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(57)【要約】
　本発明は、非生物的ストレスに対する植物のストレス
耐性を増強させるための、特に、植物の成長を増強させ
るための及び／又は植物の収量を増大させるための、一
般式（Ｉ）で表される置換スルホンアミド類又はそれら
の塩の使用に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物における非生物的ストレスに対する耐性を増強させるための、式（Ｉ）
【化１】

〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、チオシアナト、イソチオシ
アナト、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、ア
リールアルキル、アリールアルコキシ、ヘテロアリール、アルコキシアルキル、ハロアル
キル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルコキシカルボニル、ヒド
ロキシカルボニル、アミノカルボニル、アルキルアミノカルボニル、シクロアルキルアミ
ノカルボニル、アルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアルキルチオ、ビスアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、アルキルカルボニルアミノ、シクロアルキルカルボニルアミノ
、ホルミルアミノ、ハロアルキルカルボニルアミノ、アルコキシカルボニルアミノ、（ア
ルキル）アミノカルボニルアミノ、アルキルスルホニルアミノ、シクロアルキルスルホニ
ルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスルホニルアミノ、スルホニルハロア
ルキルアミノ、アミノアルキルスルホニル、アミノハロアルキルスルホニル、アルキルス
ルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、アルキルスルフィニル、シ
クロアルキルスルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジアルキルスルホンイミド
イル、Ｓ－アルキルスルホンイミドイル、アルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロ
アルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケ
ニル、アルキニル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、アルコキシアルキル
、ハロアルキル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルキルチオ、ハ
ロアルキルチオ、アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、ア
ルキルアミノカルボニル、アルキルアミノ、ビスアルキルアミノ、シクロアルキルアミノ
、アルキルカルボニルアミノ、シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、ハロ
アルキルカルボニルアミノ、アルコキシカルボニルアミノ、（アルキル）アミノカルボニ
ルアミノ、スルホニルアミノ、アルキルスルホニルアミノ、ハロアルキルスルホニルアミ
ノ、シクロアルキルスルホニルアミノ、アミノアルキルスルホニル、アミノハロアルキル
スルホニル、アルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、ア
ルキルスルフィニル、シクロアルキルスルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ
アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－アルキルスルホンイミドイル、アルキルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロアルキルアミノス
ルホニルであり；
　Ｒ２は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケ
ニル、アルキニル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、アルコキシアルキル
、ハロアルキル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルキルチオ、ハ
ロアルキルチオ、アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、ア
ルキルアミノカルボニル、アルキルアミノ、ビスアルキルアミノ、シクロアルキルアミノ
、アルキルカルボニルアミノ、シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、ハロ
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アルキルカルボニルアミノ、アルコキシカルボニルアミノ、（アルキル）アミノカルボニ
ルアミノ、スルホニルアミノ、アルキルスルホニルアミノ、ハロアルキルスルホニルアミ
ノ、シクロアルキルスルホニルアミノ、アミノアルキルスルホニル、アミノハロアルキル
スルホニル、アルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、ア
ルキルスルフィニル、シクロアルキルスルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ
アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－アルキルスルホンイミドイル、アルキルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロアルキルアミノス
ルホニルであり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は部分的飽和又は完全
不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断されていてもよく、及び、さ
らに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は部分的飽和又は完全不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断
されていてもよく、及び、さらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、アルキル、アルキルアルケニル、アルキニル、アルキルカルボニル、シクロ
アルキルカルボニル、アリールカルボニル、ヘテロアリールカルボニル、アルコキシカル
ボニル、アルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、アルコ
キシカルボニルカルボニル、アリールアルコキシカルボニルカルボニル、アルキルアミノ
チオカルボニル、アルキルアミノカルボニル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキ
ル、シアノアルキル、ハロアルキル、シクロアルキル、シクロアルキルアルキルであり；
　Ｙは、アルカンジイル、シクロアルカンジイル、アルケンジイル、アルキンジイル、ア
ルキルアルケンジイル、アリールアルカンジイル、アルコキシジイル、アルコキシアルキ
ルジイル、アルキルチオアルキルジイル、アルキルスルフィニルアルキルジイル、アルキ
ルスルホニルアルキルジイル又はＮとＱの間の直接結合であり；
　Ｑは、フェニル環又は５員、６員若しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又
はさらにヘテロ原子を含んでいてもよい９員若しくは１０員の縮合二環式環系若しくは縮
合三環式環系であり、ここで、上記で特定されている環又は環系は、１置換されていても
よいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよく、その際、該置換基
は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、分枝鎖若しくは非分枝鎖のアル
キル、シクロアルキル、アルコキシシクロアルキル、アリールシクロアルキル、シクロア
ルキルシクロアルキル、シクロアルキルアルキル、アルケニル、アルキニル、アリールア
ルキル、アルコキシアルキル、ハロアルキル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロア
ルコキシ、アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、アルキル
アミノカルボニル、アミノ、アルキルアミノ、ビスアルキルアミノ、シクロアルキルアミ
ノ、アルキルカルボニルアミノ、アルキルカルボニル、アルキルチオ、ハロアルキルチオ
、ハロアルキルスルフィニル、ハロアルキルスルホニルから選択されるか、又は、該置換
基は、それぞれ独立して、フェニル又は５員若しくは６員のヘテロ芳香族環（ここで、フ
ェニル又はヘテロ芳香族環は、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ハ
ロアルキル、ハロアルケニル、ハロアルキニル、ハロシクロアルキル、ハロゲン、シアノ
、ニトロ、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルキルチオ、ハロアルキルチオで１置換され
ていてもよいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよい）から選択
される〕
で表される置換スルホンアミド又はその塩の使用。
【請求項２】
　式（Ｉ）中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）
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－アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－
Ｃ８）－アルキニル、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール
、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアル
キル、（Ｃ３－Ｃ８）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、アリール－
（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－アル
コキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチ
オ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノ、（
Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルカルボニル
アミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ

６）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－（アルキル）アミノカルボニルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルス
ルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスルホニルアミノ、スルホニル
－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニル
、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホ
ニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルフィニル、アリールス
ルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－（Ｃ１－
Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）
－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ６）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６

）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－（アル
キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ６）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ６）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６
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）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－（アル
キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ６）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は部分的飽和又は完全
不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断されていてもよく、及び、さ
らに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は部分的飽和又は完全不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断
されていてもよく、及び、さらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル－（Ｃ２－Ｃ８）－
アルケニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルカ
ルボニル、アリールカルボニル、ヘテロアリールカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキ
シカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル
スルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルカルボニル、
アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルアミノチオカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノカルボニル、アリール－（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－
アルキニル、（Ｃ１－Ｃ６）－シアノアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３

－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルであり；
　Ｙは、（Ｃ１－Ｃ６）－アルカンジイル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル、（Ｃ３－Ｃ７

）－シクロアルカンジイル、（Ｃ２－Ｃ７）－アルケンジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ル－（Ｃ２－Ｃ７）－アルケンジイル、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルカンジイル、（
Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アル
キルジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル
、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－
アルキルスルフィニル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルス
ルホニル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル又はＮとＱの間の直接結合であり；
　Ｑは、フェニル環又は５員、６員若しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又
はさらにヘテロ原子を含んでいてもよい９員若しくは１０員の縮合二環式環系若しくは縮
合三環式環系であり、ここで、上記で特定されている環又は環系は、１置換されていても
よいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよく、その際、該置換基
は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、分枝鎖若しくは非分枝鎖の（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル
、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）
－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ

８）－ハロシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－アルコキシシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８



(6) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

）－アリールシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル－（Ｃ３－Ｃ８）－シク
ロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ

６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカル
ボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノカ
ルボニル、アミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルア
ミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－
Ｃ６）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ６

）－ハロアルキルスルホニルから選択されるか、又は、該置換基は、それぞれ独立して、
フェニル又は５員若しくは６員のヘテロ芳香族環（ここで、フェニル又はヘテロ芳香族環
は、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキ
ニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８

）－ハロアルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－ハロアルキニル、（Ｃ３－Ｃ８）－ハロシクロア
ルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハ
ロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチオで１
置換されていてもよいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよい）
から選択され、及び、Ｑは、さらに、下記ラジカルＱ－１～Ｑ－１９２：
【化２】
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のうちの１つである；
請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　式（Ｉ）中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－
Ｃ６）－アルキニル、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール
、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアル
キル、（Ｃ３－Ｃ６）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、アリール－
（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アル
コキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチ
オ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルアミノ、（
Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルカルボニル
アミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ

４）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－（アルキル）アミノカルボニルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルス
ルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスルホニルアミノ、スルホニル
－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル
、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホ
ニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルフィニル、アリールス
ルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－（Ｃ１－
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Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）
－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ４）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ７）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－（アル
キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ６）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ４）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ７）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－（アル
キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ６）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は部分的飽和又は完全
不飽和の５～６員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断されていてもよく、及び、さ
らに置換されていてもよい）を形成し；
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　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は部分的飽和又は完全不飽和の５～６員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断
されていてもよく、及び、さらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル－（Ｃ２－Ｃ６）－
アルケニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルカ
ルボニル、アリールカルボニル、ヘテロアリールカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキ
シカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル
スルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルカルボニル、
アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルアミノチオカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノカルボニル、アリール－（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－
アルキニル、（Ｃ１－Ｃ４）－シアノアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３

－Ｃ７）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルであり；
　Ｙは、（Ｃ１－Ｃ５）－アルカンジイル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルカンジイル、（
Ｃ２－Ｃ６）－アルケンジイル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキンジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－ア
ルキル－（Ｃ２－Ｃ６）－アルケンジイル、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルカンジイル
、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－
アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジ
イル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルフィニル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルスルホニル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジイル又はＮとＱの間の直接結合であり；
　Ｑは、フェニル環又は５員、６員若しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又
はさらにヘテロ原子を含んでいてもよい９員若しくは１０員の縮合二環式環系若しくは縮
合三環式環系であり、ここで、上記で特定されている環又は環系は、１置換されていても
よいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよく、その際、該置換基
は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、分枝鎖若しくは非分枝鎖の（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－アルコキシ
シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－アリールシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロア
ルキル－（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル－（Ｃ１－
Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル、アリー
ル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ

４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカル
ボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノカ
ルボニル、アミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルア
ミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－
Ｃ４）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ４

）－ハロアルキルスルホニルから選択されるか、又は、該置換基は、それぞれ独立して、
フェニル又は５員若しくは６員のヘテロ芳香族環（ここで、フェニル又はヘテロ芳香族環
は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキ
ニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６

）－ハロアルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－ハロアルキニル、（Ｃ３－Ｃ６）－ハロシクロア
ルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハ
ロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチオで１
置換されていてもよいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよい）
から選択され、及び、Ｑは、さらに、上記Ｑ－１ラジカル～Ｑ－１９２ラジカルのうちの
１つである；
請求項２に記載の使用。



(14) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

【請求項４】
　式（Ｉ）中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
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プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、１置換若しくは多置換されていてもよいフェニル環であるか、あるいは、Ｑ－１
～Ｑ１９２の上記基から選択される１置換若しくは多置換されていてもよい５員、６員若
しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又は９員若しくは１０員の縮合ヘテロ二
環式環系であり、ここで、該置換基は、それぞれ独立して、水素、メチル、エチル、ｎ－
プロピル、イソプロピル、シクロプロピル、メチルシクロプロピル、メトキシ、エトキシ
、トリフルオロメチル、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、シアノ、ニトロ、トリフルオロメ
トキシ、メチルチオ、トリフルオロメチルチオ、ＯＣＨＦ２、ＯＣＣｌＦ２、メトキシカ
ルボニル、フェニル、ｐ－クロロフェニル、ｍ－クロロフェニル、ｏ－クロロフェニル、
ｏ，ｐ－ジクロロフェニル、ｍ，ｍ－ジクロロフェニル、ｏ－ヨードフェニル、ｍ－ヨー
ドフェニル、ｐ－ヨードフェニル、ｏ－ブロモフェニル、ｍ－ブロモフェニル、ｐ－ブロ
モフェニル、ｏ－メチルフェニル、ｍ－メチルフェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－フル
オロフェニル、ｍ－フルオロフェニル、ｐ－フルオロフェニル、ｏ－メトキシフェニル、
ｍ－メトキシフェニル、ｐ－メトキシフェニル、ｏ－トリフルオロメチルフェニル、ｍ－
トリフルオロメチルフェニル、ｐ－トリフルオロメチルフェニル、ｐ－トリフルオロメト
キシフェニル、ｐ－トリフルオロメチルチオフェニル、ｏ－ニトロフェニル、ｍ－ニトロ
フェニル、ｐ－ニトロフェニル、ｏ－シアノフェニル、ｍ－シアノフェニル、ｐ－シアノ
フェニルから選択される；
請求項２に記載の使用。
【請求項５】
　式（Ｉ）中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
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チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、Ｑ－２～Ｑ－１９２の上記基から選択される部分構造である；
請求項２に記載の使用。
【請求項６】
　式（Ｉ）中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
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リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、上記基から選択される部分構造Ｑ－２、Ｑ－３４、Ｑ－４３～Ｑ－４５、Ｑ－４
８～Ｑ－５０及びＱ－５３～Ｑ－１９２である；
請求項２に記載の使用。
【請求項７】
　式（Ｉ）中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
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ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、上記基から選択される部分構造Ｑ－５５～Ｑ－１９２である；
請求項２に記載の使用。
【請求項８】
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　式（Ｉ）中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
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ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；及び、
　Ｑは、上記基から選択される部分構造Ｑ－７２、Ｑ－７３、Ｑ－７５、Ｑ－７８、Ｑ－
８１、Ｑ－１３２及びＱ－１６３～Ｑ－１９２である；
請求項２に記載の使用。
【請求項９】
　植物の処理であって、非生物的ストレス因子に対する植物の抵抗性を増強させるのに有
効な無毒性量の請求項１～８のいずれかに記載の式（Ｉ）で表される化合物又はそれらの
塩のうちの１種類以上を施用することを含む、前記処理。
【請求項１０】
　前記非生物的ストレス状態が、渇水、低温状態及び高温状態、浸透ストレス、湛水、上
昇した土壌中塩分濃度、鉱物への増大した曝露、オゾン状態、強光状態、窒素養分の利用
可能性が限られていること、リン養分の利用可能性が限られていることからなる群から選
択される１種類以上の状態である、請求項９に記載の処理。
【請求項１１】
　殺虫剤、殺菌剤及び殺細菌剤からなる群から選択される１種類以上の活性成分と組み合
わされた請求項１～８のいずれかに記載の化合物のうちの１種類以上の、植物及び植物の
部分への噴霧施用における使用。
【請求項１２】
　肥料と組み合わせた請求項１～８のいずれかに記載の化合物のうちの１種類以上の、植
物及び植物の部分への噴霧施用における使用。
【請求項１３】
　遺伝子組換えが成された品種、その種子又はそのような品種が成育している耕地に施用
するための、請求項１～８のいずれかに記載の化合物のうちの１種類以上の使用。
【請求項１４】
　非生物的ストレス因子に対する植物の抵抗性を増強させるための、請求項１～８のいず
れかに記載の化合物のうちの１種類以上を含んでいる散布液の使用。
【請求項１５】
　有用な植物、観賞植物、芝草の類又は樹木からなる群から選択される植物におけるスト
レス耐性を増強させる方法であって、当該効果が望まれる領域に充分な且つ無毒性の量の
請求項１～８のいずれかに記載の化合物のうちの１種類以上を施用すること（これは、植
物への施用、その種子への施用又はそのような植物が成育している地域への施用を包含す
る）を含む、前記方法。
【請求項１６】
　上記のように処理された植物の非生物的ストレスに対する抵抗性が、それ以外の点では
同じ生理学的条件下にある処理されていない植物と比較して少なくとも３％増強されてい
る、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　式（Ｉ）
【化３】
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〔式中、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン
－１－スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－イソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－アセチルアミノナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジ
ヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－ス
ルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２
－トリフルオロメチル－ベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドー
ル－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリ
フルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スル
ホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジ
ン－５－スルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、１－（４－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－クロロベンゼンスル
ホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－ヨードベンゼンスルホニルアミノ
）シクロプロパン－１－イル、１－（４－メトキシベンゼンスルホニルアミノ）シクロプ
ロパン－１－イル、１－（４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパ
ン－１－イル、１－（４－メトキシナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパン
－１－イル、１－（ナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１
－（５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（
４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４
－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－イ
ソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（５
－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－ブ
ロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－
ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル
、１－（４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル
、１－（４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イ
ル、１－（４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イ
ル、１－（４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１
－イル、１－（４－メチルベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－
（４－フルオロベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－トリ
フルオロメチルベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－ブロ
モ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（２，４－
ジクロロベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－２ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
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ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－６ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
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アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－７ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオ
ロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジ
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－
インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－
５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリ
フルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－
スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－９ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
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ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１０ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
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－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１１ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
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ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１２ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
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オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１３ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２
，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メ
トキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，６－ジクロ
ロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオ
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ロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スル
ホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３
－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－ス
ルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－
ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルア
ミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキ
シベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１４ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
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－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１７ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－２６ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
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ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－２７ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ



(31) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－２９ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
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－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－３１ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン
－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチ
ルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定
義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－３２ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
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－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－５１ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４



(34) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－５２ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
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ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－５７ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－メトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、４－イソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチ
ルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５
－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル
－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－
２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テトラヒド
ロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－ト
リフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロ
メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，６－ジ
クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスルホニル
アミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロ
メチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルア
ミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノ
メチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スル
ホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチ
ルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－５８ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ



(36) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－６０ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
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メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－６４ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
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ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－７７ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニル
アミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フ
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ルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスルホニル
アミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５－トリ
クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、
２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホ
ニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３
－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミノメチ
ル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメチル、
２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリ
ジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－
メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチ
ルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルア
ミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－７８ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－
エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７
－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，
２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニル
アミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチル
ベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジ
ン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリ
ジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－
メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフ
ルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－８４ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
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メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－クロロ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，６－
ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５－ト
リクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スル
ホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメチル
、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピ
リジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２
－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メ
チルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニル
アミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１０９ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－
エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７
－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，
２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニル
アミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチル
ベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２
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－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５
－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１１０ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１１３ラジカルであり；且つ、
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　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１１４ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、キノリン－８－スルホ
ニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メ
チルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメ
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チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テ
トラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ
－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４
－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，
６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４，５
－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－
スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメ
チル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロ
ロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１３９ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオ
ロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジ
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－
インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－
５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－
テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベン



(44) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

ゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロ
モ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチル
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、３
－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、２，
３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１４０ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオ
ロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジ
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－
インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－
５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－
テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベン
ゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロ
モ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチル
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、３
－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、２，
３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１４１ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオ
ロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジ
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メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－
インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－
５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－
テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベン
ゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロ
モ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチル
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、３
－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、２，
３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチルと定義される；
又は、
　Ｑは、請求項２に記載されているＱ－１４９ラジカルであり；且つ、
　Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオ
ロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジ
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－
インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－
５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－
テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベン
ゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロ
モ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチル
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、３
－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、２，
３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチルと定義される〕
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で表されるアリールスルホンアミド及びヘタリールスルホンアミド又はそれらの塩。
【請求項１８】
　植物を処理するための散布液であって、非生物的ストレス因子に対する植物の抵抗性を
増強させるのに有効な量の請求項１７に記載の化合物のうちの１種類以上を含んでいる、
前記散布液。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アリールスルホンアミド類及びヘタリールスルホンアミド類及びそれらの類
似体、それらを調製する方法、並びに、非生物的ストレスに対する植物のストレス耐性を
増強させるためのそれらの使用、特に、植物の成長を増強させるための及び／又は植物の
収量を増大させるためのそれらの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特定のアリールスルホンアミド類（例えば、２－シアノベンゼンスルホンアミド類）が
殺虫特性を有していることは知られている、（ｃｆ．　例えば、ＥＰ００３３９８４、及
び、ＷＯ２００５／０３５４８６、ＷＯ２００６／０５６４３３、ＷＯ２００７／０６０
２２０）。特定のヘテロ環式置換基を有する２－シアノベンゼンスルホンアミド類が、Ｅ
Ｐ２０６５３７０に記載されている。特定の置換２－シアノベンゼンスルホンアミド類を
土壌施用及び種子施用に使用することができるということも知られている（ｃｆ．　ＷＯ
２００６／１００２７１、及び、ＷＯ２００６／１００２８８）。２－アミノメチル－３
－クロロ－５－トリフルオロメチルピリジル置換基を有するアリールスルホンアミド類を
殺菌剤として使用することは、ＷＯ９９４２４４７に記載されている。特定のビスアリー
ルスルホンアミド類を殺菌剤として使用することができることも知られている（ｃｆ．　
ＷＯ２００９１０１０８２）。
【０００３】
　置換アリールスルホンアミド類（ｃｆ．　例えば、ＷＯ２００９１０５７７４）及び置
換ヘタリールスルホンアミド類（ｃｆ．　ＷＯ２００９１１３６００）を医薬活性成分と
して使用することができるということも知られている。ＷＯ２００３００７９３１にも、
同様に、置換ナフチルスルホンアミド類の医薬的な使用が記載されており、「Ｂｉｏｏｒ
ｇ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．　２００７，　１５，　７５５３」には、Ｎ－キノリン－８
－イルアリールスルホンアミド類及びそれらの抗寄生虫作用が記載されている。アミノメ
チルイソオキサゾリル置換基、アミノメチルピラゾリル置換基及びアミノメチルイソチア
ゾリル置換基を有するアリールスルホンアミド類を医薬活性成分として使用することは、
ＷＯ２００７１２９０１９に記載されている。
【０００４】
　植物が、自然のストレス状態〔例えば、寒さ、暑さ、渇水、傷、病原体（ウイルス類、
細菌類、菌類、昆虫類）による攻撃など〕に対して、さらに、除草剤に対しても、特異的
な又は非特異的な防御機構を用いて反応することは知られている［Ｐｆｌａｎｚｅｎｂｉ
ｏｃｈｅｍｉｅ，　ｐ．　３９３－４６２　，　Ｓｐｅｋｔｒｕｍ　Ａｋａｄｅｍｉｓｃ
ｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，　Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ，　Ｂｅｒｌｉｎ，　Ｏｘｆｏｒｄ，　
Ｈａｎｓ　Ｗ．　Ｈｅｌｄｔ，　１９９６；　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏ
ｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ，　ｐ．　１１０２－１２０３，
　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｓｔｓ
，　Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，　Ｍａｒｙｌａｎｄ，　ｅｄｓ．　Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇｒ
ｕｉｓｓｅｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　２０００］。
【０００５】
　植物においては、非生物的ストレス（例えば、寒さ、暑さ、渇水、塩、湛水）に対する
防御反応に関与する多くの種類のタンパク質及びそれらをコードする遺伝子が知られてい
る。それらの一部は、シグナル伝達鎖の一部分（例えば、転写因子類、キナーゼ類、ホス
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ファターゼ類）を形成しているか、又は、植物細胞の生理反応（例えば、イオン輸送、活
性酸素種の非活性化）を引き起こす。非生物的ストレス反応のシグナル鎖遺伝子としては
、ＤＲＥＢ類及びＣＢＦ類の転写因子などがある（Ｊａｇｌｏ－Ｏｔｔｏｓｅｎ　ｅｔ　
ａｌ．，　１９９８，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２８０：１０４－１０６）。塩分ストレスに対
する反応には、ＡＴＰＫ型及びＭＰ２Ｃ型のホスファターゼ類が関与している。さらに、
塩分ストレスの場合においては、多くの場合、プロリン又はスクロースなどの浸透圧調節
物質（ｏｓｍｏｌｙｔｅ）の生合成が活性化される。これには、例えば、スクロースシン
ターゼ及びプロリントランスポーターが関与している（Ｈａｓｅｇａｗａ　ｅｔ　ａｌ．
，　２０００，　Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ
　Ｂｉｏｌ　５１：４６３－４９９）。寒さ及び渇水に対する植物のストレス防御は、同
じ分子機構の一部を使用する。重要な種類としてデヒドリン類を包含する後期胚発生豊富
タンパク質（ｌａｔｅ　ｅｍｂｒｙｏｇｅｎｅｓｉｓ　ａｂｕｎｄａｎｔ　ｐｒｏｔｅｉ
ｎ）（ＬＥＡタンパク質）と呼ばれるものが蓄積することは知られている（Ｉｎｇｒａｍ
　ａｎｄ　Ｂａｒｔｅｌｓ，　１９９６，　Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉ
ｏｌ　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ　４７：２７７－４０３，　Ｃｌｏｓｅ，　１９９
７，　Ｐｈｙｓｉｏｌ　Ｐｌａｎｔ　１００：２９１－２９６）。ストレスを受けた植物
体内には、小気胞、タンパク質及び膜構造を安定化させるシャペロン類が存在する（Ｂｒ
ａｙ，　１９９３，　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ　１０３：１０３５－１０４０）。さ
らに、多くの場合、アルデヒドデヒドロゲナーゼが誘導され、そのアルデヒドデヒドロゲ
ナーゼが、酸化的ストレスの場合に形成される活性酸素種（ＲＯＳ）を非活性化させる（
Ｋｉｒｃｈ　ｅｔ　ａｌ．，　２００５，　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ　５７：３１
５－３３２）。熱ショック転写因子（ＨＳＦ）及び熱ショックタンパク質（ＨＳＰ）は、
熱ストレスの場合に活性化され、そして、ここで、シャペロンとして、寒さストレス及び
渇水ストレスの場合におけるデヒドリン類の役割と同様の役割を果たす（Ｙｕ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　２００５，　Ｍｏｌ　Ｃｅｌｌｓ　１９：３２８－３３３）。
【０００６】
　植物にとって内因性であり且つストレス耐性又は病原に対する防御に関与する多くの種
類のシグナル物質が、既に知られている。ここで、その例としては、サリチル酸、安息香
酸、ジャスモン酸又はエチレンなどを挙げることができる［Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　
ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ，　ｐ．　８５０－
９２９，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇ
ｉｓｔｓ，　Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，　Ｍａｒｙｌａｎｄ，　ｅｄｓ．　Ｂｕｃｈａｎａｎ
，　Ｇｒｕｉｓｓｅｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　２０００］。これらの物質の一部又はそれらの
安定な合成誘導体及び誘導された構造も、植物に対する外部施用又は種子粉衣において有
効であり、そして、植物の増強されたストレス耐性又病原に対する耐性をもたらす防御反
応を活性化させる［Ｓｅｍｂｄｎｅｒ，　ａｎｄ　Ｐａｒｔｈｉｅｒ，　１９９３，　Ａ
ｎｎ．　Ｒｅｖ．　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．
　４４：５６９－５８９］。
【０００７】
　内因性のポリ－ＡＤＰ－リボースポリメラーゼ（ＰＡＲＰ）又はポリ－（ＡＤＰ－リボ
ース）グリコヒドロラーゼ（ＰＡＲＧ）の活性を改変することによって非生物的ストレス
に対する植物の耐性を増強させ得るということは知られている（ｄｅ　Ｂｌｏｃｋ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　Ｊｏｕｒｎａｌ，　２００４，　４１，　９５；Ｌｅ
ｖｉｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，　ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．　１９９８，　４４０，　１；ＷＯ０
００４１７３；ＷＯ０４０９０１４０）。
【０００８】
　さらに、化学物質によって非生物的ストレスに対する植物の耐性を増強させることが可
能であるということも知られている。そのような物質は、種子粉衣によって、葉への噴霧
によって、又は、土壌処理によって、施用する。例えば、全身獲得抵抗性（ＳＡＲ）の誘
導因子又はアブシシン酸誘導体で処理することによって作物植物の非生物的ストレス耐性
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が増強されるということは記載されている（Ｓｃｈａｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｗｅｉ，　ＷＯ
２０００２８０５５；Ａｂｒａｍｓ　ａｎｄ　Ｇｕｓｔａ，　ＵＳ５２０１９３１；Ａｂ
ｒａｍｓ　ｅｔ　ａｌ，　ＷＯ９７２３４４１，　Ｃｈｕｒｃｈｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，
　１９９８，　Ｐｌａｎｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇｕｌ　２５：３５－４５）。さらに、
作物植物のストレス耐性に対する成長調節剤の効果も記載されている（Ｍｏｒｒｉｓｏｎ
　ａｎｄ　Ａｎｄｒｅｗｓ，　１９９２，　Ｊ　Ｐｌａｎｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇｕｌ
　１１：１１３－１１７，　ＲＤ－２５９０２７）。これに関連して、成長調節性ナフチ
ルスルホンアミド（４－ブロモ－Ｎ－（ピリジン－２－イルメチル）ナフタレン－１－ス
ルホンアミド）がアブシシン酸と同様に植物種子の発芽に影響を与えることも知られてい
る（Ｐａｒｋ　ｅｔ　ａｌ．　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２００９，　３２４，　１０６８－１０
７１）。さらに別のナフチルスルホンアミド〔Ｎ－（６－アミノヘキシル）－５－クロロ
ナフタレン－１－スルホンアミド〕が低温ショック（ｃｏｌｄ　ｓｈｏｃｋ）に晒された
植物体内のカルシウムレベルに影響を及ぼすということも知られている（Ｃｈｏｌｅｗａ
　ｅｔ　ａｌ．　Ｃａｎ．　Ｊ．　Ｂｏｔａｎｙ　１９９７，　７５，　３７５－３８２
）。
【０００９】
　同様の効果は、殺菌剤（特に、ストロビルリン系の群の殺菌剤）又はコハク酸脱水素酵
素阻害剤の施用においても観察され、そして、多くの場合、収量の増大も伴っている（Ｄ
ｒａｂｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　ＤＥ－３５３４９４８，　Ｂａｒｔｌｅｔｔ　ｅｔ　ａｌ
．，　２００２，　Ｐｅｓｔ　Ｍａｎａｇ　Ｓｃｉ　６０：３０９）。低薬量の除草剤グ
リホセートが一部の植物種の成長を刺激するということも知られている（Ｃｅｄｅｒｇｒ
ｅｅｎ，　Ｅｎｖ．　Ｐｏｌｌｕｔｉｏｎ　２００８，　１５６，　１０９９）。
【００１０】
　浸透ストレスの場合においては、浸透圧調節物質（例えば、グリシンベタイン又はその
生化学的前駆物質、例えば、コリン誘導体）を施用した結果として保護効果が観察された
（Ｃｈｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　２０００，　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎ　２
３：６０９－６１８，　Ｂｅｒｇｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ＤＥ－４１０３２５３）。
植物における非生物的ストレス耐性の増強に対する酸化防止剤（例えば、ナフトール類及
びキサンチン類）の効果も、同様に、既に記載されている（Ｂｅｒｇｍａｎｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　ＤＤ－２７７８３２，　Ｂｅｒｇｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ＤＤ－２７７８３
５）。しかしながら、これら物質の抗ストレス作用の分子的原因は、実質的に知られてい
ない。
【００１１】
　かくして、植物がさまざまな有害生物及び／又は自然の非生物的ストレスに対して効果
的な防御をもたらし得る幾つかの内因性反応機構を有しているということが知られている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】欧州特許出願公開第００３３９８４号
【特許文献２】国際特許出願公開第２００５／０３５４８６号
【特許文献３】国際特許出願公開第２００６／０５６４３３号
【特許文献４】国際特許出願公開第２００７／０６０２２０号
【特許文献５】欧州特許出願公開第２０６５３７０号
【特許文献６】国際特許出願公開第２００６／１００２７１号
【特許文献７】国際特許出願公開第２００６／１００２８８号
【特許文献８】国際特許出願公開第９９／４２４４７号
【特許文献９】国際特許出願公開第２００９／１０１０８２号
【特許文献１０】国際特許出願公開第２００９／１０５７７４号
【特許文献１１】国際特許出願公開第２００９／１１３６００号
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【特許文献１２】国際特許出願公開第２００３／００７９３１号
【特許文献１３】国際特許出願公開第２００７／１２９０１９号
【特許文献１４】国際特許出願公開第００／０４１７３号
【特許文献１５】国際特許出願公開第０４／０９０１４０号
【特許文献１６】国際特許出願公開第２０００／２８０５５号
【特許文献１７】米国特許第５２０１９３１号
【特許文献１８】国際特許出願公開第９７／２３４４１号
【特許文献１９】独国特許出願公開ＤＥ３５３４９４８号
【特許文献２０】独国特許出願公開ＤＥ４１０３２５３号
【特許文献２１】独国特許ＤＤ－２７７８３２号
【特許文献２２】独国特許ＤＤ－２７７８３５号
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｂｉｏｏｒｇ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．　２００７，　１５，　７５５
３
【非特許文献２】Ｐｆｌａｎｚｅｎｂｉｏｃｈｅｍｉｅ，　ｐ．　３９３－４６２　，　
Ｓｐｅｋｔｒｕｍ　Ａｋａｄｅｍｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，　Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ
，　Ｂｅｒｌｉｎ，　Ｏｘｆｏｒｄ，　Ｈａｎｓ　Ｗ．　Ｈｅｌｄｔ，　１９９６
【非特許文献３】Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏ
ｇｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ，　ｐ．　１１０２－１２０３，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｓｔｓ，　Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，　
Ｍａｒｙｌａｎｄ，　ｅｄｓ．　Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇｒｕｉｓｓｅｍ，　Ｊｏｎｅｓ
，　２０００
【非特許文献４】Ｊａｇｌｏ－Ｏｔｔｏｓｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９８，　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ　２８０：１０４－１０６
【非特許文献５】Ｈａｓｅｇａｗａ　ｅｔ　ａｌ．，　２０００，　Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　
Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ　５１：４６３－４９９
【非特許文献６】Ｉｎｇｒａｍ　ａｎｄ　Ｂａｒｔｅｌｓ，　１９９６，　Ａｎｎｕ　Ｒ
ｅｖ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ　４７：２７７－４
０３，
【非特許文献７】Ｃｌｏｓｅ，　１９９７，　Ｐｈｙｓｉｏｌ　Ｐｌａｎｔ　１００：２
９１－２９６
【非特許文献８】Ｂｒａｙ，　１９９３，　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ　１０３：１０
３５－１０４０
【非特許文献９】Ｋｉｒｃｈ　ｅｔ　ａｌ．，　２００５，　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ　Ｂｉ
ｏｌ　５７：３１５－３３２
【非特許文献１０】Ｙｕ　ｅｔ　ａｌ．，　２００５，　Ｍｏｌ　Ｃｅｌｌｓ　１９：３
２８－３３３
【非特許文献１１】Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌ
ｏｇｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ，　ｐ．　８５０－９２９，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉ
ｅｔｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｓｔｓ，　Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，　Ｍ
ａｒｙｌａｎｄ，　ｅｄｓ．　Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇｒｕｉｓｓｅｍ，　Ｊｏｎｅｓ，
　２０００
【非特許文献１２】Ｓｅｍｂｄｎｅｒ，　ａｎｄ　Ｐａｒｔｈｉｅｒ，　１９９３，　Ａ
ｎｎ．　Ｒｅｖ．　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．
　４４：５６９－５８９
【非特許文献１３】ｄｅ　Ｂｌｏｃｋ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　Ｊｏｕｒ
ｎａｌ，　２００４，　４１，　９５
【非特許文献１４】Ｌｅｖｉｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，　ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．　１９９８，
　４４０，　１
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【非特許文献１５】Ｃｈｕｒｃｈｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９８，　Ｐｌａｎｔ　Ｇ
ｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇｕｌ　２５：３５－４５
【非特許文献１６】Ｍｏｒｒｉｓｏｎ　ａｎｄ　Ａｎｄｒｅｗｓ，　１９９２，　Ｊ　Ｐ
ｌａｎｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇｕｌ　１１：１１３－１１７，ＲＤ－２５９０２７
【非特許文献１７】Ｐａｒｋ　ｅｔ　ａｌ．　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２００９，　３２４，　
１０６８－１０７１
【非特許文献１８】Ｃｈｏｌｅｗａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｃａｎ．　Ｊ．　Ｂｏｔａｎｙ　１
９９７，　７５，　３７５－３８２
【非特許文献１９】Ｂａｒｔｌｅｔｔ　ｅｔ　ａｌ．，　２００２，　Ｐｅｓｔ　Ｍａｎ
ａｇ　Ｓｃｉ　６０：３０９
【非特許文献２０】Ｃｅｄｅｒｇｒｅｅｎ，　Ｅｎｖ．　Ｐｏｌｌｕｔｉｏｎ　２００８
，　１５６，　１０９９
【非特許文献２１】Ｃｈｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　２０００，　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　Ｅ
ｎｖｉｒｏｎ　２３：６０９－６１８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、現代の作物処理組成物に求められる環境的及び経済学的な要求、例えば
、毒性、選択性、施用量、残留物の形成及び望ましい製造方法などに関する要求は、継続
的に増大しており、また、例えば抵抗性に関する問題も存在し得るので、少なくとも一部
の領域において既知組成物に対して有利点を有している新規作物処理組成物を開発するこ
とは、絶えることのない目的である。
【００１５】
　従って、本発明の目的は、植物における非生物的ストレスに対する耐性を増強させる改
善されたさらなる化合物を提供することであった。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　従って、本発明は、非生物的ストレスに対する植物の耐性を増強させるための、
一般式（Ｉ）
【００１７】
【化１】

〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、チオシアナト、イソチオシ
アナト、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、ア
リールアルキル、アリールアルコキシ、ヘテロアリール、アルコキシアルキル、ハロアル
キル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルコキシカルボニル、ヒド
ロキシカルボニル、アミノカルボニル、アルキルアミノカルボニル、シクロアルキルアミ
ノカルボニル、アルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアルキルチオ、ビスアルキルアミノ
、シクロアルキルアミノ、アルキルカルボニルアミノ、シクロアルキルカルボニルアミノ
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、ホルミルアミノ、ハロアルキルカルボニルアミノ、アルコキシカルボニルアミノ、（ア
ルキル）アミノカルボニルアミノ、アルキルスルホニルアミノ、シクロアルキルスルホニ
ルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスルホニルアミノ、スルホニルハロア
ルキルアミノ、アミノアルキルスルホニル、アミノハロアルキルスルホニル、アルキルス
ルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、アルキルスルフィニル、シ
クロアルキルスルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジアルキルスルホンイミド
イル、Ｓ－アルキルスルホンイミドイル、アルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロ
アルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケ
ニル、アルキニル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、アルコキシアルキル
、ハロアルキル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルキルチオ、ハ
ロアルキルチオ、アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、ア
ルキルアミノカルボニル、アルキルアミノ、ビスアルキルアミノ、シクロアルキルアミノ
、アルキルカルボニルアミノ、シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、ハロ
アルキルカルボニルアミノ、アルコキシカルボニルアミノ、（アルキル）アミノカルボニ
ルアミノ、スルホニルアミノ、アルキルスルホニルアミノ、ハロアルキルスルホニルアミ
ノ、シクロアルキルスルホニルアミノ、アミノアルキルスルホニル、アミノハロアルキル
スルホニル、アルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、ア
ルキルスルフィニル、シクロアルキルスルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ
アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－アルキルスルホンイミドイル、アルキルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロアルキルアミノス
ルホニルであり；
　Ｒ２は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケ
ニル、アルキニル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、アルコキシアルキル
、ハロアルキル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルキルチオ、ハ
ロアルキルチオ、アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、ア
ルキルアミノカルボニル、アルキルアミノ、ビスアルキルアミノ、シクロアルキルアミノ
、アルキルカルボニルアミノ、シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、ハロ
アルキルカルボニルアミノ、アルコキシカルボニルアミノ、（アルキル）アミノカルボニ
ルアミノ、スルホニルアミノ、アルキルスルホニルアミノ、ハロアルキルスルホニルアミ
ノ、シクロアルキルスルホニルアミノ、アミノアルキルスルホニル、アミノハロアルキル
スルホニル、アルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、ア
ルキルスルフィニル、シクロアルキルスルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ
アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－アルキルスルホンイミドイル、アルキルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、シクロアルキルアミノス
ルホニルであり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は部分的飽和又は完全
不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断されていてもよく、及び、さ
らに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は部分的飽和又は完全不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断
されていてもよく、及び、さらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、アルキル、アルキルアルケニル、アルキニル、アルキルカルボニル、シクロ
アルキルカルボニル、アリールカルボニル、ヘテロアリールカルボニル、アルコキシカル
ボニル、アルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、アルコ
キシカルボニルカルボニル、アリールアルコキシカルボニルカルボニル、アルキルアミノ
チオカルボニル、アルキルアミノカルボニル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキ
ル、シアノアルキル、ハロアルキル、シクロアルキル、シクロアルキルアルキルであり；
　Ｙは、アルカンジイル、シクロアルカンジイル、アルケンジイル、アルキンジイル、ア
ルキルアルケンジイル、アリールアルカンジイル、アルコキシジイル、アルコキシアルキ
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ルジイル、アルキルチオアルキルジイル、アルキルスルフィニルアルキルジイル、アルキ
ルスルホニルアルキルジイル又はＮとＱの間の直接結合であり；
　Ｑは、フェニル環又は５員、６員若しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又
はさらにヘテロ原子を含んでいてもよい９員若しくは１０員の縮合二環式環系若しくは縮
合三環式環系であり、ここで、上記で特定されている環又は環系は、１置換されていても
よいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよく、その際、該置換基
は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、分枝鎖若しくは非分枝鎖のアル
キル、シクロアルキル、アルコキシシクロアルキル、アリールシクロアルキル、シクロア
ルキルシクロアルキル、シクロアルキルアルキル、アルケニル、アルキニル、アリールア
ルキル、アルコキシアルキル、ハロアルキル、ハロシクロアルキル、アルコキシ、ハロア
ルコキシ、アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、アルキル
アミノカルボニル、アミノ、アルキルアミノ、ビスアルキルアミノ、シクロアルキルアミ
ノ、アルキルカルボニルアミノ、アルキルカルボニル、アルキルチオ、ハロアルキルチオ
、ハロアルキルスルフィニル、ハロアルキルスルホニルから選択されるか、又は、該置換
基は、それぞれ独立して、フェニル又は５員若しくは６員のヘテロ芳香族環（ここで、フ
ェニル又はヘテロ芳香族環は、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ハ
ロアルキル、ハロアルケニル、ハロアルキニル、ハロシクロアルキル、ハロゲン、シアノ
、ニトロ、アルコキシ、ハロアルコキシ、アルキルチオ、ハロアルキルチオで１置換され
ていてもよいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよい）から選択
される〕
で表される置換スルホンアミド又はその塩の使用を提供する。
【００１８】
　式（Ｉ）で表される化合物は、適切な無機酸又は有機酸（例えば、鉱酸、例えば、ＨＣ
ｌ、ＨＢｒ、Ｈ２ＳＯ４、Ｈ３ＰＯ４若しくはＨＮＯ３、あるいは、有機酸、例えば、カ
ルボン酸、例えば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、乳酸若しくはサリチル酸、又
は、スルホン酸、例えば、ｐ－トルエンスルホン酸）を塩基性基（例えば、アミノ、アル
キルアミノ、ジアルキルアミノ、ピペリジノ、モルホリノ又はピリジノ）に付加すること
によって、塩を形成することができる。これらの塩は、従って、アニオンとして、該酸の
共役塩基を含んでいる。
【００１９】
　脱プロトン化された形態で存在している適切な置換基（例えば、スルホン酸又はカルボ
ン酸）は、アミノ基のようなそれ自体がプロトン化可能な基との内部塩を形成することが
できる。
【００２０】
　本発明に従って使用される式（Ｉ）で表される化合物及びその塩は、以下では、「一般
式（Ｉ）で表される化合物」と称する。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　好ましくは、式（Ｉ）〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）
－アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－
Ｃ８）－アルキニル、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール
、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアル
キル、（Ｃ３－Ｃ８）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、アリール－
（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－アル
コキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
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ルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチ
オ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノ、（
Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルカルボニル
アミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ

６）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－（アルキル）アミノカルボニルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルス
ルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスルホニルアミノ、スルホニル
－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニル
、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホ
ニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルフィニル、アリールス
ルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－（Ｃ１－
Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）
－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ６）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６

）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－（アル
キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ６）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ６）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６

）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－（アル
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キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ６）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は部分的飽和又は完全
不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断されていてもよく、及び、さ
らに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は部分的飽和又は完全不飽和の５～７員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断
されていてもよく、及び、さらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル－（Ｃ２－Ｃ８）－
アルケニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルカ
ルボニル、アリールカルボニル、ヘテロアリールカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキ
シカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル
スルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルカルボニル、
アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルアミノチオカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノカルボニル、アリール－（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキル、ヘテロアリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－
アルキニル、（Ｃ１－Ｃ６）－シアノアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３

－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルであり；
　Ｙは、（Ｃ１－Ｃ６）－アルカンジイル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル、（Ｃ３－Ｃ７

）－シクロアルカンジイル、（Ｃ２－Ｃ７）－アルケンジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ル－（Ｃ２－Ｃ７）－アルケンジイル、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルカンジイル、（
Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アル
キルジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカルボニル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル
、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－
アルキルスルフィニル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルス
ルホニル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルジイル又はＮとＱの間の直接結合であり；
　Ｑは、フェニル環又は５員、６員若しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又
はさらにヘテロ原子を含んでいてもよい９員若しくは１０員の縮合二環式環系若しくは縮
合三環式環系であり、ここで、上記で特定されている環又は環系は、１置換されていても
よいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよく、その際、該置換基
は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、分枝鎖若しくは非分枝鎖の（Ｃ

１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル
、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキニル、アリール－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）
－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ

８）－ハロシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－アルコキシシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８

）－アリールシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル－（Ｃ３－Ｃ８）－シク
ロアルキル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ

６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシカル
ボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノカ
ルボニル、アミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルア
ミノ、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニルア
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ミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－
Ｃ６）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ６

）－ハロアルキルスルホニルから選択されるか、又は、該置換基は、それぞれ独立して、
フェニル又は５員若しくは６員のヘテロ芳香族環（ここで、フェニル又はヘテロ芳香族環
は、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－アルキ
ニル、（Ｃ３－Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキル、（Ｃ２－Ｃ８

）－ハロアルケニル、（Ｃ２－Ｃ８）－ハロアルキニル、（Ｃ３－Ｃ８）－ハロシクロア
ルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハ
ロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルキルチオで１
置換されていてもよいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよい）
から選択され、及び、Ｑは、さらに、下記ラジカルＱ－１～Ｑ－１９２：
【００２２】
【化２】
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のうちの１つである〕
で表される化合物を本発明で使用する。
【００２３】
　特に好ましくは、式（Ｉ）〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－
Ｃ６）－アルキニル、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール
、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアル
キル、（Ｃ３－Ｃ６）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、アリール－
（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アル
コキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチ
オ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルアミノ、（
Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルカルボニル
アミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ

４）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－（アルキル）アミノカルボニルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルス
ルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスルホニルアミノ、スルホニル
－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル
、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホ
ニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルフィニル、アリールス
ルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、Ｓ－（Ｃ１－
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Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）
－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ４）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ７）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－（アル
キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ６）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、Ｈ、ニトロ、アミノ、シアノ、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ３

－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル
、アリール、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール、（Ｃ１－Ｃ４）－
アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６

）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキ
シ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシカルボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルアミノカルボニル、（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－
シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルアミノ、（Ｃ３－Ｃ７）－
シクロアルキルカルボニルアミノ、ホルミルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルカル
ボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－（アル
キル）アミノカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニルアミノ、（Ｃ３－
Ｃ６）－シクロアルキルスルホニルアミノ、アリールスルホニルアミノ、ヘタリールスル
ホニルアミノ、スルホニル（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルアミノ、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルホニル、アミノ－（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルホニル、（Ｃ１－
Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニル、アリールス
ルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルフィニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルス
ルフィニル、アリールスルフィニル、Ｎ，Ｓ－ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイ
ミドイル、Ｓ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホンイミドイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルスルホニルアミノカルボニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルスルホニルアミノカル
ボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－シクロアルキルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は部分的飽和又は完全
不飽和の５～６員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断されていてもよく、及び、さ
らに置換されていてもよい）を形成し；
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　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は部分的飽和又は完全不飽和の５～６員の環（ここで、該環は、ヘテロ原子で中断
されていてもよく、及び、さらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル－（Ｃ２－Ｃ６）－
アルケニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルカ
ルボニル、アリールカルボニル、ヘテロアリールカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキ
シカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル
スルホニル、アリールスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルカルボニル、
アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルアミノチオカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノカルボニル、アリール－（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキル、ヘテロアリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－
アルキニル、（Ｃ１－Ｃ４）－シアノアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３

－Ｃ７）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル－（Ｃ１－Ｃ６）－アルキ
ルであり；
　Ｙは、（Ｃ１－Ｃ５）－アルカンジイル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルカンジイル、（
Ｃ２－Ｃ６）－アルケンジイル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキンジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－ア
ルキル－（Ｃ２－Ｃ６）－アルケンジイル、アリール－（Ｃ１－Ｃ４）－アルカンジイル
、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－
アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジ
イル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキルスルフィニル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジイル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ルスルホニル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルジイル又はＮとＱの間の直接結合であり；
　Ｑは、フェニル環又は５員、６員若しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又
はさらにヘテロ原子を含んでいてもよい９員若しくは１０員の縮合二環式環系若しくは縮
合三環式環系であり、ここで、上記で特定されている環又は環系は、１置換されていても
よいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよく、その際、該置換基
は、それぞれ独立して、Ｈ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、分枝鎖若しくは非分枝鎖の（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－アルコキシ
シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－アリールシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロア
ルキル－（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル－（Ｃ１－
Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル、アリー
ル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－ハロシクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ

４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカル
ボニル、ヒドロキシカルボニル、アミノカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノカ
ルボニル、アミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ビス（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルア
ミノ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－
Ｃ４）－ハロアルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ４

）－ハロアルキルスルホニルから選択されるか、又は、該置換基は、それぞれ独立して、
フェニル又は５員若しくは６員のヘテロ芳香族環（ここで、フェニル又はヘテロ芳香族環
は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキ
ニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ２－Ｃ６

）－ハロアルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－ハロアルキニル、（Ｃ３－Ｃ６）－ハロシクロア
ルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハ
ロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルチオで１
置換されていてもよいか又は同じように若しくは異なるように多置換されていてもよい）
から選択され、及び、Ｑは、さらに、上記Ｑ－１ラジカル～Ｑ－１９２ラジカルのうちの
１つである〕
で表される化合物を本発明で使用する。
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【００２４】
　極めて特に好ましくは、式（Ｉ）〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
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プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、１置換若しくは多置換されていてもよいフェニル環であるか、あるいは、Ｑ－１
～Ｑ１９２の上記基から選択される１置換若しくは多置換されていてもよい５員、６員若
しくは７員の飽和若しくは不飽和のヘテロ環式環又は９員若しくは１０員の縮合ヘテロ二
環式環系であり、ここで、該置換基は、それぞれ独立して、水素、メチル、エチル、ｎ－
プロピル、イソプロピル、シクロプロピル、メチルシクロプロピル、メトキシ、エトキシ
、トリフルオロメチル、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、シアノ、ニトロ、トリフルオロメ
トキシ、メチルチオ、トリフルオロメチルチオ、ＯＣＨＦ２、ＯＣＣｌＦ２、メトキシカ
ルボニル、フェニル、ｐ－クロロフェニル、ｍ－クロロフェニル、ｏ－クロロフェニル、
ｏ，ｐ－ジクロロフェニル、ｍ，ｍ－ジクロロフェニル、ｏ－ヨードフェニル、ｍ－ヨー
ドフェニル、ｐ－ヨードフェニル、ｏ－ブロモフェニル、ｍ－ブロモフェニル、ｐ－ブロ
モフェニル、ｏ－メチルフェニル、ｍ－メチルフェニル、ｐ－メチルフェニル、ｏ－フル
オロフェニル、ｍ－フルオロフェニル、ｐ－フルオロフェニル、ｏ－メトキシフェニル、
ｍ－メトキシフェニル、ｐ－メトキシフェニル、ｏ－トリフルオロメチルフェニル、ｍ－
トリフルオロメチルフェニル、ｐ－トリフルオロメチルフェニル、ｐ－トリフルオロメト
キシフェニル、ｐ－トリフルオロメチルチオフェニル、ｏ－ニトロフェニル、ｍ－ニトロ
フェニル、ｐ－ニトロフェニル、ｏ－シアノフェニル、ｍ－シアノフェニル、ｐ－シアノ
フェニルから選択される〕
で表される化合物を本発明で使用する。
【００２５】
　特に好ましくは、さらに、式（Ｉ）〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
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チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、Ｑ－２～Ｑ－１９２の上記基から選択される部分構造である〕
で表される化合物を本発明で使用する。
【００２６】
　特に好ましくは、さらに、式（Ｉ）〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト



(66) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、上記基から選択される部分構造Ｑ－２、Ｑ－３４、Ｑ－４３～Ｑ－４５、Ｑ－４
８～Ｑ－５０及びＱ－５３～Ｑ－１９２である〕
で表される化合物を本発明で使用する。
【００２７】
　とりわけ好ましくは、式（Ｉ）〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
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ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ
ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；
　Ｑは、上記基から選択される部分構造Ｑ－５５～Ｑ－１９２である〕
で表される化合物を本発明で使用する。
【００２８】
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　さらにとりわけ好ましくは、式（Ｉ）〔式中、
　Ａ１、Ａ２、Ａ３は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ独立して、Ｎ
（窒素）又はＣ－Ｗ部分構造であり、ただし、隣接する窒素原子は２個以下であり、ここ
で、該Ｃ－Ｗ部分構造中のＷは、いずれの場合にも、以下で定義されているような、同一
であるか又は異なっている定義を有し；
　Ｗは、いずれの場合にも、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ
素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケ
ニル、シクロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボ
ニルアミノ、シクロブチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリ
フルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、
フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカルボ
ニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ１は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シクロプロ
ピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミノ、シク
ロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメチル、ト
リフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニ
ル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ
、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルアミノカル
ボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルであり；
　Ｒ２は、水素、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エ
トキシ、イソプロポキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、シ
クロプロピル、シクロブチル、メチルカルボニルアミノ、シクロプロピルカルボニルアミ
ノ、シクロブチルカルボニルアミノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、トリフルオロメ
チル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシ
カルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジ
ルオキシ、フェニル、メチルスルホニルアミノカルボニル、シクロプロピルスルホニルア
ミノカルボニル、シクロプロピルアミノカルボニル、シクロプロピルアミノスルホニルで
あり；
　Ｒ１とＲ２は、それらが結合している原子と一緒に、完全飽和又は完全不飽和の５員～
６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニトロ、アミノ、シアノ、フッ素
、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、メチル、エチル、シクロ
プロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフルオロメチル、トリフルオロ
メチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、メトキシカルボニル、エトキ
シカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ、ベンジルオキシ、フェニル
でさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｒ１とＡ３は、Ａ３がＣ－Ｗ基である場合、それらが結合している原子と一緒に、完全
飽和又は完全不飽和の５員～６員の炭素環式環又はヘテロ環式環（ここで、該環は、ニト
ロ、アミノ、シアノ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、メトキシ、エトキシ、イソプロポキ
シ、メチル、エチル、シクロプロピル、メチルカルボニルアミノ、メチルアミノ、トリフ
ルオロメチル、トリフルオロメチルチオ、トリフルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、
メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、メトキシカルボニルメチル、ジメチルアミノ
、ベンジルオキシ、フェニルでさらに置換されていてもよい）を形成し；
　Ｘは、Ｈ、メチル、エチル、ｎ－プロピル、シクロプロピル、イソプロピル、メチルカ
ルボニル、エチルカルボニル、２’－トリフルオロメチル－４’－ピリジルカルボニル、
シクロプロピルカルボニル、ベンジル、ＣＨ２－ピリジル、ｎ－プロピルカルボニル、ｔ
ｅｒｔ－ブチルカルボニル、シクロブチルカルボニル、シクロペンチルカルボニル、シク
ロヘキシルカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、アリル、エチニル、
プロパ－１－イン－３－イル、ブタ－２－イン－３－イル、シアノメチル、２，２－ジフ



(69) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

ルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ
プロピル、３，３，２，２－テトラフルオロプロピル、４，４，４－トリフルオロブチル
、メトキシカルボニルメチルであり；
　Ｙは、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）、ＣＨ（ＣＯ２Ｍｅ）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ
Ｆ３）、スピロ－シクロプロピレンであり；及び、
　Ｑは、上記基から選択される部分構造Ｑ－７２、Ｑ－７３、Ｑ－７５、Ｑ－７８、Ｑ－
８１、Ｑ－１３２及びＱ－１６３～Ｑ－１９２である〕
で表される化合物を本発明で使用する。
【００２９】
　一般的に又は好ましい範囲において上記で示されているラジカルの定義は、式（Ｉ）で
表される最終生成物及びいずれの場合にもその最終生成物を調製するのに必要な対応する
出発物質又は中間体の両方に当てはまる。これらのラジカルの定義は、必用に応じて互い
に組み合わせることが可能であり、即ち、所与の好ましい範囲の間の組合せを包含する。
【００３０】
　本質的に、式（Ｉ）で表される上記スルホンアミドの一部は、同様に、当技術分野にお
いて知られていない。かくして、本発明のさらに別の一部分は、式（Ｉ）
【００３１】
【化３】

で表されるアリールスルホンアミド及びヘタリールスルホンアミド又はそれらの塩であり
、ここで、上記式中、
　ＱはＱ－１であり、且つ、Ｖは、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル
、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル
、４－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミ
ノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－
ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、８
－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチル－ベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ
－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２－クロロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニ
ルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－
ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル
、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチ
オ－ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、１－（４－ブロモベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１
－（４－クロロベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－ヨー
ドベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－メトキシベンゼン
スルホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－ブロモナフタレン－１－スル
ホニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－メトキシナフタレン－１－スルホ
ニルアミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（ナフタレン－１－スルホニルアミノ）シ
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クロプロパン－１－イル、１－（５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロ
プロパン－１－イル、１－（４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプ
ロパン－１－イル、１－（４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパ
ン－１－イル、１－（４－イソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプ
ロパン－１－イル、１－（５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ）シクロプロパ
ン－１－イル、１－（４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロ
パン－１－イル、１－（４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノ
）シクロプロパン－１－イル、１－（４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノ
）シクロプロパン－１－イル、１－（４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミ
ノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミ
ノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニル
アミノ）シクロプロパン－１－イル、１－（４－メチルベンゼンスルホニルアミノ）シク
ロプロパン－１－イル、１－（４－フルオロベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン
－１－イル、１－（４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン
－１－イル、１－（４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン
－１－イル、１－（２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノ）シクロプロパン－１－
イルと定義される（ここで、該Ｑ－１ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－２であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロ
ポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒド
ロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメ
チル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメ
チルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロ
ロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－
６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニル
アミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２
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－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－
５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリ
ジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン
－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－ア
セチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオ
ロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－２ラジカルは
上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－６であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロ
ポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒド
ロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメ
チル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメ
チルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロ
ロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－
６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニル
アミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２
－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－
５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリ
ジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン
－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－ア
セチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンス
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ルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオ
ロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－６ラジカルは
上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－７であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル
－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチ
ルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノ
メチルと定義される（ここで、該Ｑ－７ラジカルは上記で定義されているとおりである）
；
又は、
　ＱはＱ－９であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロ
ポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メ
チルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレ
ン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒド
ロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノメ
チル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメ
チルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニル
アミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジクロ
ロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルア
ミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベン
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ゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－
６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニル
アミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２
－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－
５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリ
ジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン
－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチ
ル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－ア
セチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオ
ロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－９ラジカルは
上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１０であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
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－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１０ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１１であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
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オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１１ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１２であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１２ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１３であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
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フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロ
モ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル
、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニル
アミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メ
チルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルア
ミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メト
キシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミノメ
チル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオ
ロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニル
アミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミ
ノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－ス
ルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル
、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノ
メチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメ
チルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、
該Ｑ－１３ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１４であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
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メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１４ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１７であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
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－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１７ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－２６であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
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ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－２６ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－２７であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
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ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－２７ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－２９であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－２９ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
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又は、
　ＱはＱ－３１であり、且つ、Ｖは、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エ
トキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリ
フルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼン
スルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－３１ラジカルは上記で定義されて
いるとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－３２であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン



(82) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－３２ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－５１であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－５１ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－５２であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
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タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－５２ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－５７であり、且つ、Ｖは、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４
－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン
－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルア
ミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エ
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トキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－
スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２
，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルア
ミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、
５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－
２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロメチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニルアミノ
メチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨ
ードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６
－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－
メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミ
ノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、キノ
リン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－
ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５
－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルチオベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチ
ルと定義される（ここで、該Ｑ－５７ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－５８であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
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ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－５８ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－６０であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
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リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－６０ラジカ
ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－６４であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ト
リフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ
－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン
－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピ
リジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－
アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフル
オロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－６４ラジカ
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ルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－７７であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３
－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニル
アミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジ
フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼンスルホニルアミノ
メチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－
メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルアミ
ノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フ
ルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－
スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジン
－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－２
－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチ
ルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメ
トキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－７７ラジカルは上
記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－７８であり、且つ、Ｖは、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチ
ル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１
－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミノ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－メ
チル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベ
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ンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベン
ゼンスルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロ
モ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イン
ドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－メトキシベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２
－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５
－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンス
ルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチ
ルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義され
る（ここで、該Ｑ－７８ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－８４であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニル
アミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプ
ロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－
メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタ
レン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒ
ドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－ト
リメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミノ
メチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－
ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオロ
メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホニ
ルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル
、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンスル
ホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジク
ロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフ
ルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－
６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６
－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホニルア
ミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベン
ゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－
フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５
－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、ピリジ
ン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリジン－
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２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル
、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼン
スルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセ
チルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロ
メトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－８４ラジカルは
上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１０９であり、且つ、Ｖは、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメ
チル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－
１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソプロポキシナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－メチルアミ
ノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、Ｎ－
メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジヒドロ－１－
ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－トリメチルベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブ
ロモ－２－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－イ
ンドール－４－スルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼン
スルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、
２－クロロ－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロピリジン－３
－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホニルアミノメ
チル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－
５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノ
メチル、２－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベン
ゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル
と定義される（ここで、該Ｑ－１０９ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１１０であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソ
プロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５
－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジ
ヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－
トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミ
ノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４
－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオ
ロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホ
ニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチ
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ル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジ
クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキ
シベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－ク
ロロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロ
モベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジ
ン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリ
ジン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノ
メチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ
－アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフ
ルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１１０ラ
ジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１１３であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソ
プロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５
－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジ
ヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－
トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミ
ノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４
－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオ
ロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホ
ニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジ
クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキ
シベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンス
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ルホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－ク
ロロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロ
モベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル
、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジ
ン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリ
ジン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノ
メチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ
－アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフ
ルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１１３ラ
ジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１１４であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、ナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、キノリン－８－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホニ
ルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ
ナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イソ
プロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－スル
ホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５
－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミノ
メチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナフ
タレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－ジ
ヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６－
トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルアミ
ノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４
－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフルオ
ロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スルホ
ニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチ
ル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－フルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、３，４－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジ
クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、
４－ヨードベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニ
ルアミノメチル、４－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メトキ
シベンゼンスルホニルアミノメチル、４－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，４－ジフルオロベンゼンス
ルホニルアミノメチル、３－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジクロロ
ベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－ク
ロロ－６－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロロ－６－フルオロベンゼン
スルホニルアミノメチル、２，６－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、２－クロ
ロ－６－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、２，５－ジメトキシベンゼンスルホ
ニルアミノメチル、２，４，５－トリクロロベンゼンスルホニルアミノメチル、３－ブロ
モベンゼンスルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロベンゼンスルホニルアミノメチル
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、２－フルオロピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジ
ン－５－スルホニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、
ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－スルホニルアミノメチル、ピリ
ジン－２－スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノ
メチル、３－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベ
ンゼンスルホニルアミノメチル、２－メトキシベンゼンスルホニルアミノメチル、４－Ｎ
－アセチルアミノベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、４－メチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ジフ
ルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１１４ラ
ジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１３９であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキ
シナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イ
ソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－
ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６
－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルア
ミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スル
ホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロ
ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホ
ニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－
スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３
－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１
３９ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１４０であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキ
シナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イ
ソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナ
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フタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－
ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６
－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルア
ミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スル
ホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロ
ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホ
ニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－
スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３
－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１
４０ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１４１であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホ
ニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキ
シナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イ
ソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－
ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６
－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルア
ミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スル
ホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロ
ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホ
ニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－
スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３
－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１
４１ラジカルは上記で定義されているとおりである）；
又は、
　ＱはＱ－１４９であり、且つ、Ｖは、４－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ブロモナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－ヨードナフタレン－１－スルホ
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ニルアミノメチル、４－フルオロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－メトキ
シナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－Ｎ－アセチルアミノナフタレン－１－
スルホニルアミノメチル、４－メチルナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、４－イ
ソプロポキシナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－アミノナフタレン－１－ス
ルホニルアミノメチル、５－ジメチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
５－メチルアミノナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、５－Ｎ－アセチルアミノナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、７－エトキシナフタレン－１－スルホニルアミ
ノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－７－スルホニルアミノメチル、５－ブロモナ
フタレン－１－スルホニルアミノメチル、２，２，４，６，７－ペンタメチル－２，３－
ジヒドロ－１－ベンゾフラン－５－スルホニルアミノメチル、４－メトキシ－２，５，６
－トリメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、８－クロロキノリン－５－スルホニルア
ミノメチル、５，６，７，８－テトラヒドロナフタレン－１－スルホニルアミノメチル、
４－ブロモ－２－フルオロベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ブロモ－２－トリフル
オロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－４－スル
ホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメ
チル、４－ブロモ－２－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－ヨードベンゼンス
ルホニルアミノメチル、４－ブロモ－３－メチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－
トリフルオロメチルベンゼンスルホニルアミノメチル、４－トリフルオロメトキシベンゼ
ンスルホニルアミノメチル、３－ブロモベンゼンスルホニルアミノメチル、２－フルオロ
ピリジン－３－スルホニルアミノメチル、２－トリフルオロメチルピリジン－５－スルホ
ニルアミノメチル、３－ブロモピリジン－５－スルホニルアミノメチル、キノリン－３－
スルホニルアミノメチル、２，３－ジクロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、３
－ブロモ－２－クロロピリジン－５－スルホニルアミノメチル、２－ブロモベンゼンスル
ホニルアミノメチル、４－トリフルオロメチルチオベンゼンスルホニルアミノメチル、４
－ジフルオロメトキシベンゼンスルホニルアミノメチルと定義される（ここで、該Ｑ－１
４９ラジカルは上記で定義されているとおりである）。
【００３２】
　本発明の化合物に関して、上記及び下記において使用されている名称について説明する
。これらは、当業者にはよく知られており、そして、とりわけ、以下で説明されている定
義を有する。
【００３３】
　本発明によれば、「アリールスルホニル」は、置換されていてもよいフェニルスルホニ
ル又は置換されていてもよい多環式アリールスルホニルを表し、ここで、特に、置換され
ていてもよいナフチルスルホニル、例えば、ハロゲン基、シアノ基、ニトロ基、アルキル
基、ハロアルキル基、ハロアルコキシ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アルキルカルボ
ニルアミノ基、ジアルキルアミノ基又はアルコキシ基で置換されているナフチルスルホニ
ルを表す。
【００３４】
　本発明によれば、「シクロアルキルスルホニル」は、単独で又は化学基の構成成分とし
て、置換されていてもよいシクロアルキルスルホニル、好ましくは、３～６個の炭素原子
を有する置換されていてもよいシクロアルキルスルホニル、例えば、シクロプロピルスル
ホニル、シクロブチルスルホニル、シクロペンチルスルホニル又はシクロヘキシルスルホ
ニルを表す。
【００３５】
　本発明によれば、「アルキルスルホニル」は、単独で又は化学基の構成成分として、直
鎖又は分枝鎖のアルキルスルホニル、好ましくは、１～８個又は１～６個の炭素原子を有
する直鎖又は分枝鎖のアルキルスルホニル、例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニ
ル、ｎ－プロピルスルホニル、イソプロピルスルホニル、ｎ－ブチルスルホニル、イソブ
チルスルホニル、ｓｅｃ－ブチルスルホニル及びｔｅｒｔ－ブチルスルホニルを表す。
【００３６】
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　本発明によれば、「アルキルチオ」は、単独で又は化学基の構成成分として、直鎖又は
分枝鎖のＳ－アルキル、好ましくは、１～８個又は１～６個の炭素原子を有する直鎖又は
分枝鎖のＳ－アルキル、例えば、メチルチオ、エチルチオ、ｎ－プロピルチオ、イソプロ
ピルチオ、ｎ－ブチルチオ、イソブチルチオ、ｓｅｃ－ブチルチオ及びｔｅｒｔ－ブチル
チオを表す。アルケニルチオは、硫黄原子を介して結合しているアルケニルラジカルであ
り、アルキニルチオは、硫黄原子を介して結合しているアルキニルラジカルであり、シク
ロアルキルチオは、硫黄原子を介して結合しているシクロアルキルラジカルであり、及び
、シクロアルケニルチオは、硫黄原子を介して結合しているシクロアルケニルラジカルで
ある。
【００３７】
　「アルコキシ」は、酸素原子を介して結合しているアルキルラジカルであり、アルケニ
ルオキシは、酸素原子を介して結合しているアルケニルラジカルであり、アルキニルオキ
シは、酸素原子を介して結合しているアルキニルラジカルであり、シクロアルキルオキシ
は、酸素原子を介して結合しているシクロアルキルラジカルであり、及び、シクロアルケ
ニルオキシは、酸素原子を介して結合しているシクロアルケニルラジカルである。
【００３８】
　用語「アリール」は、置換されていてもよい単環式、二環式又は多環式の芳香族系、好
ましくは、６～１４個（特に、６～１０個）の環炭素原子を有する置換されていてもよい
単環式、二環式又は多環式の芳香族系、例えば、フェニル、ナフチル、アントリル、フェ
ナントレニルなどを表し、好ましくは、フェニルを表す。
【００３９】
　用語「置換されていてもよいアリール」も、テトラヒドロナフチル、インデニル、イン
ダニル、フルオレニル、ビフェニリルなどの多環式系を包含する（ここで、結合部位は芳
香族系上に存在する）。
【００４０】
　体系的な用語では、「アリール」も、一般的に、用語「置換されていてもよいフェニル
」に包含される。
【００４１】
　本発明によれば、表現「ヘテロアリール」は、ヘテロ芳香族化合物、即ち、完全不飽和
の芳香族ヘテロ環式化合物、好ましくは、１～３個（好ましくは、１個又は２個）の同一
であるか又は異なっているヘテロ原子（好ましくは、Ｏ、Ｓ又はＮ）を有する５員～７員
の環を表す。本発明によるヘテロアリールは、例えば、以下のものである：１Ｈ－ピロー
ル－１－イル；１Ｈ－ピロール－２－イル；１Ｈ－ピロール－３－イル；フラン－２－イ
ル；フラン－３－イル；チエン－２－イル；チエン－３－イル、１Ｈ－イミダゾール－１
－イル；１Ｈ－イミダゾール－２－イル；１Ｈ－イミダゾール－４－イル；１Ｈ－イミダ
ゾール－５－イル；１Ｈ－ピラゾール－１－イル；１Ｈ－ピラゾール－３－イル；１Ｈ－
ピラゾール－４－イル；１Ｈ－ピラゾール－５－イル、１Ｈ－１，２，３－トリアゾール
－１－イル、１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－４－イル、１Ｈ－１，２，３－トリアゾ
ール－５－イル、２Ｈ－１，２，３－トリアゾール－２－イル、２Ｈ－１，２，３－トリ
アゾール－４－イル、１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル、１Ｈ－１，２，４－
トリアゾール－３－イル、４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－４－イル、１，２，４－オ
キサジアゾール－３－イル、１，２，４－オキサジアゾール－５－イル、１，３，４－オ
キサジアゾール－２－イル、１，２，３－オキサジアゾール－４－イル、１，２，３－オ
キサジアゾール－５－イル、１，２，５－オキサジアゾール－３－イル、アゼピニル、ピ
リジン－２－イル、ピリジン－３－イル、ピリジン－４－イル、ピラジン－２－イル、ピ
ラジン－３－イル、ピリミジン－２－イル、ピリミジン－４－イル、ピリミジン－５－イ
ル、ピリダジン－３－イル、ピリダジン－４－イル、１，３，５－トリアジン－２－イル
、１，２，４－トリアジン－３－イル、１，２，４－トリアジン－５－イル、１，２，４
－トリアジン－６－イル、１，２，３－トリアジン－４－イル、１，２，３－トリアジン
－５－イル、１，２，４－、１，３，２－、１，３，６－及び１，２，６－オキサジニル
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、イソオキサゾール－３－イル、イソオキサゾール－４－イル、イソオキサゾール－５－
イル、１，３－オキサゾール－２－イル、１，３－オキサゾール－４－イル、１，３－オ
キサゾール－５－イル、イソチアゾール－３－イル、イソチアゾール－４－イル、イソチ
アゾール－５－イル、１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾール－４－イル、
１，３－チアゾール－５－イル、オキセピニル、チエピニル、１，２，４－トリアゾロニ
ル及び１，２，４－ジアゼピニル、２Ｈ－１，２，３，４－テトラゾール－５－イル、１
Ｈ－１，２，３，４－テトラゾール－５－イル、１，２，３，４－オキサトリアゾール－
５－イル、１，２，３，４－チアトリアゾール－５－イル、１，２，３，５－オキサトリ
アゾール－４－イル、１，２，３，５－チアトリアゾール－４－イル。本発明によるヘテ
ロアリール基も、１以上の同一であるか又は異なっているラジカルで置換され得る。２個
の隣接する炭素原子が別の芳香族環の一部分である場合、該系は、縮合ヘテロ芳香族系、
例えば、ベンゾ縮合ヘテロ芳香族化合物又は多環式ヘテロ芳香族化合物である。その好ま
しい例は、以下のものである：キノリン類（例えば、キノリン－２－イル、キノリン－３
－イル、キノリン－４－イル、キノリン－５－イル、キノリン－６－イル、キノリン－７
－イル、キノリン－８－イル）；イソキノリン類（例えば、イソキノリン－１－イル、イ
ソキノリン－３－イル、イソキノリン－４－イル、イソキノリン－５－イル、イソキノリ
ン－６－イル、イソキノリン－７－イル、イソキノリン－８－イル）；キノキサリン；キ
ナゾリン；シンノリン；１，５－ナフチリジン；１，６－ナフチリジン；１，７－ナフチ
リジン；１，８－ナフチリジン；２，６－ナフチリジン；２，７－ナフチリジン；フタラ
ジン；ピリドピラジン類；ピリドピリミジン類；ピリドピリダジン類；プテリジン類；ピ
リミドピリミジン類。ヘテロアリールの例は、さらにまた、以下のものからなる群から選
択される５員又は６員のベンゾ縮合環である：１Ｈ－インドール１－イル、１Ｈ－インド
ール２－イル、１Ｈ－インドール３－イル、１Ｈ－インドール４－イル、１Ｈ－インドー
ル５－イル、１Ｈ－インドール６－イル、１Ｈ－インドール７－イル、１－ベンゾフラン
－２－イル、１－ベンゾフラン－３－イル、１－ベンゾフラン－４－イル、１－ベンゾフ
ラン－５－イル、１－ベンゾフラン－６－イル、１－ベンゾフラン－７－イル、１－ベン
ゾチオフェン－２－イル、１－ベンゾチオフェン－３－イル、１－ベンゾチオフェン－４
－イル、１－ベンゾチオフェン－５－イル、１－ベンゾチオフェン－６－イル、１－ベン
ゾチオフェン－７－イル、１Ｈ－インダゾール－１－イル、１Ｈ－インダゾール－３－イ
ル、１Ｈ－インダゾール－４－イル、１Ｈ－インダゾール－５－イル、１Ｈ－インダゾー
ル－６－イル、１Ｈ－インダゾール－７－イル、２Ｈ－インダゾール－２－イル、２Ｈ－
インダゾール－３－イル、２Ｈ－インダゾール－４－イル、２Ｈ－インダゾール－５－イ
ル、２Ｈ－インダゾール－６－イル、２Ｈ－インダゾール－７－イル、２Ｈ－イソインド
ール２－イル、２Ｈ－イソインドール１－イル、２Ｈ－イソインドール３－イル、２Ｈ－
イソインドール４－イル、２Ｈ－イソインドール５－イル、２Ｈ－イソインドール６－イ
ル；２Ｈ－イソインドール７－イル、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－１－イル、１Ｈ－ベン
ゾイミダゾール－２－イル、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－４－イル、１Ｈ－ベンゾイミダ
ゾール－５－イル、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－６－イル、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－
７－イル、１，３－ベンゾオキサゾール－２－イル、１，３－ベンゾオキサゾール－４－
イル、１，３－ベンゾオキサゾール－５－イル、１，３－ベンゾオキサゾール－６－イル
、１，３－ベンゾオキサゾール－７－イル、１，３－ベンゾチアゾール－２－イル、１，
３－ベンゾチアゾール－４－イル、１，３－ベンゾチアゾール－５－イル、１，３－ベン
ゾチアゾール－６－イル、１，３－ベンゾチアゾール－７－イル、１，２－ベンゾイソオ
キサゾール－３－イル、１，２－ベンゾイソオキサゾール－４－イル、１，２－ベンゾイ
ソオキサゾール－５－イル、１，２－ベンゾイソオキサゾール－６－イル、１，２－ベン
ゾイソオキサゾール－７－イル、１，２－ベンゾイソチアゾール－３－イル、１，２－ベ
ンゾイソチアゾール－４－イル、１，２－ベンゾイソチアゾール－５－イル、１，２－ベ
ンゾイソチアゾール－６－イル、１，２－ベンゾイソチアゾール－７－イル。
【００４２】
　ヘテロ環式ラジカル（ヘテロシクリル）は、飽和、不飽和、部分的飽和又はヘテロ芳香
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族であり且つ置換されていなくてもよいか又は置換されていてもよい少なくとも１のヘテ
ロ環式環〔＝その中の少なくとも１個の炭素原子がヘテロ原子で置き換えられている（好
ましくは、Ｎ、Ｏ、Ｓ、Ｐからなる群から選択されるヘテロ原子で置き換えられている）
炭素環式環〕を含んでおり、ここで、その結合部位は環原子上に局在されている。該ヘテ
ロシクリルラジカル又は該ヘテロ環式環が置換されていてもよい場合、それは、別の炭素
環式環又はヘテロ環式環に縮合され得る。置換されていてもよいヘテロシクリの場合、例
えば以下のような多環式系も包含される：８－アザビシクロ［３．２．１］オクタニル、
８－アザビシクロ［２．２．２］オクタニル、又は、１－アザビシクロ［２．２．１］ヘ
プチル。置換されていてもよいヘテロシクリルの場合、例えば以下のようなスピロ環式系
も包含される：１－オキサ－５－アザスピロ［２．３］ヘキシル。特に異なるように定義
されていない限り、該ヘテロ環式環は、好ましくは、３～９個の環原子（特に、３～６個
の環原子）及び１個以上のヘテロ原子（好ましくは、１～４個、特に、１個、２個又は３
個のヘテロ原子、好ましくは、Ｎ、Ｏ及びＳからなる群から選択されるヘテロ原子）をヘ
テロ環式環中に含んでいるが、２個の酸素原子が例えばＮ、Ｏ及びＳからなる群から選択
される１個のヘテロ原子と直接隣接していることはなく、１－又は２－又は３－ピロリジ
ニル、３，４－ジヒドロ－２Ｈ－ピロール－２－又は３－イル、２，３－ジヒドロ－１Ｈ
－ピロール－１－又は２－又は３－又は４－又は５－イル；２，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピ
ロール－１－又は２－又は３－イル、１－又は２－又は３－又は４－ピペリジニル；２，
３，４，５－テトラヒドロピリジン－２－又は３－又は４－又は５－イル又は６－イル；
１，２，３，６－テトラヒドロピリジン－１－又は２－又は３－又は４－又は５－又は６
－イル；１，２，３，４－テトラヒドロピリジン－１－又は２－又は３－又は４－又は５
－又は６－イル；１，４－ジヒドロピリジン－１－又は２－又は３－又は４－イル；２，
３－ジヒドロピリジン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；２，５－ジヒドロ
ピリジン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル、１－又は２－又は３－又は４－
アゼパニル；２，３，４，５－テトラヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－又は２－又は３－又
は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，４，７－テトラヒドロ－１Ｈ－アゼピン
－１－又は２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，６，７－テト
ラヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－又は２－又は３－又は４－イル；３，４，５，６－テト
ラヒドロ－２Ｈ－アゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；４，
５－ジヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－又は２－又は３－又は４－イル；２，５－ジヒドロ
－１Ｈ－アゼピン－１－又は－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２
，７－ジヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－又は－２－又は３－又は４－イル；２，３－ジヒ
ドロ－１Ｈ－アゼピン－１－又は－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル
；３，４－ジヒドロ－２Ｈ－アゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－
イル；３，６－ジヒドロ－２Ｈ－アゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は
７－イル；５，６－ジヒドロ－２Ｈ－アゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－
又は７－イル；４，５－ジヒドロ－３Ｈ－アゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は
６－又は７－イル；１Ｈ－アゼピン－１－又は－２－又は３－又は４－又は５－又は６－
又は７－イル；２Ｈ－アゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；
３Ｈ－アゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；４Ｈ－アゼピン
－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル、２－又は３－オキソラニル（＝
２－又は３－テトラヒドロフラニル）；２，３－ジヒドロフラン－２－又は３－又は４－
又は５－イル；２，５－ジヒドロフラン－２－又は３－イル、２－又は３－又は４－オキ
サニル（＝２－又は３－又は４－テトラヒドロピラニル）；３，４－ジヒドロ－２Ｈ－ピ
ラン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；３，６－ジヒドロ－２Ｈ－ピラン－
２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；２Ｈ－ピラン－２－又は３－又は４－又は
５－又は６－イル；４Ｈ－ピラン－２－又は３－又は４－イル、２－又は３－又は４－オ
キセパニル；２，３，４，５－テトラヒドロオキセピン－２－又は３－又は４－又は５－
又は６－又は７－イル；２，３，４，７－テトラヒドロオキセピン－２－又は３－又は４
－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，６，７－テトラヒドロオキセピン－２－又は
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３－又は４－イル；２，３－ジヒドロオキセピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６
－又は７－イル；４，５－ジヒドロオキセピン－２－又は３－又は４－イル；２，５－ジ
ヒドロオキセピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；オキセピン－
２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２－又は３－テトラヒドロチオフ
ェニル；２，３－ジヒドロチオフェン－２－又は３－又は４－又は５－イル；２，５－ジ
ヒドロチオフェン－２－又は３－イル；テトラヒドロ－２Ｈ－チオピラン－２－又は３－
又は４－イル；３，４－ジヒドロ－２Ｈ－チオピラン－２－又は３－又は４－又は５－又
は６－イル；３，６－ジヒドロ－２Ｈ－チオピラン－２－又は３－又は４－又は５－又は
６－イル；２Ｈ－チオピラン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；４Ｈ－チオ
ピラン－２－又は３－又は４－イル。好ましい３員及び４員のヘテロ環式環は、例えば、
１－又は２－アジリジニル、オキシラニル、チイラニル、１－又は２－又は３－アゼチジ
ニル、２－又は３－オキセタニル、２－又は３－チエタニル、１，３－ジオキセタン－２
－イルである。「ヘテロシクリル」のさらなる例は、Ｎ、Ｏ及びＳからなる群から選択さ
れる２個のヘテロ原子を有する部分的又は完全に水素化されているヘテロ環式ラジカル、
例えば、以下のものである：１－又は２－又は３－又は４－ピラゾリジニル；４，５－ジ
ヒドロ－３Ｈ－ピラゾール－３－又は４－又は５－イル；４，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピラ
ゾール－１－又は３－又は４－又は５－イル；２，３－ジヒドロ－１Ｈ－ピラゾール－１
－又は２－又は３－又は４－又は５－イル；１－又は２－又は３－又は４－イミダゾリジ
ニル；２，３－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－１－又は２－又は３－又は４－イル；２
，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－１－又は２－又は４－又は５－イル；４，５－ジ
ヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－１－又は２－又は４－又は５－イル；ヘキサヒドロピリダ
ジン－１－又は２－又は３－又は４－イル；１，２，３，４－テトラヒドロピリダジン－
１－又は２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；１，２，３，６－テトラヒドロピ
リダジン－１－又は２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；１，４，５，６－テト
ラヒドロピリダジン－１－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；３，４，５，６－テ
トラヒドロピリダジン－３－又は４－又は５－イル；４，５－ジヒドロピリダジン－３－
又は４－イル；３，４－ジヒドロピリダジン－３－又は４－又は５－又は６－イル；３，
６－ジヒドロピリダジン－３－又は４－イル；１，６－ジヒドロピラジン－１－又は３－
又は４－又は５－又は６－イル；ヘキサヒドロピリミジン－１－又は２－又は３－又は４
－イル；１，４，５，６－テトラヒドロピリミジン－１－又は２－又は４－又は５－又は
６－イル；１，２，５，６－テトラヒドロピリミジン－１－又は２－又は４－又は５－又
は６－イル；１，２，３，４－テトラヒドロピリミジン－１－又は２－又は３－又は４－
又は５－又は６－イル；１，６－ジヒドロピリミジン－１－又は２－又は４－又は５－又
は６－イル；１，２－ジヒドロピリミジン－１－又は２－又は４－又は５－又は６－イル
；２，５－ジヒドロピリミジン－２－又は４－又は５－イル；４，５－ジヒドロピリミジ
ン－４－又は５－又は６－イル；１，４－ジヒドロピリミジン－１－又は２－又は４－又
は５－又は６－イル；１－又は２－又は３－ピペラジニル；１，２，３，６－テトラヒド
ロピラジン－１－又は２－又は３－又は５－又は６－イル；１，２，３，４－テトラヒド
ロピラジン－１－又は２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；１，２－ジヒドロピ
ラジン－１－又は２－又は３－又は５－又は６－イル；１，４－ジヒドロピラジン－１－
又は２－又は３－イル；２，３－ジヒドロピラジン－２－又は３－又は５－又は６－イル
；２，５－ジヒドロピラジン－２－又は３－イル；１，３－ジオキソラン－２－又は４－
又は５－イル；１，３－ジオキソール－２－又は４－イル；１，３－ジオキサン－２－又
は４－又は５－イル；４Ｈ－１，３－ジオキシン－２－又は４－又は５－又は６－イル；
１，４－ジオキサン－２－又は３－又は５－又は６－イル；２，３－ジヒドロ－１，４－
ジオキシン－２－又は３－又は５－又は６－イル；１，４－ジオキシン－２－又は３－イ
ル；１，２－ジチオラン－３－又は４－イル；３Ｈ－１，２－ジチオール－３－又は４－
又は５－イル；１，３－ジチオラン－２－又は４－イル；１，３－ジチオール－２－又は
４－イル；１，２－ジチアン－３－又は４－イル；３，４－ジヒドロ－１，２－ジチイン
－３－又は４－又は５－又は６－イル；３，６－ジヒドロ－１，２－ジチイン－３－又は
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４－イル；１，２－ジチイン－３－又は４－イル；１，３－ジチアン－２－又は４－又は
５－イル；４Ｈ－１，３－ジチイン－２－又は４－又は５－又は６－イル；イソオキサゾ
リジン－２－又は３－又は４－又は５－イル；２，３－ジヒドロイソオキサゾール－２－
又は３－又は４－又は５－イル；２，５－ジヒドロイソオキサゾール－２－又は３－又は
４－又は５－イル；４，５－ジヒドロイソオキサゾール－３－又は４－又は５－イル；１
，３－オキサゾリジン－２－又は３－又は４－又は５－イル；２，３－ジヒドロ－１，３
－オキサゾール－２－又は３－又は４－又は５－イル；２，５－ジヒドロ－１，３－オキ
サゾール－２－又は４－又は５－イル；４，５－ジヒドロ－１，３－オキサゾール－２－
又は４－又は５－イル；１，２－オキサジナン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－
イル；３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１，２－オキサジン－２－又は３－又は４－又は５－又
は６－イル；３，６－ジヒドロ－２Ｈ－１，２－オキサジン－２－又は３－又は４－又は
５－又は６－イル；５，６－ジヒドロ－２Ｈ－１，２－オキサジン－２－又は３－又は４
－又は５－又は６－イル；５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，２－オキサジン－３－又は４－
又は５－又は６－イル；２Ｈ－１，２－オキサジン－２－又は３－又は４－又は５－又は
６－イル；６Ｈ－１，２－オキサジン－３－又は４－又は５－又は６－イル；４Ｈ－１，
２－オキサジン－３－又は４－又は５－又は６－イル；１，３－オキサジナン－２－又は
３－又は４－又は５－又は６－イル；３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１，３－オキサジン－２
－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；３，６－ジヒドロ－２Ｈ－１，３－オキサジ
ン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－イル；５，６－ジヒドロ－２Ｈ－１，３－オ
キサジン－２－又は４－又は５－又は６－イル；５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－オキ
サジン－２－又は４－又は５－又は６－イル；２Ｈ－１，３－オキサジン－２－又は４－
又は５－又は６－イル；６Ｈ－１，３－オキサジン－２－又は４－又は５－又は６－イル
；４Ｈ－１，３－オキサジン－２－又は４－又は５－又は６－イル；モルホリン－２－又
は３－又は４－イル；３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１，４－オキサジン－２－又は３－又は
４－又は５－又は６－イル；３，６－ジヒドロ－２Ｈ－１，４－オキサジン－２－又は３
－又は５－又は６－イル；２Ｈ－１，４－オキサジン－２－又は３－又は５－又は６－イ
ル；４Ｈ－１，４－オキサジン－２－又は３－イル；１，２－オキサゼパン－２－又は３
－
又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，４，５－テトラヒドロ－１，２－オキ
サゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，４，７－テト
ラヒドロ－１，２－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル
；２，３，６，７－テトラヒドロ－１，２－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５
－又は６－又は７－イル；２，５，６，７－テトラヒドロ－１，２－オキサゼピン－２－
又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；４，５，６，７－テトラヒドロ－１，
２－オキサゼピン－３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３－ジヒドロ－１
，２－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，５－ジ
ヒドロ－１，２－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；
２，７－ジヒドロ－１，２－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は
７－イル；４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゼピン－３－又は４－又は５－又は６－又
は７－イル；４，７－ジヒドロ－１，２－オキサゼピン－３－又は４－又は５－又は６－
又は７－イル；６，７－ジヒドロ－１，２－オキサゼピン－３－又は４－又は５－又は６
－又は７－イル；１，２－オキサゼピン－３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；
１，３－オキサゼパン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，
４，５－テトラヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－
又は７－イル；２，３，４，７－テトラヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は３－又
は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，６，７－テトラヒドロ－１，３－オキサ
ゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，５，６，７－テトラ
ヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は５－又は６－又は７－イル；４，５，
６，７－テトラヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は５－又は６－又は７－
イル；２，３－ジヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６
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－又は７－イル；２，５－ジヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は５－又は
６－又は７－イル；２，７－ジヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は５－又
は６－又は７－イル；４，５－ジヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は５－
又は６－又は７－イル；４，７－ジヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は５
－又は６－又は７－イル；６，７－ジヒドロ－１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は
５－又は６－又は７－イル；１，３－オキサゼピン－２－又は４－又は５－又は６－又は
７－イル；１，４－オキサゼパン－２－又は３－又は５－又は６－又は７－イル；２，３
，４，５－テトラヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６
－又は７－イル；２，３，４，７－テトラヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－
又は４－又は５－又は６－又は７－イル；２，３，６，７－テトラヒドロ－１，４－オキ
サゼピン－２－又は３－又は５－又は６－又は７－イル；２，５，６，７－テトラヒドロ
－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は５－又は６－又は７－イル；４，５，６，７
－テトラヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５－又は６－又は７
－イル；２，３－ジヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は５－又は６－又は
７－イル；２，５－ジヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は５－又は６－又
は７－イル；２，７－ジヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は５－又は６－
又は７－イル；４，５－ジヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は４－又は５
－又は６－又は７－イル；４，７－ジヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は
４－又は５－又は６－又は７－イル；６，７－ジヒドロ－１，４－オキサゼピン－２－又
は３－又は５－又は６－又は７－イル；１，４－オキサゼピン－２－又は３－又は５－又
は６－又は７－イル；イソチアゾリジン－２－又は３－又は４－又は５－イル；２，３－
ジヒドロイソチアゾール－２－又は３－又は４－又は５－イル；２，５－ジヒドロイソチ
アゾール－２－又は３－又は４－又は５－イル；４，５－ジヒドロイソチアゾール－３－
又は４－又は５－イル；１，３－チアゾリジン－２－又は３－又は４－又は５－イル；２
，３－ジヒドロ－１，３－チアゾール－２－又は３－又は４－又は５－イル；２，５－ジ
ヒドロ－１，３－チアゾール－２－又は４－又は５－イル；４，５－ジヒドロ－１，３－
チアゾール－２－又は４－又は５－イル；１，３－チアジナン－２－又は３－又は４－又
は５－又は６－イル；３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１，３－チアジン－２－又は３－又は４
－又は５－又は６－イル；３，６－ジヒドロ－２Ｈ－１，３－チアジン－２－又は３－又
は４－又は５－又は６－イル；５，６－ジヒドロ－２Ｈ－１，３－チアジン－２－又は４
－又は５－又は６－イル；５，６－ジヒドロ－４Ｈ－１，３－チアジン－２－又は４－又
は５－又は６－イル；２Ｈ－１，３－チアジン－２－又は４－又は５－又は６－イル；６
Ｈ－１，３－チアジン－２－又は４－又は５－又は６－イル；４Ｈ－１，３－チアジン－
２－又は４－又は５－又は６－イル。「ヘテロシクリル」のさらなる例は、Ｎ、Ｏ及びＳ
からなる群から選択される３個のヘテロ原子を有する部分的又は完全に水素化されている
ヘテロ環式ラジカル、例えば、以下のものである：１，４，２－ジオキサゾリジン－２－
又は３－又は５－イル；１，４，２－ジオキサゾール－３－又は５－イル；１，４，２－
ジオキサジナン－２－又は－３－又は５－又は６－イル；５，６－ジヒドロ－１，４，２
－ジオキサジン－３－又は５－又は６－イル；１，４，２－ジオキサジン－３－又は５－
又は６－イル；１，４，２－ジオキサゼパン－２－又は３－又は５－又は６－又は７－イ
ル；６，７－ジヒドロ－５Ｈ－１，４，２－ジオキサゼピン－３－又は５－又は６－又は
７－イル；２，３－ジヒドロ－７Ｈ－１，４，２－ジオキサゼピン－２－又は３－又は５
－又は６－又は７－イル；２，３－ジヒドロ－５Ｈ－１，４，２－ジオキサゼピン－２－
又は３－又は５－又は６－又は７－イル；５Ｈ－１，４，２－ジオキサゼピン－３－又は
５－又は６－又は７－イル；７Ｈ－１，４，２－ジオキサゼピン－３－又は５－又は６－
又は７－イル。
【００４３】
　基礎構造が、ラジカル（＝基）のリスト又はラジカルの総称的に定義されている群から
選択される「１以上のラジカルで」置換されている場合、これは、いずれの場合にも、複
数の同一のラジカル及び／又は構造的に異なっているラジカルによる同時置換を包含する
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。
【００４４】
　部分的又は完全に飽和している窒素ヘテロ環の場合、これは、当該分子の残部に炭素又
は当該窒素のいずれかを介して結合し得る。
【００４５】
　用語「ハロゲン」は、例えば、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素を意味する。該用語がラ
ジカルに関して使用される場合、「ハロゲン」は、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素
原子又はヨウ素原子を意味する。
【００４６】
　本発明によれば、「アルキル」は、１置換又は多置換されていてもよい直鎖又は分枝鎖
の開鎖飽和ヒドロカルビルラジカルを意味する。好ましい置換基は、ハロゲン原子、アル
コキシ、ハロアルコキシ、シアノ、アルキルチオ、ハロアルキルチオ、アミノ又はニトロ
基であり、メトキシ、メチル、フルオロアルキル、シアノ、ニトロ、フッ素、塩素、臭素
又はヨウ素が特に好ましい。
【００４７】
　「フルオロアルキル」は、フッ素で置換されている直鎖又は分枝鎖の開鎖飽和ヒドロカ
ルビルラジカルを意味し、ここで、少なくとも１個のフッ素原子は可能な位置のうちの１
つに存在している。
【００４８】
　「ペルフルオロアルキル」は、完全にフッ素で置換されている直鎖又は分枝鎖の開鎖飽
和ヒドロカルビルラジカル、例えば、ＣＦ３、ＣＦ２ＣＦ３、ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ３などを
意味する。
【００４９】
　「部分的にフッ素化されているアルキル」は、フッ素で１置換又は多置換されている直
鎖又は分枝鎖の飽和炭化水素（ここで、当該フッ素原子は、該直鎖又は分枝鎖のヒドロカ
ルビル鎖の１個以上の異なった炭素原子上の置換基として存在し得る）、例えば、ＣＨＦ
ＣＨ３、ＣＨ２ＣＨ２Ｆ、ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３、ＣＨＦ２、ＣＨ２Ｆ、ＣＨＦＣＦ２ＣＦ

３などを意味する。
【００５０】
　「部分的にフッ素化されているハロアルキル」は、少なくとも１個のフッ素原子を含ん
でいる異なったハロゲン原子（ここで、他のハロゲン原子は、全て、フッ素、塩素又は臭
素、ヨウ素からなる群から選択される）で置換されている直鎖又は分枝鎖の飽和炭化水素
を意味する。当該ハロゲン原子は、該直鎖又は分枝鎖のヒドロカルビル鎖の１個以上の異
なった炭素原子上の置換基として存在し得る。部分的にフッ素化されているハロアルキル
は、該直鎖又は分枝鎖が少なくとも１個のフッ素原子を含んでいるハロゲンで完全に置換
されている場合も包含する。
【００５１】
　「ハロアルキル」、「ハロアルケニル」及び「ハロアルキニル」は、それぞれ、同一で
あるか又は異なっているハロゲン原子で部分的に又は完全に置換されているアルキル、ア
ルケニル及びアルキニル、例えば、モノハロアルキル（例えば、ＣＨ２ＣＨ２Ｃｌ、ＣＨ

２ＣＨ２Ｂｒ、ＣＨＣｌＣＨ３、ＣＨ２Ｃｌ、ＣＨ２Ｆ）、ペルハロアルキル（例えば、
ＣＣｌ３、ＣＣｌＦ２、ＣＦＣｌ２，ＣＦ２ＣＣｌＦ２、ＣＦ２ＣＣｌＦＣＦ３）、ポリ
ハロアルキル（例えば、ＣＨ２ＣＨＦＣｌ、ＣＦ２ＣＣｌＦＨ、ＣＦ２ＣＢｒＦＨ、ＣＨ

２ＣＦ３）などを意味し、ここで、用語「ペルハロアルキル」は、用語「ペルフルオロア
ルキル」も包含する。
【００５２】
　ハロアルコキシは、例えば、ＯＣＦ３、ＯＣＨＦ２、ＯＣＨ２Ｆ、ＯＣＦ２ＣＦ３、Ｏ
ＣＨ２ＣＦ３及びＯＣＨ２ＣＨ２Ｃｌなどであり、ここで、その状況は、ハロアルケニル
及び別のハロゲン置換ラジカルに対しても同等である。
【００５３】
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　表現「（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル」は、炭素原子に関して示されている範囲による１～
４個の炭素原子を有するアルキルについての簡潔な表記であり、即ち、メチルラジカル、
エチルラジカル、１－プロピルラジカル、２－プロピルラジカル、１－ブチルラジカル、
２－ブチルラジカル、２－メチルプロピルラジカル又はｔｅｒｔ－ブチルラジカルを包含
する。さらに大きな範囲が指定されている炭素原子を有する一般的なアルキルラジカル、
例えば、「（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル」も、同様に、さらに大きな数の炭素原子を有する
直鎖又は分枝鎖のアルキルラジカル（即ち、上記例に従えば、５個及び６個の炭素原子を
有するアルキルラジカル）を包含する。
【００５４】
　アルキルラジカル、アルケニルラジカル及びアルキニルラジカルなどの炭化水素ラジカ
ル（これは、複合ラジカル中における炭化水素ラジカルを包含する）に関して具体的に示
されていない限り、低級炭素骨格、例えば、１～６個の炭素原子を有する低級炭素骨格、
又は、不飽和基の場合には２～６個の炭素原子を有する低級炭素骨格が好ましい。アルキ
ルラジカル（これは、アルコキシ、ハロアルキルなどの複合ラジカル中におけるアルキル
ラジカルを包含する）は、例えば、メチル、エチル、ｎ－プロピル、ｉ－プロピル、ｎ－
ブチル、ｉ－ブチル、ｔ－ブチル、２－ブチル、ペンチル類、ヘキシル類（例えば、ｎ－
ヘキシル、ｉ－ヘキシル及び１，３－ジメチルブチル）、ヘプチル類（例えば、ｎ－ヘプ
チル、１－メチルヘキシル及び１，４－ジメチルペンチル）であり；アルケニルラジカル
及びアルキニルラジカルは、該アルキルラジカルに対応する可能な不飽和ラジカル（ここ
で、少なくとも１の二重結合又は三重結合が存在している）として定義される。１つの二
重結合又三重結合を有しているラジカルが好ましい。
【００５５】
　アルケニルは、特に、１，３－ブタジエニル及び１，４－ペンタジエニルなどの２つ以
上の二重結合を有している直鎖又は分枝鎖の炭化水素ラジカルも包含し、さらには、アレ
ニル（１，２－プロパジエニル）、１，２－ブタジエニル及び１，２，３－ペンタトリエ
ニルなどの１以上の累積二重結合を有しているアレニルラジカル又はクムレニルラジカル
も包含する。アルケニルは、例えば、さらなるアルキルラジカルで置換されていてもよい
ビニル、例えば、プロパ－１－エン－１－イル、ブタ－１－エン－１－イル、アリル、１
－メチルプロパ－２－エン－１－イル、２－メチルプロパ－２－エン－１－イル、ブタ－
２－エン－１－イル、１－メチルブタ－３－エン－１－イル及び１－メチルブタ－２－エ
ン－１－イル、２－メチルプロパ－１－エン－１－イル、１－メチルプロパ－１－エン－
１－イル、１－メチルプロパ－２－エン－１－イル、２－メチルプロパ－２－エン－１－
イル、ブタ－２－エン－１－イル、ブタ－３－エン－１－イル、１－メチルブタ－３－エ
ン－１－イル若しくは１－メチルブタ－２－エン－１－イル、ペンテニル、２－メチルペ
ンテニル又はヘキセニルなどである。
【００５６】
　アルキニルは、特に、２つ以上の三重結合を有しているか又は１つ以上の三重結合と１
つ以上の二重結合を有している直鎖又は分枝鎖の開鎖炭化水素ラジカル、例えば、１，３
－ブタトリエニル又は３－ペンテン－１－イン－１－イルなども包含する。（Ｃ２－Ｃ６

）－アルキニルは、例えば、エチニル、プロパルギル、１－メチルプロパ－２－イン－１
－イル、２－ブチニル、２－ペンチニル又は２－ヘキシニルなどであり、好ましくは、プ
ロパルギル、ブタ－２－イン－１－イル、ブタ－３－イン－１－イル又は１－メチルブタ
－３－イン－１－イルである。
【００５７】
　用語「シクロアルキル」は、炭素環式飽和環系、好ましくは、３～８個の環炭素原子を
有している炭素環式飽和環系、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル
又はシクロヘキシルなどを意味する。
【００５８】
　置換されていてもよいシクロアルキルの場合、置換基を有している環系も包含され、さ
らには、シクロアルキルラジカル上に二重結合を有している置換基（例えば、アルキリデ



(103) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

ン基、例えば、メチリデン）を含んでいる環系も包含される。置換されていてもよいシク
ロアルキルの場合、多環式脂肪族系、例えば、ビシクロ［１．１．０］ブタン－１－イル
、ビシクロ［１．１．０］ブタン－２－イル、ビシクロ［２．１．０］ペンタン－１－イ
ル、ビシクロ［２．１．０］ペンタン－２－イル、ビシクロ［２．１．０］ペンタン－５
－イル、ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－イル（ノルボルニル）、ビシクロ［２．２
．２］オクタン－２－イル、アダマンタン－１－イル及びアダマンタン－２－イルなども
包含される。表現「（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル」は、炭素原子に関して示されてい
る範囲に対応する３～７個の炭素原子を有するシクロアルキルについての簡潔な表記を意
味する。
【００５９】
　置換されているシクロアルキルの場合、スピロ環式脂肪族系、例えば、スピロ［２．２
］ペンタ－１－イル、スピロ［２．３］ヘキサ－１－イル、スピロ［２．３］ヘキサ－４
－イル、３－スピロ［２．３］ヘキサ－５－イルなども包含される。
【００６０】
　「シクロアルケニル」は、炭素環式非芳香族部分的不飽和環系、好ましくは、４～８個
の炭素原子を有している炭素環式非芳香族部分的不飽和環系、例えば、１－シクロブテニ
ル、２－シクロブテニル、１－シクロペンテニル、２－シクロペンテニル、３－シクロペ
ンテニル、１－シクロヘキセニル、２－シクロヘキセニル、３－シクロヘキセニル、１，
３－シクロヘキサジエニル又は１，４－シクロヘキサジエニルなどを意味し、シクロアル
ケニルラジカル上に二重結合を有している置換基（例えば、アルキリデン基、例えば、メ
チリデン）を含んでいる炭素環式非芳香族部分的不飽和環系も包含する。置換されていて
もよいシクロアルケニルの場合、置換されているシクロアルキルに関する説明が同様に適
用される。
【００６１】
　置換基の種類及び結合に応じて、式（Ｉ）で表される化合物は、立体異性体として存在
することができる。式（Ｉ）は、それらの特異的な三次元形態によって定義される可能な
全ての立体異性体、例えば、エナンチオマー、ジアステレオマー、Ｚ及びＥ異性体などを
包含する。例えば、１つ以上のアルケニル基が存在している場合、ジアステレオマー（Ｚ
及びＥ異性体）が生じ得る。例えば、１個以上の不斉炭素原子が存在している場合、エナ
ンチオマー及びジアステレオマーが生じ得る。立体異性体は、その調製において得られた
混合物から慣習的な分離方法によって得ることができる。クロマトグラフィー分離は、エ
ナンチオマー過剰率若しくはジアステレオマー過剰率を見いだすために分析的規模で実施
することができるか、又は、生物学的試験のための試験用試料を調製するために調製的規
模で実施することができる。光学的に活性な出発物質及び／又は補助剤を用いる立体選択
的反応を使用することによって、立体異性体を選択的に調製することも同様に可能である
。かくして、本発明は、式（Ｉ）に包含されるがそれらの特異的な立体異性体形態では示
されていない全ての立体異性体及びそれらの混合部にも関する。
【００６２】
　アリールスルホンアミド類及びヘタリールスルホンアミド類の合成：
　アリールスルホンアミド類及びヘタリールスルホンアミド類は、既知調製方法で調製す
ることができる（ｃｆ．　Ｃｏｍｂ．　Ｃｈｅｍ．　＆　Ｈｉｇｈ　Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕ
ｔ　Ｓｃｒ．　２００９，　１２，　２７５；Ｂｉｏｏｒｇ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．　
２００７，　１５，　７５５３；ＥＰ２０６５３７０）。使用される合成経路及び試験さ
れる合成経路は、市販されているか又は容易に調製することが可能なアミン類及び塩化ス
ルホニル類から出発する。置換されているアジニルアルキルアミン類の合成は、例えば、
以下のものに記載されている：ＷＯ　２００５１１３５５３；Ｊ．　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃ
ｌ．　Ｃｈｅｍ．　１９８０，　１７，　１０６１；Ｊ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．　２０
０３，　４６，　４６１；ＷＯ２００３０４８１３３。かくして、上記文献に記載されて
いる合成経路を使用し、そして、一部は、最適化した（スキーム１）。以下に、選択され
た詳細な合成例について、詳述する。
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【００６３】
　スキーム１
【００６４】
【化４】

　実施例番号２－５０：　Ｎ－［（４－クロロ－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イ
ル）メチル］ナフタレン－１－スルホンアミド
【００６５】

【化５】

　５－アミノメチル－４－クロロ－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール（６２ｍｇ、０．３４
ｍｍｏｌ）を、アルゴン下、ジクロロメタン（４ｍＬ）及びトリエチルアミン（０．１３
ｍＬ、０．９３ｍｍｏｌ）に溶解させた。室温で１０分間撹拌した後、ナフタレン－１－
スルホニルクロリド（７０ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）を添加した。得られた反応混合物を
室温で３時間撹拌し、次いで、水及び飽和炭酸水素ナトリウム溶液を添加した。次いで、
その水相をジクロロメタンで繰り返し抽出した。その有機相を合して硫酸マグネシウムで
脱水し、濾過し、減圧下に濃縮した。その粗製生成物をカラムクロマトグラフィー精製（
酢酸エチル／ヘプタン　勾配）に付すことにより、Ｎ－［（４－クロロ－１－メチル－１
Ｈ－ピラゾール－５－イル）メチル］ナフタレン－１－スルホンアミド（１００ｍｇ、９
１％）が無色の固体として得られた。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５８（ｄ，１Ｈ），８．２
３（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ
），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．１４（ｓ，１Ｈ），４．９
４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１３（ｄ，２Ｈ），３．６３（ｓ，３Ｈ）。
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　実施例番号３－２２：　４－ブロモ－Ｎ－［１－（ピリジン－２－イル）シクロプロピ
ル］ナフタレン－１－スルホンアミド
【００６７】
【化６】

　２－シアノピリジン（１．００ｇ、９．５２ｍｍｏｌ）を、アルゴン下、ジエチルエー
テル（３０ｍＬ）に溶解させ、ジエチルエーテル中のチタン（ＩＶ）イソプロポキシド（
３．１２ｍＬ、１０．４７ｍｍｏｌ）及びエチルマグネシウムブロミド（６．３４ｍＬ、
１９．０３ｍｍｏｌ）を添加し、その混合物を室温で７時間撹拌した。次いで、その反応
混合物を減圧下に濃縮し、その一部分（５３ｍｇ、０．３９ｍｍｏｌ）を精製せずに、ア
ルゴン下、ジクロロメタン（５ｍＬ）及びトリエチルアミン（０．０９ｍＬ、０．６５ｍ
ｍｏｌ）を添加することにより、次の反応段階で使用した。室温で１０分間撹拌した後、
４－ブロモナフタレン－１－スルホニルクロリド（１００ｍｇ、０．３３ｍｍｏｌ）を添
加した。得られた反応混合物を室温で３時間撹拌し、次いで、水及び飽和炭酸水素ナトリ
ウム溶液を添加し、その水相をジクロロメタンで繰り返し抽出した。その有機相を合して
硫酸マグネシウムで脱水し、濾過し、減圧下に濃縮した。その粗製生成物をカラムクロマ
トグラフィー精製（酢酸エチル／ヘプタン　勾配）に付すことにより、４－ブロモ－Ｎ－
［１－（ピリジン－２－イル）シクロプロピル］ナフタレン－１－スルホンアミド（１３
０ｍｇ、９４％）が無色の固体として得られた。
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６５（ｄ，１Ｈ），８．２
２（ｄ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄ，１Ｈ）
，７．６６（ｄｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．２１（ｄｄ，１Ｈ），６．８
１（ｄ，１Ｈ），６．７３（ｄｄ，１Ｈ），６．２９（ｂｒ．ｓ，１Ｈ，ＮＨ），１．３
８（ｍ，２Ｈ），１．１７（ｍ，２Ｈ）。
【００６８】
　上記で詳述した調製実施例と同様にして、及び、式（Ｉ）で表される化合物の調製に関
する概説を考慮に入れて、下記表中において特定されている基礎構造（Ｉ．１）～基礎構
造（Ｉ．８３）を有する下記化合物を得た。
【００６９】
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　以下の段落において記載されている化学的実施例に関して報告されている１Ｈ　ＮＭＲ
、１３Ｃ　ＮＭＲ及び１９Ｆ　ＮＭＲ分光分析データ（１Ｈ　ＮＭＲに関しては４００Ｍ
Ｈｚ、及び、１３Ｃ　ＮＭＲに関しては１５０ＭＨｚ、及び、１９Ｆ　ＮＭＲに関しては
３７５ＭＨｚ；　溶媒：ＣＤＣｌ３、ＣＤ３ＯＤ、又は、ｄ６－ＤＭＳＯ；　内部標準：
テトラメチルシラン　δ＝０．００ｐｐｍ）は、Ｂｒｕｋｅｒ機器で得られ、並びに、確
認されたシグナルは下記定義を有する：ｂｒ＝広幅線、ｓ＝一重線、ｄ＝二重線、ｔ＝三
重線、ｄｄ＝二重二重線、ｄｄｄ＝二重の二重二重線、ｍ＝多重線、ｑ＝四重線、ｑｕｉ
ｎｔ＝五重線、ｓｅｘｔ＝六重線、ｓｅｐｔ＝七重線、ｔ＝三重線、ｄｑ＝二重四重線、
ｄｔ＝二重三重線。
【００７１】
　実施例番号（Ｉ．１－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４４（ｄ，１Ｈ），７．７
１（ｄ，２Ｈ），７．６２（ｄ，１Ｈ），７．５７（ｍ，２Ｈ），７．１７（ｍ，２Ｈ）
，６．０５（ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．２６（ｄ，２Ｈ）。
【００７２】
　実施例番号（Ｉ．１－４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．０９（ｄ，１Ｈ），７．９
７（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｍ，４Ｈ），７．５２（ｍ，３Ｈ），７．２１（ｄ，１Ｈ）
，６．４６（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．４５（ｓ，２Ｈ）。
【００７３】
　実施例番号（Ｉ．１－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７０（ｓ，１Ｈ），７．８
７（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｄ，２Ｈ），７．５９（ｄ，２Ｈ），７．３２（ｄ，１Ｈ）
，５．８１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３５（ｄ，２Ｈ）。
【００７４】
　実施例番号（Ｉ．１－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｓ，１Ｈ），７．８
８（ｓ，１Ｈ），７．７４（ｄ，２Ｈ），７．５８（ｄ，２Ｈ），６．１５（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），４．４５（ｄ，２Ｈ）。
【００７５】
　実施例番号（Ｉ．１－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２１（ｍ，１Ｈ），７．７
２（ｄ，２Ｈ），７．５９（ｄ，２Ｈ），７．１５（ｄｄ，１Ｈ），５．８０（ｂｒ．ｔ
，１Ｈ，ＮＨ），４．３３（ｄ，２Ｈ）。
【００７６】
　実施例番号（Ｉ．１－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｓ，１Ｈ），７．６
９（ｄ，２Ｈ），７．６１（ｄ，２Ｈ），７．２６（ｓ，１Ｈ），５．５８（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），４．３４（ｄ，２Ｈ）。
【００７７】
　実施例番号（Ｉ．１－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｓ，１Ｈ），７．７
９（ｄ，１Ｈ），７．５６（ｄ，２Ｈ），７．４７（ｄ，２Ｈ），７．０８（ｄ，１Ｈ）
，５．９１（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．５９（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．４７（ｄ，
３Ｈ）。
【００７８】
　実施例番号（Ｉ．１－３１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３１（ｄ，１Ｈ），７．６
８（ｍ，３Ｈ），７．６１（ｄ，２Ｈ），７．１９（ｄｄ，１Ｈ），５．０２（ｂｒ．ｔ
，１Ｈ，ＮＨ），４．２８（ｄ，２Ｈ）。
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【００７９】
　実施例番号（Ｉ．１－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１２（ｄ，１Ｈ），７．６
９（ｄ，２Ｈ），７．６６（ｄ，２Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．３１（ｄ，１Ｈ
），４．７４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１８（ｄ，２Ｈ）。
【００８０】
　実施例番号（Ｉ．１－３８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４９（ｄ，２Ｈ），７．５
８（ｄ，２Ｈ），７．５５（ｄ，２Ｈ），７．１１（ｄ，２Ｈ），４．８８（ｂｒ．ｄ，
１Ｈ，ＮＨ），４．５２（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．４１（ｄ，３Ｈ）。
【００８１】
　実施例番号（Ｉ．１－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１１（ｄ，１Ｈ），７．６
９（ｄ，２Ｈ），７．５８（ｄ，２Ｈ），７．１０（ｄｄ，１Ｈ），７．０６（ｄ，１Ｈ
），５．８２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１９（ｄ，２Ｈ），３．８３（ｓ，３Ｈ）
。
【００８２】
　実施例番号（Ｉ．１－４６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．６４（ｄ，２Ｈ），７．５
８（ｄ，２Ｈ），７．３１（ｍ，１Ｈ），６．３０（ｍ，２Ｈ），５．３６（ｂｒ．ｄ，
１Ｈ，ＮＨ），５．０９（ｍ，１Ｈ）。
【００８３】
　実施例番号（Ｉ．１－５２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７７（ｄ，２Ｈ），７．６６（ｄ，２Ｈ），５．９９（ｓ，１Ｈ），４．
０３（ｄ，２Ｈ），２．３０（ｓ，３Ｈ）。
【００８４】
　実施例番号（Ｉ．１－５６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．６３（ｄ，２Ｈ），７．５
８（ｄ，２Ｈ），７．３６（ｓ，１Ｈ），５．３６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３８
（ｄ，２Ｈ）。
【００８５】
　実施例番号（Ｉ．１－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７８（ｍ，２Ｈ），７．７１（ｄ，２Ｈ），７．６８（ｄ，２Ｈ），７．
０３（ｍ，２Ｈ），６．６３（ｓ，１Ｈ），４．２５（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ
）。
【００８６】
　実施例番号（Ｉ．２－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８．２
６（ｍ，２Ｈ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ
），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．４４（ｍ，２Ｈ），６．９９（ｍ，２Ｈ），６．１７
（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２１（ｄ，２Ｈ）。
【００８７】
　実施例番号（Ｉ．２－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．３
９（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｄｄ，１Ｈ），７．９６（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｄ，１Ｈ
），７．６６（ｍ，１Ｈ），７．５８（ｍ，２Ｈ），７．４５（ｄｄ，１Ｈ），７．０４
（ｄ，１Ｈ），６．００（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２８（ｄ，２Ｈ）。
【００８８】
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　実施例番号（Ｉ．２－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６７（ｄ，１Ｈ），８．２
８（ｄ，１Ｈ），８．１９（ｓ，１Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｄ，１Ｈ）
，７．６８（ｍ，１Ｈ），７．６０（ｓ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．４６（
ｄｄ，１Ｈ），６．２８（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．４０（ｄ，２Ｈ）。
【００８９】
　実施例番号（Ｉ．２－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７８（ｄ，１Ｈ），８．４
９（ｄ，１Ｈ），８．２３（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．９４（ｄ，１Ｈ）
，７．６６（ｍ，２Ｈ），７．６１（ｍ，１Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．４６（
ｄ，１Ｈ），７．１７（ｄｄ，１Ｈ），４．５３（ｄ，２Ｈ），２．８２（ｓ，３Ｈ）。
【００９０】
　実施例番号（Ｉ．２－１３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５４（ｄ，１Ｈ），８．１
９（ｍ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ）
，７．７９（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｍ，２Ｈ），６．９０（ｓ，１Ｈ），６．７０（
ｄ，１Ｈ），５．７５（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．４４（ｄ，２Ｈ），３．７１（ｓ
，３Ｈ）。
【００９１】
　実施例番号（Ｉ．２－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８．２
２（ｄ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｄｄ，１Ｈ
），７．５８（ｄｄ，１Ｈ），７．４６（ｄｄ，１Ｈ），７．３５（ｄｄ，１Ｈ），６．
９７（ｄ，１Ｈ），６．８８（ｄ，１Ｈ），５．８９（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．１
９（ｄ，２Ｈ）。
【００９２】
　実施例番号（Ｉ．２－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｄ，１Ｈ），８．３
０（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），８．１１（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｍ，１Ｈ），７．８５
（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｍ，２Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ
），７．３８（ｄｄ，１Ｈ），７．１８（ｍ，２Ｈ），４．６９（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），
１．５１（ｄ，３Ｈ）。
【００９３】
　実施例番号（Ｉ．２－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５５（ｄ，１Ｈ），８．１
３（ｍ，２Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ），７．７５（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ
），７．５４（ｄｄ，１Ｈ），７．３７（ｍ，２Ｈ），６．７５（ｄ，１Ｈ），６．０８
（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．４９（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．４１（ｄ，３Ｈ）。
【００９４】
　実施例番号（Ｉ．２－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７８（ｄ，１Ｈ），８．６
６（ｍ，１Ｈ），８．３１（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｍ，２Ｈ）
，７．８６（ｍ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．５８（ｍ，２Ｈ），７．４６（
ｍ，１Ｈ），４．８１（ｓ，２Ｈ），２．３２（ｑ，１Ｈ），０．５２（ｍ，４Ｈ）。
【００９５】
　実施例番号（Ｉ．２－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８．４
７（ｄ，２Ｈ），８．２６（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ）
，７．６８（ｍ，２Ｈ），７．６０（ｍ，２Ｈ），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．４１（
ｄ，２Ｈ），７．２６（ｍ，２Ｈ），４．８４（ｓ，４Ｈ）。
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【００９６】
　実施例番号（Ｉ．２－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７７（ｄ，１Ｈ），８．３
９（ｍ，１Ｈ），８．２４（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｄ，１Ｈ）
，７．６７（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．４
３（ｍ，１Ｈ），７．２１（ｍ，１Ｈ），４．５１（ｓ，２Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ）
。
【００９７】
　実施例番号（Ｉ．２－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７０（ｄ，１Ｈ），８．５
９（ｍ，１Ｈ），８．２９（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．９４（ｄ，１Ｈ）
，７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．５
５（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｍ，１Ｈ），７．２２（ｍ，１Ｈ），５．４４（ｑ，１Ｈ
），２．８０（ｓ，３Ｈ），１．４３（ｄ，１Ｈ）。
【００９８】
　実施例番号（Ｉ．２－２１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６４（ｄ，１Ｈ），８．２
０（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ）
，７．６６（ｄｄ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．４０（ｍ，２Ｈ），７．０５
－６．９７（ｍ，３Ｈ），４．８６（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ）。
【００９９】
　実施例番号（Ｉ．２－２５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８．２
３（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ
），７．５４（ｄｄ，１Ｈ），７．４６（ｄｄ，１Ｈ），７．０７－６．９９（ｍ，３Ｈ
），６．９４（ｍ，１Ｈ），５．１５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２０（ｄ，２Ｈ）
。
【０１００】
　実施例番号（Ｉ．２－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．１０（ｍ，１Ｈ），８．８
０（ｍ，１Ｈ），８．６２（ｍ，１Ｈ），８．２２（ｍ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ）
，７．９６（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｍ，２Ｈ），７．５３（ｍ，１Ｈ），７．２２（ｍ
，１Ｈ），６．９０（ｍ，１Ｈ），５．５９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．６６（ｄ，
２Ｈ）。
【０１０１】
　実施例番号（Ｉ．２－３１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５８（ｄ，１Ｈ），８．２
２（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ）
，７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｍ，２Ｈ），６．９７
（ｍ，１Ｈ），５．３９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２１（ｄ，２Ｈ）。
【０１０２】
　実施例番号（Ｉ．２－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７０（ｍ，１Ｈ），８．５
９（ｄ，１Ｈ），８．４０（ｍ，１Ｈ），８．２２（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ）
，７．９３（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．５０
（ｄｄ，１Ｈ），７．３０（ｍ，１Ｈ），５．５９（ｂｒ．ｍ，ＮＨ，１Ｈ），４．１９
（４．２２（ｄ，２Ｈ）。
【０１０３】
　実施例番号（Ｉ．２－３６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｄ，１Ｈ），８．２
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１（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．９５（ｄ，１Ｈ）
，７．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．６１（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｄｄ，１Ｈ），６．９
７（ｓ，１Ｈ），６．９０（ｄ，１Ｈ），５．３９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１２
（ｄ，２Ｈ）。
【０１０４】
　実施例番号（Ｉ．２－３８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８．１
６（ｄ，２Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｄ，１Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ）
，７．６４（ｄｄ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．３６（ｄｄ，１Ｈ），６．７
５（ｄ，２Ｈ），４．９４（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．４３（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），
１．３２（ｄ，３Ｈ）。
【０１０５】
　実施例番号（Ｉ．２－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８．２
３（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ）
，７．６６（ｍ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｄｄ，１Ｈ），６．９６
（ｄｄ，１Ｈ），６．８９（ｄ，１Ｈ），６．０１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１５
（ｄ，２Ｈ），３．７６（ｓ，３Ｈ）。
【０１０６】
　実施例番号（Ｉ．２－４２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．２
４（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ
），７．５８（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），４．９６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），３．８４（ｍ，１Ｈ），３．６８（ｍ，１Ｈ），３．６１（ｍ，１Ｈ），３．０７
（ｍ，１Ｈ），２．８３（ｍ，１Ｈ），１．８９－１．７５（ｍ，３Ｈ），１．４９（ｍ
，１Ｈ）。
【０１０７】
　実施例番号（Ｉ．２－４８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６４（ｄ，１Ｈ），８．２
７（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ
），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．１０（ｄ，１Ｈ），５．８
５（ｄ，１Ｈ），５．１１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１２（ｄ，２Ｈ），３．８２
（ｔ，２Ｈ），１．６８（ｓｅｘｔ，２Ｈ），０．７９（ｔ，３Ｈ）。
【０１０８】
　実施例番号（Ｉ．２－４９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｄ，１Ｈ），８．２
８（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ
），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｄｄ，１Ｈ），６．９２（ｓ，１Ｈ），５．２
１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１２（ｄ，２Ｈ），３．５０（ｓ，３Ｈ）。
【０１０９】
　実施例番号（Ｉ．２－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｄ，１Ｈ），８．２
５（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｄｄ，１Ｈ
），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），３．０２（ｍ，１Ｈ），２．８
８（ｄｄ，１Ｈ），２．７３（ｄｄ，１Ｈ），２．３８（ｍ，１Ｈ），２．１３（ｍ，１
Ｈ），１．９９（ｍ，１Ｈ），１．８４（ｍ，１Ｈ），１．６８（ｍ，１Ｈ），１．６５
－１．４８（ｍ，４Ｈ），０．７５（ｔ，３Ｈ）。
【０１１０】
　実施例番号（Ｉ．２－５３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｄ，１Ｈ），８．２
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３（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｄｄ，１Ｈ
），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），５．４０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），４．３５（ｄ，２Ｈ），１．７９（ｍ，１Ｈ），０．８７（ｍ，２Ｈ），０．６１
（ｍ，２Ｈ）。
【０１１１】
　実施例番号（Ｉ．２－５５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５７（ｄ，１Ｈ），８．２
０（ｄ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ
），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．４５（ｄｄ，１Ｈ），６．５３（ｓ，１Ｈ），５．３
６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１８（ｄ，２Ｈ），２．３４（ｓ，３Ｈ）。
【０１１２】
　実施例番号（Ｉ．２－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｄ，１Ｈ），８．２
７（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｄ，１Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｄｄ，１Ｈ
），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｄ，２Ｈ），７．３
８（ｄ，２Ｈ），６．００（ｓ，１Ｈ），５．２５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３１
（ｄ，２Ｈ）。
【０１１３】
　実施例番号（Ｉ．２－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６４（ｄ，１Ｈ），８．１７（ｄ，１Ｈ），８．１３（ｄ，１Ｈ），８．
０４（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ），７．６６（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ
，１Ｈ），７．５３（ｄ，２Ｈ），７．００（ｄ，２Ｈ），６．３６（ｓ，１Ｈ），４．
２５（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ）。
【０１１４】
　実施例番号（Ｉ．３－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７２（ｄ，１Ｈ），８．３
１（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ）
，７．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．６５（ｄｄ，１Ｈ），７．４４（ｍ，１Ｈ），７．０１
（ｄｄ，１Ｈ），６．９６（ｄ，１Ｈ），６．２３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２２
（ｄ，２Ｈ）。
【０１１５】
　実施例番号（Ｉ．３－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７６（ｄ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，２Ｈ），８．３１（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ）
，７．７０（ｄｄ，１Ｈ），７．６５（ｄｄ，１Ｈ），７．０１（ｔ，１Ｈ），６．１４
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０１１６】
　実施例番号（Ｉ．３－３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８．２
９（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ）
，７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ），６．７８（ｄ，１Ｈ），６．６７
（ｓ，１Ｈ），６．１３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１６（ｄ，２Ｈ），２．１８（
ｓ，３Ｈ）。
【０１１７】
　実施例番号（Ｉ．３－４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７９（ｄ，１Ｈ），８．１
８（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．９４（ｄ，１Ｈ），７．７５（ｄ，１Ｈ）
，７．７４－７．６９（ｍ，３Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．５４（ｄｄ，１Ｈ）
，７．４７（ｄｄ，１Ｈ），７．０３（ｄ，１Ｈ），６．６８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ）



(242) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

，４．４０（ｄ，２Ｈ）。
【０１１８】
　実施例番号（Ｉ．３－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６４（ｍ，２Ｈ），８
．２２（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｓ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｍ，２
Ｈ），７．６８（ｓ，１Ｈ），６．５２（ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．１０（ｄ，２Ｈ），３
．６９（ｓ，３Ｈ），３．４０（ｓ，３Ｈ）。
【０１１９】
　実施例番号（Ｉ．３－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６７（ｄ，１Ｈ），８．３
９（ｓ，１Ｈ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ）
，７．７８－７．６４（ｍ，３Ｈ），７．０５（ｄ，１Ｈ），６．２１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），４．２８（ｄ，２Ｈ）。
【０１２０】
　実施例番号（Ｉ．３－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７０（ｄ，１Ｈ），８．２
８（ｄ，１Ｈ），８．２１（ｓ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｄ，１Ｈ）
，７．６８（ｍ，２Ｈ），７．６５（ｓ，１Ｈ），６．３０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），
４．３９（ｄ，２Ｈ）。
【０１２１】
　実施例番号（Ｉ．３－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｄ，１Ｈ），８．２
７（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｍ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ）
，７．７０（ｄｄ，１Ｈ），７．６６（ｄｄ，１Ｈ），７．１３（ｄｄ，１Ｈ），７．０
２（ｍ，１Ｈ），６．２５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２９（ｄ，２Ｈ）。
【０１２２】
　実施例番号（Ｉ．３－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｄ，１Ｈ），８．３
０（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｍ，２Ｈ），７．６６（ｍ，２Ｈ）
，６．８８（ｍ，１Ｈ），５．９８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２５（ｄ，２Ｈ）。
【０１２３】
　実施例番号（Ｉ．３－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｄ，１Ｈ），８．３
４（ｄ，１Ｈ），８．２６（ｓ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ）
，７．７１（ｍ，２Ｈ），７．１６（ｄ，１Ｈ），５．８１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），
４．２７（ｄ，２Ｈ）。
【０１２４】
　実施例番号（Ｉ．３－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．８１（ｄ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｍ，１Ｈ）
，７．７０（ｍ，４Ｈ），７．１８（ｍ，２Ｈ），４．５８（ｓ，２Ｈ），２．８５（ｓ
，３Ｈ）。
【０１２５】
　実施例番号（Ｉ．３－１２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６７（ｄ，１Ｈ），８．４
８（ｄｄ，１Ｈ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ
），７．８４（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｍ，２Ｈ），７．０４（ｍ，１Ｈ），６．０４（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１７（ｄ，２Ｈ）。
【０１２６】
　実施例番号（Ｉ．３－１４）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６５（ｄ，１Ｈ），８．３
０（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｄｄ，１Ｈ
），７．６７（ｄｄ，１Ｈ），７．３４（ｄｄ，１Ｈ），６．９７（ｄ，１Ｈ），６．８
２（ｄ，１Ｈ），５．８５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１８（ｄ，２Ｈ）。
【０１２７】
　実施例番号（Ｉ．３－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．２
０（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｍ，１Ｈ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｍ，４Ｈ）
，７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．１０（ｄ，１Ｈ），６．９７（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ）
，４．５８（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．４７（ｄ，３Ｈ）。
【０１２８】
　実施例番号（Ｉ．３－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５７（ｄ，１Ｈ），８．１
９（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｓ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｍ，２Ｈ）
，７．６４（ｄｄ，１Ｈ），７．４４（ｄ，１Ｈ），６．７５（ｄ，１Ｈ），６．０６（
ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．４６（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．３９（ｄ，３Ｈ）。
【０１２９】
　実施例番号（Ｉ．３－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．８１（ｄ，１Ｈ），８．４
８（ｄ，１Ｈ），８．３９（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｍ，２Ｈ）
，７．８１（ｍ，１Ｈ），７．７０（ｍ，２Ｈ），７．４３（ｍ，１Ｈ），４．８１（ｓ
，２Ｈ），２．３８（ｍ，１Ｈ），０．５２（ｍ，４Ｈ）。
【０１３０】
　実施例番号（Ｉ．３－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｄ，１Ｈ），８．４
２（ｄ，２Ｈ），８．３８（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ）
，７．６９（ｍ，２Ｈ），７．６３（ｍ，２Ｈ），７．３６（ｍ，２Ｈ），７．２０（ｍ
，２Ｈ），４．８１（ｓ，４Ｈ）。
【０１３１】
　実施例番号（Ｉ．３－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７９（ｄ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，１Ｈ），８．３７（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ）
，７．７１（ｍ，２Ｈ），７．４２（ｍ，１Ｈ），７．２１（ｍ，１Ｈ），４．５０（ｓ
，２Ｈ），２．８７（ｓ，３Ｈ）。
【０１３２】
　実施例番号（Ｉ．３－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７３（ｄ，１Ｈ），８．５
２（ｍ，１Ｈ），８．３８（ｍ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ）
，７．７０（ｍ，２Ｈ），７．６４（ｍ，１Ｈ），７．３８（ｍ，１Ｈ），７．２１（ｍ
，１Ｈ），５．３９（ｑ，１Ｈ），２．７８（ｓ，３Ｈ），１．４４（ｄ，３Ｈ）。
【０１３３】
　実施例番号（Ｉ．３－２１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８．２
６（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｄ，１Ｈ）
，７．７１（ｄｄ，１Ｈ），７．６５（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｄｄ，１Ｈ），７．０
７（ｄｄ，１Ｈ），７．０３（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），７．０１（ｄ，１Ｈ），４．８
８（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ）。
【０１３４】
　実施例番号（Ｉ．３－２５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５７（ｄ，１Ｈ），８．２
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９（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｄｄ，１Ｈ
），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．２９（ｄ，１Ｈ），７．２０（ｄ，１Ｈ），６．９８
（ｄｄ，１Ｈ），６．９２（ｄｄ，１Ｈ），５．２５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２
２（ｄ，２Ｈ）。
【０１３５】
　実施例番号（Ｉ．３－２６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，１Ｈ），８．３
２（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ
），７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７．３１（ｍ，２Ｈ），７．２２（ｄ，１Ｈ），７．１８
（ｄｄ，１Ｈ），５．３２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３３（ｄ，２Ｈ）。
【０１３６】
　実施例番号（Ｉ．３－２７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８．４
３（ｄ，１Ｈ），８．３６（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ）
，７．７０（ｍ，２Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｄ，１Ｈ），７．１１（
ｄｄ，１Ｈ），４．６５（ｓ，２Ｈ），４．２０（ｓｅｐｔ，１Ｈ），０．９３（ｄ，６
Ｈ）。
【０１３７】
　実施例番号（Ｉ．３－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７２（ｄ，１Ｈ），８．４
５（ｄ，１Ｈ），８．２９（ｄｄ，１Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ
），７．８２（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ），７．６７（ｍ，３Ｈ），６．３１
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３９（ｄ，２Ｈ）。
【０１３８】
　実施例番号（Ｉ．３－２９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７３（ｍ，１Ｈ），８．３
８（ｍ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ），７．７３－７．２８（
ｍ，２Ｈ），３．８３－３．６９（ｍ，３Ｈ），３．４２（ｄｄ，１Ｈ），３．２２（ｍ
，１Ｈ），３．０９（ｍ，１Ｈ），２．８２（ｓ，３Ｈ），２．５１（ｍ，１Ｈ），１．
９７（ｍ，１Ｈ），１．６０（ｍ，１Ｈ）。
【０１３９】
　実施例番号（Ｉ．３－３１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５８（ｄ，１Ｈ），８．３
３（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｍ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ）
，７．７１（ｍ，２Ｈ），７．４２（ｄ，１Ｈ），７．００（ｄｄ，１Ｈ），５．３４（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２１（ｄ，２Ｈ）。
【０１４０】
　実施例番号（Ｉ．３－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８．４
２（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｍ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ）
，７．７３（ｍ，２Ｈ），７．３８（ｄ，１Ｈ），７．１２（ｄｄ，１Ｈ），５．０４（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１１（ｄ，２Ｈ）。
【０１４１】
　実施例番号（Ｉ．３－３３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，１Ｈ），８．３８（ｓ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ）
，７．７２（ｍ，２Ｈ），７．５９（ｄ，１Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），５．１１（ｂ
ｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２１（ｄ，２Ｈ）。
【０１４２】
　実施例番号（Ｉ．３－３４）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０４（ｍ，２Ｈ），８．６
８（ｍ，１Ｈ），８．４２（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ）
，７．７３（ｍ，２Ｈ），７．１９（ｍ，２Ｈ），５．４８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），
３．６８（ｄ，２Ｈ）。
【０１４３】
　実施例番号（Ｉ．３－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，１Ｈ），８．５
５（ｄ，１Ｈ），８．３７（ｄ，１Ｈ），８．２９（ｍ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ）
，７．８４（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｍ，２Ｈ），７．５１（ｄ，１Ｈ），５．３１（ｂ
ｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１６（ｄ，２Ｈ）。
【０１４４】
　実施例番号（Ｉ．３－３６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，１Ｈ），８．１５（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ），７．８５（ｄ，１Ｈ）
，７．７４（ｍ，２Ｈ），６．９８（ｓ，１Ｈ），６．９２（ｄ，１Ｈ），５．０６（ｂ
ｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１１（ｄ，２Ｈ）。
【０１４５】
　実施例番号（Ｉ．３－３７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．８７（ｓ，１Ｈ），８．７
０（ｄ，１Ｈ），８．５１（ｄ，１Ｈ），８．３６（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ）
，７．８３（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ），７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７．０７
（ｄ，１Ｈ），５．９７（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．２０（ｄ，２Ｈ）。
【０１４６】
　実施例番号（Ｉ．３－３８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｄ，１Ｈ），８．３
４（ｄ，１Ｈ），８．２９（ｄ，２Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｍ，３Ｈ）
，６．９９（ｄ，２Ｈ），５．６０（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．４２（ｑｕｉｎｔ，
１Ｈ），１．３３（ｄ，３Ｈ）。
【０１４７】
　実施例番号（Ｉ．３－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８．２
９（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｍ，２Ｈ），７．６８（ｍ，２Ｈ）
，６．８９（ｄ，１Ｈ），６．８０（ｄ，１Ｈ），６．０４（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），
４．１６（ｄ，２Ｈ），３．７５（ｄ，３Ｈ）。
【０１４８】
　実施例番号（Ｉ．３－４１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｄ，１Ｈ），８．３
５（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｍ，２Ｈ）
，５．７２（ｄ，１Ｈ），５．５５（ｄ，１Ｈ），４．９３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），
４．１０（ｄ，２Ｈ），１．８４（ｓ，３Ｈ）。
【０１４９】
　実施例番号（Ｉ．３－４２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６７（ｄ，１Ｈ），８．３
９（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｍ，２Ｈ）
，５．００（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），３．８５（ｍ，１Ｈ），３．６８（ｍ，１Ｈ），
３．６０（ｍ，１Ｈ），３．０６（ｍ，１Ｈ），２．８２（ｍ，１Ｈ），１．７８（ｍ，
３Ｈ），１．４８（ｍ，１Ｈ）。
【０１５０】
　実施例番号（Ｉ．３－４３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５８（ｄ，１Ｈ），８．１
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９（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．７５（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ
），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．２８－７．１５（ｍ，５Ｈ），６．２２（ｄ，１Ｈ）
，５．９５（ｄ，１Ｈ），５．０７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２３（ｄ，２Ｈ）。
【０１５１】
　実施例番号（Ｉ．３－４４）（ジアステレオマー混合物）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｍ，１Ｈ），８．３
６（ｍ，１Ｈ），８．０２（ｍ，１Ｈ），７．８０（ｍ，１Ｈ），７．７０（ｍ，１Ｈ）
，７．６８（ｍ，１Ｈ），５．８０／５．７６（ｄ，１Ｈ），５．１１／５．００（ｄ，
１Ｈ），４．９１（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．１１（ｍ，２Ｈ），１．４４／１．１
２（ｍ，１Ｈ），１．０４／０．６８（ｄ，３Ｈ），０．９２／０．８４（ｍ，１Ｈ），
０．６６／０．５０（ｍ，１Ｈ），０．４２／０．２２（ｍ，１Ｈ）。
【０１５２】
　実施例番号（Ｉ．３－４５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５４（ｄ，１Ｈ），８．３
３（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｄｄ，１Ｈ
），７．６６（ｄｄ，１Ｈ），５．９３（ｓ，１Ｈ），５．０１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．１０（ｄ，２Ｈ），３．７６（ｓ，３Ｈ），２．０５（ｓ，３Ｈ）。
【０１５３】
　実施例番号（Ｉ．３－４６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５３（ｄ，１Ｈ），８．３
４（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｄｄ，１Ｈ
），７．６８（ｄｄ，１Ｈ），６．９４（ｄ，１Ｈ），６．０２（ｍ，２Ｈ），５．４８
（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．９３（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ）。
【０１５４】
　実施例番号（Ｉ．３－４８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｄ，１Ｈ），８．３
４（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ），７．６５（ｍ，２Ｈ）
，７．０８（ｄ，１Ｈ），５．８３（ｄ，１Ｈ），５．２１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），
４．１３（ｄ，２Ｈ），３．７８（ｔ，２Ｈ），１．６５（ｓｅｘｔ，２Ｈ），０．７９
（ｔ，３Ｈ）。
【０１５５】
　実施例番号（Ｉ．３－４９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｄ，１Ｈ），８．３
２（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｍ，２Ｈ）
，６．８８（ｓ，１Ｈ），５．２６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１３（ｄ，２Ｈ），
３．４７（ｓ，３Ｈ）。
【０１５６】
　実施例番号（Ｉ．３－５０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，１Ｈ），８．４
１（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｄｄ，１Ｈ
），７．７１（ｄｄ，１Ｈ），７．１６（ｓ，１Ｈ），４．９５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．１４（ｄ，２Ｈ），３．６９（ｓ，３Ｈ）。
【０１５７】
　実施例番号（Ｉ．３－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８．３
８（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｍ，２Ｈ）
，３．０３（ｍ，１Ｈ），２．８７（ｄｄ，１Ｈ），２．７４（ｄｄ，１Ｈ），２．４０
（ｍ，１Ｈ），２．１７（ｍ，１Ｈ），２．０１（ｍ，１Ｈ），１．８８（ｍ，１Ｈ），
１．６８（ｍ，１Ｈ），１．６５－１．４５（ｍ，４Ｈ），０．７８（ｔ，３Ｈ）。
【０１５８】
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　実施例番号（Ｉ．３－５２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．３
９（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｍ，２Ｈ）
，５．６８（ｓ，１Ｈ），５．１５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１２（ｄ，２Ｈ），
１．５４（ｓ，３Ｈ）。
【０１５９】
　実施例番号（Ｉ．３－５３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．３
８（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｍ，２Ｈ）
，５．４３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３６（ｄ，２Ｈ），１．７９（ｍ，１Ｈ），
０．８８（ｍ，２Ｈ），０．５７（ｍ，２Ｈ）。
【０１６０】
　実施例番号（Ｉ．３－５４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８．３
７（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｍ，２Ｈ）
，５．４０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３９（ｄ，２Ｈ），２．４３（ｑ，２Ｈ），
１．０９（ｔ，３Ｈ）。
【０１６１】
　実施例番号（Ｉ．３－５５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，１Ｈ），８．３
２（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｍ，２Ｈ）
，６．５５（ｓ，１Ｈ），５．３９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１９（ｄ，２Ｈ），
２．２９（ｓ，３Ｈ）。
【０１６２】
　実施例番号（Ｉ．３－５６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８．３
３（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｍ，２Ｈ）
，７．０７（ｓ，１Ｈ），５．５１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３１（ｄ，２Ｈ）。
【０１６３】
　実施例番号（Ｉ．４－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０２（ｄ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｍ，２Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ
），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｄｄ，１Ｈ），７．２５（ｄ，１Ｈ），７．１
３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），６．９７（ｄｄ，１Ｈ），４．２２（ｄ，２Ｈ）。
【０１６４】
　実施例番号（Ｉ．４－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０３（ｄ，１Ｈ），８．４
１（ｄ，１Ｈ），８．３６（ｄｄ，１Ｈ），８．２２（ｄｄ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１
Ｈ），７．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．５４（ｄｄ，１Ｈ），７
．３９（ｄ，１Ｈ），７．１８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３１（ｄ，２Ｈ）。
【０１６５】
　実施例番号（Ｉ．４－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０４（ｄ，１Ｈ），８．４
４（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｓ，１Ｈ），８．１７（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｄ，１Ｈ）
，７．５８（ｍ，３Ｈ），７．５１（ｍ，３Ｈ），７．３９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），
４．５３（ｄ，２Ｈ）。
【０１６６】
　実施例番号（Ｉ．４－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０１（ｄ，１Ｈ），８．３
８（ｄ，１Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｄ，１Ｈ）
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，７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．１１（ｄ，１Ｈ），７．０２
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），６．９３（ｄｄ，１Ｈ），４．１７（ｄ，２Ｈ），３．７４
（ｓ，３Ｈ）。
【０１６７】
　実施例番号（Ｉ．４－４６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．９７（ｄ，１Ｈ），８．３
２（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．５８（ｄｄ，１Ｈ
），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．３８（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），６．６９（ｍ，１Ｈ
），５．８９（ｍ，１Ｈ），５．７９（ｍ，１Ｈ），５．０６（ｍ，１Ｈ）。
【０１６８】
　実施例番号（Ｉ．４－４８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．９７（ｄ，１Ｈ），８．４
２（ｄ，１Ｈ），８．２３（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ
），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．０４（ｄ，１Ｈ），６．６９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），５．９４（ｄ，１Ｈ），４．１２（ｄ，２Ｈ），３．７６（ｔ，２Ｈ），１．６２（
ｓｅｘｔ，２Ｈ），０．７６（ｔ，３Ｈ）。
【０１６９】
　実施例番号（Ｉ．４－４９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．９９（ｄ，１Ｈ），８．４
３（ｄ，１Ｈ），８．２０（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ
），７．４９（ｄｄ，１Ｈ），６．８４（ｓ，１Ｈ），６．７５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．１６（ｄ，２Ｈ），３．４５（ｓ，３Ｈ）。
【０１７０】
　実施例番号（Ｉ．４－５０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．９８（ｄ，１Ｈ），８．３
９（ｄ，１Ｈ），８．２６（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ
），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），６．９９（ｓ，１Ｈ），６．８４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．１４（ｄ，２Ｈ），３．３３（ｓ，３Ｈ）。
【０１７１】
　実施例番号（Ｉ．４－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０４（ｄ，１Ｈ），８．４
４（ｄ，１Ｈ），８．２６（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ
），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），６．５０（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），３．０１（ｍ，２Ｈ
），２．６３（ｄｄ，１Ｈ），２．４３（ｍ，１Ｈ），２．２８（ｍ，１Ｈ），２．００
（ｍ，１Ｈ），１．９２（ｍ，１Ｈ），１．６７（ｍ，１Ｈ），１．６５－１．４５（ｍ
，３Ｈ），０．８１（ｔ，３Ｈ）。
【０１７２】
　実施例番号（Ｉ．４－５５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０２（ｄ，１Ｈ），８．３
１（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ
），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），６．９０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），６．７４（ｓ，１Ｈ
），４．２２（ｄ，２Ｈ），２．２５（ｓ，３Ｈ）。
【０１７３】
　実施例番号（Ｉ．４－５９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０６（ｄ，１Ｈ），８．５
１（ｄ，１Ｈ），８．２３（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ
），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．１０（ｓ，１Ｈ），４．７８（ｄ，２Ｈ），２．９７
（ｓ，３Ｈ），２．６３（ｓ，３Ｈ）。
【０１７４】
　実施例番号（Ｉ．５－１）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７３（ｄ，１Ｈ），８．３
２（ｄ，１Ｈ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｄ，１Ｈ），８．１７（ｄ，１Ｈ）
，７．５４（ｄｄ，１Ｈ），７．４３（ｄｄ，１Ｈ），７．３１（ｄｄ，１Ｈ），７．０
１（ｄｄ，１Ｈ），６．９１（ｄ，１Ｈ），６．１８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２
０（ｄ，２Ｈ）。
【０１７５】
　実施例番号（Ｉ．５－３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７０（ｄ，１Ｈ），８．３
２（ｄ，１Ｈ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ）
，７．５４（ｄｄ，１Ｈ），７．３０（ｄｄ，１Ｈ），６．７９（ｄ，１Ｈ），６．６３
（ｓ，１Ｈ），６．２０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１３（ｄ，２Ｈ），２．１８（
ｓ，３Ｈ）。
【０１７６】
　実施例番号（Ｉ．５－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８．３
４（ｄ，１Ｈ），８．３２（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｍ，１Ｈ）
，７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｄｄ，１Ｈ），６．８９（ｍ，１Ｈ），５．９８
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２４（ｄ，２Ｈ）。
【０１７７】
　実施例番号（Ｉ．５－４８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８．３
６（ｄ，１Ｈ），８．３２（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ
），７．３０（ｄｄ，１Ｈ），７．０８（ｄ，１Ｈ），５．８２（ｄ，１Ｈ），５．２１
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１３（ｄ，２Ｈ），３．７９（ｔ，２Ｈ），１．６４（
ｓｅｘｔ，２Ｈ），０．７８（ｔ，３Ｈ）。
【０１７８】
　実施例番号（Ｉ．５－５５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８．３
２（ｄ，１Ｈ），８．２４（ｄ，１Ｈ），８．１７（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ，１Ｈ
），７．３１（ｄｄ，１Ｈ），６．５０（ｓ，１Ｈ），５．３７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．１７（ｄ，２Ｈ），２．３２（ｓ，３Ｈ）。
【０１７９】
　実施例番号（Ｉ．５－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．３
３（ｍ，２Ｈ），８．２０（ｄ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．４４（ｄ，２Ｈ
），７．４１（ｄ，２Ｈ），７．３７（ｄ，１Ｈ），５．８５（ｓ，１Ｈ），５．２２（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３３（ｄ，２Ｈ）。
【０１８０】
　実施例番号（Ｉ．６－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６４（ｄ，１Ｈ），８．４
１（ｓ，１Ｈ），８．２１（ｍ，１Ｈ），８．１３（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ
），７．６３（ｍ，２Ｈ），７．１１（ｍ，１Ｈ），７．０８（ｄ，１Ｈ），６．００（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２９（ｄ，２Ｈ）。
【０１８１】
　実施例番号（Ｉ．６－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．２
６（ｍ，１Ｈ），８．１３（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｄｄ，１Ｈ
），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．１４（ｍ，１Ｈ），６．９０（ｍ，１Ｈ），５．９８
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２６（ｄ，２Ｈ）。
【０１８２】
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　実施例番号（Ｉ．６－４８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６４（ｄ，１Ｈ），８．２
５（ｍ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｄｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１
Ｈ），７．１５（ｍ，１Ｈ），７．０９（ｄ，１Ｈ），５．８４（ｄ，１Ｈ），５．１４
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１２（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｔ，２Ｈ），１．６６（
ｓｅｘｔ，２Ｈ），０．７９（ｔ，３Ｈ）。
【０１８３】
　実施例番号（Ｉ．６－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｄ，１Ｈ），８．２
１（ｍ，２Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ），７．６５（ｄｄ，１Ｈ），７．１７（ｍ，１
Ｈ），３．０２（ｍ，１Ｈ），２．８６（ｄｄ，１Ｈ），２．７４（ｄｄ，１Ｈ），２．
３９（ｍ，１Ｈ），２．１７（ｍ，１Ｈ），２．００（ｍ，１Ｈ），１．８８（ｍ，１Ｈ
），１．６９（ｍ，１Ｈ），１．６５－１．４８（ｍ，４Ｈ），０．７７（ｔ，３Ｈ）。
【０１８４】
　実施例番号（Ｉ．６－５５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５７（ｄ，１Ｈ），８．１
５（ｍ，２Ｈ），７．７０（ｄｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．１０（ｍ，１
Ｈ），６．５６（ｓ，１Ｈ），５．３９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１８（ｄ，２Ｈ
），２．３３（ｓ，３Ｈ）。
【０１８５】
　実施例番号（Ｉ．６－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６４（ｄ，１Ｈ），８．１３（ｍ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．
８２（ｄｄ，１Ｈ），７．７５（ｄｄ，１Ｈ），７．６１（ｄ，２Ｈ），７．５５（ｄ，
２Ｈ），７．４１（ｄｄ，１Ｈ），６．４８（ｓ，１Ｈ），４．２９（ｄ，２Ｈ）。
【０１８６】
　実施例番号（Ｉ．６－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．９１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６７（ｄ，１Ｈ），８．１５（ｍ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．
８３（ｄｄ，１Ｈ），７．７６（ｄｄ，１Ｈ），７．５２（ｄ，２Ｈ），７．４２（ｄｄ
，１Ｈ），７．００（ｄ，２Ｈ），６．３７（ｓ，１Ｈ），４．２６（ｄ，２Ｈ），３．
８１（ｓ，３Ｈ）。
【０１８７】
　実施例番号（Ｉ．７－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．１４（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６９（ｄ，１Ｈ），８．５４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．３１（ｄ
，１Ｈ），８．２８（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．
６９（ｍ，２Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．２４（ｄ，１Ｈ），７．１３（ｄｄ，
１Ｈ），４．１１（ｄ，２Ｈ），２．２３（ｓ，３Ｈ）。
【０１８８】
　実施例番号（Ｉ．７－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．１２（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６７（ｄ，１Ｈ），８．５３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．４７（ｄ
，２Ｈ），８．２２（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｄ，１Ｈ），７．
６５（ｍ，２Ｈ），７．１８（ｔ，１Ｈ），４．２２（ｄ，２Ｈ），２．２１（ｓ，３Ｈ
）。
【０１８９】
　実施例番号（Ｉ．７－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．１１（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６８（ｄ，１Ｈ），８．４６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．２８（ｄ
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，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｓ，１Ｈ），７．
６７（ｍ，２Ｈ），６．５８（ｓ，１Ｈ），４．０７（ｄ，２Ｈ），３．７１（ｓ，３Ｈ
），３．３９（ｓ，３Ｈ），２．２２（ｓ，３Ｈ）。
【０１９０】
　実施例番号（Ｉ．７－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｄ，１Ｈ），８．３
０（ｓ，１Ｈ），８．１９（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｂｒ．ｓ，１Ｈ，ＮＨ），７．７９
（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｍ，３Ｈ），６．９８（ｄ，１Ｈ）
，６．０４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２６（ｄ，２Ｈ），２．３２（ｓ，３Ｈ）。
【０１９１】
　実施例番号（Ｉ．７－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．０７（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．５９（ｄ，１Ｈ），８．２６（ｓ
，１Ｈ），８．１９（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｓ，１Ｈ），７．
８５（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｍ，２Ｈ），４．３４（ｄ，２Ｈ），２．２２（ｓ，３Ｈ
）。
【０１９２】
　実施例番号（Ｉ．７－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．１２（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６２（ｄ，１Ｈ），８．４８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．２２（ｍ
，１Ｈ），８．０４（ｍ，２Ｈ），７．８５（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｍ，２Ｈ），７．
３７（ｄｄ，１Ｈ），７．１４（ｍ，１Ｈ），４．１８（ｄ，２Ｈ），２．２３（ｓ，３
Ｈ）。
【０１９３】
　実施例番号（Ｉ．７－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８．２
６（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｂｒ．ｓ，１Ｈ，ＮＨ），７．８３（ｍ，２Ｈ），７．６５
（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｍ，２Ｈ），６．９１（ｍ，１Ｈ），５．９６（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），４．２７（ｄ，２Ｈ），２．３４（ｓ，３Ｈ）。
【０１９４】
　実施例番号（Ｉ．７－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．１２（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６９（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），８．５９（ｄ，１Ｈ），８．４９（ｓ
，１Ｈ），８．２７（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７．
６４（ｍ，２Ｈ），７．４３（ｓ，１Ｈ），４．２４（ｄ，２Ｈ），２．２２（ｓ，３Ｈ
）。
【０１９５】
　実施例番号（Ｉ．７－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．２２（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６８（ｄ，１Ｈ），８．５０（ｄ，１Ｈ），８．３３（ｄ，１Ｈ），８
．１７（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｄｄ，１Ｈ），７．７０（ｍ，
２Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），４．５１（ｓ，２Ｈ），２．
８１（ｓ，３Ｈ），２．２６（ｓ，３Ｈ）。
【０１９６】
　実施例番号（Ｉ．７－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．２１（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．６２（ｄ，１Ｈ），８．４８（ｄ，１Ｈ），８．３２（ｄ，１Ｈ），８
．２１（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｄｄ，１Ｈ），７．６８（ｍ，
２Ｈ），７．２２（ｍ，２Ｈ），５．２３（ｑ，１Ｈ），２．６８（ｓ，３Ｈ），２．２
５（ｓ，３Ｈ），１．３３（ｄ，３Ｈ）。
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【０１９７】
　実施例番号（Ｉ．７－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｄ，１Ｈ），８．２
７（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｍ，２Ｈ），７．６９（ｍ，３Ｈ），７．３９（ｄ，１Ｈ）
，７．２０（ｍ，１Ｈ），７．１２（ｄ，１Ｈ），４．９４（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），
４．１０（ｄ，２Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ）。
【０１９８】
　実施例番号（Ｉ．７－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８．４
２（ｍ，２Ｈ），８．１３（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｍ，３Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ
），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．０８（ｄ，２Ｈ），５．７８（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ
），４．３１（ｄ，２Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ）。
【０１９９】
　実施例番号（Ｉ．８－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｄ，１Ｈ），８．２
７（ｍ，２Ｈ），８．２２（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ），７．５３（ｄｄ，１
Ｈ），７．４４（ｍ，１Ｈ），７．００（ｍ，２Ｈ），６．７７（ｄ，１Ｈ），６．０１
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１６（ｄ，２Ｈ），４．０５（ｓ，３Ｈ）。
【０２００】
　実施例番号（Ｉ．８－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８．４
２（ｓ，１Ｈ），８．２８（ｄ，１Ｈ），８．１７（ｄ，１Ｈ），７．６５（ｄｄ，１Ｈ
），７．６６２（ｄｄ，１Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．０８（ｄ，１Ｈ），６．
７３（ｄ，１Ｈ），５．８８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２４（ｄ，２Ｈ），４．０
４（ｓ，３Ｈ）。
【０２０１】
　実施例番号（Ｉ．８－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｄ，１Ｈ），８．２
４（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｍ，２Ｈ），７．６６（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｓ，１Ｈ
），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），６．７４（ｄ，１Ｈ），６．２２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．３５（ｄ，２Ｈ），４．０４（ｓ，３Ｈ）。
【０２０２】
　実施例番号（Ｉ．８－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６１（ｄ，１Ｈ），８
．５０（ｄ，１Ｈ），８．３１（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），７．７６（ｍ，２
Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），７．
１２（ｄ，１Ｈ），４．４６（ｓ，２Ｈ），４．１０（ｓ，３Ｈ），２．７５（ｓ，３Ｈ
）。
【０２０３】
　実施例番号（Ｉ．８－２９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，１Ｈ），８．３
４（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｍ，１Ｈ），７．５６（ｍ，１Ｈ）
，６．８２（ｄ，１Ｈ），４．０８（ｓ，３Ｈ），３．７８－３．６５（ｍ，３Ｈ），３
．３７（ｄｄ，１Ｈ），３．１８（ｍ，１Ｈ），３．０７（ｍ，１Ｈ），２．８０（ｓ，
３Ｈ），２．５０（ｍ，１Ｈ），１．９４（ｍ，１Ｈ），１．５６（ｍ，１Ｈ）。
【０２０４】
　実施例番号（Ｉ．８－５２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５７（ｄ，１Ｈ），８
．４２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．２８（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．
７２（ｄｄ，１Ｈ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ），７．０７（ｄ，１Ｈ），５．７６（ｓ，
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１Ｈ），４．０６（ｓ，３Ｈ），３．９５（ｄ，２Ｈ），２．１８（ｓ，３Ｈ）。
【０２０５】
　実施例番号（Ｉ．９－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．４６（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｍ，１Ｈ），７．
６２（ｄ，１Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），７．４０（ｄ，１Ｈ），７．２５（ｄｄ，１
Ｈ），７．１０（ｄｄ，１Ｈ），６．６１（ｄ，１Ｈ），４．３１（ｄ，２Ｈ），４．１
６（ｓ，３Ｈ）。
【０２０６】
　実施例番号（Ｉ．９－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，２Ｈ），８
．５１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｄ，１Ｈ），７．
４１（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｔ，１Ｈ），７．０４（ｄｄ，１Ｈ），６．５８（ｄ，１
Ｈ），４．３８（ｄ，２Ｈ），４．１８（ｓ，３Ｈ）。
【０２０７】
　実施例番号（Ｉ．９－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９９（ｓ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｄ，１Ｈ），７．
４４（ｄ，１Ｈ），７．０９（ｄｄ，１Ｈ），６．８９（ｓ，１Ｈ），６．６０（ｄ，１
Ｈ），４．２３（ｄ，２Ｈ），４．１８（ｓ，３Ｈ），３．７９（ｓ，３Ｈ），３．６７
（ｓ，３Ｈ）。
【０２０８】
　実施例番号（Ｉ．９－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７８（ｓ，１Ｈ），８
．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．１０（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），７．
５９（ｄ，１Ｈ），７．４２（ｄ，１Ｈ），７．０８（ｄｄ，１Ｈ），６．５９（ｄ，１
Ｈ），４．４２（ｄ，２Ｈ），４．１６（ｓ，３Ｈ）。
【０２０９】
　実施例番号（Ｉ．９－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５８（ｍ，２Ｈ），８
．１８（ｓ，１Ｈ），７．７０（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄ，１Ｈ），７．３８（ｄ，１
Ｈ），７．００（ｄｄ，１Ｈ），６．５２（ｄ，１Ｈ），４．４８（ｄ，２Ｈ），４．１
８（ｓ，３Ｈ）。
【０２１０】
　実施例番号（Ｉ．９－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．２７（ｄ，１Ｈ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．
５２（ｍ，１Ｈ），７．４０（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｍ，１Ｈ），７．０４（ｄｄ，１
Ｈ），６．５７（ｄ，１Ｈ），４．３７（ｄ，２Ｈ），４．１３（ｓ，３Ｈ）。
【０２１１】
　実施例番号（Ｉ．９－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．２７（ｄ，１Ｈ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．
５２（ｍ，１Ｈ），７．３９（ｄ，１Ｈ），７．０３（ｄｄ，１Ｈ），６．５８（ｄ，１
Ｈ），４．３２（ｄ，２Ｈ），４．１６（ｓ，３Ｈ）。
【０２１２】
　実施例番号（Ｉ．９－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６７（ｓ，１Ｈ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｓ，１Ｈ），７．
６０（ｄ，１Ｈ），７．４０（ｄ，１Ｈ），７．０４（ｄｄ，１Ｈ），６．５６（ｄ，１
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Ｈ），４．３８（ｄ，２Ｈ），４．１６（ｓ，３Ｈ）。
【０２１３】
　実施例番号（Ｉ．９－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），７
．８８（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｍ，１Ｈ），７．５４（ｄ，１Ｈ），７．４７（ｄ，１
Ｈ），７．３９（ｄ，１Ｈ），７．３３（ｄｄ，１Ｈ），７．１５（ｄｄ，１Ｈ），６．
６５（ｄ，１Ｈ），４．６４（ｓ，２Ｈ），４．１２（ｓ，３Ｈ），３．００（ｓ，３Ｈ
）。
【０２１４】
　実施例番号（Ｉ．９－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５７（ｄ，１Ｈ），７
．８７（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｍ，１Ｈ），７．５４（ｄ，１Ｈ），７．４４（ｄ，１
Ｈ），７．３２（ｄｄ，１Ｈ），７．１８（ｄ，１Ｈ），７．１２（ｄｄ，１Ｈ），６．
６４（ｄ，１Ｈ），５．１２（ｑ，１Ｈ），４．１６（ｓ，３Ｈ），２．８６（ｓ，３Ｈ
），１．６２（ｄ，３Ｈ）。
【０２１５】
　実施例番号（Ｉ．９－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．８３（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄ，２Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．
４６（ｄ，１Ｈ），７．１１（ｄｄ，１Ｈ），７．０４（ｄ，２Ｈ），６．７０（ｓ，１
Ｈ），６．６２（ｄ，１Ｈ），４．４２（ｄ，２Ｈ），４．１５（ｓ，３Ｈ），３．８２
（ｓ，３Ｈ）。
【０２１６】
　実施例番号（Ｉ．１０－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８
．５２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．３１（ｄ，１Ｈ），８．１３（ｄ，１Ｈ），８．
００（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｍ，２Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．４５（ｄ，１
Ｈ），７．２２（ｄ，１Ｈ），７．１３（ｄｄ，１Ｈ），４．０９（ｄ，２Ｈ），２．７
１（ｓ，３Ｈ）。
【０２１７】
　実施例番号（Ｉ．１０－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８
．５１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．４５（ｄ，２Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），７．
９６（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｍ，２Ｈ），７．４０（ｄ，１Ｈ），７．１７（ｔ，１Ｈ
），４．２１（ｄ，２Ｈ），２．６９（ｓ，３Ｈ）。
【０２１８】
　実施例番号（Ｉ．１０－４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．８２（ｄ，１Ｈ），８．１
６（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，２Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｍ，３Ｈ）
，７．５０（ｍ，２Ｈ），７．２８（ｄ，１Ｈ），７．０７（ｄ，１Ｈ），６．５７（ｂ
ｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．３８（ｄ，２Ｈ），２．６４（ｓ，３Ｈ）。
【０２１９】
　実施例番号（Ｉ．１０－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８
．４５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｄ，１Ｈ），７．
７７（ｓ，１Ｈ），７．６９（ｍ，２Ｈ），７．３９（ｄ，１Ｈ），６．５２（ｓ，１Ｈ
），４．０５（ｄ，２Ｈ），３．７１（ｓ，３Ｈ），３．３７（ｓ，３Ｈ），２．６８（
ｓ，３Ｈ）。
【０２２０】
　実施例番号（Ｉ．１０－６）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６３（ｄ，１Ｈ），８．５２（ｓ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．
９４（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄｄ，１Ｈ），７．６７（ｍ，２Ｈ），７．４０（ｄ，１
Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），４．２１（ｄ，２Ｈ），２．６９（ｓ，３Ｈ）。
【０２２１】
　実施例番号（Ｉ．１０－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６２（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｓ，１Ｈ），７．９９（ｍ，２Ｈ），７．
９４（ｄ，１Ｈ），７．６５（ｍ，２Ｈ），７．３５（ｄ，１Ｈ），４．３４（ｄ，２Ｈ
），２．６２（ｓ，３Ｈ）。
【０２２２】
　実施例番号（Ｉ．１０－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６３（ｍ，１Ｈ），８
．４７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．０９（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．
９７（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｍ，２Ｈ），７．４１（ｄ，１Ｈ），７．１６（ｄｄ，１
Ｈ），４．１６（ｄ，２Ｈ），２．６９（ｓ，３Ｈ）。
【０２２３】
　実施例番号（Ｉ．１０－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，１Ｈ），８
．５３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．
９４（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｍ，２Ｈ），７．５０（ｍ，１Ｈ），７．４０（ｄ，１Ｈ
），４．１４（ｄ，２Ｈ），２．６９（ｓ，３Ｈ）。
【０２２４】
　実施例番号（Ｉ．１０－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．５８（ｄ，１Ｈ），８．４０（ｓ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．
８９（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｍ，２Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｓ，１Ｈ
），４．２６（ｄ，２Ｈ），２．６５（ｓ，３Ｈ）。
【０２２５】
　実施例番号（Ｉ．１０－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８
．５０（ｄ，１Ｈ），８．２０（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｍ，３
Ｈ），７．５４（ｄ，１Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），４．４
９（ｓ，２Ｈ），２．７９（ｓ，３Ｈ），２．７６（ｓ，３Ｈ）。
【０２２６】
　実施例番号（Ｉ．１０－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８
．４７（ｓ，１Ｈ），８．１８（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｍ，３
Ｈ），７．５３（ｄ，１Ｈ），７．２３（ｍ，２Ｈ），５．２５（ｑ，１Ｈ），２．７４
（ｓ，３Ｈ），２．６８（ｓ，３Ｈ），１．３２（ｄ，３Ｈ）。
【０２２７】
　実施例番号（Ｉ．１０－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６６（ｍ，１Ｈ），８．５
８（ｄ，１Ｈ），８．３８（ｍ，１Ｈ），７．９２（ｍ，３Ｈ），７．５０（ｍ，１Ｈ）
，７．４２（ｍ，２Ｈ），７．２１（ｄ，１Ｈ），７．０４（ｂｒ．ｍ，ＮＨ，１Ｈ），
４．１０（ｄ，２Ｈ），２．５９（ｓ，３Ｈ）。
【０２２８】
　実施例番号（Ｉ．１０－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６８（ｄ，１Ｈ），８．１
３（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．９０（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｍ，１Ｈ）
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，７．５８（ｄｄ，１Ｈ），７．２２（ｄ，１Ｈ），６．９１（ｄｄ，１Ｈ），６．８７
（ｄ，１Ｈ），５．８８（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．１２（ｄ，２Ｈ），３．７５（
ｓ，３Ｈ），２．７２（ｓ，３Ｈ）。
【０２２９】
　実施例番号（Ｉ．１２－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８
．４６（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），８．３２（ｍ，３Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．
８０（ｄ，１Ｈ），７．３７（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｄｄ，１Ｈ），７．２４（ｄｄ
，１Ｈ），６．７７（ｄ，１Ｈ），５．８９（ｂｒ．ｓ，２Ｈ，ＮＨ），４．２０（ｄ，
２Ｈ）。
【０２３０】
　実施例番号（Ｉ．１２－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４５（ｓ，１Ｈ），８
．４２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．２６（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｓ，１Ｈ），７．
９８（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｄ，１Ｈ），７．３３（ｄｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，
１Ｈ），６．７４（ｄ，１Ｈ），５．９０（ｂｒ．ｓ，２Ｈ，ＮＨ），４．３１（ｄ，２
Ｈ）。
【０２３１】
　実施例番号（Ｉ．１２－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．２９（ｍ，１Ｈ），８．１３（ｍ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７．
７７（ｄ，１Ｈ），７．４８（ｍ，１Ｈ），７．３５（ｄｄ，１Ｈ），７．３０（ｄｄ，
１Ｈ），７．２２（ｍ，１Ｈ），６．７５（ｄ，１Ｈ），５．８８（ｂｒ．ｓ，２Ｈ，Ｎ
Ｈ），４．１３（ｄ，２Ｈ）。
【０２３２】
　実施例番号（Ｉ．１２－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｍ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．
７２（ｄ，１Ｈ），７．５９（ｍ，１Ｈ），７．３８（ｄｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，
１Ｈ），６．７５（ｄ，１Ｈ），５．９０（ｂｒ．ｓ，２Ｈ，ＮＨ），４．１２（ｄ，２
Ｈ）。
【０２３３】
　実施例番号（Ｉ．１２－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４９（ｓ，１Ｈ），８
．４３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｍ，１Ｈ），７．
７２（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．５３（ｄｄ，１Ｈ），７．３６（ｓ，
１Ｈ），６．７６（ｄ，１Ｈ），５．９２（ｂｒ．ｓ，２Ｈ，ＮＨ），４．２８（ｄ，２
Ｈ）。
【０２３４】
　実施例番号（Ｉ．１２－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５１（ｄ，１Ｈ），８
．４１（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｄ，１
Ｈ），７．４７（ｄｄ，１Ｈ），７．３８（ｄｄ，１Ｈ），７．３５（ｄｄ，１Ｈ），７
．３０（ｄｄ，１Ｈ），６．８０（ｄ，１Ｈ），５．９５（ｂｒ．ｓ，２Ｈ，ＮＨ），４
．４７（ｓ，２Ｈ），２．７８（ｓ，３Ｈ）。
【０２３５】
　実施例番号（Ｉ．１２－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４９（ｄ，１Ｈ），８
．４０（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｍ，１
Ｈ），７．４６（ｄｄ，１Ｈ），７．３５（ｄｄ，１Ｈ），７．２５（ｍ，２Ｈ），６．
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７９（ｄ，１Ｈ），６．０２（ｂｒ．ｓ，２Ｈ，ＮＨ），５．１９（ｑ，１Ｈ），２．６
６（ｓ，３Ｈ），１．３０（ｄ，３Ｈ）。
【０２３６】
　実施例番号（Ｉ．１２－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３９（ｄ，２Ｈ），８．２
３（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ
），７．４７（ｄｄ，１Ｈ），７．２８（ｂｒ．ｍ，２Ｈ，ＮＨ），７．０３（ｄ，２Ｈ
），６．９０（ｄ，１Ｈ），５．１１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．０９（ｄ，２Ｈ）
。
【０２３７】
　実施例番号（Ｉ．１２－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２６（ｄ，１Ｈ），７．９
８（ｍ，２Ｈ），７．４７（ｍ，４Ｈ），７．４０（ｄ，２Ｈ），（ｄ，１Ｈ），７．３
２（ｂｒ．ｍ，２Ｈ，ＮＨ），６．８９（ｄ，１Ｈ），５．９３（ｓ，１Ｈ），５．２０
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２８（ｄ，２Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ）。
【０２３８】
　実施例番号（Ｉ．１３－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．４１（ｄ，１Ｈ），８．３０（ｍ，２Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．
５４（ｍ，３Ｈ），７．２４（ｄ，１Ｈ），７．２０（ｄ，１Ｈ），７．１２（ｄｄ，１
Ｈ），４．１２（ｄ，２Ｈ），２．８２（ｓ，６Ｈ）。
【０２３９】
　実施例番号（Ｉ．１３－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．４５（ｄ，２Ｈ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ），７．
５２（ｍ，３Ｈ），７．２３（ｄ，１Ｈ），６．１６（ｔ，１Ｈ），４．２４（ｄ，２Ｈ
），２．８２（ｓ，６Ｈ）。
【０２４０】
　実施例番号（Ｉ．１３－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３６（ｄ，１Ｈ），８．３１（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．
８０（ｓ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．２２（ｄ，
１Ｈ），６．５３（ｓ，１Ｈ），４．１１（ｄ，２Ｈ），３．７１（ｓ，３Ｈ），２．８
１（ｓ，６Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ）。
【０２４１】
　実施例番号（Ｉ．１３－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６２（ｄ，１Ｈ），８．３９（ｄ，１Ｈ），８．２８（ｄ，１Ｈ），８．
０７（ｄ，１Ｈ），７．９２（ｄｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ
，１Ｈ），７．４１（ｄ，１Ｈ），７．２３（ｄ，１Ｈ），４．２４（ｄ，２Ｈ），２．
８１（ｓ，６Ｈ）。
【０２４２】
　実施例番号（Ｉ．１３－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３７（ｄ，１Ｈ），８．３４（ｄ，１Ｈ），８．２５（ｄ，１Ｈ），８．
１０（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｄｄ，
１Ｈ），７．２０（ｄ，１Ｈ），４．３９（ｄ，２Ｈ），２．７９（ｓ，６Ｈ）。
【０２４３】
　実施例番号（Ｉ．１３－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
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，ＮＨ），８．３６（ｄ，１Ｈ），８．２６（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），８．
０１（ｄ，１Ｈ），７．５３（ｍ，２Ｈ），７．３８（ｍ，１Ｈ），７．２４（ｄ，１Ｈ
），７．１３（ｄｄ，１Ｈ），４．１９（ｄ，２Ｈ），２．８３（ｓ，６Ｈ）。
【０２４４】
　実施例番号（Ｉ．１３－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３６（ｄ，１Ｈ），８．２９（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．
９８（ｄ，１Ｈ），７．５０（ｍ，２Ｈ），７．４８（ｍ，１Ｈ），７．２０（ｄ，１Ｈ
），４．１８（ｄ，２Ｈ），２．８０（ｓ，６Ｈ）。
【０２４５】
　実施例番号（Ｉ．１３－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．４３（ｓ，１Ｈ），８．３４（ｄ，１Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），８．
０２（ｄ，１Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｄｄ，１Ｈ），７．３９（ｓ，
１Ｈ），７．２１（ｄ，１Ｈ），４．２９（ｄ，２Ｈ），２．７９（ｓ，６Ｈ）。
【０２４６】
　実施例番号（Ｉ．１３－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５０（ｍ，２Ｈ），８
．３０（ｄ，１Ｈ），８．１５（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ），７．６１（ｍ，
２Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），７．２６（ｄ，１Ｈ），４．
５２（ｓ，２Ｈ），２．８３（ｓ，６Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ）。
【０２４７】
　実施例番号（Ｉ．１３－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４９（ｍ，２Ｈ），８
．２２（ｄ，１Ｈ），８．２０（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ
，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．３４（ｍ，２Ｈ），７．２９（ｄ，１Ｈ），５
．２６（ｑ，１Ｈ），２．８３（ｓ，６Ｈ），２．７０（ｓ，３Ｈ），１．３６（ｄ，３
Ｈ）。
【０２４８】
　実施例番号（Ｉ．１３－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３７（ｄ，１Ｈ），８．２６（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ），７．
６１（ｄ，２Ｈ），７．５８（ｄｄ，１Ｈ），７．５４（ｄｄ，１Ｈ），７．５２（ｄ，
２Ｈ），７．２１（ｄ，１Ｈ），６．４０（ｓ，１Ｈ），４．２８（ｄ，２Ｈ），２．７
３（ｓ，６Ｈ）。
【０２４９】
　実施例番号（Ｉ．１３－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），８．２
７（ｍ，２Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．４７（ｄ，２
Ｈ），７．２０（ｄ，１Ｈ），６．９０（ｄ，２Ｈ），５．９６（ｓ，１Ｈ），５．２４
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２９（ｄ，２Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ），２．８５（
ｓ，６Ｈ）。
【０２５０】
　実施例番号（Ｉ．１４－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２０（ｓ，１Ｈ），８．０
９（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ）
，７．３９（ｄ，１Ｈ），７．１９（ｄｄ，１Ｈ），７．１５（ｄｄ，１Ｈ），６．７１
（ｄ，１Ｈ），６．０６（ｂｒ．ｄ，ＮＨ，１Ｈ），４．４３（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），４
．２０（ｍ，２Ｈ），１．５２（ｔ，３Ｈ），１．４０（ｄ，３Ｈ）。
【０２５１】
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　実施例番号（Ｉ．１４－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２８（ｍ，１Ｈ），８．０
９（ｍ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｍ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ）
，７．７７（ｍ，１Ｈ），７．４７（ｍ，１Ｈ），７．４０（ｄｄ，１Ｈ），７．２１（
ｍ，１Ｈ），６．７４（ｄ，１Ｈ），４．７７（ｍ，２Ｈ），４．１８（ｑ，２Ｈ），２
．３８（ｍ，１Ｈ），１．４９（ｔ，３Ｈ），０．４８（ｍ，４Ｈ）。
【０２５２】
　実施例番号（Ｉ．１４－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４６（ｄ，２Ｈ），８．２
２（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．９４（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ）
，７．６３（ｄｄ，２Ｈ），７．３３（ｍ，３Ｈ），７．２１（ｍ，２Ｈ），７．１１（
ｍ，１Ｈ），４．８２（ｓ，４Ｈ），４．１８（ｑ，２Ｈ），１．４８（ｔ，３Ｈ）。
【０２５３】
　実施例番号（Ｉ．１４－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４６（ｍ，１Ｈ），８．１
９（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ）
，７．４８（ｍ，１Ｈ），７．３９（ｄｄ，１Ｈ），７．２３（ｍ，２Ｈ），４．５４（
ｓ，２Ｈ），４．１６（ｑ，２Ｈ），１．４９（ｔ，３Ｈ）。
【０２５４】
　実施例番号（Ｉ．１４－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｍ，１Ｈ），８．２
３（ｄ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｄ，１Ｈ）
，７．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．４０（ｍ，１Ｈ），７．３７（ｄｄ，１Ｈ），７．２１
（ｍ，２Ｈ），５．３９（ｑ，１Ｈ），４．１５（ｑ，２Ｈ），２．８１（ｓ，３Ｈ），
１．４９（ｔ，３Ｈ），１．４７（ｄ，３Ｈ）。
【０２５５】
　実施例番号（Ｉ．１４－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３５（ｓ，１Ｈ），８．１
９（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ）
，７．７８（ｄ，１Ｈ），７．３２（ｄｄ，１Ｈ），７．２２（ｍ，１Ｈ），６．７２（
ｄ，１Ｈ），５．２１（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．１６（ｍ，４Ｈ），１．５０（ｔ
，３Ｈ）。
【０２５６】
　実施例番号（Ｉ．１４－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２１（ｄ，１Ｈ），７．８
９（ｍ，２Ｈ），７．７２（ｍ，２Ｈ），７．４２（ｄ，２Ｈ），７．３０（ｍ，３Ｈ）
，６．０２（ｓ，１Ｈ），５．１７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３０（ｄ，２Ｈ），
４．２２（ｑ，２Ｈ），１．４９（ｔ，３Ｈ）。
【０２５７】
　実施例番号（Ｉ．１４－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２２（ｄ，１Ｈ），７．９
１（ｍ，２Ｈ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．４９（ｄ，２Ｈ），７．３４（ｄｄ，１Ｈ
），７．２２（ｄ，１Ｈ），６．９２（ｄ，２Ｈ），５．９９（ｓ，１Ｈ），５．１４（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２８（ｄ，２Ｈ），４．２１（ｑ，２Ｈ），３．８６（ｓ
，３Ｈ），１．４８（ｔ，３Ｈ）。
【０２５８】
　実施例番号（Ｉ．１５－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２１（ｄ，１Ｈ），７．９
８（ｍ，２Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．３８（ｍ，２Ｈ），７．０１（ｄ，１Ｈ
），６．９３（ｄ，１Ｈ），６．７２（ｄ，１Ｈ），５．８１（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ）
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，４．１３（ｄ，２Ｈ），３．０３（ｓ，３Ｈ）。
【０２５９】
　実施例番号（Ｉ．１５－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２０（ｍ，１Ｈ），８．１
０（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｍ，２Ｈ），７．８４（ｍ，２Ｈ），７．５２（ｍ，１Ｈ）
，７．３１（ｍ，２Ｈ），７．２２（ｍ，１Ｈ），６．８１（ｄ，１Ｈ），５．７９（ｂ
ｒ．ｄ，ＮＨ，１Ｈ），４．６８（ｑ，１Ｈ），３．０５（ｄ，３Ｈ），１．５８（ｄ，
３Ｈ）。
【０２６０】
　実施例番号（Ｉ．１５－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１３（ｄ，１Ｈ），８．１
０（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｍ，２Ｈ），７．４９（ｄｄ，１Ｈ），７．３８（ｄｄ，１
Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），６．７１（ｄ，１Ｈ），６．６２（ｄ，１Ｈ），６．０
６（ｂｒ．ｄ，ＮＨ，１Ｈ），４．４４（ｍ，１Ｈ），２．９９（ｄ，３Ｈ），１．３９
（ｄ，３Ｈ）。
【０２６１】
　実施例番号（Ｉ．１５－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７０（ｄ，１Ｈ），８．３
０（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｄｄ，１Ｈ），８．１２（ｍ，３Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ
），７．６３（ｍ，１Ｈ），７．５４（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），６．７
２（ｄ，１Ｈ），４．９１（ｓ，２Ｈ），３．０４（ｄ，３Ｈ），２．３０（ｍ，１Ｈ）
，０．５６（ｍ，２Ｈ），０．４８（ｍ，２Ｈ）。
【０２６２】
　実施例番号（Ｉ．１５－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　１０．１２（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，
ＮＨ），８．４９（ｍ，２Ｈ），８．２３（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．９
８（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄｄ，２Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．４２（ｍ，４
Ｈ），７．２９（ｍ，１Ｈ），６．７１（ｄ，１Ｈ），４．８２（ｓ，４Ｈ），３．０４
（ｄ，３Ｈ）。
【０２６３】
　実施例番号（Ｉ．１５－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　１０．０１（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，
ＮＨ），８．４６（ｄ，１Ｈ），８．２４（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｍ，２Ｈ），７．５
６（ｍ，２Ｈ），７．４９（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｍ，１Ｈ），６．７３（ｄ，１Ｈ
），４．５６（ｓ，２Ｈ），３．０５（ｄ，３Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０２６４】
　実施例番号（Ｉ．１５－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　１０．０４（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，
ＮＨ），８．６１（ｄ，１Ｈ），８．２８（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｍ，２Ｈ），７．７
１（ｍ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｄ，１Ｈ），７．４７（ｄｄ，１
Ｈ），７．２６（ｍ，１Ｈ），６．７０（ｄ，１Ｈ），５．４０（ｑ，１Ｈ），３．０４
（ｄ，３Ｈ），２．７６（ｓ，３Ｈ），１．４３（ｄ，３Ｈ）。
【０２６５】
　実施例番号（Ｉ．１５－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４０（ｄ，２Ｈ），８．１
６（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．５５（ｍ，２Ｈ）
，７．３９（ｍ，２Ｈ），７．１０（ｄ，１Ｈ），６．７３（ｄ，１Ｈ），５．６２（ｂ
ｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．３０（ｄ，２Ｈ），３．０２（ｓ，３Ｈ）。
【０２６６】
　実施例番号（Ｉ．１５－３５）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２８（ｍ，１Ｈ），８．１
９（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ，１Ｈ
），７．３９（ｄｄ，１Ｈ），７．２２（ｂｒ．ｍ，ＮＨ，１Ｈ），６．９２（ｍ，２Ｈ
），６．７１（ｄ，１Ｈ），５．７９（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２６（ｄ，２Ｈ）
，３．０２（ｄ，３Ｈ）。
【０２６７】
　実施例番号（Ｉ．１５－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３５（ｄ，１Ｈ），７．９
６（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．４４（ｄ，２Ｈ
），７．４２（ｄｄ，１Ｈ），７．２９（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），６．９１（ｄ，２Ｈ
），６．６８（ｄ，１Ｈ），５．８１（ｓ，１Ｈ），５．２０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ）
，４．２５（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ），２．９６（ｄ，３Ｈ）。
【０２６８】
　実施例番号（Ｉ．１６－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５２（ｄ，１Ｈ），８．２
６（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｄｄ，１Ｈ
），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｂｒ．ｓ，ＮＨ，１Ｈ），７．３８（ｄｄ，１
Ｈ），７．０３（ｄ，１Ｈ），６．８５（ｄ，１Ｈ），５．９０（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ
），４．１９（ｄ，２Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ）。
【０２６９】
　実施例番号（Ｉ．１６－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５５（ｄ，１Ｈ），８．０
８（ｍ，１Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｍ，２Ｈ），７．７４（ｍ，１Ｈ）
，７．５５（ｍ，３Ｈ），７．１８（ｍ，１Ｈ），７．１１（ｍ，１Ｈ），５．８２（ｂ
ｒ．ｄ，ＮＨ，１Ｈ），４．６６（ｑ，１Ｈ），２．３６（ｓ，３Ｈ），１．６１（ｄ，
３Ｈ）。
【０２７０】
　実施例番号（Ｉ．１６－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３７（ｄ，１Ｈ），８．２
８（ｓ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｄ，１Ｈ）
，７．６１（ｂｒ．ｓ，ＮＨ，１Ｈ），７．５０（ｍ，２Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ）
，６．８３（ｄ，１Ｈ），６．２０（ｂｒ．ｄ，ＮＨ，１Ｈ），４．５１（ｑ，１Ｈ），
２．３０（ｓ，３Ｈ），１．３９（ｄ，３Ｈ）。
【０２７１】
　実施例番号（Ｉ．１６－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７６（ｍ，１Ｈ），８．６
０（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｍ，２Ｈ），８．１９（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｍ，２Ｈ）
，７．７３（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｂｒ．ｓ，ＮＨ，１Ｈ），７．６１（ｄｄ，１Ｈ）
，７．５４（ｄｄ，１Ｈ），４．８８（ｓ，２Ｈ），２．３５（ｓ，３Ｈ），２．２９（
ｍ，１Ｈ），０．６２（ｍ，２Ｈ），０．５９（ｍ，２Ｈ）。
【０２７２】
　実施例番号（Ｉ．１６－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｍ，１Ｈ），８．３
５（ｍ，２Ｈ），８．２６（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ）
，７．７８（ｍ，３Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．３１（ｍ，５Ｈ），４．８４（ｓ
，４Ｈ），２．３０（ｓ，３Ｈ）。
【０２７３】
　実施例番号（Ｉ．１６－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｄ，１Ｈ），８．４
１（ｍ，１Ｈ），８．１７（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｂｒ．ｓ，
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ＮＨ，１Ｈ），７．７２（ｄ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｍ，２Ｈ）
，７．２５（ｍ，１Ｈ），４．５１（ｓ，２Ｈ），２．８２（ｓ，３Ｈ），２．３１（ｓ
，３Ｈ）。
【０２７４】
　実施例番号（Ｉ．１６－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６８（ｍ，１Ｈ），８．３
９（ｄ，１Ｈ），８．２０（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｍ，２Ｈ），７．９４（ｍ，１Ｈ）
，７．６５（ｄ，１Ｈ），７．４８（ｍ，４Ｈ），５．４９（ｍ，１Ｈ），２．８３（ｓ
，３Ｈ），２．３２（ｓ，３Ｈ），１．５０（ｄ，１Ｈ）。
【０２７５】
　実施例番号（Ｉ．１６－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．１２（ｍ，１Ｈ），８．８
８（ｍ，１Ｈ），８．４９（ｍ，１Ｈ），８．２８（ｍ，１Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ）
，８．１０（ｄ，１Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｂｒ．ｓ，ＮＨ，１Ｈ），
７．７６（ｄ，１Ｈ），７．５３（ｍ，１Ｈ），７．４９（ｍ，１Ｈ），６．１６（ｂｒ
．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２７（ｄ，２Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ）。
【０２７６】
　実施例番号（Ｉ．１６－３１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４７（ｄ，１Ｈ），８．２
０（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ）
，７．６３（ｍ，２Ｈ），７．５１（ｍ，２Ｈ），７．０６（ｄ，１Ｈ），５．３９（ｂ
ｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２７（ｄ，２Ｈ），２．３９（ｓ，３Ｈ）。
【０２７７】
　実施例番号（Ｉ．１６－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），８．２
７（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｓ，１Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ）
，７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．４７（ｂｒ．ｓ，ＮＨ，１Ｈ
），７．３９（ｍ，１Ｈ），７．０９（ｄ，１Ｈ），５．０２（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ）
，４．１２（ｄ，２Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ）。
【０２７８】
　実施例番号（Ｉ．１６－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４６（ｄ，１Ｈ），８．１
０（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，２Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ）
，７．７０（ｍ，１Ｈ），７．３０（ｍ，１Ｈ），７．０８（ｄ，２Ｈ），５．８５（ｂ
ｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．３８（ｄ，２Ｈ），２．３７（ｓ，３Ｈ）。
【０２７９】
　実施例番号（Ｉ．１６－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４６（ｄ，１Ｈ），８．２
９（ｍ，１Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ）
，７．７６（ｂｒ．ｓ，ＮＨ，１Ｈ），７．６５（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｄｄ，１Ｈ
），７．１２（ｍ，２Ｈ），５．４２（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２４（ｄ，２Ｈ）
，２．３６（ｓ，３Ｈ）。
【０２８０】
　実施例番号（Ｉ．１７－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｄ，１Ｈ），８．４
６（ｄ，１Ｈ），８．３１（ｄ，１Ｈ），８．２４（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ）
，７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．４９（ｄｄ，１Ｈ），７．４２（ｍ，１Ｈ），７．０１
（ｄｄ，１Ｈ），６．９３（ｄ，１Ｈ），６．２３（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２１
（ｄ，２Ｈ）。
【０２８１】
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　実施例番号（Ｉ．１７－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６７（ｄ，１Ｈ），８．４
７（ｍ，２Ｈ），８．３１（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ
），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．０８（ｄ，１Ｈ），６．０
７（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２８（ｄ，２Ｈ）。
【０２８２】
　実施例番号（Ｉ．１７－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７２（ｄ，１Ｈ），８．４
６（ｄ，１Ｈ），８．３５（ｄ，１Ｈ），８．３２（ｓ，１Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ）
，７．６９（ｓ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），６．３３
（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．３９（ｄ，２Ｈ）。
【０２８３】
　実施例番号（Ｉ．１７－２９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７２（ｄ，１Ｈ），８．５
６（ｄ，１Ｈ），８．２２（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｔ，１Ｈ），７．４８（ｔ，１Ｈ）
，３．８３－３．６８（ｍ，３Ｈ），３．４２（ｄｄ，１Ｈ），３．２１（ｍ，１Ｈ），
３．１０（ｍ，１Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．５１（ｍ，１Ｈ），１．９７（ｍ，
１Ｈ），１．６２（ｍ，１Ｈ）。
【０２８４】
　実施例番号（Ｉ．１７－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６７（ｄ，１Ｈ），８．４
６（ｄ，１Ｈ），８．２９（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｍ，２Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ
），７．４７（ｄｄ，１Ｈ），６．８９（ｄｄ，１Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），６．０
６（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．１４（ｄ，２Ｈ），３．７６（ｓ，３Ｈ）。
【０２８５】
　実施例番号（Ｉ．１７－５７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７３（ｄ，１Ｈ），８．４
５（ｄ，１Ｈ），８．３０（ｄ，１Ｈ），８．１９（ｓ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ）
，７．７１（ｄ，１Ｈ），７．５８－７．５１（ｍ，２Ｈ），６．３８（ｔ，１Ｈ），４
．３８（ｄ，２Ｈ）。
【０２８６】
　実施例番号（Ｉ．１７－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，１Ｈ），８．４
８（ｄ，１Ｈ），８．３３（ｄ，１Ｈ），７．９０（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ
），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．４７（ｄ，２Ｈ），６．９２（ｄ，２Ｈ），５．８７
（ｓ，１Ｈ），５．２３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３３（ｄ，２Ｈ），３．８５（
ｓ，３Ｈ）。
【０２８７】
　実施例番号（Ｉ．１８－１３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４７（ｄ，１Ｈ），７．２
４（ｄ，１Ｈ），７．１７（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），７．０７（ｄｄ，１Ｈ），４．４
８（ｄ，２Ｈ），４．０６（ｓ，３Ｈ），２．９４（ｓ，２Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ）
，２．４６（ｓ，３Ｈ），２．０８（ｓ，３Ｈ），１．４６（ｓ，６Ｈ）。
【０２８８】
　実施例番号（Ｉ．１８－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．
１３（ｄ，１Ｈ），７．０６（ｄ，１Ｈ），５．６０（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．１
９（ｄ，２Ｈ），２．９５（ｓ，２Ｈ），２．５８（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ）
，２．０８（ｓ，３Ｈ），１．４７（ｓ，６Ｈ）。
【０２８９】
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　実施例番号（Ｉ．１８－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），７．７
０（ｄｄ，１Ｈ），７．２９（ｍ，１Ｈ），７．１９（ｄ，１Ｈ），６．４１（ｂｒ．ｄ
，１Ｈ，ＮＨ），４．５６（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），２．９１（ｓ，２Ｈ），２．４９（ｓ
，３Ｈ），２．４４（ｓ，３Ｈ），２．０１（ｓ，３Ｈ），１．５０（ｄ，３Ｈ），１．
４５（ｓ，６Ｈ）。
【０２９０】
　実施例番号（Ｉ．１８－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６７（ｓ，１Ｈ），７．６
８（ｄｄ，１Ｈ），７．０９（ｄ，１Ｈ），５．７３（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），４．５
２（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），２．８８（ｓ，２Ｈ），２．４８（ｓ，３Ｈ），２．４４（ｓ
，３Ｈ），１．９８（ｓ，３Ｈ），１．４６（ｄ，３Ｈ），１．４３（ｓ，６Ｈ）。
【０２９１】
　実施例番号（Ｉ．１８－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７２（ｍ，１Ｈ），７．９
９（ｍ，２Ｈ），７．４５（ｍ，１Ｈ），４．８８（ｓ，２Ｈ），２．９９（ｓ，２Ｈ）
，２．４８（ｓ，３Ｈ），２．４７（ｓ，３Ｈ），２．３９（ｍ，１Ｈ），２．１２（ｓ
，３Ｈ），１．４９（ｓ，６Ｈ），０．４９（ｍ，２Ｈ），０．３３（ｍ，２Ｈ）。
【０２９２】
　実施例番号（Ｉ．１８－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５５（ｍ，２Ｈ），７．７
３（ｄｄ，２Ｈ），７．４１（ｄ，２Ｈ），７．２９（ｍ，２Ｈ），４．６９（ｓ，４Ｈ
），２．９６（ｓ，２Ｈ），２．４９（ｓ，６Ｈ），２．０７（ｓ，３Ｈ），１．４９（
ｓ，６Ｈ）。
【０２９３】
　実施例番号（Ｉ．１８－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４０（ｄ，１Ｈ），７．３
２（ｓ，１Ｈ），７．２０（ｄｄ，１Ｈ），４．４１（ｄ，２Ｈ），２．９９（ｓ，２Ｈ
），２．７４（ｓ，３Ｈ），２．５２（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．１１（
ｓ，３Ｈ），１．４９（ｓ，６Ｈ）。
【０２９４】
　実施例番号（Ｉ．１８－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｄ，１Ｈ），７．７
０（ｍ，１Ｈ），７．３８（ｄ，１Ｈ），７．２４（ｍ，１Ｈ），５．２２（ｑ，１Ｈ）
，２．９８（ｓ，２Ｈ），２．６６（ｓ，３Ｈ），２．４８（ｓ，３Ｈ），２．４７（ｓ
，３Ｈ），２．１０（ｓ，３Ｈ），１．６４（ｄ，３Ｈ），１．４８（ｓ，６Ｈ）。
【０２９５】
　実施例番号（Ｉ．１８－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０６（ｄ，１Ｈ），８．８
２（ｄ，１Ｈ），８．２７（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ），６．１８（ｂｒ．ｔ
，１Ｈ，ＮＨ），４．２７（ｄ，２Ｈ），２．９６（ｓ，２Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ）
，２．４４（ｓ，３Ｈ），２．０８（ｓ，３Ｈ），１．４８（ｓ，６Ｈ）。
【０２９６】
　実施例番号（Ｉ．１８－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１６（ｍ，１Ｈ），７．５
３（ｄｄ，１Ｈ），７．１９（ｄ，１Ｈ），４．９０（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．１
１（ｄ，２Ｈ），２．９７（ｓ，２Ｈ），２．５２（ｓ，３Ｈ），２．４６（ｓ，３Ｈ）
，２．１０（ｓ，３Ｈ），１．５０（ｓ，６Ｈ）。
【０２９７】
　実施例番号（Ｉ．１８－３４）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７２（ｍ，２Ｈ），７．７
２（ｍ，２Ｈ），６．０６（ｂｒ．ｍ，ＮＨ，１Ｈ），４．３２（ｄ，２Ｈ），２．９８
（ｓ，２Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ），２．４３（ｓ，３Ｈ），２．１２（ｓ，３Ｈ），
１．５０（ｓ，６Ｈ）。
【０２９８】
　実施例番号（Ｉ．１８－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｍ，１Ｈ），８．３
８（ｄ，１Ｈ），７．３２（ｄ，１Ｈ），５．２１（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．２１
（ｄ，２Ｈ），２．９４（ｓ，２Ｈ），２．５３（ｓ，３Ｈ），２．４６（ｓ，３Ｈ），
２．０９（ｓ，３Ｈ），１．４８（ｓ，６Ｈ）。
【０２９９】
　実施例番号（Ｉ．１８－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．５９（ｄ，２Ｈ），７．４
１（ｄ，２Ｈ），６．１７（ｓ，１Ｈ），５．００（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３１
（ｄ，２Ｈ），２．９１（ｓ，２Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ），２．４９（ｓ，３Ｈ），
２．０６（ｓ，３Ｈ），１．３８（ｓ，６Ｈ）。
【０３００】
　実施例番号（Ｉ．１８－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．５８（ｄ，２Ｈ），６．９
４（ｄ，２Ｈ），６．１２（ｓ，１Ｈ），４．９７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２９
（ｄ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），２．９１（ｓ，２Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ），
２．４９（ｓ，３Ｈ），２．０６（ｓ，３Ｈ），１．３８（ｓ，６Ｈ）。
【０３０１】
　実施例番号（Ｉ．１９－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３８（ｄ，１Ｈ），７
．９４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ），７．２５（ｄ，１Ｈ），７
．１７（ｄｄ，１Ｈ），６．７３（ｓ，１Ｈ），４．０４（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｓ，
３Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４８（ｓ，３Ｈ）。
【０３０２】
　実施例番号（Ｉ．１９－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５７（ｄ，２Ｈ），７
．９１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．２２（ｔ，１Ｈ），６．６５（ｓ，１Ｈ），４．
１７（ｄ，２Ｈ），３．７８（ｓ，３Ｈ），２．５３（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ
），２．４７（ｓ，３Ｈ）。
【０３０３】
　実施例番号（Ｉ．１９－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　７．９７（ｓ，１Ｈ），７
．９０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），６．８４（ｓ，１Ｈ），６．７０（ｓ，１Ｈ），４．
０６（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｓ，３Ｈ），３．７９（ｓ，３Ｈ），３．７３（ｓ，３Ｈ
），２．５４（ｓ，３Ｈ），２．５１（ｓ，３Ｈ），２．４５（ｓ，３Ｈ）。
【０３０４】
　実施例番号（Ｉ．１９－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８
．１２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．００（ｄｄ，１Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），６
．６５（ｓ，１Ｈ），４．１８（ｄ，２Ｈ），３．７８（ｓ，３Ｈ），２．５３（ｓ，３
Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４２（ｓ，３Ｈ）。
【０３０５】
　実施例番号（Ｉ．１９－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８
．２２（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），６．６０（ｓ，１Ｈ），４．
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３４（ｄ，２Ｈ），３．７５（ｓ，３Ｈ），２．５２（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ
），２．４２（ｓ，３Ｈ）。
【０３０６】
　実施例番号（Ｉ．１９－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．２１（ｄ，１Ｈ），７
．９０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．４６（ｄｄ，１Ｈ），７．２３（ｍ，１Ｈ），６
．６６（ｓ，１Ｈ），４．１４（ｄ，２Ｈ），３．７９（ｓ，３Ｈ），２．５５（ｓ，３
Ｈ），２．５１（ｓ，３Ｈ），２．４０（ｓ，３Ｈ）。
【０３０７】
　実施例番号（Ｉ．１９－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．２６（ｄ，１Ｈ），７
．９８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．６２（ｍ，１Ｈ），６．６４（ｓ，１Ｈ），４．
１３（ｄ，２Ｈ），３．７９（ｓ，３Ｈ），２．５３（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ
），２．３８（ｓ，３Ｈ）。
【０３０８】
　実施例番号（Ｉ．１９－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６５（ｓ，１Ｈ），８
．１８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．４５（ｓ，１Ｈ），６．５７（ｓ，１Ｈ），４．
２５（ｄ，２Ｈ），３．７６（ｓ，３Ｈ），２．５１（ｓ，３Ｈ），２．４９（ｓ，３Ｈ
），２．３９（ｓ，３Ｈ）。
【０３０９】
　実施例番号（Ｉ．１９－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），７
．７６（ｍ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），７．２６（ｄ，１Ｈ），６．８６（ｓ，
１Ｈ），４．３５（ｓ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），２．６３（ｓ，３Ｈ），２．６
２（ｓ，３Ｈ），２．５１（ｓ，３Ｈ），２．４７（ｓ，３Ｈ）。
【０３１０】
　実施例番号（Ｉ．１９－１２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３３（ｄ，１Ｈ），８
．０６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．２８（ｄｄ，１Ｈ），７．１７（ｄ，１Ｈ），６
．６９（ｓ，１Ｈ），４．１０（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｓ，３Ｈ），２．５３（ｓ，３
Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４３（ｓ，３Ｈ）。
【０３１１】
　実施例番号（Ｉ．１９－１３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５４（ｄ，１Ｈ），８
．１７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．２８（ｄｄ，１Ｈ），７．１７（ｄ，１Ｈ），６
．５１（ｓ，１Ｈ），４．２５（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｓ，３Ｈ），３．７２（ｓ，３
Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４３（ｓ，３Ｈ）。
【０３１２】
　実施例番号（Ｉ．１９－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．０３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ），７．２４（ｄ，１Ｈ），７．２１（ｄ，１Ｈ），６
．６９（ｓ，１Ｈ），４．０４（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｓ，３Ｈ），２．５４（ｓ，３
Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４５（ｓ，３Ｈ）。
【０３１３】
　実施例番号（Ｉ．１９－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３３（ｂｒ．ｄ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．２０（ｄ，１Ｈ），７
．１１（ｄｄ，１Ｈ），６．６７（ｓ，１Ｈ），４．２８（ｄｑ，１Ｈ），３．７８（ｓ
，３Ｈ），２．５３（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４２（ｓ，３Ｈ），１．
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２７（ｄ，３Ｈ）。
【０３１４】
　実施例番号（Ｉ．１９－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８
．０８（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），７．９２（ｄｄ，１Ｈ），７．３６（ｄ，１Ｈ），６
．５８（ｓ，１Ｈ），４．３９（ｄｑ，１Ｈ），３．７５（ｓ，３Ｈ），２．５１（ｓ，
３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ），１．３３（ｄ，３Ｈ）。
【０３１５】
　実施例番号（Ｉ．１９－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３４（ｄ，１Ｈ），７
．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｄ，１Ｈ），７．１２（ｄｄ，１Ｈ），６．６６（ｓ
，１Ｈ），４．４１（ｓ，２Ｈ），３．６７（ｓ，３Ｈ），２．４２（ｓ，３Ｈ），２．
３１（ｓ，３Ｈ），２．２８（ｍ，１Ｈ），２．２４（ｓ，３Ｈ），０．２１（ｍ，２Ｈ
），０．０１（ｍ，２Ｈ）。
【０３１６】
　実施例番号（Ｉ．１９－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４２（ｄ，２Ｈ），７
．６２（ｄｄ，２Ｈ），７．２１（ｄｄ，２Ｈ），７．０８（ｄ，２Ｈ），６．７６（ｓ
，１Ｈ），４．５３（ｓ，４Ｈ），３．８２（ｓ，３Ｈ），２．６２（ｓ，３Ｈ），２．
５０（ｓ，３Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ）。
【０３１７】
　実施例番号（Ｉ．１９－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４２（ｄ，１Ｈ），７
．４３（ｄｄ，１Ｈ），７．２２（ｄ，１Ｈ），６．８４（ｓ，１Ｈ），４．３７（ｓ，
２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），２．７１（ｓ，３Ｈ），２．６０（ｓ，３Ｈ），２．４
９（ｓ，３Ｈ），２．４３（ｓ，３Ｈ）。
【０３１８】
　実施例番号（Ｉ．１９－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５２（ｄ，１Ｈ），７
．７２（ｄｄ，１Ｈ），７．２８（ｄｄ，１Ｈ），７．１３（ｄ，１Ｈ），６．８５（ｓ
，１Ｈ），４．９６（ｑ，１Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），２．６０（ｓ，３Ｈ），２．
５８（ｓ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４１（ｓ，３Ｈ），１．４８（ｄ，３Ｈ
）。
【０３１９】
　実施例番号（Ｉ．１９－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３９（ｄｄ，１Ｈ），
８．３５（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．５８（ｄ，１Ｈ），７
．２５（ｄｄ，１Ｈ），６．７５（ｓ，１Ｈ），４．００（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，
３Ｈ），２．５７（ｓ，３Ｈ），２．５１（ｓ，３Ｈ），２．４４（ｓ，３Ｈ）。
【０３２０】
　実施例番号（Ｉ．１９－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１２（ｍ，１Ｈ），７．４
９（ｄｄ，１Ｈ），７．１８（ｄ，１Ｈ），６．５５（ｓ，１Ｈ），４．９９（ｂｒ．ｔ
，ＮＨ，１Ｈ），４．１０（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ），２．６４（ｓ，３Ｈ）
，２．５４（ｓ，３Ｈ），２．１２（ｓ，３Ｈ）。
【０３２１】
　実施例番号（Ｉ．１９－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７０（ｍ，２Ｈ），７．７
９（ｍ，２Ｈ），６．６３（ｂｒ．ｍ，ＮＨ，１Ｈ），６．５５（ｓ，１Ｈ），４．２９
（ｄ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），２．５９（ｓ，３Ｈ），２．５４（ｓ，３Ｈ），
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２．１２（ｓ，３Ｈ）。
【０３２２】
　実施例番号（Ｉ．１９－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４８（ｓ，１Ｈ），８
．４０（ｄ，１Ｈ），８．１３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．３７（ｄ，１Ｈ），６．
７５（ｓ，１Ｈ），４．０９（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ），２．５５（ｓ，３Ｈ
），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．４８（ｓ，３Ｈ）。
【０３２３】
　実施例番号（Ｉ．１９－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．５６（ｄ，２Ｈ），６．９
３（ｄ，２Ｈ），６．４８（ｓ，１Ｈ），６．０４（ｓ，１Ｈ），５．０３（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），４．２９（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ），３．６８（ｓ，３Ｈ），
２．６７（ｓ，３Ｈ），２．５６（ｓ，３Ｈ），２．０７（ｓ，３Ｈ）。
【０３２４】
　実施例番号（Ｉ．２０－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１２（ｄ，１Ｈ），９
．０８（ｄ，１Ｈ），８．８７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．２０（ｄ，１Ｈ），８．
０９（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄｄ，１Ｈ），７．５２（ｍ，１
Ｈ），７．１３（ｄ，１Ｈ），７．０９（ｄｄ，１Ｈ），４．１７（ｄ，２Ｈ）。
【０３２５】
　実施例番号（Ｉ．２０－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１０（ｄ，２Ｈ），８
．９１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．３４（ｄ，２Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．
９８（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｍ，１Ｈ），７．１２（ｔ，１Ｈ），４．３０（ｄ，２Ｈ
）。
【０３２６】
　実施例番号（Ｉ．２０－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１０（ｄ，１Ｈ），９
．０２（ｄ，１Ｈ），８．８３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．０７（ｄ，１Ｈ），８．
０２（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｄｄ，１Ｈ），７．７９（ｓ，１Ｈ），６．８１（ｓ，１
Ｈ），４．１９（ｄ，２Ｈ），３．７６（ｓ，３Ｈ），３．５９（ｓ，３Ｈ）。
【０３２７】
　実施例番号（Ｉ．２０－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１１（ｄ，１Ｈ），９
．０２（ｄ，１Ｈ），８．９９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．４９（ｄ，１Ｈ），８．
０４（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄｄ，１Ｈ），７．８２（ｄｄ，
１Ｈ），７．３５（ｄ，１Ｈ），４．２８（ｄ，２Ｈ）。
【０３２８】
　実施例番号（Ｉ．２０－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１０（ｄ，１Ｈ），９
．０６（ｄ，１Ｈ），９．０３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．２５（ｓ，１Ｈ），８．
１０（ｓ，１Ｈ），８．０１（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄｄ，１
Ｈ），４．４３（ｄ，２Ｈ）。
【０３２９】
　実施例番号（Ｉ．２０－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．０９（ｄ，１Ｈ），９
．０３（ｄ，１Ｈ），８．８７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．
９９（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｄｄ，
１Ｈ），７．１０（ｍ，１Ｈ），４．２５（ｄ，２Ｈ）。
【０３３０】
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　実施例番号（Ｉ．２０－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１０（ｄ，１Ｈ），９
．０２（ｄ，１Ｈ），８．９１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．０５（ｄ，１Ｈ），８．
０１（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ），７．５７（ｍ，１
Ｈ），４．２３（ｄ，２Ｈ）。
【０３３１】
　実施例番号（Ｉ．２０－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１１（ｄ，１Ｈ），９
．０２（ｄ，１Ｈ），９．００（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．４５（ｓ，１Ｈ），８．
０２（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｓ，１Ｈ），７．８１（ｄｄ，１Ｈ），７．３７（ｓ，１
Ｈ），４．３３（ｄ，２Ｈ）。
【０３３２】
　実施例番号（Ｉ．２０－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１５（ｄ，１Ｈ），９
．０９（ｄ，１Ｈ），８．４１（ｄ，１Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１
Ｈ），７．８４（ｄｄ，１Ｈ），７．７５（ｍ，１Ｈ），７．３３（ｄ，１Ｈ），７．２
７（ｄｄ，１Ｈ），４．５２（ｄ，２Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０３３３】
　実施例番号（Ｉ．２０－１２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１０（ｄ，１Ｈ），９
．０６（ｄ，１Ｈ），８．９１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．１１（ｄ，１Ｈ），８．
０８（ｄ，１Ｈ），７．９９（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄｄ，１Ｈ），７．１６（ｍ，１
Ｈ），７．０７（ｄ，１Ｈ），４．２１（ｄ，２Ｈ）。
【０３３４】
　実施例番号（Ｉ．２０－１３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．２４（ｄ，１Ｈ），９
．１２（ｄ，１Ｈ），９．０６（ｄ，１Ｈ），８．９２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．
０９（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｄｄ，１
Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ），４．２２（ｄ，２Ｈ），３．７１（ｓ，３Ｈ）。
【０３３５】
　実施例番号（Ｉ．２０－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１１（ｄ，１Ｈ），９
．０６（ｄ，１Ｈ），８．９１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．
９８（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄｄ，１Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．１２（ｍ，
２Ｈ），４．１７（ｄ，２Ｈ）。
【０３３６】
　実施例番号（Ｉ．２０－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．０７（ｄ，１Ｈ），９
．０４（ｄ，１Ｈ），８．７７（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．
９９（ｄ，１Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｍ，１
Ｈ），６．９９（ｄ，１Ｈ），６．９２（ｄｄ，１Ｈ），４．４０（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ）
，１．２４（ｄ，３Ｈ）。
【０３３７】
　実施例番号（Ｉ．２０－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．０９（ｄ，１Ｈ），９
．０２（ｄ，１Ｈ），８．９３（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），８．３２（ｓ，１Ｈ），７．
９５（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ），７．７０（ｄｄ，
１Ｈ），７．２０（ｄ，１Ｈ），４．５３（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．２９（ｄ，３Ｈ）
。
【０３３８】
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　実施例番号（Ｉ．２０－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１４（ｍ，２Ｈ），８
．３３（ｍ，１Ｈ），８．２０（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄｄ，
１Ｈ），７．７４（ｍ，１Ｈ），７．３９（ｄ，１Ｈ），７．２３（ｄｄ，１Ｈ），４．
６１（ｓ，２Ｈ），２．４３（ｍ，１Ｈ），０．５９（ｍ，２Ｈ），０．５３（ｍ，２Ｈ
）。
【０３３９】
　実施例番号（Ｉ．２０－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１０（ｄ，１Ｈ），９
．０１（ｄ，１Ｈ），８．２４（ｍ，３Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｄｄ，
１Ｈ），７．５９（ｍ，２Ｈ），７．１４（ｍ，４Ｈ），４．７２（ｓ，４Ｈ）。
【０３４０】
　実施例番号（Ｉ．２０－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１６（ｄ，１Ｈ），９
．０７（ｄ，１Ｈ），８．３６（ｄ，１Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１
Ｈ），７．８４（ｄｄ，１Ｈ），７．４１（ｄ，１Ｈ），７．３５（ｄ，１Ｈ），４．５
４（ｓ，２Ｈ），２．９１（ｓ，３Ｈ）。
【０３４１】
　実施例番号（Ｉ．２０－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１４（ｄ，１Ｈ），９
．０３（ｄ，１Ｈ），８．３７（ｄ，１Ｈ），８．２３（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１
Ｈ），７．８２（ｄｄ，１Ｈ），７．６９（ｍ，１Ｈ），７．２２（ｍ，２Ｈ），５．２
８（ｑ，１Ｈ），２．７４（ｓ，３Ｈ），１．３５（ｄ，３Ｈ）。
【０３４２】
　実施例番号（Ｉ．２０－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１３（ｄ，１Ｈ），９
．０３（ｄ，１Ｈ），８．８４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．３７（ｄ，１Ｈ），８．
３４（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄｄ，１
Ｈ），７．６３（ｄ，１Ｈ），７．２７（ｄｄ，１Ｈ），４．１４（ｄ，２Ｈ）。
【０３４３】
　実施例番号（Ｉ．２０－３１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．１２（ｄ，１Ｈ），８．９
８（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｍ，２Ｈ），７．８８（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ
），７．４５（ｄ，１Ｈ），７．０１（ｄｄ，１Ｈ），５．５１（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ
），４．２６（ｄ，２Ｈ）。
【０３４４】
　実施例番号（Ｉ．２０－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．１８（ｄ，１Ｈ），９．０
６（ｄ，１Ｈ），８．１８（ｍ，２Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ
），７．４８（ｄ，１Ｈ），７．１９（ｄ，１Ｈ），５．５８（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ）
，４．１７（ｄ，２Ｈ）。
【０３４５】
　実施例番号（Ｉ．２０－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．２０（ｄ，１Ｈ），９．１
１（ｄ，１Ｈ），８．７７（ｄ，２Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），７．９６（ｄ，１Ｈ）
，７．８３（ｄ，２Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ），６．５１（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ）
，４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０３４６】
　実施例番号（Ｉ．２０－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　９．１４（ｄ，１Ｈ），９
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．０８（ｄ，１Ｈ），８．９６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．４０（ｓ，１Ｈ），８．
２７（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．８５（ｄｄ，１
Ｈ），７．２８（ｄ，１Ｈ），４．１９（ｄ，２Ｈ）。
【０３４７】
　実施例番号（Ｉ．２２－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３７（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｍ，１Ｈ），７．６６（ｄ，１Ｈ），７．
６３（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．３３（ｄ，１Ｈ），７．２１（ｄｄ，
１Ｈ），４．２２（ｄ，２Ｈ）。
【０３４８】
　実施例番号（Ｉ．２２－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６１（ｄ，２Ｈ），７．７１（ｄ，１Ｈ），７．５８（ｄｄ，１Ｈ），７
．４９（ｄ，１Ｈ），７．３０（ｔ，１Ｈ），４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０３４９】
　実施例番号（Ｉ．２２－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９９（ｓ，１Ｈ），７．７３（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｍ，１Ｈ），７
．５４（ｄｄ，１Ｈ），７．０７（ｓ，１Ｈ），４．２１（ｄ，２Ｈ），３．８３（ｓ，
３Ｈ），３．８２（ｓ，３Ｈ）。
【０３５０】
　実施例番号（Ｉ．２２－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．７２（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄｄ，１Ｈ），７．７１（ｄｄ，１Ｈ），
７．５８（ｄｄ，１Ｈ），７．５５（ｄ，１Ｈ），７．４９（ｄ，１Ｈ），４．３４（ｄ
，２Ｈ）。
【０３５１】
　実施例番号（Ｉ．２２－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６６（ｄ，１Ｈ），８．３４（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７
．５３（ｄｄ，１Ｈ），７．４４（ｄ，１Ｈ），４．４９（ｄ，２Ｈ）。
【０３５２】
　実施例番号（Ｉ．２２－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．１９（ｄ，１Ｈ），８．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７
．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．３１（ｍ，１Ｈ），４．３１（ｄ
，２Ｈ）。
【０３５３】
　実施例番号（Ｉ．２２－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．２８（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｍ，１Ｈ），７．７１（ｄｄ，１Ｈ），７
．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），４．２８（ｄ，２Ｈ）。
【０３５４】
　実施例番号（Ｉ．２２－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．７２（ｓ，１Ｈ），７．６９（ｍ，２Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７
．４９（ｄｄ，１Ｈ），４．３６（ｄ，２Ｈ）。
【０３５５】
　実施例番号（Ｉ．２２－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４５（ｄ，１Ｈ），７



(272) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

．８８（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｍ，１Ｈ），７．７５（ｄｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ
，１Ｈ），７．３６（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），４．４３（ｓ，２Ｈ），２
．８３（ｓ，３Ｈ）。
【０３５６】
　実施例番号（Ｉ．２２－１２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３４（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｄｄ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），
７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．３６（ｍ，２Ｈ），４．２５（ｄ，２Ｈ）。
【０３５７】
　実施例番号（Ｉ．２２－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．７３（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７
．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．３１（ｍ，２Ｈ），４．２１（ｄ，２Ｈ）。
【０３５８】
　実施例番号（Ｉ．２２－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６５（ｂｒ．ｄ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３１（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｍ，２Ｈ），７．５３（ｄｄ，１Ｈ），７
．４４（ｄｄ，１Ｈ），７．２８（ｄ，１Ｈ），７．１４（ｄｄ，１Ｈ），４．４５（ｑ
ｕｉｎｔ，１Ｈ），１．３３（ｄ，３Ｈ）。
【０３５９】
　実施例番号（Ｉ．２２－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８４（ｂｒ．ｄ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６６（ｄ，１Ｈ），８．０５（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），
７．５２（ｄ，１Ｈ），７．４７（ｄ，１Ｈ），７．４０（ｄｄ，１Ｈ），４．５７（ｑ
ｕｉｎｔ，１Ｈ），１．３８（ｄ，３Ｈ）。
【０３６０】
　実施例番号（Ｉ．２２－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４２（ｄ，１Ｈ），７
．８６（ｄｄ，１Ｈ），７．７５（ｍ，２Ｈ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ），７．３９（ｄ
，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），４．５７（ｓ，２Ｈ），２．４９（ｍ，１Ｈ），０
．５８（ｍ，４Ｈ）。
【０３６１】
　実施例番号（Ｉ．２２－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３４（ｍ，２Ｈ），７
．７６（ｄｄ，１Ｈ），７．６９（ｍ，３Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．２１（ｍ
，４Ｈ），４．６４（ｓ，４Ｈ）。
【０３６２】
　実施例番号（Ｉ．２２－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４３（ｄ，１Ｈ），７
．８７（ｄｄ，１Ｈ），７．７４（ｄｄ，１Ｈ），７．６４（ｄｄ，１Ｈ），７．４５（
ｄ，１Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），４．４７（ｓ，２Ｈ），２．８７（ｓ，３Ｈ）。
【０３６３】
　実施例番号（Ｉ．２２－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４４（ｄ，１Ｈ），７
．８２（ｄｄ，１Ｈ），７．７５（ｍ，２Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．２６（ｍ，
２Ｈ），５．１３（ｑ，１Ｈ），２．７８（ｓ，３Ｈ），１．３９（ｄ，３Ｈ）。
【０３６４】
　実施例番号（Ｉ．２２－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
），８．３９（ｍ，２Ｈ），７．７３（ｄｄ，１Ｈ），７．６７（ｄｄ，１Ｈ），７．６
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１（ｄｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．２５（ｄｄ，１Ｈ），４．１６（ｄ，
２Ｈ）。
【０３６５】
　実施例番号（Ｉ．２２－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．５２（ｓ，１Ｈ），８．４６（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ），７
．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．５８（ｄ，１Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），４．２６（ｄ，
２Ｈ）。
【０３６６】
　実施例番号（Ｉ．２２－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．７０（ｄｄ，１Ｈ），７．
６３（ｄ，２Ｈ），７．４３（ｄ，２Ｈ），７．３４（ｍ，２Ｈ），６．３３（ｓ，１Ｈ
），５．３１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４５（ｄ，２Ｈ）。
【０３６７】
　実施例番号（Ｉ．２２－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．６９（ｄｄ，１Ｈ），７．
６０（ｄ，２Ｈ），７．３５（ｄ，１Ｈ），７．３３（ｍ，１Ｈ），６．９５（ｄ，２Ｈ
），６．２７（ｓ，１Ｈ），５．３６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４３（ｄ，２Ｈ）
，３．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０３６８】
　実施例番号（Ｉ．２３－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３９（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．
９６（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｄ，１Ｈ），７．２２（ｄｄ，
１Ｈ），４．２４（ｄ，２Ｈ）。
【０３６９】
　実施例番号（Ｉ．２３－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，２Ｈ），８
．５８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．９９（ｄｄ，１Ｈ），７
．９５（ｄ，１Ｈ），７．３２（ｔ，１Ｈ），４．３８（ｄ，２Ｈ）。
【０３７０】
　実施例番号（Ｉ．２３－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．０７（ｄ，１Ｈ），８．０１（ｄｄ，１Ｈ），７．９５（ｓ，１Ｈ），７
．８９（ｄ，１Ｈ），６．９３（ｓ，１Ｈ），４．１８（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｓ，３
Ｈ），３．７６（ｓ，３Ｈ）。
【０３７１】
　実施例番号（Ｉ．２３－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．７７（ｄ，１Ｈ），８．１４（ｄｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），８
．００（ｄｄ，１Ｈ），７．９１（ｄ，１Ｈ），７．５５（ｄ，１Ｈ），４．３６（ｄ，
２Ｈ）。
【０３７２】
　実施例番号（Ｉ．２３－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７０（ｄ，１Ｈ），８
．６７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．３７（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．
９７（ｄｄ，１Ｈ），７．８９（ｄ，１Ｈ），４．５１（ｄ，２Ｈ）。
【０３７３】
　実施例番号（Ｉ．２３－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
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，ＮＨ），８．２１（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄｄ，１Ｈ），７
．９１（ｄ，１Ｈ），７．５９（ｍ，１Ｈ），７．３４（ｄｄ，１Ｈ），４．３４（ｄ，
２Ｈ）。
【０３７４】
　実施例番号（Ｉ．２３－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３２（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄｄ，１Ｈ），７
．８８（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｍ，１Ｈ），４．３１（ｄ，２Ｈ）。
【０３７５】
　実施例番号（Ｉ．２３－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．７６（ｓ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄｄ，１Ｈ），７
．８６（ｄ，１Ｈ），７．６４（ｓ，１Ｈ），４．４０（ｄ，２Ｈ）。
【０３７６】
　実施例番号（Ｉ．２３－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５１（ｄ，１Ｈ），８
．２０（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄｄ，１Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｍ，
１Ｈ），７．３９（ｄ，１Ｈ），７．３３（ｄｄ，１Ｈ），４．５７（ｓ，２Ｈ），２．
８８（ｓ，３Ｈ）。
【０３７７】
　実施例番号（Ｉ．２３－１２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３８（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄ，１Ｈ），８．０２（ｄｄ，１Ｈ），７
．９３（ｄ，１Ｈ），７．３７（ｄｄ，１Ｈ），７．３３（ｄ，１Ｈ），４．２７（ｄ，
２Ｈ）。
【０３７８】
　実施例番号（Ｉ．２３－１３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．４２（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ），８．０９（ｄｄ，１Ｈ），７
．９８（ｍ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ），７．０７（ｄ，１Ｈ），４．３０（ｄ，２
Ｈ），３．９０（ｓ，３Ｈ）。
【０３７９】
　実施例番号（Ｉ．２３－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．０９（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄｄ，１Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７
．７７（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｍ，２Ｈ），４．２５（ｄ，２Ｈ）。
【０３８０】
　実施例番号（Ｉ．２３－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５５（ｂｒ．ｄ，１Ｈ
，ＮＨ），８．３５（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７．９４（ｄｄ，１Ｈ），７
．８６（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｍ，１Ｈ），７．２４（ｄ，１Ｈ），７．１６（ｄｄ，
１Ｈ），４．４９（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．３６（ｄ，３Ｈ）。
【０３８１】
　実施例番号（Ｉ．２３－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７４（ｂｒ．ｄ，１Ｈ
，ＮＨ），８．７２（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄｄ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７
．９２（ｄｄ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ），７．４９（ｄ，１Ｈ），４．６０（ｑｕ
ｉｎｔ，１Ｈ），１．４０（ｄ，３Ｈ）。
【０３８２】
　実施例番号（Ｉ．２３－１７）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５８（ｄ，１Ｈ），８
．１９（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．８１（ｄｄ
，１Ｈ），７．４２（ｄ，１Ｈ），７．３０（ｄｄ，１Ｈ），４．６５（ｓ，２Ｈ），２
．５３（ｍ，１Ｈ），０．５４（ｍ，４Ｈ）。
【０３８３】
　実施例番号（Ｉ．２３－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４０（ｍ，２Ｈ），８
．１１（ｍ，２Ｈ），８．００（ｄｄ，１Ｈ），７．６９（ｍ，２Ｈ），７．２１（ｍ，
４Ｈ），４．６８（ｓ，４Ｈ）。
【０３８４】
　実施例番号（Ｉ．２３－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４９（ｄ，１Ｈ），８
．２０（ｄ，１Ｈ），８．１１（ｄｄ，１Ｈ），８．０２（ｄ，１Ｈ），７．４９（ｄｄ
，１Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），４．６０（ｓ，２Ｈ），２．９２（ｓ，３Ｈ）。
【０３８５】
　実施例番号（Ｉ．２３－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），８
．１７（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｍ，
１Ｈ），７．３１（ｍ，２Ｈ），５．１９（ｑ，１Ｈ），２．７７（ｓ，３Ｈ），１．４
６（ｄ，３Ｈ）。
【０３８６】
　実施例番号（Ｉ．２３－２８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
），８．４２（ｍ，２Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄｄ，１Ｈ），７．９５
（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），４．１８（ｄ，２Ｈ
）。
【０３８７】
　実施例番号（Ｉ．２３－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．５４（ｓ，１Ｈ），８．４８（ｄ，１Ｈ），８．１４（ｄ，１Ｈ），８．
０９（ｄｄ，１Ｈ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），４．２７（ｄ，２
Ｈ）。
【０３８８】
　実施例番号（Ｉ．２３－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．０９（ｄ，１Ｈ），７．９
８（ｄ，１Ｈ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｄ，２Ｈ），７．５６（ｄ，２Ｈ）
，６．７８（ｓ，１Ｈ），５．５３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４０（ｄ，２Ｈ）。
【０３８９】
　実施例番号（Ｉ．２３－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．００（ｄ，１Ｈ），７．９
７（ｓ，１Ｈ），７．７４（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｄ，２Ｈ），６．９６（ｄ，２Ｈ）
，６．３１（ｓ，１Ｈ），５．２５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４２（ｄ，２Ｈ），
３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０３９０】
　実施例番号（Ｉ．２４－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３８（ｄ，１Ｈ），８
．１６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．７３（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｍ，１Ｈ），７．
５２（ｍ，２Ｈ），７．３０（ｄｄ，１Ｈ），７．２７（ｄ，１Ｈ），７．２０（ｄｄ，
１Ｈ），６．８６（ｄ，１Ｈ），４．０１（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０３９１】
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　実施例番号（Ｉ．２４－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６０（ｄ，２Ｈ），８
．０６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．６９（ｄ，１Ｈ），７．４９（ｍ，２Ｈ），７．
２８（ｔ，１Ｈ），７．２２（ｄｄ，１Ｈ），６．８４（ｄ，１Ｈ），４．１２（ｄ，２
Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ）。
【０３９２】
　実施例番号（Ｉ．２４－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．１０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．８９（ｓ，１Ｈ），７．７０（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｄ，１Ｈ），７．
４８（ｄ，１Ｈ），７．２２（ｄｄ，１Ｈ），６．８７（ｄ，１Ｈ），６．６２（ｓ，１
Ｈ），３．９８（ｄ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），３．７５（ｓ，３Ｈ），３．４９
（ｓ，３Ｈ）。
【０３９３】
　実施例番号（Ｉ．２４－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８
．３３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．９９（ｄｄ，１Ｈ），７．６９（ｄ，１Ｈ），７
．５１（ｄ，１Ｈ），７．４８（ｍ，２Ｈ），７．２２（ｄｄ，１Ｈ），６．８１（ｄ，
１Ｈ），４．１３（ｄ，２Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ）。
【０３９４】
　実施例番号（Ｉ．２４－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４９（ｄ，１Ｈ），８
．１９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．１６（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｄ，１Ｈ），７．
４７（ｍ，２Ｈ），７．１８（ｄｄ，１Ｈ），６．６０（ｄ，１Ｈ），４．２９（ｄ，２
Ｈ），３．８０（ｓ，３Ｈ）。
【０３９５】
　実施例番号（Ｉ．２４－８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．２０（ｄ，１Ｈ），８
．０６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．６９（ｄ，１Ｈ），７．５１（ｍ，３Ｈ），７．
２９（ｄｄ，１Ｈ），７．２４（ｄｄ，１Ｈ），６．８５（ｄ，１Ｈ），４．０８（ｄ，
２Ｈ），３．７９（ｓ，３Ｈ）。
【０３９６】
　実施例番号（Ｉ．２４－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．２２（ｄ，１Ｈ），８
．１２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．７０（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７
．４８（ｍ，２Ｈ），７．２２（ｄｄ，１Ｈ），６．８２（ｄ，１Ｈ），４．０７（ｄ，
２Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ）。
【０３９７】
　実施例番号（Ｉ．２４－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５３（ｓ，１Ｈ），８
．４０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．６１（ｄ，１Ｈ），７．４９（ｄ，１Ｈ），７．
３８（ｄ，１Ｈ），７．３０（ｓ，１Ｈ），７．１２（ｄｄ，１Ｈ），６．７５（ｄ，１
Ｈ），４．２２（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ）。
【０３９８】
　実施例番号（Ｉ．２４－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４８（ｄ，１Ｈ），７
．８２（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｄｄ，１Ｈ），７．５８（ｍ，２Ｈ），７．３８（ｄｄ
，１Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），７．３０（ｄｄ，１Ｈ），６．８４（ｄ，１Ｈ），４
．２７（ｓ，２Ｈ），３．８９（ｓ，３Ｈ），２．６５（ｓ，３Ｈ）。
【０３９９】
　実施例番号（Ｉ．２４－１２）：



(277) JP 2013-522274 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３０（ｄ，１Ｈ），８
．２７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．６９（ｄ，１Ｈ），７．５４（ｄ，１Ｈ），７．
４６（ｄ，１Ｈ），７．２６（ｄｄ，１Ｈ），７．２０（ｄｄ，１Ｈ），７．１３（ｄ，
１Ｈ），６．８３（ｄ，１Ｈ），４．０８（ｄ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０４００】
　実施例番号（Ｉ．２４－１４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．２６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．６９（ｍ，２Ｈ），７．５１（ｍ，２Ｈ），７．２６（ｍ，３Ｈ），６．
８３（ｄ，１Ｈ），４．０１（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４０１】
　実施例番号（Ｉ．２４－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３３（ｄ，１Ｈ），８
．１１（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），７．６７（ｄ，１Ｈ），７．５５（ｍ，１Ｈ），７．
５０（ｄ，１Ｈ），７．４７（ｄ，１Ｈ），７．２２（ｄｄ，１Ｈ），７．１９（ｄ，１
Ｈ），７．１１（ｄｄ，１Ｈ），６．８５（ｄ，１Ｈ），４．３２（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ）
，３．８４（ｓ，３Ｈ），１．０９（ｄ，３Ｈ）。
【０４０２】
　実施例番号（Ｉ．２４－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８
．２７（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），７．８１（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７
．４７（ｄ，１Ｈ），７．４２（ｄ，１Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），７．１４（ｄｄ，
１Ｈ），６．７９（ｄ，１Ｈ），４．４１（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），３．８０（ｓ，３Ｈ）
，１．１８（ｄ，３Ｈ）。
【０４０３】
　実施例番号（Ｉ．２４－１７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４６（ｄ，１Ｈ），７
．８２（ｄ，１Ｈ），７．７７（ｍ，１Ｈ），７．５７（ｍ，２Ｈ），７．４１（ｄ，１
Ｈ），７．３４（ｄｄ，１Ｈ），７．２７（ｄｄ，１Ｈ），６．８５（ｄ，１Ｈ），４．
４４（ｓ，２Ｈ），３．８９（ｓ，３Ｈ），２．１９（ｍ，１Ｈ），０．５０（ｍ，４Ｈ
）。
【０４０４】
　実施例番号（Ｉ．２４－１８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３２（ｄ，２Ｈ），７
．７９（ｄ，１Ｈ），７．５６（ｍ，４Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），７．１４（ｍ，
４Ｈ），６．８１（ｄ，１Ｈ），４．５２（ｓ，４Ｈ），３．８８（ｓ，３Ｈ）。
【０４０５】
　実施例番号（Ｉ．２４－１９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４７（ｄ，１Ｈ），７
．８４（ｄ，１Ｈ），７．５６（ｍ，２Ｈ），７．４４（ｄ，１Ｈ），７．３３（ｍ，２
Ｈ），６．８２（ｄ，１Ｈ），４．３２（ｓ，２Ｈ），３．８８（ｓ，３Ｈ），２．７２
（ｓ，３Ｈ）。
【０４０６】
　実施例番号（Ｉ．２４－２０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４８（ｄ，１Ｈ），７
．８０（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｍ，１Ｈ），７．５７（ｍ，２Ｈ），７．３３（ｄ，１
Ｈ），７．３０（ｄｄ，１Ｈ），７．２７（ｄｄ，１Ｈ），６．８１（ｄ，１Ｈ），５．
２５（ｑ，１Ｈ），３．８８（ｓ，３Ｈ），２．６４（ｓ，３Ｈ），１．０８（ｄ，３Ｈ
）。
【０４０７】
　実施例番号（Ｉ．２４－２８）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３７（ｄ，１Ｈ），８
．３３（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．７３（ｄ，１Ｈ），７．
５４（ｍ，３Ｈ），７．２８（ｄｄ，１Ｈ），７．２２（ｄｄ，１Ｈ），６．８５（ｄ，
１Ｈ），３．９６（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４０８】
　実施例番号（Ｉ．２４－３２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１９（ｄ，１Ｈ），７．６
９（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｄ，１Ｈ），７．５３（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｍ，１Ｈ）
，７．２２（ｄ，１Ｈ），７．０６（ｄｄ，１Ｈ），６．８６（ｄ，１Ｈ），５．１３（
ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ），４．１９（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４０９】
　実施例番号（Ｉ．２４－３５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４６（ｓ，１Ｈ），８
．３５（ｄ，１Ｈ），８．３２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．７３（ｄ，１Ｈ），７．
５３（ｍ，２Ｈ），７．３５（ｄ，１Ｈ），７．２６（ｄｄ，１Ｈ），６．８３（ｄ，１
Ｈ），４．０５（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４１０】
　実施例番号（Ｉ．２４－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．７３（ｄ，１Ｈ），７．５
５（ｄ，２Ｈ），７．４９（ｄ，１Ｈ），７．４１（ｄ，２Ｈ），７．２８（ｄｄ，１Ｈ
），７．２３（ｄ，１Ｈ），６．８７（ｄ，１Ｈ），６．０５（ｓ，１Ｈ），５．０６（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２８（ｄ，２Ｈ），３．７７（ｓ，３Ｈ）。
【０４１１】
　実施例番号（Ｉ．２４－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．７２（ｄ，１Ｈ），７．５
３（ｄ，２Ｈ），７．４７（ｄ，１Ｈ），７．２９（ｄｄ，１Ｈ），７．２２（ｄ，１Ｈ
），６．９３（ｄ，２Ｈ），６．８６（ｄ，１Ｈ），５．９６（ｓ，１Ｈ），５．０４（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２６（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ），３．７５（ｓ
，３Ｈ）。
【０４１２】
　実施例番号（Ｉ．２６－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１０（ｓ，１Ｈ），７．８
２（ｍ，２Ｈ），７．６１（ｄ，２Ｈ），７．４４（ｄ，２Ｈ），６．３５（ｓ，１Ｈ）
，５．１８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４４（ｄ，２Ｈ）。
【０４１３】
　実施例番号（Ｉ．２６－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．０６（ｍ，２Ｈ），７．９１（ｄｄ，１Ｈ），７．６６（ｄ，２Ｈ），７
．０３（ｄ，２Ｈ），６．６５（ｓ，１Ｈ），４．３４（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，３
Ｈ）。
【０４１４】
　実施例番号（Ｉ．２７－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．０２（ｍ，１Ｈ），７．８
２（ｍ，１Ｈ），７．６０（ｄ，２Ｈ），７．５５（ｍ，２Ｈ），６．９４（ｄ，２Ｈ）
，６．８４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），６．３４（ｓ，１Ｈ），４．４５（ｑ，２Ｈ），
４．４０（ｄ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），１．４２（ｔ，３Ｈ）。
【０４１５】
　実施例番号（Ｉ．２９－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．８６（ｍ，２Ｈ），７．６
３（ｄ，２Ｈ），７．４２（ｄ，２Ｈ），７．１５（ｍ，２Ｈ），６．３８（ｓ，１Ｈ）
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，４．９８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３９（ｄ，２Ｈ）。
【０４１６】
　実施例番号（Ｉ．２９－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．８７（ｍ，２Ｈ），７．６
２（ｄ，２Ｈ），７．１６（ｍ，２Ｈ），６．９５（ｄ，２Ｈ），６．３２（ｓ，１Ｈ）
，５．００（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３７（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４１７】
　実施例番号（Ｉ．３０－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｄｄ，１Ｈ），７
．６８（ｄ，２Ｈ），７．０３（ｄ，２Ｈ），６．６８（ｓ，１Ｈ），４．３１（ｄ，２
Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ）。
【０４１８】
　実施例番号（Ｉ．３１－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．９７（ｄ，１Ｈ），７．５
９（ｄ，２Ｈ），７．４８（ｄ，１Ｈ），７．３２（ｄｄ，１Ｈ），６．９７（ｄ，２Ｈ
），６．２３（ｓ，１Ｈ），５．６０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３８（ｄ，２Ｈ）
，３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４１９】
　実施例番号（Ｉ．３２－３８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５２（ｄ，２Ｈ），７．６
６（ｄ，２Ｈ），７．３９（ｄ，２Ｈ），７．１５（ｄ，２Ｈ），４．９５（ｂｒ．ｄ，
１Ｈ，ＮＨ），４．５３（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），１．４２（ｄ，３Ｈ）。
【０４２０】
　実施例番号（Ｉ．３２－４６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．７２（ｄ，２Ｈ），７．４
２（ｄ，２Ｈ），７．３１（ｓ，１Ｈ），６．３１（ｍ，２Ｈ），５．３２（ｂｒ．ｄ，
１Ｈ，ＮＨ），５．０８（ｍ，１Ｈ）。
【０４２１】
　実施例番号（Ｉ．３２－５６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．７１（ｄ，２Ｈ），７．４
９（ｄ，２Ｈ），７．３２（ｓ，１Ｈ），５．１８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３７
（ｄ，２Ｈ）。
【０４２２】
　実施例番号（Ｉ．３２－６０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７９（ｄ，２Ｈ），７．７４（ｍ，２Ｈ），７．６１（ｄ，２Ｈ），７．
４９（ｍ，３Ｈ），６．７０（ｓ，１Ｈ），４．３０（ｄ，２Ｈ）。
【０４２３】
　実施例番号（Ｉ．３２－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．８０（ｄ，４Ｈ），７．６０（ｄ，２Ｈ），７．５８（ｄ，２Ｈ），６．
７４（ｓ，１Ｈ），４．３０（ｄ，２Ｈ）。
【０４２４】
　実施例番号（Ｉ．３２－６３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７９（ｄ，２Ｈ），７．６０（ｄ，２Ｈ），７．５２（ｍ，３Ｈ），７．
５０（ｄ，１Ｈ），６．５９（ｓ，１Ｈ），４．３６（ｄ，２Ｈ）。
【０４２５】
　実施例番号（Ｉ．３４－１）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５２（ｄ，１Ｈ），７．９
６（ｄｄ，１Ｈ），７．６９（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．５４（ｄ，１Ｈ
），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．４７（ｄｄ，１Ｈ），６．８１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），４．３９（ｄ，２Ｈ），２．４２（ｓ，３Ｈ）。
【０４２６】
　実施例番号（Ｉ．３４－２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｄ，２Ｈ），７．７
２（ｄ，１Ｈ），７．５８（ｄ，１Ｈ），７．５３（ｄｄ，１Ｈ），７．１８（ｔ，１Ｈ
），５．８９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４２（ｄ，２Ｈ），２．４１（ｓ，３Ｈ）
。
【０４２７】
　実施例番号（Ｉ．３４－３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．２４（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｄ，１Ｈ），７．６５（ｄ，１Ｈ），７．
４７（ｄｄ，１Ｈ），７．０４（ｍ，２Ｈ），４．０８（ｄ，２Ｈ），２．３６（ｓ，３
Ｈ），２．２２（ｓ，３Ｈ）。
【０４２８】
　実施例番号（Ｉ．３４－５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．２６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９２（ｓ，１Ｈ），７．７１（ｄ，１Ｈ），７．５８（ｄ，１Ｈ），７．
４４（ｄｄ，１Ｈ），６．８４（ｄ，１Ｈ），４．０５（ｄ，２Ｈ），３．７８（ｓ，３
Ｈ），３．７２（ｓ，３Ｈ），２．３３（ｓ，３Ｈ）。
【０４２９】
　実施例番号（Ｉ．３４－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｓ，１Ｈ），７．８
５（ｄ，１Ｈ），７．６７（ｓ，１Ｈ），７．６１（ｄ，１Ｈ），７．５０（ｄ，１Ｈ）
，７．３２（ｄ，１Ｈ），５．７７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３４（ｄ，２Ｈ），
２．４１（ｓ，３Ｈ）。
【０４３０】
　実施例番号（Ｉ．３４－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７２（ｓ，１Ｈ），８
．５２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．３６（ｓ，１Ｈ），７．６８（ｄ，１Ｈ），７．
５９（ｄ，１Ｈ），７．４２（ｄｄ，１Ｈ），４．３８（ｄ，２Ｈ），２．３４（ｓ，３
Ｈ）。
【０４３１】
　実施例番号（Ｉ．３４－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２０（ｍ，１Ｈ），７．６
９（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．５０（ｄｄ，１Ｈ），７．１２（ｍ，１Ｈ
），５．８１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３２（ｄ，２Ｈ），２．４２（ｓ，３Ｈ）
。
【０４３２】
　実施例番号（Ｉ．３４－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４９（ｄ，１Ｈ），７
．８４（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ），７．５８（ｄｄ
，１Ｈ），７．４２（ｄ，１Ｈ），７．３２（ｄｄ，１Ｈ），４．２９（ｓ，２Ｈ），２
．７０（ｓ，３Ｈ），２．４５（ｓ，３Ｈ）。
【０４３３】
　実施例番号（Ｉ．３４－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３６（ｄ，１Ｈ），８
．３４（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），７．６４（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７
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．５１（ｄ，１Ｈ），７．３８（ｄｄ，１Ｈ），７．２３（ｄ，１Ｈ），７．１４（ｄｄ
，１Ｈ），４．４０（ｑ，１Ｈ），２．３０（ｓ，３Ｈ），１．２６（ｄ，３Ｈ）。
【０４３４】
　実施例番号（Ｉ．３４－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８
．５３（ｂｒ．ｄ，１Ｈ，ＮＨ），８．００（ｄｄ，１Ｈ），７．６１（ｄ，１Ｈ），７
．４４（ｄ，１Ｈ），７．４２（ｄ，１Ｈ），７．３１（ｄｄ，１Ｈ），４．５３（ｑ，
１Ｈ），２．２７（ｓ，３Ｈ），１．３２（ｄ，３Ｈ）。
【０４３５】
　実施例番号（Ｉ．３４－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　７．７８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７６（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｄ，２Ｈ），７．
５１（ｄｄ，１Ｈ），７．０５（ｄ，２Ｈ），６．６４（ｓ，１Ｈ），４．２４（ｄ，２
Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ），２．３３（ｓ，３Ｈ）。
【０４３６】
　実施例番号（Ｉ．３６－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４３（ｄ，１Ｈ），７．９
８（ｄ，２Ｈ），７．７０（ｄ，２Ｈ），７．６０（ｍ，１Ｈ），７．１６（ｄｄ，１Ｈ
），７．１２（ｄ，１Ｈ），５．５０（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．３０（ｓ，２Ｈ）
。
【０４３７】
　実施例番号（Ｉ．３６－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．９７（ｄ，２Ｈ），７．７
４（ｄ，２Ｈ），７．６０（ｄ，２Ｈ），７．４１（ｄ，２Ｈ），６．３４（ｓ，１Ｈ）
，５．２１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４３（ｄ，２Ｈ）。
【０４３８】
　実施例番号（Ｉ．３６－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．９９（ｄ，２Ｈ），７．７
３（ｄ，２Ｈ），７．５９（ｄ，２Ｈ），６．９４（ｄ，２Ｈ），６．２９（ｓ，１Ｈ）
，５．３５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４１（ｄ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０４３９】
　実施例番号（Ｉ．３７－４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．０８（ｄ，１Ｈ），７．９
８（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，２Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），７．７０（ｍ，１Ｈ）
，７．５２（ｄｄ，１Ｈ），７．２１（ｄ，１Ｈ），６．８６（ｄ，２Ｈ），６．２７（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４１（ｄ，２Ｈ），３．７８（ｓ，３Ｈ）。
【０４４０】
　実施例番号（Ｉ．３７－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｓ，１Ｈ），７．８
３（ｄ，１Ｈ），７．７６（ｄ，２Ｈ），７．３３（ｄ，１Ｈ），６．８９（ｄ，２Ｈ）
，５．６８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３２（ｄ，２Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ）。
【０４４１】
　実施例番号（Ｉ．３７－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｓ，１Ｈ），７．８
３（ｓ，１Ｈ），７．７９（ｄ，２Ｈ），６．８８（ｄ，２Ｈ），６．０２（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），４．４２（ｄ，１Ｈ），３．８２（ｓ，３Ｈ）。
【０４４２】
　実施例番号（Ｉ．３７－３８）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５３（ｄ，２Ｈ），７．６
８（ｄ，２Ｈ），７．３５（ｄ，２Ｈ），６．８９（ｄ，２Ｈ），５．０３（ｂｒ．ｄ，
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１Ｈ，ＮＨ），４．５２（ｑｕｉｎｔ，１Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ），１．４１（ｓ，
３Ｈ）。
【０４４３】
　実施例番号（Ｉ．３７－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１３（ｄ，１Ｈ），７．７
７（ｄ，２Ｈ），７．１１（ｄｄ，１Ｈ），７．０９（ｄ，１Ｈ），６．９０（ｄ，２Ｈ
），５．５９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１６（ｄ，２Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ）
，３．８３（ｓ，３Ｈ）。
【０４４４】
　実施例番号（Ｉ．３７－４６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．７３（ｄ，２Ｈ），７．２
９（ｍ，１Ｈ），６．８９（ｄ，２Ｈ），６．２８（ｍ，２Ｈ），５．２９（ｂｒ．ｄ，
１Ｈ，ＮＨ），５．０５（ｍ，１Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０４４５】
　実施例番号（Ｉ．３７－５２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．０９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．６９（ｄ，２Ｈ），７．０９（ｄ，２Ｈ），６．０２（ｓ，１Ｈ），３．
９４（ｄ，２Ｈ），３．８４（ｓ，３Ｈ），２．３１（ｓ，３Ｈ）。
【０４４６】
　実施例番号（Ｉ．３７－５６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．８２（ｄ，２Ｈ），７．３
３（ｓ，１Ｈ），６．９２（ｄ，２Ｈ），５．４２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３５
（ｄ，２Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０４４７】
　実施例番号（Ｉ．３７－６３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．３１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７１（ｄ，２Ｈ），７．６１（ｄ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７
．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｄ，１Ｈ），７．０６（ｄ，２Ｈ），６．５７（ｓ，
１Ｈ），４．２７（ｄ，２Ｈ），３．８０（ｓ，３Ｈ）。
【０４４８】
　実施例番号（Ｉ．３８－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４５（ｄ，１Ｈ），７．７
４（ｄ，２Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．２３（ｄ，２Ｈ），７．１５（ｍ，２Ｈ
），５．８６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２４（ｄ，２Ｈ），２．３９（ｓ，３Ｈ）
。
【０４４９】
　実施例番号（Ｉ．３８－４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．０８（ｄ，１Ｈ），７．９
７（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｍ，３Ｈ），７．６９（ｍ，１Ｈ），７．５３（ｄｄ，１Ｈ
），７．２２（ｄ，１Ｈ），７．１９（ｄ，２Ｈ），６．３１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ）
，４．４２（ｄ，２Ｈ），２．３３（ｓ，３Ｈ）。
【０４５０】
　実施例番号（Ｉ．３８－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），７．８
２（ｄｄ，１Ｈ），７．６９（ｄ，２Ｈ），７．３２（ｄ，１Ｈ），７．２２（ｄ，２Ｈ
），５．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３３（ｄ，２Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ）
。
【０４５１】
　実施例番号（Ｉ．３８－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｓ，１Ｈ），７．８
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３（ｓ，１Ｈ），７．７３（ｄ，２Ｈ），７．２２（ｄ，２Ｈ），６．０５（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），４．４４（ｄ，２Ｈ），２．３６（ｓ，３Ｈ）。
【０４５２】
　実施例番号（Ｉ．３８－３９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１３（ｄ，１Ｈ），７．７
３（ｄ，２Ｈ），７．２４（ｄ，２Ｈ），７．１１（ｄ，１Ｈ），７．０９（ｄ，１Ｈ）
，５．６３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１７（ｄ，２Ｈ），３．８２（ｓ，３Ｈ），
２．３９（ｓ，３Ｈ）。
【０４５３】
　実施例番号（Ｉ．３８－５２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．１７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．６５（ｄ，２Ｈ），７．３６（ｄ，２Ｈ），６．０１（ｓ，１Ｈ），３．
９５（ｄ，２Ｈ），２．３８（ｓ，３Ｈ），２．３１（ｓ，３Ｈ）。
【０４５４】
　実施例番号（Ｉ．４２－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｄ，１Ｈ），８．４
２（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄｄ，１Ｈ），７．８６（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｍ，１Ｈ
），７．１９（ｄ，１Ｈ），７．１５（ｍ，１Ｈ），５．９２（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ）
，４．４６（ｄ，２Ｈ）。
【０４５５】
　実施例番号（Ｉ．４３－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．９０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．８３（ｓ，１Ｈ），７．７７（ｄ，２Ｈ），７．６０（ｍ，２Ｈ），７．
５７（ｄ，２Ｈ），６．８０（ｓ，１Ｈ），４．４０（ｄ，２Ｈ）。
【０４５６】
　実施例番号（Ｉ．４３－６３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．９３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．８７（ｓ，１Ｈ），７．６０（ｍ，２Ｈ），７．５１（ｍ，３Ｈ），７．
４８（ｄ，１Ｈ），６．６２（ｓ，１Ｈ），４．４８（ｄ，２Ｈ）。
【０４５７】
　実施例番号（Ｉ．４４－６０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７０（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９６（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｍ，２Ｈ），７．５２（ｍ，２Ｈ），７．
４７（ｍ，４Ｈ），６．６８（ｓ，１Ｈ），４．３８（ｄ，２Ｈ）。
【０４５８】
　実施例番号（Ｉ．４５－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７２（ｄ，２Ｈ），７．５７（ｄ，２Ｈ），７．４０（ｄ，１Ｈ），７．
３２（ｄｄ，１Ｈ），７．２７（ｄ，１Ｈ），６．６９（ｓ，１Ｈ），４．３７（ｄ，２
Ｈ），２．６２（ｓ，３Ｈ）。
【０４５９】
　実施例番号（Ｉ．４８－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．５３（ｄ，２Ｈ），７．１
３（ｄｄ，１Ｈ），６．９４（ｍ，３Ｈ），６．８０（ｄ，１Ｈ），６．２２（ｓ，１Ｈ
），６．０１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４４（ｄ，２Ｈ），３．９８（ｓ，３Ｈ）
，３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４６０】
　実施例番号（Ｉ．４９－６０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．０７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７３（ｍ，２Ｈ），７．４９（ｍ，３Ｈ），７．２１（ｓ，１Ｈ），７．
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０６（ｓ，２Ｈ），６．６３（ｓ，１Ｈ），４．２９（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ
），３．６９（ｓ，３Ｈ）。
【０４６１】
　実施例番号（Ｉ．５０－６０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．９９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９８（ｓ，２Ｈ），７．７１（ｍ，２Ｈ），７．４８（ｍ，３Ｈ），６．
７１（ｓ，１Ｈ），４．４０（ｄ，２Ｈ）。
【０４６２】
　実施例番号（Ｉ．５０－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．９６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９９（ｓ，１Ｈ），７．９７（ｓ，１Ｈ），７．６８（ｄ，２Ｈ），７．
０３（ｄ，２Ｈ），６．６８（ｓ，１Ｈ），４．３９（ｄ，２Ｈ），３．８１（ｓ，３Ｈ
）。
【０４６３】
　実施例番号（Ｉ．５１－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．９３（ｄ，１Ｈ），８．７
３（ｄ，１Ｈ），８．４３（ｄ，１Ｈ），８．１９（ｍ，１Ｈ），７．６１（ｍ，１Ｈ）
，７．２９（ｍ，１Ｈ），７．１５（ｍ，１Ｈ），７．１３（ｄ，１Ｈ），５．８５（ｂ
ｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０４６４】
　実施例番号（Ｉ．５１－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，２Ｈ），８．０
０（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｄｄ，１Ｈ），７．７６（ｄｄ，１Ｈ），７．６１（ｄ，２
Ｈ），７．４２（ｄｄ，１Ｈ），５．５２（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．３５（ｄ，２
Ｈ）。
【０４６５】
　実施例番号（Ｉ．５２－６０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．８９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｍ，２Ｈ），７．
４８（ｍ，４Ｈ），６．６４（ｓ，１Ｈ），４．３８（ｄ，２Ｈ）。
【０４６６】
　実施例番号（Ｉ．５３－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５６（ｄ，１Ｈ），８．０
１（ｍ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．５６（ｄｄ，１Ｈ），７．２８（ｄ，１
Ｈ），７．１５（ｍ，１Ｈ），６．８１（ｍ，１Ｈ），５．８２（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ
），３．９９（ｄ，２Ｈ）。
【０４６７】
　実施例番号（Ｉ．５４－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．１１（ｄ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，１Ｈ），８．２８（ｄｄ，１Ｈ），７．７２（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｍ，１Ｈ
），７．１４（ｍ，１Ｈ），７．１１（ｄ，１Ｈ），６．０７（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ）
，４．３８（ｄ，２Ｈ）。
【０４６８】
　実施例番号（Ｉ．５５－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．９３（ｄ，１Ｈ），８．７
４（ｄ，１Ｈ），８．４３（ｄ，１Ｈ），８．２１（ｍ，１Ｈ），７．６２（ｍ，１Ｈ）
，７．１５（ｍ，１Ｈ），７．１２（ｄ，１Ｈ），５．８９（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），
４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０４６９】
　実施例番号（Ｉ．５６－１）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０５（ｄ，１Ｈ），８．７
２（ｄ，１Ｈ），８．４４（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｍ，１Ｈ），７．６４（ｍ，１Ｈ）
，７．３６（ｄｄ，１Ｈ），７．２０（ｍ，１Ｈ），７．１８（ｄ，１Ｈ），６．２７（
ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３５（ｄ，２Ｈ）。
【０４７０】
　実施例番号（Ｉ．５６－３４）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．０９（ｄ，１Ｈ），８．８
３（ｄ，１Ｈ），８．６７（ｄ，２Ｈ），８．１７（ｍ，１Ｈ），７．６１（ｄ，２Ｈ）
，７．４９（ｄｄ，１Ｈ），６．２３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３６（ｄ，２Ｈ）
。
【０４７１】
　実施例番号（Ｉ．５７－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　９．２３（ｄ，１Ｈ），８．６
６（ｄ，１Ｈ），８．３８（ｄ，１Ｈ），８．１３（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｍ，２Ｈ）
，７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．１０（ｄ，１Ｈ），７．０４
（ｄｄ，１Ｈ），５．７６（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．３８（ｄ，２Ｈ）。
【０４７２】
　実施例番号（Ｉ．５８－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｄ，１Ｈ），８．４
６（ｄ，１Ｈ），８．００（ｄ，１Ｈ），７．８６（ｍ，１Ｈ），７．６１（ｍ，１Ｈ）
，７．４２（ｍ，１Ｈ），７．２２（ｄ，１Ｈ），７．１５（ｍ，１Ｈ），６．１１（ｂ
ｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．４６（ｄ，２Ｈ）。
【０４７３】
　実施例番号（Ｉ．５９－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６９（ｄ，１Ｈ），８．４
２（ｄ，１Ｈ），８．１２（ｄ，１Ｈ），７．６２（ｍ，１Ｈ），７．１７（ｍ，１Ｈ）
，７．１２（ｄ，１Ｈ），５．９２（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０４７４】
　実施例番号（Ｉ．６０－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｄ，１Ｈ），８．４
３（ｄ，１Ｈ），８．２６（ｄ，１Ｈ），７．６１（ｍ，１Ｈ），７．１９（ｍ，１Ｈ）
，７．１３（ｄ，１Ｈ），５．９５（ｂｒ．ｍ，１Ｈ，ＮＨ），４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０４７５】
　実施例番号（Ｉ．６１－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４４（ｄ，１Ｈ），８．１
１（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｄｄ，１Ｈ），７．５９（ｍ，２Ｈ
），７．１６（ｄ，１Ｈ），７．１３（ｄｄ，１Ｈ），６．３８（ｂｒ．ｍ，ＮＨ，１Ｈ
），４．３９（ｄ，２Ｈ）。
【０４７６】
　実施例番号（Ｉ．６１－１５）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４０（ｄ，１Ｈ），８．０
０（ｄ，１Ｈ），７．６８（ｄ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．５１（ｍ，２Ｈ
），７．０８（ｄｄ，１Ｈ），７．０４（ｄ，１Ｈ），６．４９（ｂｒ．ｍ，ＮＨ，１Ｈ
），４．６３（ｑ，１Ｈ），１．５０（ｄ，３Ｈ）。
【０４７７】
　実施例番号（Ｉ．６１－１６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６４（ｓ，１Ｈ），７．９
７（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ），７．７０（ｄ，１Ｈ），７．５５（ｍ，２Ｈ
），７．２４（ｄ，１Ｈ），６．２３（ｂｒ．ｄ，ＮＨ，１Ｈ），４．７５（ｑ，１Ｈ）
，１．５２（ｄ，３Ｈ）。
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【０４７８】
　実施例番号（Ｉ．６２－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４８（ｄ，１Ｈ），７．９
０（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｍ，２Ｈ），７．４７（ｄ，１Ｈ），７．３９（ｍ，１Ｈ）
，７．２１（ｄｄ，１Ｈ），４．６０（ｓ，２Ｈ），２．９３（ｓ，３Ｈ）。
【０４７９】
　実施例番号（Ｉ．６３－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４９（ｄ，１Ｈ），７．５
９（ｍ，１Ｈ），７．５２（ｄ，１Ｈ），７．４３（ｄｄ，１Ｈ），７．２１（ｄ，１Ｈ
），７．１３（ｄｄ，１Ｈ），７．０７（ｄ，１Ｈ），６．３６（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１Ｈ
），４．３３（ｄ，２Ｈ），３．０９（ｓ，６Ｈ）。
【０４８０】
　実施例番号（Ｉ．６４－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），７．９
０（ｓ，１Ｈ），７．７７（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｍ，１Ｈ），７．４０（ｍ，２Ｈ）
，７．２１（ｄｄ，１Ｈ），４．５８（ｓ，２Ｈ），２．９０（ｓ，３Ｈ），２．５１（
ｓ，３Ｈ）。
【０４８１】
　実施例番号（Ｉ．６５－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５３（ｄ，１Ｈ），７．７
３（ｍ，２Ｈ），７．５２（ｍ，３Ｈ），７．２１（ｄｄ，１Ｈ），４．６９（ｓ，２Ｈ
），２．９３（ｓ，３Ｈ），２．７６（ｓ，３Ｈ）。
【０４８２】
　実施例番号（Ｉ．６６－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），７．９
４（ｄ，１Ｈ），７．７１（ｍ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１
Ｈ），７．５３（ｄ，１Ｈ），７．２１（ｄｄ，１Ｈ），４．５９（ｓ，２Ｈ），２．８
９（ｓ，３Ｈ），２．６８（ｓ，３Ｈ）。
【０４８３】
　実施例番号（Ｉ．６７－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），７．７
１（ｍ，１Ｈ），７．６２（ｄｄ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｍ，２
Ｈ），７．４０（ｍ，３Ｈ），７．３８（ｍ，１Ｈ），７．２０（ｍ，２Ｈ），５．３１
（ｓ，２Ｈ），４．５９（ｓ，２Ｈ），２．９０（ｓ，３Ｈ）。
【０４８４】
　実施例番号（Ｉ．６８－１１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），７．９
４（ｄ，１Ｈ），７．７４（ｍ，２Ｈ），７．５９（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｄ，１Ｈ）
，７．２５（ｍ，１Ｈ），６．９１－６．５７（ｔ，１Ｈ），４．６３（ｓ，２Ｈ），２
．９５（ｓ，３Ｈ）。
【０４８５】
　実施例番号（Ｉ．６９－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４１（ｄ，１Ｈ），７．９
９（ｄ，１Ｈ），７．８３（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１
Ｈ），７．２７（ｄ，１Ｈ），７．１７（ｄｄ，１Ｈ），６．６７（ｂｒ．ｔ，ＮＨ，１
Ｈ），４．４５（ｄ，２Ｈ）。
【０４８６】
　実施例番号（Ｉ．７０－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４７（ｄ，１Ｈ），８．１
２（ｄ，１Ｈ），７．６６（ｄ，１Ｈ），７．５７（ｄｄ，１Ｈ），７．４２（ｄｄ，１
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Ｈ），７．３５（ｄｄ，１Ｈ），７．１３（ｍ，２Ｈ），６．１４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），４．２４（ｄ，２Ｈ）。
【０４８７】
　実施例番号（Ｉ．７０－３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．２３（ｄ，１Ｈ），７．９３（ｄ，１Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ），７．
５２（ｄｄ，１Ｈ），７．４８（ｄｄ，１Ｈ），７．１１（ｓ，１Ｈ），７．０２（ｄ，
１Ｈ），４．１７（ｄ，２Ｈ），２．２２（ｓ，３Ｈ）。
【０４８８】
　実施例番号（Ｉ．７０－６）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７６（ｓ，１Ｈ），８
．６２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．１３（ｄｄ，１Ｈ），７．９２（ｄ，１Ｈ），７
．７８（ｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），７．４９（ｍ，２Ｈ），４．３２（ｄ，２
Ｈ）。
【０４８９】
　実施例番号（Ｉ．７０－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．２８（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．７８（ｍ，１Ｈ），７．
７４（ｄ，１Ｈ），７．４７（ｍ，２Ｈ），４．２７（ｄ，２Ｈ）。
【０４９０】
　実施例番号（Ｉ．７０－１０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），８．６９（ｓ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．７２（ｄ，１Ｈ），７．
７０（ｓ，１Ｈ），７．４６（ｍ，２Ｈ），４．３６（ｄ，２Ｈ）。
【０４９１】
　実施例番号（Ｉ．７０－４２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．０７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９８（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄ，１Ｈ），７．５８（ｄｄ，１Ｈ），７
．５３（ｄｄ，１Ｈ），３．６１（ｍ，１Ｈ），３．５７（ｍ，２Ｈ），２．８２（ｍ，
２Ｈ），２．２７（ｍ，１Ｈ），１．８３（ｍ，１Ｈ），１．７８（ｍ，１Ｈ），１．４
８（ｍ，１Ｈ）。
【０４９２】
　実施例番号（Ｉ．７０－５２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．５８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．９４（ｄ，１Ｈ），７．８２（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｍ，２Ｈ），６．
０１（ｓ，１Ｈ），４．１２（ｄ，２Ｈ），２．２９（ｓ，３Ｈ）。
【０４９３】
　実施例番号（Ｉ．７０－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．０９（ｄ，１Ｈ），７．６
９（ｄ，１Ｈ），７．５９（ｄ，２Ｈ），７．４２（ｍ，３Ｈ），７．３４（ｄｄ，１Ｈ
），６．３１（ｓ，１Ｈ），５．８１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３８（ｄ，２Ｈ）
。
【０４９４】
　実施例番号（Ｉ．７０－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１０（ｄ，１Ｈ），７．６
８（ｄ，１Ｈ），７．５８（ｄ，２Ｈ），７．４０（ｄｄ，１Ｈ），７．３３（ｄｄ，１
Ｈ），６．９４（ｄ，２Ｈ），６．２４（ｓ，１Ｈ），５．７７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．３６（ｄ，２Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）。
【０４９５】
　実施例番号（Ｉ．７１－１）：
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１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４５（ｄ，１Ｈ），７．７
８（ｄ，１Ｈ），７．５２（ｍ，１Ｈ），７．４４（ｄｄ，１Ｈ），７．２９（ｄ，１Ｈ
），７．１１（ｄ，１Ｈ），７．００（ｄｄ，１Ｈ），６．８７（ｄ，１Ｈ），６．１９
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２０（ｄ，２Ｈ），３．９１（ｓ，３Ｈ）。
【０４９６】
　実施例番号（Ｉ．７１－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．８４（ｄ，１Ｈ），７．５
４（ｄ，２Ｈ），７．４０（ｍ，３Ｈ），６．９９（ｄｄ，１Ｈ），６．８８（ｄ，１Ｈ
），６．１２（ｓ，１Ｈ），５．５６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３４（ｄ，２Ｈ）
，３．９５（ｓ，３Ｈ）。
【０４９７】
　実施例番号（Ｉ．７１－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．８６（ｄ，１Ｈ），７．５
３（ｄ，２Ｈ），７．３９（ｍ，１Ｈ），６．９９（ｄｄ，１Ｈ），６．９２（ｄ，２Ｈ
），６．８７（ｄ，１Ｈ），６．０６（ｓ，１Ｈ），５．５８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ）
，４．３１（ｄ，２Ｈ），３．９３（ｓ，３Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ）。
【０４９８】
　実施例番号（Ｉ．７１－６３）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　７．８７（ｄ，１Ｈ），７．５
５（ｄ，２Ｈ），７．４１（ｄｄ，１Ｈ），７．０１（ｄｄ，１Ｈ），６．９８（ｄ，２
Ｈ），６．８８（ｄ，１Ｈ），６．０５（ｓ，１Ｈ），５．５８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．３３（ｄ，２Ｈ），３．９３（ｓ，３Ｈ），３．８５（ｓ，１Ｈ）。
【０４９９】
　実施例番号（Ｉ．７２－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４５（ｄ，１Ｈ），７．７
９（ｄ，２Ｈ），７．６０（ｍ，３Ｈ），７．５０（ｂｒ．ｓ，１Ｈ，ＮＨ），７．１５
（ｄ，２Ｈ），５．７７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２４（ｄ，２Ｈ），２．２０（
ｓ，３Ｈ）。
【０５００】
　実施例番号（Ｉ．７２－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２１（ｂｒ．ｓ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），７．７４（ｄ，２Ｈ），７．６８（ｄ，２Ｈ），７．４２（ｄ，２Ｈ），６．６３
（ｄ，２Ｈ），６．４４（ｓ，１Ｈ），５．９３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．０４（
ｄ，２Ｈ），２．１７（ｓ，３Ｈ）。
【０５０１】
　実施例番号（Ｉ．７２－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　１０．２１（ｂｒ．ｓ，１
Ｈ，ＮＨ），８．２９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．７２（ｄ，４Ｈ），７．６８（ｄ
，２Ｈ），７．０２（ｄ，２Ｈ），６．５９（ｓ，１Ｈ），４．２０（ｄ，２Ｈ），３．
８１（ｓ，３Ｈ），２．０８（ｓ，３Ｈ）。
【０５０２】
　実施例番号（Ｉ．７３－６０）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７９（ｍ，２Ｈ），７．７５（ｍ，２Ｈ），７．５２（ｍ，３Ｈ），７．
４９（ｍ，３Ｈ），６．７１（ｓ，１Ｈ），４．２５（ｄ，２Ｈ）。
【０５０３】
　実施例番号（Ｉ．７３－６１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．８０（ｍ，４Ｈ），７．５６（ｍ，５Ｈ），６．７７（ｓ，１Ｈ），４．
２６（ｄ，２Ｈ）。
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【０５０４】
　実施例番号（Ｉ．７３－６２）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ｄ６－ＤＭＳＯ，δｐｐｍ）　８．４２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ
，ＮＨ），７．７０（ｄ，２Ｈ），７．７０（ｄ，２Ｈ），７．５６（ｍ，３Ｈ），７．
０３（ｍ，２Ｈ），６．６４（ｓ，１Ｈ），４．２２（ｄ，２Ｈ），３．８２（ｓ，３Ｈ
）。
【０５０５】
　実施例番号（Ｉ．７７－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｓ，１Ｈ），８．４
０（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｍ，１Ｈ），７．５４（ｍ，１Ｈ）
，７．１２（ｄ，１Ｈ），７．０９（ｍ，１Ｈ），６．２２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），
４．３５（ｄ，２Ｈ）。
【０５０６】
　実施例番号（Ｉ．７７－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｓ，１Ｈ），８．１
６（ｍ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄｄ，１Ｈ），７．０９（ｍ，１Ｈ
），５．９９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４１（ｄ，２Ｈ）。
【０５０７】
　実施例番号（Ｉ．７７－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｓ，１Ｈ），８．４
４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），８．１３（ｄ，１Ｈ），７．９７（ｄ，１Ｈ），３．２７
（ｍ，１Ｈ），３．０９（ｄｄ，１Ｈ），３．０３（ｄｄ，１Ｈ），２．８１（ｍ，１Ｈ
），２．７０（ｍ，１Ｈ），２．２９（ｍ，２Ｈ），１．９１（ｍ，１Ｈ），１．７７（
ｍ，２Ｈ），１．６８（ｍ，１Ｈ），１．０８（ｔ，３Ｈ）。
【０５０８】
　実施例番号（Ｉ．７８－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｄ，１Ｈ），８．１
９（ｄ，１Ｈ），７．９０（ｍ，１Ｈ），７．７４（ｍ，２Ｈ），７．４６（ｄ，１Ｈ）
，７．４２（ｄｄ，１Ｈ），７．０４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４０（ｄ，２Ｈ）
，３．９６（ｓ，３Ｈ）。
【０５０９】
　実施例番号（Ｉ．７８－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６２（ｓ，１Ｈ），８．２
４（ｄ，１Ｈ），７．８８（ｓ，１Ｈ），７．７８（ｄｄ，１Ｈ），７．７３（ｄ，１Ｈ
），６．１９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４７（ｄ，２Ｈ），３．９６（ｓ，３Ｈ）
。
【０５１０】
　実施例番号（Ｉ．７８－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．２１（ｄ，１Ｈ），８．１
９（ｄ，１Ｈ），７．７５（ｍ，２Ｈ），７．１３（ｍ，１Ｈ），５．８７（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），４．３５（ｄ，２Ｈ），３．９６（ｓ，３Ｈ）。
【０５１１】
　実施例番号（Ｉ．７８－４１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１８（ｄ，１Ｈ），７．７
４（ｄ，１Ｈ），７．６９（ｄｄ，１Ｈ），５．９７（ｄ，１Ｈ），５．７４（ｄ，１Ｈ
），４．９１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１８（ｄ，２Ｈ），３．９６（ｓ，３Ｈ）
，２．０６（ｓ，３Ｈ）。
【０５１２】
　実施例番号（Ｉ．７８－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
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Ｈ），８．５９（ｓ，１Ｈ），８．２６（ｓ，１Ｈ），７．８２（ｍ，２Ｈ），３．９６
（ｓ，３Ｈ），３．７９（ｍ，１Ｈ），３．６４（ｄｄ，１Ｈ），３．６１（ｄｄ，１Ｈ
），３．２２（ｍ，２Ｈ），３．０８（ｍ，１Ｈ），２．９３（ｍ，１Ｈ），２．２１（
ｍ，１Ｈ），２．０８（ｍ，２Ｈ），１．８３（ｍ，１Ｈ），１．４０（ｔ，３Ｈ）。
【０５１３】
　実施例番号（Ｉ．７９－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４８（ｄ，１Ｈ），８．４
５（ｍ，２Ｈ），８．１７（ｄ，１Ｈ），８．０３（ｄ，１Ｈ），７．８０（ｍ，１Ｈ）
，７．５３（ｄｄ，１Ｈ），７．３２（ｄｄ，１Ｈ），６．７６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．３８（ｄ，２Ｈ），３．９５（ｓ，３Ｈ）。
【０５１４】
　実施例番号（Ｉ．７９－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６０（ｓ，１Ｈ），８．４
９（ｄ，１Ｈ），８．１６（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｓ，１Ｈ）
，７．５５（ｄｄ，１Ｈ），６．１９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４８（ｄ，２Ｈ）
，３．９５（ｓ，３Ｈ）。
【０５１５】
　実施例番号（Ｉ．７９－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４７（ｄ，１Ｈ），８．１
８（ｍ，２Ｈ），８．０４（ｄ，１Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），７．１０（ｄｄ，１
Ｈ），５．８７（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３６（ｄ，２Ｈ），３．９６（ｓ，３Ｈ
）。
【０５１６】
　実施例番号（Ｉ．７９－４１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４５（ｄ，１Ｈ），８．１
９（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｄｄ，１Ｈ），７．５５（ｄｄ，１Ｈ），５．９４（ｄ，１
Ｈ），５．７１（ｄ，１Ｈ），４．８５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１９（ｄ，２Ｈ
），３．９６（ｓ，３Ｈ），２．０７（ｓ，３Ｈ）。
【０５１７】
　実施例番号（Ｉ．７９－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５０（ｍ，２Ｈ），８．２
３（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．６１（ｄｄ，１Ｈ），３．９５（ｓ，３Ｈ
），３．８０（ｍ，１Ｈ），３．６８（ｍ，２Ｈ），３．２５（ｍ，２Ｈ），３．０８（
ｍ，１Ｈ），２．９２（ｍ，１Ｈ），２．２１（ｍ，１Ｈ），２．０８（ｍ，２Ｈ），１
．８２（ｍ，１Ｈ），１．４１（ｔ，３Ｈ）。
【０５１８】
　実施例番号（Ｉ．８０－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５２（ｄ，１Ｈ），８．０
９（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｓ，１Ｈ），７．９６（ｄｄ，１Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ
），７．６１（ｄｄ，１Ｈ），７．５３（ｄ，１Ｈ），７．４７（ｍ，１Ｈ），６．７２
（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４２（ｄ，２Ｈ）。
【０５１９】
　実施例番号（Ｉ．８０－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６４（ｓ，１Ｈ），８．１
８（ｄ，１Ｈ），８．１０（ｄｄ，１Ｈ），７．９１（ｓ，１Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ
），７．６１（ｄｄ，１Ｈ），６．２４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４９（ｄ，２Ｈ
）。
【０５２０】
　実施例番号（Ｉ．８０－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１９（ｄ，１Ｈ），８．１
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５（ｓ，１Ｈ），８．０９（ｄｄ，１Ｈ），７．７９（ｄ，１Ｈ），７．５９（ｄｄ，１
Ｈ），７．１８（ｍ，１Ｈ），５．９３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３８（ｄ，２Ｈ
）。
【０５２１】
　実施例番号（Ｉ．８０－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．９４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），８．１５（ｓ，１Ｈ），８．１１（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｄ，１Ｈ），７．６８
（ｄｄ，１Ｈ），３．７９（ｍ，１Ｈ），３．６５（ｍ，２Ｈ），３．２６（ｍ，２Ｈ）
，３．０９（ｍ，１Ｈ），２．９４（ｍ，１Ｈ），２．２３（ｍ，１Ｈ），２．０９（ｍ
，２Ｈ），１．８２（ｍ，１Ｈ），１．４２（ｔ，３Ｈ）。
【０５２２】
　実施例番号（Ｉ．８１－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４９（ｄ，１Ｈ），８．１
４（ｄ，１Ｈ），８．０８（ｄ，１Ｈ），７．８７（ｄｄ，１Ｈ），７．５８（ｄｄ，１
Ｈ），７．４３（ｄ，１Ｈ），７．３９（ｍ，１Ｈ），７．０３（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ
），４．４４（ｑ，２Ｈ），４．３９（ｄ，２Ｈ），１．４２（ｔ，３Ｈ）。
【０５２３】
　実施例番号（Ｉ．８１－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６１（ｓ，１Ｈ），８．１
８（ｄ，１Ｈ），８．０６（ｄ，１Ｈ），７．８８（ｓ，１Ｈ），７．６０（ｄｄ，１Ｈ
），６．２４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４７（ｄ，２Ｈ），４．４０（ｑ，２Ｈ）
，１．４３（ｔ，３Ｈ）。
【０５２４】
　実施例番号（Ｉ．８１－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５９（ｍ，１Ｈ），８．１
６（ｄ，１Ｈ），８．０７（ｄ，１Ｈ），７．６３（ｄｄ，１Ｈ），７．３８（ｍ，１Ｈ
），４．６９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４０（ｄ，２Ｈ），４．１５（ｑ，２Ｈ）
，１．４３（ｔ，３Ｈ）。
【０５２５】
　実施例番号（Ｉ．８１－４１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．１３（ｄ，１Ｈ），８．０
７（ｄ，１Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），５．９８（ｍ，１Ｈ），５．７４（ｍ，１Ｈ
），４．８６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４４（ｑ，２Ｈ），４．１９（ｄ，２Ｈ）
，２．０７（ｓ，３Ｈ），１．４１（ｔ，３Ｈ）。
【０５２６】
　実施例番号（Ｉ．８１－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），８．２１（ｄ，１Ｈ），８．１４（ｄ，１Ｈ），７．６１（ｄｄ，１Ｈ），４．４
３（ｑ，２Ｈ），３．８０（ｍ，１Ｈ），３．６６（ｍ，２Ｈ），３．２９（ｍ，１Ｈ）
，３．２１（ｍ，１Ｈ），３．０９（ｍ，１Ｈ），２．９２（ｍ，１Ｈ），２．２２（ｍ
，１Ｈ），２．０９（ｍ，２Ｈ），１．８３（ｍ，１Ｈ），１．４２（ｍ，６Ｈ）。
【０５２７】
　実施例番号（Ｉ．８２－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４５（ｄ，１Ｈ），８．３
８（ｄ，１Ｈ），８．２０（ｄｄ，１Ｈ），７．７４（ｍ，１Ｈ），７．６１（ｄ，１Ｈ
），７．３１（ｍ，１Ｈ），６．４５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），５．３６（ｓ，２Ｈ）
，４．３５（ｄ，２Ｈ）。
【０５２８】
　実施例番号（Ｉ．８２－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．６３（ｓ，１Ｈ），８．４
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４（ｄ，１Ｈ），８．２３（ｄ，１Ｈ），７．８９（ｓ，１Ｈ），７．６１（ｄ，１Ｈ）
，６．２８（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），５．３６（ｓ，２Ｈ），４．４９（ｄ，２Ｈ）。
【０５２９】
　実施例番号（Ｉ．８２－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．４２（ｄ，１Ｈ），８．２
１（ｍ，２Ｈ），７．６１（ｄ，１Ｈ），７．１７（ｍ，１Ｈ），５．９１（ｂｒ．ｔ，
１Ｈ，ＮＨ），５．３７（ｓ，２Ｈ），４．３７（ｄ，２Ｈ）。
【０５３０】
　実施例番号（Ｉ．８２－４１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３２（ｄ，１Ｈ），８．１
３（ｄｄ，１Ｈ），７．６０（ｄ，１Ｈ），５．９６（ｍ，１Ｈ），５．７３（ｍ，１Ｈ
），５．３８（ｓ，２Ｈ），５．０９（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．２０（ｄ，２Ｈ）
，２．０７（ｓ，３Ｈ）。
【０５３１】
　実施例番号（Ｉ．８２－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．７５（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），８．３９（ｄ，１Ｈ），８．２４（ｄｄ，１Ｈ），７．６８（ｄ，１Ｈ），５．４
０（ｓ，２Ｈ），３．７８（ｍ，１Ｈ），３．６９（ｍ，２Ｈ），３．２５（ｍ，２Ｈ）
，３．１０（ｍ，１Ｈ），２．９４（ｍ，１Ｈ），２．２５（ｍ，１Ｈ），２．１０（ｍ
，２Ｈ），１．８４（ｍ，１Ｈ），１．４１（ｔ，３Ｈ）。
【０５３２】
　実施例番号（Ｉ．８３－１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５４（ｄ，１Ｈ），８．３
３（ｄ，１Ｈ），８．０４（ｄｄ，１Ｈ），７．８３（ｄｄ，１Ｈ），７．６４（ｄ，１
Ｈ），７．５１（ｄｄ，１Ｈ），７．３５（ｄ，１Ｈ），７．０６（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，Ｎ
Ｈ），４．４３（ｄ，２Ｈ），３．９２（ｓ，３Ｈ），２．６４（ｓ，３Ｈ）。
【０５３３】
　実施例番号（Ｉ．８３－７）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．５８（ｓ，１Ｈ），８．３
４（ｄ，１Ｈ），７．８５（ｄｄ，１Ｈ），７．８３（ｓ，１Ｈ），７．３０（ｄ，１Ｈ
），６．１４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．４６（ｄ，２Ｈ），３．９１（ｓ，３Ｈ）
，２．６０（ｓ，３Ｈ）。
【０５３４】
　実施例番号（Ｉ．８３－９）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３５（ｄ，１Ｈ），８．１
８（ｄ，１Ｈ），７．８４（ｄｄ，１Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），７．１０（ｍ，１Ｈ
），５．８２（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．３３（ｄ，２Ｈ），３．９１（ｓ，３Ｈ）
，２．６３（ｓ，３Ｈ）。
【０５３５】
　実施例番号（Ｉ．８３－４１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３３（ｄ，１Ｈ），７．８
０（ｄｄ，１Ｈ），７．３４（ｄ，１Ｈ），５．９６（ｍ，１Ｈ），５．７４（ｍ，１Ｈ
），４．８１（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），４．１４（ｄ，２Ｈ），３．９２（ｓ，３Ｈ）
，２．６６（ｓ，３Ｈ），２．０８（ｓ，３Ｈ）。
【０５３６】
　実施例番号（Ｉ．８３－５１）：
１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，δｐｐｍ）　８．３８（ｄ，１Ｈ），８．２
４（ｂｒ．ｔ，１Ｈ，ＮＨ），７．８８（ｄｄ，１Ｈ），７．４０（ｄ，１Ｈ），３．９
２（ｓ，３Ｈ），３．８１（ｍ，１Ｈ），３．６９（ｍ，２Ｈ），３．２９（ｍ，１Ｈ）
，３．２１（ｍ，１Ｈ），３．０８（ｍ，１Ｈ），２．９３（ｍ，１Ｈ），２．６７（ｓ
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，３Ｈ），２．２１（ｍ，１Ｈ），２．０９（ｍ，２Ｈ），１．８４（ｍ，１Ｈ），１．
４２（ｔ，３Ｈ）。
【０５３７】
　従って、本発明は、非生物的ストレス因子に対する植物の抵抗性を増強させるための、
特に、植物の成長を増強させるための及び／又は植物の収量を増大させるための、式（Ｉ
）で表される置換スルホンアミド類からなる群から選択される少なくとも１種類の化合物
及び式（Ｉ）で表されるこれら本発明の置換スルホンアミド類の所望される任意の混合物
の、単独での使用、又は、下記定義に対応する農薬活性成分と組み合わされた使用を提供
する。
【０５３８】
　本発明は、アブシシン酸シグナル鎖（ＡＢＡシグナル鎖）に関して遺伝子組換えが成さ
れた（トランスジェニックである）植物に対する施用、及び、さらに、ＡＢＡシグナル鎖
に関して遺伝子組換えが成されていない植物に対する施用を提供し、好ましくは、ＡＢＡ
シグナル鎖に関して遺伝子組換えが成されていない植物に対する施用を提供する。
【０５３９】
　本発明は、さらに、非生物的ストレス因子に対する植物の抵抗性を増強させるのに有効
な量の式（Ｉ）で表される化合物の群から選択される少なくとも１種類の化合物を含んで
いる、植物を処理するための散布液も提供する。相対的に扱い得る非生物的ストレス状態
としては、例えば、渇水、低温状態及び高温状態、浸透ストレス、湛水、上昇した土壌中
塩分濃度、鉱物への増大した曝露、オゾン状態、強光状態、窒素養分の利用可能性が限ら
れていること、リン養分の利用可能性が限られていることなどを挙げることができる。
【０５４０】
　一実施形態では、例えば、本発明に従って予想される化合物〔即ち、式（Ｉ）で表され
る置換スルホンアミド類〕は、処理対象の適切な植物又は植物の部分に対して噴霧施用に
よって施用することが可能である。本発明に従って予想される本発明の化合物（Ｉ）使用
は、好ましくは、０．０００５～３ｋｇ／ｈａ、さらに好ましくは、０．００１～２ｋｇ
／ｈａ、特に好ましくは、０．００５～１ｋｇ／ｈａの薬量を用いて、達成される。本発
明に関連して、アブシシン酸を式（Ｉ）で表されるアリール置換スルホンアミド類又はヘ
タリール置換スルホンアミド類と一緒に同時に使用する場合（例えば、共通の調製物又は
製剤の状況で）、アブシシン酸は、好ましくは、０．００１～３ｋｇ／ｈａ、さらに好ま
しくは、０．００５～２ｋｇ／ｈａ、特に好ましくは、０．０１～１ｋｇ／ｈａの薬量で
添加する。
【０５４１】
　用語「非生物的ストレスに対する抵抗性」は、本発明に関連して、植物にとって有利で
あるさまざまな種類のものを意味するものと理解される。そのような有利な特性は、例え
ば、植物の改善された下記特性において、明示される：　表面積及び深さに関して改善さ
れた根の成長、匍匐茎及び分げつの増加された形成、より強く且つより生産的な匍匐茎及
び分げつ、苗条の成長の向上、強化された倒伏抵抗性、苗条基部の増大された直径、増大
された葉面積、栄養素及び成分（例えば、炭水化物、脂肪、油、タンパク質、ビタミン類
、ミネラル類、精油、色素、繊維）のより多い収量、繊維のより良好な特性、より早い開
花、花の増大された数、毒性生成物（例えば、マイコトキシン類）の低減された含有量、
任意の種類の残留物又は不利な成分の低減された含有量、又は、より良好な消化性、収穫
物の改善された貯蔵安定性、不利な温度に対する改善された耐性、渇水及び乾燥並びに湛
水の結果としての酸素欠乏に対する改善された耐性、土壌中及び水中における上昇した塩
含有量に対する改善された耐性、オゾンストレスに対する増強された耐性、除草剤及び別
の農作物処理組成物に対する改善された適合性、改善された水吸収能及び光合成性能、有
利な植物特性、例えば、成熟の促進、より均一な成熟、有益な動物に対するより高い誘引
性、改善された受粉、又は、当業者にはよく知られている別の有利点。
【０５４２】
　より詳細には、式（Ｉ）で表される化合物の本発明による使用は、植物及び植物の部分
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への噴霧施用において上記有利点を示す。式（Ｉ）で表される対応するアリール置換スル
ホンアミド類又はヘタリール置換スルホンアミド類と殺虫剤、殺ダニ剤、誘引剤、殺線虫
剤、殺菌剤、除草剤、成長調節剤、薬害軽減剤、植物の成熟に影響を与える物質及び殺細
菌剤などの物質との組合せも、同様に、本発明に関連した植物病害の防除において使用す
ることができる。さらに、式（Ｉ）で表される対応するアリール置換スルホンアミド類又
はヘタリール置換スルホンアミド類と遺伝子組換え品種又は突然変異によって改変された
品種との組合せも、非生物的ストレスに対する増強された耐性を目的として、同様に使用
することが可能である。
【０５４３】
　知られているように、植物に関するさまざまな種類の上記有利点の一部を組み合わせる
ことが可能であり、そして、それらは、一般に適用可能な用語を用いて記載することがで
きる。そのような用語は、例えば以下の名称である：　植物強壮（ｐｈｙｔｏｔｏｎｉｃ
）効果、ストレス因子に対する抵抗性、より少ない植物ストレス、植物の健康（ｈｅａｌ
ｔｈ）、健康な（ｈｅａｌｔｈｙ）植物、植物適合性（ｆｉｔｎｅｓｓ）、植物の健康（
ｗｅｌｌｎｅｓｓ）、植物概念（ｃｏｎｃｅｐｔ）、活力効果、ストレスシールド、保護
シールド、作物の健康、作物の健康特性、作物の健康生産物、作物の健康管理、作物健康
治療、植物の健康、植物の健康特性、植物の健康生産物、植物の健康管理、植物健康治療
、緑化効果若しくは再緑化効果、新鮮さ又は当業者には周知の別の用語。
【０５４４】
　本発明に関連して、非生物的ストレスに対する抵抗性に対する良好な効果は、限定する
ものいではないが、
　・　少なくとも出芽が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは、１０
％を超えて、改善されていること；
　・　少なくとも収量が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは、１０
％を超えて、増大されていること；
　・　少なくとも根の発育が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは、
１０％を超えて、改善されていること；
　・　少なくとも苗条の寸法が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは
、１０％を超えて、増大されていること；
　・　少なくとも葉面積が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは、１
０％を超えて、増大されていること；
　・　少なくとも出芽が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは、１０
％を超えて、改善されていること；
　・　少なくとも光合成能が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは、
１０％を超えて、改善されていること；及び／又は、
　・　少なくとも花成が、一般的には、３％、特には、５％を超えて、好ましくは、１０
％を超えて、改善されていること；
を意味すると理解され、そしてこれらの効果は、個別的に生じ得るか、又は、２種類以上
の効果のいずれかの組み合わせで生じ得る。
【０５４５】
　本発明は、さらに、非生物的ストレス因子に対する植物の抵抗性を増強させるのに有効
な量の式（Ｉ）で表される少なくとも１種類の化合物を含んでいる、植物を処理するため
の散布液も提供する。該散布液は、慣習的な別の成分（例えば、溶媒、製剤助剤、特に、
水）を含み得る。さらなる成分には、以下に記載されている農薬活性成分が包含され得る
。
【０５４６】
　本発明は、さらに、非生物的ストレス因子に対する植物の抵抗性を増強させるための、
対応する散布液の使用も提供する。以下の記述は、式（Ｉ）で表される化合物自体の本発
明による使用と対応する散布液の両方に当てはまる。
【０５４７】
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　本発明に従って、植物へ、又は、それらの環境中に、式（Ｉ）で表される化合物を以下
で定義されている少なくとも１種類の肥料と組合せて施用することが可能であるというこ
ともさらに見いだされた。
【０５４８】
　上記で詳細に説明されている式（Ｉ）で表される化合物と一緒に本発明に従って使用す
ることが可能な肥料は、一般的に、有機及び無機の窒素含有化合物、例えば、尿素類、尿
素／ホルムアルデヒド縮合物、アミノ酸、アンモニウム塩及び硝酸アンモニウム、カリウ
ム塩（好ましくは、塩化物、硫酸塩、硝酸塩）、リン酸の塩及び／又は亜リン酸の塩（好
ましくは、カリウム塩及びアンモニウム塩）である。これに関連して、ＮＰＫ肥料、即ち
、窒素、リン及びカリウムを含んでいる肥料、硝酸カルシウムアンモニウム、即ち、さら
にカルシウムも含んでいる肥料、又は、硝酸硫酸アンモニウム〔一般式　（ＮＨ４）２Ｓ
Ｏ４ＮＨ４ＮＯ３〕、リン酸アンモニウム及び硫酸アンモニウムについて言及することが
できる。これらの肥料は、当業者には公知である；例えば、以下のものを参照されたい：
　Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ，　５ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｖｏｌ．　Ａ　１０，　ｐａｇｅｓ　３
２３　ｔｏ　４３１，　Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ，　Ｗｅｉｎｈｅｉｍ
，　１９８７。
【０５４９】
　該肥料は、さらにまた、微量栄養素（好ましくは、カルシウム、硫黄、ホウ素、マンガ
ン、マグネシウム、鉄、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン及びコバルト）の塩及び植物ホル
モン（例えば、ビタミンＢ１及びインドール－３－酢酸）又はそれらの混合物も含有し得
る。本発明に従って使用される肥料は、さらにまた、リン酸一アンモニウム（ＭＡＰ）、
リン酸二アンモニウム（ＤＡＰ）、硫酸カリウム、塩化カリウム、硫酸マグネシウムなど
の別の塩も含有し得る。二次栄養素又は微量元素の適切な量は、肥料全体に基づいて、０
．５～５重量％の量である。可能なさらなる成分は、作物保護組成物、殺虫剤若しくは殺
菌剤、成長調節剤又はそれらの混合物である。これについては、以下でさらに詳細に説明
する。
【０５５０】
　該肥料は、例えば、粉末、顆粒、プリル又は圧縮成形物（ｃｏｍｐａｃｔａｔｅ）の形
態で使用することができる。しかしながら、該肥料は、水性媒体中に溶解された液体形態
で使用することも可能である。この場合、希アンモニア水を窒素肥料として使用すること
もできる。肥料の可能なさらなる成分は、例えば、以下のものに記載されている：「Ｕｌ
ｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉ
ｓｔｒｙ，　５ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　１９８７，　ｖｏｌｕｍｅ　Ａ　１０，　ｐａ
ｇｅｓ　３６３　ｔｏ　４０１」、ＤＥ－Ａ　４１２８８２８、ＤＥ－Ａ　１９０５８３
４、及び、ＤＥ－Ａ　１９６３１７６４。本発明に関連して、例えば、窒素、カリウム又
はリンで構成される、単肥及び／又は複合肥料の形態をとり得る、該肥料の一般的な組成
は、広い範囲内でさまざまであり得る。一般的に、１～３０重量％（好ましくは、５～２
０重量％）の窒素、１～２０重量％（好ましくは、３～１５重量％）のカリウム及び１～
２０重量％（好ましくは、３～１０重量％）のリンを含有しているのが有利である。微量
元素の含有量は、通常、ｐｐｍ範囲内にあり、好ましくは、１～１０００ｐｐｍの範囲内
にある。
【０５５１】
　本発明に関連して、肥料及び式（Ｉ）で表される化合物は、同時に（ｓｉｍｕｌｔａｎ
ｅｏｕｓｌｙ）、即ち、同時に（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｌｙ）、投与することができる
。しかしながら、最初に肥料を施用し、次に式（Ｉ）で表される化合物を施用することも
可能であり、又は、最初に式（Ｉ）で表される化合物を施用し、次に肥料を施用すること
も可能である。しかしながら、式（Ｉ）で表される化合物と肥料を非同時に施用する場合
、本発明に関連した施用は、機能的な関係において、特に、一般的には、２４時間の期間
内で、好ましくは、１８時間の期間内で、さらに好ましくは、１２時間の期間内で、特定
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的には、６時間の期間内で、さらに特定的には、４時間の期間内で、さらに一層特定的に
は、２時間の期間内で、実施する。本発明の極めて特定的な実施態様では、式（Ｉ）で表
される本発明の化合物及び肥料は、１時間未満、好ましくは、３０分未満、さらに好まし
くは、１５分未満の時間枠内で施用する。
【０５５２】
　本発明に従って使用される式（Ｉ）で表される活性成分は、適切な場合には肥料と組み
合わさせて、好ましくは、以下の植物に対して使用することが可能であるが、以下に列挙
されているものは非限定的なものである。
【０５５３】
　好ましい植物は、有用な植物、観賞植物、芝草の類、公共及び家庭の領域で装飾物とし
て用いられる一般的に使用される樹木、並びに、森林樹からなる群から選択される植物で
ある。森林樹には、材木、セルロース、紙及び樹木の部分から製造される製品を製造する
ための樹木が包含される。本明細書中で使用されている用語「有用な植物」は、食料、飼
料、燃料を得るための植物又は工業目的のための植物として使用される作物植物を意味す
る。
【０５５４】
　有用な植物としては、例えば、以下のタイプの植物を挙げることができる：ライコムギ
、デュラムコムギ(硬質小麦)、芝生、ブドウの木、穀類、例えば、コムギ、オオムギ、ラ
イムギ、エンバク、ホップ、イネ、トウモロコシ及びアワ／ソルガム；ビート、例えば、
テンサイ及び飼料用ビート；果実、例えば、仁果、核果及び小果樹、例えば、リンゴ、西
洋ナシ、プラム、モモ、アーモンド、サクラの木及びベリー類、例えば、イチゴ、ラズベ
リー、クロイチゴ；マメ科植物、例えば、インゲンマメ、ヒラマメ、エンドウ及びダイズ
；油料作物、例えば、ナタネ、カラシナ、ケシ、オリーブ、ヒマワリ、ココナツ、ヒマ、
カカオマメ及びラッカセイ；ウリ類、例えば、カボチャ／スカッシュ、キュウリ及びメロ
ン；繊維植物、例えば、ワタ、アマ、アサ及びジュート；柑橘類果実、例えば、オレンジ
、レモン、グレープフルーツ及びタンジェリン；野菜、例えば、ホウレンソウ、レタス、
アスパラガス、キャベツ各種、ニンジン、タマネギ、トマト、ジャガイモ及びピーマン；
クスノキ科、例えば、アボカド、クスノキ属（Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ）、ショウノウ、又
は、さらに、タバコ、堅果、コーヒー、ナス、サトウキビ、茶、コショウ、ブドウの木、
ホップ、バナナ、ラテックス植物などの植物、並びに、観賞植物、例えば、花、灌木、落
葉樹及び針葉樹。ここに列挙されているものは、限定的なものではない。
【０５５５】
　以下の植物は、本発明による方法を適用するのに特に適した対象作物であると考えられ
る：エンバク、ライムギ、ライコムギ、デュラムコムギ、ワタ、ナス、芝生、仁果、核果
、小果樹、トウモロコシ、コムギ、オオムギ、キュウリ、タバコ、ブドウの木、イネ、穀
類、西洋ナシ、コショウ、インゲンマメ、ダイズ、ナタネ、トマト、ピーマン、メロン、
キャベツ、ジャガイモ及びリンゴ。
【０５５６】
　本発明の方法に従って改善され得る樹木の例としては、以下のものを挙げることができ
る：モミ属種（Ａｂｉｅｓ　ｓｐ．）、ユーカリ属種（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ　ｓｐ．）
、トウヒ属種（Ｐｉｃｅａ　ｓｐ．）、マツ属種（Ｐｉｎｕｓ　ｓｐ．）、トチノキ属種
（Ａｅｓｃｕｌｕｓ　ｓｐ．）、スズカケノキ属種（Ｐｌａｔａｎｕｓ　ｓｐ．）、シナ
ノキ属種（Ｔｉｌｉａ　ｓｐ．）、カエデ属種（Ａｃｅｒ　ｓｐ．）、ツガ属種（Ｔｓｕ
ｇａ　ｓｐ．）、トネリコ属種（Ｆｒａｘｉｎｕｓ　ｓｐ．）、ナナカマド属種（Ｓｏｒ
ｂｕｓ　ｓｐ．）、カバノキ属種（Ｂｅｔｕｌａ　ｓｐ．）、サンザシ属種（Ｃｒａｔａ
ｅｇｕｓ　ｓｐ．）、ニレ属種（Ｕｌｍｕｓ　ｓｐ．）、コナラ属種（Ｑｕｅｒｃｕｓ　
ｓｐ．）、ブナ属種（Ｆａｇｕｓ　ｓｐ．）、ヤナギ属種（Ｓａｌｉｘ　ｓｐ．）、ヤマ
ナラシ属種（Ｐｏｐｕｌｕｓ　ｓｐ．）。
【０５５７】
　本発明の方法によって改善され得る好ましい樹木としては、以下のものを挙げることが
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できる：樹木種トチノキ属（Ａｅｓｃｕｌｕｓ）の、セイヨウトチノキ（Ａ．ｈｉｐｐｏ
ｃａｓｔａｎｕｍ）、ボトルブラシ・バッケイ（Ａ．ｐａｒｉｆｌｏｒａ）、ベニバナト
チノキ（Ａ．ｃａｒｎｅａ）；樹木種スズカケノキ属（Ｐｌａｔａｎｕｓ）の、モミジバ
ススカケノキ（Ｐ．ａｃｅｒｉｆｌｏｒａ）、アメリカスズカケノキ（Ｐ．ｏｃｃｉｄｅ
ｎｔａｌｉｓ）、カリフォルニアスズカケノキ（Ｐ．ｒａｃｅｍｏｓａ）；樹木種トウヒ
属（Ｐｉｃｅａ）の、ドイツトウヒ（Ｐ．ａｂｉｅｓ）；樹木種マツ属（Ｐｉｎｕｓ）の
、ラジアータマツ（Ｐ．ｒａｄｉａｔｅ）、ポンデローザマツ（Ｐ．ｐｏｎｄｅｒｏｓａ
）、ヨレハマツ（Ｐ．ｃｏｎｔｏｒｔａ）、オウシュウアカマツ（Ｐ．ｓｙｌｖｅｓｔｒ
ｅ）、スラッシュマツ（Ｐ．ｅｌｌｉｏｔｔｉｉ）、モンチコラマツ（Ｐ．ｍｏｎｔｅｃ
ｏｌａ）、アメリカシロゴヨウ（Ｐ．ａｌｂｉｃａｕｌｉｓ）、レッドパイン（Ｐ．ｒｅ
ｓｉｎｏｓａ）、ダイオウショウ（Ｐ．ｐａｌｕｓｔｒｉｓ）、テーダマツ（Ｐ．ｔａｅ
ｄａ）、シュガーパイン（Ｐ．ｆｌｅｘｉｌｉｓ）、Ｐ．ジェフレジ（Ｐ．ｊｅｆｆｒｅ
ｇｉ）、バンクスマツ（Ｐ．ｂａｋｓｉａｎａ）、ストローブマツ（Ｐ．ｓｔｒｏｂｅｓ
）；樹木種ユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）の、ローズガム（Ｅ．ｇｒａｎｄｉｓ）
、ユーカリノキ（Ｅ．ｇｌｏｂｕｌｕｓ）、Ｅ．カマデンチス（Ｅ．ｃａｍａｄｅｎｔｉ
ｓ）、シニングガム（Ｅ．ｎｉｔｅｎｓ）、ミスメイトストリンギーバーク（Ｅ．ｏｂｌ
ｉｑｕａ）、セイタカユーカリ（Ｅ．ｒｅｇｎａｎｓ）、Ｅ．ピルラルス（Ｅ．ｐｉｌｕ
ｌａｒｕｓ）。
【０５５８】
　本発明の方法によって改善され得る特に好ましい樹木としては、以下のものを挙げるこ
とができる：樹木種マツ属（Ｐｉｎｕｓ）の、ラジアータマツ（Ｐ．ｒａｄｉａｔｅ）、
ポンデローザマツ（Ｐ．ｐｏｎｄｅｒｏｓａ）、ヨレハマツ（Ｐ．ｃｏｎｔｏｒｔａ）、
オウシュウアカマツ（Ｐ．ｓｙｌｖｅｓｔｒｅ）、ストローブマツ（Ｐ．ｓｔｒｏｂｅｓ
）；樹木種ユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）の、ローズガム（Ｅ．ｇｒａｎｄｉｓ）
、ユーカリノキ（Ｅ．ｇｌｏｂｕｌｕｓ）、及び、Ｅ．カマデンチス（Ｅ．ｃａｍａｄｅ
ｎｔｉｓ）。
【０５５９】
　本発明の方法によって改善され得る特に好ましい樹木としては、以下のものを挙げるこ
とができる：セイヨウトチノキ、スズカケノキ科（Ｐｌａｔａｎａｃｅａｅ）、シナノキ
（ｌｉｎｄｅｎ　ｔｒｅｅ）、カエデ。
【０５６０】
　本発明は、さらにまた、寒地型芝草（ｃｏｏｌ－ｓｅａｓｏｎ　ｔｕｒｆｇｒａｓｓ）
及び暖地型芝草（ｗａｒｍ－ｓｅａｓｏｎ　ｔｕｒｆｇｒａｓｓ）を包含する任意の芝草
類にも適用され得る。寒地型芝草の例は、以下のものである：ブルーグラス（イチゴツナ
ギ属種（Ｐｏａ　ｓｐｐ．））、例えば、ナガハグサ（Ｐｏａ　ｐｒａｔｅｎｓｉｓ　Ｌ
．）、オオスズメノカタビラ（Ｐｏａ　ｔｒｉｖｉａｌｉｓ　Ｌ．）、コイチゴツナギ（
Ｐｏａ　ｃｏｍｐｒｅｓｓａ　Ｌ．）、スズメノカタビラ　（Ｐｏａ　ａｎｎｕａ　Ｌ．
）、アップランドブルーグラス（ｕｐｌａｎｄ　ｂｌｕｅｇｒａｓｓ）（Ｐｏａ　ｇｌａ
ｕｃａｎｔｈａ　Ｇａｕｄｉｎ）、タチイチゴツナギ（ｗｏｏｄ　ｂｌｕｅｇｒａｓｓ）
（Ｐｏａ　ｎｅｍｏｒａｌｉｓ　Ｌ．）、及び、チャボノカタビラ（ｂｕｌｂｏｕｓ　ｂ
ｌｕｅｇｒａｓｓ）（Ｐｏａ　ｂｕｌｂｏｓａ　Ｌ．）；ベントグラス（ｂｅｎｔｇｒａ
ｓｓｅｓ）（ヌカボ属種（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｓｐｐ．））、例えば、クリーピングベン
トグラス（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｐａｌｕｓｔｒｉｓ　Ｈｕｄｓ．）、イトコヌカグサ（ｃ
ｏｌｏｎｉａｌ　ｂｅｎｔｇｒａｓｓ）（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｔｅｎｕｉｓ　Ｓｉｂｔｈ
．）、ヒメヌカボ（ｖｅｌｖｅｔ　ｂｅｎｔｇｒａｓｓ）（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｃａｎｉ
ｎａ　Ｌ．）、サウスジャーマンミックスドベントグラス（Ｓｏｕｔｈ　Ｇｅｒｍａｎ　
Ｍｉｘｅｄ　Ｂｅｎｔｇｒａｓｓ）〔イトコヌカグサ（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｔｅｎｕｉｓ
　Ｓｉｂｔｈ．）、ヒメヌカボ（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｃａｎｉｎａ　Ｌ．）及びクリーピ
ングベントグラス（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｐａｌｕｓｔｒｉｓ　Ｈｕｄｓ．）を含んでいる
ヌカボ属種（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｓｐｐ．）〕、及び、コヌカグサ（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　
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ａｌｂａ　Ｌ．）；
　ウシノケゲサ（ウシノケグサ属種（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｓｐｐ．））、例えば、レッドフ
ェスク（ｒｅｄ　ｆｅｓｃｕｅ）（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｒｕｂｒａ　Ｌ．　ｓｐｐ．　ｒｕ
ｂｒａ）、オオウシノケグサ（ｃｒｅｅｐｉｎｇ　ｆｅｓｃｕｅ）（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｒ
ｕｂｒａ　Ｌ．）、イトウシノケグサ（ｃｈｅｗｉｎｇｓ　ｆｅｓｃｕｅ）（Ｆｅｓｔｕ
ｃａ　ｒｕｂｒａ　ｃｏｍｍｕｔａｔａ　Ｇａｕｄ．）、シープフェスク（Ｆｅｓｔｕｃ
ａ　ｏｖｉｎａ　Ｌ．）、ハードフェスク（ｈａｒｄ　ｆｅｓｃｕｅ）（Ｆｅｓｔｕｃａ
　ｌｏｎｇｉｆｏｌｉａ　Ｔｈｕｉｌｌ．）、ヘアフェスク（ｈａｉｒ　ｆｅｓｃｕｅ）
（Ｆｅｓｔｕｃｕ　ｃａｐｉｌｌａｔａ　Ｌａｍ．）、オニウシノケグサ（ｔａｌｌ　ｆ
ｅｓｃｕｅ）（Ｆｅｓｔｕｃａ　ａｒｕｎｄｉｎａｃｅａ　Ｓｃｈｒｅｂ．）、及び、メ
ドウフェスク（ｍｅａｄｏｗ　ｆｅｓｃｕｅ）（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｅｌａｎｏｒ　Ｌ．）
；
　ライグラス（ドクムギ属種（Ｌｏｌｉｕｍ　ｓｐｐ．））、例えば、アニュアルライグ
ラス（Ｌｏｌｉｕｍ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒｕｍ　Ｌａｍ．）、ペレニアルライグラス（Ｌ
ｏｌｉｕｍ　ｐｅｒｅｎｎｅ　Ｌ．）、及び、イタリアンライグラス（Ｌｏｌｉｕｍ　ｍ
ｕｌｔｉｆｌｏｒｕｍ　Ｌａｍ．）；
並びに、
　ウィートグラス（コムギダマシ属種（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｓｐｐ．））、例えば、コ
ムギダマシ（ｆａｉｒｗａｙ　ｗｈｅａｔｇｒａｓｓ）（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｃｒｉｓ
ｔａｔｕｍ（Ｌ．）Ｇａｅｒｔｎ．）、ニセコムギダマシ（ｃｒｅｓｔｅｄ　ｗｈｅａｔ
ｇｒａｓｓ）（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｄｅｓｅｒｔｏｒｕｍ（Ｆｉｓｃｈ．）Ｓｃｈｕｌ
ｔ．）、及び、ウェスタンウィートグラス（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｓｍｉｔｈｉｉ　Ｒｙ
ｄｂ．）。
【０５６１】
　さらなる寒地型芝草の例は、以下のものである：ビーチグラス（Ａｍｍｏｐｈｉｌａ　
ｂｒｅｖｉｌｉｇｕｌａｔａ　Ｆｅｒｎ．）、スムーズブロムグラス（ｓｍｏｏｔｈ　ｂ
ｒｏｍｅｇｒａｓｓ）（Ｂｒｏｍｕｓ　ｉｎｅｒｍｉｓ　Ｌｅｙｓｓ．）、ガマ類、例え
ば、オオアワガエリ（Ｐｈｌｅｕｍ　ｐｒａｔｅｎｓｅ　Ｌ．）、サンドカットテイル（
ｓａｎｄ　ｃａｔｔａｉｌ）（Ｐｈｌｅｕｍ　ｓｕｂｕｌａｔｕｍ　Ｌ．）、オーチャー
ドグラス　（Ｄａｃｔｙｌｉｓ　ｇｌｏｍｅｒａｔａ　Ｌ．）、アレチタチドジョウツナ
ギ（ｗｅｅｐｉｎｇ　ａｌｋａｌｉｇｒａｓｓ）（Ｐｕｃｃｉｎｅｌｌｉａ　ｄｉｓｔａ
ｎｓ（Ｌ．）Ｐａｒｌ．）、及び、クシガヤ（ｃｒｅｓｔｅｄ　ｄｏｇ’ｓ－ｔａｉｌ）
（Ｃｙｎｏｓｕｒｕｓ　ｃｒｉｓｔａｔｕｓ　Ｌ．）。
【０５６２】
　暖地型芝草の例は、以下のものである：ギョウギシバ（Ｂｅｒｍｕｄａｇｒａｓｓ）（
Ｃｙｎｏｄｏｎ　ｓｐｐ．　Ｌ．Ｃ．Ｒｉｃｈ）、ノシバ（ｚｏｙｓｉａｇｒａｓｓ）（
Ｚｏｙｓｉａ　ｓｐｐ．　Ｗｉｌｌｄ．）、イヌシバ（Ｓｔ．Ａｕｇｕｓｔｉｎｅ　ｇｒ
ａｓｓ）（Ｓｔｅｎｏｔａｐｈｒｕｍ　ｓｅｃｕｎｄａｔｕｍ　Ｗａｌｔ　Ｋｕｎｔｚｅ
）、チャボウシノシッペイ（ｃｅｎｔｉｐｅｄｅｇｒａｓｓ）（Ｅｒｅｍｏｃｈｌｏａ　
ｏｐｈｉｕｒｏｉｄｅｓ　Ｍｕｎｒｏ　Ｈａｃｋ．）、ヒメイワダレソウ（ｃａｒｐｅｔ
ｇｒａｓｓ）（Ａｘｏｎｏｐｕｓ　ａｆｆｉｎｉｓ　Ｃｈａｓｅ）、バヒアグラス（Ｐａ
ｓｐａｌｕｍ　ｎｏｔａｔｕｍ　Ｆｌｕｇｇｅ）、キクユグラス（Ｋｉｋｕｙｕｇｒａｓ
ｓ）（Ｐｅｎｎｉｓｅｔｕｍ　ｃｌａｎｄｅｓｔｉｎｕｍ　Ｈｏｃｈｓｔ．ｅｘ　Ｃｈｉ
ｏｖ．）、バッファローグラス（ｂｕｆｆａｌｏ　ｇｒａｓｓ）（Ｂｕｃｈｌｏｅ　ｄａ
ｃｔｙｌｏｉｄｓ（Ｎｕｔｔ．）Ｅｎｇｅｌｍ．）、ブルーグランマ（Ｂｌｕｅ　ｇｒａ
ｍｍａ）（Ｂｏｕｔｅｌｏｕａ　ｇｒａｃｉｌｉｓ（Ｈ．Ｂ．Ｋ．）Ｌａｇ．ｅｘ　Ｇｒ
ｉｆｆｉｔｈｓ）、サワスズメノヒエ（ｓｅａｓｈｏｒｅ　ｐａｓｐａｌｕｍ）（Ｐａｓ
ｐａｌｕｍ　ｖａｇｉｎａｔｕｍ　Ｓｗａｒｔｚ）、及び、アゼガヤモドキ（ｓｉｄｅｏ
ａｔｓ　ｇｒａｍａ）（Ｂｏｕｔｅｌｏｕａ　ｃｕｒｔｉｐｅｎｄｕｌａ（Ｍｉｃｈｘ．
）Ｔｏｒｒ．）。寒地型芝草は、一般的に、本発明に従って使用するのに好ましい。ブル
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ーグラス、ベントグラス及びコヌカグサ、ウシノケゲサ及びライグラスが特に好ましい。
ベントグラスは、とりわけ好ましい。
【０５６３】
　さらに好ましくは、市販されているか又は使用されている植物品種の植物を、本発明に
従って処理する。植物品種は、慣習的な育種によって又は突然変異誘発によって又は組換
えＤＮＡ技術を用いて得られた、新しい特性（「形質」）を有する植物を意味するものと
理解される。従って、作物植物は、慣習的な育種法と最適化法によって得ることができる
植物であり得るか、又は、生物工学的方法と組換え法によって得ることができる植物であ
り得るか、又は、前記方法の組合せによって得ることができる植物であり得る。そのよう
な作物植物には、トランスジェニック植物も包含され、また、植物育種家の権利によって
保護され得る植物品種又は保護され得ない植物品種も包含される。
【０５６４】
　本発明による処理方法は、かくして、遺伝子組換え生物（ＧＭＯ）、例えば、植物又は
種子などを処理するために使用することができる。遺伝子組換え植物（又は、トランスジ
ェニック植物）は、異種遺伝子がゲノムに安定的に組み込まれている植物である。表現「
異種遺伝子」は、本質的に、供給されたか又は当該植物の外部で構築された遺伝子であっ
て、核のゲノム、葉緑体のゲノム又はミトコンドリアのゲノムの中に導入されたときに、
興味深いタンパク質若しくはポリペプチドを発現することにより、又は、その植物体内に
存在している別の１つ若しくは複数の遺伝子をダウンレギュレート若しくはサイレンシン
グすることにより、当該形質転換された植物に新しい又は改善された作物学的特性又は別
の特性を付与する遺伝子を意味する〔例えば、アンチセンス技術、コサプレッション技術
又はＲＮＡｉ技術（ＲＮＡ干渉）などを使用する〕。ゲノム内に存在している異種遺伝子
は、導入遺伝子とも称される。植物ゲノム内におけるその特異的な存在によって定義され
る導入遺伝子は、形質転換又は遺伝子導入イベントと称される。
【０５６５】
　本発明に従って処理するのが好ましい植物及び植物品種には、特に有利で有益な特性を
植物に付与する遺伝物質を有している全ての植物（育種によって得られたものであろうと
、及び／又は、生物工学的手段よって得られたものであろうと）が包含される。
【０５６６】
　本発明に従って同様に処理し得る植物及び植物品種は、１以上の非生物的ストレス因子
に対して抵抗性を示す植物である。非生物的なストレス状態としては、例えば、渇水、低
温状態及び高温状態、浸透ストレス、湛水、土壌中の塩分濃度の上昇、より多くの鉱物に
晒されること、オゾン状態、強光状態、利用可能な窒素養分が限られていること、利用可
能なリン養分が限られていること、日陰回避などを挙げることができる。
【０５６７】
　本発明に従って同様に処理し得る植物及び植物品種は、増大した収量特性を特徴とする
植物である。そのような植物における増大した収量は、例えば、改善された植物の生理機
能、生長及び発育、例えば、水の利用効率、水の保持効率、改善された窒素の利用性、強
化された炭素同化作用、改善された光合成、上昇した発芽効率及び促進された成熟などの
結果であり得る。収量は、さらに、改善された植物の構成（ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）
によっても影響され得る（ストレス条件下及び非ストレス条件下）。そのような改善され
た植物の構成としては、早咲き、ハイブリッド種子産生のための開花制御、実生の活力、
植物の寸法、節間の数及び距離、根の成長、種子の寸法、果実の寸法、莢の寸法、莢又は
穂の数、１つの莢又は穂当たりの種子の数、種子の体積、強化された種子充填、低減され
た種子分散、低減された莢の裂開及び耐倒伏性などがある。収量についてのさらなる形質
としては、種子の組成、例えば、炭水化物含有量、タンパク質含有量、油含有量及び油の
組成、栄養価、抗栄養化合物の低減、改善された加工性並びに向上した貯蔵安定性などが
ある。
【０５６８】
　本発明に従って同様に処理し得る植物は、雑種強勢（これは、結果として、一般に、増
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加した収量、向上した活力、向上した健康状態並びに生物的及び非生物的ストレス因子に
対する向上した抵抗性をもたらす）の特性を既に呈しているハイブリッド植物である。そ
のような植物は、典型的には、雄性不稔交配母体近交系（ｉｎｂｒｅｄ　ｍａｌｅ－ｓｔ
ｅｒｉｌｅ　ｐａｒｅｎｔ　ｌｉｎｅ）（雌性親）を別の雄性稔性交配母体近交系（ｉｎ
ｂｒｅｄ　ｍａｌｅ－ｆｅｒｔｉｌｅ　ｐａｒｅｎｔ　ｌｉｎｅ）（雄性親）と交雑させ
ることによって作られる。ハイブリッド種子は、典型的には、雄性不稔植物から収穫され
、そして、栽培者に販売される。雄性不稔植物は、場合により（例えば、トウモロコシに
おいて）、雄穂を除去することによって〔即ち、雄性繁殖器官（又は雄花）を機械的に除
去することによって〕、作ることができる。しかしながら、より典型的には、雄性不稔性
は、植物ゲノム内の遺伝的決定基の結果である。その場合、及び、特に種子がハイブリッ
ド植物から収穫される所望の生産物である場合、典型的には、雄性不稔性に関与する遺伝
的決定基を含んでいるハイブリッド植物において雄性稔性を確実に完全に回復させること
は有用である。これは、雄性不稔性に関与する遺伝的決定基を含んでいるハイブリッド植
物において雄性稔性を回復させることが可能な適切な稔性回復遺伝子を雄性親が有してい
ることを確実なものとすることによって達成することができる。雄性不稔性に関する遺伝
的決定基は、細胞質内に存在し得る。細胞質雄性不稔（ＣＭＳ）の例は、例えば、アブラ
ナ属各種（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）に関して記述された（ＷＯ　１９９２／
００５２５１、ＷＯ　１９９５／００９９１０、ＷＯ　１９９８／２７８０６、ＷＯ　２
００５／００２３２４、ＷＯ　２００６／０２１９７２、及び、ＵＳ　６，２２９，０７
２）。しかしながら、雄性不稔性に関する遺伝的決定基は、核ゲノム内にも存在し得る。
雄性不稔性植物は、遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー法によっても得ることがで
きる。雄性不稔性植物を得る特に有用な方法は、ＷＯ　１９８９／１０３９６に記載され
ており、ここでは、例えば、バルナーゼなどのリボヌクレアーゼを雄ずい内のタペータム
細胞において選択的に発現させる。次いで、タペータム細胞内においてバルスターなどの
リボヌクレアーゼインヒビターを発現させることによって、稔性を回復させることができ
る（例えば、ＷＯ　１９９１／００２０６９）。
【０５６９】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、除草剤耐性植物、即ち、１種類以上の所与の除草
剤に対して耐性にされた植物である。そのような植物は、遺伝的形質転換によって得るこ
とができるか、又は、当該除草剤耐性を付与する突然変異を含んでいる植物を選抜するこ
とによって得ることができる。
【０５７０】
　除草剤耐性植物は、例えば、グリホセート耐性植物、即ち、除草剤グリホセート又はそ
の塩に対して耐性にされた植物である。例えば、グリホセート耐性植物は、酵素５－エノ
ールピルビルシキミ酸－３－リン酸シンターゼ（ＥＰＳＰＳ）をコードする遺伝子で植物
を形質転換させることによって得ることができる。そのようなＥＰＳＰＳ遺伝子の例は、
以下のものである：細菌サルモネラ・チフィムリウム（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈ
ｉｍｕｒｉｕｍ）のＡｒｏＡ遺伝子（突然変異ＣＴ７）（Ｃｏｍａｉ　ｅｔ　ａｌ．，　
Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９８３），　２２１，３７０－３７１）、細菌アグロバクテリウム属
各種（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ．）のＣＰ４遺伝子（Ｂａｒｒｙ　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｃｕｒｒ．　Ｔｏｐｉｃｓ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．（１９９２），　７，
　１３９－１４５）、ペチュニアのＥＰＳＰＳをコードする遺伝子（Ｓｈａｈ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９８６），２３３，　４７８－４８１）、トマトのＥＰＳＰ
Ｓをコードする遺伝子（Ｇａｓｓｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．（１
９８８），　２６３，　４２８０－４２８９）又はオヒシバ属（Ｅｌｅｕｓｉｎｅ）のＥ
ＰＳＰＳをコードする遺伝子（ＷＯ　２００１／６６７０４）。該遺伝子は、例えばＥＰ
－Ａ　０８３７９４４、ＷＯ　２０００／０６６７４６、ＷＯ　２０００／０６６７４７
又はＷＯ　２００２／０２６９９５などに記述されているように、突然変異ＥＰＳＰＳで
あることも可能である。グリホセート耐性植物は、さらにまた、ＵＳ　５，７７６，７６
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０及びＵＳ　５，４６３，１７５に記述されているように、グリホセートオキシドレダク
ターゼ酵素をコードする遺伝子を発現させることによって得ることもできる。グリホセー
ト耐性植物は、さらにまた、例えばＷＯ　２００２／０３６７８２、ＷＯ　２００３／０
９２３６０、ＷＯ　２００５／０１２５１５及びＷＯ　２００７／０２４７８２などに記
述されているように、グリホセートアセチルトランスフェラーゼ酵素をコードする遺伝子
を発現させることによって得ることもできる。グリホセート耐性植物は、さらにまた、例
えばＷＯ　２００１／０２４６１５又はＷＯ　２００３／０１３２２６などに記述されて
いるように、上記遺伝子の自然発生突然変異を含んでいる植物を選抜することによって得
ることもできる。
【０５７１】
　別の除草剤抵抗性植物は、例えば、酵素グルタミンシンターゼを阻害する除草剤（例え
ば、ビアラホス、ホスフィノトリシン又はグルホシネート）に対して耐性にされている植
物である。そのような植物は、当該除草剤を解毒する酵素を発現させるか、又は、阻害に
対して抵抗性を示す突然変異グルタミンシンターゼ酵素を発現させることによって、得る
ことができる。そのような有効な一解毒酵素は、例えば、ホスフィノトリシンアセチルト
ランスフェラーゼをコードする酵素である（例えば、ストレプトマイセス属各種（Ｓｔｒ
ｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）に由来するｂａｒタンパク質又はｐａｔタンパク
質）。外因性のホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼを発現する植物は、例え
ば、ＵＳ　５，５６１，２３６、ＵＳ　５，６４８，４７７、ＵＳ　５，６４６，０２４
、ＵＳ　５，２７３，８９４、ＵＳ　５，６３７，４８９、ＵＳ　５，２７６，２６８、
ＵＳ　５，７３９，０８２、ＵＳ　５，９０８，８１０及びＵＳ　７，１１２，６６５な
どに記述されている。
【０５７２】
　さらなる除草剤耐性植物は、さらにまた、酵素ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシ
ゲナーゼ（ＨＰＰＤ）を阻害する除草剤に対して耐性にされている植物である。ヒドロキ
シフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ類は、パラ－ヒドロキシフェニルピルベート（Ｈ
ＰＰ）がホモゲンチセートに変換される反応を触媒する酵素である。ＨＰＰＤ阻害薬に対
して耐性を示す植物は、ＷＯ　１９９６／０３８５６７、ＷＯ　１９９９／０２４５８５
及びＷＯ　１９９９／０２４５８６に記述されているように、自然発生抵抗性ＨＰＰＤ酵
素をコードする遺伝子を用いて、又は、突然変異ＨＰＰＤ酵素をコードする遺伝子を用い
て、形質転換させることができる。ＨＰＰＤ阻害薬に対する耐性は、さらにまた、ＨＰＰ
Ｄ阻害薬による天然ＨＰＰＤ酵素の阻害にもかかわらずホモゲンチセートを形成させるこ
とを可能とする特定の酵素をコードする遺伝子を用いて植物を形質転換させることによっ
ても得ることができる。そのような植物及び遺伝子は、ＷＯ　１９９９／０３４００８及
びＷＯ　２００２／３６７８７に記述されている。ＨＰＰＤ阻害薬に対する植物の耐性は
、さらにまた、ＷＯ　２００４／０２４９２８に記述されているように、ＨＰＰＤ耐性酵
素をコードする遺伝子に加えて酵素プレフェナートデヒドロゲナーゼをコードする遺伝子
を用いて植物を形質転換させることによって改善することもできる。
【０５７３】
　さらに別の除草剤抵抗性植物は、アセトラクテートシンターゼ（ＡＬＳ）阻害薬に対し
て耐性にされている植物である。既知ＡＬＳ阻害薬としては、例えば、スルホニル尿素系
除草剤、イミダゾリノン系除草剤、トリアゾロピリミジン系除草剤、ピリミジニルオキシ
（チオ）ベンゾエート系除草剤、及び／又は、スルホニルアミノカルボニルトリアゾリノ
ン系除草剤などがある。ＡＬＳ酵素（「アセトヒドロキシ酸シンターゼ（ＡＨＡＳ）」と
しても知られている）における種々の突然変異体は、例えば「Ｔｒａｎｅｌ　ａｎｄ　Ｗ
ｒｉｇｈｔ，　Ｗｅｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ（２００２），　５０，　７００－７１２」な
どに記述され、さらに、ＵＳ　５，６０５，０１１、ＵＳ　５，３７８，８２４、ＵＳ　
５，１４１，８７０及びＵＳ　５，０１３，６５９などにも記述されているように、種々
の除草剤及び除草剤の群に対する耐性を付与することが知られている。スルホニル尿素耐
性植物及びイミダゾリノン耐性植物の作製については、ＵＳ　５，６０５，０１１、ＵＳ
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　５，０１３，６５９、ＵＳ　５，１４１，８７０、ＵＳ　５，７６７，３６１、ＵＳ　
５，７３１，１８０、ＵＳ　５，３０４，７３２、ＵＳ　４，７６１，３７３、ＵＳ　５
，３３１，１０７、ＵＳ　５，９２８，９３７及びＵＳ　５，３７８，８２４並びに国際
公開ＷＯ　１９９６／０３３２７０に記述されている。別のイミダゾリノン耐性植物につ
いても、例えば、ＷＯ　２００４／０４００１２、ＷＯ　２００４／１０６５２９、ＷＯ
　２００５／０２０６７３、ＷＯ　２００５／０９３０９３、ＷＯ　２００６／００７３
７３、ＷＯ　２００６／０１５３７６、ＷＯ　２００６／０２４３５１及びＷＯ　２００
６／０６０６３４などに記述されている。さらなるスルホニル尿素耐性植物及びイミダゾ
リノン耐性植物は、さらにまた、例えば、ＷＯ　２００７／０２４７８２などにも記述さ
れている。
【０５７４】
　イミダゾリノン及び／又はスルホニル尿素に対して耐性を示す別の植物は、例えば、ダ
イズに関してはＵＳ　５，０８４，０８２に記述されているように、イネに関してはＷＯ
　１９９７／４１２１８に記述されているように、テンサイに関してはＵＳ　５，７７３
，７０２及びＷＯ　１９９９／０５７９６５に記述されているように、レタスに関しては
ＵＳ　５，１９８，５９９に記述されているように、又は、ヒマワリに関してはＷＯ　２
００１／０６５９２２に記述されているように、誘導された突然変異誘発、当該除草剤の
存在下での細胞培養における選抜又は突然変異育種によって得ることができる。
【０５７５】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、昆虫抵抗性トランスジェニック植物、即ち、特定
の標的昆虫による攻撃に対して抵抗性にされた植物である。そのような植物は、遺伝的形
質転換によって得ることができるか、又は、そのような昆虫抵抗性を付与する突然変異を
含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。
【０５７６】
　本発明に関連して、用語「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」には、以下のものをコ
ードするコード配列を含んでいる少なくとも１の導入遺伝子を含んでいる任意の植物が包
含される：
　（１）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する殺虫性結晶タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、クリック
モアら「Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｍ
ｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｒｅｖｉｅｗｓ（１９９８），　６２：８０７－８
１３」によって編集され、クリックモアら「Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ　ｅｔ　ａｌ．　（２０
０５）」によって、オンライン「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ
．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／」上で「バシルス・ツ
リンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）毒素命名法」におい
て更新された殺虫性結晶タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、Ｃｒｙタン
パク質類（Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆ、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３Ａａ、又
は、Ｃｒｙ３Ｂｂ）のタンパク質又はその殺虫活性を示す一部分；又は、
　（２）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する第２の別の結晶タンパク質又はその一部分の存在下において殺虫活性を示
す、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）に
由来する結晶タンパク質又はその一部分、例えば、Ｃｙ３４結晶タンパク質とＣｙ３５結
晶タンパク質で構成されているバイナリートキシン（Ｍｏｅｌｌｅｎｂｅｃｋ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．（２００１），　１９：６６８－７２；　Ｓｃ
ｈｎｅｐｆ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍ．Ｍｉｃｒｏｂ．（２
００６），　７１，　１７６５－１７７４）；又は、
　（３）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する２種類の異なった殺虫性結晶タンパク質の一部分を含んでいる殺虫性ハイ
ブリッドタンパク質、例えば、上記（１）のタンパク質のハイブリッド、又は、上記（２
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）のタンパク質のハイブリッド、例えば、トウモロコシイベントＭＯＮ９８０３４で産生
されるＣｒｙ１Ａ．１０５タンパク質（ＷＯ　２００７／０２７７７７）；又は、
　（４）　上記（１）～（３）のいずれか１つのタンパク質において、標的昆虫種に対す
るさらに強い殺虫活性を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大
するために、及び／又は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導
入された変化に起因して、幾つかのアミノ酸（特に、１～１０のアミノ酸）が別のアミノ
酸で置き換えられていているもの、例えば、トウモロコシイベントＭＯＮ８６３若しくは
ＭＯＮ８８０１７におけるＣｒｙ３Ｂｂ１タンパク質又はトウモロコシイベントＭＩＲ６
０４におけるＣｒｙ３Ａタンパク質；又は、
　（５）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する殺虫性分泌
タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、下記リンク「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒ
ｅ／Ｂｔ／ｖｉｐ．ｈｔｍｌ」において挙げられている栄養生長期殺虫性タンパク質（ｖ
ｅｇｅｔａｔｉｖｅ　ｉｎｓｅｃｔｉｃｉｄａｌ　ｐｒｏｔｅｉｎ）（ＶＩＰ）、例えば
、ＶＩＰ３Ａａタンパク質類のタンパク質；又は、
　（６）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する第２の分泌
タンパク質の存在下において殺虫活性を示す、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃ
ｅｒｅｕｓ）に由来する分泌タンパク質、例えば、ＶＩＰ１Ａタンパク質とＶＩＰ２Ａタ
ンパク質で構成されているバイナリートキシン（ＷＯ　１９９４／２１７９５）；又は、
　（７）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する種々の分泌
タンパク質の一部分を含んでいる殺虫性ハイブリッドタンパク質、例えば、上記（１）の
タンパク質のハイブリッド、又は、上記（２）のタンパク質のハイブリッド；又は、
　（８）　上記（１）～（３）のいずれか１つのタンパク質において、標的昆虫種に対す
るさらに強い殺虫活性を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大
するために、及び／又は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導
入された変化（それでも、まだ、殺虫性タンパク質をコードしている）に起因して、幾つ
かのアミノ酸（特に、１～１０のアミノ酸）が別のアミノ酸で置き換えられていているも
の、例えば、ワタイベントＣＯＴ１０２におけるＶＩＰ３Ａａタンパク質。
【０５７７】
　もちろん、「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」は、本明細書中で使用されている場
合、上記クラス（１）～（８）のいずれか１つのタンパク質をコードする遺伝子の組合せ
を含んでいる任意の植物も包含する。一実施形態では、同一の標的昆虫種に対して殺虫活
性を示すが作用機序は異なっている（例えば、当該昆虫体内の異なった受容体結合部位に
結合する）異なったタンパク質を用いることによって、当該植物に対する昆虫の抵抗性の
発達を遅延させるために、又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大するために、昆虫
抵抗性植物は、上記クラス（１）～（８）のいずれか１つのタンパク質をコードする２つ
以上の導入遺伝子を含んでいる。
【０５７８】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、非生物的ストレスに対して耐性を示す。そのよう
な植物は、遺伝的形質転換によって得ることができるか、又は、そのようなストレス抵抗
性を付与する突然変異を含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。特に
有用なストレス耐性植物としては、以下のものなどがある：
　（ａ）　植物細胞内又は植物内におけるポリ（ＡＤＰ－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡ
ＲＰ）遺伝子の発現及び／又は活性を低減させることが可能な導入遺伝子を含んでいる植
物（ＷＯ　２０００／００４１７３又はＥＰ　０４０７７９８４．５又はＥＰ　０６００
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９８３６．５に記述されている）；
　（ｂ）　植物又は植物細胞のＰＡＲＧコード化遺伝子の発現及び／又は活性を低減させ
ることが可能なストレス耐性を強化する導入遺伝子を含んでいる植物（例えば、ＷＯ　２
００４／０９０１４０などに記述されている）；
　（ｃ）　ニコチンアミダーゼ、ニコチン酸ホスホリボシルトランスフェラーゼ、ニコチ
ン酸モノヌクレオチドアデニルトランスフェラーゼ、ニコチンアミドアデニンジヌクレオ
チドシンテターゼ又はニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼを包含するニコ
チンアミドアデニンジヌクレオチドサルベージ合成経路の植物機能性酵素（ｐｌａｎｔ－
ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｅｎｚｙｍｅ）をコードするストレス耐性を強化する導入遺伝子
を含んでいる植物（例えば、ＥＰ　０４０７７６２４．７又はＷＯ　２００６／１３３８
２７又はＰＣＴ／ＥＰ０７／００２４３３などに記述されている）。
【０５７９】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、収穫された生産物の改変された量、品質及び／若
しくは貯蔵安定性、並びに／又は、収穫された生産物の特定の成分の改変された特性を示
す。例えば：
　（１）　野生型の植物細胞又は植物において合成された澱粉と比較して、その物理化学
的形質〔特に、アミロース含有量若しくはアミロース／アミロペクチン比、枝分かれ度、
平均鎖長、側鎖分布、粘性挙動、ゲル抵抗性、澱粉粒径及び／又は澱粉粒子形態〕に関し
て改変されていて、特定の用途により適した変性澱粉を合成するトランスジェニック植物
。変性澱粉を合成する該トランスジェニック植物は、例えば、ＥＰ　０５７１４２７、Ｗ
Ｏ　１９９５／００４８２６、ＥＰ　０７１９３３８、ＷＯ　１９９６／１５２４８、Ｗ
Ｏ　１９９６／１９５８１、ＷＯ　１９９６／２７６７４、ＷＯ　１９９７／１１１８８
、ＷＯ　１９９７／２６３６２、ＷＯ　１９９７／３２９８５、ＷＯ　１９９７／４２３
２８、ＷＯ　１９９７／４４４７２、ＷＯ　１９９７／４５５４５、ＷＯ　１９９８／２
７２１２、ＷＯ　１９９８／４０５０３、ＷＯ９９／５８６８８、ＷＯ　１９９９／５８
６９０、ＷＯ　１９９９／５８６５４、ＷＯ　２０００／００８１８４、ＷＯ　２０００
／００８１８５、ＷＯ　２０００／２８０５２、ＷＯ　２０００／７７２２９、ＷＯ　２
００１／１２７８２、ＷＯ　２００１／１２８２６、ＷＯ　２００２／１０１０５９、Ｗ
Ｏ　２００３／０７１８６０、ＷＯ　２００４／０５６９９９、ＷＯ　２００５／０３０
９４２、ＷＯ　２００５／０３０９４１、ＷＯ　２００５／０９５６３２、ＷＯ　２００
５／０９５６１７、ＷＯ　２００５／０９５６１９、ＷＯ　２００５／０９５６１８、Ｗ
Ｏ　２００５／１２３９２７、ＷＯ　２００６／０１８３１９、ＷＯ　２００６／１０３
１０７、ＷＯ　２００６／１０８７０２、ＷＯ　２００７／００９８２３、ＷＯ　２００
０／２２１４０、ＷＯ　２００６／０６３８６２、ＷＯ　２００６／０７２６０３、ＷＯ
　２００２／０３４９２３、ＥＰ　０６０９０１３４．５、ＥＰ　０６０９０２２８．５
、ＥＰ　０６０９０２２７．７、ＥＰ　０７０９０００７．１、ＥＰ　０７０９０００９
．７、ＷＯ　２００１／１４５６９、ＷＯ　２００２／７９４１０、ＷＯ　２００３／３
３５４０、ＷＯ　２００４／０７８９８３、ＷＯ　２００１／１９９７５、ＷＯ　１９９
５／２６４０７、ＷＯ　１９９６／３４９６８、ＷＯ　１９９８／２０１４５、ＷＯ　１
９９９／１２９５０、ＷＯ　１９９９／６６０５０、ＷＯ　１９９９／５３０７２、ＵＳ
　６，７３４，３４１、ＷＯ　２０００／１１１９２、ＷＯ　１９９８／２２６０４、Ｗ
Ｏ　１９９８／３２３２６、ＷＯ　２００１／９８５０９、ＷＯ　２００１／９８５０９
、ＷＯ　２００５／００２３５９、ＵＳ　５，８２４，７９０、ＵＳ　６，０１３，８６
１、ＷＯ　１９９４／００４６９３、ＷＯ　１９９４／００９１４４、ＷＯ　１９９４／
１１５２０、ＷＯ　１９９５／３５０２６及びＷＯ　１９９７／２０９３６に記述されて
いる；
　（２）　非澱粉炭水化物ポリマーを合成するか、又は、遺伝子組換えがなされていない
野生型植物と比較して改変された特性を有する非澱粉炭水化物ポリマーを合成する、トラ
ンスジェニック植物。その例は、ポリフルクトース（特に、イヌリン型及びレバン型のポ
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リフルクトース）を産生する植物（ＥＰ　０６６３９５６、ＷＯ　１９９６／００１９０
４、ＷＯ　１９９６／０２１０２３、ＷＯ　１９９８／０３９４６０及びＷＯ　１９９９
／０２４５９３に記述されている）、α－１，４－グルカン類を産生する植物（ＷＯ　１
９９５／０３１５５３、ＵＳ　２００２／０３１８２６、ＵＳ　６，２８４，４７９、Ｕ
Ｓ　５，７１２，１０７、ＷＯ　１９９７／０４７８０６、ＷＯ　１９９７／０４７８０
７、ＷＯ　１９９７／０４７８０８及びＷＯ　２０００／０１４２４９に記述されている
）、α－１，６－分枝　α－１，４－グルカン類を産生する植物（ＷＯ　２０００／７３
４２２に記述されている）、及び、アルテルナンを産生する植物（ＷＯ　２０００／０４
７７２７、ＥＰ　０６０７７３０１．７、ＵＳ　５，９０８，９７５及びＥＰ　０７２８
２１３などに記述されている）である；
　（３）　ヒアルロナンを産生するトランスジェニック植物（例えば、ＷＯ　２００６／
０３２５３８、ＷＯ　２００７／０３９３１４、ＷＯ　２００７／０３９３１５、ＷＯ　
２００７／０３９３１６、ＪＰ　２００６／３０４７７９及びＷＯ　２００５／０１２５
２９などに記述されている）。
【０５８０】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、改変された繊維特性を有する植物（例えば、ワタ
植物）である。そのよう植物は、遺伝的形質転換によって得ることができるか、又は、そ
のような改変された繊維特性を付与する突然変異を含んでいる植物を選抜することによっ
て得ることができる。そのような植物としては、以下のものなどがある：
　（ａ）　改変された形態のセルロースシンターゼ遺伝子を含んでいる植物（例えば、ワ
タ植物）（ＷＯ　１９９８／０００５４９に記述されている）；
　（ｂ）　改変された形態のｒｓｗ２相同核酸又はｒｓｗ３相同核酸を含んでいる植物（
例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００４／０５３２１９に記述されている）；
　（ｃ）　スクロースリン酸シンターゼの発現が増大している植物（例えば、ワタ植物）
（ＷＯ　２００１／０１７３３３に記述されている）；
　（ｄ）　スクロースシンターゼの発現が増大している植物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ
　０２／４５４８５に記述されている）；
　（ｅ）　繊維細胞に基づいた原形質連絡のゲーティングのタイミングが（例えば、繊維
選択的β－１，３－グルカナーゼのダウンレギュレーションを介して）改変されている植
物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００５／０１７１５７に記述されている）；
　（ｆ）　反応性が（例えば、ｎｏｄＣを包含するＮ－アセチルグルコサミントランスフ
ェラーゼ遺伝子の発現及びキチンシンターゼ遺伝子の発現を介して）改変されている繊維
を有する植物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００６／１３６３５１に記述されている）
。
【０５８１】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、改変されたオイルプロフィール特性を有する植物
（例えば、ナタネ植物又は関連するアブラナ属植物）である。そのよう植物は、遺伝的形
質転換によって得ることができるか、又は、そのような改変されたオイル特性を付与する
突然変異を含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。そのような植物と
しては、以下のものなどがある：
　（ａ）　オレイン酸含有量が高いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（例え
ば、ＵＳ　５，９６９，１６９、ＵＳ　５，８４０，９４６、ＵＳ　６，３２３，３９２
又はＵＳ　６，０６３，９４７などに記述されている）；
　（ｂ）　リノレン酸含有量が低いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（ＵＳ
　６，２７０，８２８、ＵＳ　６，１６９，１９０又はＵＳ　５，９６５，７５５に記述
されている）；
　（ｃ）　飽和脂肪酸のレベルが低いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（例
えば、ＵＳ　５，４３４，２８３などに記述されている）。
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【０５８２】
　本発明に従って処理し得る特に有用なトランスジェニック植物は、１種類以上の毒素を
コードする１種類以上の遺伝子を含んでいる植物、及び、下記商品名で販売されているト
ランスジェニック植物である：ＹＩＥＬＤ　ＧＡＲＤ（登録商標）（例えば、トウモロコ
シ、ワタ、ダイズ）、ＫｎｏｃｋＯｕｔ（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、Ｂｉｔ
ｅＧａｒｄ（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、ＢＴ－Ｘｔｒａ（登録商標）（例え
ば、トウモロコシ）、ＳｔａｒＬｉｎｋ（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、Ｂｏｌ
ｌｇａｒｄ（登録商標）（ワタ）、Ｎｕｃｏｔｎ（登録商標）（ワタ）、Ｎｕｃｏｔｎ　
３３Ｂ（登録商標）（ワタ）、ＮａｔｕｒｅＧａｒｄ（登録商標）（例えば、トウモロコ
シ）、Ｐｒｏｔｅｃｔａ（登録商標）及びＮｅｗＬｅａｆ（登録商標）（ジャガイモ）。
挙げるべき除草剤耐性植物の例は、Ｒｏｕｎｄｕｐ　Ｒｅａｄｙ（登録商標）（グリホセ
ートに対する耐性、例えば、トウモロコシ、ワタ、ダイズ）、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｌｉｎｋ
（登録商標）（ホスフィノトリシンに対する耐性、例えば、ナタネ）、ＩＭＩ（登録商標
）（イミダゾリノン系に対する耐性）及びＳＣＳ（登録商標）（スルホニル尿素系に対す
る耐性、例えば、トウモロコシ）の商品名で販売されているトウモロコシ品種、ワタ品種
及びダイズ品種である。挙げるべき除草剤抵抗性植物（除草剤耐性に関して慣習的な方法
で品種改良された植物）としては、Ｃｌｅａｒｆｉｅｌｄ（登録商標）（例えば、トウモ
ロコシ）の商品名で販売されている品種などがある。
【０５８３】
　本発明に従って処理し得る特に有用なトランスジェニック植物は、形質転換イベント又
は形質転換イベントの組合せを含んでいる植物であり、それらは、例えば、国又は地域の
さまざまな規制機関に関するデータベースに記載されている。
【０５８４】
　本発明に従って使用される式（Ｉ）で表される化合物は、溶液剤、エマルション剤、水
和剤、水性懸濁液剤、油性懸濁液剤、粉末剤（ｐｏｗｄｅｒｓ）、粉剤（ｄｕｓｔｓ）、
ペースト剤、可溶性粉末剤、可溶性顆粒剤、ばらまき用顆粒剤、サスポエマルション製剤
、活性化合物を含浸させた天然化合物、活性化合物を含浸させた合成物質、肥料及びさら
にポリマー物質中にマイクロカプセル化したもののような慣習的な製剤に変換することが
できる。本発明に関連して、式（Ｉ）で表される化合物が噴霧製剤（ｓｐｒａｙ　ｆｏｒ
ｍｕｌａｔｉｏｎ）の形態で使用される場合、特に好ましい。
【０５８５】
　従って、本発明は、さらに、非生物的ストレスに対する植物の抵抗性を増強させるため
の噴霧製剤にも関する。噴霧製剤については、以下で詳述する。
【０５８６】
　噴霧施用のための製剤は、既知方法で、例えば、場合により界面活性剤（即ち、乳化剤
及び／又は分散剤及び／又は泡形成剤）を使用して、本発明に従って使用するための式（
Ｉ）で表される化合物を増量剤（即ち、液体溶媒及び／又は固体担体）と混合させること
により製造する。慣習的なさらなる添加剤、例えば、慣習的な増量剤、及び、溶媒又は希
釈剤、色素、湿潤剤、分散剤、乳化剤、消泡剤、防腐剤、第２の増粘剤、粘着剤、ジベレ
リン類、及び、さらに、水を使用することも可能である。そのような製剤は、適切な設備
で調製するか、又は、施用前若しくは施用中に調製する。
【０５８７】
　使用する補助剤は、当該組成物自体及び／又はそれから誘導された調製物（例えば、散
布液）に、特定の特性、例えば、特定の技術的特性及び／又特定の生物学的特性などを付
与するのに適している物質であり得る。典型的な補助剤としては、増量剤、溶媒及び担体
などを挙げることができる。
【０５８８】
　適切な増量剤は、例えば、水、並びに、極性及び非極性の有機化学的液体、例えば、以
下の種類から選択されるものである：芳香族及び非芳香族の炭化水素類（例えば、パラフ
ィン類、アルキルベンゼン類、アルキルナフタレン類、クロロベンゼン類）、アルコール
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類及びポリオール類（これらは、置換されていてもよく、エーテル化されていてもよく、
及び／又は、エステル化されていてもよい）、ケトン類（例えば、アセトン、シクロヘキ
サノン）、エステル類（これは、脂肪類及び油類を包含する）及び（ポリ）エーテル類、
置換されていない及び置換されているアミン類、アミド類、ラクタム類（例えば、Ｎ－ア
ルキルピロリドン類）及びラクトン類、スルホン類及びスルホキシド類（例えば、ジメチ
ルスルホキシド）。
【０５８９】
　使用する増量剤が水である場合、例えば、有機溶媒を補助溶媒として使用することもで
きる。有用な液体溶媒としては、本質的に、以下のものを挙げることができる：芳香族化
合物、例えば、キシレン、トルエン又はアルキルナフタレン類、塩素化芳香族化合物及び
塩素化脂肪族炭化水素、例えば、クロロベンゼン類、クロロエチレン類又は塩化メチレン
、脂肪族炭化水素、例えば、シクロヘキサン又はパラフィン類、例えば、鉱油留分、鉱油
及び植物油、アルコール類、例えば、ブタノール又はグリコールとそれらのエーテル及び
エステル、ケトン類、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
又はシクロヘキサノン、強極性溶媒、例えば、ジメチルスルホキシド、及び、さらに、水
。
【０５９０】
　色素、例えば、無機顔料、例えば、酸化鉄、酸化チタン及びプルシアンブルー（Ｐｒｕ
ｓｓｉａｎ　Ｂｌｕｅ）、並びに、有機染料、例えば、アリザリン染料、アゾ染料及び金
属フタロシアニン染料、並びに、微量栄養素、例えば、鉄塩、マンガン塩、ホウ素塩、銅
塩、コバルト塩、モリブデン塩及び亜鉛塩などを使用することができる。
【０５９１】
　本発明に従って使用することが可能な製剤中に存在させることができる有用な湿潤剤は
、農薬活性成分の製剤に関して慣習的に使用される、湿潤を促進する全ての物質である。
アルキルナフタレンスルホネート類、例えば、ジイソプロピルナフタレンスルホネート又
はジイソブチルナフタレンスルホネートなどを使用するのが好ましい。
【０５９２】
　本発明に従って使用することが可能な製剤中に存在させることができる適切な分散剤及
び／又は乳化剤は、農薬活性成分の製剤に関して慣習的に使用される非イオン性、アニオ
ン性及びカチオン性の全ての分散剤である。非イオン性若しくはアニオン性の分散剤又は
非イオン性若しくはアニオン性の分散剤の混合物を好ましくは使用することができる。適
切な非イオン性分散剤は、特に、エチレンオキシド／プロピレンオキシドブロックコポリ
マー類、アルキルフェノールポリグリコールエーテル類及びトリスチリルフェノールポリ
グリコールエーテル類、並びに、それらのリン酸化誘導体又は硫酸化誘導体である。適切
なアニオン性分散剤は、特に、リグノスルホネート類、ポリアクリル酸塩類及びアリール
スルホネート／ホルムアルデヒド縮合物である。
【０５９３】
　本発明に従って使用することが可能な製剤中に存在させることができる消泡剤は、農薬
活性成分の製剤に関して慣習的に使用される全ての泡抑制物質である。シリコーン消泡剤
及びステアリン酸マグネシウムを好ましくは使用することができる。
【０５９４】
　本発明に従って使用することが可能な製剤中に存在させることができる防腐剤は、当該
目的のために農薬組成物中で使用することが可能な全ての物質である。その例としては、
ジクロロフェン及びベンジルアルコールヘミホルマールなどを挙げることができる。
【０５９５】
　本発明に従って使用することが可能な製剤中に存在させることができる第２の増粘剤は
、当該目的のために農薬組成物中で使用することが可能な全ての物質である。好ましい例
としては、セルロース誘導体、アクリル酸誘導体、キサンタン、変性クレー及び微粉砕シ
リカなどを挙げることができる。
【０５９６】
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　本発明に従って使用することが可能な製剤中に存在させることができる粘着剤には、種
子粉衣製品中で使用可能な全ての慣習的な結合剤が包含される。好ましい例としては、ポ
リビニルピロリドン、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール及びチロースなどを挙げる
ことができる。
【０５９７】
　本発明に従って使用することが可能な製剤中に存在させることができるジベレリン類は
、好ましくは、ジベレリンＡ１、ジベレリンＡ３（＝ジベレリン酸）、ジベレリンＡ４及
びジベレリンＡ７であり得る。特に好ましくは、ジベレリン酸を使用する。ジベレリン類
は知られている（ｃｆ．　Ｒ．　Ｗｅｇｌｅｒ　“Ｃｈｅｍｉｅ　ｄｅｒ　Ｐｆｌａｎｚ
ｅｎｓｃｈｕｔｚ－　ａｎｄ　Ｓｃｈａｄｌｉｎｇｓｂｅｋａｍｐｆｕｎｇｓｍｉｔｔｅ
ｌ”［Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐ
ｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ］，　ｖｏｌ．　２，　Ｓｐｒｉｎｇ
ｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，　１９７０，　ｐ．　４０１－４１２）。
【０５９８】
　さらなる添加剤は、芳香物質、改質されていてもよい鉱油又は植物油、蝋、並びに、栄
養素（微量栄養素を包含する）、例えば、鉄塩、マンガン塩、ホウ素塩、銅塩、コバルト
塩、モリブデン塩及び亜鉛塩などである。さらに、安定剤（例えば、低温安定剤）、酸化
防止剤、光安定剤、又は、化学的及び／若しくは物理的安定性を向上させる別の作用剤も
存在させることができる。
【０５９９】
　上記製剤は、一般に、０．０１～９８重量％、好ましくは、０．５～９０重量％の、式
（Ｉ）で表される化合物を含有する。
【０６００】
　本発明の活性成分は、その市販されている製剤中において、及び、そのような製剤から
調製された使用形態中において、殺虫剤、誘引剤、不妊剤、殺細菌剤、殺ダニ剤、殺線虫
剤、殺菌剤、成長調節剤、除草剤、薬害軽減剤、肥料又は情報化学物質などの別の活性成
分との混合物として存在させることができる。
【０６０１】
　さらに、植物自体の防御に対する式（Ｉ）で表される化合物の上記好ましい効果は、殺
虫活性成分、殺菌活性成分又は殺細菌活性成分で付加的に処理することによって、支持さ
れ得る。
【０６０２】
　非生物的ストレスに対する抵抗性を増強させるための式（Ｉ）で表される化合物の施用
に関する好ましい回数は、認可されている施用量による土壌、茎及び／又は葉の処理であ
る。
【０６０３】
　式（Ｉ）で表される活性成分は、一般に、さらに、それらの市販されている製剤中にお
いて、及び、そのような製剤から調製された使用形態中において、殺虫剤、誘引剤、不妊
剤、殺ダニ剤、殺線虫剤、殺菌剤、殺細菌剤、成長調節剤、植物の成熟に影響を与える物
質、薬害軽減剤又は除草剤などの別の活性成分との混合物の中に存在させることができる
。特に有利な混合相手剤は、例えば、群として以下で特定されている、その結果から好ま
しいものが何も生じることのない異なった種類の活性成分である。
【０６０４】
　殺菌剤：
　（Ｆ１）　核酸合成の阻害薬、例えば、ベナラキシル、ベナラキシル－Ｍ、ブピリメー
ト、キララキシル、クロジラコン、ジメチリモール、エチリモール、フララキシル、ヒメ
キサゾール、メタラキシル、メタラキシル－Ｍ、オフラセ、オキサジキシル、オキソリン
酸；
　（Ｆ２）　有糸分裂及び細胞分裂の阻害薬、例えば、ベノミル、カルベンダジム、ジエ
トフェンカルブ、フベリダゾール、フルオピコリド、ペンシクロン、チアベンダゾール、
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チオファネート－メチル、ゾキサミド、及び、クロロ－７－（４－メチルピペリジン－１
－イル）－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）［１，２，４］トリアゾロ［１，
５－ａ］ピリミジン；
　（Ｆ３）　呼吸鎖複合体Ｉ／ＩＩの阻害薬、例えば、ジフルメトリム、ビキサフェン、
ボスカリド、カルボキシン、ジフルメトリム、フェンフラム、フルオピラム、フルトラニ
ル、フラメトピル、メプロニル、オキシカルボキシン、ペンフルフェン、ペンチオピラド
、チフルザミド、Ｎ－［２－（１，３－ジメチルブチル）フェニル］－５－フルオロ－１
，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、イソピラザム、セダキサン、
３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－（３’，４’，５’－トリフルオロビフェ
ニル－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、３－（ジフルオロメチル）
－１－メチル－Ｎ－［２－（１，１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］－１
Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－［４－フルオロ
－２－（１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロポキシ）フェニル］－１－メチル
－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、Ｎ－［１－（２，４－ジクロロフェニル）－
１－メトキシプロパン－２－イル］－３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－１Ｈ－ピ
ラゾール－４－カルボキサミド、及び、対応する塩；
　（Ｆ４）　呼吸鎖複合体ＩＩＩの阻害薬、例えば、アミスルブロム、アゾキシストロビ
ン、シアゾファミド、ジモキシストロビン、エネストロビン、ファモキサドン、フェンア
ミドン、フルオキサストロビン、クレソキシム－メチル、メトミノストロビン、オリサス
トロビン、ピラクロストロビン、ピリベンカルブ、ピコキシストロビン、トリフロキシス
トロビン、（２Ｅ）－２－（２－｛［６－（３－クロロ－２－メチルフェノキシ）－５－
フルオロピリミジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メ
チルエタンアミド、（２Ｅ）－２－（エトキシイミノ）－Ｎ－メチル－２－（２－｛［（
｛（１Ｅ）－１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン｝アミノ）オキシ
］メチル｝フェニル）エタンアミド及び対応する塩、（２Ｅ）－２－（メトキシイミノ）
－Ｎ－メチル－２－｛２－［（Ｅ）－（｛１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］
エトキシ｝イミノ）メチル］フェニル｝エタンアミド、（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（
１Ｅ）－１－（３－｛［（Ｅ）－１－フルオロ－２－フェニルエテニル］オキシ｝フェニ
ル）エチリデン］アミノ｝オキシ）メチル］フェニル｝－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－
メチルエタンアミド、（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（２Ｅ，３Ｅ）－４－（２，６－ジ
クロロフェニル）ブタ－３－エン－２－イリデン］アミノ｝オキシ）メチル］フェニル｝
－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチルエタンアミド、２－クロロ－Ｎ－（１，１，３－
トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル）ピリジン－３－カルボキサ
ミド、５－メトキシ－２－メチル－４－（２－｛［（｛（１Ｅ）－１－［３－（トリフル
オロメチル）フェニル］エチリデン｝アミノ）オキシ］メチル｝フェニル）－２，４－ジ
ヒドロ－３Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－オン、２－メチル｛２－［（｛シクロプ
ロピル［（４－メトキシフェニル）イミノ］メチル｝スルファニル）メチル］フェニル｝
－３－メトキシアクリレート、Ｎ－（３－エチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシ
ル）－３－（ホルミルアミノ）－２－ヒドロキシルベンズアミド及び対応する塩；
　（Ｆ５）　デカップラー、例えば、ジノカップ、フルアジナム；
　（Ｆ６）　ＡＴＰ産生の阻害薬、例えば、酢酸トリフェニルスズ、塩化トリフェニルス
ズ、水酸化トリフェニルスズ、シルチオファム；
　（Ｆ７）　アミノ酸及びタンパク質の生合成の阻害薬、例えば、アンドプリム（ａｎｄ
ｏｐｒｉｍ）、ブラストサイジン－Ｓ、シプロジニル、カスガマイシン、カスガマイシン
塩酸塩水和物、メパニピリム、ピリメタニル；
　（Ｆ８）　シグナル伝達の阻害薬、例えば、フェンピクロニル、フルジオキソニル、キ
ノキシフェン；
　（Ｆ９）　脂質及び膜の合成の阻害薬、例えば、クロゾリネート、イプロジオン、プロ
シミドン、ビンクロゾリン、アンプロピルホス、カリウム－アンプロピルホス、エジフェ
ンホス、イプロベンホス（ＩＢＰ）、イソプロチオラン、ピラゾホス、トルクロホス－メ
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チル、ビフェニル、ヨードカルブ（ｉｏｄｏｃａｒｂ）、プロパモカルブ、プロパモカル
ブ塩酸塩；
　（Ｆ１０）　エルゴステロール生合成の阻害薬、例えば、フェンヘキサミド、アザコナ
ゾール、ビテルタノール、ブロムコナゾール、ジクロブトラゾール、ジフェノコナゾール
、ジニコナゾール、ジニコナゾール－Ｍ、エタコナゾール、フェンブコナゾール、フルキ
ンコナゾール、フルシラゾール、フルトリアホール、フルコナゾール、フルコナゾール－
シス、ヘキサコナゾール、イミベンコナゾール、イプコナゾール、メトコナゾール、ミク
ロブタニル、パクロブトラゾール、ペンコナゾール、プロピコナゾール、プロチオコナゾ
ール、シメコナゾール、スピロキサミン、テブコナゾール、トリアジメホン、トリアジメ
ノール、トリチコナゾール、ウニコナゾール、ボリコナゾール、イマザリル、硫酸イマザ
リル、オキシポコナゾール、フェナリモール、フルルプリミドール、ヌアリモール、ピリ
フェノックス、トリホリン、ペフラゾエート、プロクロラズ、トリフルミゾール、ビニコ
ナゾール、アルジモルフ、ドデモルフ、酢酸ドデモルフ、フェンプロピモルフ、トリデモ
ルフ、フェンプロピジン、ナフチフィン、ピリブチカルブ、テルビナフィン、１－（４－
クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）シクロヘプタノ
ール、１－（２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－１－イル）－１Ｈ
－イミダゾール－５－カルボン酸メチル、Ｎ’－｛５－（ジフルオロメチル）－２－メチ
ル－４－［３－（トリメチルシリル）プロポキシ］フェニル｝－Ｎ－エチル－Ｎ－メチル
イミドホルムアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－メチル－Ｎ’－｛２－メチル－５－（トリフルオ
ロメチル）－４－［３－（トリメチルシリル）プロポキシ］フェニル｝イミドホルムアミ
ド、及び、Ｏ－｛１－［（４－メトキシフェノキシ）メチル］－２，２－ジメチルプロピ
ル｝－１Ｈ－イミダゾール－１－カルボチオエート；
　（Ｆ１１）　細胞壁合成の阻害薬、例えば、ベンチアバリカルブ、ビアラホス、ジメト
モルフ、フルモルフ、イプロバリカルブ、ポリオキシン、ポリオキソリム、バリダマイシ
ンＡ；
　（Ｆ１２）　メラニン生合成の阻害薬、例えば、カルプロパミド、ジクロシメット、フ
ェノキサニル、フタリド、ピロキロン、トリシクラゾール；
　（Ｆ１３）　抵抗性誘発、例えば、アシベンゾラル－Ｓ－メチル、プロベナゾール、チ
アジニル；
　（Ｆ１４）　多部位、例えば、カプタホール、キャプタン、クロロタロニル、銅塩、例
えば、水酸化銅、ナフテン酸銅、塩基性塩化銅、硫酸銅、酸化銅、オキシン銅及びボルド
ー液、ジクロフルアニド、ジチアノン、ドジン、ドジン遊離塩基、ファーバム、ホルペッ
ト、フルオロホルペット、グアザチン、酢酸グアザチン、イミノクタジン、イミノクタジ
ンアルベシル酸塩、イミノクタジン三酢酸塩、マンカッパー、マンゼブ、マンネブ、メチ
ラム、メチラム亜鉛（ｍｅｔｉｒａｍ　ｚｉｎｃ）、プロピネブ、硫黄及び多硫化カルシ
ウム含有硫黄剤、チウラム、トリルフルアニド、ジネブ、ジラム；
　（Ｆ１５）　未知作用機序、例えば、アミブロムドール、ベンチアゾール、ベトキサジ
ン、カプシマイシン、カルボン、キノメチオネート、クロロピクリン、クフラネブ、シフ
ルフェナミド、シモキサニル、ダゾメット、デバカルブ、ジクロメジン、ジクロロフェン
、ジクロラン、ジフェンゾコート、ジフェンゾコートメチル硫酸塩、ジフェニルアミン、
エタボキサム、フェリムゾン、フルメトベル、フルスルファミド、フルオピコリド、フル
オルイミド、ホセチル－Ａｌ、ヘキサクロロベンゼン、８－ヒドロキシキノリンスルフェ
ート、イプロジオン、イルママイシン、イソチアニル、メタスルホカルブ、メトラフェノ
ン、イソチオシアン酸メチル、ミルディオマイシン、ナタマイシン、ジメチルジチオカル
バミン酸ニッケル、ニトロタル－イソプロピル、オクチリノン、オキサモカルブ（ｏｘａ
ｍｏｃａｒｂ）、オキシフェンチイン、ペンタクロロフェノール及びその塩、２－フェニ
ルフェノール及び塩、ピペラリン、プロパノシン－ナトリウム（ｐｒｏｐａｎｏｓｉｎｅ
－ｓｏｄｉｕｍ）、プロキナジド、ピロールニトリン、キントゼン、テクロフタラム、テ
クナゼン、トリアゾキシド、トリクラミド、ザリラミド、及び、２，３，５，６－テトラ
クロロ－４－（メチルスルホニル）ピリジン、Ｎ－（４－クロロ－２－ニトロフェニル）
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－Ｎ－エチル－４－メチルベンゼンスルホンアミド、２－アミノ－４－メチル－Ｎ－フェ
ニル－５－チアゾールカルボキサミド、２－クロロ－Ｎ－（２，３－ジヒドロ－１，１，
３－トリメチル－１Ｈ－インデン－４－イル）－３－ピリジンカルボキサミド、３－［５
－（４－クロロフェニル）－２，３－ジメチルイソオキサゾリジン－３－イル］ピリジン
、シス－１－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イ
ル）シクロヘプタノール、２，４－ジヒドロ－５－メトキシ－２－メチル－４－［［［［
１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン］アミノ］オキシ］メチル］フ
ェニル］－３Ｈ－１，２，３－トリアゾール－３－オン（１８５３３６－７９－２）、１
－（２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－１Ｈ－インデン－１－イル）－１Ｈ－イミダ
ゾール－５－カルボン酸メチル、３，４，５－トリクロロ－２，６－ピリジンジカルボニ
トリル、２－［［［シクロプロピル［（４－メトキシフェニル）イミノ］メチル］チオ］
メチル］－．α．－（メトキシメチレン）ベンズ酢酸メチル、４－クロロ－α－プロピニ
ルオキシ－Ｎ－［２－［３－メトキシ－４－（２－プロピニルオキシ）フェニル］エチル
］ベンズアセトアミド、（２Ｓ）－Ｎ－［２－［４－［［３－（４－クロロフェニル）－
２－プロピニル］オキシ］－３－メトキシフェニル］エチル］－３－メチル－２－［（メ
チルスルホニル）アミノ］ブタンアミド、５－クロロ－７－（４－メチルピペリジン－１
－イル）－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）［１，２，４］トリアゾロ［１，
５－ａ］ピリミジン、５－クロロ－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）－Ｎ－［
（１Ｒ）－１，２，２－トリメチルプロピル］［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］
ピリミジン－７－アミン、５－クロロ－Ｎ－［（１Ｒ）－１，２－ジメチルプロピル］－
６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピ
リミジン－７－アミン、Ｎ－［１－（５－ブロモ－３－クロロピリジン－２－イル）エチ
ル］－２，４－ジクロロニコチンアミド、Ｎ－（５－ブロモ－３－クロロピリジン－２－
イル）メチル－２，４－ジクロロニコチンアミド、２－ブトキシ－６－ヨード－３－プロ
ピルベンゾピラノン－４－オン、Ｎ－｛（Ｚ）－［（シクロプロピルメトキシ）イミノ］
［６－（ジフルオロメトキシ）－２，３－ジフルオロフェニル］メチル｝－２－ベンズア
セトアミド、Ｎ－（３－エチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル）－３－ホルミ
ルアミノ－２－ヒドロキシベンズアミド、２－［［［［１－［３（１－フルオロ－２－フ
ェニルエチル）オキシ］フェニル］エチリデン］アミノ］オキシ］メチル］－α－（メト
キシイミノ）－Ｎ－メチル－αＥ－ベンズアセトアミド、Ｎ－｛２－［３－クロロ－５－
（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル］エチル｝－２－（トリフルオロメチル）ベ
ンズアミド、Ｎ－（３’，４’－ジクロロ－５－フルオロビフェニル－２－イル）－３－
（ジフルオロメチル）－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、Ｎ－（６
－メトキシ－３－ピリジニル）シクロプロパンカルボキサミド、１－［（４－メトキシフ
ェノキシ）メチル］－２，２－ジメチルプロピル－１Ｈ－イミダゾール－１－カルボン酸
、Ｏ－［１－［（４－メトキシフェノキシ）メチル］－２，２－ジメチルプロピル］－１
Ｈ－イミダゾール－１－カルボチオ酸、２－（２－｛［６－（３－クロロ－２－メチルフ
ェノキシ）－５－フルオロピリミジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－２－（メトキシ
イミノ）－Ｎ－メチルアセトアミド。
【０６０５】
　殺細菌剤：
ブロノポール、ジクロロフェン、ニトラピリン、ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル、
カスガマイシン、オクチリノン、フランカルボン酸、オキシテトラサイクリン、プロベナ
ゾール、ストレプトマイシン、テクロフタラム、硫酸銅及び他の銅剤。
【０６０６】
　殺虫剤／殺ダニ剤／殺線虫剤：
　（Ｉ１）　アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬
　（ａ）　カーバメート系の物質群、例えば、アラニカルブ、アルジカルブ、アルドキシ
カルブ、アリキシカルブ、アミノカルブ、ベンジオカルブ、ベンフラカルブ、ブフェンカ
ルブ、ブタカルブ、ブトカルボキシム、ブトキシカルボキシム、カルバリル、カルボフラ
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ン、カルボスルファン、クロエトカルブ、ジメチラン、エチオフェンカルブ、フェノブカ
ルブ、フェノチオカルブ、フェノキシカルブ、ホルメタネート、フラチオカルブ、イソプ
ロカルブ、メタム－ナトリウム、メチオカルブ、メソミル、メトルカルブ、オキサミル、
ピリミカーブ、プロメカルブ、プロポクスル、チオジカルブ、チオファノックス、トリメ
タカルブ、ＸＭＣ、キシリルカルブ、トリアザメート；
　（ｂ）　有機リン酸エステル系の群、例えば、アセフェート、アザメチホス、アジンホ
ス（－メチル，－エチル）、ブロモホス－エチル、ブロムフェンビンホス（－メチル）、
ブタチオホス、カズサホス、カルボフェノチオン、クロルエトキシホス、クロルフェンビ
ンホス、クロルメホス、クロルピリホス（－メチル／－エチル）、クマホス、シアノフェ
ンホス、シアノホス、クロルフェンビンホス、ジメトン－Ｓ－メチル、ジメトン－Ｓ－メ
チルスルホン、ジアリホス、ダイアジノン、ジクロフェンチオン、ジクロルボス／ＤＤＶ
Ｐ、ジクロトホス、ジメトエート、ジメチルビンホス、ジオキサベンゾホス、ダイスルホ
トン、ＥＰＮ、エチオン、エトプロホス、エトリムホス、ファムフール、フェナミホス、
フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フルピラゾホス、ホノホス、ホ
ルモチオン、ホスメチラン、ホスチアゼート、ヘプテノホス、ヨードフェンホス、イプロ
ベンホス、イサゾホス、イソフェンホス、Ｏ－サリチル酸イソプロピル、イソキサチオン
、マラチオン、メカルバム、メタクリホス、メタミドホス、メチダチオン、メビンホス、
モノクロトホス、ナレド、オメトエート、オキシジメトン－メチル、パラチオン（－メチ
ル／－エチル）、フェントエート、ホレート、ホサロン、ホスメット、ホスファミドン、
ホスホカルブ（ｐｈｏｓｐｈｏｃａｒｂ）、ホキシム、ピリミホス（－メチル／－エチル
）、プロフェノホス、プロパホス、プロペタムホス、プロチオホス、プロトエート、ピラ
クロホス、ピリダフェンチオン、ピリダチオン（ｐｙｒｉｄａｔｈｉｏｎ）、キナルホス
、セブホス（ｓｅｂｕｆｏｓ）、スルホテップ、スルプロホス、テブピリムホス、テメホ
ス、テルブホス、テトラクロロビンホス、チオメトン、トリアゾホス、トリクロルホン、
バミドチオン；
　（Ｉ２）　ナトリウムチャンネルモジュレーター／電位依存性ナトリウムチャンネル遮
断薬
　（ａ）ピレスロイド系の群、例えば、アクリナトリン、アレスリン（ｄ－シス－トラン
ス，ｄ－トランス）、ベータ－シフルトリン、ビフェントリン、ビオアレスリン、ビオア
レスリン－Ｓ－シクロペンチル異性体、ビオエタノメトリン（ｂｉｏｅｔｈａｎｏｍｅｔ
ｈｒｉｎ）、ビオペルメトリン、ビオレスメトリン、クロバポルトリン（ｃｈｌｏｖａｐ
ｏｒｔｈｒｉｎ）、シス－シペルメトリン、シス－レスメトリン、シス－ペルメトリン、
クロシトリン（ｃｌｏｃｙｔｈｒｉｎ）、シクロプロトリン、シフルトリン、シハロトリ
ン、シペルメトリン（アルファ－，ベータ－，シータ－，ゼータ－）、シフェノトリン、
デルタメトリン、エフルシラネート（ｅｆｌｕｓｉｌａｎａｔｅ）、エムペントリン（１
Ｒ異性体）、エスフェンバレレート、エトフェンプロックス、フェンフルトリン（ｆｅｎ
ｆｌｕｔｈｒｉｎ）、フェンプロパトリン、フェンピリトリン、フェンバレレート、フル
ブロシトリネート（ｆｌｕｂｒｏｃｙｔｈｒｉｎａｔｅ）、フルシトリネート、フルフェ
ンプロックス、フルメトリン、フルバリネート、フブフェンプロックス（ｆｕｂｆｅｎｐ
ｒｏｘ）、ガンマ－シハロトリン、イミプロトリン、カデトリン、ラムダ－シハロトリン
、メトフルトリン、ペルメトリン（シス－，トランス－）、フェノトリン（１Ｒ－トラン
ス異性体）、プラレトリン、プロフルトリン、プロトリフェンブト（ｐｒｏｔｒｉｆｅｎ
ｂｕｔｅ）、ピレスメトリン、ピレトリン、レスメトリン、ＲＵ１５５２５、シラフルオ
フェン、タウ－フルバリネート、テフルトリン、テラレトリン、テトラメトリン（１Ｒ異
性体）、トラロメトリン、トランスフルトリン、ＺＸＩ８９０１、ピレトリン類（除虫菊
（ｐｙｒｅｔｈｒｕｍ））；
　（ｂ）　ＤＤＴ；
　（ｃ）　オキサジアジン系、例えば、インドキサカルブ；
　（ｄ）　セミカルバゾン系、例えば、メタフルミゾン（ＢＡＳ３２０１）；
　（Ｉ３）　アセチルコリン受容体作動薬／拮抗薬
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　（ａ）　クロロニコチニル系の群、例えば、アセタミプリド、ＡＫＤ１０２２、クロチ
アニジン、ジノテフラン、イミダクロプリド、イミダクロチズ、ニテンピラム、ニチアジ
ン、チアクロプリド、チアメトキサム；
　（ｂ）　ニコチン、ベンスルタップ、カルタップ；
　（Ｉ４）　アセチルコリン受容体モジュレーター、スピノシン系の群、例えば、スピノ
サド；
　（Ｉ５）　ＧＡＢＡ制御塩化物チャンネル拮抗薬
　（ａ）　有機塩素系の群、例えば、カンフェクロル、クロルダン、エンドスルファン、
ガンマ－ＨＣＨ、ＨＣＨ、ヘプタクロル、リンダン、メトキシクロル；
　（ｂ）　フィプロール系、例えば、アセトプロール、エチプロール、フィプロニル、ピ
ラフルプロール（ｐｙｒａｆｌｕｐｒｏｌｅ）、ピリプロール（ｐｙｒｉｐｏｌｅ）、バ
ニリプロール（ｖａｎｉｌｉｐｒｏｌｅ）；
　（Ｉ６）　塩化物チャンネル活性化薬、例えば、アバメクチン、エマメクチン、エマメ
クチン安息香酸塩、イベルメクチン、レピメクチン、ミルベマイシン；
　（Ｉ７）　幼若ホルモンミメティクス、例えば、ジオフェノラン、エポフェノナン（ｅ
ｐｏｆｅｎｏｎａｎｅ）、フェノキシカルブ、ハイドロプレン、キノプレン、メトプレン
、ピリプロキシフェン、トリプレン（ｔｒｉｐｒｅｎｅ）；
　（Ｉ８）　エクジソン作動薬／ディスラプター、例えば、クロマフェノジド、ハロフェ
ノジド、メトキシフェノジド、テブフェノジド；
　（Ｉ９）　キチン生合成阻害薬、例えば、ビストリフルロン、クロルフルアズロン（ｃ
ｈｌｏｆｌｕａｚｕｒｏｎ）、ジフルベンズロン、フルアズロン、フルシクロクスロン、
フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン、ルフェヌロン、ノバルロン、ノビフルムロン、
ペンフルロン（ｐｅｎｆｌｕｒｏｎ）、テフルベンズロン、トリフルムロン、ブプロフェ
ジン、シロマジン；
　（Ｉ１０）　酸化的リン酸化阻害薬
　（ａ）　ＡＴＰディスラプター、例えば、ジアフェンチウロン；
　（ｂ）　有機スズ化合物、例えば、アゾシクロチン、シヘキサチン、酸化フェンブタス
ズ；
　（Ｉ１１）　Ｈ－プロトン勾配を遮断することによる酸化的リン酸化デカップラー
　（ａ）　ピロール系の群、例えば、クロルフェナピル；
　（ｂ）　ジニトロフェノール系の類、例えば、ビナパクリル、ジノブトン、ジノカップ
、ＤＮＯＣ、メプチルジノカップ；
　（Ｉ１２）　Ｓｉｔｅ－Ｉ　電子伝達阻害薬、例えば、ＭＥＴＩ系、特に、例えば、フ
ェナザキン、フェンピロキシメート、ピリミジフェン、ピリダベン、テブフェンピラド、
トルフェンピラド、又は、ヒドラメチルノン、ジコホル；
　（Ｉ１３）　Ｓｉｔｅ－ＩＩ　電子伝達阻害薬、例えば、ロテノン；
　（Ｉ１４）　Ｓｉｔｅ－ＩＩＩ　電子伝達阻害薬、例えば、アセキノシル、フルアクリ
ピリム；
　（Ｉ１５）　昆虫消化管膜の微生物ディスラプター、例えば、バシルス・ツリンギエン
シス・亜種・イスラエレンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕ
ｂｓｐｅｃｉｅｓ　ｉｓｒａｅｌｅｎｓｉｓ）、バシルス・スファエリクス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｓｐｈａｅｒｉｃｕｓ）、バシルス・ツリンギエンシス・亜種・アイザワイ（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉｅｓ　ａｉｚａｗａｉ
）、バシルス・ツリンギエンシス・亜種・クルスタキ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎ
ｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉｅｓ　ｋｕｒｓｔａｋｉ）、バシルス・ツリンギエン
シス・亜種・テネブリオニス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂ
ｓｐｅｃｉｅｓ　ｔｅｎｅｂｒｉｏｎｉｓ）、及び、ＢＴ植物タンパク質、例えば、Ｃｒ
ｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆａ、Ｃｒｙ２Ａｂ、ｍＣｒｙ３Ａ、Ｃｒｙ３Ａｂ、
Ｃｒｙ３Ｂｂ、Ｃｒｙ３４／３５Ａｂ１；
　（Ｉ１６）　脂肪酸合成の阻害薬
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　（ａ）　テトロン酸系の群、例えば、スピロジクロフェン、スピロメシフェン；
　（ｂ）　テトラミン酸系の類、例えば、スピロテトラマト、シス－３－（２，５－ジメ
チルフェニル）－４－ヒドロキシ－８－メトキシ－１－アザスピロ［４．５］デカ－３－
エン－２－オン；
　（Ｉ１７）　オクトパミン作用薬、例えば、アミトラズ；
　（Ｉ１８）　マグネシウム刺激ＡＴＰアーゼの阻害薬、例えば、プロパルギット；
　（Ｉ１９）　ネライストキシン類似体、例えば、チオシクラムシュウ酸水素塩（ｔｈｉ
ｏｃｙｃｌａｍ　ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ｏｘａｌａｔｅ）、チオスルタップ－ナトリウム（
ｔｈｉｏｓｕｌｔａｐ－ｓｏｄｉｕｍ）；
　（Ｉ２０）　リアノジン受容体作動薬
　（ａ）　ベンゼンジカルボキサミド系の群、例えば、フルベンジアミド；
　（ｂ）　アントラニルアミド系の群、例えば、リナキシピル（３－ブロモ－Ｎ－｛４－
クロロ－２－メチル－６－［（メチルアミノ）カルボニル］フェニル｝－１－（３－クロ
ロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド）、シアジピル（ｃｙ
ａｚｙｐｙｒ）（ＩＳＯ提案）（３－ブロモ－Ｎ－｛４－シアノ－２－メチル－６－［（
メチルアミノ）カルボニル］フェニル｝－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ
－ピラゾール－５－カルボキサミド）（ＷＯ　２００４０６７５２８から既知）、及び、
３－ブロモ－Ｎ－｛２－ブロモ－４－クロロ－６－［（１－シクロプロピルエチル）カル
バモイル］フェニル｝－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５
－カルボキサミド（ＷＯ　２００５／０７７９３４から既知）、又は、２－［３，５－ジ
ブロモ－２－（｛［３－ブロモ－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－５－イル］カルボニル｝アミノ）ベンゾイル］－１，２－ジメチルヒドラジンカル
ボン酸メチル（ＷＯ　２００７／０４３６７７から既知）；
　（Ｉ２１）　生物学的薬剤、ホルモン又はフェロモン、例えば、アザジラクチン、バシ
ルス属種（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃ．）、ベアウベリア属種（Ｂｅａｕｖｅｒｉａ　
ｓｐｅｃ．）、コドレモン（ｃｏｄｌｅｍｏｎｅ）、メタリジウム属種（Ｍｅｔａｒｒｈ
ｉｚｉｕｍ　ｓｐｅｃ．）、パエシロマイセス属種（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅ
ｃ．）、チューリンギエンシン（ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｎ）、ベルチシリウム属種（
Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃ．）；
　（Ｉ２２）　作用機序が知られていないか又は特定されていない活性成分
　（ａ）　燻蒸剤、例えば、リン化アルミニウム、臭化メチル、フッ化スルフリル；
　（ｂ）　摂食阻害薬、例えば、氷晶石（ｃｒｙｏｌｉｔｅ）、フロニカミド、ピメトロ
ジン；
　（ｃ）　ダニ成長阻害薬、　例えば、クロフェンテジン、エトキサゾール、ヘキシチア
ゾクス；
　（ｄ）　アミドフルメト、ベンクロチアズ（ｂｅｎｃｌｏｔｈｉａｚ）、ベンゾキシメ
ート、ビフェナゼート、ブロモプロピレート、ブプロフェジン、キノメチオネート、クロ
ルジメホルム、クロロベンジレート、クロロピクリン、クロチアゾベン（ｃｌｏｔｈｉａ
ｚｏｂｅｎ）、シクロプレン（ｃｙｃｌｏｐｒｅｎｅ）、シフルメトフェン、ジシクラニ
ル、フェノキサクリム、フェントリファニル（ｆｅｎｔｒｉｆａｎｉｌ）、フルベンジミ
ン、フルフェネリム、フルテンジン（ｆｌｕｔｅｎｚｉｎ）、ゴシプルレ（ｇｏｓｓｙｐ
ｌｕｒｅ）、ヒドラメチルノン、ジャポニルレ（ｊａｐｏｎｉｌｕｒｅ）、メトキサジア
ゾン、石油、ピペロニルブトキシド、オレイン酸カリウム、ピリダリル、スルフルラミド
、テトラジホン、テトラスル、トリアラセン、ベルブチン（ｖｅｒｂｕｔｉｎ）、及び、
以下の既知活性化合物：　４－｛［（６－ブロモピリダ－３－イル）メチル］（２－フル
オロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既
知）、４－｛［（６－フルオロピリダ－３－イル）メチル］（２，２－ジフルオロエチル
）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既知）、４－
｛［（２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル）メチル］（２－フルオロエチル）ア
ミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既知）、４－｛［
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（６－クロロピリダ－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（
５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既知）、４－｛［（６－クロロピリダ
－３－イル）メチル］（２，２－ジフルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン
（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既知）、４－｛［（６－クロロ－５－フルオロピリ
ダ－３－イル）メチル］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７
／１１５６４３から既知）、４－｛［（５，６－ジクロロピリダ－３－イル）メチル］（
２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４
６から既知）、４－｛［（６－クロロ－５－フルオロピリダ－３－イル）メチル］（シク
ロプロピル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４３から既
知）、４－｛［（６－クロロピリダ－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フ
ラン－２（５Ｈ）－オン（ＥＰ　０５３９５８８から既知）、４－｛［（６－クロロピリ
ダ－３－イル）メチル］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＥＰ　０５３９
５８８から既知）、［１－（６－クロロピリジン－３－イル）エチル］（メチル）オキシ
ド－λ４－スルファニリデンシアナミド（ＷＯ　２００７／１４９１３４から既知）及び
そのジアステレオマー｛［（１Ｒ）－１－（６－クロロピリジン－３－イル）エチル］（
メチル）オキシド－λ６－スルファニリデン｝シアナミド及び｛［（１Ｓ）－１－（６－
クロロピリジン－３－イル）エチル］（メチル）オキシド－λ６－スルファニリデン｝シ
アナミド（同様に、ＷＯ　２００７／１４９１３４から既知）及びスルホキサフロール（
ｓｕｌｆｏｘａｆｌｏｒ）（同様に、ＷＯ　２００７／１４９１３４から既知）、１－［
２－フルオロ－４－メチル－５－［（２，２，２－トリフルオロエチル）スルフィニル］
フェニル］－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－５－アミ
ン（ＷＯ　２００６／０４３６３５から既知）、［（３Ｓ，４ａＲ，１２Ｒ，１２ａＳ，
１２ｂＳ）－３－［（シクロプロピルカルボニル）オキシ］－６，１２－ジヒドロキシ－
４，１２ｂ－ジメチル－１１－オキソ－９－（ピリジン－３－イル）－１，３，４，４ａ
，５，６，６ａ，１２，１２ａ，１２ｂ－デカヒドロ－２Ｈ，１１Ｈ－ベンゾ［ｆ］ピラ
ノ［４，３－ｂ］クロメン－４－イル］メチル　シクロプロパン－カルボキシレート（Ｗ
Ｏ　２００６／１２９７１４から既知）、２－シアノ－３－（ジフルオロメトキシ）－Ｎ
，Ｎ－ジメチルベンゼンスルホンアミド（ＷＯ　２００６／０５６４３３から既知）、２
－シアノ－３－（ジフルオロメトキシ）－Ｎ－メチルベンゼンスルホンアミド（ＷＯ　２
００６／１００２８８から既知）、２－シアノ－３－（ジフルオロメトキシ）－Ｎ－エチ
ルベンゼンスルホンアミド（ＷＯ　２００５／０３５４８６から既知）、４－（ジフルオ
ロメトキシ）－Ｎ－エチル－Ｎ－メチル－１，２－ベンゾチアゾール－３－アミン　１，
１－ジオキシド（ＷＯ　２００７／０５７４０７から既知）、Ｎ－［１－（２，３－ジメ
チルフェニル）－２－（３，５－ジメチルフェニル）エチル］－４，５－ジヒドロ－１，
３－チアゾール－２－アミン（ＷＯ　２００８／１０４５０３から既知）、｛１’－［（
２Ｅ）－３－（４－クロロフェニル）プロパ－２－エン－１－イル］－５－フルオロスピ
ロ［インドール－３，４’－ピペリジン］－１（２Ｈ）－イル｝（２－クロロピリジン－
４－イル）メタノン（ＷＯ　２００３１０６４５７から既知）、３－（２，５－ジメチル
フェニル）－４－ヒドロキシ－８－メトキシ－１，８－ジアザスピロ［４．５］デカ－３
－エン－２－オン（ＷＯ　２００９０４９８５１から既知）、３－（２，５－ジメチルフ
ェニル）－８－メトキシ－２－オキソ－１，８－ジアザスピロ［４．５］デカ－３－エン
－４－イル　エチル　カルボネート（ＷＯ　２００９０４９８５１から既知）、４－（ブ
タ－２－イン－１－イルオキシ）－６－（３，５－ジメチルピペリジン－１－イル）－５
－フルオロピリミジン（ＷＯ　２００４０９９１６０から既知）、（２，２，３，３，４
，４，５，５－オクタフルオロペンチル）（３，３，３－トリフルオロプロピル）マロノ
ニトリル（ＷＯ　２００５０６３０９４から既知）、（２，２，３，３，４，４，５，５
－オクタフルオロペンチル）（３，３，４，４，４－ペンタフルオロブチル）マロノニト
リル（ＷＯ　２００５０６３０９４から既知）、８－［２－（シクロプロピルメトキシ）
－４－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－３－［６－（トリフルオロメチル）ピリダ
ジン－３－イル］－３－アザビシクロ［３．２．１］オクタン（ＷＯ　２００７０４０２
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８０／２８２から既知）、２－エチル－７－メトキシ－３－メチル－６－［（２，２，３
，３－テトラフルオロ－２，３－ジヒドロ－１，４－ベンゾジオキシン－６－イル）オキ
シ］キノリン－４－イル　メチル　カルボネート（ＪＰ　２００８１１０９５３から既知
）、２－エチル－７－メトキシ－３－メチル－６－［（２，２，３，３－テトラフルオロ
－２，３－ジヒドロ－１，４－ベンゾジオキシン－６－イル）オキシ］キノリン－４－イ
ル　アセテート（ＪＰ　２００８１１０９５３から既知）、ＰＦ１３６４（Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　Ａｂｓｔｒａｃｔｓ　Ｎｏ．　１２０４７７６－６０－２、ＪＰ　２０１００１８
５８６から既知）、５－［５－（３，５－ジクロロフェニル）－５－（トリフルオロメチ
ル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル］－２－（１Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－１－イル）ベンゾニトリル（ＷＯ　２００７０７５４５９から既知）、
５－［５－（２－クロロピリジン－４－イル）－５－（トリフルオロメチル）－４，５－
ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル］－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール
－１－イル）ベンゾニトリル（ＷＯ　２００７０７５４５９から既知）、４－［５－（３
，５－ジクロロフェニル）－５－（トリフルオロメチル）－４，５－ジヒドロ－１，２－
オキサゾール－３－イル］－２－メチル－Ｎ－｛２－オキソ－２－［（２，２，２－トリ
フルオロエチル）アミノ］エチル｝ベンズアミド（ＷＯ　２００５０８５２１６から既知
）。
【０６０７】
　薬害軽減剤は、好ましくは、以下のものからなる群から選択される。
【０６０８】
　（Ｓ１）　式（Ｓ１）
【０６０９】
【化８】

〔式中、記号及び添え字は、それぞれ、以下のように定義される：
　ｎＡは、０～５の自然数、好ましくは、０～３の自然数であり；
　ＲＡ

１は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、ニト
ロ又は（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルであり；
　ＷＡは、Ｎ又はＯのタイプの１～３個の環ヘテロ原子を有する部分的不飽和又は芳香族
の５員ヘテロ環からなる群から選択される置換されていないか又は置換されている二価ヘ
テロ環式ラジカル（ここで、該環中には、少なくとも１個の窒素原子及び最大で１個の酸
素原子が存在している）であり、好ましくは、（ＷＡ

１）～（ＷＡ
４）

【０６１０】

【化９】

からなる群から選択されるラジカルであり；
　ｍＡは、０又は１であり；
　ＲＡ

２は、ＯＲＡ
３、ＳＲＡ

３若しくはＮＲＡ
３ＲＡ

４であるか、又は、少なくとも１
個の窒素原子と最大で３個までのヘテロ原子（好ましくは、Ｏ及びＳからなる群から選択
されるヘテロ原子）を有する飽和又は不飽和の３～７員のヘテロ環（ここで、該ヘテロ環
は、窒素原子を介して（Ｓ１）内のカルボニル基に結合しており、そして、該ヘテロ環は
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、置換されていないか、又は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ
若しくは置換されていてもよいフェニルからなる群から選択されるラジカルで置換されて
いる）であり、好ましくは、式ＯＲＡ

３、式ＮＨＲＡ
４又は式Ｎ（ＣＨ３）２で表される

ラジカルであり、特に、式ＯＲＡ
３で表されるラジカルであり；

　ＲＡ
３は、水素であるか、又は、置換されていないか若しくは置換されている（好まし

くは、合計で１～１８個の炭素原子を有する）脂肪族ヒドロカルビルラジカルであり；
　ＲＡ

４は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシであるか、
又は、置換されているか若しくは置換されていないフェニルであり；
　ＲＡ

５は、Ｈ、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ８）－ハロアルキル、（Ｃ１－
Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、シアノ又はＣＯＯＲＡ

９（ここで、Ｒ

Ａ
９は、水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ８）－ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ

４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ヒドロキシアルキル、
（Ｃ３－Ｃ１２）－シクロアルキル又はトリ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルシリルである）
であり；
　ＲＡ

６、ＲＡ
７、ＲＡ

８は、同一であるか又は異なっていて、そして、それぞれ、水素
、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ８）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ１２）－シク
ロアルキルであるか、又は、置換されているか若しくは置換されていないフェニルである
〕
で表される化合物；
好ましくは：
（ａ）　ジクロロフェニルピラゾリン－３－カルボン酸のタイプの化合物（Ｓ１ａ）、好
ましくは、以下のような化合物：１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－（エトキシカ
ルボニル）－５－メチル－２－ピラゾリン－３－カルボン酸、１－（２，４－ジクロロフ
ェニル）－５－（エトキシカルボニル）－５－メチル－２－ピラゾリン－３－カルボン酸
エチル（Ｓ１－１）（「メフェンピル－ジエチル」）及び関連化合物（これらは、ＷＯ－
Ａ－９１／０７８７４に記載されている）；
（ｂ）　ジクロロフェニルピラゾールカルボン酸の誘導体（Ｓ１ｂ）、好ましくは、以下
のような化合物：１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－メチルピラゾール－３－カル
ボン酸エチル（Ｓ１－２）、１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－イソプロピルピラ
ゾール－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－３）、１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－
（１，１－ジメチルエチル）ピラゾール－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－４）及び関連化
合物（これらは、ＥＰ－Ａ－３３３１３１及びＥＰ－Ａ－２６９８０６に記載されている
）；
（ｃ）　１，５－ジフェニルピラゾール－３－カルボン酸の誘導体（Ｓ１ｃ）、好ましく
は、以下のような化合物：１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－フェニルピラゾール
－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－５）、１－（２－クロロフェニル）－５－フェニルピラ
ゾール－３－カルボン酸メチル（Ｓ１－６）及び関連化合物（これらは、例えば、ＥＰ－
Ａ－２６８５５４に記載されている）；
（ｄ）　トリアゾールカルボン酸のタイプの化合物（Ｓ１ｄ）、好ましくは、以下のよう
な化合物：フェンクロラゾール（－エチルエステル）、即ち、１－（２，４－ジクロロフ
ェニル）－５－トリクロロメチル－（１Ｈ）－１，２，４－トリアゾール－３－カルボン
酸エチル（Ｓ１－７）及び関連化合物（これらは、ＥＰ－Ａ－１７４５６２及びＥＰ－Ａ
－３４６６２０に記載されている）；
（ｅ）　５－ベンジル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸、５－フェニル－２－イ
ソオキサゾリン－３－カルボン酸又は５，５－ジフェニル－２－イソオキサゾリン－３－
カルボン酸のタイプの化合物（Ｓ１ｅ）、好ましくは、以下のような化合物：５－（２，
４－ジクロロベンジル）－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－８）若
しくは５－フェニル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－９）及び関
連化合物（これらは、ＷＯ－Ａ－９１／０８２０２に記載されている）、又は、５，５－
ジフェニル－２－イソオキサゾリンカルボン酸（Ｓ１－１０）若しくは５，５－ジフェニ
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ル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－１１）（「イソキサジフェン
－エチル」）若しくは５，５－ジフェニル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸ｎ－
プロピル（Ｓ１－１２）若しくは５－（４－フルオロフェニル）－５－フェニル－２－イ
ソオキサゾリン－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－１３）（これらは、特許出願ＷＯ－Ａ－
９５／０７８９７に記載されている）。
【０６１１】
　（Ｓ２）　式（Ｓ２）
【０６１２】
【化１０】

〔式中、記号及び添え字は、それぞれ、以下のように定義される：
　ＲＢ

１は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、ニト
ロ又は（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルであり；
　ｎＢは、０～５の自然数、好ましくは、０～３の自然数であり；
　ＲＢ

２は、ＯＲＢ
３、ＳＲＢ

３若しくはＮＲＢ
３ＲＢ

４であるか、又は、少なくとも１
個の窒素原子と最大で３個までのヘテロ原子（好ましくは、Ｏ及びＳからなる群から選択
されるヘテロ原子）を有する飽和又は不飽和の３～７員のヘテロ環（ここで、該ヘテロ環
は、窒素原子を介して（Ｓ２）内のカルボニル基に結合しており、そして、該ヘテロ環は
、置換されていないか、又は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ
若しくは置換されていてもよいフェニルからなる群から選択されるラジカルで置換されて
いる）であり、好ましくは、式ＯＲＢ

３、式ＮＨＲＢ
４又は式Ｎ（ＣＨ３）２で表される

ラジカルであり、特に、式ＯＲＢ
３で表されるラジカルであり；

　ＲＢ
３は、水素であるか、又は、置換されていないか若しくは置換されている（好まし

くは、合計で１～１８個の炭素原子を有する）脂肪族ヒドロカルビルラジカルであり；
　ＲＢ

４は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシであるか、
又は、置換されているか若しくは置換されていないフェニルであり；
　ＴＢは、（Ｃ１－、又は、Ｃ２）－アルカンジイル鎖（ここで、該アルカンジイル鎖は
、置換されていないか、又は、１若しくは２の（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルラジカルで置換
されているか、又は、［（Ｃ１－Ｃ３）－アルコキシ］カルボニルで置換されている）で
ある〕
で表されるキノリン誘導体；
好ましくは：
（ａ）　８－キノリンオキシ酢酸のタイプの化合物（Ｓ２ａ）、好ましくは、（５－クロ
ロ－８－キノリンオキシ）酢酸１－メチルヘキシル（「クロキントセット－メキシル」）
（Ｓ２－１）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸１，３－ジメチル－ブタ－１－
イル（Ｓ２－２）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸４－アリルオキシブチル（
Ｓ２－３）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸１－アリルオキシプロパ－２－イ
ル（Ｓ２－４）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸エチル（Ｓ２－５）、（５－
クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸メチル（Ｓ２－６）、（５－クロロ－８－キノリンオ
キシ）酢酸アリル（Ｓ２－７）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸２－（２－プ
ロピリデンイミノオキシ）－１－エチル（Ｓ２－８）、（５－クロロ－８－キノリンオキ
シ）酢酸２－オキソ－プロパ－１－イル（Ｓ２－９）及び関連化合物（これらは、ＥＰ－
Ａ－８６７５０、ＥＰ－Ａ－９４３４９及びＥＰ－Ａ－１９１７３６又はＥＰ－Ａ－０４
９２３６６に記載されている）、並びに、さらに、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）
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酢酸（Ｓ２－１０）、その水和物及び塩、例えば、そのリチウム塩、ナトリウム塩、カリ
ウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、アルミニウム塩、鉄塩、アンモニウム塩、第四
級アンモニウム塩、スルホニウム塩又はホスホニウム塩（これらは、ＷＯ－Ａ－２００２
／３４０４８記載されている）；
（ｂ）　（５－クロロ－８－キノリンオキシ）マロン酸のタイプの化合物（Ｓ２ｂ）、好
ましくは、以下のような化合物：（５－クロロ－８－キノリンオキシ）マロン酸ジエチル
、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）マロン酸ジアリル、（５－クロロ－８－キノリン
オキシ）マロン酸メチルエチル及び関連化合物（これらは、ＥＰ－Ａ－０　５８２１９８
に記載されている）。
【０６１３】
　（Ｓ３）　式（Ｓ３）
【０６１４】
【化１１】

〔式中、記号及び添え字は、それぞれ、以下のように定義される：
　ＲＣ

１は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ２－Ｃ４

）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ４）－ハロアルケニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキルで
あり、好ましくは、ジクロロメチルであり；
　ＲＣ

２、ＲＣ
３は、同一であるか若しくは異なっていて、そして、それぞれ、水素、（

Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルキニル、
（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－ハロアルケニル、（Ｃ１－Ｃ４）－ア
ルキルカルバモイル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニルカルバモ
イル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アル
キル、ジオキソラニル－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、チアゾリル、フリル、フリルアルキ
ル、チエニル、ピペリジルであるか、又は、置換されているか若しくは置換されていない
フェニルであるか、又は、ＲＣ

２とＲＣ
３は一緒に、置換されているか若しくは置換され

ていないヘテロ環式環（好ましくは、オキサゾリジン環、チアゾリジン環、ピペリジン環
、モルホリン環、ヘキサヒドロピリミジン環又はベンゾオキサジン環）を形成している〕
で表される化合物；
好ましくは：
　発生前薬害軽減剤（土壌作用性薬害軽減剤）としてしばしば使用されるジクロロアセト
アミドのタイプの活性成分、例えば、「ジクロルミド」（Ｎ，Ｎ－ジアリル－２，２－ジ
クロロアセトアミド）（Ｓ３－１）、「Ｒ－２９１４８」（３－ジクロロアセチル－２，
２，５－トリメチル－１，３－オキサゾリジン）〔供給元：Ｓｔａｕｆｆｅｒ〕（Ｓ３－
２）、「Ｒ－２８７２５」（３－ジクロロアセチル－２，２－ジメチル－１，３－オキサ
ゾリジン）〔供給元：Ｓｔａｕｆｆｅｒ〕（Ｓ３－３）、「ベノキサコール」（４－ジク
ロロアセチル－３，４－ジヒドロ－３－メチル－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン）（Ｓ
３－４）、「ＰＰＧ－１２９２」（Ｎ－アリル－Ｎ－［（１，３－ジオキソラン－２－イ
ル）メチル］ジクロロアセトアミド）〔供給元：ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ〕（Ｓ３
－５）、「ＤＫＡ－２４」（Ｎ－アリル－Ｎ－［（アリルアミノカルボニル）メチル］ジ
クロロアセトアミド）〔供給元：Ｓａｇｒｏ－Ｃｈｅｍ〕（Ｓ３－６）、「ＡＤ－６７」
又は「ＭＯＮ　４６６０」（３－ジクロロアセチル－１－オキサ－３－アザスピロ［４，
５］デカン）〔供給元：Ｎｉｔｒｏｋｅｍｉａ、又は、Ｍｏｎｓａｎｔｏ〕（Ｓ３－７）
、「ＴＩ－３５」（１－ジクロロアセチルアゼパン）〔供給元：ＴＲＩ－Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　ＲＴ〕（Ｓ３－８）、「ジクロノン（ｄｉｃｌｏｎｏｎ）」（ジシクロノン）又は「
ＢＡＳ　１４５１３８」又は「ＬＡＢ　１４５１３８」（Ｓ３－９）（（ＲＳ）－１－ジ
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クロロアセチル－３，３，８ａ－トリメチルペルヒドロピロロ［１，２－ａ］ピリミジン
－６－オン）〔供給元：ＢＡＳＦ〕、「フリラゾール」又は「ＭＯＮ　１３９００」（（
ＲＳ）－３－ジクロロアセチル－５－（２－フリル）－２，２－ジメチルオキサゾリジン
）（Ｓ３－１０）及びその（Ｒ）－異性体（Ｓ３－１１）。
【０６１５】
　（Ｓ４）　式（Ｓ４）
【０６１６】
【化１２】

〔式中、記号及び添え字は、それぞれ、以下のように定義される：
　ＸＤは、ＣＨ又はＮであり；
　ＲＤ

１は、ＣＯ－ＮＲＤ
５ＲＤ

６又はＮＨＣＯ－ＲＤ
７であり；

　ＲＤ
２は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキ

シ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニル又は（Ｃ１－Ｃ４）－ア
ルキルカルボニルであり；
　ＲＤ

３は、水素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニル又は（Ｃ２

－Ｃ４）－アルキニルであり；
　ＲＤ

４は、ハロゲン、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアル
キル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、フェニル、
（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、シアノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アル
コキシカルボニル又は（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルであり；
　ＲＤ

５は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ

２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル、（Ｃ５－Ｃ６）－シクロアルケ
ニル、フェニル又は３～６員のヘテロ環（ここで、該ヘテロ環は、窒素、酸素及び硫黄か
らなる群から選択されるｖＤ個のヘテロ原子を含んでいる）であり（ここで、後方に挙げ
られている７つのラジカルは、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）
－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ２）－アルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ２）－アルキル
スルホニル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニル
、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニル及びフェニルからなる群から選択される、また、
環式ラジカルの場合には、さらに、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル及び（Ｃ１－Ｃ４）－ハロ
アルキルからなる群からも選択される、ｖＤの置換基で置換されている）；
　ＲＤ

６は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル又は（Ｃ２

－Ｃ６）－アルキニルであり（ここで、後方に挙げられている３つのラジカルは、ハロゲ
ン、ヒドロキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ及び（Ｃ１－
Ｃ４）－アルキルチオからなる群から選択されるｖＤのラジカルで置換されている）；又
は、
　ＲＤ

５とＲＤ
６は、それらを有している窒素原子と一緒に、ピロリジニルラジカル又は

ピペリジニルラジカルを形成しており；
　ＲＤ

７は、水素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル又は（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルであり（ここで、
後方に挙げられている２つのラジカルは、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ

１－Ｃ６）－ハロアルコキシ及び（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオからなる群から選択され
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４）－ハロアルキルからなる群からも選択される、ｖＤの置換基で置換されている）；
　ｎＤは、０、１又は２であり；
　ｍＤは、１又は２であり；
　ｖＤは、０、１、２又は３である〕
で表されるＮ－アシルスルホンアミド類及びそれらの塩；
これらの中で、例えば、ＷＯ－Ａ－９７／４５０１６から知られている、例えば、下記式
（Ｓ４ａ）
【０６１７】
【化１３】

〔式中、
　ＲＤ

７は、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル又は（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルであり（こ
こで、後方に挙げられている２つのラジカルは、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ
、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキシ及び（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオからなる群から選
択される、また、環式ラジカルの場合には、さらに、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル及び（Ｃ

１－Ｃ４）－ハロアルキルからなる群からも選択される、ｖＤの置換基で置換されている
）；
　ＲＤ

４は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ又はＣ
Ｆ３であり；
　ｍＤは、１又は２であり；
　ｖＤは、０、１、２又は３である〕
で表されるＮ－アシルスルホンアミドのタイプの化合物が好ましく、さらに、例えば、Ｗ
Ｏ－Ａ－９９／１６７４４から知られている、例えば、下記式（Ｓ４ｂ）
【０６１８】

【化１４】

で表されるアシルスルファモイルベンズアミド類、例えば、上記式において、
　ＲＤ

５＝シクロプロピル、且つ、（ＲＤ
４）＝２－ＯＭｅ（「シプロスルファミド」、

Ｓ４－１）；
　ＲＤ

５＝シクロプロピル、且つ、（ＲＤ
４）＝５－Ｃｌ－２－ＯＭｅ（Ｓ４－２）；

　ＲＤ
５＝エチル、且つ、（ＲＤ

４）＝２－ＯＭｅ（Ｓ４－３）；
　ＲＤ

５＝イソプロピル、且つ、（ＲＤ
４）＝５－Ｃｌ－２－ＯＭｅ（Ｓ４－４）；及び

、
　ＲＤ

５＝イソプロピル、且つ、（ＲＤ
４）＝２－ＯＭｅ（Ｓ４－５）；

であるものなども好ましく、さらに、例えば、ＥＰ－Ａ－３６５４８４から知られている
、下記式（Ｓ４ｃ）
【０６１９】
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【化１５】

〔式中、
　ＲＤ

８及びＲＤ
９は、それぞれ独立して、水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ３－

Ｃ８）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－アルケニル又は（Ｃ３－Ｃ６）－アルキニル
であり；
　ＲＤ

４は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ又はＣ
Ｆ３であり；，
　ｍＤは、１又は２である〕
で表されるＮ－アシルスルファモイルフェニル尿素のタイプの化合物、例えば、
　１－［４－（Ｎ－２－メトキシベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３－メチル尿
素；
　１－［４－（Ｎ－２－メトキシベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３，３－ジメ
チル尿素；
　１－［４－（Ｎ－４，５－ジメチルベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３－メチ
ル尿素；
なども好ましい。
【０６２０】
　（Ｓ５）　ヒドロキシ芳香族類及び芳香族－脂肪族カルボン酸誘導体の類から選択され
る活性成分（Ｓ５）、例えば、３，４，５－トリアセトキシ安息香酸エチル、３，５－ジ
メトキシ－４－ヒドロキシ安息香酸、３，５－ジヒドロキシ安息香酸、４－ヒドロキシサ
リチル酸、４－フルオロサリチル酸、２－ヒドロキシケイ皮酸、２，４－ジクロロケイ皮
酸（これらは、ＷＯ－Ａ－２００４／０８４６３１、ＷＯ－Ａ－２００５／０１５９９４
、ＷＯ－Ａ－２００５／０１６００１に記載されている）。
【０６２１】
　（Ｓ６）　１，２－ジヒドロキノキサリン－２－オン類の類から選択される活性成分（
Ｓ６）、例えば、１－メチル－３－（２－チエニル）－１，２－ジヒドロキノキサリン－
２－オン、１－メチル－３－（２－チエニル）－１，２－ジヒドロキノキサリン－２－チ
オン、１－（２－アミノエチル）－３－（２－チエニル）－１，２－ジヒドロキノキサリ
ン－２－オン塩酸塩、１－（２－メチルスルホニルアミノエチル）－３－（２－チエニル
）－１，２－ジヒドロキノキサリン－２－オン（これらは、ＷＯ－Ａ－２００５／１１２
６３０に記載されている）。
【０６２２】
　（Ｓ７）　式（Ｓ７）（これは、ＷＯ－Ａ－１９９８／３８８５６に記載されている）
【０６２３】
【化１６】

〔式中、記号及び添え字は、それぞれ、以下のように定義される：
　ＲＥ

１、ＲＥ
２は、それぞれ独立して、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１
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－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミ
ノ、ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ又はニトロであり；
　ＡＥは、ＣＯＯＲＥ

３又はＣＯＳＲＥ
４であり；

　ＲＥ
３、ＲＥ

４は、それぞれ独立して、水素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ

６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルキニル、シアノアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハ
ロアルキル、フェニル、ニトロフェニル、ベンジル、ハロベンジル、ピリジニルアルキル
及びアルキルアンモニウムであり；
　ｎＥ

１は、０又は１であり；
　ｎＥ

２、ｎＥ
３は、それぞれ独立して、０、１又は２である〕

で表される化合物；
好ましくは：
　ジフェニルメトキシ酢酸、ジフェニルメトキシ酢酸エチル、ジフェニルメトキシ酢酸メ
チル（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．：４１８５８－１９－９）（Ｓ７－１）。
【０６２４】
　（Ｓ８）　式（Ｓ８）（これは、ＷＯ－Ａ－９８／２７０４９に記載されている）
【０６２５】
【化１７】

〔式中、
　ＸＦは、ＣＨ又はＮであり；
　ｎＦは、ＸＦ＝Ｎである場合、０～４の整数であり；及び、
　ｎＦは、ＸＦ＝ＣＨである場合、０～５の整数であり；
　ＲＦ

１は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（
Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカ
ルボニル、置換されていてもよいフェニル又は置換されていてもよいフェノキシであり；
　ＲＦ

２は、水素又は（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルであり；
　ＲＦ

３は、水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニル、（Ｃ２－
Ｃ４）－アルキニル又はアリール（ここで、上記炭素含有ラジカルは、それぞれ、置換さ
れていないか、又は、ハロゲン及びアルコキシからなる群から選択される１以上の（好ま
しくは、最大で３までの）同一であるか若しくは異なっているラジカルで置換されている
）である〕
で表される化合物又はその塩；
好ましくは、上記式中、
　ＸＦが、ＣＨであり；
　ｎＦが、０～２の整数であり；
　ＲＦ

１が、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（
Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ又は（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシであり；
　ＲＦ

２が、水素又は（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルであり；
　ＲＦ

３が、水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニル、（Ｃ２－
Ｃ４）－アルキニル又はアリール（ここで、上記炭素含有ラジカルは、それぞれ、置換さ
れていないか、又は、ハロゲン及びアルコキシからなる群から選択される１以上の（好ま
しくは、最大で３までの）同一であるか若しくは異なっているラジカルで置換されている
）である；
化合物又はその塩。
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【０６２６】
　（Ｓ９）　３－（５－テトラゾリルカルボニル）－２－キノロン類の類から選択される
活性成分（Ｓ９）、例えば、１，２－ジヒドロ－４－ヒドロキシ－１－エチル－３－（５
－テトラゾリルカルボニル）－２－キノロン（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．：２１９４７９
－１８－２）、１，２－ジヒドロ－４－ヒドロキシ－１－メチル－３－（５－テトラゾリ
ルカルボニル）－２－キノロン（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．：９５８５５－００－８）（
これらは、ＷＯ－Ａ－１９９９／００００２０に記載されている）。
【０６２７】
　（Ｓ１０）　式（Ｓ１０ａ）又は式（Ｓ１０ｂ）（これらは、ＷＯ－Ａ－２００７／０
２３７１９０及びＷＯ－Ａ－２００７／０２３７６４に記載されている）
【０６２８】
【化１８】

〔式中、
　ＲＧ

１は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、メトキシ、ニトロ、シアノ、ＣＦ３

又はＯＣＦ３であり；
　ＹＧ、ＺＧは、それぞれ独立して、Ｏ又はＳであり；
　ｎＧは、０～４の整数であり；
　ＲＧ

２は、（Ｃ１－Ｃ１６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ３－Ｃ６

）－シクロアルキル、アリール、ベンジル又はハロベンジルであり；
　ＲＧ

３は、水素又は（Ｃ１－Ｃ６）－アルキルである〕
で表される化合物。
【０６２９】
　（Ｓ１１）　オキシイミノ化合物のタイプの活性成分（Ｓ１１）（これは、種子粉衣組
成物として知られている）、例えば、
　「オキサベトリニル」（（Ｚ）－１，３－ジオキソラン－２－イルメトキシイミノ（フ
ェニル）アセトニトリル）（Ｓ１１－１）（これは、メトラクロールによる損傷に対する
アワ／ソルガム用の種子粉衣薬害軽減剤として知られている）；
　「フルキソフェニム」（１－（４－クロロフェニル）－２，２，２－トリフルオロ－１
－エタノン　Ｏ－（１，３－ジオキソラン－２－イルメチル）オキシム）（Ｓ１１－２）
（これは、メトラクロールによる損傷に対するアワ／ソルガム用の種子粉衣薬害軽減剤と
して知られている）；及び、
　「シオメトリニル」又は「ＣＧＡ－４３０８９」（（Ｚ）－シアノメトキシイミノ（フ
ェニル）アセトニトリル）（Ｓ１１－３）（これは、メトラクロールによる損傷に対する
アワ／ソルガム用の種子粉衣薬害軽減剤として知られている）。
【０６３０】
　（Ｓ１２）　イソチオクロマノン類の類から選択される活性成分（Ｓ１２）、例えば、
［（３－オキソ－１Ｈ－２－ベンゾチオピラン－４（３Ｈ）－イリデン）メトキシ］酢酸
メチル（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．：２０５１２１－０４－６）（Ｓ１２－１）及び関連
化合物（ＷＯ－Ａ－１９９８／１３３６１）。
【０６３１】
　（Ｓ１３）　以下の群から選択される１種類以上の化合物（Ｓ１３）：
　「ナフタル酸無水物」（１，８－ナフタレンジカルボン酸無水物）（Ｓ１３－１）（こ
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剤として知られている）；
　「フェンクロリム」（４，６－ジクロロ－２－フェニルピリミジン）（Ｓ１３－２）（
これは、播種されたイネにおいてプレチラクロールに対する薬害軽減剤として知られてい
る）；
　「フルラゾール」（２－クロロ－４－トリフルオロメチル－１，３－チアゾール－５－
カルボン酸ベンジル）（Ｓ１３－３）（これは、アラクロール及びメトラクロールによる
損傷に対するアワ／ソルガム用の種子粉衣薬害軽減剤として知られている）；
　「ＣＬ－３０４４１５」（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．：３１５４１－５７－８）（４－
カルボキシ－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１－ベンゾピラン－４－酢酸）（Ｓ１３－４）〔
供給元：Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｙａｎａｍｉｄ〕（これは、イミダゾリノン類による損傷
に対するトウモロコシ用の薬害軽減剤として知られている）；
　「ＭＧ－１９１」（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．：９６４２０－７２－３）（２－ジクロ
ロメチル－２－メチル－１，３－ジオキソラン）（Ｓ１３－５）〔供給元：Ｎｉｔｒｏｋ
ｅｍｉａ〕（これは、トウモロコシ用の薬害軽減剤として知られている）；
　「ＭＧ－８３８」（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．：１３３９９３－７４－５）（２－プロ
ペニル　１－オキサ－４－アザスピロ［４．５］デカン－４－カルボジチオエート）（Ｓ
１３－６）〔供給元：Ｎｉｔｒｏｋｅｍｉａ〕；
　「ジスルホトン」（Ｏ，Ｏ－ジエチル　Ｓ－２－エチルチオエチル　ホスホロジチオエ
ート）（Ｓ１３－７）；
　「ジエトレート（ｄｉｅｔｈｏｌａｔｅ）」（Ｏ，Ｏ－ジエチル　Ｏ－フェニルホスホ
ロチオエート）（Ｓ１３－８）；
　「メフェネート（ｍｅｐｈｅｎａｔｅ）」（メチルカルバミン酸４－クロロフェニル）
（Ｓ１３－９）。
【０６３２】
　（Ｓ１４）　有害な植物に対する除草効果に加えてイネなどの作物植物に対する薬害軽
減効果も有している活性成分、例えば、
　「ジメピレート」又は「ＭＹ－９３」（Ｓ－１－メチル－１－フェニルエチルピペリジ
ン－１－カルボチオエート）（これは、除草剤モリネートによる損傷に対するイネ用の薬
害軽減剤として知られている）；
　「ダイムロン」又は「ＳＫ　２３」（１－（１－メチル－１－フェニルエチル）－３－
ｐ－トリル尿素）（これは、除草剤イマゾスルフロンによる損傷に対するイネ用の薬害軽
減剤として知られている）；
　「クミルロン」＝「ＪＣ－９４０」（３－（２－クロロフェニルメチル）－１－（１－
メチル－１－フェニルエチル）尿素；ＪＰ－Ａ－６００８７２５４を参照されたい）（こ
れは、ある種の除草剤による損傷に対するイネ用の薬害軽減剤として知られている）；
　「メトキシフェノン」又は「ＮＫ　０４９」（３，３’－ジメチル－４－メトキシベン
ゾフェノン）（これは、ある種の除草剤による損傷に対するイネ用の薬害軽減剤として知
られている）；
　「ＣＳＢ」（１－ブロモ－４－（クロロメチルスルホニル）ベンゼン）〔供給元：Ｋｕ
ｍｉａｉ〕（ＣＡＳ　Ｒｅｇ．　Ｎｏ．　５４０９１－０６－４）（これは、イネにおけ
るある種の除草剤による損傷に対する薬害軽減剤として知られている）。
【０６３３】
　（Ｓ１５）　式（Ｓ１５）（これは、ＷＯ－Ａ－２００８／１３１８６１及びＷＯ－Ａ
－２００８／１３１８６０に記載されている）
【０６３４】
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【化１９】

〔式中、
　ＲＨ

１は、（Ｃ１－Ｃ６）ハロアルキルラジカルであり；及び、
　ＲＨ

２は、水素又はハロゲンであり；及び
　ＲＨ

３、ＲＨ
４は、それぞれ独立して、水素、（Ｃ１－Ｃ１６）－アルキル、（Ｃ２－

Ｃ１６）－アルケニル若しくは（Ｃ２－Ｃ１６）－アルキニルである（ここで、後方に挙
げられている３つのラジカルは、それぞれ、置換されていないか、又は、ハロゲン、ヒド
ロキシ、シアノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ

１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ジ［（Ｃ１－Ｃ４）－ア
ルキル］アミノ、［（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ］カルボニル、［（Ｃ１－Ｃ４）－ハロ
アルコキシ］カルボニル、置換されていないか若しくは置換されている（Ｃ３－Ｃ６）－
シクロアルキル、置換されていないか若しくは置換されているフェニル及び置換されてい
ないか若しくは置換されているヘテロシクリルからなる群から選択される１以上のラジカ
ルで置換されている）か、又は、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ４－Ｃ６）－シ
クロアルケニル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル（ここで、該シクロアルキルは、当該
環の１辺において４～６員の飽和又は不飽和の炭素環式環に縮合している）若しくは（Ｃ

４－Ｃ６）－シクロアルケニル（ここで、該シクロアルケニルは、当該環の１辺において
４～６員の飽和又は不飽和の炭素環式環に縮合している）であり（ここで、後方に挙げら
れている４つのラジカルは、それぞれ、置換されていないか、又は、ハロゲン、ヒドロキ
シ、シアノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（
Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ジ［（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル］アミノ、［（Ｃ１－Ｃ

４）－アルコキシ］カルボニル、［（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ］カルボニル、置換
されていないか若しくは置換されている（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、置換されてい
ないか若しくは置換されているフェニル及び置換されていないか若しくは置換されている
ヘテロシクリルからなる群から選択される１以上のラジカルで置換されている）；
又は、
　ＲＨ

３は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニルオキシ、（Ｃ２

－Ｃ６）－アルキニルオキシ又は（Ｃ２－Ｃ４）－ハロアルコキシであり；及び、
　ＲＨ

４は、水素又は（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルであり；又は、
　ＲＨ

３とＲＨ
４は、直接結合している窒素原子と一緒に、４～８員のヘテロ環式環（こ

こで、該ヘテロ環式環は、当該窒素原子に加えて、さらなる環ヘテロ原子（好ましくは、
Ｎ、Ｏ及びＳからなる群から選択される最大で２個までのさらなる環ヘテロ原子）も含む
ことができ、また、該ヘテロ環式環は、置換されていないか、又は、ハロゲン、シアノ、
ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－
アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ及び（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオからな
る群から選択される１以上のラジカルで置換されている）を形成する〕
で表される化合物又はその互変異性体。
【０６３５】
　（Ｓ１６）　主に除草剤として使用されるが作物植物に対する薬害軽減効果も有してい
る活性成分、例えば、
　（２，４－ジクロロフェノキシ）酢酸（２，４－Ｄ）；
　（４－クロロフェノキシ）酢酸；
　（Ｒ，Ｓ）－２－（４－クロロ－ｏ－トリルオキシ）プロピオン酸（メコプロップ）；
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　４－（２，４－ジクロロフェノキシ）酪酸（２，４－ＤＢ）；
　（４－クロロ－ｏ－トリルオキシ）酢酸（ＭＣＰＡ）；
　４－（４－クロロ－ｏ－トリルオキシ）酪酸；
　４－（４－クロロフェノキシ）酪酸；
　３，６－ジクロロ－２－メトキシ安息香酸（ジカンバ）；
　３，６－ジクロロ－２－メトキシ安息香酸１－（エトキシカルボニル）エチル（ラクチ
ジクロール－エチル（ｌａｃｔｉｄｉｃｈｌｏｒ－ｅｔｈｙｌ））。
【０６３６】
　植物の成熟に影響を与える物質：
　混合製剤又はタンクミックスの中で式（Ｉ）で表される化合物に対して使用可能な組合
せ相手剤は、例えば、「Ｂｉｏｔｅｃｈｎ．　Ａｄｖ．　２００６，　２４，　３５７－
３６７；　Ｂｏｔ．　Ｂｕｌｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｉｎ．　１９９，　４０，　１－７」
又は「Ｐｌａｎｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇ．　１９９３，　１３，　４１－４６」及びそ
れらの中で引用されている文献などに記載されているような、例えば、１－アミノシクロ
プロパン－１－カルボキシレートシンターゼ、１－アミノシクロプロパン－１－カルボキ
シレートオキシダーゼ及びエチレン受容体（例えば、ＥＴＲ１、ＥＴＲ２、ＥＲＳ１、Ｅ
ＲＳ２又はＥＩＮ４）などを阻害することに基づく、例えば、既知活性成分などである。
【０６３７】
　植物の成熟に影響を与え且つ式（Ｉ）で表される化合物と組み合わせることが可能な既
知物質の例としては、以下の活性成分（当該化合物は、「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ」（ＩＳＯ）に従
う「一般名」で示されているか、又は、化学名で示されているか、又は、コード番号で示
されている）などを挙げることができ、そして、そのような既知物質の例は、常に、全て
の使用形態（例えば、酸、塩、エステル）及び異性体（例えば、立体異性体及び光学異性
体）を包含する。このリストにおいては、１種類の、又は、場合によっては、２種類以上
の施用形態が記載されている：
リゾビトキシン、２－アミノエトキシビニルグリシン（ＡＶＧ）、メトキシビニルグリシ
ン（ＭＶＧ）、ビニルグリシン、アミノオキシ酢酸、シネフンギン、Ｓ－アデノシルホモ
システイン、チオ酪酸２－ケト－４－メチル、２－（メトキシ）－２－オキソエチル（イ
ソプロピリデン）アミノオキシアセテート、２－（ヘキシルオキシ）－２－オキソエチル
（イソプロピリデン）アミノオキシアセテート、２－（イソプロピルオキシ）－２－オキ
ソエチル（シクロヘキシリデン）アミノオキシアセテート、プトレシン、スペルミジン、
スペルミン、１，８－ジアミノ－４－アミノエチルオクタン、Ｌ－カナリン、ダミノジド
、１－アミノシクロプロピル－１－カルボン酸メチル、Ｎ－メチル－１－アミノシクロプ
ロピル－１－カルボン酸、１－アミノシクロプロピル－１－カルボキサミド、置換１－ア
ミノシクロプロピル－１－カルボン酸誘導体（これは、ＤＥ３３３５５１４、ＥＰ３０２
８７、ＤＥ２９０６５０７又はＵＳ５１２３９５１に記載されている）、１－アミノシク
ロプロピル－１－ヒドロキサム酸、１－メチルシクロプロペン、３－メチルシクロプロペ
ン、１－エチルシクロプロペン、１－ｎ－プロピルシクロプロペン、１－シクロプロペニ
ルメタノール、カルボン、オイゲノール。
【０６３８】
　除草剤又は植物成長長節剤：
　混合製剤又はタンクミックスの中で式（Ｉ）で表される化合物に対して使用可能な組合
せ相手剤は、例えば、「Ｗｅｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２６　（１９８６）　４４１－４
４５」又は「“Ｔｈｅ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｍａｎｕａｌ”，　１４ｔｈ　ｅｄｉｔｉ
ｏｎ，　Ｔｈｅ　Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　
ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｏｃ．　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　２００６」及び
それらの中で引用されている文献などに記載されているような、例えば、アセトラクテー
トシンターゼ、アセチル－ＣｏＡカルボキシラーゼ、セルロースシンターゼ、エノールピ
ルビルシキミ酸－３－リン酸シンターゼ、グルタミンシンセターゼ、ｐ－ヒドロキシフェ
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ニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ、フィトエンデサチュラーゼ、光化学系Ｉ、光化学系Ｉ
Ｉ、プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼなどを阻害することに基づく、例えば、既知
活性成分などである。
【０６３９】
　式（Ｉ）で表される化合物と組み合わせることが可能な既知除草剤又は植物成長調節剤
の例としては、以下の活性成分（当該化合物は、「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇ
ａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ」（ＩＳＯ）に従う「一
般名」で示されているか、又は、化学名で示されているか、又は、コード番号で示されて
いる）などを挙げることができ、そして、そのような既知除草剤又は植物成長調節剤の例
は、常に、全ての使用形態（例えば、酸、塩、エステル）及び異性体（例えば、立体異性
体及び光学異性体）を包含する。このリストにおいては、１種類の、又は、場合によって
は、２種類以上の施用形態が記載されている：
アセトクロル、アシベンゾラル、アシベンゾラル－Ｓ－メチル、アシフルオルフェン、ア
シフルオルフェン－ナトリウム、アクロニフェン、アラクロール、アリドクロール、アロ
キシジム、アロキシジム－ナトリウム、アメトリン、アミカルバゾン、アミドクロル、ア
ミドスルフロン、アミノシクロピラクロル、アミノピラリド、アミトロール、スルファミ
ン酸アンモニウム、アンシミドール、アニロホス、アスラム、アトラジン、アザフェニジ
ン、アジムスルフロン、アジプロトリン、ベフルブタミド、ベナゾリン、ベナゾリン－エ
チル、ベンカルバゾン、ベンフルラリン、ベンフレセート、ベンスリド、ベンスルフロン
、ベンスルフロン－メチル、ベンタゾン、ベンズフェンジゾン、ベンゾビシクロン、ベン
ゾフェナップ、ベンゾフルオル、ベンゾイルプロップ、ビシクロピロン、ビフェノックス
、ビラナホス、ビラナホス－ナトリウム、ビスピリバック、ビスピリバック－ナトリウム
、ブロマシル、ブロモブチド、ブロモフェノキシム、ブロモキシニル、ブロムロン、ブミ
ナホス、ブソキシノン（ｂｕｓｏｘｉｎｏｎｅ）、ブタクロール、ブタフェナシル、ブタ
ミホス、ブテナクロール、ブトラリン、ブトロキシジム、ブチレート、カフェンストロー
ル、カルベタミド、カルフェントラゾン、カルフェントラゾン－エチル、クロメトキシフ
ェン、クロランベン、クロラジホップ、クロラジホップ－ブチル、クロルブロムロン、ク
ロルブファム、クロルフェナク、クロルフェナク－ナトリウム、クロルフェンプロップ、
クロルフルレノール、クロルフルレノール－メチル、クロリダゾン、クロリムロン、クロ
リムロン－エチル、クロルメコートクロリド、クロルニトロフェン、クロロフタリム、ク
ロルタール－ジメチル、クロロトルロン（ｃｈｌｏｒｔｏｌｕｒｏｎ）、クロルスルフロ
ン、シニドン、シニドン－エチル、シンメトリン、シノスルフロン、クレトジム、クロジ
ナホップ、クロジナホップ－プロパルギル、クロフェンセット、クロマゾン、クロメプロ
ップ、クロプロップ、クロピラリド、クロランスラム、クロランスラム－メチル、クミル
ロン、シアナミド、シアナジン、シクラニリド、シクロエート、シクロスルファムロン、
シクロキシジム、シクルロン、シハロホップ、シハロホップ－ブチル、シペルコート、シ
プラジン、シプラゾール、２，４－Ｄ、２，４－ＤＢ、ダイムロン（ｄａｉｍｕｒｏｎ）
／ダイムロン（ｄｙｍｒｏｎ）、ダラポン、ダミノジド、ダゾメット、ｎ－デカノール、
デスメジファム、デスメトリン、デトシル－ピラゾレート（ＤＴＰ）、ダイアレート、ジ
カンバ、ジクロベニル、ジクロルプロップ、ジクロルプロップ－Ｐ、ジクロホップ、ジク
ロホップ－メチル、ジクロホップ－Ｐ－メチル、ジクロスラム、ジエタチル、ジエタチル
－エチル、ジフェノクスロン、ジフェンゾコート、ジフルフェニカン、ジフルフェンゾピ
ル、ジフルフェンゾピル－ナトリウム、ジメフロン、ジケグラック－ナトリウム、ジメフ
ロン、ジメピペレート、ジメタクロール、ジメタメトリン、ジメテナミド、ジメテナミド
－Ｐ、ジメチピン、ジメトラスルフロン、ジニトラミン、ジノセブ、ジノテルブ、ジフェ
ナミド、ジプロペトリン、ジクワット、ジクワットジブロミド、ジチオピル、ジウロン、
ＤＮＯＣ、エグリナジン－エチル、エンドタール、ＥＰＴＣ、エスプロカルブ、エタルフ
ルラリン、エタメトスルフロン、エタメトスルフロン－メチル、エテホン、エチジムロン
、エチオジン、エトフメセート、エトキシフェン、エトキシフェン－エチル、エトキシス
ルフロン、エトベンザニド、Ｆ－５３３１、即ち、Ｎ－［２－クロロ－４－フルオロ－５
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－［４－（３－フルオロプロピル）－４，５－ジヒドロ－５－オキソ－１Ｈ－テトラゾー
ル－１イル］フェニル］エタンスルホンアミド、Ｆ－７９６７、即ち、３－［７－クロロ
－５－フルオロ－２－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ベンゾイミダゾール－４－イル］
－１－メチル－６－（トリフルオロメチル）ピリミジン－２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジオン
、フェノプロップ、フェノキサプロップ、フェノキサプロップ－Ｐ、フェノキサプロップ
－エチル、フェノキサプロップ－Ｐ－エチル、フェノキサスルホン、フェントラザミド、
フェヌロン、フラムプロップ、フラムプロップ－Ｍ－イソプロピル、フラムプロップ－Ｍ
－メチル、フラザスルフロン、フロラスラム、フルアジホップ、フルアジホップ－Ｐ、フ
ルアジホップ－ブチル、フルアジホップ－Ｐ－ブチル、フルアゾレート、フルカルバゾン
、フルカルバゾン－ナトリウム、フルセトスルフロン、フルクロラリン、フルフェナセッ
ト（チフルアミド（ｔｈｉａｆｌｕａｍｉｄｅ））、フルフェンピル、フルフェンピル－
エチル、フルメトラリン、フルメツラム、フルミクロラック、フルミクロラック－ペンチ
ル、フルミオキサジン、フルミプロピン、フルオメツロン、フルオロジフェン、フルオロ
グリコフェン、フルオログリコフェン－エチル、フルポキサム、フルプロパシル、フルプ
ロパネート、フルピルスルフロン、フルピルスルフロン－メチル－ナトリウム、フルレノ
ール、フルレノール－ブチル、フルリドン、フルロクロリドン、フルロキシピル、フルロ
キシピル－メプチル、フルルプリミドール、フルルタモン、フルチアセット、フルチアセ
ット－メチル、フルチアミド、ホメサフェン、ホラムスルフロン、ホルクロルフェニュロ
ン、ホサミン、フリルオキシフェン（ｆｕｒｙｌｏｘｙｆｅｎ）、ジベレリン酸、グルホ
シネート、グルホシネート－アンモニウム、グルホシネート－Ｐ、グルホシネート－Ｐ－
アンモニウム、グルホシネート－Ｐ－ナトリウム、グリホセート、グリホセート－イソプ
ロピルアンモニウム、Ｈ－９２０１、即ち、Ｏ－（２，４－ジメチル－６－ニトロフェニ
ル）　Ｏ－エチル　イソプロピルホスホルアミドチオエート、ハロサフェン（ｈａｌｏｓ
ａｆｅｎ）、ハロスルフロン、ハロスルフロン－メチル、ハロキシホップ、ハロキシホッ
プ－Ｐ、ハロキシホップ－エトキシエチル、ハロキシホップ－Ｐ－エトキシエチル、ハロ
キシホップ－メチル、ハロキシホップ－Ｐ－メチル、ヘキサジノン、ＨＷ－０２、即ち、
１－（ジメトキシホスホリル）エチル　（２，４－ジクロロフェノキシ）アセテート、イ
マザメタベンズ、イマザメタベンズ－メチル、イマザモックス、イマザモックス－アンモ
ニウム、イマザピック、イマザピル、イマザピル－イソプロピルアンモニウム、イマザキ
ン、イマザキン－アンモニウム、イマゼタピル、イマゼタピル－アンモニウム、イマゾス
ルフロン、イナベンフィド、インダノファン、インダジフラム、インドール酢酸（ＩＡＡ
）、４－インドール－３－イル酪酸（ＩＢＡ）、ヨードスルフロン、ヨードスルフロン－
メチル－ナトリウム、アイオキシニル、イプフェンカルバゾン、イソカルバミド、イソプ
ロパリン、イソプロツロン、イソウロン、イソキサベン、イソキサクロルトール、イソキ
サフルトール、イソキサピリホップ、ＫＵＨ－０４３、即ち、３－（｛［５－（ジフルオ
ロメチル）－１－メチル－３－（トリフルオロメとちる）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル
］メチル｝スルホニル）－５，５－ジメチル－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール
、カルブチレート、ケトスピラドックス（ｋｅｔｏｓｐｉｒａｄｏｘ）、ラクトフェン、
レナシル、リニュロン、マレイン酸ヒドラジド、ＭＣＰＡ、ＭＣＰＢ、ＭＣＰＢ－メチル
、ＭＣＰＢ－エチル、ＭＣＰＢ－ナトリウム、メコプロップ、メコプロップ－ナトリウム
、メコプロップ－ブトチル、メコプロップ－Ｐ－ブトチル、メコプロップ－Ｐ－ジメチル
アンモニウム、メコプロップ－Ｐ－２－エチルヘキシル、メコプロップ－Ｐ－カリウム、
メフェナセット、メフルイジド、メピコート－クロリド、メソスルフロン、メソスルフロ
ン－メチル、メソトリオン、メタベンズチアズロン、メタム、メタミホップ、メタミトロ
ン、メタザクロール、メタゾスルフロン（ｍｅｔａｚａｓｕｌｆｕｒｏｎ）、メタゾール
、メチオピルスルフロン（ｍｅｔｈｉｏｐｙｒｓｕｌｆｕｒｏｎ）、メチオゾリン、メト
キシフェノン、メチルダイムロン、１－メチルシクロプロペン、イソチオシアン酸メチル
、メトベンズロン、メトブロムロン、メトラクロール、Ｓ－メトラクロール、メトスラム
、メトクスロン、メトリブジン、メトスルフロン、メトスルフロン－メチル、モリネート
、モナリド、モノカルバミド、モノカルバミド硫酸二水素塩、モノリニュロン、モノスル
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フロン、モノスルフロンエステル、モニュロン、ＭＴ－１２８、即ち、６－クロロ－Ｎ－
［（２Ｅ）－３－クロロプロパ－２－エン－１－イル］－５－メチル－Ｎ－フェニルピリ
ダジン－３－アミン、ＭＴ－５９５０、即ち、Ｎ－［３－クロロ－４－（１－メチルエチ
ル）フェニル］－２－メチルペンタンアミド、ＮＧＧＣ－０１１、ナプロアニリド、ナプ
ロパミド、ナプタラム、ＮＣ－３１０、即ち、４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１
－メチル－５－ベンジルオキシピラゾール、ネブロン、ニコスルフロン、ニピラクロフェ
ン、ニトラリン、ニトロフェン、ニトロフェノラト－ナトリウム（異性体混合物）、ニト
ロフルオルフェン、ノナン酸、ノルフルラゾン、オルベンカルブ、オルソスルファムロン
、オリザリン、オキサジアルギル、オキサジアゾン、オキサスルフロン、オキサジクロメ
フォン、オキシフルオルフェン、パクロブトラゾール、パラコート、パラコートジクロリ
ド、ペラルゴン酸（ノナン酸）、ペンジメタリン、ペンドラリン（ｐｅｎｄｒａｌｉｎ）
、ペノキススラム、ペンタノクロル、ペントキサゾン、ペルフルイドン、ペトキサミド、
フェニソファム、フェンメジファム、フェンメジファム－エチル、ピクロラム、ピコリナ
フェン、ピノキサデン、ピペロホス、ピリフェノップ、ピリフェノップ－ブチル、プレチ
ラクロール、プリミスルフロン、プリミスルフロン－メチル、プロベナゾール、プロフル
アゾール、プロシアジン、プロジアミン、プリフルラリン（ｐｒｉｆｌｕｒａｌｉｎｅ）
、プロホキシジム、プロヘキサジオン、プロヘキサジオン－カルシウム、プロヒドロジャ
スモン、プロメトン、プロメトリン、プロパクロール、プロパニル、プロパキザホップ、
プロパジン、プロファム、プロピソクロール、プロポキシカルバゾン、プロポキシカルバ
ゾン－ナトリウム、プロピリスルフロン、プロピザミド、プロスルファリン、プロスルホ
カルブ、プロスルフロン、プリナクロール、ピラクロニル、ピラフルフェン、ピラフルフ
ェン－エチル、ピラスルホトール、ピラゾリネート（ピラゾレート）、ピラゾスルフロン
、ピラゾスルフロン－エチル、ピラゾキシフェン、ピリバムベンズ（ｐｙｒｉｂａｍｂｅ
ｎｚ）、ピリバムベンズ－イソプロピル、ピリバムベンズ－プロピル、ピリベンゾキシム
、ピリブチカルブ、ピリダフォル、ピリデート、ピリフタリド、ピリミノバック、ピリミ
ノバック－メチル、ピリミスルファン、ピリチオバック、ピリチオバック－ナトリウム、
ピロキサスルホン、ピロキシスラム、キンクロラック、キンメラック、キノクラミン、キ
ザロホップ、キザロホップ－エチル、キザロホップ－Ｐ、キザロホップ－Ｐ－エチル、キ
ザロホップ－Ｐ－テフリル、リムスルフロン、サフルフェナシル、セクブメトン、セトキ
シジム、シデュロン、シマジン、シメトリン、ＳＮ－１０６２７９、即ち、（２Ｒ）－２
－（｛７－［２－クロロ－４－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－２－ナフチル｝オ
キシ）プロパン酸メチル、スルコトリオン、スルファレート（ＣＤＥＣ）、スルフェント
ラゾン、スルホメツロン、スルホメツロン－メチル、スルホセート（グリホセート－トリ
メシウム）、スルホスルフロン、ＳＹＮ－５２３、ＳＹＰ－２４９、即ち、１－エトキシ
－３－メチル－１－オキソブタ－３－エン－２－イル　５－［２－クロロ－４－（トリフ
ルオロメチル）フェノキシ］－２－ニトロベンゾエート、ＳＹＰ－３００、即ち、１－［
７－フルオロ－３－オキソ－４－（プロパ－２－イン－１－イル）－３，４－ジヒドロ－
２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－６－イル］－３－プロピル－２－チオキソイミダゾリ
ジン－４，５－ジオン、テブタム、テブチウロン、テクナゼン、テフリルトリオン、テン
ボトリオン、テプラロキシジム、テルバシル、テルブカルブ、テルブクロル、テルブメト
ン
、テルブチラジン、テルブトリン、テニルクロール、チアフルアミド（ｔｈｉａｆｌｕａ
ｍｉｄｅ）、チアザフルロン、チアゾピル、チジアジミン、チジアズロン、チエンカルバ
ゾン、チエンカルバゾン－メチル、チフェンスルフロン、チフェンスルフロン－メチル、
チオベンカルブ、チオカルバジル、トプラメゾン、トラルコキシジム、トリアラート、ト
リアスルフロン、トリアジフラム、トリアゾフェナミド、トリベヌロン、トリベヌロン－
メチル、トリクロロ酢酸（ＴＣＡ）、トリクロピル、トリジファン、トリエタジン、トリ
フロキシスルフロン、トリフロキシスルフロン－ナトリウム、トリフルラリン、トリフル
スルフロン、トリフルスルフロン－メチル、トリメツロン、トリネキサパック、トリネキ
サパック－エチル、トリトスルフロン（ｔｒｉｔｏｓｕｌｆｕｒｏｎ）、チトデフ（ｔｓ
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ｉｔｏｄｅｆ）、ウニコナゾール、ウニコナゾール－Ｐ、ベルノレート、ＺＪ－０８６２
、即ち、３，４－ジクロロ－Ｎ－｛２－［（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イル）
オキシ］ベンジル｝アニリン、及び、以下の化合物
【０６４０】
【化２０】

　下記生物学的実施例によって本発明について例証するが、本発明がそれら生物学的実施
例に限定されることはない。
【実施例】
【０６４１】
　生物学的実施例：
　木質繊維製ポット内の砂壌土に単子葉作物植物及び双子葉作物植物の種子を配置し、土
壌で被覆し、及び、温室内で良好な成長条件下に栽培する。被験植物を初期葉期（ｅａｒ
ｌｙ　ｌｅａｆ　ｓｔａｇｅ）（ＢＢＣＨ１０－ＢＢＣＨ１３）で処理した。ストレスの
開始に先立って水が均一に供給されるのを確実なものとするために、ポット植の植物に直
前にダム式灌漑（ｄａｍ　ｉｒｒｉｇａｔｉｏｎ）によって最大量の水を供給し、施用後
は、その後の早すぎる乾燥を防止するためにプラスチック製インサートの中に移した。水
和剤（ＷＰ）、顆粒水和剤（ｗｅｔｔａｂｌｅ　ｇｒａｎｕｌｅｓ）（ＷＧ）、懸濁製剤
（ＳＣ）又は乳剤（ｅｍｕｌｓｉｏｎ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｓ）（ＥＣ）の形態に製
剤した本発明の化合物を、０．２％の湿潤剤（アグロチン（ａｇｒｏｔｉｎ））を加えた
６００Ｌ／ｈａに相当する散布水量の水性懸濁液として、植物の緑色の部分に噴霧した。
物質を施用した直後、植物をストレス処理（低温ストレス、又は、渇水ストレス）に付し
た。低温ストレス処理に関しては、植物を以下の制御された条件下に維持した：
　「昼」：　１２時間、８℃で照明有り；
　「夜」：　１２時間、１℃で照明無し。
【０６４２】
　渇水ストレスは、以下の条件下において徐々に乾燥させることにより誘導した：
　「昼」：　１４時間、２６℃で照明有り；
　「夜」：　１０時間、１８℃で照明無し。
【０６４３】
　それぞれのストレス期の継続期間は、主に、ストレスを受けた未処理対照植物の状態に
左右され、従って、作物ごとにさまざまであった。ストレス期は、ストレスを受けた未処
理対照植物において回復不可能な損傷が観察されたら直ぐに、（再灌漑することによって
、又は、良好な成長条件の温室に移すことによって）終了させた。双子葉植物の作物（例
えば、ナタネ及びダイズ）の場合、渇水ストレス期の継続期間は３～５日であり、単子葉
植物の作物（例えば、コムギ、オオムギ又はトウモロコシ）の場合は、６～１０日であっ
た。低温ストレス期の継続期間は、１２～１４日であった。
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【０６４４】
　ストレス期が終了した後は、約５～７日間の回復期であり、その回復期の間、植物を、
再度、温室内の良好な成長条件下に維持した。被験化合物の殺菌作用よる観察される効果
の影響を除外するために、さらに、菌類による感染がなく且つ感染圧がない状態で試験が
進行することを確実なものとした。
【０６４５】
　回復期が終了した後、同じ齢（渇水ストレスの場合）又は同じ成長段階（低温ストレス
の場合）のストレスを受けていない未処理対照と視覚的に比較して、損傷の強度を評価し
た。損傷の強度は、最初に、パーセントとして評価した（１００％＝植物が枯死；０％＝
対照植物と同様）。次いで、これらの値を用いて、下記式により、被験化合物の効力（＝
物質を施用した結果としての損傷の強度におけるパーセントの低減）を計算した：
【０６４６】
【数１】

ＥＦ：　効力（％）
ＤＶｕｓ：　ストレスを受けた未処理対照の損傷値
ＤＶｔｓ：　被験化合物で処理された植物の損傷値。
【０６４７】
　下記表には、いずれの場合にも同じ試験の３回の結果の平均値が記載されている。
【０６４８】
　低温ストレス下における式（Ｉ）で表される選択された化合物の効力：
【０６４９】
【表２】

　渇水ストレス下における式（Ｉ）で表される選択された化合物の効力：
【０６５０】
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【表３】

【０６５１】
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【表４】

【０６５２】
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【表５】

　上記表において：
　ＢＲＳＮＳ　＝　ナタネ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｎａｐｕｓ）
　ＨＯＲＶＳ　＝　オオムギ（Ｈｏｒｄｅｕｍ　ｖｕｌｇａｒｅ）
　ＴＲＺＡＳ　＝　コムギ（Ｔｒｉｔｉｃｕｍ　ａｅｓｔｉｖｕｍ）
　ＺＥＡＭＸ　＝　トウモロコシ（Ｚｅａ　ｍａｙｓ）。
【０６５３】
　式（Ｉ）で表されるさらに別の化合物を用いても、また、異なった植物種に対して施用
した場合にも、同様の結果が達成された。
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