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日常の生活において，各種ガスセンサーがー利用されている．例えば，自動車から排出される
二酸化窒素を検知するセンサーがある．大気汚染の元凶物質の一つである窒素酸化物は移動発生
源からの排出量が多く，個々の排出源からの排出量を極力抑えることが急務である．排ガス中の
窒素酸化物は大半が一酸化窒素(NO)であるが大気中では二酸化窒素(NO2)となる．排出源から
の監視には NO を，また，大気中でのモニタリングには NO2 を正確に検知し，発生源からの排
出量を監視し，雰囲気中の濃度を計測して直ちにフィードバックすることが最も有効な手段であ
る．そのため，小型で安価，かつ高性能，高選択的な窒素酸化物センサーの開発が強く望まれて
いる。センサーの高性能化には，ガスをより多く検知する必要がある．また、安価にセンサー源
を作製するためには．溶液プロセスが有望である。そこで本研究では，電析法により小型で高性
能な二酸化窒素センサーの安価な開発を目的とする．
Abstract
In daily life, various gas sensors have been used. For example, there is a gas sensor to detect nitrogen
dioxide which is mainly exhausted by automobiles. It is vital to depress the exhaust amounts of the gases
from each exhaust sources as few as possible since large quantities of nitrogen oxide emission, which are
one of the sources of environmental pollutions, are created. Nitrogen oxide in exhausts gases is almost
nitrogen monoxide, and it becomes nitrogen dioxide in air. Accurate and quick detection of the nitrogen
oxide under ambient environmental conditions would lead to an effective mean to monitor the
environmentally harmful gaseous emission amounts. It is strongly desired to develop various portable gas
sensors with high sensitivity, performance and selectivity. Moreover, it is necessary to detect more gas by
extending the specific surface exposed gas adsorption to improve their performances. In order to achieve
this goal, preparations of nanostructures including nanowire and nanopore are important. There are

various techniques reported on the preparations of tin oxide nanostructures. Among these,
electrodeposition offers several advantages. It is a simple and low-cost technique, and possible to control
the size and the shape by changing various electrochemical parameters. Therefore, it has been reported
that tin oxide nanostructured was prepared through two-step electrochemical deposition. However, there
has been no report on the preparation of tin oxide nanostructured by using single step electrochemical
deposition. In this study, we demonstrate the fabrication and the characterization of tin oxide nanowire
through single-step electrodeposition.

【研究目的】
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た．これらの原因として考えられる要因は，
ナノワイヤ構造の形成により，反応に利用さ
れる SnO2 有効表面積の増加である．このこと
から，SnO2 ナノワイヤ構造がグルコースセン

