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主な活動テーマ
活動テーマは主に下記3点になります。

①半導体製造装置の販売統計を配信し、会員各社に対し毎
月円滑に統計レポートを発行すること。

②半導体製造装置市場に関する需要予測を行い幹部会審議
を経て、それらを対外的に発表すること。

③ SEMI と統計活動の進め方についての議論を行うこと。

当委員会のメンバー

半導体製造工程のなかでも、前工程、後工程、検査工程
から各社参加しておりバランスの良いメンバー構成になっ
ています。

委員会活動の目的

昨年に引き続き COVID-19の影響で年度前半の委員会は
主に On-Line となりましたが、年度後半より徐々にですが
SEAJ 会議室にメンバーが集まるようになってきました。
当委員会の出席率は各委員の努力により通常の委員会（月
例）で90％、需要予測会議（年2回、終日）ではほぼ全員参
加で討議をしてきました。残念なことは、例年年2回の需要

予測会議の後は必ず開かれていた懇親会はまだしばらくお
預けとなっています。
①委員会　通常月1回開催
② SEMI-SEAJ 合同会議（通常年2回開催）

COVID 以前は、7月はセミコンウエスト会場開催で
SEAJ から委員、事務局は米国出張、12月は日本でセミコ
ンジャパン時期に合わせて開催していましたが、21年度は7
月は On-Line 開催となりました。また、12月は SEMI 側の
事情で実施されませんでした。
③需要予測対外発表

年間2回（7月、1月）の需要予測プレスリリース、マーケッ
トセミナー及び中間見直し（10月、4月）を実施しています。
需要予測発表は当委員会のメイン活動になります。需要予
測数値記者発表は主に委員長が担当、及びマーケットセミ
ナーでのプレゼンテーションは各委員持ち回りで行ってい
ます。

需要予測発表までの道のり

2021年度SEAJ活動成果報告

【半導体調査統計専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告

SEAJ では、毎年専門委員会による活動成果報告会を開催し、各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。今回は5月12日にナガセグローバル人財開発センターにてハイブリッドで開催致
しました。改めて全14委員会の活動をレポートとして作成いただきましたので掲載致します。
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21年1月発表時を例に需要予測が出来るまでを簡単にご説
明します。
①需要予測会議

委員全員参加で SEAJ 会議室 +WEB にて需要予測会議を
21年11月24日に丸一日かけて実施しています。

当委員会の予測のやり方は、まずマクロ経済及び世界情
勢の分析、電子機器及び半導体投資を牽引するアプリケー
ションの動向分析、半導体需要動向および我々の顧客にあ
たる主要半導体メーカーの業績などの分析、最後に設備投
資予測を組み合わせ先3年間の需要予測を Fiscal Year（4月
-3月）で行います。そのため Calendar Year で表す他の分
析機関との数値とは3か月のずれが生じます。その年の状況
にも寄りますが、日本製装置の販売高は特に3月に跳ね上が
る傾向があり、1-3月の数値が前年度に入るかカレンダー通
りにカウントされるかにより数値は変わります。

その他、為替変動などを加味したうえで委員会案として、
日本製装置（世界市場に向けて）と日本市場（海外製装置
含む）の向こう3年間の成長率と金額（￥）を幹部会に提案
します。
②21年度1月発表需要予測を控え、21年12月1日の幹部会で
FPD 統計委員会の FPD 製造装置需要予測案と共に予測数
値の妥当性、経営層からみた景況感との共有のため予測数
値の審議が行われます。

両委員会委員長より、各委員会案の作製プロセス、背景、
SEAJ の各種統計資料の説明を行い議論が展開されます。
半導体、FPD 両方で概ね2時間程度プレゼンと質問、意見
交換などを経て SEAJ 需要予測数値が決定します。
③プレス発表は21年1月13日東京会館にて実施され、25名程
度の記者関係者が集まり、即日予測数値とその背景記事が
配信されます。

また翌日14日のマーケットセミナーは今回 WEB 開催に
なりましたが、40人程度の視聴を集めています。

2021年度の日本製装置の成長は、委員会及び関係者の予
測を大幅に上回る成長率を示しています。

1985年 SEAJ 発足当初から続いている当委員会の統計を
改めて眺めてみると、日本製半導体製造装置が1兆円産業に
なったのは1995年（Windows95の年）で約10年かかりまし
た。更に2兆円に達したのは2017年でメモリバブルのころで
12年かかっています。

2021年度は3兆円をゆうに超えて3兆4,430億円で着地しま
した。更に、22年度は4兆円もうかがう勢いです。“ICAC5”
が半導体投資を牽引して新しいステージに入りました。会
員の皆様が一番実感をされていることですが、近年の急激
な需要の拡大により各社事業規模も大きくなり、我々の産
業で働く方々も増大しています。そんな状況下で、SEAJ
への注目度も上昇していることを統計及び配信、発表をし
ながら実感しています。

まとめ

今回の活動成果報告記事では需要予測に焦点をあててご
説明してきました。需要予測会議では、丸一日13人の委員
および事務局の皆さんが様々な情報を持ち寄り一つのテー
マを議論します。終わり近く夕方には、もうろうとしてく
ることもあります。それでも、予測数値が出来たころには
一種の達成感が湧いてきます。

当委員会の活動、手法は伝統を守りある意味 「定点観測」
を心掛けています。

今後とも、この30年以上続く文化を継承すべく SEAJ の
存在意義の認知と、業界の発展の一翼を担っていければと
考えます。

小職も当委員会20年選手になりました。最後に、コロナ
禍で追い出し宴会が出来なかった諸先輩にたいしまして、
これまでの当委員会に注いで来られました貴重な尽力に敬
意を表し、深く感謝いたすことをこの場をお借りして申し
上げる次第です。有難うございました。

半導体調査統計専門委員会　2021年度委員長
　吉川　秀幸（株式会社荏原製作所）
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【FPD 調査統計専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告
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■はじめに

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
社の事業発展、競争力アップの為に活用頂く情報を提供す
ることを目的として活動しています。

当委員会は、7社（日新イオン機器、東京エレクトロン、
アルバック、キヤノン、エスケーエレクトロニクス、
SCREEN ファインテックソリューションズ、ニコン）の委
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
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
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
報セミナーにおいては会員外部へも発表しています。

FPD 製造装置は、テレビ、ノート PC、タブレット、スマー
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
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
おり、日本製 FPD 製造装置が多数販売されています。

■2021年度活動報告

1）　需要予測の活動
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・
承認された上で発表しています。
年4回の委員会は、

需要予測会議： 5月（発表：7月）
需要予測中間見直し会議： 8月（発表：10月）

需要予測会議：11月（発表：1月）
需要予測中間見直し会議： 2月（発表： 3月）

のスケジュールで行い、
各会議では、

・統計参加会員企業21社による毎月の販売統計
・外部アナリストからの市場 ･ 技術動向
・当委員会で作成したパネルメーカの投資見込（3ヵ年）

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
ました。

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

を超え。過去最高を記録しました。翌年19年度はメーカの
G6設備投資の落ち着きにより減少傾向が見られ、20年度は
予期せぬコロナの影響で期初の落ち込みが大きく先行き不
透明な状況に陥りましたが、年度後半には販売が持ち直し、
年度でみれば大きな減少とはなりませんでした。販売先と
しては、中国への偏重が進んでおり、近年では全体の80%
程度を占めています。

3）需要予測の結果
20年度予測では、新型コロナウイルスの影響で先行き不

透明な状況でしたが、21年度につきましては、業界として
の対応も進んだため、その影響も限定的となっており、改
めて各社の投資情報を中心に需要予測を行いました。G6 
OLED、G10.5 LCD への投資が一巡するものの一定の投資

2021年度需要予測の経緯
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が継続されるため、21年度は、4,700億円の予想を立てまし
た。また、コロナ特需で各パネル価格が上昇しており、中
でも IT パネル（ノート、モニタ、タブレット）は新設工場
の話題が多くなっており、22年度、23年度については期待
ができる市場環境であることから、22年度4,800億円。23年
度5,000億円と予測しました。

FPD 需要予測委員会では、これまで設備投資をけん引し
てきた G6設備によるスマホ用 OLED に代わり、G8設備に
よる IT パネル、OLED TV 向け設備投資が進むとみており、
これらの投資では新技術が採用されることから、日本製
FPD 製造装置のシェア増が期待されます。

4）対外発表
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

情報セミナーを開催し、FPD 製造装置の需要予測、販売額
の地域別推移や FPD 業界の動向などの情報を発信していま
す。

1月13日の記者発表会（東京會舘）では、21社 25名の参
加を頂き、また1月14日のマーケット情報セミナー（WEB
開催）では、約40名の参加を頂き、好調が続く FPD 業界へ
の関心の高さが伺えました。

■おわりに

FPD 調査統計専門委員会は、これからも様々な市場動向
や技術動向を基に、より正確な需要予測を目指し、取り組
んでいます。

FPD 調査統計専門委員会　2021年度委員長　滝
たき

下
した

隆
たか

義
よし

（株式会社 SCREEN ファインテックソリューションズ）
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FPD 製造装置の四半期販売実績

記者発表会（2022/1/13東京會舘）
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【広報専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告
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広報専門委員会は、8名という少数精鋭の委員会で、日々
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、
ホームページを中心としたその他情報発信のサポートです。

まず「活動ゴールと活動領域」ですが、半導体・FPD 製
造装置産業の発展と、有益な活動の創造を、活動ゴールとし、
国内半導体・FPD 製造業界の発展を、活動領域としました。

次に、前期の成果として、「達成・リソースの基準」です
が、一番目はホームページアクセス数で、前年以上をカウ
ントすることとしました。そして、来訪者の分析手法を改
善し、更なるコンテンツの改善に結び付けるようにしまし
た。二番目は、SEAJ ジャーナルでの、新企画の連載開始
です。三番目は、委員会活動時間で、160時間を目標としま
した。
「活動・リソースの結果」ですが、2020年度に比べてホー

ムページアクセス数が増加しました（前年度比21％増加）。
2020年4月～12月のユーザー数は、215,135で、2021年4月～
12月のユーザー数は、260,377でした。

次に、SEAJ ジャーナル関連ですが、「新連載」の企画が
2件スタートしました。「SDGs に関連した半導体製造装置
と地球環境への取組み（2021年5月号～）と、「考察：最先
端パッケージング・実装技術（2021年12月号～）です。
「課題」としては、半導体の進歩は日進月歩であり、常に

新しいコンテンツが求められるということです。
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次期目標ということで、「活動の効率化に向けた新しい基
準」としては、ホームページでは、特に学生向けのコンテ
ンツを充実させることと、人材開発専門委員会の成果紹介
や、セミコンプロジェクト発信コンテンツとのコラボによ

り、更なる相乗効果を目指すことです。
ホームページの取り組みについて、少しお話をします。

2020年4月1日より、新ホームページがスタートしました。
ホームページのリニューアルの結果ですが、2020年度の

アクセス数は196％アップ（前年比約3倍）という結果とな
りました。その翌年ということで、反動減が心配されまし
たが、2021年度ホームページアクセス数は21％増加してお
り、「2年目のジンクス」を克服することが出来ました。主
な指標の前年比としては、ページビュー数が、32.1％の増加、
ページ別訪問数が、31.44％の増加などとなっております。

Semiconductor Equipment Association of Japan

Semiconductor Equipment Association of Japan

リニューアル後 アクセ
ス件数推移

ユーザー数 サイトへの訪問者

ページビュー数（ページの表示回数の合計）

学生向けページビュー数

セッション数（ サイトへの訪問回数）

スマホでのセッション数

全体の割合

直帰率

主な指標の前年比
※閲覧開始数＝ユーザーがサイトにアクセスしたときに指定したページを最初に閲覧した回数
※離脱率：全てのページビューのうち、ユーザーが最後に閲覧したページの割合
※ページ セッション＝セッション中に表示された平均ページ数

もう一つの活動成果としては、SEAJ ジャーナルの新連
載企画記事のスタートです。

新連載企画①として、SDGsと半導体ということで、シリー
ズタイトルは、「SDGs に関連した半導体製造装置と地球環
境への取組み」です。2021年5月号より、連載を開始してお
り、優れた取り組み事例を積極的に紹介し、会員間で共有
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【貿易専門委員会】 優秀賞
2021年度SEAJ活動成果報告

していただくことを目的としております。2022年度も年間
を継続して取り組んでいく予定です。

新連載企画②としては、渡部専務にご紹介いただき後工
程に脚光を浴びせることにしました。シリーズタイトルは、

「考察：最先端パッケージング・実装技術」です。エー・ア
イ・ティの加藤 凡典様に、寄稿して頂いております。執筆
を依頼した背景には、今後数年でトランジスタの構造と使
われる材料が大きく変化。コストも上昇が予想される。そ
の流れの対応こそが「Chiplets」を始めとする新世代パッ
ケージの技術革新を喚起し、前工程と後工程が「二人三脚」
で半導体産業の進化を加速させるという構図が明確になっ
た（事務局）ということがあります。過去の歴史と技術課
題の整理を行い、最新の実装技術（廃棄物などの環境問題、
物理特性や加工限界を考えた半導体パッケージングのあり
方）へとつなげられればと思っています。
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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。

以上、広報専門委員会のご報告とさせて頂きます。

広報専門委員会　委員長　高
たかはし

橋 稔
とし

幸
ゆき

（日本電子株式会社）
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2021年度の活動内容をご報告いたします。
活動テーマは「装置・部品輸出時の諸課題解決サポート」

で複雑化する各国の通関業務や規制強化について調査を行
い会員企業にフィードバックを継続しています。

ゴールと領域は「有益な活動の創造」と「対等な競争環
境の実現」にあたると考えています。

リソースの基準は次の3点
①　重要不可欠として継続してきた3つのエッセンシャルセ

ミナーを必ず開催する。
②　セミナーに対するアンケートで「有意義」の評価85％

以上を持続する。

③　講習テキストを最新情報として提供し広報誌による報
告をおこなう。

結果は、会員企業向けセミナーは全て無事開催ができ評
価も昨年度から1ポイント上昇の94％の有意義回答をいただ
き SEAJ ジャーナルにて多くの会員企業に報告ができまし
た。

今後の課題としては講習テキストの配布方法や許可およ
び講習時間に改善の余地があります。

また空港 / 港湾の現状をリアルに伝えきれない部分があ
りますので、次期目標として Web 開催における効率化に加
え現地見学会の再開を目指します。
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活動内容の紹介

１．3つのエッセンシャルセミナー

日時：2021年10月15日（金） 14:30～17:00
講師：日本通運株式会社　及川委員 / 只野様 / 鈴木様
テキスト頁数：88枚

最も人気の高いセミナーで　会員でもある日本通運株式
会社様にご協力いただいております。

9回目となる今回は「コロナにおける海空物流マーケット
概況」を加えた「中国の貿易および物流事情（基礎実務
編）/（トラブル事例編）」です。

注目の高い上海プードン空港の防疫管理強化で集団居住
をされている作業者と物流導線の現在の写真をベースに情
報提供されました。

アンケートの回収数は52件で初めての参加36件と2回目以
上の参加が16件です。

なかには4回以上ご参加されている方もあり「トラブル事
例は弊社でも同様な問題があり役に立ちました」とのお言
葉を含む49件の「有意義評価」をいただきました。

日時：2021年12月10日（金） 13:00～15:00
講師：安全保障貿易情報センター（CISTEC）　布野主任研

究員
テキスト頁数：75枚

今年も日本真空工業会との共同開催です。
新たな「みなし輸出」規制と最新の米中新輸出規制動向

を加えた内容での開催です。
昨年は初のウェビナー講習会に際し CISTEC 側と受講制

限数の解釈に齟齬があり、今年の開催が危ぶまれましたが、
規約変更のご配慮をいただき無事に開催できたことを感謝
いたします。

アンケートの回収数は87件で回答キャリア年数は5年未満
が48と最も多く5～10年が14件10年以上が25件となっていま
す。

「みなし輸出における特定類型に関する考え方がよく理解で
きた」

「大きな枠ではなく半導体装置に沿ったセミナーで聞きやす
かった」
などのお言葉と「有意義」の評価83件をいただいております。
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日時：2022年2月21日（月） 14:00～17:00　
講師：一般社団法人 航空危険物安全輸送協会  IDGA 代表 

久保山様
テキスト頁数：61枚

専門的な知識が必要な領域で前回と同じ講師を迎えるこ
とで連続性のある講習内容になりました。アンケートの回
収数は22件で回答キャリア年数は5年未満が15件また5年以
上が7件となっています。

「変更点を強調するなどわかりやすかった」
「特にリチウム電池関連の情報を今後の動向含めて聞けたこ
とは参考になった」
などご意見を含め「有意義」の評価を20件いただいており
ます。

エッセンシャルセミナーは「時代に合ったオンラインに
よる情報提供の工夫と更なる推進 」をキーワードにオンラ
イン化を進め参加者申し込み数も増え情報提供できる対象
が拡大しました。

2年目である2021年度は更なる充実を図り講習テキストの
提供を申込者に対して SSL でメールを送り PDF でダウン
ロード可能とし、講師の了解を得て会員企業での社内教育（2
次利用）を可としています。
※「安全保障貿易管理」については国内在住の邦人が対象

２．貿易委員会での討議事項（有益な活動の創造と対等な
競争環境の実現）

SEAJ 貿易専門委員会では世界情勢や政治動向も視野に
入れる中で、会員企業が対応する世界の顧客満足とその満
足感を実現させる全ての貿易業務従事者のエンゲージメン
トを高める「有益な活動の創作」を目指して議論 / 活動を
行い、業務遂行の安心感と効率 Up に繋がる工夫を続けて
参ります。また VUCA（Volatility/Uncertainty/Complexity/
Ambiguity）の時代でも、重大な規制変更に対する最新情
報の観察と状況理解を共有し、具体的なアクションプラン
が決定できる「対等な競争環境の実現」を整えて参ります。
今後とも SEAJ 幹部を含む SEAJ 会員企業からのご理解と
ご支援をお願いいたします。

貿易専門委員会　2021年度委員長　谷
たにざわ

澤 光
みつまさ

正
（株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ）
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【人財開発専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告

SEAJ Journal 2022. 9 No. 17850

人財開発専門委員会は大学プロジェクトの活動を引き継
ぎ、2021年7月に運営委員会直轄として発足した新しい専門
委員会です。8社11名の構成でスタートし、１年が経ちまし
た。この立ち上がりの１年の活動を紹介します。

■組織と役割

人財開発専門委員会は「人」にこだわり、全世代に対し
てアプローチすることを目標にしています。小学生を対象
にした「経産省こどもデー」から学生の採用を目指す「大
学イベント」、そして社員育成・業界発展を考えた「イノベー
ション創出井戸端会議」に至るまで「場」の形成を中心に
据えて活動しています。その組織・役割分担はこれらを実
現するための構成として WG（ワーキンググループ）とチー
ムの形式にしました。

■2021年度活動

（１）大学WG応物チーム
2018年3月応用物理学会において初めて「就活生必見！」

シリーズを開始し WEB 形式に対応しながら3月に第6回を
無事開催しました。「学生に来てもらうのではなく、会いに
行く」をテーマに、毎回200名以上の参加がある応物学会内
でも人気のシンポジウムになりました。第7回は「私は応物
で就職を決めました」とネーミングし、東北大学にて9月22
日に開催します。ハイブリッド開催により多くの参加者が
見込まれています。

（２）大学WG関西・関東チーム
2018年12月立命館大学において「業界研究 若手技術者が

経験を語る2018」を開催して以来、応物学会同様「会いに
行く」をテーマに掲げ、現在では4大学において学生向けに
半導体業界をアピールしています。2021年度は2社の新規参
加があり、これまで23社の会員各社の技術者が自らの経験
を学生に伝え、ひいては採用につなげられるよう、活動を
継続しています。各大学の先生方や就職担当者とのパイプ
もでき、情報交流もより活発になってきました。

（３）高校高専WG
九州エリアの活性化に伴い、各高専の動きもより活発に

なってきています。JEITA と連携した出前授業を中心に、

図１　組織図

図２　学会実績

図３　大学実績
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多くの高専と交流を進めています。

（４）小中学校WG
経産省こどもデーはここ2年の非開催と参加見合わせによ

り、展示していませんが、2022年度から再開します。幼少
期の印象は将来の職業選択に影響することもあり、この世
代へのアプローチも非常に重要であると認識しています。

（５）開発WG
新たな大学へのアプローチや社員教育プログラムのよう

なコンテンツ制作を行っています。今年は「イノベーショ
ン創出井戸端会議」をシリーズ化しました。複数の会員企
業から「最近イノベーションが起こっていない」という課
題認識があり、SEAJ においてどのようなプログラムがで
きるか考えた結果、過去のイノベーションにおける開発者
の声を聞く「場」を設けることが重要であると意見がまと
まり、当初メンバーを中心にコアメンバーを結成して、半
導体各プロセスにおけるレジェンド技術者の講演会を開催
継続しています。毎回100名以上の参加者がある人気シリー
ズに成長しました。

また運営委員会チーム活動の運営委員会活性化の一環と
して開催していた運営委員会特別講演を引き継ぎ、各種専
門家を招聘して講演会を開催しています。こちらも毎回100
名以上が集まる場になっています。

■今後の展開

これまで以上に多くの会員に参加してもらえるよう、意
見を取り入れながらイベントの展開を図ります。引き続き
人財開発専門委員会の活動にご期待ください。

人財開発専門委員会　2021年度委員長　荒
あ ら き

木 浩
ひろ

之
ゆき

（株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ）

図４　イノベーション創出井戸端会議

図5　運営委員会特別講演
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【ウェーハプロセス専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告

SEAJ Journal 2022. 9 No. 17852

委員会活動に関して

当委員会は前年度に引き続き、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21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。

活動テーマは、ウェーハプロセス最新技術の動向の調査・
研究となる。我々の顧客であるデバイスメーカの技術ロー
ドマップを議論することにより、そこから技術変化点を読
み取る。

その手段として委員会内の議論だけでなく、デバイスメー
カ、大学の先生がたから講演いただき、最新技術の理解を
深めてきた。それに加えて SEAJ リソグラフィ専門委員会
との X-Cut 活動をすることにより、デバイス製造技術全体
で議論を進めており、今後も定期的に開催していきたいと
考えている。

今年度もコロナ禍の中で、有力学会はオンライン形式開
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
壁は下がる傾向であり、各カンファレンス、ワークショッ 
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 

（藤井委員）も SEAJ からの技術調査目的でデバイス技術の
国際学会、IITC2021を聴講し委員会内で発表・議論を実施
した。その他、図1に示す様に、市場・技術動向把握のため

外部講師、SEAJ メンバからのご講演をいただき、市場、
競争環境、並びに技術動向の理解を深めた。

ロードマップおよび技術変化点の抽出

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。

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、
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。 一昨年度
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。デバイスの進化軸として PPAC を追
求してきていたが、新たに＋ E として環境負荷指数を加え
た PPACE（Power-Area-Cost-Environment）を提唱して
いる。

プロセス技術に求められている技術変化点を図2にまとめ
た。

図１：SEAJ 成果報告会より

図2：ロードマップ、技術変化点、成果報告会資料より
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既存プロセス要素技術のチャレンジは、さらなる均一性、 
洗浄度、選択性の追求となるが、その厳しい要求値・要求 
精度を満たし、半導体デバイスの微細化に貢献していく。

市場からの技術変化点、求められる技術に関して Key 
Word は以下のようになる。

・リソ・パターニングは、EUV 量産、Dry Resist
・FEOL、BEOL 成 膜 技 術 は、 ロ ジ ッ ク GAA、3D 

DRAM、Cu 代替技術、ASD（選択成膜）など
・不純物導入技術では、3D 構造へのドーピング、インプ

ラ技術を用いた表面、材料改質
・エッチング技術、ALE
・洗浄技術、パターン倒壊防止
・CMP ではプロセスモニタリング、装置インテリジェン

ス化
・検査・計測技術では、更なるメタル汚染高感度化
最後に、今回から新規した、HI、BSPDN、Chiplet など

の前工程・後工程の融合にも注視する。
このように、先端ロジック・メモリ動向に加えて、新た

な技術潮流を含めて調査・研究・議論を深めていく。

まとめ：ウェーハプロセス専門委員会の活動

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。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、
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
ご協力に感謝する。

ウェーハプロセス専門委員会　2021年度委員長　早
はやかわ

川 崇
たかし

（東京エレクトロン株式会社）
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【リソグラフィ専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告

SEAJ Journal 2022. 9 No. 17854

（１）リソグラフィ専門委員会の活動状況概要

リソグラフィ専門委員会は、装置メーカー、マスクメー
カー、部品メーカー、材料メーカー等リソグラフィ関連企
業 か ら の 専 門 委 員11名、SEAJ 事 務 局2名 で 構 成 さ れ、
SEAJ 技術部会の傘下で活動をおこなっています。

 当専門委員会では、下記のテーマを中心に活動をおこ
なっております。
1）リソグラフィの最新の技術動向の調査・研究
2）半導体メーカー、半導体デバイス、半導体アプリの動向

の調査

（２）リソグラフィ分野の注目内容の講演会実施

専門家による講演会を4回に分けて7件実施しました。
SDRJ/IRDS リソグラフィとデバイスのロードマップ、AI
利用半導体製造装置、EDA 技術 / リソグラフィシミュレー
ション技術、EUV マスクブランクス、ILT・SMO 技術、
マルチビーム描画装置についてご講演いただきました。平
均参加者数は、116名でした。講演会を通じ、会員企業へ広
く情報を共有しております。各講演会後に別途、ご講演者

様と委員会メンバーで議論する場を持ち、技術の深堀りを
おこないました。

いずれの講演に対してもアンケート調査で好評価を頂い
ております。

（３）リソグラフィ技術、業界の最新動向、技術課題の調査

リソグラフィ・デバイスに関係する各種学会（Photomask 
Japan（4月）、EUV Workshop（6月）、ICSPT（6月）、
NGL ワークショップ（7月）、PUV2021（9月）、MNC（10月）、
IEDM（12月）、SEMICON KOREA（2月））等へ参加、情
報共有、議論をおこないました。

これらの公開情報から、各リソグラフィ手法の課題、動向、
量産見通しについて議論し報告をまとめています。

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。

EUV リソグラフィのロジックデバイスへの導入は進み、
DRAM への適用も本格化してきています。今後高 NA 
EUV 技術の開発が本格化する予定です。

ナノインプリントリソグラフィ（NIL）は、デバイス検
証中の３D NAND に加えて、DRAM 量産への適用を検討
中です。

自己組織化（DSA）は、イメージセンサーでの量産適用
に関する発表がありました。EUV リソグラフィのパターン
寸法のばらつき低減する補完技術としても、DSA は注目を
浴びており、研究開発が継続しています。

マルチパターニング技術は、幅広く応用され、ロジック、
DRAM、NAND で広く活用されています。EUV のマルチ
パターニングもすでに適用されています。

2021年度は、新型コロナの影響が残り、リソグラフィの
主 要 な 学 会 で あ る“SPIE Advanced Lithography + 
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Patterning 2022”が、当初予定の2月開催から4月開催に延
期されました。海外への出張制限が続く中、情報の収集も
オンラインを活用したものが中心になりました。

また、対面でのリソグラフィ専門委員会の開催が難しい
状態は続き、WEB を活用してコミュニケーションをおこな
いました。

（４）SEAJ ウェブ向けにリソグラフィ関連用語集更新

SEAJ ウェブサイト向けに、リソグラフィ専門委員会で、
リソグラフィ関連用語集更新しました（更新後 約190用語）。
リソグラフィ業界で使われている専門用語が簡潔にまとめ

られております。広く、ご活用いただければと考えており
ます。

（５）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連携して
おこない会員メンバーに展開しております。皆様の積極的
なご参加をお待ちしております。

リソグラフィ専門委員会　2021年度委員長
永
ながはら

原 誠
せ い じ

司（東京エレクトロン株式会社）

【検査専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告
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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、13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。

今期（2020-2021年度の2年間）は、『Society5.0を実現す
る最新半導体デバイス技術の動向調査と検査技術の課題検
討』と『半導体デバイス検査工程における、スマート検査
実現に向けた調査・検討』をテーマに設定し、活動を行い
ました。

注）Society5.0とは、「サイバー空間（仮想空間）とフィ
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、
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

（Society）」と内閣府の『第5期科学技術基本計画』にて定
義されています。

2.　活動内容

1年目（2020年度）は、5G/Post5G（5th Generation（第5
世代移動通信システム））関連の講演会により、市場動向お
よびデバイス技術動向の知見を広げ、スマート検査に関し
ては、次年度の議論の方向性を決定しました。

本年度は、2年間の総括として、具体的に以下の3点を目
標としました。
①　Society5.0で注目され、半導体デバイスが進展すると考

えられる技術革新分野（IoT（Internet of Things）、ロ

ボット、AI（Artificial Intelligence）、ビッグデータ）
に関して、キーデバイスの技術動向を調査し、その検
査の課題を検討する。

②　Society5.0では、半導体デバイスの検査工程自身も自動
化・高効率化したスマート検査の実現が必要と考えら
れ、5～10年後のスマート検査の実現に向けて、検査工
程の現状把握、自動化・高効率化の課題を検討する。

③　活動を通じて得られた新語・キーワードを SEAJ 
Homepage の用語集に追加更新を実施する。（目標新規
追加10語）

3.　活動成果

テーマ１：『Society5.0を実現する最新半導体デバイス技術
の動向調査と検査技術の課題検討』
■ 講演会（5G/Post5G デバイス関連調査活動）
2021年6月『5G 製品開発における開発現場の課題について』

講演者：株式会社メイリンク
テクニカルセンター センター長　中里　智章 様
今後5G が期待される分野、製品は多岐にわたるが市場は

未だ発展途上であり、製品製作が可能になり、使用環境が
揃えば5G 市場は大きく発展する。このためには、課題であ
るアンテナ測定、検査環境へ、安価で確立した検査ソリュー
ションが求められていることを知ることができました。

5G 市場では、現状6GHz 未満の比較的低い周波数帯
“Sub6”が主に使用されています。5G の超高速通信のポテ
ンシャルをフルに発揮する為には、30GHz から300GHz の
周波数帯“ミリ波”の使用が必須になります。2020年度に
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実施した OMDIA （Informa Intelligence LCC） 南川 明 様
の講演会内容においても通信トラフィック急増による通信
モジュールの拡大が取り上げられており、本委員会ではキー
デバイスを、半導体実装技術を使ったアンテナ一体化の5G
向けモジュール“AiP（Antenna in Package）”に設定し、
深堀を行いました。“ミリ波”対応デバイスの検査では、従
来とは全く異なる非接触での無線テスト“OTA （Over the 
Air）”が必要になる可能性を把握しました。

OTA テストの手法としては、被測定アンテナと測定アン
テナとの距離の違いから３つの手法（FF（Far-Field）、
NF（Radiating Near-Field）、RNF（Reactive Near-
Field））が考えられており、それぞれの現状、課題の纏め
を実施、課題の深堀、装置に対する要求の把握を行いました。
OTA テストは、システム構築方法やコストバランスにより
半導体各社で手法は異なっており、確立されていないのが
現状である為、装置メーカとしては、動向の継続調査と、
それぞれの OTA 方式に対応可能なソリューションを開発、

用意を進めておく必要があることがわかりました。

テーマ２：『半導体デバイス検査工程における、スマート検
査実現に向けた調査・検討』
■ 検査専門委員会内検討

本委員会内にて、検査工程の前工程、後工程に分け、検
討を実施し、FA（Factory Automation）、データ活用の観
点から、各工程の現状、課題、市場要求、付加価値の検討
を行いました。
●前工程
・FA：Wafer/FOUP 搬送は規格化されており、検査装置
は概ね対応済みであるが、プローブカードの自動搬送が現
状未対応であることがわかりました。今後、以下背景より
工程の完全自動化が求められ、実現の為にはプローブカー
ド、テスターボードの自動搬送化が求められる可能性があ
ります。

　- 微細化に伴い、人的発塵を制御するクリーン環境が
求められる

　- プローブカードの大型化が進み、総重量20kg～30kg
規模になるため作業の安全を鑑みた自動化が求めら
れる

・データ活用：温度による熱変動を予測・自動補正し、
Probe と Pad のコンタクト最適化を行う技術や、チャック
やデバイスの測定温度から高速に温度制御する技術への活
用が期待される。
●後工程
・FA：デバイス毎にパッケージが異なる為、コンバージョ
ンパーツも多数あり、完全自動化は困難である。
・データ活用：消耗品が多く、突発的な装置停止を防止す
る為、消耗品パーツの交換時期の最適化など、予知保全へ
の活用が期待されている。

SEAJ Journal 2022. 9 No. 17856

テスト工程のスマート検査現状と課題OTA のテスト手法と優位点、課題

5G デバイス市場の現状と課題
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【装置制御技術専門委員会】
2021年度SEAJ活動成果報告
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1.　委員会活動内容の紹介

我々、装置制御技術専門委員会は、（以下略称）芝浦メカ
トロニクス、アズビル、荏原製作所、東京エレクトロン、
ギガフォトン、キヤノン、住友重機械イオンテクノロジー、
新川、SCREEN セミコンダクターソリューションズ、東京
精密、ニコン、堀場エステック、三菱電機、横河ソリューショ
ンサービス、水戸工業、アルバックの多彩な企業16社21名
から構成されています。

2021年度は2年任期の1年目にあたり、活動テーマとして
「半導体・FPD 装置業界への先端 IT 技術適用、および会員
企業の同分野の競争力向上」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収集や検討を以下の活動を通
じて行っています。
・　IoT/M2M に関連する通信やセンシング、VM（Virtual 

metrology）、AI など高度な制御技術および周辺技術の
調査・検討・共有

・　FDC(Fault Detection and Classification)、故障予知など、

装置品質、性能維持及び保障に関する調査・検討・共
有

・　同委員会と異業種を含む企業・団体との交流および課
題検討を行い、個社のエコシステム構築への貢献

・　IoT・AI 技術者育成のための教育コンテンツ作成・発信・
共有

また、これらの活動で得られた調査結果を当委員会内で
分析および議論を行い、最終的な成果物として、日本半導
体製造装置協会（SEAJ）会員企業様に有益となる提言およ
び報告を発信しています。

２．2021年度活動総括

2021年度は着々に実績を積む一方で、下記の図に示すよ
うに目標とした数値まで到達していないものもあります。

（参照：成果報告会活動サマリ - 前期の成果）これは長期に
わたるコロナ禍による委員会活動の活性化不足の影響と考
えており、特に21年度前半は効果的な運営ができずに試行
錯誤しておりました。その解決策として、ロードマップと

『新語・キーワードをSEAJ Homepageの用語集に追加更新』
新語・キーワード22語を SEAJ の Homepage に追加し、

併せて、既存46語の更新も実施しました。“OTA”、“スマー
トファクトリー”の様に、2年間の活動内で行った講演会、
調査より得られた用語を追加しています。

4．活動総括と来年度の活動

2021年度は、1年目の活動で得た知見をベースに、5G/
Post5G デバイス技術動向を把握し、その中でもキーデバイ
スとなる AiP の検査手法“OTA”について、現状の課題と
装置メーカに求められることを纏めることが出来ました。

スマート検査の課題検討に関しては、検査専門委員会各
社で把握している現状と課題を製造装置メーカの目線で整
理を行いました。来期（2022-2023年度）も継続テーマとし
て、顧客ヒアリングを行い、5～10年後のめざすべき姿の展
望を考えていきたいと思います。

ま た、 新 た な テ ー マ と し て『SDGs（Sustainable 
Development Goals）達成に向け半導体検査装置への要求
を 整 理 』 を 設 定 し て い ま す。SEMI（Semiconductor 
Equipment and Materials International）で挙げられている
SDGs 4項目（9,12,13,17）に関して、参加企業各社の活動内
容を整理し、かつ企業講演会を通じて情報を得ることで、
現状、課題、目標値などの整理をしていく予定です。

検査専門委員会　2021年度委員長
片
かたぎし

岸 俊
しゅん

（東京エレクトロン株式会社）SEAJ Homepage 用語集更新
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教育コンテンツに関するワーキンググループ (WG) を委員
会内に立上げることで活性化に成功し、21年度後半には活
動も軌道に乗りました。（参照：WG 活動）

ロードマップ WG では本業界にある様々な新技術に関す
る情報を調査し、その内容を本 WG で協議しながら新技術
の適用時期ロードマップを作成しています。

教育コンテンツ WG では半導体・FPD 装置業界の IoT・
AI 技術者向けの教育コンテンツを作成しています。昨今、
大学教育にて AI 分野のコンピュータサイエンスの環境整
備が進んでいる中、企業における生産活動での IoT・AI 技
術を利用したい技術者は、幅広い学問の中から自分に必要
な手法を見出すことに悩んでおり、装置制御 IoT は特に業
界内の基礎教育の効率化への取り組みが提起されていまし
た。その課題を解決する一つの手段を提供できるよう活動
しています。

それぞれの WG の具体的な活動実績は以下のとおりです。

①　ロードマップ WG
この WG は本業界にある様々な新技術に関する情報を調

査し、その内容を本 WG 内で協議しながら関連ロードマッ
プを作成しています。現在、IT 分野では色々な技術が生ま
れています。しかしながら、それらの技術の必要性や我々
の業界への適用時期など分かりにくい状況にあります。各
個社でも当然、これら情報は収集していますが、あまりに
も膨大な情報量であり、その確からしさには課題がありま
す。これら課題を解決するために、我々は6つの分野（装置
制御、自律化、Fab-Wide システム、データ処理 /AI 活用、
セキュリティ、環境）を定義し、それぞれに業界標準の独
自ロードマップを準備しようとしています。

その活動の一環として、「セキュリティ」分野では日本シ
ノプシス合同会社によるセキュリティ講演会「ソフトウェ
アやシステムの脆弱性の事例と、ソフトウェアの課題に対
する業界毎の取り組み、米国大統領令に見る世界的な対策
の動き」を開催し、有益な情報を得ることができました。
また、「環境」の分野では環境部会のエネルギー効率利用専
門委員会に協力を得ることができ、SEAJ 内部でも委員会
の垣根を越えた活動も行っています。

このように21年度は各担当委員が調査と議論を重ねまし
た。今年度（22年度）は、その調査結果のロードマップへ
の落とし込みを開始しています。

②　教育コンテンツ WG
この WG は20年度から作成している教育コンテンツ制作

活動をスタートとして、それらコンテンツのブラッシュアッ
プや新しい項目の検討・追加を行っています。IoT、ビッグ
データ、AI というメガトレンドの中で、半導体製造装置の
制御技術の進化を、データ所有権を持つデバイスメーカ側 
が牽引するのか、あるいは、計測制御理論の知見を持つ装
置メーカ側 が牽引するのか、を考えたときに、装置メーカ

SEAJ Journal 2022. 9 No. 17858

成果報告会活動サマリ

WG 活動

ロードマップ WG
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と計測制御機器メーカの知識共有を強化することは、サプ
ライチェーンの強化に繋がり、装置メーカのプレゼンスを
強化することに繋がると考えています。我々の教育コンテ
ンツは、人材育成の効率化という意義だけではなく、その
ような製造装置業界の発展戦略を意識して作成してきたも
のです。

そして、このコンセプトを SEAJ の外でも検証し、クオ
リティを上げていくために、応用物理学会、自動制御連合
講演会、日本経営工学会での発表も行ないました。

2020年度では装置内 IoT、21年度では PID 制御と IoT 技
術に関する教育コンテンツを Release し、そして22年度は
その知識を体験、実践できるコンテンツを発信予定です。
なお、この体験には Edgecross という装置業界で利用され
ているアーキテクチャを活用させていただいています。す
でに Release 済みのコンテンツに関しては会員企業の方で
したらどなたでも SEAJ の HP 上で閲覧することができま
す。
参照 URL：
https://www.seaj.or.jp/activity/tech/systemcontrol/news/
other_2249.html

上記 WG 活動の他には、技術動向調査の一環として、「SX
（サステイナビリティ・トランスフォーメーション）・DX（デ
ジタルフォーメーション）時代の AEC/APC」をテーマに
した2021年11月開催の AEC/APC Symposium Asia 2021に
当委員会の委員が参加しました。このシンポジウムにて、
製造装置やプロセス状態のセンシングにおける IoT を用い
た AEC 技術や収集された大量のデータを扱うことで可能
にする AI 等の技術を用いた APC 技術など、最先端の半導
体生産技術における先進的な装置／プロセス制御に関する
調査を実施し、その概要は SEAJ ジャーナルにも投稿させ
ていただきました。

3.　今後の活動について

近年、当委員会の活動対象である装置制御分野の技術は
その重要度が増しています。そして、AI 活用をはじめとす
る新技術は日々進歩しています。我々は当該分野を長年調
査、研究してまいりましたが、今後も2つの WG 活動を中
心として、SEAJ 会員企業様に有益な提言や情報を提供で
きる活動を継続していきます。まだまだ新型コロナウィル
ス感染症対策の影響が大きく予断を許さない状況ですが、
業界・技術調査や参加企業同士の議論を通じて、これまで
以上に SEAJ 会員企業の個々の活動に貢献できるよう活動
フィードバックしていますので、ご協力のほどお願いいた
します。

装置制御技術専門委員会　2021年度委員長
福
ふくがわ

川 幸
こう

司
じ

（株式会社アルバック）

教育 WG
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【サービス専門委員会】 優秀賞
2021年度SEAJ活動成果報告

SEAJ Journal 2022. 9 No. 17860

2021年度のサービス専門委員会では、中国でのサービス
事業推進、コロナ禍でのリモートサービス検討、事故低減
をテーマとする三つのチーム体制で活動しました。

それぞれのテーマから保守サービスの品質向上、サービ
ス事業発展、サービス作業での事故ゼロを目指して取り組
みました。

【2021年度のチーム活動の紹介】

1）　中国でのサービス事業推進
コロナの影響による中国各都市への移動制限や隔離条件

などの情報不足によるサービス業務への支障を低減する取
り組みを行うことにし、SEAJ のホームページ上で「移動
制限や待機条件などの情報公開」と「会員同士がローカル
な情報の共有と交換ができる掲示板」を開設しました。
「移動制限や待機条件などの情報公開」のページでは、「①

中国国内移動制限・隔離条件」、「②中高リスク地区最新情
報」、「③中国入国要件および隔離措置」および「④日中間
の航空機運航情報」が2週間毎に更新され、閲覧およびダウ
ンロードすることが出来ます。
https://www.seaj.or.jp/activity/safety/bulletin-board/info.
html

「会員同士がローカルな情報の共有と交換ができる掲示
板」のページでは、中国内に滞在している駐在員や出張中
の SEAJ 会員など、最新の実際の現地情報を持つ方々にロー
カルな話題も含めて自由に書き込んでいただき、共有して
いただくことを目指しています。是非ご利用ください。
https://www.seaj.or.jp/activity/safety/bulletin-board/
bulletin-board.html

22年度は、掲示板をより活発に使っていただけるように
さらに工夫・改善する予定です。　

2）　リモートサービスの検討とコロナ感染予防対策ガイド
ライン等の更新

コロナ禍の移動制限により装置メーカーのエンジニアが
顧客現場に出向きにくい状況などを想定して、リモートサー
ビスの可能性を調査し、提案する取り組みを行いました。

注力したのは、遠隔で装置状況を把握するためのスマー
トグラス評価、客先での画像を含む情報共有の課題と対応
方法の調査・検討です。スマートグラスには、単純に小型
カメラとしての機能に限定したものから、予め準備したコ
ンテンツと組み合わせて VR 的な環境で作業者のアシスト
を行うものまで幅広い用途があり、デモ等を通じてそれら
の特長を把握できました。一方スマートグラスの使用やイ
ンターネット接続のセキュリティルールが顧客毎にまちま
ちで、リモートサービスの手軽な実施には課題があること
も判りました。22年度には、リモートサービスのビジネス
モデル提案ができればと考えています。

また同じチームで、「コロナ感染予防対策ガイドライン」
と「出張時のチェックリスト」の見直しを行い、SEAJ のホー
ムページで公開していますので、ご利用ください。
https://www.seaj.or.jp/guide/-.html

熟練者が直接現場に出向きにくい状況で、

を想定し、スマートグラスなどを利用して現場の状況を離れた場所で把
握し、指示したりするリモートサービスを調査・検討しました。
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3）　事故低減に向けた啓発活動
SEAJ 推奨安全教育カリキュラムの受講が安全確保に役

立つことは言うまでもありませんが、時間的な制約などが
あり受講が難しい方もいらっしゃいます。

そこで、基本的な安全教育に内容を絞り、短時間で気軽
に受講してもらえる安全基礎セミナーを Web 開催しまし
た。中国現地法人社員、社内で軽作業を行っている方など
も含め48名の方に参加いただき、受講者の安全意識向上や
以前受講したカリキュラムの復習に寄与することができま
した。

また講義編と実習編からなる危険予知セミナーの Web 開
催および事故事例を安全専門委員会と共有する活動も計画
通りに実施することができました。

4）　その他の活動
サービス専門委員会では、毎月1名ずつ順番に次の4つの

テーマの中から一つを選んで、各社の取り組み事例等を発
表する「輪番制発表」を行っています。

1）　新規業務への取り組みと開拓
2）　収益向上への取り組み事例
3）　生産中止 / 延命化ビジネスの取り組み事例
4）　本年度チーム活動テーマのいずれかへの取り組み事

例
これにより、他社の取り組みや新しいアイデアに触れる

ことができるだけでなく、発表後の質疑応答も含めて、各
委員に業務のヒントが得られることもあり、有意義な活動
になっています。

また Web での委員会終了後に、リモートで飲食しながら
の「ざっくばらん会」も昨年度に引き続き開催しました。
委員会の議題としては採用しにくい相談事も含めて、委員
同士が気軽に会話し、親睦を深められる時間となりました。

【今後のチーム活動】

21年度のチーム活動に新たに一つ加えた４つのテーマ通
じて、引き続き半導体・FPD の保守サービスの品質向上、
サービス事業発展、サービス作業での事故ゼロ　を目指し
て取り組み、業界および会員の皆様に貢献する所存であり
ます。

サービス専門委員会　2021年度委員長　滝
たきざわ

沢 英
ひ で お

郎
（レーザーテック株式会社）

SEAS
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安全専門委員会の活動状況

安全専門委員会は2009年1月に発足した、安全 ･ サポート
部会の中で最も新しい委員会です。

半導体製造装置産業共通のテーマである安全に関して調
査研究、情報の収集と発信、啓発活動を行うことで災害の
発生を防ぐことを主な目的としています。

2022年4月時点で SEAJ 会員企業からの委員7名、特別委
員1名に事務局2名を加えた10名で活動しています。

2021年度の活動成果について以下、記します。

安全指標の公表

安全専門委員会では会員企業、賛助会員企業の御協力を
得て2014年以降毎年、半導体製造装置業界の度数率、強度
率を SEAJ ホームページにて公表しています。

2020年は度数率、強度率とも2019年と比べて若干改善し
ています。特にフィールドについては度数率、強度率とも
に安定的に低い水準で推移しており、SEAJ 推奨安全教育
の効果が伺える結果となっています。

重大事故の科学的分析

既に公開済みの日めくり事故事例集に採用した事故事例

から特に重大な7件を抽出し、科学的分析事例を作成して
SEAJ ホームページで公開しました。

分析手法には、航空業界で実績のあるヴァリエーション
ツリー　アナリシスを採用しました。

この分析を行った後、要素毎の事故原因を検討し、再発
防止策を立案できる M-SHEL と呼ばれる手法を紹介してい
ます。これらの分析事例は現在、20社で活用していただい
ています。

日めくり事故事例集の作成

日めくり事故事例集の事例追加についても継続して実施
しています。2021年度は前年度に作成した5事例に加え、6
事例を追加で作成しました。

日本語版に加えて外国語版にも翻訳の上、7月までに
SEAJ ホームページでの公開を予定しています。
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ヒューマンファクターズの普及

安全専門委員会ではヒューマンエラーによる事故を防ぐ
ためのヒューマンファクターズ研修にも力を入れています。

2021年度はヒューマンファクターズテキスト（基礎編、
実践編）の講演動画の作成に着手しました。パワーポイン
ト版のテキストは2020年度に完成させていますが、説明資
料だけではなかなか理解して貰えないのではないか、と考
え、ヒューマンファクターズ研修会の講師として毎回好評
を得ている石橋特別委員による講演動画を作成することと
しました。

新型コロナの影響で撮影に着手するまで大きな困難があ
りましたが、何とか年度内に撮影を実施することができま
した。

グループ討議 / 発表例も含めて現在編集を行っており、
2022年度にパワーポイントのテキストとセットでの発行を
予定しています。

ヒューマンファクターズテキストは基礎編、実践編で完
成ではありません。安全専門委員会では基礎編、実践編に
続く発展編の検討を行っています。

発展編では航空業界で実績のある　クルー リソース マ
ネージメント（CRM）を取り入れました。

2021年度は航空業界の事故事例を半導体業界の事故事例
に置き換えて、テキストの構成を決定しました。

テキストは2022年度に完成させる計画です。

安全な作業環境の提供

安全な作業環境の提供を目的とした墜落制止用器具の改
善についても取り組んでいます。半導体製造現場では5m 以
下での作業が多く、フルハーネス型の墜落制止用器具を使
用するとかえって危険な場合もあります。半導体現場で墜
落制止用器具を使用する場合にフックポイントの高さ、ラ
ンヤードの長さ等の数値を計算式に入れれば、その器具を
使用しても安全かどうか判断できるチェックシートの形に
纏めました。

ガイドラインは2022年度にリリースする予定です。

今後の活動

安全専門委員会は今後もサービス専門委員会、安全教育
専門委員会と連携を密にし、半導体業界の事故を低減させ
るために、効果的な安全マネージメントの具体的手法並び
にその実践要領の普及に取り組んで参ります。

安全専門委員会　2021年度委員長　渡
わたなべ

辺 克
か つ や

哉
（株式会社 日立ハイテク）
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1.　委員会活動の紹介

安全教育専門委員会は、『安全教育を広げ安全な業界を作
る』を目的に組織され SEAJ 装置安全教育の活動を始めて
20年目の節目を迎えました。

この20年間の活動では、『安全教育の講習会の開催とト
レーナー育成』『教育コンテンツの提供』の2つの活動を軸に、
業界標準の安全教育として、推奨安全教育や特定教育 A1ガ
ス、A2作業リーダーの教育システム提供、受講者に教育す
るトレーナーの育成、スキルアップのための講習開催や各
社のトレーナーが安全教育講習で使用する教育資料の提供
などを行ってきました。2021年度の活動について報告しま
す。

２.　活動状況

昨年度の活動は、デバイスメーカー3名、装置製造メーカー
22名、シニアトレーナー4名と様々な現場環境の知見を持っ
ているメンバー29名で、『トレーナースキルアップ分科会』
『WEB化推進チーム』『特定教育分科会』『テキスト改訂分
科会』の4つの分科会で活動しました。

ここからは、成果報告会でお伝えすることができなかっ
たことも含め、2021年度の活動報告をします。
（1）安全教育の講習会の開催とトレーナー育成について

この活動は、安全教育を拡げるトレーナー育成とスキル
アップを目的に、トレーナースキルアップ分科会を中心に
活動しています。しかし、2020年3月からはじまった新型コ
ロナの影響で SEAJ 主催の安全教育講座が次々中止になり、
トレーナーの新規育成、更新が進まない状況が続いていま
した。これらの講習をどう再開させていくか？を活動のテー

マとし、2020年度後半に急遽編成した WEB 化推進チーム
を中心に、従来対面形式で行っていたプレ講座、トレーナー
養成講座を WEB 形式で開催する WEB 開催手順や WEB 設
備を準備しました。

この準備期間を経て、2021年4月から、いままでの遅れを
取り戻すべく SEAJ 主催の講習会を再開しました。新型コ
ロナの発生状況に合わせて、関係者の協力を得ながら対面
形式と WEB 形式を柔軟に切替え、トレーナー養成講座 9
回開催（例年5回開催）、プレ講座 6回開催（例年5回開催）、
臨時一般教育 2回開催の当初計画より多くの講習会を開催
し、2年間の（2020年度、2021年度）更新希望待機者を2022
年3月には解消しました。

トレーナー養成講座受講者の状況を見ると新規受講希望
者の増加傾向と半導体業界に関連する派遣業、他業種（建設、
運輸）からの受講者が増加しています。

【安全教育専門委員会】 優秀賞
2021年度SEAJ活動成果報告
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（2）教育コンテンツの提供について
この活動は、各社のトレーナーが安全教育を進めるため

に教育資料や安全に関する知見をひろげて頂くための資料
の提供を目的に、トレーナースキルアップ分科会、特定教
育分科会、テキスト改訂分科会が活動しています。各分科
会の活動成果は以下の通りです。
1）　メルマガ（はんぞう通信）の発刊（年5回）

各社トレーナーに向けて、トレーナースキル向上、安全
教育専門委員会の活動の情報共有を目的に配信しています。

（ は ん ぞ う 通 信 URL:https://www.seaj.or.jp/seminar/
safety/trainer/hanzotsuushin.html）
2）　SEAJ 安全教育で使用するテキスト改訂の作成と提供

開始
テキストの改訂では、章担当とテキスト改訂分科会が中

心となって、法令改正、メーカー提供情報などを収集して
最新の情報が反映されたテキストになるように日々活動を
しています。

2021年度は、2つのテキストの改訂を進めました。主な改
訂内容は、推奨安全教育テキストについては、法令改正に
伴う変更『照度の基準値の変更75～150ルクス→150～300ル
クス（2章）』『VDT 作業から情報機器作業への記載内容へ

変更（3章）』、統計データおよびグラフの変更を行いました。
特定教育 A2作業リーダーテキストについては、『職長の能
力向上教育の説明追加』、統計データおよびグラフの変更を
行いました。この最新テキスト提供は、2022年4月に開始し
ています。
3）　特定教育 A2作業リーダーの更新教育用の追加コンテ

ンツ開発と提供開始
この追加コンテンツは、特定教育 A2作業リーダーの更新

時に実施する新たなケーススタディの実習課題として、作
業環境の変化（イレギュラー・外乱発生時）に作業リーダー
として適切な行動と予防方法を考えさせる目的で作られて
います。追加コンテンツ開発では、国内コラボ企業様と特
定教育分科会で共同開発し我々の業界で起こりえる身近な
ものになっています。

提供コンテンツのひとつである装置の搬入の事例では、
『1、通路を右折する予定で、右折時、作業員の負担を考え、

進行方向の左側に人員を一人多く配置』する段取りをした
が、『2、前室が他業者で混んでいる』イレギュラーにより『3、
急遽、通路を左折して装置を仮置き』する。という状況に
なり、『4、作業員が通路と装置に挟まれた』、という事例を
提示しました。

この事例提示は、段取変更によって現れた危険源を見つ
け出す能力の向上と、その際の作業リーダーの指示と判断
を育成させることがねらいです。

このような作業環境の変化（イレギュラー・外乱発生時）
による段取り替えは、作業リーダーが直面するケースが多
くあります。その時段取替えによって作業環境のリスクが
変化するということを、この追加コンテンツで更新受講者
に体験して頂き、作業リーダーとしてのスキルアップを目
的に開発しました。

3．安全教育の業界内ひろがりについて

2020、2021年と新型コロナのひろがりの中、苦しい委員
会活動でしたが、関係者のご尽力で SEAJ 安全教育の新規
総受講者数が2021年度から急激に拡大している傾向がみら
れます。（2021年　新規　6,061名　過去5年間　平均4,177名）
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この拡大傾向は、トレーナー養成講座への新規トレーナー
受講者数にもみられるため引き続き総受講者数は増加して
いくと考えています。

4．第80回全国産業安全衛生大会『緑十字賞』受賞

2002年に開始し今年で20年目の節目となる SEAJ 装置安
全教育は、一般教育の累計受講数125,078名（2021年度）を
数え多くの業界関係者に安全教育をひろげた活動であると
認められ、2021年10月27日に開催された『第80回　全国産
業安全衛生大会』で、緑十字賞受賞する栄誉を賜りました。
この受賞は、本業界すべての SEAJ 推奨安全教育携わる関
係者の長年の努力の成果です。改めまして関係者各位に御
礼を申し上げます。

5．2022年度の活動

2022年度の活動は、以下の活動を実施していきます。
本年度も引き続き新型コロナの状況に対応しながら、

SEAJ 主催の講習を開催します。プレ講座（年5回開催予定）、
トレーナー養成講座（年6回開催予定　京都開催12月予定）
（講習開催スケジュール URL：https://www.seaj.or.jp/

seminar/safety/news/trainer_2186.html）
また、新型コロナの影響で2年間開催できなかったトレー

ナーレベル向上を目的としたスキルアップセミナー
（2022/10/21開催予定）、ティーチバック大会（2022/8/2、
2023/2/7開催予定）を開催しますので是非参加して頂けれ
ばと考えています。（開催スケジュールにつきましては、
SEAJ HP 等へ掲載される予定です。）　

教育コンテンツの提供については、新規教育コンテンツ
の開発、最新教育資料の作成も進めていきます。

例年の活動に加え、新たな課題として半導体業界に関連
する派遣業、他業種（建設、運輸）からの受講者が増えて
いる中、我々の業界で使われている危険ガスや化学物質の
知識、経験が少なくスキル不足のトレーナーに対する取り
組みが必要であることを認識し、『トレーナー受講者のスキ
ルレベル底上げ活動』をキーワードに仕組みづくりを本年
度の追加活動として進めていきます。
「安全は一日にしてならず」を胸に安全教育のための情報

を発信していきたいと考えています。

安全教育専門委員会　2021年度委員長　岡
おかたに

谷 信
のぶかつ

克
（キヤノンアネルバ株式会社）
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１．はじめに

環境情報専門委員会は環境に対する幅広い法規制情報を
入手し、タイムリーに会員企業へ有益な情報を提供するこ
とを目的に活動しております。現在、当委員会はアドバン
テスト、インターテックジャパン、ウシオ電機、荏原製作所、
KOKUSAI ELECTRIC、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、ニューフレアテクノロジー、
日立ハイテク、フジキン、ラスコ（50音順）の計16社19名
で活動しております。2020年度よりも３社６名のメンバー
が増え、個社における環境情報に対する関心の高さが伺え
るものと感じております。年々厳しく複雑になりつつある
法規制を、個社が自ら調査し内容を把握していくことは、
非常に負担が大きく大変な作業になると考えます。当委員
会では会員企業が効率よく有益な情報を入手し、法令違反
による企業リスクが少しでも低減できるように努めていき
たいと考えております。

２．活動内容

当委員会は４つのワーキングチーム（以下、WT）を構
成し、メンバーがいずれかに所属し活動を行っております。
月１回の頻度で開催する委員会では、各 WT から報告され
た情報を協議し、有益である情報を SEAJ ホームページの
NEWS FLASH へ掲載しております。法規制 WT は、国内
の法規制に関連した情報を収集し、環境のみならず安全衛
生に関することなど幅広く調査しています。製品法規制
WT は、RoHS 指令や REACH 規則のような製品に関連の
ある海外法規制にスポットを当てた情報の展開をしていま
す。外部団体 WT は、他団体にも所属している委員メンバー
が主体となり、海外法規制の改正案に対する業界団体の意
見書などを当委員会へ展開し、協議を行い、必要に応じて
SEAJ としてエンドースするかの判断をしています。セミ
ナー WT は、環境教育講座や外部講師セミナーの企画・運
営を行い、セミナー後のアンケート結果から、会員企業の声
を収集分析し、次期テーマへ反映させています。また、活
動テーマにおける進捗状況の他に、個社で抱えている疑問
や問題点など、上記以外の個別案件に対しても個別議題討
議として、メンバー全員で話し合われることも多々あります。

３．活動成果

活動テーマは2020年度に引き続き、４つのテーマに取り
組みました。

①　国内外の環境法規制情報の収集及び会員企業への発信
環境法規制情報や半導体製造装置に関連する製品含有化

学物質規制の情報について、2021年度は委員が持ち寄った
129件の内容を協議、精査し、特に有益であると思われる21
件の情報を NEWS FLASH へ掲載し会員企業へ発信致しま
した。また、国内外の法規制情報を一覧にした法規制マッ
プのアップデートをメンバー全員で分担しながら行い、10
月と3月の２回更新し、タイムリーな情報発信に努めました。

②　環境法 FAQ の作成
グローバルに展開する半導体・FPD 製造装置メーカーの

競争力アップを阻害するリスク回避を目的に、会員企業の
目線で疑問に思う点を FAQ としてまとめています。今回
のテーマは2021年1月より EU において運用が始まった廃棄
物枠組指令（WFD）に基づき確立された、製品含有懸念物
質（SCIP）データーベースについて実務担当者向けにまと
めました。FAQ 掲載ページの閲覧件数は5,719件と、目標
として設定した5,000件以上を達成することができました。
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　また、WEB のアクセス数を分析すると、従来から掲載し
ている EU RoHS、中国 RoHS はコンスタントにアクセスさ
れており関心が高いことがわかりましたので、今後は過去
に作成した FAQ をブラッシュアップし、さらなる充実を
図っていきたいと考えております。

③　環境教育講座の開催
環境教育講座は、委員が企画・運営し、今回も一般社団

法人日本真空工業会（JVIA）様と共同で3月に開催しました。
コロナ禍ということもありオンラインでの開催となりまし
たが、130名と大変多くの方にご参加いただきました。
SEAJ からは、毎年ご好評をいただいている EU RoHS 指令、
EU REACH 規則の2テーマについて、初心者向けの基礎的
な内容に加えて、最新情報を織り交ぜた講演を行いました。
講演後のアンケートにおいて、ともに90% 以上の方よりポ
ジティブ回答をいただきました。また、参加者のコメント
では「丁寧でわかりやすい」、「単一の工業会では実現が難
しいイベントを異なる工業会が協力することで、広く情報
を得られたことに感謝」などポジティブな回答が多くあり
ました。今後も会員企業の声を吸いあげ、より望まれるセ
ミナーを企画してまいります。

④　外部講師によるセミナーの開催
外部講師によるセミナーも委員が企画・運営し、中級編

としてさらに踏み込んだ内容を実施しました。今回は、初
代環境部会委員を就任された東京環境経営研究所理事長の
松浦徹也様に依頼し11月にオンラインにてご講演いただき
ました。過去（2019年11月）のご講演は大変好評で、参加
者からは再び松浦先生にご講演をいただきたいとの要望が
多数あり、今回改めて依頼しました。本セミナーは各国の
製品含有化学物質に関する法規制の解説および対応として、
RoHS 指令、REACH 規則、SCIP などの最新動向等を説明
いただきました。講演後のアンケートにおいては94% の方

からポジティブ回答をいただきました。また、参加者のコ
メントでは「最新情報を盛り込んだ内容であり、大変濃かっ
た」、「貴重な機会に感謝」など多くのお褒めの言葉をいた
だきました。一方で、SEAJ ホームページに掲載の「環境
関連情報」の利用についてもご意見を伺ったところ、6割の
方が掲載を知らないと回答され、認知度が低いことが今回
のアンケート結果で判明し、情報発信の方法について課題
となりました。

４．まとめ

いずれの４テーマとも目標を達成した結果となりました
が、いくつかの課題も残りました。

特に、「環境情報」は認知度が低いことが分かりましたが、
アンケートで環境情報を「見たことがある」と回答した全
員が「役に立った」と回答しています。我々が行っている
ことには自信を持って今後も活動を継続し、「環境情報」へ
うまく誘導できるように、メールでの配信方法などアピー
ルの仕方など仕掛けを考えて行きたいと思います。また、
環境教育講座や外部講師セミナーは参加者の評価が高いこ
とから、継続して会員企業にとって有益でタイムリーな内
容について、発信していきたいと思います。

最後になりますが、今後もますます環境法規制情報は重
要度を増していくものと思います。当委員会の活動を通じ
て会員企業が効率よく有益な情報を入手し、法令違反によ
る企業リスクが少しでも低減できるように、国内外の環境
法規制の動向に注視し、半導体製造装置業界に特化した情
報発信を行い、会員企業にとって有益な活動を継続してい
きたいと思います。

環境情報専門委員会　2021年度委員長
脇
わきやま

山 敏
としゆき

幸（株式会社日本マイクロニクス）
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■始めに

エネルギー効率利用専門委員会は、2020年度からカーボ
ンニュートラルに関する調査と情報開示を始めました。キー
ワードは継続として、特に「カーボンニュートラルに対し
て有効な情報配信」を主眼とした活動でした。環境活動は
漠然と必要性は理解していてもどのように取り組むか判り
づらい壮大なテーマであり、一企業では出来ない半導体・
FPD 業界団体故に可能な活動を行いました。

■2021年度委員会活動

取り組み当初は企業のカーボンニュートラルの対応とし
て再生可能エネルギーの取り組み状況を調査しました。
TCFD(*1) や RE100(*2) などの対応状況です。2021年度もコ
ロナ禍の行動制限された1年でしたが、更に調査を進めて本
質を探りました。あまり語られない暗黙的な問題の真相調
査や最新技術開発動向、先行している欧州グリーンディー
ルの指針調査、先進企業の事例、脱炭素と関連した DX の
進め方など多岐に渡りました。

■活動成果

1）　委員会活動の集大成として疑問点にヒントを得るよ
うなシンポジウムを主催し、カーボンニュートラル
最新動向及び技術の発信と取り組み方を提言しまし
た。

2）　委員会にて最新情報の共有と基礎技術の会得
　　脱炭素 DX、欧州グリーンディール、直流送電技術、

スマート製造 SMKL(*3) など様々な技術や最新情報
を学びました。

3）　法規制マップ　最新情報更新（環境情報専門委員会
と協同）を行いました。

■シンポジウム

2022年3月30日にシンポジウムを主催しました。会場はナ
ガセグローバル人財開発センター様を借り、講演と討論会
を会場にて行い、Web 接続のハイブリッド形式でした。
テーマ「カーボンニュートラルに向けて市場要求レベルと

現実は？気なる他社動向とその本音」です。
いざ企業の環境方針やロードマップを作成しようとする

と何から手を付けたらよいかわからない状態です。そこで
参加者が少しでもヒントを得る工夫を凝らしました。

◆シンポジウム結果
参加人数：31社　1社団法人　65名が参加しました。
アンケートの回答
・活気がある討論会でした。
・今後の期待は、カーボンニュートラルに向けて 第二弾 

をご検討願います。
・GHG プロトコル Scope ３(*4) の算出の仕方と苦労した

点、環境対応状況の定期的モニタリングを開催して下
さい。

◆課題
・世界の潮流や日進月歩の技術動向の動きが激しい最新

情報の入手が不十分
・外部の団体との交流活性化と最新情報や技術を保有す

る企業と交流及び協力
◆講演

　まず初めにグローバル情勢と動向を踏まえた脱炭素経
営のヒントがある温室効果ガス（GHG）排出量算定のルー
ルをゼロボード様に講演頂きました。現役の有識者の情
報は有益でした。例えば温室効果ガス排出量 Scope3カテ
ゴリ11で疑問であったダブルカウントは、ダブルでカウ
ントしておけば良いと現実的な解釈や脱炭素活動に金融
市場が関与する構造と最新動向を教えて頂きました。
　セイコーエプソン様には環境重視企業の先進事例「環
境ビジョン2050」を紹介頂きました。非常に優れた取り
組みと聞いていましたが、中身を理解すると感嘆します。
既に国内は再生可能エネルギー100% を実現し、サスティ

図 -1　シンポジウム資料：現在の状態　数々の疑問
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ナビリティは先行投資の思想と言い切る理念あればこそ
の素晴らしい活動です。
　IAF(*5) 様からは分かり易い DX の取り組み方を紹介頂
きました。SMKL は DX 化を進める上で、目標を設定し
てレベルアップを継続する自分達の立ち位置が把握出来
て非常に有効な手法です。実際に段階を経て実現して行っ
た企業様の要した軌跡はこれから取り組む企業には非常
に参考になります。

◆総括　SEAJ として対応の提言
基本に立ち帰る思想が活動の基盤になる事を改めて説明

しました。視点を変えて熱変化をさせない事がエネルギー
削減に繋がります。

本委員会の対応方法提言はマインドチェンジをしながら
エネルギー効率利用を忘れずに本質を掴み踊らされない地
に足の着いた地道な取り組みをする初期段階。次に、グロー
バル接続に向けた DX 化の準備と環境変化に柔軟に対応し
続ける継続性。そして総合的に実用段階に進んだ新技術の

採用です。

◆討論会
最後の討論会は、各方面の専門家のアドバイザーが所属

する委員会の特徴を生かした活発な討論会になりました。
自社の活動をどの原単位で計っていけば良いのか？どの

団体の活動を見ていけばグローバルな指針が出るのか？な
ど世界の潮流を見ている講演者からまだ統一のグローバル
スタンダードは確立していない状況を再確認しました。　

ある世界的リーディング企業は、2030年までにサプライ
チェーンの100％カーボンニュートラル達成を実現すべく自
社目標を設定して取引企業にも協力要請を出して活発に動
いています。EU ではカーボン税や各種環境情報の開示義
務化も議論されており、グローバルスタンダードを自分達
に有利に設定しようとする戦略も見えてきます。

図 -2　シンポジウム資料：講演企業様のまとめ

図 -4　シンポジウム資料：
カーボンニュートラルに向けて我々が行う事

図 -3　シンポジウム資料：エネルギー基本 _ 熱の移動の視点

図 -5　シンポジウム資料：
カーボンニュートラルに向けて目指すべき方向性

178 .ind    70 2022/08/30   : 7:



■活動まとめ

現在のカーボンニュートラルは横文字が独り歩きしてい
る印象があり、CO2削減だけが地球温暖化に直結するか疑
問もある反面、脱炭素バブルと言える狂騒状態です。次々
と新しい単語や略称と未来の理想的なエネルギーを謳う新
技術が登場します。
「CO2排出量をプラスマイナス０」を試算してみると、こ

れは今までのやり方の延長線にはない事に気付きます。CO2

排出量の算出の為には、企業活動において自社の上流と下
流とをエネルギーと情報の両方の視点で透明性を持たて接
続する必要があります。またセクターカップリングで異業
種とも社会的インフラとも繋げる作業はとても一つの企業
や国では完結しない大事業であり「カーボンニュートラル
など到底実現しない」と途方に暮れてしまいます。お客様
と共創する商品提供とサーキュラーエコノミー実現と理想
を掲げてもモノ売りからコト売りのサービスへの変換はす
ぐに実現しません。

そして環境活動においてコストの話はオブラートに包ま
れています。電力を作る時に CO2排出しない原子力発電は、
将来の管理コストを先送りしています。LCA 観点で見れば
製造と廃棄に化石燃料を用いる場合電気自動車も最適か疑
問が沸きます。水素も CCS(*6) も現段階ではコスト削減の
技術開発が乗り越えるべき壁である事を把握する必要があ
ります。課題を認識した上で、マクロの視点で社会の全体
最適を視野に入れた活動が求められます。

このように非常に難しいテーマですが、今後もエネルギー

効率利用専門委員会は対応実例と調査結果を元にカーボン
ニュートラル社会の実現について討議出来る場の創出をし
て行きます。地に足をつけた活動を基本として、本委員会
は「CO2排出量は指標になるインデックス」と捉えて、我々
が今から出来る事を半導体・FPD 産業においてどのように
取り組むか整理し、対応方法に参考になる活動と情報発信
を継続して行きます。

エネルギー効率利用専門委員会　委員長
望
もちづき

月 信
のぶあき

明（株式会社アルバック）

用語説明
*1　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
*2 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
*3　SMKL：Smart Manufacturing Kaizen Level の略。工場のデータ活用の

度合い（IoT 化度合い）を「見える化」する方法
*4　GHG プロトコル Scope3：
　　温室効果ガス（Greenhouse Gas：GHG）の排出量を算定・報告する際の

国際的な基準。その中の製品の原材料調達から製造、販売、消費、廃棄
に至るまでの過程において排出される温室効果ガスの量（サプライチェー
ン排出量）

*5　IAF：IAF（International Accreditation Forum, Inc. 国際認定フォーラム）
*6　CCS：Carbon dioxide Capture and Storage「二酸化炭素回収・貯留」

SEAJ Journal 2022. 9 No. 178 71

0 - .indd   71 2022/08/30   16:3 :2




