2020年度 SEAJ 活動成果報告
SEAJ では、毎年専門委員会の活動成果報告会を開催し、全13委員会による活動の発表と質疑応答、理事・監事
による表彰を実施しております。昨年5月（2019年度報告）は新型コロナの影響により中止となり、会報170号にて
報告のみの掲載となりました。今回は5月12日に WEB 方式にて無事に開催致しましたが、昨年と同様に各委員会
の活動内容をしっかりと会報に掲載し、会員が読めるようにして欲しいとのご要望を多数頂戴しました。2020年度
の活動を改めてレポートとして作成いただきましたので、掲載いたします。

2020年度 SEAJ 活動成果報告

【半導体調査統計専門委員会】
当委員会について

セミナー、また web での記者発表会開催など、SEAJ 事務

当委員会は半導体製造装置の販売統計を行い、会員、関

局皆様のご尽力により、活動の質を落とすことなく無事例

係者に対し毎月円滑に統計レポートを発行すること、また

年通りの活動内容を継続することができました（呑み好き

半導体製造装置市場に関する需要予測を行い、それらを対

が集まる委員メンバーでの懇親会が一度も開催できなかっ

外的に発表することを主な活動テーマにしています。現在

たことは非常に残念でしたが）。活動方式は大きく変わりま

の委員会メンバーは、荏原製作所、キヤノンアネルバ、ア

したが、2020年度の委員会活動リソースについても、昨年

ルバック、キヤノン、SCREEN セミコンダクターソリュー

度同様、年間400時間人余と充実した活動になりました。

シ ョ ン ズ、 東 京 エ レ ク ト ロ ン、 ニ コ ン、KOKUSAI
ELECTRIC、日立ハイテク、ヤマハロボティクスホールディ
ングス、東京精密、アドバンテスト、ディスコ、の計13社
で構成されています。

活動のメインイベント半導体製造装置市場需要予測策定と
記者発表会
当委員会で算出する半導体製
造装置需要予測数値については、

予期せぬ COVID︲19により

年 二 回（7月、1月 ） 記 者 発 表 会

当 委 員 会 は、 例 年 で す と 原 則 毎 月 全 委 員 メ ン バ ー が

を開催し、その内容は日本経済

SEAJ 事務局に集まり、半導体、及び半導体製造装置の市

新聞や電子デバイス産業新聞な

場動向について活発なディスカッションを行って参りまし

ど複数の大手メディアにも取り

たが、本年度初頭に COVID-19が発生し、予期せず1年に渡

上げられるため、毎回真剣な議

り活動に大きな制約を受けました。しかし web 会議や web

論を繰り広げます。そのプロセ

吉川委員長

記者発表会（2021年1月14日）
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スは、マクロ経済の動向、半導体を搭載する電子機器の動向、

は外部講師をお招きし、7月は OMDIA の南川氏より「2020

半導体販売動向、メモリの価格動向、半導体メーカーの業

年以降のエレクトロニクス産業を牽引する５G とデータセ

績および設備投資動向などを多角的にとらえ、数値を作り

ンター」の題目で、主にコロナ禍における生活スタイルの

こんでいます。例年ですと各種データから、ある程度の動

変化と半導体市場の関係について解説をいただきました。1

向を掴む事ができていたのですが、本年度は COVID-19や

月は野村證券の和田木氏による「半導体の市場動向」でし

米中貿易摩擦などの不確定要素により、3ヶ月先の状況も予

たが、コロナ禍にあっても半導体の好調は変わらずスーパー

想がつきません。2年先までを予測するという我々の活動は

サイクルは今後も継続するとの力強いメッセージをいただ

非常に困難を極めましたが、議論を通じ本年度想定される

きました。後半の需要予測セミナーに関しては委員が持ち

リスク等を勘案し精緻な予測を算出しました。しかしその

回りで講師をし、それら数値に至った背景を解説しました。

後の SEAJ 幹部会での議論において、それらリスクよりも

本年度はコロナ禍により、換気・検温・消毒液常備・机１

半導体特需の更なる強い想定を予見し上方修正。結果とし

名着席などを徹底しての開催となりましたが、会員企業／

てその数値にほぼ近い実績となりました。

一般より有料参加が各回共に25名ほどあり、例年通り活発

2020年度需要予測：23,330億円、2020年度実績：23,835億
円

→誤差 +2.2％ （予測目標：±５％）

本年度の主な活動
当委員会では、需要予測の発表以外にも、日本製装置の
ポジショニングアップに向けて様々な情報収集や情報発信
に関する活動を行っていますが、下記にてそれらのいくつ
かをご紹介致します。
①

情報収集：外部識者との情報交換会

な質疑応答があり盛況でした。
④

情報発信：統計配信サービス
半導体製造装置に関する販売統計は毎月滞ることなく発

行し、本年度も大手証券会社や銀行などの金融機関を中心
に14社にご利用いただきました。
半導体製造装置需要の見通しと今後の活動
2020年度は COVID-19や米中貿易摩擦の激化により世の
中が大きく変化する年となりましたが、それらを通じて、

毎年2回外部の識者を招聘しての情報交換会を行い分析力

半導体というもの自体が世の中から大きく注目される年で

の強化を図っています。本年度は8月と3月にここ数年来の

もありました。日本の半導体産業はシェアの低下が叫ばれ

半導体牽引アプリケーションであるデータセンター投資の

て久しいですが、それらを支える我々半導体製造装置産業

動向知識を深めるべく、UBS 証券の安井氏にご登壇いただ

の世界における重要性は年々高まってきています。そのよ

きました。元々のテーマはそれぞれ『データセンター投資

うな社会の期待に応え、会員各企業が今後の動向を予測し、

は復活する』及び『データセンター投資拡大を期待する』

様々な事業計画を立てる上での基礎データとして、当委員

でしたが、COVID-19の影響が色濃く出ている時期と重なっ

会が有益な情報提供を行っていけるよう、2021年度もエレ

たこともあり、半導体市況に関する最新の動きや今後の見

クトロニクス業界の動向、半導体デバイスの動向、半導体

通しについても広く見解をいただき、当委員会の需要予測

製造装置の動向を様々な観点から見極めていく所存です。

の精度向上に繋がる多くの知見を提供いただきました。

引き続き半導体製造装置産業の再興と国際市場への展開を

②

委員会としてサポートし、日本製半導体製造装置のポジショ

情報収集：SEMI との合同会議
半導体製造装置の世界規模統計の精度維持と市場意見交

ニングアップに寄与していきたいと考えています。

換を目的に、お互いの課題や統計手法を共有し理解を深め

最後に、本年度は当委員会活動に対して長年貢献してい

ています。例年ですと Semicon West/Japan 開催時に併せ

ただいた複数の委員メンバーの交代が有りました。しかし

現地で直接対話を行ってきましたが、本年度は12月の web

ながらコロナ禍の長期化により、長年の功績をたたえる事

開催となり、統計参加企業リスト、需要予測データの交換

もできず、大変心苦しい限りでした。当紙面にて感謝の意

を 行 い ま し た。SEMI の Clark Tseng 氏 か ら は Semicon

を表させていただきます。

Japan 2020「Market Symposium」での発表内容について
詳細解説をいただきました。
③

情報発信：マーケット情報セミナー

半導体調査統計専門委員会
すずき

鈴木

ともあき

2020年度副委員長

友昭（株式会社ディスコ）

本年度も例年通り二回のセミナーを実施しました。前半
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【FPD 調査統計専門委員会】
■はじめに

需要予測中間見直し会議： 2月（発表： 3月）

FPD 調査統計専門委員会では、日本製フラットパネル
ディスプレイ (FPD) 製造装置の需要予測を行い、会員各社

のスケジュールで行い、
各会議では、

のマーケットシェアアップ、競争力アップの為に活用頂く

・統計参加会員企業21社による毎月の販売統計

情報を提供することを目的として活動しています。

・外部アナリストからの市場 ･ 技術動向

当委員会は、7社（日新イオン機器、東京エレクトロン、

・当委員会で作成したパネルメーカの投資見込（3ヵ年）

ア ル バ ッ ク、 キ ヤ ノ ン、 エ ス ケ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス、

等を基に議論の上、3ヵ年の年度毎の販売額の予測を作成し

SCREEN ファインテックソリューションズ、ニコン）の委

ました。

員で構成され、年4回に開催する委員会において予測・見直

FPD 製造装置が取り扱う矩形基板は透明ガラスが使われ

しを行っており、作成された予測値は、会員各社へ年4回発

ており、基板サイズはテレビなどの大型ディスプレイ用で

表され、また年2回開催する記者発表会およびマーケット情

最大2940x3370mm、スマートフォンなどの中小型ディスプ

報セミナーにおいては会員外部へも発表しています。

レイ用で1500x1850mm と大きなものであり、装置の重量で

FPD 製造装置は、テレビ、ノート PC、タブレット、スマー

は100t 級の装置も数多く存在することから製造にかかる期

トフォン、車載モニタやスマートウォッチなどに搭載され

間が非常に長くなっています。このため、各製造メーカの

る液晶や有機 EL の薄型ディスプレイの製造に使用されて

受注から販売（あるいは売上）までの期間も長くなっており、

おり、日本製 FPD 製造装置が多数販売されています。

現時点では、FPD 関連製品と FPD 製造装置と販売の関連
が明確ではありません。委員会での3ヵ年の長期予測には、

■2020年度成果報告

パネルメーカの将来の投資情報を改めて見直し、予測のベー

1） 需要予測の活動

スとして活用しています。

当委員会は、SEAJ で集計している毎月の受注・販売額
等と外部アナリストによる最新市場情報を基に、委員会に
おいて3年先の需要予測を議論した後、幹部会において審議・

2） 販売実績
日本製 FPD 製造装置の需要は、過去18年度に5,000億円

承認された上で発表しています。

を超え、過去最高を記録しました。翌年19年度はメーカの

年4回の委員会は、

G6設備投資の落ち着きにより減少傾向が見られ、20年度も

需要予測会議： 5月（発表：7月）

同様の結果となりました。販売先としては、中国の投資が

需要予測中間見直し会議： 8月（発表：10月）

増加しており、近年では全体の70% 以上を占めています。

需要予測会議：11月（発表：1月）
20年度
5月22日
需要予測会議

見直し

7月2日
記者発表

8月28日
中間見直し
会議

見直し

10月9日
見直し]発表

11月20日
需要予測会議

維持

1月14日
記者発表

2月26日
中間見直し
会議

3月11日
見直し
発表

見直し

2020年度需要予測の経緯
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3） 需要予測の結果

ぞれ4,800億円、5,000億円と予測しました。

20年度の委員会では、5月に5,020億円の予想を立てまし
たが、新型コロナウイルスの影響により、会員からの販売

4） 対外発表

集計が大幅に下回っていたこと、中国への立ち上げ人員派

当委員会は、7月と1月に記者発表会ならびにマーケット

遣の見通しが不透明であることから８月に大幅な下方修正

情報セミナーにて、FPD 製造装置の需要予測、販売額の地

をかけ、11月、2月の見直しを経て会員向け予測で年間4,100

域別推移や FPD 業界の動向などの情報を発信しています。

億円を予測しました。結果は販売額4,638億円、予測誤差：

1月14日の記者発表会（WEB 開催）、また翌日のマーケッ

+11.3％となりました。2月以降の販売については、中国パ

ト情報セミナー（WEB 開催）では、従来と変わらない数の

ネルメーカ、日本製造装置各社の努力による出荷・立ち上

参加を頂き、コロナ禍においても FPD 業界への関心の高さ

げが進展し、予測を上回る要因になったと委員会では考え

が伺えました。

ています。
21年度については21年7月発表値となりますが、一定量の

■おわりに

G6設備投資が見込めること、また、LCD パネル価格上昇に

FPD 調査統計専門委員会は、これからも様々な市場動向

よる既存工場への設備増強投資が見込めることから4,700億

や技術動向を基に、より正確な需要予測を目指し、取り組

円と予測しました。22年度、23年度については投資が不透

んで行きます。

明 で は あ る も の の、 新 し い パ ネ ル 製 造 技 術 と し て QD-

たきした

たかよし

OLED や LTPO、インクジェット等が採用され、日本製

FPD 調査統計専門委員会

FPD 製造装置のシェア増が期待できることを考慮し、それ

（株式会社 SCREEN ファインテックソリューションズ）

2020年度委員長

滝下

隆義

単位：百万円

FPD 製造装置の四半期販売実績

FPD 製造装置

需要予測（2021年1月）
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【広報専門委員会】
広報専門委員会は、8名という少数精鋭の委員会で、日々

優秀賞

連載の開始、内容の拡充をはかり、一部は抜粋して、ホー
ムページに掲載しました。ホームページのアクセスですが、

活動を行っています。
本年度の「活動テーマ」は、SEAJ ジャーナルの発行と、

ページビュー数はアップ、平均滞在時間もアップ、直帰率

ホームページを中心としたその他情報発信です。なお、本

は低下しました。また、コロナに打ち勝つ！「半導体」企

報告会において、優秀賞を頂きました。関係される方々に

画を、ジャーナルに掲載しました。
「自己評価、課題」については、以上のことから達成度は

は感謝申し上げます。
広報専門委員会：高橋 稔幸

活動ゴールと活動領域
・ホームページ（HP)全面改訂
2020年4月運用開始
・SEAJジャーナル 第169号～172号発刊
半導体・FPD新連載企画を掲載する
・新型コロナへの対応

今回活動内容（詳細）、達成基準
・ホームページ（HP)全面改訂
①安全性の向上：Webのデータ転送が、常時暗号化
②レスポンシブルデザイン：
スマホ・タブレット利用者が快適に閲覧可能
③新規ユーザーにもわかりやすいページ作成：
セミナー/講演会、申請書等を探しやすく改編

・SEAJジャーナル 第169号～172号発刊
①市場動向、海外の情報をレポート
②新連載（半導体・FPD新企画）
③コロナ禍に即した企画と発刊対応

活動期間と使用したリソース
・2020年4月～2021年3月
専門委員会 ： 90時間

100％とさせて頂きました。ホームページの全面改訂が完了
し、アクセス状況も良好です。また、コロナ禍でも、会報
の質・ページ数は堅持しております。
ホームページの取り組みについて、少しお話をします。

活動成果
・ジャーナル新連載/拡充
・HPアクセス
ページビュー数 アップ
平均滞在時間 アップ
直帰率 低下
・コロナに打ち克つ！「半導体」企画

旧 HPデザイン ～2020年3月
長年慣れ親しんだだけに愛着もありましたが

自己評価、課題
達成度100％
・HP全面改訂・アクセス状況も良好
・コロナ禍でも会報の質・ページ数は堅持

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

活動テーマ：SEAJ ジャーナル発行、その他情報発信（HP）
まず「活動ゴールと活動領域」ですが、ホームページの

課題解決を狙い

全面改訂が行われ、2020年4月より運用を開始しました。も
う一つは SEAJ ジャーナルの発刊（第169号から第172号）
です。また、昨今の状況をふまえて、新型コロナへの対応
も追加しました。

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

旧ホームページデザインは、長年慣れ親しんだだけに愛

次に「今回活動内容（詳細）
、達成基準」ですが、ホーム

着もありましたが、デザインの老朽化（現在のホームペー

ページが全面改訂されたので、一番目には安全性の向上で、

ジは2006年～）、ハード / ソフトの老朽化、ホームページが

Web のデータ転送が、常時暗号化されるようにしました。

完全にダウンするリスク、セキュリティーリスク（情報漏

二番目はレスポンシブルデザインで、スマホ・タブレット

洩リスク、サイバー攻撃等）、レスポンシブデザインの必要

利用者が快適に閲覧可能になることを目指しました。三番

性（スマホ対応・学生啓蒙には必須）、動画対応、SEO 対策：

目は新規ユーザーにもわかりやすいページ作成ということ

Search Engine Optimization（B to B で、どこまで必要？）
、

で、セミナー・講演会、申込書等を探しやすいように改編

外国語対応の充実化はどこまで、公共性、中立性の維持、

しました。

費用対効果、実施時期、会員企業、ステークホルダーにとっ

SEAJ ジャーナルは、第169号から172号を発刊しました。

て必要な情報は網羅されているか、東京近郊以外の会員企

主な内容・取り組みとしては、一番目に市場動向、海外の

業への情報サービス、産業界におけるプレゼンス向上への

情報をレポートしました。二番目は新連載として、半導体

貢献、学生採用、学生への啓蒙への貢献、新規会員（潜在

及び FPD について、新企画を連載しました。三番目には、

候補企業）へのアピールなどの課題解決を狙い、2020年4月

コロナ禍に即した企画を扱う記事を連載しました。

1日より、新ホームページデザインに変わりました。

「活動期間と使用したリソース」ですが、期間は2020年4
月から2021年3月までで、時間は専門委員会で90時間と、効
率よく活動出来ました。
「活動成果」としては、SEAJ ジャーナルについては、新
46
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トップページは非常にスッキリしており、スマホでも快
適に見ることが出来ます。
「SEAJ 令和3年賀詞交換会」はコロナで中止となりまし
たが、会長、経済産業省などの新年ご挨拶動画を撮影し、ホー
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HPリニューアル結果

新 HPデザイン 2020年4月1日～

2019年4月（リニューアル前） vs 2020年4月（リニューアル後）

・その直後、2020年4月7日～5月25日まで、「緊急事態宣言」発令
・旧版HP仕様では、在宅勤務での更新が難しく、その意味でも貢献大

スッキリしたトップページ

スマホでも快適に！

2019年4月
（リニューアル前）
2020年4月
（リニューアル後）

変化

ページビュー数

1訪問につき見られた
平均ページ数

直帰率

13,318

1.4

58.61%

39,468

3.4

40.28%

+196.3%

+2.0

▲18.33%

 ページビュー数：196％アップ
リニューアルによって、SEO(注1)、ウェブ中の回遊率が向上

 1訪問につき見られた平均ページ数：増加
コンテンツの見直しの成果

 直帰率(注2)：18.33％減（＝改善）
ナビゲーション・コンテンツの見直しにより、ウェブ中に留まり、様々なページを回遊
足元では学生向けページの閲覧も増加中

注１：SEO（検索エンジン最適化: Search Engine Optimization)
注2：直帰率（最初にアクセスしたページしか見られなかったセッションの割合）

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

ムページのトップページにバナーを添付することで、さら

「半導体業界展望」として、アナリストによる業界見通し
を、みずほ証券にお願いしました。

に多くの方の目に届くよう工夫しました。
ホームページのリニューアル結果ですが、ページビュー

「新連載」としては、
「半導体で実現する自動車の現状と

数は196％アップ、1訪問につき見られた平均ページ数は増

未来」（ミライズテクノロジーズ）、「ディスプレイデバイス

加、直帰率は約18％減少しております。アクセスの多いペー

の戦国絵巻」（サークルクロスコーポレーション）
、
「ベトナ

ジの変化ですが、ほかのページにも回遊し、まんべんなく

ムからの現地滞在記レポート」
（日本通運）を掲載しました。
「新型コロナ対応」では、
「コロナに打ち克つ半導体」と

見てもらえるようになりました。
もう一つの活動成果としては、SEAJ ジャーナルの連載

銘 打 っ て、 セ ミ コ ン ジ ャ パ ン2020バ ー チ ャ ル 出 展 特 集、
SEAJ 大学・学会プロジェクト活動（SEAJ 大学プロジェク

企画記事の充実です。

ト）
、アフターコロナアンケート（SEAJ 運営委員会）を掲
載しました。
2020年2月より、表紙のデザインも一新し、黒を基調にキ
レのあるデザインに変更しております。
これらの連載は、新ホームページへの連携を強化して、
学生に対する業界周知及びアピールも引き続き図って行き
たいと思います。

活動成果： 連載企画記事の充実
半導体業界展望
「新連載」

コロナに打ち克つ！『半導体』

アナリストによる業界見通し（みずほ証券）

・半導体で実現する自動車の現状と未来 （ミライズテクノロジーズ）
・ディスプレイデバイスの戦国絵巻（サークルクロスコーポレーション）
・ベトナムからの現地滞在記レポート（日本通運）

「新型コロナ対応」

・コロナに打ち克つ！「半導体」(9月・12月号)
-2019年成果報告：13委員会すべての活動報告掲載
5月成果報告会中止に対応：26ページを使った挑戦

-各社対策事例の共有：アフターコロナアンケート
-セミコンジャパン2020：各社バーチャル出展紹介
Sem iconductor Equipm ent Association of Japan
2020/11/30

13:42:05

広報専門委員会

委員長

たかはし

高橋

としゆき

稔幸

（日本電子株式会社）
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【貿易専門委員会】
今回の報告において活動テーマ「装置・部品を輸出する

優秀賞

活動内容の紹介

際の諸課題の解決をサポート」に対する高い評価を頂いた
ことに感謝いたします。
継続しているセミナーはいずれも会員企業の関心の高い
テーマ講習ばかりです。
会員企業内での二次利用への便宜を考慮した資料配信と、
セミナー参加者の大勢から頂いた事後アンケートに「有意
義」として回答された点が、評価されたと認識しています。
コロナ禍における活動対策として導入された WEB 開催
に対しても、地方からの参加者が増えたこと。ルール変更
への対応や逼迫する運輸情報のアップデートが会員企業の
皆様に有効な情報として提供できたことは、貿易専門委員
会のメンバー全員の励みにもなりました。

日時：2020年12月15日（火）15:00～17:00
講師：安全保障貿易情報センター（CISTEC）

自己評価としては、Covid-19感染対策で講習会参加者の
減少を想定していましたが、先にも記しましたとおり WEB
講習会の導入により前年度174人の参加を大きく上回る428
名（アンケート回収215件中「有意義」回答93％）以上の参
画を得ることができました。
また情報共有の拡大が図れ contents 提供も会員から教育

布野主任研究員
TEXT Contents
「安全保障輸出管理について」は頁数：67頁→事前アン
ケートを盛り込んだ新版です。
日本真空工業会（JVIA）と合同でオンライン開催を行い
ました。

展開に好評を得ている反面で、今後の WEB 開催における

初の Zoom web 形式開催で事前申し込みは270名と参加

リアリティ感や Contents 提供許諾の整理が課題となってい

地域ともに例年より大幅に増加しましたが、ネット接続設

ます。

定に問題があり冒頭15分間程聴講できない受講者が47名に
及んだため、CISTEC 側と交渉し後日に対象者限定で再放
映を行いました。
教材も HP にて会員提供した結果、アンケートの評価分
析では聴講不具合以外の方すべてが「意義があった」とさ
れており内容も経験10年：5年：1年未満と別にみても好意
的な意見を多数得ました。
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日時：2021年2月10日（水）15:00～17:00
講師：日本通運株式会社

以下は貿易専門委員会での各種討議抜粋です。
①第146回

2020年 6月16日（火） 15：00～16：30

（航空事業支店） 及川委員 / 鈴木様

活動内容再検討で従来形式の開催できない場合を踏まえて

（海運事業支店） 小山様

アンケートによる質問回答を作成し HP へ掲載する案や講
義ビデオ等のコンテンツを作成し会員に配布する等の今ま

TEXT Contents
「中国の貿易及び物流諸事情に関する講習会」は頁数：74
頁→コロナ影響分析を追加版です。
講師は日本通運株式会社さまのご厚意で今回8回目を迎え
る人気のセミナーです。
従来２回に分けて開催していましたが、今回は事前にア

でにない利便性の検討を行った。
②第147回

2020年10月16日（金） 15：00～17：00

8月度の委員会と10月度視察計画は緊急事態宣言などもあり
中止。
今後の方針として会員の関心が高い講習会に注力すること

ンケート調査した内容を盛り込んだ初級・中級を同日に

に修正決定。

WEB 開催で行いました。

・12月 - 安全保障貿易 ・2月 - 中国貿易講習会 ・3月 - 危険物

アンケート評価分析でも有意義とされた方が多く、参加

輸送講習会。

４回以上の方を踏む複数回参加の方や初回参加のか方から

③第148回 2020年12月15日（火） 13：00～14：00

も貴重な意見をいただいています。

2月の中国貿易講習会の構成を検討し、事前アンケートで講
師への質問 / 事例確認を講義内容に反映する方向で進める
決定。
「安全保障貿易説明会」では講習資料を掲載する事で参加会
員の利便性を向上させた。
④第149回 2021年 2月10日（水） 13：00～14：00
3月の危険物輸送講習会の構成を検討。前回までは日本通運
様に講習を依頼していたが、今回は大きな規定変更もあり、
荷主（参加会員）の意識を更に高めるため JACIS に講師派
遣依頼を決定。
年４回程度の集まりで限られた時間内ですが、参加会員
の利便性を考えた運営や工夫を話しあっています。

日時：2021年3月15日（水）15:00～17:00

平時には堅苦しい委員会という印象がありそうですが、

講師：一般社団法人 航空危険物安全輸送協会

貿易専門委員会に参加頂いているメンバーは、緊急時はも

主任研究員 / IDGA 代表 久保山様

ちろん平時においても半導体・FPD 製造装置に関わる貿易

TEXT Contents ( 他講習と同様に許可を得て会員に教育資

の問題や課題に取組んでおります。各々の企業にある事情

材提供 )

や経緯を尊重しながら、垣根を越えてベストな解を導ける

・「2021年航空危険物の輸送規則について」は頁数：60頁→

様にざっくばらんな雰囲気の中で討議会話をしております。

事前打合わせによる新版です。
・「 危 険 物 の 分 類、 定 義 及 び 判 定 基 準 サ マ リ ー (IATA /
DGR 第3 章 )

2021年版」

今回の報告会で知り得た他の運営委員会活動やニーズと
方向性を組み込みながら、半導体・FPD 製造装置に関わる

IATA 航空危険物規則書第62版 (2021年版 ) の学習を目的

全ての貿易関連に関する障害を低減していく価値情報を提

に荷主の教育訓練要求など大きな改定年であることも踏ま

供することを、理事会とも連携しながら会員企業に情報共

え JACIS( 航空危険物安全輸送協会 ) から講師をお迎えして

有をしていける様に参加メンバー全員で努めていきたいと

他の開催と同じくウェビナーで開催をいたしました。

思います。

専門性の高い分野でもありアンケートの意見では各経験
年数の違いはあっても講習資料の細かい説明を求める内容
が多く会員各社それぞれに問題意識をもって参加されてい

貿易専門委員会

2020年度委員長

たにざわ

谷澤

みつまさ

光正

（株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ）

ると実感しました。
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【ウェーハプロセス専門委員会】
委員会活動に関して
2020年度に引き続き、半導体製造装置業界の競争力アッ
プを目指し、半導体製造装置（プロセス装置、計測、装置
コンポーネント）メーカ22社23名が集まり、隔月開催で全4
回の委員会を開催した。委員会活動は、継続・定点観測と
して半導体デバイスロードマップおよび技術変化点の抽出
を行い、製造装置メーカでの Biz 機会を議論してきた。

活動テーマ：半導体製造装置技術の調査・研究

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

ウェーハプロセス専門委員会 2021.05.12

活動ゴールと活動領域
•
•

参加企業の競争力アップ
半導体製造装置産業 再興

活動期間と使用したリソース
•
•

期間：’20年/4月～’2１年/3月 22名隔月4回
リソース：140 時間＋¥86,850円（調査費）

•

ロードマップ・技術変化点の抽出、
SEAJ、委員会内での議論（発表・報告6件）

今回活動内容（詳細）、達成基準
活動内容
•

異分野・周辺技術を各種講演開催で吸収

•

装置関連技術の講演会実施・ヒアリング

•

SPEセクタ、技術トレンドの俯瞰

•

ロードマップ・技術変化点の抽出・理解

•

卓越技術を持つ各社より発表・議論

達成基準

活動成果

VLSI2020聴講報告

TEL 大藤

米中摩擦について

SEAJ 小林様

中国SPEメーカ競争力調査

SEAJ 杉坂様

東レEの装置・技術紹介、MicroLED

東レE 船橋委員

ADMETA PLUS聴講・発表

TEL 早川

IEDM2020聴講報告

HORIBA 藤井委員

自己評価、課題

•

各種講演会の実施

•

ロードマップ、技術変化点のアップデート

「90/100点」

各種講演会の開催は困難、委員会
内で発表・報告・議論して、技術変化点（環境技術の
顕在化等）抽出を実施。今後、オンライン環境をさらに
有効活用できる会議形態を検討・改善していく

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

図１：SEAJ 成果報告会より

図２：デバイスロードマップ、ADMETA 発表資料より
その中でウェーハプロセス技術として注目すべき技術は、
SPIE2019で発表された無機レジスト（CVD 成膜によるレ
ジスト材料、SnOx 等）の市場への導入である。SPIE2019
を皮切りに当該技術は学会発表を行われているのと並行し、
既存技術の延長である塗布型無機レジストと共に先端デバ
イスメーカにより導入評価が行われている。既存技術（塗
布材料、塗布・現像装置等）からの変革技術の一つとして
考えられる。
昨年度からの新たな潮流として、環境技術への高まりを
示す発表が増加してきている。半導体技術を用いて電子機
器産業への貢献、環境負荷低減は進められているが、2020

今年度はコロナ禍の中で、有力学会はオンライン形式開

年度の VLSI Symposium、IEDM にて imec から図３に示

催が多く、時差の問題は多少あるが聴講参加することの障

す様に、各技術ノード別のデバイス製造時における環境技

壁は下がる傾向であり、各カンファレンス、ワークショッ

術 へ の 負 荷 が 発 表 さ れ た。 詳 細 は IEDM“41.4 DTCO

プの参加人数自体は増える方向であった。当委員会メンバ

Including Sustainability: Power-Area-Cost-Environment

（藤井委員）も SEAJ からの技術調査目的でデバイス技術の

Score (PPACE) Analysis for Logic Technologies (Invited)

国際学会、IEDM2020を聴講し委員会内で発表・議論を実

を参照のこと。デバイスの進化軸として PPAC を追求して

施した。その他、図１に示す様に、市場・技術動向把握の

き て い た が、 新 た に ＋ E と し て 環 境 負 荷 指 数 を 加 え た

ため外部講師、SEAJ メンバからのご講演をいただき市場、

PPACE を提唱している。トランジスタあたりの性能、
密度、

競争環境、技術動向の理解を深めた。

コスト指数に加えて、デバイス製造時の電力、純水使用量

ロードマップおよび技術変化点の抽出

について試算、そのまとめとして iN3（Industry N2相当）

図２に示すデバイス技術ロードマップの通り、微細化の
王道である露光寸法の縮小、EUV 技術の導入は進み、量産
およびその適用工程が拡大してきている。その際に必要な
技術は LER/LWR やパターン倒壊など欠陥密度の低減がす
すめられ、さらなる生産性改善としてペリクル技術開発、
レジスト材料の継続改善（感度向上等）を並行して行われ
ている。また、2026年からの High NA EUV 世代をにらみ
必要技術の準備は着々と各社で進められている。

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

図 3：IEDM2020 imec 発表資料より
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までは、飽和曲線に近づくもこれらの指数は改善していく

まとめ：ウェーハプロセス専門委員会の活動

見込みである。加えて、
製造時の使用ガス量を GWP（Global

2020年度ウェーハプロセス専門委員会

Warming Potential）視点から評価し、SF6、NF3が2大寄
与材料と指摘した。

2021.05.12

社名

EUV 技術の量産導入に加え、CVD 無機レジスト材料の

1

氏名

早川 崇

東京エレクトロン㈱

12

社名

氏名

㈱SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

荒木 浩之

導入検討に加え、デバイス製造時における PPAC ＋ E とし

2
3

㈱日立ハイテク

甲斐 美臣

13

東京計装㈱

木村 義雄

て環境技術への取組が重要になるが、プロセス技術に求め

4

㈱アドバンテスト

瀧澤 昌弘

14

東レエンジニアリング㈱

船橋 孝典

5

アプライドマテリアルズ
ジャパン㈱

越澤

武仁

15

㈱ニコン

青山 肇

6

㈱アルバック

岩澤 宏明

16

日新イオン機器㈱

鈴木 良守

7

㈱荏原製作所

濵田 聡美

17

日本エー･エス･エム㈱

村松 論

8

オルガノ㈱

二ツ木 高志

18

㈱ニューフレアテクノロジー

水島 一郎

られている技術変化点を図４にまとめた。

ロードマップ、技術変化点のアップデート
ウェーハプロセス専門委員会 2021.05.12

2020
Logic Foundry
DRAM

128 L

パターニング技術

2022

N5
1z

3D NAND

2021

2023

2024

N3
1a
1xx L

1b

2025
N2

3xx L

ALD、Epi (nanosheet, 3D DRAM対応）、新チャネル（2D、IGZO）

不純物導入技術

さらなる高エネルギー化、先端メモリでの新たな高電流ニーズ

洗浄技術

難エッチング材料加工、ALE、自己整合エッチング、高精度マスク加工
パターン倒壊防止、超臨界洗浄、環境技術対応（Hot DIWの削減）

BEOL成膜技術

選択成膜、Cu代替材料、Subtractive Scheme対応、低温成膜（E-Memory対応）

CMP技術

研磨精度向上 ⇒ ナノ砥粒研磨（生産性劣化、残留スラリー後処理への対応）

検査・計測技術

キヤノン㈱

平井 真一郎

19

野村マイクロ･サイエンス㈱

堀 徹

キヤノンアネルバ㈱

柴垣 真果

20

㈱堀場エステック

藤井 哲雄

11

芝浦メカトロニクス㈱

永原 聖万

21

水戸工業㈱

今井 基勝

22

リオン㈱

近藤 郁

SEAJ事務局 : 星野 栄一、後藤たまき

n+3

EUV量産対応、High-NA開発（材料、生産性）、Stochastic、Dry Resist

FEOL成膜技術
エッチング技術

9
10

n+3

1c
2xx L

秋元 敏和

高速多点計測、広視野検査、深穴検査、オンサイト評価（Fab POU)

開発ニーズ：縦型構造（3D DRAM、CFET）、後工程（裏面配線、Chiplet等）
PPACE（Power, Performance, Area, Cost, Environment）、環境技術の重要性顕在化
Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

図 4：ロードマップ、技術変化点、成果報告会資料より
既存プロセス要素技術のチャレンジは、さらなる均一性、

コロナ禍に応じた活動 ⇒ オンラインによる議論、学会・シンポジウム聴講報告等
Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

委員会活動は、市場・技術動向の把握をし、ロードマップ、
技術変化点の抽出、そのチャレンジ＝委員会メンバの Biz
機会を深耕することが主目的である。昨今の半導体不足に
始まり、半導体の重要性をうたう記事、投稿等が見受けら
れるが“何をいまさら。。。”と感じている。委員会活動は常
に半導体産業への貢献をはかり、継続した参画企業の成長
シナリオの一助になる様に主目的を忘れず活動していく。
最後に講演・議論の機会をいただいた講師・委員の皆様、

洗浄度、選択性の追求となるが、その厳しい要求値・要求

ウェーハプロセス専門委員会メンバ、また事務局の皆様の

精度を満たし、半導体デバイスの微細化に貢献していく。

ご協力に感謝いたします。

それに加えて本格的な新規デバイス構造の取込みが始まっ
ている。

ウェーハプロセス専門委員会



縦型構造

：3D DRAM、CFET



後工程

：裏面配線、Chiplet 化

2020年度委員長

は や か わ たかし

早川 崇

（東京エレクトロン株式会社）

横方向（2D）微細化の限界を超えるべく、3D NAND と
同様に積層技術に解を求める3D DRAM、PPAC 指数を実
現する CFET、裏面配線技術の検討が進んできており、2D
材料を含めて数多くの論文・発表が行われている。また、
生産性、微細化・性能向上の実現に向けた Chiplet 化の動
きは加速してきており、ウェーハプロセスに求められる開
発要素は多様化していく。Cu-Cu 接続、ウェーハ薄膜化、
裏面・ベベル洗浄度、後工程での高精度アライメント技術
などが技術変化点として抽出されてきており、今後の委員
会活動にて招待講演を交えて議論していく予定です。
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【リソグラフィ専門委員会】
リソグラフィ専門委員会の活動状況

講演会の概要 講演会のテーマと講演者（候補）

当専門委員会は、装置メーカ、部品メーカ、材料メーカ

テーマ／内容

講演者(候補)

講演時期

実施状況

等11社の委員で構成されており、SEAJ 技術部会の傘下で

デジタルスキャナ

ニコン (seaj会員）
渡邊 陽司様

21年3月

21年3月24日実施済み

活動を行っています。

半導体デザイン（DTCO/シミュレーション活用）

Synopsys 田岡様

来年度

7月以降で検討中

HT PSM（高NA EUV露光対応）

HOYA

来年度

社内調整中
早くて3月以降

APMI（EUVマスク検査装置）

レーザーテック

来年度

今年度は無理
(PMJ(4月)講演予定)

下表に昨年度の活動内容、成果および自己評価をまとめ
ました。

活動テーマ：リソグラフィの最新の技術動向の調査・研究
リソグラフィ専門委員会：笠間邦彦

活動ゴールと活動領域
ゴール：競争力アップ
領域：半導体装置業界再興

活動期間と使用したリソース

2020年5月~2021年4月、11社のべ60時間
現金支出：191,487円(SPIE調査費 48,381円、技術講演会

Teamsオペレータ費 117,975円、講師謝金 25,131円

活動成果

今回活動内容（詳細）、達成基準

・講演会：2件 (1回開催)

【活動内容】
・ 学会、IRDS等からリソ技術動向の情報
を収集し、報告・共有を行う。
・ 最新のリソ技術やデバイス毎の技術の
講演会の開催を通じて、最新情報を会
員に提供し、議論する場を設ける。

Deep UV光マスクレス露光装置 (ニコン*)
EUV新規主鎖切断レジスト (日本ゼオン)
*SEAJの会員企業のプレゼンス向上に寄与

[20/40点]

[来年度]：半導体ﾃﾞｻﾞｲﾝ (日本ｼﾉﾌﾟｼｽ）、Multi-Mask Writer（ﾆｭｰﾌﾚｱ*),
Actinic Mask Inspection(ﾚｰｻﾞｰﾃｯｸ), EUV HT PSM（HOYA）等

・国際会議/学会報告会：8件開催

[30/30点]

(BACUS, EUVLｼﾝﾎﾟ, EUV Source, IEDM, ITF, SPIE)

・報告書：資料合計6点 [25/30点]

【達成基準】

（委員会専用グループウェアに登録）

・ リソ、デバイス動向講演会を年間3件、
学会報告会を年間5件以上開催する。

自己評価、課題
75/100点。PMJ等の学会中止、他学会もオンラインに

・リソ動向、量産見通し、課題をまとめ報告。 なったが,可能な限り参加し情報収集。他の委員会と
の意見交換はコロナ下では難しく今後の課題。

EB直描装置 (ELS-BODEN)

エリオニクス

来年度

4月以降なら可能

EUV用Non CAR (主鎖切断型レジスト)

日本ゼオン
白鳥 彰秀様

21年3月

21年3月24日実施済み

マルチビームマスク描画装置

ニューフレアテクノロジー（seaj
来年度
会員） 松本

7月以降なら可能

TELのAIプラットフォーム

東京エレクトロン
守屋様

6月前後で調整中

来年度

ます。いずれの講演に対しても講演後のアンケート調査で
高評価を頂いております。
2021年度はスケジュールの都合で実施できなかったテー
マを中心に、リソグラフィプロセスの最新動向を紹介した
いと考えております。
リソグラフィ技術の量産への適用と課題
上記講演会や、各委員が協力して収集した学会情報など
から、各リソグラフィ技術の現状と課題を整理したのが次
の表です。

リソグラフィの最新の動向調査・研究を継続的なテーマ
と し て 掲 げ、IRDS（International Roadmap for Devices
and Systems）や SPIE をはじめとする各種の学会・国際会
議を通して情報を収集し、注目すべき技術については専門

リソグラフィ技術の量産への適用と課題
リソ技術
EUVL

家による講演会を開催しています。昨年度は新型コロナの

VLSI シンポジウム等のデバイス / プロセス関連の学会にも
参加し、リソグラフィとの関連についても調査いたしまし
た。
技術講演会について
昨年度は、図のような講演会を企画しましたが、新型コ

（ロジック、7nmノード以降での適用工程増に加え、DRAM
（16nm以降）への適用本格化、EUVエコシステム構築が進む）

・高NA0.55 EUV露光への開発が本格化

課題
・装置・光源の稼働率
・StochasticsによるLocal CDU
・高解像レジスト（感度、LER)
・Actinicマスクパターン検査/ペリクル

（露光装置開発は順調2022リリース予定、マスクM3D対策、
Edge Placement Error解析など）

ため、年初は開催中止が相次ぎましたが、その後は多くの
学会がオンライン開催になりました。そのため IEDM や

量産適用（デバイス・時期等）
・NA0.33 EUV露光の適用拡大

NIL

・デバイス検証中の3D NANDに加えて、DRAM量産適
用を検討中

（2023年14nmDRAM以降を想定）

・Defectivity
・重ね合わせ精度
・レプリカマスクの寿命

DSA

・Defectivity
・現在、量産適用を検討中
・他技術を置換えるのではなく、他の技術との組み合わせで、 ・ラフネス、CDU
・Pattern Placement Error
特定工程に使用されると想定。

Multiple
Patternin
g

・2021以降も引続き量産に使用(ロジック、DRAM、
NAND)
・液浸のSAQPは~10nmhp

・工程数増大
-Edge Placement Error
-TAT/コスト

今後、AI/IOTシステムに多様なMEMSデバイス（センサー、パワー等）が多量に必要。
従来のi線露光の需要も拡大すると予測（次年度検討事項）

ロナの影響も有り、2件（オンライン）にとどまりました
（デジタルスキャナおよび主鎖切断型 EUV レジスト）。前

EUVL については、レンズ開口数 NA0.33露光装置を適用

者（ニコン様）は高繰り返し周波数の DUV レーザーと

して7nm ノード以降の先端ロジックデバイスへの適用が拡

SLM(Spatial Light Modulator) を用いたマスクレス露光装

大し、更に DRAM（16nm 以降）への適用も開始されよう

置で少量生産、チップ個別露光（セキュリティコード等）
、

としています。光源の高出力化や稼働率が向上、Actinic マ

大面積露光への適用が考えられています。また後者（日本

スク検査やペリクル等のエコシステムの構築も進んでいま

ゼオン様）の EUV レジストは一般的に使われている化学

す。更に高 NA（0.55）露光装置の開発も2022後半を目指し

増幅系レジストと異なり、シンプルな化学組成であり、高

て本格化しています。但し、微細化の進展に伴って、パター

解像で寸法ばらつきも小さいレジストとして期待されてい

ンの欠陥発生（Stochastic effect など）やマスク3D（吸収体
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厚さ）の影響が顕在化するため、その対策が精力的に進め
られています。

ArF 液浸のマルチ・パターニングは量産に引き続き使用
されていますが、工程数やコストの増大が課題で、EUV 露

NIL（Nano-Imprint Lithography） は3D-NAND デ バ イ
スへの量産適用に向けて、欠陥、重ね合わせ精度、スループッ
ト（マルチフィールドやスピン塗布）等の諸性能が向上し
ており、DRAM への適用も視野に入りつつあります。

光プロセスが習熟するにつれて、EUVL に置き換えられて
いくものと考えられます。
更にリソグラフィに関連する動向として、エッチングや
CVD 等の他プロセスとの協働によるレジスト寸法精度の向

DSA（Directed Self-Assembly）は単独で他リソグラフィ

上の検討が多く発表されています。EUV レジスト薄膜化や

技術を置き換えるのではなく、他のプロセス技術と組み合

Stochastic-Effect のよるパターン欠陥発生（スカムや欠け）

わせて、微細パターンのレジストラフネス、寸法変動を緩

を修復するものです。

和する報告がなされています。

また、リソグラフィを中心とする微細加工プロセスによ
るチップ縮小が困難となってきたため、デバイスやシステ

DTCO/STCOの必要性加速（他プロセスとの協働）
Incoming resist ~20nm

薄EUVレジストに選択堆積して
エッチング耐性向上＆LER低減

（SPIE2021、Lam)

ムを含めて最適化する手法（DTCO や STCO) は一般的と

薄EUVレジスト上部に選択堆積して
断線防止＆スカム除去
断線欠陥数

（SPIE2021、TEL,AMT）

レジスト断線
解消

スカム欠陥数
スカム
完全除去

EUVアシストプロセス適用;①LER改善
(IEDM2020,imec )
PPACT & Sによるプロセス評価
（Power/Performance/Area/Cost/TAT & Sustainability)
Process Complexity
Electrical Energy

同左；②Stochastic Effectの低減
Chiplet化による最適設計＆
微細化選択、歩留まり向上

(SPIE2021 intel Plenary）

Heterogeneous
Integration

なってきています。
会員の皆様へ
当委員会では WEB ではあまり公開されない学会報告会
や講演会の企画など、単独では難しい情報収集を協力して
行っています。会員の皆様の積極的なご参加をお待ちして
おります。

3D Integration
(SiP)

リソグラフィ専門委員会
かさま

笠間

2D Integration

ＤＴＣＯ including Sustainability指標

くにひこ

2020年度委員長

邦彦（ウシオ電機株式会社）

Heterogeneous Integrationによる性能向上

2020年度 SEAJ 活動成果報告

【検査専門委員会】
1.

はじめに

検査専門委員会は、アドバンテスト、シバソク、テセック、
東京エレクトロン、東京精密、日本マイクロニクス、浜松
ホトニクスの7社、12名で構成され、半導体市場と技術動向、
検査装置に対する要求仕様等を調査する活動を行っていま
す。
先期（2018-2019年度）には『IoT 時代における車載デバ
イス』を活動テーマとして調査活動を行ってきました。IoT
（Internet of Things）はさらに進化し、内閣府が提唱する
Society5.0注） で は、IoT、 ロ ボ ッ ト、AI（Artificial
Intelligence）
、ビッグデータなどの技術を融合して新たな
価値を生み出す社会を目指しています。そこで今期は、
Society5.0を実現する最新半導体デバイスに注目して調査す

これまでの情報社会 (4.0) から Society5.0へ
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突発不良の割合が多い。」という品質管理の実情を知ること

ることにしました。
注）Society5.0とは、
「サイバー空間（仮想空間）とフィ

ができました。また、「半導体故障の不具合原因に特定に1

ジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、

年以上かかる場合があり、FTA(Fault Tree Analysis) 解析

経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会

技術の向上による原因特定期間短縮に期待する。
」という課

(Society)」と内閣府の『第5期科学技術基本計画』にて定義

題が報告されました。最後に、Zero Defect 実現に向けた検

されています。

査カバレージ向上のため、「半導体デバイスの層形成プロセ

2.

ス毎に中間検査を導入して欲しい」との提言がありました。

活動内容

自動車メーカーの具体的な品質管理データを基にした講

2020-2021年度は、
『Society5.0を実現する最新半導体デバ

演を聞くことができ、非常に有意義でした。課題解決・提

イス技術の動向調査と検査技術の課題検討』を活動テーマ

言の実現には、自動車メーカー、デバイスメーカー、実装メー

とし、2020年度は1年目の活動として、具体的に以下の3点

カーなど、他業界との協働が不可欠で、業界全体で検討し

を目標としました。

ていきたいと思います。

①

Society5.0実現の技術革新分野として、5G/Post5G 関連

②

デバイスの動向調査と検査課題の検討。調査活動とし

講演会 (2)

て講演会を1件以上開催する。

2021年1月 『5G デバイスの最新技術の動向について』（参

Society5.0における半導体デバイスのスマート検査に向
けた、検査工程の現状把握と自動化・高効率化の課題

5G 関連デバイスの市場および技術の動向について、米中

検討
③

自動車メーカーの講演会による、車載デバイスの検査
課題の調査検討（コロナ禍により先期から延期）

3.

加者：82名）
講演者：OMDIA (Informa Intelligence LCC) 南川 明 様

活動成果 － 講演会の企画・開催

調査活動の一環として、講演会を実施し、課題の深堀、

貿易摩擦にも触れながら、講演していただきました。
中国半導体の市場は、米国規制により最先端デバイス開
発から規制対象外デバイス（パワーデバイスや5G 基地局用
など）の開発にシフトしますが、半導体投資計画は当初予
定通りとなります。半導体製造装置には最新技術が求めら

装置に対する要求の把握を行いました。また、先期テーマ

れなくなり、中国国産化が進むと予想され、SEAJ としては、

である車載デバイスの検査に関連して、対外発表を行いま

高付加価値化して競争力向上を図る必要があります。

した。各講演会・対外発表の概要、結果をまとめます。

5G/Post5G 関連市場動向としては、動画配信などにより

講演会 (1)

通信トラフィックが急増すること、IoT 機器が2020年の90

2020年12月 『車載用半導体の品質管理と OEM からの提

億 台 か ら2040年 に は500億 台 に な る と 予 想 さ れ て お り、

言』（参加者：検査専門委員会）

MPU(Micro Processing Unit)/GPU(Graphics Processing

講演者：日産自動車株式会社

堀井 良和 様

「市場不具合のうち、半導体故障の割合が多く、車両出荷
後に発生する不良で、特に3ヶ月以内に発生する初期不良、

車載半導体品質管理の課題と提言
54
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AiP(Antenna in Package) というパッケージが採用される

4.

ついて

と、OTA(Open the Air ＝無線経由のデータ送受信 ) 技術が
必要となるため、
「無線による非接触テスト技術の確立」が
課題となることが分かりました。

検査工程の現状把握と自動化・高効率化の課題検討に

Society5.0がつくる社会では、半導体製造工場もスマート
工場化が進むと考えられます。検査工程においても、IoT、
ロボット、AI、ビックデータなどの技術を融合したスマー

対外発表
2020年9月

ト検査の実現を目指していくことになります。スマート検
第81回応用物理学会秋季学術講演会 ノンテク

査の実現は、10年後くらいの中長期的なテーマとして捉え

ニカルシンポジウム報告

ていますが、議論を進める第1歩として、現在の検査工程に

就活生必見！車は半導体でできている！

おけるボトルネックは何かを調査し、自動化を推進するた

～ニューノーマルの社会基盤を支える半導体技

めの課題検討を活動テーマの１つとして設定しました。

術と研究者のやりがい～

2020年度は5G/Post5G 関連技術の調査と、先期から延期と

基調講演：『車の電動化・知能化に向けた車載半導体の責
発表者：株式会社 東京精密

なっていた自動車メーカーの講演会に注力していたため、
十分な議論が出来ませんでしたが、経済産業省がすすめる

任に応える』
高橋 将友（2019年度検査

専門委員会委員長）
応用物理学会シンポジウムの基調講演において、SEAJ
および検査専門委員会の活動内容を紹介することができま
した。半導体の製造、検査、解析工程の基礎、車載半導体

スマート工場実証事業での実施事例を参考にして、検査工
程の課題を検討していくという方向性を決定しました。
2021年度の活動で議論を深めていきたいと思います。
5.

本年度のまとめと今後の活動

の市場動向、品質と検査の関係、および、自動車に関連す

2020年度は、5G/Post5G 関連の講演会により、市場動向

る品質規格を説明し、今後、益々要求が厳しくなる車載半

およびデバイス技術動向の知見を得ることができました。

導体デバイスの品質保証・信頼性向上に対し、日本企業が

また、自動車メーカーの講演会では、車載デバイスの品質

有する半導体製造技術力が重要な役割を担うことを発表し

管理の実情と、より一層品質・信頼性向上を図るための検

ました。

査 / 解析工程に関する課題と提言の説明を受け、参加者で

就活生に対し、半導体業界に興味を持ってもらうための
情報を発信することができたと思います。

有意義な意見交換をすることができました。スマート検査
の課題検討は今後の議論の方向性を決定するまでにとどま
りましたが、応用物理学会での学生向けの SEAJ 活動の情
報発信を含め、目標としていた以上の活動成果をあげるこ
とができました。
2021年度は5G 関連デバイスおよび検査の自動化・高効率
化について、実際のデバイスメーカーの講演会を通じて、
情報を得ることで、具体的な課題検討をしていく予定です。
検査専門委員会

2020年度委員長
すずき

鈴木

ひろよし

宏叔

（浜松ホトニクス株式会社）

応用物理学会にて SEAJ の活動を情報発信
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【装置制御技術専門委員会】
1.

委員会活動内容の紹介

ておりました。この方針の下、各委員の積極的な活動によっ

我々、装置制御技術専門委員会は芝浦メカトロニクス、

て委員会開催も11回を数え、有意義な議論・交流ができま

アズビル、荏原製作所、東京エレクトロン、ギガフォトン、

した。しかし、その一方でコロナ禍の影響をうけ、当初予

キ ヤ ノ ン、 住 友 重 機 械 イ オ ン テ ク ノ ロ ジ ー、 新 川、

定していた外部団体への調査が十分にできる状況ではあり

SCREEN セミコンダクターソリューションズ、東京精密、

ませんでした。そのため、当初の活動計画を一部見直し、

ニコン、フジキン、堀場エステック、三菱電機、横河ソリュー

これまでの知見を活かした当委員会でしか作れない教育コ

ションサービス、水戸工業、アルバックの多彩な企業18社

ンテンツの企画、作成を実施いたしました。

から構成されています。
具体的な活動実績は以下のとおりです。

活動テーマとして2019年度に引き続き「半導体製造装置
における IT 技術適用動向の調査」
「同技術の方向性提言」

①

調査活動：技術講演会

を設定し、以下のような半導体製造装置への IT 技術活用動

今年度は2件の技術講演会を開催いたしました。日本電気

向を中心とした制御技術に関し、海外も注視したトレンド

株式会社様「異なる組織間のセキュアなデータ連携を支え

収集や検討を以下の活動を通じて行っています。

る技術」の講演会では情報を秘匿したままデータ解析がで

・通信やセンシング、仮想計測、AI など数年後を見据えた

きる秘密計算技術とその活用に関して議論を行いました。

IoT 技術の活用による高度な制御技術に関する調査
・故障予知など、装置品質・性能維持に関する現状と今後

この技術では組織間でお互いのデータを明かすことなく統
計的な分析や突合分析が可能となります。その秘匿性を利
用し、AI 活用で課題となっている質のよいデータの確保す

のニーズ調査
・IT 技術適用に関する装置周辺技術の調査、検討

るために複数企業がデータを持ち寄りながらも他社には公

・技術講演会を通じた装置メーカーや機器メーカー間交流

開せずに活用する手法などについて議論いたしました。
日立産業制御ソリューションズ様「システムズエンジニ

と課題検討を行い、個社のエコシステムの構築に貢献
また、これらの活動で得られた調査結果を当委員会内で

アリング /MBSE の取り組み」の講演会では「システムの

分析および議論を行い、最終的な成果物として SEAJ 会員

つながりをモデル化」することで、複数の分野での新価値

企業様に有益となる提言および報告を発信しています。

実現を可能とする設計アプローチについて調査いたしまし

2.

2020年度活動総括

2020年度は調査内容の発信を重点活動として、技術講演
会・交流会の開催や調査報告書の作成および提言を設定し

た。
②

調査活動：ISSM 参加
2020年12月15～16日に開催された製造科学・技術・経営

学の進歩に関する技術的解決策と意見を共有することに特
化した半導体製造に関する専門家の会議である半導体製造
国 際 会 議（International Symposium on Semiconductor
manufacturing：ISSM）に当委員会より参加いたしました。
今回は新型コロナウィルス感染症対策のため、オンライン
イベントとして開催されました。
今回の会議の基調講演は AI に関する技術や、それを支
える半導体産業の発展に関する発表が相次ぎました。また、
投稿された論文は「プロセス監視および制御方法」や「歩
留まり向上および欠陥制御」に関するものが多く、Best
Paper は ル ネ サ ス エ レ ク ト ロ ニ ク ス 株 式 会 社 様 の
「Minimization of CNN Training Data by using Data
Augmentation for Inline Defect Classification」が受賞しま
した。この論文は AI を活用したインライン欠陥分類に関
成果報告会活動サマリー
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分野における AI の発展を図るため、学生を対象とした AI

目的とした自己診断機能や装置性能向上のために装置の動

技術コンテストが実施されました。

作条件を変えながら稼働させるなどのアプローチで貢献す

これらの内容に関して投稿された論文などの情報共有を
当委員会内で行いました。

ることが必要となってきます。しかし、その一方で実際の
業務で課題解決に適切な技術を見つけられずに期待した成
果を得られないことも多くあります。そこで当委員会では

③

教育コンテンツ企画・作成

本業界で IoT・AI 技術を導入する際に必要な基礎知識やア

これまで半導体工場の生産性向上アプローチといえば、
SEMI スタンダードのような標準化対応が主流でした。こ
れからは IoT・AI 技術の有効利用により、製造装置保守を

プローチを教育コンテンツという形で共有することを合意
しました。
今回作成した教育コンテンツは「装置制御 IoT の構成と
信頼性」という表題で４部構成となっています。最初のコ
ンテンツでは装置制御におけるデータ利用の多様性、コン
テンツ2ではローカルコンピューティング階層のセンサーや
温調計やマスフローコントローラ、モーターなどの機器や
そのデータについて解説しています。後半のコンテンツ３、
４ではそれぞれの機器が取得したデータを処理するエッジ
コントローラの解説、および、そこに適用される機械学習
が半導体製造装置ではどのように行われるかを解説してい
ます。
この教育コンテンツを使用し、半導体製造装置分野で
IoT・AI 技術を新たに導入する技術者のガイドラインとな
る知識を学ぶことで、技術者は円滑に企業活動へ適用でき
るようになります。今後も IoT・AI 技術が産業界でも広く
利用されるよう内容の充実を図って参ります。なお、この

活動成果

教育コンテンツ概要

成果を秋の応用物理学会で発表予定となっている他、自動
制御連合講演会や日本経営工学会秋季大会でも本取り組み
を紹介する予定となっております。
3.

今後の活動について

当委員会は2020年度で2年の活動を終了しましたが、AI
活用をはじめとする新技術は日々進歩しています。今後も
当委員会を継続し、SEAJ 会員企業様に有益な提言や情報
を提供できる活動や教育コンテンツの拡充を考えておりま
す。まだまだ、新型コロナウィルス感染症の脅威は続いて
おりますが、これまで以上の調査活動や参加企業同士の議
論ができるよう新しいやり方を模索していきます。
装置制御技術専門委員会
2020年度委員長
教育コンテンツ

参考スライド

ふくがわ

福川

（株式会社アルバック）
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【サービス専門委員会】
サービス専門委員会では半導体及び FPD 設備の保守サー
ビス品質の向上および作業安全の向上に向けた情報共有を
活動方針とし、2020年度は（1）事故低減に向けた啓発活動

て頂き会員企業での安全活動に繋げて頂きたいと思います。
安全サポート部会の他委員会と連携した活動についても
継続して取り組んでいきたいと思います。

（2）疫病発生時の安全対策ガイドライン（3）中国市場におけ
るサービス事業推進の3つのテーマについて活動して参りま
したので、その活動内容をご紹介させて頂きます。

（2）疫病発生時の安全対策ガイドライン
各業界より新型コロナ感染対策のガイドラインが提示さ
れております。サービス専門委員会としましては特に顧客

【2020年度活動内容の紹介】

訪問先での感染対策を重点に置き、フィールドサービスエ

（1）事故低減に向けた啓発活動

ンジニア向けに特化した感染予防対策ガイドラインと

半導体業界に特化した視点で危険予知に焦点をあて、危険
源を掴み事故を未然に防ぐ独自の危険予知セミナーを11月16日
に WEB 開催しました。通常の業務に関する題材を用いること
で受講後のアンケートでは開催を継続してほしい要望が多くあ
りましたので今後も開催を計画していく予定です。

活動テーマ：事故低減に向けた啓発活動
サービス専門委員会：片山雅晴

活動ゴールと活動領域

活動期間と使用したリソース
2020年6月～2021年4月

フィールドでの事故「０」の達成
サービス現場での事故低減

事故低減チーム ５名

会合 ７０時間 活動費用 ０円

活動成果

今回活動内容（詳細）、達成基準

・WEB形式による危険予知セミナーの開催

・半導体/液晶業界に特化した視点で独
自の安全教育を国内外に発信し、事故
低減意識を社内浸透させる。
･海外の事故事例をまとめ安全専門委員
会と共有する。

11月16日 ４社 ８名の参加
・セミナー経過後、受講者へのアンケートに

新型コロナ感染対策のガイドライン

よる次回フォローアップの検討

・安全専門委員会への新規事故事例２件の提供

〈達成基準〉
･安全教育コンテンツをまとめる：セミナー
2件以上の開催
･海外事故事例の提供：2件以上

自己評価、課題
初のWEBによるセミナーの開催を実施した。ZOOM活用
にも慣れる事ができた、当面はコロナ禍の環境である事か
らWEB方式でのKYセミナーにて事故低減活動を継続して
く、アンケート結果のフィードバックが課題として残った。

Semiconductor Equipment Association of Japan

事故低減に向けた啓発活動報告書

セミナー後のアンケート結果

※開催を継続しゼロ災害へ貢献！
Semiconductor Equipment Association of Japan

セミナー後の受講者向けアンケート結果
その他 事故低減活動として安全専門委員会へ事故事例２
件の提供を行いました。今後、日めくり事故事例集に加え
58
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チェックシートを SEAJ 会員企業向けに作成し、ご活用頂

おり本年度も交流を重ねていきたいと思います。

き感染防止に役立てて頂けるものとして活動を行いました。
尚、このガイドラインは安全サポート部会災害発生時の安全

（4）その他の活動

活動としての位置付けとして顧客訪問時の行動指針となるもの

サービス専門委員会は３つの活動テーマ以外で輪番制に

とおいています。現在、SEAJ ホームベージ上でガイドラインと

て毎月開催の委員会後半で共有できるテーマを決めて発表

とチェックシートを公開中です。是非ご活用をお願い致します。

会を実施しています。

今後もワクチン接種や新種の広がり懸念がある事から引

テーマは下記の３つです。

き続き取り組みニューノーマルの基本が業界に定着するま

①新規業務の取り組みと開拓

で内容の更新とフィールドサービスエンジアへの安全に役

②収益向上への取り組み事例

立つ活動をしていきたいと思います。

③生産中止 / 延命化ビジネスの取り組み事例
上記の中からひとつを選んでもらい、そのテーマに沿っ

（3）中国市場におけるサービス事業の推進

た内容を輪番制で発表して頂きました。

2019年度の活動として中国視察を実施しました。2020年

委員同士は委員会（WEB 開催）でしか顔を合わせないメ

度におきましても視察を計画しておりましたが、新型コロ

ンバー同士なので、共通する事項での問題提議や各社の取

ナによる渡航制限でやむなく中止しました。

り組み事例について興味ある質疑が展開されるとともに、

SEAJ 中国駐在社員の皆様とはリモートにて交流を継続
してサービス事業の推進を図ってきました。

委員同士の交流の機会となっています。この活動はサービ
ス専門委員会の特長のひとつです。

2019年度の訪問結果は「安全」
「人材」
「部材」
「ビジネス」
の各テーマにて課題と提案をまとめましたので2020年度は
その中から現地駐在社員へのアンケート結果より「安全保
護具」について深堀と提案書へまとめたものを SEAJ 中国
現地駐在代表者（幹事会社）へお渡しする事ができました。
本委員会からの情報提供に関心をもって頂き、SEAJ 中
国現地駐在社員様からも継続した交流を求める声を頂いて

活動テーマ：中国市場におけるサービス推進
サービス専門委員会：片山雅晴

活動ゴールと活動領域
サービス事業の発展（中国市場領域）

活動期間と使用したリソース
2020年6月～2021年4月
中国市場における推進チーム３名

会合１７回 １，０９５時間

活動費用：保護具サンプル品購入 １８，４３１円

今回活動内容（詳細）、達成基準
･2019年度に中国視察した際の課題
（安全、人材、部材、ビジネス）について
の対応策を検討する
･検討した対応策についてSEAJ中国現
地企業と連携し、調査を行う（第2回中
国視察）
〈達成基準〉
･サービス事業推進の課題への対応策
を提案書としてまとめる：2件以上

活動成果
・SEAJ中国現地企業駐在者との交流会をリ
モートにて５回実施し意見交換を開催して提
案内容の絞り込みを検討
・安全に対するテーマに選定し特に保護具関
係に的を絞り、改善できる器具の提案書にま
とめ上げる事ができました。

・提案書をSEAJ中国現地企業幹事会社代表
に提出（2021年4月20日）

自己評価、課題
中国現地企業駐在者との交流がコロナ禍で、現地訪問が
できない中、数回リモート開催でき良かったです。コロナ対
策環境下での問題提議もあり引き続き交流の継続が必要

Semiconductor Equipment Association of Japan

中国市場におけるサービス推進

輪番制発表の実施経過
委員会後は任意参加としましてリモートのまま飲食も自
由な「ざっくばらん会」を開催し委員会内では言い足りな
かった事や相談事などを話せる場として活用し委員同士の
親睦と交流の場としています。
この活動は委員皆様の賛同もあり引き続き行っていきた
いと思います。この交流会には旧委員（OB）の参加も歓迎
しており昔話に花が咲くこともあります。
【今後の活動】
今後も半導体及び FPD 設備の保守サービスの品質向上と
サービスマンの事故０を目指し、①サービス技術のスキル
と作業品質の向上

②事故を未然に防ぐ独自のセミナー・

教育による安全作業の向上

③市場及び技術動向の調査に

よる保守サービスの収益力向上

に取り組むことで会員の

皆様に貢献できる活動をして参ります。
サービス専門委員会
Teams を利用したリモート交流

2020年度委員長

かたやま

片山

（株式会社 FEBACS）
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【安全専門委員会】
はじめに
2020年度の安全・サポート部会

して出版いたしました。SEAJ からの出版物として、
半導体・
安全専門委員会は添付

の表にあるメンバーで活動を行いました。コロナ禍の折、
会 議 等 は Zoom に よ る、 オ ン ラ イ ン 会 議 で 行 い ま し た。
SEAJ で準備の Zoom 機能は、ネットワークの障害が発生
することもなく、スムーズにオンラインでの会議を進める
ことができました。

FPD 製造装置業界へのヒューマンファクターズ概念の啓発
を行い、安全文化の定着に寄与したいと考えております。
「日めくり事故事例集」の効果的な活用
日めくり事故事例集を活用し、半導体及び FPD 業界の事
故ゼロを実現する、を活動ゴールとして、
「日めくり事故事
例集」の効果的な活用を行いました。具体的な活動項目は、
新規事故事例5事例の作成、作業工程別人身事故事例集の作
成及び重大事故事例分析例集の作成です。
新規事故事例集は、従来は31事例でちょうど日めくりカ
レンダーの数と一致していたために、
「日めくり事故事例集」
と名付けられておりましたが、現在は45事例に増加いたし
ました。事故の再発防止、風化防止のため半導体・FPD 製
造装置業界で是非とも活用いただきたいと考えております。
また、事故事例集は発生ベースで積み上げられたもので
すので、業界の各作業工程（構内、搬出・搬入、スタートアッ

ヒューマンファクターズ概念の啓発
ヒューマンファクターズ概念を定着させ、半導体及び
FPD 業界の事故ゼロを実現することを活動ゴールとして、

プ、メンテ・サービス）で発生が予測できる事故事例集に
まとめ直しました。これも業界の場面場面で活用頂き、事
故発生ゼロの実現に貢献できればと考えております。
重大事故事例分析例集の作成ですが、45事例の事故事例

ヒ ュ ー マ ン フ ァ ク タ ー ズ 研 修 会 の 開 催 及 び SEAJ 推 奨

から、死亡または休業を伴う人身事故となりうる重篤な事

ヒューマンファクターズテキストの発刊を行いました。

故事例を7件ピックアップして、科学的な自己分析（VTA、

ヒューマンファクターズ研修会は、コロナ禍の折、対面セ

MSHEL）を行いました。重大な事故発生を撲滅し、半導体・

ミナーが開催できないため、Zoom による Web セミナーを

FPD 製造装置業界の度数率、強度率が限りなくゼロとなる

開催しました。2019年度に受講できなかった実践編受講者

ように活用頂けたらと思います。

を対象に2020年10月22日に実践編を開催しました。2019年
に実施したセミナーのアンケート調査で、
「グループディス
カッションが多いため、講義時間が短い」との指摘があり、

半導体・FPD 製造装置業界の安全な作業環境の提供
危険な作業環境における重大事故を撲滅し、半導体及び

講義時間を従来の4時間から6時間に増やしまし
た。Zoom には、参加者をチームに分けてディ
スカッションを行う機能があるため、ディス
カッションによるチーム作業でヒューマンファ
クターズの理解度が深まりました。参加者は、
ディスカッションがあるために、5名×3チーム
の15名とさせて頂きました。少数で内容が濃い
セミナーとなりました。
2020年度開催分は、2021年1月24日に基礎編、
2021年3月18日に実践編を開催しました。少数で
時間をかけてセミナーを開催したため、参加者
にはご満足の頂ける内容になったと思います。
また、
今回使用した資料（基礎編、
実践編）は、
SEAJ 推奨ヒューマンファクターズテキストと
60
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FPD 業界の事故ゼロを実現する、
を活動ゴールとして、半導体・FPD
製造装置業界の安全な作業環境
（高
所作業での転落防止）の提供を行っ
ております。半導体及び FPD 製造
装置業界では5m 未満での高所作業
における安全性の確保が重要となっ
ております。フルハーネス型墜落制
止器 具の使 用が法 令で定められ、
現在５ｍ未満での高所作業で使用している胴ベルト型墜落制

や休業を伴う重篤な事故が少ないと判断されます。将来に

止用器具の使用が、
来年禁止の措置となります。しかしながら、

わたって、度数率・強度率が限りなくゼロに近づけるよう

現状のフルハーネス型墜落制止器具の命綱の長さは、6m 以上

安全を啓発してゆきたいと思います。

の高さを想定して作られているため、半導体・FPD 製造装置
業界で使用すると地表面に墜落してしまい、墜落制止用器具と

ウィズコロナ半導体 /FPD 製造・検査装置業界の対応

して使えない状況にあります。JEITA、厚労省、経産省とも相

半導体・FPD 製造装置業界での新型コロナ感染クラスタ

談し、経産省からパブリックコメント（
『一定の条件下、ショー

発生の防止を活動のゴールとして、経団連発行の産業界の

トVer 作成可能』
）を得ました。SEAJ の会員に対して、高所

新型コロナ感染予防対策ガイドラインをベースに半導体・

作業についてのアンケート調査を行ったところ、落下距離に適

FPD 業界の新型コロナ感染予防対策ガイドラインを作成し

合したフルハーネス型墜落制止用器具の充実を行って欲しいと

SEAJ ホームページに掲載し、啓発を行いました。

の要望を確認しました。SEAJ から墜落制止用器具メーカに対

2019年に発生した新型コロナ感染の拡大ですが、2021年

して、半導体・FPD 製造装置業界での墜落制止用器具の制

夏の現在でも収束されておりません。ワクチン接種が全員

作の要望を行い、来年の胴ベルト使用禁止までに準備できる

に行き渡らなければ、完全に収束できないと考えられます。

ようにしたいと考えております。

ワクチン接種が急がれる中、半導体・FPD 製造装置業界で
は、新型コロナ感染クラスタの発生で、休業を余儀なくさ
れたとのニュースはなく、半導体不足の問題解決が急務の
多忙な中をウィズコロナで対応できていると考えられます。
今しばらく、新型コロナ感染予防対策ガイドラインを忠実
に守り、クラスタを発生させない運用を続けて行って頂き
たいと思います。

安全指標（度数率・強度率）の発信
半導体・FPD 製造装置業界の現状を知るための安全指標
として公表する、を活動ゴールとして SEAJ の度数率・強
度率を他産業界と比較した形で発信しております。
度数率：労働災害の頻度を表す

まとめ
まとめといたしまして、コロナ禍の中、会議開催、セミナー

100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数

開催を Zoom によるオンラインで開催することができまし

強度率：災害の重さを表す

た。これも、レジリエントな業務形態の在り方ではないか

1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数

と感じました。これからも、ヒューマンファクターズ概念

厚労省から出される各産業の度数率・強度率は、6月入手

の啓発、事故事例集の有効な活用、安全な作業環境の提供、

になるため、SEAJ が参加企業にアンケート調査を行った

全然指標（度数率・強度率）の発信に努めてまいりたいと

度数率・強度率の結果と融合して、6月に SEAJ ホームペー

考えておりますので、宜しくお願いいたします。

ジに公開しております。
現状は他産業に比べても、低い値で推移しており、死亡

安全専門委員会

2020年度委員長

とお め づか

遠 目塚

（東京エレクトロン株式会社）
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【安全教育専門委員会】
[1] 活動概要

優秀賞

つけ出すことだった。

2020年4月、新型コロナウイルスの影響で、対面会議を行
えず、対面教育が出来ない状況に陥った。Microsoft Teams

1） リアル映像配信型

web 会議で、委員会会議を継続させるが、難問は、対面教

大型モニターの横に講師が立ち講習を行うスタイルをカ

育が停止したことである。SEAJ 推奨安全教育のライセン

メラでとらえて配信する方法である。モニターに映ったテ

ス有効期間は3年で、続々と期限切れとなるトレーナーが発

キストデータを web カメラで映すとテキストがピンボケす

生してしまう事態を迎える。我々の安全教育は、実習を伴

ることが分かったのでこれは改善ポイントとなった。

うので、テキストによる WEB 教育では完結しないという
講習特性がある。この実技指導と確認教育を WEB でどう
対処するかが活動ポイントとなった。
[2] 活動詳細
対面教育ではアイコンタクトや実技の確認は容易である
が WEB ではこれが困難となる。アイコンタクトは講師が
カメラ目線を意識しモニター越しの受講者に問いかけする。
実技は実技専用カメラを別途設置し、モニターを通して講
師と受講者が双方実技を見せ合う形で進める検討を行った。
2020年7月、大手国内半導体メーカー様から、SEAJ 推奨
安全教育を社内標準の安全教育とするので、トレーナー養

2） OBS（Open Broadcaster Software）配信型
OBS ソフトは画像合成ソフトである。パワーポイントの講習

成講座の開催希望の申し入れがあった。我々は WEB 講習

データと講師の画像データを並べて画面合成し、1つの画像デー

の手法を確立しきれず、対面教育で御提案したが、コロナで、

タにして、これを WEB 配信ソフト Microsoft Teams で画面共

顧客は対面講習ができないため、
WEB 教育を望まれた。我々

有する方法をとった。テキストは見やすく、講師が横に映ってい

は、WEB 化推進チームを立ち上げ、対面教育同様の WEB

るので魂を込めた講習ができる。1）のリアル映像配信型よりは

方法を検討した。これがコロナに打ち勝つ WEB 教育を確

るかに受講者に対して訴える講習はできるがテキストエリアには

立させる皮切り年となり、トレーナースキル分科会 特定教

入れない。講習データと講師の一体感に欠けてしまうのである。

育分科会 ガイドライン整合性分科会 テキスト改訂分科会
が追従し、一丸となって、コロナに負けない安全教育活動
を展開した年となった。
（1） WEB 化推進チーム
WEB で会議が出来るのだから web の安全講習できるは
ず、この勢いで進めたもの、画面共有しているテキストを
ポインタで示しても、講師の表情が受講者には伝わらない。
WEB 会議ソフトは参加者と講師が画面下部に一列にランダ
ムで表示されるので講師が特定できない。だから受講者に
は講師の表情が見えないのである。講習は

3） 顧客への WEB 講習

①講師の表情 + ②テキストデータ + ③音声 = ④魂が入った

上記1）2）の試行錯誤中、講習日程が迫り、この2つのス

質の高い講習となる。②と③だけでは魂が入らない。だか

タイル混在で顧客への講習をトライすることにした。実際

ら WEB 会議ソフトは会議用で講習用ではない。

やってみて、やはり2）OBS ソフトを使ったほうがより安

ここで WEB 会議ソフトの問題点がわかった。どうした
ら魂を込めた臨場感のある講習するにはどうするか？
答えは講習資料の横に講師画像データを並ばす手法を見
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全講習として質の高い講習が行えるのが実感できた。WEB
で安全講習を無事行うことが出来、顧客に SEAJ 推奨安全
教育を展開するという素晴らしい任務を完了した。
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4） OBS 配信型の改善

8） 今後の課題 ビデオ収録

講習終了後、OBS 配信型でテキストデータに入り込む改

Web 講習前に受講者に提供する実技ビデオの収録が2021

善対策を検討した。クロマキーを使えば、講師背面の画像

年の活動テーマとして大きな課題である。実技の正しいや

データを透明化できることに気づいた。この状態でパワー

り方をビデオ収録して、受講者がそのビデオを見て正しい

ポイントのテキストデータの上にかぶせこんでしまえば、

実技を行えるかがポイントとなる。

講師はテキストデータエリアに入れて直接指さすことがで
きるということが分かった。

（2） トレーナースキルアップ分科会の活動
トレーナースキルアップ分科会では、対面教育を先導し
て実施できなくなったが、web 化推進チームから web 講習
実施方法を学び、今後の web 教育の先頭を担っていく分科
会となっていく。従来からメルマガを継続発刊し、コロナ
渦中でも市場で頑張るトレーナーへ講習レベルのスキル
アップ資料として提供を継続できたことは素晴らしい活動
であった。
スキルアップセミナーを web で実施することができた。
今年は新たに web 推進チームから得た手法を元に臨場感に
あふれた魂を込めた講習を展開する予定である。

5） 実技の指導確認

（3） 特定教育分科会の活動

SEAJ 推奨安全教育の特性はテキストデータと実技の2本

中災防から職長能力向上テキストが発刊されたことに伴

立てである。テキストデータは前述の4）で解決するが、実

い、職長の演習課題を充実させた。コラボ教育している顧

技の講習方法の改善検討を行った。

客と密に連携し、各職長が現場で遭遇している実際の問題
とその解決策をどうするのか、という確認解答方法から職

6） 顧客講習時の実技講習方法

長の能力を向上させる活動を今後展開予定である。

顧客講習時は、講師と受講者共に、実技用のカメラを別
途準備し、その場で実技を見せ合いながら正しく実技が行
われているかを確認しあう手法をとった。
講師は WEB ソフト用カメラと OBS ソフト用カメラと、

（4） テキスト改訂分科会
テキスト改訂分科会は、最新情報に基づいて改訂を実施
し R4.04を発刊した。フルハーネス型墜落制止特別教育や磁

実技撮影用カメラと3つのカメラを準備し各撮影場所を予め

力、マグネットの取扱を追記し、毒性ガスの定義内容を修

決定して、三脚でカメラを固定し講師1人でカメラを切り替

正した。また web 化や特定教育の新たな職長能力ボトム

えて、自分の立ち位置を変えてそれぞれのカメラに映りこ

アップ活動に伴い、各活動で決めた内容が適切に反映遂行

んで講師をしたり実技をしたりと大変忙しい講習となった。

されるためにテキスト改訂を進めていった。

また、これだけの機材のセッティングと講習3日間にわたり
1人で会議室を予約し占有することはさらに難しいのであ

（5） ガイドライン整合分科会

る。この改善策として、実技ビデオを製作し予め受講者の

Web 教育実施に伴い、従来定めてきたのは対面方式での

方に実技ビデオを見て頂き、そのビデオに基づき、受講者

ガイドラインである。Web 講習を行う点で、ガイドライン

が 自分で自分の実技ビデオを録画して、講師は講習開始ま

上の見直しを行い、整合性を図った。

でに実技実施状況を確認して講習時に評価是正するという

また、旧ガイドラインは8冊あったので、ガイドラインを

方法をとることとなった。WEB ならではのビデオ予習で

参照する場合、8冊をあちこち確認する必要があったが、こ

講習時間を有効活用につなげることとなった。

れを2冊にまとめ、見やすく編集しなおした。日本語で完成
した後、英語 韓国語 繁体語 簡体語への翻訳も対応した。

7） WEB 講習アンケート Microsoft Forms 導入
WEB 講習のアンケートは Microsoft Forms を使って即

［3］2021年の活動

座に受講者の意向や集計を行うこととした。これは新たな

我々安全教育専門委員会は、2021年度もチームが一丸と

進歩である。今までは対面教育時手書きでアンケートを記

なって、web と対面教育を両立させ SEAJ 推奨安全教育を

載頂き、それを手作業で集計していた。これが web 講習時

市場に知名度ある質の良い教育として展開させていく。

一発で集計され問題点を即クローズアップでき受講者が抱
く問題点をその場でフォローできる。

安全教育専門委員会

2021年度委員長

やまもと

山本

（日新イオン機器株式会社）
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2020年度 SEAJ 活動成果報告

【環境情報専門委員会】
はじめに
私たち環境情報専門委員会は2002年に発足して以降、国

2020年度活動成果
①環境法規制情報の収集及び会員企業への発信

内外の環境法規制に関連する情報を収集し、会員企業の皆

国内の環境法規制の情報、半導体 /FPD 製造装置にかか

様に役に立つ情報を発信することを中心に活動してまいり

わる製品含有化学物質の規制に関する法規制情報を中心に、

ました。振り返ると、EU RoHS 指令に始まる製品含有化学

毎月開催している委員会で討議して重要な情報を吟味し、

物質の制限の動きが始まる頃でした。その後は、オゾン層

コメントを加え NEWS FLASH として SEAJ のホームペー

破壊問題や地球温暖化問題など、国際条約での規制の動き

ジに掲載しています。2020年度は66件の情報を討議し22件

が強まり、近年では、HFC の段階的な削減、CO2排出削減

の掲載を行いました。

からカーボンニュートラルにシフトしていくなど、企業活
動全般に影響を与える規制が増えてきました。

業界全体で関心の高いテーマとして EU RoHS 指令、EU
REACH 規則、中国 RoHS などを中心に、今年度は残留性

各国で制定される法規制や国際条約での動きは日常の企

有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）

業活動の中で把握するには負担が大きく、業界団体がその

で規制されるペルフルオロオクタン酸（PFOA）の規制情報、

業界に関連する情報を精査し配信することは、会員企業が

2021年1月より運用が開始された EU 廃棄物枠組指令のデー

効率よく情報を入手でき有益であるといえます。法令違反

タベース（SCIP データベース）に関する情報発信も行いま

による企業リスクを低減するためにも当委員会の役割はま

した。

すます重要さを増してきています。
活動内容の紹介
当委員会は、アドバンテスト、ウシオ電機、荏原製作所、
新川、SCREEN セミコンダクターソリューションズ、ディ
スコ、東京エレクトロン、東京精密、ニコン、日本マイク
ロニクス、日立ハイテク、フジキン、ラスコ（50音順）の
計13社で構成されています。
「個社では調べきれない国内外の環境関連法規制情報を収
集し、会員企業へ配信する。
」をミッションに掲げ、業界へ
の影響度の高い情報発信やセミナーの企画などをしており
ます。最新の環境法規制情報の概要に当委員会のコメント
を添えた NEWS FLASH や、法令ごとに1問1答式に解説し

国内外の環境法規制情報の収集及び会員企業への発信
～活動テーマ1 ～
活動期間と使用したリソース

活動ゴールと活動領域
マーケットシェアアップ、
競争力アップを阻害するリスク回避
国際市場展開領域
今回活動内容（詳細）、達成基準
【活動内容】
1. 国内の環境安全衛生の法規制情報

2020年4月～2021年3月、13社のべ336時間
66件の案件を討議 支出なし

活動成果
22件の情報をHPに掲載した 【達成】
効果
・月平均170件のアクセス数：
継続して利用されている

2. 半導体/FPD製造装置に関わる国内外
の化学物質に関する法規制情報なら
びに法規制前の動向

300
200
100
0

3. 外部関係団体活動への参加を通じて
得られる情報、SEAJからの情報発信

環境情報専門委員会のページ アクセス数

得られた情報に委員会としてのコメント
を加えて、SEAJのHPに掲載
【達成基準】…毎月1件以上有用な情報を
HP掲載

281

228

193
160

130

156 119

230
175

125 110

159

自己評価、課題
100点 一定数のアクセスはあるが、より閲覧し
ていただけるよう充実させていく。

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

た環境法に関する FAQ、環境部会全体でウォッチしている
法規制を一覧にした法規制マップ、その年に注目されてい
る法規制の解説を中心としたセミナーや、
（一社）日本真空
工業会（JVIA）と合同開催で実施している環境教育講座な
どがあります。
また、近年活動のウェイトが大きくなりつつあるのが制・

②環境法に関する FAQ の掲載
会員企業の皆様の関心の高い法規制の1つに EU REACH
規則があり、2020年度の活動テーマとして取り上げました。
REACH 規則の知識は、廃棄物枠組指令の SCIP データベー

改定される法規制で行われる意見募集に対して、業界への

ス登録においても必要となりますので、法規制の要求事項、

影響を緩和することを目的に、意見出しをするなど、予防

SVHC についてなど、環境法規制の対応業務を始めたばか

的な活動です。これらの活動を通じて会員企業の皆様のみ

りの担当の方には参考になるものと考えています。

ならず、業界全体に対して貢献できるよう取り組んでおり
ます。

今年度はコロナ禍の影響により、セミナーの開催回数の
減少など、周知する機会に恵まれず FAQ 掲載ページ全体
の閲覧数は4,586件となりました。
今後は新規の FAQ の掲載や既存の内容見直し / 充実な
どに取り組んでまいりたいと考えています。
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④外部講師セミナー

環境法に関するFAQの掲載(EU REACH)
～活動テーマ2 ～
マーケットシェアアップ、
競争力アップを阻害するリスク回避
国際市場展開領域
今回活動内容（詳細）、達成基準
【活動内容】

毎年、会員企業各社の関心の高い法規制の解説を外部か

活動期間と使用したリソース

活動ゴールと活動領域

2020年6月～11月、のべ30時間
EU REACH FAQ 12件をHPに掲載 支出なし

閲覧数年間4586件 【未達】

氏に講演していただきました。

2500

2. 会員企業目線で疑問に思う点を
FAQとしてまとめる
3. SEAJのHPへ掲載し、DM、セミナーな
どで紹介し、認識してもらう

2000

EU RoHS

1500

中国RoHS

1000

EU REACH

500
0

4. 11月にEU REACH FAQを公開
【達成基準】
HPページ閲覧数が5000件/年以上

は「欧州 REACH 規則と ECHA SCIP データベースへの対
応」と題して SGS ジャパン株式会社の技術顧問、大内幸弘

活動成果
3000

1. EU REACH規則に決定

ら講師をお招きして開催しているセミナーですが、今年度

累積閲覧件数

セミナーを開催した2月は、SCIP データベースの運用が
始まって間もない時期でありタイムリーな開催でした。
REACH 規則の概要から、SCIP データベースの概要、通知
義務などの要求事項、ファイルの構成についてなどの制度

自己評価、課題

面の解説や、登録開始後に見えてきた問題点、半導体製造

92点 11月にEU REACHを公開したが、セミナ
ーでの紹介などができず周知不足だった

装置のような複雑な成形品の通知での注意点、chemSHERPA

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan

の紹介や最新動向など、盛りだくさんの内容でした。
セミナー後のアンケートでは「参考になった」との回答

③環境教育講座の実施

が80% 以上ありました。データベース登録の必要性に関し

（一社）日本真空工業会と合同で開催している環境教育講

ては、30% 程度の参加者から「必要かどうかの確認中」の

座は2014年に始まり、今年度で7回目となりました。廃棄物

回答があり、さらにどの程度まで対応しているかの質問に

の管理や SDS の読み方、SDGs についてなど環境に関する

対しては、「順次登録中」から「含有部品の調査を始めたと

幅広いテーマや、RoHS、REACH などの製品含有化学物質

ころ」など、取り組みレベルには大きく開きがあることが

に関する法規制の概要や最新動向など多岐にわたっており、

浮き彫りになりました。

多くの企業が関係するテーマで毎年好評をいただいており
ます。これまでは関東と関西の2か所で開催しておりました

今後の活動

が、今年度はコロナ禍の影響により WEB セミナーでの開

NEWS FLASH による情報発信や FAQ 作成の活動は継

催となりました。セミナーの開催では関東、関西以外の地

続していく予定です。セミナーにつきましてはアンケート

区で開催することが課題でしたが、期せずして日本国内全

の結果を精査し、2021年度の活動に反映していく予定です。

体から参加者を募ることができる結果となりました。

詳細が決まり次第、SEAJ ホームページ、メールを通じて

WEB セミナーのノウハウがなかったため今年度は開催案

ご案内させていただきます。

内の遅れや段取りがうまくいかなかったところもありまし

また、最近の企業を取り巻く環境を見渡しますと、EU

たが、全国から120名の参加をいただき、アンケートでは

で始まった RoHS 指令や REACH 規則が、各国でも同様な

96% のポジティブ回答をいただきました。

法規制として制定されるようになり、出荷先の法規制情報

環境教育講座の実施(Webセミナーで開催)
(日本真空工業会：JVIAと合同開催)
～活動テーマ3 ～
活動ゴールと活動領域
会員に有用な情報提供をする
・マーケットシェアアップ ・競争力アップ
・国際市場展開領域
今回活動内容（詳細）、達成基準
【活動内容】
1. 月次の情報収集から、取り上げるべ
き法規制の選定
2. 委員の中から、プロジェクトメンバー
を募り、深掘り活動を実行
3. 深掘りした内容を取りまとめ、解説セ
ミナーを開催する

活動期間と使用したリソース
2020年9月～2021年3月、13社 のべ46時間
支出：80,162円（テスト、オペレーター費用）

活動成果
ポジティブ回答：96%【達成】
参加者：120名 （Webセミナーでの開催のため、
全国から参加者を募集できた）
4%

0%
参考になった

32%

まあ参考になった

64%

あまり参考にならなかった

を入手し対応することが企業にとって負担になってきてい
ます。各国で制定される法規制は対象範囲や、規制基準、
適用除外など一様でないこともあり、より複雑になってき
ています。当委員会では関係工業団体と協同し、こういっ
た各国で異なる規制内容に対し意見出しを行うなど、予防
的な活動にも力を入れていきたいと考えています。
環境情報専門委員会

2020年度委員長

ふじた

藤田

かずお

和雄

（株式会社新川）

参考にならなかった

4. アンケートの結果から、次回に向け
ての方針を議論
【達成基準】
セミナー後のアンケート結果で、
ポジティブ回答80%以上

自己評価、課題
100点 Webセミナー特有の課題を整理して
今年度のセミナーに生かしていく。

Sem iconductor Equipm ent Association of Japan
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【エネルギー効率利用専門委員会】
エネルギー効率利用専門委員会は、高効率エネルギー利
用技術の会得を中心に専門家のオブザーバーの協力を得て、

調査結果② 「エネルギーに関する環境方針と目標及び現状」
GHG（温室効果ガス）Protocol Scope

多角的な視点で情報収集や課題の議論を持って調査結果の
提供を行っています。特に今年度は、昨今の企業活動にお
いて切り離す事の出来ない「カーボンニュートラル」に着
目しました。
2020年度委員会活動
日本政府方針が「2050年に温室効果ガス排出ゼロ」を宣
言し、世界各国の環境対応動向も目まぐるしく変化してい
ます。そこで状況把握の為、当委員会参画企業を中心にエ
ネルギーに関する環境方針と目標及び現状を調査しました。
調査結果① 「エネルギーに関する環境方針と目標及び現状」
政府方針「2050年に温室効果ガス排出ゼロ」を踏まえた調査
図 -2

GHG（温室効果ガス）Protocol Scope
（調査：2021年3月）

次に GHG Protocol（*6）です。
Scope1、2に対して独自のロードマップを設定する企業が
増えています。そして Scope ３まで踏み込んだ高い目標を
掲げる企業もあります。また世界的企業の某ａ社は2030年
に Scope ３の必達をサプライヤに宣言し、呼応してスケ
ジュールの見直しを迫られる状況も発生しています。
調査結果③ 「エネルギーに関する環境方針と目標及び現状」
長期目標

図 -1

2050年

環境方針と目標設定の調査結果（調査：2021年3月）

各社のそれぞれの独自の方針が見えてくる非常に興味深
い結果が得られました。
・再生可能エネルギー（用語説明 *1）
：多くの企業が取り
入れており、既に特別なエネルギーではなく市民権を
得ています。
・グリーン電力証書（*2）
：一部企業のみ購入しています。
・TCFD（*3）
：既に賛同する事がトレンドと言えます。
・SBT（*4）
：この目標に基づき温室効果ガス排出削減目
標を設定する企業も増えてきました。
・RE100（*5）
：まだこれからの活動です。
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長期目標2050年（調査：2021年3月）
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次に長期目標です。2050年までの目標を掲げた企業もあ

◆ グリーン電力調達の動向と課題

ります。これは非常に高い目標であり、カーボンニュート

◆ SDGs における企業戦略の課題／問題点

ラルを目指して長期視野に渡る経営判断により、環境方針

◆ TCFD：気候関連財務情報開示タスクフォース

を打ち出したと言えます。

◆ トヨタ

活動のまとめ
①

コネクテッドシティ（ウーブンシティ）

◆ モータ効率規制の最新動向

動向把握

etc

・広範囲且つ専門的な情報を自社に持ち帰りました。
・課題に対する現実的な議論を行いました。その結果、

長期的視野と経営判断により非常に高い目標を設定した
企業と、動向調査しながら対応を検討中の企業に分類され

実際に悩んでいる取り組みや今後の方針のヒントが特

ます。国際的な指標に沿う対応が潮流である確認ができ、

に多く得られました。

具体的な活動内容や課題が見えてきました。また、同業他
社の方針を知る事で自社の掲げた目標との比較が可能であ

まとめと今後の活動

り、目標設定の差異が今後の活動において参考になります。

時代はまさに本気で SDGs に取り組むサスティナビリ
ティ経営の概念によって変革に対処出来るか問われている

②

課題把握
カーボンニュートラル目標が設定されていますが、現時

時であり、適切な目標設定と現実から目をそらさず個々の
活動を着実に進める必要があります。
本委員会では、次年度以降もカーボンニュートラルを視

点では現実的に達成困難です。
何故なら、実現する為の手段が完全に確立しているとは

野に未来の輝かしい社会の実現に向けて日本国内や半導体

言い難い状況だからです。また具体的活動内容も協議しま

業界の枠にとらわれず、異業種からの学びや専門知識持つ

した。太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーだけ

業界団体との交流も実施します。そして技術や課題を議論

では企業活動を賄えず、コストをかけてグリーン電力購入

して皆様と有益な生きた情報を共有します。半導体業界は

や高効率の設備導入など全て駆使しても CO2の収支がプラ

何処に向かい我々は何をすればいいのかを調査し提言して

スマイナスゼロの状態とは程遠いからです。

いく所存です。

この議論の中ではエネルギーを生み出す為に必要なエネ
エネルギー効率利用専門委員会

ルギーと生産過程の総量及び製品の廃棄に要するエネル

もちづき
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ギーも考慮した LCA（Life Cycle Assessment）の概念も用
います。
◆多岐に渡る要素が必要とされます。
・当たり前の無駄削減の日常の意識とこつこつとした作

・国や自治体の支援
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・グリーン電力等の再生可能エネルギーのコスト削減
・グリーン電力等の売買システム確立の利用の簡易化
etc
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そして、実行するだけなく社会に CSR 活動を紹介する上
で国際的な指標に基づく客観的な評価の開示も求められま
す。このように各種課題が山積して模索している実態でし
た。
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委員会活動
委員会の活動の一つに勉強会があります。コロナ禍を加
味して情報交換会は中止し、自社だけでは調査の難しい広
範囲なテーマの勉強会を実施しました。

2020年度委員長

信明（株式会社アルバック）

用語説明
*1

業の積み重ね
・研究開発中の期待される各種技術革新の実用化

のぶあき

*6

再生可能エネルギー
再生可能エネルギー（Renewable Energy）とは、石油や石炭、天然ガス
といった有限な資源である化石エネルギーとは違い、太陽光や風力、地
熱といった地球資源の一部など自然界に常に存在するエネルギー
グリーン電力証書
グリーン電力証書とは風力や太陽光、バイオマスなどの再生可能エネル
ギーで作ったグリーンな電気が持つ「環境価値」を「証書」化して取引
すること
再生可能エネルギーの普及・拡大を応援する仕組み
TCFD
「 気 候 関 連 財 務 情 報 開 示 タ ス ク フ ォ ー ス（The FSB Task Force on
Climate-related Financial Disclosures）」
国際機関 : 金融安定理事会によって設立されたタスクフォース。企業等
に対し気候変動関連リスク及び機会に関する項目の情報開示を提言
SBT
「科学的根拠に基づいた排出削減目標（Science Based Targets）
」科学的
な知見と整合する、企業の温室効果ガス削減目標
RE100
事業で使用する電力の再生可能エネルギー100％化にコミットする企業の
協働イニシアチブ
GHG Protocol
温室効果ガス（GHG）排出量の算定、報告の基準として世界的に推奨さ
れている。Scope1から3までどこまでの範囲とするかその区分けが示され
ている。SBT、RE100もベースとなる基準は GHG Protocol

SEAJ Journal 2021. 9 No. 174

ジャーナル174号.indb

67

67

2021/08/23

14:26:42

