JP 2017‑507493 A 2017.3.16

(57)【要約】
封止されたコンフォーマルな電子デバイスと、封止され
たコンフォーマルな集積回路（ＩＣ）システムと、封止
されたコンフォーマルな電子デバイスを作製し使用する
方法とが提示される。フレキシブル基板、フレキシブル
基板に取り付けられた電子回路、並びに内部に電子回路
及びフレキシブル基板を収容する可撓性マルチパート封
止ハウジングを含むコンフォーマルなＩＣデバイスが開
示される。マルチパートハウジングは第１及び第２の封
止ハウジング部品を含む。第１封止ハウジング部品は内
部に電子回路を取り付けるための凹状領域を有し、第２
封止ハウジング部品は内部にフレキシブル基板を取り付
けるための凹状領域を有する。第１封止ハウジング部品
は内部にフレキシブル基板を取り付けるための凹状領域
を任意に含む。いずれかのハウジング部品が１つ以上の
突起部を含んでもよく、この突起部は基板の孔を通過し
て他方のハウジング部品の相補的なくぼみと係合するこ
とにより封止ハウジング部品をフレキシブル基板及び電
子回路と整列させ連動させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンフォーマルな集積回路（ＩＣ）デバイスであって、
フレキシブル基板と、
前記フレキシブル基板に取り付けられた電子回路と
内部に前記電子回路および前記フレキシブル基板を少なくとも概ね収容する可撓性を有
するマルチパート封止ハウジングであって、第２の封止ハウジング部品に取り付けられた
第１の封止ハウジング部品を含み、前記第１の封止ハウジング部品が内部に前記電子回路
を取り付けるための少なくとも１つの第１の凹状領域を有し、前記第２の封止ハウジング
部品が内部に前記フレキシブル基板を取り付けるための少なくとも１つの第２の凹状領域
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を有する、可撓性を有するマルチパート封止ハウジングと、を含む、コンフォーマルな集
積回路（ＩＣ）デバイス。
【請求項２】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記第１の封止ハウジング
部品の最小の１つの第１の凹状領域が、内部に前記フレキシブル基板を取り付けるための
少なくとも１つの凹状の基板領域を含む、コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項３】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記電子回路が電気的に相
互接続された複数のＩＣデバイスを含み、前記少なくとも１つの第１の凹状領域が内部に
前記ＩＣデバイスを取り付けるための複数のポケットを含む、コンフォーマルなＩＣデバ
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イス。
【請求項４】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記フレキシブル基板が１
つまたは複数の貫通孔を有し、前記第１の封止ハウジング部品が第１の突起部を有し、前
記第１の突起部が前記１つまたは複数の貫通孔の第１の孔の中へ突出することにより前記
第１の封止ハウジング部品を前記フレキシブル基板および前記電子回路と整列させかつ連
動させる、コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項５】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記ＦＰＣＢが１つまたは
複数の貫通孔を有し、前記第２の封止ハウジング部品が第２の突起部を有し、前記第２の
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突起部が前記１つまたは複数の貫通孔の第２の孔を通過し前記第１の封止ハウジング部品
における相補的な開口部と係合することにより前記第１および前記第２の封止ハウジング
部品を前記フレキシブル基板および前記電子回路と整列させかつ連動させる、コンフォー
マルなＩＣデバイス。
【請求項６】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記可撓性を有するマルチ
パート封止ハウジングが、少なくとも約２０ショアＡのデュロメータ硬度等級と、少なく
とも約３６．３ｋｇ／２５ｍｍ（１インチあたり約８０ポンド（ｐｐｉ））の引裂強度と
を有する、コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項７】
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請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記可撓性を有するマルチ
パート封止ハウジングが、伸縮性がありかつ曲げることが可能な非導電性材料から製造さ
れる、コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項８】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記第１および前記第２の
封止ハウジング部品が、液状射出成形（ＬＩＭ）工程において液状シリコーンゴム（ＬＳ
Ｒ）材料から成形される、コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項９】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記第１および前記第２の
封止ハウジング部品が、前記フレキシブル基板および前記電子回路が前記第１の封止ハウ
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ジング部品と前記第２の封止ハウジング部品の間に挟まれるように、互いに接着される、
コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項１０】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記フレキシブル基板およ
び前記電子回路が、協働して、フレキシブルプリント回路基板アセンブリ（ＦＰＣＢＡ）
を形成する、コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項１１】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記可撓性を有するマルチ
パート封止ハウジングが、前記フレキシブル基板および前記電子回路を密閉封止するよう
に構成される、コンフォーマルなＩＣデバイス。
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【請求項１２】
請求項１に記載のコンフォーマルなＩＣデバイスであって、前記電子回路が、少なくと
も１つの感知デバイスと少なくとも１つのコントローラデバイスとを有する集積回路セン
サシステムを含む、コンフォーマルなＩＣデバイス。
【請求項１３】
封止されたコンフォーマルな電子デバイスであって、
フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣＢ）と、
前記ＦＰＣＢ上に搭載される集積回路（ＩＣ）デバイスとして構成される、複数の表面
実装技術（ＳＭＴ）部品と、
２つ以上の前記ＳＭＴ部品を電気的に接続している、複数の電気的相互接続部と、
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内部に前記ＦＰＣＢ、前記ＳＭＴ部品、および前記伸縮可能な相互接続部を収容してい
る、可撓性を有する２部構成の封止ハウジングであって、上部および底部のハウジングセ
グメントを含み、上部封止ハウジングセグメントが内部に前記ＳＭＴ部品および前記電気
的相互接続部を取り付けるための第１の予備作製された凹状領域を有し、底部封止ハウジ
ングセグメントが内部に前記ＦＰＣＢを取り付けるための第２の予備作製された凹状領域
を有する、可撓性を有する２部構成の封止ハウジングと、を含む、封止されたコンフォー
マルな電子デバイス。
【請求項１４】
コンフォーマルな電子デバイスを封止するための方法であって、
上部の可撓性を有する封止ハウジング部品を成形するステップと、
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底部の可撓性を有する封止ハウジング部品を成形するステップと、
組立治具に前記底部の可撓性を有する封止ハウジング部品を載置するステップと、
前記底部の可撓性を有する封止ハウジング部品上に接着剤の第１のショットを分配する
ステップと、
前記組立治具内で、接着剤の前記第１のショットおよび前記底部の可撓性を有する封止
ハウジング部品の上に、フレキシブルプリント回路基板アセンブリ（ＦＰＣＢＡ）を載置
するステップと、
前記ＦＰＣＢＡおよび前記底部の可撓性を有する封止ハウジング部品上に、接着剤の第
２のショットを分配するステップと、
前記組立治具内で、前記ＦＰＣＢＡおよび接着剤の前記第２のショットの上に、前記上
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部の可撓性を有する封止ハウジング部品を載置して、スタックを生成することにより、前
記上部の可撓性を有する封止ハウジング部品と前記底部の可撓性を有する封止ハウジング
部品の間に前記ＦＰＣＢＡを収容するステップと、を含む、方法。
【請求項１５】
請求項１４に記載の方法であって、前記スタックに圧力を印加することにより室温にお
いてまたは室温の近傍で前記接着剤を硬化させるステップを更に含む、方法。
【請求項１６】
請求項１４に記載の方法であって、前記スタック上でダイカットを実施するステップを
更に含む、方法。
【請求項１７】

50

(4)

JP 2017‑507493 A 2017.3.16

請求項１４に記載の方法であって、接着剤の前記第２のショットを分配するのに先立っ
て、前記ＦＰＣＢＡの部分をプライミングするステップを更に含む、方法。
【請求項１８】
請求項１４に記載の方法であって、前記ＦＰＣＢＡが、電気的相互接続部を介して電気
的に接続された複数の離間したＩＣデバイスを含み、前記上部の可撓性を有する封止ハウ
ジング部品が内部に前記ＩＣデバイスおよび前記電気的相互接続部を取り付けるための複
数のポケットを含む、方法。
【請求項１９】
請求項１４に記載の方法であって、前記ＦＰＣＢＡがフレキシブル基板を含み、前記上
部の封止ハウジング部品が、内部に前記フレキシブル基板を取り付けるための第１の凹状
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の基板領域を含む、方法。
【請求項２０】
請求項１９に記載の方法であって、前記底部の封止ハウジング部品が、内部に前記フレ
キシブル基板を取り付けるための第２の凹状の基板領域を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照および優先権の主張
この出願は、２０１４年３月４日に出願され、あらゆる目的のために参照によりその全
体が本明細書に組み込まれる、米国仮特許出願第６１／９４７，７０９号明細書の優先権
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の利益を主張する。
【０００２】
本開示の態様は、可撓性があり伸縮性がある集積回路（ＩＣ）電子機器に一般的に関す
る。より具体的には、本開示の態様は、封止されたＩＣデバイスアイランドを有するコン
フォーマルな電子システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
集積回路（ＩＣ）は、情報化時代の礎石であり、かつ、今日の情報技術産業の基礎であ
る。集積回路、別名「マイクロチップ」は、シリコンまたはゲルマニウムなどの半導体材
料の小さなウェハ上にエッチングされている、または刻印されている、トランジスタ、コ
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ンデンサ、抵抗などの相互接続された電子部品の集合である。集積回路は、幾つかの非限
定的な例として、マイクロプロセッサ、増幅器、フラッシュメモリ、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、消去可能プログ
ラマブルリードオンリーメモリ（ＥＰＲＯＭ）、およびプログラマブルロジックを含む、
様々な形態を取る。集積回路は、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータお
よびタブレットコンピュータ、スマートフォン、薄型テレビ、医療機器、電気通信および
ネットワーキング機器、航空機、船舶、および自動車を含む、無数の製品に使用されてい
る。
【０００４】
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集積回路技術およびマイクロチップ製造の進歩は、チップサイズの着実な減少ならびに
回路密度および回路性能の向上につながっている。半導体集積の規模は、単一の半導体チ
ップが米国のペニー硬貨よりも小さな空間に数千万から十億を超えるデバイスを保持する
ことができる程の地点まで進歩した。更に、近年のマイクロチップにおける各導線の幅は
、ナノメートルの何分の一程に狭くすることができる。動作速度および半導体チップの全
般的な性能（たとえば、クロック速度および信号ネットスイッチング速度）は、集積の程
度に付随して向上した。オンチップの回路スイッチング周波数および回路密度の向上と歩
調を揃えるために、半導体パッケージは現在、より多くのピン数、より大きな消費電力、
より多くの保護、およびほんの数年前のパッケージよりも高い速度を提供している。
【０００５】
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従来のマイクロチップは、一般的に、通常の動作状態の間に曲げたり伸ばしたりされる
ようには設計されていない、剛性の構造体である。同様に、殆どのマイクロチップおよび
他のＩＣモジュールは、典型的には、同様に剛性でありかつ非伸縮性であるプリント回路
基板（ＰＣＢ）上に搭載されている。剛性のＩＣおよび剛性のＰＣＢを使用する方法は一
般的に、伸縮性があり曲げることが可能な電子機器を必要とする用途とは相容れない。そ
の結果、マイクロチップを可撓性のあるポリマー基板上にまたはその中に埋め込むために
多くの方式が提案されてきた。このことは、次には、剛性のシリコンベースの電子デバイ
スでは不可能であった、多くの有用なデバイス構成を可能にしている。しかしながら、こ
れらの方式の多くは、フレキシブルプリント回路基板アセンブリ（ＦＰＣＢＡ）を構成す
る可撓性ポリマーの個々の層よりも厚い、埋め込み型チップを使用する。そのような方式
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は、「薄いチップ」構成と両立できない。加えて、フレキシブル回路を作製するために利
用可能な方法は、しばしば高価な材料の複数の層を必要とし、これにより材料費および製
造コストが増加するだけでなく、望ましくない厚さの合成構造体に帰着する。
【発明の概要】
【０００６】
本明細書で開示されるのは、封止されたコンフォーマルな電子デバイスと、封止された
集積回路（ＩＣ）デバイスアイランドを有するコンフォーマルな電子システムとであり、
それらの製造方法およびそれらの使用方法も含まれる。例として、コンフォーマルな電子
センサアセンブリなどのコンフォーマルな電子デバイスを封止するためのシステムおよび
方法が記載されている。上述のセンサアセンブリは、たとえば、哺乳類の被験体の少なく
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とも体の一部の動きおよび／または筋活動を含む動きを感知する、測定する、またはそう
でなければ定量化するために、使用されることでもよい。幾つかの例では、そのようなコ
ンフォーマルな電子センサアセンブリは、ヒトの身体部分に直接的に貼り付けて、ヒトの
身体部分に対向して位置して、および／またはヒトの身体部分の動きを監視するように構
成することができる。開示される封止方法は、たとえば、本明細書に記載されるコンフォ
ーマルな電子デバイスの耐久性、快適さ、および／または美観を向上させ、加えて、たと
えば、汎用性、コスト削減、およびスケールアップ能力をもたらすことができる。
【０００７】
本開示の態様は、コンフォーマルな集積回路（ＩＣ）デバイスに向けられている。実施
形態では、コンフォーマルなＩＣデバイスは、フレキシブル基板、フレキシブル基板に取
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り付けられた電子回路、ならびに、実質的にまたは完全に内部に電子回路およびフレキシ
ブル基板を収容する可撓性を有するマルチパート封止ハウジングを含む。このマルチパー
ト封止ハウジングは、第２の（底部の）封止ハウジング部品に取り付けられた、第１の（
上部の）封止ハウジング部品を含む。第１の封止ハウジング部品は、内部に電子回路を取
り付けるための少なくとも１つの第１の凹状領域を有し、一方、第２の封止ハウジング部
品は、内部にフレキシブル基板を取り付けるための少なくとも１つの第２の凹状領域を有
する。
【０００８】
第１の封止ハウジング部品は更に、内部にフレキシブル基板の一部を取り付けるための
少なくとも１つの凹状領域を含むことでもよい。幾つかの実施形態では、電子回路は、電
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気的相互接続部を介して電気的に接続された、離間したＩＣデバイスを含む。第１の封止
ハウジング部品は、内部にデバイスアイランドおよび電気的相互接続部を取り付けるため
の、ポケットおよび／またはトラックを含むことができる。幾つかの構成については、１
つまたは両方の封止ハウジング部品は、少なくとも１つの突起部を有することができ、こ
の突起部は、フレキシブル基板における少なくとも１つの貫通孔を通過し、他方の封止ハ
ウジング部品における少なくとも１つの補完的なくぼみと係合して、それによって第１お
よび第２の封止ハウジング部品をフレキシブル基板および電子回路と整列させ連結させる
。任意選択的に、１つまたは両方の封止ハウジング部品は、フレキシブル基板における複
数の貫通孔のうちの少なくとも１つを通過する少なくとも１つの突起部を有して、それに
よってそのハウジング部品をフレキシブル基板および電子回路と整列させ連結させること
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ができる。
【０００９】
幾つかの構成については、可撓性を有するマルチパート封止ハウジングは、約２０ショ
アＡのデュロメータ硬度等級と、少なくとも約３６．３ｋｇ／２５ｍｍ（１インチあたり
約８０ポンド（ｐｐｉ））の引裂強度とを有する。可撓性を有するマルチパート封止ハウ
ジングは、幾つかの実装では、伸縮性がありかつ曲げることが可能な非導電性材料から製
造される。たとえば、第１および第２の封止ハウジング部品は、液状射出成形（ＬＩＭ）
工程において液状シリコーンゴム（ＬＳＲ）材料から成形される。次いで、これらの封止
ハウジング部品は、フレキシブル基板および電子回路が第１と第２の封止ハウジング部品
の間に挟まれるように、互いに接着される。可撓性を有するマルチパート封止ハウジング

10

は、フレキシブル基板および電子回路を密閉封止するように設計することができる。フレ
キシブル基板および電子回路は、協働して、フレキシブルプリント回路基板アセンブリ（
ＦＰＣＢＡ）を形成する。電子回路は、少なくとも１つの感知デバイスと少なくとも１つ
のコントローラデバイスとを有する集積回路センサシステムを含むことができる。
【００１０】
本開示の他の態様に従って、コンフォーマルな電子デバイスが開示される。実施形態で
は、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣＢ）と、ＦＰＣＢ上に搭載された集積回路（
ＩＣ）デバイスアイランドとして構成される複数の表面実装技術（ＳＭＴ）部品とを含む
、封止されたコンフォーマルな電子デバイスが提示される。伸縮可能な相互接続部は、電
気的にＳＭＴ部品を接続する。可撓性を有する２部構成の封止ハウジングは、内部にＦＰ

20

ＣＢと、ＳＭＴ部品と、伸縮可能な相互接続部とを収容する。封止ハウジングは、たとえ
ばＦＰＣＢ、ＳＭＴ部品、および伸縮可能な相互接続部とは別に製造されて、その後互い
に接着された、上部および底部のハウジング半分を含む。上部の封止ハウジング半分は、
内部にＳＭＴ部品および伸縮可能な相互接続部を取り付けるための第１の予備作製された
凹状領域を有し、一方、底部の封止ハウジング半分は、内部にＦＰＣＢを取り付けるため
の第２の予備作製された凹状領域を有する。
【００１１】
本開示の他の態様は、可撓性を有する集積回路の製造方法および使用方法に向けられて
いる。一態様においては、コンフォーマルな電子デバイスを封止するための方法が開示さ
れている。この方法は、次のステップを含む、即ち、上部の可撓性を有する封止ハウジン
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グ部品を成形するステップと、底部の可撓性を有する封止ハウジング部品を成形するステ
ップと、組立治具内に底部の可撓性を有する封止ハウジング部品を載置するステップと、
底部の可撓性を有する封止ハウジング部品上に接着剤の第１のショット／層を分配するス
テップと、接着剤の第１のショット／層および／または組立治具内の底部の可撓性を有す
る封止ハウジング部品の上にフレキシブルプリント回路基板アセンブリ（ＦＰＣＢＡ）を
載置するステップと、ＦＰＣＢＡおよび／または底部の可撓性を有する封止ハウジング部
品の上に接着剤の第２のショット／層を分配するステップと、組立治具内のＦＰＣＢＡお
よび／または接着剤の第２のショット／層の上に上部の可撓性を有する封止ハウジング部
品を載置してスタックを生成し、それによって上部と底部の可撓性を有する封止ハウジン
グ部品の間にＦＰＣＢＡを収容するステップと、を含む。
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【００１２】
この方法は、単独でまたは任意の組み合わせで、任意選択的に次のステップを含むこと
ができる、即ち、スタックに圧力を印加してそれによって室温でまたは室温の近傍で接着
剤を硬化させるステップと、スタック上でダイカットを実施するステップと、および／ま
たは、接着剤の第２のショット／層を分配するのに先立ってＦＰＣＢＡの部分をプライミ
ングするステップと、を含むことができる。ＦＰＣＢＡは、伸縮可能な電気的相互接続部
を介して電気的に接続された離間したデバイスアイランドを含むことができる。この構成
のために、上部の可撓性を有する封止ハウジング部品は、ポケットおよびトラックを、内
部にそれぞれデバイスアイランドおよび伸縮可能な電気的相互接続部を取り付けるために
、含む。上部の封止ハウジング部品は、内部に少なくともフレキシブル基板の（上部の）
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部分を取り付けるための第１の凹状の基板領域を含むこともできるのに対して、底部の封
止ハウジング部品は、内部に少なくともフレキシブル基板の（底部の）部分を取り付ける
ための凹状の基板領域を含むことができる。
【００１３】
上記の概要は、本開示の全ての実施形態または全ての態様を表すことを意図したもので
はない。むしろ、前述の概要は、本明細書に記載される新規の態様および特徴の幾つかの
例示を単に提供する。上記の特徴および利点、ならびに本開示の他の特徴および利点は、
単独でおよび任意の組み合わせで発明性があると考えられ、添付の図面および添付の特許
請求の範囲と関連して考慮に入れられたとき、以降の代表的な実施形態の詳細な説明およ
び本発明を実施するための態様から、容易に明らかになるであろう。

10

【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の態様に従った、封止層を有するコンフォーマルな電子デバイスの例の側
面図である。
【図２】本開示の態様に従った、複数の封止層を有するコンフォーマルな電子デバイスの
例の側面図である。
【図３Ａ】本開示の態様に従った、マルチパート封止ハウジングを有するコンフォーマル
な電子デバイスの上面図である。
【図３Ｂ】本開示の態様に従った、マルチパート封止ハウジングを有するコンフォーマル
な電子デバイスの底面図である。
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【図４Ａ】図３Ａの第１の（上部の）封止ハウジング部品の下側図である。
【図４Ｂ】図３Ｂの第２の（底部の）封止ハウジング部品の平面図である。
【図５Ａ】図３Ａおよび図３Ｂの、コンフォーマルな電子デバイスおよびマルチパート封
止ハウジングの部分分解斜視図である。
【図５Ｂ】図３Ａおよび図３Ｂの、コンフォーマルな電子デバイスおよびマルチパート封
止ハウジングの側面図である。
【図６Ａ】本開示の態様に従った、突出部を有するマルチパート封止ハウジングを有する
コンフォーマルな電子デバイスの上面図である。
【図６Ｂ】本開示の態様に従った、突出部を有するマルチパート封止ハウジングを有する
コンフォーマルな電子デバイスの底面図である。
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【図７Ａ】図６Ａおよび図６Ｂの、コンフォーマルな電子デバイスおよびマルチパート封
止ハウジングの部分分解斜視図である。
【図７Ｂ】図６Ａおよび図６Ｂの、コンフォーマルな電子デバイスおよびマルチパート封
止ハウジングの側面図である。
【図８】本開示の態様に従った、コンフォーマルな電子デバイスを封止するための例示的
な方法を示す工程流れ図である。
【図９Ａ】本開示の態様に従った、上部と底部の封止ハウジング部品の間に包まれたコン
フォーマルな電子デバイスの分解断面側面図である。
【図９Ｂ】本開示の態様に従った、上部と底部の封止ハウジング部品の間に包まれたコン
フォーマルな電子デバイスの組立断面側面図である。

40

【図１０】本開示の態様に従った、封止コンフォーマル電子デバイスを配置することがで
きる身体の領域の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本開示は、様々な修正および代替形態が可能であり、幾つかの代表的な実施形態が例と
して図面に示されており、かつ、本明細書に詳細に記載されるであろう。しかしながら、
発明の態様は、図面に示された特定の形態に限定されるものではないことが、理解される
べきである。むしろ、本開示は、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の趣旨
および範囲に該当する全ての修正例、均等物、および代替例を包含するものである。
【００１６】
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本開示は、多くの異なる形態での実施形態が可能である。本開示は本開示の原理の例示
として見なされるべきであり、本開示の広範な態様を示された実施形態に限定するように
意図されたものではないという理解で、代表的な実施形態が図面において示され、かつ、
本明細書中に詳細に記載されるであろう。その範囲で、たとえば、要約、発明の概要、発
明を実施するための形態の章において開示され、特許請求の範囲に明示的に記載されてい
ない要素および制限は、特許請求の範囲に、含意、推論、または他の方法によって、単一
でまたは集合的に、組み込まれるべきではない。この発明を実施するための形態の目的の
ために、特に否認または論理的に禁止しない限り、単数形は複数形を含み、逆も同様であ
り、単語「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」または「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」また
は「有する（ｈａｖｉｎｇ）」は、「限定なく含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ
ｔ

ｗｉｔｈｏｕ

10

ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎ）」を意味する。更に、「約（ａｂｏｕｔ）」、「殆ど（ａｌ

ｍｏｓｔ）」、「ほぼ（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ）」、「およそ（ａｐｐｒｏｘｉｍ
ａｔｅｌｙ）」等の近似の単語は、たとえば、「おいて、近傍で、または、ほぼ〜におい
て（ａｔ，

ｎｅａｒ，

ｉｔｈｉｎ

３−５％

ｐｔａｂｌｅ

ｏｒ

ｎｅａｒｌｙ

ａｔ）」、または「３〜５％以内で（ｗ

ｏｆ）」、または「許容製造公差内で（ｗｉｔｈｉｎ

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ

ａｃｃｅ

ｔｏｌｅｒａｎｃｅｓ）」、またはそれら

の任意の論理的な組み合わせの意味で、本明細書で使用することができる。
【００１７】
本明細書で詳細に議論される特徴、機能、および概念の任意のおよび全ての組み合わせ
は、本発明の主題の一部であるとして企図される（提供されるそのような複数の概念は互
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いに矛盾しない）ことが理解されるべきである。たとえば、外観が異なるものの、個々の
システムおよびデバイスならびに本明細書で描かれかつ議論される機能的構成要素は、明
示的に否認またはそうでなければ論理的に禁止しない限り、それぞれ、他の開示される実
施形態に関して上記におよび下記に記載される、様々な形態のうちの任意の形態、任意選
択的な構成、および機能的代替物を取ることができる。上記で紹介され下記で更に詳細に
議論される様々な概念は、開示される概念がいずれかの特定の実装方式に限定されるもの
ではないために、多数の方法のうちの任意の方法で実装することができることが、理解さ
れるべきである。特定の実装および用途の例が、主に例示の目的のために提供される。
【００１８】
本明細書における原理の様々な例と関連して発明を実施するための形態において記載さ
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れる部品、基板、層、または他の表面に関して、「上部（ｔｏｐ）」および「底部（ｂｏ
ｔｔｏｍ）」という任意の空間参照は、これらの部品、層、等の互いに対する相対的な位
置、配置、および／または配向を示すために主に使用される。これらの用語は、明示的に
述べない限り、特定の座標系（たとえば、重力座標系）に必ずしも制限されない。したが
って、部品、基板、または層の「底部」への参照は、必ずしも、示された部品、基板、ま
たは層が地面と向き合っていることを必要としない。同様に、「上に（ｏｖｅｒ）」、「
下に（ｕｎｄｅｒ）」、「上に（ａｂｏｖｅ）」、「下に（ｂｅｎｅａｔｈ）」等の空間
参照の他の用語は、重力座標系などの特定の座標系に必ずしも限定されず、むしろ、基板
（または他の表面）および互いに関して様々な素子／部品の相対的位置、配置、および／
または配向を示すために主に使用される。更に、発明を実施するための形態における用語
「上に配置される（ｄｉｓｐｏｓｅｄ
ｅｄ
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ｏｎ）」および「上に配置される（ｄｉｓｐｏｓ

ｏｖｅｒ）」の使用は、「に埋め込まれた（ｅｍｂｅｄｄｅｄ

部分的に埋め込まれた（ｐａｒｔｉａｌｌｙ

ｅｍｂｅｄｄｅｄ

ｉｎ）」および「

ｉｎ）」の意味を包含

し、逆も同様である。加えて、発明を実施するための形態において特徴Ｂ「上に配置され
た（ｄｉｓｐｏｓｅｄ

ｏｎ）」、「間に配置された（ｄｉｓｐｏｓｅｄ

ｎ）」、または「上に配置された（ｄｉｓｐｏｓｅｄ

ｂｅｔｗｅｅ

ｏｖｅｒ）」特徴Ａへの参照は、

特徴Ａが特徴Ｂと接している例と、同様に他の層および／または他の部品が特徴Ａと特徴
Ｂの間に位置している例とを包含する。
【００１９】
用語「可撓性を有する（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）」および「伸縮可能な（ｓｔｒｅｔｃｈａ
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ｂｌｅ）」および「曲げられる（ｂｅｎｄａｂｌｅ）」は、それらの語根および派生語を
含めて、電気回路、電気システム、および電気デバイスまたは装置を修飾するための形容
詞として使用される場合、回路を、裂けることなく、またはその電気的特性を壊したり損
ねたりすることなく、それぞれ、曲げることができる、引き伸ばすことができる、および
／または曲げることができるような、柔軟なまたは弾性の特性を有する少なくとも幾つか
の部品を含む電子機器を包含することを意味している。これらの用語はまた、伸縮可能な
、曲げることができる、膨張可能な、または他の態様で柔軟な表面に適用された場合に、
適応しかつ機能的なままであるような方法で構成される部品（この部品自体が個別に伸縮
可能である、可撓性を有する、または曲げられるものであろうとなかろうと）を有する回
路を包含することも意味している。「非常に伸縮可能である（ｅｘｔｒｅｍｅｌｙ

ｓｔ

10

ｒｅｔｃｈａｂｌｅ）」とみなされる構成では、回路は、−１００％から１００％の、−
１０００％から１０００％の、および幾つかの実施形態では、最大−１００，０００％か
ら＋１００，０００％の範囲などの、高い平行移動ひずみ、および／または、１８０°以
上の範囲などの高い回転ひずみに、破断または破壊されることなく耐えながら、かつ、ひ
ずみの無い状態で見られる電気的性能を実質的に維持しながら、伸張することができる、
および／または圧縮されることができる、および／または曲げられることができる。
【００２０】
本明細書で言及される、封止された別個の「アイランド（ｉｓｌａｎｄｓ）」は、「デ
バイスアイランド（ｄｅｖｉｃｅ

ｉｓｌａｎｄ）」配置に配置された別々の動作デバイ

スであり、それ自体で、本明細書に記載される機能またはその一部を実施することができ
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る。動作デバイスのそのような機能は、たとえば、集積回路、物理センサ（たとえば、温
度、ｐＨ、光、放射線、等）、生物学的センサ、化学センサ、増幅器、Ａ／ＤおよびＤ／
Ａ変換器、集光器、電気機械変換器、圧電アクチュエータ、発光電子機器（たとえば、Ｌ
ＥＤ）、およびそれらの任意の組み合わせを含むことができる。１つまたは複数の標準的
なＩＣ（たとえば、単結晶シリコン上のＣＭＯＳ）を使用する目的および利点は、容易に
利用可能であり周知の方法で量産され、かつ、受動的手段によって生成されたものよりは
るかに優れた機能およびデータ生成の範囲を提供する、高品質、高性能、および高機能の
回路部品を使用することである。別個のアイランドは、縁上でまたは直径で測定された、
約１０〜１００マイクロメートル（μｍ）の大きさの範囲に、これに限定するものではな
いが、及ぶことがある。
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【００２１】
本明細書に記載される例は、一般的に、たとえば、少なくとも身体の一部の動きおよび
／または筋活動を含む動きを感知、測定、または他の態様で定量化するためのコンフォー
マルなセンサなどのコンフォーマルなエレクトロニクス技術を封止するためのシステムお
よび方法に関する。幾つかの例では、そのようなコンフォーマルなセンサは、身体部分ま
たは他の物体の動きを検出および／または定量化するように構成することができる。その
ような方法は、本明細書に記載されるコンフォーマルな電子デバイスの耐久性、快適さ、
および／または美観を向上させ、加えて、たとえば、汎用性、コスト、およびスケールア
ップ能力をもたらすことに役立つことができる。
【００２２】
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本明細書に記載される代表的なシステム、方法、および装置の少なくとも幾つかに従っ
て、例示的なコンフォーマルなセンサは、コンフォーマルな感知能力を提供し、表面（身
体の皮膚もしくは他の部分または物体の表面）との機械的に透明な緊密な接触をもたらし
て、身体の生理的な情報または物体に関連した他の情報の測定および／または分析を改善
する。本明細書に記載される例示的なシステム、方法、およびデバイスのコンフォーマル
なセンサは、パッチとして形成することができる。これらのパッチは可撓性を有し伸縮可
能であり、可撓性のあるおよび／または伸縮可能な基板の中にまたは上に配置されたコン
フォーマルな電子機器およびコンフォーマルな電極から形成することができる。様々な例
では、コンフォーマルな電極はコンフォーマルなセンサと一体化して形成することができ
、または、コンフォーマルなセンサから分離可能にすることができる。
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【００２３】
本明細書に記載される例示のシステム、方法、および装置は、ヒトである被験者または
ヒト以外の動物である被験体に使用することができる。コンフォーマルなセンサは、たと
えば、ヒトもしくはヒト以外の動物の皮膚の一部もしくは身体の他の部分、または物体の
表面に取り付けられ、かつ、適合させることができる。
【００２４】
開示されるコンフォーマルなセンサシステムおよびデバイスは、身体または他の物体の
部分に関連した少なくとも１つパラメータを感知、測定、および／または他の態様で定量
化するために、使用することができる。別の例では、本明細書に記載されるシステム、方
法、および装置は、医療診断、治療、身体活動、スポーツ、理学療法、および／または臨

10

床目的などの用途のために、身体または他の物体の部分に関連した少なくとも１つのパラ
メータを示すデータの分析結果を使用するように構成することができる。身体または他の
物体の部分に関連した少なくとも１つのパラメータの感知に基づいて、開示されるコンフ
ォーマルなセンサの少なくとも幾つかを使用して収集されたデータは、身体の他の生理的
な指標の感知に基づいて収集されたデータと共に、分析されて、医療診断、治療、身体状
態、身体活動、スポーツ、理学療法、および／または臨床目的に関連した有用な情報を提
供することができる。感知が、本明細書に記載される薄い、コンフォーマルな、かつウェ
アラブルなセンサか、またはそのようなセンサを有する測定デバイスを使用して実施され
る場合、これらの測定および測定規準は、測定デバイスのサイズ、重量、または配置によ
って妨げられていないことがあり得る。
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【００２５】
本明細書に記載される例示のシステム、方法、および装置は、身体の内側および身体の
外側の両方の、多種多様の用途において有用な薄いコンフォーマルな電子機器を生成、構
築、および展開するのに必要な物を供給する。例示のコンフォーマルなセンサは、非常に
薄くてコンフォーマルなデバイスの生成を可能にする新規のフォームファクターの、シリ
コンベースのおよび他の電子機器を含む。
【００２６】
コンフォーマルなセンサを含む、本明細書に記載される例示のシステム、方法、および
装置は、身体動作および／または筋活動を監視するように、かつ、監視を示す測定データ
値を収集するように、構成することができる。監視は、リアルタイムで、連続的に、体系
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的に、異なる時間間隔で、および／または要求に応じて、実施することができる。加えて
、本明細書に記載されるシステム、方法、および装置の少なくとも幾つかは、測定データ
値をシステムのメモリに格納するように、ならびに／または測定データ値を外部のメモリ
もしくは他の記憶デバイス、ネットワーク、および／もしくはオフボードコンピューティ
ングデバイスに通信する（送信する）ように構成することができる。本明細書の任意の例
において、外部の記憶デバイスは、データセンターにおけるサーバを含む、サーバであり
得る。本明細書の原理に従った任意の実施形態に適用可能なコンピューティングデバイス
の非限定的な例としては、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、スレート、電子
書籍端末、または他の電子リーダーまたはハンドヘルドのもしくは着用のコンピューティ
ングデバイス、Ｘｂｏｘ（登録商標）、Ｗｉｉ（登録商標）、または他のゲームシステム
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が挙げられる。
【００２７】
この例示のシステム、方法、および装置は、身体または他の物体の部分に関連した少な
くとも１つのパラメータの測定値と組み合わされた場合を含めて、被験体の監視および診
断を容易にする超薄型でコンフォーマルな電極を提供するために使用することができる。
医薬と組み合わせて、この情報は、治療計画の遵守および／または効果を含む、被験者の
問題の監視および／または決定に使用することができる。
【００２８】
例示のコンフォーマルなセンサは、多様な感知様式を提供するように構成することがで
きる。例示のコンフォーマルなセンサは、遠隔測定、電力、電力管理、処理などのサブシ
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ステム、ならびに構造および材料で構成することができる。類似の設計および配置を共有
する、多種多様な多モードの感知システムを、例示のコンフォーマルな電子機器に基づい
て製造することができる。
【００２９】
開示される概念の態様に従って、コンフォーマルなセンサは、コンフォーマルなセンサ
に近接した物体または身体部分の少なくとも１つのパラメータの測定を実施するための電
子機器を含むように構成することができる。例示のコンフォーマルなセンサシステムは、
加速度測定および筋肉活性化測定のうちの少なくとも１つを実施するための電子機器を含
むことができる。他の例では、コンフォーマルなセンサシステムは、これに限定するもの
ではないが、心拍数の測定、電気的活動の測定、温度の測定、水和レベルの測定、神経活
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動の測定、伝導度の測定、環境の測定、および／または圧力の測定などの少なくとも１つ
の他の測定を実施するための電子機器を含むことができる。たとえば、コンフォーマルな
センサは、２つ以上のこれらの異なる種類の測定の任意の組み合わせを実施するように構
成することができる。
【００３０】
ここで図面を参照すると、幾つかの図を通じて同様の参照数詞が同様の構成要素を指し
、図１は、基板１１０、電子回路１２０、および封止層１３０を含む、１００として全体
を表わした、コンフォーマルな電子デバイスを示している。コンフォーマルな電子デバイ
ス１００は、幾つかの実装については、コンフォーマルな感知および／または監視の能力
を提供するように構成される。デバイス１００は、表面（たとえば、皮膚もしくは身体の
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他の部分、または物体の表面）との機械的に透明な緊密な接触をもたらして、身体の生理
的な情報または物体に関連した他の情報の測定および／または分析を改善することができ
る。
【００３１】
基板１１０は、たとえば、コンフォーマルな電子デバイス１００が配置される表面の輪
郭に適合することができる電気的に非導電性の材料からなる柔軟な、可撓性を有する、ま
たは他の態様で伸縮可能な基板であり得る。そのような表面の例としては、これに限定す
るものではないが、ヒトもしくは動物の身体部分または物体の部分が挙げられる。コンフ
ォーマルな電子デバイス１００に使用することができる適切な基板１１０は、たとえば、
ポリマーまたはポリマー材料を含む。適用可能なポリマーまたはポリマー材料の非限定的
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な例としては、これに限定するものではないが、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエチレンテレ
フタレート（ＰＥＴ）、シリコーン、またはポリウレタンが挙げられる。適用可能なポリ
マーまたはポリマー材料の他の非限定的な例としては、これに限定するものではないが、
アクリレート類、アセタール系重合体、セルロース系重合体、フッ素重合体、ナイロン類
、ポリアクリロニトリル系重合体、ポリアリレート類、ポリベンゾイミダゾール、ポリブ
チレン、ポリカーボネート、ポリエステル類、ポリエーテルイミド、ポリエチレン類、ポ
リケトン類、ポリメチルペンテン、ポリフェニレン類、ポリフタルアミド、ポリプロピレ
ン、ポリウレタン類、樹脂、またはこれらの物質の任意の組み合わせなどの、プラスチッ
ク（熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチック、または生分解性プラスチックを含む
）、エラストマー（熱可塑性エラストマー、熱硬化性エラストマー、または生分解性エラ
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ストマーを含む）、および繊維（天然繊維または合成繊維を含む）が挙げられる。
【００３２】
基板１１０は、たとえば、注入成形、鋳造、打抜き加工、または任意の他の適切な製法
を含む、任意の適切な製法を使用して形成することができる。更に、基板１１０は、たと
えば、穴、突起、溝、ぎざぎざ、非導電性の相互接続部、または任意の他の特徴などの他
の特徴を含むことができる。幾つかの例では、デバイスアイランドまたは相互接続部のた
めの基底部として作用することができる溝を、基板１１０上に形成することができる。
【００３３】
電子回路１２０は、コンフォーマルな電子デバイス１００が配置される表面（たとえば
、動物もしくはヒトの身体部分または他の物体）または被験体に関連した少なくとも１つ
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のパラメータの、感知、検出、または他の態様の定量化をたとえば提供するように動作可
能な、任意の適切な電子回路であり得る。たとえば、電子回路１２０は、動き、筋活動、
温度（たとえば、体温）、パルス、湿度、圧力等を測定、検出、感知、または他の態様で
定量化するように構成される。電子回路１２０は、１つまたは複数のセンサシステムおよ
び１つまたは複数の他の部品（たとえば、相互接続部）を含むことができる。この１つま
たは複数のセンサシステムおよび１つまたは複数の他の部品は、１つまたは複数のデバイ
スアイランド上に配置される。１つまたは複数のデバイスアイランドは、結果として得ら
れるコンフォーマルな電子デバイス全般の所望の寸法および適合性に基づいた空間的な構
成で配置される。
【００３４】

10

電子回路１２０に含まれる１つまたは複数のセンサシステムは、少なくとも１つの部品
を含んで少なくとも１つのセンサ測定を実施することができる。センサ測定の非限定的な
例としては、加速度測定、筋活動の測定、心拍数の測定、電気的活動の測定、温度の測定
、水和レベルの測定、神経活動の測定、伝導度の測定、環境の測定、および／または圧力
の測定が挙げられる。例として、センサシステムは、加速度計（限定するものではないが
、単一軸加速度計または３軸加速度計など）、ジャイロスコープ（限定するものではない
が、３軸ジャイロスコープなど）、神経伝導検査（ＮＣＳ）部品、筋電図検査（ＥＭＧ）
部品、脳電図（ＥＥＧ）部品、および／または心電図（ＥＣＧ）部品を含むことができる
。
【００３５】
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電子回路１２０内に含むことができる他の部品の非限定的な例としては、少なくとも１
つの電池、調節器、処理部、メモリ（限定するものではないが、読み出し専用メモリ、フ
ラッシュメモリ、および／またはランダムアクセスメモリなど）、入力インターフェース
、出力インターフェース、通信モジュール、受動回路部品、能動回路部品、等が挙げられ
る。一例では、コンフォーマルな電子デバイス１００は、少なくとも１つのマイクロコン
トローラおよび／または他の集積回路部品を含む。一例では、電子回路１２０は、これに
限定するものではないが、近距離無線通信（ＮＦＣ）対応コイルなどの、少なくとも１つ
のコイルを含む。別の例では、電子回路１２０は、無線自動識別（ＲＦＩＤ）部品を含む
。同じ事柄について、電子回路１２０は、デュアルインターフェースの、電気的消去可能
プログラマブルメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）を有する、ダイナミックＮＦＣ／ＲＦＩＤタグ集
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積回路を含むことができる。
【００３６】
デバイスアイランドの構成は、たとえば、電子回路１２０（センサシステムを含む）全
般に組み込まれる部品の種類、コンフォーマルな電子デバイス１００全般の意図された寸
法、および、コンフォーマルな電子デバイス１００全般の意図された程度の適合性、に基
づいて決定することができる。非限定的な例として、１つまたは複数のデバイスアイラン
ドの構成は、構築されるべきコンフォーマルな電子デバイス１００全般の種類に基づいて
決定することができる。たとえば、コンフォーマルな電子デバイス１００全般は、ウェア
ラブルでコンフォーマルな電子機器構造体か、または、可撓性を有するおよび／または伸
縮可能である物体（介入カテーテルの膨張可能なまたは拡張可能な表面を含む）に配置さ
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れることになる受動もしくは能動の電子機器構造体であり得る。任意選択的に、デバイス
アイランドの構成は、コンフォーマルな電子デバイス１００全般の意図された用途におい
て使用されることになる部品に基づいて、決定することができる。例示の用途としては、
運動センサ、温度センサ、神経センサ、水和センサ、心臓センサ、流量センサ、圧力セン
サ、設備の監視（たとえば、スマート設備）、呼吸リズムの監視、皮膚コンダクタンスの
監視、電気的接触、またはそれらの任意の組み合わせ、が挙げられる。１つまたは複数の
デバイスアイランドは、温度、ひずみ、および／または電気生理学的センサ、組み合わさ
れた運動／心臓／神経センサ、組み合わされた心臓／温度センサ、等を含む、少なくとも
１つの多機能センサを含むように構成することができる。
【００３７】
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封止層１３０は、封止層１３０が電子回路１２０の少なくとも一部を包むように、電子
回路１２０の少なくとも一部と、基板１１０の少なくとも一部との上に配置される。図示
されるような、幾つかの構成では、封止層１３０は、基板１１０によって露出される電子
回路１２０の部分（たとえば、表面）を密閉封止する材料で形成される。任意選択的に、
封止層１３０は、コンフォーマルな電子デバイス１００の大部分または全てを包むことに
より、「封止ハウジング」として作用することができる。幾つかの実施形態では、封止層
１３０は、電子回路１２０のデバイスアイランドおよび相互接続部の上に配置され、デバ
イスアイランドおよび相互接続部を密閉封止する。そのような例では、封止層１３０は、
電子回路１２０に含まれる１つまたは複数のセンサが露出される（たとえば、露出されて
動物もしくはヒトの皮膚もしくは身体部分にまたは任意の他の物体に接する）ように、穴

10

、開口部、または他の態様の隙間を含むことができる。封止層１３０により電子回路１２
０の少なくとも１部を密閉封止することは、電子回路１２０の部品を、腐食性薬品、ほこ
り、湿気、酸化等による損傷を含む、腐食性の要因から保護するのに役立つことができる
。
【００３８】
図１の封止層１３０は、柔軟で可撓性があり、非導電性の材料から形成することができ
る。幾つかの例では、封止層１３０は、基板１１０と同一の材料から形成される。他の例
では、封止層１３０を形成するために異なる材料を使用することができる。封止層１３０
に使用され得る適切な材料としては、たとえば、ポリマーまたはポリマー材料が挙げられ
る。適用可能なポリマーまたはポリマー材料の非限定的な例としては、これに限定するも
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のではないが、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、シリコー
ン、またはポリウレタンが挙げられる。適用可能なポリマーまたはポリマー材料の他の非
限定的な例としては、これに限定するものではないが、アクリレート類、アセタール系重
合体、セルロース系重合体、フッ素重合体、ナイロン類、ポリアクリロニトリル系重合体
、ポリアミドイミド重合体、ポリアリレート類、ポリベンゾイミダゾール、ポリブチレン
、ポリカーボネート、ポリエステル類、ポリエーテルイミド、ポリエチレン、ポリエチレ
ン共重合体および変性ポリエチレン類、ポリケトン類、ポリメタクリル酸メチル、ポリメ
チルペンテン、ポリフェニレンオキシド類およびポリフェニレンスルフィド類、ポリフタ
ルアミド、ポリプロピレン、ポリウレタン類、スチレン系樹脂、スルホン系樹脂、ビニル
系樹脂、またはこれらの物質の任意の組み合わせなどの、プラスチック（熱可塑性プラス
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チック、熱硬化性プラスチック、または生分解性プラスチックを含む）、エラストマー（
熱可塑性エラストマー、熱硬化性エラストマー、または生分解性エラストマーを含む）、
および繊維（天然繊維または合成繊維を含む）が挙げられる。一例では、ポリマーまたは
ポリマー材料は、紫外線（ＵＶ）硬化型シリコーンなどのＵＶ硬化型ポリマーであり得る
。
【００３９】
図１を引き続き参照すると、封止層１３０は、たとえば、注入成形、鋳造、打抜き加工
、または任意の他の周知の方法もしくは以下で開発される製造方法などの、任意の適切な
製法を使用して、形成することができる。更に、封止層１３０は、たとえば、穴、突起、
溝、ぎざぎざ、非導電性の相互接続部、または任意の他の特徴などの様々な任意選択的な

40

特徴を含むことができる。非限定的な例として、封止層１３０は、オーバーモールド工程
を使用して形成することができる。一般的に、オーバーモールドは、先立って製造された
部分を型穴に挿入するのを可能にし、第１の部分の上または周囲に新規のプラスチック部
分、区画、または層を形成する射出成形機。そのようなオーバーモールド工程の１つは、
基板１１０上に配置された電子回路１２０の上に封止層１３０を形成することができる液
体材料を直接的に鋳造することを含む。次いで、液体材料を、たとえば冷却および凝固さ
せることにより、硬化させることができる。硬化は、たとえば、鋳造された液体材料に圧
力を印加することにより、基板を加熱することにより、および／または真空を適用するこ
とにより、任意の適切な状態の下で実施することができる。
【００４０】
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別の例として、電子回路１２０は、積層工程を使用して封止層１３０に埋め込むことが
できる。たとえば、封止層１３０はシート状に予備鋳造されることができる。次いで、液
体接着剤（たとえば、封止層を形成するために使用される未硬化の液体材料、または任意
の他の適切な接着剤）が電子回路１２０および基板１１０上に配置され得る。次いで、封
止層１３０を接着剤の上に配置することができ、過剰な接着剤を絞り出すために圧力を印
加することができる。次いで、接着剤は、封止層１３０を電子回路１２０および基板１３
０の少なくとも一部に固定して結合するように硬化されることができ、それによって、図
１のコンフォーマルな電子デバイス１００を形成する。
【００４１】
開示される概念の態様に従って、接着剤材料は、封止されたコンフォーマルな電子デバ

10

イスの構築中に使用することができる。上記で議論されたオプションに加えて、例示の積
層工程で使用される未硬化の液状シリコーンは、一種の接着剤として作用することができ
、たとえば、表面を結合するための（架橋を通じた）硬化を介して、硬化することができ
る。他の例では、デバイスアイランドおよび電気的相互接続部を含む電子デバイス部品は
、オーバーモールドに先立って、感圧接着剤を用いて予備硬化シートに貼り付けることが
できる。感圧接着剤の非限定的な例は、ゴム系接着剤である。一例では、センサ部品（温
度センサまたは（ＵＶセンサなどの）電磁放射センサなど）を含むパッチの構築において
、感圧シリコーン転写接着剤または液状シリコーン接着剤を、予備硬化シートに適用する
ことができる。本明細書に記載される任意の接着剤は、表面に塗布するために、噴霧可能
なまたはブラシ可能な接着剤であり得る。接着剤は、その後のオーバーモールド工程中、
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電子部品を、システムの他の部品に対して、列島のような配置を含めて指定された位置お
よび配置に保持するのを助けることができる。
【００４２】
接着剤材料は、本明細の例示のデバイスの構築中に、積層工程の一部として使用するこ
とができる。たとえば、積層のために使用される未硬化の液状シリコーンを用いて、シリ
コーンシートの最上層を適用するのに先立って、デバイスアイランドおよび／または相互
接続部を含む電子デバイス部品を、感圧シリコーン接着剤を使用して予備硬化されたベー
ス層シリコーンシートに貼り付けることができる。他の例では、積層を、感圧シリコーン
接着剤を使用して完成させて、シリコーンシート同士の間に極薄の電子デバイスを埋め込
むこともできる。積層は、硬化工程を必要としないフィルム接着剤の使用に基づくことが
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できる。
【００４３】
図１の封止層１３０および／またはベース基板１１０は、たとえば、伸張、曲げ、圧縮
、ねじれ、または他の変形に起因して、コンフォーマルな電子デバイス１００の一部で引
き起こされている可能性のある応力またはひずみの調節を容易にするよう構成することが
できる。例として、コンフォーマルな電子デバイス１００が変形を受けたとき、システム
のより剛性の部分（たとえば、デバイスアイランド）からより従順な構造体（たとえば、
可撓性のあるおよび／または伸縮可能な部品）への移行部において、応力および／または
ひずみの集中が存在し得る。応力集中の他の領域としては、たとえば、相互接続部の縁、
または相互接続部がデバイスアイランドに結合される境界部が含まれ得る。封止層１３０
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は、電子回路の機能部品に対して中立的機械面の位置を調節することにより、電子回路１
２０の部品上の応力を最小化するように、ある厚みを有するように構成され、および／ま
たは電子回路１２０の部分上に局所的に配置される材料から、形成することができる。た
とえば、封止層１３０を形成するために使用される材料は、電子回路１２０の部品の一部
に近接するような、電子回路１２０の部品領域に、局所的に導入することができる。局所
的に配置された封止層は、部品領域において局所的に中立的機械面の位置を調節すること
により、変形力がコンフォーマルな電子デバイス１００全般に印加される場合に、印加さ
れる応力／ひずみから部品を保護する。機能部品に対して中立的機械面の配置を制御する
ことにより、コンフォーマルな電子デバイス１００が変形力を受けたとき、部品領域にお
いてわずかから全くゼロの応力またはひずみがはたらくようにすることができる。
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【００４４】
図１に図示された実施形態では、封止層１３０および／または基板１１０は極薄の厚み
を有し、好都合の機械的および光学的特性を有することができる。任意選択的に、封止層
１３０は、約０．０５ｍｍから約０．５ｍｍの範囲の厚みを有することができる。更に、
封止層１３０および／または基板１１０は、封止層１３０／基板１１０の変形されていな
い長さに対して、約２００％から約８００％の範囲の、または、幾つかの構成については
、少なくとも約３００％、少なくとも約４００％、少なくとも約５００％、少なくとも約
６００％、または少なくとも約７００％の伸張を有することができる。幾つかの例では、
封止層１３０および／または基板１１０は、約１８．１ｋｇ／２５ｍｍ（１インチあたり
約４０ポンド（ｐｐｉ））から約９０．７ｋｇ／２５ｍｍ（約２００ｐｐｉ）、または幾
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つかの構成については、少なくとも約２７．２ｋｇ／２５ｍｍ（約６０ｐｐｉ）、少なく
とも約３６．３ｋｇ／２５ｍｍ（約８０ｐｐｉ）、少なくとも約４５．４ｋｇ／２５ｍｍ
（約１００ｐｐｉ）、少なくとも約５４．４ｋｇ／２５ｍｍ（約１２０ｐｐｉ）、少なく
とも約６３．５ｋｇ／２５ｍｍ（約１４０ｐｐｉ）、少なくとも約７２．６ｋｇ／２５ｍ
ｍ（約１６０ｐｐｉ）、または少なくとも約８１．６ｋｇ／２５ｍｍ（約１８０ｐｐｉ）
の、引裂強度を有する。別のオプションとして、封止層１３０および／または基板１１０
は、（たとえば、ショアＡ硬度に従って）約１０Ａのデュロメータによって測定された硬
度から約６０Ａからそれより高くまで、たとえば、約２０Ａもしくは少なくとも約２０Ａ
、約３０Ａもしくは少なくとも約３０Ａ、約４０Ａもしくは少なくとも約４０Ａ、約５０
Ａもしくは少なくとも約５０Ａ、または約６０Ａもしくは少なくとも約６０Ａ、を有する
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ことができる。幾つかの構成については、封止層１３０および／または基板１１０は、約
３５０ｎｍと約１，０００ｎｍの光の波長の間で、約９０％超の光透過性を有することが
できる。封止されたコンフォーマルな電子デバイス１００の総厚さ（たとえば、その最も
厚い点における）は、約０．２０ｍｍから約１．０ｍｍの範囲内であり得る。幾つかの構
成については、封止層１３０および／または基板１１０は透明であり得る。
【００４５】
次に図２を参照すると、本開示の態様に従って、代表的な封止されたコンフォーマルな
電子デバイスが図示されている。図１に示されたデバイスアーキテクチャと同様に、図２
のコンフォーマルな電子デバイス２００は、幾つかの非限定的な例として、基板２１０に
結合された電子回路２２０を含む。基板２１０および電子回路２２０は、コンフォーマル
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な電子デバイス１００に関して説明された基板１１０および電子回路１２０と、それぞれ
実質的に同様であり得る。たとえば、基板２１０および電子回路２２０は、それぞれ、図
１で示された対応する構造に関して上述された、様々な形態、任意選択的な構成、および
機能的選択肢のいずれかを取ることができる。
【００４６】
一連の封止層−図２で、それぞれ第１、第２、第３、および第４の封止層２３０ａ、２
３０ｂ、２３０ｃ、および２４０ｄ（集合的に「封止層」と呼ばれる）−が、上部の３つ
の層２３０ｂ−ｄが第１の封止層２３０ａを強化するように作用しながら、基板２１０お
よび回路２２０の上に連続して配置されている。各封止層２３０ａ−ｄは、たとえば、約
０．０５ｍｍから約０．５ｍｍの範囲内の厚さを有する、極薄層であり得る。図２の封止
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層２３０ａ−ｄは、図１のコンフォーマルな電子デバイス１００に関して上述した材料の
いずれかから形成することができる。４つの封止層２３０ａ−ｄを有するものとして図示
しているが、任意の数の封止層をデバイス２００を封止するために使用することができる
。更に、図２はデバイス２００の幅全体を覆う各封止層を示しているが、幾つかの例では
、様々な封止層２３０ａ−ｄのうちの１つまたは複数は、電子回路２２０および／または
基板２１０の一部のみの上に配置されることができる。たとえば、複数の封止層２３０ａ
−ｄのうちの１つまたは複数は、応力／ひずみが集中する領域（たとえば、デバイスアイ
ランドまたは相互接続部の縁）の付近に配置することができ、それによって、電子回路の
機能部品に対して中立的機械面の位置を調節する。
【００４７】
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本明細書に記載される原理に従った例示のシステム、方法、および装置は、フレキシブ
ルプリント回路基板アセンブリ（ＦＰＣＢＡ）などの、比較的壊れやすいコンフォーマル
な電子機器を封止するための方法を提供して、機械的および／または環境的損傷から保護
される、より堅牢なデバイスを生成する。本明細書に記載される原理に従った、例示のシ
ステム、方法、およびデバイスは、コンフォーマルな電子デバイスとは別に成形すること
ができるか、または他の態様で生成することができる、封止ハウジングを提供することが
できる。封止ハウジングは、例示のコンフォーマルな電子デバイスの部分の周りに配置さ
れる単体のユニットとして、成形または他の態様で生成することができる。例示の封止ハ
ウジングは、例示のコンフォーマルな電子デバイスと結合、組立、または他の態様で連結
されて封止されたコンフォーマルな電子デバイスを提供することができる、２つ以上の別

10

々のハウジング部品に成形または他の態様で生成されることができる。
【００４８】
封止ハウジングが単一の封止ハウジングユニットとして形成される例では、ハウジング
ユニットは、コンフォーマルな電子デバイスが挿入または他の態様で配置されることがで
きる開口部および／またはポケットを有して形成することができる。この単一の封止ハウ
ジングの部分は、凹状のまたは突出する特徴部を有して形成することができる。例示の凹
状特徴部（本明細書では「補完的なくぼみ」とも呼ばれる）および突出特徴部（本明細書
では「突出部」とも呼ばれる）は、（これに限定するものではないが）コンフォーマルな
電子デバイス内部に構築された切り欠き、部品、および周辺設計特徴部などの特徴部と嵌
合して、組立工程を支援する自己整合、連動、および位置決め機能を可能にすることがで
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きる。例示の凹状特徴部および突出特徴部は、封止されたコンフォーマルな電子デバイス
の構築および／または構造的完全性を支援することもできる。
【００４９】
図３Ａおよび図３Ｂは、コンフォーマルな集積回路（ＩＣ）デバイスまたは封止された
コンフォーマルな電子デバイス３００として集合的に示された、マルチパート封止ハウジ
ングを有するコンフォーマルな電子デバイスの、それぞれ上面図および底面図を示す。外
観が異なるが、封止されたコンフォーマルな電子デバイス３００は、特に否認または論理
的に禁止する断りのない限り、他の封止されたデバイスに関して本明細書に記載された特
徴、オプションおよび代替物のいずれかを含むことができ、また逆も同様である。デバイ
ス３００は、フレキシブル基板３０６を有するフレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣＢ

30

）３０４を備える、フレキシブルプリント回路基板アセンブリ（ＦＰＣＢＡ）３０２を含
む。電子回路は、集積回路（ＩＣ）デバイスアイランドとして構成される表面実装技術（
ＳＭＴ）部品の性質をおびることがあり、フレキシブル基板３０６に搭載または他の態様
で取り付けられている。非限定的な例として、一対のＩＣ増幅器３０８、ＵＶ
３１０、およびＵＶ

Ａセンサ

Ｂセンサ３１２が、図３ＡにおけるＦＰＣＢ３０４の左側の基板３

０６に搭載されて示されている。ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）低エネルギーアンテナ
３１４が、基板３０６の中心において電源（たとえば、２ｍＡｈｒのＬｉＰｏ電池）３１
６を囲んで示されている。伸縮可能な相互接続部（そのうちの２つが、図３Ａおよび図３
Ｂにおいて３１８で識別される）が、２つ以上のＩＣデバイスを電気的に接続する。１つ
または複数のデバイスが、たとえば、任意の従来の方法でまたは以降で開発される方法で
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基板３０６にエッチングされた、導電性のトラックにより、電気的に接続されることでも
よい。ＩＣ電力管理／電池充電制御デバイス３２０は、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）
低エネルギー通信のための蓄電セル（たとえば、コンデンサ）３２２の配列に動作可能に
接続されている。この事に関しては、無線充電機能を提供する交流（ＡＣ）コイル３２４
が、ＦＰＣＢ３０４の外周を横切る。ＦＰＣＢＡ３０２は、システムオンチップのＢＬＵ
ＥＴＯＯＴＨ（登録商標）低エネルギーＩＣ３２８を含む、システムオンチップＢＬＵＥ
ＴＯＯＴＨ（登録商標）デバイスのための、発振器３２６も含む。封止されたコンフォー
マルな電子デバイス３００は、プログラミングおよび試験のためのインターフェースポイ
ント３３０と併せて供給され、全てが参照数詞で識別されてはいないが、図３ＡのＦＰＣ
Ｂ３０４上には合計１１個のインターフェースポイントが存在する。電力管理システムの
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一部である、電源スイッチ３３２も提供される。
【００５０】
封止されたコンフォーマルな電子デバイス３００は、内部にＦＰＣＢＡ３０２の電子回
路およびフレキシブル基板を大部分または完全に包み込む、可撓性を有するマルチパート
封止ハウジング３３４を用いて製造される。少なくとも幾つかの実施形態については、可
撓性を有するマルチパート封止ハウジング３３４は、たとえば、フレキシブル基板および
電子回路を密閉封止するように設計される。図示されるように、マルチパート封止ハウジ
ング３３４は、第１の封止ハウジング部品３３６、および第２の封止ハウジング部品３３
８を備える、２部構成である。しかしながら、封止ハウジング３３４は、図に示された２
つのハウジング部品よりも多数のまたは少数の部品を含むことが意図されている。以降で

10

更に詳細に説明するように、第１の（上部の）封止ハウジング部品３３６は、たとえば感
圧接着剤を介して、第２の（底部の）封止ハウジング部品３３８に取り付けられる。たと
えばデバイス３００の意図される用途に依存して、封止ハウジング３３４は、２０ショア
Ａのデュロメータ硬度等級、および少なくとも約３６．３ｋｇ／２５ｍｍ（１インチあた
り約８０ポンド（ｐｐｉ））の引裂強度を示すことがある。
【００５１】
次に図４Ａおよび図４Ｂを参照すると、第１のハウジング部品３３６が、内部にＦＰＣ
ＢＡ３０２の電子回路およびフレキシブル基板を取り付けるための、１つまたは複数の（
第１の）凹状領域を用いて、製造される。たとえば、上部のハウジング部品３３６は、内
部にＳＭＴ部品および電気的相互接続部を取り付けるための、予備作製された複数の凹状

20

ポケット３４０Ａ〜３４０Ｄを含む。たとえば、第１の凹状ポケット３４０Ａは、内部に
ＦＰＣＢ３０４のＩＣ増幅器３０８、ＵＶ

ＡおよびＵＶ

Ｂセンサ３１０、３１２、充

電制御デバイス３２０、および蓄電セル３２２を収容する。比較して、第２の凹状ポケッ
ト３４０Ｂは内部に電池３１６を収容するように構成され、一方、第３の凹状ポケット３
４０Ｃは内部にアンテナコイル３１４を収容するように構成される。第４の凹状ポケット
３４０Ｄの内側には、発振器３２６、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）低エネルギーＩＣ
３２８、インターフェースポイント３３０のうちの８つ、および電源スイッチ３３２が取
り付けられる。第１の封止ハウジング部品３３６の（第１の）凹状領域は、内部にフレキ
シブル基板３０６を取り付けるための少なくとも１つの凹状の基板領域３４０Ｅも含むこ
とでもよい。この事に関して、第２の封止ハウジング部品３３８は、内部に少なくともフ

30

レキシブル基板の一部と、少なくともＦＰＣＢＡ３０２の電子回路の幾つかを取り付ける
ための、１つまたは複数の（第２の）凹状領域を用いて、製造される。図示するように、
底部のハウジング部品３３８は、内部に電池３１６および相互接続部３１８を取り付ける
ための、予備作製された凹状ポケット３４２Ａと、内部にフレキシブル基板３０６の底部
を取り付けるための、一対の横方向に離間した予備作製された凹状ポケット３４２Ｂおよ
び３４２Ｃとを含む。封止されたコンフォーマルな電子デバイス３００は、追加のまたは
より少数の凹状領域を含むことができ、それらの各々は、図面に示されたのと類似のまた
は異なる構成の、より多数のまたはより少数の予備作製された凹状ポケットを含んでもよ
い。そのうえ、各ポケット内のＩＣデバイスの数、種類、および配置も変更することがで
きる。

40

【００５２】
図５Ａに見られるように、ＦＰＣＢ３０４のフレキシブル基板３０６は、電池３１６の
対向する両側上に４つの貫通孔３４４Ａ〜３４４Ｄによって本明細書で表わされる、切り
欠きまたは開口部の取り合わせを有し、これらの貫通孔は、デバイス３００の組立の間に
、ＦＰＣＢＡ３０２を位置決めし取り付けるのに役立つ。第１の封止ハウジング部品３３
６は少なくとも１つの、または、幾つかの構成では、一対の（第１の）突起部３４６Ａお
よび３４６Ｂを有し、これらの突起部の各々は基板開口部のそれぞれ１つ−たとえば、第
１および第２の貫通孔３４４Ａおよび３４４Ｂ−を通過し、それによって、上部の封止ハ
ウジング部品３３６をＦＰＣＢＡ３０２と整列させ連動させる。同様に、第２の封止ハウ
ジング部品３３８は少なくとも１つの、または、幾つかの構成では、一対の（第２の）突
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起部３４６Ｃおよび３４６Ｄを有し、これらの突起部の各々は基板開口部のそれぞれ１つ
−たとえば、第３および第４の貫通孔３４４Ｃおよび３４４Ｄ−を通過し、それぞれ、上
部のハウジング部品３３６における補完的開口部３４８Ａおよび３４８Ｂと係合し、それ
によって、第１および第２のハウジング部品３３６、３３８をフレキシブル基板３０６お
よびＦＰＣＢＡ３０２の電子回路と整列させ連動させる。様々な貫通孔および突起部の数
、位置、および幾何学的な構成は、図面に示されたものから変更できることが理解される
べきである。
【００５３】
少なくとも幾つかの実施形態については、例示のデバイス３００は、上部側と底面側の
（透明なシリコーンの）封止ハウジング部品３３６、３３８の間にコンフォーマルな電子

10

デバイスモジュール３０２を挟むことによって製造される。上記で示したように、例示の
コンフォーマルな電子デバイスモジュール３０２は、フレキシブルプリント回路基板アセ
ンブリ（ＦＰＣＢＡ）として構成される。他の例では、コンフォーマルな電子デバイスモ
ジュールは、他の種類の可撓性を有するおよび／または伸縮可能な電子デバイスとして構
成され得る。封止ハウジングが２つ以上の封止ハウジング部品として形成される構成にお
いては、別々の封止ハウジング部品の部分は、コンフォーマルな電子デバイスの異なる部
分が挿入されるか、または他の態様で配置されることができる、１つまたは複数の開口部
および／またはポケットを用いて、嵌合して形成するように構成することができる。上記
に示したように、１つまたは複数の封止ハウジング部品の部分は、凹状特徴部または突起
特徴部を用いて形成することができる。上部封止ハウジング部品および底部封止ハウジン
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グ部品上の凹状特徴部または突起特徴部は、これに限定するものではないが、切り欠き、
部品、および周辺設計特徴部などの、例示のコンフォーマルな電子デバイスの特徴部と結
合して、組立工程を支援する自己整合、連動、および位置決め機能を可能にすることがで
きる。例示の凹状特徴部および突起特徴部は、封止されたコンフォーマルな電子デバイス
の構築および／または構造的完全性を支援することもできる。
【００５４】
例示のシステム、方法、およびデバイスは、工業工程に拡張可能な封止方式および設計
信頼性に必要なものを供給する。本明細書に記載される原理に従った例示のシステム、方
法、およびデバイスは、新規で独自のフォームファクターで形成され、かつより高い適合
性の程度を示すパッチとして、封止されたコンフォーマルな電子デバイスを提供する。例
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示のシステム、方法、およびデバイスは、封止されたコンフォーマルな電子デバイスのよ
り速く、より費用対効果の高い製造を容易にする。設計は、電子製品の新しいクラスのた
めの製造チェーンを設定することを可能にする。
【００５５】
封止デバイスのための幾つかの既存の工程は、構造体のより壊れやすい温度に敏感なま
たは圧力に敏感な部品に対して、有害であり得る。本明細書に記載される原理に従った例
示の封止工程は、機能的なコンフォーマルな電子機器の中に含まれる熱に敏感な部品を、
それらのサーマルバジェットを超えた温度にさらすことを回避することの間に、バランス
をもたらす。コンフォーマルな電子デバイスに含まれるリチウムポリマー電池は、たとえ
ば、約６０℃未満のサーマルバジェットを有する。本明細書に記載される原理に従った例
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示の封止工程は、コンフォーマルな電子デバイスの封止の形状、成形、およびふるまいの
制御において、より広範な許容範囲を可能にする。本明細書の例示の封止工程は、封止の
ためのより広範な範囲の、材料、着色、テクスチャリング、他の工業デザイン要素の使用
を可能にする。本明細書に記載される方法のいずれかに基づいた封止工程は、潜在的によ
り高い製造処理量およびより廉価なコストを容易にするために実装することができる。
【００５６】
本明細書に記載される原理に従った例示の封止工程は、費用対効果の高い製造ソリュー
ションと、より堅牢で信頼性の高い封止されたコンフォーマルな電子デバイスとを提供す
るように調整することができる。例として、シリコーンエラストマー材料（これは典型的
に、最大で約２００℃より上の温度までの室温より高くに上げられた温度で硬化すること
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を含む）での電子機器の成形に関与する工程は、コンフォーマルな電子デバイスの製造に
関与する工程から分離することができる。コンフォーマルな電子デバイス中で使用される
電池などの、低いサーマルバジェット（たとえば、約６０℃未満）を有する、より壊れや
すい部品は、保護することができる。たとえば、電池のより低いサーマルバジェットに基
づいて、コンフォーマルな電子デバイスを製造するための処理は、有益にも約６０℃より
下で実施される。本明細書に記載される原理に従った例示の封止工程は、より低温の成形
のために使用される装置の比較的高価な部品が回避され得るために、費用対効果を高くす
ることができる。より低温の成形操作により、処理量が下がりコストが上昇することがあ
る。シリコーン成形のために使用される装置の比較的高価な部品は、電子機器製造が成形
工程から分離されたと仮定すると、処理量を増加させるためにより高温で動作させること

10

ができる。
【００５７】
本明細書に記載される例示の封止工程は、より高い製造処理量およびより廉価なコスト
を可能にするシリコーンでコンフォーマルな電子デバイスを封止することに対する新規の
アプローチを提供する。例示の封止ハウジングのうちの少なくとも幾つかは、工業工程に
おいてより高い柔軟性を提供する、というのも、例示の封止ハウジングは、テクスチャリ
ング、曲線設計、着色等を含む独自の工業的な設計特徴で構成することができるからであ
る。これに限定するものではないが、上部ハウジング部品および／または底部ハウジング
部品などの例示の封止ハウジングの異なる部分は、コンフォーマルな電子機器の製造とは
独立して成形することができる。非限定的な例として、２つ以上の封止ハウジング部品は

20

、これに限定するものではないが、液状シリコーンゴム（ＬＳＲ）の液状射出成形（ＬＩ
Ｍ）などの業界の水準に調和して、より高温の処理温度でシリコーンを使用して成形する
ことができる。上部ハウジング部品および／または底部ハウジング部品などの封止ハウジ
ングの異なる部分は、コンフォーマルな電子機器の設計に由来し、かつ、コンフォーマル
な電子機器の形状特徴に適応する、凹状特徴部および／または突起特徴部を用いて構成す
ることができる。例示の実装では、封止ハウジングは、コンフォーマルな電子機器を２つ
以上の成形された封止ハウジング部品の間に取り付けることを容易に可能にするように、
構成することができる。例示の実装では、封止ハウジングは、２つ以上の成形された封止
ハウジング部品の間でのコンフォーマルな電子機器の位置合わせを容易にするように、構
成することができる。
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【００５８】
開示される封止ハウジングユニットおよび部品のいずれかは、たとえば、柔軟で、可撓
性があり、または他の態様で伸縮可能な、非導電性の材料から形成することができ、その
材料は、封止されたコンフォーマルな電子デバイスが配置されることになる表面の輪郭に
適合することができる。そのような表面の例としては、これに限定するものではないが、
ヒトもしくは動物の身体部分、または、自動車もしくは野球用のボールなどの、物体の表
面が挙げられる。封止ハウジングユニットまたは部品を形成するために使用することがで
きる適切な候補材料は、たとえば、ポリマーまたはポリマー材料を含む。適用可能なポリ
マーまたはポリマー材料の非限定的な例としては、これに限定するものではないが、シリ
コーン、またはポリウレタンが挙げられる。適用可能な材料の他の非限定的な例としては
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、アクリレート類、アセタール系重合体、セルロース系重合体、フッ素重合体、ナイロン
類、ポリアクリロニトリル系重合体、ポリアミドイミド重合体、ポリアリレート類、ポリ
ベンゾイミダゾール、ポリブチレン、ポリカーボネート、ポリエステル類、ポリエーテル
イミド、ポリエチレン、ポリエチレン共重合体および変性ポリエチレン類、ポリケトン類
、ポリメタクリル酸メチル、ポリメチルペンテン、ポリフェニレンオキシド類およびポリ
フェニレンスルフィド類、ポリフタルアミド、ポリプロピレン、ポリウレタン類、スチレ
ン系樹脂、スルホン系樹脂、ビニル系樹脂、またはこれらの物質の任意の組み合わせなど
の、プラスチック（熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチック、または生分解性プラ
スチックを含む）、エラストマー（熱可塑性エラストマー、熱硬化性エラストマー、また
は生分解性エラストマーを含む）、および繊維（天然繊維または合成繊維を含む）が挙げ
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られる。ポリマーまたはポリマー材料は、ＵＶ硬化型シリコーンなどのＵＶ硬化型ポリマ
ーであり得る。ポリイミド（ＰＩ）またはポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）などの
、より少し高い率の（または剛性）材料が、図示された封止ハウジングユニットおよび／
または部品の部分に導入されて、本明細書に記載される原理に従った封止されたコンフォ
ーマルな電子デバイスの所望の位置に中立的機械面を配置することを容易にすることがで
きる。
【００５９】
コンフォーマルな電子デバイス３０２は、封止されたコンフォーマルな電子デバイス３
００が配置される表面（たとえば、動物もしくはヒトの身体部分または他の物体）に関連
した少なくとも１つのパラメータの、感知、検出、または他の態様の定量化をたとえば提

10

供するために使用することができる、任意の適切な電子回路であり得る。たとえば、コン
フォーマルな電子デバイスは、動き、筋活動、温度（たとえば、体温）、パルス、湿度、
圧力、または任意の他のパラメータを測定、検出、感知、または他の態様で定量化するよ
うに構成することができる。コンフォーマルな電子デバイスは、１つまたは複数のセンサ
システムおよび１つまたは複数の他の部品（たとえば、相互接続部）を含むことができる
。この１つまたは複数のセンサシステムおよび１つまたは複数の他の部品は、１つまたは
複数のデバイスアイランド上に配置される。１つまたは複数のデバイスアイランドは、結
果として得られるコンフォーマルな電子デバイス全般の所望の寸法および適合性に基づい
た任意の空間的な構成で配置され得る。
【００６０】
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成形された封止ハウジング部品の使用に基づいた、封止されたコンフォーマルな電子デ
バイスの製造に係る例示の処理フローは、次のようになる。上部の封止ハウジング部品が
成形される。上記で示したように、図４Ａは、成形することができる上部の封止ハウジン
グ半分３３６の非限定的な例の、形状および寸法を示す。上部の封止ハウジング半分３３
６は、液状射出成形（ＬＩＭ）工程において液状シリコーンゴム（ＬＳＲ）材料を用いて
成形することができる。図４Ｂは、成形することができる底部の封止ハウジング半分３３
８の非限定的な例の、形状および寸法を示す。底部の封止ハウジング半分３３８は、上部
の半分３３６と同様に、ＬＳＲ材料およびＬＩＭ工程を用いて成形することができる。Ｆ
ＰＣＢＡ３０２などの例示のコンフォーマルな電子デバイスは、成形ハウスまたは他の組
立のための積層システム内で、図４Ａと図４Ｂのハウジング部品の間に配置することがで
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きる。適用可能な封止および／または積層工程が、組立工程において実施され得る。
【００６１】
任意の例示の実装において、コンフォーマルな電子部品は、成形された封止ハウジング
部品の部分同士の間に挟まれるおよび／または部分に結合されることができる。図５Ａお
よび図５Ｂは、コンフォーマルな電子デバイスを図３Ａおよび図３Ｂの例示の封止ハウジ
ング部品と結合するための、非限定的な例示の組立概念を示している。図７Ａおよび図７
Ｂは、コンフォーマルな電子デバイスを図６Ａおよび図６Ｂの例示の封止ハウジング部品
と、突出部の結合を含めて結合するための、非限定的な例示の組立概念を示している。
【００６２】
図４Ａおよび図４Ｂの例において、封止ハウジング部品のための材料特性の候補は、液
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状シリコーンゴム系材料、２０Ａのデュロメータを有する材料、および約８０ｐｐｉより
大きな引裂強度を有する材料、を含む。例示の封止ハウジング部品は、これに限定するも
のではないが、封止されたコンフォーマルな電子デバイスが、皮膚に取り付けられるシス
テムにおける生体適合性向けに構成される用途においてなど、ＵＳＰクラスＶＩ定格以上
などの材料を使用して、形成することができる。他の例では、広範な範囲のエラストマー
および他の種類のポリマーを、封止ハウジング部品を形成するために使用することができ
る。使用される材料の種類は、例示の製品工業デザインおよび例示の実装されるべき処理
フローに基づいて、変更することができる。
【００６３】
図６Ａおよび図６Ｂは、マルチパート封止ハウジングを有するコンフォーマルな電子デ
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バイスの、それぞれ上面図および底面図を表わし、コンフォーマルな電子デバイスおよび
封止ハウジングは集合的に、封止されたコンフォーマルな電子デバイス４００として参照
される。外観が異なるが、封止されたコンフォーマルな電子デバイス４００は、封止され
たコンフォーマルな電子デバイス３００に関して本明細書に記載された特徴、オプション
および代替物のいずれかを含むことができる。たとえば、図４Ａのデバイス４００は、フ
レキシブルプリント回路基板アセンブリ（ＦＰＣＢＡ）４０２を含み、ＦＰＣＢＡ４０２
は図３ＡのＦＰＣＢＡ３０２と同一で、類似して、または構造が異なっていることがあり
得る。封止されたコンフォーマルな電子デバイス４００は、内部にＦＰＣＢＡ４０２の電
子回路およびフレキシブル基板を大部分または完全に包み込む、可撓性を有する２部構成
封止ハウジング４３４を用いて製造される。図示されるように、図６Ａおよび図６Ｂの封

10

止ハウジング４３４は、第２の（底部の）封止ハウジング部品４３８に、たとえば感圧接
着剤を介して取り付けられた第１の（上部の）封止ハウジング部品４３６を含む、２部構
成構造である。
【００６４】
図示された例では、上部および／または底部の封止ハウジング部品４３６、４３８は、
１つまたは複数の取付突出部を有して構成することができる。非限定的な例として、上部
のハウジング部品４３６には、デバイス４００の対向する両側から突出する一対の取付突
出部、すなわちそれぞれ、第１および第２の細長く概して平坦なストラップ４５０および
４５２が設けられている。同様に、底部のハウジング部品４３８には、デバイス４００の
対向する両側から突出する一対の取付突出部、すなわちそれぞれ、第３および第４の細長

20

く概して平坦なストラップ４５４および４５６が設けられている。これらの代表的な取付
突出部は、たとえば、ヒトの身体部分の一部などの表面に封止されたコンフォーマルな電
子デバイス４００を機械的に結合するために使用することができる。他の例では、例示の
突出部は、電気機械的な、環境的なおよび他の製品ベースの測定のために使用することが
できる。
【００６５】
幾つかの例示の実装については、１つまたは複数のインサートを、封止ハウジングユニ
ットの一部または１つもしくは複数の封止ハウジング部品の中に組み込むことができる。
たとえば、光学式の窓またはフィルタ（電磁放射、マイクロ波、電波等のためのフィルタ
を含む）を、封止された電子センサ（もしくは検出器）デバイスのために、または美観目

30

的のために、含むことができる。非限定的な例として、封止されたコンフォーマルな電子
デバイスは、これに限定するものではないが、紫外線（ＵＶ）放射センサなどの、電磁放
射センサとして構成することができる。インサートは、（これに限定するものではないが
、センサ領域の光学特性などの）所望の特性を示すように構成することができる。封止ハ
ウジングの部分は、インサートの形状に結合するようにまたは他の態様で適合するように
、構成する、たとえば成形する、ことができる。一例では、封止されたコンフォーマルな
電子デバイスは、コンフォーマルな、身体インターフェースパッチとして構成することが
できる。１つまたは複数のデバイス部品は、製造または成形工程の間またはその後で、封
止ハウジングの一部の中に直接的に組み込むことを含めて、封止ハウジングの一部の上に
配置することができる。そのようなデバイス部品の非限定的な例としては、マイクロコネ

40

クタ、機械的ハウジング、または工業デザイン特徴部が挙げられる。
【００６６】
例示の実装では、１種の接着剤または複数種の接着剤を、封止ハウジング部品とコンフ
ォーマルな電子デバイスとの間の界面の部分に導入することができる。接着剤材料の候補
は、室温でまたは室温の近傍で硬化可能であり、およそ大気圧の近傍の圧力を使用して硬
化可能であり、および／または、ハウジング部品の部分同士を分離を防止するのに十分な
接着強度で結合するために使用することができる。接着剤材料の候補はまた、３次元の表
面上に実質的に一貫した接着線厚さを生成することができるような方式で、表面に適用す
ることができる。たとえば、接着剤材料の候補は、約２５〜１０２μｍ（１〜４ミル（ｍ
ｉｌ））の範囲内の接着線厚さを容易にすることができる。接着剤材料の候補は、ＵＳＰ
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クラスＶＩ定格以上であり得る。非限定的な例として、接着剤材料の候補としては、シリ
コーンＲＴＶ、糊、アクリル系接着剤、および感圧接着剤（ＰＳＡ）が挙げられる。この
組立工程は、あつらえた固定物およびキャリヤーを使用することもできる。幾つかの実施
形態は、二重被覆シリコーン／アクリル性ＰＳＡ接着剤を使用することができる。
【００６７】
図３Ａ〜図３Ｂおよび図４Ａ〜図４Ｂに示されたような、封止されたコンフォーマルな
電子デバイスを形成するための代表的な処理フロー８０１が、図８に示されている。図８
のブロック５０１〜５０７は、コンフォーマルな電子デバイスを封止ハウジングユニット
と結合するために準備するための工程を代表することができる。ブロック５０１において
、方法５０１は、成形ハウスまたは製造設備へコンフォーマルな電子デバイス（たとえば

10

、図３ＡのＦＰＣＢＡ３０２）を送達することを含む。ブロック５０５で示されるように
、プライミングのために搬送キャリヤーにコンフォーマルな電子デバイスを搭載するのに
先立って、コンフォーマルな電子デバイスがブロック５０３において検査される。ブロッ
ク５０７において、方法５０１は、コンフォーマルな電子デバイスの表面の１つまたは複
数の部分をプライミングすることを含む。これらの例示の手順において、コンフォーマル
な電子デバイスの表面の部分は、封止ハウジングユニットの部品との結合を容易にするよ
うに扱うことができる。たとえば、コンフォーマルな電子デバイスの表面の部分は、プラ
イミングされ、噴霧され、または化学物質の堆積、コロナ処理、もしくはプラズマ処理を
施されて、より良好な接着または付着を容易にする。
【００６８】

20

図８のブロック５０９〜５１７は、図３Ａおよび図３Ｂの第１および第２の封止ハウジ
ング部品３３６および３３８などの、封止ハウジングユニットの様々な部分を成形するた
めの代表的な手順を表し、これらの部分の１つまたは両方をキャリヤーに搭載し、１回ま
たは複数回の接着剤のショットを適用する。ブロック５０９において、たとえば、方法５
０１は、単一の金型において、液状射出成形（ＬＩＭ）により、封止ハウジングユニット
の液状シリコーンゴム（ＬＳＲ）上部および底部半分を成形することを含む。一旦金型か
ら外されると、上部部品および底部部品の両方が、たとえば、ブロック５１１および５１
３において検査される。ブロック５１５において、底部部品（および／または上部部品）
が搬送キャリヤーの内部に載置され、ブロック５１７において示されるように、接着剤の
第１のショット／塗装が底部部品（および／または上部部品）の１つまたは複数の部分に

30

塗布される。一例では、接着剤は約２５〜１０２μｍ（１〜４ミル）の厚さの境界線を容
易にするように薄く塗布されることができる。塗布される量は、接着または付着を容易に
するのに十分であるべきであるが、必要とされる場所の外部への流出をひきおこすべきで
はない。
【００６９】
図８を引き続き参照すると、ブロック５１９〜５３１は、コンフォーマルな電子デバイ
スのハウジング部品との位置合わせ／配置／取り付け／収容のための例示の手順を提供す
る。ブロック５１９において、たとえば、方法５０１はコンフォーマルな電子デバイスを
位置合わせすること、および底部ハウジング部品上へデバイスを載置することを含む。デ
バイスは、底部部品の凹状特徴部がデバイスの切り欠きまたは他の類似の特徴部と整列す

40

るように、手動で位置合わせする、または光学的に配置することができる。別の例では、
底部ハウジング部品およびデバイスは、底部ハウジング部品および／またはデバイス内部
に組み込まれた整列特徴部に基づいて自己整合することができる。一旦適切に整列され配
置されると、ブロック５２１において、接着剤の第２のショット／塗装がデバイスおよび
／または底部部品の１つまたは複数の部分に塗布される。上部のハウジング部品との結合
に先立って、追加の接着剤を、たとえば底部のハウジング部品および／またはデバイスの
部分に、塗布することができる。使用する接着剤の種類および量は、たとえば、接着剤の
等級に基づいて決定することができる。
【００７０】
図８の工程５０１は継続し、次いで、ブロック５２３において上部部品が底部部品と結
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合されて組み立てられたスタックを供給する。次いで、ブロック５２５において圧力がス
タックに印加されて、室温でまたは室温の近傍で、接着剤を硬化させる。圧力の量を、底
部ハウジング部品およびコンフォーマルな電子デバイスへの上部ハウジングの結合を促進
するように、印加することができる。硬化は、室温でまたは室温の近傍で実施することが
できる。一例では、結合されたハウジング部品およびコンフォーマルな電子デバイスへ印
加する圧力の量は、室温に近い温度での硬化を容易にするために、出来る限り低く維持さ
れ得る。次いで、組み立てられたユニットはブロック５２７において検査され、検査が通
過した場合、ブロック５２９において、選択された組み立てられたユニット上でスチール
ルールダイカットが実施される。たとえば、スチールルールダイカットは、任意の望まし
くない物質を除去するため、または組み立てられたユニットの一部を所望のように形作る

10

ために使用することができる。次いで、ブロック５３１で示されるように、組み立てられ
たユニットはパッケージ化される。１つまたは複数のくぼみが、１つまたは両方のハウジ
ング部品の周囲に延在して、オーバーフローを除去することにより、見かけ上適切な表面
を確保するのを助けることができる。ロールラミネート工程を使用して、圧力を印加し組
立体全体に均等に接着剤を分配することができる。
【００７１】
幾つかの実施形態では、方法は、少なくとも上記に列挙し図面に示したステップを含む
。ステップを省略すること、追加のステップを含むこと、ステップ同士を組み合わせるこ
と、および／または、上記で示された順序を変更することは、本発明の範囲および趣旨の
範囲内である。前述の方法は、封止されたコンフォーマルな電子デバイスを製造するため

20

の単一の順序を表わすことができることに、更に留意すべきである。しかしながら、この
方法は、体系的でかつ反復的な方法で実行されるであろうことが予期されている。
【００７２】
図４Ａおよび図４Ｂに示すように、例示の封止ハウジングは、楕円形のデザインで構成
することができる。他の例では、封止ハウジングは他の形状、大きさ、構成等で構成する
ことができる。たとえば、封止ハウジングユニットまたは部品は、コンフォーマルな電子
デバイスが適合され得る、非平面形状に成形することができる。一例では、非平面の構造
または輪郭は、封止されたコンフォーマルな電子デバイスが搭載されるまたは結合される
ことになる、身体部分または他の表面の形状に基づいて、決定することができる。封止ハ
ウジングの形状、大きさ、構成等は、たとえば、封止されたコンフォーマルな電子デバイ

30

スの中立的機械面における、コンフォーマルな電子デバイスの機能的部分のより壊れやす
い、またはひずみに敏感な領域の配置を容易にするように決定することができる。一例で
は、封止ハウジングユニットまたは部品の様々な部分の構成物または係数は、中立的機械
表面が、封止されたコンフォーマルな電子デバイスの中立的機械面におけるコンフォーマ
ルな電子デバイスの機能的部分のより壊れやすいまたはひずみに敏感な領域に置かれるよ
うに、調節することができる。非限定的な例として、コンフォーマルな電子デバイスのよ
り壊れやすいまたはひずみに敏感な領域は、より剛性のデバイスアイランドとより伸縮可
能な導電性の相互接続部との間の移行領域にあたる。封止されたコンフォーマルな電子デ
バイスが受けることになる変形の種類、曲げ変形か伸縮変形かは、コンフォーマルな電子
デバイスの部分が（よって、より壊れやすいまたはひずみに敏感な領域が）どのように応

40

力を加えられるかに影響を与え得る。
【００７３】
封止ハウジングユニットまたは部品の部分は、幾つかの部分はより従順にして、一方他
の部分はより剛性にして、たとえば、中立的機械面をコンフォーマルな電子デバイスのよ
り壊れやすいまたはひずみに敏感な領域に配置するように、形作られるかまたは他の態様
で成形されることができる。一例では、接着剤の種類もしくは係数、または特定の電子デ
バイス部品に近接する封止ハウジングの一部の量は、中立的機械面の配置に影響を与える
ように構成することができる。幾つかの構成については、例示の封止ハウジングユニット
または部品は、コンフォーマルな電子デバイスの部分がハウジング内部で浮いている、す
なわち、ハウジングの一部と接触していないように、構成することができる。一例では、
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油または他の液体などの別の物質を、コンフォーマルな電子デバイスの浮いている部分に
近接して配置することができる。封止ハウジングユニットまたは部品の形状および構成内
容は、コンフォーマルな電子デバイス回路の形状的諸特徴に基づいて変化し得る。
【００７４】
図３Ａおよび図３Ｂは、例示の封止されたコンフォーマルな電子デバイス３００の上面
図および底面図を提供する。図９Ａは、コンフォーマルな電子デバイス（たとえば、ＦＰ
ＣＢＡ６０２）と、上部の封止ハウジング部品６３６と、底部の封止ハウジング部品６３
８と、を有する類似の封止されたコンフォーマルな電子デバイス６００の断面側面図を示
す。この例では、上部ハウジング部品６３６は、凹状特徴部６４８Ａおよび６４８Ｂを含
み、一方、底部ハウジング部品６３８は、突起部６４６Ａおよび６４６Ｂを含む。コンフ

10

ォーマルな電子デバイス６０２は、一対の補完的な切り欠き６４４Ａおよび６４４Ｂを含
み、突起部６４６Ａおよび６４６Ｂは、それぞれそれらの切り欠きを通して受け取られ得
る。図９Ｂは、上部部品６３６と、底部部品６３８と、コンフォーマルな電子デバイス６
０２とを含む、例示の組み立てられた封止されたコンフォーマルな電子デバイス６００の
断面図を示す。底部部品６３８の突起部６４６Ａ、６４６Ｂは、コンフォーマルな電子デ
バイス６０２の切り欠き６４４Ａ、６４４Ｂを通して、上部部品６３６の凹部６４８Ａ、
６４８Ｂに嵌合する。
【００７５】
図３Ａおよび図５Ａは、底部ハウジング部品３３８のシリコーン突起特徴部、すなわち
、突起部３４６Ａおよび３４６Ｂが、電子デバイスＦＰＣＢ３０４を通して挿入されて、
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他方のハウジング部品３３６のシリコーン特徴部、すなわち、補完的な開口部３４８Ａお
よび３４８Ｂと嵌合することを可能にする貫通孔を有する例示のコンフォーマルな電子デ
バイス３０２を示す。図５Ａおよび図５Ｂは、部品を整列させ接着するのを助けるように
使用することができる凹状特徴部を含む、上部部品を示す。図５Ａおよび図５Ｂは、底部
部品からのシリコーン特徴部が回路基板を通して挿入されて他方のシリコーン部品（上部
部品）と嵌合するのを可能にする、コンフォーマルな電子デバイスにおける孔も示す。図
５Ａおよび図５Ｂは、コンフォーマルな電子デバイスを底部部品および上部部品の両方に
対して整列させるのを助ける、底部部品の突起特徴部も示す。
【００７６】
封止ハウジングユニットまたは部品は、異なるサイズの電子部品を収容することができ
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る、単一のサイズの電子部品収納空間を含むことができる。封止ハウジングは、異なるサ
イズの電池もしくは他のエネルギー貯蔵部品、マイクロプロセッサ、発光デバイス、メモ
リユニット、アンテナ、または任意の他のデバイス部品（本明細書に記載されるデバイス
部品を含む）を収容することができる、ゆったりした部品を含むことができる。追加的な
接着剤または他のスペーサー部品を導入して、電子部品を収納空間内部の所定の位置に実
質的に維持することができる。一例では、コンフォーマルな電子デバイス回路に異なるサ
イズのデバイス部品を導入する能力は、単一種類の封止ハウジングを用いて、異なるグレ
ードまたは性能レベルのデバイスを生成するのを容易にする。
【００７７】
封止ハウジングは、外殻としてより剛性の材料と、コンフォーマルな電子デバイスに近

40

接する内側部分におけるより柔軟な材料とから、形成することができる。そのような例に
おいて、柔軟な材料は、コンフォーマルな電子デバイスの部分を介しておよび／またはそ
の周囲に流れることを可能にするのに十分な係数のものとすることができる。例として、
コンフォーマルな電子デバイスは、他の回路部品とはまり込む、幾つかのロックアンドキ
ーデバイス部品で形成することができる。たとえば、封止ハウジングユニットまたは部品
は、一方の側が凸状構造を有し、他方の側が凹状構造を有する、曲線デザインを用いて形
成することができる。
【００７８】
コンフォーマルな電子機器から独立して封止ハウジングユニットまたは部品を形成する
ことにより、より高温の処理およびより広範な設計自由度のためのオプションが利用でき
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るようになる。加えて、外部的に成形される封止ハウジングユニットまたは部品が、比較
的より高価なコンフォーマルな電子モジュール（これは、桁違いに高い製造コストを必要
とし得る）と結合する前に、品質管理（検査）を介して配置することができるように、手
順を分離することによって、潜在的により大きな利点が存在する。
【００７９】
一例では、封止ハウジングユニットまたは部品は、コンフォーマルな電子デバイス中の
貫通孔または他の特徴部を通過することを可能にする、または対向するハウジング部品と
結合することを可能にする、互いにかみ合った、連動特徴部を含む。これは、他の封止工
程より強力な接着面面積のおかげで、より簡単な整列およびおそらくは追加の接着強度を
可能にする。いずれの例においても、封止ハウジングユニットまたは部品は、凸縁および

10

溝、フランジ、または嵌合を支援することができる任意の他の機械式の特徴部と共に形成
することができる。
【００８０】
一例では、接着剤は、接着剤が印刷され、噴霧され、刷毛塗りされること等を可能にす
る十分に低い粘度を得るために、溶剤で薄めることができる。製造においては、接着剤の
接着線厚さは薄く、かつ十分に制御することができる。一例では、適切な材料の選択と薄
い接着線を維持することとにより、実質的にシームレスな綴じ目／パーティングラインが
可能になる。一例では、突起部を追加して、電気機械的および／もしくは環境的な試験の
ために使用することができ、または、封止されたコンフォーマルな電子デバイスを表面に
搭載するために使用することができる。

20

【００８１】
一例では、封止ハウジングユニットまたは部品の収納空間は、コンフォーマルな電子デ
バイスの部分が、収納空間の内部で加圧状態で維持されることができるように、少し大き
めの突起特徴部を含むことができる。一例では、封止ハウジングユニットまたは部品の収
納空間は、コンフォーマルな電子デバイスの部分が、収納空間の内部でわずかに浮いたま
まにされることができるように、少し小さめの突起特徴部を含むことができる。これらの
技術のどちらも、信頼性を向上させ、および／または寸法の不安定性を補償するために使
用することができる。たとえば、エネルギー貯蔵部品（たとえば、電池）は可変であり、
この可変性に適応するために空間を残すことができ、または、一方、（エネルギー貯蔵部
品が加圧に対して耐性がある場合）突起特徴部は、エネルギー貯蔵部品が加圧された状態

30

を維持するように、大きめにすることができる。
【００８２】
いずれの例においても、封止されたコンフォーマルな電子デバイスは、任意の所望の程
度の、変形に対する抵抗で構成することができる。たとえば、封止されたコンフォーマル
な電子デバイスは、閾値変形に到達するまで、徐々に大きくなる抵抗を示すように構成す
ることができる。別の例では、封止されたコンフォーマルな電子デバイスは、閾値ひずみ
限界に到達するまで、変形に対して非常にわずかの抵抗を与え、その後、更に変形させる
のに必要な力において段階的な増加を示すように、構成することができる。いずれの例に
おいても、封止されたコンフォーマルな電子デバイスの変形閾値は、一定の率（たとえば
、デバイスの弛緩寸法を超えて伸張している率）の変形を超えた変形の程度として定量化
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することができる。封止されたコンフォーマルな電子デバイスは、閾値を超えた変形に対
して、所望の特徴／特性に応じて、システムが変形に対する抵抗において堅固な停止また
は急激な増加を示すように、構成することができる。抵抗および／または堅固な停止は、
ユーザが、異なる強度における抵抗を感じて、望ましくない変形量または最大変形（最大
伸張を含む）を示すように、調節可能である。本明細書のいずれの例においても、異なる
種類の生地または他の材料が、封止材料の少なくとも一部中に組み込まれて、所望の異な
る力のプロファイルを達成することができる。
【００８３】
本明細書に記載される原理に従った例示のシステム、方法、および装置は、（たとえば
、接着層を用いて）ヒトの皮膚に貼り付けることができるエラストマーのパッチの形態で

50

(26)

JP 2017‑507493 A 2017.3.16

、封止された、可撓性を有する、および／または伸縮可能な電子機器（コンフォーマルな
電子デバイス）を提供する。封止された可撓性を有するおよび／または伸縮可能な電子機
器は、本明細書では、コンフォーマルな電子センサまたはコンフォーマルな電子デバイス
とも呼ばれる。例示のコンフォーマルな電子デバイスは、たとえば、ヒトまたはヒト以外
の動物の少なくとも１つの身体部分に関連したパラメータを感知、測定、または他の態様
で定量化するためのコンフォーマルなセンサとして、構成することができる。幾つかの例
では、そのようなコンフォーマルなセンサは、身体部分または他の物体の動きを検出およ
び／または定量化するように構成することができる。幾つかの例では、本明細書に記載さ
れるシステム、方法、および装置は、少なくとも１つの身体部分または他の物体の動きお
よび／または筋活動を含む動きを感知、測定、または他の態様で定量化するためのコンフ

10

ォーマルなセンサとして構成することができる。
【００８４】
コンフォーマルなセンサは、身体または他の物体の部分に関連した少なくとも１つのパ
ラメータを感知、測定、および／または他の態様で定量化するために、使用することがで
きる。別の例では、本明細書に記載されるシステム、方法、および装置は、医療診断、治
療、身体活動、スポーツ、理学療法、および／または臨床目的などの用途のために、身体
または他の物体の部分に関連した少なくとも１つのパラメータを示すデータの分析結果を
使用するように構成することができる。身体または他の物体の部分に関連した少なくとも
１つのパラメータの感知に基づいて、例示のコンフォーマルなセンサを使用して収集され
たデータは、身体の他の生理的な指標の感知に基づいて収集されたデータと共に、分析さ

20

れて、医療診断、治療、身体状態、身体活動、スポーツ、理学療法、および／または臨床
目的に関連した有用な情報を提供することができる。この感知が、本明細書に記載される
例示の薄い、コンフォーマルな、かつウェアラブルなセンサと、そのようなセンサを含む
測定デイバスとを使用して実施される場合、これらの測定および測定規準は、コンフォー
マルなセンサデバイスのサイズ、重量、または配置によって妨げられていないことがあり
得る。
【００８５】
コンフォーマルなセンサを含む、本明細書に記載される例示のシステム、方法、および
装置は、身体動作および／または筋活動を監視するように、かつ、監視を示す測定データ
値を収集するように、構成することができる。監視は、リアルタイムで、異なる時間間隔
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で、および／または要求された際に、実施することができる。加えて、本明細書に記載さ
れる例示のシステム、方法、および装置は、測定データ値をシステムのメモリに格納する
ように、ならびに／または測定データ値を外部のメモリもしくは他の記憶デバイス、ネッ
トワーク、および／もしくはオフボードコンピューティングデバイスに通信する（送信す
る）ように構成することができる。本明細書の任意の例において、外部の記憶デバイスは
、データセンターにおけるサーバを含む、サーバであり得る。本明細書の原理に従った任
意の例示のシステム、装置、または方法に適用可能なコンピューティングデバイスの非限
定的な例としては、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、スレート、電子書籍端
末、または他の電子リーダーまたはハンドヘルドのもしくは着用のコンピューティングデ
バイス、Ｘｂｏｘ（登録商標）、Ｗｉｉ（登録商標）、または他のゲームシステムが挙げ
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られる。
【００８６】
この例示のシステム、方法、および装置は、身体または他の物体の部分に関連した少な
くとも１つのパラメータの測定値と組み合わされた場合を含めて、被験体の監視および診
断を容易にする超薄型でコンフォーマルな電極を提供するために使用することができる。
医薬と組み合わせて、この情報は、治療計画の遵守および／または効果を含む、被験者の
問題の監視および／または決定に使用することができる。
【００８７】
例示のコンフォーマルなセンサは、コンフォーマルなセンサに近接した物体または身体
部分の少なくとも１つのパラメータの測定を実施するための電子機器を含むように構成す
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ることができる。例示のコンフォーマルなセンサシステムは、加速度測定および筋肉活性
化測定のうちの少なくとも１つを実施するための電子機器を含むことができる。他の例で
は、コンフォーマルなセンサシステムは、これに限定するものではないが、心拍数の測定
、電気的活動の測定、温度の測定、水和レベルの測定、神経活動の測定、伝導度の測定、
環境の測定、および／または圧力の測定などの少なくとも１つの他の測定を実施するため
の電子機器を含むことができる。たとえば、コンフォーマルなセンサは、２つ以上のこれ
らの異なる種類の測定の任意の組み合わせを実施するように構成することができる。
【００８８】
様々な例において、本明細書に記載されるコンフォーマルな電子センサデバイスは、１
つまたは複数の受動電子部品および／または１つまたは複数の能動電子部品を含むことが

10

できる。本明細書に記載される原理に従ったコンフォーマルな電子デバイスに含まれ得る
部品の非限定的な例としては、トランジスタ、増幅器、光検出器、フォトダイオードアレ
イ、ディスプレイ、発光素子（ＬＥＤ）、光起電性デバイス、センサ（これに限定するも
のではないが、電磁放射センサ、温度センサ、および／または組織状態センサなど）、半
導体レーザアレイ、光学撮像システム、大面積電子デバイス、論理ゲートアレイ、マイク
ロプロセッサ、集積回路、電子デバイス、光学デバイス、光電子デイバス、機械的デイバ
ス、微小電気機械デバイス、ナノ電気機械デバイス、マイクロ流体素子、熱デバイス、お
よび他のデバイス構造体が挙げられる。
【００８９】
図１０は、顔もしくは頭７０１、首もしくは肩７０２、腕７０３、手／手首７０４、膝
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、太もも、ヒップもしくは尻７０５、胴もしくは背中７０６、または下肢もしくは足７０
７の部分を含む、例示の封止されたコンフォーマルな電子デバイスが近接して配置され得
る身体の領域の、非限定的な例を示す。
【００９０】
本明細書において様々な発明の実施形態を記載し図示してきたが、当業者であれば、機
能を実施するための、ならびに／または、結果および／もしくは本明細書に記載される１
つまたは複数の利点を得るための、様々な他の手段および／もしくは構造を容易に構想す
るであろう。そのような変形例および／もしくは修正例の各々は、本明細書に記載される
発明の実施形態の範囲内にあるとみなされる。より一般的には、当業者は、本明細書に記
載される全てのパラメータ、寸法、材料、および構成は例であることを意味しており、実
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際のパラメータ、寸法、材料、および／または構成は本発明の教示が使用される特定の用
途に依存するであろうことを、容易に理解するであろう。当業者は、本明細書に記載され
る特定の発明の実施形態の多くの均等物を、認識するであろう、または決まりきった実験
のみを用いて確かめることができるであろう。したがって、前述の実施形態は例示のみの
ために提示され、本発明の実施形態は具体的に記載されたのとは別の方法で実施され得る
ことを、理解されたい。本開示の発明の実施形態は、本明細書に記載される個々の特徴、
システム、物品、材料、キット、および／または方法の各々に向けられている。加えて、
２つ以上のそのような特徴、システム、物品、材料、キット、および／または方法の任意
の組み合わせは、そのような特徴、システム、物品、材料、キット、および／または方法
が互いに矛盾しない場合、本開示の発明の範囲内に含まれる。

40

【００９１】
本発明の上述の実施形態は、多数の方法のいずれかで実施することができる。幾つかの
実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ＣＡＤ、ＣＡＭ、ＦＥＡ、またはそれらの組
み合わせを使用して実施することができる。実施形態の任意の態様が少なくとも部分的に
ソフトウェアで実装されている場合、ソフトウェアコードは、単一のデバイスもしくはコ
ンピュータ中で提供されようと、または複数のデバイス／コンピュータ間に分散されてい
ようとなかろうと、任意の適切なプロセッサまたはプロセッサの集合上で実行することが
できる。また、本明細書に記載される技術は、少なくとも１つの例が提供される方法とし
て、具現化することができる。方法の一部として実施される動作は、任意の適切なように
順序付けることができる。したがって、実施形態は、動作が図示されたものとは異なる順
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序で実施される、これには、例示の実施形態においては連続的な動作として示されるもの
の幾つかの動作を同時に実行することを含み得る、ように構築されてもよい。
【００９２】
本開示の特定の実施形態および用途を図示し説明してきたが、本開示は本明細書に開示
された寸分違わない構造および構成に限定されるものではなく、様々な修正、変更、およ
び変形が、特許請求の範囲において定義される発明の趣旨および範囲から逸脱することな
く、前述の記載から明らかになり得ることが、理解されるべきである。さらに、本概念は
、前述の要素および態様の任意のならびに全ての組み合わせおよび下位組み合わせを明白
に含む。
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