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(57)【要約】
リストバンド、アームバンド、転動可能電子リーダ、ま
たはベルト等の動的可撓性物品もしくはデバイスは、可
撓性電子構成要素（例えば、可撓性ディスプレイ）と、
可撓性電子構成要素に結合されている支持構造とを含む
。支持構造は、可撓性電子構成要素の曲がりを可撓性電
子構成要素の曲がりの許容値内の範囲に制限するように
構成される。ある場合には、支持構造は、取り付け可能
な物品が異なる位置の間で移動させられるときに（例え
ば、物品の局所曲げ状態が変更されるときに）、可撓性
支持構造および可撓性電子構成要素が、互いに対して、
または互から独立して、移動することを可能にする様式
において、可撓性電子構成要素に移動可能に結合されて
いる可撓性支持構造である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性電子構成要素に結合されている支持構造と
　を備え、
　前記支持構造は、前記可撓性電子構成要素の曲がりを前記可撓性電子構成要素の曲がり
の許容値内の範囲に制限するように構成されている曲がりを制限する構造を含む、物品。
【請求項２】
　前記可撓性電子構成要素は、前記可撓性電子構成要素が、前記可撓性電子構成要素を損
なうことなく、曲げられることが可能な最小臨界曲げ半径を有し、前記可撓性電子構成要
素の曲がりの許容値は、少なくとも部分的に、前記最小臨界曲げ半径によって画定されて
いる、請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　前記曲がりを制限する構造は、前記可撓性電子構成要素の曲がりを前記可撓性電子構成
要素の前記最小臨界曲げ半径より大きいかまたはそれに等しい曲げ半径に制限し、第２の
次元に沿った前記可撓性電子構成要素の曲がりを前記可撓性電子構成要素の第２の最小曲
げ半径より大きいかまたはそれに等しい第２の曲がりに制限するように構成されている、
請求項１～２のいずれか１項に記載の物品。
【請求項４】
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイ、可撓性電子回路、可撓性シート、セ
ンサタグ、または可撓性ＯＬＥＤ照明を備えている、請求項１～３のいずれか１項に記載
の物品。
【請求項５】
　前記支持構造は、可撓性支持構造を備え、前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成
要素に移動可能に結合され、前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、取り付
け可能な物品が実質的に平坦な位置と湾曲位置との間で移動させられているとき、互いに
対して移動可能である、請求項１～４のいずれか１項に記載の物品。
【請求項６】
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動可能で
ある、請求項５に記載の物品。
【請求項７】
　前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素にスライド可能に結合されている、請
求項５または６に記載の物品。
【請求項８】
　前記可撓性支持構造は、第１の長さを有し、前記可撓性電子構成要素は、第２の長さを
有し、前記第２の長さは、前記第１の長さより短い、請求項５～７のいずれか１項に記載
の物品。
【請求項９】
　前記曲がりを制限する構造は、前記可撓性支持体内に形成されている複数のスロットを
備え、前記可撓性電子構成要素は、可撓性基板を備え、前記可撓性基板は、前記複数のス
ロット内にそれぞれスライド可能に配置されている複数の突起を含む、請求項５～８のい
ずれか１項に記載の物品。
【請求項１０】
　前記複数の突起は、複数のリベットを備えている、請求項９に記載の物品。
【請求項１１】
　前記複数の突起のうちの２つ以上のものは、それぞれ、前記複数のスロットのうちの２
つ以上のものの中にスライド可能に配置されている、請求項９または１０に記載の物品。
【請求項１２】
　前記複数の突起のうちの１つ以上のものは、前記複数のスロットのうちの対応する１つ
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以上のものの内側で移動しない、請求項９～１１のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１３】
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置
されている、請求項５～８のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１４】
　前記可撓性支持構造は、底壁と、前記底壁から上向きに延びている一対の対向する側壁
とによって画定され、前記空洞は、前記底壁と前記一対の対向する側壁との間に画定され
ている、請求項１３に記載の物品。
【請求項１５】
　前記側壁は、前記可撓性電子構成要素を包囲している、請求項１４に記載の物品。
【請求項１６】
　前記可撓性支持構造は、前記対向する側壁の各々に結合され、前記対向する側壁の各々
から内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部分は、前記可撓性電子構成要
素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持し、前記可撓性電子構成要素が前記実質的に平坦
な位置と前記湾曲位置との間で移動させられているとき、前記曲がりを制限する構造とし
ての役割を果たすように構成されている、請求項１４または１５に記載の物品。
【請求項１７】
　前記可撓性電子構成要素の一端に張力を加えるように構成されているばね要素をさらに
備えている、請求項５～８および１３～１６のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１８】
　前記ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部
と、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有
する、請求項１７に記載の物品。
【請求項１９】
　前記可撓性電子構成要素のそれぞれの端部に張力を加えるように構成されている一対の
ばね要素をさらに備えている、請求項５～８および１３～１６のいずれか１項に記載の物
品。
【請求項２０】
　各ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部と
、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有す
る、請求項１９に記載の物品。
【請求項２１】
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に前記空洞を覆う可撓性シートをさ
らに備え、前記可撓性電子構成要素は、少なくとも部分的に、前記可撓性シートを通して
可視である、請求項５～８および１３～１５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項２２】
　前記可撓性シートは、前記対向する側壁の各々の上部部分に接着している、請求項２１
に記載の物品。
【請求項２３】
　前記可撓性支持構造は、第１の材料から作製され、前記物品は、第２の材料から作製さ
れている第２の可撓性支持構造をさらに備え、前記第２の材料は、前記第１の可撓性材料
より可撓性である、請求項５～８のいずれか１項に記載の物品。
【請求項２４】
　前記第２の材料は、前記第１の材料より低いヤング率を有する、請求項２３に記載の物
品。
【請求項２５】
　前記第２の可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第１の可撓性支持構造は、前記スロット内に配置されて
いる、請求項２３または２４に記載の物品。
【請求項２６】
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　前記スロットは、前記第２の可撓性支持構造が前記空洞内に配置されている前記可撓性
電子構成要素に支持を提供可能であるように、前記空洞に近接して形成されている、請求
項２５に記載の物品。
【請求項２７】
　前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内で前記第２の可撓性支持構造に接着している、
請求項２５または２６に記載の物品。
【請求項２８】
　前記第２の可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素および前記第１
の可撓性支持構造は、前記空洞内に配置され、前記可撓性電子構成要素と前記第１の可撓
性支持構造とは、前記空洞内で互いに対してスライド可能である、請求項２３または２４
に記載の物品。
【請求項２９】
　前記第２の可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素および前記第１の可撓性支持構
造の半径方向内向きに配置されている蛇腹壁を備えている、請求項２８に記載の物品。
【請求項３０】
　前記蛇腹壁は、複数の根元と、その間に配置されている複数の頂上とを備え、前記複数
の根元は、前記第１の可撓性支持構造の対応する部分に固定して取り付けられ、前記蛇腹
壁の前記頂上は、前記固定して取り付けられた根元の間で移動させられる、請求項２９に
記載の物品。
【請求項３１】
　前記第１の可撓性支持構造は、互に枢動可能に接続されている複数の堅いリンクを備え
ている、請求項２３、２４、および２８～３０のいずれか１項に記載の物品。
【請求項３２】
　前記複数のリンクのサブセットは、複数のスロット内に配置されている複数のピンを介
して互にスライド可能に接続され、前記リンクのサブセットは、前記物品が曲げられた位
置から実質的に平坦な位置まで移動させられているとき、互から離れてスライドし、それ
によって、前記第１の可撓性支持構造の長さを増加させるように構成されている、請求項
３１に記載の物品。
【請求項３３】
　前記第１および第２の可撓性支持構造は、各々が前記可撓性電子構成要素の一部をスラ
イド可能に受け取るように構成されている一対のポケットを画定している、請求項２８～
３２のいずれか１項に記載の物品。
【請求項３４】
　前記第１の可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動
可能である、請求項２３～３３のいずれか１項に記載の物品。
【請求項３５】
　前記支持構造は、可撓性支持構造を備え、前記物品は、第２の可撓性電子構成要素をさ
らに備え、前記可撓性支持構造は、第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電
子構成要素のうちの少なくとも１つに移動可能に結合され、前記可撓性支持構造と前記第
１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素のうちの少なくとも１つと
は、前記取り付け可能な物品が実質的に平坦な位置と湾曲位置との間で移動させられてい
るとき、互いに対して移動可能である、請求項１～４のいずれか１項に記載の物品。
【請求項３６】
　前記可撓性支持構造と前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成
要素のうちの少なくとも１つとは、前記物品が前記第２の可撓性電子構成要素の前記曲が
りの許容値内である曲がりの範囲を有するように、前記取り付け可能な物品が実質的に平
坦な位置と湾曲位置との間で移動させられているとき、互いに対して移動可能である、請
求項３５に記載の物品。
【請求項３７】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
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成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合されている、請求項３５に記載の物
品。
【請求項３８】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素の両方にスライド可能に結合されている、請求項３７に記載の物品。
【請求項３９】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素にスライド可能に結合され、前
記可撓性支持構造は、前記第２の可撓性電子構成要素に固定して結合されている、請求項
３５に記載の物品。
【請求項４０】
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
スライド可能に結合されている、請求項３５に記載の物品。
【請求項４１】
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
固定して結合されている、請求項３５に記載の物品。
【請求項４２】
　前記機械的支持構成要素は、前記可撓性支持構造より高い剛度を有する、請求項４０ま
たは４１に記載の物品。
【請求項４３】
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞および第２の空洞を画定し、前記第１の可撓性電子
構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素は、それぞれ、前記第１の空洞および前記
第２の空洞内に配置されている、請求項３５に記載の物品。
【請求項４４】
　前記可撓性支持構造は、２つの壁と、前記２つの壁の各々に対する前記２つの壁のうち
のそれぞれのものから上向きに延びている一対の対向する側壁とによって画定され、前記
第１の空洞および前記第２の空洞の各々は、前記２つの壁のうちの１つと前記それぞれの
一対の対向する側壁との間に画定されている、請求項４３に記載の物品。
【請求項４５】
　前記複数対の対向する側壁は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の電子構
成要素を包囲している、請求項４４に記載の物品。
【請求項４６】
　前記可撓性支持構造は、前記２つの壁の各々に対して、前記それぞれの一対の対向する
側壁の各々に結合され、そこから内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部
分は、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のうちの１つ
を保持するように構成されている、請求項４３または４４に記載の物品。
【請求項４７】
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に、前記第１の空洞または前記第２
の空洞を覆う可撓性シートをさらに備え、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２
の可撓性電子構成要素のうちの少なくとも１つは、少なくとも部分的に、前記可撓性シー
トを通して可視である、請求項４３に記載の物品。
【請求項４８】
　前記可撓性シートは、前記複数対の対向する側壁の一部に接着している、請求項４７に
記載の物品。
【請求項４９】
　前記可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記第１の可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記スロット内に配置さ
れている、請求項３５に記載の物品。
【請求項５０】
　前記可撓性支持構造と異なるヤング率を有する機械的支持構成要素をさらに備えている
、請求項３５に記載の物品。



(6) JP 2017-504204 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

【請求項５１】
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記第２の空洞内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記スロット内に配置さ
れている、請求項５０に記載の物品。
【請求項５２】
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記スロット内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記第２の空洞内に配置さ
れている、請求項５０に記載の物品。
【請求項５３】
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記第１の可撓性電子構成要素は、第１のアセ
ンブリを形成するように前記機械的支持構成要素に接着し、前記第１のアセンブリは、前
記可撓性支持構造に接着し、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置されて
いる、請求項５０に記載の物品。
【請求項５４】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記物品は、前記可撓性支持
構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のスラ
イドを助長するための少なくとも１つのばね要素を含む、請求項３５に記載の物品。
【請求項５５】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記可撓性支持構造は、前記
可撓性支持構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成
要素のスライドを助長するための回転する円筒構成要素または円筒形表面のうちの少なく
とも１つを含む、請求項３５に記載の物品。
【請求項５６】
　前記支持構造は、第１の基板と、前記第１の基板に移動可能に接続されている第２の基
板とを備えている、請求項１～４のいずれか１項に記載の物品。
【請求項５７】
　前記第１および第２の基板のうちの少なくとも１つは、可撓性金属細片を備えている、
請求項５６に記載の物品。
【請求項５８】
　前記第１の基板は、第１の可撓性金属細片を備え、前記第２の基板は、第２の可撓性金
属細片を備えている、請求項５７に記載の物品。
【請求項５９】
　前記第１および第２の基板は、実質的に類似する形状およびサイズを有する、請求項５
６～５８のいずれか１項に記載の物品。
【請求項６０】
　前記第１および第２の基板のうちの１つは、幅の狭い細長い可撓性細片を備えている、
請求項５６～５８のいずれか１項に記載の物品。
【請求項６１】
　前記支持構造は、単安定または多安定支持構造である、請求項５６～６０のいずれか１
項に記載の物品。
【請求項６２】
　前記支持構造は、双安定支持構造である、請求項６１に記載の物品。
【請求項６３】
　前記第１の基板の一部は、前記第２の基板の一部に固定して取り付けられている、請求
項５６～６２のいずれか１項に記載の物品。
【請求項６４】
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　前記第１の基板の前記一部は、１つ以上の固定点において前記第２の基板の前記一部に
固定して取り付けられている、請求項６３に記載の物品。
【請求項６５】
　前記第１の基板の第１の縦方向端部は、前記第２の基板の第１の縦方向端部に固定して
取り付けられ、前記第１の基板の第２の縦方向端部は、前記第２の基板の第２の縦方向端
部に対して移動可能である、請求項６３に記載の物品。
【請求項６６】
　前記第１の基板の中央部分は、前記第２の基板の中央部分に固定して取り付けられ、前
記第１の基板の第１および第２の縦方向端部は、それぞれ、前記第２の基板の第１および
第２の縦方向端部に対して移動可能である、請求項６３に記載の物品。
【請求項６７】
　前記曲がりを制限する構造は、前記第１の基板内に形成されている複数のスロットを備
え、前記物品は、前記第２の基板上に形成され、前記複数のスロットのうちの対応する１
つの内側に移動可能に配置されている複数の突起をさらに備えている、請求項５６～６６
のいずれか１項に記載の物品。
【請求項６８】
　前記複数のスロットは、スロットの第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真向
かいに形成されているスロットの第２のサブセットとを備え、前記スロットの第１のサブ
セットの各々は、異なる長さを有し、前記スロットの第２のサブセットの各々は、異なる
長さを有し、前記複数の突起は、突起の第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真
向かいに形成されている突起の第２のサブセットとを備え、前記突起の第１のサブセット
の各々は、異なる長さを有し、前記突起の第２のサブセットの各々は、異なる長さを有し
、前記長さは、前記物品が所望の形状を有するように画定されている、請求項６７に記載
の物品。
【請求項６９】
　前記長さは、前記物品が実質的に円形の形状または実質的に卵形の形状を有するように
画定されている、請求項６８に記載の物品。
【請求項７０】
　前記複数のスロットの各々は、それぞれのスロットと前記１つ以上の固定点との間の距
離に基づく長さを有し、前記突起の各々は、それぞれの突起と前記１つ以上の固定点との
間の距離に基づく長さを有する、請求項６７～６９のいずれか１項に記載の物品。
【請求項７１】
　前記複数のスロットのうちの第１のスロットは、第１の長さを有し、前記複数のスロッ
トのうちの第２のスロットは、前記第１の長さより長い第２の長さを有し、前記複数のス
ロットのうちの第３のスロットは、前記第２の長さより長い第３の長さを有し、前記第１
の長さと第２の長さとの間の差異は、前記第１のスロットと第２のスロットとの間の前記
物品の一部が前記第２のスロットと第３のスロットとの間の前記物品の一部よりも曲げら
れることができ、前記物品が卵形の形状を有するように、前記第２の長さと第３の長さと
の間の差異よりも大きい、請求項６７～６９のいずれか１項に記載の物品。
【請求項７２】
　前記物品は、ユーザ調節可能形状を有する、請求項５６～７１のいずれか１項に記載の
物品。
【請求項７３】
　前記物品は、複数のユーザ選択可能構成要素を含み、前記ユーザ選択可能構成要素は、
前記支持構造の異なる長さを画定する、請求項７２に記載の物品。
【請求項７４】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２つ以上のユーザ選択可能スロットおよび／またはユ
ーザ選択可能固定点を含む、請求項７３に記載の物品。
【請求項７５】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
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ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、前記第２の長さは、前記第１の
長さより長い、請求項７３または７４に記載の物品。
【請求項７６】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、３対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３の一対のユーザ選択可能ス
ロットは、前記支持構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより
長く、前記第２の長さは、前記第３の長さより長い、請求項７３または７４に記載の物品
。
【請求項７７】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、３つのユーザ選択可能スロットを含み、第１のユーザ
選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２のユーザ選択可能スロッ
トは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３のユーザ選択可能スロットは、前記支持
構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより長く、前記第２の長
さは、前記第３の長さより長い、請求項７３または７４に記載の物品。
【請求項７８】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、複数の固定点を含む、請求項７３または７４に記載の
物品。
【請求項７９】
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の周縁に近接して形成され、前記複数の突起は
、前記第２の基板の周縁に近接して形成されている、請求項６７～７８のいずれか１項に
記載の物品。
【請求項８０】
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の前記周縁内に形成され、前記複数の突起は、
前記第２の基板の前記周縁内に形成されている、請求項７９に記載の物品。
【請求項８１】
　各スロットは、第１の停止表面および前記第１の停止表面に対向する第２の停止表面を
画定し、各第１の停止表面は、前記物品が第１の安定位置にあるとき、前記可撓性電子構
成要素の曲がりを制限するように配置され、各第２の停止表面は、前記支持構造が第２の
安定位置にあるとき、前記可撓性電子構成要素の曲がりを制限するように配置されている
、請求項６７～８０のいずれか１項に記載の物品。
【請求項８２】
　各突起は、前記支持構造が前記第１の安定位置から前記第２の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第１の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、請求項８１に記載の物品。
【請求項８３】
　各突起は、前記支持構造が前記第２の安定位置から前記第１の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第２の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、請求項８１に記載の物品。
【請求項８４】
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第２の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第１の停止表面に接触し、それによって、前記物品の曲がりを防止するように構成されて
いる、請求項７１～８３のいずれか１項に記載の物品。
【請求項８５】
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第１の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第２の停止表面に接触し、それによって、前記物品のさらなる局所曲がりを制限するよう
に構成されている、請求項８１～８４のいずれか１項に記載の物品。
【請求項８６】
　前記支持構造は、それらの間に配置されている中間層を介して前記可撓性電子構成要素



(9) JP 2017-504204 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

に結合されている、請求項１～８５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項８７】
　前記中間層は、粘弾性材料を備えている、請求項８６に記載の物品。
【請求項８８】
　前記中間層は、伸展可能材料を備え、前記伸展可能材料は、前記可撓性電子構成要素に
一体的に取り付けられ、少なくとも部分的に、前記支持構造の周囲に配置されている、請
求項８６に記載の物品。
【請求項８９】
　前記中間層は、接着剤を備え、前記接着剤は、前記可撓性電子構成要素の部分を前記支
持構造の対応する部分に機械的に結合するように構成されている、請求項８６に記載の物
品。
【請求項９０】
　前記支持構造は、前記可撓性電子構成要素に直接結合されている、請求項１～８９のい
ずれか１項に記載の物品。
【請求項９１】
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性電子構成要素に移動可能に結合されている可撓性支持構造と
　を備え、
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、取り付け可能な物品が実質的に平
坦な位置と湾曲位置との間で移動させられているとき、前記物品が前記可撓性電子構成要
素自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲を有することが可能なように、互
いに対して移動可能である、物品。
【請求項９２】
　前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素にスライド可能に結合されている、請
求項９１に記載の物品。
【請求項９３】
　前記可撓性支持体内に形成されている複数のスロットをさらに備え、前記可撓性電子構
成要素は、可撓性基板を備え、前記可撓性基板は、前記複数のスロット内にそれぞれスラ
イド可能に配置されている複数の突起を含む、請求項９１または９２に記載の物品。
【請求項９４】
　前記複数の突起は、複数のリベットを備えている、請求項９３に記載の物品。
【請求項９５】
　前記複数の突起のうちの２つ以上のものは、それぞれ、前記複数のスロットのうちの２
つ以上のものの中にスライド可能に配置されている、請求項９３または９４に記載の物品
。
【請求項９６】
　前記複数の突起のうちの１つ以上のものは、前記複数のスロットのうちの対応する１つ
以上のものの内側で移動しない、請求項９３～９５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項９７】
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置
されている、請求項９１または９２に記載の物品。
【請求項９８】
　前記可撓性支持構造は、底壁と、前記底壁から上向きに延びている一対の対向する側壁
とによって画定され、前記空洞は、前記底壁と前記一対の対向する側壁との間に画定され
ている、請求項７に記載の物品。
【請求項９９】
　前記側壁は、前記可撓性電子構成要素を包囲している、請求項９８に記載の物品。
【請求項１００】
　前記可撓性支持構造は、前記対向する側壁の各々に結合され、前記対向する側壁の各々
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から内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部分は、前記可撓性電子構成要
素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持するように構成されている、請求項９８または９
９に記載の物品。
【請求項１０１】
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に前記空洞を覆う可撓性シートをさ
らに備え、前記可撓性電子構成要素は、少なくとも部分的に、前記可撓性シートを通して
可視である、請求項９８に記載の物品。
【請求項１０２】
　前記可撓性シートは、前記対向する側壁の各々の上部部分に接着している、請求項１０
１に記載の物品。
【請求項１０３】
　前記可撓性支持構造は、第１の材料から作製され、前記物品は、第２の材料から作製さ
れている第２の可撓性支持構造をさらに備え、前記第２の材料は、前記第１の可撓性材料
より可撓性である、請求項９１または９２に記載の物品。
【請求項１０４】
　前記第２の材料は、前記第１の材料より低いヤング率を有する、請求項１０３に記載の
物品。
【請求項１０５】
　前記第２の可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第１の可撓性支持構造は、前記スロット内に配置されて
いる、請求項１０３または１０４に記載の物品。
【請求項１０６】
　前記スロットは、前記第２の可撓性支持構造が前記空洞内に配置されている前記可撓性
電子構成要素に支持を提供可能であるように、前記空洞に近接して形成されている、請求
項１０５に記載の物品。
【請求項１０７】
　前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内で前記第２の可撓性支持構造に接着している、
請求項１０５または１０６に記載の物品。
【請求項１０８】
　前記第２の可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素および前記第１
の可撓性支持構造は、前記空洞内に配置され、前記可撓性電子構成要素と前記第１の可撓
性支持構造とは、前記空洞内で互いに対してスライド可能である、請求項１０３または１
０４に記載の物品。
【請求項１０９】
　前記第２の可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素および前記第１の可撓性支持構
造の半径方向内向きに配置されている蛇腹壁を備えている、請求項１０８に記載の物品。
【請求項１１０】
　前記蛇腹壁は、複数の根元と、その間に配置されている複数の頂上とを備え、前記複数
の根元は、前記第１の可撓性支持構造の対応する部分に固定して取り付けられ、前記蛇腹
壁の前記頂上は、前記固定して取り付けられた根元の間で移動させられる、請求項１０９
に記載の物品。
【請求項１１１】
　前記第１の可撓性支持構造は、互に枢動可能に接続されている複数の堅いリンクを備え
ている、請求項１０３、１０４、および１０８～１１０のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１１２】
　前記複数のリンクのサブセットは、複数のスロット内に配置されている複数のピンを介
して互にスライド可能に接続され、前記リンクのサブセットは、前記物品が曲げられた位
置から実質的に平坦な位置まで移動させられているとき、互から離れてスライドし、それ
によって、前記第１の可撓性支持構造の長さを増加させるように構成されている、請求項
１１１に記載の物品。
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【請求項１１３】
　前記第１および第２の可撓性支持構造は、各々が前記可撓性電子構成要素の一部をスラ
イド可能に受け取るように構成されている一対のポケットを画定している、請求項１０８
～１１２のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１１４】
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動可能で
ある、請求項９１～１０２のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１１５】
　前記第１の可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動
可能である、請求項１０３～１１３のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１１６】
　前記可撓性支持構造は、第１の長さを有し、前記可撓性電子構成要素は、第２の長さを
有し、前記第２の長さは、前記第１の長さより短い、請求項９１～１０２、１１４、およ
び１１５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１１７】
　前記可撓性電子構成要素の一端に張力を加えるように構成されているばね要素をさらに
備えている、請求項１～１１６のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１１８】
　前記ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部
と、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有
する、請求項１１７に記載の物品。
【請求項１１９】
　前記可撓性電子構成要素のそれぞれの端部に張力を加えるように構成されている一対の
ばね要素をさらに備えている、請求項１～１１８のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１２０】
　各ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部と
、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有す
る、請求項１１９に記載の物品。
【請求項１２１】
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に前記空洞を覆う可撓性シートをさ
らに備え、前記可撓性ディスプレイは、少なくとも部分的に、前記シートを通して可視で
あり、前記シートは、前記可撓性電子構成要素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持する
ように構成されている、請求項１～１２０のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１２２】
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性ディスプレイと除去可能に結合されている可撓性支持構造と
　を備えている、物品。
【請求項１２３】
　前記可撓性支持構造は、複数の異なる可撓性支持構造から選択される、請求項１２２に
記載の物品。
【請求項１２４】
　前記可撓性支持構造は、切り離され、前記可撓性支持構造と異なる第２の可撓性支持構
造と交換されることができる、請求項１２２または１２３に記載の物品。
【請求項１２５】
　前記第２の可撓性支持構造は、異なる色を有するか、異なる材料から作製されるか、異
なるテクスチャを有するか、前記可撓性支持構造と異なるスタイルに関連付けられるか、
またはそれらの組み合わせである、請求項１２４に記載の物品。
【請求項１２６】
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイ、可撓性電子回路、センサタグ、また
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は可撓性ＯＬＥＤ照明を備えている、請求項１２２～１２５のいずれか１項に記載の物品
。
【請求項１２７】
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイを備え、前記物品は、画像コンテンツ
を前記可撓性ディスプレイに提供するために前記可撓性ディスプレイに電子的に接続され
ているディスプレイドライバをさらに備えている、請求項１２６に記載の物品。
【請求項１２８】
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動可能で
ある、請求項１２２～１２７のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１２９】
　前記可撓性支持構造は、第１の長さを有し、前記可撓性電子構成要素は、第２の長さを
有し、前記第２の長さは、前記第１の長さより短い、請求項１２２～１２８のいずれか１
項に記載の物品。
【請求項１３０】
　前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素にスライド可能かつ除去可能に結合さ
れている、請求項１２２～１２９のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１３１】
　前記可撓性支持構造内に形成されている複数のスロットをさらに備え、前記可撓性電子
構成要素は、可撓性基板を含み、前記可撓性基板は、前記複数のスロット内にそれぞれス
ライド可能に配置されている複数の突起を含む、請求項１２２～１３０のいずれか１項に
記載の物品。
【請求項１３２】
　前記複数の突起は、前記選択された可撓性支持構造に基づいて選択される、請求項１３
１に記載の物品。
【請求項１３３】
　前記複数の突起は、前記複数のスロットから除去され、第２の複数の突起と交換される
ことができ、前記第２の複数の突起は、それぞれ、前記複数のスロット内に除去可能に配
置されている、請求項１３１または１３２に記載の物品。
【請求項１３４】
　前記第２の複数の突起は、前記選択された第２の可撓性支持構造に基づいて選択される
、請求項１３３に記載の物品。
【請求項１３５】
　前記複数の突起のうちの２つ以上のものは、それぞれ、前記複数のスロットのうちの２
つ以上のものの中にスライド可能に配置されている、請求項１３１～１３４のいずれか１
項に記載の物品。
【請求項１３６】
　前記複数の突起のうちの１つ以上のものは、前記複数のスロットのうちの対応する１つ
以上のものの内側で移動しない、請求項１３１～１３５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１３７】
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内に除去
可能に配置されている、請求項１２３～１３１のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１３８】
　前記可撓性支持構造は、底壁と、前記底壁から上向きに延びている一対の対向する側壁
とによって画定され、前記空洞は、前記底壁と前記一対の対向する側壁との間に画定され
ている、請求項１３７に記載の物品。
【請求項１３９】
　前記側壁は、前記可撓性電子構成要素を包囲している、請求項１３８に記載の物品。
【請求項１４０】
　前記可撓性支持構造は、前記対向する側壁の各々に結合され、前記対向する側壁の各々
から内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部分は、前記可撓性電子構成要
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素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持するように構成されている、請求項１３８または
１３９に記載の物品。
【請求項１４１】
前記可撓性支持構造は、第１の材料から作製され、前記物品は、第２の材料から作製され
ている第２の可撓性支持構造をさらに備え、前記第２の材料は、前記第１の可撓性材料よ
り可撓性である、請求項１２２～１３０のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１４２】
　前記第２の材料は、前記第１の材料より低いヤング率を有する、請求項１４１に記載の
物品。
【請求項１４３】
　物品であって、
　第１の可撓性電子構成要素と、
　第２の可撓性電子構成要素と、
　前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素のうちの少なくと
も１つに移動可能に結合されている可撓性支持構造と
　を備え、
　前記可撓性支持構造と前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成
要素のうちの前記少なくとも１つとは、取り付け可能な物品が実質的に平坦な位置と湾曲
位置との間で移動させられているとき、互いに対して移動可能である、物品。
【請求項１４４】
　前記可撓性支持構造と前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成
要素のうちの前記少なくとも１つとは、前記取り付け可能な物品が実質的に平坦な位置と
湾曲位置との間で移動させられているとき、前記物品が前記第２の可撓性電子構成要素自
体のものと実質的に類似し得る曲がりの範囲を有するように、互いに対して移動可能であ
る、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１４５】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合されている、請求項１４３に記載の
物品。
【請求項１４６】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素の両方にスライド可能に結合されている、請求項１４５に記載の物品。
【請求項１４７】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素にスライド可能に結合され、前
記可撓性支持構造は、前記第２の可撓性電子構成要素に固定して結合されている、請求項
１４３に記載の物品。
【請求項１４８】
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
スライド可能に結合されている、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１４９】
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
固定して結合されている、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１５０】
　前記機械的支持構成要素は、前記可撓性支持構造より高いヤング率を有する、請求項１
４８または１４９に記載の物品。
【請求項１５１】
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞および第２の空洞を画定し、前記第１の可撓性電子
構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素は、それぞれ、前記第１の空洞および前記
第２の空洞内に配置されている、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１５２】
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　前記可撓性支持構造は、２つの壁と、前記２つの壁の各々に対する前記２つの壁のうち
のそれぞれのものから上向きに延びている一対の対向する側壁とによって画定され、前記
第１の空洞および前記第２の空洞の各々は、前記２つの壁のうちの１つと前記それぞれの
一対の対向する側壁との間に画定されている、請求項１５１に記載の物品。
【請求項１５３】
　前記複数対の対向する側壁は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の電子構
成要素を包囲している、請求項１５１に記載の物品。
【請求項１５４】
　前記可撓性支持構造は、前記２つの壁の各々に対して、前記それぞれの一対の対向する
側壁の各々に結合され、そこから内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部
分は、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のうちの１つ
を保持するように構成されている、請求項１５１または１５２に記載の物品。
【請求項１５５】
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に、前記第１の空洞または前記第２
の空洞を覆う可撓性シートをさらに備え、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２
の可撓性電子構成要素のうちの少なくとも１つは、少なくとも部分的に、前記可撓性シー
トを通して可視である、請求項１５１に記載の物品。
【請求項１５６】
　前記可撓性シートは、前記複数対の対向する側壁の一部に接着している、請求項１５５
に記載の物品。
【請求項１５７】
　前記可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記第１の可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記スロット内に配置さ
れている、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１５８】
　前記可撓性支持構造と異なるヤング率を有する機械的支持構成要素をさらに備えている
、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１５９】
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記第２の空洞内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記スロット内に配置さ
れている、請求項１５８に記載の物品。
【請求項１６０】
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記スロット内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記第２の空洞内に配置さ
れている、請求項１５８に記載の物品。
【請求項１６１】
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記第１の可撓性電子構成要素は、第１のアセ
ンブリを形成するように前記機械的支持構成要素に接着し、前記第１のアセンブリは、前
記可撓性支持構造に接着し、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置されて
いる、請求項１５８に記載の物品。
【請求項１６２】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記物品は、前記可撓性支持
構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のスラ
イドを助長するための少なくとも１つのばね要素を含む、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１６３】
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記可撓性支持構造は、前記
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可撓性支持構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成
要素のスライドを助長するための回転する円筒構成要素または円筒形表面のうちの少なく
とも１つを含む、請求項１４３に記載の物品。
【請求項１６４】
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性電子構成要素に結合されている支持構造と
　を備え、
　前記支持構造は、第１の基板と、前記第１の基板に移動可能に接続されている第２の基
板と、前記第１の基板内に形成されている複数のスロットと、前記第２の基板上に形成さ
れ、前記複数のスロットのうちの対応する１つの内側に移動可能に配置されている複数の
突起とを備え、前記複数のスロットは、前記物品の曲がりを制限するように構成され、前
記物品に加えられるねじれを前記可撓性電子構成要素のねじれ許容値内の範囲に制限する
ように構成されている、物品。
【請求項１６５】
　前記第１および第２の基板のうちの少なくとも１つは、可撓性金属細片を備えている、
請求項１６４に記載の物品。
【請求項１６６】
　前記第１の基板は、第１の可撓性金属細片を備え、前記第２の基板は、第２の可撓性金
属細片を備えている、請求項１６５に記載の物品。
【請求項１６７】
　前記第１および第２の基板は、実質的に類似する形状およびサイズを有する、請求項１
６４～１６６のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１６８】
　前記第１および第２の基板のうちの１つは、幅の狭い細長い可撓性細片を備えている、
請求項１６４～１６６のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１６９】
　前記支持構造は、単安定または多安定支持構造である、請求項１６４～１６８のいずれ
か１項に記載の物品。
【請求項１７０】
　前記支持構造は、双安定支持構造である、請求項１６９に記載の物品。
【請求項１７１】
　前記第１の基板の一部は、１つ以上の固定点において前記第２の基板の一部に固定して
取り付けられている、請求項１６４～１７０のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１７２】
　前記第１の基板の第１の縦方向端部は、前記第２の基板の第１の縦方向端部に固定して
取り付けられ、前記第１の基板の第２の縦方向端部は、前記第２の基板の第２の縦方向端
部に対して移動可能である、請求項１７１に記載の物品。
【請求項１７３】
　前記第１の基板の中央部分は、前記第２の基板の中央部分に固定して取り付けられ、前
記第１の基板の第１および第２の縦方向端部は、それぞれ、前記第２の基板の第１および
第２の縦方向端部に対して移動可能である、請求項１７１に記載の物品。
【請求項１７４】
　前記複数のスロットは、スロットの第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真向
かいに形成されているスロットの第２のサブセットとを備え、前記スロットの第１のサブ
セットの各々は、異なる長さを有し、前記スロットの第２のサブセットの各々は、異なる
長さを有し、前記複数の突起は、突起の第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真
向かいに形成されている突起の第２のサブセットとを備え、前記突起の第１のサブセット
の各々は、異なる長さを有し、前記突起の第２のサブセットの各々は、異なる長さを有し
、前記長さは、前記物品が所望の形状を有するように画定されている、請求項１６４～１
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７３のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１７５】
　前記長さは、前記物品が実質的に円形の形状または実質的に卵形の形状を有するように
画定されている、請求項１７４に記載の物品。
【請求項１７６】
　前記複数のスロットの各々は、それぞれのスロットと前記１つ以上の固定点との間の距
離に基づく長さを有し、前記突起の各々は、それぞれの突起と前記１つ以上の固定点との
間の距離に基づく長さを有する、請求項１６４～１７５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１７７】
　前記複数のスロットのうちの第１のスロットは、第１の長さを有し、前記複数のスロッ
トのうちの第２のスロットは、前記第１の長さより長い第２の長さを有し、前記複数のス
ロットのうちの第３のスロットは、前記第２の長さより長い第３の長さを有し、前記第１
の長さと第２の長さとの間の差異は、前記第１のスロットと第２のスロットとの間の前記
物品の一部が前記第２のスロットと第３のスロットとの間の前記物品の一部よりも曲げら
れることができ、前記物品が卵形の形状を有するように、前記第２の長さと第３の長さと
の間の差異よりも大きい、請求項１６４～１７５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１７８】
　前記物品は、ユーザ調節可能形状を有する、請求項１６４～１７７のいずれか１項に記
載の物品。
【請求項１７９】
　前記物品は、複数のユーザ選択可能構成要素を含み、前記ユーザ選択可能構成要素は、
前記支持構造の異なる長さを画定する、請求項１７８に記載の物品。
【請求項１８０】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２つ以上のユーザ選択可能スロットおよび／またはユ
ーザ選択可能固定点を含む、請求項１７９に記載の物品。
【請求項１８１】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、前記第２の長さは、前記第１の
長さより長い、請求項１７９または１８０に記載の物品。
【請求項１８２】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、３対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３の一対のユーザ選択可能ス
ロットは、前記支持構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより
長く、前記第２の長さは、前記第３の長さより長い、請求項１７９または１８０に記載の
物品。
【請求項１８３】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、３つのユーザ選択可能スロットを含み、第１のユーザ
選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２のユーザ選択可能スロッ
トは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３のユーザ選択可能スロットは、前記支持
構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより長く、前記第２の長
さは、前記第３の長さより長い、請求項１７９または１８０に記載の物品。
【請求項１８４】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、複数の固定点を含む、請求項１７９または１８０に記
載の物品。
【請求項１８５】
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の周縁に近接して形成され、前記複数の突起は
、前記第２の基板の周縁に近接して形成されている、請求項１６４～１８４のいずれか１
項に記載の物品。
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【請求項１８６】
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の前記周縁内に形成され、前記複数の突起は、
前記第２の基板の前記周縁内に形成されている、請求項１８５に記載の物品。
【請求項１８７】
　各スロットは、第１の停止表面および前記第１の停止表面に対向する第２の停止表面を
画定し、各第１の停止表面は、前記物品が第１の安定位置にあるとき、前記可撓性電子構
成要素の曲がりを制限するように配置され、各第２の停止表面は、前記物品が第２の安定
位置にあるとき、前記可撓性電子構成要素の曲がりを制限するように配置されている、請
求項１６４～１８６のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１８８】
　各突起は、前記支持構造が前記第１の安定位置から前記第２の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第１の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、請求項１８７に記載の物品。
【請求項１８９】
　各突起は、前記支持構造が前記第２の安定位置から前記第１の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第２の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、請求項１８７に記載の物品。
【請求項１９０】
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第２の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第１の停止表面に接触し、それによって、前記物品の曲がりを防止するように構成されて
いる、請求項１８７～１８９のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１９１】
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第１の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第２の停止表面に接触し、それによって、前記物品のさらなる局所曲がりを制限するよう
に構成されている、請求項１８７～１９０のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１９２】
　前記支持構造は、それらの間に配置されている中間層を介して前記可撓性電子構成要素
に結合されている、請求項１６４～１９１のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１９３】
　前記中間層は、粘弾性材料を備えている、請求項１９２に記載の物品。
【請求項１９４】
　前記中間層は、伸展可能材料を備え、前記伸展可能材料は、前記可撓性電子構成要素に
一体的に取り付けられ、少なくとも部分的に、前記支持構造の周囲に配置されている、請
求項１９２に記載の物品。
【請求項１９５】
　前記中間層は、接着剤を備え、前記接着剤は、前記可撓性電子構成要素の部分を前記支
持構造の対応する部分に機械的に結合するように構成されている、請求項１９２に記載の
物品。
【請求項１９６】
　前記支持構造は、前記可撓性電子構成要素に直接結合されている、請求項１６４～１９
５のいずれか１項に記載の物品。
【請求項１９７】
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイ、可撓性電子回路、センサタグ、また
は可撓性ＯＬＥＤ照明を備えている、請求項１６４～１９６のいずれか１項に記載の物品
。
【請求項１９８】
　前記ユーザ選択可能構成要素は、異なる弧長を画定する、請求項１７９に記載の物品。
【請求項１９９】
　前記可撓性電子構成要素の前記ねじれ許容値は、約＋／－２０度を含む、請求項１６４
～１９８のいずれか１項に記載の物品。
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【請求項２００】
　前記可撓性電子構成要素の前記ねじれ許容値は、約＋／－１０度を含む、請求項１９９
に記載の物品
【請求項２０１】
　前記可撓性電子構成要素は、前記可撓性電子構成要素を損なわずに、繰り返し曲げられ
ることができる、請求項２に記載の物品
【請求項２０２】
　前記可撓性電子構成要素は、少なくとも５０，０００回曲げられることができる、請求
項２００に記載の物品。
【請求項２０３】
　請求項１～２０２のいずれか１つ以上の他の請求項と組み合わせられる請求項１～２０
２のいずれか１項。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　これは、２０１３年１２月２４日に出願された「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｆｌｅｘｉ
ｂｌｅ，　Ａｔｔａｃｈａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ａｎ　Ｉｎｔｅｇｒａ
ｌ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ」というタイトルの米国仮特許出願第６１／９２
０，７０５号（参照番号：３２１８７－４８１１８Ｐ）、２０１４年３月２４日に出願さ
れた「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ，　Ａｔｔａｃｈａｂｌｅ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｉｓｐｌａｙ」
というタイトルの米国仮特許出願第６１／９６９，５３１号（参照番号：３２１８７－４
７７９４Ｐ２）、２０１４年４月１５日に出願された「Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ　ｆｏｒ　ａ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ」と
いうタイトルの米国仮特許出願第６１／９７９，６６８号（参照番号：３２１８７－４８
２９２Ｐ）、および、２０１４年５月２８日に出願された「Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｍｏｖａｂｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　ｔｏ　ａ　Ｆｌ
ｅｘｉｂｌｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ」というタイトルの米国仮特許出願第６２／００３，５４
９号（参照番号：３２１８７－４８４６７Ｐ）に対する優先権を主張するものであり、こ
れらの出願日の利益を主張する、国際特許協力条約（ＰＣＴ）出願である。これらの出願
の各々の開示全体が、あらゆる用途および目的のために、参照により、本明細書に明示的
に援用される。
【０００２】
　本特許出願は、概して、動的可撓性物品に関し、より具体的には、腕、マグカップ、靴
、ベルト、コーヒーカップ、電話、コンピュータ等の他のアイテムに容易に取付可能であ
る、物品の中に組み込まれる、またはその上に配置される、可撓性ＯＬＥＤ照明、折畳式
電子リーダ、ロールアウト式スクリーン、またはディスプレイ等の動的可撓性電子構成要
素のための支持構造に関する。
【背景技術】
【０００３】
　電子ディスプレイ等の電子構成要素は、一般に、コンピュータスクリーン、テレビセッ
ト、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の電子デバイスの平坦な硬質表面内に設
置され、多くの場合、可撤性モニタ等の電子デバイスのための付属品上に設置される。電
子ディスプレイを有する多くの電子デバイスは、可搬性であって、したがって、モバイル
アプリケーションを実装する際に非常に有用となる。本事実は、特に、遍在しつつあるス
マートフォンに当てはまる。しかしながら、残念ながら、スマートフォン等の典型的モバ
イルデバイスは、性質上、平坦かつ堅い電子ディスプレイを有する。したがって、これら
のディスプレイが、多くの異なるアプリケーションを実装する際に有用であるが、ディス
プレイが提示されるデバイスは、依然として、典型的には、手に保持されなければならず
、またはポケット、財布、ブリーフケース、もしくは他の容器内に保管されなければなら
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ず、これは、人が他のアイテムを搬送しているとき、ランニング、ウォーキング等の運動
活動を行っているとき等の多くの状況において、電子デバイスにアクセスしにくくする。
さらに、多くの場合、これらの従来の電子デバイスは、保持および操作するために両手が
自由であることを要求し、人が、例えば、片手のみが自由である、または両手とも自由で
はない、もしくは別様にふさがっている状況では、これらのデバイスの使用または視認を
煩雑もしくは困難にする。
【０００４】
　可撓性ディスプレイは、概して、公知であって、ますます一般的に使用されつつあるが
、可撓性ディスプレイは、衣類、リストバンド、宝石等のアイテム等の容易に可搬性アイ
テムの中に、または他のアイテムに容易に取り付けられるアイテム上に広く組み込まれて
はおらず、まして、多くの異なるシナリオにおいてディスプレイをユーザにより使用可能
かつ可視にする様式でもない。
【０００５】
　可撓性電子回路、センサタグ、可撓性ＯＬＥＤ照明、または可撓性ディスプレイ等の可
撓性電子構成要素は、典型的には、脆弱かつ有機物を用いた層から形成される、多層スタ
ックである。ある場合には、可撓性電子構成要素は、構成要素の処理条件（例えば、温度
誘発歪み）に起因して、構成要素の１つ以上の層内に存在する、内蔵歪みを含み得る。い
ずれの場合も、可撓性電子構成要素は、典型的には、平坦表面上に生産されるため、可撓
性電子構成要素の曲率または曲がりは、構成要素の層内にある歪み外形を生成する。構成
要素の曲がりの曲率ならびに構成要素内に存在し得る任意の内蔵歪みによって生成される
、歪み外形は、ひいては、可撓性電子構成要素の層のうちの１つ以上のものを座屈、亀裂
、または別様に、損傷させ得る。可撓性電子構成要素内の有機層は、典型的には、非弾性
方法において破壊または変形する前に、８％までの歪みに耐えることができる。しかしな
がら、可撓性電子構成要素内の脆弱な無機層は、典型的には、当然ながら、構成要素の処
理条件に応じて、座屈または亀裂前に、約１％の歪みにしか耐えることができない。した
がって、可撓性電子構成要素の脆弱層は、概して、第１の過剰な歪みに応答して、最初に
座屈または亀裂する。
【０００６】
　可撓性電子構成要素が、曲げられまたは湾曲させられると、構成要素の外側半径は、内
側半径が圧縮下にあるであろう間、張力下にあるであろう。構成要素の層スタック内のあ
る点において、曲がりに応じて張力または圧縮が存在しない中立面が、見出され得る。層
スタック、層厚、およびヤング率等の層特性は、中立面の位置を決定し、対称層スタック
に関して、中立面は、概して、スタックの中央近傍に位置する。中立面の正確な場所およ
び最大許容可能歪み値（例えば、１％）に基づいて、最小曲げ半径が、構成要素内の層毎
に決定されることができる。前述のように、構成要素内の脆弱な無機層は、典型的には、
有機層よりも歪みに耐えることができないため、脆弱層は、典型的には、有機層を上回る
最小曲げ半径を有する。ひいては、これらの脆弱層の最小曲げ半径が大きいほど、構成要
素が損傷する前に可撓性電子構成要素が受け得る、曲がりの量または曲率（すなわち、構
成要素の曲がりの範囲）を統制または制御する。
【０００７】
　支持を可撓性電子構成要素に提供し、可撓性電子構成要素のユーザが、そのような最小
曲げ半径を越えて構成要素を曲がりまたは撓曲しないように防止し、したがって、構成要
素への損傷を防止するために、構成要素は、機械的支持構造に固定して取り付けられるこ
とができる。例えば、国際特許出願公開第ＷＯ２００６／０８５２７１号は、可撓性ディ
スプレイへの金属製板ばねの取付について説明している。別の実施例として、米国特許出
願公開第２０１３／００４４２１５号は、可撓性ディスプレイと、可撓性ディスプレイに
取り付けられた双安定スナップ金属細片とを含む、装着式物品を説明する。
【０００８】
　可撓性電子ディスプレイを、例えば、金属板ばね等の機械的支持構造に取り付けること
に関する問題は、ディスプレイへの機械的支持構造の取付が、典型的には、中立面を（デ
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ィスプレイ内の）その初期位置から機械的支持構造内の位置に偏移させることである。中
立面の場所と最小曲げ半径との間の関係のため、このような中立面の偏移は、ディスプレ
イ内の層、特に、ディスプレイ内の脆弱層の最小曲げ半径を有意に増加させる。そうする
ことによって、機械的支持構造は、可撓性電子ディスプレイの曲がりまたは撓曲能力を、
事実上消滅させないまでも、有意に低減させる役割を果たし得る。これは、概して、他の
可撓性電子構成要素にも同様に当てはまる。
【０００９】
　さらに、これらの機械的支持構造および他の公知の機械的支持構造は、それらが取り付
けられる可撓性電子構成要素を十分に保護しない。具体的には、公知の機械的支持構造は
、可撓性電子構成要素のユーザが、その最小曲げ半径を越えてディスプレイを曲がるまた
は撓曲する、１つを上回る方向に可撓性電子構成要素を曲がるまたは撓曲する、および／
もしくは可撓性電子構成要素に欠陥を引き起こし、それによって、構成要素を損傷し得る
ように、可撓性電子構成要素またはその一部の曲がりを十分に制限しない。前述の金属板
ばねは、例えば、可読位置で可撓性ディスプレイを固定することに役立ち得るが、本位置
であろうと別の位置であろうと、実際には、可撓性ディスプレイがその最小曲げ半径を越
えて曲げられまたは撓曲されること、もしくは複数の方向に曲げられまたは撓曲されるこ
とを防止しない。その一方で、前述の双安定スナップ金属細片は、取り付けられた装着式
ディスプレイ製品の曲がりを制限することに関与していない。例えば、双安定スナップ金
属細片が平坦状態であるとき、双安定スナップ金属細片は、装着式製品、より具体的には
、可撓性ディスプレイが本方向に自由に曲げられることができるように、上向き（反時計
回り）の曲げに対して抵抗を殆どまたは全く提供しない。双安定スナップ金属細片が巻い
た状態であるとき、双安定スナップ金属細片は、装着式製品、より具体的には、可撓性デ
ィスプレイが本方向に自由に曲げられることができるように、さらなる曲げに対して抵抗
を殆どまたは全く提供しない。これらの方向の一方または両方での曲がりが可撓性ディス
プレイの統制最小曲げ半径を越えるとき、可撓性電子構成要素の層は、破壊、亀裂、また
は別様に損傷され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第２００６／０８５２７１号
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１３／００４４２１５号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　リストバンド、ベルト、アームバンド、転動可能電子リーダ、折畳型ディスプレイを伴
うモバイルデバイス等の動的可撓性物品またはデバイスは、可撓性電子構成要素（例えば
、可撓性ディスプレイ、可撓性ＯＬＥＤ照明、可撓性電子回路、センサタグ等）と、可撓
性電子構成要素に結合されている支持構造（例えば、可撓性基板、蝶着された区画化構造
等）とを含む。支持構造は、可撓性電子構成要素の曲がりを可撓性電子構成要素の曲がり
の許容値内の範囲に制限するように構成される。
【００１２】
　ある場合には、支持構造は、取り付け可能な物品が異なる位置の間で移動させられると
きに（例えば、物品の局所曲げ状態が変更されるときに）、可撓性支持構造および可撓性
電子構成要素が、互いに対して、または互から独立して、移動することを可能にする様式
において、可撓性電子構成要素に移動可能に結合されている可撓性支持構造である。可撓
性電子構成要素および可撓性支持構造が互から独立して移動可能であるため、物品が曲げ
られまたは湾曲させられているときに可撓性支持構造が可撓性電子構成要素にかける歪み
の量は、最小限にされる。特に、可撓性支持構造を、可撓性電子構成要素にまたはそれと
移動可能に結合することによって、可撓性支持構造は、可撓性電子構成要素の中立面を改
変しない、または最小限にのみ改変する。本特徴は、順に、可撓性支持構造に結合される
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と、可撓性電子構成要素の臨界曲げ半径を最小限にする。したがって、可撓性支持構造は
、可撓性電子構成要素の曲がり能力（例えば、曲がりの範囲）を実質的に維持しながら（
すなわち、物品の曲がり能力は、可撓性電子ディスプレイ自体の曲がり能力に実質的に類
似する）、支持を可撓性電子構成要素に提供する。
【００１３】
　ある場合には、支持構造が物品の曲がりを制限し、可撓性電子構成要素のためのねじれ
保護を提供するように構成されるように、支持構造は、第１の基板と、第１の基板に移動
可能に接続されている第２の基板を含む。支持構造は、概して、可撓性電子構成要素のね
じれ許容値に基づいて可撓性電子構成要素に加えられることができる、ねじれの量を制限
する。支持構造は、例えば、ねじれを、＋／－２０度以内の範囲に、＋／－１０度以内の
範囲に、またはある他の好適な範囲に制限してもよい。
【００１４】
　ある場合には、動的可撓性取り付け可能な物品は、バンドがユーザの手首または腕の上
に配置されるときに、ユーザに視認可能である連続ディスプレイ表面の量を最大限にする
様式において、基板の２つの端部をともに接続する、留金構造を含む。特に、バンドは、
バンドが手首または腕に適切に取り付けられるときに、ユーザの手首または腕の外側に横
たわるか、もしくは収まるバンドの位置に位置する、留金構造を含む。この場合、ディス
プレイ表面の不連続性は、ユーザが自然な様式において視認するためのディスプレイの最
も硬質の点であり、したがって、不連続性が収まるディスプレイの一部をユーザが視認す
る必要があろう可能性を最小限にする、装着者の外側手首の隣にある、または隣接する点
に収まる。さらに、本特徴は、ユーザがバンドの上部を見て、掌を下に向いた位置から上
に向いた位置に旋回させると、ユーザがバンドに沿った連続ディスプレイを視認すること
を可能にし、したがって、ユーザが、長い連続ディスプレイスクリーンを視認すること、
または留金機構によって引き起こされる不連続性が生じるディスプレイの部分を観察する
ことなく複数の異なるディスプレイスクリーンを視認することを可能にする。本特徴は、
バンドを装着するときに最大量の連続的な視認可能ディスプレイ表面をユーザに提供する
ため、本特徴は、より使用可能かつ人間工学的なバンドを提供する。
【００１５】
　バンドは、可撓性基板および可撓性電子ディスプレイの性質上、ユーザの手首、腕また
は他の湾曲表面に動的に曲げ可能もしくは共形化可能であって、種々の画像が、バンドの
ユーザまたは装着者に容易に視認可能である様式において、電子ディスプレイ上に表示さ
れることを可能にする。そのような可撓性電子ディスプレイを伴う動的可撓性取り付け可
能な物品は、例えば、リストバンドの形態等、ユーザの身体に取り付けられ、またはその
上に装着されてもよく、電子ディスプレイが位置する、種々の輪郭または身体表面に適合
するように曲がってもよい。動的可撓性取り付け可能な物品はまた、手の中または身体上
に保持されていないとき、可撓性ディスプレイが視認されることを可能にする、マグカッ
プ、カップ、コンピュータ、電話カバー、自転車のハンドル、自動車のダッシュボード、
台等の他のアイテムに容易に取り付けられる。なおもさらに、動的可撓性取り付け可能な
物品は、平坦に配設されてもよく、電子ディスプレイがユーザに視認可能であることを可
能にする様式において、表面上に配置される、またはそこに取り付けられてもよい。ある
場合には、動的可撓性取り付け可能な物品は、バンドデバイスのディスプレイが台を見て
いる人に可視となるようにもまた配向しながら、バンドデバイスが充電されることを可能
にする様式において、充電用接点を有する平坦な台上に載置されてもよい。
【００１６】
　いずれの場合も、取り付け可能な物品の電子ディスプレイは、ユーザに視認可能であっ
て、ユーザの片手または両手に保持される必要なく、ユーザによって操作または作動され
ることが可能であって、ユーザが、ランニング、自転車の運転等の他の活動に従事または
それを実施している間、電子デバイスを使用可能にする。
【００１７】
　ある場合には、動的可撓性取付可能電子デバイスは、取付可能デバイスが、それ自体に
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、別の物体に除去可能に取り付けられる、または人によって装着されることを可能にする
支持体に取り付けられる、１つ、２つ、またはそれを上回る締結具もしくは留金部材を伴
う、略長方形の形態における可撓性、例えば、曲げ可能な支持体上に配置される、可撓性
電子ディスプレイを含む。締結具は、端部部品であってもよく、または締結具は、支持体
の長さに沿って位置してもよい。デバイスの制御および通信電子機器は、例えば、締結具
のうちの１つ以上のものの内側にあり得る、１つ以上の電子モジュール内に配置される。
ある場合には、１つ以上の電子モジュールは、自給式であり、締結具もしくは留金部材の
場所以外の場所で可撓性支持体に取り付けられる。読みやすさのために、１つ以上の電子
機器モジュールは、本明細書では、単数形（すなわち、「電子機器モジュール」）で参照
されるが、動的可撓性取付可能電子デバイスが、１つを上回る電子機器モジュールを含み
得ることを理解されたい。
【００１８】
　電子機器モジュールは、ディスプレイドライバと通信し、電子ディスプレイを駆動し、
固定または変更可能メッセージ、挿絵、写真等を表示するためのアプリケーションもしく
はプログラム等、アプリケーションまたはプログラミングを実装するためのプロセッサを
含む。電子モジュールはまた、種々の時間に電子ディスプレイ上に表示されるべき写真、
画像、メッセージ、ビデオ等を記憶するため、かつ異なる時間に種々のディスプレイタス
クを行うためにアプリケーションによって使用されるべき構成データ等のアプリケーショ
ンおよびアプリケーションデータを記憶するためのメモリも含む。性質上、堅くあり得る
、電子機器モジュールはまた、電子ディスプレイ、プロセッサ、ディスプレイドライバ、
および他の電子要素に給電するためのバッテリと、無線または有線様式のいずれかにおい
てバッテリを充電するためのバッテリ充電デバイスと、他のコンピュータデバイスが、プ
ロセッサ、ディスプレイドライバ、およびメモリと通信し、電子ディスプレイ上に表示さ
れるべき新しいまたは異なる画像もしくはメッセージを提供し、取付可能電子デバイスの
電子ディスプレイの動作を構成すること等を可能にする、通信モジュールとを含んでもよ
い。
【００１９】
　可撓性電子ディスプレイは、種々の好適なプラスチックのいずれか等の任意の所望の可
撓性電子ディスプレイ材料を使用して加工されてもよい。所望に応じて、可撓性電子ディ
スプレイは、同一または異なる可撓性材料から形成される別個の正面および背面基板上に
配置される画素要素を有する、ディスプレイとして製造されてもよい。電子ペーパが可撓
性ディスプレイとして使用される場合等のある場合には、材料の別個の層が、正面と背面
材料との間に配置され、画素要素を形成してもよい。いずれの場合も、これらの基板材料
は、ともに載置され、可撓性電子ディスプレイを形成してもよく、これは、次いで、皮製
支持体、曲げ可能金属支持体等の可撓性支持体上に配置されてもよく、その組み合わせは
、手首等の装着者の身体の一部の形状に共形化する、または取り付け可能な物品が取り付
けられ得る他のアイテムの形状に共形化する種々の様式において、撓曲または湾曲させら
れることができる。別の場合には、取付可能電子デバイスは、可撓性電子ディスプレイに
わたって、またはその上部に配置され、ユーザが、可撓性電子ディスプレイに対してデー
タを入力する、または入力アクションを行うことを可能にする、可撓性の、例えば、透明
のタッチスクリーンインターフェースを含んでもよい。所望に応じて、入力は、動的可撓
性取付可能デバイス内に含まれる他のセンサによって検出される、ジェスチャまたは他の
入力の形態であってもよく、センサによって検出されるジェスチャは、電子デバイスを、
動作モードを変更させるように等、所定の様式において動作させてもよい。
【００２０】
　そのように形成される電子ディスプレイデバイスは、例えば、ユーザが、例えば、写真
、ユーザまたは他者によって生成されるデジタル挿絵、ユーザに送信される、もしくはユ
ーザによって生成されるメッセージ、リマインダ、教訓的、教育的、または啓発的メッセ
ージを提供する文書、電子カード、広告、個人用覚書、個人用Ｏｕｔｌｏｏｋ(R)カレン
ダ等のカレンダ等を含む、単一タイプまたは複数の異なるタイプのデジタル媒体を電子デ
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ィスプレイ上に同時に描写もしくは表示させることを可能にしてもよい。
【００２１】
　より具体的には、ディスプレイドライバは、その上に、メモリ内に記憶された１つ以上
の画像、メッセージ、デジタル挿絵、ビデオ等を表示することによって、電子ディスプレ
イを駆動させるように構成可能であってもよい。ある場合には、ディスプレイドライバは
、電極またはコネクタのセットに接続され、順に、可撓性ディスプレイの画素要素に接続
され、ディスプレイドライバは、個別のコンテンツを各電極またはコネクタに提供し、可
撓性ディスプレイ上に表示される画像を生成する。ディスプレイドライバは、可撓性電子
ディスプレイを介して、固定画像を表示してもよく、メモリにアクセスし、新しい画像を
ディスプレイに提供することによって等、可撓性電子ディスプレイ上に表示されている画
像を時間毎に変更してもよく、リアルタイムビデオ等のビデオを表示してもよく、および
／または他のタイプのデジタル媒体を表示してもよい。同様に、ディスプレイドライバは
、取付可能電子デバイスの異なる時間または異なるモードにおいて、多くの異なるアプリ
ケーションに関連付けられた種々のインターフェースを可撓性ディスプレイ上に提示させ
てもよい。例えば、ディスプレイドライバは、プロセッサ内で実行される種々の異なるア
プリケーションによって駆動され、カレンダインターフェース、電子メールインボックス
インターフェース、アラームクロックインターフェース、キーボードインターフェース、
歩数計インターフェース等を表示してもよい。これらのインターフェースは、可撓性ディ
スプレイ上の同一場所に位置し、異なる時間に表示されてもよく、可撓性ディスプレイ上
の異なる場所に位置し、同一または異なる時間に表示されてもよい。
【００２２】
　なおもさらに、バッテリ充電ユニットが、バッテリに接続されてもよく、例えば、誘導
結合式充電技法または直接結合式充電技法を使用して、バッテリを充電するように動作し
てもよい。バッテリ充電ユニットは、例えば、誘導結合式充電システムの一部であっても
よく、外部充電ユニットによって生成される電磁波に応答し、取り付け可能な物品が外部
充電ユニットの近傍に配置されると、バッテリを充電してもよい。別の場合には、バッテ
リ充電器は、デバイスの運動（取付可能電子デバイスがリストバンドの形態であるとき、
腕の移動に関連付けられるもの等）を電気エネルギーに変換し、次いで、バッテリを充電
するために使用される、運動エネルギー充電ユニットであってもよい。
【００２３】
　なおもさらに、通信モジュールは、プロセッサ、ドライバ、メモリおよび／または可撓
性電子ディスプレイが、例えば、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、セルラーネットワーク、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続、近距離通信（ＮＦＣ）接続、赤外線通信技法、無線周
波数識別（ＲＦＩＤ）デバイス、またはタグ等に関連付けられた無線通信を使用して、コ
ンピュータ、携帯電話、タブレットデバイス、遠隔制御ユニット等の外部源またはデバイ
スと通信することを可能にしてもよい。通信モジュールは、ドライバが、メモリ内への記
憶のための新しい画像または他のデジタル媒体を受信し、最終的に、可撓性電子ディスプ
レイ上に、種々の様式において電子ディスプレイの制御を行うためのプロセッサまたはド
ライバによる実行のための新しいアプリケーションと、ディスプレイドライバが、可撓性
電子ディスプレイを制御し、画像および他の情報を表示するように動作する様式を構成す
るための新しい構成情報とを表示することを可能にするように動作してもよい。このよう
に、ユーザは、例えば、無線通信ネットワークを介して、取り付け可能な物品を再プログ
ラムし、異なる写真、画像、メッセージ等を異なる時間に表示し、異なるアプリケーショ
ンを異なる時間または異なる場所で実行してもよい。通信モジュールは、取付可能デバイ
スが、情報をデバイスのメモリに書き込むために、コンピュータに繋がれる、または別様
に、そこに有線接続される必要性を排除するように動作する。
【００２４】
　なおもさらに、メモリは、ユーザによって取付可能電子デバイスに提供またはダウンロ
ードされた１つ以上のアプリケーションを記憶してもよく、プロセッサは、それを実行し
てもよい。これらのアプリケーションは、ユーザが、任意の所与の時間に表示するための
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特定のデジタル媒体または画像、画像が表示されるべき順序、画像が、背景色、境界、視
覚的効果等の表示特徴を変更するであろう速度等、可撓性電子ディスプレイを伴う取付可
能デバイスの動作特徴を指示またはプログラムすることを可能にしてもよい。さらに、ア
プリケーションは、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ接続、セルラー接続、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）もしくはＮＦＣ接続、または任意の他の無線通信ネットワークもしくは接続を介し
て提供される、電子カード、広告または宣伝情報等、可撓性電子ディスプレイ上に表示さ
れ得る情報を取得するために、通信モジュールを介した通信を可能にする、またはそれを
行ってもよい。
【００２５】
　ある場合には、汎用マイクロプロセッサタイプのコントローラまたは特殊目的コントロ
ーラであり得る、プロセッサ、バッテリ、バッテリ充電ユニット、コンピュータ可読メモ
リ、および通信モジュールは、例えば、末端部または取り付け可能な物品の側壁内に、も
しくは別個の堅いモジュールの中に統合されてもよく、これらの構成要素は、デバイスの
外部が暴露される、水、空気、泥等からシールまたは別様に保護されてもよい。これらの
電子構成要素のいずれかまたは全ては、密閉シール様式において封入され、外力および環
境上の危険へのこれらの構成要素のいかなる直接暴露も防止してもよい。
【００２６】
　なおもさらに、取り付け可能な物品の可撓性支持体は、例えば、可撓性ディスプレイが
受け得る、可能性として考えられる運動のタイプを制限することによって、可撓性ディス
プレイを保護するための種々のタイプの構造を組み込んでもよい。これらのタイプの構造
は、例えば、可撓性支持体のねじれ運動を制限し、それによって、可撓性ディスプレイの
曲がりに起因する可撓性ディスプレイへの損傷を防止するように、可撓性支持体内または
その上に配置される、横方向バー、支柱、または支索のセットを含むことができる。同様
に、１つ以上の縦方向部材が、デバイスの縦軸またはデバイスの横軸のいずれかの周囲に
おける可撓性支持体の曲げ運動を制限するように、可撓性支持体内に構成されてもよい。
したがって、本構造は、可撓性電子ディスプレイの種々の層を剥離させ得る、曲げ運動か
らの可撓性ディスプレイへの損傷を防止するように、１つ以上の方向における可撓性ディ
スプレイの撓曲を防止または制限する。なおもさらに、可撓性支持体は、可撓性ディスプ
レイの縁に沿って配置され、可撓性電子ディスプレイの縁または側面における衝突による
可撓性電子ディスプレイへの損傷を防止または制限する、例えば、金属ワイヤまたは他の
材料から形成される縁またはリッジを含んでもよい。
【００２７】
　なおもさらに、可撓性電子ディスプレイは、その上で導線が可撓性ディスプレイのディ
スプレイ面積を励起するために使用される、可撓性ディスプレイの縁が、ディスプレイの
下方または下に曲げられもしくは折畳されるように形成されることによって、取り付け可
能な物品の上面の上で最大使用可能ディスプレイ面積を提示するように構成される。その
ような構成は、ディスプレイ画素が位置しない取り付け可能な物品の上または外表面上に
面積を有する必要性を制限する、または低減させる。
【００２８】
　一実施形態では、取り付け可能な物品は、可撓性基板と、可撓性基板上に配置される可
撓性電子ディスプレイと、ディスプレイドライバおよびプロセッサを含む、可撓性電子デ
ィスプレイに電子的に接続される電子機器モジュールとを有する、バンドを含む。この場
合、可撓性基板は、可撓性基板の曲げ半径を可撓性電子ディスプレイの曲がりの許容値内
の範囲に制限するようにともに動作する、曲がりを制限する構造要素を含む。所望に応じ
て、電子機器モジュールは、堅くあり得、例えば、可撓性基板の端部において、または可
撓性基板の２つの端部の間の任意の点において可撓性基板に結合されてもよい。
【００２９】
　別の実施形態では、取り付け可能な物品は、第１および第２の側方端部と、第１および
第２の側方端部間に延在する第１および第２の横方向側とを有する、略長方形形状の基板
を含み、バンドは、バンドの第１および第２の横方向側の間にそれぞれ延び、可撓性基板
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の曲げ運動を特定の最小曲げ半径に制限するようにともに動作する、複数の相互接続され
た部品を有する、可撓性基板を含む。取り付け可能な物品はまた、可撓性基板上に配置さ
れる可撓性電子ディスプレイを含んでもよく、可撓性電子ディスプレイは、可撓性電子デ
ィスプレイが、可撓性電子ディスプレイの電子機能性を損なうことなく曲げられ得る、最
小臨界曲げ半径を有する。そのような最小臨界曲げ半径は、それを越えると、１回または
少数回の曲がりに応じて、可撓性ディスプレイの電子機能性が損なわれる曲げ半径であり
得る（例えば、１回、２回、３回等、最小臨界曲げ半径を越えて可撓性ディスプレイを曲
げると、機能性が損なわれる）、またはそれを越えると、有意な回数の曲げ運動に応じて
、可撓性ディスプレイの電子機能性の信頼性がなくなる、もしくは損なわれ得る、曲げ半
径であり得る（例えば、最小臨界曲げ半径は、電子ディスプレイが、損なわれずに、有意
な回数確実に曲げられ得る、最大最小半径であり得る）。なおもさらに、電子機器モジュ
ールは、可撓性電子ディスプレイに電子的に接続され、可撓性電子ディスプレイに結合さ
れるディスプレイドライバと、ディスプレイドライバに結合されるプロセッサとを含む。
この場合、バンドの側方方向における可撓性基板の特定の最小曲げ半径は、バンドの側方
方向における可撓性電子ディスプレイの最小臨界曲げ半径より大きいかまたはそれに等し
い。
【００３０】
　加えて、これらの実施形態のうちのいずれかでは、バンドは、第１および第２の端部を
含んでもよく、留金機構は、可撓性基板の第１および第２の端部をともに結合するように
、バンドの第１および第２の端部の一方または両方に結合されてもよい。留金機構は、１
つ以上の磁石を含んでもよく、さらに、バンドの１つの部分に配置される不均等な溝また
は切り欠きの第１のセットと、不均等な溝または切り欠きの第１のセットと噛合するため
のバンドの第２の部分に配置される不均等な溝または切り欠きの対応する第２のセットと
を含んでもよい。別の場合には、留金機構は、バンドの少なくとも１つの端部に沿って直
列に配置される複数の磁石を含んでもよく、留金機構は、バンドの第１および第２の端部
が互いに対して異なる重複位置まで移動させられることを可能にするように調節可能であ
り得る。所望に応じて、留金機構は、バンドの第１の端部に沿って配置される一連の磁石
と、バンドの第２の端部に沿って配置される金属または磁石等の一連の透磁性材料要素と
を含んでもよく、または、バンドの第１の側方端部に配置される少なくとも１つの磁石と
、バンドの第２の対向側方端部に配置される透磁性材料とを含んでもよい。留金機構はさ
らに、バンドの第１および第２の側方端部のうちの一方に配置されるタブと、バンドの第
１および第２の側方端部のうちの他方に配置されるタブを受け入れる溝とを含んでもよい
。さらに他の実施形態では、留金機構は、バンドに結合されるフックおよびループ構造、
または座屈を通してバンドの他端を受け入れるバンドの一端に接続されるバックルを含ん
でもよい。
【００３１】
　所望に応じて、可撓性基板は、ヒンジを用いて相互接続される材料の一連の堅い部品を
含んでもよく、ヒンジは、可撓性基板上に配置されるときの可撓性電子ディスプレイの曲
がりを可撓性電子ディスプレイの曲がりの許容値内に制限する。材料の堅い部品は、バン
ドに沿って横方向に配置されてもよく、ヒンジは、ヒンジの曲げ運動の範囲を制限するよ
うに相互作用する、突出部を含んでもよい。同様に、可撓性基板は、可撓性材料に沿って
横方向に離間される堅い要素を伴う、可撓性材料を含んでもよく、堅い要素は、バンドの
側方方向におけるよりもバンドの横方向における可撓性基板の曲がりを制限するように動
作してもよい。なおもさらなる実施形態では、可撓性基板は、可撓性電子ディスプレイに
最も近接して配置されている第１の不断区分を有し、かつ第１の区分に隣接して配置され
、その中に配置される溝を有する、第２の区分を有する、柔軟性材料を含んでもよく、溝
は、可撓性基板の片側から可撓性基板の他側に延在する。所望に応じて、第２の区分はさ
らに、その中に配置される１つ以上の横方向溝を含んでもよく、横方向溝は、少なくとも
部分的に、可撓性基板の一方の横方向端部から可撓性基板の他方の横方向端部に延在する
。加えて、可撓性基板は、互に隣接して横方向に配置される２つの部分を有してもよく、
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第１の部分は、第２の部分が曲げられ得る最小曲率半径と異なる、最小曲率半径に曲げら
れることができる。また、可撓性基板は、バンドに沿って互いに対して横方向に配置され
る、複数の区分を有してもよく、各区分は、複数の最小曲率半径のうちの１つに曲げられ
ることができ、区分の少なくとも２つは、他の区分の１つの最小曲率半径未満である、最
小曲率半径に曲げられることができる。なおもさらなる場合には、可撓性基板は、可撓性
電子ディスプレイの各横方向側（すなわち、横方向における縁に配置される側、または側
方端部間で側方方向に延在する側）において、可撓性電子ディスプレイの上方に延在する
、縁部品を有してもよく、縁部品は、軟質柔軟性材料の内側に配置される第１の曲げ可能
材料片を含んでもよい。この場合、第１の曲げ可能材料片は、軟質柔軟性材料より硬質で
あり得る。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、その上に配置された可撓性ディスプレイと、第１のタイプの磁気クラス
プとを有する、リストバンドの形態における例示的動的可撓性取り付け可能な物品の斜視
図である。
【００３３】
【図２】図２は、固定長リストバンドを形成するように曲げられた図１のリストバンドの
側面図である。
【００３４】
【図３】図３は、第２のタイプの磁気クラスプとともにその上に配置された可撓性ディス
プレイを有する、リストバンドの形態における例示的取り付け可能な物品の斜視図である
。
【００３５】
【図４】図４は、調節可能長リストバンドを形成するように曲げられた図３の例示的取り
付け可能な物品の側面図である。
【００３６】
【図５Ａ】図５Ａは、２つのクラスプの間の可撓性基板上に配置された可撓性ディスプレ
イを有する、図１の例示的取り付け可能な物品の側面図である。
【００３７】
【図５Ｂ】図５Ｂは、基板の全長にわたって配置された可撓性ディスプレイを有する、リ
ストバンドの形態における例示的取り付け可能な物品の側面図である。
【００３８】
【図５Ｃ】図５Ｃは、可撓性基板の中心部分上に配置された可撓性ディスプレイを有する
、リストバンドの形態における例示的取り付け可能な物品の側面図である。
【００３９】
【図５Ｄ】図５Ｄは、電子機器モジュールによって接続された２つの可撓性末端部を有す
る基板にわたって配置された可撓性ディスプレイを有する、リストバンドデバイスの形態
における例示的取り付け可能な物品の側面図である。
【００４０】
【図６】図６は、２つのクラスプの間に配置される可撓性ディスプレイおよび可撓性基板
上に配置された可撓性タッチスクリーンを有する、リストバンドデバイスの形態における
例示的取り付け可能な物品の側面図である。
【００４１】
【図７Ａ】図７Ａおよび７Ｂは、それぞれ、調節可能接続または留金構造を形成するよう
にリストバンドデバイスの一方または両方の端部もしくは側上に配置された磁気部材を有
する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能な物品の斜視および上面
図を図示する。
【図７Ｂ】図７Ａおよび７Ｂは、それぞれ、調節可能接続または留金構造を形成するよう
にリストバンドデバイスの一方または両方の端部もしくは側上に配置された磁気部材を有
する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能な物品の斜視および上面
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図を図示する。
【００４２】
【図７Ｃ】図７Ｃ－７Ｅは、図７Ａおよび７Ｂのものに類似するリストバンドデバイス上
に配置された種々のセンサを図示する。
【図７Ｄ】図７Ｃ－７Ｅは、図７Ａおよび７Ｂのものに類似するリストバンドデバイス上
に配置された種々のセンサを図示する。
【図７Ｅ】図７Ｃ－７Ｅは、図７Ａおよび７Ｂのものに類似するリストバンドデバイス上
に配置された種々のセンサを図示する。
【００４３】
【図８Ａ】図８Ａおよび８Ｂは、可撓性ディスプレイと、磁石ならびにタブおよび陥凹配
列を含む接続構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能
な物品を図示する。
【図８Ｂ】図８Ａおよび８Ｂは、可撓性ディスプレイと、磁石ならびにタブおよび陥凹配
列を含む接続構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能
な物品を図示する。
【００４４】
【図９】図９－１２は、可撓性ディスプレイと、磁石および連動溝を含み、バンドを装着
するときに最大連続ディスプレイ表面をユーザに提供するように構成される、異なる接続
構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能な物品を図示
する。
【図１０】図９－１２は、可撓性ディスプレイと、磁石および連動溝を含み、バンドを装
着するときに最大連続ディスプレイ表面をユーザに提供するように構成される、異なる接
続構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能な物品を図
示する。
【図１１】図９－１２は、可撓性ディスプレイと、磁石および連動溝を含み、バンドを装
着するときに最大連続ディスプレイ表面をユーザに提供するように構成される、異なる接
続構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能な物品を図
示する。
【図１２】図９－１２は、可撓性ディスプレイと、磁石および連動溝を含み、バンドを装
着するときに最大連続ディスプレイ表面をユーザに提供するように構成される、異なる接
続構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における例示的取り付け可能な物品を図
示する。
【００４５】
【図１３】図１３Ａ－１３Ｃは、それぞれ、バンドを装着するときに最大連続ディスプレ
イ表面をユーザに提供するように構成される、リストバンドデバイスの底面図、側面図、
および上面図を図示する。
【００４６】
【図１４Ａ】図１４Ａは、その端部がユーザのために最大連続ディスプレイ表面を形成す
るようにともに接続されるときの図１３のバンドを図示する。
【００４７】
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、ユーザの手首の周囲に接続されるときの図１４Ａのバンドを図
示する。
【００４８】
【図１５】図１５は、図１３のバンドのクラスプ構造が動作する様式をより詳細に図示す
る。
【００４９】
【図１６】図１６Ａ－１６Ｃは、最大連続使用可能ディスプレイ表面積をユーザに提供し
ながらユーザの手首と重複するバンドの位置付けを図示するよう、種々の異なるサイズの
手首に適合するように調節された図１３のバンドを描写する。
【００５０】
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【図１７】図１７は、平坦構成で配設された図１３のバンドの斜視図である。
【００５１】
【図１８】図１８は、一端上に配置された電子機器モジュールを有し、バンドを装着する
ときに最大連続ディスプレイ表面をユーザに提供するように構成される、図１２のものに
類似するバンドのさらなる構成を描写する。
【００５２】
【図１９】図１９および２０は、バンドを装着するときに最大連続ディスプレイ表面をユ
ーザに提供するように構成される一方で、可撓性ディスプレイと、磁石およびクラスプル
ープを含む接続またはクラスプとを有する、リストバンドの形態における取り付け可能な
物品のさらなる実施例を図示する。
【図２０】図１９および２０は、バンドを装着するときに最大連続ディスプレイ表面をユ
ーザに提供するように構成される一方で、可撓性ディスプレイと、磁石およびクラスプル
ープを含む接続またはクラスプとを有する、リストバンドの形態における取り付け可能な
物品のさらなる実施例を図示する。
【００５３】
【図２１】図２１－２４は、バンドを装着するときに最大連続使用可能ディスプレイ表面
をユーザに提供するように構成される一方で、可撓性ディスプレイと、磁石およびバック
ルクラスプを含む接続または留金構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における
なおもさらなる例示的取り付け可能な物品を図示する。
【図２２】図２１－２４は、バンドを装着するときに最大連続使用可能ディスプレイ表面
をユーザに提供するように構成される一方で、可撓性ディスプレイと、磁石およびバック
ルクラスプを含む接続または留金構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における
なおもさらなる例示的取り付け可能な物品を図示する。
【図２３】図２１－２４は、バンドを装着するときに最大連続使用可能ディスプレイ表面
をユーザに提供するように構成される一方で、可撓性ディスプレイと、磁石およびバック
ルクラスプを含む接続または留金構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における
なおもさらなる例示的取り付け可能な物品を図示する。
【図２４】図２１－２４は、バンドを装着するときに最大連続使用可能ディスプレイ表面
をユーザに提供するように構成される一方で、可撓性ディスプレイと、磁石およびバック
ルクラスプを含む接続または留金構造とを有する、リストバンドデバイスの形態における
なおもさらなる例示的取り付け可能な物品を図示する。
【００５４】
【図２５】図２５Ａ－２５Ｂは、その上に配置された可撓性電子ディスプレイの縁を保護
する構造を有する、可撓性リストバンドデバイスの上部および断面図を図示する。
【００５５】
【図２６】図２６は、可撓性電子ディスプレイの縁を保護するためのさらなる側面保護構
造を図示する、可撓性リストバンドデバイスの断面図を図示する。
【００５６】
【図２７Ａ】図２７Ａは、いくつかの横方向スペーサの形態におけるねじれおよび横方向
曲がりを制限する構造を有する、リストバンドデバイスの可撓性支持体の上面図を図示す
る。
【００５７】
【図２７Ｂ】図２７Ｂは、互から異なる距離で離間されたいくつかの横方向スペーサの形
態におけるねじれおよび横方向曲がりを制限する構造を有する、リストバンドの可撓性支
持体の上面図を図示する。
【００５８】
【図２８】図２８－２９は、可撓性支持体の下面側に形成され、互から均一に離間された
複数の溝の形態におけるねじれ、横方向、および側方曲がりを制限する構造を有する、リ
ストバンドの可撓性支持体を図示する。
【図２９】図２８－２９は、可撓性支持体の下面側に形成され、互から均一に離間された
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複数の溝の形態におけるねじれ、横方向、および側方曲がりを制限する構造を有する、リ
ストバンドの可撓性支持体を図示する。
【００５９】
【図３０】図３０は、アームバンドを形成するようにユーザの腕に沿って配置されたリス
トバンドデバイスを図示する。
【００６０】
【図３１】図３１は、本明細書に説明される原理を使用して、ユーザの腕の周囲に配置さ
れたアームバンドデバイスを図示する。
【００６１】
【図３２】図３２および３３は、可撓性支持体の下面側に形成され、種々の距離で互から
離間された複数の溝の形態におけるねじれ、側方、および横方向曲がりを制限する構造を
有する、リストバンドの可撓性支持体を図示する。
【図３３】図３２および３３は、可撓性支持体の下面側に形成され、種々の距離で互から
離間された複数の溝の形態におけるねじれ、側方、および横方向曲がりを制限する構造を
有する、リストバンドの可撓性支持体を図示する。
【００６２】
【図３４】図３４は、可撓性支持体内に形成されたいくつかの縦方向および横方向溝の形
態におけるねじれ、横方向、および側方曲がりを制限する構造を有する、リストバンドの
可撓性支持体の部分的斜視図を図示する。
【００６３】
【図３５】図３５－４１は、別または反対の方向に特定の撓曲運動を可能にしながら、少
なくとも１つの方向に可撓性支持体の撓曲運動を制限する、種々の曲がりを制限する部材
の図を図示する。
【図３６】図３５－４１は、別または反対の方向に特定の撓曲運動を可能にしながら、少
なくとも１つの方向に可撓性支持体の撓曲運動を制限する、種々の曲がりを制限する部材
の図を図示する。
【図３７】図３５－４１は、別または反対の方向に特定の撓曲運動を可能にしながら、少
なくとも１つの方向に可撓性支持体の撓曲運動を制限する、種々の曲がりを制限する部材
の図を図示する。
【図３８】図３５－４１は、別または反対の方向に特定の撓曲運動を可能にしながら、少
なくとも１つの方向に可撓性支持体の撓曲運動を制限する、種々の曲がりを制限する部材
の図を図示する。
【図３９】図３５－４１は、別または反対の方向に特定の撓曲運動を可能にしながら、少
なくとも１つの方向に可撓性支持体の撓曲運動を制限する、種々の曲がりを制限する部材
の図を図示する。
【図４０】図３５－４１は、別または反対の方向に特定の撓曲運動を可能にしながら、少
なくとも１つの方向に可撓性支持体の撓曲運動を制限する、種々の曲がりを制限する部材
の図を図示する。
【図４１】図３５－４１は、別または反対の方向に特定の撓曲運動を可能にしながら、少
なくとも１つの方向に可撓性支持体の撓曲運動を制限する、種々の曲がりを制限する部材
の図を図示する。
【００６４】
【図４２】図４２は、各縦方向部材が縦方向に配置されたリンクのセットから構成される
、一連の横方向に相互接続された縦方向部材として形成される、可撓性支持体を形成する
曲げまたは撓曲制限構造の上面図を図示する。
【００６５】
【図４３】図４３は、その中に配置された図３５－４１のうちのいずれかの曲がりを制限
する構造を有する、リストバンドデバイスの可撓性支持体の上面図を図示する。
【００６６】
【図４４】図４４は、各部分が、可撓性電子ディスプレイのための支持体を提供して、可
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撓性支持体の異なる場所または区分において種々の異なる曲げ特性を含むデバイスを生成
するように、隣接する部分と異なる可撓性を有する、均一に構築された部分および蝶着さ
れた部分の組み合わせを含む、リストバンドデバイスの可撓性支持の上面図を図示する。
【００６７】
【図４５Ａ】図４５Ａ－４５Ｄは、可撓性電子ディスプレイと、曲がりの間に可撓性ディ
スプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させる様式においてそれとスライド可能か
つ除去可能に結合された可撓性支持体とを有する、リストバンドの形態における例示的取
り付け可能な物品を図示する。
【図４５Ｂ】図４５Ａ－４５Ｄは、可撓性電子ディスプレイと、曲がりの間に可撓性ディ
スプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させる様式においてそれとスライド可能か
つ除去可能に結合された可撓性支持体とを有する、リストバンドの形態における例示的取
り付け可能な物品を図示する。
【図４５Ｃ】図４５Ａ－４５Ｄは、可撓性電子ディスプレイと、曲がりの間に可撓性ディ
スプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させる様式においてそれとスライド可能か
つ除去可能に結合された可撓性支持体とを有する、リストバンドの形態における例示的取
り付け可能な物品を図示する。
【図４５Ｄ】図４５Ａ－４５Ｄは、可撓性電子ディスプレイと、曲がりの間に可撓性ディ
スプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させる様式においてそれとスライド可能か
つ除去可能に結合された可撓性支持体とを有する、リストバンドの形態における例示的取
り付け可能な物品を図示する。
【００６８】
【図４５Ｅ】図４５Ｅは、曲げられまたは湾曲させられたときの図４５Ａ－４５Ｄに描写
される取り付け可能な物品を図示する。
【００６９】
【図４５Ｆ】図４５Ｆは、図４５Ｅに図示されるものと異なる第２の可撓性支持体を有す
る、図４５Ｅに描写される取り付け可能な物品を図示する。
【００７０】
【図４６Ａ】図４６Ａおよび４６Ｂは、曲がりの間に可撓性ディスプレイ上の歪みを最小
限にする、または低減させる様式において可撓性支持体にスライド可能に結合された可撓
性電子ディスプレイを有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物
品を図示する。
【図４６Ｂ】図４６Ａおよび４６Ｂは、曲がりの間に可撓性ディスプレイ上の歪みを最小
限にする、または低減させる様式において可撓性支持体にスライド可能に結合された可撓
性電子ディスプレイを有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物
品を図示する。
【００７１】
【図４６Ｃ】図４６Ｃは、図４６Ａおよび４６Ｂに描写される取り付け可能な物品の上面
図を図示する。
【００７２】
【図４６Ｄ】図４６Ｄは、曲げられまたは湾曲させられたときの図４６Ａおよび４６Ｂに
描写される取り付け可能な物品を図示する。
【００７３】
【図４６Ｅ】図４６Ｅおよび４６Ｆは、曲がりの間、可撓性ディスプレイ上の歪みを最小
限にする、または低減させる様式において、透明層を有する可撓性支持体にスライド可能
に結合された可撓性電子ディスプレイを有する、リストバンドの形態における別の例示的
取り付け可能な物品を図示する。
【図４６Ｆ】図４６Ｅおよび４６Ｆは、曲がりの間、可撓性ディスプレイ上の歪みを最小
限にする、または低減させる様式において、透明層を有する可撓性支持体にスライド可能
に結合された可撓性電子ディスプレイを有する、リストバンドの形態における別の例示的
取り付け可能な物品を図示する。
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【００７４】
【図４６Ｇ】図４６Ｇは、図４６Ｅおよび４６Ｆに描写される取り付け可能な物品の上面
図を図示する。
【００７５】
【図４６Ｈ】図４６Ｈは、曲げられまたは湾曲させられたときの図４６Ｅおよび４６Ｆに
描写される取り付け可能な物品を図示する。
【００７６】
【図４７Ａ】図４７Ａは、高度に可撓性かつ弾性の支持構造に取り付けられ、順に、曲が
りの間、可撓性電子ディスプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させながら、支持
を可撓性電子ディスプレイに提供する様式において、別の可撓性支持体構造にスライド可
能に結合される、可撓性電子ディスプレイを有する、リストバンドの形態における取り付
け可能な物品のさらなる実施例の分解図を描写する。
【００７７】
【図４７Ｂ】図４７Ｂは、図４７Ａの取り付け可能な物品の端面裁断図を描写する。
【００７８】
【図４７Ｃ】図４７Ｃは、曲げられまたは湾曲させられたときの図４７Ａおよび４７Ｂに
描写される取り付け可能な物品を描写する。
【００７９】
【図４７Ｄ】図４７Ｄは、可撓性電子ディスプレイおよび別の可撓性支持構造を受け取る
ように構成される、高度に可撓性かつ弾性の支持構造のリストバンドの形態における取り
付け可能な物品のさらなる実施例であって、別の可撓性支持構造は、曲がりの間、可撓性
電子ディスプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させながら、支持を可撓性電子デ
ィスプレイに提供する様式において、可撓性電子ディスプレイにスライド可能に結合され
る、分解図を描写する。
【００８０】
【図４７Ｅ】図４７Ｅは、図４７Ｄの取り付け可能な物品の端面裁断図を描写する。
【００８１】
【図４７Ｆ】図４７Ｆは、曲げられまたは湾曲させられたときの図４７Ｄおよび４７Ｅに
描写される取り付け可能な物品を描写する。
【００８２】
【図４７Ｇ】図４７Ｇは、可撓性電子ディスプレイおよび別の可撓性支持構造を受け取る
ように構成される、高度に可撓性かつ弾性の支持構造のリストバンドの形態における取り
付け可能な物品のさらなる実施例であって、別の可撓性支持構造は、曲がりの間、可撓性
電子ディスプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させながら、支持を可撓性電子デ
ィスプレイに提供する様式において、可撓性電子ディスプレイにスライド可能に結合され
る、斜視図を描写する。
【００８３】
【図４７Ｈ】図４７Ｈは、曲げられまたは湾曲させられたときの図４７Ｇの取り付け可能
な物品の断面図を描写する。
【００８４】
【図４７Ｉ】図４７Ｉは、物品が実質的に平坦な位置にあるときの図４７Ｇの取り付け可
能な物品の断面図を描写する。
【００８５】
【図４７Ｊ】図４７Ｊは、可撓性電子ディスプレイおよび別の可撓性支持構造を受け取る
ように構成される、高度に可撓性かつ弾性の支持構造のリストバンドの形態における取り
付け可能な物品のさらなる実施例であって、別の可撓性支持構造は、曲がりの間、可撓性
電子ディスプレイ上の歪みを最小限にする、または低減させながら、支持を可撓性電子デ
ィスプレイに提供する様式において、可撓性電子ディスプレイにスライド可能に結合され
る、斜視図を描写する。
【００８６】
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【図４７Ｋ】図４７Ｋは、曲げられまたは湾曲させられたときの図４７Ｇの取り付け可能
な物品の断面図を描写する。
【００８７】
【図４７Ｌ】図４７Ｌは、物品が実質的に平坦な位置にあるときの図４７Ｇの取り付け可
能な物品の断面図を描写する。
【００８８】
【図４８Ａ】図４８Ａは、物品の２つの表面上に配置された可撓性電子構成要素を有する
、例示的物品の片側の斜視図である。
【００８９】
【図４８Ｂ】図４８Ｂは、図４８Ａの例示的物品の別の側の斜視図である。
【００９０】
【図４８Ｃ】図４８Ｃは、図４８Ａおよび４８Ｂの例示的物品の撓曲または曲げ状態の斜
視図である。
【００９１】
【図４８Ｄ】図４８Ｄは、図４８Ａ、４８Ｂ、および４８Ｃの例示的物品の撓曲および重
複状態の斜視図である。
【００９２】
【図４９Ａ】図４９Ａは、物品の２つの表面上に配置された可撓性電子構成要素を有する
、別の例示的物品の片側の斜視図である。
【００９３】
【図４９Ｂ】図４９Ｂは、図４９Ｂの例示的物品の別の側の斜視図である。
【００９４】
【図５０】図５０は、図４８Ａ、４８Ｂ、４８Ｃ、４８Ｄ、４９Ａ、および４９Ｂに描写
される物品のうちの１つ等の物品の両側で可撓性電子構成要素を利用するための第１の位
置から第２の位置への物品の曲がりプロセスを図示する。
【００９５】
【図５１】図５１Ａおよび５１Ｂは、図４８Ａ、４８Ｂ、４８Ｃ、４８Ｄ、４９Ａ、およ
び４９Ｂに描写される物品のうちの１つ等の物品の２つの表面上に配置された可撓性電子
構成要素を有する、物品の例示的装着式用途を図示する。
【００９６】
【図５２】図５２Ａおよび５２Ｂは、可撓性支持体にスライド可能に結合された複数の可
撓性電子構成要素を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物品
を図示する。
【００９７】
【図５３】図５３Ａおよび５３Ｂは、可撓性支持体にスライド可能に結合された可撓性電
子構成要素および機械的支持構成要素を有する、リストバンドの形態における別の例示的
取り付け可能な物品を図示する。
【００９８】
【図５４】図５４Ａおよび５４Ｂは、可撓性支持体にスライド可能に結合された複数の可
撓性電子構成要素を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物品
を図示する。
【００９９】
【図５５】図５５Ａおよび５５Ｂは、可撓性支持体にスライド可能に結合された複数の可
撓性電子構成要素を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物品
を図示する。
【０１００】
【図５６】図５６Ａおよび５６Ｂは、可撓性支持体にスライド可能に結合された可撓性電
子ディスプレイアセンブリおよび二次可撓性電子構成要素を有する、リストバンドの形態
における別の例示的取り付け可能な物品を図示する。
【０１０１】
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【図５７】図５７Ａおよび５７Ｂは、可撓性支持体およびばね要素にスライド可能に結合
された複数の可撓性電子構成要素を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り
付け可能な物品を図示する。
【０１０２】
【図５８Ａ】図５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、および５８Ｄは、スライドを助長する構成要素
または形状を伴って可撓性支持体にスライド可能に結合された複数の可撓性電子構成要素
を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物品を図示する。
【図５８Ｂ】図５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、および５８Ｄは、スライドを助長する構成要素
または形状を伴って可撓性支持体にスライド可能に結合された複数の可撓性電子構成要素
を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物品を図示する。
【図５８Ｃ】図５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、および５８Ｄは、スライドを助長する構成要素
または形状を伴って可撓性支持体にスライド可能に結合された複数の可撓性電子構成要素
を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物品を図示する。
【図５８Ｄ】図５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、および５８Ｄは、スライドを助長する構成要素
または形状を伴って可撓性支持体にスライド可能に結合された複数の可撓性電子構成要素
を有する、リストバンドの形態における別の例示的取り付け可能な物品を図示する。
【０１０３】
【図５９】図５９は、可撓性電子構成要素と、可撓性電子構成要素に結合された内層と、
内層を介して可撓性電子構成要素に結合された可撓性支持構造とを有し、可撓性支持構造
は、可撓性電子構成要素の曲がりを制限し、可撓性電子構成要素のためのねじれ保護を提
供するように構成される、物品の側面図である。
【０１０４】
【図６０Ａ】図６０Ａは、可撓性ディスプレイと、内層を介して可撓性ディスプレイに結
合された第１のタイプの可撓性支持構造とを有し、可撓性支持構造が可撓性ディスプレイ
の曲がりを制限し、可撓性ディスプレイのためのねじれ保護を提供することができるよう
に、可撓性支持構造は、第１の基板と、第１の基板に移動可能に接続された第２の基板と
を含む、リストバンドの形態における例示的取り付け可能な物品の斜視図である。
【０１０５】
【図６０Ｂ】図６０Ｂは、外向き方向に曲げられまたは湾曲させられる、図６０Ａに図示
される取り付け可能な物品の側面図である。
【０１０６】
【図６０Ｃ】図６０Ｃは、図６０Ａに図示される第１のタイプの可撓性支持構造の第１の
基板の斜視図である。
【０１０７】
【図６０Ｄ】図６０Ｄは、図６０Ｃに図示される第１の基板の一部の拡大斜視図である。
【０１０８】
【図６０Ｅ】図６０Ｅは、図６０Ａに図示される第１のタイプの可撓性支持構造の第２の
基板の斜視図である。
【０１０９】
【図６０Ｆ】図６０Ｆは、図６０Ｅに図示される第２の基板の一部の拡大斜視図である。
【０１１０】
【図６０Ｇ】図６０Ｇは、図６０Ａに図示される可撓性支持構造を形成するように移動可
能に接続される、図６０Ｃおよび６０Ｄに図示される第１の基板と、図６０Ｅおよび６０
Ｆに図示される第２の基板とを図示する、斜視図である。
【０１１１】
【図６０Ｈ】図６０Ｈは、図６０Ｇに図示される可撓性支持構造の一部の拡大斜視図であ
る。
【０１１２】
【図６０Ｉ】図６０Ｉは、外向き方向に曲げられまたは湾曲させられる、図６０Ｇに図示
される可撓性支持構造の一部を図示する。
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【０１１３】
【図６０Ｊ】図６０Ｊは、内向き方向に曲げられまたは湾曲させられる、図６０Ｇに図示
される可撓性支持構造の一部を図示する。
【０１１４】
【図６１】図６１Ａおよび６１Ｂは、図６０Ａ－６０Ｊに図示される第１のタイプの可撓
性支持構造であって、第１のタイプの可撓性支持構造が卵形の形状を有するように、異な
る長さのスロットおよび突起を有する、第１のタイプの可撓性支持構造の異なる実施例を
図示する。
【０１１５】
【図６２Ａ】図６２Ａおよび６２Ｂは、調節可能可撓性支持構造であって、異なる長さを
画定し、したがって、ユーザが可撓性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能
にする、２対のユーザ選択可能スロットを含む、調節可能可撓性支持構造の第１の実施例
を図示する。
【図６２Ｂ】図６２Ａおよび６２Ｂは、調節可能可撓性支持構造であって、異なる長さを
画定し、したがって、ユーザが可撓性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能
にする、２対のユーザ選択可能スロットを含む、調節可能可撓性支持構造の第１の実施例
を図示する。
【０１１６】
【図６２Ｃ】図６２Ｃおよび６２Ｄは、異なる長さを画定し、したがって、ユーザが可撓
性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能にする、３対のユーザ選択可能スロ
ットを含む、調節可能可撓性支持構造の第２の実施例を図示する。
【図６２Ｄ】図６２Ｃおよび６２Ｄは、異なる長さを画定し、したがって、ユーザが可撓
性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能にする、３対のユーザ選択可能スロ
ットを含む、調節可能可撓性支持構造の第２の実施例を図示する。
【０１１７】
【図６２Ｅ】図６２Ｅおよび６２Ｆは、異なる長さを画定し、したがって、ユーザが可撓
性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能にする、３つのユーザ選択可能スロ
ットを含む、調節可能可撓性支持構造の第３の実施例を図示する。
【図６２Ｆ】図６２Ｅおよび６２Ｆは、異なる長さを画定し、したがって、ユーザが可撓
性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能にする、３つのユーザ選択可能スロ
ットを含む、調節可能可撓性支持構造の第３の実施例を図示する。
【０１１８】
【図６２Ｇ】図６２Ｇおよび６２Ｈは、異なる長さを画定し、したがって、ユーザが可撓
性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能にする、ユーザ選択可能固定点を含
む、調節可能可撓性支持構造の第４の実施例を図示する。
【図６２Ｈ】図６２Ｇおよび６２Ｈは、異なる長さを画定し、したがって、ユーザが可撓
性支持構造の形状およびサイズを調節することを可能にする、ユーザ選択可能固定点を含
む、調節可能可撓性支持構造の第４の実施例を図示する。
【０１１９】
【図６３Ａ】図６３Ａは、可撓性ディスプレイと、内層を介して可撓性ディスプレイに結
合された第２のタイプの可撓性支持構造とを有し、可撓性支持構造が可撓性ディスプレイ
の曲がりを制限し、可撓性ディスプレイのためのねじれ保護を提供することができるよう
に、可撓性支持構造は、第１の基板と、第１の基板に移動可能に接続された第２の基板と
を含む、リストバンドの形態における例示的取り付け可能な物品の斜視図である。
【０１２０】
【図６３Ｂ】図６３Ｂは、外向き方向に曲げられまたは湾曲させられる、図６３Ａに図示
される取り付け可能な物品の側面図である。
【０１２１】
【図６３Ｃ】図６３Ｃは、図６３Ａに図示される第２のタイプの可撓性支持構造の第１の
基板の斜視図である。
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【０１２２】
【図６３Ｄ】図６３Ｄは、図６３Ｃに図示される第１の基板の一部の拡大斜視図である。
【０１２３】
【図６３Ｅ】図６３Ｅは、図６３Ａに図示される第２のタイプの可撓性支持構造の第２の
基板の斜視図である。
【０１２４】
【図６３Ｆ】図６３Ｆは、図６３Ｅに図示される第２の基板の一部の拡大斜視図である。
【０１２５】
【図６３Ｇ】図６３Ｇは、図６３Ａに図示される可撓性支持構造を形成するように移動可
能に接続される、図６３Ｃおよび６３Ｄに図示される第１の基板と、図６３Ｅおよび６３
Ｆに図示される第２の基板とを図示する、斜視図である。
【０１２６】
【図６３Ｈ】図６３Ｈは、図６３Ｇに図示される可撓性支持構造の一部の拡大斜視図であ
る。
【０１２７】
【図６３Ｉ】図６３Ｉは、外向き方向に曲げられまたは湾曲させられる、図６３Ｇに図示
される可撓性支持構造の一部の側面図である。
【０１２８】
【図６３Ｊ】図６３Ｊは、内向き方向に曲げられまたは湾曲させられる、図６３Ｇに図示
される可撓性支持構造の一部の側面図である。
【０１２９】
【図６４Ａ】図６４Ａは、可撓性ＯＬＥＤ照明と、内層を介して可撓性電子構成要素に結
合された可撓性支持構造であって、可撓性支持構造が可撓性ＯＬＥＤ照明の曲がりを制限
し、可撓性ＯＬＥＤ照明のためのねじれ保護を提供することができるように、第１の基板
と、第１の基板に移動可能に接続された第２の基板とを含む、可撓性支持構造とを有する
、別の例示的取り付け可能な物品の側面図である。
【０１３０】
【図６４Ｂ】図６４Ｂは、折畳式電子リーダと、内層を介して電子リーダに結合された可
撓性支持構造であって、可撓性支持構造が折畳式電子リーダの曲がりを制限し、折畳式電
子リーダのためのねじれ保護を提供することができるように、第１の基板と、第１の基板
に移動可能に接続された第２の基板とを含む、可撓性支持構造とを有する、別の例示的取
り付け可能な物品の斜視図である。
【０１３１】
【図６５】図６５は、本明細書に説明される取り付け可能な物品に関連付けられた電子機
器モジュールのブロック図である。
【０１３２】
【図６６Ａ】図６６Ａは、ループ状構成でそれ自体に取り付けられ、圧力センサを含む、
例示的取り付け可能な物品の側面図である。
【０１３３】
【図６６Ｂ】図６６Ｂおよび６６Ｃは、外部の力によって圧縮されている図６６Ａの取り
付け可能な物品を図示する。
【図６６Ｃ】図６６Ｂおよび６６Ｃは、外部の力によって圧縮されている図６６Ａの取り
付け可能な物品を図示する。
【０１３４】
【図６７】図６７は、歪みゲージを含む例示的取り付け可能な物品のバンドの一部の表面
図である。
【０１３５】
【図６８】図６８は、２つの歪みゲージを含む例示的取り付け可能な物品のバンドの一部
の側面図である。
【０１３６】
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【図６９】図６９は、可撓性ディスプレイ要素基板上に形成されるような可撓性電子ディ
スプレイの背面層の上面図を図示する。
【０１３７】
【図７０】図７０は、リストバンドデバイスの上部の上に最大ディスプレイ面積を伴う可
撓性ディスプレイを形成するように図６９の可撓性ディスプレイ要素基板を曲げる様式を
図示する。
【０１３８】
【図７１】図７１は、側面保護構造を伴って可撓性支持体内に配置された、図７０で提供
されるように構成される可撓性ディスプレイの端面図を図示する。
【０１３９】
【図７２】図７２Ａ－７２Ｅは、リストバンドデバイスの異なる動作モードにおいてリス
トバンドデバイス上に提供されることができる、種々の例示的ディスプレイ画像を図示す
る。
【０１４０】
【図７３】図７３Ａおよび７３Ｂは、それぞれ、リストバンド検出システムを形成するよ
うに、直線構成および湾曲構成において１つ以上の場所検出細片に隣接して配置される、
図１または３のリストバンドデバイスを図示する。
【０１４１】
【図７４】図７４は、リストバンドデバイスのデフォルト機能性を変更するための、種々
の異なる場所にある、または種々の異なる物品に取り付けられた図７３Ａおよび７３Ｂの
リストバンドデバイス検出システムの使用を図示する。
【０１４２】
【図７５】図７５は、ユーザによって装着されていないときの図１７のもの等の本明細書
に開示されるリストバンドデバイスのうちの１つを受け入れて保持し得る、台を図示する
。
【０１４３】
【図７６】図７６は、その上に配置された図１７のリストバンドデバイスを伴う図７５の
台を図示する。
【０１４４】
【図７７】図７７は、可撓性ディスプレイを有するリストバンドデバイスの構成を実装ま
たは規定するために使用され得る構成スクリーンを伴う例示的コンピュータシステムを図
示する。
【発明を実施するための形態】
【０１４５】
　ここで図１を参照すると、リストバンドの形態であることが図示される、動的可撓性取
り付け可能な物品１０は、末端部または締結具１４を含み得る、２つの端部の間に配置さ
れる、形状および構成が略長方形である可撓性バンド部分１２を含む。バンド部分１２は
、可撓性支持体１６と、図１に図示されるように、バンド１２の上部から視認可能である
ように支持体１６に配置される可撓性電子ディスプレイ１８とを含む。それぞれ、硬質プ
ラスチック、金属、または他の堅い材料から作製され得るが、代わりに、柔軟性材料から
作製されることもできる、締結具、末端部、端部、もしくはクラスプ１４のうちの１つ以
上のものは、可撓性電子ディスプレイ１８を駆動するため、および物品１０のための他の
電子機能性を提供するために、その中に種々の電子構成要素を含んでもよい。加えて、ま
たは代替として、１つ以上の種々の電子構成要素は、締結具１４の中等のバンド１２の端
部以外の場所でバンド１２に取り付けられる、１つ以上の電子モジュール内に配置されて
もよい。
【０１４６】
　図１に図示されるように、末端部またはクラスプ１４の一方または両方は、バンド部分
１２が、図２に図示されるように、円形または卵形バンドを形成するように曲げられると
きに末端部１４をともに接続するように機能する、接続構造をその中に含んでもよい。あ
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る場合には、接続構造は、クラスプ１４のそれぞれの中または上に配置される磁気材料２
０Ａおよび２０Ｂの形態であってもよく、材料２０Ａおよび２０Ｂは、互に近接近してい
るときに、末端部またはクラスプ１４をともに保持するように動作する。磁気材料２０Ａ
および２０Ｂは、それぞれ永久磁石であり得、もしくは材料２０Ａまたは２０Ｂのうちの
一方が、永久磁石であり得る一方で、他方の材料２０Ａまたは２０Ｂは、多くの種類の金
属等の透磁性材料であり得る。磁気材料２０Ａおよび２０Ｂは、図２に図示されるように
、クラスプ１４が端部から端部まで相互と触れ合うことを可能にするように、バンド１２
が曲げられるときに、クラスプ１４が端部から端部まで接続するように、クラスプ１４の
縦方向端部において配置されることができる。材料２０Ａおよび２０Ｂが両方とも永久磁
石である場合において、材料２０Ａおよび２０Ｂは、永久磁石の反対極がクラスプ１４か
ら外向きに面しているように、またはバンド部分１２が図２に示される様式において曲げ
られるときに、磁石が反対方向に面するその個別のＮ極を有するように（例えば、磁石２
０Ａおよび２０Ｂのうちの一方のＳ極が、磁石２０Ａおよび２０Ｂのうちの他方のＮ極と
触れ合うまたは噛合するように）、クラスプ１４の端部内に配置されてもよい。理解され
るように、図１に図示される様式におけるクラスプ１４内の材料２０Ａおよび２０Ｂの構
成および載置は、クラスプ１４が端部から端部まで触れ合うように、デバイス１０が固定
されたまたは所定の長さを伴う連続円形で留められることを可能にする。
【０１４７】
　図３に図示される別の実施形態では、再びリストバンドの形態において図示される可撓
性取り付け可能な物品１０は、類似バンド部分１２と、末端部またはクラスプ１４とを含
む。しかしながら、この場合、クラスプ１４は、手首または他の物体の周囲に配置される
か、もしくはその周囲に接続されるときに、可変長のリストバンドを作成するよう、図４
に図示されるような調節可能様式において、デバイス１０がそれ自体の上で折畳されるこ
とを可能にするように、クラスプ１４の上部または底部側上に（および可能性として、バ
ンド１２の一部の上にも）配置される、磁石の形態における接続構造を有する。図３およ
び４に図示されるように、磁石または磁気部材２２Ａおよび２２Ｂは、クラスプ１４のう
ちの一方の下側の上またはその近傍に配置され、クラスプ１４のうちの他方の上側の上ま
たはその近傍に配置される磁石もしくは磁気部材２４Ａおよび２４Ｂに接触する、または
それらと反応する。ある場合には、磁石または透磁性要素もしくは部材２４Ａおよび２４
Ｂは、支持体１６の上または下面の上またはその近傍の代わりに、支持体１６の中心等の
支持体１６内に配置されてもよい。これらの構成では、クラスプ１４は、使用中に相互の
近傍または上に配置されてもよく、したがって、図４に図示されるように、可撓性バンド
１２が、例えば、手首、腕等の周囲に載置される円形または卵形部材を形成するように曲
げられるときのもの等の互に対する種々の異なる位置で接続可能である。このように、動
的可撓性取付可能デバイス１０は、種々の異なるサイズの手首および腕または他の搭載部
材に適合するように、サイズが容易に調節可能であり得る。図４に図示されるように、バ
ンド部分１２の支持または可撓性材料１６は、可撓性電子ディスプレイ１８をバンド部分
１２の外部または外側の上に配置させる様式において撓曲されるものとして図示される。
当然ながら、図４に図示される構成では、片側の磁石または金属部材２２Ａおよび２２Ｂ
、ならびにバンド部分１２の反対側の磁石または金属部材２４Ａおよび２４Ｂは、サイズ
が可変である、もしくは円形／卵形の形状でデバイス１０を作製して、異なるサイズの手
首または他の搭載部材の周囲で適合するよう、デバイス１０の縦方向に互いに対してスラ
イドまたは移動してもよい。所望に応じて、部材２２Ａ、２２Ｂおよび／または２４Ａ、
２４Ｂの部分は、クラスプ１４に加え、またはその代わりに、バンド部分１２内に配置さ
れることができ、そのように配置される場合、依然として、バンド１２の端部分内に配置
されると見なされる。なおもさらに、磁気部材２２Ａ、２２ｂ、２４Ａ、２４Ｂのいずれ
かまたは全ては、図３および４に図示されるように単一の長い材料片であり得、またはバ
ンド１２の種々の異なる縦方向場所において個別の磁気部材のＮおよびＳ極のより良好な
位置合わせを可能にするように、相互の近傍に配置されるが接触しない、一連の磁気部材
であり得る。本第２の構成は、磁気部材２２および２４が両方とも永久磁石であるときに
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、バンド１２の長さのより良好な調節可能性を提供してもよい。
【０１４８】
　当然ながら、動的可撓性取付可能デバイス１０は、図１－４に図示されるもの以外に多
くの異なる構成を成し得る。例えば、参考として、図５Ａは、図１－４のデバイス１０の
側面図をより詳細に図示する。この場合、バンド部分１２が、例えば、布、皮、プラスチ
ック、金属、または他の材料等の任意の好適な可撓性材料から作製され得る、可撓性基部
または支持部分１６を含むものとして図示される一方で、可撓性ディスプレイ１８は、支
持体１６上に配置される。クラスプ１４は、相互と同一のサイズであってもよく、かつと
もに可撓性ディスプレイ１８および支持体１６と同一の高さであってもよい。別の場合に
は、クラスプ１４は、可撓性ディスプレイ１８および支持体１６より高さが大きくあり得
、この場合、可撓性ディスプレイ１８の表面の上方に、および／または支持体１６の底面
の下方に突き出てもよい。前述のように、クラスプ１４の一方または両方は、可撓性電子
ディスプレイ１８に給電してそれを駆動させ、デバイス１０のための他の通信機能性を提
供するために使用される、プロセッサ、メモリ、センサ、バッテリ等の電子機器を保持す
る、電子機器モジュール１９である、またはそれを含んでもよい。いくつかの実施形態で
は、電子機器モジュール１９は、留金または締結具１４に含まれないが、締結具１４と別
個の場所でバンド１２に取り付けられる。これらの場合において、電子機器モジュール１
９は、基板１２の底部と同じ高さであってもよく、またはバンド１２の底部から突き出て
もよい。所望に応じて、電子機器モジュール１９の構成要素は、デバイス１０の外部が暴
露される、水、空気、埃等からシールまたは別様に保護されてもよい。例えば、これらの
電子構成要素のいずれかまたは全ては、密閉シール様式において封入され、外力および環
境上の危険へのこれらの構成要素のいかなる直接暴露も防止してもよい。
【０１４９】
　別の実施形態では、図５Ｂに図示されるように、デバイス１０の形態における動的可撓
性取り付け可能な物品は、支持体１６の全長にわたって配置される可撓性ディスプレイ１
８と、支持体１６の一部であり得る端部分１４とを有する。この場合、可撓性ディスプレ
イ１８は、バンド部分１２およびデバイス１０の全長に跨架し、したがって、デバイス１
０の端部から端部まで延在する。例えば、磁石（図５Ｂには図示せず）の形態における接
続構造は、末端部１４内に、および／または所望に応じて可撓性支持体１６の部分内に配
置されてもよい。
【０１５０】
　さらに別の構成では、図５Ｃに図示されるように、動的可撓性取り付け可能な物品１０
は、可撓性ディスプレイ１８が、この場合、バンド１２の中心部分のみに配置されるよう
に、可撓性支持体１６の制限された部分上に配置される可撓性ディスプレイ１８を有する
。当然ながら、示されないが、可撓性ディスプレイ１８は、バンド１２の中心からオフセ
ットされた部分の中を含む、バンド１２の任意の他の部分の上に配置されることができ、
可撓性ディスプレイ１８は、バンド１２の上面の任意の所望の量または部分を被覆するこ
とができる。ここで、再び、任意の所望の接続構造が、バンド１２の２つの端部をともに
接続するように、クラスプ１４の中を含む、支持体１６の端部の中に提供されることがで
きる。
【０１５１】
　なおもさらなる場合には、図５Ｄに図示されるように、動的可撓性取り付け可能な物品
１０は、この場合、可撓性支持体１６の中心に配置されて図示される、電子機器モジュー
ル１９によって接続された２つの可撓性末端部１６Ａおよび１６Ｂを有する支持体１６に
わたって配置される、可撓性ディスプレイ１８を有する。電子機器モジュール１９は、可
撓性材料から作製されてもよく、またはそうではなくてもよく、いずれの場合も、依然と
して可撓性支持体１６の一部であってもよい。さらに、支持体１６の中心に図示されてい
るが、電子機器モジュール１９は、支持体１６の中心からオフセットされた任意の位置を
含む、支持体１６に沿った任意の他の場所に配置されることができる。再び、任意の所望
の接続構造は、支持体１６の端部を含む、デバイス１０の端部分に取り付けられるか、ま
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たはその中もしくは上に配置されることができる。
【０１５２】
　別の実施形態では、図６に図示されるように、動的可撓性取り付け可能な物品１０は、
図１－５Ｄのものと同様に構成されてもよいが、また、可撓性ディスプレイ１８にわたっ
て配置されるタッチスクリーンインターフェース２６を含んでもよい。特に、この場合、
タッチスクリーンインターフェース２６は、性質上、透明であって、したがって、可撓性
ディスプレイ１８の上部に配設され、可撓性ディスプレイ１８が、それを通して視認可能
となることを可能にすることができる、容量式タッチスクリーンまたは任意の他のタイプ
のタッチスクリーンインターフェースであることができる。理解されるであろうように、
図６のタッチスクリーンインターフェース２６は、この場合、典型的タッチスクリーンデ
ィスプレイに関連付けられた種々の異なるタイプのタッチ検出機能性を果たすようにクラ
スプ１４の両方内に配置されるものとして図示される、１つ以上の電子機器モジュール１
９内に配置される電子機器によって給電および制御される。当然ながら、タッチスクリー
ンインターフェース２６は、図５Ａ－５Ｄの構成のうちのいずれかに、または本明細書に
説明される他の取り付け可能な物品実施形態のうちのいずれかに、追加されることができ
る。
【０１５３】
　図１－６のデバイス１０は、概して、可撓性ディスプレイと、２つの磁気的に結合され
たクラスプ１４の間に配置される、またはそれらを含む、可撓性支持体とを有するものと
して図示され、クラスプ１４のうちの少なくとも１つは、電子機器モジュール１９を含有
し、もしくはそれとして動作し、または電子機器モジュール１９は、バンド１２の中心に
配置されるが、代わりに、デバイス１０上に接続構造を配置し、電子機器モジュール１９
を位置付ける他の様式が使用されることができる。例えば、図７Ａおよび７Ｂは、可撓性
ディスプレイ１８の一端に配置される図１－６のクラスプ部材１４のうちの１つ、ならび
に可撓性支持体１６の他端の一部に取り付けられるか、または一部として形成される末端
部もしくは端部分の上または中に配置される、磁石２２および２４のセットもしくは他の
透磁性材料等のクラスプ部材１４を有する、リストバンドの形態における例示的動的可撓
性取り付け可能な物品１０を図示する。この場合、個々の磁石２２Ａおよび２２Ｂは、末
端部１４内に離間様式において配置されるか、または末端部１４の隣で可撓性支持体１６
内に配置され、バンド部分１２が、例えば、ユーザの手首に巻き付けられるときに、しっ
かりした磁気接続を形成するように、離間され、バンド１２の他の末端部上に配置される
、個々の磁気材料２４と併せて動作する。個々の磁気部材２２および２４の離間性質は、
（バンド１２または支持体１６の一端の両側の）一対の磁気部材２２Ａおよび２２Ｂが、
（バンド１２または支持体１６の他端の両側の）異なる数の対の磁石２４Ａおよび２４Ｂ
のいずれかと触れ合って、接続されたときのバンドの長さが調節可能であることを可能に
し得るように、バンドが長さを調節可能であることを可能にする。当然ながら、磁気部材
２２および２４は、それぞれ、永久磁石であってもよく、または一方が永久磁石から作製
されてもよい一方で、他方は、透磁性材料から形成される。さらに、図７Ａおよび７Ｂの
離間磁気材料構成は、図１－６に図示される実施形態のいずれか、または本明細書で論じ
られる他の実施形態で使用されてもよい。
【０１５４】
　図７Ｃ－７Ｅは、図７Ａおよび７Ｂのものに類似するが、バンドがユーザの手首または
他の要素に巻き付けられているかどうか等のバンドの配向を検出することを含む、種々の
目的で使用され得る、種々の異なるタイプのセンサを含む、取り付け可能な物品を図示す
る。特に、図７Ｃ－７Ｅは、リストバンドデバイス１０が異なるサイズの手首の上で使用
されることを可能にするよう、デバイス１０のバンドの端部が装着されたときに異なる距
離によって互に重複することを可能にするための調節可能クランプまたは接続機構を含む
、リストバンドデバイス１０の形態における取り付け可能な物品の種々の実施例を図示す
る。しかしながら、加えて、図７Ｃ－７Ｅの種々のデバイスの各々は、装着されていると
きのユーザの手首に対するバンドの配向を判定して、デバイス１０のディスプレイ特徴の
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より良好な動作を可能にするように、デバイス１０の電子機器モジュール１９を判定する
、またはそれを有効にするための機構を含む。磁気接続または締付構造が、図７Ｃ－７Ｅ
のデバイス１０のそれぞれの中で図示されているが、代わりに、他のタイプの調節可能締
付または接続構造が使用されることができる。
【０１５５】
　より具体的には、図７Ｃは、図７Ａおよび７Ｂに関して図示されるもの等の１つ以上の
磁石２２Ａ、２２Ｂ、２４Ａ、２４Ｂの形態における調節可能留金機構と、バンド１６の
一端からバンド１６の長さの約３分の１およびバンド１６の他端からバンド１６の長さの
約３分の２において可撓性基板またはバンド支持体１６上に配置されるか、もしくは中心
に置かれる、電子機器モジュール１９とを有する、リストバンドデバイス１０の形態にお
ける例示的取り付け可能な物品を図示する。加えて、図７Ｃのデバイス１０は、可撓性電
子ディスプレイ１８にわたって配置される可撓性タッチスクリーンインターフェース２６
を含む。
【０１５６】
　図７Ｄは、図７Ａおよび７Ｂに関して図示されるもの等の１つ以上の磁石２２Ａ、２２
Ｂ、２４Ａ、２４Ｂの形態における調節可能留金機構と、バンド１６の一端からバンド支
持体１６の長さの約３分の１およびバンド支持体１６の他端からバンド１６の長さの約３
分の２において可撓性基板またはバンド支持体１６上に配置されるか、もしくは中心に置
かれる、電子機器モジュール１９とを有する、リストバンドデバイス１０の形態における
別の例示的取り付け可能な物品を図示する。しかしながら、この場合、１つ以上の圧力セ
ンサ２７は、バンド支持体１６内または上に配置され、バンド１６のそれらの場所に加え
られる圧力、歪み、または力を示す信号を電子機器モジュール１９に提供するように電子
機器モジュール１９に電子的に接続される。圧力センサ２７は、支持体１６の端部の近傍
のバンド支持体１６の両側においてバンド支持体１６上で、長さに沿った種々の点に配置
されることが示されているが、これらのセンサは、バンド支持体１６またはディスプレイ
スクリーン１８に加えられる圧力もしくは力を検出する目的で、バンド支持体１６全体に
沿って、支持体１６の片側のみで、または支持体１６の任意の好適な部分上に配置されて
もよい。なおもさらに、圧力センサ２７は、圧電センサ、歪みゲージ等を含む任意の所望
のまたは好適な圧力センサであってもよい。加えて、任意の所望の数のセンサ２７が使用
されてもよく、これらのセンサ２７は、バンド支持体１６の長さに沿って任意の好適な距
離で互から離間されてもよい。同様に、センサ２７は、（左右に）バンド支持体１６の中
心に配置され、または中心からオフセットされてもよい。また、１つを上回るセンサ２７
は、バンド支持体１６に沿って任意の縦方向または側方場所に位置してもよい。代替とし
て、図７Ｄのセンサ２７は、例えば、磁場強度を感知する磁気センサであり得る。この場
合、磁気センサ２７は、（結合機構の一部として使用される）バンドの一端上の１つ以上
の磁石が、バンドの他端上の磁石または磁気材料の近傍にあるか、もしくはそれらと相互
作用しているかどうかを検出してもよい。ここで、磁気センサ２７は、バンドの端部の重
複の量を検出するために使用されてもよい。
【０１５７】
　図７Ｅは、図７Ａおよび７Ｂに関して図示されるもの等の１つ以上の磁石２２Ａ、２２
Ｂ、２４Ａ、２４Ｂの形態における調節可能留金機構と、バンド１６の一端からバンド支
持体１６の長さの約３分の１およびバンド支持体１６の他端からバンド１６の長さの約３
分の２において可撓性基板またはバンド支持体１６上に配置されるか、もしくは中心に置
かれる、電子機器モジュール１９とを有する、リストバンドデバイス１０の形態における
別の例示的取り付け可能な物品を図示する。しかしながら、この場合、ジャイロ検出要素
２９は、電子モジュール１９内に配置され、バンドの配向（または少なくとも電子機器モ
ジュール１９もしくはジャイロ要素２９が配置される他の場所）を検出するように動作す
る。ジャイロ要素２９は、要素２９が受ける重力または他の加速力に対するバンドの配向
を検出するように動作してもよい。単一のジャイロ要素２９が、図７Ｅの電子機器モジュ
ール１９内に配置されるものとして図示されているが、本または類似要素は、バンドに沿
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った他の場所に（例えば、バンドの支持体１６内に）配置されることができ、および／ま
たは複数のジャイロ要素２９が、支持体１６に沿った種々の場所に配置されることができ
る。
【０１５８】
　概して、図７Ｃ－７Ｅの実施形態は、バンド等の装着者によって行われるジェスチャを
検出するように、デバイス１０がユーザの手首に巻き付けられるときに、ユーザの手首上
の１つ以上の固定場所に対するリストバンド支持体１６またはディスプレイ１８の配向も
しくは位置付けを判定する際に、電子機器モジュール１９を支援するために使用されるこ
とができる、タッチスクリーンインターフェース２６、圧力または磁気センサ２７、もし
くはジャイロ要素２９等の構造または要素を含む。本動作は、次いで、モジュール１９が
ディスプレイ１８を較正することを可能にして、手首の上部、手首の底部、手首の内側、
手首の外側等で中心に置かれる等、ユーザの手首に対する特定の場所でディスプレイスク
リーン等のディスプレイ情報を載置する、または中心に置く。同様に、これらの要素また
はセンサは、ユーザ入力およびバンド配向または場所を検出するために使用されてもよい
。
【０１５９】
　さらに、図１－７は、磁気ベースの接続構造、１つ以上の機械的コネクタ（例えば、バ
ックル、スナップ構成要素等）等の他の接続構造を図示するが、前述の磁気的に結合され
た接続構造の代わりに、またはそれに加えて、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）のような任意の
所望のフックおよびループ接続材料、またはある他の接続手段等が使用されることができ
る。物品１０が、前述の磁気的に結合された接続構造のうちのいずれかと組み合わせて、
１つ以上の機械的コネクタを利用する接続構造を含む、実施形態では、接続構造は、磁気
接続および機械的接続の両方を提供することができ、したがって、接続構造は、物品１０
の末端部１４の間に、またはバンドもしくは支持体１６の種々の部分の間に、より強力で
より耐久性のある接続を提供する。これらの場合において、磁気コネクタは、機械的コネ
クタの近傍に、またはそれに近接して配置されることができるが、その必要はない。
【０１６０】
　実施例として、図８Ａおよび８Ｂは、固定長バンドにおいて留金構造を達成するために
機械的コネクタと併せて使用される、磁気コネクタのセットを図示する。図８Ａに図示さ
れる実施形態では、再び、リストバンドの形態で図示される可撓性取り付け可能な物品１
０は、類似バンド部分１２と、末端部またはクラスプ１４とを含む。しかしながら、本実
施形態では、物品１０は、図１および２に関連して前述のように、バンド部分１２の側方
端部に配置された磁石２０Ａ、および２０Ｂを含むだけではなく、デバイス１０が円形ま
たは卵形バンドを形成するように、図８Ｂに図示されるように曲げられるときに、クラス
プ１４が互に機械的および磁気的に接続されることができるように、末端部またはクラス
プ１４の間に機械的接続を達成することができる機械的コネクタも含む、接続構造を有す
る。図８Ａおよび８Ｂでは、機械的コネクタは、クラスプ１４のうちの他方の縦方向また
は側方端部の上に形成もしくは画定され、そこから側方に外向きに延在する、クラスプ１
４およびタブ３０４のうちの一方の縦方向または側方端部の中に形成もしくは画定される
陥凹３００の形態をとる。タブ３０４は、可撓性バンド１２が、例えば、手首、腕等の周
囲または上に配置されるように曲げられるときに、対向するクラスプ１４の縦方向端部を
互に機械的に接続するように陥凹３００の中に配置または挿入されることができる。同時
に、磁石２０Ａおよび２０Ｂは、図８Ｂに示されるように互に近接しているため、クラス
プ１４をともに保持する機能も果たす磁力を生成または提供する。このように、図８Ａお
よび８Ｂに関連して説明される接続構造は、デバイス１０が固定されたまたは所定の長さ
を伴う連続円形もしくは卵形において留められるように、クラスプ１４が端部／端部配列
で接続されるときに、より強力でより耐久性のある接続を提供することができる。
【０１６１】
　図９－１２に図示される別の実施形態では、再び、リストバンドの形態で図示される可
撓性取り付け可能な物品１０は、１つ以上の端部１４と、端部１４のうちの１つに、もし
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くはその上に配置された電子機器モジュール１９とを有する、類似バンド部分１２を含む
。本実施形態では、物品１０はまた、前述の磁石２２Ａ、２２Ｂ、２４Ａ、および２４Ｂ
を含むが、図８Ａおよび８Ｂに関連して図示される物品１０と異なる機械的コネクタを含
む。図９－１１のバンドデバイスでは、機械的コネクタは、バンド１２上に形成される複
数の溝または切り欠き３２０、ならびにバンド１２の一端がバンドの他端と重複するよう
に曲げられるときに対応する溝または切り欠き３２０と噛合する、それに係合する、およ
び／もしくその中で保持するように構成される、モジュール１９上に形成される複数の突
起（溝または切り欠きとも呼ばれる）３２４の形態をとる。
【０１６２】
　より具体的には、可撓性取り付け可能な物品１０の側面図を図示する図１０および物品
１０の底面図を図示する図１１に描写されるように、溝３２０（または切り欠き）は、可
撓性電子ディスプレイ１８の下方に延在するバンド１２の一部の側面内に形成されてもよ
い。ここで図示される溝または切り欠き３２０はまた、バンド１２の底部分の横方向縁内
に形成されてもよく、かつバンド１２の一端からバンド１２の他端まで延びてもよく、ま
たは、バンド１２の一部のみに沿って延びてもよく、端部から端部まで延在する必要はな
い。図１１に図示されるように、溝または切り欠き３２０の外側もしくは横方向縁と、残
りのバンド１２または可撓性電子ディスプレイ１８の外側もしくは横方向縁との間に、間
隙または空間３３３があってもよい。言い換えると、溝３２０の外側縁は、バンド１２ま
たはディスプレイ１８の最も大きい横方向縁の内向きに位置付けられてもよい。他の実施
形態では、本間隙は、縮小または排除されることができ（すなわち、溝３２０の縁がバン
ド１２の横方向縁に相応し得る）、もしくは本間隙は、増大させられることができる。さ
らなる実施形態では、溝３２０は、支持体１６の横方向縁の外向きに延在することができ
、その場合、溝３２０は、電子機器モジュール１９の内部またはバンド１２の別の部分上
に配置される相補的構造と係合および接続することができる。なおもさらなる実施形態で
は、溝３２０は、代替として、または加えて、バンド１２の底部側に形成されることがで
きる。前述で簡潔に記述されるように、他の実施形態では、溝３２０は、支持体１６の全
長に沿って、または支持体１６の部分的長さのみに沿って、底部側に形成されることがで
きる。例えば、溝３２０は、バンド１２の端部分の近傍で、またはそこにおいて支持体１
６の底部側内のみに形成されてもよい。また、図１０－１２に図示されるように、溝また
は切り欠き３２０の各々は、略三角形の形状を有するが、他の実施例では、溝３２０は、
異なる形状の溝または切り欠きであり得る（例えば、それらは、長方形、半円形等であり
得る）。
【０１６３】
　図９および１０に図示されるように、電子機器モジュール１９は、バンド部分１２を境
界し、かつ（少なくとも図９を参照すると）その上方に延在する、第１および第２の対向
する側壁３２８Ａおよび３２８Ｂを含んでもよい。内向きに面する突起３２４Ａの第１の
セットが、第１の側壁３２８Ａによって形成または画定される一方で、内向きに面する突
起３２４Ｂの第２のセットは、第２の側壁３２８Ｂによって形成または画定される。図９
に図示されるように、突起３２４Ａおよび突起３２４Ｂは、相互と整合され、互に向かっ
て内向きに延在する。しかしながら、溝３２０の縁とバンド１２の縁との間の間隙３３３
が縮小させられるとき、突起３２４Ａおよび３２４Ｂは、あまり遠く内向きに延びないよ
う、修正されることができる。一方、間隙３３３が増大させられるとき、突起３２４Ａお
よび３２４Ｂは、さらに内向きに延在するよう、修正されることができる。いずれの場合
も、突起３２４Ａおよび３２４Ｂは、溝３２０を含むバンド１２の下部分が、突起３２４
Ａおよび３２４Ｂの間の空間内に配置されるように、バンド１２の一端が配置されるとき
に、溝または切り欠き３２０を受け入れるか、もしくはそれと噛合するように構成される
。したがって、突起３２４Ａおよび３２４は、バンド１２の両側の対応する溝３２０の間
の距離と同一であるか、またはそれより若干大きい距離で離間される。ある場合には、突
起３２４Ａおよび３２４Ｂの間の距離は、バンド１２の両側の対応する溝３２０の間の距
離より若干短くあり得、その場合、溝３２０を形成する材料は、可撓性または圧縮性であ
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り得る。
【０１６４】
　端部１４のうちの一方が端部１４のうちの他方の上側の上またはその近傍に配置される
ように、可撓性バンド１２が物体（例えば、手首、腕等）の上または周囲に配置されるよ
うに曲げられるとき、デバイス１０の一部（例えば、端部１４のうちの一方）は、他端１
４において電子機器モジュール１９の底部によって画定される受容面積３３２（図９）内
に配置または着座されることができ、受容面積３３２は、突起３２４と、側壁３２８Ａお
よび３２８Ｂとを含む。このように、図１２に図示されるように、溝３２０のうちの１つ
以上のものは、内向きに延在する突起３２４Ａおよび３２４Ｂのうちの１つ以上のものが
、溝３２０の個別の端部に係合し、それと噛合して保持する役割を果たすように、突起３
２４Ａおよび３２４Ｂのうちの１つ以上のものの間の受容面積３３２内に配置または着座
されることができる。したがって、機械的接続は、溝３２０のうちの１つ以上のものと、
１つ以上の個別の突起３２４Ａおよび３２４Ｂとの間に形成されてもよい。同時に、磁石
２２Ａ、２２Ｂ、２４Ａ、および２４Ｂは、存在する場合、互に近接しているため、端部
１４をともに保持することに役立つ役割も果たす、磁力を生成または提供する。そのよう
に構成されると、末端部１４は、デバイス１０が、例えば、手首、足、自転車のハンドル
バー等の周囲に載置されるように曲げられまたは湾曲させられるときに、図１２に図示さ
れるもの等の互に対する種々の異なる位置で機械的および磁気的に接続可能である。その
結果、取付可能デバイス１０は、バンド１２の端部１４の間に強力な接続を依然として提
供しながら、種々の異なるサイズの搭載部材または手首に適合するようにサイズが容易に
調節可能であり得る。当業者が理解するように、受容面積３３２内に配置または着座され
る溝３２０は、異なるサイズの搭載部材（例えば、異なるサイズの手首）に適合するよう
取付可能デバイス１０を調節するように、突起３２４Ａおよび３２４Ｂに対して再配置さ
れることができる。図１－１２に関して論じられるバンド構造および留金概念が、具体的
実施例に関連して提供される一方で、これらの概念または技法のうちのいずれかは、任意
の組み合わせで本明細書に説明される他の実施形態のうちのいずれかに適用され得ること
が理解されるであろう。
【０１６５】
　重要なこととして、例えば、ユーザがユーザの手首上に搭載されたバンドデバイス１０
を有するときに、ユーザにとって継続的に視認可能である電子ディスプレイ１８の量を最
大限にすることが望ましい。そうするために、デバイス１０は、ユーザの手首の外側また
は縁（すなわち、小指が位置する手の側にあるユーザの手首の縁）の近傍にあるか、もし
くはそれに隣接する領域に収まるようにバンド１２の端部１４の間の接続および／または
端部１４の重複を引き起こすように構成されてもよい。概して、バンド１２がユーザの手
首の周囲に配置されるとき、可撓性電子機器ディスプレイ１８は、（バンド１２の端部１
４が端部から端部まで取り付けられるときに）一端から他端まで、または（バンド１２の
端部１４が重複するときに）一端からバンドの片側がバンドの反対側に重複する位置まで
、手首の周囲に連続ディスプレイを形成する。可撓性電子ディスプレイ１８が、手首の上
部、手首の内側、および手首の底部の近傍に配置されるバンドの部分を通して連続的であ
るように（すなわち、バンドの端部の接続またはバンドの端部の重複によって引き起こさ
れる電子ディスプレイ１８の不連続性が、ユーザの外側手首に隣接する位置に収まるよう
に）、ユーザの外側で可撓性電子機器ディスプレイ１８に不連続性を載置することが望ま
しい。このように構成されるとき、ユーザが自分の手首の上部におけるバンドを見ると（
すなわち、ユーザの掌が下向きに面しているときに）、およびユーザがユーザの掌を上向
きに面させるように自分の手首の向きを変えると、ユーザは、連続ディスプレイ、すなわ
ち、バンドの端部によって引き起こされる不連続性がないものを視認し得る。本運動の間
に、ユーザは、ユーザの手首の上部に隣接するディスプレイ、（手の人差し指側で）ユー
ザの手首の内側に隣接するディスプレイ、および（ユーザの掌と同一の手首側で）ユーザ
の手首の底部に隣接するディスプレイを視認する。これは、ユーザの手首の運動の自然範
囲であるため、本運動の間に連続ディスプレイをユーザに提供することが望ましい。
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【０１６６】
　本最大連続使用可能ディスプレイをユーザに提供するために、デバイス１０は、ユーザ
の手首の上部の上等のユーザの手首の固定位置に隣接して載置されるものである、バンド
の固定位置を有するように構成されてもよい。この場合、バンドの端部は、バンドがユー
ザの手首の上に配置されるか、またはそれに巻き付けられるときに、最終的にユーザの外
側手首に隣接するであろう位置で重複または接続するように、本固定位置から定寸または
離間される。外側手首または手首の外側は、この場合、実質的に、ユーザの手首の周囲に
画定される円形、卵形、または楕円形の円周の特定の４分の１以内にある任意の位置によ
って画定されてもよく、特定の４分の１は、ユーザの手首の外側の中央を中心とする。
【０１６７】
　図１３－１７は、電子ディスプレイにおける不連続性がユーザの外側手首に隣接する位
置に収まることを確実にすることによって、最大連続使用可能ディスプレイ表面を提供す
る、バンドデバイス１０の一実施形態を図示する。特に、図１３Ａ－Ｃに図示されるデバ
イス１０は、魅力的な外見を提供する金属、プラスチック、または他の材料であり得る、
２つの末端部１４Ａおよび１４Ｂの間に延在するバンド１２を含む。外部ケーシングまた
はカバーを有する電子機器モジュール１９は、２つの末端部１４Ａと１４Ｂとの間の位置
でバンド１２上に配置されるが、２つの末端部１４Ａと１４Ｂとの間で中心に置かれない
。特に、電子機器モジュール１９は、他方の末端部１４Ａよりも一方の末端部１４Ｂの近
くに配置される。図１３Ｃは、２つの末端部１４ａと１４Ｂとの間に延在する連続可撓性
電子ディスプレイ１８を示す、デバイス１０の上面図を図示する。本構成では、末端部１
４Ａおよび１４Ｂは、図９－１２に関して説明されるものと性質上類似する、クラスプま
たは留金機構の少なくとも一部を形成する。したがって、（デバイス１０の底面図を描写
する）図１３Ａに図示されるように、切り欠きまたは溝３２０は、バンド１２の下部分の
横方向縁の中に形成され、これらの切り欠きまたは溝３２０は、（図１３Ｃに図示される
ように）末端部１４Ｂのうちの一方の中に形成された噛合構造３３２の中に受容される。
【０１６８】
　この場合、電子機器モジュール１９（またはそのモジュールに関連付けられたカバー）
は、ユーザの手首の上、この場合、ユーザの手首の上部の上の特定の位置に載置されるも
のである基準マークまたは基準場所の役割を果たす。そのように載置されるとき、モジュ
ール１９から外に延在するバンド１２の区分は、ユーザの手首の外側に隣接する位置で重
複するように定寸される。図１４Ａおよび１４Ｂは、重複するように撓曲された図１３Ａ
－Ｃのバンドデバイス１０を図示し、端部１４Ｂ上の接続構造は、端部をともに保持する
、または取り付けるために使用される。ここで、図１４Ｂの点線のレリーフでユーザの手
首によって図示されるように、バンド１２の端部は、ユーザの手首の外側で重複する、ま
たは一体となる。したがって、可撓性電子ディスプレイ１８は、図１４Ａの矢印によって
図示されるように、手首の上部から手首の内側を通して手首の底部まで、連続ディスプレ
イを形成する。本連続使用可能ディスプレイは、ユーザが、掌を上にした位置と掌を下に
した位置との間で、またはその逆も同様に、自分の手首を旋回させると、これらのスクリ
ーンのディスプレイにいかなる不連続性もなく、長い連続スクリーンまたはディスプレイ
１８上で相互の隣に配置される複数の直列ディスプレイスクリーンをユーザが視認するこ
とを可能にする。図１４Ａおよび１４Ｂの例証は、ユーザの右手首上のバンドデバイス１
０を描写するが、バンドデバイス１０は、同様に、モジュール１９が依然として手首の上
部に隣接し、バンド１２の端部が手首の外側に重複する状態で、左手首上に載置されるこ
とができる。
【０１６９】
　図１５は、バンド１２の側面の対向端部がともに結合されることを可能にするように、
末端部１４Ａおよび１４Ｂが動作する、様式をより詳細に図示する。特に、図１５に図示
されるように、下端クラスプ１４Ｂは、バンド１２の他端１４Ａからバンド１２の一部を
その中に受け入れるように（図９に関して説明されるような）受容面積３３２ならびに切
り欠きまたは溝３２４Ａおよび３２４Ｂを含む。ここで、バンド１２内または末端部１４
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Ａ内の切り欠き３２０は、バンド１２の端部が互いに対して側方に移動することを阻止す
る摩擦力を提供するように、末端部１４Ｂの切り欠き３２４Ａおよび３２４Ｂと相互作用
し、またはその中に適合してもよい。当然ながら、デバイス１０のサイズまたは内周は、
端部１４Ａの近傍のバンド上の切り欠き３２０のうちの異なるものを使用することによっ
て、調節されることができる。加えて、以前の実施形態に説明されるように、磁石（図１
３－１５に図示せず）は、バンド１２の対向端部１４Ａおよび１４Ｂが重複様式において
配置されるときに、バンド１２の端部の間の磁気接続を可能にする、または提供するよう
に、末端部１４Ａおよび／または１４Ｂ内に、ならびに／もしくは末端部１４Ａおよび／
または１４Ｂに隣接するバンド１２の端部内に配置されてもよい。磁石は、バンド１２の
端部が図１５の矢印の方向に互から離れることを防止することに役立つように、バンド１
２の端部の間に引力を提供してもよい。
【０１７０】
　図１６Ａ－１６Ｃは、最大連続使用可能表面積を伴う可撓性電子ディスプレイ１８を依
然として提供しながら、本デバイス１０が種々の異なるサイズを帯びるか、またはそれら
に調節されることができることを図示するように、３つの異なる重複バンド位置に配置さ
れた図１３－１５のデバイス１０を図示する。この場合、バンド１２は、平坦に配設され
るときに長さ約２４６ｍｍである。留意されるように、異なる場所でバンド１２の端部１
４Ａおよび１４Ｂをともに結合することによって、バンドデバイス１０は、異なるサイズ
の手首に適応し得る異なるサイズを帯びることができる。例えば、図１６Ａ－１６Ｃの構
成のそれぞれでは、バンドデバイス１０の内側は、概して、異なる寸法を伴う卵形を形成
する。本例示的場合において、図１６Ａのより小さいバンドデバイス構成は、（電子機器
モジュール１９からバンド１２まで測定される）３５．５ｍｍのより小さい寸法と、（バ
ンドデバイス１０の一方の内側からバンドデバイス１０の他方の内側まで）６２ｍｍのよ
り大きい寸法とを含む。類似様式において、図１６Ｂの中規模のバンドデバイス構成が、
４１．５ｍｍのより小さい寸法と、６９ｍｍのより大きい寸法とを含む一方で、図１６Ｃ
の大きいサイズのバンドデバイス構成は、４５ｍｍのより小さい寸法と、７３ｍｍのより
大きい寸法とを含む。これらの場合のそれぞれにおいて、（バンドの端部１４Ａがその下
方のバンドの部分に重複し始める、点として図示される）バンドデバイス１０における不
連続性Ｄは、ユーザの手首の側面、特に、（図１４Ｂに示されるように）ユーザの手首の
外側に隣接して配置される。さらに、分かり得るように、バンド１２は、サイズがより小
さいまたはより大きいように、さらに調節されることができ、殆どの場合、バンドにおけ
る不連続性Ｄは、手首の外側に隣接して位置するであろう。
【０１７１】
　完全を期して、図１７は、デバイス１０のバンド１２が平坦または直線に配設されると
きの図１３－１６のデバイス１０の裏面を図示する。図１７で容易に分かり得るように、
電子機器モジュール１９は、バンド１２の表面から上に（または下に）突き出て、したが
って、ユーザがバンドを装着するときに触感をユーザに提供する。ユーザが、自分の手首
の上部（または底部）の上の正しい場所でモジュール１９の存在を感じることができ、し
たがって、バンドが前述の様式において最大連続使用可能ディスプレイ表面を提供するよ
うに手首の上で適切に整合されていることを把握するであろうため、本特徴は、ひいては
、ユーザの手首の上にバンドを載置するときに、ユーザのための基準点としてモジュール
１９を使用することをより自然にする。なおもさらに、図１７に図示されるように、電子
機器モジュール１９は、電子機器モジュール１９内に配置されるバッテリ（図示せず）を
充電するため、または電子機器モジュール１９と基地局またはベースユニット等の別のデ
バイスとの間の他の通信を提供するために使用され得る、単一または複数の接点３４９を
有してもよい。
【０１７２】
　図１８は、ユーザの手首の外側等のユーザの手首の側面に隣接して配置されるバンド１
２の留金または重複部分を有することによって、最大連続使用可能ディスプレイ表面を有
するように構成される、バンドデバイス１０の別の実施例を図示するように、図９－１２
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の実施形態をより詳細に図示する。この場合、電子機器モジュール１９は、バンド１２の
一端上に配置されるが、依然として、ユーザの手首の上部または底部等のユーザの手首の
上で特定の位置として位置するものである基準部材または点として動作する。図１８に図
示されるように、そのように位置するとき、バンド１２の端部は、ユーザの手首の外側（
または内側）に隣接するデバイス１０の側面上で不連続性Ｄを生成するように重複する。
さらに、より小さく構成されるバンド１２を作製するための図１８の実施形態におけるバ
ンド１２のさらなる調節は、依然として、ユーザの手首の側面上に、バンド１２の重複端
部、したがって、バンドデバイス１０の不連続性Ｄを載置するであろう。
【０１７３】
　図１９および２０に図示される別の実施形態では、可撓性取り付け可能な物品１０は、
図９－１２に関連して前述の物品１０に類似する。しかしながら、本実施形態では、物品
１０は、図９－１２に関連して前述の機械的コネクタ３２０および３２４の代わりに、機
械的コネクタ３５０を含む。図１９に図示されるように、機械的コネクタ３５０は、留金
構造の形態であるか、または形態をとる。クラスプ３５０は、卵形の断面を有する可撓性
本体３５４と、互から離間されるが互により密接に隣接する、２つの対向端部分３５８Ａ
および３５８Ｂとを有する。
【０１７４】
　デバイス１０の可撓性バンド１２が物体（例えば、手首）の上または周囲に配置される
ように曲げられるとき、およびデバイス１０の部分が（例えば、示されていない磁石２２
Ａ、２２Ｂ、２４Ａ、および２４Ｂを介して）互に磁気的に接続された後、クラスプ３５
０は、図２０に図示されるように、デバイス１０の２つの重複部分を機械的に接続するよ
うにデバイス１０上に設置されることができる。具体的には、クラスプ３５０の可撓性本
体３５４は、クラスプ３５０が物品１０の２つの重複部分にわたってスライドさせられる
か、または位置付けられることができるように、操作されることができる。例えば、クラ
スプ３５０の対向端部分３５８は、互から引き離されることができ、その後、クラスプ３
５０は、バンド１２の２つの重複部分にわたってスライドさせられるか、または位置付け
られることができる。クラスプ３５０が、ある場合には、（例えば、磁石２２Ａ、２２Ｂ
、２４Ａ、２４Ｂに近接して）一方または両方の重複端部１４にわたって位置付けられる
ことができる一方で、他の場合には、クラスプ３５０は、バンド１２の他の重複部分にわ
たって位置付けられることができる。いずれの場合も、本体３５４が可撓性であるため、
本体３５４は、デバイス１０の２つの重複部分にわたって操作されて位置付けられた後に
、その原形に戻されることができる。クラスプ３５０は、本体３５４の形状およびデバイ
ス１０の重複部分の厚さにより、設置位置で保持されることができる。
【０１７５】
　当然ながら、クラスプ３５０は、異なるように構築されることができるが、依然として
意図される機能を果たすことができる。他の実施形態では、クラスプ３５０は、異なる形
状の本体３５４を有することができる。本体３５４は、例えば、むしろ円形の形状、むし
ろ長方形の形状、またはいくつかの種類の他の好適な形状を有することができる。他の実
施形態では、本体３５４は、クラスプ３５０の設置または除去を促進するように互に除去
可能に結合されることができる、２つ以上の離散区分から形成されることができる。これ
らの区分は、例えば、互にスナップ留めされるか、または引っ掛けられることができる。
クラスプ３５０の構造に応じて、クラスプ３５０はまた、他の実施形態では、異なるよう
に設置されるが、依然として、意図される機能を果たすことができる。例えば、本体３５
４が、（蝶着されることによって等）互に除去可能に結合されることができる、２つ以上
の区分から形成されるとき、区分のうちの１つ以上のものは、クラスプ３５０がデバイス
１０上に設置されることを可能にするように他の区分から除去されることができる。いっ
たんクラスプ３５０が適切に位置付けられると、区分は、その上にクラスプ３５０を設置
するように、再びともに結合されることができる。なおも別の実施形態では、クラスプ３
５０は、剛または半剛であり得る、バンド１２の一部分を（部分的に、または完全に）取
り囲み、図２０に図示されるように、バンド１２がそれ自体にわたって折畳されるときに
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バンド１２の他端部分にわたってスライドする、部材を形成することができる。
【０１７６】
　しかしながら、図２０にさらに図示されるように、デバイス１０は、ディスプレイ１８
における不連続性Ｄがデバイスの側面において（すなわち、手首に装着されたときのユー
ザの手首の外側等の側面に隣接して）生じると、デバイス１０を装着するユーザに最大連
続使用可能ディスプレイ表面を提供するように構成される。ここで再び、電子機器モジュ
ール１９は、クラスプ３５０において、またはその近傍で生じる電子ディスプレイ１８に
おける不連続性Ｄが、ユーザの手首の側面に隣接する点に配置されるように、手首の上部
等のユーザの手首の特定の部分に隣接して配置される、基準点の役割を果たしてもよい。
本実施形態では、図９－１２に図示される実施形態のように、電子機器モジュール１９は
、基準点であり、また、バンド１２の一端に配置される。
【０１７７】
　図２１－２４に図示される別の実施形態では、リストバンドの形態で再び図示される可
撓性取り付け可能な物品１０は、類似バンド部分１２と、端部１４Ａおよび１４Ｂとを含
む。しかしながら、本実施形態では、物品１０は、前述の磁石２２Ａ、２２Ｂ、２４Ａ、
および２４Ｂを含むが、最大連続使用可能ディスプレイ表面もユーザに提供しながら、バ
ンド１２の外側にディスプレイ１８を伴う円形または卵形バンドを形成するように、デバ
イス１０が図２４に図示されるように曲げられるときに、端部１４Ａおよび１４Ｂが互に
機械的および磁気的に接続されることができるように、端部１４Ａおよび１４Ｂの間に機
械的接続を達成することができるバックルクラスプ３８０も含む、接続構造を有する。図
２１に図示されるように、バックルクラスプ３８０は、端部１４Ａに接続され（但し、こ
れは他の実施形態では端部１４Ｂに接続されることができる）、フレーム３８４を有する
。フレーム３８４は、第１のフレーム部分３８６Ａと、第２のフレーム部分３８６Ｂと、
第１のフレーム部分３８６Ａおよび第２のフレーム部分３８６Ｂをそれぞれ接続する一対
の側面３８８とを含む。バックルクラスプ３８０はさらに、第１および第２のフレーム部
分３８６Ａ、３８６Ｂとの間に画定される開口部３９０を含む。（バンド１２の部分的側
面図を図示する）図２２に描写されるように、本実施形態における物品１０は、フレーム
３８４の側面３８８の内面上の類似溝付き構造と協働し得る、物品１０の対向側面３９４
のそれぞれの端部内に画定される複数の溝または切り欠き３９２を含む。
【０１７８】
　可撓性バンド１２が物体（例えば、手首）の上または周囲に配置されるように曲げられ
るとき、端部１４Ｂは、図２３および２４に示されるように、バックルクラスプ３８０内
の開口部３９０を通して挿入または送給され、（例えば、物品１０の所望のサイズおよび
手首のサイズに基づく）所望の位置まで操作される（例えば、押される、引っ張られる等
）ことができる。ひいては、バックルクラスプ３８０ならびに磁石２２Ａ、２２Ｂ、２４
Ａ、および２４Ｂが、所望の位置で端部１４Ａおよび１４Ｂを接続する役割を果たす一方
で、フレーム部分３８６Ａおよび３８６Ｂとバンド１２の上側および下側との間の機械的
相互作用、ならびにバンド１２の側面３８８と側面３９４との間の機械的相互作用は、側
方方向へのバンド１２の移動を制限する。具体的には、第１のフレーム部分３８６Ａは、
互に対する端部１４Ａおよび１４Ｂの移動を防止する抵抗力をデバイス１０の上部または
上側に加える。加えて、図２３に描写されるように、（溝付きであり得るか、または別様
に粗面処理を提供され得る）側面３８８のそれぞれの内部部分は、互に対する端部１４Ａ
および１４Ｂの移動を防止する役割も果たす、個別の複数の対応する溝または切り欠き３
９２に係合または接触する。同時に、磁石２２Ａ、２２Ｂ、２４Ａ、および２４Ｂは、互
に近接していることにより、端部１４Ａおよび１４Ｂをともに保持する役割も果たす磁力
を生成または提供する。このように、端部１４Ａおよび１４Ｂは、デバイス１０が図２４
に示されるように所望の物体の上または周囲に配置されるときに、互に機械的および磁気
的の両方で接続されることができる。
【０１７９】
　図２４の実施形態では、電子機器モジュール１９は、端部１４Ａおよび１４Ｂが接続さ
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れるときにデバイス１０の底部上にあるものとして図示され、この場合、電子機器モジュ
ール１９は、図２４に図示されるように、ユーザの手首の外側上で電子機器ディスプレイ
１８における不連続性を提供するよう、ユーザの手首の底部の近傍に、またはそれに隣接
して位置するものである、基準点または基準要素であってもよい。
【０１８０】
　図９－２４の実施形態の各々は、（例えば、バンド１２の端部が触れ合うか、または重
複し始める）電子ディスプレイ１８における不連続性が、ユーザの手首の側面のうちの１
つの上にある、好ましくは、ユーザの手首の外側の上にあるか、またはそれに隣接するよ
うに、ユーザの手首の上部または底部等のユーザの手首の上の特定の点において、または
それに隣接して載置されるものである、基準要素として、電子機器モジュール１９、また
は電子機器モジュール１９のケーシングもしくはカバー等のその一部を使用する。しかし
ながら、代わりに、または同様に、他のものが基準要素として使用されることもできる。
例えば、基準要素は、堅いバーまたはユーザの手首の特定の場所に配置されるバンド１２
の点等の（例えば、電子機器モジュール１９以外の）任意の堅い要素であり得る。代替と
して、基準要素は、手首の上部または手首の底部もしくはさらにユーザの手首の側面のう
ちの１つ等のユーザの手首の特定の点の上に、またはそれに隣接して載置されるものであ
る、バンド１２の場所を示す、バンド１２上の印刷された、エッチングされた、または他
の非剛の部材もしくはインジケーションであり得る。基準要素は、加えて、または代替と
して、例えば、バンドデバイス１０の他の構成要素よりも多くの単位体積あたりの重量を
有する、加重要素であり得る。基準要素は、接触または視覚によって区別可能である、特
定の粗面、点、線等（例えば、横方向にバンド１２を横断して延在するリッジ）等の表面
処理であり得る。基準要素は、視認可能であり、および／またはバンド１２の下面側から
（例えば、手首によって）触れられることができ、またはバンド１２の上部、バンド１２
の側面のうちの１つ以上のもの、もしくはバンド１２の縁、またはそれらの任意の組み合
わせの上に位置し、ユーザによって視認可能であるか、または触れられることができるよ
うに、バンド１２の底部上に配置されることができる。所望に応じて、基準要素は、バン
ドの上に位置するか、または印刷される代わりに、ディスプレイ上の特定の点において可
撓性電子ディスプレイ１８上に表示されることができる（その場合、基準要素は、依然と
してバンド１２に結合される）。さらに、基準要素は、より良好に見られるか、または触
れられるように、バンド１２の上または下面から突き出すことができ、もしくはバンド１
２内に配置されるくぼみまたは縮小表面もしくは空隙であり得る。実施例として、基準要
素は、例えば、手首の上にバンド１２を載置するときにユーザによって触れられることが
できるが、そうでなければ視覚によって視認可能または区別可能ではあり得ない、バンド
１２のより硬質な点であり得る。対照的に、基準要素は、視覚によって可視であり得るが
、接触によって区別可能ではあり得ない。さらに、基準要素は、手首の上部、手首の底部
、手首の内側、またはさらに手首の外側等の手首の任意の部分に隣接するものである、バ
ンド１２上の点または位置に位置してもよい。
【０１８１】
　さらに、本明細書に説明されるような最大連続使用可能ディスプレイ表面特徴を有する
、実施形態は、概して、重複端部を伴う調節可能バンドを使用して説明されるが、同一原
理は、図１および２ならびに８Ａおよび８Ｂに関して説明されるもの等の端部／端部接続
機構を有する（長さが）非調節可能なバンドで使用されることもできる。この場合、端部
／端部接続は、ユーザの手首の外側（または可能性として内側）に隣接して配置される位
置に位置するであろう。
【０１８２】
　他の実施形態では、接続構造は、磁石の異なる構成と組み合わせて、前述の機械的コネ
クタのうちのいずれかを含むことができる。例えば、接続構造は、図１および２に関連し
て説明される磁気材料２０Ａおよび２０Ｂと組み合わせて、クラスプ３５０を含むことが
できる。さらに、他の実施形態では、接続構造は、前述の機械的コネクタおよび／または
他の機械的コネクタのうちの１つもしくはそれを上回るものを組み合わせて利用すること
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ができる。例えば、接続構造は、代替として、陥凹３００およびタブ３０４、ならびにク
ラスプ３５０を含むことができる。そのような接続構造は、デバイス１０の末端部１４の
間にさらに強力でより耐久性のある接続を提供するであろう。さらなる代替実施形態では
、前述のもの以外の異なる機械的コネクタが使用されることができる。例えば、接続構造
は、クラスプ１４のうちの１つの上部または底部側に形成される陥凹と、クラスプ１４の
うちの１つから上向きに延び、陥凹の中に挿入されることができる、協働タブとを含むこ
とができる。
【０１８３】
　可撓性支持体１６が、図１－２４の可撓性ディスプレイ１８および／またはタッチスク
リーンインターフェース２６を保護し、かつ動的可撓性物品またはデバイス１０が外側か
ら衝打される場合、衝撃を受け得る、それらのデバイスの縁を保護するように、曲がりま
たは撓曲し得る様式において制限することが重要であり得る。図２５Ａは、その上に配置
された可撓性ディスプレイ１８を示す、可撓性支持体１６の上面図を図示する。この場合
、可撓性ディスプレイ１８が、支持体１６の中心部分にわたって可撓性支持体１６の上に
配置される一方で、支持体１６の縁は、少なくともわずかに可撓性ディスプレイ１８を越
えて、デバイス１０の側面に向かって横方向に延在する。支持体１６の材料の本付加的面
積は、本材料が、その衝撃の一部を鈍化または吸収するように動作するであろうため、可
撓性ディスプレイ１８が、デバイス１０への側面衝撃の場合、曲がらない、または断裂し
ないように保護するために使用されてもよい。図２５Ａのデバイス１０の断面図を提供す
る、図２５Ｂに図示されるように、可撓性支持体１６は、デバイス１０の縁における面積
をより厚くすることができ、可撓性ディスプレイ１８の側方または横方向側と同じ高さで
ある、またはその上方に配置されるように上向きに延び、可撓性ディスプレイ１８のため
の付加的側面衝撃保護を提供してもよい。この場合、図２５Ｂに図示されるように、ディ
スプレイ１８は、支持体１６の中心内に形成される空間または隙間に着座され、支持体１
６は、側面衝撃保護をディスプレイ１８に提供するために、可撓性ディスプレイ１８の縁
の上方またはそれに直面して延在する、側壁を有する。ある場合には、可撓性ディスプレ
イ１８および／またはタッチスクリーンインターフェース２６（存在する場合）の縁を保
護するために上向きに延びている、支持体１６の縁または側壁は、支持体１６が、例えば
、皮から作製されるとき、縫着を用いて形成されてもよい。図２６に図示される別の実施
形態では、付加的側面衝撃保護が、可撓性ディスプレイ１８の側面の近傍またはそれに隣
接する可撓性ディスプレイ１８の縁に沿って、可撓性支持体１６内またはそれに沿って配
置される、ワイヤ、または他のより硬質、剛、もしくは半剛材料６０（可撓性支持体材料
１６のものを上回る密度を有するが、依然として、可撓性である）によって提供される。
図２６に図示されるように、ワイヤ６０は、可撓性支持体材料１６内に提供され、デバイ
ス１０の側面衝撃の場合にディスプレイ１８のために優れた支持または縁保護を提供する
ように、可撓性ディスプレイ１８の横方向側の隣にある、またはそれに隣接するバンド部
分１２の縁に沿って延在する。当然ながら、図２５および２６に図示されるもの以外の他
のタイプの縁保護も、可撓性ディスプレイ１８の縁を保護するために使用されることがで
きる。ここで、横方向側は、ディスプレイ１８の側方端部の間で側方方向に延在する側面
である。
【０１８４】
　図２７－４４は、可撓性支持体１６、したがって、その上に配置されるディスプレイ１
８のある撓曲、曲げおよび／またはねじれ移動を、ある所定の曲げ運動または範囲に制限
することによって、可撓性ディスプレイ１８およびタッチスクリーンインターフェース２
６（存在する場合）を保護するために使用され得る、構造を図示する。特に、可撓性ディ
スプレイ１８は、本明細書に説明されるように、その上に形成またはエッチングされる異
なる電子構成要素を有する、別個の基板のセットとして形成されるため、あるタイプの移
動または曲げ運動は、これらの層を互から剥離または離間させることによって、可撓性デ
ィスプレイ１８に損傷を生じさせ得る。特に、概して、可撓性ディスプレイ１８の別個の
層を剥離させずに、バンド部分１２をある方向（例えば、図２および４に示されるもの等
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の円形バンドを形成するように手首の周囲における）に撓曲または曲げることが可能性と
して考えられるが、典型的には、概して、バンドの内側に面する可撓性ディスプレイ１８
を伴って円形バンドを形成すること等の、ディスプレイ１８を反対方向に、または複数の
異なる方向に撓曲または曲げることを可能にすることは、可撓性ディスプレイの層を互か
ら剥離させ、したがって、機能を停止させ得るため、望ましくない、または不可能である
。
【０１８５】
　より具体的には、図２および４に図示されるように、ディスプレイ１８が円形リングの
外側に向かって面するように可撓性支持体１６を曲げること（すなわち、それを通して画
像コンテンツが視認可能である、可撓性電子ディスプレイのディスプレイ表面が、凸面で
あるように曲げられ、支持構造の近傍に、またはそれに隣接して配置される可撓性電子デ
ィスプレイの表面が、凹面であるように曲げられる）が望ましいが、反対様式（本明細書
では反対回転方向と称される）で、すなわち、リングの内側にディスプレイ１８を伴って
、デバイス１０をさらに曲げること（それを通して画像コンテンツが視認可能である、可
撓性電子ディスプレイのディスプレイ表面が、凹面であるように曲げられ、支持構造の近
傍に、またはそれに隣接して配置される可撓性電子ディスプレイの表面が、凸面であるよ
うに曲げられる）は、可撓性ディスプレイ１８にとって不利かつ潜在的に破壊的であろう
。特に、反対回転方向への曲がりは、可撓性ディスプレイ１８の種々の層を互から剥離す
るであろう、または潜在的に剥離し得る。なおもさらに、バンド１２の縦軸の周囲で可撓
性ディスプレイ１８の側面の過剰な撓曲、または可撓性ディスプレイ１８上の過剰なねじ
れ曲がりを提供することは望ましくなく、そのようなねじれ曲がりは、端部１４のうちの
他方に対してバンド１２の縦中心線の周囲で端部１４のうちの一方を回転させ、したがっ
て、バンド１２に螺旋構造を形成する。この場合、ねじれ回転は、時計回り方向にバンド
１２の中心縦軸の周囲で末端部１４のうちの一方を回転させる一方で、（同一視点から）
反時計回り方向にバンド１２の中心縦軸の周囲で他方の末端部１４を同時に回転させるこ
とによって等、可撓性ディスプレイ１８の一端が一方向に回転させられる一方で、可撓性
ディスプレイ１８の他端が他方の方向に回転させられるときに起こるであろう。再び、理
解されるであろうように、過剰なそのような曲げ移動は、可撓性ディスプレイ１８を剥離
し、および／または可撓性ディスプレイ１８を別様に損傷し得る。
【０１８６】
　図２７－４４は、例えば、ディスプレイ１８の縦方向撓曲およびねじれまたは反対回転
撓曲等の望ましくない曲げ運動を制限しながら、デバイス１０の可撓性支持体１６の曲が
りまたは撓曲運動を、図２、４、７Ａ、８Ｂ、１２、１４等に図示されるもののような所
望の曲げ運動に制限するための種々の機構を図示する。特に、これらまたは他の機械的構
造は、可撓性基板の曲げ運動を、（例えば、それを通して画像コンテンツが視認可能であ
る、可撓性電子ディスプレイのディスプレイ表面が、凹面であるように曲げられ、支持構
造または可撓性バンドの近傍に、もしくはそれに隣接して配置される可撓性電子ディスプ
レイの表面が、凸面であるように曲げられるとき等に、回転方向に）可撓性電子ディスプ
レイの最小臨界曲げ半径を上回るまたはそれに等しくなるように、曲率半径に制限するた
めに使用されることができる。ここでは、可撓性電子ディスプレイの最小臨界曲げ半径は
、例えば、可撓性電子ディスプレイ内の電子接続または他の構成要素を破壊することによ
って、さらなる曲がりが、可撓性電子ディスプレイの機能性を損なわせる、または破壊す
るであろう、最小または最低曲げ半径である。そのような最小臨界曲げ半径は、１回の曲
がりによって、または複数の反復曲がりによって画定され得る。
【０１８７】
　図２７Ａおよび２７Ｂに示されるように、支持体１６は、バンド部分１２を横断してバ
ンド１２の片側からバンド１２の別の側面（すなわち、横方向に配向される）までバンド
部分１２の区分の間に配置される、一連のスペーサまたはバー７０を含むことができる。
スペーサ７０は、基板１６に加えられることができるねじれ回転の量を制限または低減さ
せ、また、バンド１２に加えられることができる縦方向回転の量を制限するように動作す
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る。より具体的には、可撓性支持体１６内のスペーサ７０の材料、サイズ、数、および／
または間隔は、支持体１６に加えられることができるねじれ運動の量を画定し、したがっ
て、制限するように変動させられ得る。この目的を達成するために、スペーサ７０は、バ
ンド１２が作製される材料より堅いまたはより可撓性ではない、硬質プラスチックまたは
金属のような剛もしくは半剛材料等の材料から作製されてもよい。他の実施形態では、ス
ペーサ７０および支持体１６は、同一材料から作製されることができるが、スペーサ７０
は、その材料より厚いまたはより密度の高い構成を備えてもよい。さらに他の実施形態で
は、支持体１６は、大曲率半径（すなわち、小曲がり角度）では容易に曲がるが、より小
さい曲率半径（すなわち、より大きい曲がり角度）では剛度または非弾性が増加する、曲
げ可能金属から作製されてもよい。スペーサ７０は、別個に形成され、次いで、支持体１
６内もしくは上に配置されてもよく、または支持体１６の一部として製造されてもよい。
例えば、スペーサ７０は、バンド部分１２の下面側に成形されることができる。図２７Ａ
では、スペーサ７０は、バンド部分１２の全部分が同一曲げまたは撓曲限界を受けるよう
構成されるように、バンド部分１２を横断して均一に離間される。代替として、スペーサ
７０のうちの１つ以上のものは、バンド部分１２を横断して互から異なる距離に離間され
ることができる。図２７Ｂでは、スペーサ７０は、デバイス１０の異なる部分（例えば、
側面）が、デバイス１０の他の部分（例えば、上部および底部）より多く曲げられまたは
撓曲されることができるように、バンド部分１２を横断する異なる距離で離間される（す
なわち、ｄ２はｄ１を上回る）。スペーサ７０はまた、バンド１２への側面衝撃を吸収す
るように動作してもよい。例えば、支持体１６は、スペーサ７０もまた側面衝撃保護構造
として作用するように、可撓性ディスプレイ１８の幅より少なくとも若干大きい幅を有す
ることができる。
【０１８８】
　図２８－２９では、支持体１６および可撓性ディスプレイ１８は、相互と一体的に形成
される。図２８に図示されるように、複数の溝６７は、バンド部分１２を横断してバンド
１２の片側からバンド１２の別の側面（すなわち、横方向に配向される）までバンド部分
１２の支持体１６の下面側内に形成（例えば、成形）される。図２８に図示されるように
、各溝６７は、支持体１６が、可撓性ディスプレイ１８の下面側に直接隣接する材料の連
続底層６５と、個別の溝６７に隣接する底層６５から上向きに突出または延在する複数の
区分または島６６とを含むように、支持体１６の厚さの一部のみを通って延在する。本明
細書で図示される溝６７の各々は、Ｕ字形状を有するが、他の実施形態では、異なる形状
を有することができる（例えば、長方形、三角形、より湾曲し得る、より平坦であり得る
等）。そのように画定されると、各溝６７は、溝６７に隣接する支持体１６の区分６６の
間の曲がりを制御する（例えば、制限する、または低減させる）ように動作する、一種の
「一体型ヒンジ」を形成する。図２９は、バンド１２が曲げられているときに、溝６７が
どのようにして、支持体１６の区分６６の間の曲がりの量を制御し、ひいては、ディスプ
レイ１８に加えられる曲がりの量を制御するように動作することができるかを図示する。
溝６７がバンド部分１２を横断して均一に離間されるため、支持体１６の区分６６の全て
は、同一曲げまたは撓曲限界を受ける。材料の底層６５を形成する材料および島６６を形
成する材料は、同一または異なる材料から作製されてもよく、それぞれは、圧縮性（発泡
体、ゴム等）または非圧縮性材料（硬質プラスチック、金属等）のいずれかから作製され
てもよい。実際、層６５および６６の両方が、非圧縮性材料から作製されてもよく、層６
５および６６のうちの一方が、圧縮性材料から作製されてもよい一方で、他方の層は、非
圧縮性材料から作製されてもよく、または層６５および６６は両方とも、同一もしくは異
なる圧縮性を伴う圧縮性材料から作製されてもよい。当然ながら、種々の溝６７の間の間
隔は、支持体１６のより多いまたは少ない撓曲を提供するように変動し得る。さらに、例
証のために、図１３－１７の実施形態は、その曲げ運動を制限するように、ならびに柔ら
かい感覚または感触をユーザに提供するように、図２８および２９に図示される一体型ヒ
ンジ材料または支持体を含んでもよい。
【０１８９】
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　スペーサ７０と同様に、溝６７を形成する材料のサイズ、数、間隔および／または圧縮
性は、支持体１６に加えられることができるねじれまたは他の曲げ運動の量を画定し、し
たがって、制限するように変動させられ得る。例えば、図２８に示される溝６７が、支持
体１６の一部のみを通って延在する一方で、溝６７は、他の実施形態では、（支持体１６
の中へより深く、またはより浅く）支持体１６のより多いまたは少ない部分を通って延在
することができ、ひいては、溝６７によって許容される曲率の程度に影響を及ぼすであろ
う。前述のように、図２８－２９に図示される溝６７は、バンド１２の全部分が同一曲げ
または撓曲限界を受けるように、バンド部分１２を横断して均一に離間される。
【０１９０】
　しかしながら、代替として、溝６７のうちの１つ以上のものは、デバイス１０の異なる
部分（例えば、バンドの上部および底部または片側対反対側）がデバイス１０の他の部分
（例えば、側面）より多く曲げられまたは撓曲されることができるという効果を伴って、
バンド部分１２を横断して異なる距離で離間されることができる。例えば、図３２および
３３に図示される、ある実施形態では、溝６７は、バンド１２の縦方向範囲を横断して異
なる距離で離間される。図３２に図示されるように、端部１４Ａの近傍またはそこにある
溝６７の間の距離は、バンド１２の中央部分の近傍またはそこにある溝６７の間の距離を
上回り、端部１４Ｂの近傍またはそこにある溝６７の間の距離は、中央部分の近傍または
そこにある溝６７の間の距離を上回る。図３３に図示されるように、したがって、デバイ
ス１０の異なる部分は、デバイス１０の他の部分より多く曲げられまたは撓曲されること
ができる。具体的には、Ｂと標識されるバンド１２の部分は、互により近く離間される溝
６７を有することにより、さらに離れている溝６７を有する、Ａと標識されるバンドの部
分およびＣと標識されるバンド１２の部分より多く曲げられまたは撓曲されることができ
る。さらに、溝６７の幅は、特定の場所でバンドのより多いまたは少ない撓曲を提供する
ように変動させられ得る。
【０１９１】
　ある場合には、デバイス１０のユーザは、（例えば、ディスプレイ１８を視認するため
に）バンド１２を曲げることが必要であることを見出し得る。デバイスのユーザは、例え
ば、少量のねじれ回転を可撓性ディスプレイ１８の部分に加えること、および／またはバ
ンド１２の縦軸の周囲で可撓性ディスプレイ１８の側面を撓曲させることが必要であるこ
とを見出し得る。そのような運動は、例えば、デバイス１０が、図３０に図示されるよう
に、ユーザの腕に沿って配置されるときに必要であり得る。そのような動作を可能にする
が、同時に、制動効力を備え、または可撓性ディスプレイ１８を破壊さえし得る、曲がり
を防止するために、物品１０は、支持体１６内に形成または配置される、１つ以上の横方
向溝もしくはスペーサを含むことができる。
【０１９２】
　図３４では、例えば、物品１０は、端部１４の間で、かつバンド１２の縦軸に沿って、
支持体１６内に形成される複数の縦方向溝６９を含む。したがって、溝６９は、図２８－
２９に説明される溝６７と垂直に配向されることができる。溝６７のような溝６９は、デ
ィスプレイ１８の所望の最大量の撓曲およびねじれ回転を可能にするように動作する。し
かしながら、溝６９は、バンド１２の縦軸と垂直な方向に所望の量の撓曲およびねじれ回
転を可能にする。
【０１９３】
　横方向溝３２０と同様に、縦方向溝６９のサイズ、幅、数、および／または間隔は、本
最大量を調節し、ディスプレイ１８に沿ったある点における撓曲もしくは回転を制限し、
および／またはディスプレイ１８に沿ったある点における撓曲もしくは回転を促進するよ
うに、変動させられ得る。例えば、溝６９は、図３４に図示されるものより大きく（例え
ば、幅広く）あり得、支持体１６の一部のみの中に形成されることができ、または図２８
に図示されるものより多数であり得る（例えば、横方向溝のそれぞれの間に溝６９があり
得る）。同様に、溝６９は、異なるように離間され、および／または位置付けられること
ができる。実施例として、溝６９は、バンド１２の縁のより近くに（すなわち、バンド１
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２の縦軸上ではなく）配置されることができる。当然ながら、所望に応じて、図２７Ａお
よび２７Ｂに関連して前述で議論されるスペーサ７０のうちの１つ以上のものは、縦方向
に（すなわち、バンド１２の縦軸に沿って）支持体１６内に配置されることができる。こ
れらの溝はまた、等しく離間され、または同一サイズであり得、もしくは、バンド１２の
幅に沿った異なる点においてより多いまたは少ないねじれ曲がりを可能にするように、バ
ンドの縦方向中心からより遠ざかるにつれて変動し得る。
【０１９４】
　なおもさらに、バンドの機能および構成、ならびにバンドに行われるルーチンは、平坦
に置かれたときに幅広いよりも長いリストバンドに関して説明されているが、同一構造お
よび技法が、アームバンド等の他のタイプのバンドに使用されることもできる。図３１は
、例えば、ディスプレイ１８が、手首のみとは対照的にユーザの腕のより大きい部分に巻
き付く、アームバンド９９を図示する。この場合、バンド１００は、平坦に置かれたとき
に（縦方向または側方方向に沿って）長いよりも（横方向に沿って）幅広くあり得る。し
かしながら、この場合、ディスプレイ１８および電子機器モジュール１９は、前述の様式
のうちのいずれかで構成されてもよい。特に、バンド９９は、図３１に図示されるように
、ディスプレイ１８の不連続性をユーザの手首の外側に隣接する点において生じさせなが
ら、ユーザの手首の上部に隣接して配置される電子機器モジュール１９等の基準点を有す
るように構成されることができる。当然ながら、アームバンド９９の端部が重複または触
れ合うアームバンド９９の端部の間に接続を提供するために、前述の方法または構造のう
ちのいずれかが使用されてもよい。
【０１９５】
　バンド１２の反対回転曲げ運動、すなわち、図２および４に図示されるような円形バン
ドの外側とは対照的に円形バンドの内側に可撓性ディスプレイ１８を置くであろう曲げ運
動を制限する他の様式がある。例えば、図２および４に図示されるような曲げ運動を可能
にするが、反対回転曲げ移動を、例えば、可撓性電子ディスプレイの最小臨界曲率半径に
制限するように動作する、縦方向に離間した剛または半剛部材が、可撓性支持体１６内ま
たは上に配置されることができる。図３５－４２は、枢動点７２の周囲で互いに対して回
転可能な相互接続されたスラットまたはバーのセットとして構成される、曲がりを制限す
る部材７１を図示する。
【０１９６】
　図３５では、相互接続されたスラットまたはバーは、ウィングまたは突出部７３をその
縁に伴う交互平坦部材７４および平坦部材７５を有し、ウィング７３は、隣接する平坦部
材７４の上方に配置される。平坦部材７４は、ウィング７３が、平坦部材７４の上方に配
置されると、反対方向におけるそのような回転を可能にしながら、一方向における枢動点
７２を中心とする回転を防止または少なくとも制限するように、平坦部材７５に枢動可能
に接続される。
【０１９７】
　当然ながら、所望に応じて、ウィング７３の形状および／または曲率は、枢動点７２を
中心とするより多いまたはより少ない回転を可能にするように変動されることができる。
ある場合には、ウィング７３のいくつかのみの形状および／または曲率を変動させること
が望ましくあり得る。例えば、より大きな曲がりを可能にする、ウィング７３が、より多
くの曲率が望ましい、バンド１２の区分（例えば、手首の側面に沿って配置される区分）
において、またはそれに沿って使用されることができる。
【０１９８】
　ある場合には、枢動点７２の間の間隔は、バンド１２が曲げられることができる最小曲
率半径を制御（例えば、調節）し、ひいては、（あまり快適ではない円形状のバンド１２
とは対照的に）装着されると、より快適な卵形状のバンド１２を提供するように調節され
てもよい。図３６に示されるように、枢動点７２間の間隔は、バンド１２に沿った異なる
点では、異なり得る。言い換えると、バンド１２の１つの区分における枢動点７２が、互
からｄ１の距離にあってもよい一方で、バンド１２の別の区分における枢動点７２は、互
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からｄ２の距離にあってもよく、ｄ２は、ｄ１を上回るまたはそれ未満である。例えば、
枢動点７２Ａと７２Ｂとの間の間隔（図３６および３７におけるＳ１）は、枢動点７２Ｃ
と７２Ｄとの間の間隔（図３６および３７におけるＳ２）未満である。したがって、バン
ド１２の異なる区分（例えば、手首の側面に沿って配置される区分）は、バンド１２の他
の部分（例えば、手首の上部および底部に沿って配置される区分）より曲げられまたは撓
曲されることができ、それによって、図３７に図示されるようなより卵形形状のバンド１
２の形成を促進する。
【０１９９】
　図３８に図示されるように、相互接続されたバー７４および７５は、弧状または湾曲さ
せられることができる。図３９に図示されるように、そのような構成は、枢動点７２にお
ける曲がり鋭度を低減またはさらに排除し、それによって、バンド１２が曲げられると、
より連続した形状を提供する役割を果たす。ある場合には、バンド１２が平坦および曲げ
（例えば、腕の周囲に配置される）の両方を受けるとき、枢動点７２における局所ディス
プレイ曲げ半径が等しくかつ対向するように、バー７４および７５を弧状にすることが望
ましくあり得る。
【０２００】
　いくつかの事例では、例えば、安っぽい構成、混乱させるユーザ経験を提供する構成、
またはデバイス１０が損傷される可能性が高い構成等のデバイス１０がとり得る構成の数
を制限することが望ましくあり得る。この目的を達成するために、枢動点のうちの１つ以
上のものは、相互接続ワイヤを用いて、またはそれを使用して、ともに接続されることが
できる。図４０に示されるように、枢動点７２は、相互接続ワイヤ６８を用いて、または
それを使用して、ともに接続される。ある場合には、いくつかの相互接続ワイヤ６８は、
異なる枢動点７２の群を接続するために必要とされてもよい。例えば、１つのワイヤ６８
が、バンド１２の片側に沿って配置される枢動点７２を相互接続するために利用されても
よい一方で、別のワイヤ６８は、バンド１２の反対側に沿って配置される枢動点７２を相
互接続するために利用されてもよい。いずれの場合も、相互接続ワイヤ６８は、互に接続
される、枢動点７２の移動を同期させる役割を果たし、ひいては、ともに接続されるそれ
らの枢動点７２に対して相互接続されるバー７４と７５との間の角度を固定する。
【０２０１】
　図４１では、相互接続されたバー７４および７５は、枢動点７２において接続され、そ
れぞれは、少なくとも部分的に、枢動点７２の上方に延在する、突出部７６を含む。この
場合、隣接するバー７４および７５の突出部は、一方向に回転されると、（枢動点７２を
中心とする最小限の回転に応答して）直ちに互に接触し、それによって、そのような回転
を制限または防止し、反対方向における回転を可能にする。さらに、相互接続されたバー
７４および７５は、加えて、枢動点７２の下方に延在するが、さらに離間され、したがっ
て、突出部７６より多くの回転を可能にする、突出部７７を含んでもよい。突出部７７は
、したがって、部材７１が、一方の方向（すなわち、図４１における下方向）において、
他方の方向（すなわち、図４１における上方向）におけるより曲がることを可能にするで
あろう。しかしながら、突出部７７は、依然として、大きな角度の曲率において曲がりま
たは撓曲しないように防止し、突出部７６および７７の間隔ならびに相互作用は、支持要
素７１の最小曲げ半径を、支持要素７１上に配置される可撓性電子ディスプレイ１８の最
小臨界曲げ半径を上回るまたはそれに等しくなるように制限し、それによって、可撓性電
子ディスプレイ１８を保護するように構成されることができる。いずれの場合も、突出部
７６および７７の間隔およびサイズは、各方向における撓曲の所望の量を取得するように
調節されることができる。
【０２０２】
　なおもさらに、図４２は、各縦方向部材が縦方向に配置されたリンクのセットで構成さ
れる、一連の横方向に相互接続された縦方向部材７８として形成される可撓性支持体を形
成する、曲げまたは撓曲制限する構造の上面図を図示する。ここで、回転可能に相互接続
されたリンクの種々のセットは、図４２の点線７９に沿って配置される枢動部材によって
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、回転可能に相互接続される。図４２に図示されるようなリンクの種々のセットが、可撓
性支持体１６として使用されてもよく、またはその一部であってもよく、前述の縦方向、
反対回転、およびねじれ方向のそれぞれにおける可撓性支持体１６の曲げ運動を制限する
ように動作してもよい。当然ながら、図４２に図示される相互接続されたリンクは、加え
て、図３５、３６、３７、４０および４１のもの等のウィングまたは突出部構造、もしく
はリンクを相互接続する横方向枢動点７９を中心とする隣接するリンクの回転を制限し、
優れた曲げまたは撓曲制限構造を提供する、他の構造を有し得る。
【０２０３】
　いずれの場合も、図３５－４２の部材７１の構成が、特定の最小曲げ半径に制限された
、１つの方向、例えば、図３５および３６における下方向において、互いに対して隣接す
るスラットまたは平坦部材７４、７５および７８の移動を可能にする、または許容する一
方で、図３５および３６における上方向等の反対方向におけるスラットまたはバー７４お
よび７５の回転移動を、同一または異なる最小曲げ半径に制限する。この場合、交互平坦
部材７４および平坦部材７５を伴う部材７１または図４２の相互接続された支持体は、反
対回転曲げ運動を制限しながら、図２および４に図示される曲げ運動を可能にするように
、図４３に図示されるように支持体１６の縦軸に沿って、または縦方向に配置されてもよ
い。１つのみの部材７１が、可撓性支持体１６の中心に縦方向に配置されるものとして図
４３に図示されているが、より多くのそのような部材が、支持体１６の一方または両方の
外側等の平坦支持体１６の長さに沿った他の場所に配置されることができる。さらに、１
つのみの部材７１が、図４３に図示されているが、複数のそのような部材が、可撓性支持
体１６の反対回転移動を制限するために使用されることができる。当然ながら、所望に応
じて、図３５および３６のものに類似する曲がりを制限する部材が、図２５のワイヤ６０
の代わりに、またはそれに加えて、（ディスプレイ１８の縁において剛または半剛構造を
提供することによって）可撓性ディスプレイ１８の縁を保護するとともに、本明細書に説
明される様式において支持体１６のある程度の回転移動を可能にしながら、可撓性支持体
１６の反対回転移動を制限するよう、可撓性支持体１６の縁に沿って配置されることがで
きる。したがって、例えば、図２６では、ワイヤ６０は、図３５または３６の原理に従っ
て、バー部材７１を形成する一連のリンクと置換されることができ、例えば、リンク７４
および７５は、互に回転して接続され、一方の方向へある量の回転または移動を可能にす
る一方で、他方の方向に互に対する移動を可能にしない、または少なくとも制限するよう
に、配置される。当然ながら、図３５および３６の平坦な相互接続された縦方向部材は、
前述の様式において平坦支持体１６のねじれおよび反対回転移動を両方とも制限するため
に、図２７のスラットまたはバーと併せて使用されることができる。
【０２０４】
　図４４に図示される実施形態では、バンド１２は、１つ以上の蝶着されたより可撓性の
部分６０４と組み合わせられる、１つ以上のモノリシックに統合されたあまり可撓性では
ない部分６００を含む、またはそれらから形成される。言い換えると、図４４に描写され
るバンド１２は、概して、バンドの異なる部分または区分において均一に構築もしくは構
成された曲げ構造を提供するように、本明細書に説明されるバンド１２のうちのいずれか
１つの異なる構成に従って構築される１つ以上の部分を含むことができる。
【０２０５】
　概して、あまり可撓性ではない部分６００の位置は、撓曲の要求量が制限される物品１
０の部分（例えば、手首の上部および底部上に配置される物品１０の部分）に対応する一
方で、より可撓性の部分６０４の位置は、撓曲の要求量がより大きい物品１０の部分（例
えば、手首の側面に隣接して配置される物品１０の部分）に対応する。いずれの場合も、
図４４に図示されるように、バンドまたは支持体部材１６は、（例えば、回転および反対
回転方向の一方または両方に異なる最小曲率半径を有する）より多いまたは少ない曲がり
を許容し、または可能にして、これらの方向に異なる程度の曲がりを達成する、部分の任
意の数の異なる区分を有することができる。
【０２０６】
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　前述のように、可撓性ディスプレイ１８等の可撓性電子構成要素は、可撓性電子構成要
素が、可撓性電子構成要素の電子機能性を損なうことなく曲げられ得る、最小臨界曲げ半
径を有することができる。概して、最小臨界曲げ半径は、単一曲げ運動に基づいて測定さ
れることができ（すなわち、曲げ半径を越えると、電子構成要素層のうちの１つ以上のも
の（例えば、ディスプレイ層）が単一曲げ運動に基づいて破壊する、または機能しなくな
るであろう）、または経時的に複数の曲げアクションに基づいて測定されてもよい（すな
わち、曲げ半径を越えると、複数の曲げアクションが、経時的に、電子構成要素層のうち
の１つまたは電子構成要素層のうちの１つの上の構成要素に応力を加えて破壊するであろ
う）。したがって、最小臨界曲げ半径は、可撓性構成要素が曲げられ、依然として機能し
得る、可撓性構成要素の曲がりの範囲を判定することに役立つ。当然ながら、可撓性構成
要素は、異なる曲げ方向に異なる最小臨界曲げ半径を有してもよい。本明細書で使用され
るように、語句「曲がりの範囲」は、可撓性電子構成要素全体の曲がりの範囲、局所曲が
りの範囲（すなわち、電子構成要素のうちの１つ以上の部分の曲がりの範囲）、および／
または曲がりの範囲の局所変動を指し、または包含し得る。
【０２０７】
　また、前述で簡潔に議論されるように、可撓性支持構造または基板は、可撓性電子構成
要素の曲がりの範囲を制限し（例えば、可撓性電子構成要素がその最小臨界曲げ半径を越
えて曲げられまたは湾曲させられることを防止し）、および／または製品要件（例えば、
曲げ要件／制約）に準拠するように、可撓性電子構成要素（例えば、ディスプレイ１８）
に取り付けられ、または固定して結合されることができる。しかしながら、そうすると、
電子構成要素の中立面を（構成要素内の）その初期位置から、機械的支持構造により近い
、またはさらにその内側の（すなわち、構成要素の平面の外側の）位置まで偏移させ得、
ひいては、構成要素内の層の最小臨界曲げ半径を有意に増加させ、それによって、可撓性
電子構成要素の曲がり能力を効果的に破壊しないとしても、有意に低減させ得る。
【０２０８】
　可撓性電子構成要素（例えば、ディスプレイ１８）が、その最小臨界曲げ半径を越えて
曲げられまたは湾曲させられないように防止するが、同時に、可撓性電子構成要素の曲が
り能力を実質的に維持するために、物品１０は、ある場合には、物品１０が異なる位置間
（例えば、実質的に平坦な位置と曲げ位置との間）で移動させられるとき、可撓性支持体
および可撓性電子ディスプレイ構成要素が、互いに対して、または独立して、移動（例え
ば、スライド）することを可能にする様式において、可撓性電子構成要素とまたはそこに
移動可能に（例えば、スライド可能に）結合される、可撓性支持体を含むことができる。
異なる配列の実施例が、図４５Ａ－４５Ｆ、４６Ａ－４６Ｈ、および４７Ａ－４７Ｌに関
連して説明される。これらの配列は、概して、可撓性ディスプレイ１８を含むように説明
されるが、これらの配列は、代わりに、異なるタイプの可撓性電子構成要素（例えば、可
撓性電子回路、センサタグ、可撓性ＯＬＥＤ照明）を含むことができることを理解される
であろう。
【０２０９】
　概して、可撓性電子構成要素（例えば、ディスプレイ１８）および可撓性支持体が互か
ら独立して移動可能であるため、物品１０が曲げられまたは湾曲させられているときに可
撓性支持体が可撓性電子構成要素（例えば、ディスプレイ１８）に加える歪みの量は、こ
れらの構造が可撓性電子構成要素（例えば、ディスプレイ１８）の中立面を改変しない、
または最小限のみに改変するため、最小限にされる。本特徴は、ひいては、可撓性支持体
に結合されるときに、可撓性電子構成要素の最小臨界曲げ半径を最小限にする。
【０２１０】
　有利には、これらの場合のいくつかでは、可撓性支持体が可撓性電子構成要素から分離
されることができるように、可撓性支持体は、可撓性電子構成要素（例えば、ディスプレ
イ１８）に除去可能に結合されることができる。ひいては、可撓性電子構成要素は、容易
かつ迅速に載置され、例えば、コーヒーカップ、電話ケース、充電台、または異なる可撓
性支持体等の任意の数の異なる物体、アイテム、またはデバイスに関連付けられることが
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できる。後者の場合、可撓性支持体は、除去され、１つ以上の異なる可撓性支持体から選
択される異なる可撓性支持体と交換されることができる。本複数の異なる可撓性支持体は
、例えば、異なる材料（例えば、皮、プラスチック、布）から作製され、異なるテクスチ
ャ（例えば、平滑、穿孔）を有し、１つ以上の異なる色（例えば、茶色、黒色、白色等）
で作製され、異なるスタイルに関連付けられ、もしくはこれらの特徴の任意の組み合わせ
である、可撓性支持体を含むことができる。このように、可撓性支持体、より一般的には
、可撓性取り付け可能な物品１０は、カスタマイズ可能であり得る。同様に、可撓性電子
構成要素は、可撓性支持体から除去されることができ、可撓性支持体は、１つ以上の異な
る可撓性構成要素から選択される異なる可撓性電子構成要素に交換もしくは接続されるこ
とができることを理解されるであろう。異なる可撓性構成要素は、例えば、１つ以上の異
なるタイプの可撓性構成要素（例えば、異なる可撓性ディスプレイ１８、１つ以上のＯＬ
ＥＤ照明、１つ以上のセンサタグ等）、１つ以上の異なる材料から作製される可撓性構成
要素、異なる厚さ等を有する可撓性構成要素、もしくはそれらの組み合わせを含むことが
できる。このように、可撓性電子構成要素（例えば、可撓性ディスプレイ１８）、より一
般的には、可撓性取り付け可能な物品１０は、カスタマイズ可能であり得る。
【０２１１】
　図４５Ａ－４５Ｄは、ディスプレイ要素６９６の形態における可撓性電子構成要素と、
可撓性支持構造または特徴６９８とを含む、再びリストバンドの形態における、動的可撓
性取り付け可能な物品１０を図示する。ディスプレイ要素６９６は、基板または内層６９
９の上に、もしくはそれにわたって配置される（例えば、搭載される）可撓性電子ディス
プレイ１８を含む。可撓性支持構造６９８は、概して、本明細書に説明される支持体１６
のうちのいずれか、または本開示と一貫した任意の他の支持構造の形態をとることができ
る。可撓性支持構造６９８および基板６９９は、概して、支持を可撓性電子ディスプレイ
１８に提供し、かつ可撓性電子ディスプレイ１８の移動を誘導および制限するように協働
する。可撓性支持構造６９８は、ディスプレイ要素６９６および可撓性支持構造６９８が
互から独立してスライドすることを可能にする様式において、ディスプレイ要素６９６に
スライド可能かつ除去可能に結合される。前述のそれらの理由から、本特徴は、可撓性支
持構造６９８に結合されたときに、可撓性電子ディスプレイ１８の最小臨界曲げ半径を最
小限にする、すなわち、可能にする。
【０２１２】
　図４５Ｂおよび４５Ｃに図示されるように、物品１０は、水平または縦軸１１を含む。
本実施例で図示される物品１０はまた、図９－１１に図示される溝３２０および突起３２
４も含む。しかしながら、これらの溝３２０および突起３２４は、４５Ａ－４５Ｅでは実
質的に可視ではない。なおもさらに、物品１０は、図１９および２０に図示される留金構
造３５０を含むものとして図４５Ａ－４５Ｆに図示される。他の実施例では、物品１０は
、例えば、陥凹およびタブ３００、３０４、磁石２２Ａ、２２Ｂ、２４Ａ、ならびに２４
Ｂ、および／または本明細書に説明される他のコネクタのうちのいずれか等の付加的、異
なる、またはより少ないコネクタを含むことができる。
【０２１３】
　図４５Ｂに図示されるように、物品１０の可撓性支持体６９８は、水平軸１１に沿って
その中に形成または画定される複数の伸長スロット７００を含む。複数のスロット７００
は、第１の伸長スロット７００Ａと、第１のスロット７００Ａより長い（すなわち、より
伸長である）第２の伸長スロット７００Ｂとを含む。第１および第２のスロット７００Ａ
、７００Ｂは、可撓性支持体１６の長さを横断して互から均一に離間されるものとして図
示されるが、いくつかの実施形態では、不均等な間隔が使用されてもよい。第２のスロッ
ト７００Ｂの各々は、第１の停止表面７０２Ａと、第１の停止表面７０２Ａに対向する第
２の停止表面７０２Ｂとを有する。第１の停止表面７０２Ａは、概して、内向き方向（図
４５ＢのＢＩＮと標識された矢印を参照）に可能にされるであろう最大極限曲がりを画定
し、またはそれに対応する。第２の停止表面７０２Ｂは、概して、外向き方向（図４５Ｂ
のＢＯＵＴと標識された矢印を参照）に可能にされるであろう最大極限曲がりを画定し、
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またはそれに対応する。
【０２１４】
　図４５Ｂに図示されるように、物品１０のディスプレイ要素６９６は、基板６９９の底
部側７０６上に形成され、そこから内向きに延在する複数のリベット７０４を含む。スロ
ット７００のように、リベット７０４は、縦軸１１に沿って形成される。リベット７０４
の各々は、実質的に円形の形状を有し、ディスプレイ要素６９６の長さを横断して互から
均一に離間される。したがって、リベット７０４は、概して、ディスプレイ要素６９６お
よび可撓性支持構造６９８が両方とも平坦であるときに、それぞれ、スロット７００と整
合される。より具体的には、リベット７０４は、ディスプレイ要素６９６および可撓性支
持構造６９８が両方とも平坦であるときに、それぞれ、スロット７００の中心または中央
部分と（すなわち、第１および第２の停止表面７０２Ａ、７０２Ｂの間で）整合される。
また、図４５Ｂに図示されるように、物品１０が実質的に平坦な位置にあるとき、ディス
プレイ要素６９６は、可撓性支持構造６９８より長い。
【０２１５】
　図４５Ｃおよび４５Ｄに図示されるように、ディスプレイ要素６９６および可撓性支持
構造６９８が相互と整合され、ともに載置されるとき、可撓性支持構造６９８がディスプ
レイ要素６９６から独立して、またはそれに対してスライド可能であるように、可撓性支
持構造６９８は、ディスプレイ要素６９６とスライド可能に結合されることができる。こ
の目的を達成するために、ディスプレイ要素６９６および可撓性支持構造６９８がともに
載置されるとき、リベット７０４は、スロット７００のうちの対応する１つの中に配置さ
れることができる。本実施例では、電子機器モジュール１９に最も近接するリベットであ
るリベット７０４Ａは、スロット７００Ａ内に配置される。スロット７００Ａの形状によ
り（スロット７００Ａはリベット７０４Ａを受け入れるためにちょうど十分な幅の広さ）
、リベット７０４Ａは、スロット７００Ａ内に固定して配置される（すなわち、リベット
７０４Ａは、スロットに対して移動しない、またはわずかにしか移動しない）。残りのリ
ベット７０４Ｂは、スロット７００Ｂ内に配置される。スロット７００Ｂがスロット７０
０Ａより長いため、リベット７０４Ｂは、デバイス１０の水平軸１１に沿って、それぞれ
、スロット７００Ｂ内でスライド可能である。したがって、スロット７００Ａ内に固定し
て配置されるリベット７０４Ａを除いて、可撓性支持構造６９８は、ディスプレイ要素６
９６に対して、またはそれから独立して、水平にスライド可能である。
【０２１６】
　故に、デバイス１０が、図４５Ｅに図示されるように円形または卵形バンドを形成する
ように曲げられると、可撓性支持構造６９８の部分は、電子ディスプレイ１８に対してス
ライドまたは移動する（およびその逆も同様）。より具体的には、デバイス１０が、図４
５Ｅに図示されるように円形または卵形バンドを形成するように外向き方向（図４５Ｂの
ＢＯＵＴと標識された矢印を参照）に曲げられるとき、リベット７０４Ｂは、それぞれ、
スロット７００Ｂ内でスライドする。いくつかの時点において、デバイス１０は、リベッ
ト７０４Ｂが個別のスロット７００Ｂの第１の停止表面７０２Ｂに接触するような程度ま
で曲げられるであろう。本時点において、デバイス１０は、事前に画定された曲げ限界に
達し、外向き方向におけるデバイス１０、特に、可撓性ディスプレイ１８のいかなるさら
なる曲げも防止される。逆に言えば、デバイス１０は、同様に、図４５Ｂ－４５Ｄに図示
されるように実質的に平坦な位置に戻されることができる。デバイス１０が実質的に平坦
な位置にあり、デバイス１０が内向き方向（図４５ＢのＢＩＮと標識された矢印を参照）
に曲げられまたは湾曲させられるとき、加えられた曲げ力が、リベット７０４Ｂを、個別
の第１の停止表面７０２Ｂから離して、かつ個別の第２の停止表面７０２Ａに向かってス
ライドさせる。いくつかの時点において、デバイス１０は、リベット７０４Ｂが個別のス
ロット７００Ｂの第２の停止表面７０２Ａに接触するであろう、そのような程度（すなわ
ち、本方向への最大曲がり量に対応する）まで曲げられるであろう。本時点において、デ
バイス１０は、事前に画定された曲げ限界に達し、内向き方向におけるデバイス１０、特
に、可撓性ディスプレイ１８のいかなるさらなる曲まがりも防止される。ある場合には、
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スロット７００Ｂは、リベット７０４Ｂのそれぞれが（同時に）同一曲げ半径において対
応する停止７０２Ａまたは７０２Ｂに衝打するように、可撓性支持構造６９８全体の移動
を可能にするようにさらにスロット７００Ａから離れて配置されるため、様々なまたは異
なる長さである必要があり得る（かつ長さを増大させる必要があり得る）。
【０２１７】
　同時に、可撓性支持体１６が可撓性電子ディスプレイ１８にスライド可能に結合される
（かつ本質的に、１つのみの点においてディスプレイ１８に固定して取り付けられる）た
め、図４５Ａ－４５Ｅの配列は、可撓性電子ディスプレイ１８の中心曲げまたは中立面を
改変せず、それによって、電子ディスプレイ１８の曲がり能力（例えば、曲がりの範囲）
を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品１０に、可撓性電子ディス
プレイ１８自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲を残す。
【０２１８】
　前述を考慮して、可撓性支持構造６９８は、可撓性電子ディスプレイ１８と可撤性およ
びスライド可能に結合されることを理解されたい。故に、可撓性支持構造６９８は、カス
タマイズ可能であるとともに、ディスプレイ要素６９６が支持構造６９８上に配置され、
それに結合されるときに、ディスプレイ１８のより大きい曲がりの範囲を提供する。その
結果、可撓性支持体６９８は、（前述と同様に）除去され、異なる可撓性支持体６９８と
交換されることができる。異なる可撓性支持体６９８は、類似構造を有することができ（
すなわち、異なる可撓性支持体６９８がスロット７００も含む）、異なる構造を有するこ
とができ、異なる色（例えば、茶色、黒色、白色）を有することができ、異なる材料（例
えば、皮、プラスチック、布、金属）から作製されることができ、異なるスタイル（例え
ば、従来型、専門的）を有し、またはそれに関連付けられることができ、異なるテクスチ
ャ（例えば、平滑、穿孔）を有することができ、もしくはそれらの組み合わせである。図
４５Ｆに図示されるように、図４５Ｅに図示される可撓性支持体６９８は、除去され、同
様に構造化されるが異なる色および異なるテクスチャを有する、異なる可撓性支持体と交
換されている。当然ながら、本プロセスは、所望に応じて、任意の回数で反復されること
ができる。
【０２１９】
　ある場合には、例えば、留金構造３５０および／またはリベット７０４等の物品１０の
他の構成要素は、除去され、異なる構造と交換されることができる。これらの異なる構造
は、選択された異なる可撓性支持体６９８に基づいて選択されることができるが、その必
要はない。留金構造３５０は、例えば、物品１０から除去され、１つ以上の異なる機械的
コネクタと交換されることができる。これらの異なる機械的コネクタは、異なる色で作製
される構造的に類似する留金構造３５０を含んでもよく、および／または構造的に異なる
コネクタを含んでもよい。同様に、リベット７０４は、ディスプレイ要素６９６から除去
され、異なる色および／または異なる構造（例えば、突起、タブ等）を有する、構造的に
類似するリベット７０４と交換されることができる。
【０２２０】
　他の実施例では、物品１０は、他の様式において図４５Ａ－４５Ｄに図示されるものか
ら変動することができる。可撓性支持体６９８は、例えば、異なる数のスロット７００を
含むことができ、異なるように位置付けられたスロット７００（例えば、相互のより近く
に、または互からより遠くに位置付けられるスロット７００）を含むことができ、および
／または異なるように構築されたスロット７００（例えば、異なる長さおよび／または形
状を有するスロット７００）を含むことができる。一実施例では、可撓性支持体６９８は
、２列のスロット７００（例えば、２つの平行列のスロット７００）を含むことができる
。スロット７００は、代わりに、例えば、開口部、開口、トラック、チャネル、溝、陥凹
、または任意の他の好適な構造の形態をとることができる。可撓性電子構成要素は、ディ
スプレイ要素６９６の代わりに、例えば、折畳式電子リーダ、ロールアウト式スクリーン
、ＯＬＥＤ照明、または他の電子構成要素の形態をとることができる。可撓性基板６９９
は、例えば、異なる数のリベット７０４を含むことができ、異なるように位置付けられた
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リベット７０４（例えば、相互のより近くに、または互からより遠くに位置付けられるリ
ベット７０４）を含むことができ、および／または異なるように構築されたリベット７０
４（例えば、異なる長さおよび／または形状を有するリベット７０４）を含むことができ
る。例えば、可撓性支持体６９８が２列のスロット７００を含むとき、可撓性基板６９９
は、同様に、２つ列のリベット７０４を含むことができる。そのような配列は、有利には
、ねじれ制御を提供するであろう。リベット７０４は、別の実施例として、代わりに、ラ
ッチ、タブ、フック、ノブ、バンプ、突起、または任意の他の好適な構造の形態をとるこ
とができる。一実施例では、スロット７００Ａおよびリベット７０４Ａ（固定して取り付
けられた部分）は、例えば、物品１０の他端、物品１０の中央、またはある他の場所等の
異なる場所に位置することができる。別の実施例では、物品１０は、１つを上回るスロッ
ト７００Ａおよび１つを上回るリベット７０４Ａ（すなわち、１つを上回る固定して取り
付けられた部分）を含むことができる。いくつかの実施例では、ディスプレイ要素６９６
および可撓性支持体６９８は、異なる方法で互に移動可能に結合されることができる。デ
ィスプレイ要素６９６および可撓性支持体６９８は、ともにスナップ留めされ、ともに引
っ掛けられ、ともに掛止され、または、例えば、リベット７０４Ａおよびスロット７００
Ａの場所等の１つ以上の場所においてある他の様式において互に結合されることができる
。
【０２２１】
　図４６Ａ－４６Ｄは、可撓性支持構造１６と、可撓性支持構造１６内に移動可能に配置
される可撓性電子ディスプレイ１８の形態における可撓性電子構成要素とを含む、再びリ
ストバンドの形態における、動的可撓性取り付け可能な物品１０を図示する。物品１０は
また、水平または縦軸１１と、ばね要素２１とを含む。本明細書で明示的に図示されない
が、物品１０は、例えば、図９－１１に図示される溝３２０および突起３２４、図１９お
よび２０に図示される留金構造３５０、ならびに／もしくは本明細書に説明される他のコ
ネクタのうちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以上のコネクタを含むことができ
る。
【０２２２】
　可撓性支持構造１６は、概して、支持を可撓性電子ディスプレイ１８に提供するように
構成される。可撓性支持構造１６は、例えば、布、皮、プラスチック、金属、または他の
材料等の任意の好適な可撓性材料から作製されることができる。図４６Ａおよび４６Ｂに
図示されるように、可撓性支持構造１６は、本実施例では、縦方向に延在する伸長底壁７
５０と、底壁７５０の縦方向に延在する周縁から縦軸１１に実質的に垂直な角度において
上向きに延びている、一対の対向する側壁７５４とを有する、またはそれらによって画定
される。図４６Ｂに図示されるように、潤滑剤７５６（例えば、油、黒鉛、ＰＴＦＥ）が
、底壁７５０またはその一部上に配置され（例えば、そこに塗布され）、支持構造１６と
可撓性電子ディスプレイ１８との間の移動を促進することができる。可撓性支持構造１６
はさらに、保持部分７５８が支持構造１６の底壁７５０にわたって懸架するように、対向
する壁７５４の各々の上部部分から側方に内向きに延びている保持部分７５８を有する。
ともに、底壁７５０、側壁７５４、および保持部分７５８は、可撓性電子ディスプレイ１
８をその中に支持および受け取るように定寸される、空洞７６２を画定する。図４６Ｂに
図示されるように、空洞７６２は、実質的に長方形形状の断面を有する。
【０２２３】
　可撓性電子ディスプレイ１８は、概して、本明細書に説明されるディスプレイ１８また
は本明細書に説明される実施形態のいずれかと一貫した異なるディスプレイ１８のいずれ
かの形態をとることができる。本明細書に図示されないが、可撓性電子ディスプレイ１８
は、ディスプレイ１８の光学性能を最適化する試みにおいて、その上に塗布される反射防
止コーティングを含むことができるが、そうである必要はない。図４６Ｃに図示されるよ
うに、物品１０が実質的に平坦な位置にあるとき、可撓性ディスプレイ１８は、可撓性支
持構造１６より短いが、これは、当てはまる必要はない（例えば、ディスプレイ１８およ
び支持体１６は、同一長さを有することができる）。
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【０２２４】
　ばね要素２１は、可撓性電子ディスプレイ１８の一端に張力を加えるために提供される
。本加えられる張力は、可撓性支持構造１６と可撓性電子ディスプレイ１８との間のスラ
イド移動を促進し、常時、電子ディスプレイ１８が緊張したまま保つことに役立つ（すな
わち、実質的に平坦構成にある）。図示される実施例では、ばね要素２１は、第１の端部
２１Ａと、第１の端部２１Ａに対向する第２の端部２１Ｂとを有する、実質的に平坦ばね
である。他の実施例では、ばね要素２１は、異なるタイプのばね（例えば、コイルばね、
板ばね）である、または異なる形態をとるが、依然として、意図される目的に好適である
ことができる。例えば、ばね要素２１は、それを通して配置される車軸を伴う、小型シリ
ンダの形態をとることができる。別の実施例として、ばね要素２１は、機械的スライダの
形態をとることができる。
【０２２５】
　図４６Ｂに図示されるように、可撓性電子ディスプレイ１８は、空洞７６２内に着座ま
たは配置されることができる。順に、可撓性支持構造１６の側壁７５４は、側壁７５４が
可撓性ディスプレイ１８のための側面衝撃保護を提供し得るように、可撓性ディスプレイ
１８の縁に隣接して、ある場合には、その上方に上向きに延びている。加えて、可撓性デ
ィスプレイ１８の縁から内向きに延びている保持部分７５８は、可撓性ディスプレイ１８
の上部表面７６４に接触し、可撓性ディスプレイ１８が、可撓性支持構造１６から退出し
ないように防止し、それによって、可撓性ディスプレイ１８を可撓性支持構造１６内に保
持することができる。
【０２２６】
　図４６Ｃに図示されるように、ばね要素２１は、可撓性支持構造１６の一部に結合され
、かつ可撓性電子ディスプレイ１８の一端において可撓性電子ディスプレイ１８の一部に
結合される。具体的には、図４６Ａおよび４６Ｃに図示されるように、ばね要素２１の端
部２１Ａは、支持構造１６の底壁７５０の一部に固定して取り付けられ（例えば、接着し
）、端部２１Ｂは、可撓性電子ディスプレイ１８の一端１８Ａにおいて、可撓性ディスプ
レイ１８の底部表面に固定して取り付けられる（例えば、接着する）。ばね要素２１は、
本実施例では、したがって、可撓性支持構造１６と可撓性電子ディスプレイ１８との間に
配置される。他の実施例では、ばね要素２１は、異なる様式において結合されることがで
きる。ばね要素２１は、可撓性支持構造１６の異なる部分（例えば、底壁７５４）に結合
されることができる、可撓性電子ディスプレイ１８の異なる部分（例えば、端部１８Ａ自
体）に結合されることができる、および／または可撓性電子ディスプレイ１８の他端１８
Ｂにおいて結合されることができる。例えば、ばね要素２１が、それを通して配置される
車軸を伴う小型シリンダの形態をとるとき、ディスプレイ１８は、物品１０が曲げられる
と、ディスプレイ１８が巻回または巻回解除され得るように、シリンダ（例えば、シリン
ダの一端または両端）に取り付けられることができる。ある場合には、ディスプレイ１８
は、物品１０が曲げられると、ディスプレイ１８が、部分的に、回転（すなわち、ある程
度の量だけ旋回）し、それによって、シリンダに取り付けられるディスプレイの一部を巻
回または巻回解除し得るように、シリンダに取り付けられることができる。代替として、
シリンダは、ディスプレイ１８の一端に、またはそこにおいて結合されることができ、車
軸は、物品１０が曲げられると、可撓性支持構造１６に移動可能に結合されることができ
る（例えば、側壁７５４内に形成されるスロットを介して）。例えば、ばね要素２１が、
機械的スライダの形態をとるとき、機械的スライダは、ディスプレイ１８の一端に、また
はそこにおいて取り付けられ、可撓性支持構造１６に移動可能に結合されることができる
（例えば、支持構造１６の底壁７５０上に配置されるレールを介して）。物品１０はまた
、付加的ばね要素２１を含むことができ、１つのばね要素２１は、可撓性電子ディスプレ
イ１８の端部１８Ａ、１８Ｂのそれぞれに張力を加えるように構成されることを理解され
るであろう。
【０２２７】
　このように、可撓性ディスプレイ１８は、可撓性支持構造１６とまたはそこにスライド
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可能に結合され（およびその逆も同様）、可撓性ディスプレイ１８は、可撓性支持構造１
６から独立して、またはそれに対してスライド可能である（およびその逆も同様）。故に
、物品１０が、図４６Ｄに図示されるように、円形または卵形バンドを形成するように曲
げられるにつれて、可撓性ディスプレイ１８は、独立して、または可撓性支持構造１６の
対応する部分に対して移動する（およびその逆も同様）。同時に、ばね要素２１は、張力
を可撓性電子ディスプレイ１８の端部１８Ａに加え、それによって、本移動を促進し、可
撓性電子ディスプレイ１８を緊張したまま保つのに役立つ。ばね要素２１のように、潤滑
剤７５６も、支持構造１６とディスプレイ１８との間の移動を促進するのに役立つ。
より具体的には、物品１０が、図４６Ｄに図示されるように、円形または卵形バンドを形
成するように曲げられると、ばね要素２１は、可撓性ディスプレイ１８の端部１８Ａを引
っ張り、可撓性ディスプレイ１８の端部１８Ａ、１８Ｂは、可撓性支持体１６に対して、
かつ互に向かって、空洞７６２内でスライドし、それによって、可撓性ディスプレイの端
部と底壁７５０の端部との間にわずかな程度の分離を生成する。図４６Ｃおよび４６Ｄを
参照すると、物品１０が円形または卵形バンドを形成するように曲げられると、可撓性デ
ィスプレイ１８の点ＡＤは、可撓性支持構造１６の点ＡＳに対してスライドし、それによ
って、点ＡＤとＡＳとの間に間隔Ｓを生成する。ある時点において、物品１０は、保持部
分７５８がディスプレイ１８の上部表面７６４の対応する部分に接触する程度まで曲げら
れることができる。しかしながら、底壁７５０内の支持構造は、底壁の曲げ運動、したが
って、ディスプレイ１８の曲げ運動を所定の最小曲げ半径に制限してもよい。本時点にお
いて、物品１０は、その事前に画定された曲げ限界に到達し、外向き方向における物品１
０、特に、可撓性ディスプレイ１８のいかなるさらなる曲まがりも、防止される。逆に言
えば、物品１０は、同様に、図４６Ａおよび４６Ｂに図示されるように、実質的に平坦位
置に戻されることができる。
【０２２８】
　同時に、可撓性支持体１６は、可撓性電子ディスプレイ１８にまたはそれとスライド可
能に結合されるため、図４６Ａ－４６Ｄに図示される配列は、可撓性電子ディスプレイ１
８の中心曲げまたは中立を改変せず、それによって、ディスプレイ１８の曲がり能力（例
えば、曲がりの範囲）を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品１０
に、可撓性電子ディスプレイ１８自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲を
残す。
【０２２９】
　他の実施例では、物品１０は、図４６Ａ－Ｄに図示されるものから変動することができ
る。図４６Ａ－Ｄに図示される可撓性支持体１６は、形状および／またはサイズを変動す
ることができる。可撓性支持体１６は、例えば、より広く、それによって、可撓性ディス
プレイ１８と側壁７５４との間により多くの空間を生成することができる。側壁７５４は
、例えば、底壁７５０に対してより多くまたはより少なく角度付けられることができる。
保持部分７５８は、例えば、異なるように構築されることができる（例えば、物品１０の
長さの一部のみに沿って延在することができる、側壁７５４に対してより多くまたはより
少なく角度付けられることができる）。空洞７６２は、異なるサイズ（例えば、より小さ
い、より大きい）であることができ、および／または異なる形状の断面を有することがで
きる。さらに別の実施例として、可撓性支持体１６は、保持部分７５８を含む必要はない
。代わりに、可撓性支持体１６は、異なる方法において（例えば、角度付けられた側壁７
５４を使用して）、可撓性ディスプレイ１８とスライド可能または別様に移動可能に結合
されることができる。可撓性電子ディスプレイ１８はまた、例えば、センサタグ、可撓性
ＯＬＥＤ照明、可撓性電子回路、または折畳式電子リーダ等の異なる可撓性電子構成要素
の形態をとることができる。
【０２３０】
　図４６Ｅ－４６Ｈは、図４６Ａ－４６Ｄに図示される物品１０に実質的に類似する、再
びリストバンドの形態における、動的可撓性取り付け可能な物品１０を図示する。物品１
０は、この場合、可撓性支持構造１６と、可撓性支持構造１６内に移動可能に配置される
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可撓性電子ディスプレイ１８の形態における可撓性電子構成要素とを含む。物品１０はま
た、水平または縦軸１１と、図４６Ａ－４６Ｄに図示されるばね要素２１に類似する、ば
ね要素とを含むが、ばね要素は、明確にする理由から、図４６Ｅ－４６Ｈに図示されない
。図４６Ａ－４６Ｄに図示される物品１０と異なり、本実施例に図示される物品１０はさ
らに、支持構造１６上および可撓性電子ディスプレイ１８にわたって配置される、材料８
００の可撓性または曲げ可能かつ透明なシートを含む。本明細書で明示的に図示されない
が、物品１０は、例えば、図９－１１に図示される溝３２０および突起３２４、図１９お
よび２０に図示される留金構造３５０、ならびに／もしくは本明細書に説明される他のコ
ネクタのうちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以上のコネクタを含むことができ
る。
【０２３１】
　図４６Ｅに図示される可撓性シート８００は、可撓性支持構造１６およびディスプレイ
１８の形状に類似する実質的に長方形形状を有する。シート８００は、本実施例では、デ
ィスプレイ１８の幅より大きく、可撓性支持構造１６の幅と実質的に等しい幅を有する。
シート８００は、ディスプレイ１８上に提供される画像コンテンツが、シート８００を通
して視認可能であるように、略透明層である。シート８００は、例えば、プラスチック（
例えば、アクリル）、ガラス（例えば、プレキシガラス）、および／または任意の他の可
撓性材料等の任意の好適な可撓性または曲げ可能材料から作製されることができる。本明
細書に図示されないが、反射防止コーティングが、ある場合には、シート８００に塗布さ
れ、物品１０の最適性能を最適化することができる。
【０２３２】
　可撓性支持構造１６は、概して、支持を可撓性電子ディスプレイ１８に提供するように
構成される。可撓性支持構造１６は、例えば、布、皮、プラスチック、金属、または他の
材料等の任意の好適な可撓性材料から作製されることができる。図４６Ｅおよび４６Ｆに
図示されるように、可撓性支持構造１６は、縦方向に延在する伸長底壁８０４と、底壁８
０４の縦方向に延在する周縁から上向きに延びている、一対の対向する側壁８０８とを有
する、またはそれらによって画定される。本明細書に図示されないが、潤滑剤（例えば、
油、黒鉛、ＰＴＦＥ）は、底壁８０４またはその一部上に配置され（例えば、そこに塗布
され）、以下に説明される支持構造１６と可撓性電子ディスプレイ１８との間の移動を促
進することができる。ともに、底壁８０４および側壁８０８は、可撓性電子ディスプレイ
１８をその中に支持および受け取るように定寸される、空洞８１２を画定する。図４６Ｆ
に図示されるように、空洞８１２は、実質的に長方形形状の断面を有する。各側壁８０８
は、層８００の対応する部分をその上に支持および受け取るように定寸される、暴露され
る部分８１６を有する。
【０２３３】
　可撓性電子ディスプレイ１８は、概して、本明細書に説明されるディスプレイ１８また
は本明細書に説明される実施形態と一貫した異なるディスプレイ１８のいずれかの形態を
とることができる。本明細書に図示されないが、可撓性電子ディスプレイ１８は、ディス
プレイ１８の光学性能を最適化する試みにおいて、その上に塗布される反射防止コーティ
ングを含むことができるが、そうである必要はない。図４６Ｆに図示されるように、可撓
性電子ディスプレイ１８は、空洞８１２内に着座または配置されることができる。図４６
Ｇに図示されるように、物品１０が実質的に平坦な位置にあるとき、可撓性ディスプレイ
１８は、可撓性支持構造１６より短いが、これは、当てはまる必要はない（例えば、ディ
スプレイ１８および支持体１６は、同一長さを有することができる）。図４６Ｆに戻って
参照すると、可撓性支持構造１６の側壁８０８は、側壁８０８が、可撓性ディスプレイ１
８のための側面衝撃保護を提供し得るように、可撓性ディスプレイ１８の縁の上方に上向
きに延び、それを包囲する。可撓性シート８００は、順に、可撓性支持構造１６上に配置
されることができ、例えば、接着剤を介して、側壁８０８に取り付けられてもよい。より
具体的には、層８００の下面側８２０の一部は、図４６Ｆに図示されるように、可撓性支
持構造１６の側壁８０８の個別の暴露された部分８１６上に配置されることができる。層
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８００は、任意の公知の様式において（例えば、接着剤を使用して）、本位置に固着（例
えば、接着）されることができる。そのように固着されると、層８００は、可撓性ディス
プレイ１８を支持構造１６内に保持（例えば、シール）するように構成される。このよう
に、可撓性支持構造１６は、可撓性電子ディスプレイ１８（およびその逆も同様）とまた
はそこにスライド可能に結合され、可撓性支持構造１６は、独立して、または可撓性電子
ディスプレイ１８に対してスライド可能である（およびその逆も同様）。
【０２３４】
　故に、物品１０が、図４６Ｈに図示されるように、円形または卵形バンドを形成するよ
うに曲げられるにつれて、可撓性ディスプレイ１８は、独立して、または可撓性支持構造
１６の対応する部分に対して移動する。より具体的には、物品１０が、図４６Ｈに図示さ
れるように、円形または卵形バンドを形成するように曲げられると、可撓性ディスプレイ
１８の端部分は、可撓性支持構造１６に対して、かつ互に向かって、空洞７６２内でスラ
イドし、それによって、可撓性ディスプレイ１８のいくつかの部分と底壁７５０との間に
わずかな程度の垂直分離を生成する。さらに、図４６Ｇおよび４６Ｈを参照すると、物品
１０が、円形または卵形バンドを形成するように曲げられると、可撓性ディスプレイ１８
の点ＡＤは、可撓性支持構造１６の点ＡＳに対してスライドし、それによって、点ＡＤと
ＡＳとの間に間隔Ｓを生成する。ある時点において、物品１０は、可撓性ディスプレイ１
８の一部が、層８００の下面側８２０の対応する部分に接触する、または底壁７５０の曲
げ特性を制限する程度まで曲げられることができる。本時点において、物品１０は、その
事前に画定された曲げ限界に到達し、外向き方向における物品１０、特に、可撓性ディス
プレイ１８のいかなるさらなる曲まがりも、防止される。逆に言えば、物品１０は、同様
に、図４６Ｅおよび４６Ｆに図示されるように、実質的に平坦な位置に戻されることがで
きる。
【０２３５】
　同時に、可撓性支持体１６は、可撓性電子ディスプレイ１８にまたはそれとスライド可
能に結合されるため、図４６Ｅ－４６Ｈに図示される配列は、可撓性電子ディスプレイ１
８の中心曲げまたは中立面を改変せず、それによって、ディスプレイ１８の曲がり能力（
例えば、曲がりの範囲）を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品１
０に、可撓性電子ディスプレイ１８自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲
を残す。
【０２３６】
　他の実施例では、物品１０は、図４６Ｅ－４６Ｈに図示されるものから変動することが
できる。図４６Ｅ－４６Ｈに図示される可撓性支持体１６は、形状および／またはサイズ
を変動することができる。可撓性支持体１６は、例えば、より広く、それによって、可撓
性ディスプレイ１８と側壁８０８との間により多くの空間を生成することができる。側壁
８０８は、例えば、底壁８０４に対してより多くまたはより少なく角度付けられることが
できる。可撓性電子ディスプレイ１８はまた、例えば、センサタグ、可撓性ＯＬＥＤ照明
、可撓性電子回路、または折畳式電子リーダ等の異なる可撓性電子構成要素の形態をとる
ことができる。シート８００はまた、形状および／またはサイズを変動することができる
。シート８００は、例えば、支持構造１６より小さく、ディスプレイ１８に実質的に等し
い幅を有することができる（例えば、シート８００は、側壁８０８間に、ディスプレイ１
８にわたってしっかりと配置されることができる）。シート８００はまた、異なる様式（
例えば、機械的コネクタを使用して）および／または異なる場所において、支持構造１６
に結合されることができる。ある場合には、屈折率整合材料（例えば、屈折率整合流体）
が、ディスプレイ１８とシート８００との間に配置され、物品１０の光学性能を最適化す
ることができる。いずれの場合も、理解されるであろうように、シート８００は、保護を
ディスプレイ１８に提供し、使用の間、ディスプレイを空洞８１２内に保持するのに役立
つ。底壁８０４、側壁８０８、およびシート８００はさらに、埃および汚染物質が空洞８
１２に進入しないよう防止するように動作する。
【０２３７】
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　図４７Ａ－４７Ｃは、再びリストバンドの形態における、さらに別の動的可撓性取り付
け可能な物品１０を図示する。物品１０は、本実施例では、再び可撓性電子ディスプレイ
１８の形態における可撓性電子構成要素と、一対の可撓性支持構造、すなわち、第１の可
撓性支持構造１６と、第２の可撓性支持構造８５０とを含む。物品１０はまた、水平また
は縦軸１１も含む。本明細書で明示的に図示されないが、物品１０は、例えば、図９－１
１に図示される溝３２０および突起３２４、図１９および２０に図示される留金構造３５
０、ならびに／もしくは本明細書に説明される他のコネクタのうちのいずれか等の本明細
書に説明される１つ以上のコネクタを含むことができる。
【０２３８】
　第１の可撓性支持体１６は、本実施例では、概して、本明細書に説明される可撓性支持
体１６のいずれかの形態をとることができ、例えば、布、皮、プラスチック、金属、およ
び／または任意の他の好適な可撓性材料等の第１の可撓性もしくは曲げ可能材料から作製
される。
【０２３９】
　図４７Ａおよび４７Ｂに図示されるように、第２の可撓性支持構造８５０は、縦方向に
延在する伸長支持体壁８５４と、底壁８５４の縦方向に延在する周縁から、縦軸１１と垂
直な角度において、上向きに延びている、一対の対向する側壁８５８とを有する、または
それらによって画定される。ともに、支持体壁８５４および側壁８５８は、可撓性電子デ
ィスプレイ１８をその中に支持および受け取るように定寸される、空洞８６２を画定する
。図４７Ｂに図示されるように、空洞８６２は、実質的に長方形形状の断面を有する。
【０２４０】
　第２の可撓性支持構造８５０はまた、それを通して形成されるスロットまたはチャネル
８６６を有する、またはそれを含む。スロット８６６は、支持構造８５０の一端８７０Ａ
と支持構造８５０の他端８６６Ｂとの間に延在する。スロット８６６は、図４７Ｂに図示
されるように、空洞８６２に近接して形成されるが、それと空間的に別個である。第２の
可撓性支持構造８５０は、本実施例では、第１の可撓性支持体より低いヤング率を有する
（すなわち、より弾性である）、第２の可撓性材料から作製される。好ましくは、第２の
可撓性材料はまた、同様に可撓性ディスプレイ１８より低いヤング率を有する（すなわち
、より弾性である）が、これは、当てはまる必要はない。第２の可撓性材料は、例えば、
布、ゴム、皮、ナイロン、プラスチック（例えば、ＰＴＦＥ）、および／または任意の他
の好適な可撓性材料であることができる。一実施例では、第２の可撓性材料は、０．０２
Ｇ＊Ｐａのヤング率を有するゴムであることができる。いずれの場合も、第２の可撓性支
持構造８５０は、概して、第１の可撓性支持構造１６より弾性、すなわち、あまり堅くな
い。ある場合には、第２の可撓性材料は、第１の可撓性材料より有意に弾性であることが
でき、高度に弾性または曲げ可能であることができる。
【０２４１】
　図４７Ｂに図示されるように、可撓性電子ディスプレイ１８は、第２の可撓性支持構造
８５０内に画定される空洞８６２内に着座または配置されることができる。この場合、可
撓性電子ディスプレイ１８は、例えば、糊着等の任意の公知の接着剤を使用して、第２の
可撓性支持構造８５０に接着するが、他の実施例では、可撓性電子ディスプレイ１８は、
異なる様式において（例えば、機械的コネクタを使用して）、そこに固着されることがで
きる。本明細書に明示的に図示されないが、可撓性電子ディスプレイ１８は、本実施例で
は、可撓性支持構造１６および可撓性支持構造８５０より短いが、これは、当てはまる必
要はない。いずれの場合も、可撓性支持構造８５０の側壁８５８は、側壁８５８が、可撓
性ディスプレイ１８のための側面衝撃保護を提供し得るように、可撓性ディスプレイ１８
の縁に隣接して上向きに延び、それを包囲する。本明細書に図示されないが、可撓性電子
ディスプレイ１８は、ディスプレイ１８の光学性能を最適化する試みとして、その上に塗
布される反射防止コーティングを含むことができるが、そうである必要はない。
【０２４２】
　また、図４７Ｂに図示されるように、第１の可撓性支持構造１６は、第２の可撓性支持
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構造８５０のスロット８６６内に移動可能に着座または配置されることができる。第１の
可撓性支持構造１６は、（所望に応じて）摩擦を介して、スロット８６６内に保持される
ことができ、所望に応じて、例えば、接着剤（例えば、糊）を使用して、またはある他の
様式を介して、スロット内の１つの点に固着されてもよい。本明細書に図示されないが、
潤滑剤（例えば、油、黒鉛、ＰＴＦＥ）が、第２の可撓性支持構造８５０とスロット８６
６またはその一部との間に配置され、その間の移動を促進することができる。また、本明
細書に図示されないが、物品１０は、物品１０が曲げられまたは湾曲させられるにつれて
、第２の可撓性支持構造８５０と第１の可撓性支持構造１６との間の移動を促進し、およ
び／または可撓性支持体１６を緊張したまま（すなわち、実質的に平坦位置に）保つのに
役立つように、張力を可撓性支持体１６の一端または両端に加えるための、前述で図示さ
れるばね要素２１等の１つ以上のばね要素を含むことができる。いずれの場合も、第１の
可撓性支持構造１６は、第２の可撓性支持構造８５０より堅い材料から作製されることに
よって、ある程度の剛性を可撓性電子ディスプレイ１８のための全体的支持構造に提供し
、それによって、可撓性ディスプレイ１８にある程度の支持を提供する。さらに、第１の
可撓性支持構造１６は、可撓性ディスプレイ１８にまたはそれと移動可能に結合される（
およびその逆も同様）ため、可撓性ディスプレイ１８は、可撓性支持構造１６に対して、
または独立して、移動可能である（およびその逆も同様）。
【０２４３】
　故に、物品１０が、図４７Ｃに図示されるように、円形または卵形バンドを形成するよ
うに曲げられるにつれて、可撓性支持構造１６および可撓性ディスプレイ１８は、互から
独立して移動する（例えば、曲がる）。より具体的には、物品１０が、図４７Ｃに図示さ
れるように、円形または卵形バンドを形成するように曲げられると、第１の可撓性支持構
造１６は、スロット８６６内で曲がる一方で、可撓性ディスプレイ１８は、第２の可撓性
支持構造８５０の空洞８６２内で曲がる。第１の可撓性支持構造１６は、したがって、第
２の支持構造８５０に対して空洞８６２内で移動またはスライドする。
【０２４４】
　同時に、可撓性支持体１６は、可撓性電子ディスプレイ１８にまたはそれと移動可能に
結合されるため、図４７Ａ－４７Ｃに図示される配列は、可撓性電子ディスプレイ１８の
中心曲げまたは中立面を改変せず、それによって、ディスプレイ１８の曲がり能力（例え
ば、曲がりの範囲）を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品１０に
、可撓性電子ディスプレイ１８自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲を残
す。
【０２４５】
　他の実施例では、物品１０は、図４７Ａ－４７Ｃに図示されるものから変動することが
できる。可撓性支持構造１６は、例えば、形状を変動する（例えば、可撓性支持構造１６
は、実質的に長方形形状を有する必要はない）、および／またはサイズを変動することが
できる（例えば、可撓性支持構造１６は、可撓性支持体８５０より短くあることができる
）。代替として、または加えて、可撓性支持構造８５０は、形状および／またはサイズを
変動することができる。側壁８５８は、例えば、底壁８５４に対してより多くまたはより
少なく角度付けられることができる。側壁８５８は、例えば、可撓性ディスプレイ１８の
上部表面に接触し、可撓性ディスプレイ１８を可撓性支持体８５０内に保持する、（前述
の保持部分７５８に類似する）保持部分を含むことができる。スロット８６６は、例えば
、異なる形状の断面を有する、可撓性支持構造８５０の異なる部分を通して形成される、
および／または可撓性支持構造８５０の一部のみを通して延在することができる。可撓性
電子ディスプレイ１８はまた、例えば、センサタグ、可撓性ＯＬＥＤ照明、可撓性電子回
路、または折畳式電子リーダ等の異なる可撓性電子構成要素の形態をとることができる。
【０２４６】
　図４７Ｄ－４７Ｆは、図４７Ａ－４７Ｃに図示される物品１０に実質的に類似する、再
びリストバンドの形態における、さらに別の動的可撓性取り付け可能な物品１０を図示す
る。物品１０は、本実施例では、再び可撓性電子ディスプレイ１８の形態における可撓性
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電子構成要素と、一対の可撓性支持構造、すなわち、第１の可撓性支持構造１６および第
２の可撓性支持構造９００とを含む。物品１０はまた、水平または縦軸１１も含む。本明
細書で明示的に図示されないが、物品１０は、例えば、図９－１１に図示される溝３２０
および突起３２４、図１９および２０に図示される留金構造３５０、ならびに／もしくは
本明細書に説明される他のコネクタのうちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以上
のコネクタを含むことができる。
【０２４７】
　第１の可撓性支持体１６は、本実施例では、概して、本明細書に説明される可撓性支持
体１６のうちのいずれかの形態をとることができ、例えば、布、皮、プラスチック、金属
、および／または任意の他の好適な可撓性材料等の第１の可撓性材料から作製される。
【０２４８】
　図４７Ｄおよび４７Ｅに図示されるように、第２の可撓性支持構造９００は、縦方向に
延在する伸長底壁９０４と、底壁９０４の縦方向に延在する周縁から縦軸１１に実質的に
垂直な角度において上向きに延びている、一対の対向する側壁９０８とを有する、または
それらによって画定される。ともに、底壁９０４および側壁９０８は、可撓性電子ディス
プレイ１８をその中に支持および受け取るように定寸される、空洞９１２を画定する。図
４７Ｅに図示されるように、空洞９１２は、実質的に長方形形状の断面を有する。
【０２４９】
　前述の第２の可撓性支持構造８５０のように、第２の可撓性支持構造９００は、本実施
例では、第１の可撓性支持体より低いヤング率を有する（すなわち、より弾性である）、
第２の可撓性材料から作製される。好ましくは、第２の可撓性材料はまた、同様に可撓性
ディスプレイ１８より低いヤング率を有する（すなわち、より弾性である）が、これは、
当てはまる必要はない。第２の可撓性材料は、例えば、布、ゴム、皮、ナイロン、プラス
チック（例えば、ＰＴＦＥ）、および／または任意の他の好適な可撓性材料であることが
できる。一実施例では、第２の可撓性材料は、０．０２Ｇ＊Ｐａのヤング率を有するゴム
であることができる。いずれの場合も、第２の可撓性支持構造９００は、概して、第１の
可撓性支持構造１６より弾性、すなわち、あまり堅くない。ある場合には、第２の可撓性
材料は、第１の可撓性材料より有意に弾性であることができ、高度に弾性または曲げ可能
であることができる。
【０２５０】
　図４７Ｅに図示されるように、第１の可撓性支持構造１６および可撓性電子ディスプレ
イ１８は両方とも、第２の可撓性支持構造８５０内に画定される空洞８６２内に着座また
は配置されることができる。この場合、可撓性支持構造１６は、底壁９０４に沿って、ま
たはその上で、空洞８６２内に配置され、可撓性電子ディスプレイ１８は、可撓性支持構
造１６の上に配置され、したがって、それと接触している。ひいては、可撓性支持構造９
００の側壁９０８は、側壁９０８が可撓性ディスプレイ１８のための側面衝撃保護を提供
し得るように、可撓性ディスプレイ１８の縁に隣接して上向きに延び、それを包囲する。
本明細書に明示的に図示されないが、可撓性電子ディスプレイ１８は、本実施例では、可
撓性支持構造１６および可撓性支持構造９００より短いが、これは、当てはまる必要はな
い。本明細書に図示されないが、可撓性電子ディスプレイ１８は、ディスプレイ１８の光
学性能を最適化する試みにおいて、その上に塗布される反射防止コーティングを含むこと
ができるが、そうである必要はない。
【０２５１】
　第１の可撓性支持構造１６または可撓性電子ディスプレイ１８は、所望に応じて、可撓
性支持構造９００に固着されることができる。これは、摩擦を介して、接着剤（例えば、
糊）を使用して、またはある他の様式を介して、行われることができる。本明細書に図示
されないが、潤滑剤（例えば、油、黒鉛、ＰＴＦＥ）が、互に対するこれらの構成要素の
移動を促進するように、（ｉ）可撓性支持体１６と可撓性ディスプレイ１８、および／ま
たは（ｉｉ）可撓性支持体１６と可撓性支持構造９００との間に配置されることができる
。また、本明細書に図示されないが、物品１０は、物品１０が曲げられまたは湾曲させら
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れるにつれて、その間の移動を促進し、および／または可撓性支持体１６ならびに／もし
くは可撓性ディスプレイ１８を緊張したまま（すなわち、実質的に平坦位置に）保つのに
役立つように、張力を可撓性支持体１６の一端または両端および／または可撓性ディスプ
レイ１８の一端または両端に加えるための、前述のばね要素２１１つ以上のもの等の１つ
以上のばね要素を含むことができる。いずれの場合も、第１の可撓性支持構造１６は、第
２の可撓性支持構造９００より堅い材料から作製されることによって、ある程度の剛性を
可撓性電子ディスプレイ１８のための全体的支持構造に提供し、それによって、可撓性デ
ィスプレイ１８にある程度の支持を提供する。さらに、第１の可撓性支持構造１６は、可
撓性ディスプレイ１８にまたはそれと移動可能に結合される（およびその逆も同様）ため
、可撓性ディスプレイ１８は、可撓性支持構造１６に対して、または独立して、移動可能
である（およびその逆も同様）。
【０２５２】
　故に、物品１０が、図４７Ｆに図示されるように、円形または卵形バンドを形成するよ
うに曲げられるにつれて、可撓性支持構造１６および可撓性ディスプレイ１８は、互から
独立して移動する（例えば、曲がる）。より具体的には、物品１０が、図４７Ｅに図示さ
れるように、円形または卵形バンドを形成するように曲げられると、第１の可撓性支持構
造１６および可撓性ディスプレイ１８の各々は、第２の可撓性支持構造９００の空洞９１
２内で曲がり、第１の可撓性支持構造１６は、可撓性ディスプレイ１８に対して空洞９１
２内で移動またはスライドする（およびその逆も同様）。
【０２５３】
　可撓性支持体１６が、可撓性電子ディスプレイ１８にまたはそれと移動可能に結合され
るため、図４７Ｄ－４７Ｆに図示される配列は、可撓性電子ディスプレイ１８の中心曲げ
または中立面を改変せず、それによって、ディスプレイ１８の曲がり能力（例えば、曲が
りの範囲）を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品１０に、可撓性
電子ディスプレイ１８自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲を残す。
【０２５４】
　他の実施例では、物品１０は、図４７Ｄ－４７Ｆに図示されるものから変動することが
できる。可撓性支持構造１６は、例えば、形状を変動する（例えば、可撓性支持構造１６
は、実質的に長方形形状を有する必要はない）、および／またはサイズを変動することが
できる（例えば、可撓性支持構造１６は、可撓性支持体９００より短くあることができる
）。代替として、または加えて、可撓性支持構造９００は、形状および／またはサイズを
変動することができる。側壁９０８は、例えば、底壁９０４に対してより多くまたはより
少なく角度付けられることができる。側壁９０８は、例えば、可撓性ディスプレイ１８の
上部表面に接触し、可撓性ディスプレイ１８を可撓性支持体８５０内に保持する、（前述
の保持部分７５８に類似する）保持部分を含むことができる。可撓性電子ディスプレイ１
８はまた、例えば、センサタグ、可撓性ＯＬＥＤ照明、可撓性電子回路、または折畳式電
子リーダ等の異なる可撓性電子構成要素の形態をとることができる。
【０２５５】
　図４７Ｇ－４７Ｉは、図４７Ｄ－４７Ｆに図示される物品１０のより詳細なバージョン
である、再びリストバンドの形態における、さらに別の動的可撓性取り付け可能な物品１
０を図示する。物品１０は、本実施例では、再び可撓性電子ディスプレイ１８の形態にお
ける可撓性電子構成要素と、一対の可撓性または曲げ可能支持構造、すなわち、第１の可
撓性支持構造１６および第２の可撓性支持構造９５０とを含む。物品１０はまた、水平ま
たは縦軸１１と、クラスプ９５２とを含む。クラスプ９５２は、物品１０が円形または卵
形バンドを形成するように、図４７Ｇおよび４７Ｈに図示されるように曲げられるときに
、物品１０の末端部をともに接続するように機能する、任意のタイプの機械的クラスプま
たは接続構造であることができる。本明細書で明示的に図示されないが、物品１０は、代
替として、または加えて、例えば、図９－１１に図示される溝３２０および突起３２４、
図１９および２０に図示される留金構造３５０、ならびに／もしくは本明細書に説明され
る他のコネクタのうちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以上のコネクタを含むこ
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とができる。
【０２５６】
　物品１０の断面図を描写する図４７Ｈに示されるように、第１の可撓性支持構造１６は
、略長方形、可撓性、または曲げ可能本体もしくはスパインである。第１の可撓性支持構
造１６は、１つ以上の電子機器モジュール１９と、その間に配置される複数のリンク９５
４とを含む。リンク９５４は、例えば、実質的に剛である金属（例えば、ステンレス鋼）
等の第１の材料から作製される。電子機器モジュール１９およびリンク９５４は、複数の
ピン９５８を介して互に枢動可能に接続される。描写されたバージョンでは、第１の可撓
性支持構造１６は、２つの電子機器モジュール１９Ａ、１９Ｂを含み、電子機器モジュー
ル１９Ａがバッテリを含む一方で、電子機器モジュール１９Ｂは、例えば、プロセッサ、
コンピュータ可読メモリ、通信モジュール、ディスプレイドライバ、タッチスクリーンコ
ントローラ、１つ以上のセンサ、および／もしくは任意の他の電子機器構成要素等の他の
必要電子機器構成要素の全てを含む。描写されたバージョンでは、各リンク９５４は、弓
形または湾曲形状を有する。ピン９５８を介して互に枢動可能に接続されることによって
、モジュール１９Ａ、１９Ｂおよびリンク９５４は、図４７Ｈに示される湾曲または曲げ
られた位置から図４７Ｉに示される実質的に平坦な位置まで移動させられることができる
。
【０２５７】
　可撓性電子ディスプレイ１８は、概して、本明細書に説明されるディスプレイ１８また
は本明細書に説明される実施形態と一貫した異なるディスプレイ１８のいずれかの形態を
とることができる。本明細書に図示されないが、可撓性電子ディスプレイ１８は、ディス
プレイ１８の光学性能を最適化する試みにおいて、その上に塗布される反射防止コーティ
ングを含むことができるが、そうである必要はない。図４７Ｈに図示されるように、可撓
性ディスプレイ１８は、概して、可撓性支持構造１６より短いが、これは、当てはまる必
要はない（例えば、ディスプレイ１８および支持体１６は、同一長さを有することができ
る）。
【０２５８】
　図４７Ｈおよび４７Ｉに図示されるように、第２の可撓性支持構造９５０は、例えば、
布、ゴム、皮、ナイロン、プラスチック（例えば、ＰＴＦＥ）、および／または任意の他
の好適な可撓性材料等の第２の材料から作製される筐体９６２を有する、または含む。第
２の材料は、構造１６が作製される第１の材料より可撓性であり、ある場合には、ディス
プレイ１８より可撓性でもある。第２の可撓性材料は、例えば、第１の材料より低いヤン
グ率を有する（すなわち、より弾性である）ことができる。ある場合には、第２の可撓性
材料は、第１の可撓性材料より有意に弾性であることができ、高度に弾性または曲げ可能
であることができる。
【０２５９】
　図４７Ｇで最良に示されるように、第２の可撓性支持構造９５０の筐体９６２は、縦方
向に延在する蛇腹底壁９６４と、底壁９６４の縦方向に延在する周縁から縦軸１１に実質
的に垂直な角度において上向きに延びている、一対の対向する側壁９６８とを有する、ま
たはそれらによって画定される。ともに、底壁９６４および側壁９６８は、第１の可撓性
支持構造１６および可撓性電子ディスプレイ１８をその中に支持および受け取るように定
寸される、空洞９７２を画定する。したがって、底壁９６４は、空洞９７２、したがって
、第１の可撓性支持構造１６およびディスプレイ１８の半径方向内向きに位置付けられる
。図４７Ｈに示されるように、蛇腹底壁９６４は、複数の根元９７６と、その間に移動可
能に配置されている複数の頂上９７８とを含む。このように、蛇腹底壁９７４は、以下に
より詳細に説明されるように、第１の可撓性支持構造１６およびディスプレイ１８の制御
された曲がりを促進するように構成される。
【０２６０】
　第１の可撓性支持構造１６および可撓性電子ディスプレイ１８は両方とも、第２の可撓
性支持構造９５０の筐体内に画定される空洞９７２内に着座または配置されることができ
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る。この場合、可撓性支持構造１６は、底壁９６４に沿って、またはその上で、およびそ
の半径方向外向きに、空洞９７２内に配置される。可撓性支持構造１６の部分は、蛇腹壁
９６４の部分に固定して取り付けられる（例えば、接着する）ことができる。本バージョ
ンでは、電子機器モジュール１９Ａおよび１９Ｂは、蛇腹壁９６４の対応する部分に固定
して取り付けられ（例えば、接着し）、蛇腹壁の根元９７６は、ピン９５８のうちの個別
のものの真下に、またはそれに近接して、第１の可撓性支持構造１６に固定して取り付け
られる（例えば、接着する）。加えて、可撓性電子ディスプレイ１８は、可撓性支持構造
１６の上に配置され、したがって、それに接触している。ひいては、可撓性支持構造９５
０の側壁９６８は、側壁９６８が、両方の構成要素のための側面衝撃保護を提供し得るよ
うに、第１の可撓性支持構造１６および可撓性ディスプレイ１８の縁に隣接して上向きに
延び、それを包囲する。可撓性ディスプレイ１８は、所望に応じて、摩擦を介して、接着
剤（例えば、糊）を使用して、またはある他の様式を介して、第２の可撓性支持構造９５
０（例えば、側壁９６８）に固着されることができる。図４７Ｈで最良に図示されるよう
に、第１の可撓性支持構造１６および可撓性電子ディスプレイ１８が説明された様式にお
いて配置されると、第１および第２の可撓性支持構造１６、９５０は、可撓性ディスプレ
イ１８の一部をスライド可能に受け取るようにそれぞれ構成される、一対のポケット９８
０を画定する。このように、ポケット９８０は、物品１０の制御された移動を促進し、デ
ィスプレイ１８に対する第１の可撓性支持構造１６の移動を促進する（およびその逆も同
様）。
【０２６１】
　本明細書に図示されないが、潤滑剤（例えば、油、黒鉛、ＰＴＦＥ）は、互に対するこ
れらの構成要素の移動を促進するように、第１の可撓性支持構造１６と可撓性電子ディス
プレイ１８との間に配置されることができる。また、本明細書に図示されないが、物品１
０は、物品１０が曲げられまたは湾曲させられるにつれて、第１の可撓性支持構造１６に
対するディスプレイ１８の移動を促進し、および／または可撓性ディスプレイ１８を緊張
したまま（すなわち、実質的に平坦位置に）保つのに役立つように、張力を可撓性ディス
プレイ１８の一端または両端に加えるための、前述のばね要素２１の１つ以上のもの等の
１つ以上のばね要素を含むことができる。
【０２６２】
　第１の可撓性支持構造１６は、第２の可撓性支持構造９５０より堅い材料から作製され
ることによって、ある程度の剛性を可撓性電子ディスプレイ１８のための全体的支持構造
に提供し、それによって、可撓性ディスプレイ１８にある程度の支持、ならびにある程度
の曲がり角度制御およびある程度のねじれ制御を提供する。さらに、第１の可撓性支持構
造１６は、可撓性ディスプレイ１８にまたはそれと移動可能に結合される（およびその逆
も同様）ため、可撓性ディスプレイ１８は、可撓性支持構造１６に対して、または独立し
て、移動可能である（およびその逆も同様）。
【０２６３】
　故に、物品１０が、図４７Ｈに示される湾曲または曲げられた位置と図４７Ｉに示され
る実質的に平坦な位置との間で移動させられるとき、第１の可撓性支持構造１６および可
撓性ディスプレイ１８は、互から独立して移動（例えば、スライド）する。物品１０が湾
曲位置（図４７Ｈ）から実質的に平坦な位置（図４７Ｉ）まで移動させられるとき、全て
、第１の可撓性支持構造１６およびディスプレイ１８が空洞９７２内で互いに対してスラ
イドしている間に、第１の可撓性支持構造１６のリンク９５４およびモジュール１９Ａ、
１９Ｂは、それに応じて互いに対して枢動し、蛇腹壁９６４は、（頂上９７８が実質的に
平坦な位置まで移動するように）拡張し、ディスプレイ１８の対応する部分は、ポケット
９８０の中へさらに内向きに強制的にスライドさせられる。一方、物品１０が実質的に平
坦な位置（図４７Ｉ）から湾曲位置（図４７Ｈ）まで移動させられるとき、全て、第１の
可撓性支持構造１６およびディスプレイ１８が空洞９７２内で互いに対してスライドして
いる間に、第１の可撓性支持構造１６のリンク９５４およびモジュール１９Ａ、１９Ｂは
、それに応じて互いに対して枢動し、蛇腹壁９６４は、（頂上９７８が実質的に湾曲また
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は弓形位置まで移動するように）収縮し、ディスプレイ１８の対応する部分は、少なくと
も部分的に、ポケット９８０から外に強制的に駆動される。
【０２６４】
　可撓性支持体１６が、このように可撓性電子ディスプレイ１８にまたはそれと移動可能
に結合されるため、図４７Ｇ－４７Ｉに図示される配列は、可撓性電子ディスプレイ１８
の中心曲げまたは中立面を改変せず、それによって、ディスプレイ１８の曲がり能力（例
えば、曲がりの範囲）を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品１０
に、可撓性電子ディスプレイ１８自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲を
残す。
【０２６５】
　他の実施例では、物品１０は、図４７Ｇ－４７Ｉに図示されるものから変動することが
できる。可撓性支持構造１６は、例えば、形状を変動する（例えば、可撓性支持構造１６
は、実質的に長方形形状を有する必要はない）、および／またはサイズを変動することが
できる。可撓性支持構造１６は、例えば、必要電子機器構成要素の全てを含有する２つの
モジュール１９Ａ、１９Ｂの代わりに、１つのみの電子機器モジュール１６（例えば、モ
ジュール１９Ｂがある場所に配置される）を含むことができる。２つのモジュール１９Ａ
、１９Ｂの位置もまた、変動することができる（例えば、２つのモジュール１９Ａ、１９
Ｂは、支持構造１６の側面上に位置付けられることができる）。代替として、または加え
て、可撓性支持構造９５０、特に、筐体９６２は、形状および／またはサイズを変動する
ことができる。蛇腹壁９６４は、例えば、異なる様式において（例えば、異なる場所にお
いて）支持構造１６に取り付けられる根元９７６、および／またはより多いもしくは少な
い曲率を有する頂上９７８を含むことができる。側壁９６８、例えば、底壁９６４に対し
てより多くまたはより少なく角度付けられることができる。側壁９６８は、例えば、可撓
性ディスプレイ１８の上部表面に接触し、可撓性ディスプレイ１８を可撓性支持体９５０
内に保持する、（前述の保持部分７５８に類似する）保持部分を含むことができる。さら
に、ディスプレイ１８は、その間に配置される代わりに、側壁９６８にわたって、または
その上に配置されることができる。前述のように、また、可撓性電子ディスプレイ１８は
、例えば、センサタグ、可撓性ＯＬＥＤ照明、可撓性電子回路、または折畳式電子リーダ
等の異なる可撓性電子構成要素の形態をとることができることも理解されるであろう。
【０２６６】
　図４７Ｊ－４７Ｌは、共通構成要素を示す共通参照番号を用いて、図４７Ｇ－４７Ｉに
図示される物品１０と実質的に同じである、さらに別の動的可撓性取り付け可能な物品１
０を図示する。しかしながら、図４７Ｇ－４７Ｉに図示される物品１０と異なり、図４７
Ｊ－４７Ｌに図示される物品１０は、第１の可撓性支持構造１６内に形成されている複数
のスロット１０００と、それぞれ、それらのスロット１０００内にスライド可能に配置さ
れている複数のピン１００４とを含む。描写されたバージョンでは、物品１０は、６つの
スロット１０００を含み、したがって、６つのスライド面積を含むと言われ得る。図４７
Ｋに図示されるように、スロット１０００のうちの２つは、電子機器モジュール１９Ａに
隣接して形成され、スロット１０００のうちの２つは、電子機器モジュール１９Ｂに隣接
して形成され、スロット１０００のうちの２つは、クラスプ９５２に隣接して形成される
。
【０２６７】
　図４７Ｋに図示されるように、各スロット１０００は、実質的に卵形の形状を有する。
スロット１０００は、概して、可撓性ディスプレイ１８と可撓性支持構造１６との間の長
さの差異に適応する。各スロット１０００は、物品１０の許容曲がりの範囲をともに画定
し、またはそれに対応する、第１の停止表面１００８Ａおよび第２の停止表面１００８Ｂ
を画定する（すなわち、スロット１０００は、物品１０の曲がりを制限し、同時に、物品
が曲げられるときに可撓性支持構造１６と可撓性ディスプレイ１８との間の経路長の差異
に適応することに役立つ）。第１の停止表面１００８Ａは、物品１０が、この場合、図４
７Ｋに図示される、外向き方向に曲げられるときに許容されるであろう、最大極限局所曲
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がりを画定し、またはそれに対応する（但し、本位置は常に最も極端である必要はない）
。第２の停止表面１００８Ｂは、図４７Ｌに図示される実質的に平坦な位置に対応し、物
品１０が図示された実質的に平坦な位置を越えて内向き方向に曲げられることができない
結果となる。他の実施例では、第２の停止表面１００８Ｂは、物品１０の異なる位置に対
応することができ、内向き方向における物品１０のある程度の曲がりが耐えられる結果と
なる。いずれの場合も、各ピン１００４は、個別のスロット１０００の第１の停止表面１
００８Ａと第２の停止表面１００８Ｂとの間にスライド可能に配置される。
【０２６８】
　したがって、スロット１０００およびピン１００４は、物品１０の制御された曲がりを
促進することに役立つように動作するが、また、第１の可撓性支持構造１６のリンク９５
４のうちのいくつかを枢動可能およびスライド可能に接続する。故に、物品１０が図４７
Ｋに示される湾曲または曲げられた位置と図４７Ｌに示される実質的に平坦な位置との間
で移動させられるとき、ピン１００４は、それぞれ、スライド可能に接続されたリンク９
５４が互に向かって、または互から離れてスライドするように、スロット１０００内でス
ライドするように構成される。物品１０が湾曲位置（図４７Ｋ）から実質的に平坦な位置
（図４７Ｌ）まで移動させられるとき、ピン１００４は、第１の停止表面１００８Ａから
離れ、第２の停止表面１００８Ｂに向かってスライドし、それによって、スライド可能に
接続されたリンク９５４の部分を互から離してスライドさせ、第１の可撓性支持構造１６
の長さを増加させる。一方、物品１０が実質的に平坦な位置（図４７Ｌ）から湾曲位置（
図４７Ｋ）まで移動させられるとき、ピン１００４は、第２の停止表面１００８Ｂから離
れ、第１の停止表面１００８Ａに向かってスライドし、それによって、スライド可能に接
続されたリンク９５４の部分を互に向かってスライドさせ、第１の可撓性支持構造１６の
長さを減少させる。このように、スロット１０００およびピン１００４は、物品１０の制
御された移動を促進し、また、ディスプレイ１８に対する第１の可撓性支持構造１６の移
動を促進することに役立つ（およびその逆も同様）。
【０２６９】
　他の実施例では、スロット１０００は、変動することができる。例えば、スロット１０
００は、異なる形状（例えば、楕円形形状）および／または異なるサイズを有することが
できる（例えば、スロット１０００は、より長くまたは短くあることができ、それによっ
て、より多いまたは少ない曲がりを可能にする）。別の実施例として、物品１０は、より
多いまたは少ないスロット１０００を含むことができ、したがって、より多いまたは少な
いスライド面積を含むことができる。本明細書に明示的に図示されないが、スロット１０
００およびピン１００４と組み合わせてポケット９８０を利用する必要がないことを理解
されるであろう。両方とも、代替物品１０００が、（図４７Ｇ－４７Ｉに図示されるよう
に）ポケット９８０のみを含み得る、またはスロット１０００およびピン１００４のみを
含み得るように、実質的に同一の目的を果たす。
【０２７０】
　いくつかの実装では、取付可能または装着式デバイス等のモバイルデバイスは、モバイ
ルデバイスの１つを上回る表面上に配置される種々の可撓性電子構成要素を含んでもよい
。モバイルデバイスのユーザは、モバイルデバイスのある表面を暴露すること、モバイル
デバイスをある位置まで曲げること等によって、種々の可撓性電子構成要素を選択的に利
用してもよい。例えば、モバイルデバイスは、モバイルデバイスの１つの表面上の電子デ
ィスプレイまたは照明アレイと、別の表面上のエネルギー生成構成要素（例えば、ソーラ
パネルを含む）とを含んでもよい。装着式デバイスであるモバイルデバイスの場合、ユー
ザは、電子ディスプレイまたは照明アレイを利用するように、電子ディスプレイまたは照
明アレイが上に面した（すなわち、ユーザの身体から離れた）状態でデバイスをユーザの
身体に取り付けてもよい。次いで、ユーザは、（例えば、デバイスを脱離させ、反対方向
にデバイスを曲げることによって）デバイスを「反転」させ、エネルギー生成構成要素を
暴露し、デバイスを再び取り付けてエネルギー生成構成要素を利用してもよい。
【０２７１】
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　スマートウォッチまたは他のブレスレットタイプデバイス等の装着式コンピューティン
グまたは通信デバイスもしくは装着式物品は、本明細書に論じられるように、複数の表面
上で可撓性電子構成要素を統合してもよい。例えば、複数の可撓性電子構成要素を統合す
る可撓性リストバンドまたはスマートウォッチは、１つの表面（例えば、デバイスの「上
部」）上で可撓性電子ディスプレイを統合する一方で、また、別の表面（例えば、デバイ
スの「底部」）上でエネルギー生成構成要素を統合してもよい。しかしながら、概して、
任意のタイプの装着式または非装着式コンピューティング、通信、もしくは他のモバイル
デバイスは、本明細書に論じられるように、複数の表面上に配置される可撓性電子構成要
素を統合し得ることを理解されたい。
【０２７２】
　図４８Ａは、スマートウォッチまたはブレスレットタイプコンピューティングもしくは
通信デバイス等の例示的可撓性取り付け可能な物品２１００の斜視図である。物品２１０
０は、物品２１００の第１の表面２１０２上に第１の可撓性電子構成要素、物品２１００
の第２の表面２１０４上に第２の可撓性電子構成要素を統合する。第１の可撓性電子構成
要素は、可撓性ディスプレイ２１０６を含んでもよく、第２の可撓性電子構成要素は、１
つ以上のソーラパネル２１０８を含んでもよい。図４８Ｂは、例示的物品２１００の別の
側面の斜視図である。
【０２７３】
　画像、データ、マップ、カレンダ、ソーシャルメディア情報等のコンテンツは、物品２
１００の表面２１０２において、またはその近傍で、可撓性ディスプレイ２１０６上に表
示されてもよい。物品はまた、ユーザが表面２１０２に触れることによって可撓性ディス
プレイと相互作用することを可能にするように、タッチインターフェース（図示せず）を
含んでもよい。ソーラパネル２１０８は、少なくとも部分的に、可撓性ディスプレイ２１
０６に給電し、１つ以上のバッテリ（図示せず）を充電し、または物品２１００の他の電
子構成要素に給電するように、日光に暴露されるときにエネルギーを生成してもよい。
【０２７４】
　いくつかの実装では、物品２１００は、２０１３年１２月２４日に出願され、「ＤＹＮ
ＡＭＩＣＡＬＬＹ　ＦＬＥＸＩＢＬＥ，　ＡＴＴＡＣＨＡＢＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＨＡＶ
ＩＮＧ　ＡＮ　ＩＮＴＥＧＲＡＬ　ＦＬＥＸＩＢＬＥ　ＤＩＳＰＬＡＹ」と題された米国
仮特許出願第６１／９２０，７０５号（弁理士整理番号３２１８７／４８４８３Ｐ）に説
明されるような可撓性ディスプレイ、２０１４年４月１７日に出願され、「ＩＮＦＲＡＲ
ＥＤ　ＴＯＵＣＨ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＦＬＥＸＩＢＬＥ　ＤＩＳＰＬＡＹＳ」と題
された米国仮特許出願第６１／９８１，１３２号（弁理士整理番号３２１８７／４８４７
１Ｐ）に説明されるようなタッチスクリーンインターフェース、および／または２０１４
年２月２８日に出願され、「ＳＵＰＰＯＲＴ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　ＦＯＲ　Ａ　ＦＬＥ
ＸＩＢＬＥ　ＤＩＳＰＬＡＹ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ」と題された米国仮特許出願第６１／
９４６，４１２号（弁理士整理番号３２１８７／４７９８０Ｐ）に説明されるような支持
構造構成要素を利用してもよく、それらの開示は、参照することによって明示的に本明細
書に組み込まれる。また、物品２１００は、任意の数の可撓性ディスプレイおよび／また
は本明細書に説明される他の可撓性電子構成要素を利用してもよい。
【０２７５】
　図４８Ｃおよび４８Ｄは、ブレスレットまたは腕時計タイプデバイスとして利用される
形状に曲げられまたは撓曲される物品２１００の他の斜視図である。この目的を達成する
ために、物品２１００は、その開示が参照することによって本明細書に明示的に組み込ま
れる、２０１４年５月２８日に出願され、「ＦＬＥＸＩＢＬＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　
ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ　ＭＯＶＡＢＬＹ　ＣＯＵＰＬＥＤ　ＴＯ　Ａ　ＦＬＥＸＩＢＬＥ　
ＳＵＰＰＯＲＴ」と題された米国仮特許出願第６１／００３，５４９号でさらに論じられ
るように、任意の好適な数のラッチ、ボタン、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）取付部等を含ん
でもよい。さらに、ラッチ、ボタン等は、物品が、物品２１００の外周上に電子ディスプ
レイ２１０６またはソーラパネル２１０８のいずれかを伴うブレスレット／腕時計形状に
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選択的に曲げられまたは撓曲されることを可能にするように構成されてもよい。すなわち
、あるシナリオでは、物品のユーザは、電子ディスプレイ２１０６が外向きに面し、ソー
ラパネル２１０８がユーザの身体に接する状態で、物品をユーザの手首に取り付けてもよ
い。しかしながら、別のシナリオでは、物品のユーザは、ソーラパネル２１０８が外向き
に面し、電子ディスプレイ２１０６がユーザの身体に接する状態で、物品をユーザの手首
に取り付けてもよい。このように、ユーザは、主に、実装において一次動作構成要素とし
て、電子ディスプレイ２１０６またはソーラパネル２１０８のうちの１つを操作するよう
に、物品２１００を選択的に位置付けてもよい。
【０２７６】
　物品２１００は、（図４８Ｄに示されるように）表面２１０４の１つ以上の端部の間に
配置される電子機器モジュール２１１０を含んでもよく、タッチインターフェースおよび
可撓性ディスプレイ２１０６に給電してそれらを駆動するため、ならびにソーラパネル２
１０８を制御するために使用される、プロセッサ、メモリ、センサ、バッテリ、ディスプ
レイドライバ等の電子機器を保持する。電子機器モジュール２１１０は、他の実施例では
、例えば、表面２１０２の他の場所、もしくは表面２１０２の１つ以上の端部の間等の他
の場所に位置付けられることができることを理解されるであろう。所望に応じて、電子機
器モジュール２１１０の構成要素は、物品２１００の外部が暴露される、水、空気、埃等
からシールまたは別様に保護されることができる。例えば、これらの電子構成要素のいず
れかまたは全ては、密閉シール様式において封入され、外力および環境上の危険へのこれ
らの構成要素のいかなる直接暴露も防止してもよい。電子機器モジュール２１０として実
装され得る、例示的電子機器モジュールのさらなる詳細が、図６５を参照して論じられる
。
【０２７７】
　装着式デバイス等の物品またはデバイスは、１つの表面上の可撓性ディスプレイと、別
の表面上の発電構成要素（例えば、ソーラパネルを含む）とを含んでもよいが、本明細書
で論じられる物品またはデバイスは、複数の表面上に任意のタイプの可撓性電子構成要素
を含んでもよく、かつ２つを上回る可撓性電子構成要素を含んでもよい。例えば、装着式
デバイスは、装着式デバイスの複数の表面（２つ、３つ、４つ等の表面）上に配置される
、照明アレイ（例えば、ＬＥＤ照明のアレイ）、カメラ、バイオメトリックセンサ（例え
ば、心拍数モニタまたは血圧モニタ）、運動センサ、運動学センサ（ジャイロスコープ、
加速度計等）、コンピュータ可読媒体等を含む、可撓性電子構成要素の任意の組み合わせ
を統合してもよい。さらに、物品２１００は、物品２１００の両側のほぼ等しい表面積を
被覆する可撓性電子構成要素２１０６および２１０８を描写するが、物品は、物品の別の
側面上に配置される可撓性電子構成要素と比較して、異なるサイズおよび形状の可撓性電
子構成要素を物品の片側に含んでもよい。可撓性電子構成要素は、ある場合には、それら
が配置される表面のより多くの縁のうちの１つまで面積を被覆してもよい。他の場合には
、可撓性電子構成要素は、可撓性電子構成要素とデバイスの縁との間にある程度の被覆さ
れていない面積または境界を伴って、デバイスの表面の一部のみを被覆してもよい。
【０２７８】
　図４９Ａおよび４９Ｂは、第１の表面２２０４上に照明のアレイ２２０２（例えば、Ｌ
ＥＤ）、第２の表面２２０８上に発電構成要素２２０６（例えば、ソーラパネルを含む）
を統合する、例示的物品２２００を図示する。いくつかの実装では、照明のアレイ２２０
２は、少なくとも部分的に、発電構成要素２２０６から生成されるエネルギーによって給
電されてもよい。例えば、発電構成要素２２０６は、動作するときに、（例えば、電子機
器モジュールの）バッテリに貯蔵されるエネルギーを生成してもよい。次いで、照明のア
レイ２２０２が動作するとき、照明のアレイ２２０２は、電子リード線および電力調整構
成要素の任意の好適な組み合わせを介して、バッテリから電力を受容してもよい。
【０２７９】
　図５０は、例示的装着式デバイス２３００の複数の表面上に配置される複数の可撓性電
子構成要素の（例えば、ユーザによる）例示的利用を図示する。装着式デバイス２３００
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は、例えば、図４８Ａ、４８Ｂ、４８Ｃ、および４８Ｄをさらに参照して論じられるよう
に、可撓性電子構成要素を統合してもよい。
【０２８０】
　例示的シナリオでは、ユーザは、装着式デバイス２３００が位置２３０４まで曲げられ
または撓曲されている間に、装着式デバイス２３００の可撓性ディスプレイ２３０２を操
作していてもよい。位置２３０４では、可撓性ディスプレイ２３０２は、装着式デバイス
２３００の外周の上または近傍にあるよう、装着式デバイス２３００の表面上に配置され
てもよい。図５０に図示されるように、位置２３０４は、可撓性ディスプレイ２３０２上
に表示される画像を視認するよう、ユーザが、ブレスレットまたは腕時計タイプデバイス
として装着式デバイス２３００をユーザの手首に取り付けることを可能にしてもよい。例
えば、（例えば、電子機器モジュール２３０６によって制御される）可撓性ディスプレイ
２３０２は、以下でさらに論じられるように、画像、時間、気象情報、カレンダの予約、
電子メール、テキストメッセージ等を表示してもよい。
【０２８１】
　位置２３０４まで撓曲または曲げられている間に、発電構成要素２３０８（例えば、１
つ以上のソーラパネルを含む）等の装着式デバイス２３００の別の表面上に配置される別
の可撓性電子機器構成要素は、暴露されなくてもよい。すなわち、発電構成要素は、ユー
ザの身体に接している装着式デバイス２３００の表面上に（すなわち、可撓性ディスプレ
イ２３０２の裏面に）配置されてもよい。そのような場合において、電子機器モジュール
２３０６は、可撓性ディスプレイ２３０２がアクティブである間に、スリープ、休眠、ま
たは他の低電力もしくは非アクティブ状態であるように、発電構成要素２３０８および／
または他の可撓性電子構成要素を制御してもよい。したがって、位置２３０４では、可撓
性ディスプレイ２３０２は、実装において一次動作構成要素として動作してもよい。
【０２８２】
　ある時間に、または装着式デバイス２３００のある機能性を選択するために、装着式デ
バイス２３００のユーザは、１つ以上の中間位置２３１２によって図示されるように、位
置２３０２から別の位置２３１０まで装着式デバイス２３００を撓曲または曲げてもよい
。具体的には、実装ではユーザは、（ｉ）ユーザの身体（例えば、手首）から装着式デバ
イス２３００を脱離させ、（ｉｉ）図５０の中間位置２３１２によって図示されるように
デバイスを「反転」させ、または別様に装着式デバイス２３００の配向を調節し、（ｉｉ
ｉ）装着式デバイス２３００の外周上に発電構成要素２３０８を伴って位置２３１０で（
例えば、１つ以上のラッチ、ボタン等を介して）装着式デバイス２３００を再び取り付け
てもよい。
【０２８３】
　このように、装着式デバイス２３００のユーザは、装着式デバイス２３００の一次動作
構成要素として発電構成要素２３０８を制御するように電子モジュール２３０６を操作す
る、または制御することを可能にするように、発電構成要素２３０８を暴露してもよい。
すなわち、位置２３１０にあるとき、電子機器モジュール２３０６は、発電構成要素２３
０８がアクティブである間に、スリープ、休眠、または他の低電力もしくは非アクティブ
状態であるように、可撓性ディスプレイ２３０２および／または他の可撓性電子構成要素
を制御してもよい。
【０２８４】
　一例として、ユーザは、可撓性ディスプレイ２３０２および発電構成要素２３０８によ
って促進されるある機能を選択的に果たすように、図５０に図示されるプロセスを行って
もよい。ユーザは、可撓性ディスプレイ２３０２を介してデジタルコンテンツ（例えば、
画像）を視認するように、位置２３０４まで装着式デバイス２３００を撓曲または曲げて
もよく、ユーザは、発電構成要素２３０８を介して発電するように、位置２３１０まで装
着式デバイス２３００を撓曲または曲げてもよい。あるシナリオでは、ユーザは、可撓性
ディスプレイ２３０２に給電するバッテリの充電が少なくなるまで、（装着式デバイスが
位置２３０４にある間に）可撓性ディスプレイ２３０２上の画像を視認してもよい。ユー
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ザは、次いで、発電構成要素２３０８を暴露するように、図５０に図示されるプロセスを
行い、発電構成要素２３０８（例えば、１つ以上の太陽電池）が発電してバッテリを再充
電することを可能にしてもよい。
【０２８５】
　図５１Ａおよび５１Ｂは、図４９Ａおよび４９Ｂを参照して論じられるように、装着式
デバイス２４００の複数の表面上に可撓性電子構成要素を統合し得る、別の例示的装着式
デバイス２４００の用途を図示する。位置２４０２では、照明のアレイ２４０４は、装着
式デバイス２４００の外周の上または近傍にあるよう、装着式デバイス２４００の表面上
に配置されてもよい。図５１Ａに図示されるように、位置２４０２は、ユーザが、ヘッド
ランプとして照明のアレイ２４０４を利用するよう、ヘッドバンドまたは頭部搭載型デバ
イスとして（例えば、１つ以上のバンドもしくはクラスプを介して）装着式デバイス２４
００をユーザの頭部に取り付けることを可能にしてもよい。例えば、ユーザは、ウォーキ
ング、ハイキング、自転車の運転、または他の経路を照射するように、位置２４０２で装
着式デバイス２４００を取り付けてもよい。
【０２８６】
　例示的装着式デバイス２３００と同様に、ユーザは、装着式デバイス２４００の別の表
面上の発電構成要素２４０８によって促進される他の機能を選択的に果たすように、（図
５１Ｂに図示されるような）別の位置２４０６まで装着式デバイス２４００を撓曲または
曲げてもよい。ユーザは、照明のアレイ２４０４が経路を照射することを可能にするよう
に、夜間または別の暗い環境において位置２４０２まで装着式デバイス２４００を撓曲ま
たは曲がってもよく、ユーザは、発電構成要素２４０８が発電することを可能にするよう
に、位置２４０６まで装着式デバイス２４００を撓曲または曲げてもよい。装着式デバイ
ス２４００の複数の表面上に配置される可撓性電子構成要素は、異なる時間において有用
である機能性を提供してもよい。したがって、ユーザは、装着式デバイスが、実装におい
て現在の時間に関連する具体的機能性（画像を表示すること、経路を照射すること、バッ
テリを充電すること等）を提供するように、装着式デバイスを位置付けてもよい。
【０２８７】
　デバイス／物品の複数の表面上に配置される可撓性電子構成要素（例えば、可撓性ディ
スプレイ２１０６およびソーラパネル２１０８）が最小臨界曲げ半径を越えて曲げられま
たは湾曲させられないように防止するが、同時に、可撓性電子構成要素の曲がり能力を実
質的に維持するために、物品２１００は、ある場合には、可撓性電子構成要素とまたはそ
こに移動可能に（例えば、スライド可能に）結合される、可撓性支持体を含むことができ
る。特に、可撓性支持体は、物品２１００が異なる位置間（例えば、実質的に平坦な位置
と曲げられた位置との間）で移動させられるとき、可撓性支持体および可撓性電子構成要
素が、互いに対して、または独立して、移動（例えば、スライド）することを可能にする
様式において、可撓性電子構成要素とまたはそこに結合されてもよい。異なる配列の実施
例が、図５２Ａ、５２Ｂ、５３Ａ、５３Ｂ、５４Ａ、５４Ｂ、５５Ａ、５５Ｂ、５６Ａ、
５６Ｂ、５７Ａ、５７Ｂ、５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、および５８Ｄに関連して説明される
。これらの配列は、概して、可撓性ディスプレイおよび二次電子構成要素を含むものとし
て説明されるが、これらの配列は、２つを上回る可撓性電子構成要素との組み合わせを含
む、異なるタイプの可撓性電子構成要素（可撓性電子回路、センサタグ、可撓性ＯＬＥＤ
照明、ソーラパネル、照明アレイ等）の任意の数の組み合わせを含むことができることを
理解されるであろう。さらに、物品２１００が議論を容易にするために以下で参照される
が、物品２１００、２２００、２３００、または２４００のうちのいずれか、もしくは複
数の表面上に可撓性電子構成要素を統合する実質的に類似する物品は、図５２Ａ、５２Ｂ
、５３Ａ、５３Ｂ、５４Ａ、５４Ｂ、５５Ａ、５５Ｂ、５６Ａ、５６Ｂ、５７Ａ、５７Ｂ
、５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、および５８Ｄに関して説明される配列を利用してもよい。
【０２８８】
　概して、可撓性電子構成要素（例えば、可撓性ディスプレイ２１０６およびソーラパネ
ル２１０８）および可撓性支持体が互から独立して移動可能であるため、物品２１００が
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曲げられまたは湾曲させられているときに可撓性支持体が可撓性電子構成要素（例えば、
ディスプレイ２１０６およびソーラパネル２１０８）に加える歪みの量は、これらの構造
が可撓性電子構成要素（例えば、可撓性ディスプレイ２１０６およびソーラパネル２１０
８）の中立面を改変しない、または最小限のみに改変するため、最小限にされる。本特徴
は、ひいては、可撓性支持体に結合されるときに、可撓性電子構成要素のそれぞれの最小
臨界曲げ半径を最小限にする。
【０２８９】
　有利には、これらの場合のいくつかでは、可撓性支持体が可撓性電子構成要素から分離
されることができるように、可撓性支持体は、可撓性電子構成要素（例えば、可撓性ディ
スプレイ２１０６およびソーラパネル２１０８）に除去可能に結合されることができる。
ひいては、可撓性電子構成要素のうちの１つ以上のものは、容易かつ迅速に載置され、例
えば、コーヒーカップ、電話ケース、充電台、または異なる可撓性支持体等の任意の数の
異なる物体、アイテム、またはデバイスに関連付けられることができる。後者の場合、可
撓性支持体は、除去され、１つ以上の異なる可撓性支持体から選択される異なる可撓性支
持体と交換されることができる。本複数の異なる可撓性支持体は、例えば、異なる材料（
例えば、皮、プラスチック、布）から作製され、異なるテクスチャ（例えば、平滑、穿孔
）を有し、１つ以上の異なる色（例えば、茶色、黒色、白色等）で作製され、異なるスタ
イルに関連付けられ、もしくはこれらの特徴の任意の組み合わせである、可撓性支持体を
含むことができる。このように、可撓性支持体、より一般的には、可撓性取り付け可能な
物品２１００は、カスタマイズ可能であり得る。同様に、可撓性電子構成要素は、可撓性
支持体から除去されることができ、可撓性支持体は、１つ以上の異なる可撓性構成要素か
ら選択される異なる可撓性電子構成要素に交換もしくは接続されることができることを理
解されるであろう。異なる可撓性構成要素は、例えば、１つ以上の異なるタイプの可撓性
構成要素（例えば、異なる可撓性ディスプレイ１８、１つ以上のＯＬＥＤ照明、１つ以上
のセンサタグ等）、１つ以上の異なる材料から作製される可撓性構成要素、異なる厚さ等
を有する可撓性構成要素、もしくはそれらの組み合わせを含むことができる。このように
、可撓性電子構成要素（例えば、可撓性ディスプレイ１８）、より一般的には、可撓性取
り付け可能な物品１０は、カスタマイズ可能であり得る。
【０２９０】
　図５２Ａおよび５２Ｂは、可撓性支持構造２５０２と、可撓性電子ディスプレイ２５０
４の形態における可撓性電子構成要素と、二次電子構成要素２５０６（例えば、１つ以上
のソーラパネルを含む構成要素等のエネルギー生成構成要素）とを含む、再びリストバン
ドの形態における、動的可撓性取り付け可能な物品２５００を図示する。例示的物品２５
００の可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６は、可撓性支持
構造２５０２内に移動可能に配置される。物品２５００はまた、可撓性支持構造２５０２
に固定して取り付けられる機械的支持構成要素２５０８も含む。本明細書で明示的に図示
されないが、物品２５００は、例えば、図１－２４に図示されるコネクタ、および／また
は本明細書に説明される他のコネクタのうちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以
上のコネクタを含むことができる。
【０２９１】
　可撓性支持構造２５０２および機械的支持構成要素２５０８は、概して、支持を可撓性
電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６に提供するように構成される
。可撓性支持構造２５０２は、例えば、布、皮、プラスチック、金属、または他の材料等
の任意の好適な可撓性材料から作製されることができる。図５２Ａおよび５２Ｂに図示さ
れるように、可撓性支持構造２５０２は、本実施例では、縦方向に延在する伸長底壁２５
１０ａおよび２５１０ｂを有する、またはそれらによって画定される。さらに、壁２５１
０ａおよび２５１０ｂのそれぞれに関して、可撓性支持構造２５０２は、壁２５１０ａお
よび２５１０ｂの縦方向に延在する周縁から、縦軸２５１４と実質的に垂直な角度におい
て、上向きに延びている、一対の対向する側壁２５１２ａおよび２５１２ｂを含む。
【０２９２】
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　図５２Ｂに図示されるように、潤滑剤２５１６（例えば、油、黒鉛、ＰＴＦＥ）が、支
持構造２５０２と可撓性電子ディスプレイ２５０４および／または二次電子構成要素２５
０６との間の移動を促進するように、壁２５１０ａおよび２５１０ｂまたはその一部上に
配置される（例えば、そこに塗布される）ことができる。可撓性支持構造２５０２はさら
に、保持部分２５１８ａおよび２５１８ｂが支持構造２５０２の壁２５１０ａおよび２５
１０ｂにわたって懸架するように、それぞれ、対向する側壁２５１２ａおよび２５１２ｂ
の上部部分から側方に内向きに延びている保持部分２５１８ａおよび２５１８ｂを有する
。ともに、壁２５１０ａおよび２５１０ｂ、側壁２５１２ａおよび２５１２ｂ、ならびに
保持部分２５１８ａおよび２５１８ｂは、それぞれ、可撓性電子ディスプレイ２５０４お
よび／または二次電子構成要素２５０６をその中に支持および受け取るように定寸される
、空洞２５２０ａおよび２５２０ｂを画定する。図５２Ｂに図示されるように、空洞２５
２０ａおよび２５２０ｂは、実質的に長方形形状の断面を有する。
【０２９３】
　機械的支持構成要素２５０８は、可撓性支持構造２５０２内のスロットまたはチャネル
内に固定して配置され、および／またはそれに接着してもよい。機械的支持構成要素２５
０８および可撓性支持構造２５０２内の対応するスロットは、可撓性支持構造２５０２の
一端２５２２ａと可撓性支持構造２５０２の他端２５２２ｂとの間に延びてもよい。機械
的支持構成要素２５０８は、本実施例では、可撓性支持構成要素２５０２と異なる（例え
ば、より高い）ヤング率を有する（すなわち、あまり弾性ではない、またはより剛である
）第２の可撓性材料から作製される。機械的支持構成要素２５０８は、例えば、布、ゴム
、皮、ナイロン、プラスチック（例えば、ＰＴＦＥ）、および／または可撓性支持構成要
素２５０２を構築するために使用される材料と異なる任意の他の好適な可撓性材料から作
製されることができる。概して、可撓性支持構造２５０２は、機械的支持構成要素２５０
８より弾性、すなわち、あまり堅くない。実際、ある場合には、可撓性支持構造２５０２
は、機械的支持構成要素２５０８より有意に弾性であることができ、高度に弾性または曲
げ可能であることができる。
【０２９４】
　機械的支持構成要素２５０８は、（所望に応じて）摩擦を介して、可撓性支持構造２５
０２内に保持されることができ、所望に応じて、例えば、接着剤（例えば、糊）を使用し
て、またはある他の様式を介して、スロット内の１つの点において固着されてもよい。い
ずれの場合も、機械的支持構成要素２５０８は、可撓性支持構造２５０２より堅い材料か
ら作製されることによって、ある程度の剛性を可撓性電子ディスプレイ２５０４および二
次電子構成要素２５０６のための全体的支持構造に提供し、それによって、可撓性電子デ
ィスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６にある程度の支持を提供する。さら
に、可撓性支持構造２５０２は、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要
素２５０６にまたはそれと移動可能に結合される（およびその逆も同様）ため、可撓性電
子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６は、可撓性支持構造２５０２に
対して、または独立して、移動可能である（およびその逆も同様）。
【０２９５】
　図５２Ｂに図示されるように、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要
素２５０６は、それぞれ、空洞２５２０ａおよび２５２０ｂ内に着座または配置されるこ
とができる。順に、可撓性支持構造２５０２の側壁２５１２ａおよび２５１２ｂは、側壁
２５１２ａおよび２５１２ｂが、それぞれ、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次
電子構成要素２５０６のための側面衝撃保護を提供し得るように、可撓性電子ディスプレ
イ２５０４および二次電子構成要素２５０６の縁に隣接して、ある場合には、その上方に
上向きに延びている。加えて、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素
２５０６の縁から内向きに延びている保持部分２５１８ａおよび２５１８ｂは、可撓性電
子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６の表面に接触し、可撓性電子デ
ィスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６が、可撓性支持構造２５０２から退
出しないように防止し、それによって、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子
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構成要素２５０６を可撓性支持構造２５０２内に保持することができる。
【０２９６】
　このように、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６は、可
撓性支持構造２５０２とまたはそこにスライド可能に結合され（およびその逆も同様）、
可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６は、可撓性支持構造２
５０２から独立して、またはそれに対してスライド可能である（およびその逆も同様）。
故に、物品２５００が、図４８Ｄに図示される形態に類似する円形または卵形バンドを形
成するように曲げられるにつれて、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成
要素２５０６は、独立して、または可撓性支持構造２５０２の対応する部分に対して移動
する（およびその逆も同様）。潤滑剤２５１６等の潤滑剤を利用するいくつかの実装では
、潤滑剤は、可撓性支持構造２５０２と可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子
構成要素２５０６との間の移動を促進することに役立つ。ある時点において、物品２５０
０は、保持部分２５１８ａおよび２５１８ｂが可撓性電子ディスプレイ２５０４および二
次電子構成要素２５０６の対応する部分に接触する程度まで曲げられることができる。し
かしながら、壁２５１０ａおよび２５１０ｂ内の支持構造は、壁２５１０ａおよび２５１
０ｂの曲げ運動を制限し、したがって、可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子
構成要素２５０６の曲げ運動を所定の最小限の曲げ半径に制限してもよい。本時点におい
て、物品２５００は、その事前に画定された曲げ限界に到達し、物品２５００、特に、可
撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６のいかなるさらなる曲ま
がりも、防止される。逆に言えば、物品２５００は、同様に、図４８Ａおよび４８Ｂに図
示されるように、実質的に平坦な位置に戻されることができる。
【０２９７】
　同時に、可撓性支持体２５０２が可撓性電子ディスプレイ２５０４および二次電子構成
要素２５０６にスライド可能に結合されるため、図５２Ａおよび５２Ｂに図示される配列
は、可撓性電子ディスプレイ２５０４の中心曲げまたは中立面、もしくは二次電子構成要
素２５０６の中心曲げまたは中立面を改変しなくてもよく、それによって、可撓性電子デ
ィスプレイ２５０４および二次電子構成要素２５０６の曲がり能力（例えば、曲がりの範
囲）を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品２５００に、可撓性電
子ディスプレイ２５０４および／または二次電子構成要素２５０６の曲がりの範囲に実質
的に類似する曲がりの範囲を残す。
【０２９８】
　他の実施例では、物品２５００は、図５２Ａおよび５２Ｂに図示されるものから変動す
ることができる。図５２Ａおよび５２Ｂに図示される可撓性支持体２５００は、形状およ
び／またはサイズを変動することができる。可撓性支持体２５００は、例えば、より広く
、それによって、（ｉ）側壁２５１２ａおよび２５１２ｂと、（ｉｉ）可撓性電子ディス
プレイ２５０４および／または二次電子構成要素２５０６との間により多くの空間を生成
することができる。側壁２５１２ａおよび２５１２ｂは、例えば、壁２５１０ａおよび２
５１０ｂに対してより多くまたはより少なく角度付けられることができる。保持部分２５
１８ａおよび２５１８ｂは、例えば、異なるように構築されることができる（例えば、物
品２５００の長さの一部のみに沿って延在することができる、側壁２５１２ａおよび２５
１２ｂに対してより多くまたはより少なく角度付けられることができる）。空洞２５２０
ａおよび２５２０ｂは、異なるサイズ（例えば、より小さい、より大きい）であることが
でき、および／または異なる形状の断面を有することができる。さらに別の実施例として
、可撓性支持体２５０２は、保持部分２５１８ａおよび２５１８ｂを含む必要はない。代
わりに、可撓性支持体２５０２は、異なる方法において（例えば、角度付けられた側壁を
使用して）、可撓性電子ディスプレイ２５０４および／または二次電子構成要素２５０６
とスライド可能もしくは別様に移動可能に結合されることができる。可撓性電子ディスプ
レイ２５０４および／または二次電子構成要素２５０６はまた、例えば、センサタグ、可
撓性ＯＬＥＤ照明、可撓性電子回路、または折畳式電子リーダ等の異なる可撓性電子構成
要素の形態をとることができる。
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【０２９９】
　図５２Ａおよび５２Ｂは、可撓性電子構成要素が支持構造２５０２にスライド可能に結
合され、機械的支持構成要素２５０８が支持構造２５０２に固定して結合される、例示的
物品２５００を図示するが、複数の可撓性電子構成要素を有する物品のいくつかの実装は
、支持構造に固定して取り付けられたいくつかの電子構成要素、および／または支持構造
にスライド可能に取り付けられた機械的支持構成要素を含んでもよい。図５３Ａおよび５
３Ｂは、１つのそのような例示的物品を図示する。特に、５３Ａおよび５３Ｂは、再びリ
ストバンドの形態における、取り付け可能な物品２６００を図示する。物品２６００は、
本実施例では、再び、物品２６００の複数の表面上に配置される２つの可撓性電子構成要
素を含む。具体的には、物品２６００は、可撓性支持構造２６０２と、可撓性電子ディス
プレイ２６０４の形態における可撓性電子構成要素と、二次電子構成要素２６０６（例え
ば、エネルギー生成構成要素または照明のアレイ）とを含む。しかしながら、本物品２６
００では、可撓性電子ディスプレイ２６０４が、可撓性支持構造２６０２に固定して取り
付けられる一方で、機械的支持構成要素２６０８は、可撓性支持構造２６０２内で、可撓
性支持構造２６０２にスライド可能に結合される。本明細書で明示的に図示されないが、
物品２６００はまた、例えば、図１－２４に図示されるコネクタ、および／または本明細
書に説明される他のコネクタのうちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以上のコネ
クタを含むことができる。
【０３００】
　物品２５００のように、可撓性電子ディスプレイ２６０４および二次電子構成要素２６
０６は、可撓性支持構造２６０２の空洞２６２０ａおよび２６２０ｂ内に着座または配置
されてもよい。しかしながら、前述のように、可撓性電子ディスプレイ２６０４が、空洞
２６２０ａ内で（例えば、糊または摩擦を介して）可撓性支持構造２６０２に固定して取
り付けられる一方で、機械的支持構成要素２６０８および二次電子構成要素２６０６は、
可撓性支持構造２６０２および可撓性電子ディスプレイ２６０４から独立して、またはそ
れらに対してスライド可能である。いくつかの実装では、潤滑剤２６１６は、（ｉ）可撓
性支持構造２６０２と、（ｉｉ）機械的支持構成要素２６０８および／または二次電子構
成要素２６０６との間の移動を促進することに役立つ。
【０３０１】
　可撓性支持体２６０２が機械的支持構成要素２６０８および二次電子構成要素２６０６
にスライド可能にまたはそれと結合されるため、図５３Ａおよび５３Ｂに図示される配列
は、可撓性電子ディスプレイ２６０４の中心曲げまたは中立面、もしくは二次電子構成要
素２６０６の中心曲げまたは中立面を改変しなくてもよく、それによって、可撓性電子デ
ィスプレイ２６０４および二次電子構成要素２６０６の曲がり能力（例えば、曲がりの範
囲）を実質的に維持する。言い換えると、そのような配列は、物品２６００に、可撓性電
子ディスプレイ２６０４および／または二次電子構成要素２６０６の曲がりの範囲に実質
的に類似する曲がりの範囲を残す。そのような配列は、例えば、物品２６００が、可撓性
電子ディスプレイ２６０４および／または二次電子構成要素２６０６のものに類似する曲
がりの範囲を伴って構成されるものであり、機械的支持構成要素２８０８の曲がりの範囲
があまり懸念されないときに、所望され得る。すなわち、二次電子構成要素２６０６が、
物品２６００の曲げ可能性制約を駆動してもよい一方で、機械的支持構成要素２６０８は
、これらの曲げ可能性制約に適合するように可撓性支持構造２６０２に固定して取り付け
られる。他の場合には、可撓性支持構造２６０２が可撓性電子ディスプレイ２６０４と比
較して非常に高い可撓性を有するとき、可撓性電子ディスプレイ２６０４の中立面は、可
撓性支持構造２６０２に接着することによって実質的に改変されない。
【０３０２】
　概して、複数の表面上に配置される複数の可撓性電子構成要素を有し、かつ種々の機械
的支持構成要素を有する物品は、可撓性支持構造への可撓性電子構成要素および／または
機械的支持構成要素の固定ならびにスライド取付の任意の好適な組み合わせを含んでもよ
い。例えば、物品は、二次電子構成要素（例えば、エネルギー生成構成要素）が可撓性支
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持構造に固定して取り付けられる一方で、可撓性電子ディスプレイおよび機械的支持構成
要素が可撓性支持構造にスライド可能に取り付けられる、配列を含んでもよい。別の実施
例では、物品は、３つの可撓性電子構成要素を含んでもよく、そのうちの２つは、可撓性
支持構造にスライド可能に取り付けられ、そのうちの１つは、可撓性支持構造に固定して
取り付けられ、２つの機械的支持構成要素を含んでもよく、そのうちの１つは、可撓性支
持構造にスライド可能に取り付けられ、そのうちの１つは、可撓性支持構造に固定して取
り付けられる。より一般的には、物品は、可撓性電子構成要素のうちの１つ以上のものの
曲げ可能性制約に適合するよう、および／または製品の曲げ可能性要件に適合するよう、
可撓性支持構造にスライド可能に／固定して取り付けられた任意の好適な数の可撓性電子
構成要素と、可撓性支持構造にスライド可能／可撓性に取り付けられた任意の好適な数の
機械的支持構成要素とを含んでもよい。しかしながら、多くの実施形態では、物品は、他
の電子構成要素が自由に撓曲および／またはスライドしている一方で、可撓性支持構造に
接着している１つの電子構成要素を含む。
【０３０３】
　さらに、図５２Ａ、５２Ｂ、５３Ａ、および５３Ｂは、物品の外部表面上の可撓性電子
構成要素を図示するが、いくつかの物品は、内部表面上に配置される可撓性電子構成要素
を含んでもよい。図５４Ａおよび５４Ｂは、そのような物品の一実施例を図示する。特に
、５４Ａおよび５４Ｂは、再びリストバンドの形態における、取り付け可能な物品２７０
０を図示する。物品２７００は、本実施例では、再び、物品２７００の複数の表面上に配
置される２つの可撓性電子構成要素を含む。具体的には、物品２７００は、可撓性支持構
造２７０２と、可撓性電子ディスプレイ２７０４の形態における可撓性電子構成要素と、
二次電子構成要素２７０６（例えば、エネルギー生成構成要素または照明のアレイもしく
は可撓性電子機器回路）とを含む。本物品２７００では、二次可撓性電子構成要素２７０
６が、可撓性支持構造２７０２内のスロット内に配置される一方で、機械的支持構成要素
２７０８は、物品２７００の外部表面上または外部空洞内に配置される。本明細書で明示
的に図示されないが、物品２７００はまた、例えば、図１－２４に図示されるコネクタ、
および／または本明細書に説明される他のコネクタのうちのいずれか等の本明細書に説明
される１つ以上のコネクタを含むことができる。
【０３０４】
　図５４Ａおよび５４Ｂに図示される本配列は、二次電子構成要素２７０６が可撓性電子
ディスプレイ２７０４の背後に位置付けられることを可能にし得る。例えば、二次電子構
成要素２７０６は、可撓性電子ディスプレイ２７０４の背面を照射するように構成される
照明アレイを含んでもよい。別の実施例では、二次電子構成要素２７０６は、可撓性電子
ディスプレイ２７０４の表面に触れる物体から圧力を感知するタッチセンサであってもよ
い。これらの場合において、二次電子構成要素２７０６および／または可撓性電子ディス
プレイ２７０４は、図５２Ａ、５２Ｂ、５３Ａ、および５３Ｂを参照してさらに論じられ
るように、可撓性支持構造２７０２にスライド可能に、または固定して取り付けられても
よい。さらに、図５４Ａおよび５４Ｂに図示されないが、可撓性支持構造２７０２は、タ
ッチセンサ、バックライト等の機能性を促進するように、二次電子構成要素２７０６およ
び／または可撓性電子ディスプレイ２７０４の間に任意の数の間隙、孔、窓等を含んでも
よい。
【０３０５】
　概して、任意のタイプの可撓性電子構成要素は、他の可撓性電子構成要素の背後に、お
よび／または物品の可撓性支持構造内に配置されてもよい。例えば、照明のアレイは、物
品の外部表面上に配置されてもよく、可撓性電子ディスプレイは、照明のアレイが可撓性
電子ディスプレイの正面を照射するように、照明のアレイの背後に配置されてもよい。
【０３０６】
　図５５Ａおよび５５Ｂは、図４８Ａ、４８Ｂ、４８Ｃ、および４８Ｄに図示される物品
２１００と実質的に類似する、再びリストバンドの形態における、さらに別の動的可撓性
取り付け可能な物品２８００を図示する。物品２８００は、この場合、可撓性支持構造２
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８０２と、可撓性電子ディスプレイ２８０４の形態における可撓性電子構成要素と、二次
電子構成要素２８０６と、機械的支持構成要素２８０８とを含む。可撓性電子ディスプレ
イ２８０４および二次電子構成要素２８０６は、可撓性支持構造２８０２内に移動可能に
配置されてもよい。物品２８００はまた、水平または縦軸２８１０も含む。図５２Ａ、５
２Ｂ、５３Ａ、５３Ｂ、５４Ａ、および５４Ｂに図示される物品２５００、２６００、お
よび２７００と異なり、本実施例で図示される物品２８００はさらに、それぞれ、支持構
造２８０２の上に、かつ可撓性電子ディスプレイ２８０４および二次電子構成要素２８０
６にわたって配置される、材料の可撓性または曲げ可能かつ透明なシート２８１２ａおよ
び２８１２ｂを含む。本明細書で明示的に図示されないが、物品２８００はまた、例えば
、図１－２４に図示されるコネクタ、および／または本明細書に説明される他のコネクタ
のうちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以上のコネクタを含むことができる。
【０３０７】
　図５５Ａに図示される可撓性シート２８１２ａおよび２８１２ｂは、可撓性支持構造２
８０２、可撓性電子構成要素２８０４、および二次電子構成要素２８０６の形状に類似す
る実質的に長方形の形状を有する。シート２８１２ａおよび２８１２ｂは、本実施例では
、可撓性電子構成要素２８０４および二次電子構成要素２８０６の幅より大きく、可撓性
支持構造２８０２の幅と実質的に等しい幅を有する。シート２８１２ａおよび２８１２ｂ
は、ディスプレイ２８０４上に提供される画像コンテンツが、シート２８１２ａを通して
視認可能であり、および／または光もしくは他の放射が、シート２８１２ｂを通過し、二
次電子構成要素２８０６に衝突することができるように、略透明層である。シート２８１
２ａおよび２８１２ｂは、例えば、プラスチック（例えば、アクリル）、ガラス（例えば
、プレキシガラス）、および／または任意の他の可撓性材料等の任意の好適な可撓性もし
くは曲げ可能材料から作製されることができる。本明細書に図示されないが、ある場合に
は、反射防止コーティングが、物品２８００の光学性能を最適化するように、シート２８
１２ａおよび２８１２ｂに塗布されることができる。
【０３０８】
　可撓性支持構造２８０２および機械的支持構成要素２８０８は、概して、さらに図５２
Ａおよび５２Ｂを参照して論じられるように、支持を可撓性電子構成要素２８０４および
二次電子構成要素２８０６に提供するように構成される。図５５Ａおよび５５Ｂに図示さ
れるように、可撓性支持構造２８０２はまた、縦方向に延在する伸長壁２８１４ａおよび
２８１４ｂを有する、またはそれらによって画定される。さらに、可撓性支持構造は、壁
２８１４ａおよび２８１４ｂのそれぞれに関して、壁２８１４ａおよび２８１４ｂの縦方
向に延在する周縁から上向きに延びている、一対の対向する側壁２８１６ａおよび２８１
６ｂを含む。本明細書に図示されないが、潤滑剤（例えば、油、黒鉛、ＰＴＦＥ）が、（
ｉ）支持構造２８０２と（ｉｉ）可撓性電子ディスプレイ２８０４および／または二次電
子構成要素２８０６との間の以下に説明される移動を促進するように、壁２８１４ａなら
びに２８１４ｂもしくはその一部の上に配置される（例えば、塗布される）ことができる
。ともに、壁２８１４ａおよび２８１４ｂならびに側壁２８１６ａおよび２８１６ｂは、
可撓性電子ディスプレイ２８０４および二次電子構成要素２８０６をそれぞれその中に支
持および受け取るように定寸される、空洞２８１８ａおよび２８１８ｂを画定する。図５
５Ｂに図示されるように、空洞２８１８ａおよび２８１８ｂは、実質的に長方形形状の断
面を有する。各側壁２８１６ａおよび２８１６ｂは、その上で層２８１２ａおよび２８１
２ｂの対応する部分を支持ならびに受け取るように定寸される、暴露部分２８２０ａおよ
び２８２０ｂを有する。
【０３０９】
　図５２Ａ、５２Ｂ、５３Ａ、５３Ｂ、５４Ａ、５４Ｂ、５５Ａ、および５５Ｂは、可撓
性支持構造の空洞またはスロット上もしくは内に配置される、可撓性電子構成要素および
機械的支持構成要素を図示するが、複数の可撓性電子構成要素を含む、物品のいくつかの
実装は、他の可撓性電子構成要素に取り付けられる、もしくは接着する、可撓性電子構成
要素、および／または（可撓性支持構造とは対照的な）機械的支持構成要素を含んでもよ
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い。図５６Ａおよび５６Ｂは、１つのそのような物品の実施例を図示する。特に、５６Ａ
および５６Ｂは、再びリストバンドの形態における、取り付け可能な物品２９００を図示
する。物品２９００は、本実施例では、再び、物品２９００の複数の表面上に配置される
２つの可撓性電子構成要素を含む。具体的には、物品２９００は、可撓性支持構造２９０
２と、可撓性電子ディスプレイ２９０４の形態における可撓性電子構成要素と、二次電子
構成要素２９０６（例えば、エネルギー生成構成要素または照明のアレイ）とを含む。例
示的物品２５００、２６００、２７００、および２８００とは対照的に、可撓性電子構成
要素２９０４および機械的支持構成要素２９０８は、可能性として、可撓性電子構成要素
２９０４と機械的支持構成要素２９０８との間に内層（例えば、形態、図示せず）を伴っ
て、互に接着する。本明細書で明示的に図示されないが、物品２９００はまた、例えば、
図１－２４に図示されるコネクタ、および／または本明細書に説明される他のコネクタの
うちのいずれか等の本明細書に説明される１つ以上のコネクタを含むことができる。
【０３１０】
　二次電子構成要素２９０６は、図５２Ａおよび５２Ｂを参照してさらに論じられるよう
に、空洞２９１０内で可撓性支持構造２９０２にスライド可能に結合されてもよい。一方
、可撓性電子ディスプレイ２９０４は、（内層、糊等を介して）機械的支持構成要素２９
０８に固定して接着してもよく、可撓性電子ディスプレイ２９０４および機械的支持構成
要素２９０８のアセンブリは、（例えば、糊および／または別の内層を介して）可撓性支
持構造２９０２に接着してもよい。可撓性電子ディスプレイ２９０４および機械的支持構
成要素２９０８は、以下により詳細に説明されるように、内層とともに互に搭載または接
着してもよい。さらに、物品２９００の可撓性電子ディスプレイ２９０４、機械的支持構
成要素２９０８、および１つ以上の内層は、その開示が参照することによって本明細書に
明示的に組み込まれる、３月２７日に出願され、「ＯＰＴＩＭＡＬ　ＭＯＵＮＴＩＮＧ　
ＯＦ　Ａ　ＦＬＥＸＩＢＬＥ　ＤＩＳＰＬＡＹ」と題された米国仮特許出願第６１／９７
１，１００号に説明される搭載技法のうちの一部または全部を使用して、ともに組み立て
られ、または接着してもよい。特に、可撓性電子ディスプレイ２９０４および機械的支持
構成要素２９０８は、可撓性電子ディスプレイ２９０４の中立曲げ平面２９１２が組立プ
ロセスによって最小限に修正される、または選択的に修正されるように、互に搭載もしく
は接着してもよい。他の実施形態では、機械的支持構造２９０８は、ディスプレイに接着
するときに、機械的支持構造２９０８がディスプレイの中立面を改変しないように構築さ
れる。
【０３１１】
　前述のようにともに組み立てられることに加えて、物品２９００のいくつかの実装は、
可撓性電子ディスプレイ２９０４が複数の（例えば、１０個の）区画化されたパッチによ
って形成される、可撓性電子ディスプレイ２９０４の実装を含んでもよい。すなわち、可
撓性電子ディスプレイ２９０４自体は、複数の側方に区画化されたパッチで構成されても
よく、それらのパッチは、機械的支持構成要素２９０８（および可能性として、内層）に
接着する。可撓性電子ディスプレイ２９０４のそのようなアセンブリは、機械的支持構成
要素２９０８および／または可撓性支持構造２９０２から独立した可撓性電子ディスプレ
イ２９０４のスライドを必要とすることなく、可撓性電子ディスプレイ２９０４の曲がり
の間に拡張または圧縮を可能にしてもよい。これらの実装では、複数の区画化されたパッ
チは、（例えば、種々の電子リード線を介して）電子的に、および／または（例えば、糊
または他の連結具を介して）物理的に、互に結合されてもよい。
【０３１２】
　さらに、複数の可撓性電子構成要素を統合する、例示的物品２１００、２２００、２３
００、２４００、２５００、２６００、２７００、２８００、または２９００のうちのい
ずれかは、可撓性電子構成要素のスライドを助長する、可撓性電子構成要素が緊張したま
ま保つ、可撓性支持構造の端部に対して可撓性電子構成要素のある位置を維持する等のよ
うに構成される、種々の構成要素を含んでもよい。図５７Ａ、５７Ｂ、５８Ａ、５８Ｂ、
５８Ｃ、および５８Ｄは、そのような構成要素の少なくともいくつかの実施例を図示する
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。
【０３１３】
　図５７Ａおよび５７Ｂは、可撓性支持構造３００２と、可撓性電子ディスプレイ３００
４の形態における可撓性電子構成要素と、二次電子構成要素３００６（例えば、１つ以上
のソーラパネルを含む構成要素等のエネルギー生成構成要素）とを含む、再びリストバン
ドの形態における、動的可撓性取り付け可能な物品３０００を図示する。例示的物品３０
００の可撓性電子ディスプレイ３００４および二次電子構成要素３００６は、図５２Ａお
よび５２Ｂを参照してさらに論じられるように、可撓性支持構造３００２の空洞３０１０
ａおよび３０１０ｂ内に移動可能に配置される。物品３０００はまた、可撓性支持構造３
００２に固定して取り付けられた機械的支持構成要素３００８と、ばね要素３０１２とを
含む。本明細書で明示的に図示されないが、物品３０００はまた、例えば、図１－２４に
図示されるコネクタ、および／または本明細書に説明される他のコネクタのうちのいずれ
か等の本明細書に説明される１つ以上のコネクタを含むことができる。
【０３１４】
　可撓性電子ディスプレイ３００４は、概して、本明細書に説明されるディスプレイまた
は本明細書に説明される実施形態のいずれかと一貫した異なるディスプレイのいずれかの
形態をとることができる。図５７Ｂに図示されるように、物品３０００が実質的に平坦な
位置にあるとき、可撓性ディスプレイ３００４は、可撓性支持構造３００２より短いが、
これは、当てはまる必要はない（例えば、ディスプレイ３００４および支持体３００２は
、同一長さを有することができる）。
【０３１５】
　ばね要素３０１２は、可撓性電子ディスプレイ３００４の一端に張力を加えるために提
供される。本加えられる張力は、可撓性支持構造３００２と可撓性電子ディスプレイ３０
０４との間のスライド移動を促進し、常時、電子ディスプレイ３００４が緊張したまま保
つことに役立つ（すなわち、実質的に平坦構成にある）。図示される実施例では、ばね要
素３０１２は、第１の端部と、第１の端部に対向する第２の端部とを有する、実質的に平
坦なばねである。他の実施例では、ばね要素３０１２は、異なるタイプのばね（例えば、
コイルばね、板ばね、弾性織物等）である、または異なる形態をとるが、依然として、意
図される目的に好適であることができる。例えば、ばね要素３０１２は、それを通して配
置される車軸を伴う、小型シリンダの形態をとることができる。別の実施例として、ばね
要素３０１２は、機械的スライダの形態をとることができる。
【０３１６】
　図５７Ｂに図示されるように、ばね要素３０１２は、可撓性支持構造３００２の一部に
結合され、かつ可撓性電子ディスプレイ３００４の一端において可撓性電子ディスプレイ
３００４の一部に結合される。具体的には、図５７Ａおよび５７Ｂに図示されるように、
ばね要素３０１２の端部は、支持構造３００２の一部に固定して取り付けられ（例えば、
接着し）てもよく、別の端部は、可撓性電子ディスプレイ３００４の一端において、可撓
性ディスプレイ３００４の底部表面に固定して取り付けられ（例えば、接着し）てもよい
。他の実施例では、ばね要素３０１２は、異なる様式において結合されることができる。
例えば、ばね要素３０１２が、それを通して配置される車軸を伴う小型シリンダの形態を
とるとき、ディスプレイ３００４は、物品３０００が曲げられると、ディスプレイ３００
４が巻回または巻回解除され得るように、シリンダ（例えば、シリンダの一端または両端
）に取り付けられることができる。ある場合には、ディスプレイ３００４は、物品３００
０が曲げられると、ディスプレイ３００４が、部分的に、回転（すなわち、ある程度の量
だけ旋回）し、それによって、シリンダに取り付けられるディスプレイの一部を巻回また
は巻回解除し得るように、シリンダに取り付けられることができる。代替として、シリン
ダは、ディスプレイ３００４の一端に、またはそこにおいて結合されることができ、車軸
は、物品３０００が曲げられると、（例えば、可撓性支持構造３００２の側壁内に形成さ
れるスロットを介して）可撓性支持構造３００２に移動可能に結合されることができる。
例えば、ばね要素３０１２が、機械的スライダの形態をとるとき、機械的スライダは、デ
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ィスプレイ３００４の一端に、またはそこにおいて取り付けられ、（例えば、支持構造３
００２の壁上に配置されるレールを介して）可撓性支持構造３００２に移動可能に結合さ
れることができる。
【０３１７】
　物品３０００はまた、付加的ばね要素を含むことができることを理解されるであろう。
例えば、物品３００は、可撓性電子ディスプレイ３００４の別の端部または側面に張力を
加えるように構成される、前述のものに実質的に類似する別のばね要素を含んでもよい。
また、１つ以上のばね（図示せず）は、空洞２０１０ｂ内で二次電子構成要素３００６に
張力を加えるように構成されてもよい。概して、ばね要素は、可撓性支持構造の空洞内で
可撓性電子構成要素の端部または側面に張力を加え、それによって、移動（例えば、スラ
イド）を促進し、可撓性電子構成要素が緊張したまま保つことに役立つ。
【０３１８】
　ばね要素に加えて、可撓性支持構造および／または可撓性支持構造内に配置される機械
的支持構成要素は、ある形状で形成されてもよく、または可撓性電子構成要素のスライド
を助長する、可撓性電子構成要素が緊張したまま保つ、可撓性支持構造の端部に対して可
撓性電子構成要素のある位置を維持する等のために、ある構成要素を含んでもよい。図５
８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、および５８Ｄは、そのような可撓性支持構造の少なくともいくつ
かの実施例を図示する。特に、図５８Ａおよび５８Ｂは、可撓性支持構造３１０２と、可
撓性電子ディスプレイ３１０４の形態における可撓性電子構成要素と、二次電子構成要素
３１０６とを含む、再びリストバンドの形態における、動的可撓性取り付け可能な物品３
１００を図示する。例示的物品３０００の可撓性電子ディスプレイ３００４および二次電
子構成要素３００６は、可撓性支持構造３１０２の表面３１１０に沿って移動可能に配置
される。
【０３１９】
　可撓性電子ディスプレイ３１０４の端部３１１４および二次電子構成要素３１０６の端
部３１１６は、可撓性電子ディスプレイ３１０４および二次電子構成要素３１０６がとも
に、可撓性支持構造３１０２の表面３１１０上にスライド可能に配置される略連続シート
を形成するように、取り付けられ、または接着してもよい。いくつかの実装では、物品３
１００は、（ｉ）可撓性電子ディスプレイ３１０４および二次電子構成要素３１０６と（
ｉｉ）表面３１１０との間に潤滑剤を含んでもよい。これらの潤滑剤は、表面３１１０に
沿って、取り付けられた可撓性電子ディスプレイ３１０４および二次電子構成要素３１０
６のスライドを助長してもよい。さらに、可撓性支持構造３１０２の端部３１１８は、表
面３１１０に沿って、可撓性電子ディスプレイ３１０４および二次電子構成要素３１０６
のアセンブリのスライドをさらに助長するように、半円筒の形状であってもよい。
【０３２０】
　可撓性電子ディスプレイ３１０４または二次電子構成要素３１０６のうちの１つの別の
端部３１２０は、電子モジュール３１１２に電子的に結合され、かつ固定して取り付けら
れてもよい。電子機器モジュール３１１２は、例えば、図６５を参照して説明されるもの
と類似し得る。したがって、物品３１００が撓曲または曲げられるとき、可撓性電子ディ
スプレイ３１０４および二次電子構成要素３１０６のアセンブリは、可撓性支持構造３１
０２から独立して表面３１１０に沿ってスライドしてもよい一方で、端部３１２０は、電
子モジュール３１１２に固定して取り付けられたままである。電子機器モジュール３１１
２への本取付が固定されたままであるため、可撓性電子ディスプレイ３１０４および二次
電子構成要素３１０６は、電子モジュールのスライド移動または電子リード線の不必要な
たるみを必要とすることなく、物品３１００が曲げ状態であるときに電子機器モジュール
３１１２から電子信号を容易に受信してもよい。
【０３２１】
　可撓性支持構造３１０２の表面にわたってスライドする可撓性電子構成要素のアセンブ
リが図５８Ａおよび５８Ｂに描写されるが、いくつかの実装は、可撓性支持構造の表面に
沿ってスライドする、異なる数（１つ、３つ等）の可撓性電子構成要素を含んでもよく、
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可撓性支持構造は、可撓性電子構成要素のスライドを助長する、シリンダ様端部を含む。
例えば、図５８Ｃは、可撓性支持構造３２０４の表面に沿ってスライドする、単一の可撓
性電子構成要素３２０２を含む物品３２００を図示する。
【０３２２】
　なおもさらに、可撓性支持構造は、ある形状（例えば、円筒）の形態における表面を有
することに加えて、可撓性電子構成要素のスライドを助長するように構成される具体的構
成要素を含んでもよい。図５８Ｄは、物品３３０２のそのような可撓性支持構造３３００
の一実施例を図示する。例示的可撓性支持構造３３００は、表面３３１０に沿った可撓性
ディスプレイ構成要素３３０６および二次電子構成要素３３０８のスライドを助長するよ
うに構成される、回転する円筒構成要素３３０４を含む。すなわち、可撓性ディスプレイ
構成要素３３０６および二次電子構成要素３３０８のアセンブリが表面３３１０に沿って
スライドするとき、回転する円筒構成要素３３０４は、可撓性ディスプレイ構成要素３３
０６および二次電子構成要素３３０８のアセンブリのスライドを助長するよう、軸３３１
２の周囲で回転してもよい。概して、可撓性支持構造は、シリンダ、車輪、ベルト等の可
撓性電子構成要素のスライドを助長する任意の数および組み合わせの具体的構成要素を含
んでもよい。
【０３２３】
　図５９は、概して、例えば、リストバンド、靴、ベルト、宝飾品、細片、ランプ、ステ
ッカー、リーダ、または他の可撓性電子デバイス等の動的可撓性物品もしくはデバイス４
１００を描写する。物品４１００は、可撓性電子構成要素４１０２と、内層４１０４と、
内層４１０４を介して可撓性電子構成要素に結合されている可撓性支持構造４１０６とを
含む。本明細書に説明されるように、可撓性電子構成要素４１０２は、可撓性ディスプレ
イ、可撓性ＯＬＥＤ照明またはランプ、折畳式電子リーダ、ロールアウト式スクリーン、
可撓性シートまたはスクリーン、センサタグ、電子回路、もしくは他の可撓性電子構成要
素であることができる。内層４１０４は、発泡体、ゴム、粘弾性、接着剤、共弾性材料、
伸展可能材料、もしくは他の好適な材料の１つ以上の層であり、またはそれらを含むこと
ができる。本明細書に説明されるように、可撓性支持構造４１０６は、単安定支持構造（
すなわち、支持構造が１つの安定位置を有する）または多安定支持構造（すなわち、支持
構造が１つを上回る安定位置を有する）であることができ、例えば、可撓性支持構造は、
双安定支持構造（すなわち、支持構造が２つの安定位置を有する）であることができる。
それにもかかわらず、可撓性支持構造４１０６は、概して、任意の数の機械的位置への、
またはその間の可撓性電子構成要素４１０２の移動を支持および誘導するように構成され
る。
【０３２４】
　したがって、物品４１００、特に、可撓性電子構成要素４１０２は、任意の数の表面、
物体、またはデバイスに動的に曲げ可能もしくは共形化可能である。動的可撓性物品４１
００は、ある場合には、ユーザの身体（例えば、ユーザの手首、ユーザの腕等）の上に取
り付けられ、または装着されることができ、可撓性電子構成要素４１０２が位置する種々
の輪郭もしくは身体表面に適合するように曲げられることができる。動的可撓性物品４１
００はまた、ユーザの手の中または身体上に保持されていないとき、可撓性電子構成要素
４１０２が視認されることを可能にする、マグカップ、カップ、コンピュータ、電話カバ
ー、自転車のハンドル、自動車のダッシュボード、台等の他のアイテムまたは表面に容易
に取り付けられることもできる。したがって、取り付け可能な物品４１００の電子可撓性
構成要素４１０２、および構成要素４１００を介して、またはそれによって提供されるコ
ンテンツは、多くの場合、ユーザに視認可能であり、ユーザの手の片方または両方で保持
される必要なく、ユーザによって操作または作動されることが可能であり、ユーザが、ラ
ンニング、自転車の運転等の他の活動に従事している、またはそれを実施している間に、
可撓性電子構成要素４１０２を使用可能にする。
【０３２５】
　可撓性電子構成要素の曲がりを十分に制限せず、可撓性電子構成要素に加えられるねじ
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れに対して保護を殆ど／全く提供しない、公知の機械的支持構造と異なり、本明細書に説
明される可撓性支持構造４１０６は、可撓性電子構成要素４１０２の望ましくない曲がり
（例えば、複数の方向における曲がり、構成要素４１０２の最小曲げ半径を越える曲がり
）を制限すること、および／または可撓性電子構成要素４１０２に加えられ得るねじれを
制御することによって、可撓性電子構成要素４１０２を保護するように構成される。
【０３２６】
　図６０Ａ－６０Ｊは、取付可能または装着式リストバンドの形態における動的可撓性物
品４２００を図示する。図６０Ａおよび６０Ｂに図示されるように、物品４２００は、可
撓性電子構成要素４２０４と、構成要素４２０４に結合されている可撓性支持構造４２０
８とを含む。物品４２００は、図６０Ａの矢印によって示される外向き方向に曲がり、撓
曲、または湾曲するために構成される（すなわち、構成要素４２０４は、凹面形状を有す
る）。概して、図６０Ａが、第１のまたは実質的に平坦な位置における物品４２００を描
写する一方、図６０Ｂは、第２のまたは湾曲位置における物品４２００を描写する。
【０３２７】
　図６０Ａおよび６０Ｂを参照すると、可撓性電子構成要素４２０４は、表面、物体、ま
たはデバイスに動的に曲げ可能または共形化可能である、可撓性電子ディスプレイである
が、他の実施形態では、可撓性電子構成要素４２０４は、折畳式電子リーダ、ロールアウ
ト式スクリーン、ＯＬＥＤ照明、または他の電子構成要素であることができる。可撓性デ
ィスプレイ４２０４は、電子ペーパディスプレイ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディ
スプレイ等の任意のタイプの可撓性ディスプレイとして製造されることができ、そのさら
なる詳細は、２０１３年１２月２４日に出願され、「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｆｌｅｘ
ｉｂｌｅ，　Ａｔｔａｃｈａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ａｎ　Ｉｎｔｅｇｒ
ａｌ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ」と題された共同所有の米国仮特許出願第６１
／９２０，７０５号に説明されており、その開示は、参照することによって本明細書に明
示的に組み込まれる。いったん製造されると、可撓性ディスプレイ４２０４は、内向き方
向（すなわち、可撓性ディスプレイ４２０４は、凸形状を有する）および／または外向き
方向（すなわち、可撓性ディスプレイ４２０４は、凹面形状を有する）に撓曲、湾曲、も
しくは曲がるために構成されることができる。当技術分野において公知であるように、可
撓性ディスプレイ４２０４は、可撓性ディスプレイ４２０４の製造に関する詳細に基づく
、最小曲げ半径を有する。可撓性ディスプレイ４２０４が、本最小曲げ半径を越えて撓曲
、湾曲、または曲げられると、ディスプレイ４２０４の１つ以上の層は、剥離、座屈、ま
たは亀裂する、もしくは別様に、損傷し、ディスプレイ４２０４に損傷を及ぼし得る。同
様に、可撓性ディスプレイ４２０４が、複数の方向に撓曲、湾曲、または曲げられる、お
よび／または捻転される（すなわち、ねじれが加えられる）と、ディスプレイ４２０４の
１つ以上の層は、剥離、座屈、亀裂、もしくは別様に損傷され、損傷をディスプレイ４２
０４に生じさせ得る。
【０３２８】
　依然として、図６０Ａおよび６０Ｂを参照すると、物品４２００は、物品４２００の対
向する端部４２１６間に配置され、可撓性ディスプレイ４２０４に給電し、それを駆動さ
せ、デバイス４２００のための他の通信機能性を提供するために使用される、プロセッサ
、メモリ、センサ、バッテリ、ディスプレイドライバ等の電子機器を保持する、電子機器
モジュール４２１２を含む。電子機器モジュール４２１２は、他の実施例では、他の場所
に位置付けられることができ、例えば、可撓性ディスプレイ４２０４上または端部４２１
６間の別の位置に配置されることを理解されるであろう。所望に応じて、電子機器モジュ
ール４２１２の構成要素は、デバイス４２００の外部が暴露される、水、空気、泥等から
シールまたは別様に保護されることができる。例えば、これらの電子構成要素のいずれか
または全ては、密閉シール様式において封入され、外力および環境上の危険へのこれらの
構成要素のいかなる直接暴露も防止してもよい。
【０３２９】
　図６０Ａに図示されるように、物品４２００はさらに、可撓性ディスプレイ４２０４に
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わたって配置されるタッチスクリーンインターフェース４２１４を含んでもよい。タッチ
スクリーンインターフェース４２１４は、性質上、透明である、容量式タッチスクリーン
または任意の他のタイプのタッチスクリーンインターフェースであることができ、したが
って、可撓性ディスプレイ４２０４の上部にわたって配設され、可撓性ディスプレイ４２
０４が、それを通して視認可能となることを可能にすることができる。理解されるであろ
うように、タッチスクリーンインターフェース４２１４は、電子機器モジュール４２１２
内に配置される電子機器によって給電および制御され、典型的タッチスクリーンディスプ
レイに関連付けられた種々の異なるタイプのタッチ検出機能性を行ってもよい。
【０３３０】
　可撓性支持構造４２０８は、本実施例では、可撓性支持構造４２０８が、図６０Ａに図
示される物品４２００の第１の位置に対応する、実質的に平坦安定状態または位置と、図
６０Ｂに図示される物品４２００の第２の位置に対応する、巻装もしくは湾曲状態または
位置との間で移動可能であるように、双安定可撓性支持体である。可撓性支持構造４２０
８は、第１の基板４２２０と、第１の基板４２２０に移動可能に接続されている第２の基
板４２２４とを含む。したがって、可撓性支持構造４２０８は、以下により詳細に説明さ
れるように、構造４２０８が、平坦安定状態および湾曲安定状態の両方にあるとき、物品
４２００、特に、可撓性ディスプレイ４２０４の曲がりを制限するように構成される。言
い換えると、可撓性支持構造４２０８は、平坦安定状態および湾曲安定状態を越える、物
品４２００、特に、可撓性ディスプレイ４２０４の曲がりを制限するように構成される。
さらに、可撓性支持構造４２０８は、同様に以下により詳細に説明されるように、そこに
加えられるねじれに抵抗することによって、物品４２００のためのねじれ保護を提供する
ように構成される。
【０３３１】
　図６０Ｂに図示されるように、内層４２０６が、可撓性ディスプレイ４２０４と可撓性
支持構造４２０８との間に配置される。本実施例では、内層４２０６は、可撓性ディスプ
レイ４２０４を可撓性支持構造４２０８に機械的に結合（すなわち、接着）する役割を果
たす、接着剤層である。他の実施例では、内層４２０６は、伸展可能材料（例えば、可撓
性ディスプレイ４２０４と一体的に形成され、可撓性支持構造４２０８に結合される、可
撓性布被覆）、発泡体、ゴム、粘弾性、もしくは他の好適な材料の１つ以上の層、もしく
はそれらの組み合わせである、またはそれを含むことができる。ある場合には、内層４２
０６は、ディスプレイ４２０４の一部または一区画を可撓性支持構造４２０８の対応する
部分または区画に結合する役割のみを果たす。ある場合には、内層４２０６は、物品４２
００の曲げ半径の局所変動を低減またはさらに排除することができる。言い換えると、内
層４２０６は、物品４２００の曲がりにおけるいかなる局所変動、特に、可撓性ディスプ
レイ４２０４によって被られるいかなる曲がり局所変動も平滑化し、それによって、物品
４２００が湾曲または曲げられると、より連続した局所曲げ半径を提供する役割を果たす
ことができる。有利には、ある場合には、内層４２０６はまた、ディスプレイ４２０４に
粘弾性のクッション性を提供し、それによって、ディスプレイ４２０４をその上に落下さ
れる物体に対して低敏感にする（例えば、損傷を受けにくくする）ことができる。最後に
、物品４２００は、内層４２０６または可撓性ディスプレイ４２０４と可撓性支持体４２
０８との間に配置される任意の層を含む必要はないことを理解されるであろう。代わりに
、可撓性ディスプレイ４２０４および可撓性支持体４２０８は、任意の公知の様式におい
て、互に直接結合される（例えば、一体的に形成される）ことができる。
【０３３２】
　図６０Ａおよび６０Ｂに図示されるように、可撓性ディスプレイ４２０４は、本実施例
では、可撓性ディスプレイ４２０４が、物品４２００の端部間に延び、物品４２００の上
部から視認可能であるように、内層４２０６および可撓性支持体４２０８の全長にわたっ
て配置され、跨架する。他の実施例では、可撓性ディスプレイ４２０４は、可撓性支持体
４２０８の部分長にわたってのみ配置され、跨架してもよく、および／または可撓性支持
体４２０８下に配置されてもよい。



(89) JP 2017-504204 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

【０３３３】
　図６０Ａおよび６０Ｂに描写されないが、物品４２００はまた、物品４２００が、円形
、卵形、または他の形状のバンドを形成するように、図６０Ｂに図示されるように曲げら
れると、物品４２００の端部４２１６をともに接続するように機能する、接続構造を含む
ことができる。いくつかの実施形態では、接続構造は、例えば、端部４２１６において、
またはそれに近接して、可撓性支持体４２０８内に配置される磁石の形態における接続構
造等、磁気ベースの接続構造であることができ、磁石は、端部４２１６が端部間で接続す
るように端部４２１６に配置されるか、または磁石は、物品４２００が、可変長の物品を
生成するように、それ自体の周囲に折畳され得るように、端部４２１６において、または
それに近接して、支持体４２０８の上部または底部側に配置される。１つ以上の機械的コ
ネクタ（例えば、バックル、スナップ構成要素、クラスプ、協働する溝および突起、協働
するタブおよび陥凹）、任意の所望のフックおよびループ接続材料（例えば、Ｖｅｌｃｒ
ｏ（登録商標））、またはある他の接続手段も、磁気ベースの接続構造の代わりに、また
はそれに加え、使用されることができる。これらおよび他の接続構造は、２０１３年１２
月２４日に出願され、「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ，　Ａｔｔａｃｈａ
ｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ａｎ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ」と題された共同所有の米国仮特許出願第６１／９２０，７０５号にさらに
詳細に説明されており、その開示は、参照することによって本明細書に明示的に組み込ま
れる。
【０３３４】
　第１および第２の基板４２２０、４２２４に関するさらなる詳細が、図６０Ｃ－６０Ｆ
に関連して説明される。図６０Ｃを参照すると、第１の基板４２２０は、本実施例では、
若干、凹面形状（すなわち、大曲率半径）を有する、実質的に長方形の金属（例えば、真
鍮、アルミニウム、銅、鋼鉄、スズ、ニッケル）細片であって、第１の基板４２２０が、
本明細書では、双安定可撓性金属細片と称され得るように、双安定ばねとして形成される
。図６０Ｃに図示されるように、第１の基板４２２０は、上部側４２５０と、底部側４２
５４と、一対の対向する端部４２５８Ａ、４２５８Ｂと、縦軸４２６２と、端部４２５８
Ａ、４２５８Ｂ間に配置され、縦軸４２６２に平行である、一対の縁４２６６Ａ、４２６
６Ｂとを有する。
【０３３５】
　図６０Ｃに図示されるように、第１の基板４２２０は、一対の開口４２６８と、複数の
スロット４２７０とを含む。開口４２６８の各々は、円形の形状を有し、端部４２５８Ａ
において、またはそれに近接して第１の基板４２２０内に形成される。複数のスロット４
２７０は、概して、第１の基板４２２０内に形成され、第１の基板４２２０の一端４２５
８Ａから第１の基板４２２０の他端４２５８Ｂまで配置される。複数のスロット４２７０
は、縁４２６６Ａに近接して第１の基板４２２０内に形成されるスロット４２７０Ａと、
縁４２６６Ｂに近接し、スロット４２７０Ａの真向かいにあるか、または対向する、第１
の基板４２２０内に形成されるスロット４２７０Ｂとを含む。スロット４２７０Ａは、互
から均一に離間され、縁４２６６Ａから相互と同一距離に形成され、スロット４２７０Ｂ
は、互から均一に離間され、縁４２６６Ｂから相互と同一距離に形成される。開口４２６
８とスロット４２７０Ａ、４２７０Ｂとの間の距離が増加するにつれて、スロット４２７
０Ａ、４２７０Ｂの長さが増加することを理解されるであろう。言い換えると、開口４２
６８からさらに離れて位置付けられるスロット４２７０Ａ、４２７０Ｂは、概して、開口
４２６８のより近くに位置付けられるスロット４２７０Ａ、４２７０Ｂより大きい長さを
有する。以下により詳細に説明されるように、スロット４２７０は、概して、許容される
であろう最大極限局所曲がりを画定し、またはそれに対応する。
【０３３６】
　図６０Ｄは、スロット４２７０Ａのうちの１つおよびスロット４２７０Ｂのうちの１つ
をより詳細に示す、第１の基板４２２０の一部の拡大図である。描写されるように、各ス
ロット４２７０Ａ、４２７０Ｂは、長方形形状の断面を有し、第１の基板４２２０の厚さ
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を完全に通して延在する第１の部分４２７４Ａと、第１の基板４２２０の厚さの一部のみ
を通して延在する第２の部分４２７４Ｂとを含む。したがって、各第２の部分４２７４Ｂ
は、第１の基板４２２０の上部側４２５０に対して陥凹している。図６０Ｄに図示される
ように、各スロット４２７０Ａ、４２７０Ｂは、第１の停止表面４２７６と、第１の停止
表面４２７６に対向する第２の停止表面４２７８とを有する。第１の部分４２７４Ａの周
縁によって画定される第１の停止表面４２７６は、概して、物品４２００が第２のまたは
巻装位置にあるときに外向き方向に許容されるであろう最大極限曲がりを画定し、または
それに対応する（図６０Ｂ参照）。第１の部分４２７４Ａおよび第２の部分４２７４Ｂの
交差によって画定される第２の停止表面４２７８は、概して、物品４２００が第１のまた
は実質的に平坦な位置にあるときに内向き方向に許容されるであろう最大極限曲がりを画
定し、またはそれに対応する（図６０Ａ参照）。
【０３３７】
　他の実施形態では、第１の基板４２２０は、図６０Ｃおよび６０Ｄに図示されるものか
ら変動することができる。第１の基板４２２０は、異なる形状（例えば、実質的または全
体的に平坦であることができる、より円形形状を有することができる、不規則形状を有す
ることができる、より大きいまたはより小さい凹面形状を有することができる、凸形状を
有することができる）、および／または異なるサイズを有することができる。一実施形態
では、第１の基板４２２０は、１つ以上の（例えば、２つの）伸長狭幅細片の形態をとる
ことができる。第１の基板４２２０は、代替として、単安定可撓性細片として（すなわち
、第１の基板は、巻き尺に類似する１つの安定位置を有することができる）、または２つ
を上回る安定位置を有する多安定可撓性細片として形成されることができる。第１の基板
４２２０は、代替として、または加えて、例えば、プラスチック、皮、もしくは布等の１
つ以上の異なる材料から作製されることができる。さらに、第１の基板４２２０は、異な
る数の開口４２６８（例えば、１つの開口４２６８、４つの開口４２６８）を含むことが
できる、異なるように位置付けられる開口４２６８（例えば、端部４２５８Ｂの近傍また
はそれに配置される開口４２６８）を含むことができる、および／または、異なるように
構築された開口４２６８（例えば、異なる形状の断面を有する開口４２６８）を含むこと
ができる。代替として、第１の基板４２２０は、開口４２６８を含む必要はない。第１の
基板４２２０は、異なる数のスロット４２７０を含むことができ、異なるように位置付け
られたまたは離間されたスロット４２７０（例えば、相互のより近くに、または互からよ
り遠くに離間される、縁４２５８Ａ、４２５８Ｂのより近くに、または互からより遠くに
離間される）を含むことができる、および／または異なるように構築されたスロット４２
７０を含むことができる。例えば、スロット４２７０は、開口部、開口、トラック、チャ
ネル、溝、陥凹、または任意の他の好適な構造の形態をとることができる。
【０３３８】
　図６０Ｅを参照すると、第２の基板４２２４は、本実施例では、若干、凹面形状（すな
わち、大曲率半径）を有する、実質的に長方形の金属（例えば、真鍮、アルミニウム、銅
、鋼鉄、スズ、ニッケル）細片であって、第２の基板４２２４が、本明細書では、双安定
可撓性金属細片とも称され得るように、双安定ばねとして形成される。図６０Ｅに図示さ
れるように、第２の基板４２２４は、上部側４２８０と、底部側４２８４と、一対の対向
する端部４２８８Ａ、４２８８Ｂと、縦軸４２９２と、端部４２８８Ａ、４２８８Ｂ間に
配置され、縦軸４２９２に平行である、一対の縁４２９６Ａ、４２９６Ｂとを有する。
【０３３９】
　図６０Ｅに図示されるように、第２の基板４２２４は、一対の開口４２９８と、複数の
開口部４３００と、複数の突起４３０２とを含む。開口４２９８は、開口４２６８と形状
およびサイズが同じであるが、端部４２８８Ａにおいて、またはそれに近接して第２の基
板４２２４内に形成される。開口部４３００は、本質的に、スロット４２７０と形状およ
びサイズが同じであって、概して、第２の基板４２２４の一端４２８８Ａから第２の基板
４２２４の他端４２８８Ｂまで、第２の基板４２２４内に形成される。複数の開口部４３
００は、縁４２９６Ａに近接して第２の基板４２２４内に形成される開口部４３００Ａと
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、縁４２９６Ｂに近接して、かつ開口部４３００Ａを横断して、またはそれに対向して第
２の基板４２２４内に形成される開口部４３００Ｂとを含む。開口部４３００Ａが、互に
縁４２９６Ａから同一距離に形成される一方で、開口部４３００Ｂは、互に縁４２９６Ｂ
から同一距離に形成される。開口４２９８と開口部４３００Ａ、４３００Ｂとの間の距離
が増加するにつれて、開口部４３００Ａ、４３００Ｂの長さも増加することを理解される
であろう。言い換えると、開口４２９８からより離されて位置付けられる開口部４３００
Ａ、４３００Ｂは、概して、開口４２９８により近接して位置付けられる開口部４３００
Ａ、４３００Ｂより長い長さを有する。複数の突起４３０２は、それぞれ、概して、開口
部４３００に関連付けられる、またはそれに対応する。複数の突起４３０２は、概して、
各突起４３０２が、開口部４３００の個別のものにわたってまたはその上方の位置におい
て、第２の基板４２２４の上部側４２８０から外向きに延在する、もしくは離れるように
形成または画定される。複数の突起４３０２は、縁４２９６Ａに近接して形成または画定
される突起４３０２Ａと、縁４２９６Ｂに近接して形成または画定される突起４３０２Ｂ
とを含む。突起４３０２Ａが、互に縁４２９６Ａから同一距離に形成される一方で、突起
４３０２Ｂは、互に縁４２９６Ｂから同一距離に形成される。開口部４３００Ａ、４３０
０Ｂと同様に、開口４２９８と突起４３０２Ａ、４３０２Ｂとの間の距離が増加するにつ
れて、突起４３０２Ａ、４３０２Ｂの長さも増加することを理解されるであろう。言い換
えると、突起４３０２Ａ、４３０２Ｂからより離されて位置付けられる開口４２９８は、
概して、開口４２９８により近接して位置付けられる突起４３０２Ａ、４３０２Ｂより長
い長さを有する。
【０３４０】
　図６０Ｆは、第２の基板４２２４の一部の拡大図であって、１つの開口部４３００Ａと
、１つの開口部４３００Ｂと、１つの突起４３０２Ａと、１つの突起４３０２Ｂとをより
詳細に示す。図示されるように、各突起４３０２Ａ、４３０２Ｂは、概して、棚のように
成形され、上部側４２８０に結合され、開口部４３００Ａ、４３００Ｂの個別のものの一
部の中に内向きに延在する、実質的に水平の第１の部分４３０４Ａと、開口部４３００Ａ
、４３００Ｂの個別のものにわたってまたはその上方に配置される、実質的に水平な第２
の部分４３０４Ｃと、第１の部分４３０４Ａおよび第２の部分４３０４Ｂを接続する、実
質的に垂直な段部分４３０４Ｂとを伴う。
【０３４１】
　他の実施形態では、第２の基板４２２４は、図６０Ｅおよび６０Ｆに図示されるものか
ら変動することができる。第２の基板４２２４は、異なる形状を有することができる（例
えば、実質的または全体的に平坦であることができる、より円形形状を有することができ
る、不規則形状を有することができる、より大きいまたはより小さい凹面形状を有するこ
とができる、凸形状を有することができる）、および／または異なるサイズを有すること
ができる。第２の基板４２２４は、代替として、単安定可撓性細片（すなわち、第２の基
板４２２４は、巻き尺と同様に、１つの安定位置を有することができる）または２つを上
回る安定位置を有する多安定可撓性細片として形成されることができる。第２の基板４２
２４は、代替として、または加えて、例えば、プラスチック、皮、もしくは布等の１つ以
上の異なる材料から作製されることができる。さらに、第２の基板４２２４は、異なる数
の開口４２９８（例えば、１つの開口４２９８、４つの開口４２９８）を含むことができ
る、異なるように位置付けられる開口４２９８（例えば、端部４２８８Ｂの近傍にまたは
そこに配置される開口４２９８）を含むことができる、および／または異なるように構築
された開口４２９８（例えば、異なる形状の断面を有する開口４２９８）を含むことがで
きる。代替として、第２の基板４２２４は、開口４２９８を含む必要はない。第２の基板
４２２４は、異なる数の開口部４３００および／または突起４３０２、異なるように位置
付けまたは離間される開口部４３００および／または突起４３０２（例えば、縁４２８８
Ａ、４２８８Ｂまたは互により近くもしくはそこからより遠く離間される開口部４３００
）、および／または異なるように構築された開口部４３００ならびに／もしくは突起４３
０２（例えば、異なる形状を有する突起４３０２）を含むことができる。例えば、突起４



(92) JP 2017-504204 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

３０２は、タブ、フック、ノブ、バンプ、または任意の他の好適な構造の形態をとること
ができる。
【０３４２】
　図６０Ｇは、互に整合され、かつそれに移動可能に接続または結合される、第１および
第２の基板４２２０、４２２４を描写する。第１および第２の基板４２２０、４２２４は
、組み立てられると、可撓性支持構造４２０８が、上部から視認され、第２の基板４２２
４が、実質的に不可視である（突起４３０２を除く）一方、可撓性支持構造４２０８が、
底部から視認されると、第１の基板４２２０が、実質的に不可視であるように、実質的に
類似形状およびサイズを有することを理解されるであろう。しかしながら、他の実施例で
は、第１および第２の基板４２２０、４２２４は、実質的に類似形状ならびに／またはサ
イズを有する必要はない。いくつかの実施例では、第１および第２の基板４２２０、４２
２４の１つは、図６０Ｃ－６０Ｆに図示される形状を有することができる一方、他方の基
板４２２０、４２２４は、例えば、実質的または全体的に平坦形状等の異なる形状を有す
ることができる。例えば、第１の基板４２２０は、実質的に平坦であることができ、その
場合、第１の基板４２２０のスロット４２７０は、物品４２００が実質的に平坦位置から
巻装位置に移動されるとき、凹面状態から平坦状態への第２の基板４２２４の遷移を収容
するために、本明細書に図示されるスロット４２７０と比較して、より広くなることがで
きる。本実施例では、第１および第２の基板４２２０、４２２４は、物品４２００が巻装
位置にあるとき、重なり、かつ互に接触するであろうが、物品４２００が実質的に平坦位
置にあるとき、縁４２６６Ａ、４２６６Ｂ、４２８８Ａ、４２８８Ｂにおいてまたは沿っ
て、互に触れるのみであろう。別の実施例として、第２の基板４２２４が、図６０Ｅおよ
び６０Ｆに図示される形状を有することができる一方で、第１の基板４２２０は、第２の
基板４２２４に移動可能に結合される１つ以上の幅の狭い細長い細片の形態をとることが
できる。
【０３４３】
　第１および第２の基板４２２０、４２２４が、図６０Ｇに図示されるように、互に実質
的に整合されると、第１の基板４２２０の開口４２６８は、第２の基板４２２４の開口４
２９８と整合され、第１の基板４２２０のスロット４２７０は、第２の基板４２２４の開
口部４３００と整合され、第２の基板４２２４の突起４３０２は、第１の基板４２２０の
スロット４２７０内に移動可能に配置される。第１の基板４２２０の少なくともある部分
は、第２の基板４２２４の少なくともある部分に固定して取り付けられる。本実施例では
、第１の基板４２２０の一端４２５８Ａは、整合された対の開口４２６８、４２９８のそ
れぞれの中に挿入される締結具４３５０（例えば、ピン、リベット、ねじ）を使用して、
またはそれを介して、第２の基板４２２０の対応する端部４２８８Ａに固定して取り付け
られる。第１および第２の基板４２２０、４２２４の他端４２５８Ｂ、４２８８Ｂは、し
たがって、互いに対して自由に移動可能である。
【０３４４】
　他の実施例では、開口４２６８、４２９８は、第１および第２の基板４２２０、４２２
４が、異なる部分において、互に固定して取り付けられ得るように、第１および第２の基
板４２２０、４２２４の異なる部分内に形成または画定されることができる。例えば、開
口４２６８、４２９８は、第１および第２の基板４２２０、４２２４が、端部４２５８Ａ
、４２８８Ａにではなく、端部４２５８Ｂ、４２８８Ｂまたはその近傍に互に固定して取
り付けられ得るように、それぞれ、第１および第２の基板４２２０、４２２４の端部４２
５８Ｂ、４２８８Ｂまたはその近傍に形成されることができる。別の実施例として、開口
４２６８、４２９８は、第１および第２の基板４２２０、４２２４が、端部４２５８Ａ、
４２８８Ａにではなく、中央部分またはその近傍に互に固定して取り付けられ得るように
、第１および第２の基板４２２０、４２２４の中央部分またはその近傍に形成されること
ができる。他の実施例では、第１および第２の基板４２２０、４２２４は、より多いまた
はより少ない開口４２６８、４２９８を含むことができる。例えば、第１の基板４２２０
は、１つの開口４２６８を含むことができ、第２の基板４２２４は、１つの開口４２９８
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を含むことができ、第１および第２の基板４２２０、４２２４は、２つの開口４２６８、
４２９８において、またはそれらを介して、互に局所的に固定して取り付けられる。さら
に、第１および第２の基板４２２０、４２２４は、開口４２６８、４２９８が必要ないよ
うに、互に局所的に溶接、接着（例えば、糊着）される、または別様に固定して取り付け
られることができる。
【０３４５】
　図６０Ｈは、図６０Ｇに図示される支持構造４２０８の一部の拡大図である。前述のよ
うに、第２の基板４２２４の突起４３０２は、第１の基板４２２０のスロット４２７０内
に移動可能に配置される。より具体的には、図６０Ｈに図示されるように、各突起４３０
２の第１の部分４３０４Ａは、個別のスロット４２７０の第１の部分４２７４Ａと整合さ
れるが、それに対して、若干、陥凹され、各突起４３０２の段部分４３０４Ｂは、個別の
スロット４２７０の第１の部分４２７４Ａ内に配置され、各突起４３０２の第２の部分４
３０４Ｃは、個別のスロット４２７０の第２の部分４２７４Ｂ上に着座または配置される
。したがって、各突起４３０２の段部分４３０４Ｂは、個別のスロット４２７０の第１お
よび第２の停止表面４２７６、４２７８間に移動可能に配置される。
【０３４６】
　第１および第２の基板４２２０、４２２４は、異なる様式において互に移動可能に接続
されることができることを理解されるであろう。例えば、第１の基板４２２０および第２
の基板４２２４は、反転されることができ、第２の基板４２２４は、スロット４２７０を
含み、第１の基板４２２０は、スロット４２７０内に移動可能に配置される突起４３０２
を含む。別の実施例として、第１および第２の基板４２２０、４２２４の各々は、スロッ
ト４２７０と、突起４３０２と（例えば、交互スロット４２７０および突起４３０２）を
含むことができる。第１および第２の基板４２２０、４２２４は、いくつかの実施例では
、異なる場所において、複数の場所において、および／または本明細書に図示されるスロ
ット４２７０および突起４３０２以外の構成要素を使用して、互に移動可能に接続される
ことができる。任意の数および／または組み合わせの締結具、溝、タブ、突出部、リブ、
スロット、ならびに他の構成要素が、この／これらの目的のために使用されることができ
る。
【０３４７】
　いずれの場合も、可撓性支持体４２０８は、対応するスロット４２７０と突起４３０２
との間の相互作用を介して、物品４２００、より具体的には、可撓性ディスプレイ４２０
４の曲がりを制限することができる。物品４２００は、外向き方向において曲がるために
構成されるため、可撓性支持体４２０８は、外向き方向における物品４２００、より具体
的には、可撓性ディスプレイ４２０４のある程度の曲がりを可能にするように構成される
が、その曲げ限界を超える（例えば、その最小曲げ半径を越える）外向き方向における（
図６０Ａにおける矢印ＢＯＵＴによって示される）可撓性ディスプレイ４２０４の曲がり
を防止するように構成される。同時に、可撓性支持体４２０８は、内向き方向における（
図６０Ａにおける矢印ＢＩＮによって示される）物品４２００、より具体的には、可撓性
ディスプレイ４２０４の曲がりを実質的に制限することができる。したがって、可撓性支
持体４２０８は、内向き方向より外向き方向において物品４２００の曲がりを可能にする
ように構成されるが、これは、当てはまる必要はないことを理解されるであろう。
【０３４８】
　物品４２００が、第１のまたは実質的に平坦安定位置（すなわち、図６０Ａ、６０Ｇ、
および６０Ｈに図示される位置）にあって、物品４２００が、外向き方向（図６０Ａにお
ける矢印によって示される）に曲げられまたは湾曲させられると、加えられる曲げ力は、
第２の基板４２２４の突起４３０２を第１の基板４２２０のスロット４２７０に対して移
動させる。具体的には、加えられる曲げ力は、各突起４３０２の第１の部分４３０４Ａを
個別のスロット４２７０の第１の部分４２７４Ａに対しておよびそこから離れるように、
第１の基板４２２０の真下でスライドさせ、各突起４３０２の段部分４３０４Ｂを第２の
部分４２７４Ｂから離れるように、個別のスロット４２７０の停止表面４２７６に向かっ
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てスライドさせ、各突起４３０２の第２の部分４３０４Ｃを第２の部分４２７４Ｂに沿っ
て、個別のスロット４２７０の第１の部分４２７４Ａに向かってスライドさせる。ある時
点において、物品４２００は、各突起４３０２の段部分４３０４Ｂが、図６０Ｉに描写さ
れるように、個別のスロット４２７０の第１の停止表面４２７６に接触する程度まで曲げ
られるであろう。本時点において、物品４２００は、その事前に画定された曲げ限界に到
達し、外向き方向における物品４２００、特に、可撓性ディスプレイ４２０４のいかなる
さらなる曲まがりも、防止される。本位置は、物品４２００が、第２の安定位置を越えて
曲げられまたは湾曲させられ得ないように、概して、物品４２００の第２のまたは巻装安
定位置（図６０Ｂ参照）に対応するが、当てはまる必要はない（例えば、曲がり制限量は
、第２のまたは巻装安定位置を越えて可能にされることができる）。
【０３４９】
　物品４２００が、第１のまたは実質的に平坦安定位置にあって（すなわち、図６０Ａ、
６０Ｇ、および６０Ｈに図示される位置）、物品４２００が、内向き方向に曲げられまた
は湾曲させられると、加えられる曲げ力は、第２の基板４２２４の突起４３０２を第１の
基板４２２０のスロット４２７０に対して移動させる。具体的には、加えられる曲げ力は
、各突起４３０２の第１の部分４３０４Ａを個別のスロット４２７０の第１の部分４２７
４Ａに対してスライドさせ、各突起４３０２の段部分４３０４Ｂを第２の部分４２７４Ｂ
に向かって、個別のスロット４２７０の停止表面４２７６から離れるようにスライドさせ
、各突起４３０２の第２の部分４３０４Ｃを第２の部分４２７４Ｂに沿って個別のスロッ
ト４２７０の第１の部分４２７４Ａから離れるようにスライドさせる。ある時点において
、物品４２００は、各突起４３０２の段部分４３０４Ｂが、図６０Ｊに描写されるように
、個別のスロット４２７０の第２の停止表面４２７８に接触する程度まで曲げられるであ
ろう（すなわち、本方向における最大曲がり量に対応する）。本時点において、物品４２
００は、その事前に画定された曲げ限界に到達し、内向き方向における物品４２００、特
に、可撓性ディスプレイ４２０４のいかなるさらなる曲まがりも、防止される。
【０３５０】
　可撓性支持構造４２０８はまた、ねじれ制御を提供することができる。２つの基板４２
２０、４２２４を互に移動可能に接続させ、スロット４２７０および突起４３０２が、そ
れぞれ、縁４２６６Ａ、４２６６Ｂおよび４２９６Ａ、４２９６Ｂに近接して位置付けら
れ、互に干渉して接触するように構成されることによって、可撓性支持構造４２０８は、
物品４２００、したがって、可撓性ディスプレイ４２０４の縦方向側に加えられることに
よるねじれに実質的に抵抗する、またはそれを防止することができる。最低でも、本明細
書に説明される可撓性支持構造４２０８は、物品４２００、したがって、可撓性ディスプ
レイ４２０４に加えられ得るねじれの量を実質的に低減させるであろう。可撓性支持構造
４２０８は、したがって、そうでなければ物品４２００に加えられるねじれによって生じ
るであろう、可撓性ディスプレイ４２０４の脆弱層への損傷を防止するのに役立つことが
できることを理解されるであろう。スロットおよび突起４３０２の幅および／または長さ
ならびに／もしくはスロット４２７０と突起４３０２との間の間隔は、変動されることが
できるが、可撓性支持構造４２０８は、依然として、ねじれ制御の少なくともある程度の
レベルを提供することができることを理解されるであろう。これらの場合のいくつかでは
、幅、長さ、および／または間隔は、可撓性支持構造４２０８が、ねじれに対して殆ど抵
抗を提供せず、したがって、横方向におけるより多くの曲がりを可能にするように変動さ
れることができる。
【０３５１】
　他の実施例では、可撓性支持体４２０８の構成要素、例えば、スロット４２７０、突起
４３０２は、物品４２００の隣接する部分間の曲がりの量を制御（例えば、調節）する、
ひいては、第２のまたは巻装安定位置における物品４２００の形状を調節するために変動
されることができる。いくつかの実施例では、スロット４２７０および突起４３０２の長
さは、それらのスロット４２７０および突起４３０２に隣接する物品４２００の部分間の
曲がりの量を制御（例えば、調節）する、ひいては、第２のまたは巻装安定位置における
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物品４２００の形状を調節するために変動されることができる。一般に、スロット４２７
０および突起４３０２の長さが、隣接するスロット４２７０および突起４３０２に対して
変動される程度は、その間の物品４２００の部分に対して曲がりの量が変動されることが
できる程度を決定する。より具体的には、スロット４２７０および突起４３０２の長さが
、隣接するスロット４２７０および突起４３０２に対して増加されるほど、スロット４２
７０と突起４３０２との間（すなわち、（ｉ）長さが増加したスロット４２７０および突
起４３０２と、（ｉｉ）そこに隣接するスロット４２７０および突起４３０２との間）の
物品４２００の部分が曲げられ得る量が増加する。逆に言えば、スロット４２７０および
突起４３０２の長さが、隣接するスロット４２７０および突起４３０２に対して増加され
ないほど、スロット４２７０と突起４３０２との間（すなわち、（ｉ）長さが増加したス
ロット４２７０および突起４３０２と、（ｉｉ）そこに隣接するスロット４２７０および
突起４３０２との間）の物品４２００の部分が曲げられ得る量も増加しない。図６１Ａお
よび６１Ｂは、本概念の実施例を図示する。図示されるように、スロット４２７０Ｂ３の
長さＬ３および突起４３０２Ｂ３の長さは、それぞれ、スロット４２７０Ｂ１の長さＬ１
および突起４３０２Ｂ１の長さをはるかに上回る、スロット４２７０Ｂ２の長さＬ２およ
び突起４３０２Ｂ２の長さより長い。言い換えると、スロット４２７０Ｂ３の長さＬ３お
よび突起４３０２Ｂ３の長さと、スロット４２７０Ｂ２の長さＬ２および突起４３０２Ｂ
２の長さとの間の差異は、（ｉｉ）スロット４２７０Ｂ２の長さＬ２および突起４３０２
Ｂ２の長さと、スロット４２７０Ｂ１の長さＬ１および突起４３０２Ｂ１の長さとの間の
差異より小さい。その結果、スロット４２７０Ｂ１および突起４３０２Ｂ１とスロット４
２７０Ｂ２および突起４３０２Ｂ２との間の物品４２００の部分は、スロット４２７０Ｂ
２および突起４３０２Ｂ２とスロット４２７０Ｂ３および突起４３０２Ｂ３との間の物品
４２００の部分より大きい程度まで曲げられることができ、図６１Ｂで見られることがで
きる。このように、物品４２００の異なる区分（例えば、側面に沿って配置される区分）
は、物品４２００の他の部分（例えば、上部および底部に沿って配置される区分）よりも
曲げられまたは撓曲されることができ、それによって、装着されたときに円形形状の物品
よりも快適であり得る、より卵形の形状（例えば、図６１Ｂ参照）の物品４２００の形成
を促進する。さらに、異なるスロット４２７０の数およびその間の間隔、ならびに異なる
突起４３０２の数およびその間の間隔は、物品４２００の隣接する部分間の曲がりの量を
制御（例えば、調節）し、ひいては、第２のまたは巻装安定位置における物品４２００の
形状を調節するように調節されることができる。また、図６１Ａおよび６１Ｂに図示され
るように、隣接するスロット４２７０Ｂの間の間隔および隣接する突起４３０２Ｂの間の
間隔は、物品４２００に沿った異なる点では、異なり得る。図６１Ａおよび６１Ｂに図示
される実施例では、隣接するスロット４２７０Ｂ１および４２７０Ｂ２の間、ならびに隣
接する突起４３０２Ｂ１および４３０２Ｂ２の間の縦方向距離または間隔（Ｓ１）は、隣
接するスロット４２７０Ｂ２および４２７０Ｂ３の間、ならびに隣接する突起４３０２Ｂ
２および４３０２Ｂ３の間の縦方向距離または間隔（Ｓ２）より小さい［Ｓ２＞Ｓ１］。
可撓性支持体４２０８の構成要素の長さ、ある場合には、可撓性支持体４２０８の構成要
素間の間隔は、物品４２００が任意の数の他の形状（例えば、楕円形形状の物品）を有す
るように変動されることができることを理解されるであろう。
【０３５２】
　さらなる実施例では、物品４２００は、物品４２００が所望の形状およびサイズに到達
する（例えば、物品４２００を装着しているユーザの手首の形状およびサイズを生成する
）ように調節され得るように、調節可能可撓性支持構造を含むことができる。これは、概
して、可撓性支持構造に１つ以上のユーザ選択可能構成要素（例えば、スロット、固定点
）を提供することによって、達成される。これは、概して、物品４２００が所望の形状お
よびサイズに到達するように調節され得るように、調節可能可撓性支持構造を生成する。
これは、例えば、物品４２００が、小さい手首を持つユーザによって使用されるが、次い
で、より大きい手首を持つ別のユーザによって使用されるとき（またはその逆も同様）、
有利であり得る。
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【０３５３】
　図６２Ａおよび６２Ｂは、調節可能可撓性支持構造４４０８の実施例を描写する。調節
可能可撓性支持構造４４０８は、（共通構成要素に使用される共通参照番号とともに）図
６０Ａ－６０Ｊにおいて前述の構成要素の多くを含む。例証目的のために、可撓性支持構
造４４０８は、５つの曲がり領域（ＢＲ１－ＢＲ５）に分割される。曲がり領域４（ＢＲ
４）にスロット４２７０および突起４３０２を含む可撓性支持構造４２０８と異なり、可
撓性支持構造４４０８は、代わりに、第１の基板４２２０内に形成される、２対のユーザ
選択可能スロット、すなわち、第１の一対のユーザ選択可能スロット４４１６Ａおよび第
２の一対のユーザ選択可能スロット４４１６Ｂを含む。スロット４４１６Ａおよび４４１
６Ｂの各々は、略楕円形の形状を有し、スロット４４１６Ａは、若干、スロット４４１６
Ｂより長い。スロット４４１６Ａ、４４１６Ｂの各々は、第１の停止表面４４１８および
第１の停止表面４４１８に対向する第２の停止表面４４２０を画定する。
【０３５４】
　概して、第１および第２の対のスロット４４１６Ａ、４４１６Ｂは、可撓性支持構造４
４０８の異なるサイズを画定する。より具体的には、スロット４４１６Ａが、可撓性支持
構造４４０８の曲がり領域４（ＢＲ４）の第１の長さを画定するように位置付けられる一
方で、スロット４４１６Ｂは、可撓性支持構造４４０８の曲がり領域４（ＢＲ４）の第２
の長さを画定するように位置付けられ、第２の長さは、第１の長さより長い。したがって
、可撓性支持構造４４０８は、第２のスロット４４１６Ｂが選択されるときにより長いで
あろうことを理解されるであろう。ユーザは、所望のスロットを選択し、したがって、一
対の所望のスロット４４１６Ａまたは４４１６Ｂの中に一対のピン４４１２を配置するこ
とによって、所望の長さ（第１または第２の長さ）を選択してもよい。より具体的には、
ユーザは、一対の所望のスロット４４１６Ａまたは４４１６Ｂを選択し、所望のスロット
４４１６Ａまたは４４１６Ｂのそれぞれの下方で第２の基板４２２４内に形成される緊密
嵌合孔（図示せず）の中にピン４４１２を嵌合する。ピン４４１２は、次いで、スロット
４４１６Ａまたは４４１６Ｂ内に移動可能に配置される。加えて、可撓性支持構造４４０
８はまた、第１および第２の基板４２２０、４２２４が互いに対して取り付けられる、一
対の固定点４４２２も含む。図６２Ａに図示されるように、１つの固定点４４２２は、曲
がり領域１（ＢＲ３）と曲がり領域２（ＢＲ２）との間の境界またはその近傍に位置付け
られ、１つの固定点４４２２は、曲がり領域２（ＢＲ２）と曲がり領域３（ＢＲ３）との
間の境界またはその近傍に位置付けられる。
【０３５５】
　固定点４４２２のため、可撓性支持構造４４０８の曲がりは、概して、曲がり領域２（
ＢＲ２）中で防止される。さらに、各一対の中のスロットが相互と同一の長さを有するた
め、いかなる曲まがりも曲がり領域４（ＢＲ４）中で許容されない。しかしながら、可撓
性支持構造４４０８が曲がり領域３（ＢＲ３）中で曲げられるとき、ピン４４１２は、図
６２Ａに示される位置から第２の停止表面４４２０に向かって、選択されたスロット４４
１６Ａまたは４４１６Ｂ内で移動することができる。曲がり領域３（ＢＲ３）中の曲がり
程度に応じて、ピン４４１２は、第２の停止表面４４２０に向かうが、それと接触しない
ように移動することができ、またはピン４４１２は、第２の停止表面４４２０に向かって
、かつそれに接触するように移動することができる。いずれの場合も、スロット４４１６
Ａが選択されるとき、可撓性支持構造４４０８は、曲げられると、より短くなり、それに
よって、物品４２００が、例えば、より小さい手首を有するユーザに適合するよう定寸さ
れるように、より円形の形状を有するであろう。その一方で、スロット４４１６Ｂが選択
されるとき、可撓性支持構造４４０８は、曲げられると、より長くなり、それによって、
物品４２００が、例えば、より大きい手首を有するユーザに適合するよう定寸されるよう
に、より卵形の形状を有するであろう。
【０３５６】
　可撓性支持構造４４０８は、他の実施例では、図６２Ａおよび６２Ｂに図示される支持
構造４４０８から変動することができる。可撓性支持構造４４０８は、より多いまたは少
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ないユーザ選択可能スロット（例えば、３対のユーザ選択可能スロット）を含むことがで
き、ユーザ選択可能スロットは、異なる形状を有することができ、および／または異なる
サイズを有することができ（例えば、スロット４４１６Ａは、スロット４４１６Ｂと同一
の長さであり得る、各一対の中のスロットは、ある最小半径までの曲がりが曲がり領域４
（ＢＲ４）中で許容されるように異なる長さを有することができる）、ユーザ選択可能ス
ロットは、異なるように構築されることができ、ならびに／もしくはユーザ選択可能スロ
ットは、異なるように位置付けられることができる。例えば、ユーザ選択可能スロットは
、支持構造４４０８の他の曲がり領域（例えば、曲がり領域３）の異なる長さを画定する
ように位置付けられることができる。別の実施例として、ユーザ選択可能スロットは、相
互のより近くに、または互からさらに離れて位置付けられることができる。
【０３５７】
　図６２Ｃおよび６２Ｄは、調節可能可撓性支持構造４４２８の別の実施例を描写する。
調節可能可撓性支持構造４４２８は、共通構成要素に使用される共通参照番号を伴って、
可撓性支持構造４４０８に実質的に類似する。例証目的のために、可撓性支持構造４４２
８は、支持構造４４０８のように、５つの曲がり領域（ＢＲ１－ＢＲ５）に分割される。
可撓性支持構造４４２８は、異なる３対のユーザ選択可能スロット、すなわち、第１の一
対のユーザ選択可能スロット４４３６Ａ、第２の一対のユーザ選択可能スロット４４３６
Ｂ、および第３の一対のユーザ選択可能スロット４４３６Ｃを含む。スロット４４３６Ａ
－４４３６Ｃの各々は、略楕円形形状を有し、同一の長さである。スロット４４３６Ａ－
４４３６Ｃの各々は、第１の停止表面４４３８および第２の停止表面４４４０に対向する
第２の停止表面４４４０を画定する。
【０３５８】
　複数対のスロット４４３６Ａ－４４３６Ｃは、概して、可撓性支持構造４４２８の異な
るサイズを画定する。より具体的には、スロット４４３６Ａが、可撓性支持構造４４２８
の曲がり領域４（ＢＲ４）の第１の長さを画定するように位置付けられる一方で、スロッ
ト４４３６Ｂは、可撓性支持構造４４２８の曲がり領域４（ＢＲ４）の第２の長さを画定
するように位置付けられ、スロット４４３６Ｃは、可撓性支持構造４４２８の曲がり領域
４（ＢＲ４）の第３の長さを画定するように位置付けられ、第１の長さは、第２の長さよ
り長く、第２の長さは、第３の長さより長い。したがって、可撓性支持構造４４２８は、
第１のスロット４４３６Ａが選択されるときに最も長く、第３のスロット４４３６Ｃが選
択されるときに最も短いであろうことを理解されるであろう。
【０３５９】
　ユーザは、所望のスロットを選択し、したがって、一対の所望のスロット４４３６Ａ、
４４３６Ｂ、および４４３６Ｃの中に一対のピン４４３２を配置することによって、所望
の長さ（第１、第２、または第３の長さ）を選択してもよい。より具体的には、ユーザは
、一対の所望のスロット４４３６Ａ、４４３６Ｂ、または４４３６Ｃを選択し、所望のス
ロット４４３６Ａ、４４３６Ｂ、または４４３６Ｃのそれぞれの下方で第２の基板４２２
４内に形成される緊密嵌合孔（図示せず）の中にピン４４３２を嵌合する。ピン４４３２
は、次いで、スロット４４３６Ａ、４４３６Ｂ、または４４３６Ｃ内に移動可能に配置さ
れる。加えて、可撓性支持構造４４２８はまた、第１および第２の基板４２２０、４２２
４が互いに対して取り付けられる、一対の固定点４４２２も含む。
【０３６０】
　固定点４４２２のため、可撓性支持構造４４２８の曲がりは、概して、曲がり領域２（
ＢＲ２）中で防止される。さらに、各一対の中のスロットが相互と同一の長さを有するた
め、いかなる曲まがりも曲がり領域４（ＢＲ４）中で許容されない。したがって、曲がり
領域２および４（ＢＲ２、ＢＲ４）は、概して、常に平坦なままである。しかしながら、
物品、特に、可撓性支持構造４４２８が曲がり領域３（ＢＲ３）中で曲げられるとき、ピ
ン４４３２は、図６２Ｃに示される位置から第２の停止表面４４４０に向かって、選択さ
れたスロット４４３６Ａ、４４３６Ｂ、または４４３６Ｂ内で移動することができる。曲
がり領域３（ＢＲ３）中の曲がり程度に応じて、ピン４４３２は、第２の停止表面４４４
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０に向かうが、それと接触しないように移動することができ、またはピン４４３２は、第
２の停止表面４４４０に向かって、かつそれに接触するように移動することができる。い
ずれの場合も、スロット４４３６Ａが選択されるとき、可撓性支持構造４４２８は、曲げ
られると、より長くなり、それによって、物品４２００が、例えば、より大きい手首を有
するユーザに適合するよう定寸されるように、より卵形の形状を有するであろう。その一
方で、スロット４４３６Ｃが選択されるとき、可撓性支持構造４４２８は、曲げられると
、より短くなり、それによって、物品４２００が、例えば、より小さい手首を有するユー
ザに適合するよう定寸されるように、より円形の形状を有するであろう。
【０３６１】
　可撓性支持構造４４２８は、他の実施例では、図６２Ｃおよび６２Ｄに図示される支持
構造４４２８から変動することができる。可撓性支持構造４４２８は、より多いまたは少
ないユーザ選択可能スロット（例えば、４対のユーザ選択可能スロット）を含むことがで
き、ユーザ選択可能スロットは、異なる形状を有することができ、および／または異なる
サイズを有することができ（例えば、各スロット対４４３６Ａ、４４３６Ｂ、および４４
３６Ｃの中のスロットのうちの一方は、他方のスロットより大きくあり得る）、ユーザ選
択可能スロットは、異なるように構築されることができ、ならびに／もしくはユーザ選択
可能スロットは、異なるように位置付けられることができる。例えば、ユーザ選択可能ス
ロットは、支持構造４４２８の他の曲がり領域（例えば、曲がり領域３）の異なる長さを
画定するように位置付けられることができる。別の実施例として、ユーザ選択可能スロッ
トは、相互のより近くに、または互からさらに離れて位置付けられることができる。さら
に、ユーザ選択可能スロットのうちの１つ以上のものは、スロット４２７０によって置換
されることができ、突起４３０２は、前述のように、１つ以上のスロット４２７０と組み
合わせて使用されることができる。
【０３６２】
　図６２Ｅおよび６２Ｆは、調節可能可撓性支持構造４４４８の別の実施例を描写する。
調節可能可撓性支持構造４４４８は、共通構成要素に使用される共通参照番号を伴って、
可撓性支持構造４４２８に類似する。例証目的のために、可撓性支持構造４４４８は、支
持構造４４２８のように、５つの曲がり領域（ＢＲ１－ＢＲ５）に分割される。３対のユ
ーザ選択可能スロット４４３６Ａ、４４３６Ｂ、および４４３６Ｃを含む、可撓性支持構
造４４２８と異なり、可撓性支持構造４４４８は、３つの単数のユーザ選択可能スロット
４４３６Ａ、４４３６Ｂ、４４３６Ｃを含む。これらの単数のスロット４４３６Ａ、４４
３６Ｂ、４４３６Ｃは、同様に、可撓性支持構造４４４８の異なるサイズを画定するが、
可撓性支持構造４４４８の曲がり領域３（ＢＲ３）の弧の異なる長さを画定することによ
ってそのようにしない。これらのスロット４４３６Ａ、４４３６Ｂ、４４３６Ｃに加えて
、可撓性支持構造４４４８はまた、曲がり領域３（ＢＲ３）と曲がり領域３（ＢＲ３）と
の間の境界またはその近傍に一対の固定点４４５２も含む。
【０３６３】
　ユーザは、所望のスロットを選択し、したがって、所望のスロット４４３６Ａ、４４３
６Ｂ、および４４３６Ｃの中にピン４４３２を配置することによって、所望の弧長（第１
、第２、または第３の弧長）を選択してもよい。より具体的には、ユーザは、スロット４
４３６Ａ、４４３６Ｂ、または４４３６Ｃを選択し、所望のスロット４４３６Ａ、４４３
６Ｂ、または４４３６Ｃの下方で第２の基板４２２４内に形成される緊密嵌合孔（図示せ
ず）の中にピン４４３２を嵌合する。ピン４４３２は、次いで、スロット４４３６Ａ、４
４３６Ｂ、または４４３６Ｃ内に移動可能に配置される。
【０３６４】
　固定点４４５２のため、曲がり領域２（ＢＲ２）中の可撓性支持構造４４４８の曲がり
は、選択されたスロット４４３６Ａ、４４３６Ｂ、または４４３６Ｃ内でピン４４３２の
移動に殆どまたは全く影響を及ぼさないであろう。しかしながら、可撓性支持構造４４４
８が曲がり領域４（ＢＲ４）中で曲げられるとき、ピン４４３２は、図６２Ｅに示される
位置から第２の停止表面４４４０に向かって、選択されたスロット４４３６Ａ、４４３６
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Ｂ、または４４３６Ｂ内で移動することができる。曲がり領域４（ＢＲ４）中の曲がり程
度に応じて、ピン４４３２は、第２の停止表面４４４０に向かうが、それと接触しないよ
うに移動することができ、またはピン４４３２は、第２の停止表面４４４０に向かって、
かつそれに接触するように移動することができる。前述の議論と一貫して、スロット４４
３６Ａが選択されるとき、可撓性支持構造４４４８は、曲げられると、より長くなり、そ
れによって、物品４２００が、例えば、より大きい手首を有するユーザに適合するよう定
寸されるように、より卵形の形状を有するであろう。その一方で、スロット４４３６Ｃが
選択されるとき、可撓性支持構造４４４８は、曲げられると、より短くなり、それによっ
て、物品４２００が、例えば、より小さい手首を有するユーザに適合するよう定寸される
ように、より円形の形状を有するであろう。
【０３６５】
　可撓性支持構造４４４８は、他の実施例では、図６２Ｅおよび６２Ｆに図示される支持
構造４４４８から変動することができる。可撓性支持構造４４４８は、より多いまたは少
ないユーザ選択可能スロット（例えば、４つのユーザ選択可能スロット）を含むことがで
き、ユーザ選択可能スロットは、異なる形状を有することができ、および／または異なる
サイズを有することができ、ならびに／もしくはユーザ選択可能スロットは、異なるよう
に位置付けられることができる。例えば、ユーザ選択可能スロットは、支持構造４４４８
の他の曲がり領域（例えば、曲がり領域２）の異なる長さを画定するように位置付けられ
ることができる。別の実施例として、ユーザ選択可能スロットは、相互のより近くに、ま
たは互からさらに離れて位置付けられることができる。さらに、ユーザ選択可能スロット
のうちの１つ以上のものは、スロット４２７０によって置換されることができ、突起４３
０２は、前述のように、１つ以上のスロット４２７０と組み合わせて使用されることがで
きる。代替として、または加えて、可撓性支持構造４４４８は、より多いもしくは少ない
固定点４４５２、および／または異なるように位置付けられた固定点４４５２を含むこと
ができる。例えば、ユーザ選択可能スロットが支持構造４４４８の別の曲がり領域の異な
る弧長を画定するように位置付けられるとき、固定点４４５２は、その別の曲がり領域ま
たはその近傍に位置付けられることができる。
【０３６６】
　図６２Ｇおよび６２Ｈは、調節可能可撓性支持構造４４６８のさらに別の実施例を描写
する。調節可能可撓性支持構造４４６８は、共通構成要素に使用される共通参照番号を伴
って、可撓性支持構造４４０８に実質的に類似する。しかしながら、２対のユーザ選択可
能スロット４４１６Ａ、４４１６Ｂを含む可撓性支持構造４４０８と異なり、可撓性支持
構造４４６８は、代わりに、４つのユーザ選択された固定または取付点を含み、４つのユ
ーザ固定または取付点は、複数の可能性として考えられる固定または取付点４４７２Ａ－
４４７２Ｈから選択される。可能性として考えられる固定または取付点４４７２Ａ－４４
７２Ｈは、第１および第２の基板４２２０、４２２４が、例えば、ピン、リベット、ねじ
、または他の締結手段等の締結具４４７６によって互に局所的に固定される、または取り
付けられることができる、点である。
【０３６７】
　固定または取付点４４７２Ａ－４４７２Ｈの異なる組み合わせは、支持構造４４６８の
曲がり領域４（ＢＲ４）の異なる長さを画定する。したがって、固定または取付点の異な
る組み合わせを選択することによって、ユーザは、支持構造４４６８の長さ、したがって
、形状およびサイズを変動させることができる。ユーザは、典型的には、２つの固定点４
４７２Ａ－４４７２Ｄおよび２つの固定点４４７２Ｅ－４４７２Ｈ（すなわち、各側面上
に２つの固定点）を選択するが、これは要求されない（例えば、ユーザは、より多いまた
は少ない点を選択することができる）。概して、互により近い取付点を含む固定または取
付点４４７２Ａ－４４７２Ｈの組み合わせを選択することにより、支持構造４４６８のよ
り短い曲がり領域４（ＢＲ４）をもたらすであろう。例えば、固定または取付点４４７２
Ｂ、４４７２Ｃ、４４７２Ｆ、および４４７２Ｇのユーザ選択された組み合わせが、曲が
り領域４（ＢＲ４）の第１の長さを画定する一方で、固定または取付点４４７２Ａ、４４
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７２Ｄ、４４７２Ｅ、および４４７２Ｈのユーザ選択された組み合わせは、曲がり領域４
（ＢＲ４）の第２の長さを画定し、第２の長さは、第１の長さより長い。所望の固定また
は取付点４４７２Ａ－４４７２Ｈを形成するために、ユーザは、第１および第２の基板４
２２０、４２２４の対応する部分の中に形成される緊密嵌合孔（図示せず）の中に締結具
４４７６を配置することができる。
【０３６８】
　可撓性支持構造４４６８は、他の実施例では、図６２Ｇおよび６２Ｈに図示される支持
構造４４６８から変動することができる。可撓性支持構造４４６８は、より多いまたは少
ないユーザ選択可能固定点（例えば、１０個のユーザ選択可能固定点）を含むことができ
る、および／またはユーザ選択可能固定点は、異なるように位置付けられることができる
。例えば、ユーザ選択可能固定点は、支持構造４４６８の他の曲がり領域（例えば、曲が
り領域３）の異なる長さを画定するように位置付けられることができる。別の実施例とし
て、ユーザ選択可能固定点は、相互のより近くに、または互からさらに離れて位置付けら
れることができる。より多いまたは少ない固定点も選択されることができる。例えば、４
つの代わりに、２つまたは６つの固定点が選択されることができる。
【０３６９】
　図６３Ａ－６３Ｊは、取付可能または装着式リストバンドの形態における別の動的可撓
性物品４５００を図示する。図６３Ａおよび６３Ｂに図示されるように、物品４５００は
、共通参照番号によって表される共通構成要素を伴って、前述の物品４２００に類似する
が、可撓性ディスプレイ４２０４に結合されている可撓性支持構造４２０８と異なる可撓
性支持構造４５０８を含む。物品４５００は、図６３Ａにおける矢印によって示される、
外向き方向に曲がり、撓曲、または湾曲するために（すなわち、可撓性ディスプレイ４２
０４が凹面形状を有するように）構成される。図６３Ａは、第１のまたは実質的に平坦な
位置における物品４５００を描写する。図６３Ｂは、第２のまたは湾曲位置における物品
４５００を描写する。
【０３７０】
　前述の可撓性支持構造４２０８のように、可撓性支持構造４５０８は、可撓性支持構造
４５０８が平坦安定状態または位置（図６３Ａ参照）と巻装もしくは湾曲安定状態または
位置（図６３Ｂ参照）との間で移動可能であるような双安定可撓性支持体である。可撓性
支持構造４５０８は、第１の基板４５２０と、第１の基板４５２０に移動可能に接続され
ている第２の基板４５２４とを含む。したがって、可撓性支持構造４５０８は、以下によ
り詳細に説明されるように、構造４５０８が平坦安定状態および湾曲安定状態の両方にあ
るとき、物品４５００、特に、ディスプレイ４２０４の曲がりを制限するように構成され
る。言い換えると、可撓性支持構造４５０８は、平坦安定状態および湾曲安定状態を越え
た物品４５００、特に、ディスプレイ４２０４の曲がりを制限するように構成される。さ
らに、可撓性支持構造４５０８は、同様に以下により詳細に説明されるように、物品４５
００に加えられるねじれに抵抗するように構成される。
【０３７１】
　図６３Ｂに図示されるように、内層４５０６が、可撓性ディスプレイ４２０４と可撓性
支持構造４５０８との間に配置される。本実施例では、内層４５０６は、可撓性ディスプ
レイ４２０４を可撓性支持構造４５０８に機械的に結合（例えば、接着）する役割を果た
す、接着剤層である。他の実施例では、内層４５０６は、伸展可能材料（例えば、可撓性
ディスプレイ４２０４と一体的に形成され、可撓性支持構造４５０８に結合される、可撓
性布被覆）、発泡体、ゴム、粘弾性、もしくは他の好適な材料の１つ以上の層、もしくは
それらの組み合わせである、またはそれを含むことができる。ある場合には、内層４５０
６は、ディスプレイ４２０４の一部または一区画を可撓性支持構造４５０８の対応する部
分または区画に結合する役割のみを果たす。ある場合には、内層４５０６は、物品４５０
０の曲げ半径の局所変動を低減またはさらに排除することができる。言い換えると、内層
４５０６は、物品４５００の曲がりにおけるいかなる局所変動、特に、可撓性ディスプレ
イ４２０４によって被られるいかなる曲がり局所変動も平滑化し、それによって、物品４
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５００が湾曲または曲げられると、より連続した局所曲げ半径を提供する役割を果たすこ
とができる。有利には、ある場合には、内層４５０６はまた、ディスプレイ４２０４に粘
弾性のクッション性を提供し、それによって、ディスプレイ４２０４をその上に落下され
る物体に対して低敏感にする（例えば、損傷を受けにくくする）ことができる。最後に、
物品４５００は、内層４５０６または可撓性ディスプレイ４２０４と可撓性支持体４５０
８との間に配置される任意の層を含む必要はないことを理解されるであろう。代わりに、
可撓性ディスプレイ４２０４および可撓性支持体４５０８は、任意の公知の様式において
、直接、互に結合される（例えば、一体的に形成される）ことができる。
【０３７２】
　図６３Ａおよび６３Ｂに図示されるように、可撓性ディスプレイ４２０４は、本実施例
では、可撓性ディスプレイ４２０４が、物品４５００の端部間に延び、物品４５００の上
部から視認可能であるように、内層４５０６および可撓性支持体４５０８の全長にわたっ
て配置され、跨架する。他の実施例では、可撓性ディスプレイ４２０４は、可撓性支持体
４５０８の部分長にわたってのみ配置され、跨架してもよく、および／または可撓性支持
体４５０８下に配置されてもよい。
【０３７３】
　図６３Ａおよび６３Ｂに描写されないが、物品４５００はまた、物品４５００が、図６
３Ｂに図示されるように曲げられ、円形、卵形、または他の形状のバンドを形成すると、
物品４５００の端部４５１６をともに接続するように機能する、接続構造を含むことがで
きる。いくつかの実施形態では、接続構造は、例えば、端部４５１６において、またはそ
れに近接して、可撓性支持体４５０８内に配置される磁石の形態における接続構造等、磁
気ベースの接続構造であることができ、磁石は、端部４５１６が端部間で接続するように
端部４５１６に配置されるか、または磁石は、物品４５００が、可変長の物品を生成する
ように、それ自体の周囲に折畳され得るように、端部４５１６において、もしくはそれに
近接して、支持体４５０８の上部または底部側に配置される。１つ以上の機械的コネクタ
（例えば、バックル、スナップ構成要素、クラスプ、協働する溝および突起、協働するタ
ブおよび陥凹）、任意の所望のフックおよびループ接続材料（例えば、Ｖｅｌｃｒｏ（登
録商標））、またはある他の接続手段も、磁気ベースの接続構造の代わりに、またはそれ
に加え、使用されることができる。これらおよび他の接続構造は、２０１３年１２月２４
日に出願され、「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ，　Ａｔｔａｃｈａｂｌｅ
　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｈａｖｉｎｇ　ａｎ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ」と題された共同所有の米国仮特許出願第６１／９２０，７０５号にさらに詳細に
説明されており、その開示は、参照することによって本明細書に明示的に組み込まれる。
【０３７４】
　ここで、第１および第２の基板４５２０、４５２４に関するさらなる詳細が、図６３Ｃ
－６３Ｆに関連して説明される。図６３Ｃを参照すると、第１の基板４５２０は、本実施
例では、若干、凹面形状（すなわち、大曲率半径）を有する、実質的に長方形の金属（例
えば、真鍮、アルミニウム、銅、鋼鉄、スズ、ニッケル）細片であって、第１の基板４５
２０が、双安定可撓性金属細片と称され得るように、双安定ばねとして形成される。図６
３Ｃに図示されるように、第１の基板４５２０は、上部側４５５０と、底部側４５５４と
、一対の対向する端部４５５８Ａ、４５５８Ｂと、縦軸４５６２と、端部４５５８Ａ、４
５５８Ｂとの間に配置され、縦軸４５６２に平行な一対の縁４５６６Ａ、４５６６Ｂとを
有する。
【０３７５】
　また、図６３Ｃに図示されるように、第１の基板４５２０は、一対の開口４５６８と、
複数の開口部４５７０と、複数の突起４５７４とを含む。開口４５６８の各々は、円形形
状を有し、端部４５５８Ａにおいて、またはそれに近接して第１の基板４５２０内に形成
される。開口部４５７０は、略長方形形状の断面を有し、概して、第１の基板４５２０の
一端４５５８Ａから第１の基板４５２０の他端４５５８Ｂまで第１の基板４５２０内に形
成される。複数の開口部４５７０は、第１の基板４５２０の縁４５６６Ａ内またはそれに
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沿って形成される開口部４５７０Ａと、開口部４５７０Ａを横断してまたはそれに対向し
て第１の基板４５２０の縁４５６６Ｂ内またはそれに沿って形成される開口部４５７０Ｂ
とを含む。開口部４５７０Ａは、互から均一に離間され、開口部４５７０Ｂも、互から均
一に離間されるが、開口部４５７０Ａ、４５７０Ｂは、所望に応じて、互から非均一に離
間されてもよい。開口４５６８と開口部４５７０Ａ、４５７０Ｂとの間の距離が増加する
につれて、開口部４５７０Ａ、４５７０Ｂの長さも増加することを理解されるであろう。
言い換えると、開口４５６８からより離されて位置付けられる開口部４５７０Ａ、４５７
０Ｂは、概して、開口４５６８により近接して位置付けられる開口部４５７０Ａ、４５７
０Ｂより長い長さを有する。複数の突起４５７４は、概して、それぞれ、開口部４５７０
に関連付けられる、またはそれに対応する。複数の突起４５７４は、概して、突起４５７
４のそれぞれが、開口部４５７０の個別のもの内で第１の基板４５２０の上部側４５５０
から外向きかつ下向きに延在するように形成または画定される。複数の突起４５７４は、
縁４５６６Ａに沿って形成または画定される突起４５７４Ａと、縁４５６６Ｂに沿って形
成または画定される突起４５７４Ｂとを含む。突起４５７４Ａは、互から均一に離間され
、突起４５７４Ｂも、互から均一に離間されるが、突起４５７４Ａ、４５７４Ｂは、所望
に応じて、互から非均一に離間されてもよい。開口部４５７０Ａ、４５７０Ｂと同様に、
開口４５６８と突起４５７４Ａ、４５７４Ｂとの間の距離が増加するにつれて、突起４５
７４Ａ、４５７４Ｂの長さも増加することを理解されるであろう。言い換えると、開口４
５６８からより離されて位置付けられる突起４５７４Ａ、４５７４Ｂは、概して、開口４
５６８により近接して位置付けられる突起４５７４Ａ、４５７４Ｂより長い長さを有する
。
【０３７６】
　図６３Ｄは、第１の基板４５２０の一部の拡大図であって、２つの開口部４５７０Ａと
、２つの開口部４５７０Ｂと、２つの突起４５７４Ａと、２つの突起４５７４Ｂとを示す
。図示されるように、各突起４５７４Ａ、４５７４Ｂは、略湾曲外形を有し、上部側４５
５０に結合され、そこから外向きにまたは離れるように延在する、第１の端部部分４５７
５Ａと、第１の端部部分４５７５Ａから下向きかつ外向きに延び、開口部４５７０の個別
のもの内に位置付けられる、中央部分４５７５Ｂと、第１の端部部分４５７５Ａに対向し
、中央部分４５７５Ｂから下向きにかつ内向きに延在する、第２の端部部分４５７５Ｃと
を伴う。第２の端部部分４５７５Ｃは、本実施例では、第１の基板４５２０の実質的に下
方の位置において終端し、第１の端部部分４５７５Ａと実質的に垂直に整合される。
【０３７７】
　他の実施形態では、第１の基板４５２０は、図６３Ｃおよび６３Ｄに図示されるものか
ら変動することができる。第１の基板４５２０は、異なる形状を有することができる（例
えば、実質的または全体的に平坦であることができる、より円形形状を有することができ
る、不規則形状を有することができる、より大きいまたはより小さい凹面形状を有するこ
とができる、凸形状を有することができる）および／または異なるサイズを有することが
できる。第１の基板４５２０は、代替として、単安定可撓性細片（すなわち、第１の基板
４５２０は、巻き尺と同様に１つの安定位置を有することができる）または２つを上回る
安定位置を有する多安定可撓性細片として形成されることができる。第１の基板４５２０
は、代替として、または加えて、例えば、プラスチック、皮、もしくは布等の１つ以上の
異なる材料から作製されることができる。さらに、第１の基板４５２０は、異なる数の開
口４５６８（例えば、１つの開口４５６８、４つの開口４５６８）を含むことができる、
異なるように位置付けられる開口４５６８（例えば、端部４５５８Ｂの近傍にまたはそこ
に配置される開口４５６８）を含むことができる、および／または異なるように構築され
た開口４５６８（例えば、異なる形状の断面を有する開口４５６８）を含むことができる
。代替として、第１の基板４５２０は、開口４５６８を含む必要はない。第１の基板４５
２０は、異なる数の開口部４５７０および／または突起４５７４を含むことができる、異
なるように位置付けまたは離間される開口部４５７０および／または突起４５７４（例え
ば、縁４５６６Ａ、４５６６Ｂからさらに離間される開口部４５７０および突起４５７４
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、互からより離れるまたはより近接して離間される開口部４５７０および突起４５７４）
を含むことができる、および／または異なるように構築された開口部４５７０ならびに／
もしくは突起４５７４を含むことができる。突起４５７４は、例えば、タブ、フック、ノ
ブ、バンプ、または任意の他の好適な構造の形態をとることができる。一実施例では、突
起４５７４は、第１の基板４５２０から実質的に下向きに延在する、実質的に長方形外形
を有することができる。他の実施例では、突起４５７４は、より多いまたはより少ない曲
率を伴う外形を有することができる。例えば、各突起４５７４は、第１の端部部分４５７
５Ａと実質的に垂直に整合されるのではなく、そこから内向きまたは外向きの位置で終端
する、第２の端部部分４５７５Ｃを有することができる。
【０３７８】
　図６３Ｅを参照すると、第２の基板４５２４は、本実施例では、若干、凹面形状（すな
わち、大曲率半径）を有する、実質的に長方形の金属（例えば、真鍮、アルミニウム、銅
、鋼鉄、スズ、ニッケル）細片であって、第２の基板４５２４もまた、本明細書では、双
安定可撓性金属細片と称され得るように、双安定ばねとして形成される。図６３Ｅに図示
されるように、第２の基板４５２４は、上部側４５８０と、底部側４５８２と、一対の対
向する端部４５８４Ａ、４５８４Ｂと、縦軸４５８６と、端部４５８４Ａ、４５８４Ｂ間
に配置され、縦軸４５８６に平行な一対の縁４５８８Ａ、４５８８Ｂとを有する。
【０３７９】
　図６３Ｅに図示されるように、第１の基板４５２０は、一対の開口４５９０と、複数の
スロット４５９４とを含む。開口４５９０は、開口４５６８と形状およびサイズが同じで
あるが、端部４５８４Ａにおいて、またはそれに近接して第２の基板４５２４内に形成さ
れる。スロット４５９４は、概して、第２の基板４５２４の一端４５８４Ａから第２の基
板４５２４の他端４５８４Ｂまで第２の基板４５２４内に形成される。複数のスロット４
５９４は、第２の基板４５２４の縁４５８８Ａ内またはそれに沿って形成されるスロット
４５９４Ａと、スロット４５９４Ａを横断して、またはそれに対向して第２の基板４５２
４の縁４５８８Ｂ内またはそれに沿って形成されるスロット４５９４Ｂとを含む。スロッ
ト４５９４Ａは、互から均一に離間され、スロット４５９４Ｂも、互から均一に離間され
る。開口４５９０とスロット４５９４Ａ、４５９４Ｂとの間の距離が増加するにつれて、
スロット４５９４Ａ、４５９４Ｂの長さも増加することを理解されるであろう。言い換え
ると、開口４５９０からより離されて位置付けられるスロット４５９４Ａ、４５９４Ｂは
、概して、開口４５９０により近接して位置付けられるスロット４５９４Ａ、４５９４Ｂ
より長い長さを有する。以下により詳細に説明されるように、スロット４５９４は、概し
て、許容されるであろう最大極限曲がりを画定する、またはそれに対応する。
【０３８０】
　図６３Ｆは、第２の基板４５２４の一部の拡大図であって、スロット４５９４Ａのうち
の２つと、スロット４５９４Ｂのうちの２つとを示す。描写されるように、各スロット４
５９４Ａ、４５９４Ｂは、長方形形状の断面を有し、開口部４５７０より広い（すなわち
、縦軸４５８６に沿った方向により大きい）。各スロット４５９４Ａ、４５９４Ｂは、第
１の停止表面４５９６と、第１の停止表面４５９６に対向する第２の停止表面４５９８と
を有する、またはそれを画定する。第１の停止表面４５９６は、概して、物品４５００が
第２のまたは巻装位置（図６３Ｂ参照）にあるとき、外向き方向において許容されるであ
ろう最大極限曲がりを画定する、またはそれに対応する。第２の停止表面４５９８は、概
して、物品４５００が第１のまたは実質的に平坦な位置（図６３Ａ参照）にあるとき、内
向き方向において許容されるであろう最大極限曲がりを画定する、またはそれに対応する
。
【０３８１】
　他の実施形態では、第２の基板４５２４は、図６３Ｅおよび６３Ｆに図示されるものか
ら変動することができる。第２の基板４５２４は、異なる形状を有することができる（例
えば、実質的または全体的に平坦であることができる、より円形形状を有することができ
る、不規則形状を有することができる、より大きいまたはより小さい凹面形状を有するこ
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とができる、凸形状を有することができる）、および／または異なるサイズを有すること
ができる。一実施形態では、第２の基板４５２４は、１つ以上の（例えば、２つの）伸長
狭幅細片の形態をとることができる。第２の基板４５２４は、代替として、単安定可撓性
細片（すなわち、第２の基板４５２４は、巻き尺と同様に１つの安定位置を有することが
できる）として、または２つを上回る安定位置を有する多安定可撓性細片として形成され
ることができる。第２の基板４５２４は、代替として、または加えて、例えば、プラスチ
ック、皮、もしくは布等の１つ以上の異なる材料から作製されることができる。さらに、
第２の基板４５２４は、異なる数の開口４５９０（例えば、１つの開口４５９０、４つの
開口４５９０）を含むことができる、異なるように位置付けられる開口４５９０（例えば
、端部４５８４Ｂの近傍にまたはそこに配置される開口４５９０）を含むことができる、
および／または異なるように構築された開口４５９０（例えば、異なる形状の断面を有す
る開口４５９０）を含むことができる。代替として、第２の基板４５２４は、開口４５９
０を含む必要はない。第２の基板４５２４は、異なる数のスロット４５９４を含むことが
できる、異なるように位置付けまたは離間されるスロット４５９４（例えば、縁４５８８
Ａ、４５８８Ｂからより離れて離間される、互からより離れてまたはより近接して離間さ
れる）を含むことができる、および／または異なるように構築されたスロット４５９４を
含むことができる。例えば、スロット４５９４は、開口部、開口、トラック、チャネル、
溝、陥凹、または任意の他の好適な構造の形態をとることができる。別の実施例として、
スロット４５９４は、本質的に、開口部４５７０と形状およびサイズが同じであることが
できる。
【０３８２】
　図６３Ｇは、互に整合され、かつそれに移動可能に接続または結合される、第１および
第２の基板４５２０、４５２４を描写する。第１および第２の基板４５２０、４５２４は
、組み立てられると、可撓性支持構造４５０８が、上部から視認され、第２の基板４５２
４が、実質的に不可視である（突起４５７４を除く）一方、可撓性支持構造４５０８が、
底部から視認されると、第１の基板４５２０が、実質的に不可視であるように、実質的に
類似形状およびサイズを有することを理解されるであろう。しかしながら、他の実施例で
は、第１および第２の基板４５２０、４５２４は、実質的に類似形状および／またはサイ
ズを有する必要はない。例えば、第１および第２の基板４５２０、４５２４の１つは、図
６３Ｃ－６３Ｆに図示される形状を有することができる一方、他方の基板４５２０、４５
２４は、例えば、実質的または全体的に平坦形状等の異なる形状を有することができる。
別の実施例として、第２の基板４５２４は、図６３Ｅおよび６３Ｆに図示される形状を有
することができる一方、第１の基板４５２０は、第２の基板４５２４に移動可能に結合さ
れる１つ以上の幅の狭い細長い細片の形態をとることができる。
【０３８３】
　第１および第２の基板４５２０、４５２４が、図６３Ｇに図示されるように、互に実質
的に整合されると、第１の基板４５２０の開口４５６８は、第２の基板４５２４の開口４
５９０と整合され、第１の基板４５２０の開口部４５７０は、第１の基板４５２０の突起
４５７４が第２の基板４５２４のスロット４５９４内に移動可能に配置されるように、第
２の基板４５２４のスロット４５９４と整合される。第１の基板４５２０の少なくともい
くつかの部分は、第２の基板４５２４の少なくともいくつかの部分に固定して取り付けら
れる。本実施例では、第１の基板４５２０の一端４５５８Ａは、整合された対の開口４５
６８、４５９０のそれぞれの中に挿入される締結具４５９９（例えば、ピン、リベット、
ねじ）を使用して、またはそれを介して、第２の基板４５２４の対応する端部４５８４Ａ
に固定して取り付けられる。第１および第２の基板４５２０、４５２４の他端４５５８Ｂ
、４５８４Ｂは、したがって、互いに対して自由に移動可能である。
【０３８４】
　他の実施例では、開口４５６８、４５９０は、第１および第２の基板４５２０、４５２
４が、異なる部分において、互に固定して取り付けられ得るように、第１および第２の基
板４５２０、４５２４の異なる部分内に形成または画定されることができる。例えば、開
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口４５６８、４５９０は、第１および第２の基板４５２０、４５２４が、端部４５５８Ａ
、４５８４Ａにではなく、端部４５５８Ｂ、４５８４Ｂにおいて互に固定して取り付けら
れ得るように、それぞれ、第１および第２の基板４５２０、４５２４の端部４５５８Ｂ、
４５８４Ｂまたはその近傍に形成されることができる。別の実施例として、開口４５６８
、４５９０は、第１および第２の基板４５２０、４５２４が、端部４５５８Ａ、４５８４
Ａにではなく、中央部分またはその近傍に互に固定して取り付けられ得るように、第１お
よび第２の基板４５２０、４５２４の中央部分またはその近傍に形成されることができる
。他の実施例では、第１および第２の基板４５２０、４５２４は、より多いまたはより少
ない開口４５６８、４５９０を含むことができる。例えば、第１の基板４５２０は、１つ
の開口４５６８を含むことができ、第２の基板４５２４は、１つの開口４５９０を含むこ
とができ、第１および第２の基板４５２０、４５２４は、開口４５６８、４５９０におい
て、またはそれを介して、互に局所的に固定して取り付けられる。さらに、第１および第
２の基板４５２０、４５２４は、開口４５６８、４５９０が必要ないように、互に溶接、
接着（例えば、糊着）される、または別様に固定して取り付けられることができる。例え
ば、開口４５６８、４５９０は、開口部４５７０と開口４５９０との間の係合が、第１お
よび第２の基板４５２０、４５２４をともに保つ役割を果たすであろうため、開口部４５
７０および開口４５９０の形状およびサイズが同じである場合、必要ないであろう。
【０３８５】
　図６３Ｈは、図６３Ｇに図示される支持構造４５０８の一部の拡大図である。前述のよ
うに、第１の基板４５２０の突起４５７４は、第２の基板４５２４のスロット４５９４内
に移動可能に配置される。より具体的には、図６３Ｈに図示されるように、各突起４５７
４は、個別のスロット４５９４の第１および第２の停止表面４５９６、４５９８間に移動
可能に配置される。各突起４５７４は、第１の基板４５２０の下方に延在する第２の端部
部分４５７４Ｃを有するため、各突起４５７４は、以下に説明されるように、第１および
第２の停止表面４５９６、４５９８に干渉して係合または接触するように構成される。
【０３８６】
　第１および第２の基板４５２０、４５２４は、異なる様式において互に移動可能に接続
されることができることを理解されるであろう。例えば、第１の基板４５２０および第２
の基板４５２４は、反転されることができ、第１の基板４５２０は、スロット４５９４を
含み、第２の基板４５２４は、スロット４５９４内に移動可能に配置される突起４５７４
を含む。第１および第２の基板４５２０、４５２４は、いくつかの実施例では、異なる場
所において、複数の場所において、および／または本明細書に図示されるスロット４５９
４および突起４５７４以外の構成要素を使用して、互に移動可能に接続されることができ
る。任意の数および／または組み合わせの締結具、溝、タブ、突出部、リブ、スロット、
ならびに他の構成要素が、この／これらの目的のために使用されることができる。
【０３８７】
　いずれの場合も、可撓性支持体４５０８は、対応する突起４５７４とスロット４５９４
との間の相互作用を介して、物品４５００、より具体的には、可撓性ディスプレイ４２０
４の曲がりを制限することができる。物品４５００は、外向き方向において曲がるために
構成されるため、可撓性支持体４５０８は、外向き方向における物品４５００、より具体
的には、可撓性ディスプレイ４２０４のある程度の曲がりを可能にするように構成される
が、その曲げ限界を超える（例えば、その最小曲げ半径を越える）外向き方向における（
図６３Ａにおける矢印ＢＯＵＴによって示される）可撓性ディスプレイ４２０４の曲がり
を防止するように構成される。同時に、可撓性支持体４５０８は、物品４５００、より具
体的には、内向き方向における（図６３Ａにおける矢印ＢＩＮによって示される）可撓性
ディスプレイ４２０４の曲がりを実質的に制限することができる。したがって、可撓性支
持体４５０８は、内向き方向より外向き方向において物品４５００の曲がりを可能にする
ように構成されるが、これは、当てはまる必要はないことを理解されるであろう（例えば
、可撓性支持体４５０８は、内向き方向により多くの曲がりを可能にするように構成され
ることができる）。
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【０３８８】
　物品４５００が、第１のまたは実質的に平坦安定位置にあって（すなわち、図６３Ａに
図示される位置）、物品４５００が、外向き方向に曲げられまたは湾曲させられると（図
６３Ａにおける矢印によって示される）、加えられる曲げ力は、第１の基板４５２０の突
起４５７４を第２の基板４５２４のスロット４５９４に対して移動させる。具体的には、
加えられる曲げ力は、各突起４５７４を第２の停止表面４５９８から離れて、個別のスロ
ット４５９４の第１の停止表面４５９６に向かってスライドさせる。ある時点において、
物品４５００は、各突起４５７４が、図６３Ｉに描写されるように、個別のスロット４５
９４の第１の停止表面４５９６に接触する程度まで、曲げられるであろう。本時点におい
て、物品４５００は、その事前に画定された曲げ限界に到達し、外向き方向における物品
４５００、特に、可撓性ディスプレイ４２０４のいかなるさらなる曲まがりも、防止され
る。本位置はまた、物品４５００が、第２の安定位置を越えて曲げられまたは湾曲させら
れ得ないように、物品４５００の第２のまたは巻装安定位置（図６３Ｂ参照）に対応する
が、当てはまる必要はない（例えば、曲がり制限量は、第２のまたは巻装安定位置を越え
て可能にされることができる）。
【０３８９】
　物品４５００が、第１のまたは実質的に平坦安定位置（すなわち、図６３Ａに図示され
る位置）にあって、物品４５００が、内向き方向に曲げられまたは湾曲させられると、加
えられる曲げ力は、第１の基板４５２０の突起４５７４を第２の基板４５２４のスロット
４５９４に対して移動させる。具体的には、加えられる曲げ力は、各突起４５７４を第１
の停止表面４５９６から離れ、個別のスロット４５９４の第２の停止表面４５９８に向か
ってスライドさせる。ある時点において、物品４５００は、各突起４５７４が、図６３Ｊ
に描写されるように、個別のスロット４５９４の第２の停止表面４５９８に接触する程度
まで、曲げられるであろう（すなわち、本方向における最大曲がり量に対応する）。本時
点において、物品４５００は、その事前に画定された曲げ限界に到達し、内向き方向にお
ける物品４５００、特に、可撓性ディスプレイ４２０４のいかなるさらなる曲まがりも、
防止される。
【０３９０】
　可撓性支持構造４５０８もまた、可撓性支持構造４２０８のように、ねじれ制御を提供
することができる。より具体的には、可撓性支持構造４５０８は、２つの基板４５２０、
４５２４を互に移動可能に接続させ、スロット４５９４および突起４５７４が、それぞれ
、縁４５６６Ａ、４５６６Ｂおよび４５８８Ａ、４５８８Ｂに沿って、またはその中に位
置付けられることによって、物品４５００、したがって、可撓性ディスプレイ４２０４の
縦方向側に加えられることによるねじれに実質的に抵抗する、またはそれを防止すること
ができる。最低でも、本明細書に説明される可撓性支持構造４５０８は、物品４５００、
したがって、可撓性ディスプレイ４２０４に加えられ得るねじれの量を実質的に低減させ
るであろう。可撓性支持構造４５０８は、したがって、そうでなければ物品４５００に加
えられるねじれによって生じるであろう、可撓性ディスプレイ４２０４の脆弱層への損傷
を防止するのに役立つことができることを理解されるであろう。突起４５７４およびスロ
ット４５９４の幅および／または長さならびに／もしくは突起４５７４とスロット４５９
４との間の間隔は、変動されることができるが、可撓性支持構造４５０８は、依然として
、ねじれ制御の少なくともある程度のレベルを提供することができることを理解されるで
あろう。これらの場合のいくつかでは、幅、長さ、および／または間隔は、可撓性支持構
造４５０８が、ねじれに対して殆ど抵抗を提供せず、したがって、横方向におけるより多
くの曲がりを可能にするように変動されることができる。
【０３９１】
　図６４Ａおよび６４Ｂは、それぞれ、動的可撓性物品４８００および４９００の他の実
施例を図示する。
【０３９２】
　図６４Ａに図示される物品４８００は、可撓性照明またはランプの形態をとる。物品４
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８００は、可撓性電子構成要素４８０４と、例えば、内層４２０６等の内層（図示せず）
を介して可撓性電子構成要素４８０４に結合されている可撓性支持構造４８０８とを含む
。可撓性電子構成要素４８０４は、可撓性電子構成要素４２０４に類似するが、可撓性デ
ィスプレイの代わりに、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）照明である。図６４Ａに図示さ
れるように、可撓性電子構成要素４８０４は、天井４８１２に結合される（例えば、搭載
される）。他の実施例では、可撓性電子構成要素４８０４は、異なる構成要素であること
ができ、および／または天井４８１２に結合される必要はない（例えば、構成要素４８０
４は、ユーザによって保持されることができる、構成要素４８０４は、異なる表面に結合
される、またはその上に配置されることができる）。ディスプレイ４２０４のように、可
撓性ＯＬＥＤ照明４８０４は、例えば、可撓性電子構成要素４８０４が配置される環境の
照明の必要性に基づいて、動的に曲げ可能または可撓性である。したがって、可撓性ＯＬ
ＥＤ照明４８０４は、任意の数の種々の構成を有することができる。双安定可撓性支持構
造４２０８、４５０８と異なり、可撓性支持構造４８０８は、２つを上回る曲げられた位
置を有する（すなわち、可撓性支持構造４８０８は、多安定支持構造である）。可撓性支
持構造４８０８は、それでもなお、可撓性支持体４８０８が、本明細書に説明される他の
支持構造のように、物品４８００の曲がりを制限する、および／または物品４８００に加
えられるねじれに抵抗するように構成されるように、本明細書に説明される可撓性支持構
造（例えば、可撓性支持構造４２０８、４５０８、７０８）のうちのいずれかの特徴を含
むことができる。
【０３９３】
　図６４Ｂに図示される物品４９００は、基部４９０２と、可撓性電子構成要素４９０４
と、可撓性支持構造４９０８とを含む。可撓性電子構成要素４９０４は、部分的に基部４
９０２内に配置され、基部４９０２から外向きに延在する。可撓性支持構造４９０８は、
例えば、内層４１０６等の内層（図示せず）を介して、可撓性電子構成要素４９０４に結
合される。可撓性電子構成要素４９０４は、可撓性電子構成要素４２０４に類似するが、
折畳式電子リーダである。ディスプレイ４２０４のように、可撓性電子構成要素４９０４
は、例えば、図６４Ｂに描写される開放または実質的に平坦な使用時位置と、可撓性電子
構成要素４９０４が基部４９０２の外部表面にわたって、かつその周囲に折畳される、折
畳または閉鎖位置（図示せず）との間で、動的に曲げ可能もしくは可撓性である。可撓性
支持構造４８０８のように、可撓性支持構造４９０８は、２つを上回る曲げられた位置を
有する。可撓性支持構造４９０８は、それでもなお、可撓性支持体４９０８が、本明細書
に説明される他の支持構造のように、物品４９００の曲がりを制限する、および／または
物品４９００に加えられるねじれに抵抗するように構成されるように、本明細書に説明さ
れる可撓性支持構造（例えば、可撓性支持構造４２０８、４５０８、４８０８）のうちの
いずれかの特徴を含むことができる。
【０３９４】
　図６５は、物品（例えば、動的可撓性取り付け可能な物品またはデバイス１０）の可撓
性電子構成要素（例えば、可撓性ディスプレイ１８）を駆動するために、本明細書に説明
される取り付け可能な物品のいずれかの電子機器モジュール１９内で使用される、または
その中に配置される、本明細書では電子機器スイート３８と称される、種々の電子構成要
素のブロック図を図示する。特に、図６５に図示される電子機器スイート３８は、マイク
ロプロセッサまたは他のプロセッサ４２と、例えば、フラッシュメモリまたは他の好適な
タイプの非一過性、有形、データ記憶媒体であり得る、コンピュータ可読メモリ４４と、
通信モジュール４６と、ディスプレイドライバ４８と、タッチスクリーンコントローラ５
０と、いくつかのセンサ５２および他の二次デバイス５３とを含む、いくつかの他のモジ
ュールまたは電子構成要素に給電する、バッテリ４０を含む。センサ５２は、例えば、衝
撃センサまたは歩数計、１つ以上のジャイロスコープセンサ、またはジャイロスコープ、
温度センサ、振動センサ、脈拍数モニタ、圧力センサ、歪みゲージ等を含んでもよい。例
えば、センサ５２は、歪みゲージ、ジャイロスコープ、加速度計、圧縮センサ、引張歪み
センサ、位置センサ、運動または移動センサ、圧力センサ、振動センサ、温度センサ、配
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向センサ、重力センサ、光センサ、および圧電センサ等の任意の数の任意の数のタイプの
センサを含んでもよい。二次電子デバイス５３は、例えば、アラームまたは雑音生成デバ
イス、スピーカ、マイクロホン、バイブレータを含んでもよく、その動作は、クラスプ１
４または電子機器モジュール１９を振動させる等である。図６５は、センサ５２および二
次電子デバイス５３を電子機器スイート３８と一体型であるように図示するが、ある場合
には、センサ５２および／または二次電子デバイス５３のうちの１つ以上のものは、電子
機器スイート３８の残りと別個のバンド１２に沿った１つ以上の他の場所に物理的に配置
される。但し、これらの場合、別個に配置されたセンサ５２および／または二次電子デバ
イス５３は、（例えば、有線または無線接続を介して）電子機器スイート３８の残りと通
信接続したままである。
【０３９５】
　同様に、図６５は、ディスプレイドライバ４８を電子機器スイート３８と一体型として
図示するが、ある場合には、ディスプレイドライバ４８は、電子機器スイート３８の残り
と別個の別の場所に物理的に配置される。ある実施例では、ディスプレイドライバ４８は
、可撓性電子構成要素の画素要素の電極またはコネクタに近接する場所、例えば、可撓性
電子構成要素の背面またはある他の好適な場所に配置される。但し、別個に位置するディ
スプレイドライバ４８は、遠隔場所にかかわらず、（例えば、有線または無線接続を介し
て）電子機器スイート３８の残りと通信接続したままである。
【０３９６】
　理解されるであろうように、メモリ４４、通信モジュール４６、ディスプレイドライバ
４８およびタッチスクリーンコントローラ５０、ならびにセンサ５２および他の二次電子
デバイス５３は、プロセッサ４２に通信可能に接続され、プロセッサ４２によって実装さ
れるアプリケーションまたは他のプログラムと連動して種々の機能を行うように動作して
もよい。なおもさらに、これらの要素の各々は、任意の公知のまたは所望の様式において
、バッテリ４０に接続され、それによって給電される。なおもさらに、図６５の電子機器
スイート３８は、通信ポート５４（例えば、ＵＳＢまたは他のタイプのデジタル通信ポー
ト）および電力またはバッテリ充電器入力ポート５６等の１つ以上の通信ポートを含んで
もよい。この場合、電力入力ポート５６は、バッテリ４０に接続され、任意の公知のまた
は所望の再充電回路および方法論を使用して、バッテリ４０の充電または再充電を可能に
してもよい。代替として、または加えて、通信入力ポート５４（例えば、ＵＳＢ入力ポー
トの形態における）が、バッテリ４０を充電するために、バッテリ４０に接続され、電力
をバッテリ４０に提供してもよく、入力ポート５４はまた、入力ポート５４を介して有線
ベースの通信を行うために、マイクロプロセッサ４２ならびに通信回路モジュール４６に
接続されてもよい。当然ながら、通信入力ポート５４は、ＵＳＢタイプ接続として図示さ
れるが、当技術分野において公知であるように、任意の数のピンまたはワイヤを使用する
、任意の所望のシリアルまたはパラレルデジタル通信ポート、アナログ通信ポート等を含
む、任意の他のタイプの公知の有線または物理的通信接続であり得る。加えて、または代
替として、入力ポート５４は、無線通信を行うための無線入力ポートを含んでもよい。
【０３９７】
　ある実施形態では、電力入力ポート５６は、物品１０に給電するための無線入力ポート
であってもよく、この場合、例えば、誘導結合式充電技法を使用して、バッテリ４０を充
電するように動作する、例えば、バッテリ充電ユニットの一部であってもよい。バッテリ
充電ユニットが、誘導結合式充電システムの一部である場合、概して、取り付け可能な物
品１０が外部充電ユニットの近傍に配置されるとき、外部充電ユニット（図示せず）によ
って産生される電磁波に応答し、バッテリ４０を充電する。別の場合では、入力ポート５
６のバッテリ充電器は、動的可撓性デバイスの運動（動的可撓性デバイスがリストバンド
の形態であるときに腕の移動に関連付けられるもの等）を、バッテリ４０を充電するため
に提供される、電気エネルギーに変換する、運動エネルギー充電ユニットであってもよい
。
【０３９８】
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　理解されるように、任意の所望のタイプのハードウェアまたはファームウェアプログラ
ミングを使用してプログラムされるプログラム可能な汎用プロセッサまたは特別にプログ
ラムされたプロセッサであり得る、プロセッサ４２は、概して、本明細書により詳細に説
明されるように、可撓性電子構成要素および関連電子構成要素の動作を協調させ、実装す
る。コンピュータ可読メモリ４４は、例えば、プロセッサ４２によって実装される一般的
オペレーティングシステムを含む、種々のアプリケーションと、動的可撓性デバイスを介
して種々の異なるタイプの機能性を実装するように、プロセッサ４２上で実行される種々
のアプリケーション（図６５におけるアプリケーション６０のセットとして図示される）
とを記憶し、そのうちのいくつかが、本明細書により詳細に説明される。メモリ４４はま
た、例えば、種々の異なる時間においてディスプレイスクリーン１８上に表示される種々
の画像に関連付けられた画像またはビデオデータファイルであり得る、１つ以上のデータ
ファイル６２を記憶してもよい。なおもさらに、メモリ４４は、種々のアプリケーション
６０の動作の一部として、種々のアプリケーション６０またはマイクロプロセッサ４２に
よって生成され、アプリケーション６０のランタイムの間または他の時間のいずれかにお
いて、それらのアプリケーション６０によって使用され得る、アプリケーションデータを
記憶してもよい。所望に応じて、マイクロプロセッサ４２または二次電子構成要素５３の
うちの１つは、現在の時間、曜日、日付、月、年、時間帯等を追跡する、クロックを含む
、またはそれであってもよい。
【０３９９】
　実施例として、アプリケーション６０のうちの１つ以上のものは、例えば、電子メール
アプリケーション、インターネットまたはウェブブラウジングアプリケーション、アラー
ムクロックアプリケーション、カレンダアプリケーション、ＭＰ３アプリケーション等の
音楽再生アプリケーション、ビデオアプリケーション、デジタル写真スライドショーアプ
リケーション、マッピングアプリケーション、ユーザによって読まれるための書籍、文書
、雑誌、または他のタイプの記事を提供し得る、電子読書アプリケーション等を含む、典
型的には、標準的コンピュータまたはパーソナルハンドヘルド電子デバイス等の他のタイ
プの電子デバイスに関連付けられる種々の機能性を実装してもよい。なおもさらに、アプ
リケーション６０のうちの１つ以上のものは、動的可撓性取付可能デバイスに関連付けら
れた可撓性電子構成要素を、可撓性電子構成要素を介して表示されるべきコンテンツを生
成している外部マスタデバイスに連結または通信可能に結合され得る、スレーブディスプ
レイデバイスに変えるように、プロセッサ４２上で動作してもよい。スマートフォンまた
は近傍コンピュータデバイスであり得る、マスタデバイスは、電子機器スイート３８に無
線で接続され、可撓性電子構成要素上に表示されるべきコンテンツを提供してもよく、典
型的には、プロセッサ４２より多くのメモリと、コンピューティングおよび処理電力とを
有するであろう。
【０４００】
　図６５の通信モジュール４６は、任意の所望のタイプの通信技法を使用して、マイクロ
プロセッサ４２が、外部デバイスまたは源と通信することを可能にする、任意のタイプの
通信ハードウェア／ソフトウェア／ファームウェアを含む、またはそれを使用してもよい
。当然ながら、通信モジュール４６は、任意の種類の有線ベースの通信モジュールまたは
無線ベースの通信モジュールを含む、複数の異なるタイプの通信ハードウェア／ソフトウ
ェア／ファームウェアを含み得る。実施例として、通信モジュール４６は、動的可撓性取
り付け可能な物品またはデバイスと他のデバイスまたは他のデバイスが通信可能に接続さ
れるＬＡＮもしくはＷＡＮ等の通信ネットワークとの間に有線または無線ベースの、ＩＰ
プロトコル通信を提供し得る、有線または無線インターネットベースの通信モジュールで
あってもよい。同様に、通信モジュール４６は、動的可撓性デバイスの周囲のまたはそれ
に近接する他のデバイス内に記憶されるＲＦＩＤタグと通信し、そこにメッセージを送信
し、および／またはそこからメッセージを受信するための近距離通信（ＮＦＣ）モジュー
ルである、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）通信モジュールを含んでもよい。この場合、通信
モジュール４６は、ＲＦＩＤ通信モジュール４６によるピングに応答して、ＲＦＩＤタグ
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から受信された信号をデコードし、これらのデバイスに関連付けられたＲＦＩＤタグまた
はタグ番号（識別子）を識別してもよい。同様に、通信モジュール４６は、任意の公知の
または所望の様式において、近傍ＮＦＣまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応デバ
イスと近距離通信またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信を行い、それによって、動
的可撓性デバイスと他の近接して設置された、または近接して位置する電子デバイスとの
間の無線通信を可能にし得る、近距離通信（ＮＦＣ）モジュールまたはＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）通信モジュールであってもよい。なおもさらに、通信モジュール４６は、
ＵＳＢ通信ポート５４を介して、送信および受信されるべきＵＳＢベースの通信信号をデ
コードおよびエンコードするためのＵＳＢまたは他のタイプの有線通信モジュールを含ん
でもよい。
【０４０１】
　図６５に図示されるように、ディスプレイドライバ４８は、マイクロプロセッサ４２と
、可撓性電子構成要素とに結合され、可撓性電子構成要素を駆動させ、異なる画像をユー
ザに提示し、したがって、可撓性電子構成要素を介して機能性を実装する。ディスプレイ
ドライバ４８は、例えば、電子インクまたは他の双安定ディスプレイドライバ、有機発光
ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイドライバ等を含む、使用され得る種々の異なるタイ
プの可撓性ディスプレイに関連付けられた任意のタイプのディスプレイドライバ技術に関
連付けられる、またはそれを使用してもよい。当然ながら、ディスプレイドライバ４８は
、可撓性電子構成要素の種々の画素要素に接続され、コンテンツ画像を可撓性電子構成要
素上に提示するように、画素要素にその視覚的外観を変化させることを理解されるであろ
う。典型的には、必ずしもではないが、各画素要素は、可撓性電子構成要素上の特定の画
素要素の（ｘ、ｙ）座標に対応する、２つの電極、リード線、接続線、またはコネクタに
通信可能に接続される。したがって、ディスプレイドライバ４８は、画像コンテンツまた
はそのディスプレイ面積を可撓性電子構成要素の幅に対応する接続線のセットに提供し、
（ある場合には、可撓性電子構成要素の幅縁または横方向側からドライバ４８に物理的に
発出し）、同一ディスプレイドライバ４８は、画像コンテンツ（例えば、電気信号または
他の好適な信号を使用することによって）を可撓性電子構成要素の長さに対応する接続線
の別のセットに提供してもよい（ある場合には、可撓性電子構成要素の長さ縁または縦方
向側から物理的に発出し、ドライバ４８に接続する）。実施例では、ディスプレイドライ
バ４８は、画像コンテンツが可撓性ディスプレイのディスプレイ面積上に提示されるよう
に、画像コンテンツを、横方向接続線のセットに、および／または縦方向接続線のセット
に提供する。ある実施例では、物品１０は、複数のディスプレイドライバ４８を含み、そ
れぞれ、画像コンテンツを接続線の個別のセットに提供する。
【０４０２】
　図６５に戻ると、ディスプレイドライバ４８は、可撓性電子構成要素を駆動させ、マイ
クロプロセッサ４２上で実行されている特定のアプリケーション６０によって決定される
種々の画像および他の機能性を提示するように、色、照明レベル、オン・オフ状態等を取
得またはそれに到達するよう画素要素を照射する、もしくは画素要素にそのようにさせる
。ある場合には、ディスプレイドライバ４８は、１つ以上の人工的表現、パターン等の種
々の画像、もしくはメモリ４４内に記憶された他のタイプの画像を可撓性電子構成要素上
に画像６２のうちの１つとして表示させてもよい。そのような画像は、ロゴ、マスコット
、アイコン等、ユーザと特定の大学または他の組織の関連付けの表示である、図柄の形態
における任意のタイプのグラフィック要素であってもよい。静的ディスプレイの場合、特
に、可撓性電子構成要素が、電子インクタイプのディスプレイ等の双安定タイプの可撓性
ディスプレイであるとき、可撓性電子構成要素は、動的可撓性デバイスがスリープモード
にある、したがって、ディスプレイドライバ４８が可撓性電子構成要素をアクティブに駆
動させるように動作していないときは常に、特定の画像または背景画像を表示し得る。
【０４０３】
　当然ながら、タッチスクリーンコントローラ５０は、タッチスクリーンインターフェー
ス２６（そのようなインターフェースが存在する場合）に接続され、入力信号をタッチス
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クリーンインターフェース２６から受信する。コントローラ５０は、これらの入力信号を
デコードし、タッチスクリーンインターフェース２６に対して生じるタッチイベントを識
別するように動作する。タッチスクリーンインターフェース２６は、可撓性電子構成要素
にわたって配置される、容量式タッチスクリーンインターフェースまたは任意の他の好適
なタイプのタッチスクリーンインターフェースであってもよく、性質上、透明であって、
したがって、可撓性電子構成要素の画素要素が、タッチスクリーンインターフェース２６
を通して視認可能となることを可能にしてもよい。当然ながら、他のタイプのタッチスク
リーンインターフェースが、代わりに、または同様に、使用されてもよい。いずれの場合
も、タッチスクリーンコントローラ５０は、タッチスクリーンインターフェース２６を励
起および制御し、かつタッチスクリーンイベントを認識およびデコードし、例えば、各タ
ッチスクリーンイベントの場所、タップまたはスワイプ移動等のタッチスクリーンイベン
トのタイプ等を識別するように動作する。所望に応じて、タッチスクリーンコントローラ
５０は、単独で、またはプロセッサ４２と連動して、タッチスクリーンインターフェース
２６を介して入力される、ジェスチャを判定または認識するように動作してもよく、その
ようなジェスチャは、例えば、スライド、スワイプ、複数本の指による挟持、または互に
協調された１本またはそれを上回る指の移動を含む、任意の他のタイプのジェスチャであ
る。各そのようなジェスチャは、動的可撓性デバイス上またはそれを介して行われるべき
アクションを示してもよい。当然ながら、動的可撓性取り付け可能な物品またはデバイス
は、例えば、クラスプ１４のうちの１つの上に、またはバンド１２に沿った他の場所に配
置される、ボタンスイッチ、ローラボール、スライドバー、圧力センサ、歪みゲージ等を
含む、インターフェース等、ユーザ生成ジェスチャを検出するように構成される、他のま
たは異なるタイプのユーザ入力デバイスを含んでもよい。そのようなユーザインターフェ
ースは、ユーザが、従来、作動可能ボタンまたはスイッチを介して入力される、スクロー
ル動作、オン・オフ電力供給動作、モード切替等のより多くの基本的機能を行うことを可
能にしてもよい。ある場合には、プロセッサは、設定プログラム、較正プログラム、また
は記憶されたユーザ選好等のタッチスクリーンを介したユーザからの入力に基づいて、バ
ンドがユーザの左手首または右手首上に配置されているかどうかを判定し、したがって、
ユーザによって最良に視認可能であるように、可撓性電子構成要素上に表示されるべき画
像の相対的位置または配向を判定してもよい。
【０４０４】
　前述のように、センサ５２は、種々の異なるタイプのセンサのいずれかを含んでもよい
。ある実施形態では、センサ５２は、バンド１２の移動または配向、バンド１２の急速な
振れ等を検出する、１つ以上のジャイロスコープを含む。これらのタイプの動作のうちの
１つ以上のものは、動的可撓性デバイスをリセットする、動的可撓性デバイスのモードを
変更する等のためのジェスチャ等、特定のタイプの入力またはユーザ入力と見なされ得る
。同様に、そのようなジャイロスコープの出力は、マイクロプロセッサ４２によって使用
され、可撓性ディスプレイ１８の配向または方向を判定し、マイクロプロセッサ４２また
はマイクロプロセッサ４２上で実行されるアプリケーション６０が、可撓性ディスプレイ
１８上に表示されるべき画像の適切な配向を判定することを可能にすることができる。い
くつかの事例では、そのような運動検出および位置検出デバイスは、締結具１４もしくは
他の電子機器モジュール１９のうちの２つ以上のものの中に位置し、動的可撓性デバイス
は、デバイスが、手首もしくは他の円形部材の周囲に配向されているか、または代わりに
、平坦に配設される、もしくはある他の様式において配向されているかをより正確に判定
することを可能にし得る。マイクロプロセッサ４２またはその上で実行されるアプリケー
ションは、バンド１２の検出された配向に基づいて、動的可撓性デバイスの機能性、挙動
、および／またはアクションを変更してもよい。
【０４０５】
　ある場合には、センサ５２は、動的可撓性デバイスの機能性、挙動、および／またはア
クションを変更させる、例えば、デバイス１０をリセットさせる、デバイスのモードを変
更させる、動的可撓性デバイス（例えば、デバイス１０）の可撓性電子構成要素（例えば
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、ディスプレイ１８）上に表示される提示を変更させる等のための入力と見なされる、圧
力、歪み、または類似力を検出する、１つ以上の圧力または力センサおよび／または歪み
ゲージを含む。一実施例では、２つの圧力または力センサは、動的可撓性デバイス１０が
略円形もしくはループ状構成でそれ自体に取り付けられるときに、圧力または力センサが
相互と正反対であるように、（例えば、可撓性１８の背面の一部として、または支持体１
６の一部として）バンド１２上に位置付けられる、またはそれに取り付けられる。
【０４０６】
　例証すると、図６６Ａは、２対の圧力センサ５００Ａ、５００Ｂおよび５０４Ａ、５０
４Ｂが取り付けられる、バンドを含む、動的可撓性取付可能デバイス１０の例示的ループ
状構成を含み、各圧力センサ対５００、５０４の個別のセンサは、正反対である。ユーザ
が、例えば、バンド１２に沿った２つ以上の点において同時に、バンド１２を圧迫する、
もしくは力または圧力をバンド１２に加えるとき、本アクションは、入力として圧力セン
サ５００Ａ、５００Ｂ、５０４Ａ、５０４Ｂによって検出され、圧力センサ５００Ａ、５
００Ｂ、５０４Ａ、５０４Ｂは、入力の検出に応答して、対応する信号をプロセッサ４２
（図６６Ａ－６６Ｃには図示せず）に送信する。圧力センサ５００Ａ、５００Ｂ、５０４
Ａ、および５０４Ｂから受信される信号に基づいて、プロセッサ４２は、入力の結果とし
てデバイス１０によってとられる任意のアクションおよび／または挙動を判定し、例えば
、１つ以上の対応するアプリケーション６０を実行することによって（いずれかが判定さ
れる場合）結果として生じる挙動を生じさせる。図６６Ｂは、締結具１４に近接する場所
において、およびバンド１２の正反対の点において、同時に圧迫されている図６６Ａのバ
ンド１２を図示し、図６６Ｃは、図６６Ｂの加えられた力の軸と垂直な軸に沿って圧迫さ
れている図６６Ａのバンド１２を図示する。当然ながら、ユーザは、バンド１２に沿った
いずれか２つ以上の場所においてバンド１２を圧迫してもよく、バンド１２に沿った複数
のセンサの賢明な載置によって、ユーザが圧迫力を加えたバンド１２に沿った場所は、セ
ンサの出力からプロセッサ４２によって判定されることができる。
【０４０７】
　可撓性デバイス１０のバンド１２に沿った圧迫の異なる場所は、異なる所望の機能性、
アクション、モード、および／または挙動に対応してもよい。例えば、締結具１４に近接
して第１の直径軸に沿った検出された圧迫は、デバイス１０がオフにされるものであるこ
とを示してもよい一方で、別の軸に沿った検出された圧迫は、メモリ４４に記憶された特
定のアプリケーション６０が起動されるものであることを示してもよい。
【０４０８】
　ある場合には、加えられた力の所与の軸に関して、同一の圧力センサによって生成され
る異なる信号は、異なる程度の検出された力、したがって、異なる挙動に対応する。例え
ば、事前に画定された持続時間にわたって加えられる、（例えば、ループの両側が殆ど触
れるような）有意な力の圧迫は、デバイス１０がオフにされるものであることを示しても
よい一方で、同一場所における一連のあまり強制的ではない圧迫は、スピーカ音量を制御
してもよい。ある場合には、デバイス１０の結果として生じる挙動は、複数のセンサにお
いて検出される力の個別の大きさの間の差に基づく。例えば、１つの圧力センサが、別の
圧力センサより有意に大きい力を検出する場合、本条件は、ユーザが所望の挙動またはア
クションを引き起こすようにデバイス１０が意図的に圧迫することではなく、落下されて
いるデバイス１０を示してもよい。
【０４０９】
　ある実施形態では、デバイス１０によって行われる特定のアクションは、バンド１２へ
圧迫または加えられた力のタイプ（例えば、バンド１２への特定の大きさ、場所、持続時
間、および／または数の圧迫もしくは加えられた力）に基づく。加えられた力のタイプと
所望の得られたデバイス挙動またはアクションとの間のマッピングは、構成可能であり得
る。例えば、ユーザは、デバイス１０のユーザインターフェースを介して、バンド１２に
おいて直接、１つ以上のマッピングを変更してもよく、もしくはユーザは、マッピング変
更をデバイス１０のメモリ４４の中にダウンロードさせてもよい。当然ながら、全ての検
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出およびアクション認識は、センサ５００、５０４によって提供される信号に基づいて、
デバイスのプロセッサにおいて作動する適切なソフトウェアによって行われてもよい。
【０４１０】
　図６７は、（例えば、支持体１６または可撓性ディスプレイ１８の背面上で）バンド１
２に取り付けられる、もしくはそれに含まれる、１つ以上の歪みゲージ５２０を含む、動
的可撓性取付可能デバイス１０の例示的構成の一部の表面図を図示する。図６７では、略
長方形形状の歪みゲージ５２０は、長方形形状のバンド１２の配向と平行に配向される。
特に、歪みゲージ５２０は、それに沿って力がゲージ５２０によって検出される、方向ま
たは軸５２２が、バンド１２の縦軸と平行であるように、位置付けられる。さらに、歪み
ゲージ５２０は、１つの次元５２２に沿った力（例えば、張力５２２Ａまたは圧縮５２２
Ｂ）が検出される、一方向性ゲージであり、検出された力に対応する信号（例えば、電気
信号）は、１つ以上の接続パッド５２５を介して、例えば、プロセッサ４２（図示せず）
に伝送される。別の次元５２８における力は、未検出のままであり、または一方向性ゲー
ジ５２０によって無視される。ある場合には、歪みゲージ５２０は、デバイス１０に含ま
れる圧力センサに含まれる。
【０４１１】
　図６８は、バンド１２の対向面上に位置付けられる２つの歪みゲージ５３０Ａ、５３０
Ｂを含む、動的可撓性取付可能デバイス１０の例示的構成の側面図を図示する。図６８の
例示的構成は、図６７に示される例示的構成と一体型であってもよく、またはそうではな
くてもよく、例えば、ゲージ５３０Ａ、５３０Ｂは、ゲージ５２０の事例であってもよく
、またはそうではなくてもよい。図６８に示されるように、バンド１２は、歪みゲージ５
３０Ａ、５３０Ｂを含むバンド１２の部分が湾曲させられるように圧迫されており、した
がって、ゲージ５３０Ａは、張力５３２Ａを検出し、ゲージ５３０Ｂは、圧縮力５３２Ｂ
を検出する。ゲージ５３０Ａ、５３０Ｂは、プロセッサ４２が、例えば、アプリケーショ
ン６０を実行することによって、デバイス１０の適切なアクションまたは挙動を判定し得
るように、それぞれ、検出された力５３２の大きさに対応する信号をプロセッサ４２（図
示せず）に送信する。デバイス１０は、例えば、可撓性支持体１６または可撓性ディスプ
レイ１８の基板に取り付けられた、もしくはその一部として、バンド１２上の種々の場所
に配置される、一対またはそれを上回るゲージ５３０Ａ、５３０Ｂを含んでもよい。図６
８では、歪みゲージ５３０Ａ、５３０Ｂは、バンド１２の表面から延在するものとして示
されるが、いくつかの実施形態では、歪みゲージ５３０Ａ、５３０Ｂは、バンド１２の表
面から延在せず、代わりに、その表面の間でバンド１２内に位置付けられる。
【０４１２】
　図６７および６８では、歪みゲージ５２０、５３０Ａおよび５３０Ｂｂは、１つのみの
方向における力に対応する信号を検出および／または送信するように構成される、一方向
性歪みゲージとして図示される。ある場合には（図示せず）、デバイス１０に含まれる歪
みゲージは、他方向力を検出するように構成される、他方向歪みゲージである。実施例で
は、ユーザが、（例えば、バンドをねじって捻転させること、１つ以上の方向にバンドを
伸展せること等によって）可撓性ディスプレイ１８によって耐えられ得ない点まで、デバ
イス１０を歪曲させる場合、本歪曲は、多次元歪みゲージによって検出され、プロセッサ
４２に報告され、次いで、警告または他のアラートを、可撓性ディスプレイ１８上に、も
しくは別のユーザインターフェースにおいて（例えば、聴覚アラート）提示させてもよい
。一方、耐えられるが過剰ではない程度までバンドを捻転または伸展させることは、多次
元歪みゲージによって検出されるさらに別の入力に対応し、デバイス１０の個別のアクシ
ョンまたは挙動を引き起こしてもよい。当然ながら、任意の数の歪みゲージまたは他のセ
ンサは、バンド１２に沿った任意の点もしくはバンド１２に沿った複数の異なる点におけ
る圧力を検出するように、バンド１２に沿った任意の位置に（および所望に応じてバンド
１２の上面または下面のいずれかの上に）配置されてもよい。
【０４１３】
　図６５を再び参照すると、いくつかのデバイスでは、センサ５２は、ユーザが特定の周
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期時間にわたって歩いた歩数を計測するために使用され得る、加速度計のような歩数計ま
たは衝撃センサを含んでもよい。代替として、または加えて、センサ５２は、周囲温度、
デバイス１０が装着されているときのユーザの皮膚の温度等を検出し得る、１つ以上の温
度センサを含んでもよい。センサ５２はまた、公知の外部血圧センサデバイス技術を使用
して、血圧または心拍数を確認し得る、血圧センサデバイスを含み得る。
【０４１４】
　理解されるであろうように、図６５の電子スイート３８に配置または示される種々の異
なる電子デバイスまたは構成要素は、その物品の種々の異なる使用において有益であり得
る、動的可撓性取り付け可能な物品またはデバイス１０のための多数の機能性を提供する
ために、種々の異なる様式において、互に併用されてもよい。しかしながら、これらの使
用のいくつかのみ、本明細書に詳細に説明される。
【０４１５】
　一般的に、本明細書に説明される実施形態のいずれかまたは全ての可撓性ディスプレイ
１８は、電子ペーパディスプレイ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ等の任
意のタイプの可撓性ディスプレイとして製造されてもよく、本可撓性ディスプレイは、い
ったん製造されると、次いで、種々の様式において、形成、湾曲、または曲げられてもよ
い。概して、可撓性ディスプレイ１８は、互に隣接するように、背面合わせで載置される
、または互に積層される、背面可撓性基板と、正面可撓性基板とを含む、２つの可撓性基
板から作製されてもよい。電子ペーパの場合、接着剤等の材料の付加的層が、正面内に含
まれ、背面と正面との間に配置されてもよい。ある場合には、アクティブマトリクスＯＬ
ＥＤ、電気泳動ディスプレイ（ＥＰＤ）、電子ペーパ、電子インクディスプレイ、電子リ
ーダディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、または他のアクティブマトリクスタイ
プのディスプレイの使用と同様に、背面は、トランジスタおよび／または他の要素の正面
または上部上の類似アレイ内に配置される、個々の照明、伝送、または反射要素を駆動さ
せる、もしくはそこに励起を提供するために、その上に配置される複数の半導体デバイス
または要素、例えば、トランジスタおよび／または他の要素のアレイを含む。半導体デバ
イスまたは要素は、エッチング、ダイカット形成、印刷、スパッタリング、スピンコーテ
ィング、スプレーコーティング、他の堆積もしくはパターン技法、またはそれらの組み合
わせ等によって、任意の公知のまたは所望の様式において、背面上に形成されてもよい。
同様に、発光、伝送、または反射要素は、これらの同一もしくは異なる技法を使用して、
任意の所望のタイプの発光、伝送、または反射要素として形成されてもよく、要素は、発
光ダイオード（ＬＥＤ）、ＯＬＥＤ、電子ペーパ、液晶等を含んでもよい。例えば、電子
ペーパの場合、正面および背面は、電場内に置かれると、黒色または白色粒子をディスプ
レイの上部に移動させ、白色状態、黒色状態、または中間グレー状態を生成させるであろ
う、透明流体内に懸濁された黒色および白色の反対に帯電された粒子を用いて形成されて
もよい。いずれの場合も、背面および正面の基板は、プラスチックまたは可撓性ガラス等
の同一材料または異なる可撓性材料から形成されてもよく、これらの材料は、両方の材料
が電子ディスプレイ１８を曲げるために必要とされる曲率まで撓曲可能である限り、同一
または異なる可撓性特性を有してもよい。
【０４１６】
　より具体的には、本明細書に図示される可撓性ディスプレイは、電子ペーパディスプレ
イ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ等の可撓性ディスプレイとして製造さ
れてもよい。概して、可撓性ディスプレイは、２つの可撓性基板上に構築されてもよく、
または１つの可撓性基板上に構築されるが、少なくとも２つの可撓性基板を有してもよい
。可撓性基板は、互に隣接して背面合わせで載置される、または互に積層される、背面デ
ィスプレイ面積と、正面ディスプレイ面積とを含んでもよい。正面ディスプレイ面積は、
画像を表示可能な第１の可撓性基板上に提供される、光学要素（例えば、電気光学要素）
のアレイを備えている一方、背面ディスプレイ面積は、正面上の光学要素を駆動させる、
またはそれに励起を提供するために、第２の可撓性基板上に提供される半導体デバイスま
たは要素（例えば、トランジスタ要素）のアレイを備えている。正面および／または背面
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のいずれかのための可撓性基板として使用するために好適な材料として、限定ではないが
、ポリイミド、テレフタル酸ポリエチレン（ＰＥＴ）、ポリカーボネート、ポリエーテル
スルホン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、およびポリエチレンナフタレート
（ＰＥＮ）等の種々のプラスチック基板が挙げられる。金属箔または可撓性ガラスもまた
、使用されてもよい。
【０４１７】
　好ましくは、背面ディスプレイ面積は、ＰＥＴ等の可撓性プラスチック基板上に提供さ
れる薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）のアレイを備えている。ＴＦＴアレイは、切替および／
または駆動ＴＦＴと、保持容量等の付加的要素とを含み、配線を相互接続してもよい。個
々のＴＦＴ要素は、概して、導体（すなわち、ソース、ドレイン、およびゲート電極）、
絶縁体（すなわち、誘電）、および半導体薄膜層の連続堆積およびパターン化によって作
製される。活性半導体層は、有機（小分子またはポリマー半導体）もしくは無機（非晶質
シリコン、低温多結晶シリコン、グラフェン、カーボンナノチューブ、および金属酸化物
半導体等）材料のいずれかから成ることができる。
【０４１８】
　ＴＦＴアレイは、好ましくは、米国特許第６，５８５，９１４号、米国特許第６，６０
８，３２３号、米国特許第６，９９１，７４９号、米国特許第７，３７４，７０２号、米
国特許第７，５２８，１７６号、米国特許第７，５６９，６９３号、米国特許第７，６０
５，２２５号、米国特許第７，６７１，２０２号、米国特許第７，８１６，４８０号、米
国特許第７，８４２，１９８号、米国特許第７，８９２，４５４号、米国特許第７，８９
３，２６５号、米国特許第７，９０２，３６３号、米国特許第７，９４７，８３７号、米
国特許第７，９８２，０３９号、米国特許第８，０２２，２１４号、米国特許第８，３２
９，８５５号、米国特許第８，４０４，８４４号、米国特許第８，４４０，８２８号、米
国特許公開第２０１０／０２５２１１２号、米国特許公開第２０１０／０２８３０４７号
、米国特許公開第２０１０／０３２６５２７号、米国特許公開第２０１１／０１２０５５
８号、米国特許公開第２０１１／０１３６３３３号、および米国特許公開第２０１３／０
０６２５９８号（それぞれの開示は、あらゆる目的のために、参照することによってその
全体として本明細書に組み込まれる）の少なくとも１つに説明される有機半導体に基づく
、有機ＴＦＴ（ＯＴＦＴ）を備えてもよい。ＯＴＦＴは、金属接点と、シリコン酸化物（
ＳｉＯ２）または別の無機酸化物もしくは窒化物（Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ２、ＳｉＯ２、ま
たはＳｉ３Ｎ４等）から成る誘電層とを含んでもよいが、電気絶縁ポリマーから成る誘電
層が、好ましくあり得る。例示的ポリマー誘電材料として、ポリアクリレート、ポリイミ
ド、ポリビニルアルコール、ポリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリハロ
エチレン、エポキシ樹脂、シロキサンポリマー、ベンゾシクロブテンベースのポリマーが
挙げられる。他のポリマー誘電体は、米国特許第７，６０５，３９４号、米国特許第７，
９８１，９８９号、米国特許第８，０９３，５８８号、米国特許第８，２７４，０７５号
、米国特許第８，３３８，５５５号、米国特許公開第２０１１／０１７５０８９号、米国
特許公開第２０１１／０２１５３３４号、および米国特許公開第２０１２／００６８３１
４に説明されている。ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）ポリ（スチレンスル
ホナート）（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）等の伝導性ポリマーが、ＯＴＦＴ内の金属接点のため
の代替材料として使用されてもよい。
【０４１９】
　好ましくは、ＴＦＴアレイは、金属酸化物半導体に基づく金属酸化物ＴＦＴを備えても
よい。例えば、金属酸化物半導体は、インジウム酸化亜鉛（ＩＺＯ）、亜鉛スズ酸化物（
ＺＴＯ）、インジウムガリウム酸化物（ＩＧＯ）、およびインジウムガリウム酸化亜鉛（
ＩＧＺＯ）等、インジウム、亜鉛、スズ、およびガリウムのうちの１つ以上のものを含む
、種々の混合酸化物から選択されることができる。より好ましい実施形態では、ＴＦＴア
レイは、ＩＧＺＯ　ＴＦＴを備えてもよい。最新ＩＧＺＯ　ＴＦＴは、通常、ＳｉＯ２、
ＳｉＯｘ、Ｓｉ３Ｎ４、およびＳｉＯｘＮｙ等の無機材料の厚層を誘電および不動態化層
として含むが、ＴＦＴアレイ背面が金属酸化物ＴＦＴを備えている場合、有機材料は、残
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りの無機層の厚さが、全体としてのＴＦＴアレイの最大可撓性を可能にするために低減さ
れ得るように、誘電および不動態化層の少なくともいくつかにおいて使用される。１つ以
上の有機層を組み込む金属酸化物ＴＦＴは、米国特許第８，０１７，４５８号、米国特許
第８，０９７，８７７号、米国特許第８，３９５，１５０号、および米国特許公開第２０
１２／０２２３３１４号（それぞれの開示は、あらゆる目的のために、参照することによ
ってその全体として本明細書に組み込まれる）に説明されている。
【０４２０】
　電気泳動または電子リーダディスプレイ等のためのいくつかのシナリオでは、正面ディ
スプレイ面積は、背面ディスプレイ面積上に積層、シール、または別様に固着されてもよ
い。正面ディスプレイ面積は、順に、可撓性基板、伝導性電極層、電気光学層、および随
意に、接着剤層を備え、背面への積層を可能にする、サブアセンブリを形成することによ
って、生成されてもよい。ＯＬＥＤディスプレイの場合、電気光学層は、２つの電極層間
に狭入され、典型的には、ＴＦＴアレイ上に構築される。概して、２つの電極層の少なく
とも１つは、透明であって、多くの場合、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）等の透明導電
性酸化物から成る。電気光学層は、電圧が２つの電極層を横断して印加されると、光を放
出可能な有機材料から成る。有機発光材料は、複数の異なる有機層を含む、スタック構造
を有してもよい。１つ以上の放出層に加え、スタック構造は、正孔注入層、正孔輸送層、
電子輸送層、正孔遮断層、および／または電子遮断層等の付加的層を含み、デバイス性能
を向上させてもよい。個々のＯＬＥＤ要素は、その放出層内に異なるエミッタ（例えば、
赤色エミッタ、緑色エミッタ、または青色エミッタ）を有し、カラー画像を提供してもよ
い。例示的ＯＬＥＤデバイス構造および材料は、米国特許第５，７０７，７４５号、第５
，８４４，３６３号、第６，０９７，１４７号、第６，３０３，２３８号、および第８，
３３４，５４５号（それぞれの開示は、あらゆる目的のために、参照することによってそ
の全体として本明細書に組み込まれる）に説明されている。
【０４２１】
　電子ペーパディスプレイの場合、電気光学層は、封入された電気泳動媒体から成っても
よい。封入される電気泳動媒体は、概して、多数の小カプセルを備え、それぞれ、それ自
体が、液体懸濁媒体中に懸濁された電気泳動移動（例えば、黒色および／または白色）粒
子を含有する内相と、内相を囲繞するカプセル壁とを備えている。典型的には、カプセル
自体は、２つの電極層間に位置付けられるコヒーレント層を形成するために、ポリマー結
合剤内に保持される。最も一般には、１つの電極層は、単一連続電極の形態を有する一方
、他の電極層は、画素電極のマトリクスの中にパターン化され、それぞれ、ディスプレイ
の１つの画素を画定する。電子電荷が、カプセルに印加され、選択された色の粒子を表面
に持って来る。電気泳動媒体および関連ディスプレイデバイス構造は、例えば、米国特許
第５，９３０，０２６号、米国特許第６，８３１，７６９号、米国特許第６，８３９，１
５８号、および米国特許第７，１７０，６７０号（それぞれの開示は、あらゆる目的のた
めに、参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる）に説明されている
。電気泳動ディスプレイに加え、他の電子ペーパディスプレイ技術は、例えば、米国特許
第７，４４６，９４５号および米国特許第８，１１１，４６５号（それぞれの開示は、あ
らゆる目的のために、参照することによってその全体として本明細書に組み込まれる）に
説明されるようなエレクトロウェッティングディスプレイおよび電気流体ディスプレイを
含む。
【０４２２】
　完成ディスプレイシステムのためのＴＦＴアレイ背面と正面を統合するために、正面の
底部または画素電極は、電子ペーパディスプレイ内の切替ＴＦＴのドレインまたはソース
電極と、アクティブマトリクスＯＬＥＤ（ＡＭＯＬＥＤ）ディスプレイ内の駆動ＴＦＴと
に（接続される）。
【０４２３】
　正面および／または背面のいずれか上の種々の有機層は、スピンコーティング、スロッ
トコーティング、ダイコーティング、印刷（例えば、インクジェット印刷、スクリーン印
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刷、パッド印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、リソグラフィ印刷、大
量印刷、および同等物）、スプレーコーティング、エレクトロスプレーコーティング、液
滴コーティング、浸漬コーティング、およびブレードコーティング等の溶液相堆積技法に
よって、可撓性基板上に形成されてもよい。無機（例えば、金属または金属酸化物）層は
、通常、物理的または化学蒸着方法（例えば、スパッタリング）によって堆積されるが、
可溶性前駆体が利用可能である場合、溶液処理されてもよい。層は、層（例えば、あるポ
リマー層）の本来の感光性の使用またはフォトレジスト（例えば、金属、金属酸化物、ま
たは小分子有機層）の使用のいずれかによって、フォトリソグラフィによって具体的要素
の中にパターン化されてもよい。
【０４２４】
　さらに、デバイス１０の上部層上で視認可能なディスプレイ面積空間の量を最大限にす
る、すなわち、バンド１２上で視認可能である様式において、可撓性ディスプレイ１８を
製造することが望ましくあり得る。この点において、図６９は、製造されるような可撓性
ディスプレイ１８の基礎または背面層を図示する。概して、可撓性ディスプレイ１８の背
面は、平坦な表面または第１のディスプレイ基板を備え、その上に形成、印刷、エッチン
グ、または別様に配置された種々の電気励起要素（例えば、トランジスタ）を伴うディス
プレイ面積を有する。公知であるように、背面構成要素の背面基板上の電子的励起構成要
素は、次いで、正面構成要素上に配置または形成される、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ
）、（例えば、電子ペーパディスプレイの場合のような）封入された電気泳動媒体等の電
子的励起可能構成要素に動作可能に接続される。背面構成要素の背面基板および正面構成
要素の正面基板は両方とも可撓性であり、背面基板および正面基板は、種々の励起構成要
素および励起可能構成要素の間にレジスタを提供し、それによって、ディスプレイ面積上
に画素を形成するように、整合される。特に、可撓性ディスプレイは、ディスプレイの画
素各に関連付けられる画素要素等の種々のディスプレイ要素が、例えば、トランジスタま
たは他の切替要素の形態で印刷、エッチング、または別様に製造される、背面ディスプレ
イ基板と、ＯＬＥＤ、電子インクマイクロカプセル、または他の励起可能構成要素が、各
画素についてディスプレイ上で黒色および白色または種々の色を形成する、二次または正
面ディスプレイ基板と、ある場合には、接地層として動作するさらなる可撓性基板層とを
含む、２つ以上の層から作製されてもよい。電気泳動ディスプレイ等のいくつかの実施形
態では、正面および背面は、正面および背面構成要素としてともに積層される。いくつか
の実施形態では、可撓性ディスプレイ４８は、例えば、背面から始まり、正面基板に取り
付けることで終了する、層で構築されてもよい。
【０４２５】
　図６９に図示されるように、そのようなディスプレイ１８の背面構成要素上に形成され
るディスプレイ面積８０は、形状が略長方形であって、大きい縦横比、例えば、ディスプ
レイ面積８０の長さがディスプレイ面積８０の幅を少なくとも２倍大きい、いくつかの構
成では、幅の少なくとも５倍大きい、縦横比を有してもよい。ディスプレイ面積８０は、
それぞれ、その励起のために少なくとも２本の線（例えば、電線、リード線、電極、接続
線、またはコネクタ）に接続され得る、任意の数の画素または画素要素を含む。電線また
は接続線は、画素要素に配置され、ディスプレイ面積８０の種々の側面を介してディスプ
レイ面積８０から退出する。概して、各線は、特定の行または列の画素要素にサービス提
供する。したがって、図６９では、接続線は、縦方向側のうちの１つから発し、ディスプ
レイ面積８０のｙ列の画素のそれぞれのための線８２を含む、接続線の第１のセット８２
（例えば、縦接続線のセット）と、ディスプレイ面積８０の横方向側のうちの１つから発
し、ディスプレイ面積８０のｘ行の画素のそれぞれのための線８４を含む、接続線の第２
のセット８４（例えば、横接続線のセット）として図示される。公知であるように、ディ
スプレイ面積の列ｙｎの特定の接続線８２と行ｘｍの接続線８４との間の励起または接続
は、その対応する画素を励起し、またはオンにし、したがって、対応する画素は、その２
次元座標、例えば、（ｘｍ、ｙｎ）または（ｙｎ、ｘｍ）を使用して参照されてもよい。
いずれの場合も、図６９に図示されるように、接続線のセット８２、８４は、同一背面基
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板に沿ってディスプレイ面積８０から退出し、例えば、背面ディスプレイ基板の縁の上ま
たはその近傍に形成され得る、１つ以上のマルチプレクサもしくはＩＣ駆動回路８８に接
続される。駆動回路８８は、電子スイート３８のディスプレイドライバ４８と一体型であ
り得る、または駆動回路８８は、ディスプレイドライバ４８と別個に配置されてもよいが
、それでもなお、それに通信可能に接続されてもよく、例えば、駆動回路８８は、背面層
を電子機器モジュール１９に接続する可撓性コネクタ９０上に配置される。典型的には、
可撓性コネクタ９０は、背面層と一体型ではなく、代わりに、電子機器モジュール１９お
よびディスプレイドライバ４８等のその中に含まれる構成要素と通信するように背面層に
結合する、別個の要素である。
【０４２６】
　図７０は、ディスプレイ面積８０が視認可能であるバンド１２の面積の量を最大限にし
、ユーザに可視であるディスプレイ面積８０を囲繞する縁の面積を最小限にするよう、ユ
ーザに視認可能である最大量のディスプレイ面積８０をその上部に含む、ディスプレイを
形成するように、図６９の基板８１を折り畳む、または曲がる様式を図示する。（視認を
容易にするために、可撓性コネクタ９０は図７０－７１に示されていない。）特に図７０
では、曲がりは、接続線８２が配置されるディスプレイ面積８０の縦方向側に隣接する背
面区分を折り重ねるよう、図６９に図示される点線８９Ａに沿って生じてもよい。本折畳
は、接続線８２がディスプレイ面積８０の下で下方に曲げられることを可能にし、マルチ
プレクサまたはＩＣ駆動回路８８が、別個の電子機器または電気接続を介して、（例えば
、図６９および７０に示されていない電子機器モジュール１９のうちの１つの中に配置さ
れる）ディスプレイドライバ４８に接続されることを可能にする。したがって、可撓性デ
ィスプレイ１８の断面端面図を描写する、図７０に図示されるように、そのように形成さ
れて曲げられる可撓性ディスプレイ１８は、可撓性ディスプレイ１８の画素要素の行およ
び列を励起し、それによって、ディスプレイ１８を駆動するために、別個の縦方向ディス
プレイ線８２が、最終的に図６５のディスプレイドライバ４８に接続される、異なるマル
チプレクサまたは駆動ＩＣ回路８８に接続されることを可能にする。折畳８９Ａがディス
プレイ面積８０の縁に沿って生じるにつれて、接続線８２を形成するために使用される可
撓性ディスプレイ１８の背面基板の面積は、ディスプレイ面積８０と異なる平面内に配置
され、ある場合には、ディスプレイ面積８０の下に配置され、したがって、ディスプレイ
面積８０の縁をはるかに越えてバンド１２の側面に向かって延在するように背面基板８１
に要求しない。本構成、ひいては、最大量の視認可能ディスプレイ面積がバンド１２の上
部部分上に配置されることを可能にし、これは、ディスプレイ１８が視認可能画像を提示
することができる、バンド１２の視認可能または使用可能面積を最大限にする。いくつか
の実施形態では、例えば、製造を用意にするため、および／または審美的考慮のために、
たとえ対向縦方向側が、その上でいかなる電極またはコネクタも支持しなくても、背面基
板８１はまた、対向縦方向側に沿った点線８９Ｂに沿って曲げられてもよい。
【０４２７】
　図７１は、図７０に図示されるように曲げられ、バンド１２の可撓性支持体１６の中ま
たは上に配置される、ディスプレイ１８の断面図を図示し、ディスプレイ１８は、デバイ
ス１０のバンドの縁まで配置される、最大ディスプレイ面積８０をその上に有する。この
場合、可撓性支持体１６は、側面衝撃からその縁におけるディスプレイ１８を保護する保
護障壁を形成するように、側壁を有するものとして図示される。当然ながら、ディスプレ
イ１８を製造する他の様式が、動的可撓性取り付け可能な物品またはデバイス１０を生成
するように、使用および実装され得る。
【０４２８】
　ある場合には（例えば、ディスプレイ面積８０のサイズに起因して、可撓性ディスプレ
イ１８の材料組成物等）、電極またはコネクタ８２がディスプレイ面積８０の下にあるよ
うに背面層８１を曲げることは、背面層８１の種々の電気構成要素の間の干渉等の望まし
くない効果を引き起こし得る。さらに、可撓性ディスプレイ１８が可能な限り動的に可撓
性であるために、ディスプレイ面積８０の可撓性への背面層８１のより剛な部分（例えば
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、低可撓性または堅い駆動回路８８を支持する部分）の影響は、最小限にされることが所
望される。なおもさらに、ディスプレイ面積８０から延び、ユーザに視認可能である最小
境界は、例えば、正面および背面基板ならびにシールに環境障壁材料を使用することによ
って、またはある他の手段によって、可撓性ディスプレイ１８の上部および底層をシール
するために必要であり得る。例えば、電気泳動ディスプレイでは、シールするための境界
の必要幅は、約２～６ｍｍである。
【０４２９】
　理解されるであろうように、前述のような動的可撓性取り付け可能な物品またはデバイ
ス１０は、多くの異なる様式において構成および動作され、同一または異なる時間におい
て、多くの異なる機能を果たすことができる。例えば、デバイス１０は、例えば、カレン
ダアプリケーション、電子メールアプリケーション、ウェブブラウジングアプリケーショ
ン、写真、画像またはビデオディスプレイアプリケーション、ストップウォッチまたは他
のタイミングアプリケーション、アラームクロックまたはアラームアプリケーション、例
えば、マッピングアプリケーション、ナビゲーションアプリケーションを含む、場所ベー
スのアプリケーション等を含む、任意の数の異なるタイプのアプリケーションを実行する
ように動作してもよい。ある場合には、種々の異なるアプリケーションまたは機能性は、
同時に行われてもよく、可撓性ディスプレイ１８の異なる区分または部分は、異なるアプ
リケーションに関連付けられた情報を表示するために使用されてもよい。例えば、可撓性
ディスプレイ１８の１つの部分は、カレンダアプリケーションによって提供されるカレン
ダ情報を表示するために使用されてもよく、可撓性ディスプレイ１８の別の部分は、電子
メールアプリケーションに関連付けられた電子メールを図示するために使用されてもよく
、可撓性ディスプレイ１８のなおもさらなる部分は、タイミングアプリケーションに関連
付けられたクロックまたはストップウォッチを表示するために使用されてもよい。なおも
さらに、デバイス１０上で実行されるアプリケーション６０は、デバイス１０の電子機器
スイート３８上で実行され、それのみを用いて算出された情報を表示してもよい。別の場
合には、１つ以上のアプリケーション６０は、デバイス１０のプロセッサ４２上で実行さ
れ、携帯電話、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ等の外部コンピュ
ーティングデバイスとインターフェースをとり、そこから受信された情報を表示してもよ
い。この場合、デバイス１０は、スレーブディスプレイデバイスとして作用してもよく、
または外部コンピューティングデバイスから受信された情報と連動して動作し、デバイス
１０の可撓性ディスプレイ１８上において、情報、グラフィック等をユーザに提供しても
よい。デバイス１０は、任意の所望の通信ハードウェア、ソフトウェアおよび通信プロト
コル、任意のＬＡＮまたはＷＡＮベースのプロトコル、ＮＦＣプロトコル、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）プロトコル、ＩＰプロトコル、ＲＦＩＤプロトコル等を含む、外部デ
バイスまたは外部ネットワークと通信してもよい。
【０４３０】
　図７２Ａ－７２Ｅは、種々の異なる時間に、またはさらに同時に、デバイス１０の可撓
性ディスプレイ１８上に提供され得る、種々の異なるタイプの表示または画像を図示する
。例えば、図７２Ａに図示されるあるシナリオでは、ディスプレイ１８は、例えば、ユー
ザによって提供される画像、絵または写真、手描きのスケッチの画像、チーム、企業、も
しくは他の組織ロゴ、ある種類のメッセージ、またはユーザの関心もしくは性格を表すあ
る他の画像を含む、特に、装着者またはユーザを表現する、パターン、芸術的表現もしく
は他の画像を描写してもよい。そのような画像は、デバイス１０がスリープモードである
ときは常に、すなわち、デバイス１０が他のモードでアクティブに使用されていないとき
に、表示され得る。さらに、可撓性ディスプレイ１８が、いったん画像が形成されると画
像を定位置で保持するために電力を必要としない、電子インクディスプレイ等の双安定デ
ィスプレイである場合に、ディスプレイ１８が使用されていないときは常に、そのような
画像が長い時間周期にわたってディスプレイ１８上に存在し得る。
【０４３１】
　図７２Ｂに図示されるように、本明細書ではオフィスモードまたはカレンダモードと称
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される、別のモードでは、デバイス１０は、カレンダスクリーンおよび電子メールスクリ
ーン、またはオフィスもしくはビジネス関連機能性に関連付けられる、またはそれを提供
するように設定される、他の画像を表示する。そのようなモードは、ユーザが電子メール
、カレンダを容易に視認すること、および他のビジネス関連アプリケーションを使用する
ことを可能にする、画像を提供してもよい。したがって、例えば、ディスプレイ５５Ｂは
、イベントのカレンダを提供してもよく、また、ユーザに利用可能および視認可能であり
得る、電子メールまたはテキストメッセージを示す、１つ以上の電子メールアイコン、テ
キストメッセージングアイコン等を表示してもよい。
【０４３２】
　図７２Ｃは、可撓性ディスプレイ１８が、アラームまたはクロックアプリケーションに
よって生成され得るアラームまたはクロック表示を提供する、アラーム／クロックモード
でデバイス１０を図示する。アラームは、事前設定されたアラーム通知に従って、特定の
時間にスピーカ（例えば、図６５の電子デバイス５３のうちの１つ）を鳴らすことによっ
て音を出してもよく、および／またはデバイス１０は、デバイス１０を振動させて、アラ
ームを示す振動を引き起こすために、ジャイロスコープまたは加速度計を使用し得る。な
おもさらに、図７２Ｄに図示されるように、デバイス１０は、可撓性ディスプレイ１８が
、ストップウォッチ、移動した距離、または例えば、歩いた歩数を判定するための歩数計
の使用、例えば、重量挙げをするときに行われた持ち上げの回数を判定すること等を含む
、充足された、または運動ルーチンに関連付けられた種々の競技パラメータの他のインジ
ケーションを表示する、運動またはトレーニングモードで載置されてもよい。同様に、そ
のようなモードでは、ディスプレイ１８は、走者または歩く人によって移動された距離、
走行もしくは他の運動の開始からの時間等を表示してもよい。なおもさらに、図７２Ｄに
図示されるように、ディスプレイ１８の一部は、物品１０上に実装される音楽アプリケー
ションを介して再生している現在の曲を示すために使用されてもよい。
【０４３３】
　図７２Ｅに図示される、なおもさらなるモードでは、リストバンドデバイスは、車内の
ナビゲーションデバイス、電話、ラップトップコンピュータ、電子リーダ等の別のコンピ
ュータデバイスにとってスレーブディスプレイであり得る。この場合、ディスプレイ１８
は、例えば、デバイス１０とナビゲーションデバイス（図示せず）との間の通信を提供す
る、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュールまたは他の通信モジュールを介して
、ナビゲーションデバイスによってデバイス１０に提供されるような地図上で、例えば、
地図、経路、方向等を表示してもよい。そのようなスレーブディスプレイは、運転状況に
おいてデバイス１０がユーザにより可視であることを可能にし得る。当然ながら、他のタ
イプの視覚および表示が、デバイス１０上に、またはユーザに表示するための画像もしく
は情報を提供するようにデバイス１０と通信する電話またはコンピュータ等の他の通信可
能に結合されたコンピュータデバイス内に記憶された、他のタイプのアプリケーションを
用いて、提供されることができる。
【０４３４】
　これらのまたは他の使用のうちの１つの一部として、デバイス１０は、末端部１４内の
磁石２０および２２が磁気的に取り付けられる、磁気細片または他の外部に位置する磁気
もしくは金属デバイスに別個に接続可能であり得る。この場合、細片は、デバイス１０と
通信し、デバイス１０がデバイス１０の場所を判定すること、したがって、デバイス１０
のデフォルト機能性を制御することを可能にする、通信モジュールをその中に有し、また
はそれに関連付けられてもよい。すなわち、デバイス１０は、誰かの手首の周囲に載置さ
れ、手首に巻きつけられると情報をユーザに提供するために種々の異なるモードで使用さ
れてもよい。しかしながら、デバイス１０はまた、手首から外され、テーブル、机、車の
ダッシュボード、冷蔵庫、ナイトスタンド、または任意の他の表面等の他の表面に適用さ
れ得る。この場合、デバイス１０は、その現在の場所を検出し、判定された場所に基づい
て種々のデフォルトまたは自動機能性を提供するように自動的に動作してもよい。実施例
として、図７３Ａは、表面に沿って水平にまたは直線に配設された可撓性ディスプレイ１
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８をデバイス１０に有させるように異なる表面または複数の表面上に別個に配置される、
磁気細片１００に磁気的に結合される、クラスプまたは端部１４内に配置された磁石を有
する、デバイス１０を図示する。同様に、図７３Ｂは、ユーザによって視認するための湾
曲ディスプレイを作成するように、２つの磁気細片１００の間で湾曲様式において配置さ
れるデバイス１０を図示する。
【０４３５】
　ここで、金属、磁石、または他の磁気材料を含むことに加えて、磁気細片１００のうち
の１つ以上のものは、細片１００の場所または一意の識別子、したがって、デバイス１０
が細片１００の近傍に、もしくはそれに隣接して配置されるときに、デバイス１０の現在
の場所を示すように、デバイス１０内の通信モジュール４６と通信する、ＲＦＩＤタグ、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）または近距離通信モジュール、もしくは任意の他の種類
の受動または能動通信技術等の場所検出機構１０１をその中に含んでもよい。この場合、
細片１００のうちのそれぞれまたは少なくとも１つは、それ自体および／またはその精密
な場所を示す、一意のＲＦＩＤタグ、ＮＦＣ識別子、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通
信識別子、または他の識別子を含んでもよい。図６５のアプリケーション６０のうちの１
つ等のデバイス１０内で実行されるアプリケーションは、（ＲＦＩＤ通信モジュール、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信モジュール、ＮＦＣモジュール等であり得る）通信モ
ジュール４６を介して、細片１００のタグ番号または識別を取得するように動作してもよ
く、特定の機能性に関連付けられるものとして、そのメモリ内でタグ番号を特定してもよ
い。アプリケーション６０は、次いで、１つ以上の他のアプリケーション６０を実行する
ことによって等、検出された細片識別または場所に基づいてデフォルト様式において動作
するようにデバイス１０を構成してもよい。当然ながら、細片１００は、性質が磁性であ
る必要はないが、代わりに、デバイス１０が細片１００のある範囲内にあるときは常に、
デバイス１０によって検出可能である、ＲＦＩＤタグ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
モジュール（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）タイル等）、または他の通信モジュールを
その中に有する、任意のタイプのデバイスであり得る。すなわち、デバイス１０は、本明
細書に説明される場所検出を行うために、細片１００に磁気的に接続される必要はない。
【０４３６】
　いったん細片１００のＲＦＩＤタグまたは他の識別子がモジュール１０１との通信を介
して判定されると、デバイス１０、特に、そのマイクロプロセッサ４２は、その細片１０
０におけるデバイス１０の場所または位置に関連付けられる、ある機能性を示す、または
提供する、特定のアプリケーションを実行してもよい。したがって、細片１００は、冷蔵
庫の上に載置されてもよく、そのように使用されるとき、買い物リスト、ユーザが食べ得
る特定の食品のカロリー摂取量、ある食品アイテムの調理または冷蔵の時期を決めるため
のクロックもしくは他のタイプのアラーム機構等の、必要である、または概して台所利用
に関連付けられる、特定の情報を開示してもよい。一方、デバイス１０は、冷蔵庫上の細
片１００から除去され、寝室内に位置するもの等の異なる細片の隣に載置されて、そこで
デフォルトでアラームクロックとして動作してもよい。なおもさらなる使用法では、デバ
イス１０は、除去されてオフィスに運ばれ、オフィスに関連付けられる、または事前に識
別される細片の上またはその近傍に設定されるときに、典型的には、より有用であり、オ
フィス環境に関連付けられる電子メールアカウントまたはカレンダ情報を自動的に表示し
てもよい。なおもさらに、デバイス１０は、次いで、外され、その上に細片を有する車の
ダッシュボードの上に置かれ得、車のダッシュボード上に位置するものとしてリストバン
ドデバイスを識別する。この場合、デバイス１０は、ナビゲーションデバイスと連動し、
ナビゲーションデバイスにとってスレーブディスプレイの役割を果たし、それによって、
ダッシュボード上で容易にアクセス可能な様式においてナビゲーションデバイスによって
ユーザに提供される情報を表示する、アプリケーションを実行すること等の車内でより有
用な情報を提供し得る。デバイス１０はまた、または代わりに、コンパスとして動作し、
クロック等として基本単位を示してもよい。
【０４３７】



(122) JP 2017-504204 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

　図７４は、例えば、デバイス１０の異なる自動またはデフォルト機能性を提供するよう
に、家庭環境１０２、オフィス環境１０４、および自動車１０６を含む、デバイス１０が
載置され、前述のような異なる細片１００に関連付けられ得る、種々の異なる環境を図示
する。加えて、図７４に図示されるように、取付可能デバイス１０は、コーヒーカップま
たはマグカップ１０８もしくは他の飲料容器、自転車のハンドルバー１１０、電話ケース
１１２、コンピュータ１１４、ベルト１１６、靴１１８、ドッキングまたは充電台１２０
、もしくはその上または近傍に通信モジュールを有する細片１００が位置する任意の他の
デバイス等の任意の他のデバイスに取り付けられることができる。当然ながら、デフォル
ト機能性は、細片の近くのデバイス１０の載置およびそれらの細片の識別によって提供さ
れてもよい。しかしながら、ユーザは、依然として、検出された場所に関連付けられるデ
フォルト機能性の代わりに、その時に必要であり得る、または望ましくあり得る、他のア
プリケーションまたは表示に関連付けられる他の機能性にデバイス１０の機能性を変更す
ることができる。さらに、異なるデフォルト機能性は、各環境内の異なる場所に関連付け
られ得る。したがって、例えば、図７４は、家庭環境１０２内の２つの異なる場所および
オフィス環境１０４内の３つの異なる場所を図示し、各場所は、異なる検出可能細片１０
０、したがって、潜在的な異なるデフォルト機能性を有する。
【０４３８】
　当然ながら、例えば、ＲＦＩＤ、ＮＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、または任
意の他の所望の通信ハードウェアおよびプロトコルを介して通信し得る、細片１００およ
び細片１００に関連付けられる識別子の使用は、デバイス１０が、その場所に基づいて自
動デフォルト機能性を有することを可能にすることが理解されるであろう。デバイス１０
内のセンサ５２および他の電子デバイス５３はまた、デフォルト機能性を提供するために
使用されてもよい。例えば、ジャイロスコープまたは加速度計は、デバイス１０の配向、
例えば、デバイス１０がより水平または垂直に位置するかどうかを検出するために使用さ
れてもよく、本配向は、情報が可撓性ディスプレイ１８上に表示される様式または方向を
制御するために使用されてもよい。センサ５２およびデバイス５３はまた、デバイス１０
が、デバイス１０に異なる機能性を有させる、またはある様式において表示を変更させ得
る、移動または加速を受けているかどうかを検出してもよい。
【０４３９】
　別の実施例として、図７５および７６は、図１７に図示されるデバイス１０等のデバイ
ス１０を保持して充電するために使用されることができる基地局（図７４の充電ステーシ
ョン１２０等）を図示する。図７５に描写されるように、基地局１２０は、その中に形成
された陥凹、くぼみ、または空間１２４を有する、平坦なパネル１２２を含んでもよい。
この場合、図１７のデバイス１０は、図１７に図示されるように平坦に配設されると、電
子機器モジュール１９が、くぼみ、陥凹、または空間１２４内に嵌合するように、平板１
２２に対して載置されてもよい。デバイス１０のバンド１２内の磁石は、台１２０（図示
せず）内の金属または他の透磁性材料（磁石を含む）に磁気的に引き付けられ、台１２０
上でデバイス１０を定位置に保持することに役立ってもよい。そのように位置するとき、
図１７に図示されるようなバンド１０の充電接点３４９は、コード１２８を介して電源に
差し込まれるとデバイス１０のバッテリを充電するように動作する、台１２０の充電接点
１２６と接触する、またはその近傍に配置される。前述のように、充電接点１２６および
３４９は、直接充電または誘導充電を電子機器モジュール１９内のバッテリに提供するよ
うに動作してもよい。当然ながら、台１２０は、適正または適切な充電信号を充電接点１
２６に提供するように、充電ユニット（図示せず）を含んでもよく、本充電ユニットは、
直接充電ユニットまたは誘導結合式充電ユニットであってもよい。
【０４４０】
　さらに、図７６に図示されるように、デバイス１０は、台１２０上に配置されるとき、
台１２０から発するＲＦＩＤタグまたは他の通信信号を検出し、その信号の検出に基づい
て、事前に構成された様式において動作してもよい。例えば、図７６に図示されるように
、バンド１０は、例えば、交通区分、気象区分、メッセージ区分、アラームまたはクロッ
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ク区分等を含む、種々のスクリーンまたは区分を伴う表示を提供してもよい。これらの区
分の各々は、（ＷｉＦｉまたは他の通信接続を介して受信される）交通、（ＷｉＦｉまた
は他の通信接続を介して受信される）気象、（電子メールまたはテキストメッセージング
サービスもしくはアプリケーションを介して受信される）メッセージ、時間またはアラー
ム情報等について、もしくはそれに関係付けられる情報を提供してもよい。当然ながら、
台１２０の上に載置されたときのバンドデバイス１０の動作は、例えば、ユーザによって
、任意の所望の様式において構成されることができる。
【０４４１】
　より一般的には、ユーザは、デバイス１０の検出された場所、位置、配向、または移動
に基づいて、任意の所望のデフォルト様式を含む、任意の所望の様式において動作するよ
うに、デバイス１０をプログラムまたは構成可能であってもよい。この場合、構成アプリ
ケーションは、コンピュータデバイスのプロセッサ内で実行され、デバイス１０の種々の
動作モード、デバイス１０のモードに基づく種々のデフォルト設定、デバイス１０の特定
のモードをトリガし得る、運動またはアクションもしくは場所、デバイス１０の各モード
またはアプリケーションに関連付けられた入力もしくはジェスチャ、およびそれらの入力
またはジェスチャがデバイス１０の状況において意味し得るもの等を含む、デバイス１０
の動作を展開もしくは構成してもよい。実施例として、図７７は、プロセッサ１５２と、
メモリ１５４と、ディスプレイ１５６とを有する、コンピュータ１５０を図示する。メモ
リ１５４は、ユーザがデバイス１０の動作を構成することを可能にするようにプロセッサ
１５２上で実行され得る、構成アプリケーション１５８を記憶する。特に、構成アプリケ
ーション１５８は、実行されると、図７５に図示される構成スクリーン１６０等の構成ス
クリーンを生成してもよい。構成スクリーン１６０は、種々の時間にデバイス１０のディ
スプレイ１８上で表示されるであろうものと、ディスプレイ１８上の配向、位置等の本情
報が表示されるであろう様式とを例証するように、リストバンドデバイス１６２の画像を
表示してもよい。
【０４４２】
　加えて、図７７に図示されるように、構成スクリーン１６０は、デバイス１０の種々の
モードまたは他の動作設定と、各そのようなモードの間のデバイス１０のデフォルト動作
とを画定するために使用されることができる、いくつかのボックスまたはドロップダウン
メニュー等を提示してもよい。例えば、ユーザは、デバイス１０の特定のモードの構成を
画定するように、モードボックス１７０のセットのうちの１つを選択してもよい。ユーザ
は、スリープモードボックス、オフィスモードボックス、運動モードボックス、家庭モー
ドボックス、車モードを選択してもよく、またはデバイス１０が構成されるものである新
しいモードを画定するように「他の」ボックスを選択してもよい。適切なモードボックス
１７０を選択することに応じて、ユーザは、選択されたモードの間のデバイス１０のデフ
ォルトおよび他の動作についての情報または選択肢を提示されてもよい。例えば、ユーザ
は、特定のモードになるために使用され得る（例えば、図７３－７４の）外部細片１００
によって画定されるような、例えば、アクション１７２、場所１７４を画定することが可
能であり得る。その後、メニューまたはドロップダウンもしくはウィンドウの別のセット
が、ユーザが、載置、コンテンツ、配向等を画定すること、または情報の他の表示特徴１
７６が可撓性ディスプレイ１８上に表示されることを可能にするために使用されてもよい
。なおもさらに、ユーザは、特定のモードの間に、アプリケーションディスプレイに関連
付けられるスクリーンの載置、サイズ、および面積、スクリーン上の表示の配向、背景特
徴、境界特徴、または他のスクリーン指標等を実行するように、１つ以上のアプリケーシ
ョン１７８を選択してもよい。同様に、ユーザは、特定のモードに関連付けられるもので
ある、またはデバイス１０を特定のモードにさせる、もしくはそれで動作させる、外部場
所を画定するように、１つ以上のＲＦＩＤタグＩＤもしくは他のＩＤを画定してもよい。
このように、構成アプリケーション１５８は、提供される機能に基づいて、デバイス１０
の場所に基づいて、手首の周囲のその配向または位置、もしくは手首の周囲に接続されて
いないことに基づいて、デバイス１０の移動に基づいて等、デバイス１０がデフォルト機
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能性を有することを可能にする。
【０４４３】
　別の場合には、構成スクリーン１６０は、ユーザが、デバイス１０上で特定のモードも
しくは特定のアプリケーションに関連付けられる１つ以上のジェスチャ１８０を画定する
ことを可能にしてもよい。したがって、例えば、ユーザは、デバイス１０のタッチスクリ
ーンインターフェース２６上で検出されると、モードを切り替えるため、ディスプレイ１
８上の画像の配向を変更するため、表示された情報の部分を移動させる、または出現もし
くは消滅させるため、または新しい情報を引き上げるため等にアプリケーション内で特定
のアクションを引き起こすため等に、デバイス１０をある様式において動作させる、スワ
イプジェスチャ、ピンチジェスチャ、ダブルタップジェスチャ等のジェスチャを画定し得
る。加えて、または代替として、ユーザは、急速振動等の、もしくはデバイス１０がルー
プ状構成であるときにデバイス１０の外面に加えられる圧迫力の大きさ、持続時間、およ
び／または数等の、センサ５２のうちの１つ以上のものによって検出可能である、１つ以
上のジェスチャを画定し得る。したがって、構成アプリケーションスクリーン１６０を使
用して、ユーザは、種々の異なるジェスチャを画定してもよく、もしくはモードを切り替
えること、デバイスまたはアプリケーションをオンおよびオフにすること、アプリケーシ
ョンを切り替えること、ディスプレイ１８上で特定のアプリケーションの画像またはコン
テンツを移動させること、アプリケーション内でアクションをとること等の所望のデバイ
ス機能性を画定するように種々のジェスチャを事前にプログラムしてもよい。さらなる実
施例として、１つのジェスチャは、デバイス１０を解除する、または施錠もしくはセキュ
リティ特徴を実装すること等のデバイス１０の動作を可能にするように、ユーザによって
画定されてもよい。この場合、デバイス１０が数を表示する、またはユーザに数のセット
を選ばせる必要はないが、代わりに、ジェスチャは、ユーザが、一方向におけるスワイプ
、２回のタップ、および特定の方向におけるスワイプ等のデバイスを解除するであろうア
クションを画定することを可能にし得る。当然ながら、同一のジェスチャが、デバイス１
０の異なるモードにおける異なるタイプの動作のために、またはデバイス１０によって実
装される異なるアプリケーションとともに使用されることができ、ジェスチャの任意の組
み合わせが、異なる機能性を可能にするために、またはデバイス１０の機能性が種々の様
式においてプログラムされることを可能にするために、アプリケーションもしくはモード
の任意の組み合わせとともに使用され得る。いったんそのように構成されると、コンピュ
ータ１５０上で構成アプリケーション１５８を介してユーザによって選択されるような構
成データは、無線で、または有線接続を介してのいずれかで、デバイス１０にダウンロー
ドされ、そのメモリ４４に記憶され、次いで、動作するためにデバイス１０のオペレーテ
ィングシステムによって使用されることができる。
【０４４４】
　以下の付加的考慮事項は、前述の議論に適用される。本明細書で使用されるように、溝
は、（例えば、平面またはリッジであり得る）２つのより高い表面の間に配置される下面
を含み、直線、傾斜、またはさらに湾曲側面を介して、より高いサービスに接続される、
任意の構造である。本明細書全体を通して、複数形事例は、単一事例として説明される構
成要素、動作、または構造を実装してもよい。１つ以上のルーチンもしくは方法の個々の
動作は、別個の動作として図示および説明されるが、個々の動作のうちの１つ以上のもの
は、並行して行われてもよく、動作が図示される順序で行われることを要求するものでは
ない。例示的構成において別個の構成要素として提示される構造および機能性は、組み合
わせられた構造または構成要素として実装されてもよい。同様に、単一構成要素として提
示される構造および機能性は、別個の構成要素として実装されてもよい。これらおよび他
の変形例、修正、追加、および改良は、本開示の主題の範囲内にある。
【０４４５】
　加えて、ある実施形態が、論理またはいくつかの構成要素、モジュール、または機構も
しくはユニットを含むように本明細書に説明されている。モジュールおよびユニットは、
ソフトウェアモジュール（例えば、非一過性機械可読媒体上に記憶されたコード）または
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ハードウェアモジュールのいずれかを構成してもよい。ハードウェアモジュールは、ある
動作を行うことが可能な有形ユニットであって、ある様式において構成または配列されて
もよい。例示的実施形態では、１つ以上のコンピュータシステム（例えば、独立型、クラ
イアント、またはサーバコンピュータシステム）もしくはコンピュータシステムの１つ以
上のハードウェアモジュール（例えば、プロセッサまたはプロセッサ群）が、本明細書に
説明されるようにある動作を行うように動作する、ハードウェアモジュールとして、ソフ
トウェア（例えば、アプリケーションまたはアプリケーション部分）によって構成されて
もよい。
【０４４６】
　ハードウェアモジュールは、ある動作を行うように恒久的に構成される、専用回路また
は論理（例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）等の特殊目的プロセッサ）を備えてもよい。ハードウェアモジ
ュールはまた、ある動作を行うように、ソフトウェアによって一時的に構成される、プロ
グラマブル論理または回路（例えば、汎用プロセッサまたは他のプログラマブルプロセッ
サ内に包含される）を含んでもよい。ハードウェアモジュールを専用および恒久的に構成
される回路または一時的に構成される回路（例えば、ソフトウェアによって構成される）
内に実装するための決定は、コストおよび時間的考慮事項によって促され得ることを理解
されるであろう。
【０４４７】
　故に、本明細書で使用されるハードウェアという用語は、有形エンティティを包含し、
ある様式において動作する、または本明細書に説明されるある動作を行うように、物理的
に構築される、恒久的に構成される（例えば、有線）、または一時的に構成される（例え
ば、プログラムされる）エンティティであることを理解されたい。ハードウェアモジュー
ルが一時的に構成される（例えば、プログラムされる）実施形態を検討すると、ハードウ
ェアモジュールの各々は、ある時間内に任意の１つのインスタンスを構成またはインスタ
ンス化される必要はない。例えば、ハードウェアモジュールが、ソフトウェアを使用して
構成される汎用プロセッサを備えている場合、汎用プロセッサは、異なる時間において個
別の異なるハードウェアモジュールとして構成されてもよい。ソフトウェアは、故に、例
えば、１つの時間のインスタンスにおいて、特定のハードウェアモジュールを構成し、異
なる時間のインスタンスにおいて、異なるハードウェアモジュールを構成するように、プ
ロセッサを構成してもよい。
【０４４８】
　ハードウェアおよびソフトウェアモジュールは、他のハードウェアおよび／またはソフ
トウェアモジュールに情報を提供し、そこから情報を受信することができる。故に、説明
されるハードウェアモジュールは、通信可能に結合されるものとして見なされてもよい。
複数のそのようなハードウェアまたはソフトウェアモジュールが、同時に存在する場合、
通信は、ハードウェアまたはソフトウェアモジュールを接続する、信号伝送（例えば、適
切な回路、線、およびバスを経由して）を通して達成されてもよい。複数のハードウェア
モジュールまたはソフトウェアが異なる時間において構成またはインスタンス化される実
施形態では、そのようなハードウェアまたはソフトウェアモジュール間の通信は、例えば
、複数のハードウェアまたはソフトウェアモジュールがアクセスを有する、メモリ構造内
の情報の記憶および読み出しを通して、達成されてもよい。例えば、１つのハードウェア
またはソフトウェアモジュールは、動作を行い、通信可能に結合されるメモリデバイス内
のその動作の出力を記憶してもよい。さらなるハードウェアまたはソフトウェアモジュー
ルは、次いで、後に、メモリデバイスにアクセスし、記憶された出力を読み出し、処理し
てもよい。ハードウェアおよびソフトウェアモジュールはまた、入力または出力デバイス
との通信を開始してもよく、リソース（例えば、情報の集合）に作用することができる。
【０４４９】
　本明細書に説明される例示的方法の種々の動作は少なくとも部分的に、関連動作を行う
ように一時的に構成される（例えば、ソフトウェアによって）または恒久的に構成される
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、１つ以上のプロセッサによって行われてもよい。一時的にまたは恒久的に構成されるか
にかかわらず、そのようなプロセッサは、１つ以上の動作または機能を行うように動作す
る、プロセッサ実装モジュールを構成してもよい。本明細書で言及されるモジュールは、
いくつかの例示的実施形態では、プロセッサ実装モジュールを含んでもよい。
【０４５０】
　同様に、本明細書に説明される方法またはルーチンは、少なくとも部分的に、プロセッ
サ実装されてもよい。例えば、方法の動作の少なくともいくつかは、１つ以上のプロセッ
サもしくはプロセッサ実装ハードウェアモジュールによって行われてもよい。ある動作の
性能は、１つ以上のプロセッサ間に分散されてもよく、単一機械内のみに常駐するのでは
なく、いくつかの機械を横断して展開される。いくつかの例示的実施形態では、プロセッ
サまたは複数のプロセッサは、単一場所内に位置してもよい（例えば、家庭環境、事務所
環境内、またはサーバファームとして）一方、他の実施形態では、プロセッサは、いくつ
かの場所を横断して分散されてもよい。
【０４５１】
　本明細書のいくつかの部分は、機械メモリ（例えば、コンピュータメモリ）内にビット
またはバイナリデジタル信号として記憶されたデータ上の動作のアルゴリズムまたは記号
表現の観点から提示される。これらのアルゴリズムまたは記号表現は、その機能の概要を
他の当業者に伝えるために、データ処理分野における当業者によって使用される技法の実
施例である。本明細書で使用されるように、「アプリケーション」、「アルゴリズム」、
または「ルーチン」は、所望の結果につながる動作または類似処理の自己一貫シーケンス
である。本文脈では、アプリケーション、アルゴリズム、ルーチン、および動作は、物理
的量の物理的操作を伴う。典型的には、必ずしもではないが、そのような量は、機械によ
って記憶、アクセス、転送、組み合わせ、比較、または別様に操作されることが可能な電
気、磁気、もしくは光学信号の形態をとってもよい。時として、主に、一般的使用の理由
から、「データ」、「コンテンツ」、「ビット」、「値」、「要素」、「記号」、「文字
」、「項」、「数」、「数値」、または同等物等の用語を使用して、そのような信号を指
すことが便宜的である。しかしながら、これらの用語は、単に、便宜的標識であって、適
切な物理的量に関連付けられるものとする。
【０４５２】
　具体的に別様に述べられない限り、「処理する」、「算出する」、「計算する」、「判
定する」、「提示する」、「表示する」、または同等物等の用語を使用した本明細書にお
ける議論は、１つ以上のメモリ（例えば、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、またはそれら
の組み合わせ）、レジスタ、または情報を受信、記憶、伝送、もしくは表示する、他の機
械構成要素内の物理的（例えば、電子、磁気、または光学）量として表されるデータを操
作または変換する、機械（例えば、コンピュータ）のアクションまたはプロセスを指し得
る。
【０４５３】
　本明細書で使用されるように、「一実施形態」または「ある実施形態」の任意の言及は
、実施形態に関連して説明される特定の要素、特徴、構造、または特性が、少なくとも一
実施形態に含まれることを意味する。本明細書内の種々の場所における語句「一実施形態
では」の表出は、必ずしも全て、同一実施形態を参照するわけではない。
【０４５４】
　いくつかの実施形態は、その派生形とともに、表現「結合される」および「接続される
」を使用して説明され得る。例えば、いくつかの実施形態は、２つ以上の要素が直接物理
的もしくは電気的に接触することを示すために、用語「結合される」を使用して説明され
得る。しかしながら、用語「結合される」はまた、２つ以上の要素が、直接互に接触しな
いが、依然として、互に協働または相互作用することを意味し得る。実施形態は、本文脈
において制限されない。
【０４５５】
　本明細書で使用されるように、用語「備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉ
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ｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ、ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「有する（ｈａｓ
、ｈａｖｉｎｇ）」、またはその任意の他の変形例は、非排他的含有を網羅するように意
図される。例えば、要素のリストを備えている、プロセス、方法、物品、または装置は、
必ずしも、それらの要素のみに制限されず、明示的に列挙されない、またはそのようなプ
ロセス、方法、物品、もしくは装置に固有の他の要素を含んでもよい。さらに、そうでは
ないことが明示的に述べられない限り、「または（ｏｒ）」は、含有のｏｒを指し、排他
的ｏｒを指すわけではない。例えば、条件ＡまたはＢは、Ａが真であって（または存在す
る）、Ｂが偽である（または存在しない）、Ａが偽であって（または存在しない）、Ｂが
真である（または存在する）、およびＡおよびＢは両方とも真である（または存在する）
の任意の１つによって満たされる。
【０４５６】
　加えて、「ａ」または「ａｎ」の使用は、本明細書の実施形態の要素および構成要素を
説明するために採用される。これは、単に、便宜上のためであって、説明の一般的意味を
与えるためになされる。本説明は、１つまたは少なくとも１つを含むものとして読まれる
べきであって、単数形もまた、別様に意味されることが明白でない限り、複数形を含む。
【０４５７】
　本開示の熟読に応じて、当業者は、本明細書に開示されるような動的可撓性取り付け可
能な物品上の可撓性電子ディスプレイを介して、ディスプレイ特徴を実装するためのさら
に付加的代替構造および機能設計を理解するであろう。したがって、特定の実施形態およ
びアプリケーションが本明細書に図示ならびに説明されたが、開示される実施形態は、本
明細書に開示される精密な構造および構成要素に制限されないことを理解されたい。種々
の修正、変更、ならびに変形例が、請求項に定義される精神および範囲から逸脱すること
なく、本明細書に開示される方法および構造の配列、動作、ならびに詳細に行われ得るこ
とが当業者に明白となるであろう。
（項目１）
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性電子構成要素に結合されている支持構造と
　を備え、
　前記支持構造は、前記可撓性電子構成要素の曲がりを前記可撓性電子構成要素の曲がり
の許容値内の範囲に制限するように構成されている曲がりを制限する構造を含む、物品。
（項目２）
　前記可撓性電子構成要素は、前記可撓性電子構成要素が、前記可撓性電子構成要素を損
なうことなく、曲げられることが可能な最小臨界曲げ半径を有し、前記可撓性電子構成要
素の曲がりの許容値は、少なくとも部分的に、前記最小臨界曲げ半径によって画定されて
いる、項目１に記載の物品。
（項目３）
　前記曲がりを制限する構造は、前記可撓性電子構成要素の曲がりを前記可撓性電子構成
要素の前記最小臨界曲げ半径より大きいかまたはそれに等しい曲げ半径に制限し、第２の
次元に沿った前記可撓性電子構成要素の曲がりを前記可撓性電子構成要素の第２の最小曲
げ半径より大きいかまたはそれに等しい第２の曲がりに制限するように構成されている、
項目１～２のいずれか１項に記載の物品。
（項目４）
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイ、可撓性電子回路、可撓性シート、セ
ンサタグ、または可撓性ＯＬＥＤ照明を備えている、項目１～３のいずれか１項に記載の
物品。
（項目５）
　前記支持構造は、可撓性支持構造を備え、前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成
要素に移動可能に結合され、前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、取り付
け可能な物品が実質的に平坦な位置と湾曲位置との間で移動させられているとき、互いに
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対して移動可能である、項目１～４のいずれか１項に記載の物品。
（項目６）
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動可能で
ある、項目５に記載の物品。
（項目７）
　前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素にスライド可能に結合されている、項
目５または６に記載の物品。
（項目８）
　前記可撓性支持構造は、第１の長さを有し、前記可撓性電子構成要素は、第２の長さを
有し、前記第２の長さは、前記第１の長さより短い、項目５～７のいずれか１項に記載の
物品。
（項目９）
　前記曲がりを制限する構造は、前記可撓性支持体内に形成されている複数のスロットを
備え、前記可撓性電子構成要素は、可撓性基板を備え、前記可撓性基板は、前記複数のス
ロット内にそれぞれスライド可能に配置されている複数の突起を含む、項目５～８のいず
れか１項に記載の物品。
（項目１０）
　前記複数の突起は、複数のリベットを備えている、項目９に記載の物品。
（項目１１）
　前記複数の突起のうちの２つ以上のものは、それぞれ、前記複数のスロットのうちの２
つ以上のものの中にスライド可能に配置されている、項目９または１０に記載の物品。
（項目１２）
　前記複数の突起のうちの１つ以上のものは、前記複数のスロットのうちの対応する１つ
以上のものの内側で移動しない、項目９～１１のいずれか１項に記載の物品。
（項目１３）
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置
されている、項目５～８のいずれか１項に記載の物品。
（項目１４）
　前記可撓性支持構造は、底壁と、前記底壁から上向きに延びている一対の対向する側壁
とによって画定され、前記空洞は、前記底壁と前記一対の対向する側壁との間に画定され
ている、項目１３に記載の物品。
（項目１５）
　前記側壁は、前記可撓性電子構成要素を包囲している、項目１４に記載の物品。
（項目１６）
　前記可撓性支持構造は、前記対向する側壁の各々に結合され、前記対向する側壁の各々
から内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部分は、前記可撓性電子構成要
素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持し、前記可撓性電子構成要素が前記実質的に平坦
な位置と前記湾曲位置との間で移動させられているとき、前記曲がりを制限する構造とし
ての役割を果たすように構成されている、項目１４または１５に記載の物品。
（項目１７）
　前記可撓性電子構成要素の一端に張力を加えるように構成されているばね要素をさらに
備えている、項目５～８および１３～１６のいずれか１項に記載の物品。
（項目１８）
　前記ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部
と、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有
する、項目１７に記載の物品。
（項目１９）
　前記可撓性電子構成要素のそれぞれの端部に張力を加えるように構成されている一対の
ばね要素をさらに備えている、項目５～８および１３～１６のいずれか１項に記載の物品
。
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（項目２０）
　各ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部と
、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有す
る、項目１９に記載の物品。
（項目２１）
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に前記空洞を覆う可撓性シートをさ
らに備え、前記可撓性電子構成要素は、少なくとも部分的に、前記可撓性シートを通して
可視である、項目５～８および１３～１５のいずれか１項に記載の物品。
（項目２２）
　前記可撓性シートは、前記対向する側壁の各々の上部部分に接着している、項目２１に
記載の物品。
（項目２３）
　前記可撓性支持構造は、第１の材料から作製され、前記物品は、第２の材料から作製さ
れている第２の可撓性支持構造をさらに備え、前記第２の材料は、前記第１の可撓性材料
より可撓性である、項目５～８のいずれか１項に記載の物品。
（項目２４）
　前記第２の材料は、前記第１の材料より低いヤング率を有する、項目２３に記載の物品
。
（項目２５）
　前記第２の可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第１の可撓性支持構造は、前記スロット内に配置されて
いる、項目２３または２４に記載の物品。
（項目２６）
　前記スロットは、前記第２の可撓性支持構造が前記空洞内に配置されている前記可撓性
電子構成要素に支持を提供可能であるように、前記空洞に近接して形成されている、項目
２５に記載の物品。
（項目２７）
　前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内で前記第２の可撓性支持構造に接着している、
項目２５または２６に記載の物品。
（項目２８）
　前記第２の可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素および前記第１
の可撓性支持構造は、前記空洞内に配置され、前記可撓性電子構成要素と前記第１の可撓
性支持構造とは、前記空洞内で互いに対してスライド可能である、項目２７または２８に
記載の物品。
（項目２９）
　前記第２の可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素および前記第１の可撓性支持構
造の半径方向内向きに配置されている蛇腹壁を備えている、項目２８に記載の物品。
（項目３０）
　前記蛇腹壁は、複数の根元と、その間に配置されている複数の頂上とを備え、前記複数
の根元は、前記第１の可撓性支持構造の対応する部分に固定して取り付けられ、前記蛇腹
壁の前記頂上は、前記固定して取り付けられた根元の間で移動させられる、項目２９に記
載の物品。
（項目３１）
　前記第１の可撓性支持構造は、互に枢動可能に接続されている複数の堅いリンクを備え
ている、項目２３、１２４、および２８～３０のいずれか１項に記載の物品。
（項目３２）
　前記複数のリンクのサブセットは、複数のスロット内に配置されている複数のピンを介
して互にスライド可能に接続され、前記リンクのサブセットは、前記物品が曲げられた位
置から実質的に平坦な位置まで移動させられているとき、互から離れてスライドし、それ
によって、前記第１の可撓性支持構造の長さを増加させるように構成されている、項目３
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１に記載の物品。
（項目３３）
　前記第１および第２の可撓性支持構造は、各々が前記可撓性電子構成要素の一部をスラ
イド可能に受け取るように構成されている一対のポケットを画定している、項目２８～３
２のいずれか１項に記載の物品。
（項目３４）
　前記第１の可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動
可能である、項目２３～３３のいずれか１項に記載の物品。
（項目３５）
　前記支持構造は、可撓性支持構造を備え、前記物品は、第２の可撓性電子構成要素をさ
らに備え、前記可撓性支持構造は、第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電
子構成要素のうちの少なくとも１つに移動可能に結合され、前記可撓性支持構造と前記第
１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素のうちの少なくとも１つと
は、前記取り付け可能な物品が実質的に平坦な位置と湾曲位置との間で移動させられてい
るとき、互いに対して移動可能である、項目１～４のいずれか１項に記載の物品。
（項目３６）
　前記可撓性支持構造と前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成
要素のうちの少なくとも１つとは、前記物品が前記第２の可撓性電子構成要素の前記曲が
りの許容値内である曲がりの範囲を有するように、前記取り付け可能な物品が実質的に平
坦な位置と湾曲位置との間で移動させられているとき、互いに対して移動可能である、項
目３５に記載の物品。
（項目３７）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合されている、項目３５に記載の物品
。
（項目３８）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素の両方にスライド可能に結合されている、項目３７に記載の物品。
（項目３９）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素にスライド可能に結合され、前
記可撓性支持構造は、前記第２の可撓性電子構成要素に固定して結合されている、項目３
５に記載の物品。
（項目４０）
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
スライド可能に結合されている、項目３５に記載の物品。
（項目４１）
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
固定して結合されている、項目３５に記載の物品。
（項目４２）
　前記機械的支持構成要素は、前記可撓性支持構造より高い剛度を有する、項目４０また
は４１に記載の物品。
（項目４３）
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞および第２の空洞を画定し、前記第１の可撓性電子
構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素は、それぞれ、前記第１の空洞および前記
第２の空洞内に配置されている、項目３５に記載の物品。
（項目４４）
　前記可撓性支持構造は、２つの壁と、前記２つの壁の各々に対する前記２つの壁のうち
のそれぞれのものから上向きに延びている一対の対向する側壁とによって画定され、前記
第１の空洞および前記第２の空洞の各々は、前記２つの壁のうちの１つと前記それぞれの
一対の対向する側壁との間に画定されている、項目４３に記載の物品。
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（項目４５）
　前記複数対の対向する側壁は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の電子構
成要素を包囲している、項目４４に記載の物品。
（項目４６）
　前記可撓性支持構造は、前記２つの壁の各々に対して、前記それぞれの一対の対向する
側壁の各々に結合され、そこから内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部
分は、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のうちの１つ
を保持するように構成されている、項目４３または４４に記載の物品。
（項目４７）
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に、前記第１の空洞または前記第２
の空洞を覆う可撓性シートをさらに備え、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２
の可撓性電子構成要素のうちの少なくとも１つは、少なくとも部分的に、前記可撓性シー
トを通して可視である、項目４３に記載の物品。
（項目４８）
　前記可撓性シートは、前記複数対の対向する側壁の一部に接着している、項目４７に記
載の物品。
（項目４９）
　前記可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記第１の可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記スロット内に配置さ
れている、項目３５に記載の物品。
（項目５０）
　前記可撓性支持構造と異なるヤング率を有する機械的支持構成要素をさらに備えている
、項目３５に記載の物品。
（項目５１）
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記第２の空洞内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記スロット内に配置さ
れている、項目５０に記載の物品。
（項目５２）
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記スロット内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記第２の空洞内に配置さ
れている、項目５０に記載の物品。
（項目５３）
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記第１の可撓性電子構成要素は、第１のアセ
ンブリを形成するように前記機械的支持構成要素に接着し、前記第１のアセンブリは、前
記可撓性支持構造に接着し、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置されて
いる、項目５０に記載の物品。
（項目５４）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記物品は、前記可撓性支持
構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のスラ
イドを助長するための少なくとも１つのばね要素を含む、項目３５に記載の物品。
（項目５５）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記可撓性支持構造は、前記
可撓性支持構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成
要素のスライドを助長するための回転する円筒構成要素または円筒形表面のうちの少なく
とも１つを含む、項目３５に記載の物品。
（項目５６）
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　前記支持構造は、第１の基板と、前記第１の基板に移動可能に接続されている第２の基
板とを備えている、項目１～４のいずれか１項に記載の物品。
（項目５７）
　前記第１および第２の基板のうちの少なくとも１つは、可撓性金属細片を備えている、
項目５６に記載の物品。
（項目５８）
　前記第１の基板は、第１の可撓性金属細片を備え、前記第２の基板は、第２の可撓性金
属細片を備えている、項目５７に記載の物品。
（項目５９）
　前記第１および第２の基板は、実質的に類似する形状およびサイズを有する、項目５６
～５８のいずれか１項に記載の物品。
（項目６０）
　前記第１および第２の基板のうちの１つは、幅の狭い細長い可撓性細片を備えている、
項目５６～５８のいずれか１項に記載の物品。
（項目６１）
　前記支持構造は、単安定または多安定支持構造である、項目５６～６０のいずれか１項
に記載の物品。
（項目６２）
　前記支持構造は、双安定支持構造である、項目６１に記載の物品。
（項目６３）
　前記第１の基板の一部は、前記第２の基板の一部に固定して取り付けられている、項目
５６～６２のいずれか１項に記載の物品。
（項目６４）
　前記第１の基板の前記一部は、１つ以上の固定点において前記第２の基板の前記一部に
固定して取り付けられている、項目６３に記載の物品。
（項目６５）
　前記第１の基板の第１の縦方向端部は、前記第２の基板の第１の縦方向端部に固定して
取り付けられ、前記第１の基板の第２の縦方向端部は、前記第２の基板の第２の縦方向端
部に対して移動可能である、項目６３に記載の物品。
（項目６６）
　前記第１の基板の中央部分は、前記第２の基板の中央部分に固定して取り付けられ、前
記第１の基板の第１および第２の縦方向端部は、それぞれ、前記第２の基板の第１および
第２の縦方向端部に対して移動可能である、項目６３に記載の物品。
（項目６７）
　前記曲がりを制限する構造は、前記第１の基板内に形成されている複数のスロットを備
え、前記物品は、前記第２の基板上に形成され、前記複数のスロットのうちの対応する１
つの内側に移動可能に配置されている複数の突起をさらに備えている、項目５６～６６の
いずれか１項に記載の物品。
（項目６８）
　前記複数のスロットは、スロットの第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真向
かいに形成されているスロットの第２のサブセットとを備え、前記スロットの第１のサブ
セットの各々は、異なる長さを有し、前記スロットの第２のサブセットの各々は、異なる
長さを有し、前記複数の突起は、突起の第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真
向かいに形成されている突起の第２のサブセットとを備え、前記突起の第１のサブセット
の各々は、異なる長さを有し、前記突起の第２のサブセットの各々は、異なる長さを有し
、前記長さは、前記物品が所望の形状を有するように画定されている、項目６７に記載の
物品。
（項目６９）
　前記長さは、前記物品が実質的に円形の形状または実質的に卵形の形状を有するように
画定されている、項目６８に記載の物品。
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（項目７０）
　前記複数のスロットの各々は、それぞれのスロットと前記１つ以上の固定点との間の距
離に基づく長さを有し、前記突起の各々は、それぞれの突起と前記１つ以上の固定点との
間の距離に基づく長さを有する、項目６７～６９のいずれか１項に記載の物品。
（項目７１）
　前記複数のスロットのうちの第１のスロットは、第１の長さを有し、前記複数のスロッ
トのうちの第２のスロットは、前記第１の長さより長い第２の長さを有し、前記複数のス
ロットのうちの第３のスロットは、前記第２の長さより長い第３の長さを有し、前記第１
の長さと第２の長さとの間の差異は、前記第１のスロットと第２のスロットとの間の前記
物品の一部が前記第２のスロットと第３のスロットとの間の前記物品の一部よりも曲げら
れることができ、前記物品が卵形の形状を有するように、前記第２の長さと第３の長さと
の間の差異よりも大きい、項目６７～６９のいずれか１項に記載の物品。
（項目７２）
　前記物品は、ユーザ調節可能形状を有する、項目５６～７１のいずれか１項に記載の物
品。
（項目７３）
　前記物品は、複数のユーザ選択可能構成要素を含み、前記ユーザ選択可能構成要素は、
前記支持構造の異なる長さを画定する、項目７２に記載の物品。
（項目７４）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２つ以上のユーザ選択可能スロットおよび／またはユ
ーザ選択可能固定点を含む、項目７３に記載の物品。
（項目７５）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、前記第２の長さは、前記第１の
長さより長い、項目７３または７４に記載の物品。
（項目７６）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、３対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３の一対のユーザ選択可能ス
ロットは、前記支持構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより
長く、前記第２の長さは、前記第３の長さより長い、項目７３または７４に記載の物品。
（項目７７）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、３つのユーザ選択可能スロットを含み、第１のユーザ
選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２のユーザ選択可能スロッ
トは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３のユーザ選択可能スロットは、前記支持
構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより長く、前記第２の長
さは、前記第３の長さより長い、項目７３または７４に記載の物品。
（項目７８）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、複数の固定点を含む、項目７３または７４に記載の物
品。
（項目７９）
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の周縁に近接して形成され、前記複数の突起は
、前記第２の基板の周縁に近接して形成されている、項目６７～７８のいずれか１項に記
載の物品。
（項目８０）
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の前記周縁内に形成され、前記複数の突起は、
前記第２の基板の前記周縁内に形成されている、項目７９に記載の物品。
（項目８１）
　各スロットは、第１の停止表面および前記第１の停止表面に対向する第２の停止表面を
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画定し、各第１の停止表面は、前記物品が第１の安定位置にあるとき、前記可撓性電子構
成要素の曲がりを制限するように配置され、各第２の停止表面は、前記支持構造が第２の
安定位置にあるとき、前記可撓性電子構成要素の曲がりを制限するように配置されている
、項目６７～８０のいずれか１項に記載の物品。
（項目８２）
　各突起は、前記支持構造が前記第１の安定位置から前記第２の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第１の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、項目８１に記載の物品。
（項目８３）
　各突起は、前記支持構造が前記第２の安定位置から前記第１の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第２の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、項目８１に記載の物品。
（項目８４）
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第２の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第１の停止表面に接触し、それによって、前記物品の曲がりを防止するように構成されて
いる、項目７１～８３のいずれか１項に記載の物品。
（項目８５）
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第１の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第２の停止表面に接触し、それによって、前記物品のさらなる局所曲がりを制限するよう
に構成されている、項目８１～８４のいずれか１項に記載の物品。
（項目８６）
　前記支持構造は、それらの間に配置されている中間層を介して前記可撓性電子構成要素
に結合されている、項目１～８５のいずれか１項に記載の物品。
（項目８７）
　前記中間層は、粘弾性材料を備えている、項目８６に記載の物品。
（項目８８）
　前記中間層は、伸展可能材料を備え、前記伸展可能材料は、前記可撓性電子構成要素に
一体的に取り付けられ、少なくとも部分的に、前記支持構造の周囲に配置されている、項
目８６に記載の物品。
（項目８９）
　前記中間層は、接着剤を備え、前記接着剤は、前記可撓性電子構成要素の部分を前記支
持構造の対応する部分に機械的に結合するように構成されている、項目８６に記載の物品
。
（項目９０）
　前記支持構造は、前記可撓性電子構成要素に直接結合されている、項目１～８９のいず
れか１項に記載の物品。
（項目９１）
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性電子構成要素に移動可能に結合されている可撓性支持構造と
　を備え、
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、取り付け可能な物品が実質的に平
坦な位置と湾曲位置との間で移動させられているとき、前記物品が前記可撓性電子構成要
素自体の曲がりの範囲に実質的に類似する曲がりの範囲を有することが可能なように、互
いに対して移動可能である、物品。
（項目９２）
　前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素にスライド可能に結合されている、項
目９１に記載の物品。
（項目９３）
　前記可撓性支持体内に形成されている複数のスロットをさらに備え、前記可撓性電子構
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成要素は、可撓性基板を備え、前記可撓性基板は、前記複数のスロット内にそれぞれスラ
イド可能に配置されている複数の突起を含む、項目９１または９２に記載の物品。
（項目９４）
　前記複数の突起は、複数のリベットを備えている、項目９３に記載の物品。
（項目９５）
　前記複数の突起のうちの２つ以上のものは、それぞれ、前記複数のスロットのうちの２
つ以上のものの中にスライド可能に配置されている、項目９３または９４に記載の物品。
（項目９６）
　前記複数の突起のうちの１つ以上のものは、前記複数のスロットのうちの対応する１つ
以上のものの内側で移動しない、項目９３～９５のいずれか１項に記載の物品。
（項目９７）
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置
されている、項目９１または９２に記載の物品。
（項目９８）
　前記可撓性支持構造は、底壁と、前記底壁から上向きに延びている一対の対向する側壁
とによって画定され、前記空洞は、前記底壁と前記一対の対向する側壁との間に画定され
ている、項目７に記載の物品。
（項目９９）
　前記側壁は、前記可撓性電子構成要素を包囲している、項目９８に記載の物品。
（項目１００）
　前記可撓性支持構造は、前記対向する側壁の各々に結合され、前記対向する側壁の各々
から内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部分は、前記可撓性電子構成要
素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持するように構成されている、項目９８または９９
に記載の物品。
（項目１０１）
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に前記空洞を覆う可撓性シートをさ
らに備え、前記可撓性電子構成要素は、少なくとも部分的に、前記可撓性シートを通して
可視である、項目９８に記載の物品。
（項目１０２）
　前記可撓性シートは、前記対向する側壁の各々の上部部分に接着している、項目１０１
に記載の物品。
（項目１０３）
　前記可撓性支持構造は、第１の材料から作製され、前記物品は、第２の材料から作製さ
れている第２の可撓性支持構造をさらに備え、前記第２の材料は、前記第１の可撓性材料
より可撓性である、項目９１または９２に記載の物品。
（項目１０４）
　前記第２の材料は、前記第１の材料より低いヤング率を有する、項目１０３に記載の物
品。
（項目１０５）
　前記第２の可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第１の可撓性支持構造は、前記スロット内に配置されて
いる、項目１０３または１０４に記載の物品。
（項目１０６）
　前記スロットは、前記第２の可撓性支持構造が前記空洞内に配置されている前記可撓性
電子構成要素に支持を提供可能であるように、前記空洞に近接して形成されている、項目
１０５に記載の物品。
（項目１０７）
　前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内で前記第２の可撓性支持構造に接着している、
項目１０５または１０６に記載の物品。
（項目１０８）
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　前記第２の可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素および前記第１
の可撓性支持構造は、前記空洞内に配置され、前記可撓性電子構成要素と前記第１の可撓
性支持構造とは、前記空洞内で互いに対してスライド可能である、項目１０３または１０
４に記載の物品。
（項目１０９）
　前記第２の可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素および前記第１の可撓性支持構
造の半径方向内向きに配置されている蛇腹壁を備えている、項目１０８に記載の物品。
（項目１１０）
　前記蛇腹壁は、複数の根元と、その間に配置されている複数の頂上とを備え、前記複数
の根元は、前記第１の可撓性支持構造の対応する部分に固定して取り付けられ、前記蛇腹
壁の前記頂上は、前記固定して取り付けられた根元の間で移動させられる、項目１０９に
記載の物品。
（項目１１１）
　前記第１の可撓性支持構造は、互に枢動可能に接続されている複数の堅いリンクを備え
ている、項目１０３、１０４、および１０８～１１０のいずれか１項に記載の物品。
（項目１１２）
　前記複数のリンクのサブセットは、複数のスロット内に配置されている複数のピンを介
して互にスライド可能に接続され、前記リンクのサブセットは、前記物品が曲げられた位
置から実質的に平坦な位置まで移動させられているとき、互から離れてスライドし、それ
によって、前記第１の可撓性支持構造の長さを増加させるように構成されている、項目１
１１に記載の物品。
（項目１１３）
　前記第１および第２の可撓性支持構造は、各々が前記可撓性電子構成要素の一部をスラ
イド可能に受け取るように構成されている一対のポケットを画定している、項目１０８～
１１２のいずれか１項に記載の物品。
（項目１１４）
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動可能で
ある、項目９１～１０２のいずれか１項に記載の物品。
（項目１１５）
　前記第１の可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動
可能である、項目１０３～１１３のいずれか１項に記載の物品。
（項目１１６）
　前記可撓性支持構造は、第１の長さを有し、前記可撓性電子構成要素は、第２の長さを
有し、前記第２の長さは、前記第１の長さより短い、項目９１～１０２、１１４、および
１１５のいずれか１項に記載の物品。
（項目１１７）
　前記可撓性電子構成要素の一端に張力を加えるように構成されているばね要素をさらに
備えている、項目１～１１６のいずれか１項に記載の物品。
（項目１１８）
　前記ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部
と、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有
する、項目１１７に記載の物品。
（項目１１９）
　前記可撓性電子構成要素のそれぞれの端部に張力を加えるように構成されている一対の
ばね要素をさらに備えている、項目１～１１８のいずれか１項に記載の物品。
（項目１２０）
　各ばね要素は、前記可撓性支持構造の一部に固定して取り付けられている第１の端部と
、前記可撓性電子構成要素の前記端部に固定して取り付けられている第２の端部とを有す
る、項目１１９に記載の物品。
（項目１２１）
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　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に前記空洞を覆う可撓性シートをさ
らに備え、前記可撓性ディスプレイは、少なくとも部分的に、前記シートを通して可視で
あり、前記シートは、前記可撓性電子構成要素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持する
ように構成されている、項目１～１２０のいずれか１項に記載の物品。
（項目１２２）
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性ディスプレイと除去可能に結合されている可撓性支持構造と
　を備えている、物品。
（項目１２３）
　前記可撓性支持構造は、複数の異なる可撓性支持構造から選択される、項目１２２に記
載の物品。
（項目１２４）
　前記可撓性支持構造は、切り離され、前記可撓性支持構造と異なる第２の可撓性支持構
造と交換されることができる、項目１２２または１２３に記載の物品。
（項目１２５）
　前記第２の可撓性支持構造は、異なる色を有するか、異なる材料から作製されるか、異
なるテクスチャを有するか、前記可撓性支持構造と異なるスタイルに関連付けられるか、
またはそれらの組み合わせである、項目１２４に記載の物品。
（項目１２６）
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイ、可撓性電子回路、センサタグ、また
は可撓性ＯＬＥＤ照明を備えている、項目１２２～１２５のいずれか１項に記載の物品。
（項目１２７）
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイを備え、前記物品は、画像コンテンツ
を前記可撓性ディスプレイに提供するために前記可撓性ディスプレイに電子的に接続され
ているディスプレイドライバをさらに備えている、項目１２６に記載の物品。
（項目１２８）
　前記可撓性支持構造と前記可撓性電子構成要素とは、互いに対して縦方向に移動可能で
ある、項目１２２～１２７のいずれか１項に記載の物品。
（項目１２９）
　前記可撓性支持構造は、第１の長さを有し、前記可撓性電子構成要素は、第２の長さを
有し、前記第２の長さは、前記第１の長さより短い、項目１２２～１２８のいずれか１項
に記載の物品。
（項目１３０）
　前記可撓性支持構造は、前記可撓性電子構成要素にスライド可能かつ除去可能に結合さ
れている、項目１２２～１２９のいずれか１項に記載の物品。
（項目１３１）
　前記可撓性支持構造内に形成されている複数のスロットをさらに備え、前記可撓性電子
構成要素は、可撓性基板を含み、前記可撓性基板は、前記複数のスロット内にそれぞれス
ライド可能に配置されている複数の突起を含む、項目１２２～１３０のいずれか１項に記
載の物品。
（項目１３２）
　前記複数の突起は、前記選択された可撓性支持構造に基づいて選択される、項目１３１
に記載の物品。
（項目１３３）
　前記複数の突起は、前記複数のスロットから除去され、第２の複数の突起と交換される
ことができ、前記第２の複数の突起は、それぞれ、前記複数のスロット内に除去可能に配
置されている、項目１３１または１３２に記載の物品。
（項目１３４）
　前記第２の複数の突起は、前記選択された第２の可撓性支持構造に基づいて選択される
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、項目１３３に記載の物品。
（項目１３５）
　前記複数の突起のうちの２つ以上のものは、それぞれ、前記複数のスロットのうちの２
つ以上のものの中にスライド可能に配置されている、項目１３１～１３４のいずれか１項
に記載の物品。
（項目１３６）
　前記複数の突起のうちの１つ以上のものは、前記複数のスロットのうちの対応する１つ
以上のものの内側で移動しない、項目１３１～１３５のいずれか１項に記載の物品。
（項目１３７）
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記可撓性電子構成要素は、前記空洞内に除去
可能に配置されている、項目１２３～１３１のいずれか１項に記載の物品。
（項目１３８）
　前記可撓性支持構造は、底壁と、前記底壁から上向きに延びている一対の対向する側壁
とによって画定され、前記空洞は、前記底壁と前記一対の対向する側壁との間に画定され
ている、項目１３７に記載の物品。
（項目１３９）
　前記側壁は、前記可撓性電子構成要素を包囲している、項目１３８に記載の物品。
（項目１４０）
　前記可撓性支持構造は、前記対向する側壁の各々に結合され、前記対向する側壁の各々
から内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部分は、前記可撓性電子構成要
素を前記可撓性支持構造の空洞内に保持するように構成されている、項目１３８または１
３９に記載の物品。
（項目１４１）　前記可撓性支持構造は、第１の材料から作製され、前記物品は、第２の
材料から作製されている第２の可撓性支持構造をさらに備え、前記第２の材料は、前記第
１の可撓性材料より可撓性である、項目１２２～１３０のいずれか１項に記載の物品。
（項目１４２）
　前記第２の材料は、前記第１の材料より低いヤング率を有する、項目１４１に記載の物
品。
（項目１４３）
　物品であって、
　第１の可撓性電子構成要素と、
　第２の可撓性電子構成要素と、
　前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素のうちの少なくと
も１つに移動可能に結合されている可撓性支持構造と
　を備え、
　前記可撓性支持構造と前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成
要素のうちの前記少なくとも１つとは、取り付け可能な物品が実質的に平坦な位置と湾曲
位置との間で移動させられているとき、互いに対して移動可能である、物品。
（項目１４４）
　前記可撓性支持構造と前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構成
要素のうちの前記少なくとも１つとは、前記取り付け可能な物品が実質的に平坦な位置と
湾曲位置との間で移動させられているとき、前記物品が前記第２の可撓性電子構成要素自
体のものと実質的に類似し得る曲がりの範囲を有するように、互いに対して移動可能であ
る、項目１４３に記載の物品。
（項目１４５）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合されている、項目１４３に記載の物
品。
（項目１４６）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
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成要素の両方にスライド可能に結合されている、項目１４５に記載の物品。
（項目１４７）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素にスライド可能に結合され、前
記可撓性支持構造は、前記第２の可撓性電子構成要素に固定して結合されている、項目１
４３に記載の物品。
（項目１４８）
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
スライド可能に結合されている、項目１４３に記載の物品。
（項目１４９）
　機械的支持構成要素をさらに備え、前記可撓性支持構造は、前記機械的支持構成要素に
固定して結合されている、項目１４３に記載の物品。
（項目１５０）
　前記機械的支持構成要素は、前記可撓性支持構造より高いヤング率を有する、項目１４
８または１４９に記載の物品。
（項目１５１）
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞および第２の空洞を画定し、前記第１の可撓性電子
構成要素および前記第２の可撓性電子構成要素は、それぞれ、前記第１の空洞および前記
第２の空洞内に配置されている、項目１４３に記載の物品。
（項目１５２）
　前記可撓性支持構造は、２つの壁と、前記２つの壁の各々に対する前記２つの壁のうち
のそれぞれのものから上向きに延びている一対の対向する側壁とによって画定され、前記
第１の空洞および前記第２の空洞の各々は、前記２つの壁のうちの１つと前記それぞれの
一対の対向する側壁との間に画定されている、項目１５１に記載の物品。
（項目１５３）
　前記複数対の対向する側壁は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の電子構
成要素を包囲している、項目１５１に記載の物品。
（項目１５４）
　前記可撓性支持構造は、前記２つの壁の各々に対して、前記それぞれの一対の対向する
側壁の各々に結合され、そこから内向きに延びている保持部分をさらに含み、前記保持部
分は、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のうちの１つ
を保持するように構成されている、項目１５１または１５２に記載の物品。
（項目１５５）
　前記可撓性支持構造に結合され、少なくとも部分的に、前記第１の空洞または前記第２
の空洞を覆う可撓性シートをさらに備え、前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２
の可撓性電子構成要素のうちの少なくとも１つは、少なくとも部分的に、前記可撓性シー
トを通して可視である、項目１５１に記載の物品。
（項目１５６）
　前記可撓性シートは、前記複数対の対向する側壁の一部に接着している、項目１５５に
記載の物品。
（項目１５７）
　前記可撓性支持構造は、空洞およびスロットを画定し、前記第１の可撓性電子構成要素
は、前記空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記スロット内に配置さ
れている、項目１４３に記載の物品。
（項目１５８）
　前記可撓性支持構造と異なるヤング率を有する機械的支持構成要素をさらに備えている
、項目１４３に記載の物品。
（項目１５９）
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記第２の空洞内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記スロット内に配置さ
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れている、項目１５８に記載の物品。
（項目１６０）
　前記可撓性支持構造は、第１の空洞、第２の空洞、およびスロットを画定し、前記第１
の可撓性電子構成要素は、前記第１の空洞内に配置され、前記第２の可撓性電子構成要素
は、前記スロット内に配置され、前記機械的支持構成要素は、前記第２の空洞内に配置さ
れている、項目１５８に記載の物品。
（項目１６１）
　前記可撓性支持構造は、空洞を画定し、前記第１の可撓性電子構成要素は、第１のアセ
ンブリを形成するように前記機械的支持構成要素に接着し、前記第１のアセンブリは、前
記可撓性支持構造に接着し、前記第２の可撓性電子構成要素は、前記空洞内に配置されて
いる、項目１５８に記載の物品。
（項目１６２）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記物品は、前記可撓性支持
構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成要素のスラ
イドを助長するための少なくとも１つのばね要素を含む、項目１４３に記載の物品。
（項目１６３）
　前記可撓性支持構造は、前記第１の可撓性電子構成要素および前記第２の可撓性電子構
成要素のうちの少なくとも１つにスライド可能に結合され、前記可撓性支持構造は、前記
可撓性支持構造に対する前記第１の可撓性電子構成要素または前記第２の可撓性電子構成
要素のスライドを助長するための回転する円筒構成要素または円筒形表面のうちの少なく
とも１つを含む、項目１４３に記載の物品。
（項目１６４）
　物品であって、
　可撓性電子構成要素と、
　前記可撓性電子構成要素に結合されている支持構造と
　を備え、
　前記支持構造は、第１の基板と、前記第１の基板に移動可能に接続されている第２の基
板と、前記第１の基板内に形成されている複数のスロットと、前記第２の基板上に形成さ
れ、前記複数のスロットのうちの対応する１つの内側に移動可能に配置されている複数の
突起とを備え、前記複数のスロットは、前記物品の曲がりを制限するように構成され、前
記物品に加えられるねじれを前記可撓性電子構成要素のねじれ許容値内の範囲に制限する
ように構成されている、物品。
（項目１６５）
　前記第１および第２の基板のうちの少なくとも１つは、可撓性金属細片を備えている、
項目１６４に記載の物品。
（項目１６６）
　前記第１の基板は、第１の可撓性金属細片を備え、前記第２の基板は、第２の可撓性金
属細片を備えている、項目１６５に記載の物品。
（項目１６７）
　前記第１および第２の基板は、実質的に類似する形状およびサイズを有する、項目１６
４～１６６のいずれか１項に記載の物品。
（項目１６８）
　前記第１および第２の基板のうちの１つは、幅の狭い細長い可撓性細片を備えている、
項目１６４～１６６のいずれか１項に記載の物品。
（項目１６９）
　前記支持構造は、単安定または多安定支持構造である、項目１６４～１６８のいずれか
１項に記載の物品。
（項目１７０）
　前記支持構造は、双安定支持構造である、項目１６９に記載の物品。
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（項目１７１）
　前記第１の基板の一部は、１つ以上の固定点において前記第２の基板の一部に固定して
取り付けられている、項目１６４～１７０のいずれか１項に記載の物品。
（項目１７２）
　前記第１の基板の第１の縦方向端部は、前記第２の基板の第１の縦方向端部に固定して
取り付けられ、前記第１の基板の第２の縦方向端部は、前記第２の基板の第２の縦方向端
部に対して移動可能である、項目１７１に記載の物品。
（項目１７３）
　前記第１の基板の中央部分は、前記第２の基板の中央部分に固定して取り付けられ、前
記第１の基板の第１および第２の縦方向端部は、それぞれ、前記第２の基板の第１および
第２の縦方向端部に対して移動可能である、項目１７１に記載の物品。
（項目１７４）
　前記複数のスロットは、スロットの第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真向
かいに形成されているスロットの第２のサブセットとを備え、前記スロットの第１のサブ
セットの各々は、異なる長さを有し、前記スロットの第２のサブセットの各々は、異なる
長さを有し、前記複数の突起は、突起の第１のサブセットと、前記第１のサブセットの真
向かいに形成されている突起の第２のサブセットとを備え、前記突起の第１のサブセット
の各々は、異なる長さを有し、前記突起の第２のサブセットの各々は、異なる長さを有し
、前記長さは、前記物品が所望の形状を有するように画定されている、項目１６４～１７
３のいずれか１項に記載の物品。
（項目１７５）
　前記長さは、前記物品が実質的に円形の形状または実質的に卵形の形状を有するように
画定されている、項目１７４に記載の物品。
（項目１７６）
　前記複数のスロットの各々は、それぞれのスロットと前記１つ以上の固定点との間の距
離に基づく長さを有し、前記突起の各々は、それぞれの突起と前記１つ以上の固定点との
間の距離に基づく長さを有する、項目１６４～１７５のいずれか１項に記載の物品。
（項目１７７）
　前記複数のスロットのうちの第１のスロットは、第１の長さを有し、前記複数のスロッ
トのうちの第２のスロットは、前記第１の長さより長い第２の長さを有し、前記複数のス
ロットのうちの第３のスロットは、前記第２の長さより長い第３の長さを有し、前記第１
の長さと第２の長さとの間の差異は、前記第１のスロットと第２のスロットとの間の前記
物品の一部が前記第２のスロットと第３のスロットとの間の前記物品の一部よりも曲げら
れることができ、前記物品が卵形の形状を有するように、前記第２の長さと第３の長さと
の間の差異よりも大きい、項目１６４～１７５のいずれか１項に記載の物品。
（項目１７８）
　前記物品は、ユーザ調節可能形状を有する、項目１６４～１７７のいずれか１項に記載
の物品。
（項目１７９）
　前記物品は、複数のユーザ選択可能構成要素を含み、前記ユーザ選択可能構成要素は、
前記支持構造の異なる長さを画定する、項目１７８に記載の物品。
（項目１８０）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２つ以上のユーザ選択可能スロットおよび／またはユ
ーザ選択可能固定点を含む、項目１７９に記載の物品。
（項目１８１）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、２対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、前記第２の長さは、前記第１の
長さより長い、項目１７９または１８０に記載の物品。
（項目１８２）
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　前記ユーザ選択可能構成要素は、３対のユーザ選択可能スロットを含み、第１の一対の
ユーザ選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２の一対のユーザ選
択可能スロットは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３の一対のユーザ選択可能ス
ロットは、前記支持構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより
長く、前記第２の長さは、前記第３の長さより長い、項目１７９または１８０に記載の物
品。
（項目１８３）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、３つのユーザ選択可能スロットを含み、第１のユーザ
選択可能スロットは、前記支持構造の第１の長さを画定し、第２のユーザ選択可能スロッ
トは、前記支持構造の第２の長さを画定し、第３のユーザ選択可能スロットは、前記支持
構造の第３の長さを画定し、前記第１の長さは、前記第２の長さより長く、前記第２の長
さは、前記第３の長さより長い、項目１７９または１８０に記載の物品。
（項目１８４）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、複数の固定点を含む、項目１７９または１８０に記載
の物品。
（項目１８５）
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の周縁に近接して形成され、前記複数の突起は
、前記第２の基板の周縁に近接して形成されている、項目１６４～１８４のいずれか１項
に記載の物品。
（項目１８６）
　前記複数のスロットは、前記第１の基板の前記周縁内に形成され、前記複数の突起は、
前記第２の基板の前記周縁内に形成されている、項目１８５に記載の物品。
（項目１８７）
　各スロットは、第１の停止表面および前記第１の停止表面に対向する第２の停止表面を
画定し、各第１の停止表面は、前記物品が第１の安定位置にあるとき、前記可撓性電子構
成要素の曲がりを制限するように配置され、各第２の停止表面は、前記物品が第２の安定
位置にあるとき、前記可撓性電子構成要素の曲がりを制限するように配置されている、項
目１６４～１８６のいずれか１項に記載の物品。
（項目１８８）
　各突起は、前記支持構造が前記第１の安定位置から前記第２の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第１の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、項目１８７に記載の物品。
（項目１８９）
　各突起は、前記支持構造が前記第２の安定位置から前記第１の安定位置まで移動させら
れているとき、対応するスロットの前記第２の停止表面に向かって移動するように構成さ
れている、項目１８７に記載の物品。
（項目１９０）
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第２の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第１の停止表面に接触し、それによって、前記物品の曲がりを防止するように構成されて
いる、項目１８７～１８９のいずれか１項に記載の物品。
（項目１９１）
　各突起の一部は、前記支持構造が前記第１の安定位置にあるとき、対応する開口の前記
第２の停止表面に接触し、それによって、前記物品のさらなる局所曲がりを制限するよう
に構成されている、項目１８７～１９０のいずれか１項に記載の物品。
（項目１９２）
　前記支持構造は、それらの間に配置されている中間層を介して前記可撓性電子構成要素
に結合されている、項目１６４～１９１のいずれか１項に記載の物品。
（項目１９３）
　前記中間層は、粘弾性材料を備えている、項目１９２に記載の物品。
（項目１９４）
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　前記中間層は、伸展可能材料を備え、前記伸展可能材料は、前記可撓性電子構成要素に
一体的に取り付けられ、少なくとも部分的に、前記支持構造の周囲に配置されている、項
目１９２に記載の物品。
（項目１９５）
　前記中間層は、接着剤を備え、前記接着剤は、前記可撓性電子構成要素の部分を前記支
持構造の対応する部分に機械的に結合するように構成されている、項目１９２に記載の物
品。
（項目１９６）
　前記支持構造は、前記可撓性電子構成要素に直接結合されている、項目１６４～１９５
のいずれか１項に記載の物品。
（項目１９７）
　前記可撓性電子構成要素は、可撓性ディスプレイ、可撓性電子回路、センサタグ、また
は可撓性ＯＬＥＤ照明を備えている、項目１６４～１９６のいずれか１項に記載の物品。
（項目１９８）
　前記ユーザ選択可能構成要素は、異なる弧長を画定する、項目１７９に記載の物品。
（項目１９９）
　前記可撓性電子構成要素の前記ねじれ許容値は、約＋／－２０度を含む、項目１６４～
１９８のいずれか１項に記載の物品。
（項目２００）
　前記可撓性電子構成要素の前記ねじれ許容値は、約＋／－１０度を含む、項目１９９に
記載の物品
（項目２０１）
　前記可撓性電子構成要素は、前記可撓性電子構成要素を損なわずに、繰り返し曲げられ
ることができる、項目２に記載の物品
（項目２０２）
　前記可撓性電子構成要素は、少なくとも５０，０００回曲げられることができる、項目
２００に記載の物品。
（項目２０３）
　項目１～２０２のいずれか１つ以上の他の項目と組み合わせられる項目１～２０２のい
ずれか１項。
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