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DNA の電気抵抗を制御するメカニズムを発見 
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概要 

独立行政法人物質・材料研究機構（理事長 岸 輝雄）計算材料科学研究センター

（センター長 小野寺 秀博）の木野 日織 主任研究員と大野 隆央 副センター

長は、東北大学(総長 吉本 高志)の福山 秀敏 教授および 独立行政法人産業技術

総合研究所 (理事長 吉川 弘之)の寺倉 清之  研究コーディネータのグループと

共同で、DNA１）の電気伝導の理論と電気抵抗を制御する機構を見出した。 

生体分子としての DNA は、通常周りに金属イオンや水が存在している。本研究では

DNA 分子のみならず、周りの金属イオンや水分子も含めたこれらの相互作用についてコ

ンピュータシミュレーションによる電子状態の詳細な解析を行った。その結果、生体

環境においては絶縁体２）であった DNA を、（１）特定の種類の金属イオンと結合し、さ

らに（２）その金属イオンの周囲の水分子を除去することにより半導体化することを

見出した。 

これは、水分子を除去された金属イオンが結合している DNA 分子の内部に正孔３）を

作るためである。そこに電圧を作用させると、定常的にできた正孔が電圧の向きに伝

播することにより電流が生じ得る。また、この正孔の生じる程度（密度）は金属イオ

ンがどの程度存在するかによる。したがって、DNA の乾燥の程度などにより電気抵抗を

制御することも可能であると考えられる。 

DNA の電気抵抗を測定する実験は世界中で行われているが、その結果に大きなばら

つきが見られ、半導体および絶縁体の双方の結果が得られていたが、その原因は上に

述べたようなメカニズムによるものと考えられる。 

今後この理論に基づいた DNA の電気伝導性の制御技術開発が飛躍的に進展すること

が期待されるとともに、DNA の半導体細線としての利用、さらに自己組織化４）などの

ナノメートル（nm）サイズの特性を生かした、次世代の電子デバイスの開発が実現可

能となる。本研究は、こうした革新的な分子デバイスの実現へ道を開くものである。 

 

本研究成果は、日本物理学会誌（Journal of the Physical Society of Japan, ８

月１５日発行）に掲載される予定であり、同誌の Letters of editor’s choice に選

定された。 



研究の背景 

現在のデバイス作製の技術ではゲート長５）が日々短縮されており、その長さが 16nm 程度

となる 2013 年あたりに短縮化の限界が来ると考えられている。その限界を越え、さらに高

密度、高集積度の革新的なデバイスを開発すべく各国でさまざまな試みがされているが、

そのためには新しい回路素子の発見とそれを実現する微細加工技術が不可欠であり、ナノ

テクノロジーのひとつである分子トランジスタなどの分子デバイス作製などが試みられて

いた。 

その中でも DNA は nm サイズの直径を持ち、しかも cm の長さを持つナノ細線としても注

目が高まっており、世界的に DNA の電気抵抗が測られてきた。しかしながら、DNA は実験

によって 10― 4から 106Ω cm という 1010も異なる抵抗値を示し、金属か絶縁体かも分から
ないという混沌とした状況にあった。また、理論的には生体環境中での DNA は絶縁体とい

う結果がでており、伝導を担う粒子の起源が不在のまま伝導機構が議論されてきていたが、

もし実験的に示唆されている DNA が高い伝導性を示す方法が確立されれば革新的なナノス

ケールの分子デバイス開発の可能性があった。 

 

研究の成果 

DNAは塩基、糖およびリン酸からなる骨格を持ち、繊維構造をとる。塩基がもっとも高い

占有軌道６）を持つことが知られており、その塩基のなかではグアニンがもっとも高い占有

軌道をとる。そのことを考慮し、占有軌道付近の電子状態を考えるためのもっとも小さい

単位としてグアニンの二量体構造を用い量子化学計算を行った。 

生体分子中では DNA は負に帯電しており、DNA 周りには正の電荷をもつ金属などの正イ

オンが存在する。実験では DNA を水中から乾燥させて試料にし、電気伝導を測定すること

を考えて DNA と金属イオンを含めた環境を計算機でシミュレーションした。金属イオンの

環境としては、「水が周囲にある金属イオン」と乾燥の度合いが進んだと仮定した「水が周

囲に無い金属イオン」で DNA の電子状態に与える効果を考慮した。 

水が周囲にある金属イオンはDNAの電子状態になんら影響を及ぼさないため、電気を流す

のに必要な自由に動ける電子または正孔は常温では存在しない。よってDNAには電気が定常

的にほとんど流れず、絶縁体としての電気伝導特性を示す。 

しかしながら今回NIMSの研究において、水が周囲にない場合のある種の金属イオン（マ

グネシウムや亜鉛）がDNAの電子状態を大きく変えることが今回発見された。水が周囲にな

い場合にこれらの金属イオンがDNAの傍にあると、その金属イオンは占有軌道になり、代わ

りにDNA自体に正孔が生じるという大きな電子状態の再構成が起きる。この電子軌道の変化

はDNAの塩基に正孔が導入されたことを意味する。シミュレーションでは二量体構造を用い

たが、この結果は、長いDNA鎖においては電圧をかけた場合、その正孔が自由に動き、高い

電気伝導性を示すことを意味する。(図1参照) これらのことから、DNAは生体中および生

体に近い環境では絶縁体であるが、DNAの周囲にある金属イオンが乾燥する非生体環境では

正孔を導入した半導体７）となることが始めて明らかになった。 

この電気伝導機構はシリコンに不純物を導入して半導体化させる機構と似ている。不純



物を導入したシリコンでは不純物を増やすほどよく電気が流れるようになり、抵抗の値も

不純物の数に対応して何桁も変化する。半導体化した DNA の場合もシリコンと同様に導入

する正孔の数が多いほど電気が良く流れるわけであるが、その正孔の数は水が周囲にない

金属イオンの数に一対一に対応しており、電気を良く流すためには水が周囲にない金属イ

オンの数を増やす、つまり DNA をより乾燥させればよい、ということがわかる。実験にお

いて乾燥した DNA を用いた結果、何桁も異なる電気抵抗を与えたことの原因がこのように

半導体化した際に導入された正孔の数の変化によっていることは十分可能性があり、今後

の実験による検証が期待される。 

 

社会への波及効果と今後の展開 

DNA は二本の鎖からできており、二本の鎖はグアニン(G)、シトシン(C)、アデニン(A)、

チミン(T)の４種類の塩基を持ち、長いものは（１）センチメートル単位の（２）２nm 程

度の直径を持つ繊維である。さらに、塩基は Gと C、A と C の組みあわせでしか結合せず、

またこの結合が二本の鎖の間の糊となっている。この結合を利用して、決まった塩基配列

の作製することにより、ホリデイ構造やシーマンの立方体８）などのように（図 2 参照）、

一次元から三次元まで、（３）さまざま構造を DNA が自然に作り出すことが知られている

（自己組織化）。 

これら３つと特徴と、今回発見した半導体化する機構を用いて、光リソグラフィ９） (光

学的な回路の印刷)が不要な nm サイズの DNA を用いた微細回路構成の可能性がある。 

1. まず、特定の形に自己組織化するよう設計した塩基配列を持つ DNA をバイオテクノ
ロジーにより合成する。 

2. その DNA は水中で適当に混ぜることで設計した形に自己組織化する。 
3. 半導体化させる金属イオンをまぜておき、水から取り出し乾燥させる。 
以上のプロセスだけで電気を良く通すナノ分子構造が出来上がる。原理的には作製され

る構造は DNA の細さの数倍（５倍でも１０nm）の程度の大きさのナノ構造の作製が、光リ

ソグラフィなしで可能である。バイオテクノロジーとナノテクノロジーを融合させること

によって、現在の微細加工技術に基づくデバイスを優に超えたナノ分子デバイスの作製が

期待される。



用語解説 

１）DNA 

デオキシリボ核酸。細胞中で遺伝情報を担うが、非常に細く（直径 2nm）長い（～数 cm）

繊維としての特徴も持つ。 

 

２）絶縁体 

電気を通すための荷電粒子（電子または正孔）が自由にうごきまわることができない物質。

例として、食塩の結晶、生体のたんぱく質、純粋なシリコン。 

 

３）正孔 

電子（マイナスの電荷をもつ）が抜けた状態を正孔（正の電荷をもつ粒子、電荷量は電子

の反対）が存在するという。正孔は電子と同じ重さで電子と反対の電荷をもつ。どちらも

同じだけ電流を流すことができる。 

電気を良く流す半導体には正孔の多いもの（ｐ型半導体）、と電子の多いもの（ｎ型半導

体）とがあり、電気を流すという点では両者はまったく同じだが、微視的には電気を流し

ているメカニズムが異なる。 

この微視的なメカニズムの違いから両者を組み合わせることでさまざまな機能を持つデバ

イスを作ることができる。例えばダイオードはp型とｎ型を接続して作り、トランジスタは

ｎ型ｐ型ｎ型という配置をさせて作製される。 

 

４）自己組織化 

１個の受精卵が分裂、分化して生物の複雑な体が出来上がるように、加工などの外部の力

によらずに複雑な構造が自然に出来上がる現象 

 

５）ゲート長 

LSI（大規模集積回路）などの電子回路において電流の通路を半導体素子によって開閉する

部分の長さ。この部分を小さくすることで LSI が微小化される。 

 

６）占有軌道、非占有軌道 

物質には電子が詰まっている軌道と、詰まっていない軌道がある。占有軌道は電子がいる

軌道のことで、占有軌道は電子がいない軌道のことである。非占有軌道より占有軌道の方

がエネルギーが低い。 

 

７）半導体 

不純物がない状態では絶縁体であるが、不純物を導入したことにより電気を通すための少

数の荷電粒子が存在する物質。荷電粒子数は少数でも金属並に電気を通すこともある。例

はリンや窒素を不純物としていれたシリコンであり、白川博士が開発したノーベル賞を受

賞した伝導性プラスチックの伝導機構と今回の発見は、不純物を導入して半導体化する点



で同じであると言える。 

 

８）ホリデイ構造、シーマンの立方体 

ホリデイ構造(Holliday junction)とはDNAの組換え過程などで相同な二本鎖DNAが構成す

る中間体構造であり、2 本の DNA が接合している部分の名称。この接合部を介して 2 本の

DNA の構成要素が交換したり転移したりする。 

シーマンの立方体とは N.C. Seeman が実験的に質量測定結果から提唱した DNA の立方体ナ

ノ構造である。立方体の各頂点は 3 本の二重らせん DNA から成っている。立方体の各辺は

DNA の塩基 20 個分ほどの長さ。 

 

９）光リソグラフィ 

電子デバイスの製造工程において、シリコンウエハ上に回路パターンを焼付ける重要な工

程。現在エキシマレーザなど短波長の光を用いている。理論的には光の波長を短くすれば

線幅も短くなるが、光の解像度の限界があり、現実には 16nm あたりでひとつの限界が来る

と考えられている。現在、より微細な加工を目的として光に代わり電子線やＸ線を用いる

研究開発が行われている。 
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図１．周りに水のないマグネシウム（Mg）や亜鉛（Zn）から正孔が DNA の塩基に

移り、その正孔が DNA に電圧をかけるにより電気を運ぶ。金属イオンにあったと

きは自由に動けなかった正孔（白丸）が DNA の塩基中では自由に動くことができ

る正孔（青丸）になる。正孔が自由に動けるか動けないかは電子状態を調べるこ

とにより判定できる。 

図２．DNA の自己組織化した構造の例。(左)ホリデイ構造、(右)シーマンの

立方体。DNA だけから構造ができており、塩基配列により形が決まる。

（Dekker らによる Phys. World の記事より参考のため転載） 
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