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訳者まえがき 
この文書は International Technology Roadmap for Semiconductors 2009 Edition(国際半導体技

術ロードマップ 2009 年版)本文の全訳である。 
国際半導体技術ロードマップ（以下 ITRS と表記）は、米国、日本、欧州、韓国、台湾の世界５極の専門家

によって編集・作成されている。日本では、半導体技術ロードマップ専門委員会（STRJ）が電子情報技術産

業協会（JEITA）内に組織され、日本国内で半導体技術ロードマップについての調査活動を行うとともに、

ITRS の編集・作成に貢献している。STRJ 内には 14 のワーキンググループ（WG: Working Group）が組

織され、半導体集積回路メーカ、半導体製造装置メーカ、材料メーカ、大学、独立行政法人、コンソーシアな

どから専門家が集まり、それぞれの専門分野の調査活動を行っている。 
ITRSは改版を重ねるごとにページ数が増え、2009年版は英文で約1000ページの文書となった。このよ

うな大部の文書を原文で読み通すことは専門家でも多大な労力を要するし、専門家であっても技術分野が

少し異なると ITRS を理解することは必ずしも容易でない。STRJ の専門委員がその専門分野に応じて

ITRS を訳出することで、ITRS をより親しみやすいものにすることができるのではないかと考えている。 
なお、ITRS 2005 年版（英語の原書）までは、ウェブ公開とともに、印刷された本としても出版していたが、

ITRS 2007年版以降、は印刷コストが大きくなってきたこと、ウェブ上で無料公開されている文書の出版版を

本の形で有償頒布しても需要が限られることなどのため、印刷物の形での出版を断念し、ウェブ公開のみと

なった。ITRS の読者の皆様にはご不便をおかけするが、ご理解願いたい。ITRS 2009 年版の作成にあた

っては、当初から電子媒体で ITRS を公開することを前提に編集を進めた。ITRS の表は原則として、

Microsoft Excel のファイルとして作成し、そのまま公開することにした。 
ITRSは英語で書かれている。日本語訳の作成は、STRJ委員が分担してこれにあたり、JEITAのSTRJ

担当事務局が全体の取りまとめを行った。訳語については、できる限り統一するように努めたが、なお、統一

が取れていないところもある。また、訳者によって、文体が異なるところもある。ITRS の原文自体も多くの専

門家による分担執筆であり、そもそも原文の文体も一定していないことも、ご理解いただきたい。誤訳、誤字、

脱字などが無いよう、細心の注意をしているが、短期間のうちに訳文を作成しているため、なお間違いが含

まれていると思う。また、翻訳の過程で原文のニュアンスが変化してしまうこともある。訳文についてお気づき

の点や、ITRS についてのご批判、ご意見などを事務局まで連絡いただけますよう、お願い申し上げます。 
今回の訳出にあたっては、ITRS の本文の部分のみとし、ITRS 内の図や表の内部の英文は訳さないで

そのまま掲載することとした。Executive Summary の冒頭の謝辞（Acknowledgments）に、ITRS の編集

にかかわった方々の氏名が書かれているが、ここも訳出せず、原文のままの表記とした。原文中の略語につ

いては、できるかぎり、初出の際に、「ITRS(International Technology Roadmap for Semiconductors)」
のように（）内に原義を示すようにした。英文の略号をそのまま使わないで技術用語を訳出する際、原語を引

用したほうが適切と考えられる場合には、「国際半導体技術ロードマップ（ITRS: International Technology 
Roadmap for Semiconductors、以下 ITRS と表記）」「国際半導体技術ロードマップ（International 
Technology Roadmap for Semiconductors）」のように和訳の後に（）内に原語やそれに対応する略語を表

示した。Executive Summary の用語集（Glossary）も参照されたい。原文の括弧（）があってそれを訳する

ために括弧を使った場合もあるが、前後の文脈の関係で判別できると思う。また訳注は「【訳者注：この部分

は訳者の注釈であることを示す】」のように【】内に表記した。また［］内の部分は、訳者が原文にない言葉をお

ぎなった部分であることを示している。訳文は厳密な逐語訳ではなく、日本語として読んで意味が通りやす

いように意訳している。ITRS のウェブ版ではハイパーリンクが埋め込まれているが、今回の日本語版ではハ

イパーリンクは原則として削除した。読者の皆様には不便をおかけするが、ご理解いただけば幸いである。 
今回の日本語訳全体の編集は全体のページ数が膨大であるため、大変な作業となってしまいました。編

集作業を担当いただいた、JEITA 内 STRJ 事務局の古川昇さん、関口美奈さんに大変お世話になりました。

厚くお礼申し上げます。 
より多くの方に ITRS をご活用いただきたいとの思いから、今回の翻訳作業を進めました。今後とも ITRS
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と STRJ へのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 
 

２０１０年５月 
訳者一同を代表して 

電子情報技術産業協会（JEITA）半導体部会 半導体技術ロードマップ専門委員会（STRJ） 委員長 
石内 秀美 （株式会社 東芝） 
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環境、安全と健康 
 スコープ 
総合的な Roadmap の ESH セクションは 2 つの観点で際立っています。 初に、うまくいっている ESH プ

ログラム実行の原則は、具体的な技術の進歩（それらが適用されている）から主に独立した状態でいます。 
結果として、困難な挑戦や技術的要件、解決策候補などの多くの ESH ロードマップ要素は、ある技術世

代から強い類似性の有る次の世代までに堪えることができます。 したがって、4 つの基本的な ESH ロード

マップ戦略は、前の版にもはっきりとあったように、その通りに残っています。: 
・ 発展局面においてそのプロセスや材料を理解すること（特徴づけること） 
・ 危険性の無い若しくは副生成物に危険性の無い材料を使うこと 
・ 原材料や資源の消費の少ない製品及びシステム（装置と原動エネルギー）を設計すること 
・ 従業員のための工場安全の確保 

成功に導くための肝要な要素としてこれらの原則を適用する時に、産業は ESH と技術のリーダーを継続し

続ける。半導体製造業者は生産技術、製品、およびサービスと一体化した戦略を生かす ESH へのビジネ

スアプローチを導入しました。  

2 番目に、目的と実行による技術にフォーカスした文書ではあるが、ESH セクションは、様々な政策（ポリシ

ー）や法規制の問題をよく理解し、取り組む必要性があります。そうしない場合、成功裏に開発された技術

の実現を危険に置くかもしれません。 ESH ロードマップには、いつも間接的にこのような課題を取り扱って

きましたが、ここで初めて、より明らかに認識されました。 これらは、後で具体的に示されるように、ESH 
Categories と Domains の紹介に導かれます。 

ESH ロードマップは新ウエハースプロセス及び組み立て技術の研究開発段階を通して製造段階へ向かっ

て動くとき、ESHの課題項目を特定します。 表 ESH2のESH DomainsとCategoriesの説明に続いて、ESH
技術要件は表 ESH3-8 にリストアップされています。 これらの課題を満足させる潜在的技術と管理的解決

策は図 ESH1-3 に提案されています。 ESH の懸念事項は、プロセス・製造設備・付帯設備技術者（化学物

質/材料と冶工具の供給者、 終的に大学とコンソーシアム研究者）の考えかたと行動において肝要である

場合に、これらの課題事項の功を奏する解決策を も良く入手できる。ESH の進歩はコスト、技術的性能、

および製品タイミングの改善に（あるいは 小に、そして対立する事無く）貢献しなければなりません。それ

らは、本質的にリスクと、公衆、従業員健康への影響、および環境影響を 小にしなければなりません。功

を奏するグローバルな ESH イニシアティブは、（未だ到達していませんが）ロードマップの世代を超えた長

期の成功を確実にするために適時なもので無ければなりません。 

 

 困難な技術課題 ( DIFFICULT CHALLENGES ) 
ESH の困難な技術課題（表 ESH1a-1b）は、半導体技術（例えばナノマテリアルの評価方法論の必要性）を

発展させる領域において固有の ESH 科学課題を反映します。加えて、過去には、困難な技術課題は、将

来の技術計画に取り込むべき予期される規定の、そして立法上の制限を明らかにするための唯一の機会

でした(前述のとおり、このロードマップでそのような制限は広範な存在として与えられています)。 後に、

困難な技術課題は、各々のテクノロジースラストを評価することの出発点です。クロススラスト分析のこの出

発点は、ESH 技術要件テーブルに取り込まれるべき必要なものに関する情報を提供します。 

ESH 困難な技術課題は、4 つのハイレベル区分に整理されます：化学物質と材料の管理、プロセスと製造

設備の管理、付帯設備技術要件、そして持続性と製品の管理。これらの部分は、技術要件テーブルの基

本計画/仕組みの体系化としても用いられます。 

「化学物質と材料の管理」は、（大学やおよび工業の研究者、そして、プロセス、製造設備、化学物質/材料

の開発業者に対して）新規プロセスでの化学物質と材料の可能性に関する ESH の特徴の確認と取り組み

に関してガイダンスを提供します。このガイダンスは、 小の ESH 影響の化学物質と材料を選ぶ際に も

重要なものです。化学物質と材料（反応副生成物と同様に）の物理面/化学面、環境面、毒物面での特性
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を決定することは、プロセスが開発されて、大量生産に移された後のビジネスへの影響を 小にすることと

同様に、人間の健康と環境を保護することにとって不可欠なものです。【オンラインの化学物質予備選別ツ

ール（化学物質制限表）を参照してください】 

「プロセスと製造設備の管理」はプロセスや設備の設計にフォーカスしており、プロセスや製造設備の技

術的要求と、更にまた 人の健康・安全そして環境への影響を減らすことと合致した開発の必要性を強調し

ています。化学物質への暴露可能性、個々の保護具（PPE）や人間工学の課題の必要性を減じるように製

造装置設計はなされなければなりません。その他の重要なゴールは、プロセスの 適化と費用対効果の高

い削減解決法の（例えば装置の待ち時間中のユーテイリテイ削減）実施による資源（水、エネルギー及び

化学物質/材料）節約です。ゴールはプロセス装置と例えばポンプやチラーや使用場所での除害などの支

援設備に適応しなければなりません。有害な化学物質/材料のより安全な物資への置き換え、工程からの

排出及び副生成物の管理、消費材料の削減も又、装置設計や操作上における重要な配慮事項である。

保守や製造設備の寿命時の負荷低減のための設計は付加的挑戦項目です。 

「付帯設備に関する技術要件」は製造工場のサポートシステムにフォーカスしており、ESH と親和性の有る

工場とサポートシステムの設計と運転の必要性を強調しています。より効果的なクリーンルーム設計、空調

管理、熱除去、そして要求に基づくユーテリテイーの消費などを通した資源（水、エネルギー、化学物質/材
料、そして消耗材）の節約が要求されています。リアルタイムの制御を通しての効率維持と同時に、付帯設

備の設計は柔軟でなければなりません。特に工場規模と建築経費の増加のため、寿命末期の工場の再利

用に関する設計が、もう一つの考慮事項です。 

「持続性と製品の管理（Stewardship）」は、ビジネス上ますます重要な検討事項になってきました。費用効

果がよく、タイムリーな方向で、これらの挑戦の解決のための努力のために、持続性の評価基準は必要で

す。そのうえ、環境、安全と健康のための設計（DFESH）は、管理者の意思決定と同様に付帯設備、生産

設備、製品の設計のための肝要な部分にならなければなりません。環境にやさしい、付帯設備、製造設備、

工業製品の寿命期、再利用、再資源化、回収は、ますます、ビジネスと ESH 両面のニーズを満たすために

重要です。 
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Table ESH1a    ESH Difficult Challenges—Near-term 

Difficult Challenges ≥ 16 nm 課題の概要 

化学物質と材料の管理 

• ケミカルアセスメント: 人の健康、安全、および環境を保護するのと同時に、新規化学物

質/材料を製造で（遅滞無く）利用できるためのしっかりとした迅速なアセスメント方法を確

かにする必要性があります。研究開発の可能性の世界的動向、プレ製造、および完全な

商業化を考えて、これらの方法論は地域の法制度/政策の差、および総合的な暴露限界

の低下やモニターリングの増加のトレンドを認識しなければなりません。 
• 化学物質データの有効性: 独占化学物質/材料の使用において、増加する法規制/政策

要件へ対応するには不完全で広範な多くの ESH データが存在します。加えて、対応先

取りや将来の要件を予測する方法論は十分に開発されていません。  
• 化学物質の暴露管理: 化学物質/材料が如何に使用されていて、副生成物がどう形成さ

れるかに関する情報には不完全なものがあります。 また、そのような情報を得るのに使用

される方法が、さらに標準化される間、それらの有用性は固有の課題の対応によって変

化し、そして改善は利用可能となります。  

プロセスと設備管理 

• プロセス化学物質の 適化: プロセスと製造設備を技術要求を満たすべく開発する必要

性があり、同時に 人の健康や安全、および環境(例えば、より効率的で費用対効果に優

れた工程管理で化学量要件を減らして、より優しい材料を使用する)でそれらの影響を減

少させる必要性があります。 
• 環境管理:  ESH の特性を理解して、プロセスからの放出と副生成物の有効なマネージメ

ントシステムを開発する必要性があります。 これにより、そのような有害又は非有害物質

の放出と副生成物のための適切な緩和(廃棄物の流れにおける要素分離のための能力

を含む)を対応できます。  
• 地球温暖化放出量削減: 高い温室効果（GWP）を有する化学物質の放出、それらを使

用するプロセス、そして副生成物としてそれらを発生する過程から削減させる必要性があ

ります。 
• 省水と省エネルギー: 革新的なエネルギー及び水の高効率プロセス、および製造設備

の必要性があります。 
• 消耗品の 適化: 化学物質/材料利用の、改良された再利用化/再資源化/回収技術とプ

ロセスからの放出、および副生成物を含み、これら資源のより効率的な利用の必要があり

ます。 
• 副生成物管理: 副生成物分析のための改良された方法の必要性があります。 
• 化学物質の暴露管理: 化学物質の潜在的暴露の可能性回避のための設計と保護具

(PPE)へ対する要求事項の必要性があります。 
• メンテナンスのためのデザイン: 一般的に、単独の作業者によって実施されるメンテナン

スや点検整備でも、 小の安全衛生リスクとなるように、修理されるコンポーネントや消耗

部品は簡単に安全にアクセスできるように製造設備を設計する必要性があります。 
• 製造設備のエンドオブライフ: 製造設備の再利用化/再資源化/回収技術に関連する課

題に取り組むための効果的な管理システムを開発する必要性があります。 

ファシリテイ技術要件 

• 保存・維持: エネルギー、水、および他のユーティリティ使用の抑制と、熱管理のためのよ

り効率的なクリーンルーム及び施設システムの必要があります。 
• 地球温暖化放出量削減: CO2 等価の総排出量を削減するために、低エネルギーの製造

付帯設備を設計する必要があります。 

持続可能性と製品の管理 
（スチュワードシップ） 

• 持続可能性数値指標: 技術ジェネレーションの持続可能性を定義し、測定する方法論の

必要性があります。 
• ESH のためのデザイン: 新世代の付帯設備、製造設備、プロセス、および製品のための

設計段階における ESH パラメタの必要性があります。 
• 寿命期における再利用化/再資源化/回収技術: 寿命期における問題を容易にするよう

に付帯設備、製造設備、および製品を設計する必要性があります。 
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Table ESH1b    ESH Difficult Challenges—Long-term 
Difficult Challenges < 16 nm 課題の概要 

化学物質と材料の管理 

• ケミカルアセスメント: 人の健康、安全、および環境を保護するのと同時に、新規化学物質

/材料を製造で（遅滞無く）利用できるためのしっかりとした迅速なアセスメント方法を確かに

する必要性があります。 
• 化学物質データの有効性: 独占化学物質/材料の使用において、増加する法規制/政策

要件へ対応するには不完全で広範な多くの ESH データが存在します。 
• 化学物質の暴露管理: 化学物質/材料が如何に使用されていて、副生成物がどう形成さ

れるかに関する情報には不完全なものがあります。 

プロセスと設備管理 

• 化学物質の削減: プロセスと製造設備を技術要求を満たすべく開発する必要性があり、

同時に 人の健康や安全、および環境(例えば、より効率的で費用対効果に優れた工程管

理で化学量要件を減らして、より優しい材料を使用する)でそれらの影響を減少させる必要

性があります。また、高い温室効果（GWP）を有する化学物質の放出、それらを使用するプ

ロセス、そして副生成物としてそれらを発生する過程から削減させる必要性があります。 
• 環境管理:  ESH の特性を理解して、プロセスからの放出と副生成物の有効なマネージメ

ントシステムを開発する必要性があります。 これにより、そのような有害又は非有害物質の

放出と副生成物のための適切な緩和(廃棄物の流れにおける要素分離のための能力を含

む)を対応できます。  
• 省水と省エネルギー: 革新的なエネルギー及び水の高効率プロセス、および製造設備の

必要性があります。 
• 消耗品の 適化: 化学物質/材料利用の、進展・増加した再利用化/再資源化/回収技術と

プロセスからの放出、及び副生成物を含み、これら資源のより効率的な利用の必要があり

ます。 
• 化学物質の暴露管理: 化学物質の潜在的暴露の可能性回避のための設計と保護具

(PPE)へ対する要求事項の必要性があります。 
• メンテナンスのためのデザイン: 一般的に、単独の作業者によって実施されるメンテナンス

や点検整備でも、 小の安全衛生リスクとなるように、修理されるコンポーネントや消耗部

品は簡単に安全にアクセスできるように製造設備を設計する必要性があります。 
• 製造設備のエンドオブライフ: 製造設備の再利用化/再資源化/回収技術に関連する課題

に取り組むための効果的な管理システムを開発する必要性があります。 

ファシリテイ技術要件 

• 保存・維持: エネルギー、水、および他のユーティリティ使用の抑制と、熱管理のためのよ

り効率的なクリーンルーム及び施設システムの必要があります 
• 地球温暖化放出量削減: CO2 等価の総排出量を削減するために、低エネルギーの製造

付帯設備を設計する必要があります。 

持続可能性と製品の管理 
（スチュワードシップ） 

• 持続可能性数値指標: 技術ジェネレーションの持続可能性、そしてまた 工場のインフラ

レベルにおける持続可能性を定義し、測定する方法論の必要性があります。 
• ESH のためのデザイン: 総合的な製造フローに対して、施設の運転、プロセス、化学物質/

材料、消耗品、およびプロセス装置からの ESH の影響を評価し、全体的に定量化する方

法論で新世代の付帯設備、製造設備、プロセス、および製品のための設計段階における

ESH パラメタの必要性があります。 
• 寿命期における再利用化/再資源化/回収技術: 寿命期における問題を容易にするように

付帯設備、製造設備、および製品を設計する必要性があります。 
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 技術的要件 

 ESHカテゴリーと領域 

以前の ESH ロードマップでは、以下の双方に関連する必要条件セットが提示されています。一つは、技術

推進領域が ESH 懸念点（Interconnect, Front End Processes, Lithography, Assembly & Packaging, 
Emerging Research Materials）を有すると、同じく ESH 懸念点が本来的な単独の技術推進域よりも広く、より

一般的であることです。それらの必要条件は大概、区分されていないものとして提示されています：潜在的

なより高い懸念の領域をハイライトする特別な意見以外で、ロードマップを利用する人々が示される必要条

件の優先順位を付けることは容易には可能でありませんでした。 

このアプローチの過去のメリットが何であれ、それはもはや も良く産業のニーズを満たすものではありま

せん。ESH 要求事項のいくらかは、実際のあるいは予期される法規制/政策の懸念に関するものです; ESH
要求事項のいくらかは、実施されると重要な追加プロセスの利点への可能性をもたらします;そして、 後に、

初の 2 つの地域で加えられた第二の利益の可能性なしで、いくつかは重要な ESH の利点を提供します。

このように、トータルの必要条件セットについて述べるために利用できる限られた資源が与えられれば、得

られる ESH 改善に加えて、ガイダンスを も大きな更なる利益のそれらの領域に対して規定することは適

切です。このために、すべての ESH 要件が、現在、3 つ区分されたカテゴリの 1 つに分類されています：  
 Critical： このカテゴリにおけるいかなる要件も ESH 利益と同様に技術成功/実現のための不可欠

の項目です。問題解決の努力無しには、技術を製造に適用する能力を危うくするかもしれません。

そして、少なくとも一つの ITRS メンバーの極において、潜在的又は現実の政策/法規制の課題（内

部的に、あるいは、外部的にドライブされるかどうかに関係なく）に基づきます。これらの要件は、活

動のために も高いプライオリティーを有しています。 
 Important：このカテゴリにおけるいかなる要件も ESH 利益と同様に技術成功/実現のためのキーと

なる項目です。問題解決の努力無しには、製造におけるスループットや、歩留まりや、化学物質/材
料や、そしてその他の、冶工具などの項目（廃棄処分/除害を含む）で、技術のコスト(CoO)を危うく

するかもしれません。これらの要件は、活動のために二番目に高いプライオリティーを有していま

す。 
 Useful： このカテゴリにおけるどんな要件も、ESH 利益(ベストプラクテイス)のためのキーとなる項目

ですが、明確な追加要素がなければ上の 2 つのカテゴリのどちらかにそれを分類することは出来ま

せん。問題解決の努力の無い場合、その技術を製造に導入するときに、それほど大きな ESH の影

響が発生しないかも知れません。これらの要件は、活動に対して低いプライオリティーを有していま

す。 
Critical カテゴリーの要件は、政策/法規制が進行中か、あるいは熟考中であるかにより、一般的に特定する

ことは難しくありません。Important と Useful の識別には、いくらかの判断が必要です：（如何に大きく、

CoO の利点が、Important として分類されるか）。ここでされる決定は、このように本来、不正確でありますが、

将来のロードマップにおける更なる考慮と更新の出発点を提供するものです。 

要件表には、重要注意と資源が も良く集まった項目として Critical と Important を含みます。すべてのカテ

ゴリーのすべての要件は、ESH ドメイン表（表 ESH2）に示されています。選ばれたドメインは、独特のもの

ではなくて、ESH 要素を一体化したセット（全 3 つのカテゴリーにおける完全なセットの項目を一回のプレゼ

ンテーションでするため）を提供するため単純に選択されています。： 

• 制限された化学物質。本来、このドメインは、Critical カテゴリーに落とし込む化学物質をハイライト

します 

• 新規化学物質。いろいろな新生の化学物質と材料があります。そして、これらが新プロセスへの導

入の検討時において、それの正確な諸元と ESH の特性は必ずしも完全には確立されてません。 

• ナノテクノロジー。正式には新規化学物質の一部分では有りますが、ナノメータスケールの化学物

質、材料として単独の ESH 課題のドメインに分離することがメリットあります。 

• 利用/無駄の削減。この考慮範囲で定められる 4 つの基本的な ESH 戦略は、このドメインにおいて

の優れた役割があります。 
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• エネルギー。温室効果ガスコントロール、カーボンフットプリント、類似したエネルギー-の統制測定

基準などの注目度の増加を考えると、この領域は一つのドメインにふさわしいレベルとして際立っ

ています。 

• グリーンファブ。これは、事業が 小の ESH 影響（そして、そのような実行から引き出されるプロセス

と経済的利益）で行われることを表す幅広い語です（現在、うまく定義されていない、あるいは一般

的に合意されていない）。このドメインは、化学物質/材料、冶工具、プロセスなどの完全なライフサ

イクルの配慮、完全な工場の基幹施設、そしてそこから生み出される製品群と同じように持続性の

課題を含みます。 

後に、すべての後続する本質的な要件と技術的要件のテーブルのために、カテゴリーの呼称は（2 つの

理由のため）近い将来の年を表している ESH#a テーブルだけに適用され、そして、遠い将来の年を表して

いる ESH#b テーブルには適用されません。 初に、適当な遠い将来の値は、近い将来の表の入力事項か

ら推論することができます。第 2 に、このカテゴリーの正確な評価が、通常、遠い将来の年にありません;しか

しながら、延長したタイミングで、後のロードマップの版で指定を修正する機会があります。 

 ESH 本質的な要件 

新しい技術開発に対して責任がある科学者とエンジニア達は主流の技術目的を補完するために ESH 関連

にするテクノロジー決定のための一組の明確な目標を必要とします。たとえば、過去には、化学物質/材料

の少しの変更は、複数のテクノロジー世代に対して容易に支えることができました。しかし、今日、未来の技

術世代の各々は、一般的に、ESH 評価がそれらの導入に対して重要な要素である一つ以上の新しい化学

物質/材料を必要とします。プロセスで使う化学物質（放出と副生成物の特性を明らかにすることを含む）は

小の ESH 影響が 小になるように規定されるように、理解されなければなりません。加えて、リスクの評価

は化学物質/材料が禁止される、あるいは法規制の監視下に置かれるかどうかを究明するために、化学物

質制限表のチェックを含まなければなりません。ESH 影響評価は物質バランスと、化学物質/材料が如何な

る経路で環境に出て行くかの確認を含まなければなりません。表 ESH3 は、「Critical」と「Important」におけ

るこれらの項目に対する ESH のゴールを概説しています、（「Useful」項目は表 ESH2 で小見出しの中に示

されています）。 

 ESH技術要件の技術的推進 

各々の技術的推進（ Interconnect、Front End Processes、Lithography Assembly and Packaging, and 
Emerging Research Materials など）についての具体的な ESH 技術要件は、表 ESH4 と ESH5 に見ることが

でき、これは 4 つの ESH の困難な挑戦テーマのなかの二つ（化学物質と材料の管理、プロセスと製造装置

の管理）に一致します。ESH 要件は ESH の困難な挑戦に対する技術的推進の必要とするマッピングに基

づいて確立されました。多くの場合に、ゴールはプロセスにおける化学物質の利用とプロセスからの排出の

ためにベースラインを確立することで、これらのベースラインの値は時間とともに改善することになっており、

そして ESH に親和性の有る代替化学物質や代替プロセスを識別することになっています。 10%の改善は、

しばしば提案されています。このような ESH ロードマップの範囲を超えた、多くの異なるプロセスタイプのた

めに正確なゴールを指定することは、明らかに的確な目標でありません。むしろ、そのようなゴールは、時間

とともに、これらのベースラインからの連続改善の戦略のためのプレースホールダーとして役立ち、また新

技術の世代出現により、実現可能なステップ変化をもたらします。労働者保護対策は製造装置のメンテナ

ンス、操作、特別な懸念事項とともに潜在的物理的危険（熱、非イオン化放射、レーザー、ロボットの危険

性 等）と同様に化学物質の危険について取り組まねばなりません。 技術の進歩を伴った、プロセス装置

のサイズと複雑さの増大は、安全で人間工学的に親しみやすいメンテナンスのツール設計はより挑戦的な

課題になってきています。そのような挑戦に適合することは、産業がこれまで安全な工場と低い業務上災害

を確立してきたことと一致します。ウエハーサイズの拡大とプロセススループットの増加は、ウエハーハンドリ

ングシステム（オートメーション化されたウエハー搬送システムとプロセス装置とこれら搬送システムのインタ

ーフェースを含む）を必要としますが、これは操作・保守の間に、労働者危険を増すかもしれません。したが

って、製造装置の操作性と、誤った操作を防止の改善のために設計段階の管理と手順（人間工学とロボテ

ィックスに重点をおく）は、そのようなプロセス開発に対して統合される必要があります。 

個々の推進に基づく技術要件と解決策候補を、以下に記します 
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 インターコネクト／内部配線（INTERCONNECT） 
次の 10 年の中間を通って、先端的な内部配線技術は、一般に、過去 10 年の間に半導体工業に対して果

たして来たことに継続することが期待されています：銅ベースのメタライゼーション、Low-k 誘電体、デユア

ルダマシンプロセスでの取り組みなどです。しかし、その一般的な進化の範囲内で、ESH 上の意味合いを

考慮しなければならない、いくつかもの化学物質/材料の変更や、プロセス修正があるでしょう。メタライゼー

ションのために、これらは銅の ECD（銅めっき槽の寿命延長やリサイクルを含む）のための新しい製剤、バリ

ア層と核形成層（特に優位な PVD プロセスが CVD/ALD プロセスの方へ進むならば）における変更、そし

て新しいキャップ層やプロセスの出現を含むかもしれません。誘電体に対して、ますます多孔性膜は新しい

前駆体を必要とし、そしてプロセスからの排出を伴い、それら全ては ESH の懸念のために評価されなけれ

ばなりません。そのような誘電体は、ポアを塞ぐ材料を必要としています。 後に、平坦化と表面処理を支

える技術もまたインターコネクトのスタック膜の変化と共に進化し、そして、同様の ESH 上の配慮事項は同じ

ように、そこで適用されなければなりません。 

平坦化技術の増加している使用は、消耗品（例えばスラルー、パッドとブラシ）と主な化学製品と水使用の、

両面における特有の課題を提起しています。したがって、全体的な水の消費を減らす平坦化プロセスの開

発に対する努力を行わねばなりません。平坦化と平坦化後のクリーニングのための水のリサイクルと回収は

水使用量削減の解決策候補です。 

高い GWP（地球温暖化可能性）を持つ PFCs（perfluorocompounds）は、インターコネクト（内部配線）の分

野のドライエッチングやチャンバークリーニングのアプリケーションで広範囲に使われています。チャンバー

クリーニングに対して、PFCs を使わないプロセスは、評価されてきました;注釈 しかし、そのようなチャンバ

ーで加工されるカーボンを含有する Low-k 膜の残渣はどんな場合でも PFC の排出（例えば CF4）を生じさ

せる可能性があります。現在、Low-k 誘電体のためのドライエッチングプロセスのすべてはフルオロカーボ

ン化合物（彼らが高い GWP PFC群に分類されるかどうかは別にして）に基づきます、そして、PFCの排出は、

副生成物であれ、未反応化合物であれ管理されなければなりません。 

半導体産業の短期的目標は、PFC の排出絶対量を 2010 年までに 1995 年の基本レベルか

ら 10%以上削減することである。この厳しい目標を達成し、これらの物質を引き続き産業目的で

使 用 できるようにしてゆくためには、業 界 がプロセスの 適 化 、代 替 物 質 の使 用 、リサイクル、除

害といった方法を通じて PFC の放出量の削減に努める必要がある。フッ化熱伝達流体にも高い地

球温暖化可能性があります、そして、これらの材料の放出は 小にされなければなりません。近 年 、チャ

ンバークリーニングには高 い地 球 温 暖 化 可 能 性 副 産 物 を発 しないプロセスが開 発 された。この

概 念 は、エッチング時 のフッ化 熱 伝 達 流 体 における地 球 温 暖 化 の影 響 などにも適 応 されねばな

らずこれらの材料の放出を 小にされなければならない。半導体産業の近視のゴールは、2010 年ま

でに 1995 本のベースラインから 10%で、絶対の PFC 放出を減らすことになっています。この積極的なゴー

ルを達成して、これらの化学製品が工業使用に利用できるままのことを確実とするために、産業はプロセス

適化、他の chemistries や減少によって PFC 放出を減らすよう努めなければなりません。対応が必要なも

う一つの高い GWP プロセス化合物は、N2O（酸化窒化膜生成に使われています）です。 

チップからチップへの相互配線 (一般的に 3D 技術と呼ばれる)の出現と期待された急速な成長

と共に、かなり大量の PFC の新しい用途源（六フッ化硫黄などの PFCs に基づいたシリコンの Via
エッチングの開発ため）が出現しました。  この新しいアプリケーションは 1995 年基準の PFC の削

減目標の達成するのにより大きな努力を要求を必要とします。  

期待される省エネルギーゴールに対処するために、製造装置（プラズマ強化型 CVD、ドライエッ

チングと CMP）エネルギーの要求は、最小にしなければなりません。これらのゴールは、付帯装

置エネルギー消費を減らすことを含まなければなりません。プラズマプロセスはエネルギー大量消費

と化学反応の効率の悪いものです（例えば、ドライエッチにおいて、設計上 10～30%程度の分離しか出来

ません）。将来の世代装置には、低いエネルギーを消費のプラズマシステムの研究開発が必要とされます。

エッチング、CVD 装置はそれぞれの装置において（point-of-use）チラーと熱交換器を真空状態でウエハー

とチャンバー温度維持のために使用します。より効率的な冷暖房コントロールシステム（温度調節装置のた

めに同時に加熱と冷却を除くことを含む）はエネルギー使用の削減を助け、制御性を改善することができま

した。クリーンルームに熱を放散させるよりはむしろ、冷却水をより多く使用し製造装置からから熱を取り除く

ほうが、結果的に工場における省エネに繋がります。 
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次の 10 年の中頃までには、非金属の良導体（カーボンナノ材料技術に基づくような）とエアギャップ誘電

体（捜索中の材料を用いて）を含み、まったく新しい内部配線の材料は出現し始めるかもしれません。その

ために、全体に化学物質/材料とプロセスからの放出のまったく新しいセットは、ESH 懸念について調査す

る必要があります –ナノ材料の現在の、既知の、不完全なESH 特性の定義については特にそうです。 後

に、内部配線層のこのような劇的な変動で、このような材料の追加的なプロセスへの導入の可能性がありま

す。これはこの数十年のリソグラフに基づく負のプロセスからの急激なシフトです、しかし、プロセス簡略化

の利点を生かし、取得する ESH の利益は、実質的であるべきです。 

内部配線における解決策候補は、付加的なプロセス、ESH 影響の少ない CMP プロセス（例えばスラリー

リサイクルやスラリー無しの CMP）、PFC 排出の無いシリコン貫通エッチング、低価格・高効率のプラズマエ

ッチング除害、低温ウエハー洗浄、CVD と ALD チャンバーの容積削減。改善された ALD プロセススルー

プット（リソース要求削減のため）、プロセス装置からの需要に基づく速度調節を持つ真空排気、高い温度

に依存するプロセスの削減（プロセス中、プロセス外双方とも）加熱、冷却装置に対する可変調節の実施な

どを含みます。 

 フロントエンドプロセス 
フロントエンドにおける化学物質品/材料の課題は、前駆体の進化と以下の項目の推進されたプロセスを

含みます：ウエハー基板、ドーパント、ゲートスタック、コンタクトアプリケーションにおける良導体と絶縁体、

メモリ構造、そして様々な下支えする化学物質とプロセスの多様性。すべてのこれらの応用は、ESH 影響を

削減するための化学物質/材料の選択、そして装置やプロセスにおける水やエネルギーなどの天然資源の

効率的使用などの ESH 懸念点を良く理解しなければなりません。これらの原則は以下で例証のように、こ

の推進を通して適用されなければなりません。 

ESH の懸念は、新規クリーンニング技術、化学物質/材料の使用、そして水とエネルギーの消費に関しウ

エハー表面の前処理にフォーカスしています。化学物質使用の 適化は、従来技術と代替のクリーンニン

グプロセスの双方に適用されなければなりません。流体の流れ 適化とセンサーに基づくプロセス制御は、

ESH とプロセスの優位を提供することができます 

代替のクリーニングプロセス（例えば化学物質の希釈、溶剤ベース、音エネルギーの強化、単純化され

たプロセスフロー、DI/オゾン、気相、（極）低温、ホット UPW）は、ESH 危険と化学物質の消費の削減を追

及しなければなりません。代替のクリーニング方法のエネルギー消費への影響は、考慮されなければなりま

せん。より効果的な UPW 生産、削減された水の消費、そして効果的なリンスなどの、地球に優しい 適化

された水使用戦略は、すべて ESH パフォーマンスの強化に貢献します。 

ウエット設備のデザインがそのような強化を可能にし、プロセスからの排出制御、人間工学とロボティック

スの安全性原則、そして容易で安全な製造装置の保守に対して注意が払われなければなりません。毎様

化に傾向にあるウェハークリーニングにおいては、化学物質と資源の効率的利用のために管理される必要

があります。 

フロントエンドの CMP プロセスは内部配線のための利用より一般に少ないが、浅いトレンチ分離（STI）と

コンタクト金属化などの分野で適用されています。全 CMP プロセスに共通する ESH の課題は – 化学物質、

消耗品、そして水の 適化(リサイクル/回収を 後の事例に含み) – ここでも重要です。 

新しいゲートスタック材料（high-k 誘電体と電極）は、それらに関連するデポジションとエッチングプロセス

と同様に双方の前駆と関連した潜在的危険性の評価をすることが必要とされています。このように、前駆体

とプロセスからの副生成物質の ESH 特性は、エンジニアリングの制御と如何なる個人用保護具が利用でき

るように理解されなければなりません。これらのプロセスは、 大の化学物質利用と効率的なエネルギー使

用のために 適化されなければなりません。 

ドーピング技術が進展につれて、反応性水素化物（SiH4、B2H6、PH3、SbH3、AsH3、あるいはその他）

と金属アルキルを継続的に適切に管理する必要があります。大気圧より低い圧力での分配システムはこれ

らの ESH 利点のために効果的であるとわかりました、そして、これらの使用はこの分野で広く使われなけれ

ばなりません。 

内部配線に関しては、フロントエンドにおけるプラズマエッチングとチャンバーグリーニングのプロセスの

PFC 使用は、2010 年までに 1995 年の基準年から絶対値で 10%の PFC 排出を削減するという産業の短期
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的ゴールと同様に両方の一般的な ESH 上の考慮事項として取り組まれています。ここでは再び、産業はプ

ロセス 適化、化学物質の代替化や除害によって PFC の排出削減に真剣に努めなければなりません。もう

一つの高い GWP プロセス化学物質である N2O の、熱処理路での窒化プロセスからの排出は、特徴づけと、

小されなければなりません 

新しいチャンネルの材料に関する未来技術は重金属と砒素の両方を必要とします、理解に関する総合

的な ESH 心配、先駆の適切な管理、およびそれらを使用する過程と共に。そのすべてが増加する規定の

点検を受けています。 

新しいチャンネル材料のための新生の技術は、重金属とヒ素の双方を必要とします。そして、これらの全

ては先駆体への理解と適切な管理、およびそれら物質のプロセスでの使用に関する総合的な ESH の懸念

事項を伴って増加する法規制の精査を受けています。さらに、新しいチャンネル材料は伝統的なクリーニ

ング化学物質とプロセスとはかけ離れているかもしれません。これらの新しいクリーニングプロセスの選択と

識別に関して ESH 上の問題は説明をされなければなりません。同様に、新しいメモリ技術は新規の重金属

使用を提案しています、そして、同じく詳細な調査はここで適用されなければなりません。 

FEP の解決策候補は、希釈された化学薬品、化学物質の使用の増加、付加的プロセス、非 PFC 利用の

エッチングプロセス、低温ウエハークリーニング、高効率リンス、新しいエネルギー効果の熱処理プロセスな

どを伴った代替の表面前処理方法を含みます。 

 リソグラフィー 
リソグラフィーESH の課題は 3 つの原則的な領域に分類できます。：1）フォトマスク製造の化学物質/材料

とプロセス 2）リソセルのハードウェアとプロセス（標準的にはウエハートラックと露光システムの統合した組

合せ） 3）リソセルで使用される化学物質/材料と消耗品、それぞれのこれらの領域は順番に見直されるで

しょう。 

フォトマスク製造プロセスは、特定の 2 つの分野と共に若干の一般的な特徴を共有しています。特に使

用された化学物資と生成された排出物の ESH 評価と 適化の分野です。これらの懸念は、化学物質の毒

性、健康リスク、有害大気汚染物質（HAPs）、揮発性の有機化合物（VOCs）、PFOS/PFAS/PFOA の使用、

残留性、生物濃縮性の有毒化合物(PBT)に関係する特定の放出問題についての評価を含みます。従来

からのガラスのクロムフォトマスクのため、デポジション、エッチングとクリーニングプロセスのステップのため

に、理解と、管理される必要がある要件は進化の途上です。重要なことに、EUV 技術は 193 nm に対する

液浸露光リソグラフの置き換えとして出現し、新規化学物質/材料、消耗材、プロセスのセット（全て全く現在

の 193 nm 技術とは異なります）は詳細に評価される必要があります。 

進化している現行の 193nm の技術に対するリソセルの ESH 懸念は製造装置の人間工学設計、そして、

有毒な材料と危険なエネルギーへの潜在的労働者への暴露の理解と、 小化を含みます。;HAPs、VOCs
とPBTsの排出をコントロールすること;有害廃棄物生成を 小にすること;そして、資源の消費を減らすこと。

たとえば、プロセスと製造設備の安定性のため、現在の厳しい環境統制が製造設備と工場のためのエネル

ギー消費を増やしているので、製造設備と工場の隔離を通してプロセスの脆弱性を減らすことが望まれる。 

また、これらの懸念は新生の EUV 技術にあてはまりますが、さらに、エネルギー消費の主要分野として

取り扱われます。以下の分析は、準量的ではありますが、懸念の大きさを例証するのに役立ちます。歩留ま

り向上推進によると、現在の 先端の工場は、およそ 18MW のパワーを消費します。リソグラフィー推進に

よると、単独の EUV 露光装置は、0.5-2MW に近づくことが期待されています。このような 10 のツールを含

んでいる工場に対して、このレンジの下端であっても現在の基準からのどんなエネルギー削減目標は他の

プロセスの領域とても厳しい要求になるでしょう。 

エネルギー測定基準、カーボンフットプリント、そして温室効果ガス排出目標は産業が考えるべきより大

きな部分になります、これは対処されなければならない大きな課題です。 

リソセルの化学物質/材料と消耗品のために、上記のコメントはフォトマスク製造についての、出発点とし

て用いられます。一つの進行中の重大な必要事項は、現像材、エッチャント、反射防止コーティング材

（ARCｓ）と化学増幅レジストに含まれる光酸発生剤（PAGs）などの PFOS を含有する材料の代替物の識別

です。 終的に、如何なる PFOS/PFAS/PFOA 種類も含まない複合材料は、開発されなければなりません。

水による液浸リソグラフィーもまた、耐水性フォトレジストと反射防止コーティングなどの評価されなければな
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らない新しい合成物によりプロセスに変化が生じます。そのうえ、193nm のダブルプロセススキームの出現

で、これら“レジスト凍結”プロセスのための新規化学物質が出現し始めている。 後に、リソセルプロセスに

関しては、193nm の波長から EUV の 13.5nm へのシフトは、フォトレジスト自体と、全ての（関連する）周辺

の補助化学物質に変化をもたらします。そして、これらの ESH の影響は評価と、 適化されなければなりま

せん。 

（ 後に）上記の議論が 193nm と EUV 露光技術にフォーカスしていますが、パターニング代替技術は研

究中であり、インプリントと電子ビーム直描は目立っています。現在の設備、プロセス、化学物質/材料にお

ける露光技術に関する懸念点の全ては、同じように、（それぞれの）地域において自身の方法で適用される

でしょう。 

リソグラフィーに関する潜在的な共通する解決方法は、新規製造装置の設計やプロセス開発時に、新し

いリソグラフィー材料の迅速な ESH 評価、継続利用可能な化学物質の使用、PFOS/PFAS/PFOA を含まな

い化学物質の開発、化学物質利用の改善と汚染防止と DFESH 原則の適用することです。上記したように、

EUV 露光ツールは顕著なエネルギー要求があります、そして、効率的な 13.5nm の光源は探求されるべき

です。効果的放射線遮蔽を含むべき全ての機材の設計は、人間工学的ストレス要因を 小にし、SEMIS2、

S8、S23 のガイドラインを厳密に守られねばなりません。長期の潜在的な解決策は、効率的な材料使用法

のために新しいパターニング装置を設計することを含みます。 

 アセンブリーとパッケージング 
従来の有鉛のシングルチップパッケージ－のから離れた動向は－そして、チップスケイル、フリップチッ

プのパッケージングと同様な例としてのマルチチップの形態（例えばシステムインパッケージのような）の方

向性－リードフレイムと従来のモールディングの削減や除去により、ESH 測定基準を改善することができま

す。潜在的に全体の ESH 影響を減らすための、マルチチップパッケージングは関連する ESH 懸念を含め、

新規の化学物質とプロセス（例えばウエハーの薄化）を導入します。鉛や、六価クロムや、ベリリウムや、ア

ンチモンや、臭素系難燃剤などの環境に有害なアセンブリーとパッケージの材料で使うことは、増加する国

際的な法規制の圧力と制限にさらされています。多くの他のプロセスタイプと同様に、エネルギーと水の使

用と、設計段階と操作段階双方における、使用とメンテナンスの人間工学的課題に注意を払うことにより、

それが使用したツールは ESH の影響を減少させるべきです。 

3D 技術のための重要な課題はすでに内部配線の項目で指摘されています、しかし、それはアセンブリ

ーとパッケージの項目で一つを分担しています：シリコンスルービアエッチングプロセスは、六フッ化硫黄に

基づいており、これは、工業会の PFC 削減目標への到達あるいは維持へ非常に大きな要求の位置付けさ

れています。 

アセンブリーとパッケージの解決策候補は、開発中の鍵となる環境パフォーマンス指標を含みます；潜在

的に制限された化学物質の除去；硬化無し/低硬化プラスチックの採用；リサイクル可能なパッケージ材料；

そして、PFC 排出を廃止したエッチングプロセス（または、3D 内部配線のための、改善されたまたは排出制

御されたドライエッチングプロセス又は精加工レーザー装置へのプロセス転換）。 

 

 

 

 新探求材料（EMERGING RESEARCH MATERIALS）   

提案された新規材料の中に、半導体製造において現在ほとんど使われない金属を含むものが存在します。

それらの ESH 特性とそれらの使用に対する潜在的ポリシー/法的規制を理解することは、それらに対する将

来開発と製造への適応の計画を策定する上できわめて重大です。 

また、ナノメートルスケールの半導体製造化学物質/材料がより広い用途（例えば、現行、CMP のスラリー

の微小粒子の中に見出せます）になって、これらの材料の ESH 特性に対する関心を増やされなければなり

ません。ナノサイズの材料が彼らの大きな/多量の形状と（ミクロン局面でさえ）比較してユニークで多様な抑

制を持っていることはよく知られています。これらの物質が示めすかもしれない独特の違いについて、ESH
の困難な挑戦のために理解されなければなりません。そのうえ、小さいサイズのこれら新しい材料は、標準
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的な ESH の統制（例えば排出制御装置）を 適化しないかもしれません。その結果、以下の ESH 上の問

題は、将来の技術開発のために考慮されなければなりません： 

 作 業 場 所 、廃 棄 物 の流 通 経 路 、および外 部 環 境 における、ナノマテリアルを検 出 できる、

有効なモニターツールを開発すること  
 労働者の健康と安全を確保するための適切なプロトコルの評価、開発すること  
 ナノマテリアルを含む廃棄物の流れの対して、効果的処置を確実にするための排出制御装置の評

価、開発すること 
 新しいナノマテリアルの毒性が、それらの多量形態と異なるものとして理解すること。この目標は、迅

速なナノマテリアルの毒性の評価方法と、ナノマテリアルの毒性モデル双方の開発を必要とする 

新探求材料に関する解決策候補は、ナノマテリアルに対する ESH リスクの評価方法の発達と実現を含みま

す。“Emerging Research Materials 章”を参照してください。 

 ファシリテイー（FACILITIES）  

工場計画、設計と建設の配慮すべき事項は、半導体産業のために不可欠な、信頼できる ESH 性能です。

表 ESH6 は、工場の設計と工場の操業のためにそのような目標を確立しています。工場設計と工場、製造

装置、労働者の間のインターフェースは、強く産業の ESH パフォーマンスに影響します。安全と環境のシス

テム、手順、そして方法論（適用できるとき）の標準化は、効果的で費用対効果がよいアプローチであること

がわかります。これらの実践を共有することは操業開始時のスケジュールを緩和することができ、工場に製

造装置をマッチさせることにおいて、サプライやのより大きな協力を生じさせます。条例や法規制からの要

求事項の理解に結び付けられた、安全性と環境的に対する信頼できる設計の早期の理解は、ESH の期待

値と操業初期のスケジュール緩和とコストのかかるレトロフィットや変更に合致する工場を開発する設計者

にとって不可欠です。これは、半導体産業が 300mm から 450mm ウエハーへの推移を考慮する上で、特に

重要な事柄であり、そして、それは、より大きなプロセスツールと潜在的により大きな量の化学物質と資源と

を必要とします。 

危機管理のための認められたプロトコルは、プライオリティーの順に、危険性の除去、エンジニアリングで

の管理、経営的管理（手続き的な）と個人用保護具です。 

より大きな標準化への 1 つの機会は、製造とアセンブリ/テストの装置です。製造装置の設計、設計の検

証、ESH 資格認証と承認の標準化は、ESH パフォーマンス、操業開始時の効率とコストを改善します。その

上、製造装置のメンテナンス、改造、廃止、 終処分に関する ESH の実践の標準化は、工場と製造装置の

生害に渡っての相当量の ESH パフォーマンスとコスト改善を獲得します。 

安全システムとそれらのプロセス装置のインターフェースの構築の標準化は、安全性の改善、更にインス

トール効率の上昇、操業開始時の時間の削減を行ないます。 
この標準化には、火災検知器と火災抑制システム（それらのモニタリングインターフェース）ガス漏洩検知シ

ステム、電気と化学物質隔離装置、非常遮断システム、そして保安警報を含むが、これに限定されるもので

はありません。 

その上、他のロードマップセクションで扱われている注意深いプロセスの選択と化学物質のメンテナンス

は、人員を、製造装置の操作とメンテナンスの間にそこから分離するのに役立つ設計によって補われなけ

ればなりません。 

工場の支援システムと関連した安全上の問題は、将来の工場でも積極的に改善されなければなりませ

ん。改善されたリスク度評価方法と設計段階におけるこれらの一貫した利用は、この努力を強化します。 

自動化された製造設備と関連した潜在的安全のリスクに関する深い理解は、安全な労働条件を確実に

する標準の開発を推進します。これらの標準とガイドラインは、自動化されたシステム、プロセス製造装置、

そしてそれら自体の、またそれら間のインターフェースを含め統合されなければなりません。更に、工場の

計画とレイアウトは、特に 450mm のウエハーのための、ウエハーハンドリングの人間工学設計基準を含まな

ければなりません。 

産業は、増加している条例による許可や排出の制限に直面しています。将来の工場の計画（そして、既

存の工場改造のために）は製造装置と工場技術前進が新規の、そして改定された法律においてよく理解さ

れ、使用されることを確実にするために地方自治体や政府省庁との協調努力（世界的なレベルで）を含ま
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なければなりません。半導体産業は、世界中ですべての製造装置と工場の操業にあてはまる基本的な

ESH 仕様を確立するために動かなければなりません。 

工場設計は、プロセス資材をプロセス装置に届け、副生成物を管理し、そして、仕事場所を管理するシ

ステムを規定します。将来の工場設計は、資源の保護、削減と管理のバランスをとらなければなりません。

これらの資源の保護と削減プログラムは、限られた水とエネルギー資源、汚染懸念物質と、そしてこれらの

限られた資源の工業消費の増加する相互作用によって促進されます。 

工場と製造装置のための ESH 標準化と設計の改善は、産業のために、産業によって確立される訓練プ

ログラムを通して、大いに強化されることができます。テクノロジーは、現在、コンピュータベースのトレーニ

ング（CBT）プログラムが全てこのセクションの設計と手続き的な挑戦に対応するために開発を可能にしま

す。 

より高純度の水と化学物質/材料の必要性と同様に、ウエハーサイズとプロセスのステップ数の増加は、

（水、エネルギー、化学物質/材料などの）より大きな資源のウエハー当たりの使用の傾向を示唆しています。

この傾向は、より高い効率プロセス、設備の開発することと、そして、使用した化学物質、水、廃棄物をプロ

セスアプリケーションや非プロセスアプリケーションへの再生利用などへリサイクルのような戦略の適用によ

って逆転することができます。半導体装置の資源の効率的な利用は、改善することができます。 

半導体製造において使われる大部分の水は、超高純度の水（UPW）です。UPW の製造は、かなりの量

の化学物質を必要とするので、UPWの消費と品質は結果として、より大量の化学物質を消費します（そして、

UPW 製造コストも）。（従って）UPW の消費減少は、化学物質の環境影響と製造コスト双方を削減します。

プロセス適用のためのより高品質の水のリサイクルと非プロセス適用のための低品質の水の再利用は共に

重要です。水が豊富な所において、廃水のリサイクルはその地域の水再利用の選択肢と、リサイクルに係

るコストに関連します。 

エネルギー源の限界は、既存の工場を拡大するため、あるいは新しいものを構築するための、産業の能

力を潜在的に制限することができました。プロセス、製品、及び生産量の継続的な進化は、エネルギー効

率を妥協することなく、柔軟性と変更可能性のための設計を必要とします。半導体メーカーが過去の 10 年

にわたって改善されたエネルギー効率を示してきていますが、潜在的な資源の限界は産業に対して継続し

ての傾向を（測定すること）要求しています。重要な効率向上の機会は真空ポンプ、POU（個別ポイントの）

チラーやヒーター、連続的なパワーシステム、パワーの変換機器（たとえば RF ジェネレータやトランス）を含

んでいます。更に、より多くのエネルギー効率的な機器は（主な懸念である EUV リソグラフ装置の潜在的は

出現も含み）、クリーンルームに対する機器の熱負荷/影響を減らすために、そして、機器のアイドルのモー

ド機能を強化のために必要です。 

資源削減と廃物の 小化の責任の多くは製造装置サプライヤーとプロセス技術者にありますが、工場シ

ステムに対する先進的な資源管理プログラムを適用することは、なお重要な影響を持ちます。これらの将来

のプログラムのゴールは資源の消費を 小にし、副生成物の再利用、リサイクルまたは再生を 大にし、

（ほとんど）ゼロエミッションの達成を目指す工場を建設することです。鍵となる工場関連の ESH プログラム

はプロセス利用のそして、非プロセス利用の水の再利用と、エネルギー効率の高いファシリテイー装置と、

進展したファシリテイーシステム設計と、新規ファシリテイーの操業戦略を要求します。 

工場のインテグレーションに対する解決策候補は、半導体製造施設の仕様であるLEED１の実行；アイド

ルモード機能を設備システムに融和；個別（例えば可変的速度調節、ソリッドステート暖房/冷却）と工場全

体（例えばモジュラー式制御）双方への変調的取り組み；そして、UPW リサイクルのためにリアルタイムオン

ラインセンサー（化学種別解析を含む）の開発；などの開発と実施することを含みます。 

LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）LEED は、米国グリーンビルディング評議会が

認定登録する、建設やファシリテイーの建物持続可能な設計環境基準 

 持続性と製品管理（SUSTAINABILITY AND PRODUCT STEWARDSHIP） 

短いけれども、表ESH7 は半導体製品設計とプロセス開発のすべての領域にわたります。それは、製品、プ

ロセス、製造設備、及びファシリテイーの持続性と環境面での適切な設計に対する基準を概説します。 

気候変動は一般的に認識されている 21 世紀の世界的な環境チャレンジで、半導体製造からの温室効

果ガス（例えば PFCs、N2O、フッ化熱伝達流体）の排出だけでなく、二酸化炭素の排出も削減する国際的
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な努力をドライブします。カーボンフットプリント（製品のまたはプロセスの世界的な気候への影響を追う手

段）は、発電からの CO2 を含む、製品のライフサイクル全体にわたる完全な温室効果ガス排出量と定義さ

れます。カーボンフットプリントの削減は、産業の持続性に極めて重要で;したがって、カーボンフットプリント

測定基準は、（この）進歩を追うために開発されなければなりません。半導体デバイスはそれらが使われる

製品とシステムのカーボンフットプリントを改善する上で不可欠であるということが望ましいと考えます。 

ESH のためのデザイン（DFESH）とは、ESH の改善が技術設計の統合と浸透に対して適用される用語で

す。それは、重要なテクノロジー開発に関連した ESH 課題を早期の評価を考慮に入れ、そして、それは

ESH に関連する致命的問題がないことを確実にします。DFESH はツールや材料開発、ファシリテイーの設

計、廃棄物および資源管理、そして ESH パフォーマンスに対するそれらの影響に関する広範囲の理解必

要とします。DFESH は ESH の改善を製品が製造される方法に対して組み入れ、その一方で、望ましい製

品価格/性能と良質な特徴を維持します。 

後に、ファシリテイー、製造装置、製品はそれぞれ寿命が来たときの分解容易性と再利用の容易さの

ための設計に注意をしなければなりません。 

持続性と製品管理に関する解決策候補は、今後のテクノロジー世代を超えて、製品、材料、プロセスとフ

ァシリテイーの環境影響の改善を判断するための、KEPIs の発展を含みます。 

 450 mmのための将来の考慮すべき課題 

現在のロードマップガイダンスでは 32nm 技術で 450mm のウエハープロセスのパイロットラインが 2012 年

に作られ、そして、2014 年に 22nm で完全な生産へ移行することを示してります。化学物質に対して、面積

で正規化（/cm2）された原単位で、消費を削減することを目指し、ゴールは一定のままであることになってい

ます。現在、（ウエハー当たり）絶対値基準でエネルギー、水の使用と（PFCｓ）の排出を一定に保つための

ゴールが工業会のグループによって開発されています。そのような非常に積極的な目標（300mm に比べて

処理されるウエハー表面積が二倍になることより多くのものを与えるため）は、将来のロードマップにて、更

新され、再評価される必要があります 

 
 
 
 

 

Table ESH2    ESH Requirements by Domain and Category 
Restricted Chemicals 

Assembly & Packaging 
3D via etch C 
FEP 
Plasma Etch C 
Doping C 
Interconnect 
Plasma etch C 
CVD chamber clean C 
3D via etch C 
Lithography 
PFOS/PFAS/PFOA materials C 

New chemicals 
Intrinsic 
Chemical risk assessments U 
ERM 
Materials for novel logic & memory C
FEP 
High-k & gate materials I 
Alternative surface prep U 
Non-silicon, active substrates 
[channel] C 
Novel memory materials I 
Interconnect 
Low-k materials I 
Copper dep processes I 
Advanced conductors U 
Planarization I 
Surface prep I 
Lithography 
193 immersion resists U 
EUV resists U 
Imprint materials U 

Nanotechnology 
Intrinsic 
Nanomaterials risk assessment 
methods U 
ERM 
Nanomaterials C 

Utilization/Waste Reduction 
Intrinsic 
Surface preparation UPW use I 
Tool  UPW usage I 

Energy 
Intrinsic 
Total fab tools (kWh/cm2) I 
Total fab energy usage I 

Green Fab 
Intrinsic 
Safety screening methodologies for new 
technologies U 
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Table ESH2    ESH Requirements by Domain and Category 
Assembly & Packaging 
Die thinning U 
Molding processes U 
Waste & by-products U 
3D via etch C 
ERM 
Nanomaterials C 
Materials for novel logic & memory C 
Factory Integration 
Non-hazardous solid waste U 
Hazardous waste I 
VOCs I 
PFCs C 
FEP 
High-k & gate materials U 
Doping I 
Conventional surface prep U 
Alternative surface prep U 
Non-silicon, active substrates [channel] U 
Novel memory materials I 
Lithography 
Mask making & clean U 
193 immersion U 
Imprint U 
Interconnect 
Low-k processing U 
Copper dep processes U 
Advanced metallization U 
Planarization methods I 
Plasma etch C 
CVD chamber clean C 
Surface preparation U 
3D via etch C 

Total fab support systems energy 
usage I 
Factory Integration 
Energy consumption I 
Lithography 
EUV C 

Improvement in process chemical 
utilization I 
Reduce PFC emissions C 
Liquid and solid waste reduction I 
Reduce hazardous liquid waste by 
recycle/reuse I 
Reduce solid waste by recycle/reuse U 
Define environmental footprint metrics 
for process, equipment, facilities, and 
products; reduce from baseline year U 
Integrate ESH priorities into the 
design process for new processes, 
equipment, facilities, and products U 
Facilitate end-of-life disposal/reclaim/ 
recycle U 
Factory Integration 
Fab eco-design U 
Process eco-design I 
Product eco-design I 
Design for maintenance U 
Water/utilities usage I 
Chemical usage I 
Consumables usage U 
Equipment thermal management U 
Design for End-of-Life U 
Eco-friendly facility design I 
Design for end-of-life re-use U 
Total fab water consumption I 
Total site water consumption U 
Total UPW consumption I 
UPW recycled/reclaimed I 
Exhaust and abatement optimization U
Carbon footprint I 
Ease of decommissioning and 
decontamination for equipment 
re-use/re-claim U 

 
 
 

C = Critical: このカテゴリにおけるいかなる要件も ESH 利益と同様に技術成功/実現のための不可欠の項目です。問題解決の

努力無しには、技術を製造に適用する能力を危うくするかもしれません。そして、少なくとも一つの ITRS メンバーの極において、潜

在的又は現実の政策/法規制の課題（内部的に、あるいは、外部的にドライブされるかどうかに関係なく）に基づきます。 

I = Important: このカテゴリにおけるいかなる要件も ESH 利益と同様に技術成功/実現のためのキーとなる項目です。問題解決

の努力無しには、製造におけるスループットや、歩留まりや、化学物質/材料や、そしてその他の、冶工具などの項目（廃棄処分/

除害を含む）で、技術のコスト(CoO)を危うくするかもしれません。 

U = Useful: このカテゴリにおけるどんな要件も、ESH 利益(ベストプラクテイス)のためのキーとなる項目ですが、明確な追加要素

がなければ上の 2 つのカテゴリのどちらかにそれを分類することは出来ません。問題解決の努力の無い場合、その技術を製造に

導入するときに、それほど大きな ESH の影響が発生しないかも知れません。  

 
Table ESH3a    ESH Intrinsic Requirements—Near-term Years 

Year of Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I.  Process and Equipment Technology Requirements 
Energy Consumption 
Total fab tools (kWh/cm2) [2, 3] 
Important 0.50 0.43 0.35 0.30-0.25 

Water Consumption (driven by sustainable growth and cost) 
Surface preparation UPW use (% of 
2005 baseline) Important 90 80 75 50 

Tool  UPW usage (% of 2005 
baseline) Important 90 80 75 50 

Chemical Consumption and Waste Reduction (driven by environmental stewardship and cost) 
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Table ESH3a    ESH Intrinsic Requirements—Near-term Years 

Year of Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Improvement in process chemical 
utilization (% of 2005 baseline) 
Important 

90 80 75 50 

Reduce PFC emission Critical 
10% absolute reduction from 1995 baseline by 
2010 as agreed to by the World 
Semiconductor Council (WSC) 

Maintain 10% absolute reduction from 1995 
baseline 

Liquid and solid waste reduction (% 
of 2007 baseline) Important 90 80 75 50 

II.  Facilities Technology Requirements 
Energy Consumption 

Total fab energy usage (kWh/cm2)  
Important 

1 0.85 0.7 0.6-0.5 

Total fab support systems energy 
usage (kWh/cm2) [2] Important 0.5 0.43 0.35 0.30-0.25 

Chemical Consumption and Waste Reduction 
Reduce hazardous liquid waste by 
recycle/reuse** (% of 2007 baseline) 
Important 

90 80 75 50 
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Table ESH3b    ESH Intrinsic Requirements—Long-term Years 
Year of Production 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I.  Process and Equipment Technology Requirements 
Energy Consumption 
Total fab tools (kWh/cm2) [2] 0.30-0.25 
Water Consumption (driven by sustainable growth and cost) 
Surface preparation UPW use (liters per wafer pass) 50 
Tool  UPW usage (% of 2005 baseline) 50 
Chemical Consumption and Waste Reduction (driven by environ-mental stewardship and cost) 
Improvement in process chemical utilization (% of 2005 baseline) 50 
Reduce PFC emission Maintain 10% absolute reduction from 1995 baseline
Reduce liquid and solid waste (% of 2007 baseline) 50 
II..  Facilities Technology Requirements 
Energy Consumption 
Total fab energy usage (kWh/cm2)  0.6-0.5 
Total fab support systems energy usage (kWh/cm2) [2] 0.30-0.25 
Chemical Consumption and Waste Reduction 
Reduce hazardous liquid waste by recycle/reuse/reclaim** (% of 2007 baseline) 50 

 
Notes for Table ESH2a and b: 
[1] CPIF = Chemical Properties Information Form 
[2] cm2 per wafer out 
[3] without including EUV’s influence  
* as defined by SEMI guideline S23 
**Recycle = Re-use after treatment  
**Reuse = Use in secondary application (without treatment) 
**Reclaim = Extracting a useful component from waste 

 

Manufacturable solutions exist, and are being optimized   
Manufacturable solutions are known   

Interim solutions are known  
Manufacturable solutions are NOT known   
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Table ESH4a    Chemicals and Materials Management Technology Requirements—Near-term Years 
The Environment, Safety, and Health new chemical screening tool (Chemical Restrictions Table) is linked online 
Year of Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Interconnect 

Low-κ materials—spin-on 
and CVD 
Important 

Establish PCU* and PE* 
baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values  

Copper deposition 
processes (conventional 
and alternative) 
Important 

85% copper reclaimed/recycled 90% copper reclaimed/recycled 95% copper reclaimed/recycled 

Planarization methods 
Important 

Establish consumables and 
emissions baselines 

> 15% improvement in 
consumables*** 2% reduction in consumables*** per year 

Plasma etch 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved ESH 
impacts.  

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, including 
potential use of alternatives with 
improved ESH impacts 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values, including potential 
use of alternatives with improved ESH 
impacts. 

CVD chamber clean 
(plasma) 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved ESH 
impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, including 
potential use of alternatives with 
improved ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values, including potential 
use of alternatives with improved ESH 
impacts. 

Reduce Global Warming Impact 
(lower GWP emissions; 
improved utilization*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact 
(lower GWP emissions; improved 
PCU*) without increasing ESH risk

Reduce Global Warming Impact (lower 
GWP emissions; improved CU*) without 
increasing ESH risk 

Surface preparation  
Important 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved ESH 
impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, including 
potential use of alternatives with 
improved ESH impacts 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values, including potential 
use of alternatives with improved ESH 
impacts. 

Through-silicon via etch 
using PFCs  (e.g., 3D) 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved ESH 
impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, including 
potential use of alternatives with 
improved ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values, including potential 
use of alternatives with improved ESH 
impacts. 

Reduce Global Warming Impact 
(lower GWP emissions; 
improved CU*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact 
(lower GWP emissions; improved 
CU*) without increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact (lower 
GWP emissions; improved CU*) without 
increasing ESH risk 

Front End Processes 

High-κ and metal gate 
materials 
Important 

Conduct ESH risk assessment 
of materials; establish PCU* and 
PE* baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values 

Doping (implantation and 
diffusion) 
Critical 

Low hazard dopant materials  Low hazard dopant materials  

Plasma etch 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved ESH 
impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, including 
potential use of alternatives with 
improved ESH impacts 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values, including potential 
use of alternatives with improved ESH 
impacts. 

Non-silicon, active 
substrates (channel) 
Critical 

Identify and conduct ESH risk assessments of novel 
materials, and establish PCU* and PE* baselines. Improve PCU and PE by 10% (relative) from baselines

Novel memory materials 
Important 

Identify and conduct ESH risk 
assessments of novel wafer 
cleaning materials, and 
establish PCU* and PE* 
baselines. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% (relative) 
from previous values 

Lithography 
193 nm immersion resists 
Important Establish PCU* baseline. Improve PCU by 10% (relative) 

from baseline 
Improve PCU by 10% (relative) from 

previous value 
PFOS/PFAS/PFOA** 
chemicals 
Critical 

PFOS/PFAS/PFOA alternatives researched / implemented Non-PFAS materials developed for critical uses in 
lithography 

Assembly & Packaging 
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Table ESH4a    Chemicals and Materials Management Technology Requirements—Near-term Years 
The Environment, Safety, and Health new chemical screening tool (Chemical Restrictions Table) is linked online 
Year of Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Interconnect 

Low-κ materials—spin-on and CVD 
Important 

Establish PCU* and PE* 
baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values  

Copper deposition processes 
(conventional and alternative) 
Important 

85% copper 
reclaimed/recycled 

90% copper 
reclaimed/recycled 95% copper reclaimed/recycled 

Planarization methods 
Important 

Establish consumables and 
emissions baselines 

> 15% improvement in 
consumables*** 

2% reduction in consumables*** per 
year 

Plasma etch 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved 
ESH impacts.  

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, 
including potential use of 
alternatives with improved 
ESH impacts 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values, 
including potential use of alternatives 
with improved ESH impacts. 

CVD chamber clean (plasma) 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, 
including potential use of 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values, 
including potential use of alternatives 
with improved ESH impacts. 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP 
emissions; improved 
utilization*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP emissions; 
improved PCU*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact (lower 
GWP emissions; improved CU*) 
without increasing ESH risk 

Surface preparation  
Important 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, 
including potential use of 
alternatives with improved 
ESH impacts 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values, 
including potential use of alternatives 
with improved ESH impacts. 

Through-silicon via etch using PFCs  

(e.g., 3D) 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, 
including potential use of 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values, 
including potential use of alternatives 
with improved ESH impacts. 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP 
emissions; improved CU*) 
without increasing ESH risk 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP emissions; 
improved CU*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact (lower 
GWP emissions; improved CU*) 
without increasing ESH risk 

Front End Processes 

High-κ and metal gate materials 
Important 

Conduct ESH risk 
assessment of materials; 
establish PCU* and PE* 
baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values 

Doping (implantation and diffusion) 
Critical 

Low hazard dopant 
materials  Low hazard dopant materials  

Plasma etch 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, 
including potential use of 
alternatives with improved 
ESH impacts 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values, 
including potential use of alternatives 
with improved ESH impacts. 

Non-silicon, active substrates (channel) 
Critical 

Identify and conduct ESH risk assessments of 
novel materials, and establish PCU* and PE* 

baselines. 

Improve PCU and PE by 10% (relative) from 
baselines 

Novel memory materials 
Important 

Identify and conduct ESH 
risk assessments of novel 
wafer cleaning materials, 
and establish PCU* and PE* 
baselines. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values 

Lithography 
193 nm immersion resists 
Important Establish PCU* baseline. Improve PCU by 10% 

(relative) from baseline 
Improve PCU by 10% (relative) from 

previous value 

PFOS/PFAS/PFOA** chemicals 
Critical 

PFOS/PFAS/PFOA alternatives researched / 
implemented 

Non-PFAS materials developed for critical uses in 
lithography 

Assembly & Packaging 

Through-silicon via etch using 
PFCs  (e.g., 3D) 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, 
including potential use of 
alternatives with improved 
ESH impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values, 
including potential use of alternatives 
with improved ESH impacts. 
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Table ESH4a    Chemicals and Materials Management Technology Requirements—Near-term Years 
The Environment, Safety, and Health new chemical screening tool (Chemical Restrictions Table) is linked online 
Year of Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP 
emissions; improved CU*) 
without increasing ESH risk 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP emissions; 
improved CU*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact (lower 
GWP emissions; improved CU*) 
without increasing ESH risk 

Emerging Research Materials 
Nanomaterials  
Critical 

Conduct ESH risk assessment of 
materials. Conduct ESH risk assessment of materials. 

Materials for novel logic and memory 
Critical 

Conduct ESH risk assessment of 
materials. Conduct ESH risk assessment of materials. 

* PCU (Process Chemical Utilization) = [(Feed - Output)/Feed] × 100%; PE (Process Emissions) = total of waste and byproducts emitted 
** PFOS = perfluorooctane sulfonate; PFAS = perfluoroalkyl sulfonate, PFOA = perfluorooctanoate species 
*** Consumables = CMP pads, post-CMP brushes, filters, chamber liners, etc. (i.e., items that create solid waste) 
 

 

 
Manufacturable solutions exist, and are being optimized   

Manufacturable solutions are known   
Interim solutions are known  

Manufacturable solutions are NOT known   
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Table ESH4b    Chemicals and Materials Management Technology Requirements—Long-term Years 
* The Environment, Safety, and Health new chemical screening tool (Chemical Restrictions Table) is linked online 
Year of Production 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Interconnect 

Low-κ materials—spin-on and CVD Maintain or improve chemicals utilization* by 10% and minimize process byproducts 

Copper deposition processes (conventional 
and alternative) 100% copper reclaimed/recycled 

Planarization methods  2% reduction in consumables*** per year 

Plasma etch Alternatives with improved ESH impacts. Low ESH impact chemistries. Maintain or improve 
chemical utilization* by 10%; minimize process byproducts. 

CVD chamber clean (plasma) 
Alternatives with improved ESH impacts. Low ESH impact chemistries. Maintain or improve 

chemical utilization* by 10%; minimize process byproducts. 
Reduce Global Warming Impact (lower GWP emissions; improved utilization*) without increasing 

ESH risk 
Surface preparation  Alternatives with improved ESH impacts; 2% reduction in chemicals per year; recycle/reclaim 
Through-silicon via etch using PFCs (e.g., 
3D) 

Reduce Global Warming Impact (lower GWP emissions; alternative etchants, improved utilization*) 
without increasing ESH risk. Maintain or improve chemical utilization by 10%. 

Front end Processes 

High-κ and metal gate materials Maintain or improve chemical utilization* by 10% and minimize process emissions and byproducts

Doping (implantation and diffusion) Low hazard materials 

Plasma etch Alternatives with improved ESH impacts. Maintain or improve chemical utilization* by 10%; minimize 
process emissions and byproducts 

Non-silicon, active substrates (channel) Maintain or improve chemical utilization* by 10% and minimize process emissions and byproducts
Novel memory materials Maintain or improve chemical utilization* by 10% and minimize process emissions and byproducts
Lithography 

193 nm immersion resists Maintain or improve chemical utilization* by 10% and minimize process byproducts; 
low-hazard/non-hazardous solvents, PFAS-free resists. 

PFOS/PFAS/PFOA** chemicals PFAS-free materials developed for critical uses in lithography 
Assembly & Packaging 
Through-silicon via etch using PFCs (e.g., 
3D) 

Reduce Global Warming Impact (lower GWP emissions; alternative etchants, improved utilization*) 
without increasing ESH risk. Maintain or improve chemical utilization by 10%. 

Emerging Research Materials 
Nanomaterials  Conduct ESH risk assessment of materials. 
Materials for novel logic and memory Conduct ESH risk assessment of materials. 
* PCU (Process Chemical Utilization) = [(Feed - Output)/Feed] × 100%; PE (Process Emissions) = total of waste and byproducts emitted 
** PFOS = perfluorooctane sulfonate; PFAS = perfluoroalkyl sulfonate, PFOA = perfluorooctanoate species 
*** Consumables = CMP pads, post-CMP brushes, filters, chamber liners, etc. (i.e., items that create solid waste) 
[1] cm2 per wafer out 
 
 

Manufacturable solutions exist, and are being optimized   
Manufacturable solutions are known   

Interim solutions are known  
Manufacturable solutions are NOT known   
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Table ESH5a    Process and Equipment Management Technology Requirements—Near-term Years 
* The Environment, Safety, and Health new chemical screening tool (Chemical Restrictions Table) is linked online 
Year of Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Interconnect 

Planarization methods 
Important  

Establish baseline for 
consumables  

 

>15% Reduction in consumables 
from baseline 

Additional 2% reduction in 
consumables per year 

Establish baseline for water 
usage 

>15% Reduction in water usage 
from baseline 

Additional 2% reduction in water 
usage per year for planarization (e.g., 

reduction, re-use, recycle) 

Plasma etch processes 
Critical 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP emissions; 
improved CU*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact 
(lower GWP emissions; improved 
CU*) without increasing ESH risk

Reduce Global Warming Impact (lower 
GWP emissions; improved CU*) 
without increasing ESH risk 

CVD chamber clean (plasma) 
Critical 

Reduce Global Warming 
Impact (lower GWP emissions; 
improved CU*) without 
increasing ESH risk 

Reduce Global Warming Impact 
(lower GWP emissions; improved 
CU*) without increasing ESH risk

Reduce Global Warming Impact (lower 
GWP emissions; improved CU*) 
without increasing ESH risk 

Through-silicon via etch using 
PFCs  (e.g., 3D) 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines 

Reduce Global Warming impact 
(lower GWP emissions; improved 
CU* by 10%) without increasing 

ESH risk. 

Reduce Global Warming impact (lower 
GWP emissions; improved CU* by 
10%) without increasing ESH risk. 

Front End Processes 

Doping (implantation and 
diffusion) 
Important 

Low hazard dopant materials 
and processes Low hazard dopant materials and processes 

Establish energy usage 
baseline Energy efficient doping processes (process and ancillary equipment) 

Plasma etch processing 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines, and investigate 
alternatives with improved ESH 
impacts. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines, 
including potential use of 
alternatives with improved ESH 
impacts 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values, 

including potential use of alternatives 
with improved ESH impacts. 

Novel memory materials 
Important 

Identify and conduct ESH risk 
assessments of novel wafer 
cleaning materials, and 
establish PCU* and PE* 
baselines. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values 

Lithography 

EUV 
Critical 

Conduct ESH risk assessment 
of processes and equipment 

Minimal ESH impact from ionizing 
radiation and ergonomics; develop high 

efficiency EUV source 

Minimal ESH impact from 
ionizing radiation and 

ergonomics; implement high 
efficiency EUV source   

Assembly and Packaging 
Through-silicon via etch using 
PFCs  (e.g., 3D) 
Critical 

Establish PCU* and PE* 
baselines. 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from baselines 

Improve PCU and PE by 10% 
(relative) from previous values 

Emerging Research Materials 
Nanomaterials  
Critical 

Conduct ESH risk assessment of materials, 
processes and equipment 

Conduct ESH risk assessment of materials, processes and 
equipment 

Materials for novel logic and 
memory 
Critical 

Conduct ESH risk assessment of materials, 
processes and equipment 

Conduct ESH risk assessment of materials, processes and 
equipment 

New Equipment Design 
Energy Consumption (kWh per 
cm2) [1] 
Important 

Characterize energy requirements for 
process and ancillary equipment. 

Optimize energy consumption. Add idle capability to ancillary 
equipment (pumps, etc.); Set target and begin to implement  

energy reductions for each new technology generation 

Water and other utilities (liters or 
m3 / cm2) [1] 
Important 

Characterize water and utilities 
requirements for process. Optimize 

consumption. Determine feasibility for 
water recycle/reclaim; reduce water and 

utilities requirements 15% per technology 
node 

Optimize consumption. Determine feasibility for water 
recycle/reclaim; reduce water and utilities requirements by an 

established target for each new technology generation 

Chemicals (gms/cm2) [1] 
Important 

Conduct ESH risk assessment of 
processes and equipment.  

Conduct ESH risk assessment of processes and equipment. 
Maintain or improve chemical utilization*; characterize process 
emissions and byproducts; improve PCU by 10% for each new 

technology generation 
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Table ESH5b    Process and Equipment Management Technology Requirements—Long-term Years 
* The Environment, Safety, and Health new chemical screening tool (Chemical Restrictions Table) is linked online 
Year of Production 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Interconnect 

Planarization methods  Additional 2% reduction in consumables per year 
Additional 2% reduction in water for planarization (e.g., reduction, re-use, recycle) 

Plasma etch processes Reduce Global Warming Impact (lower GWP emissions; improved utilization*) without increasing ESH risk 
CVD chamber clean (plasma) Reduce Global Warming Impact (lower GWP emissions; improved utilization*) without increasing ESH risk 
Through-silicon via etch using 
PFCs  (e.g., 3D) 

Reduce Global Warming impact (lower GWP emissions; improved utilization*) without increasing ESH risk. 
Maintain or improve chemical utilization by 10% 

Front End Processes 

Doping (implantation and 
diffusion) 

Low hazard dopant materials and processes 
Energy efficient deposition processes (process and ancillary equipment); reduce energy requirements by 

additional 25% 

Plasma etch processing Alternatives with improved ESH impacts. Maintain or improve chemical utilization* by 10%; characterize process 
emissions and byproducts. 

Novel memory materials Maintain or improve chemical utilization* by 10% and characterize process emissions and byproducts 
Lithography 

EUV Minimal ESH impact from ionizing radiation, ergonomics, energy consumption and source gas; maintain or 
improve chemical utilization* by 10% and characterize process emissions and byproducts  

Assembly and Packaging 
Through-silicon via etch using 
PFCs  (e.g., 3D) 

Alternative processes and equipment with improved ESH impacts. Maintain or improve chemical utilization* by 
10%; characterize process emissions and byproducts 

Emerging Research Materials 
Nanomaterials  Conduct ESH risk assessment of materials, processes and equipment 
Materials for novel logic and 
memory Conduct ESH risk assessment of materials, processes and equipment 

New Equipment Design 

Energy Consumption [1] Characterize energy requirements for process and ancillary equipment. Optimize energy consumption. Add idle 
capability to ancillary equipment (pumps, etc.); reduce energy requirements by 15% per technology node 

Water and other utilities [1] Characterize water and utilities requirements for process. Optimize consumption. Determine feasibility for water 
recycle/reclaim; reduce water and utilities requirements 15% per technology node 

Chemicals [1] Conduct ESH risk assessment of processes and equipment. Maintain or improve chemical utilization*; 
characterize process emissions and byproducts; reduce chemical consumption 15% per technology node 

* Utilization = [(Feed - Output)/Feed] x 100% 
** Consumables = CMP pads, post-CMP brushes, filters, chamber liners, etc. (i.e., items that create solid waste) 
[1] cm2 per wafer out 
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Table ESH5b    Process and Equipment Management Technology Requirements—Long-term Years 

* The Environment, Safety, and Health new chemical screening tool (Chemical Restrictions Table) is linked online 
Year of Production 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Interconnect 

Planarization methods  Additional 2% reduction in consumables per year 
Additional 2% reduction in water for planarization (e.g., reduction, re-use, recycle) 

Plasma etch processes Reduce Global Warming Impact (lower GWP emissions; improved utilization*) without increasing ESH risk 
CVD chamber clean (plasma) Reduce Global Warming Impact (lower GWP emissions; improved utilization*) without increasing ESH risk 
Through-silicon via etch using 
PFCs  (e.g., 3D) 

Reduce Global Warming impact (lower GWP emissions; improved utilization*) without increasing ESH risk. 
Maintain or improve chemical utilization by 10% 

Front End Processes 

Doping (implantation and 
diffusion) 

Low hazard dopant materials and processes 
Energy efficient deposition processes (process and ancillary equipment); reduce energy requirements by 

additional 25% 

Plasma etch processing Alternatives with improved ESH impacts. Maintain or improve chemical utilization* by 10%; characterize process 
emissions and byproducts. 

Novel memory materials Maintain or improve chemical utilization* by 10% and characterize process emissions and byproducts 
Lithography 

EUV Minimal ESH impact from ionizing radiation, ergonomics, energy consumption and source gas; maintain or 
improve chemical utilization* by 10% and characterize process emissions and byproducts  

Assembly and Packaging 
Through-silicon via etch using 
PFCs  (e.g., 3D) 

Alternative processes and equipment with improved ESH impacts. Maintain or improve chemical utilization* by 
10%; characterize process emissions and byproducts 

Emerging Research Materials 
Nanomaterials  Conduct ESH risk assessment of materials, processes and equipment 
Materials for novel logic and 
memory Conduct ESH risk assessment of materials, processes and equipment 

New Equipment Design 

Energy Consumption [1] Characterize energy requirements for process and ancillary equipment. Optimize energy consumption. Add idle 
capability to ancillary equipment (pumps, etc.); reduce energy requirements by 15% per technology node 

Water and other utilities [1] Characterize water and utilities requirements for process. Optimize consumption. Determine feasibility for water 
recycle/reclaim; reduce water and utilities requirements 15% per technology node 

Chemicals [1] Conduct ESH risk assessment of processes and equipment. Maintain or improve chemical utilization*; 
characterize process emissions and byproducts; reduce chemical consumption 15% per technology node 

* Utilization = [(Feed - Output)/Feed] x 100% 
** Consumables = CMP pads, post-CMP brushes, filters, chamber liners, etc. (i.e., items that create solid waste) 
[1] cm2 per wafer out 

 

 

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS:  2009 



環境、安全と健康 24 

 

Table ESH6a    Facilities Technology Requirements—Near-term Years 
Year of Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Facilities Design 
Eco-friendly facility design 
Important 

Design facilities to minimize environmental 
footprint and impact 

Meet a recognized standard for designing and rating a reduced 
environmental impact facility; e.g., LEED, Green Globes, etc. 

Water 
Total fab* water consumption 
(liters/cm2) [1] 
Important 

6.5 5.4 4.4 3.6 

Total UPW consumption 
(liters/cm2) [1] 
Important 

8 7 6 5 

UPW recycled/reclaimed** 
(% of use) 
Important 

70 75 80 85 

Energy (electricity, natural gas, etc.) 
Total fab* energy 
consumption (% of 2007 
baseline) [1] Important 

100 85 70 60 

Waste 

Hazardous waste (g per cm2) 
[1] Important 6 5 4 3.5 

Air Emissions 
Volatile Organic Compounds 
(VOCs) (g per cm2) [1] 
Important 

0.1 0.08 0.075 0.07 

Perfluorocompounds (PFCs) 
Critical 

10% absolute reduction from 
1995 baseline by 2010 as agreed 
to by the World Semiconductor 
Council (WSC) 

Maintain 10% absolute reduction from 1995 baseline 
Maintain 10% 

absolute reduction 
from 1995 baseline

 
 

Manufacturable solutions exist, and are being optimized   
Manufacturable solutions are known   

Interim solutions are known  
Manufacturable solutions are NOT known   
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Table ESH6b    Facilities Technology Requirements—Long-term Years 
Year of Production 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Facilities Design 

Eco-friendly facility design Meet a recognized standard for designing and rating a reduced environmental impact facility; e.g., 
LEED, Green Globes, etc. 

Water 

Total fab* water consumption (liters/cm2) 
[1] 

3.6 3 

Total UPW consumption (liters/cm2) [1] 5 4.5 

UPW recycled/reclaimed** (% of use) 85 90 
Energy (electricity, natural gas, etc.) 
Total fab* energy consumption (kWh per 
cm2) [1] 60 50 

Waste 

Hazardous waste (g per cm2) [1] 3.5 3 

Air Emissions 
Volatile Organic Compounds (VOCs) (g 
per cm2) [1] 0.07 0.065 

Perfluorocompounds (PFCs) Maintain 10% absolute reduction from 1995 baseline 
 
Notes for Table ESH5a and b: 
*Fab = manufacturing space + support systems 
**Recycle = Re-use after treatment  
**Reuse = Use in secondary application (without treatment) 
**Reclaim = Extracting a useful component from waste 
[1] cm2 per wafer out  
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Table ESH7    Sustainability and Product Stewardship Technology Requirements 
Year of 
Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sustainability Metrics 

Facilities 
Eco-design 
Important 

Develop eco-design criteria, 
establishing metrics and targets for 
minimized environmental footprint 

and impact 

Design facilities, process and ancillary equipment to minimize environmental footprint, and safety and 
health impact 

Carbon 
footprint 
Important 

Identify common metrics and 
establish baseline Reduce carbon footprint. 

Product 
Eco-design 
Important 

Develop key 
environmental 
performance 

indicators 
(KEPIs)* and 

establish baseline 

Reduce KEPIs 10% 
from baseline 

Reduce KEPIs an 
additional 10% 

Reduce KEPIs an 
additional 10% Reduce KEPIs an additional 10% 

Design for ESH 

Materials 
Important 

Develop key 
environmental 
performance 

indicators 
(KEPIs)* and 

establish baseline 

Reduce KEPIs 10% 
from baseline 

Reduce KEPIs an 
additional 10% 

Reduce KEPIs an 
additional 10% Reduce KEPIs an additional 10% 

Early assessment of ESH impacts during the very early stages of R&D (when materials are being compared and selected) 

Processes 
Important 

Develop key 
environmental 
performance 

indicators 
(KEPIs)* and 

establish baseline 

Reduce KEPIs 10% 
from baseline 

Reduce KEPIs an 
additional 10% 

Reduce KEPIs an 
additional 10% Reduce KEPIs an additional 10% 

  
Alternative low-ESH-impact 

processes for deposition and 
planarization 

Paradigm shift to additive processing 

Early assessment of ESH impacts during the very early stages of R&D (when processes are being compared and selected) 
Improved 
integration of 
ESH into 
factory and 
equipment 
design  
Important 

Incorporate ESH design guidelines, methodology, and criteria into tool and factory design, e.g., LEED**   

 
*KEPIs = Key Environmental Performance Indicators such as energy and water consumption, product content, human toxicity, ozone depletion, 
global warming potential, photochemical oxidation potential, resource depletion potential, etc. 
** LEED = Leadership in Energy and Environmental Design (a U.S. "Green Building" rating system) 
 

 解決策候補  
解決策候補は、それぞれ、化学物質、材料、プロセス、製造装置、ファシリテイーを参照して、図 ESH1、2 と

3 で概説されます。本質的な、内部配線、フロントエンドプロセス、リソグラフィー、アセンブリーとパッケージ、

新探求材料、ファクトリーインテグレーションのテーブルは解決策候補を提起しています;しかし、各々の領

域の特定の解決策候補は、上記の個々の議論に取り入れられました。付加的な処理は、一つの解決策候

補で、複数のテクノロジー推進領域にわたっており、また結果としての減少した化学物質および資源消費

を通しての ESH の利点です。 
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First Year of IC Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Intrinsic

Key Environmental Performance Indicators (KEPIs) 
development

Nanomaterials risk assessment methodologies & tools

Conventional risk assessment implementation & use

Nanomaterials risk assessment implementation & use

Biochip development for rapid toxicity testing

Interconnect

Integrate KEPIs into chemical/material selection

Reduced ESH impact chemicals/ materials for deposition 
& planarization

3D through-silicon via etch chemistries with reduced 
PFC use/emissions

Additive processing chemistries

Front End Processes

Integrate KEPIs into chemical/material selection

Alternative surface preparation chemistries with 
reduced ESH impact

Low CoO & high efficiency PFC process emissions 
abatement

Additive processing chemistries

Lithography

Integrate KEPIs into chemical/material selection

Non-PFOS/PFAS/PFOA chemistries for all 
chemicals/materials

Chemicals/materials for alternative patterning (e.g., 
imprint, e-beam) with reduced ESH impact

Assembly & Packaging

Integrate KEPIs into chemical/material selection

Elimination of potentially restricted chemicals/materials

3D through-silicon via etch chemistries with reduced 
PFC use/emissions

Emerging Research Materials

Integrate KEPIs into chemical/material selection

Establish rapid ESH asssessment methods for 
nanomaterials

This legend indicates the time during which research, development, and qualification/pre-production should be taking place for the solution. 
Research Required
Development Underway
Qualification / Pre-Production
Continuous Improvement

 
 
 
 

Figure ESH1    Potential Solutions for ESH: Chemicals and Materials Management 

 
 
 

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS:  2009 



環境、安全と健康 28 

 

First Year of IC Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Interconnect

Integrate KEPIs into tool/process 
selection

Slurry-less planarization

Minimal volume deposition chambers

Improved throughput for ALD 
processes

Low CoO & high efficiency PFC 
process emissions abatement

Predictive plasma process emission 
models

CMP slurry recycle

CMP and post-CMP clean water 
recycle/reclaim

Optimmized-energy plasma sources

Low temperature wafer cleaning

3D through silicon vias by laser 
drilling

PFC-emissins-free etch and chamber 
clean processes

Vacuum pumping with process-tool-
demand-based speed control

Variable modulation heating/cooling 
devices

Additive processing tools/processes

Tool designs for end-of-life 
management

This legend indicates the time during which research, development, and qualification/pre-production should be taking place for the solution. 
Research Required
Development Underway
Qualification / Pre-Production
Continuous Improvement

 

Figure ESH2    Potential Solutions for ESH: Processes and Equipment Management 
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First Year of IC Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Front End Processes

Integrate KEPIs into tool/process 
selection

Low temperature wafer cleaning

High efficiency rinses

Higher-efficiency thermal processes

Slurry-less planarization

Minimal volume deposition chambers

Low CoO & high efficiency PFC 
process emissions abatement

Predictive plasma process emission 
models

CMP slurry recycle

CMP and post-CMP clean water 
recycle/reclaim

Optimmized-energy plasma sources

Vacuum pumping with process-tool-
demand-based speed control

Variable modulation heating/cooling 
devices

PFC-emissins-free etch and chamber 
clean processes

Tool designs for end-of-life 
management

This legend indicates the time during which research, development, and qualification/pre-production should be taking place for the solution. 
Research Required
Development Underway
Qualification / Pre-Production
Continuous Improvement

 

 

Figure ESH2    Potential Solutions for ESH: Processes and Equipment Management (continued) 
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First Year of IC Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lithography

Integrate KEPIs into tool/process 
selection

Optimized-energy EUV source

Reuse/recycle/reclaim litho cell 
waste streams (e.g., photoresist & 
ancillaries, 193i water)

Optimized energy design for tool 
environmental control

Tool designs for end-of-life 
management

Assembly & Packaging

Integrate KEPIs into tool/process 
selection

Low/No-cure plastics

3D through silicon vias by laser 
drilling

Recyclable packaging materials

Tool designs for end-of-life 
management

Emerging Research Materials

Integrate KEPIs into tool/process 
selection

This legend indicates the time during which research, development, and qualification/pre-production should be taking place for the solution. 
Research Required
Development Underway
Qualification / Pre-Production
Continuous Improvement

 

Figure ESH2    Potential Solutions for ESH: Processes and Equipment Management (continued) 
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THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS:  2009 

First Year of IC Production 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Intrinsic

Reuse/recycle/reclaim programs 
for consumables and spares

Interconnect

Improved efficiency technology for 
waste stream fluoride removal

Improved efficiency technology for 
waste stream copper removal

High-efficiency centralized PFC 
abatement technology

Reuse/recycle/reclaim of liquid 
wastes

Front End Processes

High-efficiency centralized PFC 
abatement technology

Reuse/recycle/reclaim of liquid 
wastes

Lithography

TMAH reuse/reclaim

Reuse/recycle/reclaim of liquid 
wastes

Factory Integration

Develop & implement facility 
KEPIs

Novel water reuse/recycle/reclaim 
methods

On-line, real-time, speciating 
sensors for UPW recycle

Facility equipment optimization for 
energy consumption

Idle mode integration in facility 
systems

Develop & implement industry-
specific LEED or similar standard

Factory-wide modeular control 
approaches

Optimize cleanroom & facility 
operating temperature & humidity

This legend indicates the time during which research, development, and qualification/pre-production should be taking place for the solution. 
Research Required
Development Underway
Qualification / Pre-Production
Continuous Improvement  

Figure ESH3    Potential Solutions for ESH: Facilities 
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