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(57)【要約】
　衣類にコンフォーマル電子回路デバイスを一体化する
ためのシステムが提供される。システムは、可撓性基板
を含み、可撓性基板上に可撓性デバイスが配設される。
可撓性デバイスは、伸縮性のコイルを含むことができ、
コイルは、近距離通信を送受信するために使用すること
ができる。また、可撓性デバイスは、集積回路構成要素
と、メモリユニットとを含む。いくつかの例では、デバ
イスはセンサも含み、センサは、衣類の着用者および／
または周囲環境の測定値を記録するように構成される。



(2) JP 2016-500869 A 2016.1.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグ付けのための装置であって、
　可撓性基板と、
　前記可撓性基板上に配設された可撓性デバイスとを備え、前記可撓性デバイスが、
　　導電性材料から形成され、少なくとも１つの波形部分を備える伸縮性のコイルと、
　　前記伸縮性のコイルの近位に配設され、前記コイルと電気通信する集積回路構成要素
とを備え、前記集積回路構成要素が、読み出しおよび書き込み可能である少なくとも１つ
のメモリを備え、
　装置がさらに、前記可撓性デバイスをカプセル化する可撓性カプセル材を備え、前記装
置が、識別情報を記憶するために前記少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出
しおよび書き込み操作のために構成された
装置。
【請求項２】
　前記集積回路構成要素が、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
）および電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）の少な
くとも１つを備える請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記可撓性基板および可撓性カプセル材が、水への露出後に前記装置が機能を維持する
ように構成された請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記可撓性基板および可撓性カプセル材が、少なくとも３０回の洗濯サイクルへの露出
後に前記装置が機能を維持するように構成された請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出しおよび書き込み操作のために
構成された請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記伸縮性のコイルによって検出された無線周波数信号に基づいて、または前記伸縮性
のコイルを使用して伝送された無線周波数信号に基づいて、前記少なくとも１つのメモリ
への読み出しまたは書き込み操作を行うように構成された請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの波形部分が、ジグザグ構造、蛇行構造、溝構造、または波紋状構
造を備える請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのコイル構造が、多角形状、円形状、正方形状、または長方形状で
ある請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記可撓性構造が、ポリマー、エラストマー、布地、サーモポリウレタン、サーモポリ
エステル、または紙の少なくとも１つを備える請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記伸縮性のコイルが、中空の中央領域を備え、前記可撓性基板および可撓性カプセル
材が、前記伸縮性のコイルの前記中空中央領域と一致する中空コアを前記装置が備えるよ
うに構成された請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記識別情報が、使用者名、一意の識別子、使用者識別、選手名、ジャージ番号、軍隊
身分表示、洗濯表示、場所の少なくとも１つを含む請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　温度を監視するための装置であって、
　可撓性基板と、
　前記可撓性基板上に配設された可撓性デバイスとを備え、前記可撓性デバイスが、
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　　導電性材料から形成され、少なくとも１つの波形部分を備える伸縮性のコイルと、
　　前記伸縮性のコイルの近位に配設され、前記コイルと電気通信する集積回路構成要素
とを備え、前記集積回路構成要素が、読み出しおよび書き込み可能である少なくとも１つ
のメモリを備え、
　装置がさらに、前記可撓性デバイスをカプセル化する可撓性カプセル材と、
　少なくとも１回の温度測定を行うために前記可撓性デバイスと通信する温度センサとを
備え、
　前記少なくとも１回の温度測定を示す前記データが、前記少なくとも１つのメモリに記
憶される
装置。
【請求項１３】
　前記可撓性デバイスが、前記集積回路との電気通信用のエネルギー供給源をさらに備え
る請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記エネルギー供給源がバッテリまたは太陽電池である請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記エネルギー供給源および前記集積回路と電気通信するマイクロコンデンサをさらに
備える請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記可撓性デバイスが、一定の時間間隔で前記少なくとも１回の温度測定を行うように
構成され、前記少なくとも１回の温度測定を示す前記データが、前記一定の時間間隔で前
記少なくとも１つのメモリに記憶される請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記集積回路構成要素が、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
）および電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）の少な
くとも１つを備える請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記可撓性基板および可撓性カプセル材が、水への露出後に前記装置が機能を維持する
ように構成された請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記可撓性基板および可撓性カプセル材が、少なくとも３０回の洗濯サイクルへの露出
後に前記装置が機能を維持するように構成された請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出しおよび書き込み操作のために
構成された請求項１２に記載の装置。
【請求項２１】
　前記伸縮性のコイルによって検出された無線周波数信号に基づいて、または前記伸縮性
のコイルを使用して伝送された無線周波数信号に基づいて、前記少なくとも１つのメモリ
への読み出しまたは書き込み操作を行うように構成された請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの波形部分が、ジグザグ構造、蛇行構造、溝構造、または波紋状構
造を備える請求項１２に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのコイル構造が、多角形状、円形状、正方形状、または長方形状で
ある請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記可撓性構造が、ポリマー、エラストマー、布地、サーモポリウレタン、サーモポリ
エステル、または紙の少なくとも１つを備える請求項１２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記伸縮性のコイルが、中空の中央領域を備え、前記可撓性基板および可撓性カプセル
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材が、前記伸縮性のコイルの前記中空中央領域と一致する中空コアを前記装置が備えるよ
うに構成された請求項１２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記温度センサが、前記可撓性基板上に配設され、前記可撓性カプセル材が、前記温度
センサをカプセル化する請求項１２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記温度センサが、前記可撓性デバイスの外部にあり、前記温度センサが、ワイヤレス
伝送プロトコルを使用して、前記少なくとも１回の温度測定を示すデータを前記可撓性デ
バイスに伝送するように構成された請求項１２に記載の装置。
【請求項２８】
　前記温度センサが、前記可撓性デバイスの外部にあり、前記温度センサが、少なくとも
１つの可撓性相互接続によって前記可撓性デバイスに結合された請求項１２に記載の装置
。
【請求項２９】
　前記少なくとも１回の温度測定に基づく情報を表示するために前記可撓性デバイスに結
合されたディスプレイをさらに備える請求項１２に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ディスプレイが、前記少なくとも１回の温度測定を示す数値、前記少なくとも１回
の温度測定を表すグラフィック記号、前記少なくとも１回の温度測定に基づくグラフィッ
クプロット、または、所定のしきい値に対する前記少なくとも１回の温度測定の比較の結
果を示す範囲インジケータの少なくとも１つを表示する請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記ディスプレイが、前記少なくとも１回の温度測定に基づく衣料選択の推奨を表示す
る請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記ディスプレイが、電気泳動インクディスプレイ、液晶ディスプレイ、またはフラッ
トパネルディスプレイを備える請求項２９に記載の装置。
【請求項３３】
　紫外放射への露出の量を監視するための装置であって、
　可撓性基板と、
　前記可撓性基板上に配設された可撓性デバイスとを備え、前記可撓性デバイスが、
　　導電性材料から形成され、少なくとも１つの波形部分を備える伸縮性のコイルと、
　　前記伸縮性のコイルの近位に配設され、前記コイルと電気通信する集積回路構成要素
とを備え、前記集積回路構成要素が、読み出しおよび書き込み可能である少なくとも１つ
のメモリを備え、
　装置がさらに、前記可撓性デバイスをカプセル化する可撓性カプセル材と、
　少なくとも１回の紫外放射測定を行うために前記可撓性デバイスと通信する紫外放射セ
ンサとを備え、
　前記装置が、前記少なくとも１回の紫外放射測定を示すデータまたは前記紫外放射への
前記紫外放射センサの露出の量の表示を記憶するために、前記少なくとも１つのメモリに
対する遠隔データ読み出しおよび書き込み操作のために構成された
装置。
【請求項３４】
　前記可撓性デバイスが、前記集積回路との電気通信用のエネルギー供給源をさらに備え
る請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記エネルギー供給源がバッテリまたは太陽電池である請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記エネルギー供給源および前記集積回路と電気通信するマイクロコンデンサをさらに
備える請求項３３に記載の装置。



(5) JP 2016-500869 A 2016.1.14

10

20

30

40

50

【請求項３７】
　前記可撓性デバイスが、一定の時間間隔で前記少なくとも１回の紫外放射測定を行うよ
うに構成され、前記少なくとも１回の紫外放射測定を示す前記データが、前記一定の時間
間隔で前記少なくとも１つの読み出しおよび書き込み可能なメモリに記憶される請求項３
３に記載の装置。
【請求項３８】
　前記集積回路構成要素が、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
）および電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）の少な
くとも１つを備える請求項３３に記載の装置。
【請求項３９】
　前記可撓性基板および可撓性カプセル材が、水への露出後に前記装置が機能を維持する
ように構成された請求項３３に記載の装置。
【請求項４０】
　前記可撓性基板および可撓性カプセル材が、少なくとも３０回の洗濯サイクルへの露出
後に前記装置が機能を維持するように構成された請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出しおよび書き込み操作のために
構成された請求項３３に記載の装置。
【請求項４２】
　前記伸縮性のコイルによって検出された無線周波数信号に基づいて、または前記伸縮性
のコイルを使用して伝送された無線周波数信号に基づいて、前記少なくとも１つのメモリ
への読み出しまたは書き込み操作を行うように構成された請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの波形部分が、ジグザグ構造、蛇行構造、溝構造、または波紋状構
造を備える請求項３３に記載の装置。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つのコイル構造が、多角形状、円形状、正方形状、または長方形状で
ある請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　前記可撓性基板が、ポリマー、エラストマー、布地、サーモポリウレタン、サーモポリ
エステル、または紙の少なくとも１つを備える請求項３３に記載の装置。
【請求項４６】
　前記伸縮性のコイルが、中空の中央領域を備え、前記可撓性基板および可撓性カプセル
材が、前記伸縮性のコイルの前記中空中央領域と一致する中空コアを前記装置が備えるよ
うに構成された請求項３３に記載の装置。
【請求項４７】
　前記紫外放射センサが、前記可撓性基板上に配設され、前記可撓性カプセル材が、前記
紫外放射センサをカプセル化する請求項３３に記載の装置。
【請求項４８】
　前記紫外放射センサが、前記可撓性デバイスの外部にあり、前記紫外放射センサが、ワ
イヤレス伝送プロトコルを使用して、前記少なくとも１回の紫外放射測定を示すデータを
前記可撓性デバイスに伝送するように構成された請求項３３に記載の装置。
【請求項４９】
　前記紫外放射センサが、前記可撓性デバイスの外部にあり、前記紫外放射センサが、少
なくとも１つの可撓性相互接続によって前記可撓性デバイスに結合される請求項３３に記
載の装置。
【請求項５０】
　前記少なくとも１回の紫外放射測定に基づく情報を表示するために前記可撓性デバイス
に結合されたディスプレイをさらに備える請求項３３に記載の装置。
【請求項５１】
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　前記ディスプレイが、前記少なくとも１回の紫外放射測定を示す数値、前記少なくとも
１回の紫外放射測定を表すグラフィック記号、前記少なくとも１回の紫外放射測定に基づ
くグラフィックプロット、または、所定のしきい値に対する前記少なくとも１回の紫外放
射測定の比較の結果を示す範囲インジケータの少なくとも１つを表示する請求項５０に記
載の装置。
【請求項５２】
　前記ディスプレイが、前記少なくとも１回の紫外放射測定に基づく衣料選択の推奨を表
示する請求項５０に記載の装置。
【請求項５３】
　前記ディスプレイが、電気泳動インクディスプレイ、液晶ディスプレイ、またはフラッ
トパネルディスプレイを備える請求項５０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、全体を参照により本明細書に援用する２０１２年１０月９日出願の「Ｃｏｎ
ｆｏｒｍａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ａｐｐａｒ
ｅｌ」という名称の米国仮特許出願第６１／７１１，６４８号明細書の優先権を主張する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　現代の運動競技用衣類および他の衣類は、しばしば、その特定の機能に非常によく特化
されている。高度に発達した現代の運動競技用衣類は、着用者のパフォーマンスおよび生
理的状態を監視することができる機能を有さないが、運動選手、兵士、および市民が自分
の衣類および／または生理的状態に関する即時の情報から利益を得ることができる多くの
状況が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本明細書で述べる様々な例は、一般に、スポーツウェア衣類および他の同様の製品と一
体化されたコンフォーマル電子回路技術に関係するシステム、方法、および装置を対象と
する。本明細書で述べる例示的なシステム、方法、および装置はまた、スポーツ衣類への
コンフォーマル電子回路の一体化も対象とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の一態様によれば、衣類に組み込まれるタグ付けデバイスは、可撓性基板を含む
ことができ、可撓性基板に可撓性デバイスが配設される。可撓性デバイスは、導電性材料
から形成される伸縮性のコイルを含むことができ、少なくとも１つの波形部分を備えるこ
とができる。また、可撓性デバイスは、伸縮性のコイルの近位に配設され、コイルと電気
通信する集積回路構成要素を含むこともできる。可撓性デバイスの回路構成要素は、読み
出しおよび書き込み可能な少なくとも１つのメモリを含むことができる。可撓性デバイス
は、カプセル化することができ、識別情報を記憶するために少なくとも１つのメモリに対
する遠隔データ読み出しおよび書き込み操作のために構成することができる。
【０００５】
　本明細書で述べる原理によるタグ付けデバイスは、消去可能なプログラマブル読み出し
専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）および電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ
（ＥＥＰＲＯＭ）の少なくとも１つを含むことができる。
【０００６】
　一例では、可撓性基板および可撓性カプセル材は、水への露出後に装置が機能を維持す
るように構成することができる。また、可撓性基板および可撓性カプセル材は、少なくと
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も３０回の洗濯サイクルへの露出後に装置が機能を維持するように構成することもできる
。
【０００７】
　一例では、デバイスは、少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出しおよび書
き込み操作のために構成することができる。少なくとも１つのメモリへの読み出しおよび
書き込みは、伸縮性のコイルによって検出された無線周波数信号に基づかせる、または伸
縮性のコイルを使用して伝送された無線周波数信号に基づかせることができる。
【０００８】
　一例では、導電性コイルの少なくとも１つの波形部分は、ジグザグ構造、蛇行構造、溝
構造、または波紋状構造を含むことができ、少なくとも１つのコイル構造は、多角形状、
円形状、正方形状、または長方形状でよい。
【０００９】
　一例では、可撓性基板は、ポリマー、エラストマー、布地、サーモポリウレタン、サー
モポリエステル、ゴム材料、または紙の少なくとも１つを備える。一例では、伸縮性のコ
イルは、中空の中央領域を含み、可撓性基板および可撓性カプセル材は、伸縮性のコイル
の中空中央領域と一致する中空コアを装置が備えるように構成される。
【００１０】
　一例では、識別情報が、一意の識別子、使用者名、使用者識別、選手名、ジャージ番号
、軍隊身分表示、洗濯表示、場所の少なくとも１つを含む。
　本開示の別の態様によれば、温度を監視するための装置が、可撓性基板を含むことがで
き、可撓性基板に可撓性デバイスが配設される。可撓性デバイスは、導電性材料から形成
される伸縮性のコイルを含むことができ、少なくとも１つの波形部分を備えることができ
る。また、可撓性デバイスは、伸縮性のコイルの近位に配設され、コイルと電気通信する
集積回路構成要素を含むこともできる。可撓性デバイスの集積回路構成要素は、読み出し
および書き込み可能な少なくとも１つのメモリを含むことができる。可撓性デバイスは、
可撓性カプセル材を含むことができる。また、装置は、少なくとも１回の温度測定を行う
ために可撓性デバイスと通信する温度センサを含むこともできる。少なくとも１回の温度
測定を示すデータは、少なくとも１つのメモリに記憶することができる。
【００１１】
　一例では、装置は、集積回路との電気通信用のエネルギー供給源をさらに含むことがで
きる。エネルギー供給源は、バッテリ、太陽電池、または他のエネルギーハーベストデバ
イスでよい。また、装置は、エネルギー供給源および集積回路と電気通信するマイクロコ
ンデンサをさらに含むこともできる。
【００１２】
　一例では、可撓性デバイスは、一定の時間間隔で少なくとも１回の温度測定を行い、一
定の時間間隔で少なくとも１つのメモリにデータを記憶するように構成される。一例では
、集積回路構成要素は、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）お
よび電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）の少なくと
も１つを備える。
【００１３】
　一例では、可撓性基板および可撓性カプセル材は、水への露出後に装置が機能を維持し
、少なくとも３０回の洗濯サイクルへの露出後に装置が機能を維持することができるよう
に構成される。
【００１４】
　一例では、装置は、少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出しおよび書き込
み操作のために構成することができる。装置は、伸縮性のコイルによって検出された無線
周波数信号に基づいて、または伸縮性のコイルを使用して伝送された無線周波数信号に基
づいて、少なくとも１つのメモリへの読み出しまたは書き込み操作を行うように構成する
ことができる。
【００１５】
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　一例では、導電性コイルの少なくとも１つの波形部分は、ジグザグ構造、蛇行構造、溝
構造、または波紋状構造を含むことができ、少なくとも１つのコイル構造は、多角形状、
円形状、正方形状、または長方形状でよい。
【００１６】
　一例では、可撓性基板は、ポリマー、エラストマー、布地、サーモポリウレタン、サー
モポリエステル、または紙の少なくとも１つを備える。一例では、伸縮性のコイルは、中
空の中央領域を含み、可撓性基板および可撓性カプセル材は、伸縮性のコイルの中空中央
領域と一致する中空コアを装置が備えるように構成される。
【００１７】
　一例では、温度センサは、可撓性基板上に配設され、可撓性カプセル材は、温度センサ
をカプセル化する。一例では、温度センサは、可撓性デバイスの外部にあり、温度センサ
は、ワイヤレス伝送プロトコルを使用して、少なくとも１回の温度測定を示すデータを可
撓性デバイスに伝送するように構成される。別の例では、温度センサは、可撓性デバイス
の外部にあり、温度センサは、少なくとも１つの可撓性相互接続によって可撓性デバイス
に結合される。
【００１８】
　別の例では、装置は、少なくとも１回の温度測定に基づく情報を表示するために可撓性
デバイスに結合されたディスプレイをさらに含む。ディスプレイは、少なくとも１回の温
度測定を示す数値、少なくとも１回の温度測定を表すグラフィック記号、少なくとも１回
の温度測定に基づくグラフィックプロット、または、所定のしきい値に対する少なくとも
１回の温度測定の比較の結果を示す範囲インジケータの少なくとも１つを表示することが
できる。一例では、ディスプレイは、少なくとも１回の温度測定に基づく衣料選択の推奨
を表示することができる。ディスプレイは、電気泳動インクディスプレイ、液晶ディスプ
レイ、またはフラットパネルディスプレイでよい。
【００１９】
　本開示の別の態様によれば、紫外放射への露出の量を監視するための装置が、可撓性基
板と、可撓性基板上に配設された可撓性デバイスとを含む。可撓性デバイスは、導電性材
料から形成される伸縮性のコイルを含むことができ、少なくとも１つの波形部分を含むこ
とができる。また、可撓性デバイスは、伸縮性のコイルの近位に配設され、コイルと電気
通信する集積回路構成要素を含むこともできる。集積回路構成要素は、読み出しおよび書
き込み可能な少なくとも１つのメモリを含むことができる。可撓性デバイスは、カプセル
材でカプセル化することができる。装置は、少なくとも１回の紫外放射測定を行うために
可撓性デバイスと通信する紫外放射センサをさらに含むことができる。装置は、少なくと
も１回の紫外放射測定を示すデータまたは紫外放射への紫外放射センサの露出の量の表示
を記憶するために、少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出しおよび書き込み
操作のために構成することができる。
【００２０】
　一例では、装置は、集積回路との電気通信用のエネルギー供給源をさらに含むことがで
きる。エネルギー供給源は、バッテリまたは太陽電池でよい。
　別の例では、装置は、エネルギー供給源および集積回路と電気通信するマイクロコンデ
ンサをさらに含むことができる。
【００２１】
　一例では、装置は、一定の時間間隔で少なくとも１回の紫外放射測定を行うように構成
することができ、少なくとも１回の紫外放射測定を示すデータが、一定の時間間隔で読み
出しおよび書き込み可能なメモリに記憶される。集積回路構成要素は、消去可能なプログ
ラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）および電気的に消去可能なプログラマブル読
み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）の少なくとも１つを含むことができる。
【００２２】
　一例では、可撓性基板および可撓性カプセル材は、水への露出後に機能を維持するよう
に構成することができ、少なくとも３０回の洗濯サイクルへの露出後に機能を維持するこ
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とができる。
【００２３】
　一例では、装置は、少なくとも１つのメモリに対する遠隔データ読み出しおよび書き込
み操作のために構成することができる。装置は、伸縮性のコイルによって検出された無線
周波数信号に基づいて、または伸縮性のコイルを使用して伝送された無線周波数信号に基
づいて、少なくとも１つのメモリへの読み出しまたは書き込み操作を行うようにさらに構
成することができる。
【００２４】
　一例では、コイルの少なくとも１つの波形部分は、ジグザグ構造、蛇行構造、溝構造、
または波紋状構造を含むことができる。コイル構造は、多角形状、円形状、正方形状、ま
たは長方形状でよい。
【００２５】
　一例では、紫外放射センサは、可撓性基板上に配設することができ、カプセル材でカプ
セル化することができる。一例では、紫外放射センサは、可撓性デバイスの外部にあって
もよく、紫外放射センサは、ワイヤレス伝送プロトコルを使用して、少なくとも１回の紫
外放射測定を示すデータを可撓性デバイスに伝送するように構成することができる。
【００２６】
　別の例では、紫外放射センサは、可撓性デバイスの外部にあってもよく、少なくとも１
つの可撓性相互接続によって可撓性デバイスに結合することができる。装置は、少なくと
も１回の紫外放射測定に基づく情報を表示するために可撓性デバイスに結合されたディス
プレイをさらに含むことができる。
【００２７】
　一例では、ディスプレイは、少なくとも１回の紫外放射測定を示す数値、少なくとも１
回の紫外放射測定を表すグラフィック記号、少なくとも１回の紫外放射測定に基づくグラ
フィックプロット、または、所定のしきい値に対する少なくとも１回の紫外放射測定の比
較の結果を示す範囲インジケータの少なくとも１つを表示することができる。別の例では
、ディスプレイは、少なくとも１回の紫外放射測定に基づく衣料選択の推奨を表示するこ
とができる。ディスプレイは、電気泳動インクディスプレイ、液晶ディスプレイ、または
フラットパネルディスプレイを含むことができる。
【００２８】
　以下の出版物、特許、および特許出願の全体を参照により本明細書に援用する。
　Ｋｉｍ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｆｏｌｄａｂｌｅ　Ｓｉ
ｌｉｃｏｎ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ，”Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｅｘｐｒｅ
ｓｓ，Ｍａｒｃｈ　２７，２００８，１０．１１２６／ｓｃｉｅｎｃｅ．１１５４３６７
；
　Ｋｏ　ｅｔ　ａｌ．，“Ａ　Ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｉｃａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅ
ｙｅ　Ｃａｍｅｒａ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｂｌｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　
Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，”Ｎａｔｕｒｅ，Ａｕｇｕｓｔ　７，２００８，ｖｏ
ｌ．４５４，ｐｐ．７４８－７５３；
　Ｋｉｍ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓ
ｉｌｉｃｏｎ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ
　Ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃａｌｌｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ　Ｗ
ａｖｙ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｓ，”Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅ
ｒｓ，Ｊｕｌｙ　３１，２００８，ｖｏｌ．９３，０４４１０２；
　Ｋｉｍ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｎｏｎｃｏｐｌａｎａｒ　Ｍ
ｅｓｈ　Ｄｅｓｉｇｎｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　ｗｉｔｈ
　Ｌｉｎｅａｒ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｔｏ　Ｅｘｔｒｅｍｅ　Ｍｅｃ
ｈａｎｉｃａｌ　Ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ，”ＰＮＡＳ，Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２，２０
０８，ｖｏｌ．１０５，ｎｏ．４８，ｐｐ．１８６７５－１８６８０；
　Ｍｅｉｔｌ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｂｙ　Ｋｉｎｅ
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ｔｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ａｄｈｅｓｉｏｎ　ｔｏ　ａｎ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒｉ
ｃ　Ｓｔａｍｐ，”Ｎａｔｕｒｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｊａｎｕａｒｙ，２００６，ｖ
ｏｌ．５，ｐｐ．３３－３８；
　２００９年３月５日出願、２０１０年１月７日公開の、「ＳＴＲＥＴＣＨＡＢＬＥ　Ａ
ＮＤ　ＦＯＬＤＡＢＬＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という名称の米国特
許出願公開第２０１０　０００２４０２－Ａ１号明細書；
　２００９年１０月７日出願、２０１０年４月８日公開の、「ＣＡＴＨＥＴＥＲ　ＢＡＬ
ＬＯＯＮ　ＨＡＶＩＮＧ　ＳＴＲＥＴＣＨＡＢＬＥ　ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ　ＣＩＲＣＵ
ＩＴＲＹ　ＡＮＤ　ＳＥＮＳＯＲ　ＡＲＲＡＹ」という名称の米国特許出願公開第２０１
０　００８７７８２－Ａ１号明細書；
　２００９年１１月１２日出願、２０１０年５月１３日公開の、「ＥＸＴＲＥＭＥＬＹ　
ＳＴＲＥＴＣＨＡＢＬＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ」という名称の米国特許出願公開第２
０１０　０１１６５２６－Ａ１号明細書；
　２０１０年１月１２日出願、２０１０年７月１５日公開の、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ
　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＯＦ　ＮＯＮ－ＰＬＡＮＡＲ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＡＲＲＡ
ＹＳ」という名称の米国特許出願公開第２０１０　０１７８７２２－Ａ１号明細書；
　２００９年１１月２４日出願、２０１０年１０月２８日公開の、「ＳＹＳＴＥＭＳ，Ｄ
ＥＶＩＣＥＳ，ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＵＴＩＬＩＺＩＮＧ　ＳＴＲＥＴＣＨＡＢＬＥ
　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ　ＴＯ　ＭＥＡＳＵＲＥ　ＴＩＲＥ　ＯＲ　ＲＯＡＤ　ＳＵＲ
ＦＡＣＥ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＳ」という名称の米国特許出願公開第２０１０　０２７１
１９－Ａ１号明細書；
　Ｋｉｍ，Ｄ．Ｈ．ｅｔ　ａｌ．（２０１０）．Ｄｉｓｓｏｌｖａｂｌｅ　ｆｉｌｍｓ　
ｏｆ　ｓｉｌｋ　ｆｉｂｒｏｉｎ　ｆｏｒ　ｕｌｔｒａｔｈｉｎ　ｃｏｎｆｏｒｍａｌ　
ｂｉｏ－ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ．Ｎａｔｕｒｅ　Ｍａｔｅｒｉ
ａｌｓ，９，５１１－５１７；
　Ｏｍｅｎｅｔｔｏ，Ｆ．Ｇ．ａｎｄ　Ｄ．Ｌ．Ｋａｐｌａｎ．（２００８）．Ａ　ｎｅ
ｗ　ｒｏｕｔｅ　ｆｏｒ　ｓｉｌｋ．Ｎａｔｕｒｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ，２，６４１－
６４３；
　Ｏｍｅｎｅｔｔｏ，Ｆ．Ｇ．，Ｋａｐｌａｎ，Ｄ．Ｌ．（２０１０）．Ｎｅｗ　ｏｐｐ
ｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ　ｆｏｒ　ａｎ　ａｎｃｉｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ．Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ，３２９，５２８－５３１；
　Ｈａｌｓｅｄ，Ｗ．Ｓ．（１９１３）．Ｌｉｇａｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｓｕｔｕｒｅ　ｍ
ａｔｅｒｉａｌ．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，６０，１１１９－１１２６；
　Ｍａｓｕｈｉｒｏ，Ｔ．，Ｙｏｋｏ，Ｇ．，Ｍａｓａｏｂｕ，Ｎ．，ｅｔ　ａｌ．（１
９９４）．Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｃｈａｎｇｅｓ　ｏｆ　ｓｉｌｋ　ｆｉｂｒｏｉｎ　
ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｉｎｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ　ｉｎ　ｍｅｔｈａｎ
ｏｌ　ａｑｕｅｏｕｓ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　
Ｓｃｉｅｎｃｅ，５，９６１－９６８；
　Ｌａｗｒｅｎｃｅ，Ｂ．Ｄ．，Ｃｒｏｎｉｎ－Ｇｏｌｏｍｂ，Ｍ．，Ｇｅｏｒｇａｋｏ
ｕｄｉ，Ｉ．，ｅｔ　ａｌ．（２００８）．Ｂｉｏａｃｔｉｖｅ　ｓｉｌｋ　ｐｒｏｔｅ
ｉｎ　ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｅｖｉｃ
ｅｓ．Ｂｉｏｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，９，１２１４－１２２０；
　Ｄｅｍｕｒａ，Ｍ．，Ａｓａｋｕｒａ，Ｔ．（１９８９）．Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚａｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　ｇｌｕｃｏｓｅ　ｏｘｉｄａｓｅ　ｗｉｔｈ　Ｂｏｍｂｙｘ　ｍｏｒｉ　ｓ
ｉｌｋ　ｆｉｂｒｏｉｎ　ｂｙ　ｏｎｌｙ　ｓｔｒｅｔｃｈｉｎｇ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ
　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｇｌｕｃｏｓｅ　ｓｅｎｓｏｒ．Ｂ
ｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｌｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，３３，５９８－
６０３；
　Ｗａｎｇ，Ｘ．，Ｚｈａｎｇ，Ｘ．，Ｃａｓｔｅｌｌｏｔ，Ｊ．ｅｔ　ａｌ．（２００
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８）．Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｒｅｌｅａｓｅ　ｆｒｏｍ　ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　ｓｉ
ｌｋ　ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌ　ｃｏａｔｉｎｇｓ　ｔｏ　ｍｏｄｕｌａｔｅ　ｖａｓｃ
ｕｌａｒ　ｃｅｌｌ　ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ．Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，２９，８９４－
９０３；
　２０１０年３月１２日出願の、「ＳＹＳＴＥＭＳ，ＭＥＴＨＯＤＳ，ＡＮＤ　ＤＥＶＩ
ＣＥＳ　ＦＯＲ　ＳＥＮＳＩＮＧ　ＡＮＤ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＨＡＶＩＮＧ　ＳＴＲ
ＥＴＣＨＡＢＬＥ　ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ　ＣＩＲＣＵＩＴＲＹ」という名称の米国特許
出願第１２／７２３，４７５号明細書；
　２０１０年１月１２日出願の、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ
　ｏｆ　Ｎｏｎ－Ｐｌａｎａｒ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ａｒｒａｙｓ」という名称の米国特許
出願第１２／６８６，０７６号明細書；
　２００９年１２月１１日出願の、「Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ，ａｎｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ　ｏｒ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」という名称の米国
特許出願第１２／６３６，０７１号明細書；
　２０１２年３月１５日出願の、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯ
Ｒ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ　ＰＡＲＡＭＥＴＥＲＳ　ＯＦ　ＥＱＵＩ
ＰＭＥＮＴ，ＴＯＯＬＳ　ＡＮＤ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴＳ　ＶＩＡ　ＣＯＮＦＯＲＭＡＬ
　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ」という名称の米国特許出願公開第２０１２－００６５９３７
－Ａ１号明細書；
　２００９年１１月１２日出願の、「Ｅｘｔｒｅｍｅｌｙ　Ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ」という名称の米国特許出願第１２／６１６，９２２号明細書；
　２００９年１０月７日出願の、「Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｂａｌｌｏｏｎ　Ｈａｖｉｎｇ　
Ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｎ
ｓｏｒ　Ａｒｒａｙ」という名称の米国特許出願第１２／５７５，００８号明細書；
　２０１１年１２月２３日出願の、「Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ，ａｎｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔｒｙ　ｆｏｒ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ　Ｔｈｅｒａｐｙ」
という名称の米国特許出願第１３／３３６，５１８号明細書
　前述の概念および以下により詳細に論じる追加的概念の全ての組合せが、（そのような
概念が互いに矛盾していないと仮定して）本明細書で開示される本発明の主題の一部とし
て考えられることを理解すべきである。また、参照により援用する任意の開示に現れるこ
ともある、本明細書で明示的に採用される用語は、本明細書で開示される特定の概念と最
も一貫性のある意味を与えられるものとすることを理解すべきである。
【００２９】
　本明細書で述べる図面は例示の目的にすぎないことを当業者は理解されよう。いくつか
の例では、説明する実装形態の様々な態様を、説明する実装形態の理解を容易にするため
に誇張または拡大して示すことがあることを理解されたい。図面中、同様の参照符号は一
般に、様々な図面を通じて、同様の特徴や、機能的に同様および／または構造的に同様の
要素を表す。図面は、必ずしも正しい縮尺ではなく、教示の原理を例示するにあたって強
調が成されている。図面は、本発明の教示の範囲を何ら制限する意図はない。システムお
よび方法は、以下の図面を参照して、以下の例示的な説明からより良く理解することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の原理による、衣類にタグ付けするための例示的なコンフォーマル電子回
路デバイスを示す図である。
【図２】本発明の原理による、温度を測定するための例示的なコンフォーマル電子回路デ
バイスを示す図である。
【図３】本発明の原理による、紫外放射を測定するための例示的なコンフォーマル電子回
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路デバイスを示す図である。
【図４】本発明の原理による、本明細書で述べるデバイスに追加することができる追加の
構成要素を含む例示的なコンフォーマル電子回路デバイスを示す図である。
【図５Ａ】本明細書の原理による例示的な伸縮性のコイルの形状を示す図である。
【図５Ｂ】本明細書の原理による例示的な伸縮性のコイルの形状を示す図である。
【図５Ｃ】本明細書の原理による例示的な伸縮性のコイルの形状を示す図である。
【図６Ａ】本明細書で開示される原理による、コンフォーマル電子回路を組み込むことが
できる衣料および衣類の非限定的な例を示す図である。
【図６Ｂ】本明細書で開示される原理による、コンフォーマル電子回路を組み込むことが
できる衣料および衣類の非限定的な例を示す図である。
【図６Ｃ】本明細書で開示される原理による、コンフォーマル電子回路を組み込むことが
できる衣料および衣類の非限定的な例を示す図である。
【図６Ｄ】本明細書で開示される原理による、コンフォーマル電子回路を組み込むことが
できる衣料および衣類の非限定的な例を示す図である。
【図６Ｅ】本明細書で開示される原理による、コンフォーマル電子回路を組み込むことが
できる衣料および衣類の非限定的な例を示す図である。
【図７】本明細書で開示される原理による、コンフォーマル電子回路デバイスをヒト被験
者の近位またはヒト被験者上に配設することができる位置の複数の非限定的な例を示す図
であり、場所の複数の非限定的な例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下により詳細に論じる概念の全ての組合せが、（そのような概念が互いに矛盾してい
ないと仮定して）本明細書で開示される本発明の主題の一部として考えられることを理解
すべきである。また、参照により援用する任意の開示に現れることもある、本明細書で明
示的に採用される用語は、本明細書で開示される特定の概念と最も一貫性のある意味を与
えられるものとすることを理解すべきである。
【００３２】
　以下、衣類にコンフォーマル電子回路を配設する実施形態に関する様々な概念をより詳
細に説明する。開示される概念は任意の特定の実装形態の様式に限定されないゆえに、上
で導入され、以下により詳細に論じられる様々な概念は、多くの方法の任意のもので実施
することができることを理解すべきである。具体的な実装形態および適用の例は、主に例
示の目的で提供される。
【００３３】
　本明細書で使用するとき、用語「含む」は、「含むが、限定はしない」を意味する。用
語「基づく」は、「少なくとも一部基づく」を意味する。本明細書で使用するとき、用語
「配設する」または「上に配設する」は、「少なくとも一部埋め込まれる」を包含するも
のと定義される。
【００３４】
　本開示は、衣類および他の同様の製品に一体化することができる方法およびコンフォー
マル電子回路デバイスに関する。本明細書で開示される任意のデバイスは、衣類または布
地に配設する、もしくは一体化することができ、または衣類に結合させることができる。
衣類は、限定はしないが、パフォーマンスアパレル、例えば試合、訓練、または練習の過
程を通じて運動選手にとって涼しく、速乾性があり、軽量であるように設計された衣類；
季節の温度変化に従うように構成された衣類、例えば、より暖かい気温用に構成された衣
類、より涼しい気温用に構成された衣類、およびこれらの両極間の気温用に構成された衣
類；ヘルメットやスポーツパッドなどの保護衣類；およびアウターウェア、アンダーウェ
ア、帽子、シャツ、および手袋などの日用衣類を含む。別の例では、本明細書で開示され
るデバイスは、衣類の着用者（または所有者）を識別する表示する技術として組み込むこ
とができる。
【００３５】
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　一例では、本明細書で述べる原理に従う衣類へのコンフォーマル電子回路の組込みは、
運動選手、演習（限定はしないが軍事演習など）を行う者、および任意の性別または年齢
の着用者（男性／少年／女性／少女）に有益となり得る。
【００３６】
　一例では、コンフォーマル電子回路は、衣服に組み込まれる。例えば、コンフォーマル
電子回路は、衣類に織り込まれることがあり、または衣類の一部でもよい。別の例では、
コンフォーマル電子回路は、衣類に結合させることができる。この例では、コンフォーマ
ル電子デバイスは、衣服の裏地に縫い込まれることがあり、または衣服が、コンフォーマ
ル電子回路デバイスを受け入れるように特に設計されたポケットまたはポーチを含むこと
がある。別の例では、コンフォーマル電子回路は、コンフォーマル電子回路を衣類に結合
させる粘着裏当てを有することができ、別の例では、コンフォーマル電子回路デバイスは
、衣類のロゴまたは他の構成要素に組み込むことができる。
【００３７】
　一例では、本明細書で述べるコンフォーマル電子回路デバイスの構成要素は、なじみ性
を高めるために所望の厚さまで薄くされた商用オフザシェルフ（ＣＯＴＳ）構成要素から
形成することができる。
【００３８】
　様々な例において、本明細書で述べるコンフォーマル電子回路デバイスは、ポリマーま
たはポリマー材料内にカプセル化することができる。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は、限定はしないが、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、またはポリウレタンを含む。適用可能なポリマーまたはポリマー材料の他の非限
定的な例は、プラスチック、エラストマー、熱可塑性エラストマー、エラストプラスチッ
ク、サーモスタット、熱可塑材、アクリレート、アセタールポリマー、生分解性ポリマー
、セルロースポリマー、フルオロポリマー、ナイロン、ポリアクリロニトリルポリマー、
ポリアミド－イミドポリマー、ポリアクリレート、ポリベンジイミダゾール、ポリブチレ
ン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエーテルイミド、ポリエチレン、ポリエチレ
ンコポリマー、および変性ポリエチレン、ポリケトン、ポリ（メチルメタクリレート、ポ
リメチルペンテン、ポリフェニレンオキシド、およびポリフェニレンスルファイド、ポリ
フタルアミド、ポリプロピレン、ポリウレタン、スチレン樹脂、スルホンベース樹脂、ビ
ニルベース樹脂、またはこれらの材料の任意の組合せを含む。一例では、本明細書におけ
るポリマーまたはポリマー材料は、ＤＹＭＡＸ（商標）ポリマー（Ｄｙｍａｘ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ（米国コネチカット州トリントン））または他のＵＶ硬化性ポリマーでよ
い。さらに、可撓性基板は、エラストマー、布地、サーモポリウレタン、サーモポリエス
テル、または紙を含むことができる。カプセル材のポリマーは、基板のポリマーと同じで
も、基板のポリマーとは異なっていてもよい。
【００３９】
　様々な例において、本明細書で述べるコンフォーマル電子回路デバイスは、１つまたは
複数の受動電子構成要素および／または１つまたは複数の能動電子構成要素を含むことが
できる。本明細書で述べる原理によるコンフォーマル電子回路デバイスに含むことができ
る構成要素の非限定的な例は、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、発光デバイス、光起電力デバイス、センサ、ＬＥＤ、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、光電デバイス、機械デバイス、マイクロ電気
機械デバイス、ナノ電気機械デバイス、マイクロ流体デバイス、熱的デバイス、および他
のデバイス構造を含む。
【００４０】
　非限定的な例では、コンフォーマル電子回路デバイスは、全体的な衣類および／または
電子回路ポーチ構造の中立機械的平面の近くに配置される。コンフォーマル電子回路デバ
イスの上および／または下の適切なカプセル材および基板層の選択によって、コンフォー
マル電子回路デバイスの機能層に対する歪を最小限にすることができる。本明細書におけ
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る機能層は、コンフォーマル電子回路デバイスを含むことができる。一例では、基板のポ
リマーは、約３ＧＰａ～約８ＧＰａのヤング率を有する材料から形成することができる。
そのようなポリマーの非限定的な例は、限定はしないが、（ＤｕＰｏｎｔ（米国デラウェ
ア州）から市販されている）ＫＡＰＴＯＮ（登録商標）などのポリイミドを含む。
【００４１】
　一例では、コンフォーマル電子回路デバイスは、コンフォーマル電子回路デバイスの機
能層がシステムまたは装置の中立機械面（ｎｅｕｔｒａｌ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｐｌ
ａｎｅ：ＮＭＰ）または中立機械表面（ｎｅｕｔｒａｌ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｕｒ
ｆａｃｅ：ＮＭＳ）に位置するように位置決めすることができる。ＮＭＰまたはＮＭＳは
、任意の印加される歪が最小限にされるまたは実質的にゼロであるような、システムまた
は装置に関するデバイス層の厚さを通る位置に位置される。一例では、本明細書で述べる
原理によるシステムまたは装置の機能層は、複数のコンフォーマル電子回路デバイスを含
む。
【００４２】
　ＮＭＰまたはＮＭＳの位置は、歪緩衝の助けとなる材料をシステムまたは装置の様々な
層に導入することによって、システムまたは装置の層構造に対して変化させることができ
る。様々な例において、本明細書で述べるポリマー材料を歪緩衝材として働くように導入
することができる。例えば、本明細書で上述したカプセル化材料を使用して、例えばカプ
セル化材料のタイプおよび／または層の厚さを変えることによってＮＭＰまたはＮＭＳを
位置決めすることができる。例えば、本明細書で述べる機能層の上に配設されるカプセル
化材料の厚さは、全体のシステムまたは装置の厚さに対して機能層を押し下げるように修
正される（すなわち減少または増加される）ことがあり、これは、機能層に対するＮＭＰ
またはＮＭＳの位置を変えることができる。別の例では、カプセル化材料の弾性率（ヤン
グ率）の任意の相違を含むカプセル化のタイプ。
【００４３】
　別の例では、機能層に対してＮＭＰまたはＮＭＳを位置決めするために、歪緩衝を提供
することが可能な材料の少なくとも部分的な中間層を機能層と可撓性基板との間に配設す
ることができる。一例では、中間層は、本明細書で述べる任意のポリマー材料、エアロゲ
ル材料、または適用可能な弾性機械的特性を有する任意の他の材料から形成することがで
きる。
【００４４】
　本明細書で述べる原理に基づいて、ＮＭＰまたはＮＭＳは、限定はしないが機能層など
、歪感受性構成要素を含むシステムまたは装置の層の近位に、またはそのような層と一致
させて、またはそのような層に隣接して位置決めすることができる。破損しやすい場合、
または印加される歪のレベルに応じてその性能が損なわれることがある場合、層を「歪感
受性」とみなすことができる。ＮＭＰまたはＮＭＳが歪感受性構成要素に一致せず、歪感
受性構成要素の近位にある一例では、ＮＭＰまたはＮＭＳの位置は、それでも歪感受性構
成要素に対して機械的な利益を提供することができ、例えば歪緩衝層がないときに通常で
あれば歪感受性構成要素に及ぼされる歪を実質的に低下させる。様々な例において、ＮＭ
ＳまたはＮＭＰ層は、歪感受性構成要素の近位にあると考えられ、所与の印加される歪に
関して、歪感受性構成要素（例えば、そこでコンフォーマル電子回路デバイスが変形され
る）の歪を少なくとも１０％、２０％、５０％、または７５％減少させる。
【００４５】
　様々な例において、カプセル化材料および／または中間層材料は、歪感受性構成要素と
一致するコンフォーマル電子回路デバイスに対する位置に配設されることがある。例えば
、カプセル化材料および／または中間層材料の一部は、機能層内部の位置を含めてコンフ
ォーマル電子回路デバイスを通して、歪感受性構成要素の一部と共に散りばめられること
がある。
【００４６】
　いくつかの実装形態では、本明細書で開示されるデバイスは、可撓性基板内にカプセル
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化することができる。一例では、本明細書で述べるポリマーまたは同様のポリマーの１つ
によるデバイスのカプセル化は、限定はしないが、水、汗、雪、または他の環境因子への
露出からデバイスを保護する。いくつかの例では、カプセル化は、本明細書で述べるデバ
イスを耐水性および／または防水性にする。特定の実装形態では、デバイスのカプセル化
は、衣服と共に洗濯される場合にデバイスが機能を維持することを保証することができる
。カプセル化されたデバイスは、３０回以上の洗濯サイクルにわたって機能を維持するこ
とができる。
【００４７】
　本明細書で開示される原理によれば、タグ付けのためのデバイスは、可撓性基板と、可
撓性基板の上に配設された可撓性デバイスとを含むことができる。可撓性デバイスは、導
電性材料から形成される伸縮性のコイルを含むことができ、少なくとも１つの波形部分を
含むことができる。また、可撓性デバイスは、読み出し／書き込み機能を有するメモリユ
ニットを含む集積回路を含むこともできる。装置の少なくとも一部は、可撓性ポリマーで
カプセル化することができる。
【００４８】
　本明細書で開示されるデバイスの構成要素間の任意の接続が、伸縮性の相互接続を含む
ことができる。いくつかの例では、導電性コイルは波形部分を含み、波形部分が導電性コ
イルを撓ませる、および伸縮させる。導電性コイルおよび伸縮性の相互接続の波形部分は
、損傷を被ることなく可撓性基板と共に撓むことができるジグザグ構造、蛇行構造、溝構
造、または波紋状構造を含むことができる。
【００４９】
　様々な例において、本明細書で開示されるデバイスは、読み出し／書き込み機能を有す
るメモリユニットを含む。メモリユニットは、消去可能なプログラマブル読み出し専用メ
モリ（ＥＰＲＯＭ）および電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）を備えることができる。いくつかの例では、メモリは、ＲＦＩＤタグに含める
ことができる。いくつかの実装形態では、ＲＦＩＤタグのメモリは、読み出しおよび書き
込み機能を有し、いくつかの実装形態では、ＲＦＩＤカードは、読み出し専用である。別
の例では、メモリユニットは、リムーバブルメディアを備えることができ、および／また
はメモリユニットを適度に取り外すことができるようにリムーバブルメディアに結合させ
ることができる。いくつかの例示的実装形態では、メモリユニットは、フラッシュメモリ
、ソリッドステートドライブ、リムーバブルメモリカード、またはそれらの任意の組合せ
を含むことができる。
【００５０】
　いくつかの例では、デバイスのメモリユニットは、遠隔からアクセスすることができ、
それによりデータをメモリユニットから読み出すおよび／またはメモリユニットに書き込
むことができる。いくつかの実装形態では、デバイスは、メモリユニットへの読み出し／
書き込みアクセスを可能にするアクセスポートを含む。いくつかの実装形態では、デバイ
スは、ワイヤレスでデータをメモリユニットから読み出すおよび／またはメモリユニット
に書き込む信号送信機および／または受信機を含む。いくつかの実装形態では、ワイヤレ
ス通信は、限定はしないが無線周波数識別（ＲＦＩＤ）などの近距離通信（ＮＦＣ）プロ
トコルによるものでよい。無線周波数は、短距離（例えば０～２ｍ）、中距離（例えば２
～１００ｍ）、および長距離（例えば、１００ｍを超える）に及ぶものでよい。いくつか
の例では、無線周波数通信は、産業、科学、および中間（ＩＳＭ）用の無線帯域、超広帯
域（ＵＷＢ）、および／または電波スペクトルの無規制部分に及ぶものでよい。いくつか
の例では、ワイヤレス通信は、限定はしないが８０２．１１ａ／ｂ／ｃ／ｇ／ｎ／（Ｗｉ
Ｆｉとも呼ばれる）など、長距離ワイヤレス通信プロトコルによるものでもよい。
【００５１】
　いくつかの例では、メモリユニットに記憶されているデータは、以下に述べる温度セン
サや紫外線センサなどのセンサからのデータを含むことができる。いくつかの例では、セ
ンサは、コンフォーマル電子回路デバイスにデータをワイヤレスで送信することができる
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。他の例では、メモリユニットに記憶されているデータは、識別データを含むことができ
る。識別データは、着用者／所有者の連絡先情報、ジャージ番号および名前、選手名、軍
事情報データ（「ドッグタグ（ｄｏｇ　ｔａｇ）」で見ることができるデータタイプなど
）、非個人識別データ（後で着用者／所有者に関連付けることができる一意の乱数など）
、衣類情報（衣類サイズなど）、洗濯表示、および／または各デバイスに関連付けられる
一意の番号を含むことができる。
【００５２】
　いくつかの例では、メモリユニットにあるデータは、ＮＦＣ可能なハンドヘルドデバイ
スによって有線または無線でアクセスされる。例示的なデバイスは、スマートフォン、タ
ブレット、スレート、電子リーダ、または他の同様のハンドヘルドデバイスを含むことが
できる。いくつかの実装形態では、メモリユニットへの読み出しアクセス権は、誰に対し
てもオープンであり、メモリユニットへの書き込みアクセス権は、衣類の所有者に対して
確保されている。例えば、スマートフォンは、ドライクリーニングオンリーのシャツの所
有者が所有者連絡先情報およびクリーニング嗜好をデバイスのメモリユニットにプログラ
ムできるようにするプログラムを実行することができる。ドライクリーニング業者は、ク
リーニングするシャツを受け取ったとき、ドライクリーニングが、タグにあるデータにア
クセスして、所有者の嗜好を決定することができるが、メモリユニットにあるデータを変
更または修正する許可は与えられていない。
【００５３】
　一例では、デバイスは、導電性材料を含む伸縮性のコイルを含むことができる。伸縮性
のコイルは、少なくとも１つの波形部分を含むことができる。いくつかの実装形態では、
伸縮性のコイルは、ＮＦＣアンテナなどのアンテナを形成することができる。コイルは、
蛇行、ジグザグ、溝、および／または波紋状部分を含むことができ、伸縮性の向上、およ
び変形、ねじれ、または他の機械的な力に対する耐性の増加を可能にする。いくつかの例
では、伸縮性のコイルのＲＦ誘導によって、デバイスに電力を送達することができる。い
くつかの実装形態では、これにより、デバイスは、バッテリ、太陽電池、または、圧電エ
ネルギー回路などの他のエネルギーハーベストデバイスなど、ローカル電源なしで電力供
給される。
【００５４】
　本明細書で述べる原理によれば、コンフォーマルデバイスは、温度センサを含むことが
できる。いくつかの実装形態では、温度センサによって温度測定が行われ、コンフォーマ
ル電子回路デバイスのメモリユニットに記憶される。一例では、温度測定は、測定を行う
ように着用者がデバイスをトリガしたときなど、要求があり次第行うことができる。別の
例では、温度測定は、限定はしないが毎秒、毎分、毎時間、または毎日など、一定の間隔
で行うことができる。
【００５５】
　また、本明細書で述べる原理によれば、コンフォーマル電子回路デバイスは、紫外放射
センサを含むことができる。いくつかの例では、紫外放射センサは、紫外光サブタイプの
１つまたは複数を検出するように構成することができる。例えば、センサは、ＵＶＡおよ
びＵＶＢ光に対して最も高感度になるように構成（または選択）することができる。
【００５６】
　いくつかの例では、紫外線センサは、紫外光への露出を定期的に測定し、読み取り値を
メモリユニットに記憶する。別の例では、紫外線センサは、紫外光への露出を定期的に測
定し、指定の期間にわたる紫外光露出の累積得点を計算する。例えば、使用者は、紫外線
センサを含むコンフォーマル電子回路デバイスを有する帽子を浜辺で着用することがある
。コンフォーマル電子回路デバイスは、一日を通じて紫外光の読み取りを定期的に行い、
紫外光に対する使用者の一日の合計露出量を超えた場合に使用者に警告するか、または、
デバイスは、現在の紫外光レベルが受け入れられないほど高い場合に使用者に警告するこ
とができる。
【００５７】
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　別の例では、コンフォーマル電子回路デバイスは、マイクロコンデンサを含む。いくつ
かの実装形態では、デバイスのマイクロコンデンサは、衣類および／または衣類の着用者
の皮膚の水分吸収を決定することができる。いくつかの実装形態では、マイクロコンデン
サは、キャパシタンスを測定するセンサで置き換えることができる。一例では、マイクロ
コンデンサは、複数の蛇行フィンガを含み、それらは、第２の複数の蛇行フィンガの近位
に配設される。それぞれの複数の蛇行フィンガにおける蛇行フィンガは、互いに電気的に
結合されず、第１の複数の蛇行フィンガの電気的変化が第２の複数の蛇行フィンガの充電
を誘発することができるように互いにある距離で交互配置される。マイクロコンデンサの
蛇行フィンガを使用して、限定はしないが汗、雨、および水などの流体によって起こされ
る水分吸収のレベルを検出することができ、またはマイクロコンデンサが配設される水分
吸収レベルは、第１の複数の蛇行フィンガが第２の複数の蛇行フィンガの充電を引き起こ
すことを可能にすることができる。
【００５８】
　図１は、タグ付けのためのコンフォーマル電子回路デバイス１００の一例を示す。可撓
性デバイス１０２が、可撓性基板１０４上に配設される。可撓性基板は、上述した材料の
任意のものを含むことができ、ポリマー、エラストマー、布地、サーモポリウレタン、サ
ーモポリエステル、または紙を含むことができる。いくつかの実装形態では、可撓性セン
サ１０２および／または可撓性基板１０４は、可撓性ポリマー内にカプセル化される。例
えば、基板は、限定はしないがポリイミドなどのポリマーでよい。基板は、コイルの外お
よび／または中で取り除くことができる。一例では、基板は、コイルの巻線の間で取り除
くことができる。熱可塑性ウレタン（ＴＰＵ）のシート間に配設された可撓性回路として
形状因子を構成することができ、これは、無線周波数エネルギー、加熱、または超音波の
使用を含めたいくつかの技術の任意のものを使用して溶接され、次いで、限定はしないが
ドーナツ形状など所望の形状にダイカットされる。合計の厚さは、約１ｍｍ以下でよく、
または１ｍｍよりも大きくてもよい。コンフォーマル電子回路デバイスは、完全に防水性
の電子回路ポーチの内部に閉じ込めることができる。さらに、電子回路ポーチは、洗濯可
能および／または乾燥可能であるように形成することができる。電子回路ポーチは、溶接
された材料でよく、または他の形で衣類に取り付けられるか、もしくは衣類に縫い付けら
れたポーチに挿入することができる。
【００５９】
　本明細書で開示される原理によれば、本明細書で開示されるデバイスの任意のものが、
様々な身体部位の測定を行うことができる。本明細書で開示されるデバイスは、頭部、喉
、腕、手、指、胸部、脚、および足の上に、またはその近位に配設することができる。ま
た、本明細書で開示されるデバイスは、血圧、電気的活動（例えばＥＫＧ活動）、血中酸
素濃度、脈、位置、場所、および動きを検出するためにセンサを含むこともできる。
【００６０】
　また、例示的なタグ付けデバイス１００は、伸縮性の導電性コイル１０８に結合された
集積回路構成要素１０６も含む。また、集積回路構成要素１０６は、メモリユニット１１
０を含むこともできる。上述したように、いくつかの実装形態では、導電性コイル１０８
は、データをワイヤレスで受信および／または送信するように構成されたアンテナでよい
。可撓性デバイス１０２は、受信されたデータおよび／または送信すべきデータをメモリ
ユニット１１０に記憶することができる。一例では、可撓性デバイス１０２は、導電性コ
イル１０８のＲＦ誘導によって電力を受け取る。いくつかの実装形態では、メモリユニッ
トは、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、および／または別の形態のプログラマブルメモリを含
む。一例では、可撓性基板１０４の中央コア１１２は中空である。
【００６１】
　図２は、衣類に一体化された例示的な温度監視コンフォーマル電子回路デバイス２００
である。図１での例と同様に、図２の温度モニタは、可撓性基板１０４上に配設された可
撓性デバイス１０２を含む。また、例示的なデバイスは、メモリユニット１１０および導
電性コイル１０８に結合された集積回路構成要素１０６も含む。さらに、例示的な温度監
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視デバイス２００は、温度センサ２０２を含むことができる。いくつかの実装形態では、
温度センサ２０２は、可撓性基板１０４上に配設され、いくつかの実装形態では、温度セ
ンサ２０２は、離れているが、可撓性基板１０４の近位にある。例えば、温度監視デバイ
ス２００をジャケットに組み込むことができ、次いで、ジャケット全体にわたって配設さ
れた温度センサ２０２に結合させることができる。一例では、例示的な温度監視コンフォ
ーマル電子デバイス２００は、選択された衣類が環境温度に適していること、および使用
者の深部体温を適切に維持していることを使用者に示すように構成される。例えば、デバ
イス２００は、着用者の体温を監視し、着用者の体温の低下に応答して、さらに重ね着す
るように着用者に警報を発することができる。
【００６２】
　図３は、衣類に一体化された例示的な紫外放射監視デバイス３００である。例示的な紫
外放射監視デバイス３００は、可撓性基板１０４上に配設された可撓性デバイス１０２を
含む。また、導電性コイル１０８を可撓性基板上に配設することができ、集積回路構成要
素１０６に電気的に結合させることができる。集積回路構成要素１０６は、メモリユニッ
ト１１０に結合させることができる。また、紫外放射監視デバイス３００は、紫外放射セ
ンサ３０２を含むこともできる。一例では、紫外放射センサは、紫外放射の特定の波長を
検出するように調整される。１つの例示的実装形態では、紫外放射監視デバイス３００は
、限定はしないが、水着、帽子、ボートのカバー、および屋外天幕など、しばしば日光に
さらされる衣類または布地内に組み込むことができる。別の例では、コンフォーマル電子
回路デバイスは、ＵＶ指数、合計の紫外線露出量、および／または範囲内／範囲外インジ
ケータを表示するために電気泳動ディスプレイを組み込むように実装することができる。
【００６３】
　図４は、衣類に組み込むことができる例示的なコンフォーマル電子回路デバイス４００
である。例示的なコンフォーマル電子回路デバイス４００は、追加の構成要素を示し、そ
れらの任意のものを、本明細書で開示されるデバイスの任意のものに組み込むことができ
る。例示的なコンフォーマル電子回路デバイス４００は、可撓性基板１０４上に配設され
た可撓性デバイス１０２を含む。また、導電性コイル１０８を可撓性基板上に配設するこ
とができ、集積回路構成要素１０６に電気的に結合させることができる。集積回路構成要
素１０６は、メモリユニット１１０に結合させることができる。また、コンフォーマル電
子回路デバイス４００は、容量センサマイクロコンデンサ４０２も含む。一例では、マイ
クロコンデンサ４０２は、水分吸収レベルを検出するために使用される。別の例では、マ
イクロコンデンサ４０２を使用して、衣類の流体飽和レベルを検出することができる。例
えば、マイクロコンデンサ４０２は、マラソンランナーの靴下内に配設することができる
。マイクロコンデンサは、靴下が汗を過剰に含んでおり、それによりランナーに汗疱が生
じる可能性が高まったときを検出することができる。この例では、デバイスは、靴下を換
えるように、または何らかの他の予防措置を取るようにランナーに警報することができる
。
【００６４】
　また、例示的なコンフォーマル電子回路デバイス４００は、バッテリ４０４も含む。い
くつかの例示的実装形態では、バッテリ４０４は、導電性コイル１０８に電力供給するこ
とができ、能動送信機／受信機を形成して、可撓性デバイス１０２のワイヤレス伝送距離
を伸ばす。また、バッテリ４０４を使用して集積回路構成要素１０６に電力供給すること
もできる。例えば、集積回路構成要素１０６は、処理装置を含むことができる。いくつか
の実装形態では、処理装置は、本明細書で述べる様々なセンサからの測定値を記録するこ
とができ、またはセンサ測定値に関する計算を行うことができる。
【００６５】
　いくつかの例では、例示的なコンフォーマル電子回路デバイス４００は、超薄型のコン
フォーマル太陽電池を含むことができる。いくつかの実装形態では、太陽電池は、可撓性
デバイス１０２に直接電力供給することができ、いくつかの実装形態では、太陽電池は、
バッテリ４０４を充電することができる。
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【００６６】
　また、例示的なコンフォーマル電子回路デバイス４００は、ディスプレイ４０６を含む
こともできる。一例では、ディスプレイ４０６は、電気泳動インクディスプレイなどの低
電力ディスプレイである。別の例では、ディスプレイは、液晶ディスプレイまたはフラッ
トパネルディスプレイでもよい。いくつかの例では、ディスプレイ４０６は、メモリユニ
ット１１０に記憶されているデータまたは電流センサの読み取り値を表示することができ
る。例えば、ディスプレイ４０６は、運動選手のジャージに組み込むことができ、運動選
手のジャージ番号を表示することができる。いくつかの例では、ディスプレイを使用して
、ユニフォームなど同様の衣服を互いに識別することができる。いくつかの例では、ディ
スプレイ４０６は、ＬＥＤなどのインジケータライトでよい。例えば、デバイスは、サッ
カーのジャージに組み込まれることがあり、ジャージを着用する選手の体温を測定する温
度モニタを含む。一例では、サッカー選手の体温が安全でないレベルに上昇した場合、イ
ンジケータが点灯して、選手が安全でない生理的状態であることをコーチに示す。同様に
、温度センサは、登山用手袋の先端に配設されることもあり、それにより、使用者の指が
特定の温度よりも低くなった場合、手袋の着用者は、点灯したインジケータライトによっ
て、凍傷状態であり得ることを警報される。一例では、ディスプレイは、センサの読み取
り値に基づいて、衣料選択の推奨を表示するように構成することができる。ディスプレイ
は、数値形式で、グラフィック記号として、プロットとして、または１つまたは複数の値
の比較の結果を示すインジケータ範囲としてデータを表示するように構成することができ
る。
【００６７】
　図５Ａ～図５Ｃは、導電性コイルの形状の非限定的な例を示す。図５Ａは、多角形状コ
イルを示し、図５Ｂは、正方形状コイルを示し、図５Ｃは、長方形状コイルを示す。本明
細書で開示されるデバイスでは、導電性コイルの全体の形状および巻線の数は、一例の特
定の要件を満たすように変えることができる。
【００６８】
　図６Ａ～図６Ｅは、コンフォーマル電子回路を組み込むことができる衣料および衣類の
非限定的な例を示す。上述したように、コンフォーマル電子回路は、限定はしないが、ア
ンダーウェア、インナーウェア、戦闘服、スポーツジャージ、帽子、靴下、および手袋に
配設することができる。図６Ａは、兵士の制服の下に着用されることがある戦闘服の非限
定的な例である。いくつかの例では、コンフォーマル電子回路は、一般に衣類で見ること
ができるタグまたはロゴ内に配設される。いくつかの例では、これは、コンフォーマル電
子回路を見え難くする、または隠すことができ、それにより、衣類の着用者は、衣類を着
用したときにコンフォーマル電子回路の存在を感じないこともある。いくつかの例では、
より重いまたはより大きいコンフォーマル電子回路のために、戦闘服の下部にあるロゴ６
０１を使用することができる。これらのタイプのコンフォーマル電子回路は、運動範囲の
小さい位置に位置させることができる。ロゴ６０２の配置により、コンフォーマル電子回
路のための追加の例示的な位置が提供される。一例では、ロゴ６０２は、心臓に対するそ
の位置により、ＥＫＧおよび／または他の生理的パラメータを検出するように構成された
コンフォーマル電子回路を含むことがある。
【００６９】
　図６Ｂは、コンフォーマル電子回路が配設されたアンダーシャツの非限定的な例を示す
。この例では、タグ６０３は、コンフォーマル電子回路を含むことができる。この例では
、タグ６０３は、洗濯表示または個人連絡先情報を含んでいてよい。一例では、タグ６０
３に記憶された情報は、衣類の分類または識別の助けとなり得る。上述したように、ドラ
イクリーニング業者は、タグ内の情報を使用して、顧客の嗜好に応じてシャツを適切にド
ライクリーニングすることができる。別の例では、タグ６０３を使用して、ユニフォーム
など同様の衣料品を識別することができる。
【００７０】
　図６Ｃは、帽子の後部にあるロゴ６０４の内部にコンフォーマル電子回路を含む帽子の
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非限定的な例を示す。同様の例において、コンフォーマル電子回路は、帽子の内側の裏地
内に配設することができ、またはほとんどの帽子の上部にあるボタン内に配設することが
できる。一例では、帽子内に配設されたロゴ６０４または他のコンフォーマル電子回路は
、温度センサを含むことができる。いくつかの実装形態では、帽子内部に配設されたコン
フォーマル電子回路の温度センサは、着用者の体温が危険なレベルであることを検出した
場合に帽子の着用者に警告することができる。別の例では、ロゴ６０４は、紫外線センサ
を含むことができ、帽子の着用者が所与の期間にわたって非常に多くの紫外放射にさらさ
れているかどうか検出する。特定の例では、ロゴ６０４は、使用者が失った水分の量を監
視するために水分吸収センサを含むことができる。他の実装形態では、帽子のコンフォー
マル電子回路は複数のセンサを含むことができ、それにより、帽子内部の処理装置がデー
タを分析して、帽子の着用者が熱射病になる危険があるかどうか判断することができる。
別の例では、コンフォーマル電子回路は、現在の環境条件および着用者の現在の生理的状
態に応答して、水分が消費される頻度および／または量を着用者に示唆することができる
。
【００７１】
　図６Ｄは、コンフォーマル電子回路を含む手袋の非限定的な例を示す。図６Ｄの例では
、コンフォーマル電子回路は、手袋の内部のロゴ６０５内に配設される。別の例では、コ
ンフォーマル電子回路は、手袋の指先および／または手のひら部分に配設することができ
る。一例では、手袋内部に配設されるコンフォーマル電子回路は、温度センサを含むこと
ができる。いくつかの例では、コンフォーマル電子回路および温度センサは、手袋内の温
度が所定のしきい値を横切った場合に着用者に警告するように構成することができる。一
例では、手袋内部のコンフォーマル電子回路は、着用者の凍傷のおそれがあるほど着用者
の指が冷たすぎる場合に着用者に警告することができる。別の例では、コンフォーマル電
子回路は、鍋つかみなど、過度の熱から着用者を保護するように設計された手袋の内部に
配設することができる。この例では、コンフォーマル電子回路は、手袋に関する安全な定
格を超える温度で使用者が物品を掴もうとしている場合に使用者に警告することができる
。
【００７２】
　図６Ｅは、ポーチ内部に配設されたコンフォーマル電子回路タグ６０６の非限定的な例
を示す。本明細書で述べる例の任意のものにおいて、コンフォーマル電子回路は、コンフ
ォーマル電子回路を受け取るように特に設計された衣服のポーチまたは他の領域内に配設
することができる。いくつかの例では、ポーチ内部に配設されたコンフォーマル電子回路
は、衣類の識別のために使用されることがある。例えば、店舗は、そこで販売する衣服内
部にコンフォーマル電子回路を含むことができる。コンフォーマル電子回路タグは、限定
はしないが衣服やサイズなどの情報を含むことができる。いくつかの実装形態では、タグ
は、使用者が衣服を購入した後に取り外すことができるように衣服に結合されることがあ
る。
【００７３】
　図７は、コンフォーマル電子回路デバイスをヒト被験者の近位またはヒト被験者上に配
設することができる場所の複数の非限定的な例を示す。例えば、着用者の頭部の近くに配
設されたコンフォーマル電子回路７０１を使用して、脳の温度および／または電気的活動
を検出することができる。着用者の喉の近くに配設されたコンフォーマル電子回路デバイ
ス７０２は、呼吸を検出することができる。着用者の腕の近くに配設されたコンフォーマ
ル電子回路デバイス７０３は、脈拍数、血圧、紫外放射、および腋窩温を検出することが
できる。着用者の手の近くに配設されたコンフォーマル電子回路デバイス７０４は、血中
酸素、脈、および血圧を検出することができる。着用者の脚の近くに配設されたコンフォ
ーマル電子回路デバイス７０５は、水分吸収レベルを検出することができ、また、筋肉が
接触しているときには、筋肉によって発生される電気信号を測定することによって筋肉の
活動を検出することができる。着用者の胸部の近くに配設されたコンフォーマル電子回路
デバイス７０６は、着用者の心拍数、呼吸数、心電図、体温、および体勢を測定すること
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ができる。着用者の足の近くに配設されたコンフォーマル電子回路デバイス７０７は、着
用者の体重を検出することができる。
【００７４】
　本発明の様々な実施形態を本明細書で説明および例示してきたが、当業者は、本明細書
で述べる機能を実施するため、および／または本明細書で述べる結果および／または利点
の１つまたは複数を得るための様々な他の手段および／または構造を容易に想定されよう
。そのような変形形態および／または修正形態はそれぞれ、本明細書で述べる本発明の実
施形態の範囲内にあるものと考えられる。より一般には、本明細書で述べる全てのパラメ
ータ、寸法、材料、および構成が例として意図されており、実際のパラメータ、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または適用例に応じて
決まることを当業者は容易に理解されよう。当業者は、本明細書で述べる特定の本発明の
実施形態に対する多くの均等形態を認識し、通常の実験を使用して確かめることができよ
う。したがって、前述の実施形態は例としてのみ提示されており、特に述べたもの以外の
形で本発明の実施形態を実施することもできることを理解されたい。本開示における本発
明の実施形態は、本明細書で述べられるそれぞれの特徴、システム、物品、材料、キット
、および／または方法を対象とする。さらに、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ていない場合には、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合せが本開示におけ
る本発明の範囲内に含まれる。
【００７５】
　本発明の上述した実施形態は、いくつかの形態で実装することができる。例えば、いく
つかの実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを使用して実装
することができる。一実施形態の任意の態様が少なくとも一部はソフトウェアとして実装
されるとき、単一のデバイスまたはコンピュータ内に提供されるか、複数のデバイス／コ
ンピュータに分散されるかに関わらず、ソフトウェアコードを任意の適切な処理装置また
は処理装置の集合で実行することができる。
【００７６】
　また、本明細書で述べる技術は、方法として具現化されることもあり、その少なくとも
１つの例を提示してきた。方法の一部として実施される作用は、任意の適切な順序でよい
。したがって、例示した以外の順序で作用が行われる実施形態が構成されることもあり、
これは、例示的実施形態では順次の作用として示されているが、いくつかの作用を同時に
行うことを含むこともある。
【００７７】
　本明細書で定義して使用する全ての定義は、辞書的な定義、参照により援用する文書に
おける定義、および／または定義される用語の通常の意味を網羅するものと理解すべきで
ある。
【００７８】
　本明細書で使用される単数詞は、特に明記されていない限り、「少なくとも１つ」を意
味するものと理解すべきである。
　本明細書で使用される語句「および／または」は、そのように連結された要素の「いず
れかまたは両方」を意味するものと理解すべきであり、すなわち、要素は、いくつかの場
合には接続的に存在し、他の場合には離接的に存在する。「および／または」を用いて列
挙される複数の要素も同様に解釈すべきであり、すなわち、そのように連結された要素の
「１つまたは複数」である。任意選択で、特に識別される要素に関係するか無関係である
かに関わらず、「および／または」節によって特に識別される要素以外の他の要素が存在
してもよい。したがって、非限定的な例として、「備える」など制限のない語に関連して
使用されるときの「Ａおよび／またはＢ」への言及は、例えば、一実施形態では、（任意
選択でＢ以外の要素を含んで）Ａのみを表すことができ、別の実施形態では、（任意選択
でＡ以外の要素を含んで）Ｂのみを表すことができ、さらに別の実施形態では、（任意選
択で他の要素を含んで）ＡとＢの両方を表すことができる。
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【００７９】
　本明細書で使用するとき、「または」は、上で定義した「および／または」と同じ意味
を有するものと理解すべきである。例えば、リスト中の項目を隔てるとき、「または」ま
たは「および／または」は、包含的なものと解釈され、すなわち、いくつかの要素または
要素のリストのうちの少なくとも１つの要素、さらにまた複数の要素、および任意選択で
追加の列挙されていない項目が包含される。「～のただ１つ」または「～の正確に１つ」
または「～からなる」など、そうでないことが明らかに示される用語のみが、いくつかの
要素または要素のリストの正確に１つの要素の包含を表す。一般に、本明細書で使用する
用語「または」は、「～のいずれか」、「～の１つ」、「～の１つのみ」、または「～の
正確に１つ」など排他的用語によって先行されるときにのみ、排他的な選択肢（すなわち
「一方または他方であり、両方ではない」）を示すものと解釈されるものとする。
【００８０】
　本明細書で使用するとき、１つまたは複数の要素のリストに関する語句「少なくとも１
つ」は、要素のリスト中の要素の任意の１つまたは複数から選択される少なくとも１つの
要素を意味するものと理解すべきであるが、必ずしも、要素のリスト中に特に列挙される
あらゆる要素の少なくとも１つを含まず、要素のリスト中の要素の任意の組合せを排除し
ない。また、この定義は、特に識別される要素に関係するか無関係であるかに関わらず、
語句「少なくとも１つ」が表す要素のリスト中で特に識別される要素以外の要素が任意選
択で存在してもよいものとする。したがって、非限定的な例として、「ＡおよびＢの少な
くとも１つ」（または同等に「ＡまたはＢの少なくとも１つ」、または同等に「Ａおよび
／またはＢの少なくとも１つ」）は、例えば、一実施形態では、Ｂは存在せずに（および
任意選択でＢ以外の要素を含んで）、少なくとも１つ、任意選択で複数のＡを表し；別の
実施形態では、Ａは存在せずに（および任意選択でＡ以外の要素を含んで）、少なくとも
１つ、任意選択で複数のＢを表し；さらに別の実施形態では、（任意選択で他の要素を含
んで）少なくとも１つ、任意選択で複数のＡと、少なくとも１つ、任意選択で複数のＢと
を表す。
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