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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（１）
【化１】

［式中、Ｐ1及びＰ2はそれぞれ独立して水素、ヒドロキシ－保護基を示すか、あるいは一
緒になってビシナル－ジオール保護基を形成することができる］
の中間体から出発し、
（ｉ）　該式（１）の中間体を式（３）

【化２】
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［式中、Ｒ1はアルキル、アリール又はアラルキルを示し、Ｒ2は水素又はＣ(＝Ｏ)ＯＲ3

を示し、Ｒ3はアルキル、アリール又はアラルキルを示すか、あるいは存在する場合のＲ3

とＲ1はそれらが結合している原子と一緒になって場合によりアルキル、アラルキル又は
アリールで置換されていることができる６～８－員環式基を形成することができる］、
のニトロメタン誘導体に変換し、
ここで、該式（１）の中間体の式（３）のニトロメタン誘導体への変換を、
－　最初に式（１）の中間体をＣＨＲ2Ｒ5－Ｃ(＝Ｏ)－ＯＲ1［式中、Ｒ5は水素、カルボ
ン酸エステル、ホスホニウム塩又はホスホネートエステルを示す］と縮合反応させて式（
２）
【化３】

のα，β－不飽和エステルを生ぜしめ、そして該式（２）のエステルをニトロメタンと反
応させて式（３）の中間体を生ぜしめる段階を含んでなる方法により、或いは
－　第１に、式（１）の中間体をニトロメタンと縮合反応させて式（８）
【化４】

の中間体を生ぜしめ、そして第２に、該式（８）の中間体をＣＨＲ2Ｒ8－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ
Ｒ1［式中、Ｒ8は水素又はカルボン酸エステルである］と反応させる段階を含んでなる方
法により行い
（ｉｉ）　続いて該ニトロメタン誘導体を式（６）

【化５】

［式中、ＯＲ4はアルコキシを示す］
のテトラヒドロフラン誘導体に変換し、
ここで、式（３）の中間体の式（６）のテトラヒドロフラン誘導体への変換を、
－　該式（３）の中間体を、塩基及び続いて強酸を用いて処理することによりＮｅｆ反応
に供して式（４）及び（４'）

【化６】

の中間体の混合物を生ぜしめ、そしてＲ2が水素と異なる場合に、式（４）及び（４'）の
中間体を脱カルボキシル化し、かくしてそれぞれ式（５）及び（５'）
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【化７】

の中間体を生成せしめ、ついで式（４）及び（４'）の中間体又は式（５）及び（５'）の
中間体を適した還元剤を用いて還元して式（６）の中間体を生ぜしめる段階を含んでなる
方法により、或いは
－　最初にＲ2が水素である式（３）の中間体を適した還元剤を用いて還元して式（９）
【化８】

の中間体を生ぜしめ、次いで得られる式（９）の中間体を塩基及び次いで強酸を用いる処
理によりＮｅｆ反応に供して式（６）の中間体を生ぜしめる段階を含んでなる方法により
行い、そして
（ｉｉｉ）　次いで式（６）の中間体を分子内環化反応により式（７）

【化９】

のヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールに変換する
式（７）のヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの合成法。
【請求項２】
　Ｐ1及びＰ2が一緒になってイソプロピリデンを形成する式（１）の中間体、すなわち下
記式

【化１０】

の中間体から出発し、
該中間体を縮合反応させて、Ｐ1及びＰ2が一緒になってイソプロピリデンを形成し、Ｒ2

が－Ｃ(＝Ｏ)ＯＲ3を示し、ここでＲ3はメチルであり、Ｒ1がメチルである式（２）の中
間体、すなわち下記式
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【化１１】

のエステルを生ぜしめ、
該エステルを反応させて、Ｐ1及びＰ2が一緒になってイソプロピリデンを形成し、Ｒ2が
－Ｃ(＝Ｏ)ＯＲ3を示し、ここでＲ3はメチルであり、Ｒ1がメチルである式（３）のニト
ロメタン誘導体、すなわち下記式

【化１２】

のニトロメタン誘導体とし、
塩基及び続いて酸を用いて該ニトロメタン誘導体を変換し、Ｒ2が－Ｃ(＝Ｏ)ＯＲ3を示し
、ここでＲ3はメチルであり、Ｒ1がメチルであり、Ｒ4がメチルである式（４）及び（４'
）の中間体、すなわち式（４ｃ）及び（４'ｃ）

【化１２】

の中間体を生ぜしめ、
式（４ｃ）の中間体を脱カルボキシル化してＲ4がメチルである式（５）の中間体、すな
わち式（５ｃ）
【化１４】

の中間体に導き、
該式（５ｃ）の中間体を適した還元剤を用いて還元し、Ｒ4がメチルである式（６）の中
間体、すなわち式（６ｅ）
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【化１５】

の中間体を生ぜしめ、式（６ｅ）の中間体を分子内環化反応により式（７．１）
【化１６】

の化合物に変換する
式（７．１）のヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールを合成するための
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　式（３）の中間体を酸性クエンチングを用いてＮｅｆ反応に供し、該クエンチングの間
温度を１０℃未満に保つ請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　式（４）及び（４'）の中間体の脱カルボキシル化を緩衝水溶液中で行う請求項１～３
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　式（６）の中間体をテトラヒドロフラン中のホウ水素化リチウム又はＬｉＣｌの存在下
におけるＮａＢＨ4を用いる式（４）及び（４'）の中間体又は式（５）及び（５'）の中
間体の還元により製造する請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　式（６）の中間体の式（７）の化合物への環化を式（６）の中間体を含む反応混合物に
強酸を添加することにより行う請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　環化反応を５℃未満の温度で行う請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　反応混合物に強酸を添加する間の反応混合物の温度を－５℃未満に保持する請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　式（１）の中間体の式（３）の誘導体への変換を、第１に、式（１）の中間体をニトロ
メタンと縮合反応させて、式（８）の中間体を生ぜしめ、そして第２に、該式（８）の中
間体をＣＨＲ2Ｒ8－Ｃ(＝Ｏ)－ＯＲ1［式中、Ｒ8はＣ(＝Ｏ)－ＯＲ1として定義されるカ
ルボン酸エステルである］と反応させる段階を含んでなる方法により行う請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　Ｒ1及びＲ3がそれぞれ独立してＣ1-6アルキル、アリール又はアリールＣ1-6アルキルで
あるか、又はＲ1及びＲ3が結合している原子と一緒になって、場合によりＣ1-6アルキル
、アリール又はアリールＣ1-6アルキルで置換されていることができる６～８－員環式基
を形成し、Ｒ4がＣ1-6アルキルである請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
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　Ｒ1、Ｒ3及びＲ4がそれぞれ独立してメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－
ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル又はペンチルである請求項１～
１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　Ｐ1及びＰ2が一緒になって酸に不安定なビシナル－ジオール保護基を形成する請求項１
～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　Ｐ1及びＰ2がジアルキルメチレン基である請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１４】
　Ｒ5が水素、Ｒ1Ｏ－Ｃ(＝Ｏ)－、Ｒ6がアルキル、アリール又はアラルキルである（Ｒ6

）3Ｐ＝あるいはＲ7がアルキル、アリール又はアラルキルである（Ｒ7Ｏ）2Ｐ(＝Ｏ)－で
ある請求項１及び請求項３～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　式（３）
【化１６】

［式中、Ｐ1及びＰ2はそれぞれ独立して水素、置換メチルエーテル類、テトラヒドロピラ
ニルエーテル類、置換エチルエーテル類、及びヒドロキシル基をカルボン酸と反応させる
ことにより製造されるエステル類から選ばれるヒドロキシ－保護基を示すか、あるいはＰ
1及びＰ2は一緒になってアセタールもしくはケタール形態又はオルトエステル形態のビシ
ナル－ジオール保護基を形成することができ、Ｒ1はアルキル、アリール又はアラルキル
を示し、Ｒ2は水素又はＣ(＝Ｏ)ＯＲ3を示し、Ｒ3はアルキル、アリール又はアラルキル
を示すか、あるいは存在する場合のＲ3とＲ1はそれらが結合している原子と一緒になって
場合によりアルキル、アラルキル又はアリールで置換されていることができる６～８－員
環式基を形成することができ；
但しＲ2が水素であり且つＰ1及びＰ2が一緒になってイソプロピリデンを形成する場合、
Ｒ1はメチル又はエチル以外である］
を有する中間体。
【請求項１６】
　式（４）又は（４'）

【化１７】

［式中、Ｒ1はアルキル、アリール又はアラルキルを示し；Ｒ2は水素又はＣ(＝Ｏ)ＯＲ3

を示し；Ｒ3はアルキル、アリール又はアラルキルを示すか、あるいは存在する場合のＲ3

とＲ1はそれらが結合している原子と一緒になって場合によりアルキル、アラルキル又は
アリールで置換されていることができる６～８－員環式基を形成することができ；ＯＲ4

はアルコキシを示す］
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を有する中間体。
【請求項１７】
　式（５）又は（５'）
【化１８】

［式中、ＯＲ4はアルコキシを示す］
を有する中間体。
【請求項１８】
　中間体が式（５ａ）

【化１９】

を有する請求項１７に記載の中間体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの製造法ならびに該
方法において用いるための新規な中間体に関する。さらに特定的には、本発明は、ヘキサ
ヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの製造のための立体選択的方法及び工業
的大規模化に順応可能な方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールは、非特許文献１、特許文献１
、特許文献２及び特許文献３において、Ｇｈｏｓｈ　ｅｔ　ａｌ．により記載されている
もののようなレトロウィルスプロテアーゼ阻害剤の構造中に存在する重要な薬理学的部分
である。該公開文献は引用することによりその記載事項が本明細書の内容となる。
【０００３】
　ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オール（式（７））
【０００４】
【化１】

【０００５】
の製造のためのいくつかの方法が既知である。Ｇｈｏｓｈ　ｅｔ　ａｌ．は、非特許文献
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１において、それぞれ３（Ｒ）－ジエチルマレート及び３（Ｓ）－ジエチルマレートから
出発して、（３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）及び（３Ｓ，３ａＲ，６ａＳ）ヘキサヒドロ－フロ
［２，３－ｂ］フラン－３－オールの両方を光学的に純粋な形態で得るためのエナンチオ
選択的合成を記載している。この方法は、リチウムジイソプロピルアミドを用いるアリル
化段階、続く還元段階及びさらにＳｗｅｒｎ酸化段階、続くオゾン分解的開裂及び９－ボ
ラビシクロ［３．３．１］ノナン（９－ＢＢＮ）を用いるヒドロホウ素化段階のような数
段階を含む。Ｇｈｏｓｈ　ｅｔ　ａｌ．は、ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－
３－オールの両（３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）及び（３Ｓ，３ａＲ，６ａＳ）エナンチオマー
のラセミ合成、続く最終的生成物の酵素的分割も開示している。この後者の合成は２，３
－ジヒドロフランから出発し、該中間体をＮ－ヨードスクシンイミド及びアリルアルコー
ルで処理し、続いて触媒、すなわちコバロキシムの存在下でラジカル環化させる段階を含
む。還元段階が続くオゾン分解的開裂はラセミヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン
－３－オールを与えた。光学的に活性な化合物（３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）ヘキサヒドロ－
フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールはシリカゲルクロマトグラフィーが続く酵素的分
割の後に得られる。非特許文献２もオゾン分解を用いるヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ
］フラン－３－オールの合成のための経路を記載している。ヘキサヒドロ－フロ［２，３
－ｂ］フラン－３－オールは光学的に活性なペルヒドロフロ［２，３－ｂ］フラン誘導体
の合成における中間体としても記載されている（非特許文献３）。この方法における重要
段階は、２，３－ジヒドロフランのオキシセレン化である。この方法は実験室レベルにお
ける使用に適しているが、大規模化に順応可能ではない。
【０００６】
　Ｇｈｏｓｈ　ｅｔ　ａｌ．により記載されている２つの合成経路は、（３Ｒ，３ａＳ，
６ａＲ）及び（３Ｓ，３ａＲ，６ａＳ）ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－
オールを合理的な収率及び高いエナンチオマー過剰率で与えるが、それらは両方とも実験
室規模でのみ実行可能であり、複数の理由で工業的大規模化に順応不可能である。例えば
、これらの既知の経路は、高価な材料、重金属及び希少な化合物、例えばＮ－ヨードスク
シンイミド、触媒コバロキシム、リチウムジイソプロピルアミド及び９－ＢＢＮを用いる
欠点に苦しめられている。必要なオゾン分解段階は、高度に反応性であり且つショックに
敏感なオゾニド類及び過酸化物を与える欠点を有し、この段階を工業的規模に適用するに
は危険すぎるものとしている。さらに、オゾン分解ならびにＳｗｅｒｎ酸化は高度に発熱
性であり、結局非常に低温で行なわれなければならない。ラセミ経路は合成の最終段階に
おける酵素的分割及び続くシリカゲル精製を必要とする。さらに、ラセミ経路は、最終的
なエナンチオマー的に純粋な化合物を生ずる分割段階が合成の最後の段階に行なわれ、そ
れにより最大で５０％の収率の所望のエナンチオマーが得られ得るのみであることに由来
する低い全体的物質収支の欠点に苦しめられている。両方の当該技術分野において既知の
経路は、洗浄操作において溶媒及び塩のような多くの廃棄物も生ずる。かくしてこれらの
既知の方法は、工業的規模におけるヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オー
ルの光学的に純粋な立体異性体の製造に適していない。
【非特許文献１】Ｇｈｏｓｈ　ｅｔ　ａｌ．著，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．，１９９６年，
３９（１７），３２７８－３２９０
【特許文献１】欧州特許第０　７１５　６１８号明細書
【特許文献２】国際出願公開第９９／６７４１７号パンフレット
【特許文献３】国際出願公開第９９／６５８７０号明細書
【非特許文献２】Ｐｅｚｅｃｋ　ｅｔ　ａｌ．著，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．
，１９８６年，２７，３７１５－３７１８
【非特許文献３】Ｕｃｈｉｙａｍａ　ｅｔ　ａｌ．著，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔ
ｔ．，２００１年，４２，４６５３－４６５６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　本発明の主たる目的は、当該技術分野において既知の方法及びそれらの欠点と比較され
る場合に改良されているヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの製造法
を提供することである。他の目的は、工業的大規模化に適したヘキサヒドロ－フロ［２，
３－ｂ］フラン－３－オールの合成法を提供することである。本発明のさらなる目的は、
中間体又は最終的化合物の立体化学が制御される段階を含み、ヘキサヒドロ－フロ［２，
３－ｂ］フラン－３－オールの立体異性体の合成を可能にする立体選択的方法を提供する
ことである。別のさらなる目的は、上記の方法の場合と等しいか又はそれより高い全体的
収率で且つ５０％より高いエナンチオマー過剰率でヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フ
ラン－３－オールを製造することを可能にする方法を提供することである。本発明の他の
目的は、容易に入手できる出発材料及び試薬から製造されるヘキサヒドロ－フロ［２，３
－ｂ］フラン－３－オールを製造するための方法を提供することである。本発明の他の目
的は、ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの合成における前駆体とし
て有用な新規な中間化合物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　驚くべきことに、本発明の著者らは、ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－
オールの立体異性体混合物又は立体異性体的に純粋な形態の合成のための新規且つ発明的
な（ｉｎｖｅｎｔｉｖｅ）方法を見出した。
【０００９】
　かくして、本方法は、式（１）
【００１０】

【化２】

【００１１】
［式中、
Ｐ１及びＰ２はそれぞれ独立して水素、ヒドロキシ－保護基を示すか、あるいは一緒にな
ってビシナル－ジオール保護基を形成することができる］
の中間体から出発し、該式（１）の中間体を式（３）
【００１２】

【化３】

【００１３】
［式中、
Ｒ１はアルキル、アリール又はアラルキルを示し、Ｒ２は水素又はＣ（＝Ｏ）ＯＲ３を示
し、Ｒ３はアルキル、アリール又はアラルキルを示すか、あるいは存在する場合のＲ３と
Ｒ１はそれらが結合している原子と一緒になって場合によりアルキル、アラルキル又はア
リールで置換されていることができる６～８－員環式基を形成することができる］
のニトロメタン誘導体に変換し、
続いて該ニトロメタン誘導体を例えばＮｅｆ反応を使用することにより式（６）
【００１４】
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【化４】

【００１５】
［式中、
ＯＲ４はアルコラート、例えばアルキルオキシ基を示す］
のテトラヒドロフラン誘導体に変換し、
次いで式（６）の中間体を分子内環化反応により式（７）
【００１６】

【化５】

【００１７】
のヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールに変換する
ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの合成を含んでなる。
【００１８】
　上記の方法は、容易に入手できる出発材料、例えばＯ－保護グリセルアルデヒドを使用
するさらなる利点を有する。該方法においてさらに用いられる試薬は安全であり且つ大量
に（ｉｎ　ｂｕｌｋ）利用可能である。さらに、該方法の各段階は、所望の化合物を良好
な収率で与える。さらに、該方法の各段階を立体選択的に行なうことができ、それは、適
宜光学的に純粋な出発材料及び試薬を用いると、該化合物の純粋な立体異性体の合成を可
能にする。かくして、本発明に従う方法は工業的大規模化に順応可能である。
【００１９】
　好ましい態様において、本発明は：
ａ）式（１）
【００２０】

【化６】

【００２１】
の中間体を縮合させて式（２）
【００２２】
【化７】

【００２３】
［式中、Ｐ１、Ｐ２、Ｒ１及びＲ２は上記の通りに定義される］
のα，β－不飽和エステルを得、
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ｂ）該式（２）のエステルをニトロメタンと反応させて式（３）
【００２４】
【化８】

【００２５】
の中間体を得、
ｃ）該式（３）の中間体をＮｅｆ反応に供して式（４）及び（４’）
【００２６】
【化９】

【００２７】
の中間体に導き、
ｄ）該式（４）及び（４’）の中間体を式（６）
【００２８】

【化１０】

【００２９】
の中間体に変換し、
ｅ）式（６）の中間体を分子内環化反応により式（７）の化合物に転換する
段階を含んでなる式（７）のヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの合
成法に関する。
【００３０】
　より好ましい態様において、本発明は：
ａ）式（１）
【００３１】
【化１１】

【００３２】
の中間体を、Ｒ１及びＲ２が上記の通りに定義され、Ｒ５が水素、カルボン酸エステル、
ホスホニウム塩又はホスホネートエステルを示す式ＣＨＲ２Ｒ５－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ１の
適したオキシカルボニルメチレン試薬と縮合させて式（２）
【００３３】
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【化１２】

【００３４】
［式中、Ｐ１、Ｐ２、Ｒ１及びＲ２は上記の通りに定義される］
のα，β－不飽和エステルを得、
ｂ）該式（２）のエステルをニトロメタンと反応させて式（３）
【００３５】

【化１３】

【００３６】
の中間体を得、
ｃ）該式（３）の中間体を、塩基及び続いて強酸を用いてそれを処理することによりＮｅ
ｆ反応に供して式（４）及び（４’）
【００３７】

【化１４】

【００３８】
［式中、Ｒ４は上記で定義された通りである］
の中間体の混合物を得、
ｄ）Ｒ２が水素ではない場合にのみ、式（４）及び（４’）の中間体を脱カルボキシル化
し、かくしてそれぞれ式（５）及び（５’）
【００３９】

【化１５】

【００４０】
の中間体を生成させ、
ｅ）Ｒ２が水素の場合には式（４）及び（４’）の中間体又は式（５）及び（５’）の中
間体を適した還元剤を用いて還元して式（６）
【００４１】
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【化１６】

【００４２】
の中間体を得、
ｆ）式（６）の中間体を分子内環化反応により式（７）の化合物に転換する
段階を含んでなる式（７）のヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの合
成法に関する。
【００４３】
　該方法における上記の段階の順序は、上記で挙げたアルファベットの順序と異なること
ができる。例えば該方法の段階（ａ）及び（ｂ）は逆であることができ、但し、式ＣＨＲ
２Ｒ５－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ１の試薬の代わりに式ＣＨＲ２Ｒ８－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ１のオ
キシカルボニルメチレン試薬が用いられ、ここでＲ８はＲ８がホスホニウム塩又はホスホ
ネートエステルのようにＷｉｔｔｉｇ又はＨｏｒｎｅｒ－Ｅｍｍｏｎｓ試薬を形成するこ
とができない点でＲ５と異なる。また、Ｒ２が水素である場合、段階ｅ）に記載されてい
る還元と類似のＣ（＝Ｏ）－ＯＲ１部分の還元を段階（ｃ）のＮｅｆ反応の前に行なうこ
とができる。
【００４４】
　Ｒ５がカルボン酸エステルを示す式ＣＨＲ２Ｒ５－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ１のオキシカルボ
ニルメチレン試薬は、例えば式Ｒ１Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－ＣＨＲ２－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ１のジ
カルボン酸エステルである。Ｒ５がホスホニウム塩を示す式ＣＨＲ２Ｒ５－Ｃ（＝Ｏ）－
ＯＲ１のオキシカルボニルメチレン試薬は、例えば式（Ｒ６）３Ｐ＝ＣＲ２－Ｃ（＝Ｏ）
－ＯＲ１を有することができ、ここでＲ６はアルキル、アリール又はアラルキルである。
Ｒ５が（Ｒ７Ｏ）２Ｐ（＝Ｏ）－を示す式ＣＨＲ２Ｒ５－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ１のオキシカ
ルボニルメチレン試薬は、例えば式（Ｒ７Ｏ）２Ｐ（＝Ｏ）－ＣＨＲ２－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ
Ｒ１を有することができ、ここでＲ７はアルキル、アリール又はアラルキルである。
【００４５】
　適切には、本発明はＰ１及びＰ２が一緒になってビシナル－ジオール保護基を形成する
方法に関し、特にビシナル－ジオール保護基は、Ｎｅｆ反応の塩基処理段階の間に影響さ
れないで残る酸に不安定な保護基である。好ましくは、該ビシナル－ジオール保護基はメ
チレン、ジフェニルメチレン、エチリデン、１－ｔ－ブチルエチリデン、１－フェニルエ
チリデン、（４－メトキシフェニル）エチリデン、２，２，２－トリクロロエチリデン、
イソプロピリデン、シクロペンチリデン、シクロヘキシリデン、シクロヘプチリデン、ベ
ンジリデン、ｐ－メトキシベンジリデン、２，４－ジメトキシベンジリデン、３，４－ジ
メトキシベンジリデン及び２－ニトロベンジリデンより成る群から選ばれる。最も好まし
い態様において、Ｐ１及びＰ２は一緒になってジアルキルメチレン、例えばイソプロピリ
デン又は３－ペンチリデン基を形成する。
【００４６】
　興味深いビシナル－ジオール保護基は、式（１）、（２）及び（３）の中間体において
追加のステレオジェン中心を生ぜしめない保護基である。
【００４７】
　適切には、Ｒ１及びＲ３はそれぞれ独立してＣ１－６アルキル、アリール又はアリール
Ｃ１－６アルキル、特にＣ１－６アルキルであり、さらに特定的には、Ｒ１及びＲ３はそ
れぞれ独立してメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓ
ｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル及びペンチルであり、好ましくはＲ１及びＲ３はそれぞ
れ独立してメチル、エチル又はｔｅｒｔ－ブチルである。
【００４８】
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　Ｒ１及びＲ３は、一緒になると－Ｒ１－Ｒ３－として示され、好ましくは場合によりＣ

１－６アルキル、アリール又はアリールＣ１－６アルキルで置換されていることができる
－ＣＨ２－又は－ＣＨ２－ＣＨ２－である。
【００４９】
　適切には、Ｒ４はＣ１－６アルキルであり、特に、Ｒ４はメチル、エチル、プロピル、
イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル及びペンチ
ルであり、好ましくはＲ４はメチル又はエチルである。
【００５０】
　好ましい態様において、本発明はヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オー
ルの純粋な立体異性体、特に（３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ
］フラン－３－オールの製造のための立体選択的方法に関する。
【００５１】
　本明細書で用いられる場合、「ヒドロキシ－保護基」という用語は、合成法の間に望ま
しくない反応に対してヒドロキシル基を保護する置換基、例えば、Ｇｒｅｅｎ著，”Ｐｒ
ｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　Ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，”（Ｊ
ｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８１））に開示されている
Ｏ－保護基を指す。Ｏ－保護基は置換メチルエーテル類、例えば、メトキシメチル、ベン
ジルオキシメチル、２－メトキシエトキシメチル、２－（トリメチルシリル）エトキシメ
チル、ｔ－ブチル、ベンジル及びトリフェニルメチル；テトラヒドロピラニルエーテル類
；置換エチルエーテル類、例えば２，２，２－トリクロロエチル；シリルエーテル類、例
えば、トリメチルシリル、ｔ－ブチルジメチルシリル及びｔ－ブチルジフェニルシリル；
ならびにヒドロキシル基をカルボン酸と反応させることにより作られるエステル類、例え
ば、アセテート、プロピオネート、ベンゾエートなどを含む。
【００５２】
　本明細書で用いられる場合、「ビシナル－ジオール保護基」という用語は、アセタール
又はケタール形態にある及びオルトエステル形態にある保護基を指す。アセタール又はケ
タール基形態にある保護基の特定の例には、メチレン、ジフェニルメチレン、エチリデン
、１－ｔ－ブチルエチリデン、１－フェニルエチリデン、（４－メトキシフェニル）エチ
リデン、２，２，２－トリクロロエチリデン、イソプロピリデン、シクロペンチリデン、
シクロヘキシリデン、シクロヘプチリデン、ベンジリデン、ｐ－メトキシベンジリデン、
２，４－ジメトキシベンジリデン、３，４－ジメトキシベンジリデン、２－ニトロベンジ
リデンなどが含まれ、オルトエステル形態にある保護基の特定の例には、メトキシメチレ
ン、エトキシメチレン、ジメトキシメチレン、１－メトキシエチリデン、１－エトキシエ
チリデン、１，２－ジメトキシエチリデン、アルファ－メトキシベンジリデン、１－（Ｎ
，Ｎ－ジメチルアミノ）エチリデン、アルファ－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）ベンジリデ
ン、２－オキサシクロペンチリデンなどが含まれる。
【００５３】
　本明細書で単独で又は基の一部として用いられる場合、「アルキル」という用語は、直
鎖状もしくは分枝鎖状炭化水素鎖を有する飽和一価炭化水素基、あるいは少なくとも３個
の炭素原子が存在する場合、環状炭化水素又はそれらの組み合わせを指し、１～２０個の
炭素原子（Ｃ１－２０アルキル）、適切には１～１０個の炭素原子（Ｃ１－１０アルキル
）、好ましくは１～８個の炭素原子（Ｃ１－８アルキル）、より好ましくは１～６個の炭
素原子（Ｃ１－６アルキル）、さらにもっと好ましくは１～４個の炭素原子（Ｃ１－４ア
ルキル）を含有する。アルキル基の例には、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、
ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ペンチル、イソアミル、
ヘキシル、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが含ま
れる。本明細書で用いられる場合、「アリール」という用語は、芳香族炭化水素から１個
の水素の除去により誘導される有機基を含み、単環式及び多環式基、例えばフェニル、ビ
フェニル、ナフチルが含まれる。本明細書で用いられる場合、「アラルキル」という用語
は式アリール－アルキルの基に関し、ここでアルキル及びアリールは上記で定義した通り
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である。アラルキル基の例にはベンジル、フェネチルなどが含まれる。
【００５４】
　本明細書で単独で又は基の一部として用いられる場合、「アルコキシ」という用語はア
ルキルエーテル基を指し、ここでアルキルという用語は上記で定義した通りである。アル
キルエーテル基の例にはメトキシ、エトキシ、ｎ－プロポキシ、イソプロポキシ、ｎ－ブ
トキシ、イソ－ブトキシ、ｓｅｃ－ブトキシ、ｔｅｒｔ－ブトキシなどが含まれる。
【００５５】
　本明細書で用いられる場合、「立体選択的方法」及び「立体選択的段階」という用語は
、本質的に、光学的に純粋な出発材料が用いられると該方法又は該段階の最後に問題の化
合物の純粋な立体異性体が得られる方法又は段階に関する。
【００５６】
　本明細書で用いられる場合、「立体化学的異性体」又は「立体異性体」という用語は、
同じ結合の配列により結合した同じ原子で構成されているが、互換不可能な異なる三次元
構造を有する、該方法の間に得られる化合物又は中間体が有し得るすべての可能な異性体
ならびにコンフォーメーション形態を定義する。他にことわるか又は指示しなければ、化
合物の化学的名称は、該化合物が有し得るすべての可能な立体化学的異性体の混合物を包
含する。該混合物は該化合物の基となる分子構造のすべてのジアステレオ異性体、エナン
チオマー及び／又はコンフォーマーを含有することができる。さらに特定的に、ステレオ
ジェン中心はＲ－もしくはＳ－立体配置を有することができ、ジアステレオ異性体はｓｙ
ｎ－もしくはａｎｔｉ－立体配置を有することができ、二価環状飽和基上の置換基はシス
－もしくはトランス－立体配置を有することができ、アルケニル基はＥもしくはＺ－立体
配置を有することができる。純粋な形態又は互いとの混合物の両方における該化合物のす
べての立体化学的異性体が本発明の範囲内に包含されることが意図されている。
【００５７】
　本明細書で挙げられる式（１）の中間体ならびに出発材料又は試薬の純粋な立体異性体
は、該化合物、出発材料又は試薬の同じ基となる分子構造の他のエナンチオマーもしくは
ジアステレオマー形態を実質的に含まない異性体として定義される。適切には、「立体異
性体的に純粋な」化合物、出発材料又は試薬という用語は、少なくとも５０％（すなわち
最低で７５％の一方の異性体及び最高で２５％の他方の可能な異性体）から１００％（す
なわち１００％の一方の異性体及び他方はなし）までの立体異性体過剰率を有する化合物
、出発材料又は試薬、好ましくは７５％～１００％の立体異性体過剰率を有する化合物、
出発材料又は試薬、より好ましくは９０％～１００％の立体異性体過剰率を有する化合物
、出発材料又は試薬、さらにもっと好ましくは９４％～１００％の立体異性体過剰率、最
も好ましくは９７％～１００％の立体異性体過剰率を有する化合物又は中間体に関する。
「エナンチオマー的に純粋な」及び「ジアステレオマー的に純粋な」という用語は類似の
やり方で理解されるべきであるが、その場合には問題の混合物のそれぞれエナンチオマー
過剰率、ジアステレオマー過剰率に関する。
【００５８】
　本発明に従う立体異性体的に純粋な式（７）の化合物の製造法は、有利には、立体異性
体的に純粋な出発材料を用いるであろうが、当該技術分野において既知の精製法の適用に
より化合物及び中間体をさらに精製するのが望ましいかもしれない。例えば、エナンチオ
マーを、それらの光学的に活性な酸とのジアステレオマー塩の選択的結晶化により互いか
ら分離することができる。あるいはまた、キラル固定相を用いるクロマトグラフィー法に
よりエナンチオマーを分離することができる。
【００５９】
　ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールが３個のステレオジェン中心を
有し、理論的に８種の立体異性体が存在するはずであるという事実にかかわらず、４個の
立体異性体のみが存在すると思われる。これはヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン
－３－オールのトランス－縮合立体異性体を熱力学的に好ましくないものとしているヘキ
サヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールおける二環式環構造の剛性の故である
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ヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オールの立体異性体の数を以下に減少させる：
【００６０】
【表１】

【００６１】
　スキーム１を参照することにより本発明の方法をさらに理解することができ、そこにお
いて、Ｐ１及びＰ２はそれぞれ独立して水素、ヒドロキシ－保護基を示すか、又は一緒に
なってビシナル－ジオール保護基を形成することができ、Ｒ１はアルキル、アリール又は
アラルキルを示し、Ｒ２は水素又はＣＯＯＲ３を示し、Ｒ３はアルキル、アリール又はア
ラルキルを示すか、あるいはもし存在するならＲ３とＲ１はそれらが結合している原子と
一緒になって６～８－員環式基を形成することができ、それは場合によりアルキル、アリ
ール又はアラルキルで置換されていることができ；Ｒ４はアルキルを示す。
【００６２】
　スキーム１は、Ｐ１及びＰ２がそれぞれ独立して水素、ヒドロキシ－保護基を示すか、
又は一緒になってビシナル－ジオール保護基を形成することができる式（１）の中間体を
用いて出発するヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オール（７）の合成のた
めの合成法を描いている。
【００６３】
　上記のヒドロキシ－保護基及びビシナル－ジオール保護基は当該技術分野において既知
であり且つ適切には用いられる保護基に依存して選ばれる方法、例えば、加水分解、還元
などにより容易に開裂し得る。より好ましい態様に従うと、ビシナル－ジオール保護基は
酸に不安定な保護基であり、ここで「酸に不安定な」という用語は、本明細書で用いられ
る場合、酸性条件を用いて容易に開裂するビシナル－ジオール保護基を指す。
【００６４】
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【化１７】

【００６５】
　本発明で用いられる式（１）の保護グリセルアルデヒドのいくつかは既知化合物である
。これらの保護グリセルアルデヒド誘導体の合成のエナンチオ選択的ならびにラセミ型（
ｒａｃｅｍｉｃ　ｖｅｒｓｉｏｎｓ）は文献に記載されている。例えば、２，３－Ｏ－イ
ソプロピリデン－Ｓ－グリセルアルデヒドの製造は、Ｃ．Ｈｕｂｓｃｈｗｅｒｌｅｎ著，
Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　１９８６，９６２に記載されており、２，３―Ｏ－イソプロピリデ
ン－Ｒ－グリセルアルデヒドの製造は、Ｃ．Ｒ．Ｓｃｈｍｉｄ　ｅｔ　ａｌ．著，Ｊ．Ｏ
ｒｇ．Ｃｈｅｍ．１９９１，５６，４０５６－４０５８に記載されており、２，３－Ｏ－
イソプロピリデン－（Ｒ，Ｓ）－グリセルアルデヒドの製造は、Ａ．Ｋｒｉｅｆ　ｅｔ　
ａｌ．著，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．１９９８，３９，１４３７－１４４０に
記載されている。該式（１）の中間体は商業的に入手可能であるか、又は反応の前に製造
することができるか又はその場で生成させることができる。好ましい態様に従うと、該化
合物はその場で生成する。
【００６６】
　式（７）の化合物の製造のための好ましい方法の第１段階において、適した溶媒の存在
下に適した温度において適したオキシカルボニルメチレン試薬と縮合反応させることによ
り、式（１）の中間体から式（２）のα，β－不飽和エステルが製造される。
【００６７】
　一般に、式（１）の出発材料中において＝Ｃ（Ｒ２）Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ１部分を導入する
いずれの反応法を用いることもできる。例えば、そのような式（１）の中間体から式（２
）の中間体への転換を、式ＣＨＲ２Ｒ５－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ１のオキシカルボニルメチレン
部分を利用する反応法を用いて、例えば、式（Ｒ６）３Ｐ＝ＣＲ２－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ１の
リンイリドを用いるＷｉｔｔｉｇ反応を介して；塩基の存在下で式（Ｒ７Ｏ）２Ｐ（＝Ｏ
）－ＣＨＲ２－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ１のホスホネートを用いるＨｏｒｎｅｒ－Ｅｍｍｏｎｓ反
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応を介して；あるいは塩基の存在下で式Ｒ１ＯＣ（＝Ｏ）－ＣＨＲ２－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ１

のマロネート誘導体を用いるＫｎｏｅｖｅｎａｇｅｌ型の縮合反応を介して行なうことが
でき、ここでＲ１、Ｒ２、Ｒ６及びＲ７は上記で定義したと同じ意味を有する。他の変法
は、オキシカルボニルメチレン亜鉛ハライドのようなＲｅｆｏｒｍａｔｓｋｙ試薬の使用
であることができる。さらに別の変法は、シアニドのような－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－部分の前
駆体の使用を含む。これらの型の反応法はＪｅｒｒｙ　ＭａｒｃｈのＡｄｖａｎｃｅｄ　
Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙの教本に詳細に記載されている。
【００６８】
　好ましい態様に従うと、該オキシカルボニルメチレン試薬は、（アルコキシカルボニル
メチレン）ホスホラン類、例えば（カルベトキシメチレン）トリフェニルホスホラン、メ
トキシカルボニルメチレン）－トリフェニルホスホラン、（カルベトキシメチレン）トリ
メチルホスホラン、（カルベトキシ－メチレン）－トリエチルホスホラン、（カルベトキ
シメチレン）トリシクロヘキシルホスホラン又は（カルベトキシメチレン）トリブチルホ
スホラン；アルキルジアルキルホスホノアセテート類及びアルキルジアリールホスホノア
セテート類、例えばトリエチルホスホノアセテート、エチルジメチルホスホノアセテート
、メチルジエチルホスホノアセテート又はエチルジフェニル－ホスホノアセテート；アル
キルマロネートエステル類、例えばマロン酸ジメチル、マロン酸ジエチル、マロン酸ジ－
ｔｅｒｔ－ブチル及びマロン酸環状イソプロピリデンエステルより成る群から選ばれる。
【００６９】
　適した塩基の例には、アルキルアミン類及び芳香族アミン類、例えば：ピリジン、ピロ
リジン、ピペリジン、モルホリン、Ｎ－メチルモルホリン、１，４－ジアザビシクロ［２
．２．２］オクタン（ＤＡＢＣＯ）、１，３－ジアザビシクロ［３．４．０］ノネ－５－
エン（ＤＢＮ）、１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン（ＤＢＵ）
、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ－ピリジン（類）、キノリン、ト
リエチルアミン及びＮ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン；ならびに水素化ナトリウム、
－カリウム又は－リチウム；炭酸ナトリウム、－カリウム、－リチウム又は－セシウム；
炭酸ナトリウム、－カリウム、－リチウム又は－セシウム及びアルコキシド塩基、例えば
ナトリウム、リチウム又はカリウムメトキシド、エトキシド、ブトキシド、ｔ－ブトキシ
ド及びｔ－アミルオキシド；ブチルリチウム及びリチウムジイソプロピルアミドが含まれ
るがこれらに限られない。
【００７０】
　この反応に適した溶媒は、縮合反応のために当該技術分野において既知のいずれかの炭
化水素、エーテル、ハロゲン化炭化水素又は芳香族溶媒である。これらにはペンタン、ヘ
キサン、ヘプタン、トルエン、キシレン（類）、ベンゼン、メシチレン（類）、ｔ－ブチ
ルメチルエーテル、ジアルキルエーテル類（エチル、ブチル）、ジフェニルエーテル、ク
ロロベンゼン、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、アセトニトリル、ジクロロベ
ンゼン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、シクロヘキサン、酢酸エチル、酢酸イソプ
ロピル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、メタノール、エタノール及びイソプロパノー
ルが含まれるがこれらに限られない。
【００７１】
　Ｋｎｏｅｖｅｎａｇｅｌ型の縮合が用いられる場合、無水酢酸のような酸無水物を縮合
反応における脱水剤として用いるのも簡便であり得る。反応媒体から水が除去されること
は、反応の平衡をα，β－不飽和ジエステルに向かって押し進め、反応を完了させるであ
ろう。無水酢酸をテトラヒドロフラン、ｎ－メチル－モルホリン又は酢酸イソプロピルに
より置き換えることができる。塩基の添加はＫｎｏｅｖｅｎａｇｅｌ反応の収率を向上さ
せることができる。例にはアルキルアミン類、例えばトリエチルアミンの使用が含まれる
。好ましくは、そのような塩基を少量で加える。あるいはまた、ＴｉＣｌ４を用いてＫｎ
ｏｅｖｅｎａｇｅｌ反応を行なうことができる。
【００７２】
　縮合反応に適した温度は室温と適した溶媒の還流温度の間の範囲であり、条件は有機合
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成の技術分野における熟練者により容易に決定される。室温で反応を行なうのが好ましい
。
【００７３】
　縮合反応の型及び用いられる試薬に依存して、式（２）（ここでＲ２＝Ｈ）のα，β－
不飽和モノ－エステル又は式（２）（ここでＲ２＝ＣＯＯＲ３）のα，β－不飽和ジ－エ
ステルを合成することができる。式（２）（Ｒ２＝Ｈ）のα，β－不飽和モノ－エステル
及びＲ３とＲ１が異なるジ－エステルを、二重結合の周りのＥ又はＺ立体化学を以って得
ることができる。Ｅ／Ｚ異性体比は、適用される縮合試薬及び反応条件、特に反応溶媒に
依存する。
【００７４】
　そのような好ましい方法の次の段階は、適した塩基の存在下で式（２）のα，β－不飽
和エステル中間体にホルミル基前駆体としてニトロメタンを付加し、式（３）の１，４－
付加生成物を得ることから成る。このニトロメタン付加段階はジアステレオ選択的に起こ
る。ペンタノエート骨格の炭素原子番号３（Ｃ－３）において新しく形成される立体中心
は炭素原子番号４（Ｃ－４）での酸素化位置における立体化学により制御される。
【００７５】
【化１８】

【００７６】
　ｓｙｎ／ａｎｔｉ比はさらに、α，β－不飽和エステル（２）の型（Ｅ又はＺ、モノ－
又はジ－エステル）、用いられる塩基の型ならびに反応溶媒及び反応温度のような反応条
件により制御される。通常はｓｙｎ付加生成物が優勢である。
【００７７】
　適した塩基の例には、ＤＢＮ（１，３－ジアザビシクロ［３．４．０］ノネ－５－エン
）及びＤＢＵ（１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン）、トリエチ
ルアミン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリン、Ｎ－メチルモルホリン、１，４－ジア
ザビシクロ［２．２．２］－オクタン（ＤＡＢＣＯ）、ジメチルアミノピリジン（ＤＭＡ
Ｐ）、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、二水酸化カルシウム、二水
酸化バリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、ナ
トリウムメトキシド、リチウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムエトキシド
、リチウムｔｅｒｔ－ブトキシド、ナトリウムｔｅｒｔ－ブトキシド、カリウムｔｅｒｔ
－ブトキシド、テトラブチルアンモニウムフルオリド、テトラブチルアミンニウムヒドロ
キシドが含まれるがこれらに限られない。適した溶媒の例にはペンタン、ヘキサン、ヘプ
タン、トルエン、キシレン（類）、ベンゼン、メシチレン（類）、ｔ－ブチル－メチルエ
ーテル、ジアルキルエーテル（エチル、ブチル）、ジフェニルエーテル、クロロベンゼン
、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、アセトニトリル、ジクロロベンゼン、１，
２－ジクロロ－エタン及び１，１，１－トリクロロエタン、シクロヘキサン、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ジメチルスルホキ
シド（ＤＭＳＯ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）
が含まれるがこれらに限られない。反応温度は約０～約１００℃の範囲内、好ましくは約
１０～約５０℃の範囲内、より好ましくは大体室温に設定される。
【００７８】
　あるいはまた式（３）の中間体を、第１に式（１）の中間体をニトロメタンと縮合させ
て式（８）の中間体を得、第２に該式（８）の中間体を式ＣＨＲ２Ｒ８－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ
Ｒ１の適したオキシカルボニルメチレン試薬と反応させて該式（３）の中間体を得る段階
を含む方法により製造することができる。
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【００７９】
　式（１）の中間体から出発して式（３）の中間体に到達するために、当該技術分野にお
ける熟練者は他の当該技術分野において既知の反応法を用いることができることが理解さ
れねばならない。
【００８０】
　本発明に従う方法における次の段階は、式（３）の中間体から出発して式（６）の中間
体を形成することである。
【００８１】
　これを達成する１つの方法は、Ｎｅｆ反応を介する式（３）の中間体の対応するホルミ
ル誘導体への変換を含む。この段階は、式（３）の中間体を最初に塩基及び次いで強酸で
処理し、式（４）及び（４’）の中間体を得ることにより行なわれる。
【００８２】
　Ｎｅｆ反応は通常、第１級又は第２級ニトロアルカンの対応するカルボニル化合物への
転換として定義される（Ｎ．Ｋｏｒｎｂｌｕｍ著，Ｏｒｇａｎｉｃ　ｒｅａｃｔｉｏｎｓ
，１９６２，１２，１０１及びＨ．Ｗ．Ｐｉｎｎｉｃｋ著，Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｒｅａｃｔ
ｉｏｎｓ，１９９０，３８，６５５）。古典的な方法では、塩基を用い、ニトロ官能基の
α－位においてニトロアルカンを脱プロトン化し、過剰に存在する強酸への付加を介する
中間「ニトロネート」塩の酸－触媒加水分解が続き、カルボニル誘導体を与える。
【００８３】
　有機合成の技術分野における熟練者は適した塩基を選ぶことができる。適した塩基には
、無機塩基、例えばアルカリ金属、アルカリ土類金属及びアンモニウム水酸化物及びアル
コキシドが含まれるがこれらに限られない。適した塩基には金属アミド類及びアルキルリ
チウム類も含まれるがこれらに限られない。適した強塩基の例は、リチウムジイソプロピ
ルアミド、ナトリウムアミド、ナトリウムメトキシド、カリウムｔ－ブトキシド、ナトリ
ウムブトキシド、二水酸化カルシウム、二水酸化バリウム、メチルリチウム、ブチルリチ
ウム、ヘキシルリチウム、フェニルリチウム及び第４級アルキルアンモニウムヒドロキシ
ド類、ＤＢＮ（１，３－ジアザビシクロ［３．４．０］ノネ－５－エン及びＤＢＵ（１，
８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン）、１，４－ジアザビシクロ［２
．２．２］オクタン（ＤＡＢＣＯ）、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムである。
【００８４】
　本明細書で用いられる場合、「強酸」という用語は、強い無機酸、例えば塩酸及び硫酸
ならびに強い有機酸、例えばベンゼンスルホン酸及びトリクロロ酢酸のようないずれの通
常の強酸をも指す。好ましい強酸は濃硫酸又は濃塩酸である。
【００８５】
　強酸の使用は酸に不安定な保護基の脱プロトン化を引き起こし、かくしてジオール中間
体を生成させ、その第１級アルコールがホルミル基と縮合して式
【００８６】
【化１９】

【００８７】
の環状ヘミ－アセタールとなる。
【００８８】
　無水条件及びメタノール又はエタノールのようなアルコール溶媒（総称的にＲ４－ＯＨ
と示される）を用いると、ホルミル基の環状メチルアセタール又はエチルアセタールが代
わりに得られる。この古典的な塩基／酸法の他に、当該技術分野において既知の多様な酸
化剤及び還元剤を用いてＮｅｆ－転換を行なうことができる。好ましい態様に従うと、適
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したアルコール溶媒はメタノール、エタノール及びイソプロパノールより成る群から選ば
れる。
【００８９】
　該Ｎｅｆ反応は約－７８℃～約５５℃の範囲の温度で行なわれ得、好ましい温度は約－
１８℃～室温にある。反応時間は約２４時間までの範囲であることができ、適切には約１
時間～約２４時間の範囲である。
【００９０】
　好ましい態様に従うと、式（３）の中間体を塩基で処理し、続いて濃厚な強酸のアルコ
ール性溶液に加えて式（３）の中間体のニトロメタン基をホルミル基に転換させる。同時
に酸処理は保護基Ｐ１及びＰ２の開裂も触媒し、分子内アセタール形成を生じ、式（４）
及び（４’）の中間体に導く。式（４）及び（４’）の中間体中のＲ４置換基はアルコー
ルＲ４－ＯＨに由来する。
【００９１】
　式（４）の二環式中間体はｓｙｎ立体配置における式（３）の中間体からの予測される
反応生成物であり、式（４’）の中間体はａｎｔｉ立体配置における式（３）の中間体か
らの予測される反応生成物である。式（４’）の中間体のテトラヒドロフラン環上の炭素
原子番号３（Ｃ－３）及び炭素原子番号４（Ｃ－４）における置換基のトランス－立体配
置は、式（４）の中間体におけるような第２のラクトン環の形成を妨げる。
【００９２】
【化２０】

【００９３】
　合成法のこの段階に、Ｒ２がＣＯＯＲ３である場合、脱カルボキシル化段階を行なう。
該脱カルボキシル化段階は式（４）及び（４’）の中間体中の－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ３の除
去から成る。好ましい態様においては、式（４）及び（４’）の中間体を加熱条件下で適
した塩基、例えば水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを用いて処理し、酸性化の後にそ
れぞれ式（５）及び（５’）の中間体を得ることにより、脱カルボキシル化段階を行なう
。同時に、中間体（５’）における式でわかる通り、式（４’）の中間体中のＲ１は水素
により置き換えられる。
【００９４】
　式（５）の二環式ラクトン誘導体は式（４）の中間体からの予測される反応生成物であ
り、式（５’）のカルボン酸誘導体は式（４’）の中間体からの予測される反応生成物で
ある。式（５’）の中間体のテトラヒドロフラン環上のＣ－３及びＣ－４における置換基
のトランス－立体配置は、式（５）の中間体におけるような第２のラクトン環の形成を妨
げる。
【００９５】
　合成法のこの段階に、中間体（４）及び（４’）又は中間体（５）及び（５’）を、当
該技術分野において既知のクロマトグラフィー法を用いて互いから分離することができる
。クロマトグラフィー法の他に、酸／塩基抽出により式（５）のラクトンから式（５’）
の中間体を分離することができる。典型的には、塩基性水溶液、例えば重炭酸ナトリウム
溶液を用い、有機非－水混和性溶媒中の式（５）及び（５’）の中間体の混合物から式（
５’）の中間体を抽出することができる。適した有機非－水混和性溶媒は、いずれかの炭
化水素、エーテル、ハロゲン化炭化水素又は芳香族溶媒である。これらにはペンタン、ヘ
キサン、ヘプタン、トルエン、キシレン（類）、ベンゼン、メシチレン（類）、ｔ－ブチ
ルメチルエーテル、ジアルキルエーテル（エチル、ブチル）、ジフェニルエーテル、クロ
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ロベンゼン、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、アセトニトリル、ジクロロベ
ンゼン、１，２－ジクロロエタン、１，１，１－トリクロロエタン、酢酸エチル及び酢酸
イソプロピルが含まれるがこれらに限られない。
【００９６】
　親油性化合物の抽出収率を向上させるために、抽出の前に水溶性塩を混合物に加えるこ
とができる。好ましい塩にはＮａＣｌが含まれる。水混和性塩の添加は抽出の収率を向上
させることができる。
【００９７】
　あるいはまた、中間体（４）及び（４’）又は中間体（５）及び（５’）の混合物を、
特にそれらか立体選択的に合成された場合、さらなる分離なしで用いることができる。
【００９８】
　続く段階に、Ｒ２が水素である式（４）及び／又は（４’）の中間体あるいは式（５）
及び／又は（５’）の中間体を、適した還元剤を用いて還元し、式（６）の中間体を得る
。
【００９９】
　Ｒ２が水素である式（４）及び／又は（４’）の中間体あるいは式（５）及び／又は（
５’）の中間体を、適した無水溶媒中で金属水素化物、例えば、ボラン錯体、ジボラン、
ホウ水素化リチウム、ホウ水素化ナトリウム－ＬｉＣｌ、水素化ジイソブチルアルミニウ
ム又は水素化アルミニウムリチウムを用いて処理することにより、還元段階を簡便に行な
うことができる。適した無水溶媒の例には、ジクロロメタン、トルエン、キシレン、ベン
ゼン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、石油エーテル、１，４－チオキサン、ジエチルエ
ーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、１，２－
ジメトキシエタン及び一般的に上記の試薬を用いる化学的還元法において用いられている
と思われるいずれかの無水溶媒が含まれるがこれらに限られない。該還元段階は、約－７
８℃～約５５℃の範囲の温度において行われ得、好ましい温度は約－１８℃～大体室温に
ある。反応時間は約２４時間までの範囲であることができ、適切には約２～約２４時間で
変わる。好ましい態様に従うと、還元段階はテトラヒドロフラン中でホウ水素化リチウム
を用いて行なわれる。あるいはまた、接触水素化を用いて還元を行なうことができる。接
触水素化は適切には、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｎｉ及び炭素を含む金属と組み合わされたＨ２を用い
て行なわれ得る。
【０１００】
　Ｒ２が水素の場合、式（３）の中間体からの式（６）の中間体の製造において代わりの
経路に従うことができる。これらの２つの変法のいずれにおいてもＮｅｆ法が用いられる
。かくして代わりに、第１に適した還元剤を用いて式（３）の中間体を還元して式（９）
の中間体を得、第２に得られる式（９）の中間体を塩基及び次いで強酸を用いる処理によ
りＮｅｆ反応に供して式（６）の中間体を得る段階を含む方法により、式（３）の中間体
の式（６）の中間体への転換を行なうことができる。
【０１０１】
　最後の段階は、式（６）の中間体を環化反応により所望の式（７）の化合物に転換する
ことから成る。環化反応は分子内アセタール交換反応を介して起こり、いずれかの酸－適
合性有機溶媒又は水混和性溶媒と水の組み合わせ中で且つ強い有機もしくは無機酸の存在
下で行なわれ得る。該反応は適切には式（６）の中間体を触媒量の強酸で処理することに
より行なわれる。好ましい態様において、強酸は塩酸及び硫酸より成る群から選ばれる。
該環化段階は、約－７８℃～約５５℃の範囲の温度において行われ得、好ましい温度は約
－１８℃～大体室温にある。
【０１０２】
　該上記の合成法により、上記の化合物及び中間体の純粋な立体異性体を合成することが
できる。例えばエナンチオマー的に純粋な出発材料が用いられるであろう。
【０１０３】
　好ましい態様に従うと、該上記の方法は式（７．１）
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【０１０４】
【化２１】

【０１０５】
の（３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）ヘキサヒドロ－フロ（２，３－ｂ）フラン－３－オールの製
造に適している。
【０１０６】
　第１段階に式（１ａ）の中間体を上記のような適したオキシカルボニル－メチレン試薬
と反応させ、Ｐ１、Ｐ２、Ｒ１及びＲ２が上記で定義したと同じ意味を有する式（２ａ）
のα，β－不飽和エステルを得る。反応条件は、縮合段階に関して前に記載した条件と同
じである。中間体（１ａ）をＫｎｏｅｖｅｎａｇｅｌ反応の前に予備加熱することができ
る。適した予備加熱温度は４０～７０℃、好ましくは５０～６５℃の範囲である。次いで
、反応の前に中間体を冷却することができる。試薬の添加の順序は反応の収率に影響し得
る。例えば、Ｋｎｏｅｖｅｎａｇｅｌ型の縮合が用いられる場合、脱水試薬を加える前に
オキシカルボニルメチレン試薬を中間体（１ａ）に加えるのが簡便であり得る。脱水試薬
を加える方法は反応の収率に影響し得る。脱水試薬をゆっくり、すなわち少しづつ与える
ことにより（ｂｙ　ｄｏｓｉｎｇ）加えることができる。脱水試薬を加えた後、反応を２
０～６０℃の範囲内、好ましくは３５～５５℃の範囲内の温度で行なうことができる。
【０１０７】
【化２２】

【０１０８】
　第２段階に、該式（２ａ）のエステルを適した塩基の存在下でニトロメタンと反応させ
、Ｒ１、Ｒ２、Ｐ１及びＰ２が上記の通りに定義される式（３ａ）及び（３ｂ）の中間体
を得る。
【０１０９】

【化２３】

【０１１０】
　反応条件はニトロメタン付加段階に関して前に記載した条件と同じである。反応は好ま
しくはアルコール性溶媒中で、ＤＢＵ又はナトリウムメトキシドのような非－求核性塩基
の存在下に、室温において行なわれる。出発材料及び反応条件に依存して、この段階を立
体選択的に行なうことができる。
【０１１１】
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　次の段階は、Ｎｅｆ反応を介する式（３ａ）及び（３ｂ）の中間体の対応するホルミル
誘導体への変換にある。好ましい態様に従うと、式（３ａ）及び（３ｂ）の中間体を塩基
で処理し、続いて濃厚な強酸のアルコール性溶液に加え、式（３ａ）及び（３ｂ）の中間
体のニトロメタン基をホルミル基に転換させる。同時に酸処理は保護基Ｐ１及びＰ２の開
裂も触媒し、分子内アセタール形成を生じ、Ｒ１、Ｒ２及びＲ４が上記の通りに定義され
るそれぞれ式（４ａ）及び（４’ａ）の中間体に導く。強酸のアルコール性溶液の例には
ＣＨ３ＯＨ中の硫酸が含まれる。強酸のアルコール性溶液を用いる処理の間の温度は室温
か又はそれより低い。好ましくは、温度は１５℃未満、より好ましくは１０℃未満で反応
が行なわれる。
【０１１２】
【化２４】

【０１１３】
　反応条件は、Ｎｅｆ反応に関して前に記載した条件と同じである。
【０１１４】
　合成法のこの段階に、Ｒ２がＣＯＯＲ３である場合、式（４ａ）及び（４’ａ）の中間
体に関して脱カルボキシル化段階を行なう。脱カルボキシル化段階は式（４ａ）及び（４
’ａ）の中間体中の－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ３の除去から成る。好ましい態様においては、式
（４ａ）及び（４’ａ）の中間体を加熱条件下で適した塩基、例えば水酸化ナトリウム又
は水酸化カリウムを用いて処理し、酸性化の後にそれぞれ式（５ａ）及び（５’ａ）の脱
カルボキシル化生成物を得ることにより、脱カルボキシル化段階を行なう。同時に、式（
４’）の中間体中のＲ１は水素により置き換えられ、中間体（５’ａ）中のカルボン酸部
分を生ずる。
【０１１５】
　ハライドを用いて脱カルボキシル化を行なうこともできる。適した試薬にはＫＩ、Ｎａ
Ｃｌ、ＬｉＩ、ＬｉＢｒ及びＫＢｒ、好ましくはＫＩが含まれる。Ｎ－メチルピロリドン
のような溶媒中にＫＩを溶解することができる。
【０１１６】
　あるいはまた、緩衝水溶液中で脱カルボキシル化を行なうことができる。適した緩衝液
にはｐＨ＝６におけるクエン酸緩衝液が含まれる。その場合、脱カルボキシル化反応は高
められた温度で、適切には５０℃～還流温度で行なわれる。好ましくは、反応温度は８０
℃より高い。
【０１１７】
　脱カルボキシル化された混合物を、ＤＯＷＥＸ－Ｈ＋Ｒを含む強い酸性の樹脂又はＡＭ
ＢＥＲＪＥＴＲを含む中度に酸性の樹脂を用いて中和することができる。該樹脂を環化反
応に用いることもできる。ＡＭＢＥＲＪＥＴＲ型の中度に酸性の樹脂は、反応を中和させ
るためにも適している。
【０１１８】
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【化２５】

【０１１９】
　次の段階に、Ｒ２が水素原子である式（４’ａ）の中間体又は式（５’ａ）の中間体を
それぞれ式（４ａ）又は（５ａ）の中間体からクロマトグラフィー又は酸／塩基抽出によ
り分離する。有機非－水混和性溶媒中の重炭酸ナトリウム溶液のような塩基性水溶液を用
いるといった当該技術分野において既知の方法を用い、式（４’ａ）又は（５’ａ）の中
間体を反応混合物から抽出することができる。単離された式（４ａ）又は（５ａ）の中間
体を用いてさらに反応を行なう。
【０１２０】
　有機溶媒を用いて中間体（５ａ）を結晶化させることができる。適した溶媒にはイソプ
ロピルアルコール、酢酸エチル、エタノール及びメチルイソブチルケトンが含まれる。興
味深い溶媒はイソプロピルアルコールである。
【０１２１】
　次の段階に、適した還元剤を用いて式（４ａ）又は（５ａ）の中間体を還元し、Ｒ４が
上記の通りに定義される式（６ａ）
【０１２２】
【化２６】

【０１２３】
の中間体を得る。
【０１２４】
　前に還元段階に関して記載したと同じ条件を用いて還元段階を行なうことができる。好
ましい態様に従うと、この段階はテトラヒドロフラン中でホウ水素化リチウムを用いて行
なわれる。あるいはまた、ＬｉＡｌＨ４又はＬｉＣｌの存在下におけるＮａＢＨ４を用い
て還元を行なうことができる。接触水素化を用いることもできる。接触水素化は適した触
媒の存在下で水素ガスを用いて行なわれ得る。接触水素化に適した触媒の例にはニッケル
、パラジウム及び白金が含まれる。適切には、触媒は木炭のような不活性表面上に存在す
る。
【０１２５】
　最後の段階は、環化反応による式（６ａ）の中間体の式（７．１）の化合物への転換か
ら成る。環化反応は分子内アセタール交換反応を介して起こる。該反応は、好ましくは式
（６ａ）の中間体を触媒量の強酸で処理することにより行なわれる。好ましい態様におい
て、強酸は塩酸及び硫酸より成る群から選ばれる。１つの態様において、環化は低温で行
なわれる。好ましくは、温度は１５℃未満、より好ましくは５℃未満である。酸処理に続
き、適した塩基を用いて混合物を中和し、化合物７．１を単離する。
【０１２６】
　該上記の方法は、上記の反応の順序に従うことにより式（７．２）の（３Ｒ，３ａＲ，
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６ａＳ）ヘキサヒドロ－フロ（２，３－ｂ）フラン－３－オールを製造するために適して
いる。
【０１２７】
【化２７】

【０１２８】
　縮合段階及びニトロメタン付加段階の反応条件は、例えば、用いられる塩基の型、溶媒
及び反応温度を変えることにより、可能な最高収率で式（３ｂ）の中間体が得られるよう
に制御される。Ｎｅｆ反応の後、次の段階は式（４’ａ）又は（５’ａ）の中間体を単離
し、次いで該中間体を還元して式（６ｂ）
【０１２９】

【化２８】

【０１３０】
の中間体を得ることから成り、それをさらに式（７．２）の化合物に環化させる。
【０１３１】
　同様に、本発明に従う方法により、光学的に純粋な式（１ｂ）の中間体から出発して式
（７．３）の（３Ｓ，３ａＲ，６ａＳ）ヘキサヒドロ－フロ（２，３－ｂ）フラン－３－
オールを得ることができる。
【０１３２】
【化２９】

【０１３３】
　第１段階に、式（１ｂ）の中間体を適したオキシカルボニル－メチレン試薬と反応させ
、Ｐ１、Ｐ２、Ｒ１及びＲ２が上記で定義したと同じ意味を有する式（２ｂ）のα，β－
不飽和エステルを得る。
【０１３４】
【化３０】

【０１３５】
　反応条件は縮合段階に関して前に記載したと同じである。
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　第２段階に、該式（２ｂ）のエステルを適した塩基の存在下でニトロメタンと反応させ
、Ｒ１、Ｒ２、Ｐ１及びＰ２が上記の通りに定義される式（３ｃ）及び（３ｄ）の中間体
を得る。
【０１３７】
【化３１】

【０１３８】
　反応条件はニトロメタン付加段階に関して前に記載した条件と同じである。反応は好ま
しくはアルコール性溶媒中で、ＤＢＵのような非－求核性塩基の存在下に、室温において
行なわれる。
【０１３９】
　次の段階は、Ｎｅｆ反応を介する式（３ｃ）及び（３ｄ）の中間体の対応するホルミル
誘導体への変換にある。好ましい態様に従うと、式（３ｃ）及び（３ｄ）の中間体を塩基
で処理し、続いて濃厚な強酸のアルコール性溶液に加える。酸処理は保護基Ｐ１及びＰ２

の開裂も触媒し、分子内アセタール形成を生じ、Ｒ１、Ｒ２及びＲ４が上記の通りに定義
されるそれぞれ式（４ｂ）及び（４’ｂ）の中間体に導く。
【０１４０】

【化３２】

【０１４１】
　反応条件は、Ｎｅｆ反応に関して前に記載した条件と同じである。
【０１４２】
　合成法のこの段階に、Ｒ２がＣＯＯＲ３である場合、式（４ｂ）及び（４’ｂ）の中間
体に関して脱カルボキシル化段階を行なう。脱カルボキシル化段階は式（４ｂ）及び（４
’ｂ）の中間体中の－Ｃ（＝Ｏ）－ＯＲ１の除去から成る。好ましい態様においては、式
（４ｂ）及び（４’ｂ）の中間体を加熱条件下で適した塩基、例えば水酸化ナトリウム又
は水酸化カリウムを用いて処理し、酸性化の後にそれぞれ式（５ｂ）及び（５’ｂ）の脱
カルボキシル化生成物を得ることにより、脱カルボキシル化段階を行なう。同時に、式（
４’ｂ）の中間体中のＲ１は水素により置き換えられ、中間体（５’ｂ）中のカルボン酸
部分を生ずる。
【０１４３】
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【化３３】

【０１４４】
　次の段階に、Ｒ２が水素原子である式（４’ｂ）の中間体又は式（５’ｂ）の中間体を
式（４ｂ）又は（５ｂ）の中間体からクロマトグラフィー又は酸／塩基抽出により分離す
る。式（４’ｂ）又は（５’ｂ）の中間体を用いてさらに反応を行なう。
【０１４５】
　次の段階に、適した還元剤を用いて式（４’ｂ）又は（５’ｂ）の中間体を還元し、Ｒ
４が上記で定義された意味と同じ意味を有する式（６ｃ）の中間体を得る。
【０１４６】
【化３４】

【０１４７】
　還元段階に関して前に記載した条件と同じ反応条件を用いて還元段階を行なうことがで
きる。
【０１４８】
　最後の段階は、環化反応による式（６ｃ）の中間体の式（７．３）の化合物への転換か
ら成る。環化反応は分子内アセタール交換反応を介して起こる。該反応は、好ましくは式
（６ｃ）の中間体を水中で触媒量の強酸で処理することにより行なわれる。好ましい態様
において、強酸は塩酸及び硫酸より成る群から選ばれる。
【０１４９】
　式（７．３）の化合物の合成に関して上記に記載した反応の順序に従い、例えば用いら
れる塩基の型、溶媒及び反応温度を変えることにより、式（３ｂ）の中間体が主異性体と
して得られるように、縮合段階及びニトロメタン付加段階の条件を制御することによって
、式（７．４）
【０１５０】

【化３５】

【０１５１】
の（３Ｓ，３ａＳ，６ａＲ）ヘキサヒドロ－フロ（２，３－ｂ）フラン－３－オールの製
造を適切に行なうことができる。Ｎｅｆ反応の後、次の段階は式（４ｂ）又は（５ｂ）の
中間体を単離し、次いで該中間体を還元して式（６ｄ）
【０１５２】
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【化３６】

【０１５３】
の中間体を得ることから成り、それをさらに環化して式（７．４）の化合物とする。
【０１５４】
　本発明の他の側面は、新規な中間体及びそれの製造法に関する。本発明は、Ｐ１及びＰ
２が上記の通りに定義され、Ｒ２がＣＯＯＲ３であり、Ｒ１及びＲ３が上記の通りに定義
される式（３）を有する新規な中間体に関し、該中間体は式（３．１）
【０１５５】
【化３７】

【０１５６】
を有する。
【０１５７】
　該式（３．１）の中間体は本発明の方法により得られ得る。
【０１５８】
　式（３．２）
【０１５９】
【化３８】

【０１６０】
を有するＲ２が水素である式（３）の中間体も新規であると思われ、但しＰ１及びＰ２が
一緒になってイソプロピリデンを形成する場合、Ｒ１はメチル又はエチル以外である。
【０１６１】
　好ましい態様に従うと、本発明は、立体化学（３ａ）、（３ｂ）、（３ｃ）及び（３ｄ
）
【０１６２】
【化３９】

【０１６３】
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【０１６４】
　より好ましい態様に従うと、本発明は、Ｐ１、Ｐ２が一緒になってビシナル－ジオール
保護基を形成し、Ｒ２がＣＯＯＲ３である式（３ａ）、（３ｂ）、（３ｃ）及び（３ｄ）
の中間体に関し、該中間体はそれぞれ式（３ａ．１）、（３ｂ．１）、（３ｃ．１）及び
（３ｄ．１）を有する。適切には、Ｒ１及びＲ３はそれぞれ独立してメチル、エチル、プ
ロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル及
びペンチルより成る群から選ばれ、より興味深くは、Ｒ１及びＲ３は同じである。
【０１６５】
【化４０】

【０１６６】
　さらにもっと好ましい態様において、、本発明は、Ｐ１、Ｐ２が一緒になってジアルキ
ルメチレンを形成する式（３ａ．１）、（３ｂ．１）、（３ｃ．１）及び（３ｄ．１）を
有する中間体に関し、該中間体はそれぞれ式（３ａ．１ａ）、（３ｂ．１ａ）、（３ｃ．
１ａ）及び（３ｄ．１ａ）を有する。適切には、Ｒ１及びＲ３はそれぞれ独立してメチル
、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒ
ｔ－ブチル及びペンチルより成る群から選ばれ、より興味深くは、Ｒ１及びＲ３は同じで
ある。より好ましい態様において、Ｒ１及びＲ３はそれぞれ独立してメチル、エチル又は
ｔｅｒｔ－ブチルであり、より興味深くは、Ｒ１及びＲ３は同じである。
【０１６７】

【化４１】

【０１６８】
　本発明の他の好ましい態様は、Ｐ１、Ｐ２が一緒になってビシナル－ジオール保護基を
形成し、Ｒ２がＨである式（３ａ）、（３ｂ）、（３ｃ）及び（３ｄ）の中間体に関し、
該中間体はそれぞれ式（３ａ．２）、（３ｂ．２）、（３ｃ．２）及び（３ｄ．２）を有
する。適切には、Ｒ１はメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブ
チル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル及びペンチルより成る群から選ばれる。
【０１６９】
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【化４２】

【０１７０】
　さらに別の好ましい態様において、、本発明は、Ｐ１、Ｐ２が一緒になってジアルキル
メチレンを形成する式（３ａ．２）、（３ｂ．２）、（３ｃ．２）及び（３ｄ．２）を有
する中間体に関し、該中間体はそれぞれ式（３ａ．２ａ）、（３ｂ．２ａ）、（３ｃ．２
ａ）及び（３ｄ．２ａ）を有する。適切には、Ｒ１はメチル、エチル、プロピル、イソプ
ロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル及びペンチルより
成る群から選ばれ、より興味深くは、Ｒ１はメチル、エチル又はｔｅｒｔ－ブチルである
。
【０１７１】
【化４３】

【０１７２】
　Ｒ１がエチルである式（３ｃ．２ａ）及び（３ｄ．２ａ）の中間体は、Ｐａｔｒｏｃｉ
ｎｉｏ　ｅｔ　ａｌ．著，Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（１９９４），５，４７４－６に記載され
ている。
【０１７３】
　適切には、式（３ａ．１ａ）、（３ｂ．１ａ）、（３ｃ．１ａ）及び（３ｄ．１ａ）な
らびに（３ａ．２ａ）、（３ｂ．２ａ）、（３ｃ．２ａ）及び（３ｄ．２ａ）の中間体に
おいて、アルキルはＣ１－６アルキル、好ましくはＣ１－４アルキル、最も好ましくはメ
チル又はエチルである。
【０１７４】
　一般に、式（３ａ）、（３ｂ）、（３ｃ）又は（３ｄ）の立体異性体の合成は、光学的
に純粋なそれぞれ式（１ａ）又は（１ｂ）の中間体を用いて出発することにより行なわれ
得る。
【０１７５】
　さらに別の本発明の側面は、新規とみなされる式（４）、（４’）、（５）及び（５’
）の中間体に関する。該中間体は本発明に従う方法により得られ得る。
【０１７６】
　好ましい態様に従うと、本発明は、Ｒ４がメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、
ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル及びペンチルより成る群か
ら選ばれる式（５ａ）、（５’ｂ）の中間体に関する。より好ましい態様において、Ｒ４

はメチル又はエチルである。
【０１７７】
　式（５ａ）又は（５’ｂ）の中間体の合成は、光学的に純粋なそれぞれ式（１ａ）又は
（１ｂ）の中間体を用いて出発することにより簡便に行なわれる。
【０１７８】
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　式（７）の化合物は薬剤の製造においてそれらの特別な用途を見出す。好ましい態様に
従うと、本式（７）の化合物は抗－ウィルス薬、特に抗－ＨＩＶ薬、さらに特定的にはＨ
ＩＶプロテアーゼ阻害剤の製造における前駆体として用いられる。
【０１７９】
　式（７．１）の化合物及び該立体異性体的に純粋な化合物の生成に導くすべての中間体
は、すべて引用することによりその記載事項が本明細書の内容となる国際公開第９５／２
４３８５号パンフレット、国際公開第９９／６５８７０号パンフレット、国際公開第００
／４７５５１号パンフレット、国際公開第００／７６９６１号パンフレット及び米国特許
第６，１２７，３７２号明細書、国際公開第０１／２５２４０号パンフレット、欧州特許
第０　７１５　６１８号明細書及び国際公開第９９／６７４１７号パンフレットに開示さ
れているようなＨＩＶプロテアーゼ阻害剤、特に以下のＨＩＶプロテアーゼ阻害剤の製造
において特に興味深い。
［（１Ｓ，２Ｒ）－２－ヒドロキシ－３－［［（４－メトキシフェニル）スルホニル］（
２－メチルプロピル）アミノ］－１－（フェニル－メチル）プロピル］－カルバミン酸（
３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）－ヘキサヒドロフロ［２，３－ｂ］フラン－３－イルエステル（
ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤　１）；
［（１Ｓ，２Ｒ）－３－［［（４－アミノフェニル）スルホニル］（２－メチルプロピル
）アミノ］－２－ヒドロキシ－１－（フェニル－メチル）プロピル］－カルバミン酸（３
Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）－ヘキサヒドロフロ［２，３－ｂ］フラン－３－イルエステル（Ｈ
ＩＶプロテアーゼ阻害剤　２）；
［（１Ｓ，２Ｒ）－３－［（１，３－ベンゾジオキソール－５－イルスルホニル）（２－
メチルプロピル）アミノ］－２－ヒドロキシ－１－（フェニルメチル）プロピル］－カル
バミン酸（３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）－ヘキサヒドロフロ［２，３－ｂ］フラン－３－イル
エステル（ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤　３）又はそれらの製薬学的に許容され得る付加塩
。
【０１８０】
　かくして、本発明は、ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤１、２、３又はそれらの製薬学的に許
容され得る塩もしくはプロドラッグの化学合成において本発明に従って製造される式（７
．１）の化合物を使用することにより得られる該ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤にも関する。
そのような化学合成は当該技術分野において、例えば、国際公開第０１／２５２４０号パ
ンフレット、欧州特許第０　７１５　６１８号明細書及び国際公開第９９／６７４１７号
パンフレットにおいて開示されている。
【０１８１】
　以下の実施例は本発明を例示するものである。これらの実施例は本発明を例示するため
に提示され、本発明の範囲を制限するとみなされるべきではない。
実験部分
一般的方法：
　プロトンＮＭＲスペクトルはＢｒｕｋｅｒ　Ａｖａｎｃｅ　ＤＰＸ　４００　ＭＨｚ　
ＮＭＲ分光計上で記録された。プロトン化学シフトを、内部テトラメチルシラン（ＴＭＳ
，δ　０．０）に対するｐｐｍ（δ）において報告する。分析的薄－層クロマトグラフィ
ー（ＴＬＣ）は、シリカゲル　６０　Ａ　Ｆ２５４が予備コーティングされた板（０．２
５ｍｍの厚さ）を用いて行なわれた。ＴＬＣ　Ｒｆ値を報告する。視覚化は、アセトン中
のＫＭｎＯ４の溶液又は水と濃硫酸の１／１混合物中のバニリンの溶液を用いて染色する
ことにより行なわれた。分析的ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）は、ＤＢ－ＸＬＢカラム
を用いて行なわれた。分析的キラルＧＣは、シクロデックス－β（ｃｙｃｌｏｄｅｘ－β
）カラムを用いて行なわれた。両カラム上における検出は、フレームイオン化検出器を用
いることにより行なわれた。すべての溶媒及び試薬は商業的供給者から得（ｒｅｔｒｉｅ
ｖｅｄ）、それらの使用前の処理又は精製なしで用いた。Ｌ－５，６－Ｏ－イソプロピリ
デン－グロノ－１，４－ラクトンは、Ｃ．Ｈｕｂｓｃｈｗｅｒｌｅｎ著，Ｓｙｎｔｈｅｓ
ｉｓ　１９８６，９６２－９６４に従ってＬ－アスコルビン酸から製造された。
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実施例Ｉ
【０１８２】
【化４４】

【０１８３】
Ｉ．３の合成
　過ヨウ素酸カリウム（０．２５モル，５７．５ｇ）及び炭酸水素カリウム（０．２５モ
ル，２５ｇ）を水（１００ｍｌ）中でスラリ化し、０℃に冷却した。Ｌ－５，６－Ｏ－イ
ソプロピリデン－グロノ－１，４－ラクトン（Ｉ．１，０．１２モル，２６ｇ）をテトラ
ヒドロフラン（１００ｍｌ）及び水（１００ｍｌ）中に溶解し、０℃において過ヨウ素酸
塩溶液に２０分かけて滴下した。滴下の後、混合物を室温で４時間攪拌し、次いで０℃に
冷却した。濾過により固体を除去し、テトラヒドロフラン（１００ｍｌ）で洗浄した。２
，３－Ｏ－イソプロピリデングリセルアルデヒド（Ｉ．２）を含有する合わせた有機濾液
を溶媒の蒸発なしで次の段階に用いた。合わせた濾液にトリエチルホスホノアセテート（
０．１１４モル，３２ｇ）を０℃において加えた。炭酸カリウム（０．６モル，８３ｇ）
を水（１６０ｍｌ）中に溶解し、反応混合物に０℃で１時間かけて滴下した。２－相溶液
を４時間攪拌した。有機相を分離し、水相を酢酸エチルで抽出した（３ｘ１００ｍｌ）。
合わせた有機相を水で洗浄し（２ｘ１００ｍｌ）、溶媒を蒸発させて淡黄色の油を得た。
シリカを介してこの粗油を濾過し、ｎ－ヘキサン／酢酸エチル（１０／９０）を用いて溶
離させ、化合物（Ｉ．３，１４．３ｇ，収率＝６０％）を９６／４（１Ｈ　ＮＭＲにより
決定）の比率におけるＥ／Ｚ混合物として得た。１Ｈ　ＮＭＲスペクトルは所望の構造の
スペクトルと一致した。
Ｉ．４の合成
　化合物（Ｉ．３，０．１モル，２０ｇ，Ｅ／Ｚ：９６／４）及びニトロメタン（０．１
１モル，６．７ｇ）をアセトニトリル（２００ｍｌ）中に溶解し、０℃に冷却した。アセ
トニトリル（５０ｍｌ）中の１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン
（０．１５モル，２２．８ｇ）の溶液を５分かけて滴下した。反応混合物を室温で終夜攪
拌した。次いで減圧下でほとんどの溶媒を除去した。油性残留物を水（２００ｍｌ）で希
釈し、酢酸エチルで抽出した（３ｘ２００ｍｌ）。合わせた有機層を５％塩酸（２００ｍ
ｌ）及び次いで飽和炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄した。ＭｇＳＯ４上における乾燥及び
減圧下における蒸発は、中間体（Ｉ．４，９ｇ，収率＝３４％）を７５／２５（１Ｈ　Ｎ
ＭＲにより決定）のｓｙｎ／ａｎｔｉ比で与えた。１Ｈ　ＮＭＲスペクトルは所望の構造
のスペクトルと一致した。
Ｉ．５の合成
　テトラヒドロフラン（１００ｍｌ）中の化合物（Ｉ．４，０．０３モル，７．８ｇ，ｓ
ｙｎ／ａｎｔｉ：７５／２５）の溶液を０℃に冷却した。ホウ水素化リチウム（０．０４
５モル，１ｇ）を３０分かけて分けて加え、混合物を室温で終夜攪拌した。冷却下（０℃
）で飽和塩化アンモニウム溶液（１００ｍｌ）をゆっくり加えることにより反応をクエン
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チングし、酢酸エチルで抽出し（１０ｘ５０ｍｌ）、ＭｇＳＯ４上で乾燥した。減圧下に
おける蒸発は、化合物（Ｉ．５，６．０２ｇ，収率＝９２％）を油として与えた。１Ｈ　
ＮＭＲスペクトルは所望の構造のスペクトルと一致した。
ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オール（７．１及び７．２）の合成：
　イソプロパノール（２０ｍｌ）中の化合物（Ｉ．５，０．０１１モル，２．４ｇ，ｓｙ
ｎ／ａｎｔｉ混合物）の攪拌された溶液に、カリウムｔｅｒｔ－ブトキシド（０．０１３
２モル，１．５ｇ）を室温で３０分かけて分けて加えた。塩基性溶液を滴下ロートに移し
、冷却され（０℃）激しく攪拌されたイソプロパノール（２０ｍｌ）中の濃（３７％）塩
酸（０．０２７５モル，２．３ｍｌ）の混合物に１０分かけて滴下した。反応混合物を室
温で２時間攪拌し、次いでトリエチルアミン（０．０２２モル，２．２ｇ）を滴下してＥ
ｔ３Ｎ．ＨＣｌ塩を沈殿させた。反応混合物を酢酸エチル（５０ｍｌ）で希釈し、濾過し
て塩を除去した。溶媒を減圧下で蒸発させた。残留物を酢酸エチル（５０ｍｌ）で希釈し
、さらにＥｔ３Ｎ．ＨＣｌ塩を沈殿させた。濾過により塩を除去し、溶媒を減圧下で蒸発
させた。残留油をシリカゲルプラグ濾過により、酢酸エチルを溶離剤として用いてさらに
精製し、７８／２２（１Ｈ　ＮＭＲにより決定）の比率における化合物の混合物（７．１
／７．２，１．０３ｇ，収率７２％）を得た。純粋な化合物（７．１，Ｒｆ７．１＝０．
２７）及び（７．２，Ｒｆ７．２＝０．１５）の分析試料を、溶媒として酢酸エチルを用
いるシリカゲルクロマトグラフィーにより得た。
（３Ｒ，３ａＳ，６ａＲ）－ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オール（７
．１）：１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ　１．８０－１．９１（１Ｈ，
ｍ），２．２８－２．３４（１Ｈ，ｍ），２．８３－２．８９（１Ｈ，ｍ），３．１１（
１Ｈ，ブロードｓ），３．３５－３．５９（１Ｈ，ｍ），３．８５－３．９８（３Ｈ，ｍ
），４．３８－４．４５（１Ｈ，ｍ），５．６６（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝５．２Ｈｚ）。
（３Ｒ，３ａＲ，６ａＳ）－ヘキサヒドロ－フロ［２，３－ｂ］フラン－３－オール（７
．２）：１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ　１．６８－１．７５（１Ｈ，
ｍ），２．１２－２．２３（１Ｈ，ｍ），２．４２（１Ｈ，ブロードｓ），２．７９－２
．８５（１Ｈ，ｍ），３．８１－３．９１（３Ｈ，ｍ），３．９６－４．０１（１Ｈ，ｍ
），４．２３（１Ｈ，ｍ），５．８９（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝４．９Ｈｚ）。
実施例ＩＩ
【０１８４】
【化４５】

【０１８５】
ＩＩ．３及びＩＩ．３’の合成
　エタノール（５ｍｌ）中のニトロメタン（０．０１１モル，０．６７ｇ）の溶液を０℃
に冷却した。エタノール（５ｍｌ）中の１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ
－７－エン（０．０１５モル，２．３ｇ）を滴下し、反応物を３０分間攪拌した。化合物
（ＩＩ．１，０．０１モル，２ｇ，Ｅ／Ｚ＝９６／４）をエタノール（５ｍｌ）中に溶解
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し、０℃で溶液に滴下した。反応混合物を室温で終夜攪拌し、次いで滴下ロートに移し、
冷却され（０℃）激しく攪拌されたエタノール（１０ｍｌ）中の濃硫酸（０．０３モル，
０．８ｍｌ）の溶液に３０分かけて滴下した。室温で終夜攪拌した後、反応混合物を水（
１００ｍｌ）で希釈し、ジクロロメタンで抽出した（３ｘ５０ｍｌ）。合わせた有機相を
飽和炭酸水素ナトリウム溶液（１００ｍｌ）で洗浄し、ＭｇＳＯ４上で乾燥し、減圧下で
蒸発させて生成物の粗混合物（ＩＩ．３／ＩＩ．３’，１．２７ｇ，収率＝５８％）を油
として得た。１Ｈ　ＮＭＲ分析を用い、化合物ＩＩ．３を生成物混合物中の主成分として
同定した。粗生成物混合物をそのまま次の段階で用いた。
粗（ＩＩ．３／ＩＩ．３’）からの（７．１）及び（７．２）の合成：
　粗生成物混合物（ＩＩ．３／ＩＩ．３’）（０．００６モル，１．２７ｇ）をテトラヒ
ドロフラン（２０ｍｌ）中に溶解し、０℃に冷却した。ホウ水素化リチウム（０．００９
モル，２００ｍｇ）を５分かけて分けて加え、混合物を室温で終夜攪拌した。溶媒を減圧
下で蒸発させ、残留物をイソプロパノール（２５ｍｌ）中に溶解した。濃（３７％）塩酸
（１ｍｌ）を滴下し、混合物を室温で４時間攪拌した。次いでトリエチルアミン（５ｍｌ
）を滴下し、Ｅｔ３Ｎ．ＨＣｌ塩を沈殿させた。反応混合物を酢酸エチル（１００ｍｌ）
で希釈し、濾過して塩を除去した。溶媒を減圧下で蒸発させた。残留物を酢酸エチル（１
００ｍｌ）で希釈し、さらにＥｔ３Ｎ．ＨＣｌ塩を沈殿させた。濾過により塩を除去し、
溶媒を減圧下で蒸発させた。残留油をシリカゲルプラグ濾過により、酢酸エチルを溶離剤
として用いてさらに精製し、８７／１３（１Ｈ　ＮＭＲにより決定）の比率における化合
物の混合物（７．１／７．２，０．６８ｇ，収率８７％）を得た。１Ｈ　ＮＭＲスペクト
ルは所望の構造のスペクトルと一致した。
実施例ＩＩＩ
【０１８６】
【化４６】

【０１８７】
ＩＩＩ．２の合成
　２，３－Ｏ－イソプロピリデン－グリセルアルデヒド（ＩＩＩ．１，０．１モル，テト
ラヒドロフラン中のＩＩＩ．１の２０％ｗ／ｗ溶液の６５ｇ）をマロン酸ジメチル（０．
１５モル，１９．８ｇ）、無水酢酸（０．３モル，３０．６ｇ）及びピリジン（０．０５
モル，３．９５ｇ）と混合し、室温で終夜攪拌した。反応混合物を減圧下で蒸発させた。
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残留油をジクロロメタン（２００ｍｌ）で希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し
（３ｘ１００ｍｌ）、ＭｇＳＯ４上で乾燥し、減圧下で蒸発させた。分別蒸留は（ＩＩＩ
．２，沸点：８８～９４℃／０．０３ｍｍＨｇ，１４．２ｇ，収率＝５８％，ＧＣによる
純度：８３％）を与えた。ＴＬＣ（酢酸エチル／ヘキサン　２０／８０）：Ｒｆ（ＩＩＩ

．２）＝０．４３（アセトン中のＫＭｎＯ４）。１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ

３）：δ　１．３９（３Ｈ，ｓ），１．４５（３Ｈ，ｓ），３．７１－３．７５（１Ｈ，
ｍ），３．８１（３Ｈ，ｓ），３．８３（３Ｈ，ｓ），４．２５－４．２９（１Ｈ，ｍ）
，４．９０－４．９５（１Ｈ，ｍ），７．０４（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝７．１Ｈｚ）。
（ＩＩＩ．３）の合成：
　メタノール（２０ｍｌ）中の（ＩＩＩ．２，２ミリモル，４９０ｍｇ）の攪拌された溶
液に、最初にニトロメタン（２．２ミリモル，１３４ｍｇ）及び次いで１，８－ジアザビ
シクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン（０．５ミリモル，７６ｍｇ）を加え、反応混
合物を室温で３時間攪拌した。溶媒を減圧下で蒸発させた。残留油を飽和塩化アンモニウ
ム溶液で希釈し、ジクロロメタンで抽出し、ＭｇＳＯ４上で乾燥し、減圧下で蒸発させて
粗（ＩＩＩ．３）を９０／１０～９７／３（１Ｈ　ＮＭＲにより決定）の範囲の比率にお
けるｓｙｎ／ａｎｔｉ混合物として得た。ＴＬＣ（酢酸エチル／ヘキサン　２０／８０）
：Ｒｆ（ＩＩＩ．３）＝０．２９（アセトン中のＫＭｎＯ４）：ｓｙｎ／ａｎｔｉ－（Ｉ
ＩＩ．３）異性体はＴＬＣ上で分離されたスポットとしては現れない。化合物ｓｙｎ－（
ＩＩＩ．３）の構造を粗反応混合物の１Ｈ　ＮＭＲスペクトルから同定した：ｓｙｎ－（
ＩＩＩ．３）：１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ　１．２３（３Ｈ，ｓ）
，１．３１（３Ｈ，ｓ），３．１３（１Ｈ，～五重項，Ｊ＝５．５Ｈｚ），３．５５（１
Ｈ，ｄ，Ｊ＝５．５Ｈｚ），３．６６－３．６９（オーバーラッピング，１Ｈ，ｍ），３
．６８（３Ｈ，ｓ），３．７０（３Ｈ，ｓ），４．０５（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝８．８Ｈｚ
，Ｊ２＝６．７Ｈｚ），４．２２（１Ｈ，～ｑ，Ｊ＝５．９Ｈｚ），４．６０（１Ｈ，ｄ
ｄ，Ｊ１＝１４．８Ｈｚ，Ｊ２＝４．８Ｈｚ），４．６７（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝１４．８
Ｈｚ，Ｊ２＝５．９Ｈｚ）。
（ＩＩＩ．２）からの（ＩＩＩ．４／ＩＩＩ．４’）の合成：
　メタノール（５０ｍｌ）中の（ＩＩＩ．２，０．０５モル，１２．２ｇ）の攪拌された
溶液に、最初にニトロメタン（０．０５５モル，３．３６ｇ）及び次いで１，８－ジアザ
ビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン（５ミリモル，７６０ｍｇ）を加え、反応混
合物を室温で４時間攪拌した。反応混合物を０℃に冷却し、メタノール中のナトリウムメ
トキシドの溶液２Ｎ（０．０５モル，２５ｍｌ）を３０分かけて滴下した。次いで混合物
を滴下ロートに移し、内部温度を＜１０℃に保ちながら、冷却されて激しく攪拌されたメ
タノール（２５ｍｌ）中の濃硫酸（０．１２５モル，１２ｇ）の溶液に４５分かけて滴下
した。滴下の間に白色沈殿が生成し、懸濁液を室温で終夜攪拌した。反応混合物を最初の
体積の半分まで蒸発させ、次いで内部温度を＜１０℃に保ちながら、冷却された飽和炭酸
水素ナトリウム溶液（２００ｍｌ）中にゆっくり注いだ。水相を酢酸エチルで抽出し（４
ｘ５０ｍｌ）、合わせた抽出物を水（５０ｍｌ）で洗浄し、蒸発させて粗化合物の混合物
（ＩＩＩ．４／ＩＩＩ．４’，８．３７ｇ，収率＝７８％）を油として得た。粗反応混合
物の１Ｈ　ＮＭＲスペクトルは、化合物（ＩＩＩ．４）が主な反応生成物であることを示
した。酢酸エチル／ヘキサン　５０／５０を用いて溶離させるシリカゲル上のフラッシュ
クロマトグラフィーにより、化合物（ＩＩＩ．４）の分析試料を得た。ＴＬＣ（酢酸エチ
ル／ヘキサン　５０／５０）：Ｒｆ（ＩＩＩ．４）＝０．４５（アセトン中のＫＭｎＯ４

）。（ＩＩＩ．４）：１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ　３．３３（３Ｈ
，ｓ），３．３９（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝７．０Ｈｚ，Ｊ２＝４．４Ｈｚ），３．５８（１
Ｈ，ｄ，Ｊ＝４．４Ｈｚ），３．８２（３Ｈ，ｓ），３．９７（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝１１
Ｈｚ，Ｊ２＝３．９Ｈｚ），４．１０（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝１１Ｈｚ），４．９５（１Ｈ，ｓ
），５．２３（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝７．０Ｈｚ，Ｊ２＝３．９Ｈｚ）。
（ＩＩＩ．５）の合成：
　水酸化カリウム（０．０２５モル，１．４２ｇ）をメタノール（１０ｍｌ）及び水（２
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ｍｌ）中に溶解した。メタノール（１０ｍｌ）中の粗（ＩＩＩ．４／ＩＩＩ．４’，０．
０２３モル，５．２ｇ）の溶液を加え、反応混合物を還流下で２～３時間加熱した。ＴＬ
Ｃ分析はすべての出発材料（ＩＩＩ．４／ＩＩＩ．４’）の完全な転換を示し、反応混合
物を減圧下で最初の体積の１／５まで濃縮した。残留溶液を酢酸（１０ｍｌ）と混合し、
室温で２時間攪拌した。次いで反応混合物を水（２０ｍｌ）で希釈し、酢酸エチルで抽出
した（３ｘ２０ｍｌ）。合わせた有機層を飽和炭酸水素ナトリウム溶液（２０ｍｌ）で洗
浄し、ＭｇＳＯ４上で乾燥し、減圧下で蒸発させて化合物（ＩＩＩ．５，２．３５ｇ，収
率＝６５％）を固体として得た。イソプロパノールからの再結晶により化合物（ＩＩＩ．
５）の分析試料を得、純粋な化合物（ＩＩＩ．５）を無色の針状結晶として得た。ＴＬＣ
（ＥｔＯＡｃ）：Ｒｆ（ＩＩＩ．５）＝０．４９。（ＩＩＩ．５）：１Ｈ　ＮＭＲ（４０
０ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ　２．５１（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝１８．６Ｈｚ，Ｊ２＝４．
０Ｈｚ），２．８４（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝１８．６Ｈｚ，Ｊ２＝１１．３Ｈｚ），３．０
０－３．０６（１Ｈ，ｍ），３．３３（３Ｈ，ｓ），３．９５（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝１０
．９Ｈｚ，Ｊ２＝３．９Ｈｚ），４．１０（１Ｈ，ｄ，Ｊ＝１０．９Ｈｚ），４．８８（
１Ｈ，ｓ），５．１４（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ１＝７．０Ｈｚ，Ｊ２＝３．９Ｈｚ）。
（ＩＩＩ．５）からの（７．１）の合成：
　テトラヒドロフラン（２０ｍｌ）中の化合物（ＩＩＩ．５，０．０１１モル，１．８８
ｇ）の冷却された（０℃）溶液に、ホウ水素化リチウム（０．０１７モル，３７０ｍｇ）
を１０分かけて分けて加えた。懸濁液を室温で終夜、ＴＬＣ分析が出発材料（ＩＩＩ．５
）の完全な転換を示すまで攪拌した。次いで反応混合物を氷上で冷却し、水（５ｍｌ）の
添加によりクエンチングした。反応混合物を減圧下で（浴温＝４０℃，Ｐ＝２００ミリバ
ール）、ほとんどのテトラヒドロフランが蒸発するまで蒸発させ、残留水溶液を２Ｎ塩酸
でｐＨ＝０～１に酸性化した。反応混合物を室温で１時間攪拌し、塩化ナトリウムを飽和
させ、酢酸エチルで抽出した（５ｘ２０ｍｌ）。合わせた有機層をＭｇＳＯ４上で乾燥し
、減圧下で蒸発させて化合物（７．１，１．０１ｇ，収率＝７１％）を無色の油として得
た。（７．１）の構造を１Ｈ　ＮＭＲスペクトルにより確証した。化合物（７．１）のエ
ナンチオマー的純度をその酢酸塩のＧＣ分析により決定した。従って、化合物（７．１，
０．５ｇ）を無水酢酸（２ｇ）及びＮ，Ｎ－ジメチル－４－アミノピリジン（１００ｍｇ
）と混合し、室温で終夜攪拌した。反応混合物をヘキサン（５０ｍｌ）で希釈し、飽和炭
酸水素塩溶液（２ｘ５０ｍｌ）及び次いで水（５０ｍｌ）で洗浄した。ヘキサン溶液のキ
ラルＧＣ分析は、化合物（７．１）のエナンチオマー過剰率が＞９９％であることの決定
を可能にした。
実施例ＩＶ
【０１８８】
【化４７】
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【０１８９】
（ＩＶ．２）の合成
　２，３－Ｏ－イソプロピリデン－グリセルアルデヒド（ＩＶ．１，１６５４モル，テト
ラヒドロフラン中の（ＩＶ．１）の２０％ｗ／ｗ溶液の１０７５ｋｇ）をマロン酸ジメチ
ル（１当量，１６５４モル，２１８ｋｇ）と混合し、２０℃で３時間攪拌した。ピリジン
（０．５当量，８２７モル，６５．５ｋｇ）を加え、反応混合物を４５℃に加熱した。こ
の温度でテトラヒドロフラン（５０６ｋｇ）中の無水酢酸（３当量，４９６２モル，５０
６ｋｇ）の溶液を４時間かけて加えた。４５℃で１２時間加熱した後、溶媒（１２００ｋ
ｇ）のほとんどを真空蒸発により除去し、残留油をトルエン（２５００ｋｇ）で希釈した
。固体の炭酸水素ナトリウム（１９０ｋｇ）を１Ｎの炭酸水素ナトリウム（１７６０ｋｇ
）と混合することによりあらかじめ調製された、激しく攪拌された炭酸水素ナトリウム水
性懸濁液に、有機溶液を２時間かけて加えた。相分離の後、水相を除去し、有機相を１Ｎ
の炭酸水素ナトリウム（１７６０ｋｇ）で洗浄した。次いでほとんどのトルエンを減圧下
で蒸発させ、約４５０ｋｇの残量とした。メタノール（５００ｋｇ）を繰り返して（２回
）加え、同量（５００ｋｇ）を減圧下で蒸発させることによるメタノールとの共沸蒸留に
より、トルエンをさらに除去し且つ溶媒をメタノールに切り替えた。最後に、メタノール
（８３０ｋｇ）を加えて中間体ＩＶ．２（メタノール中の２３．６％溶液の１２８０ｋｇ
）を得た。中間体ＩＶ．２をそのまま次の段階で用いた。
（ＩＶ．２）からの（ＩＶ．４／ＩＶ．４’）の合成
　中間体（ＩＶ．２）（５０３モル，メタノール中の２３．６％ｗ／ｗのＩＶ．２の５２
０ｋｇ）をニトロメタン（１．１当量，５５３モル，メタノール中の５５％ｗ／ｗのニト
ロメタンの６２ｋｇ）と混合し、冷却下に、内部温度を＜２５℃に保ちながら、攪拌され
ている反応混合物に１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン（０．１
当量，５０．３モル，７．６ｋｇ）を３０分かけて加えた。室温で攪拌を３時間続けた。
反応混合物を０℃に冷却し、内部温度を０℃に保ちながら、メタノール中のナトリウムメ
トキシド２Ｎ（１．１当量，５５３モル，メタノール中のナトリウムメトキシドの３０％
ｗ／ｗ溶液の１００ｋｇ）を３０分かけて滴下した。０℃で３０分の後、冷却され（０℃
）激しく攪拌されたメタノール（２００ｋｇ）中の濃硫酸（２．５当量，１２５８モル，
９６％硫酸の１２８ｋｇ）の溶液に、内部温度を＜１０℃に保ちながら、反応混合物を１
時間かけて少しづつ与えた（ｄｏｓｅｄ）。反応混合物をさらに０℃に冷却し、激しく攪
拌され冷却された（０℃）酢酸エチル（４５０ｋｇ）と１Ｎの炭酸水素ナトリウム（１．
９当量，１９０５ｋｇ）の２相系に、内部温度を＜１５℃に保ちながら１時間かけて加え
た。反応混合物を濾過して沈殿した硫酸ナトリウムのほとんどを除去した。相分離の後、
有機相を集め、水相を酢酸エチルで４回抽出した（酢酸エチルの合計量：２２５０ｋｇ）
。集めた有機相をブライン（２３％ｗ／ｗ塩化ナトリウム溶液の３００ｋｇ）で洗浄し、
減圧下で蒸発させて７５０ｋｇの残量とした（約６６ｋｇの中間体ＩＶ．４を含有する）
。中間体ＩＶ．４をそのまま次の段階で用いた。
（ＩＶ．４）からの（ＩＶ．５）の合成
　（ＩＶ．４）の攪拌された溶液（メタノール中の約６６ｋｇのＩＶ．４の溶液の７５０
ｋｇ）に水（３８ｋｇ）及び水酸化カリウム（５５３モル，４５％水酸化カリウム水溶液
の６８ｋｇ）を加え、反応混合物を２時間加熱還流した。３５℃に急速に冷却した後、酢
酸（８３０モル，９６％酢酸の４６ｋｇ）を加え、反応混合物を減圧下で１０時間かけて
蒸発させ、約２００ｋｇの残量とした。室温に冷却した後、さらに酢酸（３５４ｋｇ）を
１時間かけて加えた。室温で２時間攪拌した後、真空蒸発により１０時間かけてほとんど
の酢酸を除去し、約２５０ｋｇの残量とした。水（８００ｋｇ）を加え、水溶液を酢酸エ
チルで３回抽出した（３ｘ７００ｋｇ）。合わせた有機層を１Ｎの炭酸水素ナトリウムで
２回洗浄した（２ｘ５８６ｋｇ）。ｐＨを調整して１Ｎの炭酸水素ナトリウムを用いる３
回目の洗浄を行なった；６．８～７．２のｐＨまで１Ｎの炭酸水素ナトリウムを加えた（
約４１０ｋｇの１Ｎ炭酸水素ナトリウムを用いた）。連続的に減圧下で２００ｋｇの残量
まで有機溶液を蒸発させ、イソプロパノール（３５０ｋｇ）を加え、減圧下で２００ｋｇ
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の残量まで有機溶液を蒸発させ、イソプロパノール（３５０ｋｇ）を加えることにより、
酢酸エチルからイソプロパノールへの溶媒の切り替えを行なった。反応混合物を６０～７
０℃に加熱し、その温度で減圧下においてイソプロパノールをさらに蒸発させて約１４４
ｋｇの残量とした。濾過の後、反応混合物を４～５時間に及んで０℃に冷却し、中間体（
ＩＶ．５）を結晶化させた。結晶の濾過及び乾燥（４０℃における真空乾燥）は中間体（
ＩＶ．５）（２７ｋｇ）を与えた。中間体ＩＶ．５をそのまま次の段階で用いた。
（７．１）の合成：
　テトラヒドロフラン（１６０ｋｇ）中の中間体（ＩＶ．５）（１８０モル，３０ｋｇ）
の溶液に、ホウ水素化リチウム（１．１当量，１９８モル，テトラヒドロフラン中の１０
％ホウ水素化リチウムの溶液の４３．１ｋｇ）を３０分かけて加えた。反応混合物を１時
間に及んで５０℃に加熱し、その温度で２時間攪拌した。得られる懸濁液を－１０℃に冷
却し、内部温度を＜－５℃に保ちながら、塩酸（ＬｉＢＨ４に対して１．２当量，２３８
モル，３２％塩酸の２７．２ｋｇ）を４時間かけて少しづつ与えた。－１０℃でさらに２
時間攪拌した後、内部温度を＜０℃に保ちながら、トリエチルアミン（ＨＣｌに対して１
．１当量，２６１モル，２６．５ｋｇ）を１時間かけて加えた。大気圧下で約１００ｋｇ
の残量まで溶媒を蒸留し、酢酸エチル（３６０ｋｇ）を加え、さらに酢酸エチルを連続的
に添加して一定の体積を保持しながらテトラヒドロフラン／酢酸エチル溶媒混合物をさら
に蒸留することにより、酢酸エチルへの溶媒の切り替えを行なった。この手順を４：１の
テトラヒドロフラン／酢酸エチルの比まで続けた（ガスクロマトグラフィーにより検査）
。得られる混合物を０℃に冷却し、濾過し、フィルターケークを２回分の酢酸エチルで洗
浄した（２ｘ３０ｋｇ）。集めた濾液を蒸発させて化合物（７．１）（１８ｋｇ）を得た
。実施例ＩＩＩからの参照試料を用いるＨＰＬＣ、ＮＭＲ及びキラルガスクロマトグラフ
ィーを用い、化合物７．１を同定（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）確認した。
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