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 The X-ray diffraction (XRD) experiment for oxygen evolving complex (OEC) of photosystem II (PSII) 
refined at 1.9Å resolution has revealed the Mn-Mn, Mn-Ca, Mn-O and Ca-O distances of the CaMn4O5 
cluster, positions of coordinated four waters and structures of hydrogen-bonding networks. These 
experimental results have provided necessary information for theoretical modelings of the catalytic site 
for water splitting reaction. First of all, BS DFT calculations have been performed based on a small 
cluster model, providing 128 different BS DFT solutions that have elucidated quasi-degenerated energy 
levels arising from both spin and charge fluctuations in the CaMn4O5 cluster. The natural orbital (NO) 
analysis of the BS DFT solutions has elucidated the natural orbitals and occupations numbers that are 
used for theoretical classifications of localized d-electrons, labile Mn-O bonds and other closed-shell 
orbitals. The natural LUMO for the labile Mn-O bonds has been used for theoretical prediction of 
possible reaction pathways for the oxygen-oxygen (O-O) bond formation in water splitting reaction. The 
location of the transition structure (TS) for one of possible pathways has been performed to elucidate 
the nature of chemical bonds for the Mn-oxo intermediate and TS. The NO analysis of the BS DFT 
solutions has explored a chameleonic mechanism for the O-O bond formation: significant diradical 
character of the Mn=O bond for oxygen activation and the non radical nature at TS, namely continuous 
variation of the electronic property along the reaction pathway. Full geometry optimization of a larger 
cluster model for OEC of PSII by UB3LYP has also been carried out to elucidate the optimized structure 
of hydrogen-bonding networks. Implications of these computational results are discussed in relation to 
characteristic behaviors of strongly correlated electron systems.

１．序　　　　　論
　2011年は長年に渉る光合成システムの研究の歴史の
なかでも記念すべき年になった。同年４月岡山大学の沈
教授と大阪市立大学の神谷教授のグループが太陽光を利
用して水を分解し酸素を発生する光合成システムⅡ
（PSII）の1.9Åの解像度のX線結晶構造解析に成功し、
水分解反応の活性中心であるCaMn4O5クラスターの構
造を始めて信頼出来る精度で決定したからである。今回
のX線結晶構造解析では、Mn-Mn、Ca-Mn、Mn-O、
Ca-Oの距離のみではなく、CaMn4O5クラスターに直接

配位している水やそれを取り巻く水のネットワーク構
造、さらには水の分解過程で生成するプロトンの輸送経
路までも解明した。同教授らのNatureに発表された論文
1）はScience誌でも2011年度の10大発見2）の一つに選ば
れるなどその重要性と波及効果は絶大であり、すでに数
多くの情報誌でも種々の解説が行われている。光合成研
究の歴史で最大の謎であったCaMn4O5クラスター構造
が確定したので、その次に問題になるのは反応中心にあ
るCaMn4O5クラスターの電子構造の解明とそれに基づ
く水分解機構の解明である。実際、2011年においても
すでにこれらの問題の解明を意図した幾つかの理論的研
究が発表され、現在熾烈な国際競争が行われている。筆
者らも従来よりMn多核錯体の理論的研究を行ってきた
ので早速新規構造に立脚する研究を開始した。すでに、
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で、それにより生じる配位不飽和性により幾つかの反応
点が生じてしまい種々の問題があった。さらに、アスパ
ラギン酸（Asp）170がCaイオンに配位していなかったた
め、その役割についても種々の議論があった。一方、グ
ルタミン酸（Glu）189は今回の構造ではCaイオンに配位
していなく、従来のEXAFS実験からの推測とは異なっ
ている。昨年の報告書で述べたように、CaMn4O5クラ
スターの構造に関してはBerkeley構造 4）と称されるキュ
バン骨格の壊れた構造が信じられていたのため、その構
造に立脚した理論計算が数多く行われてきた。しかし、
今回のXRDによる高精度構造決定 1）によりその前提が
崩れたことになる。理論計算による構造最適化は最初に
設定する構造に依存する場合が多いので、現在新規構造
に基ずく再計算が幾つかのグループで進行中である。

特徴２：	Mn（4）とCa（II）に水分子がそれぞれ２個直接配
位している。したがって、このなかの２個が水
分解反応に使用される可能性がある。

　水分子の配位している場所が高精度で特定されたのは
今回が始めてであり、特徴２は今後の水分解反応機構の
解明のための出発点を与える。CaMn4O5クラスターに
配位している水に関しては従来よりEXAFS実験による
推定構造が提案されていたが、水分子の形成する水素結
合ネットワークの詳細までも明らかにしたのは今回が始
めてである。その結果を図２に示す。
特徴３：	Mn（4）とCa（II）に配位している水分子にはさら

に水分子（W5, W6, W7, W8, W9）が水素結合
し、水素結合ネットワークを形成している。

　（１）式の反応で２個の水分子が酸素分子に変換された
場合に、使用された２個の水分子を補充する必要があ
る。従って、この水ネットワークがその役割を担う可能

前年度の豊田理研報告書で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理論的取り扱い手
法について概観したので、今年度は今回の新規構造に立
脚した研究の進展状況を報告する。

２．光合成システムの新規結晶構造
2.1	 新規結晶構造と水素結合ネットワーク
　光合成システムⅡ（PSII）に存在する水からの酸素発
生サイトにはMn４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
がわかっていた（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（現在ではロン
ドン構造）3）が発表されCaMn4O5の形状が確定されたか
に思われたが、Berkeleyグループからの反論4）もあり完
全に構造が判明したとは言いがたい面があった。そして
遂に、2011年にはクラスター構造が沈─神谷グループに
より1.9Åの分解能で解明されたわけである。1）　水分解反
応は昨年の報告書で紹介したように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応が４回進
行し、結果的に以下の反応が完結する。5），6）

 2H2O → 4H+ + 4e– + O2 （1）

１回の光吸収で１電子伝達が起きているので、クロロ
フィル二量体（P680）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（１）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。（１）式より水分解
サイトには水が存在するはずであるが、実際に水の存在
とその水素結合ネットワークをX線結晶構造解析により
解明することは長年の夢であった。
　図１に今回のX線結晶構造解析により得られた
CaMn4O5クラスターとそれに配位するアミノ酸の配位
構造を示す。まず始めにこの構造より理解される幾つか
の特徴についてのべる。
特徴１：	図１より理解されるように、Mnイオンは全て

６配位の配位子場を持っており，Caイオンの
み７配位の構造に成っている。

　Mnイオンの配位子場を構成するアミノ酸残基は極性
電荷側鎖アミノ酸であるアスパラギン酸（Asp）、グルタ
ミン酸（Glu）、ヒスチジン（His）、アルギニン（Arg, 

R357）である。極性アミノ酸のカルボキシレート基が
CaMn4O5クラスターに配位して、その正電荷を打ち消
している構造になっている。上記のロンドン構造と言わ
れるX線結晶構造では酸素原子O（56）が欠落していたの

図１ 新規X線結晶構造解析より決定されたPSII系における
CaMn4O5クラスターの構造（文献１）
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性が高い。このように、今回のX線結晶構造解析は水分
解機構の解明に必要なクラスター構造を明らかにした。
一方、理論的に水分解反応機構を解明しようとすればこ
れらの水分子も加えた計算が必要となる。
特徴４：	O（53）には水分子（W10）が水素結合し、O（54）

にはアルギニンのアミノ基の水素原子が水素結
合し、O（55）にはヒスチジン337が水素結合
し、O（56）にはアルギニンのアミノ基の水素原
子と水分子（W11）が水素結合している。一方、
O（57）には３個のMnイオンとCaイオンが結
合している。

　特徴４より明らかなように、CaMn4O5クラスターを
形成する５個の酸素原子には水素結合までも考慮すると
オクテット則が成立している。従って、CaMn4O5クラ
スターの構造は水のネットワーク構造やヒスチジン337

やアルギニン357の水素結合により安定化されている。
実際、これらのアミノ酸残基を他のアミノ酸に置換する
と水分解機能が消失することが実験的に解っている。

　さて、式（１）に示した水分解反応で生成されるプロ
トンと電子はどのような経路で反応系の外に輸送される
のであろうか。今回のX線結晶構造解析は図３、図４に
示したようにこの経路に関しても貴重な構造情報を与え
た。
特徴５：	図３に示したように、Mn（4）に配位している水

から伸びる水素結合ネットワークが存在しプロ
トン輸送経路Ⅰを形成する。水素結合経路には
アスパラギン酸（Asp）61が存在しその先にはリ
ジン317や塩素イオンが存在し、プロトン輸送
経路Ⅰを構成している。

　従来のロンドン型X線結晶構造ではCaイオンに塩素
イオンが配位している構造が提案されており、その提案

に基づいた理論計算が行われて来た。一方、従来より塩
素イオンが無いと反応が進行しないことは実験的に判明
していたので、その位置の解明は重要なテーマであった
がそれが確定したのは極最近のことである。今回のX線
結晶解析の結果はMn（4）に配位しているどちらかの水
の脱プロトン化反応から生じるプロトンの輸送経路Ⅰを
明らかにした。従って、この構造を出発構造とするQM/

MM計算によりProton-Coupled Electron Transfer（PCET）
の詳細が解明される可能性があり、今後の理論計算の進
展が期待される。

特徴６：	図４に示したように、Ca（II）に配位している水
から伸びる水素結合ネットワークが存在しプロ
トン輸送経路Ⅱを形成する。水素結合経路には
チロシン（Y）161およびヒスチジン190が存在
し、その先には多くの水より形成される水素結
合ネットワークが存在し、プロトン輸送経路Ⅱ
を構成している。

　従来より、チロシン（Y）161のフェノール基がPCET

に重要な役割していることは判明していたが、図２、図
４に示したように具体的にPCETに関与する水の位置ま
で判明したのは驚くべき進歩といえる。特にフェノール
基のOHの酸素にも２個の水分子（W4, W7）が水素結合
をしており、W7–OH–His190とプロトン移動が進行し、
チロシンラジカル（Yz・）が生成してもW4との水素結
合で反応性の高い酸素ラジカル部位を固定出来る構造に
なっていることが解る。また、W4もグルタミン（Gln）
165および水分子W10との結合により固定されており、
PCETに関与する部分の構造安定化に寄与しているもの
と思われる。

図２	 新規X線結晶構造解析より決定されたPSII系における
CaMn4O5クラスターに配位する水のネットワーク構造

図３ 新規X線結晶構造解析より決定されたPSII系におけるプロト
ン輸送経路Ⅰ
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特徴７：	図４に示したように、Mn（1）に配位しているグ
ルタミン酸（Glu）189は今回の構造ではCaイオ
ンに配位していなく、水分子W7と水素結合を
形成している。さらに、W7–OH–His190の経路
は、光励起によりホールを生成し電子の受容サ
イトとなるP680ともパイ電子ネットワークを形
成しているのでこの経路が電子移動経路となる。

　従来より、光合成システムⅡにおけるCaMn4O5クラ
スターに存在するMnイオンの光誘起電子移動の研究は
数多く行われて来たが、その経路に関してはチロシン
（Y）161のフェノール基から直接（through space）P680

に電子移動する可能性など種々の説が提案されてきた。
今回の新規X線構造から図４に示す through-bond型の
電子移動の経路もあり得ることが判明した。今後のレー
ザー分光実験、QM/MM/MD計算両面からの研究が待
たれる。今回のX線結晶解析によっても（１）式で生成
した酸素分子の輸送経路は特定出来ていない。今後に残
された問題である。
2.2	 水素結合ネットワークの構造最適化計算
　光合成システムⅡの1.9Åの解像度のX線結晶構造解
析の結果はMnやCaなど重原子の位置に関しては信頼
出来る結果を与えるが、水素結合に関与する水素原子の
位置を特定するまでの精度はない。従って、図２に示し
た結合距離はX線結晶構造解析のよる酸素─酸素、酸素
─窒素間の距離である。例えば、図２よりPCETに関与
するW7–OH–His190の部分の距離は2.6Å、2.5Åであり
強い水素結合の存在を示唆する。然し乍ら現在のところ
光合成システムⅡにおける酸素発生サイトの水素の位置
を確定出来る実験法は見当たらない。一方、理論計算の
方では原理的には構造最適化を行えばその位置を決定可
能なのであるが計算の信頼性は最初に設定する構造に強

く依存することは論をまたない。7）　本研究では新規X線
結晶構造解析より明らかになった重原子の位置は固定
し、水素原子の位置のみを構造最適化により決定してみ
た。図５にその結果を示す。8）

　図５より、チロシン残基のOHの酸素とヒスチジン
190の窒素間の存在する水素結合（2.5Å）はOHグループ
の水素と窒素の距離が1.42Åであり大変短くOHの結合
が1.0Åよりも長くなっていることがわかる。さらに、
O-H-Nの角度は172°であり直線型に近いことが解る。
一方、チロシン残基のOHの酸素と水７（W7）の酸素間
の存在する水素結合（2.6Å）はW7のOHグループの水素
と酸素の距離が1.79Åであり、O-H-Oの角度は158°で
あり屈曲型になることが解る。さらに，チロシン残基の

図４　新規X線結晶構造解析より決定されたPSII系におけるプロトン輸送経路Ⅱ

図５	 密度汎関数計算により最適化された水素結合ネットワークの
構造
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OHの酸素と水４（W4）の酸素間の存在する水素結合
（2.8Å）はW4のOHグループの水素と酸素の距離が1.89 

Åであり、O-H-Oの角度は177°であり直線型になるこ
とが解る。このように、チロシン残基のOHの関与する
水素結合ネットワークは特徴６に述べた構造を持つこと
が解る。一方、グルタミン酸（Glu）189のカルボキシル
グループの酸素と水７（W7）の酸素間に存在する水素結
合（2.7Å）はW7のOHグループの水素と酸素の距離が
1.79Åであり、O-H-Oの角度は158°であり屈曲型にな
ることが解る。したがって、特徴７が確認された。以後
は水素結合を1.79Å（158°）と示すことにする。
　図５に示したように水７（W7）、水６（W6）、水５（W5）
に存在する水素結合ネットワークは1.89Å（177°）、1.81 

Å（175°）であり、水５（W5）、水３（W3）間も1.95 Å（167°）
の水素結合が存在する。一方、水５（W5）、水２（W2）
間の水素結合は2.05Å（127°）であり比較的弱いことが解
る。一方、図５には示してないが水２（W2）、水９（W9）
間の水素結合は1.95Å（167°）である。また、チロシン残
基のOHの酸素と水７（W7）の酸素間の存在する水素結
合（2.6Å）はW7のOHグループの水素と酸素の距離が
1.79Åであり、O-H-Oの角度は158°であり屈曲型になる
ことが解る。さらに，CaMn4O5クラスターの骨格を形成
する酸素O（56）と水11（W11）の酸素間の存在する水素
結合（2.5Å）は1.58Å（155°）であり大変強くまた角度は屈
曲型になることが解る。また、O（53）と水10（W10）の
酸素間の存在する水素結合（2.7Å）は1.78Å（155°）であり
この場合も結合は大変強く角度は屈曲型になることが解
る。このように、水素結合系の構造安定化計算は特徴５
も明らかにした。従って理論計算は水素原子の位置の決
定に有効であることが判明した。今後は固定化した重原
子の位置も構造最適化を行うことによりX線結晶解析に
よる構造との比較検討が期待される。

３．CaMn4O5クラスターの電子状態・
３．スピン状態と反応性の検討

3.1	 ハイブリッド密度汎関数（DFT）計算
　CaMn4O5クラスターの構造が解明されたので次はそ
の電子状態およびスピン状態の解明が問題となる。
CaMn4O5クラスターは典型的な強相関電子系なのでそ
の定量的な計算には前回指摘したように多配置参照型の
CASCF、DMRGなどの計算を実行する必要がある。た
とえば、水分解反応のKokサイクルの中で最も安定なS1

状態ではMnの酸化状態はMn（Ⅲ）2Mn（IV）2であるのでd

─電子の数は14個であり、酸素ジアニオンは８電子を持
つので５個分で電子数は40個になる。従って原子価電
子のみを考えるだけでも活性空間（complete active space；
CAS）は56軌道56電子系{56,56}になる。一方、酸素
ジアニオンは閉殻として近似してしまえばCASは
{14,14}になるので大変計算が楽になる。しかし光合成
系のCaMn4O5クラスターでは酸素ジアニオンと高原子
価Mnとの電子移動相互作用が強くどうしても酸素ジア
ニオンのp電子の一部はCASに取り込まないといけ 

ない。問題はどの程度取り込むかなのであるがそれを 

理論的に予測するのは困難なので実際に計算を実行して
みないとその数は解らない。そこで、今回はこのような
困難のない前回報告したBroken-Symmetry（BS）型の
密度汎関数（DFT）法を用いた計算を実行することにし
た。9）─12）

　さてCaMn4O5クラスターの密度汎関数（DFT）レベ
ルの計算を実行するにしてもMn原子が４個含まれてお
り、Mn（Ⅲ），Mn（IV）イオンは全ての電子が上または下
に平行に揃っている高スピン状態にあるので開核型
（Open Shell）の計算が不可欠になる。そこでまず全て
のMnイオンがMn（Ⅲ）であるCaMn（Ⅲ）4O5クラスター
（1a）のBS DFTから始めることにした。9）　まず全系の
スピン状態は図６に示すように４個のMnのスピンの出
方により８種類の配置が考えられる。配置Aは全てのス
ピンが平行に揃った高スピン状態（High Spin；HS）で

図６　CaMn4O5クラスターで可能な８個スピン構造（3LS, 4IS, 1HS）
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あり、配置B, C, D, EはMn原子1, 2, 3, 4のサイトのス
ピンが下向きに反転した中間スピン状態（Inter mediate 

Spin；IS）であり、配置F, G, Hはさらにもう一つのMn

のスピンが反転している低スピン状態（Low Spin；LS）
である。これらのスピン配置に対応するBSDFT解の試
行関数を設定し、収束条件を10–9auに設定したSCF計
算を実行した。収束条件を厳しく設定した原因はあとで
スピン間の有効交換積分（J）を求める段階で高精度の
エネルギーが必要となるからである。そこでJ値の計算
ではCaMn4O5クラスターの構造として図１に示した小
さめの計算モデルを採用した。図７に得られた８つのス
ピン構造に対応する全エネルギーより求めたエネルギー
順位を示した。図７より、LS解Gが最安定構造となる
が、配置間の相対エネルギー差は小さく擬縮重電子系に
典型的なエネルギーレベルが得られた。
　しかし、BSDFT計算で得られるLS解には IS、HS解
の寄与が含まれるというスピン混入効果の影響があるの
でそれを除く必要がある。12）　この場合に注意する点は
BSDFT解がクラスターサイズの大きさの変化に対応す
るエネルギー計算に必要とされる size-extensivity条件と
いうものを満たしているのでその条件を壊さないことで
ある。本稿ではこれらの計算法に関する詳細には立ち入
らないが、既にこの条件を満足する２核錯体で使用して
いた近似法を４核クラスターにまで拡張したものを使用
してスピン混入効果を除去した。図７にスピン射影後の
結果も示した。エネルギーレベルが変更を受けるが、低
スピン（LS）基底配置は変化しないことが解る。さら
に、図７のエネルギーレベルを用いてHeisenberg型ス
ピンハミルトニアンに含まれるスピン間有効交換相互作
用（ J）を求めることも可能である（この点に関しても
煩雑な数式は省略する）。9）─12）　その結果全てのMn-Mn間

のJ値（６種類のJ値）がゼロでなくMnのスピン間は協
同的に相互作用している状態にあることが判明した。従
来から提唱されていたBerkeley構造モデル4）では３ない
し４個のJ値で記述出来る場合が多かったのでこの点は
1a構造の特徴である。この特徴は今後電子移動の問題6）

を検討する時に重要となる。
　次にMn（IV）を含むCaMn（IV）4O5クラスター（1b）の
BS DFT計算を実行した。1bの配置はKokサイクルでの
S3状態に対応する。この場合にも図６に示したスピン配
置が可能なので同様の計算を実行した。計算結果の詳細
は省略するがUB3LYP汎関数を使用する限りHS解が基
底配置になることが判明した。この系ではMnの酸化数
が高くなるとHS状態が基底状態になりやすい傾向があ
る。つぎに1a構造のMn（Ⅲ）イオンが一つMn（IV）に酸化
された状態CaMn（Ⅲ）3Mn（IV）O5クラスター（1c）を考
察した。この構造は昨年の報告書にあるKokサイクルの
S0状態に対応する。この場合にはMn（IV）の部位が1, 2, 

3, 4と変化しうるので４個の異なる電荷配置（混合原子
価、mixed valence（MV））が可能となる。さらに、各
MV配置に図６に示した８個のスピン配置が可能なので
全部で32個の電荷・スピン配置が得られる。そこで32

個の解に相当する試行関数を構成し、BSDFTSCF計算
を実行した。図８に、収束した32個のBS解から相対的
に安定な25個の解より求めたエネルギーレベルを示し
た。図８よりLS型の解が基底状態であり、２個のMV

配置がエネルギー的に縮重していることが解る。この結
果は最初の光励起でMn（1）のサイトのMn（Ⅲ）がMn（IV）
に酸化されたとしても（特徴７）、Mn（3）のサイトの
Mn（Ⅲ）からMn（1）サイトにクラスター内電子移動が起
こることを意味する。次にCaMn（IV）3Mn（Ⅲ）O5クラス
ター（1e）の場合も1cの場合と同様にMn（Ⅲ）の位置が

図７　密度汎関数計算により得られたCaMn（Ⅲ）4O5クラスターのエネルギーレベル（単位cm–1）
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1, 2, 3, 4と変化しうるので32個のBSDFT解が存在す
る。この場合にはUB3LYP汎関数を使用する限りHS解
が基底配置になることが判明した。計算結果の詳細は省
略する。
　次にMn（Ⅲ）およびMn（IV）を２個づつ含むCaMn（Ⅲ）
2Mn（Ⅲ）2O5クラスター（1d）のBS DFT計算を実行し
た。この構造はKokサイクルのなかで最も安定なS1状
態に対応するので、今回のX線結晶解析の行われた状態
に対応する。1）　この場合には図９に示すようにMn（Ⅲ）お
よびMn（IV）の配置により６種類の混合原子価が可能と
なるので全配置は48個になる。12）　そこで48個の解に相

当する試行関数を構成し、BSDFTSCF計算を実行し全
ての解を求めた。図10に、収束した48個のBS解から
相対的に安定な解より求めたエネルギーレベルを示し
た。図10よりUB3LYP汎関数を使用する限り IS解が基
底配置になることが判明した。実験ではLS型の解が基
底状態であることが結論されているので矛盾する結果で
ある。さらにこの傾向はスピン射影を実行しても変わら
ないので原因の一つは、UB3LYP汎関数自体の性格にあ
ると思われる。実際、UB3LYP汎関数に含まれる
Hartree-Fock（HF）交換項の割合が20%なのであるが，
電子相関の強い系の磁性の研究ではその成分をもう少し

図８　密度汎関数計算により得られたCaMn（Ⅲ）3Mn（Ⅳ）O5クラスターのエネルギーレベル４個の混合原子価状態の全てを検討した結果である
（本文参照）

図９　CaMn（Ⅲ）2Mn（Ⅳ）2O5クラスターで可能な６個の混合原子価状態
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大きくした方が実験値を再現する場合が多いことが解っ
ている。13）　例えば1dの場合、HF項を50%含むUBH 

and HLYP法を用いた計算では基底状態はLSになる。12）

しかし、図10より理解されるように1dも数多くの状態
が擬縮重している強相関電子系の特徴を示しており、配
位子場や環境場の効果により基底状態が変化しうること
を示唆している。このことは逆にPSII系は蛋白質の構造
変化により必要に応じて電子・スピン状態を変化させう
る柔軟な電子状態を持ちうるということを意味する。
　以上、今年度は図２の最小モデルクラスターの構造を
仮定して、CaMn4O5クラスターの電子・スピン状態で可
能な全てのBSDFT解128個を全て求めその特徴を明ら
かにした。BSDFT解は図６─10に示すようにスピン射
影をしておけば定性的目的には使用可能であることが判
明した。しかし、プロトン移動や水分解反応機構の検討
には水素結合ネットワークも含めた図５に示した中間サ
イズモデルクラスターの検討が必要となる。今後更なる
研究の進展が望まれる。
3.2	 ハイブリッド密度汎関数（DFT）解の自然軌道

解析
　昨年度の豊田研究報告14）で述べたように遷移金属オキ
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
ある。実際コリンズ錯体といわれるMn-O結合距離の短
い（1.55Å）安定Mnオキソ錯体が知られている。15）　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（1.70Å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、1986年に我々も
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。16），17）　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、環
境場によりラジカル機構がイオン機構に変換される可能
性がある。即ち、Mn=OあるいはMn2O2のO原子部分
の親電子反応性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、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。
　これらの背景をもとに今回得られたBSDFT解より反
応性に関する考察を進めることにした。福井教授のフロ
ンティア電子論によれば親電子反応を受けやすい反応点
を予測するためには最低空軌道（LUMO）の形を先ず
検討する必要がある。しかしながら、BSDFT解から得
られるLUMOは形が複雑で容易に理解しがたい面があ
るので、ここではまずはBSDFT解より得られた密度行

図10	 密度汎関数計算により得られたCaMn（Ⅲ）2Mn（Ⅳ）2O5クラスターのエネルギーレベル６個の混合原子価状態の全てを検討した結果であ
る（本文参照）

表１　
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列をもちいて自然軌道解析を実行し通常のHOMO、
LUMOに相当する自然軌道（Natural Orbitals；NO）を
求めた。9）─12）　この軌道変換の副産物としてこれらの軌道
にどの程度電子が存在するかを示す占有数（occupation 

number；n）が得られる。この占有数の大きさをみれば
その軌道の性格が判明する。一例を1dにとれば、表１
に示すようにまず占有数がHOMO、LUMOともに１に
近い軌道対が７個存在する。このことはHOMO、
LUMOの軌道混合により殆ど完全に局在化した軌道が
14個存在することを意味し、実際にこの軌道を図示し
てみるとすべてd─電子に対応するものであることがわ
かった。実際、d─電子は光エネルギーによる酸化（一電
子移動）に関与し、磁気的相互作用の原因でもあるので
この解析結果は妥当であることが解る。しかし、強い電
子相関効果によるd─電子の局在化はMn無機化合物の特
徴（Mott insulator）であり通常の石ころと何ら変わら
ない。

　一方、CaMn4O5クラスターが通常のMn無機錯体と異
なるのはCa（II）のドーピングにより同じ配位子場（L）
であってもMn部分から電子が一つ抜けることが可能で
形式的にはMn（V）=O結合が生成しうる点である。実

際、Kokサイクルの最初の状態であるS0状態ではL［Ca

（II）］CaMn（Ⅲ）3Mn（IV）O5の酸化状態であるが、Ca（II）置
換をMn（Ⅲ）に戻すとL［Mn（Ⅲ）］CaMn（Ⅲ）3Mn（Ⅲ）O5と
なり、通常のMn（Ⅲ）酸素錯体になる。さらに、４電子
酸化が進行したS4状態ではそれぞれL［Ca（II）］CaMn

（IV）3Mn（V）O5、L［Mn（Ⅲ）］CaMn（IV）3Mn（IV）O5となる
ので、前者ではMn（V）=Oの生成が容易であるが、後者
ではMn（IV）=Oで活性化は止まってしまうことになる。
しかも、前述のコリンズ錯体15）の安定Mnオキソ結合
Mn（V）=O （1.55Å）と異なり、CaMn4O5クラスターで
は・Mn（IV）=O・と書くべきビラジカル性をもつ高原子
価Mnイオンにより活性化された酸素部位が生成可能で
あることが今回得られたBSDFT解の自然軌道解析によ
り判明した。10），12）　この結果は1986年に発表した我々の
高原子価メタルオキソ結合に関する理論的研究の結果16）

とよく整合している。1986年は銅酸化物高温超伝導体
が発見された年であるが、この時はLa（Ⅲ）2Cu（II）O4が
母物質であるがLa（Ⅲ）をSr（II）に置換すると形式的に 

La（Ⅲ）Sr（II）Cu（Ⅲ）O4となり銅サイトにホールが導入さ
れるが実際には酸素ジアニオンからCu（Ⅲ）に電子移動が
おこりにLa（Ⅲ）Sr（II）Cu（II）O3（O・）となる。このよう
に、本研究の背景には強相関電子系の化学結合理論を扱
う量子化学理論が重要であることが理解されよう。図
11に自然軌道解析から予想される求核反応物質（OHア
ニオン、水）の新電子酸素反応サイトへの可能な付加反
応経路を示した。10），12）

3.3	 カメレオン（Chameleonic）機構の検証
　従来より提案されて来たロンドン型3）、ベルリン型18）、
および新規X線結晶解析構造 1）はいずれもCa（II）を含む
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m ─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

図11　密度汎関数計算により求めたBS解の自然軌道解析より得られたLUMOの形状から予想される酸素─酸素結合反応経路

表１　BSDFT解の自然軌道解析より得られた占有数
i α（3333） β（3443） γ（4444）
0

1

2

3

4

5

6

7

8

c0.002 （99.6）c

e0.019 （96.2）e

a0.020 （96.0）a

a0.052 （89.6）a

a0.064 （87.3）a

b0.097 （80.8）b

a0.146 （71.4）a

b0.163 （68.2）b

0.642 0（9.1）

a0.000 .（100）a

c0.013 （97.4）c

a0.041 （91.8）a

b0.067 （86.7）b

a0.074 （85.3）a

a0.097 （80.8）a

a0.109 （78.5）a

0.591 （12.4）
0.755 0（3.8）

a0.007 （98.6）a

c0.013 （97.4）c

a0.041 （91.8）a

b0.069 （86.3）b

a0.074 （85.3）a

a0.109 （78.5）a

0.549 （15.6）
0.803 0（2.4）
0.734 0（4.6）

a（123
—
4
—
），b（14

—
），c（23

—
），d（24

—
），e（12

—
3
—
）はHOMO-LUMO混合様式を示す。

α , β , γ はMnの酸化数を表す。
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ン（あるいは水）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。19），20）　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3）が発表された
時には、酸素の位置や水の配位構造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11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。19）　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。
　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
（昨年度豊田研究報告）。13）　新規X線構造 1）より判断する
と、当時のロンドン構造は塩素アニ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6Å以上離れていることが解明さ

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20）ではそのように修正されている。
実際、2007年での水の関与に関する計算（昨年の豊田
研究報告図７参照14））のモデル計算結果より、水関与の
反応機構を提案することになった。20）　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。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かった。
　今回の新規X線結晶構造1）は図２─５に示したように水
分解サイトに存在する配位水や水素結合ネットワークを
解明した。そこでまず従来からの図11Aに示した反応経
路の中間体と酸素─酸素結合生成反応の遷移状態を検討
してみた。図12にそれらの構造でのBSDFT解の自然軌
道解析から得られたLUMOの形状と占有数を示す。中
間体のMnオキソ結合のLUMOの占有数は0.44であり、
明らかに高原子価Mnイオンによる酸素の活性化の状況
を示す。しかし、占有数から判断する限りビラジカル性
はそれほど高くない。その結果、ヒドキシアニオンが付
加して来て生成する酸素─酸素結合形成の遷移状態では

（B）

図12	（A）Mnオキソ中間体のHOMOおよびLUMOの形状およびその占有数
 （B）酸素─酸素結合形成反応の遷移状態におけるHOMOおよびLUMO形状およびその占有数

（A）
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LUMOの占有数は殆どゼロであり、明らかにビラジカ
ル性が消失し、イオン型の反応機構が実現していること
が解る。12）　このように、光合成系の水分解反応の最も大
切なステップである酸素─酸素結合生成反応は高原子価
Mnによる酸素の活性化に誘起された非ラジカル機構で
あることが結論される。この結果は我々の2007年の水
支援イオン反応機構と矛盾しない。20）　さらに、酸素─酸
素結合形成に関して提案されたMnオキソ結合が生成さ
れた状態ではそのラジカル性が無視出来なく遷移状態で
はそれが顕著で無くなるという機構は、状況により色を
変えるカメレオン（Cameleon）ににているのでカメレ
オン（Chameleonic）機構と呼んだがその名称も適切な
ものであることも判明した。今後、図11に示した他の
反応経路の理論計算を進め実際にどの反応経路が最も有
利であるかを解明する必要がある。

４．お　わ　り　に
　本稿では岡山大学の沈教授と大阪市立大学の神谷教授
のグループが2011年のNature誌1）に発表した太陽光を
利用して水を分解し酸素を発生する光合成システムⅡ
（PSII）の1.9Åの解像度のX線結晶構造を紹介した。さ
らに同X線構造より示唆される水分解反応の活性中心で
あるCaMn4O5クラスターの構造およびそれに連結する
水分子の水素結合ネットワークを紹介し、その特徴につ
いて述べた。次にCaMn4O5クラスターの構造が確定し
たのでその構造に立脚したBSDFT（密度汎関数計算）
を実行し、その可能な電子・スピン状態を明らかにし
た。また、BSDFT解の自然軌道解析を実行し、得られ
た最低空軌道（LUMO）の形状から可能な酸素─酸素
結合形成経路の予測を行った。さらに同反応過程の遷移
状態の解析からカメレオン機構20）を検証したが妥当なも
のであった。最後になりましたが本研究成果は今回X線
結晶構造解析に成功した上記大学の実験グループとの共
同研究により得られたものであり、それを可能にして頂
いた沈教授および神谷教授にこの機会に深甚の感謝を申
しあげる。また、CaMn4O5クラスターのような複雑系
のBSDFT（密度汎関数計算）を可能にしていただいた
分子研計算センターおよび筑波大学計算センターおよび
関連する諸先生方に深く感謝する。
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