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Incorrect battery disposal causes needless fires 

ｈ 

increasingly  ますます 
dependent on  依存している 
ubiquitous  どこにでもある 
hazardous  危険な 
disposal   処分 
cause   引き起こす 
financial  財政上の 
considerably  かなり 
 

《Vocabulary and Phrases》                           

 

私たちの生活スタイルはますますバッテリーに依存している// このどこにでもあるエネルギー源はす

べてに動力を供給している/ 私たちの車やスマートフォンから時計、リモコンなどの多くの装置を// 

しかしこれらの力に必須な源が危険になる可能性がある// イギリスの環境サービス協会からのレ

ポートは/ イギリスでは間違ったバッテリーの捨て方により毎年 700 もの火事が引き起こされてい

ることを発見した// これらは消防に 1.95 億ドルものコストがかかっている// 経済的損失は極

めて高くなっている/ 不動産が焼けてしまった人たちにとって// あるすぐれた消防の専門家は言っ

た「これらの火事は消防サービスにとり対処するのがとても難しい// すべての人がバッテリーの処

理を正しく行うことですこしずつ取り組むことができる」// 

 

火事の発生の最も大きな犯人はリチウムイオンバッテリーである// これらは爆発する可能性があ

り、砕かれたり水にぬれたりすると火をおこすことがある// ESA の代表者は BBC に言った/ 「ま

すます多くの人がこれらのバッテリーの入ったデバイスを家庭ごみの中に入れている」// 彼は言った

「これは大変な問題を引き起こす/ なぜならそれらはー衝撃を受けるとー爆発したり発火する傾

向にある// それらは砕かれたり、圧縮されたり、破壊されたり、ともすれば濡れてしまうだろう// 

彼は付け加える「そのような行為は、それらのショートを引き起こさせうる。」// そしてもちろん、そ

れらは他の可燃物質のある環境にある/プラスチック、紙そしてカードは、かなり大きな火災に繋が

りうる// ESA はバッテリーの潜在的危険を心にとめておくよう、人々に促した。 

 

Our lifestyles are increasingly dependent on batteries.// These 

ubiquitous sources of energy power everything/ from our cars and 

smartphones, to watches, remote controls and many other devices.// 

However, these essential sources of power can be hazardous.// A 

report from the Environmental Services Association (ESA) in the U.K./ 

discovered that the incorrect disposal of batteries causes around 700 

fires in Britain each year.// This costs fire services $195 million.// The 

financial loss is considerably higher/ for those whose property has 

burnt down.// A leading fire expert said: "These fires can be 

challenging for fire services to deal with.// Everyone can do their bit by 

ensuring they dispose of batteries correctly."// 

 

The biggest culprits for fires starting are lithium-ion batteries.// These 

can explode and start fires if they are crushed or get wet.// An ESA 

spokesperson told the BBC/ that, "more and more people are putting 

devices containing these batteries in with household waste."// He said: 

"That causes a real problem/ because they have a tendency – when 

damaged – to explode or ignite.// They're likely to be crushed, 

compacted, smashed or they might get wet."// He added: "That can 

cause them to short-circuit.// And of course, they're then in the 

presence of other flammable material/ like plastic, paper and card and 

that can lead to quite big fires."// The ESA encouraged people to be 

mindful of the potential hazards of batteries.// 

《Linking Logic》 

ex.) And of course 

 

ensure   確かにする 
culprit   犯人 
tendency  傾向のある 
ignite   火をつける 
flammable  可燃性の 
encourage  奨励する 
mindful   心にとめて 
potential  潜在的な 
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