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研究成果の概要（和文）：呼吸など重要な役割を果たすヘムにおいて、電子を運ぶ能力を示す酸化還元電位の計
算を行った。ヘムはポルフィリン環を持っているが、我々が開発した正確な計算スキームを用いることでこのポ
ルフィリンの動き方によって酸化還元電位を制御しているということが分かった。また、周囲の環境(水が入ら
ない有機溶媒のような環境か水が周辺にある環境か)によって大きく酸化還元電位が変化することが分かり、こ
ういった変化が生物の身体の中で起きていることが予想される。

研究成果の概要（英文）：I have computed the redox potential, an ability to transfer the electron, of
 a heme compound. A heme has a porphyrin ring which can control the redox potential of the heme by 
the molecular vibration. In this study, I have confirmed the phenomenon with more accurate 
computational schemes that I had proposed.  Moreover, I found that the surroundings (hydrophobic or 
hydrophilic) could control the redox potential. Such a change can occur in any living things.

研究分野： 計算化学
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１．研究開始当初の背景 
 生物物理化学において着目される現象は
構造、機能、輸送の 3 つに分けられており、
これらにも相互関係がある。特に近年、分子
の動きに伴う構造や機能の発現が注目を浴
びており、計算においてもこれらの問題に取
り組める手法が求められている。 
 ヘム分子は酸素運搬のみならず、電子を伝
達する機能を持ち物質の酸化還元反応を司
る生命化学の中でも非常に重要な物質の一
つである。ヘム構造を持つ分子は P450 を始
め様々な形で存在し、その酸化還元電位は
-500mV から+500mV に至るまで多様に変化
して電子の授受を制御している。 
 電位を制御できるメカニズムとして、周り
の極性アミノ酸の効果であることは示唆さ
れている一方で、アミノ酸から生じる水素結
合かアミノ酸が形成する反応場のような効
果によるものか、或いはヘムの持つポルフィ
リン環が制御に関わっているのか等諸説が
ある。 
 特にポルフィリン環の歪みには大きく分け
て 6 種類があり、中でも ruffling と呼ばれる
動き(モード)は、歪みに必要なエネルギーが
比較的小さいにも関わらず、酸化還元電位を
下げる役割を持つとされている。 
 また、主に ruffling が起こっているとされ
るウマ心臓シトクロム c 酸化酵素(図 2 参照)
においては周りのタンパク質によってポル
フィリン環が歪められていることが分かっ
ている。そういったポルフィリンの歪みによ
り生じるエネルギーの不安定性は周囲のア
ミノ酸との水素結合でコントロールされて
いることが考えられているが、どの程度の寄
与によるものかは不明である。 
 
２．研究の目的 
 ヘム c の酸化還元電位が調整されるメカニ
ズムを正確な酸化還元電位の算出スキーム
により明らかにする。特に実験での追跡が難
しいヘムの面外振動の変位と酸化還元電位
の相関を明らかにすることで、ruffling と呼
ばれるモードが酸化還元電位の減少に貢献
することを示す。また、ポルフィリン環の歪
みの変位と電位の相関から、周囲のアミノ酸
が与える効果やヘム本体が実際に動くこと
により、酸化還元電位が変化する様子を分子
動力学計算によって明らかにすることを最
終目標とする。 
 
３．研究の方法 
 PCIS 法を基盤とした新しいベンチマーク
の方法により、金属錯体の酸化還元電位にお
いて 0.1 V 以下の誤差に抑えることを目指す。
その方法を使用してヘムcに対してポルフィ
リン環の歪みの平面構造からの変位と酸化
還元電位の相関を算出する。その後、系を拡
大して、QM/MM 計算を行うことにより、歪み
がどのように生じているか、それによってど
れくらい酸化還元電位が変化するかを見積

もり、ヘム周辺のアミノ酸が酸化還元電位に
与える影響を明らかにする。 
 
４．研究成果 
(1) 密度汎関数の選定による酸化還元電位
計算の高精度化 
 長距離補正(LC)を加えた DFT で、我々が新
しくパラメータを改善したBOP12 (LC-BOP12)
汎関数を用いることによって、平均誤差はさ
らに 160 mV に改善された。 
 また、今回はヘムの計算であって、鉄錯体
の還元電位を再現すれば良いことから、元々
用いていた実験値のデータセットのうち、鉄
を含む錯体のみを用いて再度フィッティン
グしたところ、誤差が 100 mV 以内に収まっ
た。また、構造最適化を LC-BOP12/6-31G(d)
で行い、得られたエネルギーが極小となる構
造において LC-BOP12/6-31+G(d)の計算を行
っても、酸化還元電位をよく計算できること
も一連の計算でわかり、今後の計算ではこの
計算手法を用いていくこととする。 
 
(2) 環境の変化によるヘムの酸化還元電位
の変化  
A. プロピオン酸のプロトン化状態による違
い 

 
図１: ヘム a, b, c におけるプロピオン酸の
有無による酸化還元電位の違い 
 
 まずは、プロトンの有無により生じる系が
もつ電荷による還元電位の違いを議論する。
通常、プロピオン酸は pH が 7 程度となって
いるタンパク質中ではプロトンが外れてい
ることが多い。一方で、プロピオン酸の pKa
は 5程度と高く、周囲の状況によってはプロ
トンが付くことも十分想定される。そのよう
な環境となった場合の酸化還元電位を算出
している。結果、通常の計算では EAIP(構造緩
和のみを含めたイオン化ポテンシャル)のみ
を考えるため、プロトンが付くことにより電
位が上がると解釈されそうだが、PCIS 法で見
ると逆になっていることが分かる。このよう
に電荷が与える影響は 100 mV 単位となって
いて、誤った結果を与えかねないこととなる
ことに注意が必要である。 
 また、ヘムの種類ごとに見ると、aが最も高
く、b, c の順に高くなっていて bと cについ
ては大きな差は見られないことが分かった。 
 
 



B. 配位する His のフリップによる効果 
 

図２: ヘム bに配位した Hisのフリップが各
状態に与える影響と酸化還元電位の変化 
 
 ヘムの鉄イオンに配位するアミノ酸の多く
はヒスチジンである。また、そのヒスチジン
はイミダゾールであり、イミダゾール環のフ
リップ(回転)によって、周辺の配位子場が影
響を受けることが予想される。実際に、PCIS
法を用いて計算を行い、酸化状態と還元状態
でポテンシャルエネルギー曲面を描いたと
ころ、還元状態の方がフリップの影響を受け
やすく結果として最大で 20 mV 程度の違いが
生じるということが分かった。量としては大
きくないが、ここで初めて定量性に踏みこむ
ことができた研究と考えられる。 
 
C. 周囲の環境による酸化還元電位の変化 
 

 

 

 
 
 
図３: 周囲の誘電率の逆数に対するヘムの
酸化還元電位の変化 
 
 タンパク質の周囲からの効果としては、疎
水・親水による誘電率の違いが挙げられる。
ここでは、誘電率によって酸化還元電位がど
のように変化するかを検証し、結果を図３に
示す。ここで、赤で示したプロトン化状態で
は、1/εが大きくなる(疎水性が強くなる)に
連れて、電位が上昇して、最終的にはプラス
に転じる。一方で、脱プロトン化したものに
ついては、1/ε=0.25 の時の値を除いて大き
く下がっていることが見て取れる。いずれの
場合でも、電位の変化が 1/εと線形関係にあ
ることが分かり、電位の変化から周囲の環境
がどうなっているかを見積もるための手段
の一つとして応用が期待される。 
 
(3) 面外振動によるヘムの酸化還元電位の
変化 
 
 

図４：面外振動の各モードでの変位と酸化還
元電位の相関 
 
 鉄イオンの酸化還元電位の計算に特化した
パラメータの元で、ヘムの基準振動(振動数
が最も低いもの)から生じる面外振動のモー
ドに沿って、ヘム cのポルフィリン環を動か
した場合の酸化還元電位の変化を計算した。
実際に振動数が低い順に 3 つ取り出すと、
saddling, ruffling, doming と呼ばれるモー
ドが取り出せた。面外振動にはその他 3つが
存在するが、元々の振動数が大きく、エネル
ギー変化が大きくなるために今回は考慮し
ないこととする。 
 結果を図４に示す。このように ruffling
のみが電位を下げている一方で、saddling や
doming は電位を上げている。これは分子軌道
から解釈すると、ruffling のみが HOMO の順
位が上がっていることが一因として挙げら
れる。(他のモードでは逆に下がっている) 
また、この電位の変化は必ずしも左右対称で
はないことに注意が必要である。(ヘム c の
非対称性に起因している)  
 計算結果から見ると、振動なしの場合は
+86 mV であったヘム c の電位は 0.2 Å動か
すと、saddlingでは+161 mV, domingでは+233 
mV, ruffling では-21 mV となっており、お
よそ 100 mV 以内の変化となっている。一方、
この変位を達成するために必要なエネルギ
ーは高々10 kcal/mol 程度であり、温度によ
っては十分到達可能なものとなっている。 
 さらに、これらの振動モードはほぼ線形独
立している(モード間でのカップリングによ
る影響は小さい)ため、単純に saddling と
ruffling による影響は足し算によって得ら
れることも追加計算の結果から判明した。 
 
(4) 総括 
 一連の研究により、ヘムの酸化還元電位を
算出するためのツールができ、面外振動や環
境(今回では電荷や静電場)が電位へ与える
影響を計算により求めることができた。 
 一方で、ヘムの動きから電位を予測する方
法についてはまだ十分とは言えない。AMBER
などの動力学計算を用いたテスト計算の結
果から、面外振動だけでなく面内振動も影響
を与えていることがわかり、対象とするもの
だけでは不十分であった。そのため、再現性



の担保が取れず、今後さらなる工夫が必要で
あることが分かった。 
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