
電気用品の製品事故について

電気⽤品安全法セミナー資料
（平成29年11⽉22⽇：広島合同庁舎）

（独）製品評価技術基盤機構 中国支所

（リチウムイオンバッテリーの最近の事故事例）
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講演内容
I. 製品事故について
1. 事故情報収集制度について
2. 重⼤製品事故発⽣状況について

II. リチウムイオンバッテリーの事故事例
1. リチウムイオンバッテリーについて
2. リチウムイオンバッテリーの事故原因
3. リコール対象製品の事例
4. 使⽤者の不注意による事例
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I．製品事故について
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重大製品事故：火災、死亡、重傷、ＣＯ中毒など
非重大製品事故：重大製品事故以外の事故 消費生活用製品によって発生し、

人的被害を生じた事故、人的被
害の生じる蓋然性の高い事故な
ど（誤使用・不注意も含む）

事故情報収集制度のスキーム
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製品の使用に伴って発生した事故

※具体的には、家庭⽤電気製品、燃焼器具、乗物、レジャー⽤品、乳幼児⽤品等があります。ただ
し、他の法令で安全規制の対象となっている製品は、消費⽣活⽤製品安全法の消費⽣活⽤製品か
らは除外されています。

消費⽣活⽤製品の使⽤に伴い⽣じた事故のうち、①、②のいずれかに該当するものであって、消費⽣
活⽤製品の⽋陥によって⽣じたものでないことが明らかな事故以外のもの。

（消費生活用製品安全法第２条第５項）

① 一般消費者の生命又は身体に対す
る危害が発生した事故

② 消費生活用製品が滅失し、又はき

損した事故であって、一般消費者の
生命又は身体に対する危害が発生
するおそれのあるもの

消費生活用製品の
欠陥によって生じた
ものでないことが明
らかな事故

出典、参考：製品事故情報報告・公表制度の解説〜事業者⽤ハンドブック2012〜 消費者庁 経済産業省

製品事故とは？

製品の欠陥によって
生じた事故か不明な
ものも含まれる

消費生活用製品とは？

主として⼀般消費者の⽣活の⽤に供される製品（※）
（消費生活用製品安全法第２条第1項）

収集の対象となる製品（消費生活用製品）
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重大製品事故 （製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故は除外されます。）

非重大製品事故 （「重大製品事故」以外の事故）

製造・輸⼊事業者は、その製造⼜は輸⼊に係る消費⽣活⽤製品について重
⼤製品事故が⽣じたことを知ったときは、10⽇以内に消費者庁に報告しな
ければならない。（消安法第35条第1項及び第2項 「重⼤製品事故報告・公表制度」）

① ⼀般消費者の⽣命⼜は⾝体に対する危害が発⽣した事故のうち、危害が
重⼤であるもの。

●死亡 ●重傷病（治療に要する期間が３０⽇以上の負傷・疾病）
●後遺障害 ●⼀酸化炭素中毒

② 消費⽣活⽤製品が滅失し、⼜はき損した事故であって、⼀般消費者の⽣命⼜は⾝
体に対する重⼤な危害が⽣ずるおそれのあるもの。
●⽕災（消防が⽕災として確認したもの）

製品事故（重大製品事故と非重大製品事故）

重⼤製品事故を未然に防⽌するために、重⼤製品事故に⾄る前に発⽣している軽微
な事故やヒヤリ・ハット情報を、NITEの「事故情報収集制度（昭和48年から実
施）」の中で、収集しています。

●製品に起因しない誤使⽤事故、軽傷事故、⽕災認定以外の周辺被害事故等
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消費生活用製品の事故にかかる報告方法及び報告先等の一覧

（注）
*    消費者事故情報の⼀元化の観点、

及び、消費者庁からの要請を踏ま
え、NITE が事業者等からの事故
情報を収集し、消費者庁及び経済
産業省に連絡します。

**  消費⽣活センター、消防、警察等
の機関については、消費者庁に報
告いただくことになりますが、引
き続き、事故情報の調査分析の迅
速化等の観点から、NITE に対し
ても、併せて、情報提供いただく
ようお願いします。

*** 販売事業者、設置⼯事事業者、修
理事業者については、消費⽣活⽤
製品安全法第３４条第２項に基づ
き、重⼤製品事故が発⽣したこと
を知ったときは、その旨を製造事
業者⼜は輸⼊事業者に通知するよ
う努めなければなりません。

出典：製品事故情報報告・公表制度の解説〜事業者⽤ハンドブック2012〜 消費者庁 経済産業省

製品事故の報告先
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平成28年度の重⼤製品事故発⽣件数

死亡 重傷 ⽕災 ⼀酸化炭
素中毒 後遺障害 計

燃焼器具 10 6 150 1 0 167

電気製品 13 17 507 0 0 537

その他 6 73 19 0 0 98

合計 29 96 676 1 1 802

「平成28年度製品安全政策に関する取組状況について」（H29.6.16) 重⼤事故発⽣件数 経済産業省 より引⽤

全体の事故発⽣件数のうち、電気製品が67％を占める。

21%

67%

12%
その他 燃焼器具

電気製品

平成２８年度における重⼤製品事故件数は、合計８０２件。
⽕災事故が６７６件と全体の約８割を占める。
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重⼤製品事故の品⽬別受付件数上位製品の⽐較(電気製品)
電気製品では、平成24年度以降、「エアコン」の受付件数が最も多く
「電気ストーブ」、「照明器具」、「延⻑コード」、「電池(ﾊﾞｯﾃﾘｰ)」
が続いている。

24年度 25 年度 26 年度 27年度 28年度

品⽬名 件
数 品⽬名 件

数 品⽬名 件
数 品⽬名 件

数 品⽬名 件
数

１ エアコン 65 エアコン 63 エアコン 47 エアコン 53 エアコン 63

２ 電気ストーブ 48 電気ストーブ 45 照明器具 35 電気ストーブ 42 電池(ﾊﾞｯﾃﾘｰ) 41

3 電気冷蔵庫 30 電⼦レンジ 37 延⻑コード 31 照明器具 38 電気ストーブ 33

4 電⼦レンジ 28 電気冷蔵庫 34 電気ストーブ 28 延⻑コード 31 パソコン 28

5 電気洗濯機 23 扇⾵機 28 電池(ﾊﾞｯﾃﾘｰ) 28 電池(ﾊﾞｯﾃﾘｰ) 26 電⼦レンジ 23

「平成28年度製品安全政策に関する取組状況について」（H29.6.16) 重⼤事故 電気製品上位品⽬ 経済産業省 より引⽤

平成24年度〜28年度の推移
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※電池(ﾊﾞｯﾃﾘｰ)：モバイルバッテリー、模型⽤バッテリー等



II．リチウムイオンバッテリーの事故事例
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リチウムイオンバッテリーについて

セル（単電池）

保護回路基板

バッテリーパック

電気部品

セル（単電池）
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リチウムイオンバッテリーの構造

セパレータ

負極板

正極板

画像提供：⼀般社団法⼈電池⼯業会
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リチウムイオンバッテリーの主な事故原因

リチウムイオンバッテリーの事故原因区分別件数と主な事故原
因

累計受付件数124件のうち、
事故原因が判明した106件について整理・分析

「平成28年度製品安全政策に関する取組状況について」（H29.6.16) 経済産業省 より引⽤

【製品起因】
・リチウムイオンバッテリーセルの不具合により、

異常発熱して発煙、発⽕。
・制御基板の不具合により、電池セルが類焼。

62件
(58%)

【誤使⽤･不注意等】
・バランスモードで充電を⾏わなかったため、⼀⽅

のセルが過充電により異常発熱。
・使⽤者⾃⾝による修理・改造が影響

12件
(11%)

【設置･修理不良等】 0件

【⾮製品起因】
・製品に鋭利なものが刺さったため、内部短絡が⽣

じて異常発熱し、焼損。
4件

(4%)
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リチウムイオンバッテリーの主な事故原因

消費者の誤使⽤、不注意
●バランスモードで充電を⾏わなかったため、⼀⽅のセルが過充電により異常発熱。
●使⽤者⾃⾝による修理・改造が影響

◆リチウムイオンバッテリーの事故事例
専ら設計上、製造上⼜は表⽰に問題があったと考えられるもの
●セル製造時に異物（鉄、クロム、ニッケル等）が混⼊したため、電極間で内部短絡が⽣じて異常発熱。 ⇨ 社告
●セルの封⼝部に製造上の不具合によって⽣じた導電性異物が付着したため、充放電を繰り返すうちに封⼝部の絶縁

部が劣化して短絡が⽣じ、異常発熱。 ⇨ 社告
●結露対策が不⼗分であったため、制御基板上の絶縁性能が低下し、異常発熱。 ⇨ 社告
●製造⼯程でバッテリーセルのラミネートフィルムケースに傷を付けたため、傷から内部に⼤気中の⽔分が浸⼊し、

電解質が化学変化を起こして発⽣したガスにより、バッテリーパックが膨らんだものと推定される。
●本体や取扱説明書に「落下の禁⽌、破損し海⽔が⼊り発⽕する危険がある」旨、記載がないことから、落下等によ

り外郭にクラックが⽣じたまま継続使⽤され、海⽔等の浸⼊により、内部で短絡が⽣じ、発煙、発⽕したものと推
定される。 ⇨ 社告

製品には起因しない偶発的事故
●詳細な使⽤状況が不明のため事故原因の特定には⾄らなかったが、当該製品に鋭利な物が刺さったため、

内部短絡が⽣じて異常発熱し焼損に⾄ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定。
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セル製造時に異物が混⼊し、発⽕

【事故の内容】
リビングに置いていたノートパソコンのバッテリーパック付近から

発⽕し、周辺を焼損した。

【事故の原因】
ノートパソコンに搭載されているリチウムイオンバッテリーのセル

製造時に異物が混⼊したため、内部短絡が⽣じて異常発熱し、発⽕し
て焼損したものと考えられる。平成28年1⽉よりリコールが⾏われて
いたが、使⽤者はリコール情報を把握していなかった。

平成２８年８⽉３⽇（東京都、拡⼤被害）

リコール対象製品の事例 ①
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リコール対象製品の事例 ①

外郭

負極板 正極板

セパレータ

異物 異常発熱
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固定不良によってバッテリーパックが変形し、発⽕

【事故の内容】
充電後のスマートフォンから発⽕し、周辺を焼損した。

【事故の原因】
スマートフォンに搭載されていたバッテリーパックの固定が不⼗分

だったため、使⽤時にバッテリーパックが変形し、内部短絡が⽣じて
異常発熱し、発⽕したものと考えられる。平成28年3⽉よりリコール
が⾏われており、使⽤者はリコール品であることを⾃覚していたが、
使⽤を続け、事故に⾄った。

平成２８年１２⽉６⽇（神奈川県、拡⼤被害）

リコール対象製品の事例 ②
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バッテリーパック

電気部品など

電気部品など
両⾯テープ

バッテリーパック

リコール対象製品の事例 ②
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バッテリー
パック

電気部品
など 両⾯テープ

バッテリーパック

リコール対象製品の事例 ②

リコール対象製品は
シリコンオイルが付
着していた。

両⾯テープの固定が
不⼗分になり、使⽤し
ている際にバッテリー
パックが継続的に振動
を受けてしまった。
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異常発熱

衝撃

外郭

負極板 正極板

セパレータ

リコール対象製品の事例 ②

衝撃によってセル内部のセパレータが損傷を受け、正極板と
負極板の間が短絡し、電流が流れる事によって異常発熱が⽣
じる。
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不具合品のセルが混⼊し、発⽕

【事故の内容】
ベッドの上に置いて充電していたモバイルバッテリー

が発⽕し、周辺を焼損した。

【事故の原因】
モバイルバッテリーに搭載されていたセルに⾦属粒の

混⼊や電極板の不良等の不具合品が混⼊していたため、
内部短絡が⽣じて異常発熱し、焼損したものと考えられ
る。

平成２８年１１⽉１５⽇（⼤阪府、拡⼤被害）

リコール対象製品の事例 ③
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衝撃によりスマートフォンが発⽕

【事故の内容】
ズボンのポケットに⼊れていたスマートフォンが発熱・発⽕し、

⽕傷を負う事故が発⽣した。

【事故の原因】
使⽤者がズボンのポケットにスマートフォンを⼊れた状態で転

倒したため、外部からの衝撃により、内部短絡が⽣じて異常発熱
し、焼損したものと考えられる。

平成２７年５⽉３⽇（東京都、軽傷）

使⽤者の不注意による事例 ①
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専⽤の充電器を使⽤しなかったため発⽕
平成２７年１⽉８⽇（岐⾩県、拡⼤被害）

使⽤者の不注意による事例 ②

【事故の内容】
店頭に置いていたモバイルバッテリーから発⽕し、製品及び周辺

を焼損する⽕災が発⽣した。

【事故の原因】
モバイルバッテリーへ充電する際に、充電時に接続してはならな

い出⼒側のジャック部分に他社製の充電器を接続したため、過電圧
がバッテリーパックに加わって過充電となり、発⽕に⾄ったものと
考えられる。

なお、当該モバイルバッテリーの専⽤充電器は間違った部分に接
続できない構造であり、取扱説明書には、「付属の充電器で充電す
る、出⼒と⼊⼒を確認し逆に接続しない」旨、記載されていた。
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使⽤者の不注意による事例 ②

モバイル
バッテリー

USB端⼦

DC端⼦[IN] DC端⼦[OUT]

モバイルバッテリー充電⽤DCプラグ

DC端⼦[IN]
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使⽤者の不注意による事例 ②

DC端⼦[IN]

接続できる

DC端⼦[OUT]

接続できない

接続できる

接続できる

DC端⼦[IN]

DC端⼦[OUT]

製品専⽤のプラグを使⽤した場合 他社製の似た形のプラグを使⽤した
場合

危険
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消費者向けの啓発活動
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プレスリリースのよる注意喚起

リチウムイオンバッテリー搭載製品で
気を付けるポイント

 リコール対象製品か否か確認する。
 衝撃を与えない。
 分解や改造などをしない。
 就寝中は可燃物の側に置かない。
 使⽤を中⽌すべき予兆

• 充電できない。
• 充電中に以前よりも熱くなる。
• 外装が膨張し、変形している。
• バッテリーパックが膨張している。
• 落とす、ぶつけるなどで強い衝撃を与え、

⼀部が変形している。
• 不意に電源が切れる。

 使⽤時に異常が⽣じるおそれのある状況
• ⾞のダッシュボードの上など、⾼温となる場

所に放置する。
• ⽔没させる、⽔が掛かる。
• 冬場の⾞内などの低温となる場所に放置す

る。
• ペットがかみつく、だ液が付着する。



http://www.jiko.nite.go.jp/
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