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(57)【要約】
【課題】半導体パッケージに対して所定の膜厚のシール
ド層を効率的に形成すること。
【解決手段】配線基板（１１）上の半導体チップ（１２
）を封止剤で封止した半導体パッケージ（１０）の製造
方法であって、側面シールド層（１７）を埋設した立設
囲繞部（２１）が半導体チップのマウント箇所を囲繞す
るように立設した配線基板を準備し、配線基板に立設囲
繞部の内側に半導体チップをマウントし、立設囲繞部の
内側に封止樹脂を供給して封止基板（１５）を形成し、
分割予定ラインに沿って封止基板を分割して個々の半導
体パッケージ（１０）に個片化し、半導体パッケージに
電磁波を遮断する上面シールド層（１８）を形成する構
成にした。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　封止樹脂により半導体チップが封止された半導体パッケージを作成する半導体パッケー
ジの製造方法であって、
　配線基板の上面に交差する分割予定ラインによって区画された各領域に形成され半導体
チップを上面にマウントする複数のマウント部と、複数の該マウント部と該分割予定ライ
ンとの間に各該マウント部を囲繞して形成された立設囲繞部と、該立設囲繞部内で該マウ
ント部を囲繞し厚み方向に渡って電磁波を遮断する側面シールド層と、を備えた該配線基
板を準備する配線基板準備工程と、
　該配線基板上の該マウント部に複数の半導体チップをマウントするチップマウント工程
と、
　該半導体チップがマウントされた該配線基板の該立設囲繞部の内側に封止樹脂を供給し
て該半導体チップを封止樹脂で封止して封止基板を形成する封止基板形成工程と、
　該封止基板形成工程を実施した後に、該分割予定ラインに沿って該封止基板を分割して
個々の半導体パッケージに個片化する個片化工程と、
　該封止基板形成工程を実施した後に、複数の該半導体パッケージの封止樹脂上面に電磁
波を遮断する上面シールド層を形成する上面シールド層形成工程と、
　を備える半導体パッケージの製造方法。
【請求項２】
　該封止基板形成工程を実施した後で且つ該上面シールド層形成工程を実施する前に、該
封止樹脂の表面を平坦化するとともに該立設囲繞部上面に供給された封止樹脂を除去し、
　該立設囲繞部内に形成された該側面シールド層の先端を該立設囲繞部上面に表出させる
除去工程を実施する、請求項１記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項３】
　該封止基板形成工程を実施した後に、該立設囲繞部上面に供給された封止樹脂を該側面
シールド層に沿って除去し、該立設囲繞部内に形成された該側面シールド層の先端を表出
させる除去工程を備える請求項１記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項４】
　該配線基板準備工程は、
　該配線基板上に、あらかじめ該マウント部に該半導体チップをマウントするための開口
が形成されると共に該開口を囲繞する導電材が充填された複数の絶縁フィルムを積層ラミ
ネートして該立設囲繞部及び該側面シールド層を形成すること、を特徴とする請求項１乃
至３に記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項５】
　該配線基板準備工程は、
　該配線基板上の複数の該マウント部をそれぞれ囲繞して導電剤でシーリングするシーリ
ング工程と、
　各該マウント部に該半導体チップをマウントするための開口を複数有し、該開口を囲繞
する導電材を含む開口インターポーザを、該開口を該配線基板の該マウント部にそれぞれ
対応させて位置付けて該導電剤で接着して該立設囲繞部及び該側面シールド層を形成する
立設囲繞部形成工程と、から構成され、
　該封止基板形成工程においては、該半導体チップがマウントされた該配線基板、該開口
インターポーザ、該導電剤の間を封止樹脂で封止して該封止基板を形成すること、を特徴
とする請求項１乃至３記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項６】
　該配線基板準備工程は、
　該配線基板上の複数のマウント部をそれぞれ囲繞して導電剤を間隔をあけて配設する配
設工程と、
　各該マウント部に該半導体チップをマウントするための開口を複数有し、該開口を囲繞
する導電材を含む開口インターポーザを、該開口を該配線基板の該マウント部にそれぞれ
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対応させて位置付けて該導電剤で接着して該立設囲繞部及び該側面シールド層を形成する
立設囲繞部形成工程と、から構成され、該導電剤の間隔は、該電磁波の波長よりも狭くし
て電磁波を遮断し、
　該封止基板形成工程においては、該半導体チップがマウントされた該配線基板、該開口
インターポーザ、複数の該導電剤の間を封止樹脂で封止して該封止基板を形成すること、
を特徴とする請求項１乃至３記載の半導体パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シールド機能を有する半導体パッケージの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、携帯電話等の携帯通信機器に用いられる半導体パッケージには、半導体パッケ
ージから電磁ノイズの漏洩を抑制することが求められている。半導体パッケージとしては
、配線基板上に搭載された半導体チップを樹脂（封止樹脂）で封止して、樹脂層の外面に
沿ってシールド層を形成したものが知られている（例えば、特許文献１参照）。シールド
層は、板金シールドで形成される場合もあるが、板厚が大きくなることによって機器の小
型化や薄型化の阻害要因になる。このため、スパッタ法、スプレー塗布法、ＣＶＤ（Chem
ical　Vapor　Deposition）法、インクジェット法、スクリーン印刷法等によってシール
ド層を薄く形成する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０３９１０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の記載の半導体パッケージは、パッケージの側面が上面に対
して略垂直に形成されているため、パッケージの上面と均一な厚みで側面にシールド層を
形成することは難しい。また、上記のスパッタ法等のシールド層の成膜方法は、半導体パ
ッケージに対して上方からシールド層を成膜するものであるため、パッケージの側面に対
するシールド層の成膜に長い時間を要するという問題があった。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、所定の膜厚のシールド層を効率的に形
成することができる半導体パッケージの製造方法を提供することを目的の１つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の半導体パッケージの製造方法は、封止樹脂により半導体チップが封止
された半導体パッケージを作成する半導体パッケージの製造方法であって、配線基板の上
面に交差する分割予定ラインによって区画された各領域に形成され半導体チップを上面に
マウントする複数のマウント部と、複数の該マウント部と該分割予定ラインとの間に各該
マウント部を囲繞して形成された立設囲繞部と、該立設囲繞部内で該マウント部を囲繞し
厚み方向に渡って電磁波を遮断する側面シールド層と、を備えた該配線基板を準備する配
線基板準備工程と、該配線基板上の該マウント部に複数の半導体チップをマウントするチ
ップマウント工程と、該半導体チップがマウントされた該配線基板の該立設囲繞部の内側
に封止樹脂を供給して該半導体チップを封止樹脂で封止して封止基板を形成する封止基板
形成工程と、該封止基板形成工程を実施した後に、該分割予定ラインに沿って該封止基板
を分割して個々の半導体パッケージに個片化する個片化工程と、該封止基板形成工程を実
施した後に、複数の該半導体パッケージの封止樹脂上面に電磁波を遮断する上面シールド
層を形成する上面シールド層形成工程と、を備える。
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【０００７】
　この構成によれば、配線基板の立設囲繞部内に半導体チップを囲繞して厚み方向に亘っ
て電磁波を遮断するように側面シールド層が形成されている。よって、半導体パッケージ
の封止樹脂上面に上面シールド層が形成されることで、上面シールド層及び側面シールド
層によって半導体チップの上方及び側方がシールドされる。また、半導体パッケージの封
止樹脂上面だけに上方から上面シールド層を形成すればよく、半導体パッケージに対して
所定の膜厚のシールド層を効率的に形成することができる。
【０００８】
　本発明の一態様の半導体パッケージの製造方法において、該封止基板形成工程を実施し
た後で且つ該上面シールド層形成工程を実施する前に、該封止樹脂の表面を平坦化すると
ともに該立設囲繞部上面に供給された封止樹脂を除去し、該立設囲繞部内に形成された該
側面シールド層の先端を該立設囲繞部上面に表出させる除去工程を実施する。
【０００９】
　本発明の一態様の半導体パッケージの製造方法において、該封止基板形成工程を実施し
た後に、該立設囲繞部上面に供給された封止樹脂を該側面シールド層に沿って除去し、該
立設囲繞部内に形成された該側面シールド層の先端を表出させる除去工程を備える。
【００１０】
　本発明の一態様の半導体パッケージの製造方法において、該配線基板準備工程は、該配
線基板上に、あらかじめ該マウント部に該半導体チップをマウントするための開口が形成
されると共に該開口を囲繞する導電材が充填された複数の絶縁フィルムを積層ラミネート
して該立設囲繞部及び該側面シールド層を形成する。
【００１１】
　本発明の一態様の半導体パッケージの製造方法において、該配線基板準備工程は、該配
線基板上の複数の該マウント部をそれぞれ囲繞して導電剤でシーリングするシーリング工
程と、各該マウント部に該半導体チップをマウントするための開口を複数有し、該開口を
囲繞する導電材を含む開口インターポーザを、該開口を該配線基板の該マウント部にそれ
ぞれ対応させて位置付けて該導電剤で接着して該立設囲繞部及び該側面シールド層を形成
する立設囲繞部形成工程と、から構成され、該封止基板形成工程においては、該半導体チ
ップがマウントされた該配線基板、該開口インターポーザ、該導電剤の間を封止樹脂で封
止して該封止基板を形成する。
【００１２】
　本発明の一態様の半導体パッケージの製造方法において、該配線基板準備工程は、該配
線基板上の複数のマウント部をそれぞれ囲繞して導電剤を間隔をあけて配設する配設工程
と、各該マウント部に該半導体チップをマウントするための開口を複数有し、該開口を囲
繞する導電材を含む開口インターポーザを、該開口を該配線基板の該マウント部にそれぞ
れ対応させて位置付けて該導電剤で接着して該立設囲繞部及び該側面シールド層を形成す
る立設囲繞部形成工程と、から構成され、該導電剤の間隔は、該電磁波の波長よりも狭く
して電磁波を遮断し、該封止基板形成工程においては、該半導体チップがマウントされた
該配線基板、該開口インターポーザ、複数の該導電剤の間を封止樹脂で封止して該封止基
板を形成すること、を特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、配線基板の立設囲繞部内に、半導体チップを囲繞して厚み方向に亘っ
て電磁波を遮断するように側面シールド層が形成されている。よって、半導体パッケージ
の封止樹脂上面だけに上方から上面シールド層を形成すればよく、半導体パッケージに対
して所定の膜厚のシールド層を効率的に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施の形態の半導体パッケージの断面模式図である。
【図２】第１の実施の形態の配線基板の斜視図である。
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【図３】第１の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の説明図である。
【図４】第１の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の説明図である。
【図５】第１の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の変形例を示す図である。
【図６】第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の説明図である。
【図７】第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の説明図である。
【図８】第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の変形例を示す図である。
【図９】第３の実施の形態の配線基板準備工程の一例を示す図である。
【図１０】第４の実施の形態の配線基板準備工程の一例を示す図である。
【図１１】第４の実施の形態の封止基板形成工程の一例を示す図である。
【図１２】第５の実施の形態の配線基板準備工程の一例を示す図である。
【図１３】第５の実施の形態の封止基板形成工程の一例を示す図である。
【図１４】半導体パッケージの変形例を示す図である。
【図１５】配線基板準備工程の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して、本実施の形態の半導体パッケージの製造方法について説明
する。図１は、第１の実施の形態の半導体パッケージの断面模式図である。なお、以下の
実施の形態はあくまでも一例を示すものであり、各工程間に他の工程を備えてもよいし、
工程の順序を適宜入れ換えてもよい。
【００１６】
　図１に示すように、半導体パッケージ１０は、ＥＭＩ（Electro-Magnetic　Interferen
ce）で遮断を要する全てのパッケージであり、配線基板（インターポーザ基板）１１の下
面に設けられたバンプ１４を介して通信機器等に実装される。配線基板１１の上面には半
導体チップ１２が実装されており、半導体チップ１２は配線基板１１の上面に充填された
封止樹脂１６によって封止されている。半導体パッケージ１０の配線基板１１には、半導
体チップ１２に接続される電極やグランドラインを含む各種配線が形成されている。
【００１７】
　半導体チップ１２は、シリコン、ガリウム砒素等の半導体基板上のデバイス毎に半導体
ウエーハを個片化して形成され、配線基板１１上にボンディングされている。このような
半導体パッケージ１０は、周囲の電子回路等への電磁ノイズの漏洩を防ぐためにシールド
層が形成されている。通常は、シールド層の成膜時に、半導体パッケージ１０に対して上
方からスパッタ法等によって導電膜が成膜されるため、半導体パッケージ１０の側面に導
電膜を成膜することは難しく、シールド層を所望の厚みまで形成するのに長い時間が掛っ
ていた。
【００１８】
　そこで、本実施の形態の半導体パッケージ１０では、配線基板１１上の半導体チップ１
２を囲むように立設囲繞部２１を設け、立設囲繞部２１内に埋設された導電材で半導体チ
ップ１２の周囲をシールドしている。この立設囲繞部２１内には導電材によって側面シー
ルド層１７が形成されており、半導体パッケージ１０の上面にはスパッタ法等によって上
面シールド層１８が形成されている。このように、スパッタ法等によって側面にシールド
層を形成する必要がないため、半導体パッケージ１０に対して所定の膜厚のシールド層を
効率的に形成することが可能になっている。
【００１９】
（第１の実施の形態）
　以下、図２から図５を参照して、第１の実施の形態の半導体パッケージの製造方法につ
いて説明する。図２は、第１の実施の形態の配線基板の斜視図である。図３及び図４は、
第１の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の説明図である。図５は、第１の実施の
形態の半導体パッケージの製造方法の変形例を示す図である。なお、図３Ａは配線基板準
備工程、図３Ｂはチップマウント工程、図３Ｃは封止基板形成工程のそれぞれ一例を示す
図である。図４Ａは研削工程、図４Ｂは個片化工程、図４Ｃは上面シールド層形成工程の
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それぞれ一例を示す図である。
【００２０】
　図２及び図３Ａに示すように、先ず配線基板準備工程が実施される。配線基板準備工程
では、半導体チップ１２（図３Ｂ参照）用に各種配線が埋設された配線基板１１が準備さ
れる。配線基板１１の上面は、交差する分割予定ライン２２によって格子状に区画されて
おり、区画された複数の領域に半導体チップ１２をマウントするマウント部２３が形成さ
れている。マウント部２３と分割予定ライン２２の間には、マウント部２３を囲繞するよ
うに立設囲繞部２１が形成されている。立設囲繞部２１は、マウント部２３にマウントさ
れた半導体チップ１２の厚みよりも高く立設して形成されている。
【００２１】
　また、立設囲繞部２１の内周面は、マウント部２３に向かって開口面積が徐々に狭くな
るように傾斜した傾斜面２４になっている。立設囲繞部２１内には、マウント部２３を囲
繞し厚み方向に渡って電磁ノイズ（電磁波）を遮断する側面シールド層１７が形成されて
いる。このように、配線基板１１は上面に凹状のキャビティ２５が設けられた形状になっ
ており、キャビティ２５の底面にマウント部２３が形成されると共に、隣り合うキャビテ
ィ２５の間に立設囲繞部２１が形成されている。また、配線基板１１内にはグランドライ
ン等の各種配線が設けられており、配線基板１１の下面にはバンプ１４が配設されている
。
【００２２】
　図３Ｂに示すように、配線基板準備工程が実施された後にチップマウント工程が実施さ
れる。チップマウント工程では、配線基板１１上の各マウント部２３に各半導体チップ１
２がマウントされる。この場合、半導体チップ１２の下面の電極がマウント部２３の上面
の電極に直接接続されてフリップチップボンディングされる。半導体チップ１２とマウン
ト部２３は導電性接着剤等で接合され、アンダーフィル等で補強されている。半導体チッ
プ１２の厚みが立設囲繞部２１の厚みよりも小さいため、立設囲繞部２１に埋設された側
面シールド層１７によって半導体チップ１２の側方が確実にシールドされている。なお、
半導体チップ１２の厚みが立設囲繞部２１の厚みよりも小さい構成に限定されない。半導
体チップ１２の厚みが立設囲繞部２１の厚みよりも大きく形成されていてもよい。この場
合、後述する研削工程で封止剤と共に半導体チップを研削して高さを揃えてもよい。
【００２３】
　図３Ｃに示すように、チップマウント工程が実施された後に封止基板形成工程が実施さ
れる。封止基板形成工程では、複数の半導体チップ１２がマウントされた配線基板１１の
立設囲繞部２１の内側に封止樹脂１６が供給され、各半導体チップ１２が封止樹脂１６で
封止されて封止基板１５（図４Ａ参照）が形成される。この場合、配線基板１１の下面が
封止用の保持治具（不図示）に保持されており、配線基板１１の上面を覆うように枠型２
７が配置されている。枠型２７の上壁には注入口２８が開口しており、注入口２８の上方
には封止樹脂１６の供給ノズル２９が位置付けられている。
【００２４】
　そして、供給ノズル２９から注入口２８を通じて配線基板１１の上面に封止樹脂１６が
供給されて半導体チップ１２が封止される。この状態で、封止樹脂１６が加熱又は乾燥さ
れることで硬化されて、配線基板１１の上面に樹脂層１３（図４Ａ参照）が形成された封
止基板１５が形成される。なお、封止樹脂１６は、硬化性を有するものが用いられ、例え
ば、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ウレタン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アクリル
ウレタン樹脂、又はポリイミド樹脂等から選択することができる。このようにして、配線
基板１１上の複数の半導体チップ１２が一括で封止される。
【００２５】
　封止樹脂１６の供給時には、立設囲繞部２１の内周面がマウント部２３に向けて傾斜し
ているため、傾斜面２４に沿って封止樹脂１６がマウント部２３に向かって流動する。こ
のため、配線基板１１に形成されたキャビティ２５の内側に封止樹脂１６を容易に充填す
ることができる。また、立設囲繞部２１の傾斜面２４がなだらかに傾斜しているため、封
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止樹脂１６内に気泡が残り難くなっている。また、半導体チップ１２が封止樹脂１６によ
って全体的に封止されるため、チップマウント工程の半導体チップ１２とマウント部２３
の間のアンダーフィル等による補強を省略してもよい。
【００２６】
　図４Ａに示すように、封止基板形成工程が実施された後に研削工程（除去工程）が実施
される。研削工程では、樹脂層１３の表面が平坦化されると共に立設囲繞部２１の上面に
供給された樹脂層１３が研削で除去される。この場合、研削装置（不図示）の保持治具に
封止基板１５が保持され、封止基板１５の樹脂層１３と研削ホイール３１が回転接触する
ことで封止基板１５が研削される。そして、研削ホイール３１によって封止基板１５が目
標厚みまで研削されることで、立設囲繞部２１内に形成された側面シールド層１７の上端
（先端）が立設囲繞部２１の上面に表出される。
【００２７】
　図４Ｂに示すように、研削工程が実施された後に個片化工程が実施される。個片化工程
では、分割予定ラインに沿って封止基板１５が分割されて個々の半導体パッケージ１０に
個片化される。この場合、切削装置（不図示）の保持治具に封止基板１５が保持され、封
止基板１５の外側において切削ブレード３３が封止基板１５の分割予定ラインに対して位
置合わせされている。切削ブレード３３は、ダイヤモンド砥粒等を結合剤で固めて円板状
に成形されており、スピンドル（不図示）の先端に装着されている。
【００２８】
　そして、封止基板１５の外側で、封止基板１５を切断可能な深さまで切削ブレード３３
が降ろされ、この切削ブレード３３に対して封止基板１５が水平方向に切削送りされる。
一本の分割予定ラインに沿って封止基板１５がフルカットされると、隣の分割予定ライン
に切削ブレード３３が位置合わせされて封止基板１５がフルカットされる。この切断動作
が繰り返されることで、封止基板１５が分割予定ラインに沿って個々の半導体パッケージ
１０に分割される。また、上面シールド層１８（図４Ｃ参照）の形成前に封止基板１５が
個片化されるため、切削ブレード３３の導電層の付着による切削性能の低下を抑えること
ができる。
【００２９】
　図４Ｃに示すように、個片化工程が実施された後に上面シールド層形成工程が実施され
る。上面シールド層形成工程では、複数の半導体パッケージ１０の樹脂層１３の上面に電
磁ノイズ（電磁波）を遮断する上面シールド層１８が形成される。この場合、スパッタ装
置（不図示）の保持治具に半導体パッケージ１０が並んで配置され、半導体パッケージ１
０に対して上方から導電層が成膜されて、半導体パッケージ１０に上面シールド層１８が
形成される。半導体パッケージ１０の上面には側面シールド層１７の上端が表出している
ため、上面シールド層１８と側面シールド層１７が接続される。
【００３０】
　よって、半導体パッケージ１０の上面だけに上面シールド層１８を形成すればよいため
、半導体パッケージ１０の上面に十分なシールド効果を発揮できる程度の厚みで上面シー
ルド層１８が容易に成膜される。このようにして、半導体チップ１２の上方及び側方が上
面シールド層１８及び側面シールド層１７でカバーされた半導体パッケージ１０が製造さ
れる。上面シールド層１８が側面シールド層１７に接続され、側面シールド層１７が配線
基板１１のグランドラインに接続されているため、半導体パッケージ１０で生じた電磁ノ
イズがグランドラインを通じて半導体パッケージ１０外に逃がされる。
【００３１】
　なお、上面シールド層１８は、銅、チタン、ニッケル、金等のうち一つ以上の金属によ
って成膜された厚さ数μｍ以上の多層膜であり、例えば、スパッタ法、イオンプレーディ
ング法、スプレー塗布法、ＣＶＤ（Chemical　Vapor　Deposition）法、インクジェット
法、スクリーン印刷法によって形成される。また、上面シールド層１８は、真空雰囲気下
で上記の多層膜を有する金属フィルムを半導体パッケージ１０の上面に接着する真空ラミ
ネートで形成してもよい。また、スパッタ法等のＰＶＤ（Physical　Vapor　Deposition
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）法では、半導体パッケージ１０の上面だけでなく、実際には側面にも薄くシールド層（
不図示）が形成されている。ただし、半導体パッケージ１０の側面には十分な厚みのシー
ルド層が形成されていないため、本実施の形態では立設囲繞部２１内の配線で側面シール
ド層１７が形成されて電磁波干渉が効果的に防止されている。
【００３２】
　なお、第１の実施の形態として、フリップチップボンディングした半導体パッケージ１
０を製造する方法について説明したが、この構成に限定されない。図５Ａの変形例に示す
ように、ワイヤ３６を介して半導体チップ１２の電極と配線基板１１の電極を接続してワ
イヤボンディングした半導体パッケージ２０を製造してもよい。なお、変形例の半導体パ
ッケージ２０の製造方法は、ボンディング方法を除いて第１の実施の形態の半導体パッケ
ージの製造方法と同一であるため説明を省略する。
【００３３】
　また、第１の実施の形態として、立設囲繞部２１の内周面が傾斜面２４になる構成につ
いて説明したが、この構成に限定されない。図５Ｂの変形例の半導体パッケージ３０に示
すように、半導体パッケージの立設囲繞部３８の内周面は鉛直面３９で形成されていても
よい。この場合、図５Ｃの変形例の半導体パッケージ３５に示すように、フリップチップ
ボンディングの代わりにワイヤボンディングが実施されてもよい。さらに、第１の実施の
形態の半導体パッケージの製造方法では、個片化工程の前に上面シールド層形成工程が実
施されてもよい。
【００３４】
　以上のように、第１の実施の形態の半導体パッケージの製造方法によれば、配線基板１
１の立設囲繞部２１内に半導体チップを囲繞して厚み方向に亘って電磁波を遮断するよう
に側面シールド層１７が形成されている。よって、半導体パッケージ１０の樹脂層１３に
上面シールド層１８が形成されることで、上面シールド層１８及び側面シールド層１７に
よって半導体チップ１２の上方及び側方がシールドされる。また、半導体パッケージ１０
の上面だけに上方から上面シールド層１８を形成すればよく、半導体パッケージ１０に対
して所定の膜厚のシールド層を効率的に形成できる。
【００３５】
（第２の実施の形態）
　図６から図８を参照して、第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法について説
明する。図６及び図７は、第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の説明図であ
る。図８は、第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法の変形例を示す図である。
なお、図６Ａは配線基板準備工程、図６Ｂはチップマウント工程、図６Ｃは封止基板形成
工程のそれぞれ一例を示す図である。図７Ａは切削工程、図７Ｂは個片化工程、図７Ｃは
上面シールド層形成工程のそれぞれ一例を示す図である。なお、第２の実施の形態では、
第１の実施の形態と同様な構成について極力省略して説明する。
【００３６】
　図６Ａに示すように、先ず配線基板準備工程が実施される。配線基板準備工程では、第
１の実施の形態と同様に、半導体チップ４２（図６Ｂ参照）用に各種配線が埋設された配
線基板４１が準備される。配線基板４１には、半導体チップ４２をマウントするマウント
部５３が形成されると共に、マウント部５３を囲繞する立設囲繞部５１が設けられている
。立設囲繞部５１の内周面は傾斜面５４になっており、立設囲繞部５１内にはマウント部
５３を囲繞し厚み方向に渡って電磁ノイズを遮断する側面シールド層４７が形成されてい
る。また、配線基板４１内にはグランドライン等の各種配線が設けられ、配線基板４１の
下面にはバンプ４４が配設されている。
【００３７】
　図６Ｂに示すように、配線基板準備工程が実施された後にチップマウント工程が実施さ
れる。チップマウント工程では、第１の実施の形態と同様に、半導体チップ４２の下面の
電極がマウント部５３の上面の電極に直接接続されてフリップチップボンディングされる
。図６Ｃに示すように、チップマウント工程が実施された後に封止基板形成工程が実施さ
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れる。封止基板形成工程では、第１の実施の形態と同様に、枠型５７の注入口５８を通じ
て供給ノズル５９から封止樹脂４６が供給され、半導体チップ４２が封止樹脂４６で封止
されて封止基板４５（図７Ａ参照）が形成される。
【００３８】
　図７Ａに示すように、封止基板形成工程が実施された後に切削工程（除去工程）が実施
される。切削工程では、立設囲繞部５１の上面に供給された樹脂層４３（封止樹脂）が側
面シールド層４７に沿って切削ブレード６１で切削される。この場合、切削装置（不図示
）の保持治具に封止基板４５が保持され、切削ブレード６１が封止基板４５の側面シール
ド層４７の形成位置に位置合わせされている。切削ブレード６１は、ダイヤモンド砥粒等
を結合剤で固めて円板状に成形されており、スピンドル（不図示）の先端に装着されてい
る。なお、切削ブレード６１は、後述する個片化工程の切削ブレード６１よりも広幅に形
成されている。
【００３９】
　そして、封止基板４５の外側で、立設囲繞部５１の上面の高さ位置まで切削ブレード６
１が降ろされ、この切削ブレード６１に対して封止基板４５が水平方向に切削送りされる
。側面シールド層４７に沿って封止基板４５に対するハーフカットが繰り返されることで
、立設囲繞部５１の上面から樹脂層４３が部分的に除去されて、封止基板４５から側面シ
ールド層４７の上端が表出される。このように、第２の実施の形態は、切削工程で封止基
板４５に浅溝を形成して側面シールド層４７を部分的に表出させる点で、研削工程で側面
シールド層を表出させる第１の実施の形態と異なっている。
【００４０】
　図７Ｂに示すように、切削工程が実施された後に個片化工程が実施される。個片化工程
では、切削装置（不図示）の保持治具に封止基板４５が保持された状態で、切削ブレード
６３で封止基板４５がフルカットされて分割予定ライン（浅溝）に沿って個々の半導体パ
ッケージ４０に分割される。この場合、切削工程の切削ブレード６１よりも、薄幅の切削
ブレード６３が使用されている。なお、ツインダイサによって個片化工程と切削工程が同
時に実施されて、一方の切削ブレード６１で側面シールド層４７が樹脂層４３から表出さ
れると共に、他方の切削ブレード６３で封止基板４５が個片化されてもよい。
【００４１】
　図７Ｃに示すように、個片化工程が実施された後に上面シールド層形成工程が実施され
る。上面シールド層形成工程では、第１の実施の形態と同様に、半導体パッケージ４０に
対して上方から導電性材料が成膜される。このとき、半導体パッケージ４０は樹脂層４３
が部分的に除去されることで段差４９が形成されており、半導体パッケージ４０の上面と
段差４９に対して上面シールド層４８が形成される。段差４９の底面には側面シールド層
４７の上端が表出しているため、段差４９に導電性材料が成膜されることで上面シールド
層４８と側面シールド層４７が接続される。
【００４２】
　このようにして、半導体チップ４２が上面シールド層４８及び側面シールド層４７でカ
バーされた半導体パッケージ４０が製造される。なお、上面シールド層４８は、銅、チタ
ン、ニッケル、金等のうち一つ以上の金属によって成膜された厚さ数μｍ以上の多層膜で
あり、例えば、スパッタ法、イオンプレーディング法、スプレー塗布法、ＣＶＤ（Chemic
al　Vapor　Deposition）法、インクジェット法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法
によって形成されてもよい。また、スパッタ法等のＰＶＤ（Physical　Vapor　Depositio
n）法では、半導体パッケージ４０の上面だけでなく、実際には側面にも薄くシールド層
（不図示）が形成されている。ただし、半導体パッケージ４０の側面には十分な厚みのシ
ールド層が形成されていないため、本実施の形態では立設囲繞部５１内の配線で側面シー
ルド層４７が形成されて電磁波干渉が効果的に防止されている。
【００４３】
　また、第２の実施の形態として、フリップチップボンディングした半導体パッケージ４
０を製造する方法について説明したが、この構成に限定されない。図８Ａの変形例に示す



(10) JP 2018-120950 A 2018.8.2

10

20

30

40

50

ように、ワイヤ６６を介して半導体チップ４２の電極と配線基板４１の電極を接続してワ
イヤボンディングした半導体パッケージ５０を製造してもよい。なお、変形例の半導体パ
ッケージ５０の製造方法は、ボンディング方法を除いて第２の実施の形態の半導体パッケ
ージの製造方法と同一であるため説明を省略する。
【００４４】
　また、第２の実施の形態として、立設囲繞部５１の内周面が傾斜面５４になる構成につ
いて説明したが、この構成に限定されない。図８Ｂの変形例の半導体パッケージ６０に示
すように、立設囲繞部６８の内周面は鉛直面６９で形成されていてもよい。この場合、図
８Ｃの変形例の半導体パッケージ６５に示すように、フリップチップボンディングの代わ
りにワイヤボンディングが実施されてもよい。さらに、第２の実施の形態の半導体パッケ
ージの製造方法では、個片化工程の前に上面シールド層形成工程が実施されてもよい。ま
た、段差４９の側面にもシールド層が形成されているため、半導体チップ４２の厚みが立
設囲繞部５１の厚みよりも大きく形成されていても、半導体チップ４２の側方をシールド
層でカバーすることができる。
【００４５】
　以上のように、第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法によれば、第１の実施
の形態と同様に、半導体パッケージ４０に対して所定の膜厚のシールド層を効率的に形成
できる。また、除去工程として研削工程の代わりに切削工程を実施することで、切削装置
で切削工程に続けて個片化工程を実施して生産効率を向上させることができる。
【００４６】
（第３の実施の形態）
　図９を参照して、第３の実施の形態の半導体パッケージの製造方法について説明する。
なお、第３の実施の形態の半導体パッケージの製造方法は、配線基板準備工程についての
み第１、第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法と相違する。したがって、ここ
では第３の実施の形態の配線基板準備工程について説明する。図９は、第３の実施の形態
の配線基板準備工程の一例を示す図である。
【００４７】
　図９に示すように、配線基板準備工程では、マウント部７３に半導体チップ７８をマウ
ントするために開口された複数の絶縁フィルム７４ａ－７４ｄが積層ラミネートされて立
設囲繞部７５が形成される。各絶縁フィルム７４には導電材７６ａ－７６ｄが環状に充填
されており、各絶縁フィルム７４ａ－７４ｄの導電材７６ａ－７６ｄの積層によって側面
シールド層７７が形成される。この場合、図９Ａに示すように、電極やグランドラインを
含む配線が形成されたベース基板７２が用意され、ベース基板７２に対してポリイミド樹
脂等の絶縁フィルム７４ａが積層される。絶縁フィルム７４はマウント部７３に対応する
位置が開口されている。
【００４８】
　図９Ｂに示すように、絶縁フィルム７４ａが感光性樹脂で形成されている場合には、絶
縁フィルム７４ａに対して露光及び現像が実施されて、絶縁フィルム７４ａの開口の周囲
に溝が形成される。絶縁フィルム７４ａの溝に導電材７６ａが充填されることで、立設囲
繞部７５（図９Ｅ参照）及び側面シールド層７７の１層目が形成される。なお、絶縁フィ
ルム７４ａが非感光性樹脂で形成されている場合には、レーザ加工によって絶縁フィルム
７４ａの開口の周囲に溝が形成されてもよい。図９Ｃに示すように、１層目の絶縁フィル
ム７４ａ上に対して、１層目の絶縁フィルム７４ａよりも開口サイズが大きな２層目の絶
縁フィルム７４ｂが積層される。
【００４９】
　図９Ｄに示すように、２層目の絶縁フィルム７４ｂの開口の周囲に溝が形成されて、溝
に対して導電材７６ｂが充填される。これにより、２層目の導電材７６ｂと１層目の導電
材７６ａが接続されて、立設囲繞部７５（図９Ｅ参照）及び側面シールド層７７の２層目
が形成される。そして、図９Ｅに示すように、半導体チップ７８よりも立設囲繞部７５が
高くなるまで、絶縁フィルム７４ａ－７４ｄの積層と導電材７６ａ－７６ｄを繰り返すこ
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とによって、マウント部７３を囲繞するように立設囲繞部７５及び側面シールド層７７が
形成される。この場合、積層数が増える度に開口サイズが大きくなることで立設囲繞部７
５の内周面が傾斜されている。
【００５０】
　このようにして配線基板７１が準備されると、上記した第１、第２の半導体パッケージ
の製造方法の各工程を経て半導体パッケージが製造される。なお、配線基板準備工程は、
フリップチップボンディング用の配線基板に限らず、ワイヤボンディング用の配線基板の
製造にも適用することができる。また、立設囲繞部の内周面を鉛直に形成する場合には、
開口サイズが同じ絶縁フィルムを積層するようにする。
【００５１】
　以上のように、第３の実施の形態の半導体パッケージの製造方法によれば、フィルムラ
ミネートによって配線基板７１に立設囲繞部７５及び側面シールド層７７を精度よく形成
することができる。また、第１の実施の形態と同様に、半導体パッケージ６５に対して所
定の膜厚のシールド層を効率的に形成できる。
【００５２】
（第４の実施の形態）
　図１０を参照して、第４の実施の形態の半導体パッケージの製造方法について説明する
。なお、第４の実施の形態の半導体パッケージの製造方法は、配線基板準備工程について
のみ第１、第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法と相違する。したがって、こ
こでは配線基板準備工程について主に説明する。図１０は、第４の実施の形態の配線基板
準備工程の一例を示す図である。なお、図１０Ａ及び図１０Ｂはシーリング工程、図１０
Ｃは立設囲繞部形成工程のそれぞれ一例を示す図である。図１１は、第４の実施の形態の
封止基板形成工程の一例を示す図である。
【００５３】
　図１０Ａ及び図１０Ｂに示すように、配線基板準備工程では、先ずシーリング工程が実
施される。シーリング工程では、配線基板８１上の複数のマウント部８３がそれぞれ囲繞
されるように導電剤８４でシーリングされる。この場合、電極やグランドラインを含む配
線が形成された配線基板８１が用意され、配線基板８１上のマウント部８３を囲繞するよ
うにディスペンサ（不図示）等で導電剤８４が塗布される。なお、本実施の形態では、配
線基板８１にシーリングする前にマウント部８３に半導体チップ８９（図１１参照）がマ
ウントされていてもよい。また、導電剤８４でシーリングする方法は特に限定されず、例
えば、スクリーン印刷によって導電剤８４でシーリングするようにしてもよい。
【００５４】
　図１０Ｃに示すように、シーリング工程が実施された後に立設囲繞部形成工程が実施さ
れる。立設囲繞部形成工程では、配線基板８１上に導電剤８４を介して開口インターポー
ザ８５が積層される。開口インターポーザ８５は、各マウント部８３に半導体チップ８９
（図１１参照）をマウントするために開口されており、各開口を囲繞するように環状の導
電材８６が形成されている。開口インターポーザ８５の開口をマウント部８３にそれぞれ
位置付けて、導電剤８４で開口インターポーザ８５が配線基板８１に接着されることで、
開口インターポーザ８５の導電材８６が配線基板８１の電極に電気的に接続される。
【００５５】
　これにより、マウント部８３の周囲に半導体チップ８９よりも高く立設囲繞部８７が形
成されると共に、導電剤８４と開口インターポーザ８５内の導電材８６によって側面シー
ルド層８８が形成される。配線基板８１に対する開口インターポーザ８５の接着という簡
易な作業で、短時間で低コストに立設囲繞部８７及び側面シールド層８８を形成すること
ができる。なお、導電剤８４はマウント部８３の全周に亘って塗布される必要はなく、電
磁ノイズが遮断されるように電磁波の波長よりも狭い隙間が設けられていてもよい。
【００５６】
　このようにして配線基板８１が準備されると、上記した第１、第２の半導体パッケージ
の製造方法の各工程を経て半導体パッケージが製造される。この場合、封止基板形成工程
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では、半導体チップ８９がマウントされた配線基板８１、開口インターポーザ８５、導電
剤８４の間が封止樹脂９１で封止されて封止基板９２が形成される（図１１参照）。これ
により、封止樹脂９１によって開口インターポーザ８５が補強される。また、配線基板準
備工程は、フリップチップボンディング用の配線基板に限らず、ワイヤボンディング用の
配線基板の製造にも適用することができる。
【００５７】
　以上のように、第４の実施の形態の半導体パッケージの製造方法によれば、導電剤８４
のシーリングによって配線基板８１に立設囲繞部８７及び側面シールド層８８を短時間で
かつ低コストに形成することができる。また、第１の実施の形態と同様に、半導体パッケ
ージに対して所定の膜厚のシールド層を効率的に形成できる。なお、導電剤８４は、例え
ば導電性を有するものであればよく、例えば、単一元素のメタルでもよいし、メタル合金
でもよい。
【００５８】
（第５の実施の形態）
　図１２を参照して、第５の実施の形態の半導体パッケージの製造方法について説明する
。なお、第５の実施の形態の半導体パッケージの製造方法は、配線基板準備工程について
のみ第１、第２の実施の形態の半導体パッケージの製造方法と相違する。したがって、こ
こでは配線基板準備工程について主に説明する。図１２は、第５の実施の形態の配線基板
準備工程の一例を示す図である。なお、図１２Ａ及び図１２Ｂは配設工程、図１２Ｃは立
設囲繞部形成工程のそれぞれ一例を示す図である。図１３は、第５の実施の形態の封止基
板形成工程の一例を示す図である。
【００５９】
　図１２Ａ及び図１２Ｂに示すように、配線基板準備工程では、先ず配設工程が実施され
る。配設工程では、配線基板１０１上の複数のマウント部１０３をそれぞれ囲繞するよう
に半田等の複数の導電剤１０４が間隔を空けて配設される。この場合、電極やグランドラ
インを含む配線が形成された配線基板１０１が用意され、配線基板１０１上のマウント部
１０３を囲繞するようにディスペンサ（不図示）等で複数の導電剤１０４が等間隔に配設
される。なお、本実施の形態では、配線基板１０１に導電剤１０４を配設する前にマウン
ト部１０３に半導体チップ１０９（図１３参照）がマウントされていてもよい。なお、配
設工程はいわゆる半田付けによって実施されてもよい。
【００６０】
　図１２Ｃに示すように、配設工程が実施された後に立設囲繞部形成工程が実施される。
立設囲繞部形成工程では、配線基板１０１上に複数の導電剤１０４を介して開口インター
ポーザ１０５が積層される。開口インターポーザ１０５は、各マウント部１０３に半導体
チップ１０９（図１３参照）をマウントするために開口されており、各開口を囲繞するよ
うに環状の導電材１０６が形成されている。開口インターポーザ１０５の開口をマウント
部１０３にそれぞれ位置付けて、複数の導電剤１０４で開口インターポーザ１０５が配線
基板１０１に対して接着されることで、開口インターポーザ１０５の導電材１０６が配線
基板１０１の電極に電気的に接続される。
【００６１】
　これにより、マウント部１０３の周囲に半導体チップ１０９よりも高く立設囲繞部１０
７が形成されると共に、複数の導電剤１０４と開口インターポーザ１０５内の導電材１０
６によって側面シールド層１０８が形成される。導電剤１０４の間隔は電磁ノイズの波長
よりも狭く形成されているため、導電剤１０４が間隔を空けて配置されていても電磁ノイ
ズが遮断される。配線基板１０１に対する開口インターポーザ１０５の接着という簡易な
作業で、短時間で低コストに立設囲繞部１０７及び側面シールド層１０８を形成すること
ができる。また、導電剤の間欠的な供給によってシーリングよりも、さらに作業時間を短
縮することができる。
【００６２】
　このようにして配線基板１０１が準備されると、上記した第１、第２の半導体パッケー
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ジの製造方法の各工程を経て半導体パッケージが製造される。この場合、封止基板形成工
程では、半導体チップ１０９がマウントされた配線基板１０１、開口インターポーザ１０
５、複数の導電剤１０４の間が封止樹脂１１１で封止されて封止基板１１２が形成される
（図１３参照）。これにより、封止樹脂１１１によって開口インターポーザ１０５が補強
される。また、配線基板準備工程は、フリップチップボンディング用の配線基板に限らず
、ワイヤボンディング用の配線基板の製造にも適用することができる。
【００６３】
　以上のように、第５の実施の形態の半導体パッケージの製造方法によれば、導電剤１０
４の間欠供給によって配線基板１０１に立設囲繞部１０７及び側面シールド層１０８を短
時間でかつ低コストに形成することができる。また、第１の実施の形態と同様に、半導体
パッケージに対して所定の膜厚のシールド層を効率的に形成できる。なお、導電剤１０４
は、例えば導電性を有するものであればよく、例えば、単一元素のメタルでもよいし、メ
タル合金でもよい。
【００６４】
　なお、上記の第１－第５の実施の形態においては、配線基板に１つの半導体チップを実
装した半導体パッケージを例示したが、この構成に限定されない。配線基板に複数の半導
体チップを実装した半導体パッケージを製造してもよい。例えば、図１４Ａに示すように
、配線基板１２１に複数（例えば、３つ）の半導体チップ１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ
を実装し、半導体チップ１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃをまとめてシールドした半導体パ
ッケージ１２０を製造するようにしてもよい。この場合、配線基板準備工程において複数
の半導体チップに対して１つのマウント部１２４が用意され、個片化工程においてパッケ
ージ単位で分割される。なお、半導体チップ１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃは同一機能を
有してもよいし、異なる機能を有してもよい。
【００６５】
　また、図１４Ｂに示すように、配線基板１２６に複数（例えば、２つ）の半導体チップ
１２７ａ、１２７ｂを実装し、半導体チップ１２７ａ、１２７ｂを個別にシールドした半
導体パッケージ（ＳＩＰ）１２５を製造するようにしてもよい。この場合、配線基板準備
工程において半導体チップ毎にマウント部１２９が用意され、個片化工程においてパッケ
ージ単位で分割される。これにより、半導体チップ１２７ａ、１２７ｂの間に側面シール
ド層１２８が形成され、半導体チップ１２７ａ、１２７ｂの相互間で電磁ノイズの影響を
防止することができる。なお、半導体チップ１２７ａ、１２７ｂは同一機能を有してもよ
いし、異なる機能を有してもよい。
【００６６】
　また、上記の第３－第５の実施の形態においては、配線基板準備工程で積層ラミネート
、導電剤のシーリング、導電剤の間欠供給等によって配線基板を形成する構成にしたが、
この構成に限定されない。配線基板準備工程は、立設囲繞部及び側面シールド層が形成さ
れた配線基板が準備可能であればよい。例えば、図１５に示すように、マウント部１３３
を囲むように側面シールド層１３５が埋設された配線基板１３１を用意して、配線基板１
３１に対してドリル１３９等による機械加工でマウント部１３３に凹状のキャビティ１３
２を形成するようにする。これにより、キャビティ１３２の周囲に側面シールド層１３５
が埋設された立設囲繞部１３４を形成することができる。
【００６７】
　また、上記の第３－第５の実施の形態においては、マウント部の周囲に半導体チップよ
りも高く立設囲繞部が形成される構成にしたが、この構成に限定されない。第１、第２の
実施の形態と同様に半導体チップが立設囲繞部よりも高く形成されていてもよい。
【００６８】
　また、上記の第１－第５の実施の形態においては、個片化工程が切削ブレードを用いて
実施されたが、この構成に限定されない。個片化工程は、封止基板を個々のパッケージを
分割する構成であればよく、例えば、プロファイラ等の他の加工具を用いて封止基板を個
々のパッケージに分割してもよいし、アブレーション加工等のレーザ加工によって封止基
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板を個々のパッケージに分割してもよい。なお、レーザアブレーションとは、レーザ光線
の照射強度が所定の加工閾値以上になると、固体表面で電子、熱的、光科学的及び力学的
エネルギーに変換され、その結果、中性原子、分子、正負のイオン、ラジカル、クラスタ
、電子、光が爆発的に放出され、固体表面がエッチングされる現象をいう。
【００６９】
　また、上記の第１－５の実施の形態においては、研削工程や切削工程によって封止基板
から樹脂層を除去して側面シールド層の上端を表出させる構成にしたが、この構成に限定
されない。封止基板形成工程で立設囲繞部の内側にだけ封止樹脂を充填することで、研削
工程や切削工程を省略することができる。
【００７０】
　また、上記の第１の実施の形態においては、除去工程の加工具として研削ホイールを用
いて封止樹脂の表面を平坦化すると共に立設囲繞部上面の封止樹脂を除去する研削工程を
例示したが、この構成に限定されない。第１の実施の形態の除去工程は、封止樹脂の表面
を平坦化すると共に立設囲繞部上面の封止樹脂を除去可能な構成であればよく、超鋼バイ
ト等のバイト工具を用いたバイト切削で封止樹脂を除去してもよいし、広幅ブレードを用
いた表面切削で封止樹脂を除去するようにしてもよい。
【００７１】
　また、上記の第２の実施の形態においては、除去工程の加工具として切削ブレードを用
いて立設囲繞部上の封止樹脂を側面シールド層に沿って切削する切削工程を例示したが、
この構成に限定されない。第２の実施の形態の除去工程は、立設囲繞部上の封止樹脂を側
面シールド層に沿って除去可能な構成であればよく、例えば、アブレーション加工やプロ
ファイラによって封止樹脂を除去するようにしてもよい。
【００７２】
　また、上記の第１－第５の実施の形態では、配線基板準備工程でバンプが配設された配
線基板が用意される構成にしたが、この構成に限定されない。バンプの配設タイミングは
特に限定されず、例えば、封止基板の形成後にバンプが配設されてもよい。
【００７３】
　また、上記の第１－第５の実施の形態では、配線基板が各保持治具に保持されて各工程
が実施される構成にしたが、この構成に限定されない。例えば、配線基板の裏面に保護テ
ープが貼着され、テープを介して配線基板を基台等上に載置した状態で各工程が実施され
てもよい。また、保持治具は、基板を保持可能であればよく、例えば、ポーラス製の保持
面を有するチャックテーブルが適宜使用されてもよい。
【００７４】
　また、半導体パッケージは、携帯電話等の携帯通信機器に用いられる構成に限らず、カ
メラ等の他の電子機器に用いられてもよい。
【００７５】
　また、本実施の形態及び変形例を説明したが、本発明の他の実施の形態として、上記各
実施の形態及び変形例を全体的又は部分的に組み合わせたものでもよい。
【００７６】
　また、本発明の実施の形態は上記の各実施の形態及び変形例に限定されるものではなく
、本発明の技術的思想の趣旨を逸脱しない範囲において様々に変更、置換、変形されても
よい。さらには、技術の進歩又は派生する別技術によって、本発明の技術的思想を別の仕
方で実現することができれば、その方法を用いて実施されてもよい。したがって、特許請
求の範囲は、本発明の技術的思想の範囲内に含まれ得る全ての実施形態をカバーしている
。
【００７７】
　また、本実施の形態では、本発明を半導体パッケージの製造方法に適用した構成につい
て説明したが、所定の膜厚のシールド層が形成される他のパッケージ部品の製造方法に適
用することも可能である。
【産業上の利用可能性】
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【００７８】
　以上説明したように、本発明は、所定の膜厚のシールド層を効率的に形成することがで
きるという効果を有し、特に、携帯通信機器に用いられる半導体パッケージの製造方法に
有用である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０、４０　半導体パッケージ
　１１、４１、７１、８１、１０１　配線基板（ＰＣＢ）
　１２、４２、７８、８９、１０９　半導体チップ
　１３、４３　樹脂層（封止樹脂）
　１５、４５、９２、１１２　封止基板
　１６、４６、９１、１１１　封止樹脂
　１７、４７、７７、８８、１０８　側面シールド層
　１８、４８　上面シールド層
　２１、５１、７５、８７、１０７　立設囲繞部
　２２　分割予定ライン
　２３、５３、７３、８３、１０３　マウント部
　７４　絶縁フィルム
　７６、８６、１０６　導電材
　８４、１０４　導電剤
　８５、１０５　開口インターポーザ
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