
平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ８ 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 １件

（うちガスこんろ（ＬＰガス用）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 ２件

（うちコンセント付洗面台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

（うち掛け時計１件、電子レンジ１件、延長コード１件、

エアコン（室外機）１件、介護ベッド１件、引戸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

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)本田技研工業株式会社が製造した電動アシスト自転車（管理番号A201000197）

①事故事象及び再発防止策について

本田技研工業株式会社が製造した電動アシスト自転車において、当該製品からバ

ッテリーを取り外して充電した後、バッテリーを保管していたところ、バッテリー

が発煙・焼損する火災が発生しました。

調査の結果、雨等の水分がバッテリーケース内部に浸入することで結露が発生し、



基板の電気腐食が進み、基板上の回路でショートし発火に至ったと考えられました。

このため、同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成１３

年２月１４日に新聞社告を行い、使用者に周知し、対象製品について、無償で部品交換を

実施しています。

②対象製品：型式、製品名、対象車の車台番号の範囲、製作期間及び対象台数

型式 製品名 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 対象台数

UB01 UB01-1506973 ～UB01-1509028 2,056
平成 8年 5月16日～平成 8年 8月30日

ラクーン
UB02 UB02-1012926 ～UB02-1014359 1,434

平成 8年 5月16日～平成 8年12月13日

UB03 ラクーンＣＸ UB03-1000001 ～UB03-1000513 513
平成 8年 5月31日～平成 8年10月25日

UB04 UB04-1000001 ～UB04-1055810 55,810
平成 8年11月11日～平成11年 9月24日

UB05 ラクーン UB05-1000001 ～UB05-1005475 5,475
平成 8年11月11日～平成11年 5月18日

UB06 UB06-1000001 ～UB06-1023118 23,118
平成 9年10月20日～平成10年 3月27日

UB07-1000001 ～UB07-1015731
UB07 ラクーンコンポ 平成10年 2月 5日～平成12年 8月 9日 17,231

UB07-1100001 ～UB07-1101500
平成12年 3月 8日～平成12年 3月30日

UB08 UB08-1000001 ～UB08-1010482 10,482
平成11年11月16日～平成12年 6月 5日

ラクーン
UB09 UB09-1000001 ～UB09-1007621 7,621

平成11年11月16日～平成12年 5月17日

合 計 （製作期間の全体の範囲） 123,740
平成 8年 5月16日～平成12年 8月 9日

改修対象台数 １２３，７４０台

改修率 ３７．８％（平成２２年５月３１日現在）



【参考】改善箇所及び改善内容

（型式：UB01～UB03）

（型式：UB04～UB06）

（型式：UB07）

（型式：UB08～UB09）

③消費者への注意喚起

上記の対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わ



せ先に速やかに御連絡ください。

（お問い合わせ先）

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：０１２０－０８６－８１９

受付時間：９時～１２時、１３時～１７時（年中無休）

ホームページ：http://www.honda.co.jp/recall/other/010214.html

（本発表資料の問い合わせ先）

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、服部、榎本 電話：03-3507-9204（直通）

（本田技研工業株式会社が製造した電動アシスト自転車の発表資料に

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

A201000194 平成22年4月25日 平成22年6月3日
ガスこんろ（LPガス
用）

RTS-336WNTS リンナイ株式会社
火災

死亡1名

建物が全焼し、１名が死亡する火災が発生し
た。現場に当該製品があった。出火元も含
め、現在、原因を調査中。

滋賀県

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

A201000192 平成22年5月17日 平成22年6月3日 コンセント付洗面台 SCL-75M
タカラスタンダード株
式会社

火災
当該製品のコンセントにドライヤーを接続して
使用中、当該製品から発煙する火災が発生し
た。現在、原因調査中。

大阪府  

A201000197 平成22年4月30日 平成22年6月4日 電動アシスト自転車UB08
本田技研工業株式会
社

火災

当該製品からバッテリーを取り外して充電し、
保管していたところ、バッテリーが発煙・焼損
する火災が発生した。
事故原因は、雨等の水分がバッテリーケース
内部に浸入することで結露が発生し、基板の
電気腐食が進み、基板上の回路でショートし
発火に至ったものと考えられる。

東京都
平成13年2月
14日よりリコー
ル実施済み



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

A201000191 平成22年4月28日 平成22年6月2日 掛け時計 火災
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。使用状況も含め、現在、原因を調査中。

福岡県

A201000193 平成22年5月23日 平成22年6月3日 電子レンジ
火災

軽傷1名

当該製品の電源プラグをコンセントに差し込んだところ、
当該製品から異音がした後、発煙・出火する火災が発生
し、当該製品及び周辺が焼損し、1名が負傷した。使用状
況も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県  

A201000195 平成22年5月24日 平成22年6月3日 延長コード
火災

軽傷1名

当該製品に水槽用ポンプを接続して使用していたところ、
異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損す
る火災が発生しており、１名が負傷した。現在、原因を調
査中。

神奈川県

A201000196 平成22年5月26日 平成22年6月4日 エアコン（室外機） 火災
異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損す
る火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。

沖縄県  

A201000198 平成22年4月10日 平成22年6月4日 介護ベッド 重傷1名
当該製品のヘッドボード（頭部側のついたて）と介護ベッド
用手すりの間に左手上腕部を挟んだ状態で負傷した利用
者が発見された。現在、原因を調査中。

兵庫県  

A201000199 平成22年5月21日 平成22年6月4日 引戸 重傷1名
階段の上り口に設置した当該製品を閉じた際、当該製品
がレールから手前に外れ、足の上に落下し、負傷した。設
置状況も含め、現在、原因を調査中。

大阪府

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：A201000197） 

 

 

 


