
平成２２年１１月２日

消 費 者 庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ２件

（うち密閉式（ＢＦ式）ガスふろがま（都市ガス用）１件、

石油温風暖房機（開放式）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ６件

（うち扇風機１件、介護ベッド用手すり１件、エアコン（室外機）１件、

電動車いす（ハンドル型）１件、調光器１件、電動アシスト自転車１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ６件

（うち自転車１件、電気冷蔵庫１件、テレビ（ブラウン管型）１件、

エアゾール缶（消臭剤）１件、

リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール玩具用）１件、

電気洗濯機１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者

委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する

調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」と

いう。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（A200800608、A200

800948及びA200801105を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



６．特記事項

(1)ブリヂストンサイクル株式会社が製造した電動アシスト自転車について

（管理番号A201000616）

①事故事象及び再発防止策について

ブリヂストンサイクル株式会社が製造した電動アシスト自転車にはヤマハ発動機株

式会社製電動アシスト自転車用電動部品（製品名：電動ハイブリッド自転車用後輪モーター

型ドライブユニット）を搭載していますが、当該製品をこぎ始めたところ、急に強いアシス

ト力がかかり、衝突し負傷する事故が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、対象機種では、一部の製品において当該

製品に搭載された電動部品の内部の摩耗又は部品取り付けはんだに亀裂が入る不良によ

り、ペダルの踏み力が誤って検知され、人がペダルを踏んでいないにもかかわらず、モータ

ーの駆動力が数秒間継続したため、事故が発生しています。

ブリヂストンサイクル株式会社は事故の再発防止を図るため、平成１９年５月１５

日にホームページ、平成１９年５月１６日に新聞社告の掲載を行い、対象製品につい

て、無償修理（対策部品への交換）を実施するとともに、同社及び販売店から３回に

渡るダイレクトメールの送付、使用者への電話連絡、バッテリー交換時における改修

の案内、販売店店頭掲示用ポスターの再配布等によって、注意喚起を累次実施してい

ます。

また、当該電動部品を搭載し、別ブランドで販売しているヤマハ発動機株式会社及

び宮田工業株式会社からも無償修理についてお知らせを実施しています。

②対象製品：型式、製造期間、改修対象台数等

（ヤマハ発動機株式会社）

型式 製造期間 改修対象台数

Ｘ１０１ 58,422

Ｘ１０２ 21,740

Ｘ１２１ 5,020

Ｘ１３１ 平成１３年１月 6,480
～

Ｘ１３２ 平成１５年２月 3,970

Ｘ１５１ 23,971

Ｘ１５２ 9,079

Ｘ１７１ 300

合 計 128,982

（ブリヂストンサイクル株式会社）

型式 製造ロット（下５桁） 製造期間 改修対象台数

Ａ１２ 20,375

Ａ１３ 44,809

Ａ１４ １０１０１ 平成１３年１月 600
～ ～

Ａ１５ ３０２２８ 平成１５年２月 6,775



Ａ１６ 5,175

Ａ１７ 1,825

合 計 79,559

（宮田工業株式会社）

型式 製造期間 改修対象台数

VU402C､VU422C､VAU202C､
VAU422D､VU602C､VU622C､
VAU402C､VAU622D､VU402D､
VU422D､VAU602C､VAU4021C､
VU602D､VU622D､VAU202D､ 平成１３年１月
VAU6021C､VU4021C､VU4021N､ ～ 12,817
VAU402D､VAF602C､VU6021C､ 平成１４年１２月
VU6021N､VAU602D､VAF602D､
VU4021D､VSU403F､VAU422C､
VAF6021C､VU6021D､VSU603F､
VAU622C､VAU402N､VAU602N

改修対象台数（３社合計）２２１，３５８台

改修率 ５８．４％（平成２２年９月３０日現在）

対象製品の確認方法

（ヤマハ発動機株式会社）



（ブリヂストンサイクル株式会社）

対象製品の特徴：手元スイッチは、ハンドルスイッチの赤いランプが

３灯式になっています。（４灯スイッチのモデルは対象外です。）



（宮田工業株式会社）

フレーム立パイプ下側に貼付してあるシールにて車種略号を上記表

にて御確認ください。

対象製品の特徴：

（１）後輪モーター型ドライブユニット。後輪に大きなモーターを

搭載しています。

（２）手元スイッチ。ハンドルスイッチの赤いランプが３灯式にな

っています。（４灯式スイッチのモデルは対象外です。）

③消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ点検・部品の交換を受けておられない方は、下記問

い合わせ先に速やかに御連絡ください。

（ヤマハ発動機株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－０９０－８１９

受 付 時 間：９時～１２時、１３時～１７時

（土・日・祝日・所定の休日は除く）

ホームページ：http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2007-05-15/

index.html



（ブリヂストンサイクル株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－９３７－８５１

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・所定の休日は除く）

ホームページ：http://www.bscycle.co.jp/company/info20080324.html

（宮田工業株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：０１２０－８５１－３４６

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・所定の休日は除く）

ホームページ：http://www.miyatabike.com/info/070515.html

（本発表資料の問い合わせ先）

消費者庁消費者安全課 電話：03-3507-8800（大代表）

（製品事故情報担当） 担当：中嶋、服部、榎本 内線 2266

（事故情報対応チーム）担当：坂田、滝 内線 2480

（ブリヂストンサイクル株式会社が製造した電動アシスト自転車に

ついての発表資料に関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、中村、野中 電話：03-3501-1707（直通）



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201000610 平成22年9月12日 平成22年10月28日
密閉式（ＢＦ式）ガ
スふろがま（都市ガ
ス用）

BFS-634S 株式会社長府製作所 重傷1名

当該製品で風呂を追い焚きした後、シャワー
に切り替えて出湯したところ、熱湯が出て、火
傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を
調査中。

神奈川県 　

A201000614 平成22年9月29日 平成22年10月28日
石油温風暖房機
（開放式）

OK-M32X シャープ株式会社
火災

死亡1名

建物が全焼する火災が発生し、１名が死亡し
た。現場に当該製品があった。当該製品から
出火したのか他の要因かも含め、現在、原因
を調査中。

岩手県 　

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A200800608 平成20年8月12日 平成20年9月12日 扇風機 F-L401D

松下エコシステムズ
株式会社（現 パナソ
ニックエコシステムズ
株式会社）

火災

天井に設置された当該製品付近から出火す
る火災が発生した。
事故原因は、当該製品の残存する電気部
品、配線類には溶融痕等の発火に至る痕跡
は認められなかったが、設置状況から外火の
可能性は考え難く、回収されなかった部品が
あることから、当該製品からの出火であると考
えられるが、原因を特定することはできなかっ
た。

沖縄県

平成20年9月
17日に経済産
業省がガス・石
油機器以外の
製品に関する
事故であって、
製品起因か否
かが特定でき
ていない事故
として公表して
いたもの

A200800948 平成20年11月4日 平成20年12月10日 介護ベッド用手すり PZR-K950B 株式会社プラッツ 重傷1名

当該製品を使って立ち上がろうとした際に、ス
イングアーム部の固定ロックが掛かっていな
かったため、転倒して骨折した。
調査の結果、製造時に単品的にスイングアー
ムの上・下支持部に設計寸法が正しくないも
のが混入していたため、スイングアームが正
常品と比較して動きが重くなり、半ロックの状
態となっていたこと及び、消費者がスイング
アームの固定ノブの位置を確認しなかったこ
とにより、半ロック状態での使用となったこと
が事故原因と考えられる。

福井県

平成20年12月
12日に経済産
業省にてガス
機器・石油機
器以外の製品
に関する事故
であって、製品
起因か否かが
特定できてい
ない事故として
公表していたも
の



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A200801105 平成21年1月12日 平成21年1月19日 エアコン（室外機） RA2871XV
ダイキン工業株式会
社

火災

運転中の当該製品付近から出火したものと思
われる火災が発生し、１階全面と２階の一部
の壁面及び天井が焼損した。
事故原因は、当該製品内部から出火したもの
であった。電気部品（メイン基板、ファンモー
ター基板、電解コンデンサー等）が殆ど焼失し
ており、当該電気部品から出火したものと考
えられるが、焼損が著しく原因を特定すること
ができなかった。なお、当該製品は、メイン基
板上にあるダイオードブリッジに、はんだク
ラックが生じて発煙・発火するおそれがあると
して、無償改修中であったが、当該事象によ
る出火であるかどうかも特定できなかった。

徳島県

平成21年1月
23日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていな
い事故として経
済産業省が公
表していたもの
平成21年1月
23日に公表し
たエアコン（室
外機）に関する
事故
(A200801109)
と同一事故

A201000609 平成22年10月17日 平成22年10月28日
電動車いす（ハンド
ル型）

ET3A スズキ株式会社 火災
当該製品を充電中、当該製品から出火する
火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損し
た。現在、原因を調査中。

長野県 　

A201000615 平成22年10月19日 平成22年10月29日 調光器 NQ20521T
松下電工株式会社
（現　パナソニック電
工株式会社）

火災
異臭がしたため確認すると、当該製品が焼損
する火災が発生しており、周辺が汚損した。
現在、原因を調査中。

東京都 　

A201000616 平成22年10月8日 平成22年10月29日
電動アシスト自転
車

A13
ブリヂストンサイクル
株式会社

重傷1名
当該製品をこぎ始めたところ、急に強いアシ
スト力がかかり、衝突し負傷した。現在、原因
を調査中。

大阪府

平成19年5月
15日からリコー
ル実施
改修率　58.4％



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201000607 平成22年10月15日 平成22年10月28日 自転車 重傷1名
当該製品で登り坂を走行中、当該製品のハンドルから右
側グリップが抜けたため、バランスを崩し負傷した。現在、
原因を調査中。

東京都 　

A201000608 平成22年10月17日 平成22年10月28日 電気冷蔵庫 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品
から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

広島県 　

A201000611 平成22年10月13日 平成22年10月28日 テレビ（ブラウン管型） 火災
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品
から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

三重県 　

A201000612 平成22年10月20日 平成22年10月28日 エアゾール缶（消臭剤）
火災

軽傷1名

台所の流し付近で、穴あけ機を使用し、当該製品のガス
抜きを行ったところ、当該製品のガスに引火する火災が発
生し、火傷を負った。作業時の状況も含め、現在、原因を
調査中。

大阪府 　

A201000613 平成22年10月20日 平成22年10月28日
リチウムポリマーバッテ
リー（ラジオコントロール
玩具用）

火災

当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生
し、当該製品及び周辺が焼損した。取扱説明書に記載し
ているバランスコネクタ（過充電を感知する部品）を接続せ
ずに充電を行った可能性も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県 　

A201000617 平成22年10月22日 平成22年10月29日 電気洗濯機 火災
当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が
発生し、当該製品が焼損した。事故発生前より、故障表示
が出ていた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県 　

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し
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電動アシスト自転車（管理番号：A201000616） 

 

 


