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Abstract: Transition metal-sulfur clusters are ubiquitous as enzymatic cofactors, which play critical roles in various 
molecular transformations. Their synthetic counterparts have been studied with a major focus on structural and 
spectroscopic modeling in the past 50 years, whereas other applications of this class of compounds remain limited. In 
this context, we are specifically interested in and have been working on expanding the utility of synthetic metal-sulfur 
clusters. Based on the unique activity of the enzymatic N2-reducing cluster (FeMoco), catalytic C1-substrate reduction 
using synthetic clusters has been developed. We also recently reported N2-reducing activity by the Fe sites of 
[Mo3S4Fe] clusters. In addition, synthetic clusters function as artificial cofactors of enzymes. The resultant 
reconstituted proteins can perform catalytic reduction using a natural electron transfer system or help analyze 
unidentified enzymatic processes. 

遷移⾦属-硫⻩クラスターは補酵素として様々なタン
パクに⾒られ、多岐にわたる⾼難度分⼦変換を触媒す
る。化学合成した類似化合物はこれまで主に⾦属-硫
⻩タンパクの構造/物性モデルとして研究されてきた
が、その応⽤は限定的であった。我々はこのような合
成クラスターの新たな可能性を開拓し、その物性モデ
ルにとどまらない応⽤に取り組んでいる。 

1. 化学合成した⾦属-硫⻩クラスターを⽤いた⾼難
度還元反応 

窒素還元酵素の触媒活性中⼼は⾮対称なコア構造を
有する Mo-Fe-S-C クラスター ([(R-homocitrate)-

MoFe7S9C], FeMoco)である。FeMoco の特異な触媒活
性に基づいて、我々は類似の無機⾻格を有する[M6S9]

型クラスターを⽤いた触媒的還元反応を検討し、C1基
質 (CO2/ CO/CN–) から短鎖炭化⽔素への変換反応を
⾒出している [1]。同反応はより⼀般的な[Fe4S4]型⾻
格を有するクラスターへも展開でき、化学合成した⾦
属-硫⻩クラスターを炭素固定に応⽤し得ることを⽰
した [2]。ごく最近では、分⼦設計をベースとしたク
ラスター触媒の開発を⾏い、かさ⾼いシクロペンタジ
エニル配位⼦を有する[Mo3S4Fe]クラスターを⽤いて
触媒的なN2のシリル化反応を達成した (Figure 1) [3]。 

2. クラスターを⼈⼯補酵素とする触媒反応/⽣化学
的解析 

また我々は、FeMocoに近い分⼦サイズを持つクラス
ターをアポ型の窒素還元酵素に導⼊し、触媒として機
能させることに初めて成功している [4]。同様のコン
セプトはFeMocoが⽣合成される過程の解析へと応⽤
することができ、この補酵素の前駆体となる 2 つの
[Fe4S4]クラスターを同定したほか、⽣合成過程におけ
る新たなクラスター中間体と、亜硫酸イオン（SO32–）
からスルフィドイオン（S2–）への還元を伴う S 原⼦
導⼊反応を⾒出している (Figure 2) [5]。後者の成果は、
本酵素による触媒作⽤へも拡張され、FeMocoが N2を
還元する触媒サイクルにおいて SO32–が⽣成物の脱離
に関与する、という反応機構解明につながる知⾒も与
えた [6]。 
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Figure 1. 窒素還元酵素の活性中⼼ (FeMoco; PDB 
ID, 6UGO) と窒素を還元する[Mo3S4Fe]クラスター. 

 
Figure 2. 現在提案されている FeMocoの⽣合成モデ
ル. ⾚字部分が本研究の貢献による. 


