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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次式の構造を有する化合物：

［化合物（１Ａ）］
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式中、数値nは負でない整数であり、
Xは硫黄であり、
R1、R2、およびR4は水素であり、
R5、R6、R7、R8、R9、R10及びR11は、それぞれ独立に、水素、水酸基、アルコキシ基、チ
オール、チオアルキル、チオアリール、ハロゲン、アルキル基、アルケニル基、アルキニ
ル基、芳香族基、1級アミン基、2級アミン基、3級アミン基、反応基又はこれらの組合せ
であり、
R12はアルキル基である。
【請求項２】
　R9が芳香族基、アルキル-芳香族基又はアルキニル基である、請求項1記載の化合物。
【請求項３】
　R10がアミン基である、請求項1記載の化合物。
【請求項４】
　R9が芳香族基、アルキル-芳香族基又はアルキニル基であり、R10がアミン基である、請
求項1記載の化合物。
【請求項５】
　R12がC1～C8アルキル基である、請求項1記載の化合物。
【請求項６】
　R12がメチル基である、請求項1記載の化合物。
【請求項７】
　1つ又は複数のカチオン又はアニオンをさらに含んでなる、請求項1記載の化合物。
【請求項８】
　DNA、RNA、またはDNAとRNAの両方、及び次式の構造を有する化合物を含んでなる、キッ
ト：

［化合物（１Ａ）］

式中、nは負でない整数であり、
Xは硫黄であり、
R1、R2、およびR4は水素であり、
R5、R6、R7、R8、R9、R10及びR11は、それぞれ独立に、水素、水酸基、アルコキシ基、チ
オール、チオアルキル、チオアリール、ハロゲン、アルキル基、アルケニル基、アルキニ
ル基、芳香族基、1級アミン基、2級アミン基、3級アミン基、反応基又はこれらの組合せ
であり、
R12はアルキル基である。
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【請求項９】
　2本鎖DNAを含むと考えられる試料を提供する工程；
　化合物を前記試料と接触させて被検試料を調製する工程；
　前記被検試料にエネルギー照射を行う工程；および
　前記被検試料からのエネルギー放出を検出する工程
を含んでなる、試料中に2本鎖DNAが存在するか否かを検出する方法であって、前記化合物
が次式の構造を有する、方法：

［化合物（１Ａ）］

式中、nは負でない整数であり、
Xは硫黄であり、
R1、R2およびR4は水素であり、
R5、R6、R7、R8、R9、R10及びR11は、それぞれ独立に、水素、水酸基、アルコキシ基、チ
オール、チオアルキル、チオアリール、ハロゲン、アルキル基、アルケニル基、アルキニ
ル基、芳香族基、1級アミン基、2級アミン基、3級アミン基、反応基又はこれらの組合せ
であり、
R12はアルキル基である。
【請求項１０】
　前記検出工程の後に前記試料中の2本鎖DNAの濃度を算出する工程をさらに含んでなる、
請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　次式の構造を有する化合物：
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［化合物（１Ｂ）］

式中、nは負でない整数であり、
Xは硫黄であり、
R13、R14、およびR16は水素であり、
R17、R18、R19、R20及びR21は、それぞれ独立に、水素、水酸基、アルコキシ基、チオー
ル、チオアルキル、チオアリール、ハロゲン、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基
、芳香族基、1級アミン基、2級アミン基、3級アミン基、反応基又はこれらの組合せであ
り、
R22はアルキル基である。
【請求項１２】
　R19が芳香族基、アルキル-芳香族基又はアルキニル基である、請求項１１記載の化合物
。
【請求項１３】
　R20がアミン基である、請求項１１記載の化合物。
【請求項１４】
　R19が芳香族基、アルキル-芳香族基又はアルキニル基であり、R20がアミン基である、
請求項１１記載の化合物。
【請求項１５】
　R22がC1～C8アルキル基である、請求項１１記載の化合物。
【請求項１６】
　R22がメチル基である、請求項１１記載の化合物。
【請求項１７】
　1つ又は複数のカチオン又はアニオンをさらに含んでなる、請求項１１記載の化合物。
【請求項１８】
　DNA、RNA、またはDNAとRNAの両方、及び次式の構造を有する化合物を含んでなる、キッ
ト：
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［化合物（１Ｂ）］

式中、nは負でない整数であり、
Xは硫黄であり、
R13、R14、およびR16は水素であり、
R17、R18、R19、R20及びR21は、それぞれ独立に、水素、水酸基、アルコキシ基、チオー
ル、チオアルキル、チオアリール、ハロゲン、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基
、芳香族基、1級アミン基、2級アミン基、3級アミン基、反応基又はこれらの組合せであ
り、
R22はアルキル基である。
【請求項１９】
　2本鎖DNAを含むと考えられる試料を提供する工程；
　化合物を前記試料と接触させて被検試料を調製する工程；
　前記被検試料にエネルギー照射を行う工程；および
　前記被検試料からのエネルギー放出を検出する工程を含んでなる、試料中に2本鎖DNAが
存在するか否かを検出する方法であって、前記化合物が次式の構造を含んでなる、方法：

［化合物（１Ｂ）］

式中、nは負でない整数であり、
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Xは硫黄であり、
R13、R14、およびR16は水素であり、
R17、R18、R19、R20及びR21は、それぞれ独立に水素、水酸基、アルコキシ基、チオール
、チオアルキル、チオアリール、ハロゲン、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、
芳香族基、1級アミン基、2級アミン基、3級アミン基、反応基又はこれらの組合せであり
、
R22はアルキル基である。
【請求項２０】
　前記検出工程の後に、前記試料中の2本鎖DNAの濃度を算出する工程をさらに含んでなる
、請求項１９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明はDNAとの相互作用により蛍光性となる染色剤に関する。具体的には、RNA及び/
又は1本鎖DNAとの結合と比較し2本鎖DNAとの結合において高い蛍光性を示す染色剤、並び
に当該染色剤の使用を開示する。なお本出願は、2005年5月11日付け米国特許仮出願第60/
680243号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
関連技術の説明
　染色剤及び色素は、化学的、生物工学的及び生物医学的研究において広く用いられる。
これらの2種類の組成物は、特性及び使用目的が異なる。
【０００３】
　染色剤は特定の目標物との接触により検出可能な反応を示す化学物質である。目標物が
存在しない場合には染色剤は検出可能な反応を示さない。このような特性により染色剤は
特定の目標物が試料中に存在するか否かを検出するのに有用である。当該物質、目標物及
びアッセイのパラメータにより、前記検出可能な反応は定性的でも定量的でもありうる。
【０００４】
　これに対し、色素は、他の材料の存在如何に関わらず検出可能な反応を示す。そのため
、色素は目標物の標識には有用である。例えば、抗体を蛍光色素分子で標識し、蛍光によ
って抗体の細胞中又は組織中の局在をモニターできる。
【０００５】
　生物工学的研究において、DNAの検出及び定量はごく一般的な操作になっている。エチ
ジウムブロミド等、初期の化学染色剤はDNA染色に効果的であるが、RNAも染色する。DNA
及びRNAは、天然給源からの単離の際に一緒に得られることがほとんどである。DNA選択的
でない染色剤は、単離したDNAの定量を困難にし、定量に先立って精製工程が必要になる
。染色剤の用途としては、ゲル電気泳動、PCR、リアルタイムPCR定量、DNA溶液定量、マ
イクロアレー及びRT-PCR（リアルタイムPCR）等が挙げられる。
【０００６】
　多くの核酸染色剤が市販されている。これらの物質の代表例を以下に列挙する。
【０００７】
　エチジウムブロミドはもっとも広く使用される核酸染色剤であり、広範なサプライヤか
ら市販品を購入できる。エチジウムブロミドは変異原性を有し、使用者が染色液に触れな
いよう特に注意を要する。
【０００８】
　ピコグリーンは2本鎖DNA特異的染色剤である（1994年以降、Molecular Probes社（米国
オレゴン州ユージーン市）の市販品）。ピコグリーンは2本鎖DNAとの結合により1000倍以
上の蛍光増強を示し、1本鎖DNA又はRNAとの結合における増強は極めて小さい。
【０００９】
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　オリグリーンは合成オリゴヌクレオチド等の1本鎖DNAの定量に有用な染色剤である。オ
リグリーンは、1994年以降のMolecular Probes社（米国オレゴン州ユージーン市）の市販
品である。オリグリーンを用いる定量は、UV吸収法の約10000倍高感度であり、エチジウ
ムブロミド染色した電気泳動ゲル上のオリゴヌクレオチド検出よりも少なくとも500倍高
感度である。このタイプの材料は、米国特許第5436134号及び第5658751号、オーストラリ
ア特許第676317号及び第714890号、カナダ特許第2133765号、及び欧州特許第0675924及び
第0740689号に記載されている。
【００１０】
　リボグリーンは溶液中のRNAの定量に有用な染色剤である。リボグリーンは、1997年以
降のMolecular Probes社（米国オレゴン州ユージーン市）の市販品である。この材料は、
米国特許第5658751号及び第5863753号、オーストラリア特許第714890号、及び欧州特許第
0740689号に記載されている。
【００１１】
　SYBRグリーンはDNA特異的染色剤である（1993年以降、Molecular Probes社（米国オレ
ゴン州ユージーン市）の市販品）。SYBRグリーンIはDNAとの結合により、エチジウムブロ
ミドよりも少なくとも10倍の蛍光増強を有し、蛍光量子収率はエチジウムブロミドの5倍
以上（約0.15と比較して約0.8）である。この材料は、米国特許第5436134号及び第565875
1号、オーストラリア特許第676317号及び第714,890号、カナダ特許第2133765号、並びに
欧州特許第0675924号及び0740689号に記載されている。
【００１２】
　SYBRセーフはエチジウムブロミドよりも少なくとも2倍高感度な核酸染色剤であり、し
かも低い変異原性を示す。SYBRセーフは、2003年以降のMolecular Probes社（米国オレゴ
ン州ユージーン市）の市販品である。この材料は、米国特許第4883867号、第4957870号、
第5436134号及び第5658751号、オーストラリア特許第676317号及び第714890号、カナダ特
許第2133765号、並びに欧州特許第0675924及び第0740689号に記載されている。
【００１３】
　ヘキスト33258（CAS番号23491-45-4；フェノール（4-[5-(4-メチル-1-ピペラジニル)[2
,5'-ビ-1H-ベンゾイミダゾール]-2'-イル])-三塩酸）は、2本鎖DNAとの結合時に青色蛍光
を発する細胞核の対比染色剤である。ヘキスト33258は、1992年より、Molecular Probes
社（米国オレゴン州ユージーン市）から市販されている。
【００１４】
　シアニン2量体であるTOTO-1、YOYO-1及びYO-PRO-1は、溶液中の2本鎖DNA、1本鎖DNA、
及びRNAの計測に有用である。TOTO-1、YOYO-1及びYO-PRO-1は、1992年以降のMolecular P
robes社（米国オレゴン州ユージーン市）の市販品である。これらのタイプの材料は、米
国特許第5321130号及び第5582977号、カナダ特許第2119126号、並びに欧州特許第0605655
B1号に記載されている。
【００１５】
　シアニン挿入色素と類似の分光特性を有し、DNAのマイナーグルーブ中に結合する非対
称シアニン色素が2003年に報告された（H.J.カールソンら、Nucleic Acids Res.31（21）
6227-6234（2003））。組成物BEBO、BETO、及びBOXTOが紹介され、種々の分光学的計測か
ら特性が明らかとされた。蛍光量子収率はDNA結合により増加したが、RNA結合の結果は示
されていない。
【００１６】
　様々な材料及び方法が現在使用可能であるにもかかわらず、RNA、1本鎖DNA、又は他の
生体物質の共存下において2本鎖DNA選択的な染色剤の需要が今なお存在する。
【発明の開示】
【００１７】
発明の概要
　RNA及び1本鎖DNAと比較し2本鎖DNAに対して高い選択性を有する化合物を開示する。前
記化合物は蛍光染色剤として働き、2本鎖DNAの存在下で照射されることにより蛍光特性を
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示すが、RNA、1本鎖DNAが存在するか、全体に核酸が存在しなければ弱い蛍光を発するか
、又は蛍光を発しない。前記化合物は、化合物(1A)又は化合物(1B)の中心構造を有しても
よい。

【００１８】
　また、前記化合物の調製法、及び試料中に2本鎖DNAが存在するか否かを検出する方法を
開示する。RNA及び1本鎖DNAよりも高い、前記化合物の2本鎖DNA選択性により、RNA及び/
又は1本鎖DNAを含む試料中の2本鎖DNAを検出することができる。
【００１９】
発明の詳細な説明
　組成物及び方法に関して、～の構成要素及び工程を「含んでなる」（「含むがこれらに
限定されない」という意）という用語で記載する場合は、当該組成物及び方法が、「実質
的に当該～の構成要素及び工程のみを含む」又は「当該～の構成要素及び工程のみを含む
」（これらの用語は実質的に排他的な集合を定義するものと解釈すべきである。）場合も
含まれるものとする。
【００２０】
化合物
　本発明の第一の態様は化合物に係る。前記化合物は電気的中性でもよく、電気的陽性で
もよく、電気的陰性でもよい。電気的陽性又は陰性の時には、前記化合物は1つ又は複数
のカウンターイオンを含んでもよい。
【００２１】
　本発明の一態様は、下記の中心構造を有する化合物(1A)に係る。

【００２２】
　化合物(1A)の中心部の2重結合は、シス型でもトランス型でもよい。例えば、Xが窒素の
場合、2個の窒素は中心の2重結合に関して同じ側（シス）に位置してもよく、中心2重結
合に関して反対側（トランス）に位置してもよい。両方の立体構造を含む混合物が、特定
化合物の試料中に存在してもよい。
【００２３】
　数値nは負でない任意の整数である。例えば、nはゼロ、1、2、3、4、5、6、7、8、等で
もよい。
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【００２４】
　Xは酸素又は硫黄であってもよい。
【００２５】
　R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10及びR11基は、独立に水素（H）、水酸基（O
H）、アルコキシ基（OR）、チオール（SH）、チオアルキル（SR）、チオアリール（SAr）
、ハロゲン（X）、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、芳香族基、アミン基（1級
NH2、2級NHR、3級NR'R''、又は3級NR'2）、反応基、又は上記の2つ以上の組合せによるを
有する複合基（例えばチオール及びアミノ置換基を有するアルキル基、アミノ置換基を有
するアルコキシ基等）を含んでなってもよく、又はこれらのいずれかであってもよい。あ
るいは、これらの基の1つ又は複数は、化合物(1A)を他の化合物と共有結合させる結合（
リンカー）基であってもよい。他の化合物と結合（リンカー）基を介して結合させること
により、化合物(1A)のコンジュゲートが得られる。
【００２６】
　一態様においては、R1、R2、R3、及びR4の少なくとも1つは芳香族基若しくはアルキニ
ル基を含んでなるか、又はこれらのいずれかである。
【００２７】
　一態様においては、R9は芳香族基、アルキル基若しくはアルキニル基を含んでなるか、
又はこれらのいずれかである。
【００２８】
　一態様においては、R10はアミン基であるか、又はそれを含んでなる。
【００２９】
　一態様においては、R1、R2、R3、及びR4の少なくとも1つは芳香族基若しくはアルキニ
ル基を含んでなるか、又はこれらのいずれかであり、R9は芳香族基、アルキル基若しくは
アルキニル基を含んでなるか、又はこれらのいずれかである。
【００３０】
　一態様においては、R1、R2、R3、及びR4基の少なくとも1つは芳香族基又はアルキニル
基を含んでなるかこれらであり、R9は芳香族基、アルキル-芳香族基若しくはアルキニル
基を含んでなるか、又はこれらのいずれかであり、R10はアミン基であるか又はそれを含
んでなる。
【００３１】
　R12基は（C1～C8等の）アルキル基であってもよい。C1～C8アルキル基は直鎖状、分岐
状あるいは環状のアルキル基であってもよい。C1～C8アルキル基の例としては、メチル、
1-プロリル、2-プロピル、1-ブチル、2-ブチル、1-ペンチル、1-ヘキシル、1-ヘプチル及
び1-オクチル基が挙げられる。本発明の好適な態様においては、前記C1～C8アルキル基は
メチル基である。
【００３２】
　化合物(1A)がカチオン性又はアニオン性の構造である時は、1つ又は複数の適切なカウ
ンターイオンをさらに含んでなってもよい。例えば、化合物(1A)がカチオン（正電荷）で
ある場合、クロリド、ブロミド、ヨード、硫酸及び炭酸カウンターイオン等のアニオンを
さらに含んでなってもよい。あるいは、化合物(1A)がアニオン（負電荷）である場合、カ
リウム、ナトリウム、アンモニウム、マグネシウム、及びカルシウム等のカチオンをさら
に含んでなってもよい。
【００３３】
　さらに本発明の一態様は、下記の中心構造を有する化合物(1B)に係る。
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【００３４】
　化合物(1B)の中心構造の2重結合はシスでもよくトランスでもよい。例えば、Xが窒素の
場合、2個の窒素は中心2重結合に関して同じ側（シス）に位置してもよく、中心2重結合
に関して反対側（トランス）に位置してもよい。両方の立体構造を含む混合物が、特定化
合物の試料中に存在してもよい。
【００３５】
　数値nは負でない任意の整数である。例えば、nはゼロ、1、2、3、4、5、6、7、8、等で
もよい。
【００３６】
　Xは酸素でもよく硫黄でもよい。
【００３７】
　R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20及びR21基は、独立に水素（H）、水酸基（OH
）、アルコキシ基（OR）、チオール（SH）、チオアルキル（SR）、チオアリール（SAr）
、ハロゲン（X）、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、芳香族基、アミン基（1級
NH2、2級NHR、3級NR'R''、又は3級NR'2）、反応基、又は2以上の組合せを有する複合基（
例えばチオール及びアミノ置換基を有するアルキル基、アミノ置換基を有するアルコキシ
基等）を含んでなってもよく、又はこれらのいずれかであってもよい。あるいは、これら
の基の1つ又は複数は、化合物(1B)を他の化合物と共有結合させる結合（リンカー）基で
あってもよい。他の化合物との結合（リンカー）基を結合することは、化合物(1B)とのコ
ンジュゲートでもよい。
【００３８】
　一態様においては、R13、R14、R15、及びR16の少なくとも1つは芳香族基若しくはアル
キニル基を含んでなるか、又はそれらのいずれかである。
【００３９】
　一態様においては、R19は芳香族基、アルキル基若しくはアルキニル基を含んでなるか
、又はこれらのいずれかである。
【００４０】
　一態様においては、R20はアミン基であるか、又はそれを含んでなる。
【００４１】
　一態様においては、R13、R14、R15、及びR16の少なくとも1つは芳香族基若しくはアル
キニル基を含んでなるか、又はこれらのいずれかであり、R19は芳香族基、アルキル-芳香
族基若しくはアルキニル基を含んでなるか、又はこれらのいずれかである。
【００４２】
　一態様においては、R13、R14、R15、及びR16の少なくとも1つは芳香族基若しくはアル
キニル基を含んでなるか、又はこれらのいずれかであり、R19は芳香族基、アルキル-芳香
族基若しくはアルキニル基を含んでなるか、又はこれらのいずれかであり、R20基はアミ
ン基であるか、又はそれを含んでなる。
【００４３】
　R22基はC1～C8等のアルキル基であってもよい。C1～C8アルキル基は直鎖状、分岐状あ
るいは環状のアルキル基であってもよい。C1～C8アルキル基の例としてはメチル、1-プロ
リル、2-プロピル、1-ブチル、2-ブチル、1-ペンチル、1-ヘキシル、1-ヘプチル及び1-オ
クチル基が挙げられる。本発明の好適な態様においては、前記C1～C8アルキル基はメチル
基である。
【００４４】
　化合物(1B)がカチオン性又はアニオン性の構造である時は、1つ又は複数の適切なカウ
ンターイオンをさらに含んでもよい。例えば、化合物(1A)がカチオン（正電荷）である場
合、クロリド、ブロミド、ヨード、硫酸及び炭酸カウンターイオン等のアニオンをさらに
含んでなってもよい。あるいは、化合物(1A)がアニオン（負電荷）である場合、カリウム
、ナトリウム、アンモニウム、マグネシウム及びカルシウム等のカチオンをさらに含んで
なってもよい。
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【００４５】
置換基
　アルコキシ基は、特に限定されない限り任意の非置換アルコキシ基であってもよく、置
換アルコキシ基であってもよい。非置換アルコキシ基はアルキル基と結合した酸素を含ん
でなる。置換アルコキシ基は置換アルキル基と結合した酸素を含んでなる。非置換アルコ
キシ基の例としては、メトキシ（OCH3）、エトキシ（OCH2CH3）、プロポキシ（OCH2CH2CH

3）及びより高級の直鎖アルコキシ基が挙げられる。非置換アルコキシ基には分岐状又は
環状アルコキシ基も含まれる。分岐アルコキシ基の例としては、2-プロポキシ（OCH(CH3)

2）、2-ブトキシ（OCH(CH3)CH2CH3）及びより高級の分岐アルコキシ基が挙げられる。環
状アルコキシ基は環状基と結合した酸素を有する。環状アルコキシ基の例としては、シク
ロプロポキシ（シクロプロパン環と結合した酸素）、シクロブトキシ（シクロブタン環と
結合した酸素）、シクロペントキシ（シクロペンタン環と結合した酸素）、シクロヘキソ
キシ（シクロヘキサン環と結合した酸素）及びより高級の環状アルコキシ基が挙げられる
。
【００４６】
　前記ハロゲンは一般的に任意のハロゲンであってもよい。ハロゲン基は、クロロ、フロ
ロ、ブロモ及びヨード基を含んでなる。
【００４７】
　アルキル基は、特に限定されない限り任意の非置換又は置換アルキル基であってもよい
。非置換アルキル基は炭素及び水素原子のみを含んでなる。置換アルキル基は、酸素、窒
素、硫黄、ハロゲン及びリン等の非炭素及び非水素原子を1以上含んでもよい。
【００４８】
　アルケニル基は、特に限定されない限り少なくとも1つ又は複数の炭素-炭素2重結合を
含んでなるアルケニル基であってもよい。最も単純なアルケニル基はビニル基（-CH=CH2
）である。より高級のアルケニル基としては、1-プロペニル（-CH=CH2CH3）、1-ブテニル
（-CH=CH2CH2CH3）、2-ブテニル（-CH2-CH=CHCH3）及び3-ブテニル（-CH2CH2CH=CH2）が
挙げられる。置換アルケニル基は酸素、窒素、硫黄、ハロゲン及びリン等の非炭素及び非
水素原子を含んでもよい。
【００４９】
　アルキニル基は、特に限定されない限り少なくとも1つ又は複数の炭素-炭素3重結合を
含んでなる任意のアルキニル基であってもよい。最も単純なアルキニル基はエチニル基（
-CCH）である。より高級のアルキニル基としては、プロパルギル（-CH2CCH）、2-ブチニ
ル（-CH2CCCH3）及び3-ブチニル（-CH2CH2CCH）が挙げられる。
【００５０】
　最も単純なアリール基はフェニル基である。アリール基は炭素及び水素を含んでなる単
純な非置換アリール基であってもよく、置換アリール基であってもよい。アリール基は1
つ又は複数の芳香環を含んでもよい。アリール基は多環芳香族炭化水素であってもよく、
ヘテロアリール基であってもよい。アリール及びヘテロアリール基の例としては、フェニ
ル、1-ナフチル、2-ナフチル、4-ビフェニル、アントラセニル、アセナフタレニル、アセ
ナフテニル、ベンゾ[a]ピレニル、ベンズ[a]アントラセニル、1-ピロリル、2-ピロリル、
3-ピロリル、3-ピラゾリル、2-イミダゾリル、4-イミダゾリル、ピラジニル、2-オキサゾ
リル、4-オキサゾリル、2-フェニル-4-オキサゾリル、5オキサゾリル、3-イソオキサゾリ
ル、4-イソオキサゾリル、5-イソオキサゾリル、2-チアゾリル、4-チアゾリル、5-チアゾ
リル、2-フリル、3-フリル、2-チエニル、3-チエニル、2-ピリジル、3-ピリジル、4-ピリ
ジル、2-ピリミジル、4-ピリミジル、5-ベンゾチアゾリル、プリニル、2-ベンズイミダゾ
リル、5-インドリル、1-イソキノリル、5-イソキノリル、2-キノキサリニル、5-キノキサ
リニル、3-キノリル、テトラゾリル、ベンゾ[b]フラニル、ベンゾ[b]チエニル、2,3-ジヒ
ドロベンゾ[1,4]ダイオキシン-6-イル、ベンゾ[1,3]ジオキソール-5-イル及び6-キノリル
が挙げられる。ヘテロアリール基のヘテロ原子としては、1つ又は複数の窒素（N）、酸素
（O）、硫黄（S）及びリン（P）が挙げられる。
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　アリール基は、中心構造である化合物(1A)又は化合物(1B)と直接共有結合で結合しても
よく、又は1つ又は複数の原子を介して間接的に結合してもよい。例えば、アリール基を
化合物(1A)又は化合物(1B)との結合に窒素、酸素、リン又は硫黄原子を用いてもよい。こ
の例としては、フェニルアミノ（NHC6H5）、ジフェニルアミノ（N(C6H5)2）、フェノキシ
（OC6H5）及びチオフェニル（SC6H5）基が挙げられる。あるいは、アルキル基を用いてア
リール基と化合物(1A)又は化合物(1B)を結合させてもよい。この例としてはベンジル基（
CH2C6H5）（分子中のメチレン基CH2を介してフェニル基と化合物(1A)又は化合物(1B)が結
合する。）又はスチレン基（CH=CH-C6H5）であってもよい。
【００５２】
　アミン又はアミノ基にはNH2、NHR、NR2及びNR'R”基が含まれうる。前記R、R'、R”基
は、非置換アルキル基、置換アルキル基、非置換アルケニル基、置換アルケニル基、非置
換アルキニル基、置換アルキニル基、非置換芳香族基又は置換芳香族基であってもよい。
【００５３】
　前記化合物は、他の化学種と反応し共有結合を生成する原子又は化合物基等の少なくと
も1つの反応基を含んでなり、それは適切な反応条件下で共有結合反応性を有し、一般的
に担体分子又は基質等の別の物質との結合部位として機能する。開示された化合物上の、
例えばカルボン酸又はスクシンイミジルエステル等の反応基は、異なる化合物上の官能基
と化学反応して共有結合を形成する化合物の部分である。反応基は、特に限定されない限
り求核性、求電子性及び光反応性基である。
【００５４】
　前記反応基は直接化合物(1A)の中心構造に共有結合で結合してもよく、R1、R2、R3、R4

、R5、R6、R7、R8、R9、R10及びR11基の少なくとも1つと共有結合で結合してもよい。前
記反応基は直接的に化合物(1B)の中心構造に共有結合で結合してもよく、R13、R14、R15

、R16、R17、R18、R19、R20及びR21基の少なくとも1つと共有結合で結合してもよい。
【００５５】
　反応基の例としては、オレフィン、アセチレン、アルコール、フェノール、エーテル、
オキシド、ハロゲン化物、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル、アミン、アミド
、シアネート、イソシアネート、チオシアネート、イソチオシアネート、ヒドラジン、ヒ
ドラゾン、ヒドラジド、ジアゾ基、ジアゾニウム基、ニトロ基、ニトリル、メルカプタン
、硫化物、ジスルフィド、スルホキシド、スルホン、スルホン酸基、硫酸基、アセタール
、ケタール、無水物、スルファート、スルフェン酸基、イソニトリル、アミジン、イミド
、イミダート、ニトロン、ヒドロキシルアミン、オキシム、ヒドロキサム酸基、チオヒド
ロキサム酸基、アレン、オルト・エステル、亜硫酸塩、エナミン、イナミン、尿素、イソ
尿素、セミカルバジド、カルボジイミド、カルバミン酸エステル、イミン、アジド、アゾ
基、アゾキシ基、及びニトロソ基が挙げられるが、これらに限定されない。また、N-ヒド
ロキシスクシンイミドエステル、マレイミド等のバイオコンジュゲートを調製するための
反応性官能基も挙げられる。これらの官能基の各々の調製方法は当業者に周知であり、特
定目的への応用又はそれに伴う変更は当業者の技量の範囲内である。（例えば、Sandler 
and Karo, eds., Organic Functional Group Preparations, Academic Press, San Diego
, 1989を参照。）当該反応基としては、以下の表に示すものが挙げられる。
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【００５６】
　*活性エステルとは、当業者に周知のように、一般的にCOΩの構造式を有する。（式中
、Ωは良好な脱離基（例えばスクシンイミジルオキシ（-OC4H4O2）、スルホスクシンイミ
ジルオキシ（-OC4H3O2-SO3H）、1-オキシベンゾトリアゾリル（-OC6H4N3）、ニトロ、フ
ルオロ、クロル、シアノ又はトリフルオロメチル等の電子吸引性置換基で1回以上置換さ
れたアリールオキシル基若しくはアリールオキシ、又はこれらの組合せ（活性アリールエ
ステルを形成するために用いられる）、又はカルボン酸（カルボジイミドによって活性化
され無水物又は混合無水物-OCORa、-OCNRaNHRbを生成する（式中、Ra及びRbは同一でも相
違してもよく、C1～C6アルキル、C1～C6パーフロロアルキル又はC1～C6アルコキシである
）、又はシクロヘキシル、3-ジメチルアミノプロピル又はN-モルホリノエチル基である。
）
【００５７】
　**アシルアジドはイソシアネートに変換されてもよい。
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【００５８】
　典型的には、前記反応基はアミン、チオール、アルコール、アルデヒド、ケトン又はシ
リカと反応する。好適には、反応基をアミン又はチオール官能基と反応させるか、又はシ
リカと反応させる。一態様においては、前記反応基は、アクリルアミド、カルボン酸の活
性エステル、アシルアジド、アシルニトリル、アルデヒド、ハロゲン化アルキル、ハロゲ
ン化シリル、無水物、アニリン、ハロゲン化アリール、アジド、アジリジン、ボロナート
、ジアゾアルカン、ハロアセトアミド、ハロトリアジン、ヒドラジン（ヒドラジドを含む
）、イミドエステル、イソシアネート、イソチオシアネート、マレイミド、ホスホラミダ
イト、反応性白金錯体、ハロゲン化スルホニル又はチオール基である。「反応性白金錯体
」とは具体的には、米国特許第5714327号（1998年2月3日公開）に記載の化学反応性白金
錯体を指す。
【００５９】
　前記反応基がスクシンイミジルエステル、ハロゲン化スルホニル、テトラフロロフェニ
ルエステル、ペンタフロロフェニルエステル又はイソチオシアネート等のカルボン酸の活
性エステルである場合、得られる生成物は、特にタンパク、ヌクレオチド、オリゴヌクレ
オチド又はハプテン等の担体分子とのコンジュゲートの調製に有用である。前記反応基が
マレイミド、ハロゲン化アルキル、又はハロゲン化アセトアミド（米国特許第5362628号
、第5352803号及び第5573904号に開示の任意の反応基）である場合、得られる生成物は、
特にチオールを有する物質とのコンジュゲーションに有用である。前記反応基がヒドラジ
ドである場合、得られる生成物は、特に過ヨウ素酸酸化された炭化水素及び糖タンパクと
のコンジュゲーションに有用であり、さらに細胞へのマイクロインジェクション用のアル
デヒドで固定可能な極性トレーサになる。前記反応基がハロゲン化シリルである場合、得
られる生成物は、特にシリカ表面とのコンジュゲーション、とりわけ前記シリカ表面を光
ファイバプローブ中に取り入れ、イオンを遠隔検出及び定量するのに有用である。
【００６０】
　前記反応基は、適切な波長による照射によってのみ基が反応種に転換される、光励起性
基であってもよい。適切な波長とは、特に限定されない限り400nm以下の紫外波長である
。この方法により、溶液中に存在するか、固体又は半固体マトリックス上に固定化されて
いる標的分子にのみ選択的な結合がなされる。光励起性反応基としては、ベンゾフェノン
、アリールアジド及びジアジリジンが挙げられるがこれらに限定されない。
【００６１】
　前記反応基は、光励起性基、カルボン酸のスクシンイミジルエステル、ハロアセトアミ
ド、ハロアルキル、ヒドラジン、イソチオシアネート、マレイミド基、脂肪族アミン、ハ
ロゲン化シリル、カダベリン又はソラレンであってもよい。前記反応基は、カルボン酸の
スクシンイミジルエステル、マレイミド、ヨードアセトアミド又はハロゲン化シリルであ
ってもよい。前記反応基は、カルボン酸のスクシンイミジルエステル、ハロゲン化スルホ
ニル、テトラフロロフェニルエステル、イソチオシアネート又はマレイミドであってもよ
い。
【００６２】
　前記化合物の担体分子又は固体支持体との共有結合の選択は、通常、コンジュゲートさ
せる部分構造上の化学反応基に依存する。反応基の例としては、アミン、チオール、アル
コール、フェノール、アルデヒド、ケトン、ホスファート、イミダゾール、ヒドラジン、
ヒドロキシルアミン、2置換アミン、ハロゲン化物、エポキシド、スルホン酸エステル、
プリン、ピリミジン、カルボン酸又はこれらの群の任意の組合せが挙げられる。前記部分
構造上には単一の反応部位が存在してもよく（多糖類がその典型例）、あるいはタンパク
が典型的であるように、種々の反応部位が存在してもよい（例えばアミン、チオール、ア
ルコール、フェノール）。担体分子又は固定支持体は、同一でもよく相違してもよい1つ
又は複数のレポータ分子とコンジュゲートしてもよく、さらにハプテンにより修飾された
物質とコンジュゲートしてもよい。
【００６３】
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　他の態様においては、本発明の化合物は担体分子と共有結合する。前記化合物が反応基
を有する場合、前記担体分子が前記反応基を介して前記化合物と結合できる。前記反応基
は反応性官能基部分と結合部分の両方を備えてもよく、反応性官能基部分のみを備えても
よい。
【００６４】
　担体分子には種々のものが存在する。担体分子の例としては、抗原、ステロイド、ビタ
ミン、薬物、ハプテン、代謝産物、毒、環境汚染物、アミノ酸、ペプチド、タンパク、核
酸、核酸ポリマー、炭水化物、脂質及びポリマーが挙げられる。
【００６５】
　担体分子にはアミノ酸、ペプチド、タンパク、多糖類、ヌクレオシド、ヌクレオチド、
オリゴヌクレオチド、核酸、ハプテン、ソラレン、薬物、ホルモン、脂質、脂質アセンブ
リ、合成ポリマー、ポリマー微小粒子、生物細胞、ウイルス及びそれらの組合せが含まれ
てもよい。あるいは、担体分子はハプテン、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、核酸ポ
リマー、タンパク、ペプチド又は多糖類であってもよい。担体分子はアミノ酸、ペプチド
、タンパク、多糖類、ヌクレオシド、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、核酸、ハプテ
ン、ソラレン、薬物、ホルモン、脂質、脂質アセンブリ、チラミン、合成ポリマー、ポリ
マー微小粒子、生物細胞、細胞構成成分、イオンキレート化した部分、酵素基質又はウイ
ルスであってもよい。あるいは、担体分子は抗体又はそのフラグメント、抗原、アビジン
又はストレプトアビジン、ビオチン、デキストラン、抗体結合タンパク、蛍光タンパク、
アガロース及び非生物微小粒子である。担体分子は抗体、抗体フラグメント、抗体結合タ
ンパク、アビジン、ストレプトアビジン、毒、レクチン又は成長因子であってもよい。ハ
プテンの例としてはビオチン、ジゴキシゲニン及び蛍光団が挙げられる。
【００６６】
　抗体結合タンパクにはプロテインA、プロテインG、可溶Fc受容体、プロテインL、レク
チン、IgG抗体、IgA抗体、IgM抗体、IgD抗体、IgE抗体又はこれらのフラグメントが含ま
れる。
【００６７】
　前記化合物を抗体、タンパク、ペプチド、ポリペプチド、アミノ酸、酵素、核酸、脂質
、多糖類、薬物、ビーズ、固体支持体（例えばガラス又はプラスチック）等の他分子に共
有結合させてもよい。
【００６８】
　前記化合物は、好適には、核酸が存在しない場合は蛍光をほとんど発しないか全く発し
ない。蛍光は、前記化合物を適切な波長により照射し、放射される蛍光をモニターするこ
とで計測できる。前記化合物は、好適には、RNAの存在下よりもDNAの存在下においてより
強い蛍光を発する。RNA存在下での蛍光に対するDNA存在下での蛍光は、化合物濃度を一定
とし、DNA及びRNA濃度を一定として計測する。DNA/RNA蛍光比が高いほど、RNA存在下にお
けるDNA検出にとり好適である。DNA/RNA比は、好適には1以上である。より好適な比率は
約2以上、約3以上、約4以上、約5以上、約6以上、約7以上、約8以上、約9以上、約10以上
、約15以上、約20以上、約25以上、約30以上、約35以上、約40以上、約45以上、約50以上
、約55以上、約60以上、約65以上、約70以上、約75以上、約80以上、約85以上、約90以上
、約95以上、約100以上、約150以上、約200以上及びこれらの任意の2値の間である。
【００６９】
　前記化合物はまた、最大励起及び放出波長により特徴付けられうる。例えば、最大励起
は約450nm～約650nmであってもよい。これらの値の間の最大励起は、約450nm、約475nm、
約500nm、約525nm、約550nm、約575nm、約600nm、約625nm、約650nm、及びこれらの任意
の2値の間であってもよい。例えば、最大放出は約500nm～約675nmであってもよい。これ
らの値の間の最大放出は、約500nm、約525nm、約550nm、約575nm、約600nm、約625nm、約
650nm、約675nm、及びこれらの任意の2値の間であってもよい。
【００７０】
　化合物の具体例としては、化合物16～35、38～39、43～53、55～58、60、62、64～81、
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83、85～89、91～97、99～106及び109～112が挙げられる。
【００７１】
組成物
　さらに本発明の一態様は、1以上の上述の化合物を含んでなる組成物に係る。当該組成
物は、1以上の上述の化合物を含んでなるか、実質的にそれらのみからなるか、又はそれ
らのみからなる。
【００７２】
　前記組成物は1、2、3、4つ又はそれ以上の前述の化合物を含んでなる。前記組成物には
さらに溶媒が含まれてもよい。前記溶媒は、水性、非水性又は水性/非水性混合溶媒系で
あってもよい。溶媒の例としては水、メタノール、エタノール、ジメチルスルホキシド（
「DMSO」）、ジメチルホルムアミド（「DMF」）、ジメチルアセトアミド及びN-メチルピ
ロリジノン（「NMP」）が挙げられる。前記組成物にはさらに1つ又は複数の塩又は緩衝液
が含まれてもよい。
【００７３】
　上述の化合物を、前記組成物中に特定の濃度でおのおの存在させてもよい。一態様にお
いては、前記化合物は他の物質が存在しない、基本的に純粋な状態（「neat」と称される
）で存在する。あるいは、前記化合物は乾燥混合物中に存在させてもよく、又は溶媒若し
くは溶媒系に溶解させてもよい。溶解させた場合、前記化合物は通常任意の濃度で存在し
うる。前記化合物を濃縮溶液中に溶解させてもよく、最終的な「使用」溶液中に溶解させ
てもよい。例えば、化合物を使用溶液中に約1μM～10μMで存在させてもよい。前記濃縮
液では前記化合物を約10μM、約50μM、約100μM、約500μM、約1mM、及びこれらの任意
の2値の範囲等の比較的高濃度で含めてもよい。
【００７４】
キット
　本発明の一態様は、上述の化合物を含んでなるキットに係る。前記キットは、1、2、3
、4又はそれ以上の前述の化合物を含んでなってもよい。前記キットは、好適には、上述
の化合物の少なくとも1つを含んでなる少なくとも1つの容器を含んでなる。前記キットは
、第1の容器、第2の容器、第3の容器等の複数の容器を含んでなってもよい。前記キット
はピペット、スポイト又は他の試料操作基材を含んでなってもよい。前記キットは放射蛍
光エネルギーを検出する装置内での使用に適するキュベット、マイクロウエルプレート又
は他の試験容器を含んでなってもよい。
【００７５】
　前記キットは陽性対照及び/又は陰性対照の試料を含んでなってもよい。陽性対照の試
料はDNA、及び/又はRNAを共存させたDNAを含んでなってもよい。陰性対照の試料はDNAを
含まないRNA又は核酸を全く含まない試料を含んでなってもよい。前記キットはDNA、RNA
、又はDNA及びRNAを含んでなってもよい。
【００７６】
　前記キットは1つ又は複数の追加の色素又は染色剤を含んでなってもよい。例えば、前
記キットは全核酸染色剤を含んでなってもよい。前記キットは、生細胞と死細胞を識別す
るための細胞透過性核酸染色剤を含んでもよい。
【００７７】
　前記キットは、さらに使用説明書（プロトコル）を含んでなってもよい。前記キットは
、さらに水、緩衝液、緩衝液塩、界面活性剤、表面活性剤、塩、多糖類又は一般的にバイ
オアッセイ系に用いられる他の材料を含んでなってもよい。前記キットは、水溶性、非水
溶性、又は水溶性/非水溶性溶媒系等の溶媒を含んでもよい。
【００７８】
調製法
　さらに本発明の一態様は、上述の化合物の調製法に係る。これらの方法の例示的形態は
、下記実施例において記載する。
【００７９】
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　さらに本発明の態様には、合成中間体が含まれる。多くの合成中間体が下記実施例のセ
クションに示される。この種の中間体の例としては、化合物2～15、36～37、40～42、54
、59、61、63、82、84、90、及び98が挙げられる。
【００８０】
使用
　さらに本発明の一態様は、上述の化合物の使用に係る。
【００８１】
　上述の化合物は、試料中に2本鎖DNAが存在するか否かを検出する方法に使用できる。前
記方法には、2本鎖DNAを含有すると思われる試料を準備することと、前記試料を少なくと
も1つの上述の化合物と接触させて試験試料を調製することと、前記試験試料をエネルギ
ー照射することを含めてもよい。前記方法にはさらに、前記照射工程後に前記試験試料か
らのエネルギー放出を検出することを含めてもよい。前記検出工程は定性的でも定量的で
もよい。前記方法にはさらに、前記検出工程後に前記試料中の2本鎖DNA濃度を算出するこ
とを含めてもよい。前記算出工程は、前記試料中の2本鎖DNA濃度と放出蛍光エネルギーと
を相関させるとを含んでもよい。
【００８２】
　放出蛍光エネルギーの存在（又は対照と比較した放出蛍光エネルギーの増加）は前記試
料中の2本鎖DNAの存在を示し、放出蛍光エネルギーが存在しないこと（又は対照と比較し
て放出蛍光エネルギーが増加しないこと）は前記試料中に2本鎖DNAが存在しないことを示
す。
【００８３】
　前記方法はまた、「ブランク」又は「コントロール」試料にて実施してもよい。ブラン
ク又はコントロール試料はRNAを含んで2本鎖DNAを含まなくてもよく、又は核酸を全く含
まなくてもよい。
【００８４】
　前記試料は、特に限定されない限り任意の試料であってもよい。例えば、前記試料は1
種類の細胞又は細胞群、組織、細胞溶解物、細胞培地、バイオリアクター試料等であって
もよい。あるいは、前記試料は非生物的試料であってもよい。前記細胞は、バクテリア細
胞、菌細胞、昆虫細胞、及び哺乳類細胞等の任意の細胞であってもよい。前記試料は固体
、液体又は懸濁液であってもよい。前記試料は血液、血漿又は尿等の生物学的流体であっ
てもよい。前記試料を、ゲル中又は膜上に固定してもよく、1つ又は複数のビーズと結合
させてもよく、アレイ中として構成してもよい。前記試料は、部分的に又は全体に精製さ
れた核酸調製物を含む緩衝液又は水であってもよい。
【００８５】
　前記接触工程は、適切な任意の温度、時間で実施してもよい。典型的には、前記温度は
常温又は室温であり、あるいは例えば37℃に昇温してもよい。当該温度の例としては約20
℃、約25℃、約30℃、約35℃、約37℃、約40℃、約42℃、及びこれらの任意の2値の間の
範囲が挙げられる。約42℃以上の温度及び約20℃以下の温度もまた、被検試料によっては
適用可能である。当該時間は、特に限定されない限りは蛍光変化の検出に適切な任意の時
間であってもよい。時間の長さの例としては約10分、約20分、約30分、約40分、約50分、
約60分、約70分、約80分、約90分、約100分、約110分、約120分、約180分、約240分、約3
00分、約360分、約420分、約480分、約540分、約600分、及びこれらの任意の2値の間の範
囲が挙げられる。さらに時間を延長することも、被検試料によっては可能である。前記接
触工程は、好適には被検試料を遮光して実施する。
【００８６】
　前記化合物は、特に限定されない限りは2本鎖DNAの存在下において放出蛍光エネルギー
のシグナルが適切に検出できる任意の濃度で使用できる。濃度範囲の例としては、約10nM
～1mMが挙げられる。濃度の例としては、約10nM、約100nM、約1μM、約2μM、約3μM、約
4μM、約5μM、約6μM、約7μM、約8μM、約9μM、約10μM、約100μM、約1mM及びこれら
の任意の2値の間の範囲が挙げられる。
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　励起エネルギーは照射工程中に種々の方法で被検試料に照射してもよい。好適な装置と
しては、可搬紫外線ランプ、水銀アークランプ、キセノンランプ、レーザ（アルゴン及び
YAGレーザ等）、及びレーザダイオードが挙げられる。これらの照射源は、典型的にはレ
ーザスキャナ、蛍光マイクロプレートリーダ又は標準的分光光度計又はマイクロ蛍光分光
光度計の中に光学的に統合されている。
【００８８】
　前記検出工程は、目視検査又は種々の計測器の利用により実施してもよい。こうした計
測器の例としてはCCDカメラ、ビデオカメラ、写真フィルム、レーザスキャナ装置、蛍光
強度計、フォトダイオード、量子カウンタ、落射蛍光顕微鏡、走査顕微鏡、フローサイト
メータ、蛍光マイクロプレートリーダ、又は光増倍管等の増幅装置が挙げられる。
【００８９】
　前記検出工程は、単一の時点において実施してもよく、複数の時点で実施してもよく、
連続的に実施してもよい。
【００９０】
　前記方法は、DNAミニプレップ、フローサイトメトリー、蛍光マイクロスコピー、リア
ルタイムPCR、2本鎖DNA定量、マイクロアレイハイブリダイゼーション、ゲル中2本鎖DNA
検出等の実験系との組合せで使用してもよい。
【００９１】
　以下に実施例を示し、本発明の好適な態様を例示する。当業者であれば、下記の当該実
施例に開示された手法が、本発明を好適に実施するための、本発明者が見い出した手法の
代表例であり、ゆえにその実施のための好適なモードを構成するものと認識するであろう
。しかしながら、当業者であれば、本発明の開示を踏まえて、開示された特定の態様に関
する多くの変更をなすことが可能であり、本発明の範囲を逸脱することなく類似又は同様
の結果を得ることができることを認識するのは自明である。
【００９２】
実施例
実施例1：化合物（2）の調製

　室温において酢酸200mL中N-メチルアニリン10gにブロミン11.3mLを添加し、混合物を数
時間撹拌した。減圧下で揮発成分を蒸発させ、残渣をクロロホルムに溶解し、NaHCO3及び
Na2S2O3飽和溶液で洗浄した。粗製物を酢酸エチル及びヘキサンを用いシリカゲルカラム
で精製した。
【００９３】
実施例2：化合物（3）の調製

　DMF200mL中のNaH（分散オイル中60重量％、ヘキサン洗浄）3.5gに化合物（2）を18.5g
添加し、さらにCS2を6.2mL添加した。混合物を100℃で4時間加熱した。水を加えて固体を
濾過し、酢酸エチル及びヘキサンを用いシリカゲルカラムで精製した。
【００９４】
実施例3：化合物（4）の調製
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　イソプロピルアルコール300mL及びトルエン50mL中、化合物（3）9.5g、2,6-ジメトキシ
フェニルホウ酸10g及びトリフェニルホスフィン1gに、水40mL中6gのK2CO3及び酢酸パラジ
ウム（II）0.25gを添加した。得られた混合物を100℃で5時間加熱した。溶媒を除去し、
残渣をCHCl3に溶解し、水洗した。粗製物を酢酸エチル及びヘキサンを用いシリカゲルカ
ラムで精製した。
【００９５】
実施例4：化合物（5）の調製

　化合物（3）を、実施例3（化合物（4）の調製）にて記載のように、2,6-ジメトキシフ
ェニルホウ酸と結合させた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化
した。
【００９６】
実施例5：化合物（6）の調製

　実施例3（化合物（4）の調製）の条件を用い、化合物（3）を5-インドリルホウ酸と結
合させた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化した。
【００９７】
実施例6：化合物（7）の調製

　実施例3（化合物（4）の調製）の条件を用い、化合物（3）を2,6-ジメチルフェニルホ
ウ酸と結合させた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化した。
【００９８】
実施例7：化合物（8）の調製
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　実施例3（化合物（4）の調製）の条件を用い、化合物（3）を4-ヒドロキシフェニルホ
ウ酸と結合させた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化した。
【００９９】
実施例8：化合物（9）の調製

　実施例3（化合物（4）の調製）の条件を用い、化合物（3）をベンゾチアフェン-2-イル
ホウ酸と結合させた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化した。
【０１００】
実施例9：化合物（10）の調製

　実施例3（化合物（4）の調製）の条件を用い、化合物（3）をフェニルホウ酸と結合さ
せた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化した。
【０１０１】
実施例10：化合物（11）の調製

　実施例3（化合物（4）の調製）の条件を用い、化合物（3）をチオフェン-2-ホウ酸と結
合させた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化した。
【０１０２】
実施例11：化合物（12）の調製

　実施例3（化合物（4）の調製）の条件を用い、化合物（3）を2-アセトアミドベンゼン
ホウ酸と結合させた。次いでこれを、130℃、1.5時間、メチルトシラートで4級化した。
【０１０３】
実施例12：化合物（13）の調製
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　DMF50mL中のNaH（分散オイル中60重量％、ヘキサン洗浄）1.5gに、2-ヒドロキシル-4-
メチルキノリン1.5gを添加し、さらに臭化ベンジル4.5mLを添加した。混合物を室温で2時
間撹拌した。減圧下で溶媒を除去し、残渣をCHCl3中に溶解し水洗した。酢酸エチル及び
ヘキサンを用いシリカゲルカラムで精製して生成物を得た。
【０１０４】
実施例13：化合物（14）の調製

　塩化メチレン10mL中の化合物（5）0.5g、化合物（13）0.25gに、ジイソプロピルエチル
アミン0.7mL及びトリフロロメタンスルホン酸トリメチルシリル0.9mLを添加し、得られた
混合物を加熱し、1時間環流した。混合物を水洗し、酢酸エチル及びヘキサンを用いシリ
カゲルカラムで精製して生成物を得た。
【０１０５】
実施例14：化合物（15）の調製

　化合物（14）0.1g及びオキシ塩化リン0.06mLの混合物を、ジクロロエタン3mL中で5時間
環流した。混合物を水洗して溶媒を除去した。残渣を酢酸エチル中で撹拌し、濾過して生
成物を得た。
【０１０６】
実施例15：化合物（16）の調製

　化合物（15）0.1g及びN,N-ジメチル-N'-プロピル-1,3-プロパンジアミン0.3mLの混合物
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タノールを用いシリカゲルカラムで精製して生成物を得た。
【０１０７】
実施例16：化合物（17）の調製

　化合物（17）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、3,3-イミノビス（N,N-ジメチ
ルプロピルアミン）をN,N-ジメチル-N'-プロピル-1,3-プロパンジアミンの代替として用
いた。
【０１０８】
実施例17：化合物（18）の調製

　化合物（18）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、N,N,N'-トリメチルエタンジ
アミンをN,N-ジメチル-N'-プロピル-1,3-プロパンジアミンの代替として用いた。
【０１０９】
実施例18：化合物（19）の調製

　化合物（15）12mg及びイミダゾール2mgの混合物を塩化メチレン2mL中室温で2時間撹拌
した。この期間の最後に酢酸エチル2mLを加えて一晩かくはんを続けた。遠心分離により
生成物を得た。
【０１１０】
実施例19：化合物（20）の調製
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　化合物（20）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、1-メチル-ピペラジンをN,N-
ジメチル-N'-プロピル-1,3-プロパンジアミンの代替として用いた。
【０１１１】
実施例20：化合物（21）の調製

　化合物（21）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、ピペラジンをN,N-ジメチル-N
'-プロピル-1,3-プロパンジアミンの代替として用いた。
【０１１２】
実施例21：化合物（22）の調製

　化合物（22）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、N,N'-ジメチルエタンジアミ
ンをN,N-ジメチル-N'-プロピル-1,3-プロパンジアミンの代替として用いた。
【０１１３】
実施例22：化合物（23）の調製

　化合物（23）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、N,N'-ジメチルプロパンジア
ミンをN,N-ジメチル-N'-プロピル-1,3-プロパンジアミンの代替として用いた。
【０１１４】
実施例23：化合物（24）の調製
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9μLの混合物を、塩化メチレン5mL中、室温で1.5時間撹拌した。減圧下で揮発性成分を全
て除去し、粗製物をクロロホルム及びメタノールを用いてシリカゲルカラムで精製した。
【０１１５】
実施例24：化合物（25）の調製

　-78℃、窒素下において、乾燥THF4mL中4-ジメチルアミノメチル-ブロモベンゼン0.35g
に、2.5M n-ブチルリチウム0.32mLを添加し、次いでTHF2mL中化合物（13）0.1gを添加し
た。前記反応物を低温で1時間撹拌した後、酢酸1mLを添加した。混合物をさらに1時間室
温で撹拌し、溶媒を除去し、残渣をさらに1時間吸引した。残渣に、化合物（5）0.2g、ジ
クロロエタン2mL及びトリエチルアミン0.35mLを加えて室温で1時間撹拌した。得られた混
合物を希水酸化ナトリウムで洗浄し、クロロホルム及びメタノールを用いてシリカゲルカ
ラムで精製した。
【０１１６】
実施例25：化合物（26）の調製

　-78℃、窒素下において、THF5mL中化合物（13）50mgに、2.5M n-ブチルリチウム0.16mL
を添加した。低温30分後、酢酸0.5mLを添加し、得られた混合物を室温で1時間撹拌した。
減圧下で揮発性成分を蒸発させ、残渣をさらに30分間真空吸引した。得られた残渣を塩化
メチレン10mL中、化合物（5）50mg及びトリエチルアミン84μLと添加し、混合物を室温で
数時間撹拌した。有機層を塩酸及び食塩の希釈液で水洗し、粗製物を酢酸エチル、クロロ
ホルム及びメタノールを用いてシリカゲルカラムで精製した。
【０１１７】
実施例26：化合物（27）の調製
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）と同一の調製手順に従い調製した。
【０１１８】
実施例27：化合物（28）の調製

　化合物（28）は、化合物（27）を出発物質として、化合物（16）と同一の調製手順に従
い調製した。
【０１１９】
実施例28：化合物（29）の調製

　化合物（29）は、化合物（15）と同一の調製手順で調製し、1,4-ジメチル-2（H)-キノ
リノンを出発物質として用いた。
【０１２０】
実施例29：化合物（30）の調製

　化合物（30）は、化合物（29）を出発物質として、化合物（16）と同一の調製手順に従
い調製した。
【０１２１】
実施例30：化合物（31）の調製
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　化合物（16）4mg及び臭化メチル0.05mLの混合物を、DMF0.5mL中60℃で一晩加熱した。
溶媒を除去し、生成物を水を用いてLH-20カラムで精製した。
【０１２２】
実施例31：化合物（32）の調製

　化合物（15）20mg及びトリエチルアミン0.05mLの混合物を、メタノール2mL中60℃で1日
加熱した。酢酸エチルを加えて生成物を沈殿させた。
【０１２３】
実施例32：化合物（33）の調製

　化合物（33）は化合物（32）と同一の調製手順で調製し、2-ジメチルアミノエタノール
をメタノールの代替として用いた。
【０１２４】
実施例33：化合物（34）の調製

　化合物（34）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、4-メチル-1-プロパギル-2（H
)-キノリノンを出発物質として2-クロロ中間体を生成し、これを次いでN,N-ジメチル-N'-
プロピルプロパンジアミンと反応させて目標物を生成した。
【０１２５】
実施例34：化合物（35）の調製
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　化合物（35）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、化合物（41）を出発物質とし
て用いた。
【０１２６】
実施例35：化合物（36）の調製

　トルエン10mL中N-ベンジル-4-メトキシアニリン1gに、ジケトン0.72mLを添加した。混
合物を一晩撹拌し、溶媒を減圧して除去した。残渣にH2SO4：HOAcの1：1v/v混合8mLを添
加し、50℃で一晩加熱した。混合物を氷水に注入し、酢酸エチルで抽出した。粗製物は酢
酸エチル及びヘキサンを用いるシリカゲルカラムで精製した。
【０１２７】
実施例36：化合物（37）の調製

　化合物（37）は化合物（36）と同一の調製手順で調製し、N-ベンジル-3-メトキシアニ
リンをN-ベンジル-4-メトキシアニリンの代替として用いた。
【０１２８】
実施例37：化合物（38）の調製



(28) JP 5306811 B2 2013.10.2

10

20

30

40

　化合物（38）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、化合物（37）を出発物質とし
て用いた。
【０１２９】
実施例38：化合物（39）の調製

　化合物（38）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、化合物（36）を出発物質とし
て用いた。
【０１３０】
実施例39：化合物（40）の調製

　化合物（40）は化合物（13）と同一の調製手順で調製し、ブロモエチルベンゼンを出発
物質として用いた。
【０１３１】
実施例40：化合物（41）の調製

　化合物（41）は化合物（13）と同一の調製手順で調製し、ブロモエチルピリジンを出発
物質として用いた。
【０１３２】
実施例41：化合物（42）の調製
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　レピジン0.5g及び二臭化p-キシレンを酢酸エチル10mL中で1時間環流した。濾過して生
成物を得た。
【０１３３】
実施例42：化合物（43）の調製

　化合物（5）0.32g及び化合物（42）0.26gの混合物、N-エチルマレイミド0.4g、及びジ
イソプロピルエチルアミン0.16mLを、塩化メチレン5mL中、0℃で1時間撹拌した。次いで
酢酸エチル20mLを添加し、濾過して生成物を得た。
【０１３４】
実施例43：化合物（44）の調製

　当該化合物は、化合物（43）を、DMF中過剰のN-メチルピペリジンと室温で3時間反応さ
せて得た。
【０１３５】
実施例44：化合物（45）の調製

　当該化合物は、化合物（43）を、DMF中過剰のモルホリンと室温で3時間反応させて得た
。
【０１３６】
実施例45：化合物（46）の調製
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　当該化合物は、化合物（43）を、DMF中過剰のN,N,N',N'-テトラメチルプロパンジアミ
ンと50℃で4時間反応させて得た。
【０１３７】
実施例46：化合物（47）の調製

　当該化合物は、化合物（43）を、DMF中過剰のN,N,N'-トリメチルプロパンジアミンと50
℃で2時間反応させて得た。
【０１３８】
実施例47：化合物（48）の調製

　当該化合物は、化合物（43）を、DMF中過剰のトリメチルアミンと50℃で4時間反応させ
て得た。
【０１３９】
実施例48：化合物（49）の調製

　当該化合物は、化合物（46）を、DMF中過剰のヨードメチルと室温で一晩反応させて得
た。
【０１４０】
実施例49：化合物（50）の調製

　当該化合物は、化合物（46）を、DMF中過剰の3,3'-イミノビス（N,N-ジメチルプロピル
アミン）と室温で4時間反応させて得た。
【０１４１】
実施例50：化合物（51）の調製
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　当該化合物は、化合物（46）を、DMF中過剰のジメチルアミンと60℃で1時間反応させて
得た。
【０１４２】
実施例51：化合物（52）の調製

　化合物（5）0.2g、化合物（42）0.16g、及びトリエチルアミン0.2mLの混合物をジクロ
ロメタン10mL室温で1時間撹拌した。反応混合物を水及び飽和食塩水で洗浄し、粗製物を
クロロホルム及びメタノールを用いるHPLCで精製した。
【０１４３】
実施例52：化合物（53）の調製

　化合物（5）10mg、1-ベンジル-4-メチルキノリニウム臭化物7mg、及びトリエチルアミ
ン0.1mLの混合物をメタノール1mL中で2時間撹拌した。揮発成分を減圧除去し、粗製物を
クロロホルム及びメタノールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１４４】
実施例53：化合物（54）の調製

　4-ブロモメチルピリジン臭化水素酸塩及び2等量のレピジンの混合物を120℃で1時間加
熱し、次いで酢酸エチルで数時間撹拌した。濾過して生成物を得た。
【０１４５】
実施例54：化合物（55）の調製
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　化合物（5）10mg、5等量の化合物（54）及びトリエチルアミン0.1mLの混合物を、DMF0.
5mL中で1時間撹拌した。揮発成分を減圧除去し、粗製物をクロロホルム及びメタノールを
用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１４６】
実施例55：化合物（56）の調製

　化合物（55）3mg及びヨードメタン0.2mLの混合物を、DMF1mL中、室温で一晩撹拌した。
酢酸エチル（4mL）を加えてさらに1時間撹拌した後、生成物を濾過した。
【０１４７】
実施例56：化合物（57）の調製

　化合物（34）1.7mg、ヨウ化銅（I）1mg、ジイソプロピルエチルアミン50μL、及び5等
量のアジ化プロピルを、メタノール1mL中、室温で一晩撹拌した。揮発成分を減圧除去し
、粗製物をクロロホルム及びメタノールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した
。
【０１４８】
実施例57：化合物（58）の調製

　-78℃においてTHF5mL中の化合物（41）0.1gに、2.5M n-ブチルリチウム0.32mLを添加し
、-78℃で1時間撹拌した。次いで酢酸0.5mLを添加し、室温で1時間撹拌した。減圧下で揮
発性成分を蒸発させ、残渣を真空吸引した。塩化メチレン数mL中の暗色残滓に、化合物（
5）243mg及びトリエチルアミン0.2mLを添加し、室温で1時間撹拌した。有機層を水及び飽
和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。粗製物を、酢酸エチル、クロロホルム
及びメタノールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１４９】
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　5-(2,6-ジメトキシフェニル)-2-メチルベンゾチアゾール1.26g及びメチルトシラート0.
99gの混合物を130℃で1時間加熱した。粗製物を酢酸エチル30mL中で撹拌し、濾過して生
成物を得た。
【０１５０】
実施例59：化合物（60）の調製

　化合物（59）0.1g、4-ジメチルアミノベンズアルデヒド32mg及びピペリジン21μLの混
合物をエタノール10mL中、40℃で1.5時間加熱した。揮発成分を減圧除去し、残渣をクロ
ロホルムに溶解し、水及び飽和食塩水で洗浄した。粗製物をクロロホルム及びメタノール
を用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１５１】
実施例60：化合物（61）の調製

　レピジン1g及び（2-ブロモメチル）ベンゼン1mLの混合物を90℃で2時間加熱した。酢酸
エチル約30mLを加えて15分間環流した。濾過して生成物を得た。
【０１５２】
実施例61：化合物（62）の調製

　化合物（5）0.1g、化合物（61）67mg、及びジクロロエタン10mL中トリエチルアミン86
μLの混合物を室温で1時間撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させ、残渣を酢酸エチル約30mL
中室温で一晩撹拌した。濾過して生成物を回収した。
【０１５３】
実施例62：化合物（63）の調製
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　レピジン40μL及び2-(アセトアミド)-4-(クロロメチル)-チアゾール57mgの混合物を90
℃で2時間加熱した。粗製物を酢酸エチル約20mL中で数時間撹拌し、濾過して生成物を得
た。
【０１５４】
実施例63：化合物（64）の調製

　化合物（5）0.13g、化合物（63）0.26ミリモル、及びトリエチルアミン0.11mLの混合物
を、ジクロロエタン10mL中、室温で1時間撹拌した。粗製物をクロロホルム及びメタノー
ルを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１５５】
実施例64：化合物（65）の調製

　化合物（5）0.1g、ヨウ化1,4-ジメチルキノリニウム58mg、及びトリエチルアミン86μL
の混合物を、ジクロロエタン10mL中、室温で1時間撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させ、
残渣を酢酸エチル約50mL中で30分撹拌した。濾過して生成物を回収した。
【０１５６】
実施例65：化合物（66）の調製

　化合物（66）は化合物（15）と同一の調製手順で調製し、化合物（7）及び（13）を出
発物質として用いた。
【０１５７】
実施例66：化合物（67）の調製
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　化合物（67）は化合物（15）と同一の調製手順で調製し、化合物（7）及び4-メチル-1-
フェニル-2（H)-キノロンを出発物質に用いた。
【０１５８】
実施例67：化合物（68）の調製

　化合物（68）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、化合物（67）及びN,N-ジメチ
ル-N'-プロピルプロパンジアミンを出発物質に用いた。
【０１５９】
実施例68：化合物（69）の調製

　化合物（69）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、化合物（67）及びN,N,N'-ト
リメチルプロパンジアミンを出発物質に用いた。
【０１６０】
実施例69：化合物（70）の調製

　化合物（70）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、化合物（66）及びN,N,N'-ト
リメチルプロパンジアミンを出発物質に用いた。
【０１６１】
実施例70：化合物（71）の調製
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　化合物（7）20mg、臭化1-ベンジル-4-メチル-キノリニウム13mg、及びトリエチルアミ
ン50μLの混合物を、メタノール1mL中、室温で1時間撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させ
、粗製物をクロロホルム及びメタノールを用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで精
製した。
【０１６２】
実施例71：化合物（72）の調製

　化合物（7）20mg、化合物（42）17mg、及びトリエチルアミン50μLの混合物をDMF1mL中
室温で1時間撹拌した。次いでこれに1-メチルピペリジン約100μLを添加し、混合物を一
晩撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させ、粗製物をクロロホルム及びメタノールを用いるシ
リカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１６３】
実施例72：化合物（73）の調製

　化合物（7）8mg、化合物（42）8mg、及びトリメチルアミン0.5mL（メタノール中25％）
の混合物をDMF1mL中室温で4時間撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させた後、真空吸引した
。粗製物をクロロホルム及びメタノールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した
。
【０１６４】
実施例73：化合物（74）の調製

　化合物（7）20mg、5等量の化合物（54）、及びトリエチルアミン50μLの混合物をDMF1m
L中室温で1時間撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させた。粗製物をクロロホルム及びメタノ
ールを用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製した。
【０１６５】
実施例74：化合物（75）の調製
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　化合物（74）約3mg及びヨードメタン0.2mLの混合物をDMF1mL中室温で一晩撹拌した。酢
酸エチル4mLを加えて生成物を沈殿させた。
【０１６６】
実施例75：化合物（76）の調製

　化合物（76）は化合物（15）と同一の調製手順で調製し、化合物（6）及び4-メチル-1-
フェニル-2（H)-キノロンを出発物質に用いた。
【０１６７】
実施例76：化合物（77）の調製

　化合物（77）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、化合物（15）及びN,N-ジメチ
ル-N'-プロピルプロパンジアミンを出発物質として用いた。
【０１６８】
実施例77：化合物（78）の調製

　化合物（6）約35mg、化合物（42）30mg、及びジイソプロピルエチルアミン17μLの混合
物を、DMF/塩化メチレン溶媒1：4v/v中、室温で一晩撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させ
、粗製物を酢酸エチル、クロロホルム及びメタノールを用いるシリカゲルカラムクロマト
グラフィで精製した。
【０１６９】
実施例78：化合物（79）の調製
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　化合物（78）5mg及びTHF中ジメチルアミン2M溶液3mLの混合物を、メタノール10mL中室
温で3日間加熱した。揮発成分を減圧除去し、粗製物をクロロホルム、メタノール及びト
リエチルアミンを用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製した。
【０１７０】
実施例79：化合物（80）の調製

　化合物（78）約5mg及び1-メチルピペラジン30mgの混合物を35℃で4日間撹拌した。揮発
成分を減圧蒸発させ、調製TLCプレートで生成物を精製した。
【０１７１】
実施例80：化合物（81）の調製

　化合物（6）20mg、臭化1-ベンジル-4-メチルキノリニウム20mg、及びトリエチルアミン
0.1mLの混合物を塩化メチレン0.5mL中、室温で1時間撹拌した。揮発成分を減圧蒸発させ
、粗製物をクロロホルム及びメタノールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した
。
【０１７２】
実施例81：化合物（82）の調製

　-78℃、窒素下においてTHF20mL中1-メチルイミダゾール1.3gに、2.5M n-ブチルリチウ
ム2.8mLを添加した。低温にて45分後に1-ベンジル-4-メチル-2（H)-キノロン1.25g（THF1
0mL中）を添加し、得られた混合物をさらに-78℃で1時間撹拌し、0℃で2時間、室温でさ
らに30分撹拌した。酢酸（0.5mL）を添加し30分撹拌した。揮発成分を減圧除去した。生
成物は1-ベンジル-4-メチル-2-(1-メチルイミダゾイル)-キノリニウムと推定された。
【０１７３】
実施例82：化合物（83）の調製
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　メタノール1mL中化合物（6）20mg及び化合物（82）0.01ミリモルの混合物に、トリエチ
ルアミン50μLを加えて室温で1時間撹拌した。揮発成分を蒸発させた。粗製物をクロロホ
ルム及びメタノールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製し、次いで水を用いLH-2
0カラムにて生成物を得た。
【０１７４】
実施例83：化合物（84）の調製

　当該化合物の調製は、市販入手可能な5-フェニル-2-メルカプト-ベンゾチアゾール（ア
ルドリッチケミカル、米国ミズリー州セントルイス）を、まず前記メルカプトをカリウム
カーボネート及びメチルトシラートを用いてメチルチオに転換し、さらに無希釈条件でメ
チルトシラートを用い、ベンゾチアゾールを4級化して目的物を生成させた。
【０１７５】
実施例84：化合物（85）の調製

　化合物（84）60mg、1,4-ジメチル-2-(1-メチルイミダゾイル)-キノリニウム酢酸塩1モ
ル等量（1,4-ジメチル-2（H)-キノロンを出発物質として化合物（82）と同様のプロトコ
ルで調製）、及びトリエチルアミン0.1mLの混合物を、メタノール1mL中室温で1時間撹拌
した。水を用いるLH-20カラムで粗製物を抽出した。
【０１７６】
実施例85：化合物（86）の調製

　塩化メチレン1mL中、化合物（10）15mg及びヨウ化1,4-ジメチルキノリニウム9.6mgの混
合物を室温で1時間撹拌した。濾過して生成物を得た。
【０１７７】
実施例86：化合物（87）の調製
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　化合物（10）27mg、1,4-ジメチル-2-(1-メチルイミダゾイル)-キノリニウム酢酸塩（1,
4-ジメチル-2（H)-キノロンを出発物質として化合物（82）と同様のプロトコルで調製）0
.067ミリモル、及びトリエチルアミン0.1mLの混合物を、塩化メチレン1mL中、1時間撹拌
した。揮発成分を減圧除去し、粗製物をLH-20カラムで精製した。
【０１７８】
実施例87：化合物（88）の調製

　メタノール1mL中、化合物（84）8mg及び化合物（82）1等量にトリエチルアミン50μLを
添加し、室温で1時間撹拌した。揮発成分を減圧除去し、粗製物をまずクロロホルム及び
メタノールを用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで、次いで水を用いてLH-20カラ
ムで精製し、生成物を得た。
【０１７９】
実施例88：化合物（89）の調製

　5-フェニル-3-メチル-2-メチルチオベンズオキサゾリウムトシラート43mg、臭化1-ベン
ジル-4-メチルキノリニウム39mg、及びトリエチルアミン0.1mLの混合物を塩化メチレン1m
L中で1時間撹拌した。濾過して生成物を得た。
【０１８０】
実施例89：化合物（90）の調製

　-78℃、窒素下において、乾燥THF4mL中4-ジメチルアミノメチル-ブロモベンゼン0.36g
に、2.5M n-ブチルリチウム0.48mLを添加し、次いで4-メチル-1-フェニル-2（H)-キノロ
ン0.235g（THF10mL中）を添加した。前記反応物を低温で1時間撹拌した後、酢酸1mLを添
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。粗製生成物2-(4-ジエチルアミノメチル)-4-メチル-1-フェニルキノリニウムはこれ以上
の精製を行わず使用した。
【０１８１】
実施例90：化合物（91）の調製

　化合物（10）20mg、化合物（90）1等量、及びトリエチルアミン50μLの混合物を塩化メ
チレン1mL中、室温で1時間撹拌した。揮発成分を除去し、粗製物をクロロホルム及びメタ
ノールを用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製した。
【０１８２】
実施例91：化合物（92）の調製

　塩化メチレン1mL中、化合物（10）12mg、臭化1-ベンジル-4-メチルピリジニウム10mg、
及びトリエチルアミン0.1mLの混合物を2時間環流した。揮発成分を減圧除去し、粗製物を
塩化メチレン約2mL中で1時間撹拌した。濾過して生成物を得た。
【０１８３】
実施例92：化合物（93）の調製

　化合物（10）8mg、臭化1-ベンジル-4-メチル-2-フェニルキノリニウム8.8mg、及びトリ
エチルアミン50μLの混合物を塩化メチレン2mL中で3時間環流した。粗製物をクロロホル
ム及びメタノールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１８４】
実施例93：化合物（94）の調製
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　化合物（12）22mg、臭化1-ベンジル-4-メチルキノリニウム10mg、及びトリエチルアミ
ン50μLの混合物をメタノール1mL中で1時間撹拌した。粗製物をクロロホルム及びメタノ
ールを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１８５】
実施例94：化合物（95）の調製

　化合物（9）6.5mg、臭化1-ベンジル-4-メチルキノリニウム4mg、及びトリエチルアミン
50μLの混合物をメタノール1mL中で3時間撹拌した。粗製物をクロロホルム及びメタノー
ルを用いるシリカゲルクロマトグラフィで精製した。
【０１８６】
実施例95：化合物（96）の調製

　化合物（11）6.8mg、臭化1-ベンジル-4-メチルキノリニウム4.7mg、及びトリエチルア
ミン50μLの混合物を塩化メチレン1mL中で1時間環流した。粗製物をクロロホルム及びメ
タノールを用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製した。
【０１８７】
実施例96：化合物（97）の調製

　3-メチル-6-ピリジル-1,3-ベンゾチアゾール-2-チノン18mg、臭化1-ベンジル-4-メチル
キノリニウム22mg、メチルトシラート14mg、及びジイソプロピルエチルアミン0.1mLの混
合物を100℃で30分加熱した。揮発成分を減圧除去し、粗製物を調製TLCプレートで精製し
た。
【０１８８】
実施例97：化合物（98）の調製
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　3-メチル-6-ピリジル-1,3-ベンゾチアゾール-2-チノン23mg及びメチルトシラート330mg
の混合物を130℃で1時間加熱した。次いで酢酸エチル10mLを加えて15分間環流した。濾過
して生成物を得た。
【０１８９】
実施例98：化合物（99）の調製

　臭化1-ベンジル-4-メチルキノリニウム27mg、化合物（98）1等量、及びトリエチルアミ
ン0.2mLの混合物をDMF2mL中室温で撹拌した。濾過して生成物を得た。
【０１９０】
実施例99：化合物（100）の調製

　化合物（8）、臭化1-ベンジル-4-メチルキノリニウム1.2等量、及びトリエチルアミン4
5μLの混合物をジクロロメタン/DMF混合溶媒（v/v、1：1、4mL）中、室温で3時間撹拌し
た。反応混合物をクロロホルムで希釈し、水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥した。液量を
減ずるとクロロホルム層に生成物が沈殿した。
【０１９１】
実施例100：化合物（101）の調製

　化合物（101）は化合物（16）と同一の調製手順で調製し、6-(ビス-(1,3-ジメトキシ)-
プロプ-2-イル)-3-メチル-2-メチルチオ-ベンゾチアゾリウムトシラート及び化合物（13
）を出発物質として用いた。
【０１９２】
実施例101：化合物（102）の調製
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　化合物（102）は化合物（24）と同一の調製手順で調製し、化合物（5）及び1-ベンジル
-4-メチル-ピリジン-2-オンを出発物質として用いた。
【０１９３】
実施例102：化合物（103）の調製

　無水酢酸（0.1mL）を、ジクロロエタン2mL中、室温で2-(2-アニリノビニル)-3-メチル-
6-フェニルキノリニウムトシラート0.127mg、臭化1-ベンジル-4-メチルキノリニウム1等
量、及びトリエチルアミン40μLの混合物に添加した。混合物を2時間撹拌した。反応物を
クロロホルムで希釈し水及び飽和食塩水で洗浄した。粗製物をメタノール及び酢酸エチル
からの再結晶により精製した。
【０１９４】
実施例103：化合物（104）の調製

　無水酢酸（90μL）を、ジクロロエタン5mL中、室温で2-(2-アニリノビニル)-3-メチル-
6-フェニルキノリニウムトシラート0.107mg、塩化1-((3-エトキシカルボニル-1-プロポキ
シ)フェニルメチル)-4-メチルキノリニウム1等量、及びトリエチルアミン40μLの混合物
に添加した。混合物を2時間撹拌した。反応物をクロロホルムで希釈し水及び飽和食塩水
で洗浄した。粗製物をクロロホルム及びメタノールを用いるシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィで精製した。
【０１９５】
実施例104：化合物（105）の調製

　水（0.5mL）及び10％水酸化ナトリウム40μLをメタノール5mL中の化合物（107）59mgに
添加した。混合物を室温で数時間撹拌した。反応物を水30mLで希釈し、1N塩酸で酸性化し
濾過して生成物を回収した。
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【０１９６】
実施例105：化合物（106）の調製

　O-(N-スクシンイミジル)-N,N,N',N'-テトラメチルウロニウムテトラフロロホウ酸塩（8
.2mg）を、DMF2mL中化合物（105）11.3mg及びDMF2mL中トリエチルアミン8μLに添加した
。混合物を室温で一晩撹拌した。酢酸エチル約6mLを加えて生成物を沈殿させ、濾過して
生成物を得た。
【０１９７】
実施例106：化合物（107）の調製

　化合物（107）は化合物（15）と同一の調製手順で調製し、化合物（5）及び1-ベンジル
-6-(3-エトキシカルボニル-1-プロポキシ)-4-メチル-2（H)-キノロンを出発物質に用いた
。
【０１９８】
実施例107：化合物（108）の調製

　化合物（107）0.314g、チオフェノール0.13mL、及びトリエチルアミン0.3mLの混合物を
ジクロロエタン5mL中60℃で数時間撹拌した。生成物はクロロホルム及びメタノールを用
いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製して得た。
【０１９９】
実施例108：化合物（109）の調製
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　4-N-メチルアミノブチル酸（39mg）及びトリエチルアミン107μLを、イソプロピルアル
コール1.5mL及び数滴の水を含む混合液中に溶解させた。この混合液を、ジクロロエタン3
mL中化合物（15）30mgに添加し、得られた混合物を60℃で1時間加熱した。粗製物にクロ
ロホルムを添加して希釈し、希塩酸で洗浄した。生成物は、クロロホルム及びメタノール
を用いるシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製した。
【０２００】
実施例109：化合物（110）の調製

　O-(N-スクシンイミジル)-N,N,N',N'-テトラメチルウロニウムテトラフロロホウ酸塩（7
.4mg）を、B36-13-LY11mg及びDMF2mL中トリエチルアミン5μLの混合物に添加した。室温
で30分撹拌した後、シリカゲルカラムからクロロホルムとアセトンで溶出した。
【０２０１】
実施例110：化合物（111）の調製

　アミノ-dPEG4-アルコール（3.0mg；Quanta Biodesign, Ltd.、米国オハイオ州）を化合
物（110）5mg及びトリエチルアミン2等量の混合物に添加した。混合物を30分撹拌した。
　混合物を濃縮し、酢酸エチル数mLを添加して短時間撹拌し、濾過して生成物を得た。
【０２０２】
実施例111：化合物（112）の調製
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　トリエチルアミン（61μL）を、塩化1-((3-エトキシカルボニル-1-プロポキシ)フェニ
ルメチル)-4-メチルキノリニウム59mg及び塩化メチレン3mL中化合物（5）74mgの混合物に
添加した。混合物を5分間撹拌した。次いで混合物をクロロホルムで希釈し、水/飽和食塩
水1：1で洗浄して生成物を得た。
【０２０３】
実施例112：DNA/RNA蛍光比率の決定法　
　被検化合物をDMSO中0.1～1.0mg/mLの濃度のストック溶液として溶解した。正確な濃度
は重要ではない。3本の試料管を用意し、それぞれに同一の1～20μLのストック溶液を入
れた。第1の試料管は10mMトリス、1mM EDTA（pH7.5）緩衝液を、第2の試料管は緩衝液及
び65μg/mL子牛胸腺2本鎖DNAを、第3の試料管は緩衝液及び65μg/mLリボソームRNAを含ん
でなる。試料管を遮光し、室温で10～15分間インキュベートした。
【０２０４】
　3溶液の蛍光スキャンは、使い捨てキュベット中、DNA（又は数値が顕著に異なるならば
RNA）と結合した化合物の最大吸収に対応する励起波長を用いて実施した。いくつかの場
合では、蛍光シグナルを計測尺度に保つための試料の希釈が必要であった。それらの場合
においては、3試料の全てを同一の倍率に希釈した。DNA及びRNAの存在下における化合物
の蛍光比を決定した。
【０２０５】
実施例113：調製試料のDNA/RNA蛍光比
　本発明を代表するものとして以下の化合物を選択した。DNA及びRNA存在時の蛍光値は前
例記載と同様に決定した。下表にDNA/RNA蛍光比を示す。数値が高いほどDNA選択的である
。比が1であれば選択性は無い。励起及び放出の値はnm単位である。
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【０２０６】
実施例114：化合物（24）の評価
　この化合物の最大励起波長は520nmであり、488nm線（青色レーザ）又は532nm線（緑色
レーザ）を用いて効果的に励起できる。当該化合物の最大放出波長は569nm（オレンジ色
）である。
【０２０７】
実施例115：化合物（20）のフローサイトメトリー利用
　生きたJurkat細胞（ヒトTリンパ球）を10％ウシ胎児血清（FBS）と共にRPMI培地で1×1
06細胞/mlに懸濁した。5μMの化合物（20）を懸濁液1mLに添加し、遮光して37℃で1時間
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インキュベートした。細胞をBecton Dickinson（BD）LSRIIフローサイトメータで試験し
た。主細胞数のゲーティングには前方散乱（FS）対側方散乱（SS）の2変数プロットを用
いた。ゲーティングした細胞において単一細胞種識別のゲーティングのために蛍光幅対蛍
光面積の2変数プロットを用いた。488nm励起レーザを用い、530/30バンドパス領域で単色
蛍光成分を収集し、毎秒約200イベントのフロー速度で30000イベントを収集した。前記デ
ータをさらに、G2/G1比及びG1期のCV値（変動係数）を決定するためにVerity Software H
ouse, Inc製フローサイトメトリーモデリングソフトウェアModFit LTを用いて分析した。
【０２０８】
　典型的な細胞周期ヒストグラムにはG0G1期、S期、及びG2M期が明瞭に示された。これは
生細胞のゲーティングで得られた。さらにModFitソフトウェアを用いて分析したところ、
G1期は6.92％のピークCV値を有する47.08％であり、S期は46.67％、G2期は6.25％で、G2/
G1比は1.83であることが示された。これにより、G1期のCV値が8％に満たない領域で本化
合物が生細胞の細胞周期を染色し、観測された比率に染色の直線性が示されていることが
明らかとなった。
【０２０９】
実施例116：化合物（24）のフローサイトメトリー利用
　生きたJurkat細胞をコルセミドで2時間処理して細胞周期を有糸分裂期で停止させ、こ
れにより大部分をG2M期にそろえた。前記細胞を10％ウシ胎児血清（FBS）と共にRPMI培地
で1×106細胞/mlに懸濁した。10μMの化合物（24）を細胞懸濁液1mLに添加し、遮光して3
7℃で1時間インキュベートした。細胞をBecton Dickinson（BD）LSRIIフローサイトメー
タで試験した。主細胞数のゲーティングには前方散乱（FS）対側方散乱（SS）の2変数プ
ロットを用いた。ゲーティングした細胞において単一細胞種識別のゲーティングのために
蛍光幅対蛍光面積の2変数プロットを用いた。488nm励起レーザを用い、585/42バンドパス
領域で単色蛍光成分を収集し、また、532nm励起レーザを用いて同じ585/42バンドパス領
域で単色蛍光成分を収集し、毎秒約200イベントのフロー速度で30000イベントを収集した
。前記データをさらに、G2/G1比及びG1期のCV値を決定するためにVerity Software House
, Inc製フローサイトメトリーモデリングソフトウェアModFit LTを用いて分析した。
【０２１０】
　典型的な細胞周期ヒストグラムにはG0G1期、S期、及びG2M期が明瞭に示された。これは
生細胞のゲーティングで得られた。さらにModFitソフトウェアを用いて分析したところ、
典型的な細胞周期染色が示された。これにより、G1期のCV値が8％に満たない領域で本化
合物が生細胞の細胞周期を染色し、観測された比率に染色の直線性が示されていることが
明らかとなった。
【０２１１】
実施例117：化合物（20）のフローサイトメトリー利用
　HL60の生細胞（ヒト前骨髄球）を20％ウシ胎児血清（FBS）と共にイスコフ・ダルベッ
コ完全培地で1×106細胞/mlに懸濁した。5μMの化合物（20）を細胞懸濁液1mLに添加し、
遮光して37℃で30分インキュベートした。細胞をBecton Dickinson（BD）LSRIIフローサ
イトメータで試験した。主細胞数のゲーティングには前方散乱（FS）対側方散乱（SS）の
2変数プロットを用いた。ゲーティングした細胞において単一細胞種識別のゲーティング
のために蛍光幅対蛍光面積の2変数プロットを用いた。488nm励起レーザを用い、530/30バ
ンドパス領域で単色蛍光成分を収集し、毎秒約200イベントのフロー速度で30000イベント
を収集した。前記データをさらに、G1/G2比及びG1期のCV値を決定するためにVerity Soft
ware House, Inc製フローサイトメトリーモデリングソフトウェアModFit LTを用いて分析
した。
【０２１２】
　典型的な細胞周期ヒストグラムにはG0G1期、S期、及びG2M期が明瞭に示された。これは
生細胞のゲーティングで得られた。さらにModFitソフトウェアを用いて分析したところ、
典型的な細胞周期染色が示された。これにより、G1期のCV値が8％に満たない領域で本化
合物が生細胞の細胞周期を染色し、観測された比率に染色の直線性が示されていることが
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明らかとなった。
【０２１３】
実施例118：化合物（24）のフローサイトメトリー利用
　HL60細胞をHanks液（HBSS：Hank's Balanced Salt Solution）で1×106細胞/mlに懸濁
した。10μMの化合物（24）を細胞懸濁液1mLに添加し、遮光して37℃で30分インキュベー
トした。細胞をBecton Dickinson（BD）LSRIIフローサイトメータで試験した。主細胞数
のゲーティングには前方散乱（FS）対側方散乱（SS）の2変数プロットを用いた。ゲーテ
ィングした細胞において単一細胞種識別のゲーティングのために蛍光幅対蛍光面積の2変
数プロットを用いた。488nm励起レーザを用い、585/42バンドパス領域で単色蛍光成分を
収集し、また、532nm励起レーザを用いて同じ585/42バンドパス領域で単色蛍光成分を収
集し、毎秒約200イベントのフロー速度で30000イベントを収集した。前記データをさらに
、G2/G1比及びG1期のCV値を決定するためにVerity Software House, Inc製フローサイト
メトリーモデリングソフトウェアModFit LTを用いて分析した。
【０２１４】
　典型的な細胞周期ヒストグラムにはG0G1期、S期、及びG2M期が明瞭に示された。これは
生細胞のゲーティングで得られた。さらにModFitソフトウェアを用いて分析したところ、
典型的な細胞周期染色が示された。これにより、G1期のCV値が8％に満たない領域で本化
合物が生細胞の細胞周期を染色し、観測された比率に染色の直線性が示されていることが
明らかとなった。
【０２１５】
実施例119：化合物（24）のフローサイトメトリー利用
　HL60細胞を70％エタノールで固定し-20℃で使用まで保存した。固定細胞をHanks液（HB
SS：Hank's Balanced Salt Solution）で1回洗浄した後、HBSS中1×106細胞/mlに懸濁し
た。5μMの化合物（24）を細胞懸濁液1mLに添加し、遮光して37℃で5分間インキュベート
した。細胞をBecton Dickinson（BD）LSRIIフローサイトメータで試験した。主細胞数の
ゲーティングには前方散乱（FS）対側方散乱（SS）の2変数プロットを用いた。ゲーティ
ングした細胞において単一細胞種識別のゲーティングのために蛍光幅対蛍光面積の2変数
プロットを用いた。488nm励起レーザを用い、585/42バンドパス領域で単色蛍光成分を収
集し、また、532nm励起レーザを用いて同じ585/42バンドパス領域で単色蛍光成分を収集
し、毎秒約200イベントのフロー速度で30000イベントを収集した。前記データをさらに、
G2/G1比及びG1期のCV値を決定するためにVerity Software House, Inc製フローサイトメ
トリーモデリングソフトウェアModFit LTを用いて分析した。
【０２１６】
　典型的な細胞周期ヒストグラムにはG0G1期、S期、及びG2M期が明瞭に示された。さらに
ModFitソフトウェアを用いて分析したところ、典型的な細胞周期染色が示された。これに
より、G1期のCV値が8％に満たない領域で本化合物が生細胞の細胞周期を染色し、観測さ
れた比率に染色の直線性が示されていることが明らかとなった。
【０２１７】
実施例120：化合物（20）のフローサイトメトリー利用
　Jurkat生細胞をコルセミドで2時間処理して細胞周期を有糸分裂期で停止させ、これに
より大部分をG2M期にそろえた。前記細胞を70％エタノールで固定し-20℃で使用まで保存
した。固定細胞をHanks液（HBSS：Hank's Balanced Salt Solution）で1回洗浄した後、H
BSS中1×106細胞/mlに懸濁した。5μMの化合物（20）を細胞懸濁液1mLに添加し、遮光し
て37℃で5分間インキュベートした。細胞をBecton Dickinson（BD）LSRIIフローサイトメ
ータで試験した。主細胞数のゲーティングには前方散乱（FS）対側方散乱（SS）の2変数
プロットを用いた。ゲーティングした細胞において単一細胞種識別のゲーティングのため
に蛍光幅対蛍光面積の2変数プロットを用いた。488nm励起レーザを用い、530/30バンドパ
ス領域で単色蛍光成分を収集し、毎秒約200イベントのフロー速度で30000イベントを収集
した。前記データをさらに、G2/G1比及びG1期のCV値を決定するためにVerity Software H
ouse, Inc製フローサイトメトリーモデリングソフトウェアModFit LTを用いて分析した。
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【０２１８】
　典型的な細胞周期ヒストグラムにはG0G1期、S期、及びG2M期が明瞭に示された。さらに
ModFitソフトウェアを用いて分析したところ、典型的な細胞周期染色が示された。これに
より、G1期のCV値が8％に満たない領域で本化合物が生細胞の細胞周期を染色し、観測さ
れた比率に染色の直線性が示されていることが明らかとなった。
【０２１９】
実施例121：アポトーシス誘導細胞を用いるフローサイトメトリーへの化合物（24）の利
用
　Jurkat生細胞を13試料に分け、分けた細胞を完全RMPI/10％FBSで懸濁した。DMSO中10μ
Mカンプトテシンで処理してアポトーシスを誘導したもの、DMSOのみで参照とするものを
試料とした。処理時間及び対照時間は1、2、3、4、5及び6時間、並びにゼロ時間である。
次いで細胞懸濁液を、所定の時間、37℃で5％CO2インキュベートした。このような実験は
「アポトーシス経時変化」と呼ぶことがある。分けた試料をそれぞれ完全RPMI培地/10％
子牛胸腺血清（FBS）で1回洗浄し、10％FBS及び完全RPMI培地中1×106細胞/mlに再度懸濁
した。10μM化合物（24）を1mL細胞サスペンションに加えた1mL指定細胞サスペンション
をフロー管に入れ、遮光して37℃で30分間インキュベートし、SYTOX（米国オレゴン州ユ
ージン、Molecular Probe, Inc社登録商標）ブルー死細胞染色剤を添加して死細胞の識別
とした。細胞をBecton Dickinson（BD）LSRIIフローサイトメータで試験した。SYTOX（登
録商標）ブルー染色剤対化合物（24）染色剤をプロットし、死細胞をゲーティングせず生
細胞のみを分析するために、化合物（24）染色剤を発色しSYTOX（登録商標）ブルーを発
色しない細胞の分析に基づいてゲーティングを行った。SYTOX（登録商標）ブルー染色剤
からの蛍光は405nm励起レーザを用いて450/50バンドパス領域で収集し、化合物（24）染
色剤からの蛍光は488nm励起レーザを用いて585/42バンドパス領域で収集し、また同様に5
32nm励起レーザを用いて585/42バンドパス領域で収集した。毎秒約200イベントのフロー
速度で30000イベントを収集した。前記データをさらに、G2/G1比及びG1期のCV値及びサブ
G0細胞数（断片化細胞数）のパーセンテージを見るために、Verity Software House, Inc
製フローサイトメトリーモデリングソフトウェアModFit LTを用いて分析した。
【０２２０】
　典型的な細胞周期ヒストグラムにはG0G1期、S期、及びG2M期がそれぞれの参照時刻時点
において明瞭に示され、サブG0細胞数は全く見られなかった。カンプトテシン処理細胞の
細胞周期ヒストグラムは、サブG0位置の細胞数が3時間目から現れ始め、その後の各時点
における経時変化期間中に増加し続けたことが明らかである。さらに、断片化細胞モデル
を用いるModFitソフトウェアによる分析により、参照細胞に対して典型的な細胞周期染色
がされ、前記誘導細胞にサブG0細胞数が増加することが示された。これにより、化合物（
24）が生細胞を染色し、誘導期間により増加する断片化細胞中のサブG0細胞数を同定でき
ることが明らかとなった。同様の結果は532nmの励起でも得られた。
【０２２１】
　本明細書に開示の全ての化合物及び/又は方法は、本発明の開示を踏まえ、過度の実験
を伴うことなく調製でき、実施できる。本発明の組成物及び方法は好適な態様として記載
されているが、当業者であれば、本発明の範囲の技術的思想から逸脱することなく、本明
細書に記載の方法に含まれる工程又は一連の工程において、その構成及び/又は方法に変
更を加えることができることは自明であろう。より具体的には、化学的かつ生理学的に関
連のある試薬を、本明細書に記載の試薬と置き換えても同一又は同様の結果に達すること
は自明であろう。当業者にとり自明なかかる置き換え及び変更は、全て本発明の及びその
技術的思想の範囲内にあると見なされる。
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