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講座概要

１．SAFEの概要・紹介
２．SAFE-Pro
（１）SAFE-Proの概要
（２）SAFE-Proの活用
（３）SAFE-Proを活用した事業連携

３．SAFE-Lite
（１）SAFE-Liteの概要
（２）SAFE-Liteの活用

４．最後に



2

◆ 「SAFE-Pro」は、 FMEA・FTAの考え
方を利用して、NITEが保有する製品
事故に関する情報を事故発生シナリ
オとして参照・検索できる無料のツー
ルです。

◆安全性の高い製品を生産・提供する
ために実施するリスクアセスメントに
利用できます。

お申込み・お問い合わせはNITEのWebサイトから

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-pro.html

（主に製造事業者）

◆ 「SAFE-Lite」は、スマートフォンやパ
ソコンから簡単にご利用いただける
製品事故に特化した無料のWeb検
索ツールです。

◆日ごろから使っている感覚的な言葉
で事故情報を検索をすることができ、
製品事故リスクへの気づきに活用で
きます。

https://safe-lite.nite.go.jp/

（主に消費者、流通・輸入事業者）

SAFEの概要・紹介
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SAFE-Proの概要

https://www.youtube.com/watch?v=bznB_28k0r4

https://www.youtube.com/watch?v=bznB_28k0r4


②検索条件の事故発生シナリオを抽出①「洗濯機」の「モータ」の故障が
「火災」の原因になった事故を検索

③分析結果を検討して、安全な
製品の設計・開発に活用

製品の設計時に考慮すべき事象などを提示

検索条件
品名：洗濯機
危害の内容：発火
故障部品：モータ

【故障部品】 【故障を引き起こす要因】【危害の内容】

コンデンサ
の故障

電源コード
の故障

洗濯機の
発火

モータの
故障

経年劣化

大量の
洗濯物

不良モータ
の混入

300件 10件 1件

7件

2件

70件

10件

事故情報

◆ 「SAFE-Pro」は、 FMEA・FTAの考え方を利用して、NITEが保有する製品事故に関す
る情報を事故発生シナリオとして参照・検索できる無料のツールです。

◆ 安全性の高い製品を生産・提供するために実施するリスクアセスメントに利用できま
す。

活用イメージ
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SAFE-Proの概要



SAFE-Proの概要
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◆ どのような部品がどのような経緯で事故に
至ったかを体系的に整理している。

◆調べたい製品の情報が無くても、部品と使用
目的が同じであれば、事故発生メカニズムは
同じである可能性が高いので、設計・開発時
の参考になる。

◆ ツリー図で表現されるため、どのルートのどの
段階で設計上の対策を講じるべきか視覚的に
一目で判断できる。

◆事故件数が特に多い事象は赤字で表示される
ため、抑えどころ（優先順位）がすぐにわかる。

自動的にFMEA（表）、FTA（ツリー図）の作成が可能！

NITE-FTA

NITE-FMEA

↑ 切替可能 ↓



活用場面 活用方法

企画・設計・開発
➢ FMEA・FTA作成の工数短縮
➢ 事故発生シナリオの洗い出しの効率化
➢ デザインレビューのチェックリストに反映

製品や部品の調達
➢ （発注）仕様書への反映
➢ （受注）仕様書の内容補足

試験・検査
➢ FMEAで部品の故障及びその影響の参照
➢ ストレス、誤使用、エラー情報に基づく負荷試験等の試験
計画作成

不具合対応 ➢ 不具合の原因究明時にFT図を参照

フィードバック
➢ 社内基準への反映
➢ 内部研修

SAFE-Proの活用

【SAFE-Pro活用想定】

※エアコン、洗濯機、冷蔵庫、ガス瞬間湯沸器、直流電源装置、リチウムイオン電池搭載製品（モバイルバッテリー・電池パック）、扇風機 等

◆ 「NITE-FMEA」、「NITE-FTA」の自動作成
◆社外・取扱外の製品事故情報を集録（24品目、データ約3,400件※）
◆法令上の製品事故調査を基にした信頼性ある事実情報を提供
リスクアセスメントした製品の市場流通 → 製品事故の未然防止

活用の
ベネフィット
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インセンティブのイメージ
• 製品リスクアセスメント評価
サービスへの組込

• 個別支援やワークショップ
等での修了証の発行

• SAFEロゴの利用許可
• NITE Webサイトに活用事例
の掲載

製品リスクアセスメント
支援・実装化を促進

NITE

消費者

連携

安全な製品が行き渡り
社会的リスクが低減

安全設計等に対する
インセンティブを付与

協力
事業者

NITE
製品安全センター等

【SAFE-Proを活用した連携イメージ】

製品事故の
再発防止から
未然防止へ

事業者

7

SAFE-Proを活用した事業連携



取組①
SAFE-Proを利用した方法とハンドブック*に倣った方法とで、抽出できる事故
発生シナリオを比較。サンプルとして右写真の電気ストーブを利用。

パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター様
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* 消費生活用製品向けリスクアセスメントハンドブック第一版

SAFE-Pro ハンドブック

1時間で抽出した件数 32件 50件

内容の違い 製品起因が多い 消費者起因が多い

メカニズムの具体性 具体的 抽象的

シナリオの具体例
首振りによって内部配線が半断線。
抵抗が増加してコードが異常発熱
し、発熱発火。

飲み物をこぼしてしまい、製品内
に水分が浸入。回路がショートし、
発煙発火。

特徴まとめ
○ 事実に基づいた詳細な故障
メカニズムの抽出が得意。

○ 想定リスクについて多くの
可能性を示すことができる。

▲ 故障メカニズムを大ざっぱに
想定しがちであるため、リスク
低減対策を検討しにくい。

組み合わせることでリスクアセスメントの効果が向上

SAFE-Proを活用した事業連携



取組②
ハンドブックに倣い事故発生シナリオシナリオを抽出し、それを元にSAFE-Proで
具体的な事故発生シナリオを抽出する。サンプルとして縦型洗濯機を想定。

パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター様
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ハンドブックで挙げた事故発生シナリオに含まれる「部品」を
SAFE-Proで調べることにより、リスク低減対策の検討を効率化

○ 事故発生シナリオを詳細かつ具体的にできる。
○ 同一部品に関する別事故の事故発生シナリオを抽出できる。
○ 部品の故障が他の部品やシステムに及ぼした危害を抽出できる。

ハンドブックに倣い抽出

モータにゴミが堆積しロック。
発熱発火。

外郭に手が引っ掛かり、裂傷。

衣類追加投入時に誤動作し、
手を巻き込んで骨折。

長期使用 洗剤蓄積 モータロック モータ発熱 火災

グリス枯渇

巻線の層間短絡巻線の絶縁低下

駆動用トランジスタに過電流 トランジスタ発火

別シナリオ
を抽出

別の部品に
影響を与える
シナリオを抽出

モータ 検索

等々…

SAFE-Proを活用した事業連携



取組➂
SAFE-Proで「水」や「液体」が起因となって発生した事故の事故発生シナリオを抽出する。

パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター様
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製品および部品が「水」や「液体」をストレスとして
事故を引き起こすパターンを抽出できた

発熱発火短絡トラッキング水侵入

難燃剤

腐食 ジュール発熱

洗剤 放電

抽出した事故発生シナリオを簡単に整理

部品以外からアプローチして事故発生シナリオを抽出できないか？？

SAFE-Proを活用した事業連携



カシオ計算機株式会社様

設計

市場

市場トラブル
・経年劣化

製品事故

製品リスクアセスメント支援ツール

NITE-FMEA NITE-FTA

ほか

データとモノのパッケージでの製品リスクアセスメント

データ
（SAFE-Pro等のNITE製品事故情報）

製品企画

抽出 分析 評価 判定

低減

燃焼
実験

評価
確認

※画像はイメージです。

モノ
（燃焼実験）

製品化

抽出 分析 評価 判定

低減

品質管理など……
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SAFE-Proを活用した事業連携



一般財団法人 電気安全環境研究所（JET）様
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提案型試験サービス：https://www.jet.or.jp/examination/proposal/index.html
試験相談サービス：https://www.jet.or.jp/tech/infoF.html

試験提案書

一般情報としてSAFE-Proから出力したFTAを提示

各試験サービスの質の向上

SAFE-Proの普及啓発・利用促進

企業の製品安全の意識向上

各試験サービスの顧客に対してSAFE-Proを紹介

JET

顧客

SAFE-Proを活用した事業連携

https://www.jet.or.jp/examination/proposal/index.html
https://www.jet.or.jp/tech/infoF.html


13

SAFE-Liteの概要

https://www.youtube.com/watch?v=N8kcyfK_1lk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=N8kcyfK_1lk&t=1s
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パソコンがない状況でも製品事故
情報を検索可能

専用UI搭載により、スマートフォンによる
操作性を向上

直観的な単語で検索可能

https://safe-lite.nite.go.jp

【SAFE-Liteの特徴】

NITEオリジナル辞書のチューニングに
より、事故情報検索の網羅性を向上

◆ 「SAFE-Lite」は、スマートフォンやパソコンから
簡単にご利用いただける製品事故に特化した
無料のWeb検索ツールです。

◆日ごろから使っている感覚的な言葉で事故情
報を検索をすることができ、製品事故リスクへ
の気づきに活用できます。

SAFE-Liteの概要



ドライヤーからガラガラと音がする…

事故を未然に防止できる
事故に繋がる
不具合を見落とさない

クレーム…？ 事故の危険性がある…？

念のためSAFE-Liteで検索すると、
同じような状況で火災が発生したという事故が見つかった！

お客様に商品を送付してもらうべきか検討しよう！
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SAFE-Liteの活用



活用場面 活用方法

カスタマーサポート
➢ 製品を送付してもらうかなどの判断材料
➢ お客様から製品の問い合わせ対応
➢ 店舗での相談ツール

販売促進

➢ 製品の買い替えの提案
（買替キャンペーン時のアピール、
お客様にきっかけを与えるツール）

➢ 店舗内にチラシ配置・ポスター貼付

フィードバック
➢ 従業員の研修（製品知識の向上や製品
故障原因確認、ロールプレイのツール）

【SAFE-Lite活用想定】
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SAFE-Liteの活用
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◆ SAFE-Proのご利用申請はこちらから
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-pro.html

最後に

◆ SAFE-Liteのご利用はこちらから
https://safe-lite.nite.go.jp/

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-pro.html
https://safe-lite.nite.go.jp/
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◆ SAFE-Proの事業連携ページを公開（2022年12月）
https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-pro_renkei.html

最後に

事業連携・推薦者の声への掲載、お気軽にお声掛けください！

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-pro_renkei.html


ご清聴ありがとうございました

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