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ウェアラブル技術の世界的な市場規模は、2015 年の 200 億米ドルから、2025 年には 700 億米ドルまで拡大するも
のと予想されています。このウェアラブル技術の市場成長予測は、新技術が持続的に開発されることを前提としており、
そのような新技術としては、無線技術やスマート電子機器、さらにはユーザー体験を損なうことなく一貫して安定した
電力を供給できる高度なエネルギー貯蔵システムがあります。しかし、新しい電池技術やエネルギー貯蔵技術は現在
利用可能な代替技術よりも一般に安全性が高いものの、これらを組み込むウェアラブルデバイスは安全性や性能上の
潜在的な問題について徹底的に評価されることが必要です。
本ホワイトペーパーは、ウェアラブル技術に使用される電池およびエネルギー貯蔵システムの試験と評価について論
じています。本書では、まずウェアラブル技術の歴史的な技術課題についてまとめた後、ウェアラブルデバイスに電
力を供給する新しい方法の出現に注目し、現行技術に対する利点を明らかにします。次にウェアラブル技術に使われ
る電池の安全性と性能について考慮すべき事項をまとめ、さらに各種規則や顧客の期待に沿って評価する試験につ
いて個々に説明します。最後に結論として、ウェアラブルデバイスに使われる電池およびエネルギー貯蔵システムの
評価に関する推奨事項を示します。

成功は一夜にして成らず
スマートウォッチや眼鏡、健康／フィッ
トネス用のリストバンドやモニター、
スマートシューズ、安全服まで、あ
らゆる種類のウェアラブル技術を通
じて、ユーザーはどこにいても、リ
アルタイムで素早く容易に情報を得
たり共有したりすることができるよう
になってきました。ウェアラブル技術
を利用した多くのデバイスやアパレ
ル製品がもたらす便利さや純粋な楽
しさとは別に、人の健康状態や安全
性をモニターするときの選択肢もウェ
アラブル技術により広がってきまし
た。また、ウェアラブルデバイスの
種類や数量の増加は、「あらゆるモノ
のインターネット（IoE = Internet of
Everything)」のエコシステムの開発
を、長期的な実用性の可能性に寄与
する形で、直接的に後押ししています。
近年、ウェアラブルデバイスは民生
用に広範な広がりを見せていますが、
ウェアラブル技術の概念は新しいも
のではありません。実際、科学者や
技術者はここ何十年もの間、最新の
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コンピュータ技術を十分に小さく快

このような試作品から商品としての

適に着用できる携帯式デバイスに安

ウェアラブルなデバイスやアパレル

全に組み込むための方法を評価し続

製品への飛躍を遂げるため、開発者

けてきました。初期のウェアラブル技

たちは長い期間をかけ、多くの重要

術による試作品には、遠隔医療用の

な技術課題に向き合わなければなり

ポータブルリストモニター（2002 年）、 ませんでした。このような課題には、
眼鏡のつるに組み込んだ LCD パネ

主要コンポーネントの小型化や、無

ルからの画像を反射するよう設計さ

線通信機能の組み込み、小型で効率

れた眼鏡（1997 年）、着用者の動き

的なユーザーインタフェースの実現

を追跡するためのセンサーを埋め込

等がありました。これら課題の解決

んだ上着（1999 年）等があります。

が多くの最新技術の発展につながっ

Testing Battery Systems Designed for Wearable Technologies

ており、その例としては新しい無線

さらに、リチウムイオン電池の構造

接続プロトコル、タッチスクリーン、 や形状要因は、将来のウェアラブル

テムの導入へとつながっています。
電池技術やエネルギー貯蔵技術に

音声認識ソフトウェア、耐久性の高

技術に使う場合の制約となる可能性

いセンサーやボディモニター等があ

があります。新しいウェアラブルデバ

ります。最新世代のウェアラブルデ

イスやアパレル製品が要求するサイ

バイスが広く受け入れられるように

ズや重量の制限を満たすには、使

•• ソリッドステート電池 － 半導体製造技

なった理由として、これらの技術開

用する電池は現在のリチウムイオン

術を利用してシリコンウェーハ上に作

発が果たした役割は決して小さなも

電池よりも小型で軽量にすることが

られるソリッドステート電池は、小型

のではありません。

必要です。小さな形状で電力とエネ

ながらエネルギー密度が高く、充電サ

現在の電池システムの限界

ルギー密度の要求の両方を満たすこ

イクルの容量が大きく、危険な化学物

とは、リチウムイオン電池技術にとっ

質を含まないことが特長です。

おそらく、現在のウェアラブル技術

て極めて克服し難い課題となるかも

が直面する最も大きな技術的課題

しれません。

は、様々な用途に適した、小型で高
効率かつ安全な電池システムの必要
性です。最新世代のウェアラブル技
術は、電池の小型化による恩恵を大
きく受けており、これは初期のプロト
タイプデバイスに使われていた大き
な電池パックから考えれば大きな進
歩です。特に、充電式のリチウムイ
オン（Li-ion）電池は、相対的に高
いエネルギー密度や優れた重量体積
比といった点から、多くのデバイス
の電源用に好んで使われています。

•• 安全な組成の電池 － 多くの企業が、
より安全な化学反応が得られる亜鉛ポ
リマー、アルミニウム、リチウム／フッ

学的活性物質が含まれているため、

化炭素（CFx）その他の組み合わせに

誤用や濫用があると熱不安定性が生

よる電池を開発しています。これらの

じ、その結果として過剰に発熱した

組み合わせはリチウムイオンの化学反

り、さらには爆発に至ったケースも

応に比べて本質的に安定性が高く、誤

記録されています。このような理由

用による安全上の問題についても許容

から、ユーザーを保護するため一般

度が高くなります。

にリチウムイオン電池は大きく堅固
なパッケージで密閉されています。
残念ながら、このような堅固な電池
の パッケージング は、 重 量 や 快 適
性、スタイルが最大の重要事項とな
るウェアラブルデバイスへの組み込

来のウェアラブル技術を利用した各

みには適さないと考えられます。

様を満たす上では不適切なものとな

ウェアラブル向けの
新しい電池技術

る可能性が高いと考えられます。た

将来のウェアラブルデバイスの開発

とえば、リチウムイオンのエネルギー

を支えるため、そして消費者にウェア

密度の向上は、その他のモバイル技

ラブル技術を広く認めてもらうため

術に見られる性能の向上には追いつ

には、電池技術やエネルギー貯蔵技

れる電力、性能、および安全性の仕

なものがあります。

最後に、リチウムイオン電池には化

しかし、リチウムイオン電池は、将
種デバイスやアパレル製品に求めら

おける近年の進歩として、以下の様

いていません。ある推定によれば、 術の更なる進歩が必要であることは
現 在 のスマ ートフォン（iPhone 5） 明らかです。幸いなことに、多くの

•• 柔軟なパッケージング － ソリッドス
テート電池や安全な化学反応の電池
は堅固な保護用のパッケージが不要
になるため、柔らかい材料にも組み込
みが可能であり、このことは、衣類や
靴にスマートに組み込む上で特に重要
です。
•• 高エネルギー密度 － 最小限の電力
で動作するウェアラブル技術向けに、
CFx の化学反応による新しい高エネル
ギー密度の電池が開発中であり、これ
を使えば、その想定される寿命期間中、
ウェアラブルデバイスを充電しないで
動作させられる可能性があります。

•• ワイヤレス充電 － このような進歩に加

に使われているリチウムイオン電池

主要分野で科学的、工学的な進歩が

え、新しいワイヤレス充電技術が出現

のエネルギー密度は、2003 年当時

あり、これらがリチウムイオン電池よ

しつつありますが、この技術を使えば、

の同等のデバイスに使われていたも

りも小型かつパワフルで安全な、ウェ

ウェアラブルデバイスは変換器を介し

のより約 63％高いだけです。

アラブル技術向けの新しい電池シス

て周囲のエネルギーを直接取り込み、
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その後の使用のために貯蔵できるよう
になります。磁界を利用してエネルギー
を無線伝送する無線充電方式も、最近
の革新的なワイヤレス充電方式です。

電池システムの安全性と
性能に関する考察
上述のような電池やエネルギー貯蔵
システムの技術的進歩により、無線
技術の実用性や利便性は確実に向
上していくことでしょう。それと同時
に、これらの高度な電池システムは、
電気エネルギーの供給と生成を行う
ことから、リチウムイオン電池等の
電源と同様な、ユーザーの安全に関

るものもありますが、今後幅広く使わ
れるようになれば、それ以外の未知の
脆弱性が見つかる可能性もあり、その
場合は着用者にとってのリスクになり
ます。

ウェアラブルデバイス用
電池の望ましい試験方法
一般に世界各国の規制要件は、ユー
ザーに対する安全上のリスクを明ら
かにするため、その製品について

わる多くのリスクをもたらします。
ウェ

•• 化学反応 － 電池の製造に使われる金

アラブル技術において、各種の電池

所定の種類の試験を行うことをメー

属、合成繊維、およびその他の材料

に共通する安全上のリスクには、以

カーに要求しています。電池等のエ

には、皮膚に長時間接触したとき発疹

下のものがあります。

ネルギー貯蔵システムに適用される

等のアレルギー皮膚反応を起こす可能

試験は管轄する国や地域ごとに異な

•• 感電 － 通電中のデバイスには、配線

性のある化学物質が含まれています。

る場合が多く、また使われている技

の老化や不備、あるいは偶発的なコン

さらに、一部の電池の電解質には腐

術や想定される用途によっても異な

ポーネントの露出に伴う感電のリスク

食性と毒性のあるリチウム塩が含まれ

ります。ここではウェアラブルデバイ

があります。人が着用するものや、長

ています。

ス用の電池によく実施される試験を

時間その頭部や身体に接近して置かれ

•• 電磁エネルギー － たとえ少量であっ

るデバイスの場合は感電のリスクが増

ても、電磁エネルギーに連続して長時

大します。

間さらされると、健康への悪影響が生

•• 火傷 － 通電中のデバイスの多くは、

じる場合があります。

いくつか示します。

電気的試験
•• 外部短絡試験 － 外部短絡試験は、電
池のアノード端子とカソード端子を直
接接続し、最大電流が流れたときでも

通常の使用中でもしばしば温度上昇が

•• 人的要因 － 尖った角やエッジ、ケー

見られます。さらに、電池システムに

スやストラップ等、電池やエネルギー

はコンパクトな外形ながらマイクロプ

貯蔵システムの機械設計上の要因で皮

ロセッサやその他のモジュールが内蔵

膚が切れたり炎症を起こしたり、ある

されている場合が多く、動作温度をさ

•• 異常充電または過充電の試験 － 異常

いは長時間の使用で不快感を生じる場

らに上昇させます。これも人の身体に

充電試験では、過充電となる電流と充

合があります。

電時間で充電し、電池が爆発や発火

長時間直接接触するよう設計されたデ
バイスの電池では特に問題になります。

•• 危険な環境 － 最後に、ワイヤレス充
電に依存するウェアラブル技術の場

•• 発火・爆発 － リチウムイオン電池は、

合、爆発が起きる可能性のある環境で

特定の条件下では過熱して爆発したり

着用したり動作させたりすると危険な

発火したりする場合があります。他の

場合があります。

組成の電池には本質的に安定してい
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電池が爆発や発火を生じずに耐えられ
るかどうかを判定する試験です。

を生じずにその条件に耐えられるかど
うかを判定する試験です。過充電試験
では、各種の充電方法を用い 100％
を超える充電を行います。
•• 強制放電または過放電の試験 － 強制
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放電試験は、放電されたセルが充電

上下させる温度サイクルを加え、その

る部品や材料には、長期間使用すると

された同タイプの所定数のセルと直列

サイクルを規定された回数まで繰り返

有害な化学物質が含まれる場合があり

に接続されたときの電池の挙動を判定

します。

ます。化学物質の含有量を評価し、こ

する試験です。過放電試験は、過放電
となる所定の限界値を超えて放電を継
続させる試験です。

•• 低圧（高度）試験 － 低圧試験では、
標準気圧よりも低い気圧（たとえば航
空機の客室内における急激な減圧な

機械的試験

ど）の下での、電池の耐久性を評価し

•• 圧壊試験（クラッシュテスト）－ クラッ

ます。

シュテストは、2 枚の平板で両側から
所定の圧力を電池に加えたときの電池

その他の特殊試験

の耐久性を判定する試験です。

これらの一般的な酷使試験に加え、

•• 衝突試験（インパクトテスト）－ イン
パクトテストは、金属の丸棒で試験対
象の電池に所定の衝撃を加え、これに
対する電池の耐久性を判定する試験で
す。
•• 衝撃試験（ショックテスト）－ ショック
テストは、所定の平均加速度及びピー

電池やエネルギー貯蔵システムを対
象とした一部の安全基準や試験プロ
トコルでは、その他の特殊試験が要
求されます。これら特殊試験は、ウェ
アラブル製品が経験する可能性のあ
る特定の用途や動作条件に対するも
のです。

れら材料中の有害性がある化学物質を
特定します。

メーカー向けの推奨事項
上に示した各種の試験は、 すべて
の試験を網羅したものではありませ
ん。場合により、所与のウェアラブ
ル技術の安全性を評価する際にリス
ク評価が必要となり、そのため別の
試験や追加的な試験が必要となる場
合があります。さらに、ウェアラブ
ル技術に使う電池やエネルギー貯
蔵システムへの当局の規制や、その
用途に特有な要件に対処するため、
その他の試験が必要になる場合があ
ります。最後に、ウェアラブル技術

•• 電磁環境両立性（EMC) － そのエネ

を利用したデバイスやアパレル製品

ルギー源が何であれ、電気装置は意

は、ウェアラブルではない同等なデ

図しない電磁干渉を他の電気装置に

バイスや製品に適用される要件にも

与えてはならず、また、他の装置から

••自由落下（ドロップ）試験 － この自

同じように適合していなければなり

の電磁干渉の影響を受けないもので

由落下試験は、ウェアラブル技術を利

ません。

なければなりません。ウェアラブル技

用したデバイスのサンプルを所定の回

術を利用した製品やアパレル製品が使

数だけ固い床面の上に落下させる試

用される環境を考慮し、電池やエネル

験です。サンプルを落下させるたびに、

ギー貯蔵システムでは放射と耐性（イ

損傷がないか確認します。

ミュニティ）の両方の特性を試験する

ク加速度の衝撃が加わるように設定さ
れた試験装置に電池を所定の時間固
定し、試験を行います。

•• 振動試験 － 振動試験では各サンプル
に、規定された振幅の単振動を加え、

ことが望まれます。

このような複雑さから、ウェアラブル
技術を利用したデバイスやアパレル
製品の安全性を確認する一連の試験
には終わりがないようにも見えます
が、製品開発の初期の段階から包括
的な試験方針を策定しておくことで、

•• 比吸収率（SAR) － 無線技術を利用し

その振動数と時間を様々に変化させま

総試験費用の低減や時間の節約が

たウェアラブル製品は、その製品から

す。

可能になり、また市場投入を遅延さ

出される電磁放射の量を判定する試験

せるような思いがけない安全性の問

環境試験

が行われることが多く、この試験は人

題の発生を回避することができます。

間の頭部や身体から所定の距離だけ

ウェアラブル技術に使用する電池や

離れた位置で、最も厳しい使用条件で

エネルギー貯蔵システムの包括的な

行われます。

試験方針を策定するプロセスには、

••加熱試験 － 加熱試験では、一定時間
内に規定された温度上昇を適用した
際の、電池の耐久性を評価します。
•• 温度サイクル試験 － 温度サイクル試
験では、各サンプルに室温から温度を
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•• 化学物質の含有量と生体適合性 － 電
池やエネルギー貯蔵システムに使われ

少なくとも以下に示す手順を含める
必要があります。
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•• 徹底的なリスク評価の実施 － 対象の

み込むことで、製品が広く受け入れら

さらに、UL はエネルギー効率や製

電池に関係のある、安全性に影響しか

れるようになり、市場への浸透も拡大

品の性能と信頼性に関係した特別な

ねないすべてのリスクや危険性につい

します。

試験サービスも提供しています。ま

ての徹底的な理解と評価が不可欠で
す。多くの場合、総合的なリスク評価
が設計変更や改修につながり、その結
果として潜在的なリスクや危険性が軽
減または解消され、試験プロセスも平
易になります。安全性に関わるリスク
や危険性を回避できない場合、リスク
評価を行うことで、必要な安全試験の
種類や範囲を予め把握しておくことが
できます。

•• 専門家に相談し、助言を求める － 最
後に、独立した試験機関との良好な業
務上の関係を確立しておくことは、包
括的かつ費用対効果の高い試験計画
す。適格な試験パートナーは、ウェア
ラブル製品のあらゆる側面について必
要な技術的専門性を持っており、さら

した試験所のネットワークも 1 つの利

状況は、各製品の特質に個々に対処

点になります。

ています。規制当局がウェアラブル技

まとめと結論

術に対する規制上の取り組みを一元化

電池やエネルギー貯蔵の技術分野

するまでの間、メーカーはその製品の

で現在進められている開発は、各種

個々の特性や機能に応じて適用される

のウェアラブルデバイスに適した新

要件を独自に特定し調査する必要があ

しいシステムの開発につながり、消

ります。この分野に関係した法規制に

費者に広く受け入れられるものと考

何らかの変更が提案されていないか、

えられます。しかし、現在の電池技

また要求される試験への影響はどうか

術よりも高い安全性が見込まれては

など、常に警戒しておくことも必要で

いるものの、新型の高度な電池を使

す。

用するユーザーにはやはり安全上の
リスクや危険性が伴います。ウェア
ラブル技術に利用される電池の包括
的な試験計画は、このような懸念を
軽減し、製品の安全性や性能を向上

ダーや供給業者に対し、追加の安全

させるものです。

試験や性能試験の実施を求める場合

UL は、ウェアラブルデバイスに使わ

があります。また、環境への適合性や

れる電池やエネルギー貯蔵システム

消費者の好み・選択に関係した製品ク

などウェアラブル技術向けの幅広い

レームの検証のために更なる試験が

試験サービスを提供しており、主要

要求される場合もあります。このよう

なターゲット市場における規制当局

な追加試験を総合的な試験計画に組

の認証プロセスにも精通しています。
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ビスの詳細は、下記にお問い合

（株）UL Japan

ウェアラブル技術に対する現在の規制

ル製品やその部品（電池等）のベン

UL のウェアラブル製品向けサー

ても十分な知識があります。また、特
するメーカーにとって、全世界を網羅

大手ブランドメーカーは、ウェアラブ

ポートしています。

わせください。

や将来的に予想される規制の調査 －

－ 規制当局が要求する試験に加え、

チェーンにおける品質安全活動もサ

に規制当局が定めた試験要件につい
にグローバルサプライチェーンに依存

•• 市場の要求や顧客の期待を評価する

た活動を通じ、グローバルサプライ

を策定し実行する上で大いに役立ちま

••ターゲット市場における現行の規制

した複雑なパッチワークのようになっ

た、製品の検査や工場の監査といっ

コンシューマーテクノロジー事業部
ConsumerTechnology.jp@ul.com
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