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I. 事業の背景・目的 

本プロジェクトでは，DNA の特異な吸水能力と透明性に注目し，有機 EL（エレクトロルミネッセンス）

用の新規な乾燥剤の創製を目指す。近年，有機 EL は著しい耐久性の向上が図られ，実用化の時期を迎え

ている。通常の金属陰極を用いた通常の Bottom emission 型に加え，最近では，Fig.1 に示すような透

明電極で有機層を積層した透明有機 EL 素子の実用化の可能性も見えてきた。しかしながら，通常，有機

EL 素子は水分に著しく弱いために，素子背面をガラスなどで封止し，さらに，外部から混入する微量な水

分を除去するために乾燥剤を同時に封入する必要がある。これまで乾燥剤としては，酸化バリウム等の無

機系酸化物が用いられてきたが，通常，白色の結晶粉末体であるため透明デバイスの乾燥剤としては利用

することが困難である。これまで，透明性を有する乾燥剤は皆無であり，新規な材料探索が必要とされて

いる。そこで，本研究では，DNA の乾燥剤としての可能性に着目した。DNA は，4 つの塩基対から成る

二重らせん構造を有し，そのまわりにリン酸基を有する特有な高次構造を有する。生体由来物質であるた

めに水との高い親和性を有するが，機能材料としての観点からは，良好な吸水材料として捉えることがで

きる。さらに，CTMA(Cetyltrimethyl ammonium chloride)等の脂質と結合させることにより有機溶媒

に可溶になり薄膜化が可能である。このような性質を利用し，フレキシブルなシート状の吸水剤の形成が

可能である。これまで，DNA の吸水剤としての応用は，化粧品に DNA を分散させて保水機能を利用した

例があるが，電子デバイスにおける吸水剤としての利用は報告例がない。 

そこで本研究では，ＤＮＡの吸水剤としての可能性を追求した。DNA は汎用高分子に比べて極めて高

い吸水能力を有していること，透

明性に富むことから，透明ディス

プレーの乾燥材料としての可能

性が期待できる。もし，この技術

が実現されれば，DNA を電子デ

ィスプレー産業の中核部品とし

て利用することができる。乾燥剤

は，デバイスとしては表に出ない

地味な材料ではあるが，近年のプ

ラズマディスプレーや液晶ディ

スプレーのような情報電子デバ

イスには，乾燥剤がデバイス内部

 

Fig.1: 透明有機ＥＬデバイスのデモンストレーション 
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に組み込まれており，必要不可欠な構成要素となっている。特に乾燥剤として透明性を有することは DNA

の大きな強みであり，次世代透明ディスプレーへの応用が大きく期待される。 

 

II. 内容・方法 

ＤＮＡ吸水機能関する研究開発を４段階に分類し推進した。 

① DNA薄膜の形成と最適有機脂質の探索 

DNAを有機薄膜電子デバイスにおける封止材として使用するためには，DNAを有機溶媒に可溶化させ，

薄膜化する必要がある。本研究では，様々な有機脂質の選択により，スピンコート法により均一に薄膜

化する材料の探索を行った。また，有機脂質と水分吸着能力の相関を把握し，吸水剤として最適な有機

脂質の探索を行った。また，10ミクロン程度の薄膜状態で用いることから，スピンコート製膜条件の最

適化についても検討を行った。特に，水分の影響を避けるため，グローブボックス内にスピンコート製

膜装置を入れ，不活性雰囲気下で製膜を行った。 

 

② 昇温脱離装置の作成と吸着特性の測定 

DNA薄膜の吸着ガスの吸脱着特性を把握するために、Qマス分析装置を含む真空分析装置を作製した。

今回，排気系，試料加熱系，分析系から構成されるチャンバーの作製を行い，雰囲気の影響を完全に制

御することを試みた。また，現有のグローブボックスとの連結を行い，製膜後，直ちに分析ができるよ

うにした。特に，製膜条件を制御し，吸着ガスの吸脱着特性の向上を目指した。 

 

③ 有機ＥＬ素子との複合化  

現在，研究室では，真空蒸着法を用いて，陽極/有機層（ホール輸送層/発光層/電子輸送層）/陰極型の

有機ＥＬ素子構造の作製が可能である。このデバイスの陰極背面側にDNA薄膜を塗布した乾燥剤付きの

ガラス基板を貼り合わせ，ＵＶ硬化樹脂により硬化し封止素子を完成させる。そして，耐久性測定装置

によって，有機EL素子の長時間駆動特性を測定する。特に本研究では，水分により劣化が促進される有

機層/電極界面の剥離現象(dark spots)を顕微鏡下で詳細に観察することで，DNAの吸水剤としての可

能性を追求した。 

 

④ 商品化への展開 

DNA の吸水材としての基本的な特性が確認された場合，来春を目指して商品化への展開を図る。工業化の

視点から，DNA の精製純度やシート化を検討する。（今回は，DNA の乾燥剤としての高い能力が確認でき
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なかったため，事業化には至らなかった。） 

 

結果・成果 

① DNA薄膜の形成と最適有機脂質の探索 

DNA を電子材料として用いるためには，ま

ず，水溶性の DNA 素材を有機溶媒可溶な疎

水化処理をすることが重要な技術である。本

研究では，各種の疎水側鎖を有する四級アン

モニウム塩にてイオン交換により，有機溶媒

可溶な DNA 複合体の形成を図った。また，

キャストやスピンコート法により，均一な薄

膜(100nm程度)を得る技術も確立した。

特に脂質のアルキル鎖長や分岐様式を

変化させること及びスピンコート製膜

時の製膜条件によって，膜の凝集・配向

構造が大きく変化することを見出した。

様々な脂質について検討を進め，AFM

測定を通し，薄膜の凝集・配向状態の評

価を行い，薄膜における製膜性と脂質の

相関についても検討を進めた。その結果， 

特に CTMA(Cetyltrimethylammoni- 

um chloride)を脂質に用いることによ

り均一な薄膜形成が実現できた。そのた

め以後の実験はすべてDNA-CTMAを用

いた。Fig.2にはDNA-CTMA粉末を得る

ための最適な操作手順を示す。特に遠心

分離による処理がフィブリル状の繊維を

得るために重要であることがわかった。

さらに，Fig.3,4に乾燥剤として用いる場

 
Fig.3: DNA 素材の薄膜吸水材化への手順 

 

Fig.2: DNA-CTMA 粉末の調整 

 
Fig.4:DNA-CTMA フィルムの作製手順 
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合の最適化したＤＮＡ－ＣＴＭＡ薄膜の調整手順を示す。本条件により，約５０ミクロンの厚膜のキャス

ト膜を得ることができた。本研究では，以後，これらの最適な手順により，試料と薄膜の調整を行った。

Fig.5に自然乾燥後のDNA-CTMA薄膜サンプルを示す。透明で比較的均一な薄膜を形成することが可能と

なった。しかしながら乾燥条件によっては，気泡やクラックの存在が認められ，さらには，基板との剥離

が観測され，再現性のある膜質を得るためには，厳密な温湿度制御が必要であることがわかった。 

 

 

再現性を確保するために，以後の実験はすべてグローブボックス中（不活性雰囲気下）で行った。 

 

② 昇温脱離装置の作成と吸着特性の測定 

 

 

     

Fig.5: DNA-CTMA 薄膜のキャスト膜の様子。有機溶媒からの製膜が可能であり，

比較的均一な薄膜が得られた。しかしながら，乾燥条件によっては，膜にクラック

や気泡の混入が認められた。 
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今回，DNA 薄膜の吸着ガスの吸脱着特性を把握するために，

Q マス分析装置を含む真空分析装置を作製した。Fig.6 左上

の写真が真空分析装置である。装置は，真空チャンバー部（試

料を基板ホルダーにセット），排気部（ターボポンプによる排

気が可能），マスアナライザー部分（簡易型質量分析装置）か

ら構成され，真空チャンバー内部は，試料を加熱できるよう

にヒーターをセットし，温度コントローラによって 400℃ま

での加熱が可能である。 

（DNA-CTMA 薄膜の吸水特性） 

Fig.7に10-2 mbarにおけるガラス基板上の製膜したDNA- 

CTMA 薄膜のガス吸着特性を示す。実験条件は，DNA 薄膜試料を真空排気しながら 80℃で 2.5 時間熱処

理を行った後，一度室温に戻し，排気しながら２４時間放置した後，室温において水蒸気圧 10-2mbar の

雰囲気に設定し，DNA-CTMA 薄膜の重量変化を測定した。図に示されるように初期の１０分間において

立ち上がりの極めて速い吸水能力を示した。この特性は，参照として，標準的な吸水剤である酸化バリウ

ムを用いた場合よりも優れた吸水能力を有していることが分かった。 

さらに吸着能力の温度対する効果を確認するために，DNA- CTMA 薄膜試料を真空チャンバー中で昇

温しながら，チャンバー内部に放出されるガス分析を行った。その結果を Fig.8 に示す。温度の上昇と共

に，様々なガスの放出が

観測され，特に 50℃以

上の加熱によって，水分，

水素，メタンの放出が顕

著に生じることがわかっ

た。また，炭化水素の放

出も見られ，DNA-CTAM

内部に取り込まれている

様々な分子が昇温によっ

て放出されることがわか

った。このことは，

DNA-CTMA 薄膜において，吸着されたガスが，化学吸着ではなく，物理吸着による弱い相互作用に基づ

くものであることを示唆している。

 
Fig.6:昇温脱離ガス分析装置 

Fig.7: DNA-CTMA 薄膜のガス吸着特性 
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さらに，このことを検証するために

DNA-CTMA 薄膜の熱分析を行った。Fig.9

に DNA-CTMA 薄膜の重量減少の温度依存

性を示す。50℃付近から緩やかな重量減少

が観測され，特に，220℃付近では，急激

な重量減少が観測された。50℃から 220℃

における緩やかな重量減少は，

DNA-CTMA に吸着したガスが再び脱離し

ているものと考えられる。また，220℃付

近における急激な重量減少は，測定後のサ

ンプルが茶褐色を示したことから，DNA 本体の分解が生じているものと考えられる。本研究では，さらに，

DNA-CTMA の乾燥条件，製膜条件等を検討して，ガスの脱着を抑制することを試みたが，50℃近傍から

の重量減少を抑制することは困難であった。 

 これらのガス吸着特性及び脱着特性から，DNA-CTMA 薄膜は室温においては優れた水分吸着能力を有

するものの，50℃以上においては，ガスの脱着が顕著に生じることがわかった。このことは，デバイスに

おける水分吸着剤としては，大きなマイナス点となることがわかった。 

 
Fig.8: DNA-CTMA 薄膜の吸着能力の温度対する効果 

 

 
Fig.9: DNA-CTMA 薄膜の熱分析（50℃から緩やかな

重量変化が見られ，230℃付近から急激な変化 
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③ 有機ＥＬ素子との複合化  

ＤＮＡの乾燥剤としての性能を評価するため，

Fig.10 に示す有機ＥＬデバイスの構築を行っ

た。デバイスは ITO 陽極/ホール輸送層(HTL)/

発光層(ETL)/LiF/Al 陰極の構造を用いた。本デ

バイスは，これまで有機ＥＬの標準デバイスと

して用いられてきた素子構成である。そのため，

耐久性に関するデータも豊富であることから本

デバイス構成を用いた。封止デバイスの作製は，

ITO 基板上に有機ＥＬデバイスを作製し，有機

ＥＬデバイスと背面に DNA-CTMA

乾燥剤付きガラスを向かい合わせて

設置した。本実験に用いた製膜装置

を Fig.11 に示す。有機ＥＬ製膜装

置はグローブボックスと連結してお

り，真空チャンバーで製膜した後，

グローブボックスへ搬送した。

DNA-CTMA 乾燥剤は DNA-CTMA

粉末（50mg）にメタノール（0.5ml）

を加え攪拌し，ジクロロエタン

（0.5ml）を加え完全に溶解させ，

その溶液（0.4ml）を基板に滴下し，キャストフィルムを作製した。その後、約 4 時間自然乾燥させ，減

圧乾燥（100℃，12 時間）を行った。この様にして準備した DNA-CTMA 薄膜をグローブボックス（酸素・

水分濃度 0.1ppm 以下）中にて，有機ＥＬ素子と貼り合わせ封止デバイスの作製を行った。貼り合わせは，

有機ＥＬ素子が形成されたデバイスと DNA-CTMA 薄膜が形成されたガラス基板を向かい合わせ，ＵＶ硬

化樹脂により，封止を行った。 

 

本実験では，封止の効果を判断するため，４種類のデバイスを準備した。 

i) （デバイスＡ）乾燥剤なしのデバイス 

ii) （デバイスＢ）市販酸化バリウム製乾燥剤を封入したデバイス 

 

Fig.10: 有機ＥＬデバイスの構造（乾燥剤との貼り

合わせを行い，ＵＶ硬化樹脂で封止） 

 
Fig.11: グローブボックス連結型製膜装置 
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iii) （デバイスＣ）DNA-CTMA 乾燥剤を封入したデバイス 

iv) （デバイスＤ）DNA-CTMA 粉末の乾燥剤を封入したデバイス 

これらの比較により，DNA-CTMA 乾燥剤の能力を検討した。 

デバイスを定電流密度（電流密度

=1mA/cm2）で連続駆動し，発光面

を顕微鏡で観察した。Fig.12 に耐空性

測定装置を示す。素子は，低電流で連

続駆動を行い，所定の時間ごとにデバ

イスを取り出し，ＥＬ発光面を観察し

た。デバイス内部に水分が存在する場

合，非発光点(dark spot)が徐々に成

長していく様子が見られる。一方，乾

燥剤によるＥＬデバイスの乾燥が十分

な場合，非発光点の成長は見られない。

（非発光点の成長は，金属陰極と有機層間の剥離が主な原因であることがわかっている。有機層と金属層

間には結合力が存在しないため，膜の欠陥を通して水分の進入が生じると有機層と金属層間の剥離が生じ

る。） 

Fig.13-16 に４種類の有機ＥＬデバイスの発光面の経時変化を示す。まず，乾燥剤を入れない素子につ

いて説明する(Fig.13)。図面内の左上には定電流下(J=10mA/cm2)で連続駆動した場合の駆動電圧（黒

線）と発光輝度（青線）の変化を表している。初期状態では，約 350cd/m2のＥＬ発光輝度を示し，駆動

電圧は 8.5V を示した。600 時間の連続駆動においても輝度の低下はわずかであり 10%以内の低下に留

まっている。また，電圧の上昇も 0.3V 程度に留まっており，高い耐久性のデバイスが実現されている。

Fig.13 は，このデバイスのＥＬ発光表面の顕微鏡観察結果も合わせて示している。測定は，ＥＬ発光して

いるデバイスを光学顕微鏡にて観察した。未駆動デバイスでは，非発光点はほとんど観測されないが，48

時間経過後から徐々に微細な非発光点の存在が観測された。そして非発光点は経時と共に徐々に成長し，

600 時間経過後では，発光面の５％に達した。一方，有機ＥＬ用乾燥剤を封入したデバイスＢ(Fig.14)で

は，600 時間経過後において，わずかに非発光点の存在が認められるものの，非発光点の発生・成長は抑

制できていることがわかる。 

これらの結果を参照デバイスとして，DNA-CTMA 乾燥剤の効果を検討した。その結果を Fig.15,16 に

示す。未駆動時においては３個の非発光点が観測されたが，これは基板である ITO の欠陥に基づくもので

 
Fig.12:有機ＥＬデバイス耐久性測定装置 
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ある。残念ながら経時と共に非発光点の発生と成長が認められ，DNA-CTMA 薄膜が乾燥剤としては十分

に機能していないことがわかった。また，DNA-CTMA 粉末をペレット状に固めたもの（表面積の拡大に

より吸着能力が拡大を期待した。）を乾燥剤としたデバイスＤにおいても 600 時間経過後顕著な非発光点

の発生が認められ，乾燥剤としての機能が果たせないことがわかった。 

Fig.2 の吸着特性に見られるように DNA-CTMA 薄膜は高い水分吸着能力が示されているも係わらず，

有機ＥＬの吸水剤としては十分な機能を発揮しないことがわかった。このことは，有機ＥＬデバイスが駆

動状態では，60～100℃の比較的高い温度に素子温度が上昇していることと関係していると考えられる。

この様な温度下では，Fig.3 に示したように DNA-CTMA 薄膜からは水分等の放出が見られ，乾燥剤とし

ては十分な機能を果たさないと考えられる。よって現状では，室温下での用途では乾燥剤としての可能性

は期待できるが，DNA-CTMA 薄膜を有機ＥＬ用乾燥剤として用いることは困難である。  
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Fig.13： （デバイスＡ）乾燥剤なしの有機ＥＬデバイスの発光特性と発光面の観察 

 

 

Fig.14： （デバイスＢ）酸化バリウム製乾燥剤を封入した有機ＥＬデバイスと発光面の観察 
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残念ながら駆動時間の上昇に伴い，非発光点(Dark spots)が著しく増大していく様子が見られた。これ

は DNA-CTMA 層が乾燥剤としては十分な機能を発揮していなことを示している。有機ＥＬ素子の場合，

極微量の水分が素子劣化に繋がることが報告されており，より吸着能力の高い材料探索が必要であること

がわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15: （デバイスＣ）DNA-CTMA 乾燥剤を封入した有機ＥＬデバイスと発光面の観察 

 

 

Fig.16: （デバイスＤ）DNA-CTMA 粉末の乾燥剤を封入した有機ＥＬデバイスと発光面の観察 
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今後の展開 

本研究では，DNA-CTMA 薄膜を有機ＥＬデバイスの乾燥剤としての応用を検討した。その結果，残念

ながら乾燥剤としての機能発現は困難であることがわかった。有機ＥＬ素子では，実駆動時でデバイスの

温度が 60~100℃に上昇するために，そのような環境下では，吸水能力が十分に発揮できないことがわか

った。吸着特性の測定結果から，室温下では，酸化バリウムを上回る吸着能力が確認されたが，50℃以上

の温度下においては水分やその他吸着ガスの顕著な放出が生じることがわかった。今後，DNA 薄膜を乾燥

剤として用いるためには，高温下での吸着特性の向上が必至である。そのためには，物理吸着サイトを減

少させ，化学吸着サイトを増大させることが必要であるが，分子構造が複雑であるため，各要素構造に分

解し，詳細な検討が必要である。 

 本研究によって，DNA 薄膜の乾燥剤としての応用は，現状では困難であることがわかった。しかしなが

ら DNA の機能材料化・商品化は重要な研究開発課題であり，本研究では，DNA の乾燥剤以外の用途につ

いて別途探索を行った。その結果，有機ＥＬデバイスにおけるホール輸送材料としての可能性があること

がわかった。DNA に電気が流れるのか否かを簡便に調べるために，まず，Fig. 17 に示すような有機 EL

で確立されたデバイス構造に DNA-CTMA 薄膜を挿入し，デバイスの特性から DNA の導電性について検

討を行った。有機 EL の素子構造は、ホール輸送層(HTL)，発光層(EML)，電子輸送層(ETL)から構成され

る。Fig. 17（右）は電流－電圧特性 (J-V) を，Fig. 17（左）は発光量子効率の電流密度依存性 (Q-J)

を示す。黒線が従来の有機 EL 材料を用いた参照デバイスであり，他の３つが DNA-CTMA をそれぞれ

 

Fig.17: DNA 薄膜を有機ＥＬデバイスの電子輸送層（青），ホール輸送層（赤），発光層（緑）に用

いた場合の発光特性。参照デバイス（黒）との比較から，DNA-CTAM 薄膜をホール輸送層として用

いた場合，高いＥＬ特性を示すことを見出した。 
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HTL(赤)，EML(緑)，ETL(青)に用いた場合の特性である。興味深いことに，いずれの層に用いた場合も

良好な J-V 特性を示し，DNA-CTMA 層は導電性があることがわかった。さらに，Q-J 特性においても

DNA-CTMA をホール輸送層に用いた場合は，従来の有機 EL 材料を用いた場合とほぼ同様な特性が得られ

ており，ホール輸送層として，優れた電気的・光学的な性質を有していることが確認された。また，直接

的に DNA-CTMA 薄膜における移動度の測定を行ったところ(Fig.18)，電子，ホール共に 10-5cm2/Vs 程

度の移動度が得られた。この結果は，明らかに DNA が導電性を保有していることを意味している。 

最後に今後の展開について述べる。今回の研究結果から，残念ながら有機ＥＬなどのへのDNAの吸水剤

としての応用は困難であることがわかった。室温での用途など限定された環境下では，今後，乾燥剤とし

ての利用は期待できる。また，本研究では，ＤＮＡが明確な電子伝導性を持っていることがわかった。今

後，DNAの導電性と水分との親和性を考慮し，水分センサーなどの新しい電子デバイス材料としての用途

を開拓できる可能性が十分ある。 
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Fig. 18: Time of flight 法による DMA-CTMA 薄膜の移動度測定 


