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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子が形成され、且つ表面に絶縁膜が形成された基板上に、配線パターンに合わ
せて形成された触媒下地層と、
　前記触媒下地層上に該触媒下地層よりも狭い幅に形成され、上面の幅と下面の幅が異な
るテーパ形状であり、表面（１１１）配向を有し側面にファセットが形成された触媒金属
層と、
　前記触媒金属層のファセットを成長基点にして平面方向に成長し、前記触媒金属層の上
面を取り囲むようにロール状に形成されたグラフェン層と、
　を具備したことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体素子が形成され、且つ表面に絶縁膜が形成された基板上に、配線パターンに合わ
せて形成された触媒下地層と、
　前記触媒下地層上に形成された、該触媒下地層よりも幅の狭い触媒金属層と、
　前記触媒金属層の側面を成長基点にして平面方向に成長し、前記触媒金属層の上面を取
り囲むように形成されたグラフェン層と、
　を具備したことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　半導体素子が形成され、且つ表面に絶縁膜が形成された基板上に、配線パターンに合わ
せて形成された第１の金属膜と、
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　前記第１の金属膜上に形成された、該金属膜よりも幅の狭い触媒金属層と、
　前記触媒金属層上に形成された第２の金属膜と、
　前記触媒金属層の側面を成長基点として成長し、前記触媒金属層の上面及び前記第２の
金属膜を取り囲むように形成されたグラフェン層と、
　を具備したことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　前記触媒金属層の側面にファセットが形成され、前記グラフェン層は、前記触媒金属層
のファセットを成長起点として成長していることを特徴とする請求項２又は３に記載の半
導体装置。
【請求項５】
　前記触媒金属層は、上面の幅と下面の幅が異なるテーパ形状であり、表面（１１１）配
向を有することを特徴とする請求項４記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記グラフェン層は、ロール状に形成されていることを特徴とする請求項２～５の何れ
かに記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第２の金属膜は、前記第１の金属膜よりも幅が狭く、前記触媒金属層よりも幅が広
いことを特徴とする請求項３記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、グラフェン配線構造を有する半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、金属配線に替わるグラフェンを用いたグラフェン配線構造が注目されている。グ
ラフェンは、カーボンナノチューブと同様に量子化伝導特性（バリステック伝導特性）を
有し量子化伝導をするので、長距離配線の電気伝導により有利である。さらに、グラフェ
ン配線構造自体が極薄膜であり、ＣＶＤ法にて成膜することが可能であることから、デバ
イス配線形成プロセスに対して優れた整合性を有している。
【０００３】
　一方、グラフェンは触媒金属から選択的に成長する性質を有するため、グラフェン配線
構造としては、触媒金属とグラフェンとを複合させ、更にグラフェンシートの六角形格子
構造の数（Ｎ数）を多く所有することが望ましい。しかし、触媒金属上に平面成長させた
グラフェン配線構造では、グラフェンシート幅が配線の幅で律速されるため、Ｎ数に制約
を受ける。このため、配線の幅が狭くＮ数が減少してくると、グラフェン端部におけるエ
ッジ効果の影響を強く受けるようになる。そして、グラフェンのバンド構造の変調、エッ
ジ端部でのキャリアの散乱が顕著となり、配線抵抗が上昇してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２３４２０号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Chuan Xu et al; IEDM Tech. Digest, P.201, 2008．
【非特許文献２】若林克法、草部浩一、日本物理学会誌、 Vol.63, No.5, 2008, p.344．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　発明が解決しようとする課題は、グラフェン配線構造を用いて低抵抗配線を実現し得る
半導体装置を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の半導体装置は、半導体素子が形成され、且つ表面に絶縁膜が形成された基板
上に、配線パターンに合わせて形成された触媒下地層と、前記触媒下地層上に形成された
、該触媒下地層よりも幅の狭い触媒金属層と、前記触媒金属層の側面を成長基点にして平
面方向に成長し、前記触媒金属層の上面を取り囲むように形成されたグラフェン層と、を
具備した。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係わる半導体装置の概略構造を示す断面図。
【図２】グラフェンシートの６員環構造を示す模式図。
【図３】不純物をドープした場合のグラフェンシートの６員環構造を示す模式図。
【図４】図１の半導体装置に用いたグラフェン配線構造を示す鳥瞰図。
【図５】図１の半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図６】第２の実施形態に係わる半導体装置の概略構造を示す断面図。
【図７】第３の実施形態に係わる半導体装置の概略構造を示す断面図。
【図８】図７の半導体装置の製造工程を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施形態の半導体装置を、図面を参照して説明する。
【００１０】
　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係わる半導体装置の概略構造を示す断面図であり、特にグラ
フェン配線部分を示している。
【００１１】
　トランジスタやキャパシタ等の素子が形成された半導体基板１０上に層間絶縁膜１１が
形成され、この層間絶縁膜１１中に基板１０の一部とコンタクトするコンタクト層１２が
設けられている。層間絶縁膜１１上に、コンタクト層１２と接触するようにグラフェン配
線２０が形成されている。グラフェン配線２０は、グラフェン層の成長を促進するための
下地金属膜（触媒下地層）１３と、グラフェン成長のための触媒金属層１４と、電気伝導
を担うグラフェン層１５とからなる。
【００１２】
　触媒下地層１３は、グラフェン層１５の均一成長を促進するための層であり、グラフェ
ン層成長の助触媒としての機能も有する。代表的な触媒下地層材料としてＴｉ，Ｔａ，Ｒ
ｕ，Ｗ，及びこれらの窒化物を用いることができる。或いはこれら金属の酸化物でもよい
。さらに、これらの膜を積層して用いることも可能である。積層する場合は、例えばＴｉ
／ＴｉＮの積層構造とすればよい。
【００１３】
　触媒金属層１４は、グラフェン層１５を形成するために必要な層であり、この触媒金属
層１４の側壁部にグラフェン層１５が連続して成膜される。触媒材料には、Ｃｏ，Ｎｉ，
Ｆｅ，Ｒｕ，Ｃｕなどの単体金属、又は少なくともこれらの何れかを含む合金、或いはこ
れらの炭化物等が好ましい。
【００１４】
　触媒金属層１４は、触媒下地層１３に対して配線幅方向に細幅に形成されている。そし
て、触媒下地層１３に対して触媒金属層１４がファセットを持つ構造となっている。これ
は、後述するグラフェン層のロール構造を形成するためである。触媒金属層１４は垂直構
造でもよいが、テーパ構造を有する方がグラフェン層形成に対して好ましい。テーパ構造
とは、触媒金属層１４の上端面と下端面の幅が異なっている台形構造のことである。テー
パ構造を形成することにより、触媒金属の側壁に角度が形成され、金属分子レベルでの微
小な段差を意図的に形成することができる。このような微小段差部を起点にすることでグ
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ラフェン層は更に容易に成長することができ、即ちグラフェン配線層をより形成しやすい
。本実施形態では、テーパ構造は上端面が下端面に対し細くなっているが、必ずしもこれ
に限らず、上端面が下端面に対し広くなっている構造であってもよい。
【００１５】
　また、触媒金属層１４は表面（１１１）配向を有する方が触媒金属側面からグラフェン
を成長しやすい。表面（紙面垂直方向）に高配向（１１１）膜を有する触媒金属構造を形
成することにより、容易にグラフェン配線構造を形成することができる。
【００１６】
　グラフェン層１５は、グラファイト膜が１層から数１０層程度積層された構造であり、
触媒金属層１４の側面部を成長の主起点（図１中に破線で囲んだ部分）として成長し、触
媒金属層１４を取り囲むように形成される。図２にグラフェン成長起点部の拡大構造を示
す。グラフェン層１５は触媒金属層１４の側面部を主たる成長起点（核生成起点）として
成長し、触媒金属層１４を取り囲むようにロールする構造であり、グラフェンシートの６
員環構造は図２に示す通りである。グラフェンシート間隔は０．３４ｎｍで基本的に構成
される。
【００１７】
　なお、グラフェン層１５のＣＶＤ成膜時にＣＶＤガス雰囲気中に、ＢｒやＩや５ＦＡＳ
などのプロセスガスを添加して、隣接するグラフェン層１５間に上記元素のドーピングを
行ってもよい。この場合、図３に示すように、グラフェンシートの間隔は添加する元素１
９により層間隔が０．３４ｎｍから広がる。そして、不純物ドーピング効果によりグラフ
ェンシートの電子移動度が上昇し、より低抵抗化する。
【００１８】
　グラフェン層１５は、触媒金属層１４の側面の微小段差から核生成する。従って、微小
段差を形成し易いようにテーパ角を付けたテーパ形状の触媒金属層構造がグラフェン層成
長により好ましい。グラフェンシートは配線側面領域から多層になって成長し、グラフェ
ンシートの積層数は触媒金属層１４の高さによって基本的に決定される。即ち、触媒金属
層１４の高さをより高くすることによって、グラフェン層１５の積層数を増加させること
が可能となる。グラフェン層１５はそれぞれのグラフェンシートが電気伝導に寄与できる
ので、積層数を増やすことによってより配線抵抗を低抵抗化することが可能となる。
【００１９】
　グラフェン層１５のロール幅は、触媒下地層１３と触媒金属層１４の幅の違いによるフ
ァセット部によって制御される。ロール状グラフェン構造は幅の広い触媒下地層１３側の
配線端面まで広がり、触媒下地層１３と接する部分のグラフェン層は触媒下地層１３の幅
以上に広がることはない。従って、触媒下地層１３の幅Ｌによってグラフェンロール幅は
制御され、隣接する配線とはショートしないように形成される。
【００２０】
　グラフェン層１５中の電子の平均自由行程は約１００ｎｍ～１μｍ程度であり、現在、
ＬＳＩデバイスで用いられている低抵抗金属材料Ｃｕ中の電子の平均自由行程＝約４０ｎ
ｍに比べて、遙かに長い。このため、量子化伝導を利用し、グラフェン層１５を低抵抗材
料として、配線の電子伝導層に使用することができる。
【００２１】
　グラフェン層１５は、図１に示すように、ロール状に形成させるので円状にグラフェン
シートが配置される。配線の幅方向に加えて配線の高さ方向もグラフェンシート幅として
機能できるので、グラフェンシートの六角形格子構造の数（Ｎ数）を配線幅に制約される
ことなく増やすことができる。これにより、グラフェン端部における抵抗のエッジ散乱効
果の影響を低減することができ、微細な配線幅であっても低抵抗となるグラフェン配線構
造が実現される。特に、配線幅が微細となる３０ｎｍ以下の配線で顕著な効果が得られる
。なお、グラフェンシートは内側の幅の小さいグラフェンシートの方が抵抗が高く、外周
側の幅の大きいグラフェンシートの方がより低抵抗化する。
【００２２】



(5) JP 5972735 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

　また、図４の鳥瞰図に示すように、触媒金属層１４の周りにグラフェン層１５が均一に
形成されるため、電流方向に対してグラフェン層１５が連続することになる。これにより
、電子パスが電流の流れ方向に形成され、低抵抗の配線構造が実現される。
【００２３】
　グラフェン配線構造の上には、グラフェン配線２０を被覆するように表面保護絶縁膜１
６が形成されている。表面保護絶縁膜１６は例えばＳｉＮ膜であり、ＣＶＤ法などによっ
て形成される。表面保護絶縁膜１６は、配線構造中に用いられる金属材料の拡散を防止す
る役割と、グラフェンを含む配線層材料の酸化を防止する役割と、配線構造の上層にコン
タクト層１８が形成される場合は、上層コンタクト層１８の加工制御ストッパ膜としても
機能する。この上に配線層絶縁膜１７が形成され、更に必要に応じて上部コンタクト層１
８が形成されている。配線層絶縁膜１７は例えばＳｉＯ2 膜であり、上部コンタクト層１
８はＷ，Ａｌ，Ｃｕ等のメタル材料である。
【００２４】
　なお、グラフェン層１５と上部コンタクト層１８の接触抵抗軽減のため、上部コンタク
ト層１８の側壁材料としてＴｉ，Ｎｉなどを使うことが好ましい。これらの金属はグラフ
ェン層１５との接触抵抗の小さい金属であるためである。なお、上部コンタクト層１８は
、図１に示すようにグラフェン層１５と接するように形成されてもよいし、グラフェン層
１５を貫通するように形成されてもよい。グラフェン層１５を貫通するように上部コンタ
クト層１８を形成した場合は、個々のグラフェンシートと上部コンタクト層１８が直接接
合されることになるので、グラフェン層１５と上部コンタクト層１８との間の接触抵抗を
より低減することができる。
【００２５】
　次に、本実施形態のグラフェン配線部分の製造方法を、図５を参照して説明する。
【００２６】
　まず、図５（ａ）に示すように、トランジスタやキャパシタ等の素子が形成された半導
体基板１０上にＳｉＯ2 等の層間絶縁膜１１を形成する。次いで、絶縁膜１１にコンタク
トホールを形成し、このコンタクトホール内にＷ，Ｃｕ，又はＡｌ等の金属を埋め込むこ
とにより、コンタクト層１２を作製する。
【００２７】
　層間絶縁膜１１には、例えばＴＥＯＳ膜を用い、コンタクトの導電材料には、例えばＷ
やＣｕやＡｌの単体金属を用いる。また、コンタクト層１２は、導電材料金属の拡散を防
止する目的で、バリアメタル層を有してもよい。バリアメタルの材料は、例えばＴａ，Ｔ
ｉ，Ｒｕ，Ｍｎ，Ｃｏ，或いはこれらの窒化物を用いることができる。
【００２８】
　次いで、層間絶縁膜１１の表面上に、例えばＴｉＮからなる触媒下地層１３を成膜する
。続いて、触媒下地層１３上に、例えばＣｏからなる触媒金属層１４を成膜する。なお、
触媒金属層１４は連続膜であることが望ましく、連続膜となるために少なくとも０．５ｎ
ｍ以上の膜厚が必要である。触媒金属層１４が分散して微粒子化した状態では、グラフェ
ン自体がうまく成長できない、或いはグラフェン層が不連続なって形成される可能性があ
る。そこで、均一な連続したグラフェン層１５を形成するためには、触媒金属層１４が連
続膜となるような膜厚で成膜することが必要である。
【００２９】
　次に、図示していないレジスト塗布・リソグラフィの工程を経て、図５（ｂ）に示すよ
うに触媒金属層１４及び触媒下地層１３をＲＩＥ加工やＷｅｔ処理により配線パターンに
パターンニングする。この際、ＲＩＥ加工或いはＷｅｔ処理により必ず触媒金属層側が触
媒下地層よりも細幅になるようにエッチングを行い、触媒下地層１３に対する触媒金属層
１４のファセットを形成する。ＲＩＥ加工は例えばＣｌ，Ｂｒ，ＨＢｒ，Ｈ2／Ｏ2 など
の処理であり、Ｗｅｔ処理は例えばＨ2Ｏ2 ，ＨＦ処理などである。
【００３０】
　次に、図５（ｃ）に示すように配線伝導層となるグラフェン層１５を形成する。グラフ
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ェン層１５の成膜にはＣＶＤ法を用いる。炭素源にはメタン，アセチレン等の炭化水素系
ガス又はその混合ガス、キャリアガスには水素や希ガスをそれぞれ使用する。これらの成
分ガスを用いた単一条件のＣＶＤ成膜で、グラフェンを成長させることができるが、作製
温度低温化や高品質化（均一成長）を可能とするためには、ＣＶＤ成膜法を工夫した多段
階成長法を用いることがより望ましい。作製温度低温化はＬＳＩデバイス全体の形成に重
要であり、プロセス温度の上限値はデバイスにより異なるが、なるべく低温の方が好まし
い。また、グラフェンの高品質化（均一成長）は電気伝導を容易にし、低抵抗配線の実現
に重要である。これにより、触媒金属層１４の側面からグラフェンが成長し、触媒金属層
１４を囲むようにロール状にグラフェン層１５が形成される。
【００３１】
　本成長法の概要は、以下の通りである。最初に、触媒金属層１４の微粒子への凝集を抑
制するためのプラズマ処理を行う。触媒金属層１４の微粒子化を防ぎ、触媒膜表面の連続
性を保つことにより、グラフェンの均一成長を促進させる。放電ガスとしては水素又は希
ガスが好ましいが、何れか一方又は両方を含んだ混合ガスでもよい。処理温度はできるだ
け低い方が効果は高く、室温で行うのが望ましい。また、このプラズマは比較的強い方が
好ましく、高パワーリモートプラズマやプラズマに曝露させる方がより効果が高まる。
【００３２】
　次いで、触媒金属層１４の炭化を行う。放電ガスにはメタンなどの炭化水素系、又はそ
の混合ガスを用いる。この処理は、最終工程のグラフェン作製より低い温度かつグラフェ
ン層１５が形成され得る温度で行う必要があり、１５０～６００℃程度が好ましい。また
、処理時間は短くてよい。この処理も比較的強いプラズマを用いて行うのが好ましい。
【００３３】
　次いで、炭化層良質化及び触媒活性化のためのプラズマ処理を行う。放電ガスとしては
希ガスを用いるのが好ましい。処理温度は前工程と次工程処理温度の間でよい。この処理
は比較的弱いプラズマでよいので、リモートプラズマを使用するのがよい。
【００３４】
　最後に、グラフェン作製を行う。放電ガスには炭化水素系ガス又はその混合ガスを用い
る。処理温度の上限は１０００℃程度、下限は２００℃程度である。２００℃を下回ると
成長速度が得られず、グラフェン成長が殆ど起こらないが、２００℃程度の処理温度でグ
ラフェン成長が起こり、均一なグラフェン膜が成膜される。成長温度は特に３５０℃程度
が望ましい。これらグラフェンの成長温度は、通常のＬＳＩデバイスの配線工程作成温度
と同等或いはそれ以下であり、半導体プロセスとの親和性に優れた成長法である。本処理
ではイオン、電子を除去しラジカルのみを基板に供給することが重要であることから、非
常に弱いプラズマをリモート化して用いるのが望ましい。さらに、イオン，電子を除去す
るために、基板上部に電極を設置し電圧を印加するのも効果的である。印加電圧は０～±
１００Ｖ程度が好ましい。
【００３５】
　次に、図５（ｄ）に示すように、グラフェン層１５を覆うように層間絶縁膜１１上に表
面保護絶縁膜１６を成膜する。表面保護絶縁膜１６にはＳｉＮ膜などが用いられ、ＣＶＤ
法等により成膜される。この上に配線層絶縁膜１７を成膜し配線構造を完成させる。配線
層絶縁膜１７は例えばＴＥＯＳ膜であり、ＣＶＤ法などにより成膜される。次に、配線構
造の上層にコンタクトを接続させる場合には、図示していないレジスト塗布・リソグラフ
ィの工程を経て、コンタクトホールを形成し、例えばＷやＣｕやＡｌの金属材料を成膜し
、上層コンタクト層１８を完成させる。以上が本実施形態の構造の製造方法である。
【００３６】
　このように本実施形態では、グラフェン層１５を触媒金属層１４の側面部から成長させ
、触媒金属層１４を取り囲むように形成したグラフェン層１５の配線構造を実現すること
ができる。そしてこの場合、グラフェン層１５は触媒金属層１４の側面を生成基点とし、
触媒金属層１４を取り囲むように形成されるため、グラフェンシートのＮ数を多く所有す
ることが可能となる。しかも、グラフェンシートは配線方向（即ち電子の伝導方向）に連
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続するので、低抵抗配線構造が形成される。
【００３７】
　即ち、下地配線としての触媒下地層１３の幅でＮ数が大きくに制約を受けることなく、
グラフェンシートのＮ数を多くすることができ、これにより配線の幅が狭くなっても低抵
抗配線を実現することが可能となる。さらに、グラフェンシートの端面は触媒金属層１４
、或いは触媒下地金属１３とコンタクトするため、グラフェン端面での電子散乱を抑制で
き、更なる低抵抗化がはかることができる。
【００３８】
　また触媒金属層１４の表面配向方位を高（１１１）配向とすることにより、グラフェン
層１５を触媒金属層側面から容易に成長させることができ、これにより容易にグラフェン
配線構造を形成することができる。
【００３９】
　（第２の実施形態）
　図６は、第２の実施形態に係わる半導体装置の概略構造を示す断面図であり、特にグラ
フェン配線部分を示している。なお、図１と同一部分には同一符号を付して、その詳しい
説明は省略する。
【００４０】
　基本的な構成は第１の実施形態と同様であり、本実施形態が先に説明した第１の実施形
態と異なる点は、触媒金属層１４及びグラフェン層１５の形状である。グラフェン配線２
０の形状は、触媒金属層１４の高さによって変えることができる。例えば、図６（ａ）に
示すように、触媒金属層１４の高さを高くしてグラフェン積層数を増加させることにより
、配線高さ方向に楕円形に進展したグラフェン配線構造を形成することができる。
【００４１】
　このように触媒金属層１４の高さを増加させることで、グラフェンシートの積層数を増
加させ、伝導パスをより多層化して低抵抗化をはかることができる。これと同時に、グラ
フェンシートのＮ数を増加させ、グラフェン端部における抵抗のエッジ散乱効果の影響を
低減することができる。
【００４２】
　また、これとは逆に図６（ｂ）に示すように、触媒金属層１４の高さを低くすると共に
幅を広くすることにより、グラフェン層１５を配線幅方向に進展した楕円形状にすること
もできる。この構造は、幅広配線を形成する場合に有効である。
【００４３】
　（第３の実施形態）
　図７は、第３の実施形態に係わる半導体装置の概略構造を示す断面図であり、特にグラ
フェン配線部分を示している。なお、図１と同一部分には同一符号を付して、その詳しい
説明は省略する。
【００４４】
　本実施形態が先に説明した第１の実施形態と異なる点は、触媒金属層１４の上に更に金
属膜を形成することにより、グラフェン層１５の縦方向の厚みを増やしたことである。
【００４５】
　基本的な構成は前記図１と同様であり、これに加えて本実施形態では、触媒金属層１４
の上に、触媒金属層１４よりも幅の広い金属膜２３が形成されている。ここで、金属膜２
３としては、ＲＩＥ加工性の良い材料で触媒金属層１４よりもグラフェンが成長しにくい
金属材料であればよい。例えば、Ｔｉ，Ｔａ，Ｒｕ，Ｗなどの金属材料、或いはそれらの
窒化物を用いることができる。グラフェン層１５は、触媒金属層１４及び金属膜２３を取
り囲むようにロール状に形成されている。
【００４６】
　このように本実施形態では、第１の実施形態の構成に加え触媒金属層１４上に金属膜２
３を設けることにより、グラフェンがロールする芯材の高さが高くなり、グラフェンシー
トのＮ数を増加できるので、より低抵抗な配線が実現される。
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【００４７】
　また、触媒金属層１４はそれ自身が金属膜であるため、電気伝導経路として用いること
ができる。グラフェン層１５と触媒金属層１４を一緒に電気伝導層として用いることで、
更に配線抵抗を低減することができる。図７の構造において、触媒金属層１４の上部に形
成する金属膜２３に低抵抗の金属材料を用いれば、この領域も電気伝導経路として有効に
使うことが可能となる。
【００４８】
　次に、本実施形態のグラフェン配線部分の製造方法を、図８を参照して説明する。
【００４９】
　まず、図８（ａ）に示すように、第１の実施形態と同様に、トランジスタやキャパシタ
等の素子が形成された半導体基板１０上に層間絶縁膜１１及びコンタクト層１２を形成し
、これらの上に触媒下地層（第１の金属膜）１３としてのＴｉＮ膜を形成し、更にその上
に触媒金属層１４を形成する。そして、触媒金属層１４上に、第２の金属膜２３としての
Ｔｉ膜を形成する。
【００５０】
　次いで、図８（ｂ）に示すように、第２の金属膜２３上に配線パターンのマスク（図示
せず）を形成した後、このマスクを用いたＲＩＥにより、第２の金属膜２３、触媒金属層
１４、及び第１の金属膜１３を選択エッチングする。
【００５１】
　続いて、マスクを残したまま、ウェット又はドライエッチングで触媒金属層１４をサイ
ドエッチングする。これにより、触媒金属層１４の幅を第１の金属膜１３の幅よりも狭く
する。また、このとき、第２の金属膜２３は、触媒金属層１４ほどではないがサイドエッ
チングされ、第１の金属膜１３よりも幅が細くなっても構わない。
【００５２】
　次いで、マスクを除去した後に、ＣＶＤ法でグラフェン層１５を成長する。ソースガス
や成長条件等は第１の実施形態と同様である。これにより、図８（ｃ）に示すように、触
媒金属層１４の側面からグラフェンが成長し、触媒金属層１４及び第２の金属膜２３を囲
むようにロール状にグラフェン層１５が形成される。
【００５３】
　これ以降は、表面保護絶縁膜１６及び配線層絶縁膜１７を形成し、更にコンタクト層１
８を形成することにより、前記図７に示す構造が完成する。上層配線と接続する必要のな
い場合はコンタクト層１８は不要である。
【００５４】
　このように本実施形態によれば、触媒金属層１４上に第２の金属膜２３を形成し、これ
らを取り囲むようにグラフェン層１５を形成しているので、第１の実施形態以上にグラフ
ェン層１５の厚み（高さ）が高くなる。このため、グラフェンシートのＮ数を更に多く所
有することが可能となり、グラフェン配線の更なる低抵抗化をはかることができる。
【００５５】
　（変形例）
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。
【００５６】
　グラフェンを成長させるための触媒金属層、触媒下地層（第１の金属膜）、更には第２
の金属膜の材料等は、実施形態で説明したものに限らず、仕様に応じて適宜変更可能であ
る。さらに、触媒金属層の厚さは、必要なグラフェン層の層数に応じて定めればよい。
【００５７】
　また、実施形態で説明した製造方法は一例に過ぎないものであり、適宜変更可能である
。例えば、グラフェン層を成膜するための温度やソースガス等の条件は、実施形態で説明
したものに限定されるものではなく、仕様に応じて適宜変更可能である。その他の膜の成
膜方法も何ら限定されるものではない。つまり、本発明は最終的に作製された構造に特徴
があり、製造方法には何ら限定されない。
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【００５８】
　本発明の幾つかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々
な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置
き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含
まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものであ
る。
【符号の説明】
【００５９】
　１０…半導体基板
　１１…層間絶縁膜
　１２…コンタクト層
　１３…触媒下地層（第１の金属膜）
　１４…触媒金属層
　１５…グラフェン層
　１６…表面保護絶縁膜
　１７…配線層絶縁膜
　１８…コンタクト層
　１９…グラフェン層に添加された元素
　２０…グラフェン配線
　２３…第２の金属膜

【図１】 【図２】
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