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一次元材料(ナノワイヤ)の背景と応用 

ナノワイヤ 

形状：  直径数nm～数百nmの紐状の材料 

特徴：  1. 強い1軸異方性材料 
 2. 大きな面積比を持つ 

FET: 
V. Schmidt et. al.,  
Small 1 (2006) 85. 

太陽電池: 
B. Tian et. al.,  
Chem. Soc. Rev. 38 (2009) 16. 

リチウム電池: 
X. H. Liu et. al.,  
Nano letters  11 (2011) 2251. 



ナノワイヤ応用 

透明導電膜:  
J.Y.Lee et,al,Nano Lett.,2008,8(2),689-692 

可視光を透過 

センサー： 
Y. Cui et.al., 
 Science 293 (2001) 1289. 

反射防止膜: Srivastava, Sanjay K., et al. Solar Energy Materials 
and Solar Cells 94.9 (2010): 1506-1511. 

ナノワイヤは様々な応用が期待されている。しかし、作製方法や種類が限られている 



一次元構造の成長方法 
・リソグラフィ＆ドライエッチングプロセス 
  

・VLS(Vapor-Liquid-Solid)成長法 

◎サイズや材料の自由度、×コスト、×スループット 

△サイズや材料の自由度、△コスト、○スループット 

・ナノホールテンプレート＆電解メッキ 

○サイズや材料の自由度、○コスト、×スループット 

・自己組織化成長プロセス 

×サイズや材料の自由度、◎コスト、◎スループット 

自己組織成長プロセスは、コストやスループットの面で優れているが、 
材料や形状が限定されてしまう.  
                                            → 自己組織化ナノ構造に適した応用があれば良い.   



Cu-Snナノツリー 

1μm 

1μm 

65nm 

・Cu-Snメッキ中に偶然に発見.  
・直径数十nmの枝が互いに直交する樹枝状結晶.  

自己組織的に3次元ナノワイヤ規則配列を形成.  



Metal whisker(ナノワイヤ) 

1950年代ごろ Snめっきにおいて、ウィスカー状の成長物が電気短絡を引き起こし問題となる。 
1980年代    Pbを添加することによって、ウィスカーの成長をほぼ抑制出来ることがわかり、 
     Sn-Pb半田として広く使用される。このあとウィスカー制御に関する研究は 
     いったん廃れる。 
2000年代    RoHs指令などが出され、鉛の使用が規制され、ふたたびウィスカーの問題が 
     クローズアップされる。 
      

金属のウィスカー成長は１６世紀にヘアシルバーなどと言われすでに発見されていた。 
欠陥を含まない完全結晶であることから主に研究用に用いられてきた。 

配線・接合技術において、ウィスカーは厄介者。
研究のほとんどはウィスカー成長を抑制を目的 
に行われてきた。 

1 μm 

 CuSn Nano Tree (電子顕
微鏡写真) 



作製方法 
Pt 

Cu Sn合金 

電解めっき 

Cu(NO3)2 0.01 mol 

SnCl2 0.1 mol 

添加剤 50 ppm 

(NH4)2C2O4
・H2O  

72 g/l 

溶液成分 

電位 -0.4 ~ -0.8  V  

めっき時間 60 min 

PH 3.5 

温度 55 ℃ 

測定系 ポテンショスタット 

めっき条件 

電極上にメッキのみで簡便にナノツリー構造を形成 



試料観察 

1 

2 

3 Cu (atm%) Sn (atm%) 

1 77.07 22.93 

2 76.31 23.69 

3 77.54 22.46 

平均 76.97 23.03 

・ナノツリーはγ-CuSnの単結晶 

・枝の成長方位は<100>と<110> 



Science 320 (2008) 1060 

・大きな表面積比が得られる 

 CuSnナノツリー構造の利用 

・基板と非常に良い電気的接触 

・複雑な形状 

・Cu3Snの単結晶 

・成長方位のある程度の予想が可能 

ガスセンサーやリチウムイオン電池の電極として期待.  
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: 電子 : 酸素 

O2 O2 

O2 

O2 

ガスセンサ原理 

Gas Censer 

電子 と 酸素 が結合 

ガス発生 

電子 が解放、電流発生 O2 

A 

ガス濃度 

Ｉ 

高感度化するには？ 

比表面積 表面電子の変化 



 Normal  Censer Wire 
3D nanowire 
arrays 

表面積 体積 ＝ 比表面積 

比表面 100倍 比表面 200倍 

細かく見てみると. . .  

まるで 樹 のような構造 

センサー部をナノツリーにすることで感度向上が期待。 



ナノツリーガスセンサーの作製 

SiO2/Si基板上にPtギャッ
プ電極を作製 

ギャップ間が 
繋がっているのを確
認 

めっき 

ギャップ間を枝で橋渡し 



酸化処理 
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 SEMの結果から350℃以上で形状が大きく変化する 
 温度に比例して酸素濃度が上昇している 
 30min、60minでの違いは数%の違いだった 
 XRDからも350℃以上で特有のピークが出現 

酸素濃度の酸化温度依存
性 

300℃付近が 
適している 



ガスセンサの評価方法 
ギャップ電極を用いて架橋したCuSnナノツリーを用
いてガスセンサ特性を測定 

電圧源 

真空ポンプ
へ 

測定器
へ 

(温度調節) 

立方体デシケータ 
 容量：9261cm3 

 1. 試料の設置 
 2. 真空引き 
 3. N2置換(測定①) 
 4. 真空引き 
 5. N2で満たしてから測定しながら 
   検知ガス(60ｍl)・N2導入 (測定②) 
 6. 真空引き 
 7. N2導入(測定③) 
  

評価方法 

電極間電圧V = 0.5 V 
基板温度 185 ℃ 
検知ガスは測定開始後 50秒後に導入 

実験手順 

被検知ガスへの反応は暴露中の電流値変化を測定 
検知対象ガス：H2 , O2 , CO 



ガスセンサ特性 
30秒後から反応し始め
る 

電流値が減少 

電流値が上昇 

ガス導
入 

H2 、O2、COガスでの反応を確認 



まとめ 

・電気めっきにより自己組織的に三次元的なナノツリー構造を形成. 
 
・ナノツリーはCu3Snの単結晶で、<100>, <110>に成長. 
 
・CuSnナノツリーを利用したガスセンサーを試作. 酸素、水素, 一酸化
炭素ガスへの反応を確認.  
 

1μm 



実用化に向けた課題 

・安定的なガスセンサー構造形成方法の確立. 
 
・定量的な感度測定の実施, 長期使用特性など信頼性の評価. 
 
・センサの最適化(形状、電極、サイズ) 

1μm 

その他 
・ナノツリー形状を生かせる応用先の探査 
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