び６３６である。異なるハンダ接続を互いに分離するのは、絶
縁材料６３８である。図示されないが、適切な絶縁材料は、作動子と支持体のウェルの側
面／底との間の空間内に存在し得る。加えて、密封層は、給電貫通穴と反対の表面上に存
在するが、図６Ａには示されていない。図６Ａの表示は、密封された２つの異なる集積回
路のみを示すが、本発明の構造体は、いずれかの便利な配置内に、更に多くの集積回路、
例えば、４、５、６又はそれ以上の回路を含んでもよい。パッケージ設計毎の複数のチッ
プの一態様では、チップが、組立部品の一部分で高電圧に耐えるように作製又は設計され
る。同伴のチップは、第１チップよりも電圧耐性が低いが、心臓ペーシングからの高電圧
に、又は、組立部品の別の部分からの他の部品要求に耐える能力を必要としないことにな
る。これらのチップの両方は、同じ密封パッケージ内に、例えば、同じウェル内に又は並
列するウェル内に入れられ、ハンダ処理で取り付けられ、次に、絶縁材料（即ち、注封材
）で適所に固定され、例えば、以下に検討されるように、平坦化又は背面をラップ仕上げ
され、次に、密閉層で覆われる。
【００５２】
　上記の実施例は、単一の本発明の耐腐食性密封パッケージ内に２つのチップを相乗的に
与えることについての指針を与えるが、これらの組立部品は、４、５、６までの又はそれ
以上のチップに対処することができる。そのような大型の組立部品では、これらの組立部
品が、互いの頂部に積み重ねられ、密封保護される医療装置部品に、更なる機能性を加え
得るという利点もある。
【００５３】
　図６Ｂでは、構造体６４０は、支持体６４２を含み、側面６４４と底６４６が、ウェル
６４８を定める。ウェル６４８内には、互いの頂部に積み重ねられた２つの異なる作動体
６５０及び６５２が存在する。各々のウェルの底には、陰極アークで作製される導電性給
電貫通穴６５４及び６５６も示される。集積回路６５０の配線６５８及び６６０を導電性
給電貫通穴に電気的に結合するのは、ハンダ接続６６２及び６６４である。異なるハンダ
接続を互いに分離するのは、絶縁材料６６６である。図示されないが、適切な絶縁材料が
、作動子と支持体のウェルの側面／底との間の空間内に存在し得る。加えて、密封層は、
給電貫通穴と反対の表面上に存在するが、図６Ｂには示されていない。
【００５４】
通信素子
　上記に考察されたように、関心のある陰極アークで作製される構造体は、アンテナ構造
体を含む。陰極アーク蒸着プロセスの特性のために、今まで実現することができなかった
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アンテナ構造体を、ここで容易に作製することができる。アンテナ構造体は、直線であっ
ても、直線でなくてもよく、所望により、２次元又は３次元構造である。
【００５５】
　直線ではないアンテナの一態様は、陰極アーク蒸着の所定動作により容易に作製され、
図７Ａ及び７Ｂに示される。図７Ａは、ＩＣチップの断面を示し、陰極アークで蒸着され
た厚い金属構造体は、チップの片側にアンテナを形成する。厚い金属は、支柱なしで立っ
ている。厚い金属は、基板１０８によっても支えられ得る。図７Ｂは、厚い金属が、チッ
プの片面又は両面にアンテナを形成する、ＩＣチップの断面を示す。これらの図に示され
る厚い金属製のアンテナは、陰極アークにより、適切なマスクを利用して、支持体上にア
ンテナ構造体を堆積して容易に作製される。
【００５６】
　金属構造体が陰極アークで蒸着される基板１０８は、様々な異なる材料で構成され、様
々な異なる構造を有し得る。蒸着が起こる基板１０８の表面は、平面であっても、平面で
なくてもよく、例えば、様々な穴、溝等があってもよい。例えば、基板１０８内の穴は、
上記のように、貼付層を堆積した後に給電貫通穴として現れてもよく、２００６年６月２
２日に出願された係属米国仮出願整理番号第６０１，８０５，５７６号に更に考察される
ようなものであり、その開示内容は、本明細書に参照として組み込まれている。基板１０
８は、任意の数の異なる材料で構成されてよく、関心のある絶縁材料は、例えば、シリコ
ン（例えば、単結晶、多結晶、非結晶等）、二酸化シリコン（ガラス）、セラミック、テ
フロン（登録商標）等があるが、これらに限定されない。
【００５７】
　貼付層及び基板１０８に加えて、本対象の微細縞状のアンテナは、接地面層も含んでよ
い。接地面層は、いずれかの適切な導電材料で作製されてもよく、ある態様では、アンテ
ナが動作可能に結合される装置の一部、例えば、埋込可能な医療装置の導電性筐体であっ
てもよい。
【００５８】
　ある態様では、貼付層は、例えば、体液から貼付層を保護する役割をする適切な絶縁材
料から作製される保護層で覆われてもよい。ある態様では、この保護層は、例えば、米国
特許第５，８６１，０１９号に記載され、その開示内容が本明細書に参照として組み込ま
れているような、無作為な構造体として設定されてもよい。
【００５９】
方法
　陰極アークで作製される構造体を含む埋込可能な医療装置を製造する方法も提供され、
その方法は、陰極アーク蒸着の所定動作を利用して、構造体を作製することを含む。
【００６０】
　本発明の方法は、例えば、上記のような、埋込可能な医療装置の所望の構造体を作製す
るのに十分な条件下で、陰極アークで生成された金属イオンプラズマを基板１０８の表面
に接触させることを含む。金属イオンの陰極アークで生成されたイオンプラズマビーム１
０４は、いずれかの便利な所定動作を利用して生成される。陰極アークの所定動作により
イオンビームを生成する際に、陰極材料イオンのイオンビームが生成されるように、十分
な出力の電弧が、陰極と１つ以上の陽極との間に生成される。結果として得られるビーム
は、イオンが基板表面１０６に接触し、陰極材料を含む基板表面１０６上に構造体を作り
出すように、基板１０８の少なくとも１つの表面に向けられる。例えば、図１を参照する
。陰極アーク蒸着により構造を作製するために、いずれかの便利な所定動作を用いてもよ
い。本発明での利用に適合し得る当該分野で周知の所定動作として、米国特許第６，９２
９，７２７号、第６，８２１，３９９号、第６，７７０，１７８号、第６，７０２，９３
１号、第６，６６３，７５５号、第６，６４５，３５４号、第６，６０８，４３２号、第
６，６０２，３９０号、第６，５４８，８１７号、第６，４６５，７９３号、第６，４６
５，７８０号、第６，４３６，２５４号、第６，４０９，８９８号、第６，３３１，３３
２号、第６，３１９，３６９号、第６，２６１，４２１号、第６，２２４，７２６号、第
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６，０３６，８２８号、第６，０３１，２３９号、第６，０２７，６１９号、第６，０２
６，７６３号、第６，００９，８２９号，第５，９７２，１８５号、第５，９３２，０７
８号、第５，９０２，４６２号、第５，８９５，５５９号、第５，５１８，５９７号、第
５，４６８，３６３号、第５，４０１，５４３号、第５，３１７，２３５号、第５，２８
２，９４４号、第５，２７９，７２３号、第５，２６９，８９６号、第５，１２６，０３
０号、第４，９３６，９６０号、並びに、米国特許出願公開第２００５０２４９９８３号
、第２００５０１８９２１８号、第２００５０１８１２３８号、第２００４０１６８６３
７号、第２００４０１０３８４５号、第２００４００５５５３８号、第２００４００２６
２４２号、第２００３０２０９４２４号、第２００２０１４４８９３号、第２００２０１
４０３３４号及び第２００２０１３９６６２号に記載されるものが挙げられ得るが、これ
らに限定されず、これらの開示内容は、本明細書に参照して組み込まれている。ある態様
では、例えば、その開示内容が本明細書に参照により組み込まれる、「空隙のない埋込可
能な密封構造体」と題して２００７年４月１２日に出願されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣ
Ｔ１２００７／０９２７０に記載されているように、例えば、陰極アークにより蒸着され
る材料の層内に基板１０８を包むように、基板１０８のすべての表面がプラズマに接触し
てもよい。
【００６１】
　ある態様では、用いられる陰極アーク蒸着の所定動作は、例えば、上記のような、基板
１０８の表面上に、応力がない厚い金属構造体を作製するものである。そのように、本方
法は、基板１０８の表面上に、厚さが約１μｍ以上である、例えば、厚さが約２５μｍ以
上であり、厚さが約５０μｍ以上であり、厚さが約７５、８５、９５又は１００μｍ又は
それ以上の大きさであり得る、欠陥がない金属層を作製する方法である。
【００６２】
　本発明によれば、基板表面１０６上への陰極アーク蒸着により、基板表面１０６上に材
料層を堆積するための改良された方法が提供される。ある態様では、基板１０８は、変形
又は力に曝されており、そのような変形又は力に曝されていない基板１０８上への蒸着に
より作製される同位の層と比較して、特性が十分に改良された層を作製する。
【００６３】
　本発明による応力工学の方法は、例えば、シリコン基板１０８上への、成長応力が大き
く且つ圧縮性である、陰極アーク金属膜又はスパッタ金属膜の形成のような、多岐にわた
る材料作製用途にも有効に用いられる。金属膜の熱膨張係数は、Ｓｉ基板材料の熱膨張係
数よりも大きいので、室温でのその膜内の応力は、高温で堆積することにより縮小するこ
とができる。高い堆積温度では、その膜は尚も圧縮性であるが、基板１０８上で冷却され
るにつれて、その膜は、応力がない状態に近づく。しかしながら、そのような高温での膜
形成条件は、基板１０８上にある集積回路（ＩＣ）装置の他の層に害を及ぼし得る。本発
明によれば、スパッタ金属層から開放されるのに必要とされるような一定量の圧縮歪みを
基板１０８の頂面に与えるように、例えば、圧迫要素を用いることでスパッタ堆積中に基
板１０８を圧迫し、次に、堆積後にその圧迫を解放することにより、同じようなほぼ応力
がない状態を得ることができる。
【００６４】
　本発明の方法は、反対に、成長応力はほとんどないが、堆積又は他の高温処理の制約の
ために高温で堆積されなければならない層を作製することに適用することもできる。その
ような事例では、熱膨張不整合歪みが、本発明の実施によって、堆積温度で基板１０８を
加熱することにより相殺され得る。この方法では、堆積中の歪みは、ほとんどないか又は
全くなく、歪みは、冷却中に生成されるが、次に、その歪みは、ウェーハの圧迫を取り除
くことにより解放される。
【００６５】
　ある態様では、本対象の方法でのプラズマと基板１０８表面との接触は、堆積金属構造
体が被る圧縮力及び引張力が互いに実質的に相殺され、堆積された金属構造体に歪みがな
いように起こる。これらの態様では、基板１０８と陰極との間の距離、基板１０８の温度
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、及び、プラズマを生成するのに用いられる出力を含む、堆積プロセスの様々なパラメー
タは、産物金属層に歪みがないように選択される。これらの態様では、基板１０８と陰極
との間の距離は、約１ｍｍ～約０．５ｍの範囲である。プラズマ生成に用いられる出力は
、約１ワット～約１キロワット又はそれ以上、例えば、約５キロワット以上の範囲である
。
【００６６】
　ある態様では、プラズマビーム１０４は、構造が作製される基板表面１０６の平面に実
質的に直交する方向で基板表面１０６に接触する。「実質的に直交する」とは、イオンビ
ームが基板平面に接触する際のイオンビーム流の角度が、ある態様でそのイオンビーム流
が基板表面１０６の平面の法線方向にあるような直交を含めて、直交から±１５°、例え
ば、±１０°、±５°であることを意味する。
【００６７】
　そのように、方法の態様は、産物層に歪み（例えば、圧縮力又は伸張力）が蓄積するの
を妨げる又は促す印加力条件を基板１０８全体にわたって与えるように、層を形成する間
に最適な加熱又は冷却（又は、圧縮力）を基板１０８に施すことにより、層材料の特性が
歪みに依存する医療用埋込材の中に利用される歪みがない膜又は層を堆積する方法を含む
。本発明の方法は、相互接続として利用される白金、イリジウム及びチタン、酸化イリジ
ウム及び窒化チタン電極、並びに、生体医療装置の密閉化に用いられる様々な絶縁膜等の
、比較的厚い（１００ミクロンまでの）生体融合性金属に特に重要である。
【００６８】
　この方法は、反対に、成長歪みが引張性である層を作製するのに適用することもできる
。この事例では、熱膨張不整合歪みは、本発明の実施によって、堆積温度で基板１０８を
加熱することにより相殺され得る。この方法では、堆積中の歪みは、ほとんどないか又は
全くなく、歪みは、冷却中に生成されるが、次に、その歪みは、ウェーハの圧迫を取り除
くことにより解放される。
【００６９】
　ある態様では、基板表面１０６は、その基板表面に、基板１０８と熱膨張係数が異なる
材料で形成される部材を固定しており、膜形成材料の産物膜を形成することは、基板１０
８と前記基板に固定される部材とを加熱及び／又は冷却することを含む。
【００７０】
　特定の態様に応じて、基板表面１０６は、滑らかであっても、不規則なものであっても
よく、基板表面１０６は、不規則なものである場合、堆積材料で充填されることになる穴
又は溝又は類似の構造を有し得る。本発明の方法のある態様では、堆積条件（例えば、ガ
ス構成、出力）は、多孔質被膜を産出するように選択され得る。例えば、反応ガスの圧力
は、最終産物中に所望の多孔性を設けるように選択され得る。例えば、Ｎ２が反応ガスで
ある場合、白金、金、ルテニウム、イリジウム及びモリブデン等の多くの金属の多孔質構
造体を作製するために、約０．０１～７６０ｔｏｒｒ、例えば、０．１～１００ｔｏｒｒ
の範囲である圧力が用いられる。ＣΣＨβが反応ガスである場合、白金、金、ルテニウム
、イリジウム及びモリブデン等の多くの金属の多孔質構造体を作製するために、約０．０
１～７６０ｔｏｒｒ、例えば、０．１～１００ｔｏｒｒの範囲である圧力が用いられる。
関心のある堆積条件に関する更なる詳細は、本明細書と同日付で出願された「陰極アーク
蒸着により作製される金属２元及び３元化合物」と題する係属中のＰＣＴ出願整理番号第
ＰＣＴ／ＵＳ２００７／に与えられ、その開示内容は、本発明に参照として組み込まれて
いる。ある態様では、１つ以上のマスクが、陰極アーク蒸着の所定動作に関連して用いら
れ得る。そのようなマスクは、堆積構造体の所望の形状を備え得る。光リソグラフィー処
理の所定動作等に用いられる従来のマスクのような、いずれかの便利なマスクが用いられ
てもよい。上記のように、本対象の方法により堆積される構造体は、様々な異なる構造を
有してもよく、堆積構造の意図される機能に応じて、層、導線であってもよく、３次元構
造等を有してもよい。
【００７１】
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　堆積構造体の組成は、陰極材料及びプラズマ生成雰囲気の選択に基づいて選択され得る
。そのように、特定の陰極材料及びプラズマ生成雰囲気は、所望の組成の金属層を作製す
るように選択される。ある態様では、陰極は、金属又は金属合金で構成され、関心のある
金属として、金（ａｕ）、銀（ａｇ）、ニッケル（ｎｉ）、オスミウム（ｏｓ）、パラジ
ウム（ｐｄ）、白金（ｐｔ）、ロジウム（ｒｈ）、イリジウム（ｉｒ）、チタン（ｔｉ）
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７２】
　堆積構造体が陰極と同じ組成であるそれらの態様では、イオンビームは、真空中で生成
され得る。堆積構造体が炭素、酸素又は窒素等の別の元素との金属合金である更に他の態
様では、プラズマは、他の元素、例えば、酸素含有雰囲気、窒素含有雰囲気、炭素含有雰
囲気等の雰囲気中で生成され得る。
【００７３】
　ある態様では、陰極材料中の第２元素の勾配が、堆積構造体中に、例えば、堆積が発生
している間に雰囲気中の第２元素の量が変化するように、例えば、増加又は減少するよう
に、プラズマ生成中に雰囲気を変更することにより作り出される。
【００７４】
　ある態様では、基板表面１０６に接触するイオンビームが選別されず、イオンビームは
、陰極材料の巨大粒子を含む。更に他の態様では、イオンビームが選別されてもよく、完
全ではないが実質的に巨大粒子がないそのビームは、基板表面１０６に接触する。いずれ
かの便利な選別所定動作を用いてもよく、例えば、米国特許第６，６６３，７５５号、６
，０３１，２３９号、６，０２７，６１９号、５，９０２，４６２号、５，３１７，２３
５号及び５，２７９，７２３号、並びに、米国特許出願公開第２００５０２４９９８３号
、第２００５０１８１２３８号、第２００４０１６８６３７号、第２００４０１０３８４
５号及び第２００２０００７７９６号に記載されるものであり、その開示内容が本明細書
に参照として組み込まれている。
【００７５】
　上記で検討されたように、ある態様では、陰極アーク蒸着構造体は、埋込可能な医療装
置の２つ以上の構造、例えば、図６Ａ及び６Ｂに示される導電性給電貫通穴又は層間導通
穴を導通させる導電素子である。これらの態様のうちのあるものでは、ヒト体内への埋込
材として利用することを目的とした多重層化生体融合性構造体が作製され、その構造体の
中では、マイクロプロセッサ又は他の部品が、異なる層に配置され、前記構造の各々の回
路層を分離する絶縁層を通じて鉛直方向に相互に接続されており、鉛直方向の相互接続が
、本発明に記載されるような陰極アーク蒸着により作製される。各々の回路層は、別のウ
ェーハ又は薄膜材料内に作製され、次に、層構造体上に移され、下記のように相互に接続
され得る。
【００７６】
　例えば、Ｐｔ、Ｉｒ、Ｔｉ、又はそれらの合金で構成される生体融合性層金属導体は、
陰極アーク蒸着技術により、例えば、３次元電気回路と、シリコン基板１０８上に形成さ
れた層間導通穴、又は、マイクロプロセッサ若しくは他の素子を含む容器を通る電気接続
とを定めるような外部（例えば、シリコン）マスクを介して、パターン付けされたシリコ
ン基板１０８上に堆積される。これらの方法は、例えば、上述したように、実質的に完全
にイオン化された金属イオンのビームに第１部分を曝すことを含む。本方法は、非選別式
と同様に選別式の陰極真空アーク技術を利用して高指向性イオンビームを生成し、層間導
通穴又は溝が高アスペクト比であっても、共形金属被膜を形成することができる。本方法
により、層間導通穴及び溝を充填して、導電相互接続を形成することもでき、例えば、白
金の薄膜及び厚膜並びに相互接続を堆積して形成する。
【００７７】
　ある態様では、構造体は、鉛直方向に積み重ねられ、埋込可能な装置に利用されるデー
タ処理、制御システム、及びプログラム可能計算のための回路素子が相互に接続される。
ある態様では、本構造は、同じ又は別の半導体ウェーハ内に作製され、次に積み重ねられ
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る相互接続回路及びマイクロプロセッサを含む。この回路は、シリコン又は他の適切な材
料の表面に沿って通常迂回する多数の薄膜金属配線を含んでもよい。本発明では、回路の
機能ブロックは、鉛直方向に配置された２つ以上の部分に分割されてもよく、前記回路の
一部分がバルクチップ上にあり、埋込式マイクロプロセッサチップと部品とを含む空洞を
有するＳＩ基盤ウェーハなど残りのブロックは本明細書に記載される陰極アーク蒸着の所
定動作により作製される仲介用層間導通穴を通じて電気的に接続されている。回路は、バ
ルクシリコン、酸化シリコン内に、又は、ガリウム砒素等のＨＩ－Ｖ族材料内に、又は、
バルクＳｉ、ＳＯＩ、及び／又は薄膜ＧａＡｓを含む複合構造内に形成することができる
。装置の様々な層は、層を互いに結合する絶縁層、及び、接着剤等の高分子材料を含み得
る絶縁層を通り抜けるように延びている導電接続又は鉛直方向のバスを利用して積み重ね
ることができる。隣接する回路層の間に熱遮断及び電気遮蔽を用いて、熱劣化又は混信を
削減又は防止することができる。
【００７８】
陰極アーク蒸着システム
　陰極アークで作製される構造体を含む移植可能な医療装置を作製する本対象の方法を実
施する際に用いられ得る、陰極アーク蒸着システムも提供される。本対象のシステムの態
様は、陰極アークプラズマ源と基板装着部とを含む。陰極アークプラズマ源（即ち、プラ
ズマ発生源）は、変わり得るが、ある態様では、陰極、１つ以上の陽極、及び、プラズマ
発生中に陰極からイオン化された陰極材料を作り出すのに十分な電弧を生成するための陰
極と陽極との間の電力源を含む。プラズマ発生源は、陰極ターゲットからの正帯電イオン
を含むＤＣ又はパルス化プラズマビーム１０４を生成する。基板装着部は、構造体が堆積
される基板１０８を保持するように設定される。ある態様では、基板装着部は、その装着
部上にある基板１０８の温度を制御するための、例えば、装着部上の基板１０８の温度を
所望の値に上昇又は下降させるための温度調節器を含むものである。いずれかの便利な温
度調節器は、冷却素子、加熱素子等のような装着部に動作可能に接続され得る。ある態様
では、温度センサは、装着部上にある基板１０８の温度を測定するためにあり得る。ある
態様では、システムは、基板１０８装着部と陰極との間の距離が調節され得るように設定
される。言い換えれば、システムは、基板装着部と陰極が互いに対して移動し得るように
設定される。ある態様では、システムは、基板装着部と陰極との間の距離が要望に応じて
増加又は減少し得るように、基板装着部が陰極に対して移動することができるように設定
される。ある態様では、システムは、陰極と基板装着部との間の距離が要望に応じて増加
又は減少し得るように、陰極が基板装着部に対して移動することができるように設定され
る。要望に応じて、システムは、１つ以上の入力パラメータ、例えば、陰極材料、エネル
ギー、基板仕様、堆積雰囲気を考慮して、基板装着部と陰極とを互いに対して配置するた
めの適切な距離を測定する素子を含み、例えば、上記で考察されたように、基板１０８の
引張力により堆積材料内にあるいずれの圧縮力も相殺されることを確保することにより、
応力のない厚い産物層を作製し得る。ある態様では、陰極アークプラズマ生成素子及び基
板１０８は、制御された環境、例えば、真空又は制御された雰囲気を与える密閉チャンバ
内にあり、システムの２つの部品は、同じチャンバ内にあっても、陰極から基板１０８へ
イオンを移動させるイオン搬送構造体により相互に接続された異なるチャンバ内にあって
もよい。
【００７９】
　ある態様では、システムは、完全ではないが実質的に巨大粒子がないイオンビームが基
板１０８に接触するように、生成されたプラズマから巨大粒子を選別する役割をする選別
素子を更に含む。いずれかの便利な選別素子が存在してもよく、関心のある選別素子とし
て、米国特許第６，６６３，７５５号、第６，０３１，２３９号、第６，０２７，６１９
号、第５，９０２，４６２号、第５，３１７，２３５号及び第５，２７９，７２３号、並
びに、米国特許出願公開第２００５０２４９９８３号、第２００５０１８１２３８号、第
２００４０１６８６３７号、第２００４０１０３８４５号及び第２００２０００７７９６
号に記載されるものが挙げられるが、これらに限定されず、それらの開示内容は、本明細
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書に参照として組み込まれる。ある態様では、選別素子は、照準線がなく、発生源と基板
１０８との間の選別器を通る単一の跳ね返り経路がないように、２つの曲管を有する。あ
る態様では、システムは、選別器を通り、基板１０８上へプラズマビーム１０４を操縦す
るビーム操縦装置を更に含む。ある態様では、システムは、イオンビーム調節器、例えば
、パルス化され、振幅が調節された電気的バイアスを、選別されたプラズマビームに与え
るビーム偏倚装置を含む。これらの態様では、この偏倚装置は、処理装置とパルス発生モ
ジュールとを含み、パルス発生モジュールは、処理装置の制御下でパルス化され、振幅が
調節された電気バイアスを生成し、パルス発生モジュールは、プログラム可能論理装置と
電源と切換回路とを含み、切換回路は、プラグラム可能論理装置により制御され、電源出
力は、切換回路を介して基板１０８に結合され、プログラム可能論理装置は、電源と切換
回路の両方の動作を制御する。
【００８０】
　ある態様では、システムは、基板１０８にバイアス電圧を加える素子を更に含む。これ
らの態様のうちのあるものでは、バイアス電圧印加は、正イオンが堆積するために基板１
０８上で発生する静電荷を分散させることと、入射イオンのエネルギーが既定のエネルギ
ー範囲内に入るのを確保することとの両方を行うように働く。
【００８１】
　陰極アーク蒸着システムは、２００６年６月２２日に出願された「陰極アークで作製さ
れた構造体を含む埋込可能な医療装置」と題する米国仮出願整理番号第６０／８０５，５
７６号に更に記載され、その開示内容は、本明細書に参照として組み込まれている。
【００８２】
システム
　本発明により陰極アークで作製された素子を含む１つ以上の埋込可能な医療装置を含む
システムも提供される。例えば、上記のような貼付アンテナ等の、陰極アークで作製され
たアンテナを有する埋込可能な装置を含むシステムが、提供される。本発明のそのような
システムは、被験体、例えば、ヒトの体内に情報を送るシステムと見なされてよく、その
システムは、情報を伝送するように設定された無線機を含む第１の埋込可能な医療装置と
、情報を伝送するように設定された無線機を含む第２の装置との両方を含み、第１の装置
及び第２の装置のうちの少なくとも１つは、例えば、上記のような、本発明による微細縞
型アンテナを含む。本発明の一態様は、図８に示され、そのシステムは、埋込可能な医療
装置、例えば、ＩＰＧと外部プログラミングユニットとを含む。図８は、本発明による、
外部プログラム書込装置８０２と埋め込まれた医療装置、例えば、心臓ペースメーカーＩ
ＰＧ８００との間の双方向遠隔計測通信の簡略化された概略図である。ＩＰＧ８００は、
患者８０４の中に、患者の皮膚又は筋肉の下に埋め込まれ、通常、皮膚表面に向けられて
いる。ＩＰＧ８００は、少なくとも１つの心臓調速導線８０８の調速／感受電極及び導線
を介して、患者８０４の心臓８０６に電気的に結合される。ＩＰＧ８００は、プログラム
された動作モード及び電源に従って、感受及び調速機能の時間を調節するマイクロコンピ
ュータ又はデジタル状態機械を用い得る操作システムを含む。ＩＰＧ８００は、心臓情報
を検出する感受信号増幅器、患者活動センサ、又は、心臓の出力に必要な情報を感受する
他の生理センサ、及び、先行技術で十分に知られている方法で操作システムを制御しなが
ら心臓８０６の少なくとも１つの心房に調速パルスを伝送するパルス発生出力回路も含む
。操作システムは、様々なプログラムに組み込まれた操作モードと操作システムにより利
用されるパラメータ値とを保存する、メモリレジスタ又はＲＡＭを含む。メモリレジスタ
又はＲＡＭは、感受された心臓活動から編集された及び／又は装置操作履歴に関連するデ
ータ、又は、検索又は問い合わせ命令を受け取り次第出力される、感受された遠隔計測用
生理パラメータを保存するのに利用され得る。これらの機能及び操作の全ては、当該分野
で十分に知られており、その多くは、他のプログラム可能で埋込可能な医療装置内で用い
られ、操作命令と、装置動作を制御するためのデータと、装置機能又は患者の容態を診断
するために後に取り出すためのデータとを保存する。プログラム命令又はデータは、ＩＰ
Ｇ８００の表面内の又はその表面上のＩＰＧＲＦ遠隔計測アンテナ８１０と、外部のプロ
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グラム書込装置８０２に接続される外部ＲＦ遠隔計測アンテナ８１２との間で伝送される
。外部ＲＦ遠隔計測アンテナ８１２は、患者８０４からある距離だけ離れた外部のプログ
ラム書込装置の容器の上に配置することができる。例えば、外部プログラム書込装置８０
２及び外部ＲＦ遠隔計測アンテナ８１２は、患者８０４から数メートル程度離れて立って
もよい。更に、患者は、動いてもよく、実時間ＥＣＧ又は生理パラメータを上りリンク遠
隔計測で問い合わせている間、トレッドミル等上で運動することができる。プログラム書
込装置８０２は、従来のフェライトコアとワイヤコイルと先行技術のＲＦ遠隔計測アンテ
ナとを用い、従って、従来のプログラム書込装置ＲＦヘッドとそのようなＩＰＧで選択的
に利用するための関連ソフトウェアとを更に有する、既存のＩＰＧを遍くプログラムする
ようにも設計され得る。
【００８３】
　上りリンク遠隔計測伝送９０８では、外部ＲＦ遠隔計測アンテナ８１２は、遠隔計測受
信アンテナとして働き、ＩＰＧＲＦ遠隔計測アンテナ８１０は、遠隔計測送信アンテナと
して働く。反対に、下りリンク遠隔計測伝送３０では、外部ＲＦ遠隔計測アンテナ８１２
は、遠隔計測送信アンテナとして働き、ＩＰＧＲＦ遠隔計測アンテナ８１０は、遠隔計測
受信アンテナとして働く。
【００８４】
　ここで図９を参照して、図９は、図８の外部プログラム書込装置８０２及びＩＰＧ８０
０の主要機能遠隔計測伝送ブロックの簡略化された回路ブロック図を示す。プログラム書
込装置８０２内の外部ＲＦ遠隔計測アンテナ８１２は、遠隔計測送信機９００と遠隔計測
受信機９０２とを含む遠隔計測無線機に結合される。遠隔計測送信機９００及び遠隔計測
受信機９０２は、制御回路と、上記に組み込まれた本発明の譲受人に譲渡された特許及び
係属中の出願に記載されるような、マイクロプロセッサ及びソフトウェアの制御下で動作
するレジスタとに結合される。同様に、ＩＰＧ８００内では、ＩＰＧＲＦ遠隔計測アンテ
ナ８１０は、遠隔計測送信機９０４及び遠隔計測受信機９０６を含む遠隔計測無線機に結
合される。遠隔計測送信機９０４及び遠隔計測受信機９０６は、制御回路と、上に組み込
まれた本発明の譲受人に譲渡された特許及び係属中の出願に記載されるような、マイクロ
プロセッサ及びソフトウェアの制御下で動作するレジスタとに結合される。
【００８５】
　上りリンク遠隔計測伝送９０８では、遠隔計測データは、いずれかの便利な遠隔計測形
式に符号化され得る。例えば、データ符号化又は変調は、例えば、周波数シフトキー（Ｆ
ＳＫ）であっても、搬送周波数の位相差シフトキー（ＤＰＳＫ）変調の形式であってもよ
い。上りリンク遠隔計測伝送９０８を初期化するために、外部プログラム書込装置８０２
内の遠隔計測送信機９００は、利用者により生成された問い合わせ命令に応答して有効に
なり、下りリンク遠隔計測伝送９１０内に問い合わせ命令を生成する。問い合わせ命令は
、受信機９０６内で受信、復調され、埋込可能な医療装置中央処理ユニット（ＣＰＵ）、
例えば、マイクロコンピュータ（図示せず）の入力に加えられる。埋込可能な医療装置マ
イクロコンピュータは、送信機９０４に加えられる適切な上りリンクデータ情報を生成す
ることにより応答し、符号化された上りリンク遠隔計測情報９０８を生成する。上記のデ
ータ符号化及び伝送形式のいずれかを用いてもよい。
【００８６】
　図８及び図９のシステムは、単に説明のためのものであって、本対象のアンテナが用い
られ得るシステムの１つの型にすぎない。それらのシステムには、数多くの異なる部品又
は素子があり得る。そのような素子として、センサ、作動体、例えば、１つ以上のセンサ
からの情報に応答して、例えば、心臓の刺激の時間調節を制御するための処理素子、例え
ば、埋込可能な医療装置と体外の場所との間で情報を遠隔計測で交換するための遠隔計測
送信機、薬物送達素子等が挙げられ得るが、これらに限定されない。
【００８７】
　ある態様では、埋込可能な医療システムは、心血管用途、例えば、調速用途、心臓再同
期化治療用途等に用いられるものである。
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【００８８】
　システムの利用として、この装置で得られたデータの視覚化が挙げられ得る。本発明者
のうちの幾人かは、本発明のシステムを利用して集められる複数源のセンサ情報を調節す
るための、様々な表示器及びソフトウェアツールを開発している。これらの実施例は、国
際ＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１２２４６号に見ることができ、その
出願同様にその出願の優先権主張の基礎となる出願の開示内容は、本発明に参照としてそ
のまま組み込まれている。
【００８９】
　要求に応じて、本発明による埋込可能な態様を利用して得られるデータは、埋込可能な
コンピュータにより記録することができる。そのようなデータは、自動分析又は手動分析
のために、コンピュータシステムに、及び、インターネットを含むコンピュータネットワ
ークに周期的に転送することができる。遠隔に位置する外部医療装置、又は、患者の身体
上の更に近くの医療装置、又は、患者の身体内の別の多重房室監視／治療送達システムの
うちのいずれかのとの通信を可能にするために、上りリンク及び下りリンク遠隔計測能力
が、所与の埋込可能なシステムに与えられてもよい。上記の種類の保存された生理データ
並びに実時間で生成される生理データ及び非生理データは、下りリンク遠隔計測で伝送さ
れた問い合わせ命令に応答して、上りリンクＲＦ遠隔計測により、システムから外部プロ
グラム書込装置又は他の遠隔医療装置へ伝送することができる。実時間生理データとして
、通常、実時間で抽出された情報レベルが、例えば、心内の心電図振幅値、及び、本発明
により開発された次元情報を含むセンサ出力情報が挙げられる。生理状態に関連がない患
者データとして、現時点でプログラムされた装置操作モード及びパラメータ値、電池の状
況、装置ＩＤ、患者ＩＤ、埋込の日付、装置プログラム履歴、実時間事象標識等が挙げら
れる。埋込可能なペースメーカー及びＩＣＤの面では、そのような患者データとして、プ
ログラムされたセンサ振幅感度、調速又は心臓除細動パルス振幅、エネルギー、及びパル
ス幅、調速又は心臓除細動導線インピーダンス、装置の性能に関連する累積統計、例えば
、検出された不整脈事象及び適用される治療に関連するデータが挙げられる。従って、多
重心房監視／治療送達システムでは、そのような様々な実時間生理又は非生理データ、若
しくは、保存された生理又は非生理データが現れ、そのように現れるデータは、本明細書
では、「患者データ」と総称される。
【００９０】
　図１０は、本発明の別の態様による医療診断及び／又は処置システム１０００のブロッ
ク図である。基盤１００は、電源１００２、遠隔装置１００４、データ収集器１００６、
及び外部記録装置１００８を含む。動作中は、遠隔装置１００４が、患者の身体の中に配
置され（例えば、摂取される又は埋め込まれる）、患者の身体の内部又は外部に位置し得
る電源１００２からの電力を受け入れる。
【００９１】
　遠隔装置１００４は、センサ、作動体及び／又は送信ユニットのいずれかの組み合わせ
を含み得る電子装置、機械装置、又は電気機械装置である。センサユニットは、遠隔装置
１００４が埋め込まれている患者８０４の生理状態に関連する様々なパラメータを検出、
計測する作動体ユニットは、遠隔装置内のセンサユニット又は外部コントローラの制御下
で、患者の身体又は生理プロセスのある面に影響を与える行動を実行する。送信ユニット
は、例えば、センサユニットからの計測データを含む情報、又は、作動体の動き若しくは
遠隔装置の単なる存在を示す他の情報を、データ収集器１００６に送信する。ある態様で
は、伝送は、無線で実行される。
【００９２】
　電源１００２として、遠隔装置１００４に送達され得る電力のいずれかの電源を挙げる
ことができる。ある態様では、電源１００２は、遠隔装置１００４内に組み込まれる電池
又は類似の自己完結型電源であってもよい。他の態様では、電源１００２は、患者の身体
の外部にあり、電力を無線で送達する。
【００９３】
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　データ収集器１００６は、患者８０４内に埋め込まれ、または外部で患者の皮膚に接続
され得る。データ収集器１００６は、遠隔装置１００４内の送信ユニットからの情報を検
出する受信アンテナと、その受信情報を保存、処理及び／又は再送信するように設定され
た制御ロジックとを含む。遠隔装置１００４が送信機を含まない態様では、データ収集器
１００６は省かれてもよい。
【００９４】
　外部記録装置１００８は、収集データ及び関連情報（例えば、データ収集器１００６の
処理動作の結果）を従事者にアクセス可能にする、いずれかの装置を利用して、実装され
得る。ある態様では、データ収集器１００６は、患者８０４又は介護従事者により直接読
み出され得る、又は、保存されたデータを読み出すコンピュータに通信可能に接続され得
る、外部部品を含み、その外部部品は、外部記録装置１００８の役割をする。他の態様で
は、外部記録装置１００８は、例えば、４０５ＭＨｚ帯でのＲＦ結合を利用して内部ペー
スメーカー缶又は他のデータ収集器と通信する、従来のペースメーカー棒のような装置で
あってもよい。
【００９５】
　基盤１０００は、任意の数の電源１００２と、埋込可能な医療装置と見なされ得る遠隔
装置１００４とを含むことができる。ある態様では、センサ／作動体ネットワーク（シス
テム）は、患者の身体内に作製され、患者８０４のための様々な診断及び／又は治療活動
を実行することができる。本発明の記述は、本明細書では、患者８０４に関連するある事
例で与えられる。用語「患者」は、本明細書で用いられる場合、動物等の生物全体を指す
。ある態様では、動物は、「哺乳類」又は「哺乳動物」であり、これらの用語は、肉食生
物目（例えば、犬及び猫）、齧歯目（例えば、マウス、モルモット、及びラット）、ウサ
ギ目（例えば、兎）及び霊長目（例えば、ヒト、チンパンジー、及び猿）を含む、哺乳綱
内にある生物を記述するために広く利用される。ある態様では、被験体、例えば、患者８
０４は、ヒトである。
【００９６】
　本発明のシステムを利用する方法も提供される。一般に、本発明の方法は、例えば、第
１医療装置と第２医療装置とを含み、それら装置のうちの一方が埋込可能であり得る、上
記のような本発明のシステムを準備することと、前記装置のうちの少なくとも１つの上に
ある微細縞型アンテナを介して、システムの第１装置と第２装置との間の通信を有効にす
ることとを含む。その準備工程は、用いられる特定のシステムに応じて、少なくとも第１
医療装置を被験体内に埋め込むことを含み得る。ある態様では、有効化行程は、情報を第
１装置から第２装置へ送信することを含む。ある態様では、伝送行程は、情報を第２装置
から前記第１装置へ送信することを含む。情報は、いずれかの便利な周波数のものであり
、ある態様では、周波数は、約４００～約４０５ＭＨｚの範囲である。情報の特性は、大
きく変化してもよく、患者８０４から得られる１つ以上のデータと、埋込装置から得られ
る、装置機能についてのデータと、埋込装置、電源等のための制御情報とを含んでもよい
。
【００９７】
　ここで、一般に図面を、特に図１１を参照して、図１１は、固体薄膜コンデンサ１１０
０を示す。コンデンサ１１００は、シリコン等の、しかしこれに限定されない、基板１１
０２上に形成され得る。コンデンサ１１００の層は、基板１１０２の上面１１０４に形成
され得る。例えば、第１電極層１１０６は、タンタル等の、しかしこれに限定されない、
遷移金属で構成され得る。絶縁層１１０８は、五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）等の、しか
しこれに限定されない、遷移金属の酸化物で構成され得る。第２電極層１１１０は、二酸
化マンガン（ＭｎＯ２）等の、しかしこれに限定されない、金属酸化物で構成され得る。
明快さのために、図１１の層及び他の形状は、ある厚さがあるように示され、他の寸法は
、必ずしも縮尺通りに描かれているわけではない。しかしながら、実際には、本明細書に
記載されるように、他の寸法及びアスペクト比が用いられてもよいと理解されるべきであ
る。
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【００９８】
　コンデンサ１１００は、密閉層１１１２により、基板１１０２の上面１１０４で、コン
デンサ１１００の層１１０６、１１０８及び１１１０にわたり密封され得る。密閉層１１
１２は、薄膜不活性層であり得る。図示されるように、密閉層１１１２は、基板１１０２
と協働し、周囲環境から層１１０６、１１０８及び１１１０を密閉する包膜を形成する。
層１１０６、１１０８及び１１１０の特定の脆弱点は、縁１１１４である。縁１１１４が
保護されていない場合、腐食性流体又は物質が、層１１０６、１１０８及び１１１０の間
を浸透し、コンデンサの剥離及び欠陥が発生し得る。従って、密閉層１１１２は、縁１１
１４を覆う。密閉層１１１２は、基板１１０２の上面１１０４の周辺部分１１１６も覆い
、層１１０６、１１０８及び１１１０の縁１１１４が保護されるのを確保する。図示され
ていないが、密閉コンデンサ１１００と密閉層１１１２の外部の部品との間に電気通信を
設けるために、導電性給電貫通穴が、コンデンサ１１００の第１電極層１１０６及び第２
電極層１１１０に対して設けられる。
【００９９】
　本発明のコンデンサ１１１０は、薄膜コンデンサ１１００である。コンデンサ１１００
が薄膜コンデンサ１１００である場合、そのコンデンサ１１００は、層１１０６、１１０
８及び１１１０を含み、例えば、第１電極層１１０６、絶縁層１１０８、及び第２電極層
１１１０のうちの１つ以上であり、これらの層１１０６、１１０８及び１１１０は、薄い
。コンデンサ層１１０６、１１０８及び１１１０は、薄い場合、平均厚が、１０μｍ以下
であってもよく、例えば、７μｍ以下であり、５μｍ以下を含み、例えば、３μｍ以下で
あり、ある事例では、１μｍ以下であり、例えば、０．１μｍ以下である。ある事例では
、層１１０６、１１０８及び１１１０は、厚さの範囲が、０．１～１００μｍであり、例
えば、０．１～１０μｍ、例えば、０．１～７μｍであり、０．１～５μｍを含み、例え
ば、０．１～３μｍであり、例えば、０．１～１μｍである。本発明の薄膜コンデンサ１
１００は、コンデンサ１１００の寸法及び重量を最小限にするように設定されてもよいが
、容量値を有効範囲内に尚も維持する。
【０１００】
　固体薄膜コンデンサ１１００は、全寸法が小さくてもよい。要望に応じて、固体薄膜コ
ンデンサ１１００は、集積回路の一部であるように設定され得る。ある事例では、固体薄
膜コンデンサ１１００は、５０ｍｍ２以下の、例えば、１０ｍｍ２以下の、１ｍｍ２以下
を含む全領域を占有する。本発明の固体薄膜コンデンサ１１００の容量は、変化し得る。
ある事例では、本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、容量が、０．０１μＦ／ｍｍ２

～１Ｆ／ｍｍ２、例えば、０．０１μＦ／ｍｍ２～０．５μＦ／ｍｍ２であり、０．０２
μＦ／ｍｍ２～０．２μＦ／ｍｍ２を含む範囲であるように設定される。
【０１０１】
　本発明の固体薄膜コンデンサ１１００の態様は、第１電極層１１０６と、第１電極層１
１０６上にある絶縁層１１０８と、絶縁層１１０６上にある第２電極層１１１０とを含む
。そのように、本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、固体材料の絶縁層１１０８によ
り互いに分離された第１電極層１１０６と第２電極層１１１０とを含む。
【０１０２】
　第１電極層１１０６及び第２電極層１１１０は、いずれかの便利な構造を有し得る。関
心があるのは、絶縁層１１０８により分離された平行板として設定される第１電極層１１
０６及び第２電極層１１１０である。平行板は、平行板の一方の構造が平行板の他方の構
造に対応する、共形構造を含む、様々な異なる構造を有し得る。ある事例では、第１電極
層１１０６と第２電極層１１１０とは、絶縁層１１０８により互いに分離された平面で平
行なプレートである。
【０１０３】
　第１電極層１１０６は、純金属、金属合金等を含む、いずれかの便利な導電性材料で形
成され得る。関心のある特定の金属として、タンタル、銀、動、金、鉄、チタン、クロム
、タングステン、ニッケル、及びコバルト等の遷移金属が挙げられるが、これらに限定さ
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れない。そのような遷移金属の合金も関心がある。第１電極層１１０６の厚さは、変化し
得る。関心があるのは、平均厚が１０μｍ以下、例えば、７μｍ以下であり、５μｍ以下
を含む、例えば、３μｍ以下、ある事例では１μｍ以下である、第１電極層１１０６であ
る。要望に応じて、第１電極層１１０６の平均厚の範囲は、０．１～１０μｍであっても
よく、例えば、０．１～７μｍであり、０．１～５μｍを含み、例えば、０．１～３μｍ
であり、例えば、０．１～１μｍである。ある事例では、第１電極層１１０６は、平均厚
が、５μｍである。上記で検討されたように、第１電極層１１０６の構造は、変化し得る
。第１電極層１１０６が平面板として設定される場合、その平面板は、コンデンサ１１０
０の意図された利用に適切な寸法を有し得る。ある事例では、第１電極層１１０６は、５
０ｍｍ２以下の、例えば、１０ｍｍ２以下の、１ｍｍ２以下を含む全領域を占有するよう
に設定される。
【０１０４】
　絶縁層１１０８が第１及び第２電極層１１１０を分離するように、第１電極層１１０６
上にある絶縁層１１０８は、様々な異なる絶縁性材料から作製され得る。ある事例では、
絶縁層１１０８として、非導電性絶縁材料が挙げられ、例えば、酸化タンタル、酸化ニオ
ブ、酸化チタン、酸化ジルコニウム、それらの組み合わせ等であるが、これらに限定され
ない。ある事例では、絶縁層１１０８は、第１電極層１１０６に利用される遷移金属の酸
化物である。ある事例では、絶縁層１１０８は、五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）を含む。
絶縁層１１０８の厚さは、変化し得る。ある事例では、絶縁層１１０８は、平均厚が、５
μｍ以下であり、例えば、３μｍ以下であり、ある事例では、１μｍ以下であり、０．１
μｍ以下を含み、例えば、０．０５μｍ以下である。関心があるのは、平均厚が０．０１
～５μｍ、例えば、０．０１～３μｍであり、０．０５～１μｍを含み、例えば、０．１
～０．５μｍの範囲である、絶縁層１１０８である。ある事例では、絶縁層１１０８は、
平均厚が、０．１μｍである。
【０１０５】
　第２電極層１１００は、いずれかの便利な導電性材料から作製されてもよい。関心があ
るのは、二酸化マンガン、酸化イリジウム、酸化白金、酸化パラジウム、酸化ルテニウム
、これらの組み合わせ等の、しかしこれらに限定されない、金属酸化物で形成される第２
電極層１１１０である。ある事例では、第２電極層１１１０は、二酸化マンガン（ＭｎＯ

２）を含む。第１電極層と同様に、第２電極層１１１０は、厚さが変化し得る。ある事例
では、第２電極層は、平均厚が、１０μｍ以下、例えば、７μｍ以下であり、５μｍ以下
を含み、例えば、３μｍ以下であり、ある事例では、１μｍ以下である。関心があるのは
、平均厚が０．１～３０μｍ、例えば、０．１～７μｍであり、０．１～５μｍを含み、
例えば、０．１～３μｍ、例えば、０．１～１μｍの範囲である、第２電極層１１１０で
ある。ある事例では、第２電極層１１１０は、平均厚が５μｍである。上に検討されたよ
うに、第２電極層１１１０の構造は、変化し得る。第２電極層１１１０が平面板として設
定される場合、その平面板は、コンデンサ１１００の意図された利用に適切な寸法を有し
得る。第２電極層１１１０の寸法は、第１電極層１１０６の寸法に整合しても、しなくて
もよい。ある事例では、第２電極層１１１０は、５０ｍｍ２以下の、例えば、１０ｍｍ２

以下の、１ｍｍ２以下を含む全領域を占有するように設定される。
【０１０６】
　要望に応じて、コンデンサ１１００の第１電極層１１０６及び／又は第２電極層１１１
０は、高表面領域を有する表面を含む。従って、第１電極層１１０６及び／又は第２電極
層１１１０は、高表面領域電極であり得る。「高表面領域」とは、表面領域が、基板表面
１１０２の実表面の直交する長さ及び幅寸法によってのみ確定される同位の代わりの平面
基板表面１１０２の表面領域よりも大きい、実表面を有する層を意味する。例えば、実表
面は、長方形層の上面であり、従って、長さと幅とを有し得る。表面の特徴、例えば、多
孔性、細密褶曲性等のために、第１電極層１１０６及び／又は第２電極層１１１０の実表
面は、基板表面１１０２と同じ直交する長さ及び幅を有するが、そのような特徴がない、
即ち、表面が滑らかである、表面の表面領域よりも大きい表面領域を有する。直交する長
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さ及び幅寸法によってのみ確定される表面領域を有し、滑らかである、後者の基板表面１
１０２は、実表面の同位の仮想表面である。言い換えれば、実表面の同位の仮想表面は、
関心のある実表面の長さ及び幅よってのみ確定されることになり、表面の表面領域が増加
することになる表面特性がない、完全に滑らかな表面と仮定される、表面である。そのよ
うに、関心のある電極層１１０６及び１１１０の実表面は、実表面の長さ及び幅寸法よっ
てのみ確定される同位の仮想表面の表面領域よりも大きい表面領域を有するものである。
ある事例では、関心のある表面の表面領域は、表面の長さ及び幅寸法によってのみ確定さ
れる表面の同位の表面領域の２倍以上であり、例えば、５倍以上であり、１０倍以上を含
む。ある事例では、電極層１１０６又は１１１０の関心のある表面の実表面領域は、電極
層１１０６又は１１１０の関心のある表面の長さ及び幅寸法よってのみ確定される同位の
表面領域よりも大きい。ある事例では、電極層１１０６又は１１１０の表面の表面領域は
、０．０１ｍｍ２～１００ｍｍ２、例えば、０．１ｍｍ２～５０ｍｍ２であり、１ｍｍ２

～１０ｍｍ２を含む範囲である。電極層１１０６又は１１１０の所与の表面の表面領域は
、（例えば、粗い層又は多孔質層として存在する）高表面領域層の電気化学容量又は周期
性ボルタモグラムを、同じ材料の滑らかな層の電気化学容量又は周期性ボルタモグラムと
比較することにより判定することができる。粗さは、原子力間顕微鏡（ＡＦＭ）、電子顕
微鏡、又はブルナウアー・エメット・テラー（ＢＥＴ）分析等の他の技術により判定され
てもよい。所望の高表面領域を設けるために、電極層１１０６及び１１１０は、粗い又は
多孔質の表面を含み得る。電極層１１０６及び１１１０の多孔質性又は粗さは、電極層１
１０６及び１１１０の表面に所望の高表面領域を与える限り、変化してもよい。代わりに
、コンデンサ１１００の電極層１１０６及び１１１０は、所望の高表面領域を与える表面
細密褶曲３００を有し得る。表面細密褶曲３００とは、刻み目又は裂け目により分離され
た一連の突起を意味する。所与の突起範囲の頂部から計測される際の所与の刻み目の深さ
は、ある事例では、０．１μｍ～１０００μｍ、例えば、１μｍ～１０μｍの範囲である
。
【０１０７】
　図３は、本発明の一態様により作製される表面細密褶曲３００を表す１０ｍｍの厚さの
白金層２００の図を示す。
【０１０８】
　コンデンサ１１００の薄膜層１１０６、１１０８及び１１１０は、固体支持体の表面上
に配置され得る。固体支持体は、小さくてもよく、例えば、幅が、０．０１ｍｍ～１００
ｍｍ、例えば、０．１ｍｍ～２０ｍｍであり、０．５ｍｍ～２ｍｍを含む範囲であるよう
に、長さが、０．０１ｍｍ～１００ｍｍ、例えば、０．１ｍｍ～２０ｍｍであり、０．５
ｍｍ～２ｍｍを含む範囲であるように、高さが、０．０１ｍｍ～１０ｍｍ、例えば、０．
０５ｍｍ～２ｍｍであり、０．１ｍｍ～０．５ｍｍを含む範囲であるように、寸法が定め
られる。固体支持素子は、様々な異なる構造を取ってもよく、例えば、チップ構造、円筒
構造、球構造、円盤構造等であるが、これらに限定されない。特定の構造は、意図された
用途、製造方法等に基づいて選択され得る。固体支持体が作製される元の材料は、装置が
設定される利用対象の特定の装置に応じて、かなり変わり得るが、ある事例では、固体支
持体は、シリコン等の半導体材料で構成される。
【０１０９】
　ある事例では、ＷＯ／２００８／１０１１０７として公表されたＰＣＴ出願整理番号第
ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０５３９９９号（その開示内容は、本明細書に参照として組み込
まれる）に記載されるような高表面領域電極は、本発明のコンデンサ１１００の第１電極
層１１０６及び／又は第２電極層１１１０として用いられる。
【０１１０】
　要望に応じて、本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、コンデンサ１１００が、少な
くともその意図された寿命期間にわたり機能性を維持するように、埋め込み環境からコン
デンサ１１００を密閉する密閉構造１１１２を含み得る。密閉構造１１１２の性質は、埋
め込み環境内で所望の時間期間にわたり、例えば、１日以上、１週間以上、１ヶ月以上、
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１年以上、５年以上、１０年以上、２５年以上、４０年以上にわたりコンデンサ１１００
の機能性を維持する限り、変化してもよい。
【０１１１】
　ある事例では、密閉構造１１１２は、空隙がない共形密閉層であり、その密閉層は、コ
ンデンサ１１００の外面の少なくとも一部分の上にある。ある事例では、この空隙がない
共形密閉層は、コンデンサ１１００の実質的に全ての外面上に存在し得る。代わりに、こ
の空隙のない共形密閉層１１１２は、コンデンサ１１００のある表面上のみに、例えば、
コンデンサ１１００の一表面上のみに、一表面の一部分上でも存在し得る。そのように、
本発明の幾つかのコンデンサ１１００は、空隙がない共形密閉層１１１２内に完全に包み
込まれる。そのような事例では、導電性給電貫通穴は、密閉層１１１２内に包み込まれた
コンデンサと、包み込み密閉層１１１２の外側に位置する他の素子又は装置との間での電
気的通信を可能にするように与えられる。他のコンデンサ１１００は、コンデンサの上面
のみが、空隙がない共形密閉層１１１２で覆われるように設定される。
【０１１２】
　空隙がない共形密閉層１１１２は、その厚さが、その層が接続するコンデンサ１１００
の全体積を実質的に増加させないようなものである点で、「薄膜」被膜であり得る。層に
起因し得る、その構造の体積のあらゆる増加は、体積で１０％以下であってもよく、例え
ば、５％以下であり、１％以下を含む。ある事例では、密閉層１１１２は、厚さが、０．
１～１０．０μｍの範囲内であり、例えば、厚さが、０．３～３．０μｍの範囲内であり
、厚さが、１．０μｍの範囲内を含む。
【０１１３】
　密閉層１１１２は、いずれかの数の異なる所定動作を利用して、コンデンサ１１００上
に作製されてもよく、その所定動作は、プラズマ増強化学気相堆積、物理気相堆積、スパ
ッタ、蒸着、陰極アーク蒸着、低圧化学気相堆積等の平面処理の所定動作を含むが、これ
らに限定されない。
【０１１４】
　本発明のコンデンサ１１００で用いられ得る、空隙がない共形密閉層１１１２の追加の
記載は、公表番号第ＷＯ／２００７／１２０８８４号で公表されたＰＣＴ出願整理番号第
ＰＣＴ／ＵＳ２００７／００９２７０号で与えられ、その開示内容は、本明細書で参照と
して組み込まれている。
【０１１５】
　密封構造としては、少なくとも１つの導電性給電貫通穴と密閉層とを有する耐腐食性支
持体に関心がある。密閉層及び保持体は、コンデンサ部品、例えば、第１電極層１１０６
及び第２電極層１１１０と、絶縁層１１０８とを取り囲む密封容器を定めるように構成さ
れる。導電性給電貫通穴は、白金、イリジウム等のような金属、金属及び半導体の合金、
窒化物、半導体又はある他の便利な材料であってもよい。ある事例では、耐腐食性保持体
は、シリコン又はセラミックを含む。寸法は変化し得るが、耐腐食性保持体は、１ｍｍ以
上の厚さであり、例えば、５０ｍｍ以上の厚さである壁を有し得る。壁は、厚さの範囲が
、１～１２５ｍｍであり、２５～１００ｍｍを含む。密閉層は、金属のものであり得る。
関心のある金属として、白金及び白金合金等の貴金属及びそれらの合金が挙げられる。密
閉層の寸法も、変化し得る。範囲は、ある事例では、０．５ｍｍ以上の厚さであり、例え
ば、２．０ｍｍ以上の厚さであり、２０ｍｍ以上の厚さを含む。密閉層の厚さは、範囲が
、０．５～１００ｍｍであり、例えば、１～５０ｍｍである。ある配置では、構造は、密
封体積中にある絶縁性材料を更に含む。ある事例では、密封体積は、１ｐｌ～１ｍｌの範
囲である。
【０１１６】
　ある事例では、耐腐食保持体は、コンデンサ１１００が、一面以外の全ての面で、保持
体の壁により閉ざされるように、コンデンサ１１００を保持するように設定された構造で
ある。例えば、保持体は、側面と底とを含み得る。保持体は、コンデンサ１１００が、一
面以外の全ての面で閉ざされる体積内に保持されるように、コンデンサ１１００を含む限
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り、様々な異なる構造を有してもよい。
【０１１７】
　従って、保持体の形状は、要望に応じて、正方形、円、卵形、長方形、又はある他の形
状であってもよい。本発明のセンサのために用いられ得る耐腐食性保持体の追加の記述は
、公表番号ＷＯ／２００６／０６９３２３号で公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／
ＵＳ２００５／０４６８１５号に与えられ、その開示内容は、本明細書に参照として組み
込まれている。
【０１１８】
　本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、電気回路の一部であるように設定され得る。
要望に応じて、１つ以上のコンデンサ１１００が、所与の電気回路内で並列に若しくは直
列に、又は、所与の電気回路内で並列と直列の両方で接続されるように設定され得る。関
心のある電気回路は、その回路の１つ以上の部分を有してもよく、各部分は、直列に接続
される１つ以上のコンデンサ１１００を含み、その回路の１つ以上の部分は、平行に接続
される。従って、本発明の態様では、本発明の１つ以上の固体薄膜コンデンサ１１００を
含む電気回路を更に含む。
【０１１９】
　本発明のコンデンサ１１００は、電気エネルギーを保存するように設定されたエネルギ
ー保存装置であり得る。例えば、エネルギーは、電極表面上に保存される。関心のあるコ
ンデンサ１１００として、回路装置、例えば、集積回路装置等の装置へのエネルギー源で
あるように設定される（言い換えれば、エネルギーを装置に放出するように設定される）
コンデンサが挙げられる。代わりに、コンデンサ１１００は、フィルタとして設定され得
る。例えば、コンデンサ１１００は、交流（ＡＣ）がコンデンサ１１００を通り抜け、直
流（ＤＣ）がコンデンサ１１００を通り抜けるのを妨げるのを可能にするように設定され
得る。そのようなフィルタコンデンサは、関心のある回路又は回路部品の両端での電流及
び電圧過渡を削減するように設定され得る。その回路は、電池、マイクロプロセッサ、ト
ランジスタ、抵抗素子、コイル等の部品であり得る。要望に応じて、フィルタコンデンサ
１１００は、動作可能に結合される関心のある回路内の雑音量を削減するように設定され
得る。
【０１２０】
　固体薄膜コンデンサ１１００は、いずれかの便利な方法を利用して作製され得る。関心
のある一方法では、第１電極層１１０６が、固体支持体又は基板１１０２の表面上に与え
られる。次に、絶縁層１１０８は、第１電極層１１０６の表面上に作製される。第１電極
層１１０６が、遷移金属から作製される場合、絶縁層１１０８は、遷移金属の酸化物であ
り得る。次に、第２電極層１１１０は、絶縁層１１０８上に堆積される。第２電極層１１
１０は、金属酸化物から作製され得る。
【０１２１】
　様々な異なる作製技術のうちのいずれかを利用して、本対象のコンデンサ１１００を作
製してもよい。例えば、鋳造、堆積及び材料除去、例えば、微細電気機械システム（ＭＥ
ＭＳ）作製所定動作等の平面処理技術は用いられ得る。コンデンサの様々な層は、いずれ
かの便利な所定動作を利用して作製され得る。ある事例では、本対象のコンデンサ１１０
０の層１１０６、１１０８及び１１１０は、薄膜蒸着技術を利用して作製される。本対象
のコンデンサ１１００の層１１０６、１１０８及び１１１０は、陰極アーク蒸着、スパッ
タ（スパッタ堆積）、蒸発堆積、電子ビーム物理的蒸気堆積、パルス化レーザ堆積等の物
理気相堆積技術を利用して作製されてもよい。コンデンサ層１１０６、１１０８及び１１
１０は、大気圧化学気相堆積（ＡＰＣＶＤ）、低圧化学気相堆積（ＬＰＣＶＤ）、超高真
空化学気相堆積（ＵＨＶＣＶＤ）、エアゾール支援化学気相堆積（ＡＡＣＶＤ）、直接液
体注入化学気相堆積（ＤＬＩＣＶＤ）、マイクロ波プラズマ支援化学気相堆積（ＭＰＣＶ
Ｄ）、プラズマ増強化学気相堆積（ＰＥＣＶＤ）、原子層化学気相堆積（ＡＬＣＶＤ）、
有機金属化学気相堆積（ＭＯＣＶＤ）、熱フィラメント化学気相堆積（ＨＦＣＶＤ）、ハ
イブリッド式物理化学気相堆積（ＨＰＣＶＤ）、高速化学気相堆積（ＲＴＣＶＤ）等のよ



(28) JP 5730872 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

うな化学気相堆積技術を利用しても作製され得る。
【０１２２】
　関心のある一所定動作では、第１電極層１１０６は、固体支持体又は基板１１０２の表
面上に第１電極層１１０６を陰極アーク蒸着することにより作製される。関心のある陰極
アーク蒸着の所定動作として、ＷＯ２００７／１４９５４６として公表されたＰＣＴ出願
番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４５０９号に記載される所定動作が挙げられ、その開
示内容は、本明細書に参照として組み込まれている。次に、絶縁層１１０８は、第１電極
層１１０６の表面を酸化することにより作製される。代わりに、絶縁層１１０８は、第１
電極層１１０６上に絶縁層１１０８を化学気相堆積することにより作製され得る。要望に
応じて、絶縁層１１０８は、酸化と化学気相堆積とを組み合わせて作製され得る。次に、
第２電極層１１００が、絶縁層１１０８の表面上に第２電極層１１００をスパッタ堆積す
ることにより作製される。コンデンサ層１１０６、１１０８及び１１１０の作製に続いて
、コンデンサ層１１０６、１１０８及び１１１０は、上に検討されたように、密閉構造１
１１２中に密封され得る。例えば、作製所定動作は、陰極アーク堆積により、コンデンサ
１１００上に空隙のない共形密閉層１１１２を作製することを更に含み得る。
【０１２３】
　ここで一般的に図面を、特に図１２Ａ～１２Ｅを参照して、図１２Ａ～１２Ｅは、本発
明に従って密封固体薄膜コンデンサ１１００を製造するのに用いられ得る処理の所定動作
の一連の図を示す。図１２Ａでは、初期基板１２００が示され、基板１２００として、あ
る事例では、シリコンが挙げられ得る。図１２Ｂに示されるように、コンデンサ１１００
の作製は、固体支持体１２００の上面１２０４上に第１電極層１２０２を形成することに
より始まる。本明細書に記載されるように、第１電極層１２０２を形成することは、基板
１２００の上面１２０４上に第１電極層１２０２を陰極アーク堆積することを含み得る。
図１２Ｃに示されるように、本方法は、第１電極層１２０２上に絶縁層１２０６を作製す
ることを更に含み得る。ある事例では、絶縁層１２０６の作製は、第１電極層１２０２の
表面を酸化することを含む。他の事例では、絶縁層１２０６を作製することは、第１電極
層１２０２上に絶縁層１２０６を化学気相堆積することを含む。図１２Ｄに示されるよう
に、本方法は、絶縁層１２０６上に第２電極層１２０８を堆積することを更に含む。第２
電極層１２０８を堆積することは、絶縁層１２０６の表面上に第２電極層１２０８をスパ
ッタ堆積することを含み得る。図１２Ｅに示されるように、本方法は、装置上に、コンデ
ンサ層１２０２、１２０６、及び１２０８にわたり密閉層１２１０を作製することを更に
含み得る。密閉層１２１０は、陰極アーク蒸着により、コンデンサ層１１０６、１１０８
、及び１１１０にわたり作製され得る。
【０１２４】
有用性
　本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、様々な異なる用途に利用される。例えば、固
体薄膜コンデンサ１１００は、他の用途の中でも、電圧を制御するように設定された結合
切離コンデンサ１１００、回路中の雑音を削減し易くするように設定された結合切離コン
デンサ１１００、回路中の雑音を迂回させるように設定された迂回コンデンサ１１００、
及び、回路中のエネルギーを保存、放出するように設定されたエネルギー保存コンデンサ
１１００として利用され得る。ある事例では、コンデンサ１１００は、電子回路に利用さ
れる。電子回路では、コンデンサ１１００は、他の用途の中でも、回路中の雑音を削減し
易くするように設定されたフィルタ、ある情報を安定的に生成するように設定された振動
回路、ある情報を選択するように設定された調節回路、温度揺らぎを補償するように設定
された迂回回路として利用され得る。
【０１２５】
　本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、回路、ＲＦ回路、随時動作ランダムアクセス
メモリ（ＤＲＡＭ）、非揮発性強誘電性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＦＲＡＭ（登録商
標））、マイクロ波装置内の随時動作調節可能素子等に利用され得る。
【０１２６】
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　本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、集積回路にも利用され、この場合、薄膜コン
デンサ１１００を利用するのが望ましい。コンデンサ１１００が上記のように密封される
場合、コンデンサ１１００は、コンデンサ１１００及び前記コンデンサが接続される装置
が、腐食性液体、腐食性気体、微生物等のような苛酷な周囲条件に曝される用途に利用さ
れ得る。
【０１２７】
　身体に接続される装置に本発明のコンデンサ１１００を利用することに関心があり、そ
の装置として、埋込可能な医療装置、身体上に配置されるように設定された装置、摂取型
装置等が挙げられるが、これらに限定されない。埋込可能な医療装置は、生体上に又は生
体内に配置されるように設定される装置を意味する。埋込可能な医療装置は、生体内に埋
め込まれるように設定されている装置であってもよい。埋込可能な装置が、被験体の身体
内に見られる高濃度の塩、高湿度環境を含む生理環境内に、２日以上にわたり、例えば、
１週間以上、４週間以上、６ヶ月以上、１年以上、例えば、５年以上にわたり存在する場
合、機能性を維持するように設定されていることを意味する。ある事例では、埋込可能な
医療装置は、１年～８年以上、例えば、５年～７年以上、１０年～５０年以上を含む範囲
の期間にわたり生理部位に埋め込まれた場合に、機能性を維持するように設定され得る。
【０１２８】
　本発明の埋込可能な医療装置の寸法は、変化し得る。装置は、成人内に装置を配置する
ことができない程度には大きくはなり得ない。
【０１２９】
　本発明の固体薄膜コンデンサ１１００が利用される、関心のある一種類の医療装置は、
埋込可能な作動装置である。表現法「作動装置」は、センサ、活性化装置、センサ／活性
化装置、アクチュエータ（電気機械又は電気アクチュエータ）又は、身体内で所望の機能
を実行するのに利用され得るいずれかの他の装置である埋込可能な装置を幅広く指す。あ
る事例では、固体薄膜コンデンサ１１００は、密封集積回路を基盤とする作動部品の、エ
ネルギー保存部品等の部品であり、そのような部品として、密封集積回路部品、及び、集
積回路部品のいずれかの密封構造の外にある電極等の露曝される作動部品が挙げられる。
本発明の固体薄膜コンデンサ１１００が利用され得る、集積回路を基盤とする作動装置と
して、ＷＯ／２００４／０５２１８２として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／Ｕ
Ｓ２００３／０３９５２４号、ＷＯ／２００６／０２９０９０として公表されたＰＣＴ出
願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０３１５５９号、ＷＯ／２００６／０６９３２２と
して公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０４６８１１号、ＷＯ／２
００６／０６９３２３として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０
４６８１５号、ＷＯ／２００７／０２８０３５として公表されたＰＣＴ出願整理番号第Ｐ
ＣＴ／ＵＳ２００６／０３４２５８号、ＷＯ／２００７／０７５９７４として公表された
ＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０４８９４４号、ＷＯ／２００７／１２０
８８４として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／００９２７０号、
及びＷＯ／２００７／１４９５４６として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ
２００７／０１４５０９号に記載される装置が挙げられ、これらの開示内容は、本明細書
に参照として組み込まれている。ある事例では、固体薄膜コンデンサ１１００は、多重配
線の作動体の部品であり、例えば、米国特許第７，２１４，１８９号、及び、２００４０
１９３０２１として公表された米国特許出願整理番号第１０／７３４，４９０号に開示さ
れる部品である（これら特許及び出願の開示内容は、本明細書に参照として組み込まれて
いる）。ある事例では、固体薄膜コンデンサ１１００は、多重配線上の付随部品であり、
例えば、２００８０２５５６４７として公表された米国特許出願整理番号第１１／７９３
，９０４号、及び、２００８０３１２７２６として公表された米国特許出願整理番号第１
１／７９４，０１６号に開示される部品であり、これらの開示内容は、本明細書に参照と
して組み込まれている。
【０１３０】
　本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、摂取可能な事象標識装置及びシステムの部品
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としても利用され、その装置及びシステムとして、ＷＯ／２００６／１１６７１８として
公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号、ＷＯ／２００
８／０５２１３６として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８２
５６３号、ＷＯ／２００８／０６３６２６として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ
／ＵＳ２００７／０２４２２５号、ＷＯ／２００８／０６６６１７として公表されたＰＣ
Ｔ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０２２２５７号、ＷＯ／２００８／０９５１８
３として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０５２８４５号、ＷＯ
／２００８／１０１１０７として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００８
／０５３９９９号、ＷＯ／２００８／１１２５７７として公表されたＰＣＴ出願整理番号
第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０５６２９６号、ＷＯ／２００８／１１２５７８として公表さ
れたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０５６２９９号、及びＷＯ／２００９
／０４２８１２として公表されたＰＣＴ出願整理番号第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／０７７７
５３号に開示されるものが挙げられ、これらの開示内容は、本明細書で参照として組み込
まれている。ある事例では、本発明の固体薄膜コンデンサ１１００は、摂取可能な事象標
識（ＩＥＭ）識別装置の部品である。上の出願で検討されたように、識別装置は、識別回
路部品を含む部品である。識別回路部品は、ＩＥＭが標的生理位置と接触した後に、検出
可能な情報を作成するように設定される。ＩＥＭ識別回路部品は、ＩＥＭが、胃腸管の位
置、例えば、口、食道、胃、小腸、大腸等のような標的生理位置と接触した後に作動する
限り、ＩＥＭが設計された対象の特定の環境設定及び意図された用途に応じて変化しても
よい。識別回路部品は、ＩＥＭが胃液等の標的部位の液体と接触した後に作動するように
設定され得る。特定用途の要求に応じて、識別回路部品により生成される情報は、一般情
報（ＩＥＭが標的部位に接触したことを単に識別する情報）であっても、固有の情報（バ
ッチ内の一群の又は複数の異なる標識からの特定のＩＥＭが、標的生理部位に接触したこ
とをある方法で一意に識別する現時点の特性情報）であってもよい。
【０１３１】
　上記の発明は、明確に理解するために説明及び実例として、ある程度詳細に記載された
が、付属の請求項の趣旨又は範囲から逸脱することなく、その発明にある変更及び修正が
行われ得ることは、本発明の教示内容に照合して、当業者に容易に明らかである。その上
理解されるべきことは、本明細書に用いられる用語が、特定の態様のみを記述する目的の
ためのものであり、本発明を限定することを意図しておらず、本発明の範囲が、付属の請
求項によってのみ限定されることである。
【０１３２】
　値の範囲が与えられる場合、文脈が特に明確に指示しない限り、その範囲の上限と下限
との間の下限の単位の１０分の１までの各々の介在値、及び、その言及された範囲内のい
ずれかの他の言及された値又は介在値は、本発明内に包含されると理解される。これらの
より小さな範囲の上限及び下限は、より小さな範囲内に個別に含まれてもよく、本発明内
にも包含され、言及された範囲内のいずれかの具体的に除外された制限に従う。言及され
た範囲が、制限の一方又は両方を含む場合、これらの含まれる制限のうちのいずれか又は
両方を除外する範囲も、本発明に含まれる。
【０１３３】
　本明細書で引用された全ての公表文書及び特許は、各々の個別の公表文書又は特許が、
参照として組み込まれるように具体的に及び個別に指示されるように、本明細書に参照と
して組み込まれており、引用された公表文書に関連する方法及び／又は材料を開示、記述
するように、本明細書に参照として組み込まれている。あらゆる公表文書の引用は、出願
日の前にそれを開示するためのものであり、先行発明により、そのような公表文書に先立
つ権利が本発明に与えられないことを承認するものとして、解釈されるべきではない。更
に、与えられる公表文書の日付は、実際の公表日とは異なる場合があり、個別に確認され
る必要があり得る。
【０１３４】
　単数形は、本明細書及び特許請求の範囲で用いられる場合、文脈が特に明確に指示しな



(31) JP 5730872 B2 2015.6.10

10

20

い限り、複数の指示対象を含むことを注記する。更に、特許請求の範囲は、いずれの任意
選択要素も除外するように記述され得ることを注記する。そのように、この記述は、特許
請求の範囲の要素の詳述に関連して「単独で」、「単に」等のそのような除外用語を利用
するために、又は、「否定的」制限を利用するために、先行する基礎として用いられるこ
とを意図している。
【０１３５】
　本開示を読んだ後、当業者に明らかなように、本明細書に記載され、説明される個別の
態様の各々は、本発明の範囲又は趣旨から逸脱せずに、いずれかの他の幾つかの態様の特
徴から容易に分離され得る、又は、それらの特徴と容易に組み合わせられ得る個別の成分
及び特徴を有する。詳述されたいずれの方法も、詳述された事象の順序で、又は、論理的
にあり得る他のいずれかの順序で実行することができる。
【０１３６】
　従って、前述は、本発明の原理を単に説明するものである。当業者は、本明細書に明確
に記載され、図示されていないが本発明の原理を具体化し、本発明の趣旨及び範囲内に含
まれる、本発明の原理を様々な装置を考案することできると理解される。更に、本明細書
に詳述される全ての実施例及び暫定的言語は、原理上、読者が本発明の原理と、本発明者
により与えられる構想とを理解し、技術を進めるのを補助することを意図しており、その
ような具体的に詳述された実施例及び条件に限定されないものと解釈されるべきである。
更に、本発明の原理及び態様並びにそれらの特定例を詳述する本明細書での全ての記述は
、それらの構造的均等物と機能的均等物の両方を包含することを意図している。加えて、
そのような均等物は、現時点で周知の均等物と、将来開発される均等物、即ち、構造に関
係なく同じ機能を実行するいずれかの開発要素の両方を含むと意図される。従って、本発
明の範囲は、本明細書に示され、記載される模範的構成に限定されることを意図していな
い。むしろ、本発明の範囲及び趣旨は、付属の図面により具体化される。

【図１】 【図２】

【図３】
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