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 Broken-Symmetry (BS) density functional theory (DFT) calculations have been performed to eluci-
date electronic and spin structures of manganese oxides that minic the catalytic site of water spiliting  
reactions in the oxygen evolving complex (OEC) of the photosystem II (PS II). UB3LYP (DFT) calcula-
tions have indicated the triplet instability of the high-valent manganese-oxo bond Mn(V) = O, giving rise 
to the HOMO-LUMO mixing that brings about the significant metal diradical character (MDR) in gas 
and nonpolar phase: the MDR character is the first key concept in high-valent Mn oxides. However, the 
MDR property of Mn(V) = O decreases with participation of waters because of hydrogen binding inter-
action, entailing electrophilic character. This labile nature of the Mn-O bond is the second key concept 
for theoretical understanding of the chameleonic (biradical/electrophilic) reactivity for the oxygen- 
oxygen (O-O) bond formation at OEC of PSII. The artificial symmetric cubane struture Mn4O4 tends to 
undergo the homolytic (O··O) radical coupling reaction to form the O-O bond because of lack of ionicity 
(O+ –O) via symmetry breaking of cluster. On the other hand, the native CaMn4O5 cluster in the OEC of 
PSII is regarded as an unsymmetrical cluster formed by doping a Ca(II) ion to Mn4O5, exhibiting ionic 
reactivity that is enhanced by the participation of water molecules. Thus the nature seems to like a O-O 
bond formation, namely oxygen evolution, in a mild condition without formation of active oxygen radi-
cals. The broken-symmetry structure of CaMn4O5 plays a crucial role for introduction of heterogeneity 
(reduction of biradical character) at the transition structue of the O-O bond formation. Thus breaking of 
cluster symmetry by doping is the third key concept: namely conversion of Mn-oxide stone-like hard 
bond to soft (labile) bond by chemical doping of other ions such as Ca(II). Thus three concepts are 
emerged from theoretical calculations.

１．序　　論
　衆知のように生命が誕生した30億年以上まえには地
球大気に現在のように酸素濃度は高くなく、古生物は硫
化水素などを利用して炭酸ガスから栄養物を生産してい
た。この事実は現在でも酸素が存在すると生存出来ない
生物が嫌気性環境下で生き延びていることなどにより理
解可能である。一方，シアノバクテリアなど太陽エネル
ギーを利用して炭酸ガスと水からグルコースを生産し副

産物として酸素分子を生産する好気性細菌が出現する
と、地球上の酸素濃度も次第に上昇し現在の濃度に到達
した。1）しかし，最近では炭酸ガスと酸素濃度のバラン
スが崩れ温暖化の問題が発生している。このような地球
環境の変遷をみれば，酸素は本来的に生体には毒である
ことが理解されよう。例えば、窒素をアンモニアに変換
する還元酵素であるニトゲナーゼは極めて酸素に弱く数
分間で失活する。従って、この酵素を有する生物は空気
中の酸素からニトゲナーゼを隔離するシステムを持って
いる。本稿で考察するシアノバクテリアのなかには昼間
は太陽光を用いて酸素発生を行い、夜は窒素固定を行う
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り作り出したりする生物が地球上にみられるようになり
現在に繋がっている。2，3）

　太陽光を利用して水を酸化分解し、酸素分子を発生す
ると同時に、炭酸ガスを還元してグルコースに変換する
光合成システム（PSII）はその重要性から数多くの研究
がなされて来た。しかしPSIIの解明に不可欠のX線結晶
解析の分解能が2.9Åに留まっていたため、4，5）水分解反応
の触媒サイトであるOxygen Evolving Complex（OEC）
に存在するCaMn4O5クラスターの構造が確定しなく、
反応機構の議論も収束していなかった。しかし、PSIIの
構造に関して、昨年（2010年）の8月に岡山大学の沈教
授、大阪市大神谷教授のグループによりPSII系のX線結
晶解析が1.9Åの分解能で達成され、CaMn4O5クラス
ターとそれを取り巻く蛋白質場や水分子の姿が解明され
たことは画期的なことであった。6）残念ながら彼らの結
果は未だ印刷中なので2011年1月の時点では見る事は
出来ない。本年度の豊田研究報告は光合成システムに関
する諸問題を解明するための我々の理論計算と2010年
までの実験を纏める。この問題は数多くの階層に股がる
現象を含んでおり、複雑系の典型例とも言うべき様相を
しめしている。最近、理論化学の分野ではこれらの複雑
系の理論的解明を目的として多階層連結シミュレーショ
ン手法が開発されつつある。この方法は空間的にはミク
ロから始めてメゾ、マクロスケールの現象を各階層に連
結し、時間的にもフェムト秒からミリ秒までの現象を扱
えるように階層構造を持たした柔軟なシミュレーション
手法である。しかし、多階層連結シミュレーションとい
う考え方が最近の理論化学での成果であるので、まずこ
の手法を量子化学と連結することが大切である。特に、
電子状態レベルの問題を扱う方法として多配置参照
（MR）密度汎関数（DFT）法を、分子レベルの問題を
扱う手法として分子動力学法を考察し、その両者を連結
し酵素系の反応などを扱う手法として3階層連結シミュ
レーション法を開発した。7）本年度における光合成シス
テムの研究はその根源となる地球上における酸素発生の
歴史、特に光合成システムのにおけるマンガンクラス
ター（CaMn4O5）の構造解明の問題から始めて、種々の
人工モデル錯体の設計指針について考察する。

２．研究の背景
2.1	 多階層連結シミュレーション
　この節では、まずOECサイトに存在するCaMn4O5ク
ラスターの電子・スピン構造の解明に必要な多電子系の
取り扱い手法について概観しておく。マンガンイオンの
電子間には強いクーロン反撥相互作用が働いているの
で、この系の多電子系は本質的に多体問題になる。8）量
子化学理論では、多原子間の相互作用（電子相関と呼
ぶ）を静的相関部分と動的相関部分に分割する手法が採

ものまで見いだされている。我々人類を含めて好気性の
生物は酸素の毒性に対処する方法を獲得しているのみな
らず、酸素を積極的に利用して呼吸などのエネルギー代
謝を行う巧妙なシステムを構築している。1）

　このように光合成システムは複雑系の典型例である
ことより、まずは本年度研究報告会で述べたように自
然がどのようにそれを30億年以上かけて構築して来た
のかを学ぶことから始めた。衆知のように、光合成と
酸素呼吸の両方があるために、炭素は生命圏を循環し
生命と環境が維持されてきた。また、逆説的であるが
酸素を使わない反応（嫌気的反応）が好気的反応と同
じぐらい大きな役割をしていることも判明して来てい
る。最近の人類の膨大な資源や化石資源の利用は前述
のようにこのバランスを破壊しつあり、様々な問題を
引き起こしつつある。また稀少金属などが枯渇しつあ
りその代わりに他の金属が使用可能ではないかという
視点から元素戦略も話題になっている。現在の地球上
では炭素、窒素、硫黄、鉄、マンガンなどの元素の循
環は相互に絡み合って複雑システムを形成している。
生物には蛋白質などの分子を構成するために窒素が固
定化される必要があるが、その反応は生体系では鉄硫
黄クラスターを含むニトゲナーゼ酵素を持つ原核生物
のみが行うことが出来る（人工系ではハーバーボシュ
反応が其れに相当）。このように地球環境では原核生
物の代謝が生態系の基本的回路を形成している。1）我々
人類を含めて動植物がこれらの循環系に従って進化し
てきたわけであるから、我々は人工的に種々の試みを
すると同時に自然の仕組みを謙虚に学ぶことも大切で
あると思われる。
　現在の生物学の進展はリボゾームに見つかるRNAの
塩基配列を比較することにより生命の系統樹を明らかに
することを可能にしている。1）ここでリポゾームとは細
胞内にあって蛋白質が作られる部位のことを言う。それ
によれば、生物は細菌、古細菌、真核生物に大別され
る。これら生命の系統樹は見方をかえれば地球環境の変
遷の歴史でもある。例えば超高熱菌の生存場所から、原
始地球の状況が推測出来る。さらに、北極海にあるス
ピッツベルゲン島にある6─8億年前に形成された堆積岩
のなかには光合成細菌の一種であるシアノバクテリアの
化石などが見つかるが、其の化石からシアノバクテリア
は当時熱帯から亜熱帯の海の干潟に生息していたことま
で分かるという。そして、初期の海洋で酸素発生生物と
して地球環境を改造していったと考えられている。ま
た、カナダオンタリオ州にあるガンフリント層群の
チャートには20億年近く前の鉄分の豊富な海に住んで
いた細菌の化石が残っている。従って、地球が誕生して
から20億年以上たってから酸素が海面付近に広がり、
酸素革命がおこったようである。その後は酸素を使った
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用されて来た。前者は相互作用が長距離におよぶことよ
り、長距離相関ともまた強い電子相関（強電子相関）と
も呼ばれる。一方、後者は相互作用が短距離的であるの
で、短距離相関、あるいは弱い電子相関（弱電子相関）
と称される。マンガン酸化物系は混合原子価系であるこ
とから、DFT法の欠点が顕在化し易い系であるので其の
理論的取り扱いには注意を要する。

	 	 【１】

　多体問題を取り扱う常套手段としては、まず、多電子
相互作用を平均化して一体問題に還元する平均場（1体）
近似が採用される。量子化学ではHartree-Fock（HF）
分子軌道（MO）法がその代表例である。HFMO法で
は、前述の強電子相関系に対するMOはその強い電子相
関を避けるために多かれ少なかれ変形（例えば局在化）
する傾向を示す。例えば、閉殻分子軌道（φ(α) ≡ φ(β)）
が異なるスピン間の反撥を避けるように変形すると
（ψ(α) ≠ ψ(β)）、異なるサイトに異なるスピンが出現し、
あたかもスピン密度の波（↑↓↑↓･･･）が形成されたよ
うな状態が新しく得られる。この場合のHF MO解を物
理系の人達はspin density wave（SDW）状態と呼び、
スピン密度を長距離秩序形成のための秩序変数と見な
す。一方、化学系の人達は、本来スピン密度がいたると
ころで零であるべき一重項状態においても上向き（↑）
および下向き（↓）スピン密度が出て来るので、SDW解
のことをBroken（Spin）Symmetry（BS）解と呼ぶ場合
が多い。BS解は化学の分野のビラジカル（↑･･↓）やポ
リラジカル（↑･↓・↑・↓････）状態に相当している。し
かし、電子相関の視点からはSDW解あるいはBS解は
平均場近似の範囲内で長距離相関（強相関相互作用）を
取り込んでいるが、動的（短距離）相関の部分は残留す
ることになり、ラジカル反応の活性化エネルギーなどの
定量的計算にはその効果を考慮する必要がある。
　次に、電子相関を平均場近似の近似を超えて取り扱う
ことを考えよう。そのためには、まず、平均場近似での
一電子軌道の変形により取り込まれた静的相関に関与し
ている分子軌道を選別することから始めよう。BS計算
はスピン分極する軌道の種類と数に制限を課さないので
自動的に静的相関部分を識別する。しかし、BS解のま
までは識別が困難なので、BS解より得られる一次密度
行列を対角化して、新しく静的電子相関効果により再構
成（renormalized）を受けた分子軌道を求める。これを
自然軌道解析と言い、得られたMOを新しく自然軌道
（natural orbital；NO）と呼ぶ。この解析のメリットは、
NOの占有数（ni）が得られることで、その大きさから静

的相関に関与している軌道の目安が得られることであ
る。強相関電子系は安定閉殻系のように結合性軌道に2

個入っているのではなく、対応する反結合性軌道にもし
みだしていることが特徴であり、その結果、niの値は0 < 
ni < 2を取ることになる。この軌道群のことをcomplete 

active orbitals space（CAS）と言う。化学的にはCASは
Labile（あるいは柔らかい）化学結合の記述に用いられ
る。一方、弱相関電子系は結合性軌道（あるいは非結合
性軌道）に殆ど留まるのでその占有数はni≅2である。
これらの軌道を閉殻軌道というが、化学的には固い化学
結合に対応する場合が多い。また、電子が殆ど占有して
いない軌道（ni≅0）を空軌道と言う。このように、多電
子系の分子軌道は占有数（ni）を用いて3グループに分類
出来る。我々はすでに各種マンガン酸化物や鉄・イオウ
クラスターのBS DFT（密度汎関数）計算を実行し、そ
の対角化により自然軌道と占有数（ni）を求めている（図
1─3参照）。7，8）

　CAS軌道群に分類される電子は強く相関しているの
で、ここでは完全配置間相互作用（full CI）を行い、強
相関効果を取り込むことを考える。この手法をCAS-CI

法と言う。CAS CI法で使用するNOを特定する場合は
（UHF NO = UNO，DFT NO = DNO, etc.）と明記し、例
えば、CAS-CI（UNO）と表現する。一方、使用するNO

図１	 電子相関の分類に立脚する密度汎関数法（DFT）の分類
 （Ａ）強相関電子系、（Ｂ）弱相関電子系
 （Ｃ）分子力学（古典系）

図２　密度汎関数（DFT）法に基づくに励起エネルギー計算法
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もくり返し計算で最適化する場合にはCAS-SCF法と言
う。この場合には、試行（出発）計算に設定したNOに
は依存せず最適解が求まることになる。CAS-CI（SCF）
計算は平均場近似を超える取り扱いの典型例であるが、
それでもなおCAS空間での電子相関を完全に取り込ん
でいるにすぎないので、残りの動的電子相関を考慮する
必要がある。閉殻系に残余している動的相関を取り込む
手法には、変分法（CI法）、摂動法（MP2, PT2）、結合
クラスター（CC）法などがある。従って、これらの計
算の出発点（参照関数）の取り方に依存して、MR CI、
MR MP2、CASPT2、MRCC、CAS CCなどの手法が
得られることになる。ここで、MRは多配置参照（Multi-

reference）の略であり、強相関電子系を多配置（CAS

はその中で完全なものを言う）で表現していることを示
している。本年度の発表論文のリストにあるように、
我々はBS法とこれらMR法を有機ビラジカル系に適用
した結果を詳細に比較した。上記のCAS空間の選択法
では最小限のMR空間を選択しているので、CC法で動
的相関を取り込む必要があり、一方PT2法レベルでそれ
を取り込む場合は逆にMR空間を十分大きくとる必要が
あることが判明した。しかし、これらのMR的手法は比
較的小さい分子系の高精度計算に適しているが、本研究
で対象とする生体系などの巨大系には適応が現在のとこ
ろ困難であり、より簡便な手法を必要とする。9）

　すでに生体系などの半定量的計算には、前述のBS HF 

MO計算のかわりに本研究のテーマである「対称性の破
れの方法」の一種であるBroken Symmetr（BS）Kohn-

Sham（KS）密度汎関数（DFT）法が数多く使われてい
る。この場合には、動的相関効果はDFT法における相
関汎関数で取り込まれることになる。しかし、BS KS 

DFT法では静的相関部分はKS軌道のBroken Symmetry

（BS）変形で取り込まざるをえないので、BS HF MO

法と同様の空間およびスピン対称性の破れた分子軌道
（MO）を与える。従って、BS法ではHF法とDFT法の
ハイブリッドも可能であり、Hybrid DFT（HDFT）と呼
ばれている。さらに、BS DFT法の近似を進めた方法
に、参照関数を多配置（MR）あるいはCASに設定した
DFT法がある。この場合をそれぞれMR DFT、CAS-

DFTと言う（図1）。
　以上の結果から、マンガン酸化物クラスターのように
生体内の多核遷移金属錯体の取り扱いでは、図1および
3に示すように、電子相関にもとづいた電子系の分割法
を構築するのが有効であることがわかる。即ち、強電子
相関系（A）にはCAS-DFT, MR-DFTあるいはサイズが
大きくてやむを得ない場合には（AP）BS-DFTを適応
し、配位子、アミノ酸などの閉殻系には閉殻（restrict-

ed；R）DFT（RDFT）法を適応し、さらには、周辺タン
パク質骨格には分子力学（MM）法を使用するシミュ
レーションシステムである。このシステムは少なくとも
光励起を含まない基底状態には有効であると言える。ま
た、我々の3階層的手法は諸熊らのONIOMの考え方と
は異なり、あくまで電子相関による階層の分化であるこ
とに注意されたい（図3参照）。ONIOM法では計算精度
により分子系を分割し、高精度計算には部分系を、低精
度計算には全体系を、というサイズの大きさが分割の基
準に使用されている。
　光合成系のように光エネルギーが利用出来る場合に
は、CASから空軌道への電子励起あるいは閉殻軌道か
ら空軌道への電子励起あるいは閉殻軌道から空軌道への
電子励起も可能になってくる。これらの電子励起の中で
も一電子励起（single excitation；S）のみを考慮するCI

法をMRS-CIと言う。従って、MRS-CIを参照関数に取
り、残余電子相関をDFT法で取り込む手法をMRS-CI 

DFT（あるいはMRS-DFT）と言う。従って、MRS-

DFT法は、エネルギーレベルの計算にのみに限定すれ
ば、time-dependent（TD）MR DFT法（TD MR-DFT）、
線 形 応 答（inear response；LR）MR DFT法（LS MR 

DFT）や時間依存エネルギー勾配法（QEDM NR-DFT）
に相当している。図2に概念図を示した。9）我々はこれ
らの計算法を光合成アンテナ系の理論計算に適用してい
るが詳細はここでは省略する。
2.2	 光合成反応中心の構造と機能発現
　始めに述べたように原始地球は嫌気性であった。1─3）現
在でも太陽光のとどかない海底で熱水の噴出するチム
ニー（煙突状の岩石塊）とその周りには豊富な生物集団
が存在する。熱水中には、ケイ酸、硫化水素、水素、鉄
イオンやマンガンイオンが豊富であり、その温度は
350℃にもなるが、圧力が高いために沸騰はしない。光
合成マンガンクラスターのキュバン構造とhollanditeと

図３ 3階層シミュレーションシステム
 （ i） （Ａ）強相関電子系QM計算
 （ii） （Ａ）に加えて（Ｂ）弱相関電子系の計算、（Ｃ）残りのMM

 部分
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いう鉱物［Mn4CaO93H2O］の構造類似性や鉄・イオウ
4Fe4S錯体のキュバン構造とgreigite［FeS4］［SFeS］2の
構造類似性が海水へのこれらの鉱物の溶解との関係で注
目されてる。海底熱水地帯に見つかった大量の生物は、
これら熱水中に含まれる還元型物質に依存する生態系で
あることがわかっている。実際、O2を電子受容体とし
なくても良い細菌が見出される。このように、原始地球
環境の研究は現在では極限環境下での化学反応研究の対
象になると言えよう。従って、地球の40億年の歴史の中
で酸素濃度がどのように変化してきたかがキィーポイン
トであることがわかる。2，3）当時はO2濃度が低かったと
すれば、熱水噴出口近くに生きている硫黄細菌が次の反
応でATPを生成していることは注目に値する。例えば
タングテン化合物を触媒として蟻酸を生成している。

H2S → S + 2H+ + 2e–  (1a)

CO2 + 2H2S → (CH2O) + 2S + H2O (1b)

原始細胞はこの反応に目をつけたと考えることも可能で
ある。現在でも紅色硫黄細菌や紅色無硫黄細菌などの光
合成細菌はO2の発生をともなわない光合成を行ってい
る。一方、シアノバクテリアの先祖は、H2Sのかわりに
H2Oを光分解してCO2の固定化やATPの合成能力を獲得
した。しかし、この過程で生成したO2分子は猛毒であ
り、それまで繁栄していた嫌気性細菌類は大量に絶滅し
たと考えられている。10）しかし、一方ではO2を積極的に
利用する酸素呼吸という手段を獲得した生物も生まれた。
好気性細菌の出現である。このように、現在では重油を
生産する藻までもが知られており環境と生物の関係は相
当奥が深く今後ますます研究が行われるものと思われる。
　1970年代以後、真核細胞は原核細胞から生じたこと
が明確になってきた。1）さらに、真核細胞はひとつの細
胞の中に別の細胞が入り込んで細胞内共生により生まれ
たという「共生説」も確立した。植物細胞の中にある葉
緑体の祖先は酸素発生型光合成細菌、つまり、シアノバ
クテリアであると考えられている。1，10）ミトコンドリア
と葉緑体には核とは別にDNAが含まれていることが共
生説の根拠の1つである。しかし、葉緑体独自のゲノム
DNAはシアノバクテリアに比較してその10分の1でし
かない。光合成機能を支えるタンパク質の大部分は核ゲ
ノムにある遺伝子によりコードされている。もともとシ
アノバクテリアが保有した遺伝子が核ゲノムに転位した
と考えられている。現在では、図4に示すように共生説
は数多くの実験事実により支持されている。面白いこと
に、パートナーが互いに異質であればある程共生が安定
に維持されることもわかって来た。例えば、ミトコンド
リアの持つ好気性代謝経路は好気性真正細菌（共生者）
が嫌気性のホスト細胞（宿主）に取り込まれたと思われ
るのである。ミトコンドリアは、真核細胞に存在する細

胞器官でクエン酸回路などの呼吸基質から引き抜いた高
エネルギー電子を降位させることによりATPを合成し、
最終的にはO2をH2Oに還元する。ミトコンドリアには
外側の膜（外膜）とその内側に6─8 nmへだてて内膜が
ある。この内外の膜に囲まれた部分を膜間腔という。一
方、内膜で囲まれた内腔はマトリックスとよばれるが、
クエン酸回路反応はこのなかで進行する。ミッチェルに
よれば、ミトコンドリアでは内膜から水素イオンが電子
伝達系により膜腔間にくみ出され、濃度の高くなった水
素イオンが内膜をへてマトリックスに流入するさいに
ATPが生成される。水流による発電と同じように水素イ
オンの流れによりATPが生成されと考えられる。1─3，10）

　このように生体エネルギー論には光合成システムが深
く関与している。まず、光合成システムの歴史的形成課
程をたどりながらそのシステム構造と機能発現について
考察する。図4に示すように光合成生物は、反応の結果
生じる副産物に着目して、「酸素発生型光合成生物」と
「酸素非発生型光合成生物」に大別される。後者は歴史
的には光合成細菌と呼ばれて来たが、緑色硫黄細菌やヘ
リオバクテリアなどのⅠ型と紅色細菌、緑色系状細菌な
どのⅡ型に分類される。一方、前者はシアノバクテリア

図４ 光合成系の起源およびシアノバクテリアとの共生による葉緑
体の形成
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などの原核緑藻などの原核生物と陸上植物に代表される
真核生物に分類される。これらの特徴は、光合成系PSI

とPSIIの直列系を持ち、H2Oも酸化出来る強い酸化力を
示すことであり、Zスキームと呼ばれる。
　最近光合成系の反応を人工系で実現する試みが盛んで
ある。人工光合成系の構築（20世紀のハーバーボシュ
反応に対比される21世紀の課題である）においてはエ
ネルギー媒体を何に選択するかが大問題であるが、細胞
ではエネルギー通貨としてもっぱらATPを用いている。
しかし、エネルギー通貨という視点のみならば他の物質
も代謝プロセスで生成されるが、生物系ではATPが化
学エネルギーを保存するために化学的に安定であり、か
つ安全にエネルギー移動が可能という性質のために進化
的に打ち勝ったと考えられている。最近、リン系化合物
のかわりにヒソ系化合物を用いる生物系の報告があった
がどうも間違いであるようである。
2.3	 水の電気分解とマンガン酸化物のEº値
　さて、図1─3に示した量子化学計算のように量子力学
や統計力学に立脚する反応論に進む前に、マンガン系の
化合物による水の分解反応に関する電気化学を考える。11）

水の電気分解の場合に実際起こる電極反応は、

アノード：H2O → 2H+ + 1/2O2 + 2e– (2a)

カソード：2H+ + 2e– → H2 (2b)

である。水のEº（OX/R）、即ち4H+ + O2 + 4e– = 2H2Oプ
ロセスの標準電位は1.23Vであるが、実際には純水の場
合5Vまで電圧をかけても電流は流れない。従って、電気
分解にあたっては電解質を入れて反応を促進させること
が必要である。例えば、酸化電流（アノード電流）、すな
わち酸素発生に伴う電流は、酸性では1.4Vで出始める
のに対して、アルカリ性の液では0.6Vでも出始める。但
し、対応するカソード電圧（H2発生に相当）はそれぞれ
─0.2V，─1.0Vであるので水の電解に必要な電圧はpHに
関係なく1.6V（1.23より少し大きい）である。光合成サ
イトでは、電極電位のかわりにマンガン酸化物クラス
ターが水の分解反応を行っている。低原子価Mn金属の
Eº（Mn（II）／Mn）値は─1.18（V）であり大変酸化されやす
い物質であり、水の分解能力はない。一方、マンガンイ
オンの酸化数が上昇するにつれて酸化力は増大する。下
記にマンガン酸化物の価数変動に伴うEº値を示す。

Mn(III)2O3 + 3H2O + 2e– = 2Mn(II)OH2 + 2OH Eº = –0.25

Mn(VII)O4
–(aq) + e– = Mn(VI) O4

2–(aq) Eº = 0.56

Mn(VII)O4
– + 2H2O + 3e– = Mn(IV)O2 + 4OH– Eº = 0.60 

(3)
Mn(III) + e– = Mn(II)  Eº = 1.51

Mn(VII)O4
– + 4H+ + 3e– = Mn(IV)O2 + 2H2O Eº = 1.70

Cl2 + 2e– = 2Cl– Eº = 1.36

最後の塩素イオンのEºは、光合成サイトの酸素発生サイ

トに2個のCl─イオンが存在するのでそのEº値も示した。
上記の式より、Mnサイトが0価からⅦ価にまで変動す
るにつれて水から電子を引き抜く酸化力が増大すること
がわかる。光合成サイトに存在するマンガンクラスター
の酸化数は最大Ⅴ価あるいはⅣ価と考えられているの
で、酸化力を増大しかつ触媒サイクルとしての機能発現
のために自然は4個のMnの共同効果が可能なクラス
ター構造を利用していると考えられる。最近、遷移金属
錯体のEº値の量子化学計算が行われるようになったが、
酸化還元電位の第一原理計算は溶媒和自由エネルギーの
見積もりがネックになっている。
　マンガン錯体を人工的酸素発生サイトに使用する研究
は世界中の研究者により精力的に実行されている。現在
多くの実例では白金電極が使用されているが、元素戦略
的にはより廉価な金属の使用が望ましい。其の点では
鉄、銅などが利用できれば良いが、自然はマンガンを選
択している。しかし、マンガン酸化物は取り扱いが困難
であり、人工系ではRuなどの第二周期遷移金属が使用
されている。生体系の理論計算が新しい人工系の設計指
針に役立てば幸いである。
2.4	 光合成サイトマンガンクラスター
　光合成Ⅱシステムに連結する水からの酸素発生サイト
にはMn 4個から構成されている酸化物クラスターが存
在し、その他にCaイオンも存在していることがわかっ
ている（CaMn4O5と書く）が、そのX線結晶構造解析
は不完全であった。2004年の時点でFereiraらによる
キュバン型クラスターのX線構造が発表され基本構造が
決定されたかに思われたが、4）反論もあり完全に構造が
決定されたとは言いがたい面があった。何よりも水の分
解反応であるから、配位水の存在や位置が重要でもある
にもかかわらず全く見えていなかった。そして遂に、
2010年になってクラスター構造が沈─神谷グループに
より1.9Aの分解能で解明され2000個以上の水が見えた
わけである。6）水分解反応は図5に示すようにKokサイ
クルと呼ばれる5段階のステップから構成され、4個の
photonの吸収と連動してMnクラスターの一電子酸化反

図５　太陽光による水分解過程（Kokサイクル）（文献27から引用）
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応が4回進行し、結果的に以下の反応が完結する。12，13）

2H2O → 4H+ + 4e– + O2  (4)

1回の吸収で1電子伝達が起きているので、クロロフィ
ル二量体とMnクラスター部を連結しているチロシンラ
ジカル部分（Yz･）でも一電子移動がカップルしてい
る。Mnクラスターが四電子酸化を受けたKokサイクル
のS4状態は式（4）の反応を進行させるだけの酸化力を
獲得していると言える。現在問題となっているのは、
H2Oを酸化する場合のMn活性点の構造と電子状態がど
のようなものであるかという点である。すでに数多くの
理論的計算が実行されているが、下図に示すように、
（A）活性点を一核のマンガンオキソ部分（M=O）（図6

の1）と考える場合と、（B）二核のマンガンμオキソ部
分（MnO2Mn）（図6の3）と考える場合に大別される。

	 	 【２】

（C）の場合は（B）が解裂して（A）のサイトが生成した
とも考えられる。現在までのSiegbahnら 14）を先頭に行

われた理論計算の結果は、Mnイオンが高原子価になる
と酸素原子部分のラジカル性（オキシルO─ラジカル性）
が顕著になり、ラジカル型の酸素─酸素結合生成が起こ
るというシナリオで理解出来る。
　遷移金属オキソ種（Mn（V）=O）は通常の分子軌道計
算ではMn酸素間の3重結合の形成が予想されることよ
り大変安定であり、有機化学との対応では一酸化炭素
（CO）の3重結合と等電子的である。実際コリンズ錯体
といわれるMn-O結合距離の短い（1.55A）安定Mnオキ
ソ錯体が知られている。しかし、この錯体の反応性は低
い。一方、Mn-O結合距離の長い（1.70A以上）のMn=O 

bondではHOMO-LUMOギャップが小さくなり、三重
項型不安定性も顕著になりHOMO-LUMO混合が起こ
り（21年度豊田報告参照）、生成した対称性の破れた軌
道はMnおよび酸素サイトにそれぞれ局在化するように
なり、化学的にはメタルビラジカル（M

・
n ━ O

・）の
性質が増大する。高原子価Mn（V）=O結合の3重項不安
定性とビラジカル性という視点の重要性は、すでに
1986年の論文で我々も指摘した通りであるが光合成サ
イトの反応性を考える場合にも有効である（例えば、
Mn=OのC=C2重結合へのラジカル付加）。15，16）

　しかしながら、水の分解が他の水分子の存在下で進行
していることを考慮すれば、ラジカル機構よりはイオン
機構で進行している可能性も否定出来ない。即ち、

図６　光合成マンガンクラスターの骨格構造
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Mn=OあるいはMn2O2のO原子部分の親電子反応性
（SE2）を重要視する立場である。この点を検討する為に
我々のグループでも種々のモデル系での計算を実行した
結果、17）図7に示すように水分子の関与によりMn（V）= 

O結合のラジカル性が顕著に減少することがわかった。
一方、実験的にも種々のグループがマンガン錯体モデル
を合成し、その反応機構を検討した結果、ラジカル /親
電子反応性の両方の可能性が見いだされている。従っ
て。理論的にはジラジカル性を定量的に評価する必要が
でてくる。15，16）今後、生体系、モデル系のさらなる実験
的、理論的研究が進展し、Mnクラスターによる水の分
解プロセスの全容が解明されるものと思われる。次節で
は今後の研究のために酸素発生マンガンクラスターの研
究の歴史について述べる。

３．酸素発生マンガンクラスターの	
３．構造と反応性

3.1	 クラスター構造に関する歴史的考察
　水の光エネルギーによる酸素と水素への分解反応は本
田─藤島効果18）で代表されるように学術的にもまた現在
のエネルギー問題との関連でも極めて重要なテーマであ
る。しかしながら、生体系における酸素発生サイトの全
貌はいまだに見えてきていない。そこで、光合成マンガ
ンクラスターのクラスター構造に関する総説から始め
る。初期の頃の酸素発生Mnクラスターの研究について
はChristouとVincentによる総説がある。19）そこでは図6

にその一部を示したように直線型、ベント型、および
di-μ-oxo型マンガン酸化物、tri μ-oxoマンガン二核錯体
のMn-Mn距離と4核錯体の構造が示されている。X線
構造解析が成功していない時期には、EXAFSなどから

これらのクラスターの構造が推定された。2009年まで
に生体内酸素発生サイトマンガンクラスターの構造とし
て提案されている構造のなかでも、図6の8, 9が特に注
目されてきている。これらの構造はそれぞれ、ロンドン
型（FerreiraらのX線構造解析の結果）、4）ベルリン型構
造（LollらのX線構造解析の結果）5）と呼ばれている。こ
れらの構造はキュバン構造を含むのが特徴である。一
方、EXAFSの実験より提案されたキュバン構造が開裂
しているバークレイ型のモデルと称される構造20）も大変
注目を集めてきたが、昨年発表されたX線結晶構造 6）は
むしろ8, 9の構造特性を合わせ持つ別のベルリン型構造
（DauのEXAFSより提案された構造）21）に近いようで
ある。したがって、23年度には光合成サイトにある
CaMn4O5クラスターの研究が急速に進展することが予
想される。
3.2	 酸素発生のメカニズム
　初期の頃に提案された酸素発生マンガンクラスターで
の反応機構が推定されている。Brudvigらはキュバン型
（図6の7）およびアダマンタン型の4核錯体構造を考え、
酸素分子は後者の構造が前者の構造に変形するところで
発生するメカニズムを提案している。22）一方、Vincentと
Christouはキュバン型構造から酸素分子が抜けてバタフ
ライ型4核錯体が生成するモデルを提案している。19）実
際に、後述するように、Dismukesのグループはこの形式
の反応を示す錯体を実現している。23）さらに、Christouら
はキュバン型4核錯体のμ-oxoが水と反応して、μ- 

peroxo型結合が生成し、その後O2が脱離する機構も提
案している。これらの初期の提案にはキュバン型錯体
（図6の7）が基本骨格として仮定されている。次のス
テップは、Yachandra、Sauer、Klein（YSK）らのバーク
レーのグループのEXAFS、ESRなど種々の分光学的研
究に立脚する反応機構の提案である。彼らの提案では、
2核錯体（図6の3）がμ-oxoで連結されたdimer of dimer

構造が仮定されている。彼らの提案の基本的に重要であ
る点は、マンガンクラスターが光電子移動により酸化さ
れていくと、図5のKokサイクルでのS3ステップでμ- 

oxoの酸素が酸素ラジカルの性質を持ち、さらに、もう一
電子酸化されS4ステップに入るともう一つのμ-oxoの酸
素も酸素ラジカルとなり、酸素ビラジカルの再結合によ
りO-O結合が生成し、その後O2が脱離するという電子
状態に関する問題を指摘したことであるように思える。20）

この提案の重要性は、最近の銅二核錯体で酸素分子が取
り込まれ、O-O結合の解裂が生じ、di μ-oxo錯体が生成
する反応が思い出されていることとも関連する。YSK

の提案は、丁度このプロセスと逆の反応が進行している
ことを指摘したことになる。最近、Yachandraらは彼ら
のラジカル機構をキュバン型に近い4核錯体に展開して
いる。MnOMn結合（図6の2）のμ-oxoに酸素ラジカル

図７ Mn（V）=O結合のビラジカル（MDR）と環境因子（温度や水
の配位など）による変動（文献28）



 化学反応における対称性の破れの理論（３）─光合成マンガンクラスターの構造と電子状態─ 45

性を仮定する点では彼らの以前の考えと同じである。
　一方、Babcockらの提案は前述のdimer of dimerの構
造を仮定しているが、24）水分子がマンガンサイトに配位
して、その結果脱プロトン（水素）化が実現し、O2分子
が発生するという考え方である。さらにタイロシンの
フェノキシ部分（YZ）も初期の水からMn=O結合が生成
する段階で関与すると考えている。彼らの提案では、
Mn=O結合が生成し、MnOOMn結合が形成され、O2発
生に至ることを指摘しており、これまでの提案とは異
なっている。さらに、Pecoraroらの提案はdimer of dimer

型の骨格は仮定しているが、YZ部分のみならずClイオ
ンとCaイオンが反応に関与する点でBabcockらの提案
とは異なっている。彼らの機構では、Mn=Oが生成する
点は同じであるが、Mn=OがCaイオンに配位したハイ
ドロキシドアニオンと反応し、ハイドロペルオキシドが
生成し、その後O2が発生すると考えている。25）従って、
Pecoraroらの提案はロンドン構造の決定者である岩田─
バーバーの提案にも受け継がれている。4）一方、最近の
Dauらによる提案では、Mn=O結合が生成し、Mn di 

μ-oxoの部分との水素移動反応とカップリングしてO2の
生成に進むやや複雑なプロセスが考えられている。21）以
上のように、これらの反応機構は、酸素─酸素結合生成
プロセスではMn=O結合が生成し、反応に関与している
点では共通している。さらに、高原子価Mn=O結合の不
安定性に起因するラジカル性14，15）が陰にあるいは陽に仮
定されている。
　2004年になり、光合成酸素発生サイトのX-ray結晶構
造（ロンドン構造）がFerreiraにより発表されたので、そ
れと関係した反応機構の提案もなされている。Messinger

らはMn3O3CaOH型のキュバン構造（図6の8）を仮定し、
残りのもう一つのMnイオンはμ-oxo結合でキュバン内
のMnイオンと連結していると仮定している。26）キュバ
ン外のMnイオンに水がS2ステップで配位し、S3ステッ
プでそのH+イオンが脱離してOHアニオンが生成し、そ
の後キュバン内の酸素アニオンと反応してO O結合がS4

ステップで生成し、S4ステップからS0ステップに至る
点でO2が発生する考えている。BrudrigらはFerreiraら
のX-ray構造を仮定し、キュバン外のMnイオンが 

Mn（V）=Oを生成し、その酸素サイトがもう一つの水の
lone pairを求電子攻撃し、その後O2発生に至る機構を
提案している。27）Brudrigらの機構は、Mn=O結合の求
電子反応性を仮定している点で従来のラジカル性を仮定
し、水素ラジカル引き抜きを考えるモデルとは明らかに
異なっている。Brudrigのモデルは我々の量子化学計算
に基づくモデルと良く一致している（後述）。28）以上の
ように、水からの酸素発生に関してはラジカル機構とイ
オン機構の両方が提案されており、その詳細な反応機構
の確定は今後の研究に待つところが多いように思われ

る。特に、沈─神谷グループの最新の実験で数多くの水
の存在が見えたことは反応機構を考える上でもまた新た
に温和な条件で酸素を発生する人工系を探索する上でも
大変重要となるであろう。
3.3	 ラジカル機構とYZの役割
　光合成酸素発生サイトにおいて、マンガンクラスター
に近いタイロシンのフェノール基（YZ）はP680カチオ
ンへの電子供与体と考えられてきた。しかし、YZの役
割はそれだけではなくYZ・ラジカルが水からH原子を引
き抜くという考え方がBabcockにより提案され注目され
て来た。23）彼の考え方では、金属ラジカルが関与する反
応では共通する原理であるという。即ち、ガラクドーズ
オキシデース、リボヌクレチドレダクターゼ、プロスタ
グランディンシンセターゼなどO2が関与して活性酸素
種が生成する反応に共通する機構であると考える。例え
ば、酸素種がアミノ酸からHラジカルを引き抜き、生成
したラジカルが基質からHラジカルを引き抜くというプ
ロセスである。PSIIでは、P680+がYZから電子とプロト
ンを引き抜きYZ・を生成し、それがH2OからHラジカル
を引き抜くと考える。この仮定が正しいかどうかは、ま
ず熱力学的考察が必要である。何故なら、水のOH結合
の解離エネルギーは119 kcal/molであり、OHラジカル
のそれは102 kcal/molであるのに、タイロシンのO H結
合は87 kcal/molにすぎないからである。従って、この
機構ではMnサイトの関与が必要不可欠であり、実際、
Mnイオンへの水の配位により、そのO-H結合の解離エ
ネルギーは77─87 kcal/molに低下するものと考えられ
ている。例えば、YZ・への電子移動が起こり、Y─からの
プロトン引き抜きが中間に関与すれば、pKaに依存する
が、水分解は可能となる（ここでYZはYZH構造を意味
する）。

YZ・ + e– ↔ YZ
–  (3a)

1/2 H2O + YZ
– ↔ 1/4 O2 + YZ + e– (3b)

1/2 H2O + YZ・ ↔  1/4 O2 + YZ (3c)

マンガン2核錯体のpKa値から判断して、H+の放出には
異常に高pKa値が必要であることがわかっている。しか
し、Mnイオンの価数が大きくなるにつれてその値は低
下し、酸性度が増加する。さらに、電荷密度が同じでも
架橋オキソ種の方が端のオキソ種より塩基性が高いこと
分かっている。従って、図5に示したKokサイクルの最
初のS0状態でpKa値から判断してOHアニオンでなく
H2Oが配位しているものと考えられる。
　RuffingerとDismukesはMnオキソ種によるHラジカ
ル引き抜きあるいはプロトン（H+）─電子結合反応機構に
ついて考察している。29）例えばトルエンと過マンガン酸
カリの反応を非極性溶媒で行うと、水素ラジカル（H・）
引き抜きが優先することがわかっている。この場合には
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C-H結合の解離エネルギーとH-O結合エネルギー差
（ΔΔHº）が反応の活性化エネルギーとよく相関すること
がわかっている。一方、非極性溶媒条件を、反応系に水
を多量に加えることにより極性に変化させると、ラジカ
ル機構からイオン機構（ハイドライドトランスファー）
に変化することが結論された。そこで、彼らはYZ・ラジ
カルによる水素引き抜き反応に対しても同様の考察をし
ている。まず、チロシルラジカルの還元ポテンシャル
（Eº）は標準条件で0.94Vであり、この値を使用してフェ
ノール基のOH結合エネルギーを計算すると90 kcal/mol

になり他の方法より求めた値と一致した。これらの考察
より、pKaの大きい（塩基性）のオキソ種からのH atom

移動速度が小さく、PSIIでの反応速度とはかけはなれて
いることがわかる。即ち、計算値から判断すると、H 

atom移動反応が実際の酸素発生サイト（OEC）で生起
しているとは考えられない。従って、OECサイトでは
プロトン・電子カップリング型の反応が期待される。問
題は、実際にどのような活性種が生成しているかであろ
う。これらの解析より、今までの量子化学計算で示され
ているMn=O種のラジカル引き抜き機構は非極性あるい
は気相の反応のモデリングをしていることに相当し、タ
ンパク場の効果を考慮していないので、現実のOECで
の反応を検討していることにはならない可能性がある。
即ち、H2Oの寄与を遷移状態に加えた計算が必要である
ことが実験的に示唆される。
3.4	 酸素発生反応の熱力学
　実際の光合成系での実験結果について考える。水から
の酸素発生プロセスは、形式的には4個のプロトンと4

個の電子の放出を伴う酸化過程である。

2H2O → O2 +4H+ + 4e–  (4)

しかし、実際には上記反応はOHラジカル、OOHラジ
カル、スーパーオキシドラジカル（O2

─）および過酸化水
素（H2O2）の生成を媒介とする複合プロセスである可
能性が高い。熱力学的考察より、・OHラジカルの生成過
程が最もエネルギーを必要とするが、他の反応はそれに
比較すればエネルギー的には容易である。（4）式で表さ
れる直接過程は最も容易であるように見えるが、実際に
はこのプロセスはH+の水による安定化（pH 7での）に
よるもので、PSIIの反応サイトでは反応場が異なること
に注意を要する。従って、pH依存性を消去したconfigu-

ration potential（ΔGc）を自由エネルギー変化の目安に考
えた方が良い。ΔGc値はΔGºを用いて次式で定義される。

ΔGc = ΔG° + RT ΣInx°i + RT ΣInx°f	 (5)

ここで、xcは reactants（c	=	i）とproducts（c	=	f）のモル
分率を表す。
　（4）式のプロセスのEc値は1.4Vとなり、光合成サイ

トにおけるチロシンYZのEc値（1.1V）よりも高くなる。
従って、電子移動は発熱的になるが、Eyringの式により
反応速度（k）を求めることにする。

k =
 kBT 

exp(–ΔGc
‡/RT)

 
(6)

 h

ここで、透過係数は1とした。さらに、活性化自由エネ
ルギー –ΔGc

‡ =（1.4─1.1）×4V = 1.2Vと見積もった。し
かし、得られたk値はPSIIでのそれに比較して余りにも
遅く非現実的である。従って、H2OのかわりにOH─イオ
ンが生成しているとしてそれが酸化されるとすればEc

値は0.88～1.14に低下するので、このプロセスの方が
容易である。しかし、そのためには、OH─イオンがCa

イオンかMnイオンに配位して反応サイトにおけるその
濃度を高めている必要がある（この条件より遷移状態の
モデルが出る）。活性化自由エネルギーを下げるもう一
つの方法は、H2O以外の何らかのBase（B）を介在させる
ことである。

2H2O + 4B → O2 +4BH+ + 4e– (7)

Bの選択の仕方としては、Mnに配位しているLigandを
利用する場合など幾つか考えられうる。次に、生成した
ペルオキシド化合物からO2の発生段階についても種々
の組み合わせが考えられうる。実際の生体内マンガンク
ラスターでは話が複雑すぎるので、モデル系での実験を
参考にするのも一つの方法である。しかし、これらの結
果からCa（II）イオン，Mnイオンの両方が反応に関与す
ると考えるのが妥当と思われる。
3.5	 Kokサイクルに関する反応動力学
　光合成サイトの酸素発生は図5のKokサイクルで良く
説明される。この過程で4個のプロトンが1-0-1-2の順
に放出され、電子移動もSiYZ

+ → Si+1YZと進行する。
S2YZ

+ → S3YZ以外の他の全ては塩基性条件で加速され
る。酸素発生はS3 →（S4）→ S0 + O2の段階で起こること
が知られている。一方S2 → S3のstepでは、種々の実験
より大きな分子構造変化が起こることが結論されてい
る。RengerとHanssumは吸収スペクトルの時間変化の
解析より各反応ステップの活性化エネルギー（Ea）と衝
突頻度（A）を求めた。30）表1に結果を纏めた。表1より、
YZ

+S2 → YZS3の段階の活性化エネルギーが大きく、構造
変化の大きさと符合する。RenzerとHanssumはさらに
反応速度を非断熱電子移動過程を含むマーカスの理論に
より解析した。

ki,i+1 = 2π


Vi,i+1| | 2 / 4πλi,i+1kBT






e

−(∆Gi,i+1
° +λi,i+1)

2

4λi,i+1kBT  (8)

ここで、ΔG°は自由エネルギー変化であり、λ I,I+1は最配
向エネルギーである。狭い温度範囲では、速度定数が一
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定であると仮定すれば次式の関係を得る。

Ea + −1
2
 RT = (ΔG°i,j+1 + λ i,j+1)

2 / 4λ i,j+1 (9)

従って、ΔG°i,j+1の値が決まれば他のパラメータも決定出
来る。最終的に得られた結果は表1に示した通りである
（単位eV）。表2よりVI,I+1の値は大変小さく、非断熱過
程の仮定を満足する。一方、YZ

+S2 → YZS3段階のλ2,3値
が大変大きく、核配置の大きな最配向と矛盾しない。S-

サイクルでCa2+とCl─イオンの役割についても最近色々
研究が進展しつつある。Ca+2はMn4ユニットと非常に近
く連結していることが結論されている。Ca+2には水が配
位しており、その酸化還元ポテンシャルを変化させてい
ると考えられている。Ca+2を除くとYZ

+S2 → YZS3への
酸化反応が停止することがわかっている。Cl─イオンを
除いた場合もYZ

+S2の段階でサイクルが停止する。この
ことにより、Ca+2もCl─も水素結合ネットワークの中で
proton transferに関係していると考えられている。ラマ
ンスペクトルの研究より、S1の段階で少なくともH2O

（あるいはOH─アニオン）が配位していることが判明し
ている。これらの実験結果は反応機構に関する理論的考
察に重要な示唆を与えるものである。

４．酸素発生マンガンクラスターの理論計算
4.1	 マンガンオキソ結合のビラジカル性と水配位に

よるその減少
　Ⅲ節で紹介した歴史的経過から、光合成マンガン錯体
の反応性を支配する電子的要因の一つはMn（V）=O結合
のビラジカル性である。15）21年度の豊田報告で述べたよ
うに、ビラジカル性の程度はMn（V）=O結合のHOMO

とLUMOの軌道エネルギー差（ギャップ）が小さいこと
に起因する軌道混合の割合に依存するので、まずこの点

を検討した。その為、図6の8のロンドン型のX線構造
から（Mn（V）=O）-Ca（II）（CH3CO2）2の骨格を切り出し、
Ca（II）サイトにハイドロキシアニオンを3個配位させた、
（Mn（V）=O（CH3CO2）2（H2O）2（OHCa（OH）2）モデルⅠとさ
らに水をCa（II）サイトに1個加えたモデルⅡ、（Mn（V）= 

O（CH3CO2）2（H2O）2（OHCa（OH）2）（H2O）を構築し、Mn（V） 
=Oにさらに2個の水を配位させた場合とさせない場合
を検討した。28）モデルⅠではMn（V）=O結合のビラジカ
ル性が2個の水を配位のない場合76.1%であったのが、
配位のある場合13.4%に減少した。同様に、モデルⅡで
は52.6%から7.8%に減少した。この結果は水の配位に
よってMn（V）=O結合の反応性がラジカル型からイオン
型に変化しうることを示しており、RuffingerとDismukes

の実験結果とも符号する。従って、モデルⅠとⅡの相違
も水分子の配位の差に起因すると言えよう。また、モデ
ル計算の結果は図7にしめした一般的傾向とも良く合致
している。
　ここで、2核錯体を例に、クラスター構造の対称性お
よび対称性の破れについて考察する。図6に示した、2

核錯体（3, 5）は対称性が高いので、酸素─酸素（O-O）
結合の生成過程でバークレーのグループ（Yachandra、
Sauer、Klein）の提案にあるようにホモリシス型反応の
逆過程、即ちオキシルラジカルの再結合（O･･O）過程
が優先する可能性が高い。ヘテロリシスの逆過程、イオ
ン型再結合（O+ –O）、が実現しうる非対称性の因子が
欠如しているからである。同様に、メタンをメタノール
に変換する酵素であるメタンモノオキシゲネースの活性
サイトにはFe（Ⅳ）-O-Fe（Ⅳ）が存在するが、この場合も酸
素原子が水素原子をラジカル引き抜きする機構が卓越す
る。31）イオン型反応を実現するためには遷移状態に水が
触媒的に関与する必要がある。一方、鉄・イオウ錯体の
一種であるリスケ型錯体は図6の3と同様にFeS2Feの対
称構造を有するが、Feに配位しているアミノ酸残基が
異なる（システインがヒスチジンに置換）ことにより対
称性を破っている。このように、クラスターにおける対
称性の破れはイオン型反応の可能性と直結するので反応
機構を考察する上で大変重要である。話は飛ぶが、22

年度に話題になった炭素─炭素（C-C）カップリング反
応においても、異なる金属種を組み合わせて（対称性を
破ることにより）双極イオン型の4中心遷移状態構造を
実現することが基本である。同種の金属の組み合わせで
はラジカル反応（兄弟喧嘩）が誘起される可能性が高く
なる。
4.2	 キュバン型マンガン錯体の構造対称性の破れと

電子構造および反応性
　クラスター構造の対称性および対称性の破れという視
点は図6のキュバン型構造でも大変重要である。生体系
は図6の6にあるようにキュバン構造にCa（II）イオンを

表１ Kokサイクルの各反応ステップにおける活性化エネルギーと
頻度因子

Reactions Ea（kJ/mol） A（s–1）

YZ
+S0→YZS1 05.0 06×104

YZ
+Si→YZS2 12.0 4.5×105

YZ
+S2→YZS3 36.0 8.0×109

YZ
+S3→ (YZS4)→YZS0 + O2

T > 279 K 20.0 2.4×106

T < 279 K 46.0 1.8×1011

表２ Kokサイクルの各反応ステップにおける活性化自由エネル
ギーとマーカス理論における相互作用因子

Reactions Ea ΔG°j,j+1 λ I,I+1 VI,I+1

YZ
+S0→YZS1 0.05 0.250 0.43 1.5×10–6

YZ
+Si→YZS2 0.12 0.055 0.41 4.1×10–6

YZ
+S2→YZS3 0.37 0.040 01.2 7.1×10–4

YZ
+S3→ (YZS4)→YZS0 + O2 0.21 0.105 0.73 1.2×10–5
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含み、対称性の破れが顕著である。3人の男（女）兄弟
（姉妹）に一人の女（男）が混じっている状況で、7のよう
に4人とも男（女）兄弟（姉妹）の状況とは異なることが理
解される。前述の鉄・イオウ錯体でもアコニターゼ型
4Fe-4S錯体は図6の7のようにキュバン構造を持ってい
るが、一つのFeイオンの周りのアミノ酸異なることに
より対称性を破っている。さらに、前述の窒素固定を行
うニトゲナーゼにおいてもキュバン型4Fe4S錯体の2量
体である8Fe-7Sのホモクラスター（Pクラスター）では
なく鉄一個がモリブデンに置換した対称性の破れた構造
をもつFeMo（7FeMo-9S）錯体が反応サイトである。
　Dismukesのグループは7の構造を持つキュバン型の
Mn4核クラスターを用いて、酸素発生に成功している。23）

図8に彼らの錯体の構造を示した。人工系の特色を反映
して、対称性の高い構造を有している、ことから、酸素
発生機構はオキシルラジカルの再結合（O･･O）過程が
優先する可能性が高いと予想されるが、実際Dismukes

らは種々の実験的根拠からラジカル機構を提唱している
（しかし、最近の彼らのシステムではナフィオンを担持
系に使用しているのでイオン性が注入されている可能性
がある）。我々もDismukesらの提案を確かめるために、
図8の4核クラスターのスピン分極型の密度汎関数
（UB3LYP）計算を行った。32）クラスター部分のUB3LYP

計算によるスピン密度の計算結果を表3に纏め、それを
図8に図示した。図8より理解されるように、O5および
O6酸素上に反応前においてもスピン密度が対称的に誘
起され、オキシルラジカルの再結合（O･･O）過程への
移行が可能であることが理解される。しかし、この機構
を実際に確かめるためには遷移状態の決定が今後不可欠
であるので、現在研究を進めている。
4.3	 酸素─酸素結合形成反応のイオン機構
　図6に示したロンドン型（8）およびベルリン型（9）の構
造はいずれも6の非対称型キュバン型構造を含み、さら
にキュバンの外側にμ─オキソで連結されたMnイオンを
有している。
　従って、このMnサイトにMn（V）=OあるいはMn（Ⅳ）

-OH型の活性種が生成し、Ca（II）イオン上のハイドロキ
シイオンと反応し、O-O結合を有するMn（Ⅳ）OOHある
いはMn（III）（HOOH）を生成する可能性が考えられる。
さらに、非対称構造を反映して、ラジカル機構でなくイ
オン機構の可能性も反応場に水が存在すれば可能になる
と考えられる。前述のように2004年に岩田─バーバー
らによりロンドン型のX線結晶構造が発表された時に
は、水の配位構造までは明確に見えていなかった。しか
し、幾つかの分光学的手法（FTIR, ENDOR, ESEEM, 

ESE-ENDORなど）よって当時でも水の存在状態に関
する情報は得られていた。そこで、我々も計算結果とこ
れらの実験結果を総合して、図9に示すイオン型反応機
構に関する提案をした。即ち、S0状態ではMnとCaに
水が配位し、S1状態ではMnに配位した水が脱プロトン
化し、S2状態ではMnの酸化が進行し、S3状態でCaに
配位した水が、脱プロトン化するという機構である。17）

実験結果ではS2状態からS3状態に移行する反応障壁が
大変高く何らかの構造変化が起きている可能性がある。
したがって、この段階を解明するには、昨年明らになっ
たS1状態の構造から出発して多階層連結計算（QM/

MM/MD）により遷移状態構造を解明する必要があるが
それは今後の問題である。
　2005年当時はS3状態からS4状態に移行する段階では
さらに種々の可能性があり代表的なものを書いてある。
2011年の1月の段階で図9を振り返ると、まず塩素アニ

表３　Dismekes Mn4O4錯体（図8）のUB3LYP計算によるスピン

Atoms Antiferro（AF） Ferro（F）

Mn1 –3.16 –3.30

Mn2 –3.72 –3.72

Mn3 –3.69 –3.40

Mn4 –3.33 –3.73

μ 3-O5 –0.14 –0.19

μ 3-O6 –0.03 –0.13

μ 3-O7 –0.03 –0.13

μ 3-O8 –0.01 –0.20

図８　マンガン4核錯体の分子構造（分権）と反強磁性型スピン構造（文献32）
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オンが塩基の役割をして水（あるいはヒドロキシアニオ
ン）の脱プロトン化に寄与する可能性を指摘している
が、現在では塩素アニオンはクラスターから6A以上離
れていることがX線結晶解析でも解明されており、この
関与は否定されている。しかし、塩基の役割を水に置き
換えればこの問題は回避出来るので、我々の2007年の
提案（図10）ではそのように修正されている。28）図9で
大切なところはS3状態からS4状態への移行ではプロト
ンが放出されていなく、形式上はMn（HO---OH）（S4a）
を経て、HOの片方からプロトンが脱離して過度的に
Mn=O型の結合の生成）（S4b）してMnOOH（S4c）を形成し
て、最終的に酸素の発生に至るというスキームである。
従って、この機構では形式的にS4状態からS0状態への
再帰の段階で2個のプロトンと酸素が出ることになり、
図5に示した機構と同一ではない。
　2007年になって、前述の4.1に紹介した水の関与に関
する計算（図7参照）のモデル計算結果より、図10に示
した水関与の反応機構を提案することになった。28）ここ
ではMn（V）=O結合が水の関与により実在しているとの
前提にたち、塩素アニオンのかわりに水がプロトン脱離
に関与し、MnOOHが生成する反応スキームが考察され
ている。Mn（V）=O結合が生成するとすれば、S3状態か
らS4状態への移行の段階でプロトンが放出される必要が
あるので図5に示したKokサイクルが暗黙のうちに仮定
されている。しかし、これらのイオン機構を実証するた
めには、まず、CaMn4O5クラスターへの水の配位構造
が解明されなければ単なる絵に描いた餅でしかない。多
階層計算手法が発展して来たといえども、光合成サイト
のような複雑系を計算で予測することは不可能であっ図９ 水分解酸素発生過程のイオン型反応機構に基づく酸素─酸素

結合生成（文献17）

図10　水分解酸素発生過程の水関与イオン型反応機構による酸素─酸素結合生成（文献28）
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た。従って、昨年の沈─神谷グループのX線結晶構造解
析によりPSII系で2000個以上の結晶水の存在が確認さ
れ、CaMn4O5クラスターへの水の配位構造の詳細が解
明されたことは今後の理論計算のための構造情報が確立
したと言っても過言でない。筆者は2010年の段階では
水の関与が無いと仮定すれば可能となるラジカル反応機
構を幾つかのクラスター構造について考察し集大成を
行った。32）その最後のところで、次はこれまでのイオン
機構の集大成を予定していると述べたが、23年度はい
よいよイオン機構の解明が急速に進展する可能性が見え
てきたと言えよう。

５．お　わ　り　に
　本稿では（1）高原子価マンガンオキソMn（V）=O 3重
結合の不安定性と軌道対称性の破れに起因するビラジガ
ル性の出現、（2）Mn（V）=O結合への水の配位によるビ
ラジカル性の減少と親電子性の出現、（3）キュバン型4

核Mnクラスターの対称性とビラジカル型（ホモリ
ティック）酸素─酸素結合生成反応、（4）4核Mnクラス
ターへのカルシウムイオンCa（II）のドーピングによるク
ラスター構造の対称性の破れとイオン性の導入によるイ
オン型（ヘテロリティク）酸素─酸素結合生成反応、に
ついて紹介した。筆者は（1）と（2）の性質を纏めてカ
メレオン性と表現した。さらに、クラスター構造の対称
性の破れという視点は鉄・イオウクラスターの機能発現
を考察する上でも有用であることを指摘した。太陽光に
よる水分解酸素発生反応を自然史的に考察したが、自然
は反応性が高すぎて危険な活性ラジカル種（例えばOH

ラジカル）の発生を避けるように、CaMn4O5という対
称性の破れたクラスターを蛋白場によってconfine（閉
じ込める）ことにより（筆者の表現ではアンパンモデ
ル）温和な条件でイオン型の酸素─酸素結合生成反応を
進行させているように見える。然し乍ら、この作業仮説
を実証するためには、昨年8月に発表されたCaMn4O5

クラスターのX線結晶構造から出発して、多階層連結シ
ミュレーション（QM/MM/MD計算）を実行し、その
本質を解明することが今後の大きな課題であり、23年
度には世界中でこれらの計算が行われるものと思われ
る。これらの計算結果から水分解反応機構の学理の解明
が進めば、新しいタイプの人工光合成系の設計指針にも
役立つ可能性がある。
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