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ニューノーマルにおけるレジリエント・イノベーション支援
～製品事故予測システム（SAFE）でリスクの「気づき」へ～
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製品評価技術基盤機構（NITE、ナイト）
・法執行の技術支援やイノベーション支援を担う国の機関

製品安全センター
消費生活用製品（身近にあるモノ）が
関わる事故の再発・未然防止に取り組む
死亡などの重大製品事故は、経済産業
大臣の指示に基づき事故原因を調査
６万件近くの調査結果をHPで公表
コミュニケーション・メディアを活用して製品
事故防止の注意喚起



SDGsにおけるSAFEのターゲット
• ターゲット8.3

生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを
支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへの
アクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。

• ターゲット9.5
2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの

研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を
拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクター
における科学研究を促進し、技術能力を向上させる。

• ターゲット12.8
2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発

及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 2
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2020年版ものづくり白書*
「不確実性の時代における製造業の企業変革力」

目指すべきところ

① 企業変革力（ダイナミック・ケイパビリティ）の強化
感知(sensing)、捕捉(seizing)、変容(transforming)

② デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
設計力強化
「堅固な組織」から「柔軟な組織」へ

*経済産業省・厚生労働省・文部科学省 https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/index.html



レジリエント・イノベーション
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A．迅速な市場投入： 社会課題解決に向けたイノベーションによる
製品やサービスのリスク評価を効率的・効果的に行う。
→開発・生産のリードタイムを短縮。ビジネス支援

B．迅速な市場対応： 市場で不具合が起きた製品・サービスの
リスク評価を効率的・効果的に行う。
→市場対応判断のリードタイムを短縮。ブランド力向上

「市場への迅速なアクセスや柔軟性のある対策を行うことで、
レジリエンス（強靱さ）を持ったイノベーションを創出し、
持続可能な開発を促進すること。」



効率的なリスクアセスメントによるリードタイムの短縮
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迅速な市場投入
◎エンジニアリング・チェーンの初期段階でリスクアセスメントを実施

→ 問題点の早期発見、後工程での手戻りによるムダ低減*
→ 設計変更の自由度が高く、品質・コストの確定度が低い段階*

＝ 開発・生産のリードタイム短縮
迅速な市場対応

◎不具合情報を感知した初期段階でリスクアセスメントを実施
→ 問題点の早期発見、適切な製品・サービスへの対応

＝市場対応のリードタイム短縮

レジリエント・イノベーションには、
製品やサービスのリスクアセスメントが必須！

*経済産業省・厚生労働省・文部科学省 「2020年版ものづくり白書」



事故発生シナリオ

関連事故情報検索

事故に至った過程を見える化
= NITE-FMEA・NITE-FTA

リスクアセスメント・ツール -製品事故予測システム

A. SAFE Pro

B. SAFE Lite
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気になる不具合とよく似た
状態から起きた事故を抽出

無料！

あいまい検索

迅速な市場投入のために

迅速な市場対応のために

SAFEでリスクの「気づき」へ

業務用

一般用



③ リスクアセスメントを実施

② 事故発生シナリオを抽出① 洗濯機のモータに不具合が発生して
火災となった事故発生シナリオを検索

製品開発時に対策すべきリスクを選定 → リスク低減対策

入力条件
品名：洗濯機
危害の内容：火災
故障部品：モータ

【故障部品】 【事故が発生した要因】【危害の内容】

コンデンサの
故障

ブレーキの
故障

洗濯機の
火災

モーターの
故障 経年劣化

大量の
洗濯物

不良モーターの
混入

100件 10件 1件

7件

2件

70件

10件
事故情報

自社情報

A. SAFE Pro（事故発生シナリオ）
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※これはイメージです。



火災 樹脂部品
に着火 絶縁破壊 絶縁性能低下

回転抵抗増大

長期使用

ＮＩＴＥ－ＦＭＥＡＮＩＴＥ－ＦＭＥＡ

ＮＩＴＥ－ＦＴＡＮＩＴＥ－ＦＴＡ

ＯＲ 過負荷

NITE-FMEA／FTAの連携によるリスクの「気づき」

選択条件に合わせて動的に生成
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製品 部品 ストレス 故障メカニズム 故障モード フォールト 製品への影響 危害
洗濯機 モータ 長期使用 絶縁性能低下 絶縁破壊 異常発熱 樹脂部品に着火 火災
洗濯機 モータ 大量の洗濯物

（過負荷）
回転抵抗増大 絶縁破壊 異常発熱 樹脂部品に着火 火災

異常発熱

※これはイメージです。
＝個々の事故発生シナリオを「時系列」で記載

FMEA（Failure Mode and Effect Analysis、故障モード－影響解析）を準用

FTA（Fault Tree Analysis、故障の木解析）を準用。製品毎の事故全体像を図示
＝類似する事故発生シナリオを「類型化」



SAFE Proの対象製品
◇重大製品事故（火災や死亡など）が多い

○エアコン ○洗濯機 ○冷蔵庫 ○ガス瞬間湯沸器
○石油給湯機 ○自転車

◇増加傾向にあり、社会的注目度が高い
○リチウムイオン蓄電池搭載製品（モバイル製品）

◇製品横断的に使われていて事故が多い
○直流電源装置（ＡＣアダプター）
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ドライヤー不具合のお問合せ

このまま
使い続けても
大丈夫？

（お客様の声）
ドライヤーからガラガラ音がする。

品 目 事業者 型式 事故内容 危害情報

ドライヤー A社 A01 使用中に異音が・・・ 発煙

ドライヤー A社 A03 以前から異音が・・・ 発火

ドライヤー B社 3B 異音に気づいて・・・ 発火

B. SAFE Lite（関連事故情報検索システム）

※これはイメージです。
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あいまい検索



SAFE Liteの概要
■事故情報検索対象
◇ＮＩＴＥ事故情報データベース（約６万件）

■類義語辞書
◇様々な事故事象で使われる表記（名称や擬音など）を

代表的なキーワードに紐付けした辞書

例えば、
「ドライヤーの中から火花が飛んだ」
で調べてみると・・・
気になる事象とよく似た出来事から
事故になった事例を探すことが
できます！



まとめ
• エンジニアリング・チェーンの初期段階に、SAFEによるリスクアセスメントの
実施で、生産・開発のリードタイム短縮。
→ イノベーションによる製品の迅速な市場投入 ⇒ ビジネス支援
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• 不具合事象を感知した初期段階に、SAFEによるリスクアセスメントの
実施で、市場対応のリードタイム短縮。
→迅速な市場対応によるブランド毀損防止 ⇒ ブランド力向上

• 両者をアジャイル（すばやい）的に、繰り返し連動させ続けることで

レジリエント・イノベーションシステムを構築。



イノベーション協創プログラム NICE（NITE Innovative Collaboration Expert）
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※ NICEの詳細やお問い合わせはWebサイトで！
https://www.nite.go.jp/nite/innovation/nice.html



レジリエンスを備えた新常態対応へ
で、リスクの「気づき力」を高めて
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お問合せ先：mizen_system@nite.go.jp
関連資料：https://www.nite.go.jp/data/000101542.pdf


