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１．トレーナースキルアップセミナーについて

2002年より半導体製造装置業界のグローバルな安全教育
を目指し、SEMI-S19に準拠した SEAJ 推奨サービス安全
教育プログラムの充実を推進してきました。今では本教育
の受講者数は３万名を超えました。しかし近年の安全作業
強化の流れを受け、ますます多面的な視点からの安全教育
が望まれている中でトレーナーの質の向上も強く望まれて
おり、昨年に引き続き第３回トレーナースキルアップセミ
ナーを開催することに致しました。

第３回トレーナースキルアップセミナーは、「電気関係作
業」に焦点をあて、トレーナーの電気作業の危険に対する
知識を深めて戴くことに主眼をおいて開催することに致し
ました。東京エレクトロン様とアドバンテスト様の多大な
ご協力のもと、“第８章　電気関係作業のポイント解説”と

“電気作業における危険を実際体感”を行い、ワークショッ
プでは“もし、教材に１枚のスライドを追加するとしたら、
どんな内容のスライドを挿むか？”をテーマに討議して戴
きました。

２．セミナー開催情報

日　時　2014年２月７日（金）13：00〜17：00
場　所　一般社団法人 東京都トラック協会
 東京都トラック総合会館
参加者　37名
　内訳　来賓２名
 トレーナー13名
 委員18名
 事務局４名

３．プログラム

︿第一部：講義／実習﹀
ⅰ）開会の辞　：委員　　石川　法照
ⅱ）来賓ご講演：ルネサスエレクトロニクス株式会社
  装置技術安全課課長
  川口　英彦様
ⅲ）電気関係作業解説：委員　　　西山　幸生

＊ SEAJ 推奨サービス安全教育
第８章　電気関係作業についてのポイント解説

ⅳ）電気関係体感実習：委員全員 
ⅴ）ワークショップ　：委員　　　上岡　秀隆（進行）

テーマ「もし、教材に１枚スライドを追加すると
したらどんな内容のスライドを挿むか？」

ⅵ）委員長挨拶　　　：委員長　　塩出　広
委員長からのお知らせ

ⅶ）閉会の辞　　　　：委員　　　富田　和英　

︿第二部：懇親会﹀
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４．来賓講演：

ルネサスエレクトロニクス株式会社
生産本部　プロセス装置技術部　装置技術安全課

川口　英彦様より、ご紹介戴きました設備安全に関する
事故事例を通して、SEAJ（装置メーカー各社）に大きな四
つの期待をお寄せ戴きました。
一つ目）サービスマンが保守・改造・調整する際実施して
いるリスクを回避して安全に作業を進める方法の情報開示
二つ目）ガスを使用する装置に対して、漏洩対策や生成物・
付着物の組成等情報などの開示
三つ目）装置老朽化に伴う事故の情報や対応・取組の開示
四つ目）装置メーカーや機種に限定されない共通部品・材
料などの共通事故事例と対策の情報の開示

このような情報をデバイスメーカーと SEAJ（装置メー
カー各社）が共有することで、共通性の高い事故を未然に
防止し、事故・災害をゼロにすることが重要ですとご説明
されました。そして業界標準の安全教育トレーナーに向け
て次のような内容の熱いメッセージを戴きました。“トレー
ナーの方々は様々な事故事例を交えて受講者（作業者）へ
説明し、安全への意識を高めています。SEAJ を通して共
有化された情報を広く開示して、デバイスメーカーと一緒
になって安全への取り組みを強化することを望んでいま
す。”

こうした思いは SEAJ をはじめ各装置メーカーそしてト
レーナー全員の思いでもあり、今後ますます努力していき
たいと思っています。

５．第８章　電気関係作業についてのポイント解説

電気に関わる作業は命の危険を伴うこと、そして人体へ
の直接的影響にとらわれず火災など設備全体へ波及する重
大災害につながることをしっかり伝えることが重要です。

活線電気作業における危険を考慮した場合、原則すべて
の電源を遮断する、通電状態で作業を行う可能性がある場
合「低圧電気取扱特別教育」の受講が必須であることを明
確にしてください。

SEMI 規格の更新により、４月のテキスト改定に伴う内
容として、アークフラッシュについて、追記しますとの説
明がありました。また静電気が発火源の要因の一つになる
こともきちんと説明が必要です。

この説明の後テキストに記載されている危険について体
感実習を行いました。

６．電気関係の危険体感実習

４班に分かれ、「人体抵抗測定」「感電体感（筋肉収縮体
感）」「感電体感（疼痛体感）」「短絡・地絡・漏電・過負荷
体験」「印加電流体験（シャープペン芯とソーセージに印
加）」など、テキストに記載されている内容を実際に経験し
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て戴きました。
昨今の事故は、原因として人災（不安全行動）による直

接的なものが大半を占めていると言われています。
安全を意識するのに、このような体験実習はトレーナー
にとって非常に大きな財産になったようです。今後本実習
を教育に取り入れて行きたいとの声も多く聞こえてきて、
当セミナーを開催できたことをうれしく思っています。

７．�ワークショップ：「もし、教材に１枚スライドを追加す
るとしたらどんな内容のスライドを挿むか？」

実習と同じ４班に分かれ、それぞれマスタートレーナー
も参加して貰い討議して戴きました。各班とも、各社で抱
えている悩みなども交えて活発な意見交換がされており、
予定された時間内では足りないくらいでした。各班まとめ
の後、班毎に代表の方に発表戴きました。
︿概要﹀
◦リスクを認知させる

若い作業者は経験が少なく感電などの体験が少ないため、
危険とは何か、安全とはどういうことなのか理解が乏しい
と感じる。また電気は目に見えないためにそのリスクに気
が付かない。「身近に潜むリスクをどのように伝えれば効果
的か」そのためには身近な事故事例などを効果的にスライ
ドに表現して随所に挿み討議できるようにしたい。
◦安全の基本
時間より命が大切であることの意義を伝えたい。また自

分は事故に遭わないだろうという思い込みが大きな災害を
生むことにつながるということを周知させるスライドにし
たい。
◦兆候管理

危険な個所を作業者に認識させるためには PL ラベルを
貼るなどの工夫が必要である。教育を通して PL ラベルに
はどういうものがあるのか補足説明が必要と考える。また、
ルール順守をさらに啓発させるための工夫をしたい。

８．委員長からのお知らせ

今回ご参加戴いたトレーナーの方々へ安全教育専門委員
長より、SEAJ 推奨サービス安全教育の現状と「トレーナー
養成ガイドラインの改定」と「SEMI　S19-0311更新に伴う
テキスト改定のポイント」についてご案内させて戴きまし
た。特筆すべきことは①新任トレーナー受講条件の変更　
②一般教育テキストの R.3.00の運用　③ガスの安全教育テ
キストの更新（一般教育テキストに盛り込む）であり、次
年度（2014年４月）より運用を開始致します。
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９．アンケート報告

今回の第３回トレーナースキルアップセミナーについて、
参加者から戴きましたアンケートの中からいくつかご紹介
させて頂きます。
◦電気の危険をもっと目で見えるように教える必要性を感

じた
◦実習にもっとインパクトや現実さを持たせた方が良い
◦講義、ディスカッションともに有意義であった
◦時間が短い
◦参加者のみんなが同様に色々教育に苦労していることが

わかった
◦電気の危険に対する新しいアプローチ方法を見つけた
◦知識だけでなく体感することの重要さがわかった
◦追加するスライドの具体的なアイディアを発見

他にも多くのご意見を戴きありがとうございました。
皆様からのご意見を次回へ活かせるよう検討します。

₁₀．まとめ

第３回トレーナースキルアップセミナーは、東京エレク
トロン様そしてアドバンテスト様の多大なるご協力のもと、
今までにない体感実習を経験することでトレーナーの教育
に幅を持たせることができたと考えます。しかしながらア
ンケートにもありましたように、少々時間が短い感があり
ました。今後のセミナー開催にあたっては参加者の討議が
十分できるよう計画することが必要と考えます。

絶対安全はないと言われますが、事故・災害は作業者一
人ひとりの努力で防ぐことができます。SEAJ の安全教育
専門委員会は、今後もトレーナーの方々へ情報発信を行い、
事故ゼロに対しての支援に繋がるよう活動してまいります。
最後にご協力戴きました各社の方々へ感謝申し上げます。

（安全教育専門委員会　トレーナースキルアップ分科会
上
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