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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板に実装された電子部品と、該電子部品を封止する封止樹脂とを備えた半
導体装置であって、
　前記封止樹脂上に樹脂層を設け、
　前記樹脂層の前記封止樹脂と反対側の面を粗化し、
　前記樹脂層の粗化した面上に前記電子部品と電気的に接続された配線パターンを設けた
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記配線パターンは、他の電子部品を接続する接続部を有し、
　前記封止樹脂は、前記基板上に設けられた端子の上面を露出する開口部を有し、
　前記樹脂層は、前記封止樹脂の上面及び前記開口部の内壁面を覆うように設けられてい
ることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記接続部を露出させた状態で前記配線パターンを覆う保護膜をさらに設けたことを特
徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　基板と、該基板に形成されたグラウンド端子と、該基板に実装された電子部品と、該電
子部品を封止する封止樹脂とを備えた半導体装置であって、
　前記封止樹脂上に樹脂層を設け、
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　前記樹脂層の前記封止樹脂と反対側の面を粗化し、
　前記樹脂層の粗化した面上に前記グラウンド端子と電気的に接続されたシールド層を設
けたことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　前記封止樹脂は、前記グラウンド端子の上面を露出する開口部及び側面を有し、
　前記樹脂層は、前記封止樹脂の上面、前記開口部の内壁面、及び前記側面を連続して覆
うように設けられており、
　前記シールド層は、当該樹脂層を覆うように設けることを特徴とする請求項４に記載の
半導体装置。
【請求項６】
　前記シールド層を覆う保護膜をさらに設けたことを特徴とする請求項４または５に記載
の半導体装置。
【請求項７】
　基板と、該基板に実装された電子部品と、該電子部品を封止する封止樹脂とを備えた半
導体装置の製造方法であって、
　基板上に複数の電子部品及び複数の端子を配置し、前記複数の電子部品及び前記複数の
端子を覆うように封止樹脂を形成する封止樹脂形成工程と、
　前記封止樹脂に、前記複数の端子の上面を露出する開口部を形成する第１の開口部形成
工程と、
　前記封止樹脂の上面を覆うと共に前記開口部を充填する樹脂層を形成する樹脂層形成工
程と、
　前記樹脂層に、前記複数の端子の上面を露出する開口部を形成する第２の開口部形成工
程と、
　前記樹脂層の前記封止樹脂と反対側の面を粗化する粗化工程と、
　前記樹脂層の粗化した面上に配線パターンを形成する配線パターン形成工程と、を設け
たことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　基板と、該基板に形成されたグラウンド端子と、該基板に実装された電子部品と、該電
子部品を封止する封止樹脂とを備えた半導体装置の製造方法であって、
　基板上に複数の電子部品及び複数のグラウンド端子を配置し、前記複数の電子部品及び
前記複数のグラウンド端子を覆うように封止樹脂を形成する封止樹脂形成工程と、
　前記封止樹脂に、前記複数のグラウンド端子の上面を露出する開口部を形成する第１の
開口部形成工程と、
　前記封止樹脂の上面を覆うと共に前記開口部を充填する樹脂層を形成する樹脂層形成工
程と、
　前記樹脂層に、前記複数のグラウンド端子の上面を露出する開口部を形成する第２の開
口部形成工程と、
　前記樹脂層の前記封止樹脂と反対側の面を粗化する粗化工程と、
　前記樹脂層の粗化した面上に前記複数のグラウンド端子と電気的に接続されたシールド
層を形成するシールド層形成工程と、を設けたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記樹脂層形成工程は、前記封止樹脂の上面及び側面を連続して覆うように前記樹脂層
を形成し、
　前記シールド層形成工程は、当該樹脂層を覆うように前記シールド層を形成することを
特徴とする請求項８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記シールド層を覆う保護膜を形成する保護膜形成工程をさらに設けたことを特徴とす
る請求項８または９に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に係り、特に電子部品を封止する封止樹脂を備
えた半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置には、基板上に実装された電子部品を封止する封止樹脂と、封止樹脂
上に電子部品を電磁波から保護するシールド層とを備えたものがある。
【０００３】
　図１は、電子部品を封止する封止樹脂とシールド層とを備えた従来の半導体装置の斜視
図である。図１において、半導体装置１００の構成が分かりやすいように封止樹脂１０４
及びシールド層１０５の一部を切り欠いて図示する。
【０００４】
　図１に示すように、半導体装置１００は、基板１０１と、電子部品１０２と、封止樹脂
１０４と、シールド層１０５とを有する。
【０００５】
　電子部品１０２は、基板１０１に実装されている。電子部品１０２は、例えば、高周波
半導体素子、チップ抵抗、チップコンデンサ等である。封止樹脂１０４は、外部からの衝
撃等から電子部品１０２を保護するためのものである。封止樹脂１０４は、電子部品１０
２を覆うように設けられている。封止樹脂１０４は、耐衝撃性及び耐久性に優れ、表面が
平滑な面とされている。
【０００６】
　シールド層１０５は、封止樹脂１０４の上面を覆うよう封止樹脂１０４に直接設けられ
ている。シールド層１０５としては、例えば、スパッタ法、真空蒸着法、めっき法等によ
り形成された導電膜（金属膜）を用いることができる。シールド層１０５は、外部からの
電磁波を遮断して、電子部品１０２を電磁波から保護するためのものである（例えば、特
許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－２８０４６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、封止樹脂１０４は、耐衝撃性及び耐久性に優れているため、その表面を
粗化することが困難である。このため、スパッタ法、真空蒸着法、めっき法等により形成
された導電膜と封止樹脂１０４との間の密着性が悪く、導電膜からなるシールド層１０５
や配線パターン等を封止樹脂１０４上に直接形成することは困難であった。
【０００８】
　また、従来の半導体装置１００では、シールド層１０５が封止樹脂１０４の側面に設け
られていないため、封止樹脂１０４の側面から侵入する電磁波により電子部品１０２の電
気的特性が低下してしまうという問題があった。
【０００９】
　さらに、近年の電子機器の高性能化に伴い、半導体装置１００の実装密度を向上させな
ければならないという問題があった。
【００１０】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、実装密度を向上でき、電
磁波を精度良く遮断することのできる半導体装置及びその製造方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一観点によれば、基板と、該基板に実装された電子部品と、該電子部品を封止
する封止樹脂とを備えた半導体装置であって、前記封止樹脂上に樹脂層を設け、前記樹脂
層の前記封止樹脂と反対側の面を粗化し、前記樹脂層の粗化した面上に前記電子部品と電
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気的に接続された配線パターンを設けたことを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１２】
　本発明によれば、導電膜を形成することが困難な封止樹脂上に導電膜との密着性が該封
止樹脂よりも高い樹脂層を設けることにより、樹脂層上に配線パターンを設けることが可
能となり、半導体装置の実装密度を向上させることができる。
【００１３】
　また、上記構成において、前記配線パターンは、他の電子部品を接続する接続部を有し
てもよい。接続部を配線パターンに設けることにより、接続部に他の電子部品を実装して
、さらに実装密度を向上させることができる。
【００１４】
　本発明の他の観点によれば、基板と、該基板に形成されたグラウンド端子と、該基板に
実装された電子部品と、該電子部品を封止する封止樹脂とを備えた半導体装置であって、
前記封止樹脂上に樹脂層を設け、前記樹脂層の前記封止樹脂と反対側の面を粗化し、前記
樹脂層の粗化した面上に前記グラウンド端子と電気的に接続されたシールド層を設けたこ
とを特徴とする半導体装置が提供される。
【００１５】
　本発明によれば、導電膜を形成することが困難な封止樹脂上に導電膜との密着性が該封
止樹脂よりも高い樹脂層を設けることにより、樹脂層上にシールド層を設けることができ
る。
【００１６】
　また、上記構成において、前記樹脂層を前記封止樹脂の上面及び側面を連続して覆うよ
うに設け、当該樹脂層を覆うように前記シールド層を設けてもよい。このように、封止樹
脂の上面及び側面を囲むようにシールド層を設けることにより、電磁波を精度良く遮断す
ることができる。
【００１７】
　本発明のその他の観点によれば、基板と、該基板に実装された電子部品と、該電子部品
を封止する封止樹脂とを備えた半導体装置の製造方法であって、基板上に複数の電子部品
及び複数の端子を配置し、前記複数の電子部品及び前記複数の端子を覆うように封止樹脂
を形成する封止樹脂形成工程と、前記封止樹脂に、前記複数の端子の上面を露出する開口
部を形成する第１の開口部形成工程と、前記封止樹脂の上面を覆うと共に前記開口部を充
填する樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、前記樹脂層に、前記複数の端子の上面を露出
する開口部を形成する第２の開口部形成工程と、前記樹脂層の前記封止樹脂と反対側の面
を粗化する粗化工程と、前記樹脂層の粗化した面上に配線パターンを形成する配線パター
ン形成工程と、を設けたことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【００１８】
　本発明によれば、導電膜を形成することが困難な封止樹脂上に導電膜との密着性が該封
止樹脂よりも高い樹脂層を形成する樹脂層形成工程を設けることにより、樹脂層上に配線
パターンを形成することができる。
【００１９】
　本発明のその他の観点によれば、基板と、該基板に形成されたグラウンド端子と、該基
板に実装された電子部品と、該電子部品を封止する封止樹脂とを備えた半導体装置の製造
方法であって、基板上に複数の電子部品及び複数のグラウンド端子を配置し、前記複数の
電子部品及び前記複数のグラウンド端子を覆うように封止樹脂を形成する封止樹脂形成工
程と、前記封止樹脂に、前記複数のグラウンド端子の上面を露出する開口部を形成する第
１の開口部形成工程と、前記封止樹脂の上面を覆うと共に前記開口部を充填する樹脂層を
形成する樹脂層形成工程と、前記樹脂層に、前記複数のグラウンド端子の上面を露出する
開口部を形成する第２の開口部形成工程と、前記樹脂層の前記封止樹脂と反対側の面を粗
化する粗化工程と、前記樹脂層の粗化した面上に前記複数のグラウンド端子と電気的に接
続されたシールド層を形成するシールド層形成工程と、を設けたことを特徴とする半導体
装置の製造方法が提供される。



(5) JP 4589170 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

 
【００２０】
　本発明によれば、導電膜を形成することが困難な封止樹脂上に導電膜との密着性が該封
止樹脂よりも高い樹脂層を形成する樹脂層形成工程を設けることにより、樹脂層上にシー
ルド層を形成することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、実装密度を向上でき、電磁波を精度良く遮断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　（第１の実施の形態）
　図２は、本発明の第１の実施の形態による半導体装置の断面図である。図２において、
Ｈ１はビア接続用端子１２の高さ（以下、「高さＨ１」とする）、Ｍ１は基板１１の上面
１１Ａを基準としたときの封止樹脂１４の厚さ（以下、「厚さＭ１」とする）、Ｍ２は樹
脂層１５の厚さ（以下、「厚さＭ２」とする）をそれぞれ示している。
【００２４】
　始めに、図２を参照して、本発明の実施の形態による半導体装置１０について説明する
。半導体装置１０は、基板１１と、ビア接続用端子１２と、電子部品１３と、封止樹脂１
４と、樹脂層１５と、ビア１７と、配線パターン１８と、保護膜２１と、拡散防止膜２３
とを有する。
【００２５】
　基板１１は、電子部品１３とマザーボード等の他の基板（図示せず）との間を電気的に
接続するためのものである。基板１１としては、例えば、プリント配線板を用いることが
できる。
【００２６】
　ビア接続用端子１２は、基板１１上に設けられており、電子部品１３と配線（図示せず
）により電気的に接続されている。また、ビア接続用端子１２の上面１２Ａは、ビア１７
と接続されている。ビア接続用端子１２は、例えば、基板１１の配線上に柱状にＣｕめっ
き膜を析出させたり、柱状の銅材を搭載したりして形成することができる。
【００２７】
　また、ビア接続用端子１２の高さＨ１は、高くするとよい（但し、Ｈ１＜Ｍ１）。ビア
接続用端子１２の高さＨ１を高くすることにより、封止樹脂１４に形成する開口部１４Ａ
の深さを浅くして、開口部１４Ａを容易に形成することができる。
【００２８】
　電子部品１３は、基板１１上に実装されている。電子部品１３としては、例えば、半導
体チップや、チップ抵抗、チップコンデンサ、水晶振動子等の受動部品を用いることがで
きる。
【００２９】
　封止樹脂１４は、ビア接続用端子１２の上面１２Ａを露出する開口部１４Ａを有し、電
子部品１３を封止するように基板１１上に設けられている。封止樹脂１４は、基板１１に
実装された電子部品１３を外部からの衝撃等から保護する。封止樹脂１４は、耐衝撃性及
び耐久性に優れ、その表面は平滑な面とされており、封止樹脂１４の表面を粗化すること
は難しい。そのため、スパッタ法、真空蒸着法、めっき法等により形成された導電膜との
密着性が悪く、導電膜が剥離してしまい、封止樹脂１４に直接導電膜（配線パターン１８
）を形成することは困難である。封止樹脂１４としては、例えば、モールド樹脂を用いる
ことができる。モールド樹脂としては、例えば、トランスファーモールド法により形成さ
れたエポキシ系モールド樹脂を用いることができる。また、封止樹脂１４の厚さＭ１は、
例えば、１ｍｍとすることができる。
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【００３０】
　樹脂層１５は、導電膜との密着性が封止樹脂１４よりも高く、導電膜を形成可能な程度
まで粗化可能な樹脂層である。樹脂層１５は、ビア接続用端子１２の上面１２Ａを露出す
る開口部１５Ａを有し、封止樹脂１４の上面１４Ｂを覆うように設けられている。また、
開口部１５Ａは、ビア１７を配設するためのものである。樹脂層１５としては、例えば、
エポキシ系樹脂や、エポキシ系樹脂にＰｄ等のめっき触媒となる金属粒子が分散されたも
のを用いることができる。樹脂層１５の厚さＭ２は、例えば、３０μｍ～６０μｍとする
ことができる。
【００３１】
　このように、導電膜との密着性の悪い封止樹脂１４上に、導電膜との密着性が封止樹脂
１４よりも高い樹脂層１５を設けることにより、樹脂層１５上に配線パターン１８を設け
ることが可能となり、半導体装置１０の実装密度を向上させることができる。なお、上記
導電膜には、シード層も含まれる。ここでの導電膜とは、配線パターンやシード層を構成
する膜のことである。
【００３２】
　ビア１７は、樹脂層１５に形成された開口部１５Ａに設けられている。ビア１７は、そ
の下端においてビア接続用端子１２と電気的に接続されており、上端において配線パター
ン１８と電気的に接続されている。ビア１７は、例えば、めっき法により形成することが
できる。また、ビア１７の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。
【００３３】
　配線パターン１８は、樹脂層１５上に設けられており、他の電子部品２５を実装するた
めの接続部１９を有する。このように、配線パターン１８に他の電子部品２５を実装する
ための接続部１９を設けることにより、半導体装置１０の実装密度をさらに向上させるこ
とができる。
【００３４】
　配線パターン１８は、例えば、スパッタ法、真空蒸着法、めっき法等により成膜された
導電膜をパターニングすることで形成できる。スパッタ法または真空蒸着法を用いる場合
、配線パターン１８の材料としては、例えば、Ａｌを用いることができる。また、めっき
法を用いる場合、配線パターン１８の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる
。また、他の電子部品２５としては、例えば、半導体チップや、チップ抵抗、チップコン
デンサ、水晶振動子等の受動部品を用いることができる。
【００３５】
　保護膜２１は、絶縁性を有する膜であり、接続部１９以外の配線パターン１８を覆うよ
うに樹脂層１５上に設けられている。保護膜２１は、外部からの衝撃等から配線パターン
１８を保護するためのものである。保護膜２１としては、例えば、ソルダーレジストを用
いることができる。
【００３６】
　拡散防止膜２３は、接続部１９上に設けられている。拡散防止膜２３としては、例えば
、Ｎｉ／Ａｕ層を用いることができる。
【００３７】
　本実施の形態の半導体装置によれば、導電膜との密着性の悪い封止樹脂１４上に、導電
膜との密着性が封止樹脂１４よりも高い樹脂層１５を設けることにより、樹脂層１５上に
配線パターン１８を設けて、半導体装置１０の実装密度を向上させることができる。また
、配線パターン１８に他の電子部品２５を接続する接続部１９を設けることにより、さら
に実装密度を向上させることができる。
【００３８】
　なお、本実施の形態において、ビア接続用端子１２を設けることなく、基板１１の配線
上に直接ビア１７を接続してもよい。また、基板１１の下面に、基板１１の配線と接続さ
れた外部接続端子を設けてもよい。さらに、配線パターン１８を電子部品１３間の電気的
接続のための引き回し線として用いてもよい。
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【００３９】
　図３は、本実施の形態の半導体装置が形成される半導体装置形成用基板の平面図である
。図３において、Ａは半導体装置１０が形成される領域（以下、「半導体装置形成領域Ａ
」とする）、Ｂはダイシングブレードが半導体装置形成用基板３０を切断する位置（以下
、「ダイシング位置Ｂ」とする）をそれぞれ示している。
【００４０】
　次に、図３を参照して、半導体装置１０が形成される半導体装置形成用基板３０につい
て説明する。半導体装置形成用基板３０は、複数の半導体装置形成領域Ａを有している。
半導体装置形成用基板３０の半導体装置形成領域Ａには、基板１１が形成されている。半
導体装置形成用基板３０は、後述するように半導体装置１０に対応する構造体が形成され
た後、ダイシング位置Ｂに沿って切断される。これにより半導体装置１０が個片化されて
、半導体装置１０が製造される。半導体装置形成用基板３０の材質としては、例えば、ガ
ラスエポキシを用いることができる。
【００４１】
　図４～図１７は、本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図である。図４～図１
７において、図２に示した半導体装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００４２】
　次に、図４～図１７を参照して、本実施の形態の半導体装置１０の製造方法について説
明する。始めに、図４に示すように、半導体装置形成領域Ａに形成された基板１１上にビ
ア接続用端子１２を形成し、続いて、基板１１上に電子部品１３を実装する（電子部品実
装工程）。ビア接続用端子１２は、例えば、柱状にＣｕめっき膜を析出させたり、柱状の
Ｃｕ材を搭載したりすることで形成できる。
【００４３】
　次に、図５に示すように、ビア接続用端子１２及び電子部品１３を覆うように封止樹脂
１４を基板１１上に形成する（封止樹脂形成工程）。封止樹脂１４の厚さＭ１は、例えば
、１ｍｍとすることができる。また、ビア接続用端子１２上のモールド樹脂１３の厚さＭ
３は、例えば、２００μｍとすることができる。
【００４４】
　次に、図６に示すように、封止樹脂１４にビア接続用端子１２の上面１２Ａを露出する
開口部１４Ａを形成する。開口部１４Ａは、例えば、レーザ、ドリル等により形成するこ
とができる。
【００４５】
　次に、図７に示すように、開口部１４Ａを充填すると共に、封止樹脂１４の上面１４Ｂ
を覆うように、導電膜との密着性が封止樹脂１４よりも高い樹脂層１５を形成する（樹脂
層形成工程）。樹脂層１５としては、例えば、エポキシ系樹脂や、エポキシ系樹脂にＰｄ
等のめっき触媒となる金属粒子が分散されたものを用いることができる。樹脂層１５の厚
さＭ２は、例えば、３０μｍ～６０μｍとすることができる。
【００４６】
　続いて、図８に示すように、樹脂層１５にビア接続用端子１２の上面１２Ａを露出する
開口部１５Ａを形成し、続いて、樹脂層１５の表面を粗化する。開口部１５Ａは、例えば
、レーザ、ドリル等により形成することができる。また、樹脂層１５の表面の粗化処理に
は、例えば、デスミア処理を用いることができる。
【００４７】
　次に、図９に示すように、開口部１５Ａが形成された樹脂層１５と、開口部１５Ａに露
出されたビア接続用端子１２の上面１２Ａとを覆うようにシード層３２を形成する。シー
ド層３２としては、例えば、無電解めっき法により形成されたＣｕ層を用いることができ
る。
【００４８】
　次に、図１０に示すように、シード層３２上に配線パターン１８の形状に対応した開口
部３３Ａを有するレジスト層３３を形成する。続いて、図１１に示すように、電解めっき
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法によりシード層３２上に導電膜３５を形成する。これにより、開口部１５Ａにシード層
３２と導電膜３５とよりなるビア１７が形成される。導電膜３５としては、例えば、Ｃｕ
膜を用いることができる。
【００４９】
　続いて、図１２に示すように、レジスト層３３をレジスト剥離液により除去する。次い
で、図１３に示すように、導電膜３５に覆われていない不要なシード層３２を除去する（
配線パターン形成工程）。これにより、樹脂層１５上にシード層３２と導電膜３５とより
なる配線パターン１８（接続部１９を含む）が形成される。
【００５０】
　次に、図１４に示すように、配線パターン１８及び樹脂層１５を覆うと共に、接続部１
９を露出する開口部３６Ａを備えたレジスト層３６を形成する。
【００５１】
　続いて、図１５に示すように、接続部１９上に拡散防止膜２３を形成する。拡散防止膜
２３としては、例えば、Ｎｉ／Ａｕ層を用いることができる。Ｎｉ／Ａｕ層は、例えば、
接続部１９を給電層とする電解めっき法により形成することができる。レジスト層３６は
、拡散防止膜２３を形成後、レジスト剥離液により除去される。
【００５２】
　次に、図１６に示すように、配線パターン１８及び樹脂層１５を覆うと共に、拡散防止
膜２３を露出させる開口部２１Ａを備えた保護膜２１を形成する（保護膜形成工程）。保
護膜２１は、絶縁性を有した膜である。保護膜２１としては、例えば、ソルダーレジスト
を用いることができる。
【００５３】
　次に、図１７に示すように、図１６に示した構造体をダイシング位置Ｂに沿って切断し
て個片化することにより、半導体装置１０が製造される。
【００５４】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、導電膜３５を形成することが困難な封
止樹脂１４上に導電膜３５との密着性が封止樹脂１４よりも高い樹脂層１５を形成する樹
脂層形成工程を設けることにより、樹脂層１５に配線パターン１８を形成することができ
る。
【００５５】
　（第２の実施の形態）
　図１８は、本発明の第２の実施の形態による半導体装置の断面図である。図１８におい
て、Ｍ４は封止樹脂４１の厚さ（以下、「厚さＭ４」とする）、Ｍ５は樹脂層４２の厚さ
（以下、「厚さＭ５」とする）をそれぞれ示している。また、図１８において、第１の実
施の形態の半導体装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００５６】
　始めに、図１８を参照して、本発明の実施の形態による半導体装置４０について説明す
る。半導体装置４０は、第１の実施の形態の半導体装置１０に設けられた封止樹脂１４、
樹脂層１５、及びビア１７の代わりに、封止樹脂４１、樹脂層４２、及びビア４５を設け
た以外は、半導体装置１０と同様な構成とされている。
【００５７】
　封止樹脂４１は、第１の実施の形態で説明した封止樹脂１４と同様な性質を持つ樹脂で
あり、導電膜との密着性の悪い樹脂である。封止樹脂４１は、電子部品１３を封止するよ
うに基板１１上に設けられている。また、封止樹脂４１の上面４１Ａはビア接続用端子１
２の上面１２Ａと略面一とされている。つまり、封止樹脂４１の厚さＭ４は、ビア接続用
端子１２の高さＨ１と略等しくなるように構成されている。封止樹脂４１としては、第１
の実施の形態で説明した封止樹脂１４と同様な樹脂を用いることができる。
【００５８】
　このように、封止樹脂４１の上面４１Ａをビア接続用端子１２の上面１２Ａと略面一と
することにより、封止樹脂４１の厚さＭ４を薄くして、半導体装置４０の小型化（薄型化
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）を図ることができる。
【００５９】
　樹脂層４２は、導電膜との密着性が封止樹脂４１よりも高く、導電膜を形成可能な程度
まで粗化可能な樹脂層である。樹脂層４２は、ビア接続用端子１２の上面１２Ａを露出す
る開口部４２Ａを有し、封止樹脂４１の上面４１Ａを覆うように設けられている。樹脂層
４２には、第１の実施の形態で説明した樹脂層１５と同様な樹脂を用いることができる。
なお、上記導電膜には、シード層も含まれる。ここでの導電膜とは、配線パターンやシー
ド層を構成する膜のことである。
【００６０】
　ビア４５は、樹脂層４２に形成された開口部４２Ａに設けられており、配線パターン１
８とビア接続用端子１２との間を電気的に接続する。
【００６１】
　本実施の形態の半導体装置によれば、封止樹脂４１上に導電膜との密着性が封止樹脂４
１よりも高い樹脂層４２を設け、樹脂層４２上に配線パターン１８を形成して半導体装置
４０の実装密度を向上させると共に、封止樹脂４１の厚さＭ４を薄くして、半導体装置４
０の小型化を図ることができる。
【００６２】
　なお、基板１１の下面に、基板１１の配線と接続された外部接続端子を設けてもよい。
また、配線パターン１８を電子部品１３間の電気的接続のための引き回し線として用いて
もよい。
【００６３】
　図１９～図２３は、本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図である。図１９～
図２３において、図１８で説明した半導体装置４０と同一構成部分には同一の符号を付す
。また、図１９～図２３において、Ａ１は半導体装置４０が形成される領域（以下、「半
導体装置形成領域Ａ１」とする）、Ｂ１はダイシングブレードが切断する位置（以下、「
ダイシング位置Ｂ１」とする）をそれぞれ示している。
【００６４】
　次に、図１９～図２３を参照して、本実施の形態の半導体装置４０の製造方法について
説明する。
【００６５】
　始めに、先の第１の実施の形態で説明した図４及び図５と同様な処理を行って、ビア接
続用端子１２が形成された基板１１上に電子部品１３を実装し（電子部品実装工程）、ビ
ア接続用端子１２及び電子部品１３を覆うよう封止樹脂４１を形成する（封止樹脂形成工
程）。
【００６６】
　続いて、図１９に示すように、封止樹脂４１の上面４１Ａとビア接続用端子１２の上面
１２Ａとが面一となるように封止樹脂４１を研磨する（Ｍ４＝Ｈ１）。
【００６７】
　次に、図２０に示すように、封止樹脂４１の上面４１Ａとビア接続用端子１２の上面１
２Ａとを覆うように、導電膜との密着性が封止樹脂４１よりも高い樹脂層４２を形成する
（樹脂層形成工程）。樹脂層４２の厚さＭ５は、例えば、３０μｍ～６０μｍとすること
ができる。
【００６８】
　次に、図２１に示すように、樹脂層４２にビア接続用端子１２の上面１２Ａを露出する
開口部４２Ａを形成し、その後、開口部４２Ａが形成された樹脂層４２の表面を粗化させ
る。開口部４２Ａは、例えば、レーザ、ドリル等により形成することができる。また、樹
脂層４２の表面の粗化処理には、例えば、デスミア処理を用いることができる。
【００６９】
　次に、図２２に示すように、開口部４２Ａが形成された樹脂層４２と、開口部４２Ａに
露出されたビア接続用端子１２の上面１２Ａとを覆うようにシード層３２を形成する。シ
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ード層３２としては、例えば、無電解めっき法により形成されたＣｕ層を用いることがで
きる。
【００７０】
　続いて、第１の実施の形態において説明した図１０～図１７の工程（配線パターン形成
工程及び保護膜形成工程を含む）と同様な処理を行なうことにより、図２３に示すように
、シード層３２と導電膜３５とからなるビア４５を備えた半導体装置４０が製造される。
【００７１】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、封止樹脂４１の上面４１Ａとビア接続
用端子１２の上面１２Ａとが面一となるように封止樹脂４１を研磨することにより、封止
樹脂４１の厚さＭ４を薄くして、半導体装置４０の小型化を図ることができる。
【００７２】
　（第３の実施の形態）
　図２４は、本発明の第３の実施の形態による半導体装置の断面図である。図２４におい
て、Ｍ６は樹脂層５２の厚さ（以下、「厚さＭ６」とする）、Ｍ７はシールド層５３の厚
さ（以下、「厚さＭ７」とする）をそれぞれ示している。また、図２４において、第１の
実施の形態の半導体装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００７３】
　図２４を参照して、本発明の実施の形態による半導体装置５０について説明する。半導
体装置５０は、基板１１と、電子部品１３と、封止樹脂１４と、ビア１７と、グラウンド
端子５１と、樹脂層５２と、シールド層５３と、保護膜５５とを有する。
【００７４】
　グラウンド端子５１は、グラウンド電位とされた端子であり、基板１１上に設けられて
いる。グラウンド端子５１は、ビア１７を介してシールド層５３と電気的に接続されてい
る。
【００７５】
　樹脂層５２は、導電膜との密着性が封止樹脂１４よりも高く、導電膜を形成可能な程度
まで粗化可能な樹脂層である。樹脂層５２は、グラウンド端子５１の上面５１Ａを露出す
る開口部５２Ａを有しており、封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側面１４Ｃを覆うように設
けられている。樹脂層５２としては、第１の実施の形態で説明した樹脂層１５と同様な樹
脂を用いることができる。樹脂層５２の厚さＭ６は、例えば、３０μｍ～６０μｍとする
ことができる。なお、上記導電膜には、シード層も含まれる。ここでの導電膜とは、配線
パターンやシード層を構成する膜のことである。
【００７６】
　このように、封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側面１４Ｃを連続して覆うように、導電膜
との密着性が封止樹脂１４よりも高い樹脂層５２を設けることにより、封止樹脂１４の上
面１４Ｂ及び側面１４Ｃを連続して囲むようにシールド層５３を形成することができる。
【００７７】
　シールド層５３は、封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側面１４Ｃを連続して囲むように樹
脂層５２上に設けられている。シールド層５３は、ビア１７と電気的に接続されており、
ビア１７を介してグラウンド端子５１と電気的に接続されている。
【００７８】
　このように、電子部品１３を封止する封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側面１４Ｃを囲む
ようにシールド層５３を設けることにより、封止樹脂１４の側面１４Ｃ側から侵入する電
磁波を遮断することが可能となり、外部からの電磁波を精度良く遮断することができる。
【００７９】
　シールド層５３は、例えば、スパッタ法、真空蒸着法、めっき法等により導電膜を成膜
することで形成することができる。スパッタ法または真空蒸着法を用いる場合、シールド
層５３の材料としては、例えば、Ａｌを用いることができる。また、めっき法を用いる場
合、シールド層５３の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。シールド層５
３の厚さＭ７は、例えば、１０μｍ～３０μｍとすることができる。
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【００８０】
　保護膜５５は、絶縁性を有する膜であり、シールド層５３を覆うように設けられている
。保護膜５５は、シールド層５３を保護するためのものである。保護膜５５としては、例
えば、ソルダーレジストを用いることができる。
【００８１】
　本実施の形態の半導体装置によれば、導電膜（金属膜）を形成することが困難な封止樹
脂１４を覆うように、導電膜との密着性が封止樹脂１４よりも高く、導電膜を形成可能な
程度まで粗化可能な樹脂層５２を設け、樹脂層５２上に封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側
面１４Ｃを連続して囲むようにシールド層５３を設けることにより、外部からの電磁波を
精度良く遮断することができる。なお、シールド層５３及び樹脂層５２は、封止樹脂１４
の上面１４Ｂ側にのみ設けてもよい。また、基板１１の下面に、基板１１の配線と接続さ
れた外部接続端子を設けてもよい。さらに、基板１１には、内部にシールド層を備えたも
のを用いるとよい。また、グラウンド端子５１を設けずに、基板１１のグラウンド用配線
の一部に、直接ビア１７を接続してもよい。
【００８２】
　図２５～図３５は、本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図である。図２５～
図３５において、Ａ２は半導体装置５０が形成される領域（以下、「半導体装置形成領域
Ａ２」とする）、Ｂ２はダイシングブレードにより切断される位置（以下、「ダイシング
位置Ｂ２」とする）をそれぞれ示している。また、図２５～図３５において、図２４に示
した半導体装置５０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００８３】
　次に、図２５～図３５を参照して、本実施の形態の半導体装置５０の製造方法について
説明する。始めに、図２５に示すように、半導体装置形成領域Ａ２に対応する基板１１上
にグラウンド端子５１を形成（グラウンド端子形成工程）し、続いて、基板１１上に電子
部品１３を実装する（電子部品実装工程）。
【００８４】
　次に、図２６に示すように、グラウンド端子５１及び電子部品１３を覆うよう基板１１
上に封止樹脂１４を形成する（封止樹脂形成工程）。封止樹脂１４の厚さＭ８（グラウン
ド端子５１の上面５１Ａから封止樹脂１４の上面１４Ｂまでの厚さ）は、例えば、２００
μｍとすることができる。
【００８５】
　次に、図２７に示すように、ダイシング位置Ｂ２に対応する封止樹脂１４に基板１１を
露出する溝部５７を形成する。溝部５７は、例えば、ダイシングブレードによる切断で形
成することができる。溝部５７の幅Ｗ１は、例えば、０．５ｍｍとすることができる。
【００８６】
　次に、図２８に示すように、グラウンド端子５１の上面５１Ａを露出する開口部１４Ａ
を形成する。次いで、図２９に示すように、開口部１４Ａ及び溝部５７を充填すると共に
、封止樹脂１４の上面１４Ｂを覆うように、導電膜との密着性が封止樹脂１４よりも高い
樹脂層５２を形成する（樹脂層形成工程）。
【００８７】
　続いて、図３０に示すように、溝部５７に充填された樹脂層５２に基板１１の上面１１
Ａを露出させる溝部５９を形成する。この際、溝部５９は、封止樹脂１４の側面１４Ｃに
樹脂層５２が残る（封止樹脂１４の側面１４Ｃが樹脂層５２で覆われた状態）ように形成
する。溝部５９は、例えば、ダイシングブレードによる切断で形成することができる。
【００８８】
　次に、図３１に示すように、樹脂層５２にグラウンド端子５１の上面５１Ａを露出する
開口部５２Ａを形成し、その後、樹脂層５２の表面を粗化させる。開口部５２Ａは、例え
ば、レーザ、ドリル等により形成することができる。また、樹脂層５２の表面の粗化処理
には、例えば、デスミア処理を用いることができる。
【００８９】
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　次に、図３２に示すように、開口部５２Ａに露出されたグラウンド端子５１の上面５１
Ａと樹脂層５２とを覆うようにシード層３２を形成する。シード層３２は、電解めっきを
する際の給電層である。シード層３２としては、例えば、無電解めっき法により形成され
たＣｕ層を用いることができる。
【００９０】
　次に、図３３に示すように、シード層３２上に導電膜３５を形成する。これにより、開
口部５２Ａにビア１７と、封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側面１４Ｃを囲むシールド層５
３とが形成される（シールド層形成工程）。シールド層５３及びビア１７は、それぞれシ
ード層３２と導電膜３５とよりなる。導電膜３５としては、例えば、電解めっき法により
形成されたＣｕ膜を用いることができる。
【００９１】
　続いて、図３４に示すように、溝部５９を充填すると共に、シールド層５３を覆うよう
に保護膜５５を形成する（保護膜形成工程）。これにより、半導体装置形成領域Ａ２に、
半導体装置５０に対応する構造体が形成される。保護膜５５は、絶縁性を有した膜であり
、シールド層５３を保護する。保護膜５５としては、例えば、ソルダーレジストを用いる
ことができる。
【００９２】
　次に、図３５に示すように、図３４に示した構造体をダイシング位置Ｂ２に沿って切断
して個片化することにより、半導体装置５０が製造される。
【００９３】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、導電膜を形成することが困難な封止樹
脂１４を覆うように、導電膜との密着性が封止樹脂１４よりも高い樹脂層５２を形成する
ことにより、樹脂層５２上にシールド層５３を精度良く形成することができる。
【００９４】
　また、封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側面１４Ｃを覆うように樹脂層５２を形成するこ
とにより、封止樹脂１４の上面１４Ｂ及び側面１４Ｃを囲むようにシールド層５３を形成
して、電磁波を精度良く遮断することができる。
【００９５】
　なお、本実施の形態の半導体装置の製造方法において、シールド層５３をめっき法によ
り形成する場合を例に挙げて説明したが、シールド層５３は、例えば、スパッタ法または
真空蒸着法によりＡｌ層を成膜して形成してもよい。また、シールド層５３は、封止樹脂
１４の上面１４Ｂ側に設けられた樹脂層５２にのみ設けてもよい。
【００９６】
　（第４の実施の形態）
　図３６は、第４の実施の形態の半導体装置の断面図である。図３６において、Ｈ２はグ
ラウンド端子５１の高さ（以下、「高さＨ２」とする）、Ｍ８は樹脂層６３の厚さ（以下
、「厚さＭ８」とする）、Ｍ９は封止樹脂６１の厚さ（以下、「厚さＭ９」とする）をそ
れぞれ示している。また、図３６において、第３の実施の形態の半導体装置５０と同一構
成部分には同一符号を付す。
【００９７】
　始めに、図３６を参照して、本発明の実施の形態による半導体装置６０について説明す
る。半導体装置６０は、第３の実施の形態の半導体装置５０に設けられた封止樹脂１４、
樹脂層５２、及びビア１７の代わりに、封止樹脂６１、樹脂層６３、及びビア６５を設け
た以外は、半導体装置５０と同様な構成とされている。
【００９８】
　封止樹脂６１は、電子部品１３を封止するように基板１１上に設けられている。封止樹
脂６１の上面６１Ａは、グラウンド端子５１の上面５１Ａと略面一とされている。また、
封止樹脂６１の厚さＭ９は、グラウンド端子５１の高さＨ２と略等しくされている。
【００９９】
　このように、封止樹脂６１の上面６１Ａをグラウンド端子５１の上面５１Ａと略面一と
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し、封止樹脂６１の厚さＭ９を薄くすることにより、半導体装置６０の小型化（薄型化）
を図ることができる。なお、封止樹脂６１としては、第１の実施の形態で説明した封止樹
脂１４と同様な樹脂を用いることができる。
【０１００】
　樹脂層６３は、グラウンド端子５１の上面５１Ａを露出する開口部６３Ａを有し、封止
樹脂６１の上面６１Ａ及び側面６１Ｂを覆うように設けられている。樹脂層６３は、導電
膜との密着性が封止樹脂６１よりも高く、導電膜を形成可能な程度まで粗化可能な樹脂層
である。樹脂層６３としては、第１の実施の形態で説明した樹脂層１５と同様な樹脂を用
いることができる。なお、上記導電膜には、シード層も含まれる。ここでの導電膜とは、
配線パターンやシード層を構成する膜のことである。
【０１０１】
　ビア６５は、樹脂層６３に形成された開口部６３Ａに設けられている。ビア６５は、シ
ールド層５３とグラウンド端子５１との間を電気的に接続する。
【０１０２】
　本実施の形態の半導体装置によれば、外部からの電磁波を精度良く遮断すると共に、封
止樹脂６１の上面６１Ａをグラウンド端子５１の上面５１Ａと略面一にして、封止樹脂６
１の厚さＭ９を薄くすることにより、半導体装置６０の小型化を図ることができる。なお
、シールド層５３及び樹脂層６３は、封止樹脂６１の上面６１Ａ側にのみ設けてもよい。
また、基板１１の下面に、基板１１の配線と接続された外部接続端子を設けてもよい。さ
らに、基板１１には、内部にシールド層を備えたものを用いるとよい。
【０１０３】
　図３７～図４２は、本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図である。図３７～
図４２において、Ａ３は半導体装置６０が形成される領域（以下、「半導体装置形成領域
Ａ３」とする）、Ｂ３はダイシングブレードが切断する位置（以下、「ダイシング位置Ｂ
３」とする）をそれぞれ示している。また、図３７～図４２において、図３６で説明した
半導体装置６０と同一構成部分には同一の符号を付す。
【０１０４】
　次に、図３７～図４２を参照して、本実施の形態の半導体装置６０の製造方法について
説明する。始めに、先の第３の実施の形態で説明した図２５及び図２６と同様な処理を行
って、基板１１上にグラウンド端子５１を形成（グラウンド端子形成工程）し、続いて、
基板１１上に電子部品１３を実装（電子部品実装工程）する。その後、基板１１上にグラ
ウンド端子５１及び電子部品１３を覆う封止樹脂６１を形成する（封止樹脂形成工程）。
【０１０５】
　続いて、図３７に示すように、封止樹脂６１の上面６１Ａとグラウンド端子５１の上面
５１Ａとが略面一となるように封止樹脂６１の研磨を行なう。
【０１０６】
　次に、図３８に示すように、ダイシング位置Ｂ３に対応する封止樹脂６１に基板１１の
上面１１Ａを露出する溝部６２を形成する。溝部６２は、例えば、ダイシングブレードに
よる切断で形成することができる。溝部６２の幅Ｗ２は、例えば、０．５ｍｍとすること
ができる。
【０１０７】
　次に、図３９に示すように、溝部６２を充填すると共に、封止樹脂６１の上面６１Ａを
覆うように、導電膜との密着性が封止樹脂６１よりも高い樹脂層６３を形成する（樹脂層
形成工程）。樹脂層６３としては、第１の実施の形態で説明した樹脂層１５と同様な樹脂
を用いることができる。また、樹脂層６３の厚さＭ８は、例えば、３０μｍ～６０μｍと
することができる。
【０１０８】
　次に、図４０に示すように、封止樹脂６１の溝部６２に充填された樹脂層６３に基板１
１の上面１１Ａを露出させる溝部６４を形成する。この際、溝部６４は、封止樹脂６１の
側面６１Ｂに樹脂層６３が残る（封止樹脂６１の側面６１Ｂが樹脂層６３で覆われた状態
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）ように形成する。溝部６４は、例えば、ダイシングブレードによる切断で形成すること
ができる。
【０１０９】
　次に、図４１に示すように、樹脂層６３にグラウンド端子５１の上面５１Ａを露出する
開口部６３Ａを形成し、その後、樹脂層６３の表面を粗化させる。開口部６３Ａは、例え
ば、レーザ、ドリル等により形成することができる。また、樹脂層６３の表面の粗化処理
には、例えば、デスミア処理を用いることができる。
【０１１０】
　続いて、第３の実施の形態において説明した図３２～図３５の処理（シールド層形成工
程及び保護膜形成工程を含む）を行なうことにより、図４２に示すように、半導体装置６
０が製造される。
【０１１１】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、シールド層５３を精度良く形成できる
と共に、封止樹脂６１の上面６１Ａとグラウンド端子５１の上面５１Ａとが面一となるよ
うに封止樹脂６１を研磨することにより、封止樹脂６１の厚さＭ９を薄くして、半導体装
置６０の小型化を図ることができる。
【０１１２】
　なお、シールド層５３は、封止樹脂６１の上面６１Ａ側に設けられた樹脂層６３にのみ
設けてもよい。
【０１１３】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　本発明によれば、実装密度を向上でき、電磁波を精度良く遮断することのできる半導体
装置及びその製造方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】電子部品を封止する封止樹脂とシールド層とを備えた従来の半導体装置の斜視図
である。
【図２】本発明の第１の実施の形態による半導体装置の断面図である。
【図３】本実施の形態の半導体装置が形成される半導体装置形成用基板の平面図である。
【図４】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１）である。
【図５】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その２）である。
【図６】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その３）である。
【図７】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その４）である。
【図８】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その５）である。
【図９】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その６）である。
【図１０】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その７）である。
【図１１】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その８）である。
【図１２】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その９）である。
【図１３】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１０）である。
【図１４】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１１）である。
【図１５】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１２）である。
【図１６】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１３）である。
【図１７】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１４）である。
【図１８】本発明の第２の実施の形態による半導体装置の断面図である。
【図１９】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１）である。
【図２０】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その２）である。
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【図２１】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その３）である。
【図２２】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その４）である。
【図２３】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その５）である。
【図２４】本発明の第３の実施の形態による半導体装置の断面図である。
【図２５】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１）である。
【図２６】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その２）である。
【図２７】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その３）である。
【図２８】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その４）である。
【図２９】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その５）である。
【図３０】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その６）である。
【図３１】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その７）である。
【図３２】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その８）である。
【図３３】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その９）である。
【図３４】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１０）である。
【図３５】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１１）である。
【図３６】第４の実施の形態の半導体装置の断面図である。
【図３７】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その１）である。
【図３８】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その２）である。
【図３９】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その３）である。
【図４０】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その４）である。
【図４１】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その５）である。
【図４２】本実施の形態の半導体装置の製造工程を示した図（その６）である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１０，４０，５０，６０　半導体装置
　１１　基板
　１１Ａ，１２Ａ，１４Ｂ，４１Ａ，５２Ｂ，６１Ａ　上面
　１２　ビア接続用端子
　１３　電子部品
　１４，４１，６１　封止樹脂
　１４Ａ，１５Ａ，２１Ａ，３３Ａ，３６Ａ，４２Ａ，５２Ａ，６３Ａ　開口部
　１４Ｃ，５２Ｃ，６１Ｂ　側面
　１５，４２，５２，６３　樹脂層
　１７，４５，６５　ビア
　１８　配線パターン
　１９　接続部
　２１，５５　保護膜
　２３　拡散防止膜
　２５　他の電子部品
　３０　半導体装置形成用基板
　３２　シード層
　３３，３６　レジスト層
　３５　導電膜
　５３　シールド層
　５７，５９，６２，６４　溝部
　Ａ，Ａ１～Ａ３　半導体装置形成領域
　Ｂ，Ｂ１～Ｂ３　ダイシング位置
　Ｈ１，Ｈ２　高さ
　Ｍ１～Ｍ９　厚さ
　Ｗ１，Ｗ２　幅
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