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(57)【要約】
２位にオキシム置換基またはヒドロキシルアミン置換基を有するチアゾロ［４，５－ｃ］
環化合物（例えば、チアゾロピリジン化合物、チアゾロキノリン化合物、６，７，８，９
－テトラヒドロチアゾロキノリン化合物、チアゾロナフチリジン化合物、および６，７，
８，９－テトラヒドロチアゾロナフチリジン化合物）、これらの化合物を含有する薬学的
組成物、中間体、およびこれらの化合物の製造方法、ならびに動物におけるサイトカイン
生合成を調節するための免疫調節因子としてのこれらの化合物の使用方法、およびウイル
ス性疾患および腫瘍性疾患を含む疾患の処置におけるこれらの化合物の使用方法が、開示
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｉ：
【化１】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩であって、式Ｉにおいて：
　Ｚは：
　　－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－、
　　－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－、
　　－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－Ｙ－、および
　　－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－
からなる群より選択され；
　Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンからなる群より選択され；ただ
し、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）
－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合、Ｘはまた、結合であり得；
　Ｒ２－１、Ｒ２－２、Ｒ２－３、Ｒ２－４、およびＲ２－５は、独立して：
　　水素、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アリール、
　　アリールアルキレニル、
　　ヘテロアリール、
　　ヘテロアリールアルキレニル、
　　ヘテロシクリル、
　　ヘテロシクリルアルキレニル、ならびに
　　　ヒドロキシ、
　　　アルキル、
　　　ハロアルキル、
　　　ヒドロキシアルキル、
　　　アルコキシ、
　　　ジアルキルアミノ、
　　　－Ｓ（Ｏ）０－２－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、
　　　ハロアルコキシ、
　　　ハロゲン、
　　　シアノ、
　　　ニトロ、
　　　－Ｎ３、
　　　アリール、
　　　ヘテロアリール、
　　　ヘテロシクリル、
　　　アリールオキシ、
　　　アリールアルキレンオキシ、
　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、
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　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、
　　　－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、
　　　－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、および
　　　－Ｃ（Ｏ）－アルキル
　　からなる群より選択される１つ以上の置換基により置換されたアルキル、アルケニル
、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘ
テロシクリル、またはヘテロシクリルアルキレニル、
からなる群より選択され；
　ただし、Ｒ２－３は、－Ｏ－に結合した炭素原子が別の炭素原子に二重結合しているア
ルケニルではなく；
　またはＲ２－１およびＲ２－２は、一緒になって：
環内の原子の総数が４～９である

【化２】

、および環内の原子の総数が４～９である
【化３】

からなる群より選択される環系を形成し得るか；
　またはＲ２－１およびＲ２－４は、これらが結合しているＹ基および窒素原子と一緒に
なって、

【化４】

からなる群より選択される環を形成し得；
　Ｒ２－６は、水素、Ｃ１－４アルキル、およびフェニルからなる群より選択され；
　Ｒ２－７は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘ
テロアリールアルキレニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、
または１つ以上の置換基により置換されており、該置換基は、ハロゲン、シアノ、ニトロ
、アルコキシ、ジアルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアルキル、ハロアルコキシ、アル
キル、および－Ｎ３からなる群より選択され；
　Ｙは：
　　結合、
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【化５】

からなる群より選択され；
　ＲＡおよびＲＢは、各々独立して：
　　水素、
　　ハロゲン、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択されるか；
　または一緒になる場合、ＲＡおよびＲＢは、縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環を形
成し、該縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環は、非置換であるか、または１つ以上のＲ
’’’基により置換されているか；
　または一緒になる場合、ＲＡおよびＲＢは、縮合シクロヘキセン環または縮合テトラヒ
ドロピリジン環を形成し、該縮合シクロヘキセン環または縮合テトラヒドロピリジン環は
、非置換であるか、または１つ以上のＲ基により置換されており；
　Ｒは：
　　ハロゲン、
　　ヒドロキシ、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　ハロアルキル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２

からなる群より選択され；
　Ｒ’’’は、非妨害性の置換基であり；
　Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリールアルキレニル
、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリー
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ルアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキルヘテロアリーレニル、お
よびヘテロシクリルからなる群より選択され、該アルキル基、アルケニル基、アルキニル
基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシアルキレニル基、アルキルア
リーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレニル基、ヘテロアリールオキ
シアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、およびヘテロシクリル基は、非置換
であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、アルキル、ア
ルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロゲン、ニトロ、ヒ
ドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキレンオキシ
、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキレンオキシ、ヘテロシ
クリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジアルキルアミノ）アルキレン
オキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およびヘテロシクリルの場合には
、オキソからなる群より独立して選択され；
　Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択され；
　Ｒ７は、Ｃ２－７アルキレンであり；
　Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル、Ｃ１－１０アルコキシ－
Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１

－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニルからなる群より選択され
；
　Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択され；
　Ｒ１０は、Ｃ３－８アルキレンであり；
　Ｒ１１は、Ｃ１－６アルキレンまたはＣ２－６アルケニレンであり、該アルキレンまた
はアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在しており；
　Ｒ１２は、結合、Ｃ１－５アルキレン、およびＣ２－５アルケニレンからなる群より選
択され、該アルキレンまたはアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在し
ており；
　ＲｃおよびＲｄは、水素、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、アリール、
ハロアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立し
て選択されるか；またはＲｃおよびＲｄは、一緒になって、縮合アリール環または１個～
４個のヘテロ原子を含む縮合５～１０員ヘテロアリール環を形成し得；
　Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－、および－ＣＨ２－から
なる群より選択され；
　Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる群より選択され；そして
　Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択される、
化合物。
【請求項２】
　前記１つ以上のＲ’’’基が、１つのＲ３基であるか、または１つのＲ３基および１つ
のＲ基であるか、あるいは縮合ベンゼン環上である場合には、１つ、２つ、３つ、もしく
は４つのＲ基であるか、あるいは縮合ピリジン環上である場合には、１つ、２つ、または
３つのＲ基であり；ここでＲ３は：
　　－Ｚ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５

からなる群より選択され；
　Ｘ’は、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリーレン、ヘテロアリーレン、
およびヘテロシクリレンからなる群より選択され、該アルキレン基、アルケニレン基、お
よびアルキニレン基には、必要に応じて、介在するかもしくは末端にあるアリーレン、ヘ
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Ｏ－基が介在しており；
　Ｙ’は：
【化６】

からなる群より選択され；
　Ｚ’は、結合または－Ｏ－であり；
　Ｒ５は：
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【化７】

からなる群より選択され；
　Ａは、－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－ＣＨ２－、および－Ｎ（－Ｑ－
Ｒ４）－からなる群より選択され；
　Ｖは、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｏ－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｒ６）－、および－
Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；そして
　ａおよびｂは、独立して、１～６の整数であり、ただし、ａ＋ｂは、７以下である、請
求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　式ＩＩ：
【化８】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩であって、式ＩＩにおいて：
　Ｚは：
　　－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－、
　　－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－、
　　－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－Ｙ－、および
　　－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－
からなる群より選択され；
　Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンからなる群より選択され；ただ
し、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）
－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合Ｘはまた、結合であり得；
　Ｒ２－１、Ｒ２－２、Ｒ２－３、Ｒ２－４、およびＲ２－５は、独立して：
　　水素、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アリール、
　　アリールアルキレニル、
　　ヘテロアリール、
　　ヘテロアリールアルキレニル、
　　ヘテロシクリル、
　　ヘテロシクリルアルキレニル、ならびに
　　　ヒドロキシ、
　　　アルキル、
　　　ハロアルキル、
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　　　ヒドロキシアルキル、
　　　アルコキシ、
　　　ジアルキルアミノ、
　　　－Ｓ（Ｏ）０－２－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、
　　　ハロアルコキシ、
　　　ハロゲン、
　　　シアノ、
　　　ニトロ、
　　　－Ｎ３、
　　　アリール、
　　　ヘテロアリール、
　　　ヘテロシクリル、
　　　アリールオキシ、
　　　アリールアルキレンオキシ、
　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、
　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、
　　　－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、
　　　－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、および
　　　－Ｃ（Ｏ）－アルキル
　　からなる群より選択される１つ以上の置換基により置換されたアルキル、アルケニル
、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘ
テロシクリル、またはヘテロシクリルアルキレニル、
からなる群より選択され；
　ただし、Ｒ２－３は、－Ｏ－に結合した炭素原子が別の炭素原子に二重結合しているア
ルケニルではなく；
　またはＲ２－１およびＲ２－２は、一緒になって：
環内の原子の総数が４～９である
【化９】

、および環内の原子の総数が４～９である

【化１０】

からなる群より選択される環系を形成し得るか；
　またはＲ２－１およびＲ２－４は、これらが結合しているＹ基および窒素原子と一緒に
なって、

【化１１】

からなる群より選択される環を形成し得；
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　Ｒ２－６は、水素、Ｃ１－４アルキル、およびフェニルからなる群より選択され；
　Ｒ２－７は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘ
テロアリールアルキレニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、
または１つ以上の置換基により置換されており、該置換基は、ハロゲン、シアノ、ニトロ
、アルコキシ、ジアルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアルキル、ハロアルコキシ、アル
キル、および－Ｎ３からなる群より選択され；
　Ｙは、結合、
【化１２】

からなる群より選択され；
　Ｒは：
　　ハロゲン、
　　ヒドロキシ、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　ハロアルキル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２

からなる群より選択され；
　Ｒ３は：
　　－Ｚ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５

からなる群より選択され；
　ｎは、０～４の整数であり；
　ｍは、０または１であり；ただし、ｍが１である場合、ｎは、０または１であり；
　Ｘ’は、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリーレン、ヘテロアリーレン、
およびヘテロシクリレンからなる群より選択され、該アルキレン基、アルケニレン基、お
よびアルキニレン基には、必要に応じて、介在するかもしくは末端にあるアリーレン、ヘ
テロアリーレンまたはヘテロシクリレンが存在し得、そして必要に応じて、１つ以上の－
Ｏ－基が介在しており；
　Ｙ’は、
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【化１３】

からなる群より選択され；
　Ｚ’は、結合または－Ｏ－であり；
　Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリールアルキレニル
、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリー
ルアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキルヘテロアリーレニル、お
よびヘテロシクリルからなる群より選択され、該アルキル基、アルケニル基、アルキニル
基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシアルキレニル基、アルキルア
リーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレニル基、ヘテロアリールオキ
シアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、およびヘテロシクリル基は、非置換
であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、アルキル、ア
ルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロゲン、ニトロ、ヒ
ドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキレンオキシ
、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキレンオキシ、ヘテロシ
クリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジアルキルアミノ）アルキレン
オキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およびヘテロシクリルの場合には
、オキソからなる群より独立して選択され；
　Ｒ５は：

【化１４】

からなる群より選択され；
　Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択され；
　Ｒ７は、Ｃ２－７アルキレンであり；
　Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル、Ｃ１－１０アルコキシ－
Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１

－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニルからなる群より選択され
；
　Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択され；
　Ｒ１０は、Ｃ３－８アルケニレンであり；
　Ｒ１１は、Ｃ１－６アルキレンまたはＣ２－６アルケニレンであり、該アルキレンまた
はアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在しており；
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　Ｒ１２は、結合、Ｃ１－５アルキレン、およびＣ２－５アルケニレンからなる群より選
択され、該アルキレンまたはアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在し
ており；
　ＲｃおよびＲｄは、水素、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、アリール、
ハロアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立し
て選択されるか；またはＲｃおよびＲｄは、一緒になって、縮合アリール環または１個～
４個のヘテロ原子を含む縮合５～１０員ヘテロアリール環を形成し得；
　Ａは、－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－ＣＨ２－、および－Ｎ（－Ｑ－
Ｒ４）－からなる群より選択され；
　Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－、および－ＣＨ２－から
なる群より選択され；
　Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる群より選択され；
　Ｖは、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｏ－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｒ６）－、および－
Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；
　Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；そして
　ａおよびｂは、独立して、１～６の整数であり、ただし、ａ＋ｂは、７以下である、
化合物。
【請求項４】
　式ＩＩＩ：

【化１５】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩であって、式ＩＩＩにおいて：
　Ｇは：
　　－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’、
　　α－アミノアシル、
　　α－アミノアシル－α－アミノアシル、
　　－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ’、
　　－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ’’）Ｒ’、
　　－Ｃ（＝ＮＹ１）－Ｒ’、
　　－ＣＨ（ＯＨ）－Ｃ（Ｏ）－ＯＹ１、
　　－ＣＨ（ＯＣ１－４アルキル）Ｙ０、
　　－ＣＨ２Ｙ２、および
　　－ＣＨ（ＣＨ３）Ｙ２

からなる群より選択され；
　Ｒ’およびＲ’’は、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、フェニル、およ
びベンジルからなる群より独立して選択され、これらの各々は、非置換であっても、１つ
以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、ハロゲン、ヒドロキシ、ニトロ
、シアノ、カルボキシ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－４アルコキシ、アリール、ヘテロアリ
ール、アリール－Ｃ１－４アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１－４アルキレニル、ハロ
－Ｃ１－４アルキレニル、ハロ－Ｃ１－４アルコキシ、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ３、－Ｃ（
Ｏ）－Ｏ－ＣＨ３、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－Ｏ－ＣＨ２－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－ＮＨ２、



(12) JP 2008-530252 A 2008.8.7

10

20

30

40

50

および－Ｓ（Ｏ）２－ＮＨ２からなる群より独立して選択され、ただし、Ｒ’’はまた、
水素であり得；
　α－アミノアシルは、ラセミ体のアミノ酸、Ｄ－アミノ酸、およびＬ－アミノ酸からな
る群より選択されるα－アミノ酸から誘導されるα－アミノアシル基であり；
　Ｙ１は、水素、Ｃ１－６アルキル、およびベンジルからなる群より選択され；
　Ｙ０は、Ｃ１－６アルキル、カルボキシ－Ｃ１－６アルキレニル、アミノ－Ｃ１－４ア
ルキレニル、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ－Ｃ１－４アルキレニル、およびジ－Ｎ
，Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ－Ｃ１－４アルキレニルからなる群より選択され；
　Ｙ２は、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、ジ－Ｎ，Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、
モルホリン－４－イル、ピペリジン－１－イル、ピロリジン－１－イル、および４－Ｃ１

－４アルキルピペラジン－１－イルからなる群より選択され；
　ＲＡ１およびＲＢ１は、各々独立して：
　　水素、
　　ハロゲン、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択されるか；
　または一緒になる場合、ＲＡ１およびＲＢ１は、縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環
を形成し、該縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環は、不飽和であるか、または１個のＲ

３基により置換されているか、もしくは１個のＲ３基と１個のＲ基とにより置換されてい
るか、または該縮合ベンゼン環上である場合、１個、２個、３個、もしくは４個のＲ基に
より置換されているか、または該縮合ピリジン環上である場合、１個、２個、もしくは３
個のＲ基により置換されているか；
　または一緒になる場合、ＲＡ１およびＲＢ１は、縮合シクロヘキセン環または縮合テト
ラヒドロピリジン環を形成し、該縮合シクロヘキセン環または縮合テトラヒドロピリジン
環は、非置換であるか、または１つ以上のＲ基により置換されており；
　Ｚは：
　　－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－、
　　－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－、
　　－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－Ｙ－、および
　　－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－
からなる群より選択され；
　Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンからなる群より選択され；ただ
し、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）
－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合、Ｘはまた、結合であり得；
　Ｒ２－１、Ｒ２－２、Ｒ２－３、Ｒ２－４、およびＲ２－５は、独立して：
　　水素、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アリール、
　　アリールアルキレニル、
　　ヘテロアリール、
　　ヘテロアリールアルキレニル、
　　ヘテロシクリル、
　　ヘテロシクリルアルケニル、ならびに
　　　ヒドロキシ、
　　　アルキル、
　　　ハロアルキル、
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　　　ヒドロキシアルキル、
　　　アルコキシ、
　　　ジアルキルアミノ、
　　　－Ｓ（Ｏ）０－２－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、
　　　ハロアルコキシ、
　　　ハロゲン、
　　　シアノ、
　　　ニトロ、
　　　－Ｎ３、
　　　アリール、
　　　ヘテロアリール、
　　　ヘテロシクリル、
　　　アリールオキシ、
　　　アリールアルキレンオキシ、
　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、
　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、
　　　－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、
　　　－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、および
　　　－Ｃ（Ｏ）－アルキル
　　からなる群より選択される１つ以上の置換基により置換されたアルキル、アルケニル
、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘ
テロシクリル、またはヘテロシクリルアルキレニル、
からなる群より選択され；
　ただし、Ｒ２－３は、－Ｏ－に結合した炭素原子が別の炭素原子に二重結合しているア
ルケニルではなく；
　またはＲ２－１およびＲ２－２は、一緒になって、環内の原子の総数が４～９である
【化１６】

、または環内の原子の総数が４～９である
【化１７】

からなる群より選択される環系を形成し得るか；
　またはＲ２－１およびＲ２－４は、これらが結合しているＹ基および窒素原子と一緒に
なって、

【化１８】

からなる群より選択される環を形成し得；
　Ｒ２－６は、水素、Ｃ１－４アルキル、およびフェニルからなる群より選択され；
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　Ｒ２－７は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘ
テロアリールアルキレニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、
または１つ以上の置換基により置換されており、該置換基は、ハロゲン、シアノ、ニトロ
、アルコキシ、ジアルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアルキル、ハロアルコキシ、アル
キル、および－Ｎ３からなる群より選択され；
　Ｙは：
　　結合、
【化１９】

からなる群より選択され；
　Ｒは：
　　ハロゲン、
　　ヒドロキシ、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　ハロアルキル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２

からなる群より選択され；
　Ｒ３は：
　　－Ｚ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５

からなる群より選択され；
　Ｘ’は、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリーレン、ヘテロアリーレン、
およびヘテロシクリレンからなる群より選択され、該アルキレン基、アルケニレン基、お
よびアルキニレン基には、必要に応じて、介在するかもしくは末端にあるアリーレン、ヘ
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テロアリーレンまたはヘテロシクリレンが存在し得、そして必要に応じて、１つ以上の－
Ｏ－基が介在しており；
　Ｙ’は：
【化２０】

【化２１】

からなる群より選択され；
　Ｚ’は、結合または－Ｏ－であり；
　Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリールアルキレニル
、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリー
ルアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキルヘテロアリーレニル、お
よびヘテロシクリルからなる群より選択され、該アルキル基、アルケニル基、アルキニル
基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシアルキレニル基、アルキルア
リーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレニル基、ヘテロアリールオキ
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シアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、およびヘテロシクリル基は、非置換
であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、アルキル、ア
ルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロゲン、ニトロ、ヒ
ドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキレンオキシ
、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキレンオキシ、ヘテロシ
クリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジアルキルアミノ）アルキレン
オキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およびヘテロシクリルの場合には
、オキソからなる群より独立して選択され；
　Ｒ５は：
【化２２】

からなる群より選択され；
　Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択され；
　Ｒ７は、Ｃ２－７アルケニレンであり；
　Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル、Ｃ１－１０アルコキシ－
Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１

－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニルからなる群より選択され
；
　Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択され；
　Ｒ１０は、Ｃ３－８アルケニレンであり；
　Ｒ１１は、Ｃ１－６アルキレまたはＣ２－６アルケニレンであり、該アルキレンまたは
アルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在しており；
　Ｒ１２は、結合、Ｃ１－５アルキレン、およびＣ２－５アルケニレンからなる群より選
択され、該アルキレンまたはアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在し
ており；
　ＲｃおよびＲｄは、水素、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、アリール、
ハロアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立し
て選択されるか；またはＲｃおよびＲｄは、一緒になって、縮合アリール環または１個～
４個のヘテロ原子を含む縮合５～１０員ヘテロアリール環を形成し得；
　Ａは、－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－ＣＨ２－、および－Ｎ（－Ｑ－
Ｒ４）－からなる群より選択され；
　Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－、および－ＣＨ２－から
なる群より選択され；
　Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる群より選択され；
　Ｖは、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｏ－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｒ６）－、および－
Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；
　Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；そして
　ａおよびｂは、独立して、１～６の整数であり、ただし、ａ＋ｂは、７以下である、
化合物または塩。
【請求項５】
　Ｒがハロゲンまたはヒドロキシである、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物ま
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たは塩。
【請求項６】
　ｎが０である、請求項３に記載の化合物または塩。
【請求項７】
　Ｒ３が、フェニル、ピリジン－３－イル、ピリジン－４－イル、５－（ヒドロキシメチ
ル）ピリジン－３－イル、２－エトキシフェニル、３－（モルホリン－４－カルボニル）
フェニル、および３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノカルボニル）フェニルからなる群より選
択される、請求項２～６のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項８】
　ｍが０である、請求項３～６のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項９】
　Ｚが－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－である、請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物
または塩。
【請求項１０】
　Ｒ２－１およびＲ２－２が、一緒になって、
【化２３】

からなる群より選択される環系を形成し、Ｑは、結合または－Ｃ（Ｏ）－であり、そして
Ｒ４はアルキルである、請求項９に記載の化合物または塩。
【請求項１１】
　Ｒ２－１またはＲ２－２のうちの少なくとも１つは、アルキル、アルケニル、アリール
、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘテロシクリ
ル、およびヘテロシクリルアルケニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換
であるか、または１つ以上の置換基により置換されており、該置換基は、ヒドロキシ、ア
ルキル、ハロアルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、ジアルキルアミノ、－Ｓ（Ｏ
）０－２－Ｒ２－７、－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、ハロアルコキシ、ハロゲン、シア
ノ、ニトロ、アリール、ヘテロアリール、ヘテロシクリル、アリールオキシ、アリールア
ルキレンオキシ、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、－Ｎ（Ｒ８）
－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、－Ｏ－（ＣＯ）－アル
キル、および－Ｃ（Ｏ）－アルキルからなる群より選択される、請求項９に記載の化合物
または塩。
【請求項１２】
　Ｒ２－１またはＲ２－２のうちの少なくとも１つは、アルキル、アリール、アリールア
ルキレニル、ヘテロアリール、およびヘテロシクリルからなる群より選択され、これらの
各々は、非置換であるか、または１つ以上の置換基により置換されており、該置換基は、
ヒドロキシ、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、シアノ、および－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキ
ルからなる群より選択される、請求項１１に記載の化合物または塩。
【請求項１３】
　Ｒ２－１およびＲ２－２が、独立して、Ｃ１－１０アルキルである、請求項１２に記載
の化合物または塩。
【請求項１４】
　Ｒ２－１およびＲ２－２の各々がメチルである、請求項１３に記載の化合物。
【請求項１５】
　Ｒ２－１またはＲ２－２のうちの１つが水素である、請求項９、１１、または１２のい
ずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項１６】
　Ｚが－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－Ｙ－である、請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物
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または塩。
【請求項１７】
　Ｒ２－４が水素である、請求項１６に記載の化合物または塩。
【請求項１８】
　Ｙが、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ
－、および－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）－からなる群より選択される、請求項１６または１７
に記載の化合物または塩。
【請求項１９】
　Ｒ２－１が、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘ
テロシクリルからなる群より選択され、これらの各々が、非置換であるか、またはアルキ
ル、アルコキシ、および水素からなる群より選択される１個以上の置換基で置換されてい
る、請求項１６～１８のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項２０】
　Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－である、請求項１～８のいずれか１項に記載の化合
物または塩。
【請求項２１】
　Ｒ２－３が、水素、アルキル、アリールアルキレニル、およびヘテロアリールアルキレ
ニルからなる群より選択される、請求項２０に記載の化合物または塩。
【請求項２２】
　Ｒ２－３が、水素、Ｃ１－４アルキル、ベンジル、またはピリジン－２－イルメチルで
ある、請求項２１に記載の化合物または塩。
【請求項２３】
　Ｚが－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－である、請求項１～
８のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項２４】
　Ｒ２－６が水素である、請求項２３に記載の化合物または塩。
【請求項２５】
　Ｒ２－３が、水素、アルキル、アリールアルキレニル、およびヘテロアリールアルキレ
ニルからなる群より選択される、請求項２３または２４に記載の化合物または塩。
【請求項２６】
　Ｒ２－３が、水素、Ｃ１－４アルキル、ベンジル、またはピリジン－２－イルメチルで
ある、請求項２５に記載の化合物または塩。
【請求項２７】
　Ｒ２－５が水素またはメチルであり、そしてＹが結合である、請求項２３～２６のいず
れか１項に記載の化合物。
【請求項２８】
　Ｒ２－１が、水素、アルキル、およびアリールからなる群より選択される、請求項２０
～２７のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項２９】
　Ｒ２－１が、水素、Ｃ１－４アルキル、またはフェニルである、請求項２８に記載の化
合物または塩。
【請求項３０】
　ＸがＣ１－４アルケニレンである、請求項１～２９のいずれか１項に記載の化合物また
は塩。
【請求項３１】
　Ｘがメチレンである、請求項３０に記載の化合物または塩。
【請求項３２】
　Ｘが結合である、請求項２０～２９のいずれか１項に記載の化合物または塩。
【請求項３３】
　治療有効量の請求項１～３２のいずれか１項に記載の化合物または塩と、薬学的に受容



(19) JP 2008-530252 A 2008.8.7

10

20

30

可能なキャリアとを含有する、約学的組成物。
【請求項３４】
　動物においてサイトカイン生合成を誘導する方法であって、該方法は、有効量の請求項
１～３２のいずれか１項に記載の化合物または塩、あるいは請求項３３に記載の薬学的組
成物を、該動物に投与する工程を包含する、方法。
【請求項３５】
　ウイルス性疾患の処置を必要とする動物において、ウイルス性疾患を処置する方法であ
って、該方法は、有効量の請求項１～３２のいずれか１項に記載の化合物または塩、ある
いは請求項３３に記載の薬学的組成物を、該動物に投与する工程を包含する、方法。
【請求項３６】
　新生物疾患の処置を必要とする動物において、新生物疾患を処置する方法であって、該
方法は、有効量の請求項１～３２のいずれか１項に記載の化合物または塩、あるいは請求
項３３に記載の薬学的組成物を、該動物に投与する工程を包含する、方法。
【請求項３７】
　式Ｘ：
【化２４】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩であって、式Ｘにおいて：
　Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ２－４アルケニレンからなる群より選択され；
　Ｒは、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、ハロアルキル、アルコキシ、ア
ルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択され；
　Ｒ３は、－Ｚ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ
’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５からなる群より選択され；
　ｎは、０～４の整数であり；
　ｍは、０または１であり；ただし、ｍが１である場合、ｎは、０または１であり；
　Ｘ’は、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリーレン、ヘテロアリーレン、
およびヘテロシクリレンからなる群より選択され、該アルキレン基、アルケニレン基、お
よびアルキニレン基には、必要に応じて、介在するかもしくは末端にあるアリーレン、ヘ
テロアリーレンまたはヘテロシクリレンが存在し得、そして必要に応じて、１つ以上の－
Ｏ－基が介在しており；
　Ｙ’は、
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【化２５】

からなる群より選択され；
　Ｚ’は、結合または－Ｏ－であり；
　Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリールアルキレニル
、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリー
ルアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキルヘテロアリーレニル、お
よびヘテロシクリルからなる群より選択され、該アルキル基、アルケニル基、アルキニル
基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシアルキレニル基、アルキルア
リーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレニル基、ヘテロアリールオキ
シアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、およびヘテロシクリル基は、非置換
であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、アルキル、ア
ルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロゲン、ニトロ、ヒ
ドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキレンオキシ
、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキレンオキシ、ヘテロシ
クリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジアルキルアミノ）アルキレン
オキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およびヘテロシクリルの場合には
、オキソからなる群より独立して選択され；
　Ｒ５は：

【化２６】

からなる群より選択され；
　Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択され；
　Ｒ７は、Ｃ２－７アルケニレンであり；
　Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル、Ｃ１－１０アルコキシ－
Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１

－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニルからなる群より選択され
；
　Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択され；
　Ｒ１０は、Ｃ３－８アルケニレンであり；
　Ａは、－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－ＣＨ２－、および－Ｎ（－Ｑ－
Ｒ４）－からなる群より選択され；
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　Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－、および－ＣＨ２－から
なる群より選択され；
　Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる群より選択され；
　Ｖは、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｏ－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｒ６）－、および－
Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；
　Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；そして
　ａおよびｂは、独立して、１～６の整数であり、ただし、ａ＋ｂは、７以下である、
化合物。
【請求項３８】
　式ＸＩ：
【化２７】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩であって、式ＸＩにおいて：
　Ｘ’’は、結合、Ｃ１－４アルキレン、およびＣ２－４アルケニレンからなる群より選
択され；
　Ｒは、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、ハロアルキル、アルコキシ、ア
ルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択され；
　Ｒ３は、－Ｚ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ
’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５からなる群より選択され；
　ｎは、０～４の整数であり；
　ｍは、０または１であり；ただし、ｍが１である場合、ｎは、０または１であり；
　Ｘ’は、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリーレン、ヘテロアリーレン、
およびヘテロシクリレンからなる群より選択され、該アルキレン基、アルケニレン基、お
よびアルキニレン基には、必要に応じて、介在するかもしくは末端にあるアリーレン、ヘ
テロアリーレンまたはヘテロシクリレンが存在し得、そして必要に応じて、１つ以上の－
Ｏ－基が介在しており；
　Ｙ’は、
【化２８】
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からなる群より選択され；
　Ｚ’は、結合または－Ｏ－であり；
　Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリールアルキレニル
、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリー
ルアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキルヘテロアリーレニル、お
よびヘテロシクリルからなる群より選択され、該アルキル基、アルケニル基、アルキニル
基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシアルキレニル基、アルキルア
リーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレニル基、ヘテロアリールオキ
シアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、およびヘテロシクリル基は、非置換
であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、アルキル、ア
ルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロゲン、ニトロ、ヒ
ドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキレンオキシ
、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキレンオキシ、ヘテロシ
クリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジアルキルアミノ）アルキレン
オキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およびヘテロシクリルの場合には
、オキソからなる群より独立して選択され；
　Ｒ５は：
【化２９】

からなる群より選択され；
　Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択され；
　Ｒ７は、Ｃ２－７アルケニレンであり；
　Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル、Ｃ１－１０アルコキシ－
Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１

－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニルからなる群より選択され
；
　Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択され；
　Ｒ１０は、Ｃ３－８アルケニレンであり；
　Ａは、－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－ＣＨ２－、および－Ｎ（－Ｑ－
Ｒ４）－からなる群より選択され；
　Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－、および－ＣＨ２－から
なる群より選択され；
　Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる群より選択され；
　Ｖは、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｏ－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｒ６）－、および－
Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；
　Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；そして
　ａおよびｂは、独立して、１～６の整数であり、ただし、ａ＋ｂは、７以下である、
化合物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　（関連出願の引用）
　本発明は、２００５年２月９日に出願された、米国仮出願番号６０／６５１８４５に対
する優先権を主張し、この仮出願は、本明細書中に参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　（背景）
　特定の化合物は、免疫応答修飾物質（ＩＲＭ）として有用であることが見出されており
、これらの化合物を、種々の障害の処置において有用にしている。しかし、サイトカイン
生合成の誘導または他の手段によって、免疫応答を調節する能力を有する化合物が興味深
く、そしてこのような化合物が必要とされている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　（要旨）
　本発明は、動物においてサイトカイン生合成を誘導する際に有用な、新規クラスの化合
物を提供する。このような化合物は、以下の式Ｉ：
【０００４】
【化３０】

の化合物である。式Ｉにおいて、ＲＡ、ＲＢ、Ｘ、Ｚ、およびＲ２－１は、以下で定義さ
れるとおりである。
【０００５】
　式Ｉの化合物は、動物に投与される場合に、これらの化合物がサイトカイン生合成を誘
導する（例えば、少なくとも１種のサイトカインの合成を誘導する）能力、および免疫応
答を他の様式で調節する能力に起因して、免疫応答修飾物質として有用である。このこと
は、これらの化合物を、種々の状態（例えば、免疫応答のこのような変化に応答するウイ
ルス性疾患および腫瘍）の処置において有用にする。
【０００６】
　本発明は、有効量の式Ｉの化合物を含有する薬学的組成物、ならびに有効量の式Ｉの化
合物を動物に投与することによって、動物においてサイトカイン生合成を誘導する方法、
動物においてウイルス感染もしくはウイルス性疾患を処置する方法、および／または新生
物疾患を処置する方法を、さらに提供する。
【０００７】
　さらに、式Ｉの化合物、またはこれらの化合物の合成において有用な中間体を合成する
方法が、提供される。
【０００８】
　本明細書中で使用される場合、「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、「ａｔ　ｌｅａｓｔ　
ｏｎｅ（少なくとも１）」、および「ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ（１以上）」は、交換可能
に使用される。
【０００９】
　用語「含む」およびその変形は、これらの用語が明細書および特許請求の範囲において
現れる場合、限定の意味を有さない。
【００１０】
　上記本発明の要旨は、本発明の各開示される実施形態または全ての解釈を記載すること
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の数箇所において、指針が、例の列挙によって提供され、これらの例は、種々の組み合わ
せで使用され得る。各例において、記載される列挙は、例示的な群としてのみ働き、そし
て排他的な列挙であると解釈されるべきではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　（発明の例示的な実施形態の詳細な説明）
　本発明は、以下の式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩ：
【００１２】
【化３１】

の化合物、ならびに以下の式ＸおよびＸＩ：
【００１３】
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【化３２】

の中間体（これらの式において、ＲＡ、ＲＢ、ＲＡ１、ＲＢ１、Ｒ、Ｒ２－１、Ｒ３、Ｇ
、ｎ、ｍ、Ｘ、Ｘ’’、およびＺは、以下で定義されるとおりである）；ならびにこれら
の薬学的に受容可能な塩を提供する。
【００１４】
　１つの実施形態において、本発明は、式Ｉ：
【００１５】

【化３３】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩を提供し、式Ｉにおいて：
　Ｚは：
　　－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－、
　　－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－、
　　－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－Ｙ－、および
　　－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－
からなる群より選択され；
　Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンからなる群より選択され；ただ
し、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）
－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合、Ｘはまた、結合であり得；
　Ｒ２－１、Ｒ２－２、Ｒ２－３、Ｒ２－４、およびＲ２－５は、独立して：
　　水素、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アリール、
　　アリールアルキレニル、
　　ヘテロアリール、
　　ヘテロアリールアルキレニル、
　　ヘテロシクリル、
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　　ヘテロシクリルアルキレニル、ならびに
　　　ヒドロキシ、
　　　アルキル、
　　　ハロアルキル、
　　　ヒドロキシアルキル、
　　　アルコキシ、
　　　ジアルキルアミノ、
　　　－Ｓ（Ｏ）０－２－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、
　　　ハロアルコキシ、
　　　ハロゲン、
　　　シアノ、
　　　ニトロ、
　　　－Ｎ３、
　　　アリール、
　　　ヘテロアリール、
　　　ヘテロシクリル、
　　　アリールオキシ、
　　　アリールアルキレンオキシ、
　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、
　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、
　　　－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、
　　　－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、および
　　　－Ｃ（Ｏ）－アルキル
　　からなる群より選択される１つ以上の置換基により置換されたアルキル、アルケニル
、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘ
テロシクリル、またはヘテロシクリルアルキレニル、
からなる群より選択され；
　ただし、Ｒ２－３は、－Ｏ－に結合した炭素原子が別の炭素原子に二重結合しているア
ルケニルではなく；
　またはＲ２－１およびＲ２－２は、一緒になって、環内の原子の総数が４～９である
【００１６】
【化３４】

、および環内の原子の総数が４～９である
【００１７】
【化３５】

からなる群より選択される環系を形成し得るか；
　またはＲ２－１およびＲ２－４は、これらが結合しているＹ基および窒素原子と一緒に
なって、
【００１８】
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【化３６】

からなる群より選択される環を形成し得；
　Ｒ２－６は、水素、Ｃ１－４アルキル、およびフェニルからなる群より選択され；
　Ｒ２－７は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘ
テロアリールアルキレニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、
または１つ以上の置換基により置換されており、該置換基は、ハロゲン、シアノ、ニトロ
、アルコキシ、ジアルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアルキル、ハロアルコキシ、アル
キル、および－Ｎ３からなる群より選択され；
　Ｙは：
　　結合、
【００１９】

【化３７】

からなる群より選択され；
　ＲＡおよびＲＢは、各々独立して：
　　水素、
　　ハロゲン、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択されるか；
　または一緒になる場合、ＲＡおよびＲＢは、縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環を形
成し、該縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環は、非置換であるか、または１つ以上のＲ
’’’基により置換されているか；
　または一緒になる場合、ＲＡおよびＲＢは、縮合シクロヘキセン環または縮合テトラヒ
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ドロピリジン環を形成し、この縮合シクロヘキセン環または縮合テトラヒドロピリジン環
は、非置換であるか、または１つ以上のＲ基により置換されており；
　Ｒは：
　　ハロゲン、
　　ヒドロキシ、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　ハロアルキル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２

からなる群より選択され；
　Ｒ’’’は、非妨害性の置換基であり；
　Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリールアルキレニル
、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリー
ルアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキルヘテロアリーレニル、お
よびヘテロシクリルからなる群より選択され、これらのアルキル基、アルケニル基、アル
キニル基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシアルキレニル基、アル
キルアリーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレニル基、ヘテロアリー
ルオキシアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、およびヘテロシクリル基は、
非置換であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、アルキ
ル、アルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロゲン、ニト
ロ、ヒドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキレン
オキシ、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキレンオキシ、ヘ
テロシクリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジアルキルアミノ）アル
キレンオキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およびヘテロシクリルの場
合には、オキソからなる群より独立して選択され；
　Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択され；
　Ｒ７は、Ｃ２－７アルケニレンであり；
　Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル、Ｃ１－１０アルコキシ－
Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１

－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニルからなる群より選択され
；
　Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択され；
　Ｒ１０は、Ｃ３－８アルケニレンであり；
　Ｒ１１は、Ｃ１－６アルキレンまたはＣ２－６アルケニレンであり、このアルキレンま
たはアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在しており；
　Ｒ１２は、結合、Ｃ１－５アルキレン、およびＣ２－５アルケニレンからなる群より選
択され、このアルキレンまたはアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在
しており；
　ＲｃおよびＲｄは、水素、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、アリール、
ハロアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立し
て選択されるか；またはＲｃおよびＲｄは、一緒になって、縮合アリール環または１個～
４個のヘテロ原子を含む縮合５～１０員ヘテロアリール環を形成し得；
　Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－、および－ＣＨ２－から
なる群より選択され；
　Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる群より選択され；そして
　Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択される。
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【００２０】
　別の実施形態において、本発明は、式ＩＩ：
【００２１】
【化３８】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩を提供し、式ＩＩにおいて：
　Ｚは：
　　－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－、
　　－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－、
　　－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－Ｙ－、および
　　－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－
からなる群より選択され；
　Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンからなる群より選択され；ただ
し、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）
－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合、Ｘはまた、結合であり得；
　Ｒ２－１、Ｒ２－２、Ｒ２－３、Ｒ２－４、およびＲ２－５は、独立して：
　　水素、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アリール、
　　アリールアルキレニル、
　　ヘテロアリール、
　　ヘテロアリールアルキレニル、
　　ヘテロシクリル、
　　ヘテロシクリルアルキレニル、ならびに
　　　ヒドロキシ、
　　　アルキル、
　　　ハロアルキル、
　　　ヒドロキシアルキル、
　　　アルコキシ、
　　　ジアルキルアミノ、
　　　－Ｓ（Ｏ）０－２－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、
　　　ハロアルコキシ、
　　　ハロゲン、
　　　シアノ、
　　　ニトロ、
　　　－Ｎ３、
　　　アリール、
　　　ヘテロアリール、
　　　ヘテロシクリル、
　　　アリールオキシ、
　　　アリールアルキレンオキシ、
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　　　－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、
　　　－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、
　　　－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、
　　　－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、および
　　　－Ｃ（Ｏ）－アルキル
　　からなる群より選択される１つ以上の置換基により置換されたアルキル、アルケニル
、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘ
テロシクリル、またはヘテロシクリルアルキレニル、
からなる群より選択され；
　ただし、Ｒ２－３は、－Ｏ－に結合した炭素原子が別の炭素原子に二重結合しているア
ルケニルではなく；
　またはＲ２－１およびＲ２－２は、一緒になって、環内の原子の総数が４～９である
【００２２】
【化３９】

および環内の原子の総数が４～９である
【００２３】

【化４０】

からなる群より選択される環系を形成し得るか；
　またはＲ２－１およびＲ２－４は、これらが結合しているＹ基および窒素原子と一緒に
なって、
【００２４】

【化４１】

からなる群より選択される環を形成し得；
　Ｒ２－６は、水素、Ｃ１－４アルキル、およびフェニルからなる群より選択され；
　Ｒ２－７は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘ
テロアリールアルキレニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、
または１つ以上の置換基により置換されており、該置換基は、ハロゲン、シアノ、ニトロ
、アルコキシ、ジアルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアルキル、ハロアルコキシ、アル
キル、および－Ｎ３からなる群より選択され；
　Ｙは：
　　結合、
【００２５】
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【化４２】

からなる群より選択され；
　Ｒは：
　　ハロゲン、
　　ヒドロキシ、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　ハロアルキル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２

からなる群より選択され；
　Ｒ３は：
　　－Ｚ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および
　　－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５

からなる群より選択され；
　ｎは、０～４の整数であり；
　ｍは、０または１であり；ただし、ｍが１である場合、ｎは、０または１であり；
　Ｘ’は、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリーレン、ヘテロアリーレン、
およびヘテロシクリレンからなる群より選択され、これらのアルキレン基、アルケニレン
基、およびアルキニレン基には、必要に応じて、介在するかもしくは末端にあるアリーレ
ン、ヘテロアリーレンまたはヘテロシクリレンが存在し得、そして必要に応じて、１つ以
上の－Ｏ－基が介在しており；
　Ｙ’は：
【００２６】
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【化４３】

からなる群より選択され；
　Ｚ’は、結合または－Ｏ－であり；
　Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、アリールアルキレニル
、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリー
ルアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキルヘテロアリーレニル、お
よびヘテロシクリルからなる群より選択され、これらのアルキル基、アルケニル基、アル
キニル基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシアルキレニル基、アル
キルアリーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレニル基、ヘテロアリー
ルオキシアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、およびヘテロシクリル基は、
非置換であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、アルキ
ル、アルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ハロゲン、ニト
ロ、ヒドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ、アリールアルキレン
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テロシクリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジアルキルアミノ）アル
キレンオキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およびヘテロシクリルの場
合には、オキソからなる群より独立して選択され；
　Ｒ５は：
【００２７】
【化４４】

からなる群より選択され；
　Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択され；
　Ｒ７は、Ｃ２－７アルケニレンであり；
　Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル、Ｃ１－１０アルコキシ－
Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１

－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニルからなる群より選択され
；
　Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択され；
　Ｒ１０は、Ｃ３－８アルケニレンであり；
　Ｒ１１は、Ｃ１－６アルキレンまたはＣ２－６アルケニレンであり、このアルキレンま
たはアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在しており；
　Ｒ１２は、結合、Ｃ１－５アルキレン、およびＣ２－５アルケニレンからなる群より選
択され、このアルキレンまたはアルケニレンには、１つのヘテロ原子が必要に応じて介在
しており；
　ＲｃおよびＲｄは、水素、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、アリール、
ハロアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立し
て選択されるか；またはＲｃおよびＲｄは、一緒になって、縮合アリール環または１個～
４個のヘテロ原子を含む縮合５～１０員ヘテロアリール環を形成し得；
　Ａは、－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－ＣＨ２－、および－Ｎ（－Ｑ－
Ｒ４）－からなる群より選択され；
　Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－、および－ＣＨ２－から
なる群より選択され；
　Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（
Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる群より選択され；
　Ｖは、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｏ－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｒ６）－、および－
Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；
　Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択され；そして
　ａおよびｂは、独立して、１～６の整数であり、ただし、ａ＋ｂは、７以下である。
【００２８】
　別の実施形態において、本発明は、式ＩＩＩ：
【００２９】
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【化４６】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩を提供し、式ＩＩＩにおいて：
　Ｇは：
　　－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’、
　　α－アミノアシル、
　　α－アミノアシル－α－アミノアシル、
　　－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ’、
　　－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ’’）Ｒ’、
　　－Ｃ（＝ＮＹ１）－Ｒ’、
　　－ＣＨ（ＯＨ）－Ｃ（Ｏ）－ＯＹ１、
　　－ＣＨ（ＯＣ１－４アルキル）Ｙ０、
　　－ＣＨ２Ｙ２、および
　　－ＣＨ（ＣＨ３）Ｙ２

からなる群より選択され；
　Ｒ’およびＲ’’は、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、フェニル、およ
びベンジルからなる群より独立して選択され、これらの各々は、非置換であっても、１つ
以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、ハロゲン、ヒドロキシ、ニトロ
、シアノ、カルボキシ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－４アルコキシ、アリール、ヘテロアリ
ール、アリール－Ｃ１－４アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１－４アルキレニル、ハロ
－Ｃ１－４アルキレニル、ハロ－Ｃ１－４アルコキシ、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ３、－Ｃ（
Ｏ）－Ｏ－ＣＨ３、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－Ｏ－ＣＨ２－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－ＮＨ２、
および－Ｓ（Ｏ）２－ＮＨ２からなる群より独立して選択され、ただし、Ｒ’’はまた、
水素であり得；
　α－アミノアシルは、ラセミ体アミノ酸Ｄ－アミノ酸、およびＬ－アミノ酸からなる群
より選択されるα－アミノ酸から誘導されるα－アミノアシル基であり；
　Ｙ１は、水素、Ｃ１－６アルキル、およびベンジルからなる群より選択され；
　Ｙ０は、Ｃ１－６アルキル、カルボキシ－Ｃ１－６アルキレニル、アミノ－Ｃ１－４ア
ルキレニル、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ－Ｃ１－４アルキレニル、およびジ－Ｎ
，Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ－Ｃ１－４アルキレニルからなる群より選択され；
　Ｙ２は、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、ジ－Ｎ，Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、
モルホリン－４－イル、ピペリジン－１－イル、ピロリジン－１－イル、および４－Ｃ１

－４アルキルピペラジン－１－イルからなる群より選択され；
　ＲＡ１およびＲＢ１は、各々独立して：
　　水素、
　　ハロゲン、
　　アルキル、
　　アルケニル、
　　アルコキシ、
　　アルキルチオ、および
　　－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択されるか；
　または一緒になる場合、ＲＡ１およびＲＢ１は、縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環
を形成し、この縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環は、非置換であるか、または１個の
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Ｒ３により置換されているか、もしくは１個のＲ３基および１個のＲ基により置換されて
いるか、または縮合ベンゼン環上である場合、１個、２個、３個、もしくは４個のＲ基に
より置換されているか、または縮合ピリジン環上である場合、１個、２個、もしくは３個
のＲ基により置換されているか；
　または一緒になる場合、ＲＡ１およびＲＢ１は、縮合シクロヘキセン環または縮合テト
ラヒドロピリジン環を形成し、この縮合シクロヘキセン環または縮合テトラヒドロピリジ
ン環は、非置換であるか、または１つ以上のＲ基により置換されており；そして
　Ｒ、Ｒ３、Ｒ９、Ｘ、Ｚ、およびＲ２－１は、上記式ＩＩにおいてと同様に定義される
。
【００３０】
　１つの実施形態において、本発明は、式Ｘ：
【００３１】
【化４７】

の中間体化合物、またはその薬学的に受容可能な塩を提供し、式Ｘにおいて：
　Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ２－４アルケニレンからなる群より選択され；そし
て
　Ｒ、Ｒ３、ｎ、およびｍは、上記式ＩＩにおいてと同様に定義される。
【００３２】
　別の実施形態において、本発明は、式ＸＩ：
【００３３】
【化４８】

の中間体化合物、またはその薬学的に受容可能な塩を提供し、式ＸＩにおいて：
　Ｘ’’は、結合、Ｃ１－４アルキレン、およびＣ２－４アルケニレンからなる群より選
択され；そして
　Ｒ、Ｒ３、ｎ、およびｍは、上記式ＩＩにおいてと同様に定義される。
【００３４】
　本明細書中で、「非妨害性」とは、非妨害性置換基を含む化合物または塩が１種以上の
サイトカインの生合成を調節する能力が、この非妨害性置換基によって破壊されないこと
を意味する。特定の実施形態について、Ｒ’’’は、非妨害性置換基である。例示的な非
妨害性Ｒ’’’基としては、ＲおよびＲ３について上に記載されたものが挙げられる。
【００３５】
　本明細書中で使用される場合、用語「アルキル」、「アルケニル」、「アルキニル」お
よび接頭語「ａｌｋ－」は、直鎖基と分枝鎖基との両方、および環式基（例えば、シクロ
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アルキルおよびシクロアルケニル）を包含する。他に特定されない限り、これらの基は、
１個～２０個の炭素原子を含み、アルケニル気は、２個～２０個の炭素原子を含み、そし
てアルケニル基は、２個～２０個の炭素原子を含む。いくつかの実施形態において、これ
らの基は、合計１０個までの炭素原子、合計８個までの炭素原子、合計６個までの炭素原
子、または合計４個までの炭素原子を有する。環式基は、単環式であっても多環式であっ
てもよく、そして好ましくは、３個～１０個の環炭素原子を有する。例示的な環式基とし
ては、シクロプロピル、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、アダ
マンチル、ならびに置換および非置換のボルニル、ノルボルニル、およびノルボルネニル
が挙げられる。
【００３６】
　他に特定されない限り、「アルキレン」、「アルケニレン」および「アルキニレン」は
、上で定義された「アルキル」基、「アルケニル」基、および「アルキニル」基の二価形
態である。用語「アルキレニル」、「アルケニレニル」、および「アルキニレニル」は、
それぞれ「アルキレン」、「アルケニレン」、および「アルキニレン」が置換されている
場合に、使用される。例えば、アリールアルキレニル基は、アリール基が結合しているア
ルキレン部分を含む。
【００３７】
　用語「ハロアルコキシ」は、１個以上のハロゲン原子によって置換されている基を包含
し、過フッ素化基を含む。このことは、接頭語「ハロ」を含む他の基についてもまた、事
実である。適切なハロアルキル基の例は、クロロメチル、トリフルオロメチルなどである
。
【００３８】
　用語「アリール」は、本明細書中で使用される場合、炭素環式芳香族環または環系を包
含する。アリール基の例としては、フェニル、ナフチル、ビフェニル、フルオレニルおよ
びインデニルが挙げられる。
【００３９】
　他に示されない限り、用語「ヘテロ原子」とは、Ｏ原子、Ｓ原子、またはＮ原子をいう
。
【００４０】
　用語「ヘテロアリール」は、少なくとも１個の環ヘテロ原子（例えば、Ｏ、Ｓ、Ｎ）を
含む、芳香族環または環系をいう。いくつかの実施形態において、用語「ヘテロアリール
」は、２個～１２個の炭素原子、１個～３個の環、１個～４個のヘテロ原子を含み、そし
てこれらのヘテロ原子としてＯ、Ｓ、およびＮを含む、環または環系を包含する。例示的
なヘテロアリール基としては、フリル、チエニル、ピリジル、キノリニル、イソキノリニ
ル、インドリル、イソインドリル、トリアゾリル、ピロリル、テトラゾリル、イミダゾリ
ル、ピラゾリル、オキサゾリル、チアゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾチオフェニル、カ
ルバゾリル、ベンゾオキサゾリル、ピリミジニル、ベンゾイミダゾリル、キノキサリニル
、ベンゾチアゾリル、ナフチリジニル、イソオキサゾリル、イソチアゾリル、プリニル、
キナゾリニル、ピラジニル、１－オキシドピリジル（１－ｏｘｉｄｏｐｙｒｉｄｙｌ）、
ピリダジニル、トリアジニル、テトラジニル、オキサジアゾリル、チアジアゾリルなどが
挙げられる。
【００４１】
　用語「ヘテロシクリル」は、少なくとも１個の環ヘテロ原子（例えば、O、S、N）を含
む非芳香族の環または環系を包含し、そして上記ヘテロアリール基の完全に飽和した誘導
体および部分的に不飽和な誘導体の全てを包含する。いくつかの実施形態において、用語
「ヘテロシクリル」は、２個～１２個の炭素原子、１個～３個の環、１個～４個のヘテロ
原子を含み、そしてこれらのヘテロ原子としてＯ、Ｓ、およびＮを含む、環または環系を
包含する。例示的なヘテロシクリル基としては、ピロリジニル、テトラヒドロフラニル、
モルホリニル、チオモルホリニル、１，１－ジオキソチオモルホリニル、ピペリジニル、
ピペラジニル、チアゾリジニル、イミダゾリジニル、イソチアゾリジニル、テトラヒドロ
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ピラニル、キヌクリジニル、ホモピペリジニル（アゼパニル）、１，４－オキサゼパニル
、ホモピペラジニル（ジアゼパニル）、１，３－ジオキソラニル、アジリジニル、アゼチ
ジニル、ジヒドロイソキノリン－（１Ｈ）－イル、オクタヒドロイソキノリン－（１Ｈ）
－イル、ジヒドロキノリン－（２Ｈ）－イル、オクタヒドロキノリン－（２Ｈ）－イル、
ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾリル、３－アザビシクロ［３．２．２］ノン－３－イルなどが
挙げられる。
【００４２】
　用語「ヘテロシクリル」は、二環式および三環式の複素環式環系を包含する。このよう
な環系は、縮合および／または架橋した環、ならびにスピロ環を包含する。縮合環として
は、飽和環または部分的に飽和した環に加えて、芳香族環（例えば、ベンゼン環）が挙げ
られ得る。スピロ環は、１個のスピロ原子によって連結した２つの環、および２つのスピ
ロ原子によって連結した３つの環を含む。
【００４３】
　「ヘテロシクリル」が窒素原子を含む場合、このヘテロシクリル基の結合点は、この窒
素原子であり得る。
【００４４】
　用語「アリーレン」、「ヘテロアリーレン」、および「ヘテロシクリレン」は、上で定
義された「アリール」基、「ヘテロアリール」基、および「ヘテロシクリル」基の二価形
態である。用語「アリーレニル」、「ヘテロアリーレニル」、および「ヘテロシクレニル
」は、それぞれ「アリーレン」、「ヘテロアリーレン」、および「ヘテロシクリレン」が
置換されている場合に、使用される。例えば、アルキルアリーレニル基は、アルキル基が
結合しているアリーレン部分を含む。
【００４５】
　基（または置換基もしくは可変物）が、本明細書中に記載される任意の式において、１
個より多く存在する場合、各基（または置換基もしくは可変物）は、明白に記載されてい
るか否かにかかわらず、独立して選択される。例えば、式－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２につ
いて、各Ｒ８基は、独立して選択される。別の例において、Ｒ２－１基とＲ２－２基との
両方がＲ２－７基を含む場合、各Ｒ２－７基は、独立して選択される。さらなる例におい
て、１個より多くのＹ’基が存在し、そして各Ｙ’基が１個以上のＲ８基を含む場合、各
Ｙ’基は、独立して選択され、そして各Ｒ８基は、独立して選択される。
【００４６】
　本発明は、本明細書中に記載される化合物の、薬学的に受容可能な形態の任意のもの（
異性体（例えば、ジアステレオマーおよびエナンチオマー）、塩、溶媒和物、多型、プロ
ドラッグなどを含む）を包含する。具体的には、化合物が光学活性である場合、本発明は
、この化合物のエナンチオマーの各々、およびこれらのエナンチオマーのラセミ混合物を
特に包含する。用語「化合物」は、明白に記載されているか否かにかかわらず（しかし時
々、「塩」は明白に記載される）、このような形態のいずれかまたは全てを包含すること
が理解されるべきである。
【００４７】
　用語「プロドラッグ」とは、インビボで転換して免疫応答修飾化合物を与え得る化合物
を意味し、上記塩形態、溶媒和形態、多型形態、または異性体形態の任意のものを包含す
る。プロドラッグ自体は、免疫応答修飾化合物であり得、上記塩形態、溶媒和形態、多型
形態、または異性体形態の任意のものを包含する。この転換は、種々の機構（例えば、化
学的生体内変化（例えば血液中での、例えば加溶媒分解もしくは加水分解）または酵素的
生体内変化）によって、起こり得る。プロドラッグの使用の議論は、Ｔ．Ｈｉｇｕｃｈｉ
およびＷ．Ｓｔｅｌｌａ、「Ｐｒｏ－ｄｒｕｇｓ　ａｓ　Ｎｏｖｅｌ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ
　Ｓｙｓｔｅｍｓ」，Ａ．Ｃ．Ｓ．Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｓｅｒｉｅｓの第１４巻，およ
びＢｉｏｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ　ｉｎ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｓｉｇｎ，編
者Ｅｄｗａｒｄ　Ｂ．Ｒｏｃｈｅ，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，１９８７によって提
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供されている。
【００４８】
　本明細書中に提供される化合物の任意のものについて、その実施形態のいずれかにおけ
る以下の可変物の各々１つ（例えば、Ｚ、Ｘ、Ｙ、Ｙ’、ＲＡ、ＲＢ、Ｒ、Ｒ２－１、Ｒ

３、Ｑ、ｎなど）は、当業者によって理解されるように、それらの実施形態のうちのいず
れかにおける他の可変物のうちの任意の１つ以上と組み合わせられ得、そして本明細書中
に記載される式のうちのいずれか１つに関連し得る。可変物の得られる組み合わせは、本
発明の実施形態である。
【００４９】
　式Ｉの特定の実施形態について、Ｒ’’’は、非妨害性置換基である。
【００５０】
　式Ｉの特定の実施形態について、１つ以上のＲ’’’基は、１個のＲ３基であるか、ま
たは１個のＲ３基および１つのＲ基であるか、または縮合ベンゼン環上である場合、１個
、２個、３個、もしくは４個のＲ基であるか、または縮合ピリジン環上である場合、１個
、２個、もしくは３個のＲ基である。
【００５１】
　式Ｉまたは式ＩＩＩの特定の実施形態について、それぞれ、ＲＡおよびＲＢ、またはＲ

Ａ１およびＲＢ１は、各々水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルコキシ、アルキ
ルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立して選択される。特定の実施形態につ
いて、ＲＡおよびＲＢ、またはＲＡ１およびＲＢ１は、水素およびアルキルからなる群よ
り各々独立して選択される。特定の実施形態について、ＲＡおよびＲＢ、またはＲＡ１お
よびＲＢ１は、両方がメチルである。
【００５２】
　式Ｉの特定の実施形態において、ＲＡおよびＲＢは、一緒になって、縮合ベンゼン環を
形成し、このベンゼン環は、非置換であるか、または１個以上のＲ’’’基により置換さ
れる。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、この縮合ベンゼン環は、１個また
は２個のＲ’’’基により置換される。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、
１個または２個のＲ’’’基は、１個のＲ３基であるか、または１個のＲ３基および１個
のＲ基である。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、縮合ベンゼン環は、非置
換である。
【００５３】
　式Ｉの特定の実施形態について、ＲＡおよびＲＢは、一緒になって、縮合ピリジン環を
形成し、このピリジン環は、非置換であるか、または１個以上のＲ’’’基により置換さ
れる。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、この縮合ピリジン環は、１個また
は２個のＲ’’’基により置換される。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、
１個または２個のＲ’’’基は、１個のＲ３基であるか、または１個のＲ３基および１個
のＲ基である。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、縮合ピリジン環は、
【００５４】
【化４９】

であり、ここで、強調された結合は、この環が縮合している位置である。これらの実施形
態のうちの特定のものにおいて、縮合ピリジン環は、非置換である。
【００５５】
　式ＩＩＩの特定の実施形態について、ＲＡ１およびＲＢ１は、一緒になって、縮合ベン
ゼン環を形成し、このベンゼン環は、非置換であるか、または１個のＲ３基、もしくは１
個のＲ３基および１個のＲ基により置換されている。これらの実施形態のうちの特定のも
のにおいて、縮合ベンゼン環は、非置換である。
【００５６】
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　式ＩＩＩの特定の実施形態について、ＲＡ１およびＲＢ１は、一緒になって、縮合ピリ
ジン環を形成し、このピリジン環は、非置換であるか、または１個のＲ３基、もしくは１
個のＲ３基および１個のＲ基により置換されている。これらの実施形態のうちの特定のも
のにおいて、縮合ピリジン環は、
【００５７】
【化５０】

であり、ここで、強調された結合は、この環が縮合する位置である。これらの実施形態の
うちの特定のものにおいて、縮合ピリジン環は、非置換である。
【００５８】
　式Ｉまたは式ＩＩＩの特定の実施形態について、それぞれ、ＲＡおよびＲＢ、またはＲ

Ａ１およびＲＢ１は、一緒になって、縮合シクロヘキセン環を形成し、この縮合シクロヘ
キセン環は、非置換であるか、または１個以上のＲ基により置換されている。このシクロ
ヘキセン環における二重結合は、この環が縮合する位置である。これらの実施形態のうち
の特定のものにおいて、この縮合シクロヘキセン環は、非置換である。
【００５９】
　式Ｉまたは式ＩＩＩの特定の実施形態について、それぞれ、ＲＡおよびＲＢ、またはＲ

Ａ１およびＲＢ１は、一緒になって、縮合テトラヒドロピリジン環を形成し、このテトラ
ヒドロピリジン環は、非置換であるか、または１個以上のＲ基により置換されている。こ
のテトラヒドロピリジン環における二重結合は、この環が縮合する位置である。これらの
実施形態のうちの特定のものにおいて、このテトラヒドロピリジン環は、
【００６０】
【化５１】

であり、ここで、強調された結合は、この環が縮合する位置である。これらの実施形態の
うちの特定のものにおいて、この縮合テトラヒドロピリジン環は、非置換である。
【００６１】
　特定の実施形態について、Ｒが存在し得る式Ｉ、ＩＩ、またはＩＩＩの上記実施形態の
うちのいずれか１つを含めて、Ｒは、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、ハ
ロアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択され
る。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒは、アルキル、アルコキシ、ヒド
ロキシ、ハロゲン、およびトリフルオロメチルからなる群より選択される。これらの実施
形態のうちの特定のものについて、Ｒは、ハロゲンまたはヒドロキシである。これらの実
施形態のうちの特定のものについて、Ｒは、ヒドロキシである。あるいは、これらの実施
形態のうちの特定のものについて、Ｒは、ハロゲンである。これらの実施形態のうちの特
定のものについて、Ｒは、臭素である。
【００６２】
　特定の実施形態について、Ｒが存在し得る上記実施形態のいずれか１つを含めて、Ｒは
、存在しない。
【００６３】
　実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ３が存在し得る上記実施形態のうちのいずれ
か１つを含めて、Ｒ３は、存在しない。
【００６４】
　式ＩＩの特定の実施形態について、ｎは、０である。
【００６５】
　特定の実施形態について、式ＩＩの上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて、ｍは
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、０である。
【００６６】
　特定の実施形態について、Ｒ３が存在する上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて
、Ｒ３は、－Ｚ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ
’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５からなる群より選択される。
【００６７】
　特定の実施形態について、Ｒ３が存在する上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて
、Ｒ３は、－Ｚ’－Ｒ４、－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、および－Ｚ’－Ｘ’－Ｒ５からな
る群より選択される。
【００６８】
　特定の実施形態について、Ｒ３が存在する上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて
、Ｒ３は、フェニル、ピリジン－３－イル、ピリジン－４－イル、５－（ヒドロキシメチ
ル）ピリジン－３－イル、２－エトキシフェニル、３－（モルホリン－４－カルボニル）
フェニル、および３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノカルボニル）フェニルからなる群より選
択される。
【００６９】
　特定の実施形態について、Ｒ３は、－Ｚ’－Ｒ４である。これらの実施形態のうちの特
定のものについて、Ｒ３は、フェニル、ピリジン－３－イル、ピリジン－４－イル、５－
（ヒドロキシメチル）ピリジン－３－イル、および２－エトキシフェニルからなる群より
選択される。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ３は、フェニルである。
【００７０】
　特定の実施形態について、Ｒ３は、－Ｚ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４である。これらの実施形
態のうちの特定のものについて、Ｒ３は、３－（メチルスルホニルアミノ）フェニル、３
－（モルホリン－４－カルボニル）フェニル、および３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノカル
ボニル）フェニルからなる群より選択される。
【００７１】
　特定の実施形態について、上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて、Ｚは、－Ｏ－
Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－である。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１

およびＲ２－２は、一緒になって、環内の原子の総数が４～９である
【００７２】
【化５２】

、および環内の原子の総数が４～９である
【００７３】

【化５３】

からなる群より選択される環系を形成する。これらの実施形態のうちの特定のものについ
て、Ｒ２－１およびＲ２－２は、一緒になって、環内の原子の総数が４～９である環：
【００７４】

【化５４】
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を形成する。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１およびＲ２－２は
、一緒になって、環：
【００７５】
【化５５】

を形成し、この環において、Ｒ１１は、－（ＣＨ２）１－２－であり、そしてＡ’は、－
ＣＨ２－または－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－であり、ここでＱは、結合または－Ｃ（Ｏ）－であ
り、そしてＲ４は、アルキルである。これらの実施形態のうちの特定のものについて、こ
の環は、
【００７６】
【化５６】

である。
【００７７】
　あるいは、Ｒ２－１およびＲ２－２が一緒になって環系を形成するこれらの実施形態の
うちの特定のものについて、Ｒ２－１およびＲ２－２は、一緒になって、環内の原子の総
数が４～９である環系：
【００７８】

【化５７】

を形成する。これらの実施形態のうちの特定のものについて、ＲｃおよびＲｄは、水素、
ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル、アルケニル、アリール、ハロアルキル、アルコキシ、
アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立して選択される。あるいは、こ
れらの実施形態のうちの特定のものについて、ＲｃおよびＲｄは、一緒になって、縮合ア
リール環、または１個～４個のヘテロ原子を含む縮合した５～１０員のヘテロアリール環
を形成し得る。これらの実施形態のうちの特定のものについて、この縮合アリール環は、
ベンゼン環である。
【００７９】
　あるいは、Ｚが－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－であるこれらの実施形態のうちの特定のも
のについて、Ｒ２－１またはＲ２－２のうちの少なくとも１個は、アルキル、アルケニル
、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘ
テロシクリル、およびヘテロシクリルアルケニルからなる群より選択され、これらの各々
は、非置換であるか、または１つ以上の置換基により置換されており、この置換基は、ヒ
ドロキシ、アルキル、ハロアルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、ジアルキルアミ
ノ、－Ｓ（Ｏ）０－２－Ｒ２－７、－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、ハロアルコキシ、ハ
ロゲン、シアノ、ニトロ、アリール、ヘテロアリール、ヘテロシクリル、アリールオキシ
、アリールアルキレンオキシ、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、
－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、－Ｏ－（
ＣＯ）－アルキル、および－Ｃ（Ｏ）－アルキルからなる群より選択される。これらの実
施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１またはＲ２－２のうちの少なくとも１個は
、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘテロシクリル
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からなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、または１つ以上の置換基に
より置換されており、この置換基は、ヒドロキシ、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、シ
アノ、および－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキルからなる群より選択される。これらの実施形態の
うちの特定のものについて、Ｒ２－１またはＲ２－２のうちの１個は、水素である。ある
いは、これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１およびＲ２－２は、独立
して、Ｃ１－１０アルキルである。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２

－１およびＲ２－２は、各々メチルである。
【００８０】
　特定の実施形態について、Ｚが－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－である場合を除いて上記実
施形態のうちのいずれか１つを含めて、Ｚは、－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－Ｙ－である。これ
らの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－４は、水素である。これらの実施形態
のうちの特定のものについて、Ｙは、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ
（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、および－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）－からなる群より選択さ
れる。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１は、アルキル、アリール
、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘテロシクリルからなる群より選択さ
れ、これらの各々は、非置換であるか、または１個以上の置換基で置換されており、この
置換基は、アルキル、アルコキシ、およびハロゲンからなる群より選択される。
【００８１】
　特定の実施形態について、Ｚが－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－または－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４

）－Ｙ－である場合を除いて上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて、Ｚは、－Ｃ（
＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－である。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－

３は、水素、アルキル、アリールアルキレニル、およびヘテロアリールアルキレニルから
なる群より選択される。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－３は、水
素、Ｃ１－４アルキル、ベンジル、またはピリジン－２－イルメチルである。これらの実
施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１は、水素、アルキル、およびアリールから
なる群より選択される。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１は、水
素、Ｃ１－４アルキル、またはフェニルである。これらの実施形態のうちの特定のものに
ついて、Ｒ２－１は、水素である。
【００８２】
　特定の実施形態について、Ｚが－Ｏ－Ｎ＝Ｃ（Ｒ２－２）－、－Ｏ－Ｎ（Ｒ２－４）－
Ｙ－、または－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－である場合を除いて上記実施形態のうちのい
ずれか１つを含めて、Ｚは、－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）
－である。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－６は、水素である。こ
れらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－３は、水素、アルキル、アリールア
ルキレニル、およびヘテロアリールアルキレニルからなる群より選択される。これらの実
施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－３は、水素、Ｃ１－４アルキル、ベンジル、
またはピリジン－２－イルメチルである。これらの実施形態のうちの特定のものについて
、Ｒ２－５は、水素またはＣ１－４アルキルである。これらの実施形態のうちの特定のも
のについて、Ｒ２－５は、水素またはメチルであり、そしてＹは、結合である。これらの
実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１は、水素、アルキル、およびアリールか
らなる群より選択される。これらの実施形態のうちの特定のものについて、Ｒ２－１は、
水素、Ｃ１－４アルキル、またはフェニルである。
【００８３】
　特定の実施形態について、上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて、Ｘは、Ｃ１－

４アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンからなる群より選択され；ただし、Ｚが－Ｃ（
＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５

）－である場合、Ｘはまた、結合であり得る。これらの実施形態のうちの特定のものにつ
いて、Ｘは、Ｃ１－４アルケニレンである。これらの実施形態のうちの特定のものについ
て、Ｘは、メチレンである。
【００８４】
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　特定の実施形態について、この定義を排除しない上記実施形態のうちのいずれか１つを
含めて、Ｘは、結合である。
【００８５】
　特定の実施形態について、Ｒ３が存在する上記実施形態のうちの任意のものを含めて、
－Ｒ３は、７位にある。
【００８６】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１、Ｒ２－２、Ｒ２－３、Ｒ２－４、およびＲ２－５

は、水素、アルキル、アルケニル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、
ヘテロアリールアルキレニル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルケニル、およびアル
キル、アルケニル、アリール、アリールアルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリール
アルキレニル、ヘテロシクリル、またはヘテロシクリルアルキレニルからなる群より選択
され、これらは、ヒドロキシ、アルキル、ハロアルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキ
シ、ジアルキルアミノ、－Ｓ（Ｏ）０－２－Ｒ２－７、－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、
ハロアルコキシ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、－Ｎ３、アリール、ヘテロアリール、ヘテ
ロシクリル、アリールオキシ、アリールアルキレンオキシ、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、
－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－Ｒ２－７、－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－Ｎ
Ｈ－Ｒ２－７、－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、および－Ｃ（Ｏ
）－アルキルからなる群より独立して選択される１個以上の置換基により置換されており
；ただし、Ｒ２－３は、－Ｏ－に結合した炭素原子が別の炭素原子に二重結合しているア
ルケニルではなく；
　またはＲ２－１およびＲ２－２は、一緒になって、環内の原子の総数が４～９である
【００８７】
【化５８】

、および環内の原子の総数が４～９である
【００８８】

【化５９】

からなる群より選択される環系を形成し得るか；
　またはＲ２－１およびＲ２－４は、これらが結合しているＹ基および窒素原子と一緒に
なって、
【００８９】

【化６０】

からなる群より選択される環を形成し得；
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、アルキル、アルケニル、アリール、アリールア
ルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘテロシクリル、およびヘ
テロシクリルアルケニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、ま
たは１つ以上の置換基により置換されており、この置換基は、ヒドロキシ、アルキル、ハ
ロアルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、ジアルキルアミノ、－Ｓ（Ｏ）０－２－
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Ｒ２－７、－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、ハロアルコキシ、ハロゲン、シアノ、ニトロ
、アリール、ヘテロアリール、ヘテロシクリル、アリールオキシ、アリールアルキレンオ
キシ、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）
－Ｒ２－７、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、およ
び－Ｃ（Ｏ）－アルキルからなる群より選択される。
【００９０】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、
ヘテロアリール、およびヘテロシクリルからなる群より選択され、これらの各々は、非置
換であるか、または１つ以上の置換基により置換されており、この置換基は、ヒドロキシ
、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、シアノ、および－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキルからなる
群より選択される。
【００９１】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、
ヘテロアリール、およびヘテロシクリルからなる群より選択され、これらの各々は、非置
換であるか、またはアルキル、アルコキシ、およびハロゲンからなる群より選択される１
個以上の置換基で置換されている。
【００９２】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、水素、アルキル、およびアリールからなる群よ
り選択される。
【００９３】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、水素、Ｃ１－４アルキル、またはフェニルであ
る。
【００９４】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、Ｃ１－１０アルキルである。
【００９５】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、メチルである。
【００９６】
　特定の実施形態について、Ｒ２－１は、水素である。
【００９７】
　特定の実施形態について、Ｒ２－２は、アルキル、アルケニル、アリール、アリールア
ルキレニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘテロシクリル、およびヘ
テロシクリルアルケニルからなる群より選択され、これらの各々は、非置換であるか、ま
たは１つ以上の置換基により置換されており、この置換基は、ヒドロキシ、アルキル、ハ
ロアルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、ジアルキルアミノ、－Ｓ（Ｏ）０－２－
Ｒ２－７、－ＮＨ－Ｓ（Ｏ）２－Ｒ２－７、ハロアルコキシ、ハロゲン、シアノ、ニトロ
、アリール、ヘテロアリール、ヘテロシクリル、アリールオキシ、アリールアルキレンオ
キシ、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキル、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）２、－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）
－Ｒ２－７、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－Ｒ２－７、－Ｏ－（ＣＯ）－アルキル、およ
び－Ｃ（Ｏ）－アルキルからなる群より選択される。
【００９８】
　特定の実施形態について、Ｒ２－２は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、
ヘテロアリール、およびヘテロシクリルからなる群より選択され、これらの各々は、非置
換であるか、または１つ以上の置換基により置換されており、この置換基は、ヒドロキシ
、アルキル、アルコキシ、ハロゲン、シアノ、および－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－アルキルからなる
群より選択される。
【００９９】
　特定の実施形態について、Ｒ２－２は、ヒドロキシアルキルである。
【０１００】
　特定の実施形態について、Ｒ２－２は、ヒドロキシメチルである。
【０１０１】
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　特定の実施形態について、Ｒ２－２は、Ｃ１－１０アルキルである。
【０１０２】
　特定の実施形態について、Ｒ２－２は、メチルである。
【０１０３】
　特定の実施形態について、Ｒ２－２は、水素である。
【０１０４】
　特定の実施形態について、Ｒ２－３は、水素、アルキル、アリールアルキレニル、およ
びヘテロアリールアルキレニルからなる群より選択される。
【０１０５】
　特定の実施形態について、Ｒ２－３は、水素、Ｃ１－４アルキル、ベンジル、またはピ
リジン－２－イルメチルである。
【０１０６】
　特定の実施形態について、Ｒ２－４は、水素である。
【０１０７】
　特定の実施形態について、Ｒ２－５は、水素またはアルキルである。
【０１０８】
　特定の実施形態について、Ｒ２－５は、水素またはＣ１－４アルキルである。
【０１０９】
　特定の実施形態について、Ｒ２－６は、水素、Ｃ１－４アルキル、およびフェニルから
なる群より選択される。
【０１１０】
　特定の実施形態について、Ｒ２－６は、水素である。
【０１１１】
　特定の実施形態について、Ｒ２－７は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、
ヘテロアリール、およびヘテロアリールアルキレニルからなる群より選択され、これらの
各々は、非置換であるか、または１つ以上の置換基により置換されており、この置換基は
、ハロゲン、シアノ、ニトロ、アルコキシ、ジアルキルアミノ、アルキルチオ、ハロアル
キル、ハロアルコキシ、アルキル、および－Ｎ３からなる群より選択される。
【０１１２】
　特定の実施形態について、Ｒ４は、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリー
ル、アリールアルキレニル、アリールオキシアルキレニル、アルキルアリーレニル、ヘテ
ロアリール、ヘテロアリールアルキレニル、ヘテロアリールオキシアルキレニル、アルキ
ルヘテロアリーレニル、およびヘテロシクリルからなる群より選択され、このアルキル基
、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アリールアルキレニル基、アリールオキシ
アルキレニル基、アルキルアリーレニル基、ヘテロアリール基、ヘテロアリールアルキレ
ニル基、ヘテロアリールオキシアルキレニル基、アルキルヘテロアリーレニル基、および
ヘテロシクリル基は、非置換であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく
、該置換基は、アルキル、アルコキシ、ヒドロキシアルキル、ハロアルキル、ハロアルコ
キシ、ハロゲン、ニトロ、ヒドロキシ、メルカプト、シアノ、アリール、アリールオキシ
、アリールアルキレンオキシ、ヘテロアリール、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリール
アルキレンオキシ、ヘテロシクリル、アミノ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、（ジ
アルキルアミノ）アルキレンオキシ、ならびにアルキル、アルケニル、アルキニル、およ
びヘテロシクリルの場合には、オキソからなる群より独立して選択される。
【０１１３】
　特定の実施形態について、Ｒ４は、アルキル、アリール、アリールアルキレニル、アル
キルヘテロアリーレニル、ヘテロアリールアルキレニル、ヘテロアリール、およびヘテロ
シクリルからなる群より選択され；ここで、アルキルは、非置換であるか、またはヒドロ
キシ、アルコキシ、およびアリールからなる群より選択される１個以上の置換基により置
換されており；ここで、アリールおよびアリールアルキレニルは、非置換であるか、また
はアルキル、ハロゲン、シアノ、ジアルキルアミノ、およびアルコキシからなる群より選
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置換であるか、または１個以上のアルキル置換基により置換されている。
【０１１４】
　特定の実施形態について、Ｒ４は、アリールまたはヘテロアリールであり、これらの各
々は、非置換であるか、またはヒドロキシアルキルもしくはアルコキシにより置換されて
いる。
【０１１５】
　特定の実施形態について、Ｒ４は、水素またはアルキルである。
【０１１６】
　特定の実施形態について、Ｒ４は、Ｃ１－４アルキルである。
【０１１７】
　特定の実施形態について、Ｒ５は、
【０１１８】
【化６１】

からなる群より選択される。
【０１１９】
　特定の実施形態について、Ｒ５は、
【０１２０】
【化６２】

からなる群より選択される。
【０１２１】
　特定の実施形態について、Ｒ５は、
【０１２２】

【化６３】

からなる群より選択される。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、Ａは、－Ｏ
－、－ＣＨ２－、または－Ｓ（Ｏ）２－であり；Ｒ７は、Ｃ２－４アルケニレンであり；
Ｒ８は、水素またはＣ１－４アルキルであり；そしてａおよびｂは、各々独立して、１～
３である。これらの実施形態のうちの特定のものにおいて、ａおよびｂは、各々２である
。
【０１２３】
　特定の実施形態について、Ｒ５は、
【０１２４】
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【化６４】

であり、そしてＲ７は、Ｃ２－４アルケニレンである。
【０１２５】
　特定の実施形態について、Ｒ６は、＝Ｏおよび＝Ｓからなる群より選択される。
【０１２６】
　特定の実施形態について、Ｒ６は、＝Ｏである。
【０１２７】
　特定の実施形態について、Ｒ７は、Ｃ２－７アルケニレンである。
【０１２８】
　特定の実施形態について、Ｒ７は、Ｃ２－４アルケニレンである。
【０１２９】
　特定の実施形態について、Ｒ８は、水素、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ２－１０アルケニル
、Ｃ１－１０アルコキシ－Ｃ１－１０アルキレニル、ヒドロキシ－Ｃ１－１０アルキレニ
ル、ヘテロアリール－Ｃ１－１０アルキレニル、およびアリール－Ｃ１－１０アルキレニ
ルからなる群より選択される。
【０１３０】
　特定の実施形態について、Ｒ８は、水素、Ｃ１－４アルキル、およびＣ１－４アルコキ
シＣ１－４アルキレニルからなる群より選択される。
【０１３１】
　特定の実施形態について、Ｒ８は、水素またはＣ１－４アルキルである。
【０１３２】
　特定の実施形態について、Ｒ８は、水素である。
【０１３３】
　特定の実施形態について、Ｒ９は、水素およびアルキルからなる群より選択される。
【０１３４】
　特定の実施形態について、Ｒ１０は、Ｃ３－８アルケニレンである。
【０１３５】
　特定の実施形態について、Ｒ１０は、Ｃ４－６アルケニレンである。
【０１３６】
　特定の実施形態について、Ｒ１１は、Ｃ１－６アルキレンまたはＣ２－６アルケニレン
であり、このアルキレンまたはアルケニレンには、必要に応じて、１個のヘテロ原子が介
在している。
【０１３７】
　特定の実施形態について、Ｒ１１は、メチレンまたはエチレンである。
【０１３８】
　特定の実施形態について、Ｒ１２は、結合、Ｃ１－５アルキレン、およびＣ２－５アル
ケニレンからなる群より選択され、このアルキレンまたはアルケニレンには、必要に応じ
て、１個のヘテロ原子が介在している。
【０１３９】
　特定の実施形態について、Ｒ１２は、メチレンまたはエチレンである。
【０１４０】
　特定の実施形態について、ＲｃおよびＲｄは、水素、ハロゲン、ヒドロキシ、アルキル
、アルケニル、アリール、ハロアルキル、アルコキシ、アルキルチオ、および－Ｎ（Ｒ９

）２からなる群より独立して選択される。
【０１４１】
　特定の実施形態について、ＲｃおよびＲｄは、一緒になって、縮合アリール環、または
１個～４個のヘテロ原子を含む縮合した５～１０員のヘテロアリール環を形成し得る。
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【０１４２】
　特定の実施形態について、Ａは、－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－ＣＨ

２－、および－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－からなる群より選択される。
【０１４３】
　特定の実施形態について、Ａは、－Ｏ－、－ＣＨ２－、または－Ｓ（Ｏ）２－である。
【０１４４】
　特定の実施形態について、Ａは、－Ｏ－または－Ｓ（Ｏ）２－である。
【０１４５】
　特定の実施形態について、Ａは、－Ｏ－である。
【０１４６】
　特定の実施形態について、Ａ’は、－Ｏ－、－Ｓ（Ｏ）０－２－、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）
－、および－ＣＨ２－からなる群より選択される。
【０１４７】
　特定の実施形態において、Ａ’は、－ＣＨ２－、－Ｓ（Ｏ）２－、および－Ｏ－からな
る群より選択される。
【０１４８】
　特定の実施形態において、Ａ’は、－Ｎ（－Ｑ－Ｒ４）－である。
【０１４９】
　特定の実施形態において、Ａ’は、－ＣＨ２－である。
【０１５０】
　特定の実施形態において、Ａ’は、－Ｏ－である。
【０１５１】
　特定の実施形態について、式ＩＩＩの上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて、Ｇ
は、－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’、α－アミノアシル、α－アミノアシル－α－アミノアシル、－Ｃ
（Ｏ）－Ｏ－Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ’’）Ｒ’、－Ｃ（＝ＮＹ１）－Ｒ’、－ＣＨ（
ＯＨ）－Ｃ（Ｏ）－ＯＹ１、－ＣＨ（ＯＣ１－４アルキル）Ｙ０、－ＣＨ２Ｙ２、および
－ＣＨ（ＣＨ３）Ｙ２からなる群より選択される。これらの実施形態のうちの特定のもの
について、Ｒ’およびＲ’’は、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ３－７シクロアルキル、フェニ
ル、およびベンジルからなる群より独立して選択され、これらの各々は、非置換であって
も、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、該置換基は、ハロゲン、ヒドロキシ
、ニトロ、シアノ、カルボキシ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－４アルコキシ、アリール、ヘ
テロアリール、アリール－Ｃ１－４アルキレニル、ヘテロアリール－Ｃ１－４アルキレニ
ル、ハロ－Ｃ１－４アルキレニル、ハロ－Ｃ１－４アルコキシ、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ３

、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－ＣＨ３、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－Ｏ－ＣＨ２－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－
ＮＨ２、および-Ｓ（Ｏ）２－ＮＨ２からなる群より独立して選択され、ただし、Ｒ’’
はまた、水素であり得；α－アミノアシルは、ラセミ体アミノ酸、Ｄ－アミノ酸、および
Ｌ－アミノ酸からなる群より選択されるα－アミノ酸から誘導される、α－アミノアシル
基であり；Ｙ１は、水素、Ｃ１－６アルキル、およびベンジルからなる群より選択され；
Ｙ０は、Ｃ１－６アルキル、カルボキシ－Ｃ１－６アルキレニル、アミノ－Ｃ１－４アル
キレニル、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ－Ｃ１－４アルキレニル、およびジ－Ｎ，
Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ－Ｃ１－４アルキレニルからなる群より選択され；そしてＹ

２は、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、ジ－Ｎ，Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、モル
ホリン－４－イル、ピペリジン－１－イル、ピロリジン－１－イル、および４－Ｃ１－４

アルキルピペラジン－１－イルからなる群より選択される。
【０１５２】
　特定の実施形態について、式ＩＩＩの上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて、Ｇ
は、－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’、α－アミノアシル、および－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ’からなる群より
選択される。
【０１５３】
　特定の実施形態について、式ＩＩＩの上記実施形態のうちのいずれか１つを含めて、Ｇ
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は、－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’、α－アミノ－Ｃ２－１１アシル、および－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ’か
らなる群より選択される。α－アミノ－Ｃ２－１１アシルは、合計少なくとも２個の炭素
原子、かつ合計１１個までの炭素原子を含むα－アミノ酸を含み、そしてまた、Ｏ、Ｓ、
およびＮからなる群より選択される１個以上のヘテロ原子を含み得る。これらの実施形態
のうちの特定のものについて、Ｒ’は、１個～１０個の炭素原子を含む。
【０１５４】
　特定の実施形態について、α－アミノアシル基を含む上記実施形態のうちのいずれか１
つを含めて、α－アミノアシルは、ラセミ体アミノ酸、Ｄ－アミノ酸、およびＬ－アミノ
酸からなる群より選択される天然に存在するα－アミノ酸から誘導される、α－アミノア
シル基である。
【０１５５】
　特定の実施形態について、α－アミノアシル基を含む上記実施形態のうちのいずれか１
つを含めて、α－アミノアシルは、タンパク質において見出されるα－アミノ酸から誘導
されるα－アミノアシル基であり、ここで、このα－アミノ酸は、ラセミ体アミノ酸、Ｄ
－アミノ酸、およびＬ－アミノ酸からなる群より選択される。
【０１５６】
　特定の実施形態において、Ｑは、結合、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｃ（Ｒ６）－
、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－Ｗ－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－、－
Ｃ（Ｒ６）－Ｏ－、－Ｃ（Ｒ６）－Ｓ－、および－Ｃ（Ｒ６）－Ｎ（ＯＲ９）－からなる
群より選択される。
【０１５７】
　特定の実施形態において、Ｑは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、および－Ｃ（
Ｒ６）－Ｎ（Ｒ８）－からなる群より選択される。
【０１５８】
　特定の実施形態において、Ｑは、－Ｃ（Ｏ）－である。
【０１５９】
　特定の実施形態において、Ｑは、結合である。
【０１６０】
　特定の実施形態において、Ｖは、－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｏ－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｎ（Ｒ８）
－Ｃ（Ｒ６）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる群より選択される。
【０１６１】
　特定の実施形態において、Ｖは、－Ｃ（Ｏ）－および－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－からな
る群より選択される。
【０１６２】
　特定の実施形態において、Ｗは、結合、－Ｃ（Ｏ）－、および－Ｓ（Ｏ）２－からなる
群より選択される。
【０１６３】
　特定の実施形態において、Ｗは、結合である。
【０１６４】
　特定の実施形態において、Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンから
なる群より選択され；ただし、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６

）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合、Ｘはまた、結合であり得る。
【０１６５】
　特定の実施形態において、Ｘは、Ｃ１－４アルケニレンである。
【０１６６】
　特定の実施形態において、Ｘは、メチレンである。
【０１６７】
　特定の実施形態において、Ｘは、結合である。例えば、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３

）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合、Ｘ
は、結合であり得る。
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　特定の実施形態において、Ｘ’は、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリー
レン、ヘテロアリーレン、およびヘテロシクリレンからなる群より選択され、これらのア
ルキレン基、アルケニレン基、およびアルキニレン基には、必要に応じて、介在するかも
しくは末端にあるアリーレン、ヘテロアリーレンまたはヘテロシクリレンが存在し得、そ
して必要に応じて、１個以上の－Ｏ－基が介在する。
【０１６９】
　特定の実施形態において、Ｘ’は、アリーレンである。
【０１７０】
　特定の実施形態において、Ｘ’は、フェニレンである。
【０１７１】
　特定の実施形態において、Ｘ’’は、結合、Ｃ１－４アルキレン、およびＣ２－４アル
ケニレンからなる群より選択される。
【０１７２】
　特定の実施形態において、Ｘ’’は、Ｃ１－４アルケニレンである。
【０１７３】
　特定の実施形態において、Ｙは、結合、
【０１７４】
【化６５】

からなる群より選択される。
【０１７５】
　特定の実施形態において、Ｙは、－Ｃ（Ｏ）－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（
Ｒ８）－、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、および－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）－からなる群より選択され
る。
【０１７６】
　特定の実施形態において、Ｙは、結合である。
【０１７７】
　特定の実施形態において、Ｙ’は、
【０１７８】
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【化６６】

からなる群より選択される。
【０１７９】
　特定の実施形態において、Ｙ’は、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）－である。
【０１８０】
　特定の実施形態において、Ｚ’は、結合または－Ｏ－である。
【０１８１】
　特定の実施形態において、Ｚ’は、結合である。
【０１８２】
　特定の実施形態において、Ｚ’は、－Ｏ－である。
【０１８３】
　特定の実施形態において、ａおよびｂは、独立して、１～６の整数であり、ただし、ａ
＋ｂは、７以下である。
【０１８４】
　特定の実施形態において、ａおよびｂは、各々独立して、１～３である。
【０１８５】
　特定の実施形態において、ａおよびｂは、各々２である。
【０１８６】
　特定の実施形態において、ｎは、０～４の整数である。
【０１８７】
　特定の実施形態において、ｎは、０または１である。
【０１８８】
　特定の実施形態において、ｎは、０である。
【０１８９】
　特定の実施形態において、ｍは、０または１であり；ただし、ｍが１である場合、ｎは
、０または１である。
【０１９０】
　特定の実施形態において、ｍは、０である。
【０１９１】
　特定の実施形態において、ｍは、１である。
【０１９２】
　式ＸまたはＸＩの特定の実施形態について、ｍは、０である。
【０１９３】
　式ＸまたはＸＩの特定の実施形態について、Ｒ３は、ベンジルオキシであり、そしてｎ
は、０である。
【０１９４】
　特定の実施形態について、本発明は、治療有効量の、式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩの上記
実施形態のうちのいずれか１つの化合物または塩と、薬学的に受容可能なキャリアとを含
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有する、薬学的組成物を提供する。
【０１９５】
　特定の実施形態について、本発明は、動物においてサイトカイン生合成を誘導する方法
を提供し、この方法は、有効量の、式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩの上記実施形態のうちのい
ずれか１つの化合物または塩、あるいは有効量の、式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩの上記実施
形態のうちのいずれか１つの化合物または塩を含有する薬学的組成物を、この動物に投与
する工程を包含する。これらの実施形態のうちの特定のものについて、サイトカインは、
ＩＦＮ－α、ＴＮＦ－α、ＩＬ－６、ＩＬ－１０、およびＩＬ－１２からなる群より選択
される。これらの実施形態のうちの特定のものについて、サイトカインは、ＩＦＮ－αま
たはＴＮＦ－αである。これらの実施形態のうちの特定のものについて、サイトカインは
、ＩＦＮ－αである。
【０１９６】
　特定の実施形態について、本発明は、動物におけるウイルス性疾患を処置する方法を提
供し、この方法は、有効量の、式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩの上記実施形態のうちのいずれ
か１つの化合物または塩、あるいは有効量の、式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩの上記実施形態
のうちのいずれか１つの化合物または塩を含有する薬学的組成物を、この動物に投与する
工程を包含する。
【０１９７】
　特定の実施形態について、本発明は、動物において新生物疾患を処置する方法を提供し
、この方法は、有効量の、式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩの上記実施形態のうちのいずれか１
つの化合物または塩、あるいは有効量の、式Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩの上記実施形態のう
ちのいずれか１つの化合物または塩を含有する薬学的組成物を、この動物に投与する工程
を包含する。
【０１９８】
　（化合物の調製）
　本発明の化合物は、化学の分野において周知であるプロセスと類似のプロセスを包含す
る合成経路によって、特に、本明細書中に含まれる記載を考慮して、合成され得る。出発
物質は、一般に、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，Ｗｉｓｃ
ｏｎｓｉｎ，ＵＳＡ）などの化学物質の販売者から入手可能であるか、または当業者に周
知である方法を使用して容易に調製される（例えば、Ｌｏｕｉｓ　Ｆ．Ｆｉｅｓｅｒおよ
びＭａｒｙ　Ｆｉｅｓｅｒ，Ｒｅａｇｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ，第１－１９巻，Ｗｉｌｅｙ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，（１９６７－１９９９編）；Ａ
ｌａｎ　Ｒ．Ｋａｔｒｉｔｓｋｙ，Ｏｔｔｏ　Ｍｅｔｈ－Ｃｏｈｎ，Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｗ
．Ｒｅｅｓ，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｇ
ｒｏｕｐ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ，第１－６巻，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓ
ｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，Ｅｎｇｌａｎｄ，（１９９５）；Ｂａｒｒｙ　Ｍ．Ｔｒｏｓｔおよび
Ｉａｎ　Ｆｌｅｍｉｎｇ，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ，第１－８巻，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，Ｅｎｇｌａｎｄ，
（１９９１）；もしくはＢｅｉｌｓｔｅｉｎｓ　Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｒ　ｏｒｇａｎ
ｉｓｃｈｅｎ　Ｃｈｅｍｉｅ，４，Ａｕｆｌ．編、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，Ｂ
ｅｒｌｉｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ（補遺を含む）（Ｂｅｉｌｓｔｅｉｎのオンラインデータベ
ースを介してもまた入手可能）に一般的に記載されている方法によって調製される）。
【０１９９】
　説明の目的で、以下に記載される反応スキームは、本発明の化合物を合成するための潜
在的な経路および主要な中間体を提供する。個々の反応工程のより詳細な説明については
、以下の実施例の節を参照のこと。当業者は、本発明の化合物を合成するために他の合成
経路が使用され得ることを理解する。特定の出発物質および試薬が、反応スキーム中に記
載され、そして以下で議論されるが、他の出発物質および試薬が、種々の誘導体および／
または反応条件を提供するために、容易に代用され得る。さらに、以下に記載される方法
によって調製される化合物の多くは、当業者に周知である従来の方法を使用して、本開示
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を考慮してさらに修飾され得る。
【０２００】
　本発明の化合物の調製において、中間体上の他の官能基を反応させる間、特定の官能基
を保護することが、時々必要であり得る。このような保護の必要性は、特定の官能基の性
質およびその反応工程の条件に依存して、変動する。適切なアミノ保護基としては、アセ
チル、トリフルオロアセチル、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル（Ｂｏｃ）、ベンジルオキ
シカルボニル、および９－フルオレニルメトキシカルボニル（Ｆｍｏｃ）が挙げられる。
適切なヒドロキシ保護基としては、アセチル基およびシリル基（例えば、ｔｅｒｔ－ブチ
ルジメチルシリル基）が挙げられる。保護基およびそれらの使用の一般的な記載について
は、Ｔ．Ｗ．ＧｒｅｅｎｅおよびＰ．Ｇ．Ｍ．Ｗｕｔｓ，Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏ
ｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏ
ｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＵＳＡ，１９９１を参照のこと。
【０２０１】
　分離および精製の従来の方法および技術を使用して、本発明の化合物および関連する種
々の中間体を単離し得る。このような技術としては、例えば、全ての型のクロマトグラフ
ィー（高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、通常の吸着剤（例えば、シリカゲル）
を使用するカラムクロマトグラフィー、および薄層クロマトグラフィー）、再結晶、なら
びに微分（すなわち、液－液）抽出技術が挙げられ得る。
【０２０２】
　本発明の化合物は、反応スキームＩに従って調製され得、反応スキームＩにおいて、Ｒ

２－１、Ｒ２－２、Ｒ２－４、およびＹは、上で定義されたとおりであり；Ｘは、Ｃ１－

４アルキレンまたはＣ３－４アルケニレンであり；Ｐは、ヒドロキシ保護基であり；そし
てＲＡ１およびＲＢ１は、各々が水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルコキシ、
および－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より独立して選択されるか、または一緒になる場合、Ｒ

Ａ１およびＲＢ１は、縮合ベンゼン環または縮合ピリジン環を形成し、このベンゼン環は
、１個、２個、３個、または４個のＲ基により必要に応じて置換されており、そしてこの
ピリジン環は、１個、２個、または３個のＲ基により必要に応じて置換されており、ここ
で、Ｒは、上で定義されたとおりである。
【０２０３】
　反応スキームＩの工程（１）において、式ＸＶの化合物またはその塩は、カルボン酸ま
たはその等価物と反応させられて、式ＸＶＩの化合物を提供する。カルボン酸の適切な等
価物としては、式Ｏ［Ｃ（Ｏ）－Ｘ－Ｏ－Ｐ］２の酸無水物、および式Ｃｌ－Ｃ（Ｏ）－
Ｘ－Ｏ－Ｐの酸塩化物が挙げられる。この反応は、式Ｃｌ－Ｃ（Ｏ）－Ｘ－Ｏ－Ｐの酸塩
化物を、適切な溶媒（例えば、ジクロロメタンまたはアセトニトリル）中の式ＸＶの化合
物の溶液に、第三級アミン（例えば、トリエチルアミン、ピリジン、または４－ジメチル
アミノピリジン）の存在下で添加することによって、好都合に実施され、アミドを与える
。この反応は、室温より低温で実施され得る。このアミド生成物は、従来の技術を使用し
て単離され得、そして必要に応じて精製され得る。数種の式ＸＶの化合物は、公知である
か、または公知の合成方法によって調製され得る。公知の化合物としては、非置換または
置換された、各異性体種の、ピリジン、キノリン、およびナフチリジンが挙げられる。例
えば、米国特許第６，１１０，９２９号（Ｇｅｒｓｔｅｒら）およびそこに引用される参
考文献を参照のこと。いくつかの式Ｃｌ－Ｃ（Ｏ）－Ｘ－Ｏ－Ｐの化合物（例えば、アセ
トキシアセチルクロリド、メトキシアセチルクロリド、および２－メトキシプロピオニル
クロリド）は、市販されている。他の化合物は、公知の合成方法によって調製され得る。
【０２０４】
　反応スキームＩの工程（２）において、式ＸＶＩの化合物は、五硫化リンと反応して、
式ＸＶＩＩのチアゾールを提供する。この反応は、五硫化リンを、適切な溶媒（例えば、
ピリジン）中の式ＸＶＩの化合物の溶液または懸濁物に添加し、そして得られる混合物を
高温（例えば、溶媒の還流温度）で加熱することによって、実施され得る。この生成物は
、従来の技術を使用して単離され得、そして必要に応じて精製され得る。
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【０２０５】
　反応スキームＩの工程（３）において、式ＸＶＩＩの化合物は、Ｎ－オキシドを形成し
得る従来の酸化剤を使用して酸化されて、式ＸＶＩＩＩの５Ｎ－オキシドを提供する。こ
の反応は、３－クロロペルオキシ安息香酸を、溶媒（例えば、ジクロロメタンまたはクロ
ロホルム）中の式ＸＶＩＩのチアゾールの溶液に添加することによって、好都合に実施さ
れる。この反応は、室温で実施され得、そしてその生成物は、従来の方法を使用して単離
され得る。
【０２０６】
　反応スキームＩの工程（４）において、式ＸＶＩＩＩの５Ｎ－オキシドは、アミノ化さ
れて、式ＸＩＸの化合物を提供する。工程（４）は、式ＸＶＩＩＩの５Ｎ－オキシドとト
リクロロアセチルイソシアネートとの反応、得られた中間体の引き続く加水分解により実
施されて、式ＸＩＸの化合物を提供し得る。この反応は、２工程で好都合に実施される。
（ｉ）トリクロロアセチルイソシアネートを、溶媒（例えば、ジクロロメタン）中の式Ｘ
ＶＩＩＩのＮ－オキシドの溶液に添加し、そして室温で攪拌して、単離可能なアミド中間
体を提供する。工程（ｉｉ）において、適切な溶媒（例えば、エタノールまたはメタノー
ル）中の中間体の溶液が、塩基（例えば、カリウムエトキシド、ナトリウムメトキシド、
または水酸化アンモニウム）で、室温で処理される。生成物またはその薬学的に受容可能
な塩は、従来の方法を使用して単離され得る。
【０２０７】
　あるいは、工程（４）は、式ＸＶＩＩＩのＮ－オキシドをエステルへの転換により活性
化させ、次いで、このエステルをアミノ化剤と反応させることによって、実施され得る。
適切な活性化剤としては、アルキルスルホニルクロリドまたはアリールスルホニルクロリ
ド（例えば、ベンゼンスルホニルクロリド、メタンスルホニルクロリド、またはｐ－トル
エンスルホニルクロリド）が挙げられる。適切なアミノ化剤としては、アンモニア（例え
ば、水酸化アンモニウムの形態）、ならびにアンモニウム塩（例えば、炭酸アンモニウム
、重炭酸アンモニウム、およびリン酸アンモニウム）が挙げられる。この反応は、適切な
溶媒（例えば、クロロホルムまたはジクロロメタン）中の式ＸＶＩＩＩのＮ－オキシドの
溶液に、水酸化アンモニウム、続いてｐ－トルエンスルホニルクロリドを添加することに
よって、好都合に実施される。この反応は、室温で実施され得、そしてその生成物または
その薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２０８】
　あるいは、工程（３）と（４）とは、組み合わせられ得、そして３－クロロペルオキシ
安息香酸を、溶媒（例えば、ジクロロメタンまたはクロロホルム）中の式ＸＶＩＩの化合
物の溶液に添加し、次いで式ＸＶＩＩＩのＮ－オキシドを単離せずに、水酸化アンモニウ
ムおよびｐ－トルエンスルホニルクロリドを添加することよって、ワンポット手順として
実施され得る。式ＸＩＸの生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によっ
て単離され得る。
【０２０９】
　反応スキームＩの工程（５）において、式ＸＩＸのチアゾールの保護基が除去されて、
式ＸＸのヒドロキシアルキル置換されたチアゾールを提供する。この脱保護は、Ｐがどこ
に存在するかに依存して、種々の方法を使用して実施され得る。Ｐが－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ３

である場合、この反応は、水酸化リチウム一水和物を、適切な溶媒または溶媒系（例えば
、テトラヒドロフラン：メタノール：水）中の式ＸＩＸの化合物の溶液または懸濁物に添
加することによって、好都合に実施される。この反応は、室温で実施され得、そしてその
生成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２１０】
　反応スキームＩの工程（６）において、式ＸＸのチアゾールのヒドロキシル基は、従来
の方法を使用して、クロロ基に転換される。この方法は、塩化チオニルを、適切な溶媒（
例えば、ジクロロメタン）中の式ＸＸの化合物の溶液に添加し、次いで、この反応物を高
温（例えば、溶媒の還流温度）で加熱することによって、好都合に実施される。式ＸＸＩ
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の生成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２１１】
　反応スキームＩの工程（７）において、式ＸＸＩのチアゾールのクロロ基は、Ｎ－ヒド
ロキシフタルイミドで置き換えられて、式ＸＸＩＩのＮ－フタルイミドで保護されたチア
ゾールヒドロキシルアミンを提供する。この方法は、塩基（例えば、トリエチルアミン）
を、適切な溶媒（例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ））中のＮ－ヒドロキ
シフタルイミドの溶液に添加し；次いで、式ＸＸＩのクロロ置換されたチアゾール（必要
に応じて、適切な溶媒（例えば、ＤＭＦ）中）を、この反応混合物に添加することによっ
て、好都合に実施される。この反応は、室温で実施され得る。その生成物またはその薬学
的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２１２】
　あるいは、式ＸＸのヒドロキシ置換されたチアゾールは、反応スキームＩの工程（６ａ
）に示されるように、１工程で、式ＸＸＩＩのＮ－フタルイミドで保護されたチアゾール
ヒドロキシルアミンに転換され得る。工程（６ａ）において、式ＸＸのチアゾールは、Ｍ
ｉｔｓｕｎｏｂｕ反応条件下で、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドで処理される。この方法は
、トリフェニルホスフィンおよびＮ－ヒドロキシフタルイミドを、適切な溶媒（例えば、
テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）またはＤＭＦ）中の式ＸＸの化合物の溶液または懸濁物に
添加し、次いで、アゾジカルボン酸ジエチルまたはアゾジカルボン酸ジイソプロピルをゆ
っくりと添加することによって、好都合に実施される。この反応は、室温または高温（例
えば、６０℃）で実施され得る。その生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の
方法によって単離され得る。
【０２１３】
　反応スキームＩの工程（８）において、式ＸＸＩＩのＮ－フタルイミドで保護されたチ
アゾールヒドロキシルアミンは、式ＸＸＩＩＩのヒドロキシルアミン（式Ｉの変形物）に
転換される。Ｎ－フタルイミド保護基の除去は、適切な溶媒（例えば、エタノール）中の
式ＸＸＩＩのチアゾールの懸濁物に、ヒドラジンまたはヒドラジン水和物を添加すること
によって、好都合に実施される。この反応は、室温または高温（例えば、溶媒の還流温度
）で実施され得る。その生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって
単離され得る。
【０２１４】
　反応スキームＩの工程（９）において、式ＸＸＩＩＩのヒドロキシルアミンは、式Ｒ２

－１Ｃ（Ｏ）Ｒ２－２のアルデヒドまたはケトンと反応して、式ＸＸＩＶのオキシム（こ
れは、式Ｉの変形物である）を提供する。式Ｒ２－１Ｃ（Ｏ）Ｒ２－２の多数のアルデヒ
ドおよびケトンが、市販されている。他のものは、公知の合成方法を使用して、容易に調
製され得る。この反応は、式Ｒ２－１Ｃ（Ｏ）Ｒ２－２のアルデヒドまたはケトンを、適
切な溶媒（例えば、メタノール）中の式ＸＸＩＩＩのヒドロキシルアミンに添加すること
によって、好都合に実施され得る。この反応は、室温で実施され得る。その生成物または
その薬学的に受容可能な塩は、従来の方法を使用して単離され得る。
【０２１５】
　反応スキームＩの工程（１０）において、式ＸＸＩＶのオキシムは、還元されて、式Ｘ
ＸＶのヒドロキシルアミン（これは、Ｙが結合である式Ｉの変形物である）を提供する。
この還元は、適切な溶媒または溶媒混合物（例えば、メタノール／酢酸）中で、式ＸＸＩ
Ｖのオキシムを過剰のシアノホウ化水素ナトリウムで処理することによって、好都合に実
施される。この反応は、周囲温度で実施され得る。その生成物またはその薬学的に受容可
能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２１６】
　式ＸＸＩＩＩのヒドロキシルアミンはまた、反応スキームＩの工程（９ａ）に従って処
理されて、式ＸＸＶＩの化合物（これは、式Ｉの変形物である）を提供し得る。工程（９
ａ）は、従来の方法を使用して実施される。例えば、式ＸＸＶＩのスルホンアミド（Ｙは
、－Ｓ（Ｏ）２－である）は、式ＸＸＩＩＩの化合物を、式Ｒ２－１Ｓ（Ｏ）２Ｃｌのス
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ルホニルクロリドまたは式［Ｒ２－１Ｓ（Ｏ）２］２Ｏのスルホン酸無水物と反応させる
ことによって、調製され得る。この反応は、室温で、不活性溶媒（例えば、クロロホルム
、ジクロロメタン、またはＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ））中で、塩基（例え
ば、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミン、またはピリジン）の存在
下で、スルホニルクロリドまたはスルホン酸無水物を式ＸＸＩＩＩの化合物に添加するこ
とによって、実施され得る。
【０２１７】
　式ＸＸＶＩのスルファミド（Ｙは、－Ｓ（Ｏ）２－Ｎ（Ｒ８）－または
【０２１８】
【化６７】

である）は、式ＸＸＩＩＩの化合物をスルフリルクロリドと反応させて、スルファモイル
クロリドをインサイチュで生成させ、次いで、このスルファモイルクロリドを、式ＨＮ（
Ｒ８）Ｒ２－１もしくは
【０２１９】

【化６８】

のアミンと反応させることによって、調製され得るか、または式ＸＸＩＩＩの化合物を、
式Ｒ２－１（Ｒ８）ＮＳ（Ｏ）２Ｃｌまたは
【０２２０】
【化６９】

のスルファモイルクロリドと反応させることによって、調製され得る。その生成物または
その薬学的に受容可能な塩は、従来の方法を使用して単離され得る。多くの式Ｒ２－１Ｓ
（Ｏ）２Ｃｌのスルホニルクロリド、式ＨＮ（Ｒ８）Ｒ２および
【０２２１】
【化７０】

のアミン、ならびにいくつかの式Ｒ２－１（Ｒ８）ＮＳ（Ｏ）２Ｃｌおよび
【０２２２】
【化７１】

のスルファモイルクロリドは、市販されている。他のものは、公知の合成方法を使用して
調製され得る。
【０２２３】
　式ＸＸＶＩのアミド（Ｙは、－Ｃ（Ｏ）－である）は、式ＸＸＩＩＩのヒドロキシルア
ミンから、従来の方法を使用して調製され得る。例えば、式ＸＸＩＩＩの化合物は、式Ｒ

２－１Ｃ（Ｏ）Ｃｌの酸塩化物と反応し得る。この反応は、この酸塩化物を、適切な溶媒
（例えば、クロロホルムまたはＤＭＡ）中の式ＸＸＩＩＩの化合物の溶液に、必要に応じ
て、塩基（例えば、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミン、またはピ
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リジン）の存在下で、周囲温度で添加することによって、実施され得る。その生成物また
はその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２２４】
　式ＸＸＶＩの尿素およびチオ尿素（Ｙは、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｓ）－Ｎ
（Ｒ８）－、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ
）－、－Ｃ（Ｓ）－Ｎ（Ｒ８）－Ｃ（Ｏ）－、または
【０２２５】
【化７２】

である）は、式ＸＸＩＩＩのヒドロキシルアミンから、従来の方法を使用して、調製され
得る。例えば、式ＸＸＩＩＩの化合物は、式Ｒ２－１Ｎ＝Ｃ＝Ｏのイソシアネートと反応
し得る。この反応は、このイソシアネートを、適切な溶媒（例えば、クロロホルムまたは
ＤＭＡ）中の式ＸＸＩＩＩの化合物の溶液に、必要に応じて、塩基（例えば、Ｎ，Ｎ－ジ
イソプロピルエチルアミン、またはトリエチルアミン）の存在下で、室温で添加すること
によって、実施され得る。あるいは、式ＸＸＩＩＩの化合物は、式Ｒ２－１Ｎ＝Ｃ＝Ｓの
チオイソシアネート、式Ｒ２－１Ｓ（Ｏ）２Ｎ＝Ｃ＝Ｏのスルホニルイソシアネートまた
は式Ｒ２－１ＮＣ（Ｏ）Ｃｌもしくは
【０２２６】
【化７３】

のカルバモイルクロリドと反応し得る。その生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、
従来の方法によって単離され得る。
【０２２７】
　工程（９ａ）に記載される方法はまた、反応スキームＩの工程（１１）において、式Ｘ
ＸＶのヒドロキシルアミンを式ＸＸＶＩＩの化合物（ここで、Ｒ２－４は、水素、アリー
ル、またはヘテロアリール以外である）に転換するために使用され得る。式ＸＸＶＩＩの
生成物（式Ｉの変形物）またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法を使用して単離
され得る。
【０２２８】
　Ｙが－Ｃ（Ｒ６）－、－Ｓ（Ｏ）２－、もしくは－Ｃ（Ｏ）－Ｃ（Ｏ）－である、式Ｘ
ＸＶＩの化合物、または式ＸＸＶの化合物は、式Ｒ２－４－ＯＨのアルコールからインサ
イチュで生成するアルキル化剤でＭｉｔｓｕｎｏｂｕ反応条件下（上記工程（６ａ）に記
載された）での処理によってか、または塩基（例えば、炭酸セシウム）の存在下、適切な
溶媒（例えば、ＤＭＦ）中での、式Ｒ２－４－ＢｒもしくはＲ２－４－Ｉのアルキル化剤
での処理によって、さらに誘導体化され得る。後者の反応は、反応性アルキル化剤（例え
ば、ヨウ化メチル、臭化ベンジル、および置換臭化ベンジル）については、室温で実施さ
れ得るか、または高温で実施され得る。必要に応じて、触媒の硫酸水素テトラブチルアン
モニウムが添加され得る。当業者は、アルキル化工程について記載された反応が、二分子
の求核置換反応によっては導入されにくいＲ２－４基については、おそらく成功しないこ
とを認識する。これらの基としては、例えば、立体障害のあるアルキル基が挙げられる。
式ＸＸＶＩＩの生成物（式Ｉの変形物）またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法
によって単離され得る。
【０２２９】
　Ｒ２－１およびＲ２－４が、これらが結合している窒素原子およびＹ基と一緒になって
、式
【０２３０】



(58) JP 2008-530252 A 2008.8.7

10

20

【化７４】

の環を形成している、式ＸＸＶＩＩの化合物は、式ＸＸＩＩＩの化合物から、式Ｃｌ－Ｒ

７－Ｃ（Ｏ）Ｃｌのクロロアルカノイルクロリドまたは式Ｃｌ－Ｒ７－Ｓ（Ｏ）２Ｃｌの
クロロアルカンスルホニルクロリドとの反応によって、２工程手順で調製され得る。この
反応は、好ましくは、クロロアルカノイルクロリドまたはクロロアルカンスルホニルクロ
リドを、適切な溶媒（例えば、ジクロロメタン）中の式ＸＸＩＩＩの化合物の溶液に、塩
基（例えば、トリエチルアミン）の存在下で添加することによって実施される。中間体の
クロロアルカンアミドまたはクロロアルカンスルホンアミドは、必要に応じて単離され得
、その後、より強い塩基（例えば、１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセン－
７（ＤＢＵ））で周囲温度で処理される。中間体であるクロロアルカンアミドまたはクロ
ロアルカンスルホンアミドが単離される場合、ＤＢＵとの反応は、適切な溶媒（例えば、
ＤＭＦ）中で実施され得る。その生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法
を使用して単離され得る。あるいは、式Ｐ－Ｏ－Ｒ７Ｃ（Ｏ）Ｃｌの試薬（ここで、Ｐは
、保護基である）は、式ＸＸＩＩＩの化合物と反応して、単離可能な中間体を生成し得、
次いで、この中間体は、脱保護されて、ヒドロキシアルカンアミドを与え得る。次いで、
このヒドロキシアルカンアミドは、Ｍｉｔｓｕｎｏｂｕ条件下（上記工程（６ａ）で記載
された）で環化されて、式ＸＸＶＩＩの化合物（ここで、Ｒ２－１およびＲ２－４は、こ
れらが結合している窒素原子およびＹ基と一緒になって、式
【０２３１】

【化７５】

の環を形成している）を提供する。その生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来
の方法によって単離され得る。
【０２３２】
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【化７６】

　本発明の化合物は、反応スキームＩＩに従って調製され得る。反応スキームＩＩにおい
て、ＲＡ１、ＲＢ１、Ｒ２－１、Ｒ２－３、およびＲ２－５は、上で定義されたとおりで
あり、そしてＸａは、結合、Ｃ１－４アルキレン、およびＣ３－４アルケニレンからなる
群より選択される。反応スキームＩＩの工程（１）において、式ＸＶＩＩａのチアゾール
の保護基が除去されて、ヒドロキシアルキル置換された式ＸＸＶＩＩＩのチアゾールを提
供する。この反応は、反応スキームＩの工程（５）において記載されたように実施され得
、そしてその生成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２３３】
　反応スキームＩＩの工程（２）において、ヒドロキシアルキル置換された式ＸＸＶＩＩ
Ｉのチアゾールは、多くの従来の方法のうちの１つを使用して、アルデヒド置換された式
ＸＸＩＸのチアゾールに酸化される。この酸化は、Ｄｅｓｓ－Ｍａｒｔｉｎペルヨージナ
ン（［１，１，１－トリス（アセチルオキシ）－１，１－ジヒドロ－１，２－ベンズヨー
ドキソール－３（１Ｈ）－オン］）を、適切な溶媒（例えば、ジクロロメタン）中のヒド
ロキシアルキル置換された式ＸＸＶＩＩＩのチアゾールの溶液または懸濁物に添加するこ
とによって、好都合に実施される。この反応は、室温で実施され得、そしてその生成物は
、従来の方法によって単離され得る。
【０２３４】
　反応スキームＩＩの工程（３）において、アルデヒド置換された式ＸＸＩＸのチアゾー
ルは、式ＸＸＸのアルドキシムに転換される。この方法は、式ＮＨ２ＯＲ２－３・ＨＣｌ
のヒドロキシルアミン塩を、必要に応じて、適切な溶媒（例えば、水）中で、適切な溶媒
（例えば、エタノールまたはメタノール）中の式ＸＸＩＸの化合物の溶液または懸濁物に
添加することによって、好都合に実施される。必要に応じて、塩基（例えば、水性水酸化
ナトリウム）が添加され得る。この反応は、室温または高温（例えば、溶媒の還流温度）
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で実施され得る。式ＮＨ２ＯＲ２－３・ＨＣｌのヒドロキシルアミン塩は、市販され得る
か、またはこれらは、従来の合成方法を使用して調製され得る。その生成物またはその薬
学的に受容可能な塩は、Ｅ異性体とＺ異性体との混合物として得られ、そして従来の方法
によって単離され得る。
【０２３５】
　反応スキームＩＩの工程（４）および（５）において、アルドキシム置換された式ＸＸ
Ｘのチアゾールは、最初に、式ＸＸＸＩのＮ－オキシドに酸化され、次いで、このＮ－オ
キシドがアミノ化されて、式ＸＸＸＩＩの化合物（これは、式Ｉの変形物である）を提供
する。反応スキームＩＩの工程（４）および（５）は、反応スキームＩの工程（３）およ
び（４）に記載される方法に従って実施され得、そしてその生成物またはその薬学的に受
容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２３６】
　反応スキームＩＩの工程（６）において、アルドキシム置換された式ＸＸＸＩＩのチア
ゾールは、式Ｒ２－１Ｍｇハロゲン化物のＧｒｉｇｎａｒｄ試薬で処理されて、式ＸＸＸ
ＩＩＩのヒドロキシルアミン（式Ｉの変形物）を形成する。数種のＧｒｉｇｎａｒｄ試薬
は、市販されている。他のものは、公知の合成方法を使用して調製され得る。この方法は
、２当量のＧｒｉｇｎａｒｄ試薬の溶液を、適切な溶媒（例えば、ＴＨＦ）中の式ＸＸＸ
ＩＩの化合物の溶液に添加することによって、好都合に実施される。この反応は、室温で
実施され得、そしてその生成物は、従来の方法を使用して単離され得る。あるいは、Ｒ２

－１が水素である式ＸＸＸＩＩＩの化合物を調製するために、式ＸＸＸＩＩのオキシムは
、水素化物還元剤で、例えば、反応スキームＩの工程（１０）に記載された条件下で処理
され得る。
【０２３７】
　反応スキームＩＩの工程（７）において、式ＸＸＸＩＩＩのヒドロキシルアミンは、反
応スキームＩの工程（９ａ）に記載された方法のうちの１つを使用して、式ＸＸＸＩＶの
化合物に転換される。式ＸＸＸＩＶの生成物（式Ｉの変形物）またはその薬学的に受容可
能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２３８】

【化７７】

　本発明の化合物は、反応スキームＩＩＩに従って調製され得る。反応スキームＩＩＩに
おいて、ＲＡ１、ＲＢ１、Ｒ２－１、Ｒ２－３、Ｒ２－５、Ｒ２－６、およびＸａは、上
で定義されたとおりである。反応スキームＩＩＩの工程（１）において、アルデヒド置換
された式ＸＸＩＸのチアゾールは、式Ｒ２－１Ｍｇハロゲン化物のＧｒｉｇｎａｒｄ試薬
で処理されて、式ＸＸＸＶの第二級アルコールを形成する。数種のＧｒｉｇｎａｒｄ試薬
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、Ｇｒｉｇｎａｒｄ試薬の溶液を、適切な溶媒（例えば、ＴＨＦ）中の式ＸＸＩＸの化合
物の溶液に添加することによって、好都合に実施される。この反応は、室温で実施され得
、そしてその生成物は、従来の方法を使用して単離され得る。
【０２３９】
　反応スキームＩＩＩの工程（２）において、アルコール置換された式ＸＸＸＶのチアゾ
ールは、従来の方法を使用して、酸化されてケトン置換された式ＸＸＸＶＩのチアゾール
を提供する。この反応は、Ｄｅｓｓ－Ｍａｒｔｉｎペルヨージナンを使用して、反応スキ
ームＩＩの工程（２）に記載された条件下で好都合に実施される。この反応はまた、Ｓｗ
ｅｒｎ条件下で、適切な溶媒（例えば、ジクロロメタン中の塩化オキサリルおよびジメチ
ルスルホキシドの混合物に、式ＸＸＸＶの化合物、続いてトリエチルアミンを添加するこ
とによって、実施され得る。この反応は、周囲温度より低温で実施され得、そしてその生
成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２４０】
　反応スキームＩＩＩの工程（３）において、ケトン置換された式ＸＸＸＶＩのチアゾー
ルは、式ＸＸＸＶＩＩのオキシムに転換される。この反応は、反応スキームＩＩの工程（
３）に記載されたように好都合に実施され、そしてその生成物は、従来の方法によって単
離され得る。
【０２４１】
　反応スキームＩＩＩの工程（４）において、オキシム置換された式ＸＸＸＶＩＩのチア
ゾールは、Ｇｒｉｇｎａｒｄ試薬で処理されて、ヒドロキシルアミン置換された式ＸＸＸ
ＶＩＩＩのチアゾールを形成する。この反応は、反応スキームＩＩＩの工程（１）に記載
された条件下で実施され得、そしてその生成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２４２】
　反応スキームＩＩＩの工程（５）において、式ＸＸＸＶＩＩＩのヒドロキシルアミンは
、反応スキームＩの工程（９ａ）に記載された方法のうちの１つを使用して、式ＸＸＸＩ
Ｘの化合物に転換される。その生成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２４３】
　反応スキームＩＩＩの工程（６）および（７）において、置換された式ＸＸＸＩＸのチ
アゾールは、最初に、式ＸＬのＮ－オキシドに酸化され、次いで、このＮ－オキシドがア
ミン化されて、式ＸＬＩの化合物（これは、式Ｉの変形物である）を提供する。反応スキ
ームＩＩの工程（６）および（７）は、反応スキームＩの工程（３）および（４）に記載
された方法に従って実施され、そしてその生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従
来の方法によって単離され得る。
【０２４４】
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【化７８】

　本発明の化合物は、反応スキームＩＶに従って調製され得る。反応スキームＩＶにおい
て、Ｒ、Ｒ２－１、およびＺは、上で定義されたとおりであり；ｎは、０または１であり
；Ｈａｌは、－Ｃｌ、－Ｂｒ、または－Ｉであり；Ｘは、Ｃ１－４アルキレンおよびＣ３

－４アルケニレンからなる群より選択され、ただし、Ｚが－Ｃ（＝Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－
または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）－である場合、Ｘはま
た、結合であり得；そしてＲ３ａおよびＲ３ｂは、以下で定義されるとおりである。式Ｘ
ＬＩＩの化合物（式ＩおよびＩＩの変形物）は、反応スキームＩ、ＩＩ、および／または
ＩＩＩに記載された方法に従って、式ＸＶの化合物で開始して調製され得る。式ＸＶの化
合物において、ＲＡ１およびＲＢ１は、一緒になって、縮合ベンゼン環を形成しており、
この縮合ベンゼン環は、１個、２個、３個、または４個のＲ基により置換されており、Ｒ
基のうちの１つは、－Ｃｌ、－Ｂｒ、または－Ｉである。これらのハロゲン置換されたキ
ノリンは、公知であるか、または公知の方法によって調製され得る。例えば、米国特許第
６，１１０，９２９号（Ｇｅｒｓｔｅｒら）を参照のこと。
【０２４５】
　反応スキームＩＶの工程（１）において、ハロゲン置換された式ＸＬＩＩのチアゾール
は、パラジウムにより触媒される公知のカップリング反応（例えば、Ｓｕｚｕｋｉカップ
リングおよびＨｅｃｋ反応）を起こし得る。例えば、ハロゲン置換された式ＸＬＩＩの化
合物は、式Ｒ３ａ－Ｂ（ＯＨ）２のボロン酸、その無水物、または式Ｒ３ａ－Ｂ（Ｏ－ア
ルキル）２のボロン酸エステルとＳｕｚｕｋｉカップリングを起こす。これらの式におい
て、Ｒ３ａは、－Ｒ４ｂ、－Ｘ’ａ－Ｒ４、－Ｘ’ｂ－Ｙ’－Ｒ４、または－Ｘ’ｂ－Ｒ

５であり；ここで、Ｘ’ａは、アルケニレンであり；Ｘ’ｂは、アリーレン、ヘテロアリ
ーレン、またはアリーレンもしくはヘテロアリーレンが介在するかもしくは末端にあるア
ルケニレンであり；Ｒ４ｂは、アリールまたはヘテロアリールであり、このアリール基ま
たはヘテロアリール基は、上でＲ４において定義されたように、非置換であっても置換さ
れていてもよく；そしてＲ４、Ｒ５、およびＹ’は、上で定義されたとおりである。この
Ｓｕｚｕｋｉカップリングは、式ＸＬＩＩの化合物を、ボロン酸またはそのエステルもし



(63) JP 2008-530252 A 2008.8.7

10

20

30

40

くは無水物と、酢酸パラジウム（ＩＩ）、トリフェニルホスフィン、および塩基（例えば
、炭酸ナトリウム）の存在下で、適切な溶媒（例えば、ｎ－プロパノール）または溶媒混
合物（例えば、ｎ－プロパノール／水）中で、混合することによって好都合に実施される
。この反応は、高温（例えば、８０℃～１００℃）で実施され得る。多くの式Ｒ３ａ－Ｂ
（ＯＨ）２のボロン酸、その無水物、および式Ｒ３ａ－Ｂ（Ｏ－アルキル）２のボロン酸
エステルは、市販されている。他のものは、公知の合成方法を使用して、容易に調製され
得る。例えば、Ｌｉ，Ｗ．ら，Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，６７，５３９４－５３９７（２
００２）を参照のこと。式ＩＩａの生成物（式ＩおよびＩＩの変形物）またはその薬学的
に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２４６】
　Ｈｅｃｋ反応もまた、反応スキームＩＶの工程（１）において使用されて、式ＩＩａの
化合物を提供し得る。式ＩＩａにおいて、Ｒ３ａは、－Ｘ’ａ－Ｒ４ｂまたは－Ｘ’ａ－
Ｙ’－Ｒ４であり、ここで、Ｘ’ａ、Ｙ’、Ｒ４ｂ、およびＲ４は、上で定義されたとお
りである。このＨｅｃｋ反応は、式ＸＬＩＩの化合物を、式Ｈ２Ｃ＝Ｃ（Ｈ）－Ｒ４ｂま
たはＨ２Ｃ＝Ｃ（Ｈ）－Ｙ’－Ｒ４の化合物とカップリングさせることによって実施され
る。いくつかのこれらのビニル置換された化合物は、市販されている。他のものは、公知
の方法によって調製され得る。この方法は、式ＸＬＩＩの化合物とビニル置換化合物とを
、酢酸パラジウム（ＩＩ）、トリフェニルホスフィンまたはトリ－オルト－トリルホスフ
ィン、および塩基（例えば、トリエチルアミン）の存在下で、適切な溶媒（例えば、アセ
トニトリルまたはトルエン）中で混合することによって、好都合に実施される。この反応
は、高温（例えば、１００℃～１２０℃）で、不活性雰囲気下で実施され得る。式ＩＩａ
の生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２４７】
　Ｒ３ａが－Ｘ’ｃ－Ｒ４であり、Ｘ’ｃがアルキニレンであり、そしてＲ４が上で定義
されたとおりである、式ＩＩａの化合物はまた、パラジウムにより触媒されるカップリン
グ反応（例えば、ＳｔｉｌｌｅカップリングまたはＳｏｎｏｇａｓｈｉｒａカップリング
）によって、調製され得る。これらの反応は、式ＸＬＩＩの化合物を、式（アルキル）３

Ｓｎ－Ｃ≡Ｃ－Ｒ４の化合物、式（アルキル）３Ｓｉ－Ｃ≡Ｃ－Ｒ４の化合物、または式
Ｈ－Ｃ≡Ｃ－Ｒ４とカップリングさせることによって、実施される。
【０２４８】
　パラジウムにより媒介されるカップリング反応によって上記のように調製される、式Ｉ
Ｉａのいくつかの化合物（ここで、Ｒ３ａは、-Ｘ’ａ－Ｒ４、－Ｘ’ａ－Ｙ’－Ｒ４、
－Ｘ’ｂ２－Ｙ’－Ｒ４、－Ｘ’ｂ２－Ｒ５、または-Ｘ’ｃ－Ｒ４であり、ここで、Ｘ
’ｂ２は、アリーレンまたはヘテロアリーレンが介在しているかまたは末端にあるアルケ
ニレンであり、そしてＸ’ａ、Ｘ’ｃ、Ｙ’、Ｒ４、およびＲ５は、上で定義されたとお
りである）は、存在するアルケニレン基またはアルキニレン基の還元を起こして、式ＩＩ
ｂの化合物（ここで、Ｒ３ｂは、-Ｘ’ｄ－Ｒ４、－Ｘ’ｄ－Ｙ’－Ｒ４、－Ｘ’ｅ－Ｙ
’－Ｒ４、または-Ｘ’ｅ－Ｒ５であり、ここで、Ｘ’ｄは、アルケニレンであり；Ｘ’

ｅは、アリーレンまたはヘテロアリーレンが介在しているかまたは末端にあるアルキレン
であり；そしてＲ４、Ｒ５、およびＹ’は、上で定義されたとおりである）を提供し得る
。この還元は、従来の不均一水素化触媒（例えば、炭素担持パラジウム）を使用する水素
化によって、実施され得る。この反応は、Ｐａｒｒ装置で、適切な溶媒（例えば、エタノ
ール、メタノール、またはこれらの混合物）中で好都合に実施され得る。式ＩＩｂの生成
物（式ＩおよびＩＩの変形物）またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって
単離され得る。
【０２４９】
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【化７９】

　本発明の化合物は、反応スキームＶに従って調製され得る。反応スキームＶにおいて、
Ｒ、Ｒ２－１、Ｒ２－２、Ｘ、Ｙ、およびＰは、上で定義されたとおりであり；Ｅは、炭
素（イミダゾキノリン環）または窒素（イミダゾナフチリジン環）であり；ｎは、０また
は１であり；Ｂｎは、ベンジルであり；Ｒ３ｃは、－Ｏ－Ｒ４、－Ｏ－Ｘ’－Ｒ４、－Ｏ
－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、－Ｏ－Ｘ’－Ｙ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｒ４、または－Ｏ－Ｘ’－Ｒ５で
あり、ここで、Ｒ４、Ｘ’、Ｙ’、およびＲ５は、上で定義されたとおりである。反応ス
キームＶの工程（１）において、式ＸＬＩＩＩのベンジルオキシアニリンまたはベンジル
オキシアミノピリジンは、エトキシメチレンマロン酸ジエチルで処理されて、式ＸＬＩＶ
のイミンを提供する。この方法は、エトキシメチレンマロン酸ジエチルを式ＸＬＩＩＩの
化合物に添加し、そしてこの反応物を、高温（例えば、１１５℃～１４０℃）で加熱する
ことによって、好都合に実施される。この反応は、溶媒の非存在下で実施され得、そして
その生成物は、従来の方法を使用して単離され得るか、または単離せずに次の工程におい
て使用され得る。式ＸＬＩＩＩの多くのアニリンおよびアミノピリジンは、市販されてい
る。他のものは、公知の合成方法によって調製され得る。例えば、式ＸＬＩＩＩのベンジ
ルオキシピリジンは、Ｈｏｌｌａｄａｙら，Ｂｉｏｒｇ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．
，８，ｐｐ．２７９７－２８０２，（１９９８）の方法を使用して、調製され得る。
【０２５０】
　反応スキームＶの工程（２）において、式ＸＬＩＶのイミンは、熱分解および環化を起
こして、式ＸＬＶの化合物を提供する。この反応は、媒体（例えば、ＤＯＷＴＨＥＲＭ　
Ａ熱移動流体）中で、２００℃～２５０℃の範囲の温度で、好都合に実施される。その生
成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２５１】
　反応スキームＶの工程（３）において、式ＸＬＶの化合物は、従来のニトロ化条件下で
ニトロ化されて、式ＸＬＶＩのベンジルオキシ－３－ニトロキノリン－４－オールまたは
ベンジルオキシ－３－ニトロ［１，５］ナフチリジン－４－オールを提供する。この方法
は、硝酸を、適切な溶媒（例えば、プロピオン酸）中で、式ＸＬＶの化合物に添加し、そ
してこの混合物を高温（例えば、１２５℃）で加熱することによって、好都合に実施され
る。その生成物は、従来の方法によって単離され得る。
【０２５２】
　反応スキームＶの工程（４）において、式ＸＬＶＩのベンジルオキシ－３－ニトロキノ
リン－４－オールまたはベンジルオキシ－３－ニトロ［１，５］ナフチリジン－４－オー
ルは、還元されて、式ＸＬＶＩＩの３－アミノ－ベンジルオキシキノリン－４－オールま
たは３－アミノベンジルオキシ［１，５］ナフチリジン－４－オールを提供する。この反
応は、不均一水素化触媒（例えば、炭素担持パラジウム）を使用する水素化によって、実
施され得る。この水素化は、Ｐａｒｒ装置で、適切な溶媒（例えば、ジメチルホルムアミ
ド（ＤＭＦ））中で、好都合に実施される。この反応は、周囲温度で実施され得、そして
その生成物またはその塩酸塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２５３】
　反応スキームＶの工程（５）～（１１）は、反応スキームＩの工程（１）～（８）に記
載された方法に従って、実施され得る。反応スキームＶの工程（１０）は、反応スキーム
Ｉの工程（６）および（７）の方法に従ってか、または反応スキームＩの工程（６ａ）に
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記載されたように１工程で、実施され得る。
【０２５４】
　反応スキームＶの工程（１２）において、ヒドロキシルアミン置換された式ＬＩＶのチ
アゾールのベンジル基は、切断されて、ヒドロキシ基を提供する。この切断は、Ｐａｒｒ
装置で、適切な不均一触媒（例えば、パラジウムまたは炭素担持パラジウムを使用する水
素化条件下で、溶媒（例えば、エタノール）中で、好都合に実施される。あるいは、この
反応は、適切な水素化触媒の存在下での水素移動によって、実施され得る。この水素移動
は、ギ酸アンモニウムを、適切な溶媒（例えば、エタノール）中の式ＬＩＶの化合物の溶
液に、触媒（例えば、炭素担持パラジウム）の存在下で添加することによって、好都合に
実施される。この反応は、高温（例えば、溶媒の還流温度）で実施される。あるいは、こ
の切断は、酸（例えば、臭化水素）を用いて、適切な溶媒（例えば、酢酸）中で、高温（
例えば、６５℃）で実施され得る。これらの方法のいずれかにより調製された式ＬＶの生
成物、またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法を使用して単離され得る。
【０２５５】
　反応スキームＶの工程（１３）において、ヒドロキシルアミン置換された式ＬＶのチア
ゾールは、反応スキームＩの工程（９）の方法に従って、オキシム置換された式ＬＶＩの
チアゾール（式Ｉの変形物）に転換される。
【０２５６】
　反応スキームＶの工程（１４）において、式ＬＶＩのヒドロキシ置換されたオキシムは
、Ｗｉｌｌｉａｍｓｏｎ型のエーテル合成を使用して、式ＬＶＩＩの化合物（式Ｉの変形
物）に転換される。この反応は、ヒドロキシ置換された式ＬＶＩの化合物を、式ハロゲン
化物－Ｒ４ｂ、ハロゲン化物－アルキレン－Ｒ４、ハロゲン化物－アルキレン－Ｙ’－Ｒ

４、またはハロゲン化物－アルキレン－Ｒ５の、アリールハロゲン化物、アルキルハロゲ
ン化物、またはアリールアルキレニルハロゲン化物で、塩基の存在下で処理することによ
って、行われる。これらの式の多数のアルキルハロゲン化物、アリールアルキレニルハロ
ゲン化物、およびアリールハロゲン化物が、市販されており、置換された臭化ベンジルお
よび塩化ベンジル、置換または非置換の臭化アルキルおよび塩化アルキルまたは臭化アリ
ールアルキレニルおよび塩化アリールアルキレニル、ならびに置換されたフルオロベンゼ
ンが挙げられる。これらの式の他のハロゲン化物は、従来の合成方法を使用して調製され
得る。この方法は、アルキルハロゲン化物、アリールアルキレニルハロゲン化物、または
アリールハロゲン化物を、ヒドロキシ置換された式ＬＶＩの化合物と、溶媒（例えば、Ｄ
ＭＦ）中で、適切な塩基（例えば、炭酸セシウムの存在下で混合することによって、好都
合に実施される。必要に応じて、触媒のテトラブチルアンモニウムブロミドが添加され得
る。この反応は、ハロゲン化物試薬の反応性に依存して、周囲温度で実施されても、高温
（例えば、６５℃または８５℃）で実施されてもよい。あるいは、工程（１４）は、Ｕｌ
ｌｍａｎｎエーテル合成を使用して実施され得る。この反応において、ヒドロキシ置換さ
れた式ＬＶＩの化合物から調製されたアルカリ金属アリールオキシドが、アリールハロゲ
ン化物と、銅塩の存在下で反応して、式ＬＶＩＩの化合物（ここで、Ｒ３ｃは、－Ｏ－Ｒ

４ｂ、－Ｏ－Ｘ’ｆ－Ｒ４、または－Ｏ－Ｘ’ｆ－Ｙ’－Ｒ４であり、ここでＸ’ｆは、
アリーレンまたはヘテロアリーレンであり、そしてＲ４ｂは、上で定義されたとおりであ
る）を提供する。多数の置換アリールハロゲン化物および非置換アリールハロゲン化物が
、市販されている。他のものは、従来の方法を使用して調製され得る。これらの方法のう
ちのいずれかによって調製された式ＬＶＩＩの生成物、またはその薬学的に受容可能な塩
は、従来の方法によって単離され得る。
【０２５７】
　反応スキームＶの工程（１２ａ）は、反応スキームＩの工程（９ａ）に記載された方法
のうちの１つを使用して、ヒドロキシルアミン置換された式ＬＩＶのチアゾールを式ＬＶ
ＩＩＩの化合物に転換するために使用される。式ＬＶＩＩＩの生成物（式Ｉの変形物）ま
たはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２５８】
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　反応スキームＶの工程（１３ａ）において、式ＬＶＩＩＩの化合物のベンジル基は、切
断されて、ヒドロキシ置換された式ＬＩＸの化合物（式Ｉの変形物）を提供し、次いで、
この化合物は、エーテル置換された式ＬＸの化合物（式Ｉの変形物）に転換される。工程
（１３ａ）および（１４ａ）は、反応スキームＶの工程（１２）および（１４）において
上に記載されたように実施される。その生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来
の方法によって単離され得る。
【０２５９】
　式ＸＬＩＩＩおよび式ＸＬＶの化合物の異性体（ここで、Ｅは、窒素であり、そしてピ
リジン環の異なる位置に存在する）がまた、合成され得、そして本発明の化合物を調製す
るために、反応スキームＶにおいて使用され得る。
【０２６０】
【化８０】

　本発明の化合物はまた、反応スキームＶＩに従って調製され得る。反応スキームＶＩに
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おいて、Ｒ、Ｒ２－１、Ｒ２－３、Ｒ２－５、Ｂｎ、Ｒ３ｃ、Ｐ、ｎ、およびＸａは、上
で定義されたとおりである。反応スキームＶＩの工程（１）において、式ＸＬＩＸａのチ
アゾールの保護基が除去されて、ヒドロキシアルキル置換された式ＬＸＩのチアゾールを
提供し、これは、工程（２）において、アルデヒド置換された式ＬＸＩＩのチアゾールに
酸化される。反応スキームＶＩの工程（３）において、アルデヒド置換された式ＬＸＩＩ
のチアゾールは、式ＬＸＩＩＩのオキシムに転換される。反応スキームＶＩの工程（１）
、（２）、および（３）は、反応スキームＩＩの工程（１）、（２）、および（３）に記
載された方法に従って実施され、そしてその生成物は、従来の方法によって単離され得る
。
【０２６１】
　反応スキームＶＩの工程（４）において、オキシム置換された式ＬＸＩＩＩのチアゾー
ルは、反応スキームＩの工程（３）および（４）に記載された方法のいずれかを使用して
、酸化およびアミノ化されて、式ＬＸＩＶの化合物を提供する。この生成物（式Ｉの変形
物）は、従来の方法によって単離され得る。
【０２６２】
　反応スキームＩの工程（５）および（６）において、式ＬＸＩＶの化合物のベンジル基
は、切断されて、ヒドロキシ置換された式ＬＸＶの化合物を提供し、次いで、この化合物
は、エーテル置換された式ＬＸＶＩの化合物に転換される。反応スキームＶＩの工程（５
）および（６）は、反応スキームＶの工程（１２）および（１４）に記載された方法に従
って実施される。式ＬＸＶおよびＬＸＶＩの生成物（式Ｉの変形物）またはそれらの薬学
的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２６３】
　反応スキームＩＩの工程（６）および（７）に記載された方法は、反応スキームＶＩの
工程（７）および（８）において、式ＬＸＶＩのいくつかの化合物に適用されて、ＬＸＶ
ＩＩおよびＬＸＶＩＩＩ（これらは式Ｉの変形物である）を提供し得る。これらの生成物
またはそれらの薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。
【０２６４】
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【化８１】

　本発明の化合物は、反応スキームＶＩＩに従って調製され得る。反応スキームＶＩＩに
おいて、ＲＡ１、ＲＢ１、Ｒ２－３、Ｒ２－５、Ｘａ、およびＹは、上で定義されたとお
りである。式ＸＸＩａの化合物は、反応スキームＩに従って調製される。反応スキームＶ
ＩＩにおいて、式ＸＸＩａのチアゾールのクロロ基が、式ＨＮ（Ｙ－Ｒ２－５）ＯＲ２－

３のヒドロキシルアミンまたはその塩で置き換えられる。この方法は、式ＨＮ（Ｙ－Ｒ２

－５）ＯＲ２－３・ＨＣｌのヒドロキシルアミン塩と式ＸＸＩａの化合物とを、適切な溶
媒（例えば、ＤＭＦ）中で、塩基（例えば、トリエチルアミン）の存在下で混合すること
によって、好都合に実施される。この反応は、室温で実施されても高温（例えば、５０℃
）で実施されてもよい。式ＨＮ（Ｙ－Ｒ２－５）ＯＲ２－３・ＨＣｌのいくつかのヒドロ
キシルアミン塩は、市販により入手され得る。例えば、Ｎ，Ｏ－ジメチルヒドロキシルア
ミン塩酸塩、メトキシルアミン塩酸塩、およびＮ－メチルヒドロキシルアミン塩酸塩は、
好ましい式ＸＸＸＩＶａの化合物（ここで、Ｙは、結合である）を作製するために使用さ
れ得る、市販で入手可能な化合物である。他の式ＨＮ（Ｙ－Ｒ２－５）ＯＲ２－３・ＨＣ
ｌのヒドロキシルアミン塩は、従来の合成方法を使用して調製され得る。式ＸＸＸＩＶａ
の生成物（式Ｉの変形物）またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離
され得る。
【０２６５】
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【化８２】

　本発明の化合物は、反応スキームＶＩＩＩに従って調製され得る。反応スキームＶＩＩ
Ｉにおいて、Ｒ２－１、Ｅ、およびＺは、上で定義されたとおりであり；Ｘは、Ｃ１－４

アルキレンおよびＣ３－４アルケニレンからなる群より選択され、ただし、Ｚが－Ｃ（＝
Ｎ－Ｏ－Ｒ２－３）－または－Ｃ（Ｒ２－６）（－Ｎ（－ＯＲ２－３）－Ｙ－Ｒ２－５）
－である場合、Ｘはまた、結合であり得；Ｒｂは、ヒドロキシ、アルキル、アルコキシ、
－Ｎ（Ｒ９）２からなる群より選択され；そしてｎは、０～４である。式ＬＸＩＸの化合
物は、反応スキームＩに従って調製され得る。反応スキームＶＩＩＩの工程（１）におい
て、式の化合物ＬＸＩＸの化合物は、式ＬＸＸの６，７，８，９－テトラヒドロ化合物に
還元される。この反応は、トリフルオロ酢酸中の式ＬＸＩＸの化合物の溶液中に、酸化白
金（ＩＶ）を添加し、そしてこの反応物を水素圧力下に置くことによって、不均一水素化
条件下で好都合に実施される。この反応は、Ｐａｒｒ装置で室温で実施され得る。その生
成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方法によって単離され得る。次いで、反
応スキームＶＩＩＩの工程（２）～（６）が使用されて、式ＬＸＸの化合物を、式ＬＸＸ
Ｉの化合物（式Ｉの変形物）に転換し得る。工程（２）～（６）は、例えば、反応スキー
ムＩの工程（６）、（７）、（８）、および（９）、反応スキームＩの工程（６）、（７
）、（８）、および（９ａ）、または反応スキームＩＩの工程（２）、（３）、（６）、
および（７）に従って、実施され得る。反応スキームＩの工程（１０）、（１１）、およ
び（１０ａ）に例示されるさらなる詳細もまた、使用され得る。式ＬＸＸＩの化合物はま
た、式ＬＸＸの化合物を反応スキームＩの工程（６）に従って処理し、次いで得られたク
ロロアルキル置換されたトリアゾールを、反応スキームＶＩＩに従って処理することによ
って、作製され得る。式ＬＸＸＩの生成物またはその薬学的に受容可能な塩は、従来の方
法によって単離され得る。
【０２６６】
【化８３】

　特定の実施形態について、本発明の化合物は、反応スキームＩＸに従って調製され得る
。反応スキームＩＸにおいて、ＲＡ１、ＲＢ１、Ｒ２－１、Ｘ、Ｚ、およびＧは、上で定
義されたとおりである。式Ｉａの化合物は、上に記載された方法に従って調製され得る。
式Ｉａの化合物のアミノ基は、従来の方法により、アミド基、カルバミド基、ウレア基、
アミジン基、または別の加水分解可能な基などの官能基に転換され得る。この型の化合物
は、アミノ基中の水素原子を、－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’、α－アミノアシル、α－アミノアシル
－α－アミノアシル、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－Ｒ’、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒ’’）－Ｒ’、－Ｃ（
＝ＮＹ１）－Ｒ’、－ＣＨ（ＯＨ）－Ｃ（Ｏ）－ＯＹ１、－ＣＨ（ＯＣ１－４アルキル）
Ｙ０、－ＣＨ２Ｙ２、または－ＣＨ（ＣＨ３）Ｙ２などの基で置き換えることにより作製
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され得る。これらの式において、Ｒ’およびＲ’’は、各々独立して、Ｃ１－１０アルキ
ル、Ｃ３－７シクロアルキル、フェニル、またはベンジルであり、これらの各々は、非置
換であっても、１つ以上の置換基により置換されていてもよく、これらの置換基は、ハロ
ゲン、ヒドロキシ、ニトロ、シアノ、カルボキシ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－４アルコキ
シ、アリール、ヘテロアリール、アリールＣ１－４アルキレニル、ヘテロアリールＣ１－

４アルキレニル、ハロＣ１－４アルキレニル、ハロＣ１－４アルコキシ、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）
－ＣＨ３、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－ＣＨ３、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ２、－Ｏ－ＣＨ２－Ｃ（Ｏ）－Ｎ
Ｈ２、－ＮＨ２、および－Ｓ（Ｏ）２－ＮＨ２からなる群より独立して選択され；ただし
、Ｒ’’はまた、水素であり得；各α－アミノアシル基は、ラセミ体アミノ酸、Ｄ－アミ
ノ酸またはＬ－アミノ酸からなる群より独立して選択され；Ｙ１は、水素、Ｃ１－６アル
キル、またはベンジルであり；Ｙ０は、Ｃ１－６アルキル、カルボキシＣ１－６アルキレ
ニル、アミノＣ１－４アルキレニル、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノＣ１－４アルキ
レニル、またはジ－Ｎ，Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノＣ１－４アルキレニルであり；そし
てＹ２は、モノ－Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、ジ－Ｎ，Ｎ－Ｃ１－６アルキルアミノ、
モルホリン－４－イル、ピペリジン－１－イル、ピロリジン－１－イル、または４－Ｃ１

－４アルキルピペラジン－１－イルである。特に有用な式ＩＩＩの化合物は、１個～１０
個の炭素原子を含むカルボン酸から誘導されたアミド、アミノ酸から誘導されたアミド、
および１個～１０個の炭素原子を含むカルバメートである。この反応は、例えば、式Ｉａ
の化合物を、クロロホルメートまたは酸塩化物（例えば、クロロギ酸エチルまたは塩化ア
セチル）と、塩基（例えば、トリエチルアミン）の存在下で、適切な溶媒（例えば、ジク
ロロメタン）中で、室温で混合することによって実施され得る。
【０２６７】
【化８４】

　本発明の化合物はまた、当業者に明らかな反応スキームＩ～ＶＩＩＩに示される合成経
路のバリエーションを使用して、調製され得る。例えば、Ｒ３ａ置換基を有するキノリン
の調製のための、反応スキームＩＶに示される合成経路を使用して、Ｒ３ａ置換基を有す
る［１，５］ナフチリジンを調製し得る。種々の異性体形態の、ハロゲン置換されたアミ
ノピリジンを、反応スキームＶにおいて出発物質として使用し、そして反応スキームＶま
たはＶＩの方法に従って処理して、本発明のハロゲン置換されたチアゾロ［４，５－ｃ］
ナフチリジンを提供し得、これは、反応スキームＩＶにおいて出発物質として使用され得
る。本発明の化合物はまた、以下の実施例に記載される合成経路を使用して、調製され得
る。
【０２６８】
　（薬学的組成物および生物学的活性）
　本発明の薬学的組成物は、治療有効量の上記化合物または塩を、薬学的に受容可能なキ
ャリアと組み合わせて含有する。
【０２６９】
　用語「治療有効量」および「有効量」とは、治療効果または予防効果（例えば、サイト
カイン誘導、免疫調節、抗腫瘍活性、および／または抗ウイルス活性）を誘導するために
充分な、化合物または塩の量を意味する。本発明の薬学的組成物において使用される化合
物または塩の正確な量は、当業者に公知である要因（例えば、化合物または塩の物理的性
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質および化学的性質、キャリアの性質、ならびに意図される投薬計画）に従って変動する
。
【０２７０】
　いくつかの実施形態において、本発明の組成物は、約１００ナノグラム／キログラム（
ｎｇ／ｋｇ）～約５０ミリグラム／キログラム（ｍｇ／ｋｇ）、好ましくは、約１０マイ
クログラム／キログラム（μｇ／ｋｇ）～約５ｍｇ／ｋｇの化合物または塩の用量を、被
験体に提供するために充分な活性成分またはプロドラッグを含有する。
【０２７１】
　他の実施形態において、本発明の組成物は、例えば、Ｄｕｂｏｉｓ法に従って計算して
、例えば、約０．０１ｍｇ／ｍ２～約５．０ｍｇ／ｍ２の用量を提供するために充分な活
性成分またはプロドラッグを含有するが、いくつかの実施形態において、この方法は、こ
の範囲外の用量で、化合物または塩または組成物を投与されることによって、実施され得
る。Ｄｕｂｏｉｓ法において、被験体の身体の表面積（ｍ２）が、被験体の体重を使用し
て計算される（ｍ２＝（体重ｋｇ０．４２５×身長ｃｍ０．７２５）×０．００７１８４
）。これらの実施形態のうちのいくつかにおいて、この方法は、約０．１ｍｇ／ｍ２～約
２．０ｍｇ／ｍ２の用量（例えば、約０．４ｍｇ／ｍ２～約１．２ｍｇ／ｍ２の用量）を
被験体に提供するために充分な化合物を投与する工程を包含する。
【０２７２】
　種々の投薬形態（例えば、錠剤、ロゼンジ、カプセル、非経口処方物、シロップ、クリ
ーム、難航、エアロゾル処方物、経皮パッチ、経粘膜パッチなど）が使用され得る。これ
らの投薬形態は、従来の薬学的に受容可能なキャリアおよび添加剤を用いて、従来の方法
を使用して、調製され得る。これらの方法は、一般に、活性成分をキャリアと会合させる
工程を包含する。
【０２７３】
　本発明の組成物または塩は、処置経過王において、単一の治療剤として投与され得るか
、または本明細書中に記載される化合物または塩は、互いに組み合わせて投与されても、
他の活性薬剤（さらなる免疫応答修飾物質、抗ウイルス薬、抗生物質、抗体、タンパク質
、ペプチド、オリゴヌクレオチドなどが挙げられる）と組み合わせて投与されてもよい。
【０２７４】
　本発明の化合物または塩は、以下に記載される試験に従って実施された実験において、
特定のサイトカインの産生を誘導することが示された。これらの結果は、これらの化合物
または塩が、免疫応答を、多数の異なる様式で調節するために有用であることを示し、こ
れらの化合物または塩を、種々の障害の処置において有用にする。
【０２７５】
　本発明の化合物または塩の投与によって産生が誘導され得るサイトカインとしては、一
般に、インターフェロン－α（ＩＦＮ－α）および主要壊死因子－α（ＴＮＦ－α）、な
らびに特定のインターロイキン（ＩＬ）が挙げられる。本発明の化合物または塩によって
生合成が誘導され得るサイトカインとしては、ＩＦＮ－α、ＴＮＦ－α、ＩＬ－１、ＩＬ
－６、ＩＬ－１０およびＩＬ－１２、および他の種々のサイトカインが挙げられる。他の
効果のうちでもとりわけ、これらおよび他のサイトカインは、ウイルス増殖および腫瘍細
胞増殖を阻害し得、これらの化合物または塩を、ウイルス性疾患および新生物疾患の処置
において有用にする。従って、本発明は、サイトカインの生合成を動物において誘導する
方法を提供し、この方法は、有効量の本発明の化合物または塩を、この動物に投与する工
程を包含する。サイトカインの生合成の誘導のために、この化合物または塩が投与される
動物は、上記疾患（例えば、ウイルス性疾患または新生物疾患）を有し得、そしてこの化
合物または塩の投与は、治療処置を提供し得る。あるいは、この化合物または塩は、この
動物がこの疾患を得る前に投与され得、その結果、この化合物または塩の投与は、予防処
置を提供し得る。
【０２７６】
　サイトカインの産生を誘導する能力に加えて、本明細書中に記載される化合物または塩
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は、先天性の免疫応答の他の局面に影響を与え得る。例えば、ナチュラルキラー細胞活性
が刺激され得る。これは、サイトカイン誘導に起因し得る効果である。これらの化合物ま
たは塩はまた、マクロファージを活性化し得、これが次に、一酸化窒素の分泌およびさら
なるサイトカインの産生を刺激する。さらに、これらの化合物または塩は、Ｂリンパ球の
増殖および分化を引き起こし得る。
【０２７７】
　本明細書中に記載される化合物または塩はまた、後天性の免疫応答に対する影響を有し
得る。例えば、これらの化合物または塩を投与すると、１型ヘルパーＴ細胞（ＴＨ１）の
サイトカインであるＩＦＮ－γの産生が間接的に誘導され得、そして２型ヘルパーＴ細胞
（ＴＨ２）のサイトカインであるＩＬ－４、ＩＬ－５およびＩＬ－１３の産生が、阻害さ
れ得る。
【０２７８】
　疾患の予防処置のためであれ治療処置のためであれ、そして先天性免疫に影響を与える
ためであれ後天性免疫に影響を与えるためであれ、上記化合物または塩または組成物は、
単独で投与されても、１種以上の活性成分と組み合わせて（例えば、ワクチンアジュバン
トにおいてのように）投与されてもよい。他の成分と一緒に投与される場合、化合物また
は塩または組成物、および他の成分は、別々に投与されても、一緒であるが独立して（例
えば、溶液中でのように）投与されても、互いに一緒に会合させて（例えば、（ａ）共有
結合させて、または（ｂ）例えば、コロイド懸濁物中で非共有結合で会合させて）投与さ
れてもよい。
【０２７９】
　本明細書中で確認される化合物または塩または組成物が処置として使用され得る状態と
しては、以下のものが挙げられるが、これらに限定されない：
　（ａ）ウイルス性疾患（例えば、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（例えば、ＨＳＶ
－Ｉ、ＨＳＶ－ＩＩ、ＣＭＶ、またはＶＺＶ）、ポックスウイルス（例えば、オルトポッ
クスウイルス（例えば、痘瘡またはワクシニア）、または伝染性軟属腫）、ピコルナウイ
ルス（例えば、ライノウイルスまたはエンテロウイルス）、オルトミクソウイルス（例え
ば、インフルエンザウイルス）、パラミクソウイルス（例えば、パラインフルエンザウイ
ルス、流行性耳下腺炎ウイルス、麻疹ウイルス、およびＲＳウイルス（ＲＳＶ））、コロ
ナウイルス（例えば、ＳＡＲＳ）、派歩場ウイルス（例えば、乳頭腫ウイルス（例えば、
性器いぼ、尋常性ゆうぜい、または足底いぼを引き起こすウイルス））、ヘパドナウイル
ス（例えば、Ｂ型肝炎ウイルス）、フラビウイルス（例えば、Ｃ型肝炎ウイルスまたはデ
ング熱ウイルス）、あるいはレトロウイルス（例えば、レンチウイルス（例えば、ＨＩＶ
））による感染から生じる疾患）；
　（ｂ）細菌性疾患（例えば、細菌（例えば、大腸菌属、エンテロバクター属、サルモネ
ラ属、ブドウ球菌属、赤痢菌属、リステリア属、アエロバクター属、ヘリコバクター属、
クレブシエラ属、プロテウス属、シュードモナス属、連鎖球菌属、クラミジア属、マイコ
プラスマ属、肺炎球菌、ナイセリア属、クロストリジウム属、バチルス属、コリネバクテ
リウム属、ミコバクテリウム属、カンピロバクター属、ビブリオ属、セラチア属、プロビ
デンシア属、クロモバクテリウム属、ブルセラ属、エルジニア属、ヘモフィルス属、また
はボルデテラ属）による感染から生じる疾患）；
　（ｃ）他の感染性疾患（例えば、クラミジア属、真菌性疾患（カンジダ症、アスペルギ
ルス症、ヒストプラスマ症、酵母菌腫が挙げられるが、これらに限定されない）、または
寄生虫病（マラリア、ニューモシスティスカリニ肺炎、リーシュマニア症、クリプトスポ
リジウム症、トキソプラスマ症が挙げられるが、これらに限定されない）、およびトリパ
ノソーマ感染）；
　（ｄ）新生物疾患（例えば、上皮内新生物、子宮頚部形成異常、光線性角化症、基底細
胞癌、扁平上皮癌、腎細胞癌、カポージ肉腫、黒色腫、白血病（急性骨髄性白血病、急性
リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病が挙げられるが、これらに限定
されない）、多発性骨髄腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、皮膚Ｔ細胞リンパ
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腫、Ｂ細胞リンパ腫、およびヘアリーセル白血病、ならびに他の癌）；
　（ｅ）ＴＨ２により媒介されるアトピー性疾患（例えば、アトピー性皮膚炎またはアト
ピー性湿疹、好酸球増加症、喘息、アレルギー、アレルギー性鼻炎、およびオーメン症候
群（Ｏｍｍｅｎ’ｓ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ））；
　（ｆ）特定の自己免疫疾患（例えば、全身性エリテマトーデス、本態性血小板減少症、
多発性硬化症、円板状エリテマトーデス、円形脱毛症）；ならびに
　（ｇ）創傷修復に関連する疾患（例えば、ケロイド形成および他の型の瘢痕の阻害（例
えば、慢性創傷を含めた創傷治癒の増強））。
【０２８０】
　さらに、本明細書中で確認される化合物または塩は、体液性免疫応答および／または細
胞により媒介される免疫応答のいずれかを惹起する任意の物質（例えば、ＢＣＧ、コレラ
、悪疫、腸チフス、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、インフルエンザＡ型、インフルエン
ザＢ型、パラインフルエンザ、ポリオ、狂犬病、麻疹、ムンプス、風疹、黄熱、破傷風、
ジフテリア、インフルエンザ菌ｂ、ヒト型結核菌、髄膜炎菌性脳脊髄膜炎ワクチンおよび
肺炎球菌ワクチン、アデノウイルス、ＨＩＶ、水痘、サイトメガロウイルス、デング熱、
ネコの白血病、家禽のチフス、ＨＳＶ－１およびＨＳＶ－２、ブタコレラ、日本脳炎、Ｒ
Ｓウイルス、ロタウイルス、パピローマウイルス、黄熱、ならびにアルツハイマー病に関
連して使用するための、例えば、生存ウイルス免疫源、細菌免疫源、または寄生生物免疫
源；不活化ウイルス免疫源、腫瘍由来の免疫源、原生動物免疫源、生物由来の免疫源、真
菌免疫源、または細菌免疫源；トキソイド；トキシン；自己抗原；多糖類；タンパク質；
糖タンパク質；ペプチド；細胞ワクチン；ＤＮＡワクチン；自己由来のワクチン；組換え
タンパク質など）と組み合わせて使用するための、ワクチンアジュバントとして有用であ
り得る。
【０２８１】
　本明細書中で確認される化合物または塩は、免疫機能が損なわれた個体において、特に
助けになり得る。例えば、これらの化合物は、例えば、移植患者、癌患者およびＨＩＶ患
者における、細胞により媒介される免疫の抑制後に起こる日和見性の感染および腫瘍を処
置するために使用され得る。
【０２８２】
　従って、上記疾患または疾患の型のうちの１つ以上（例えば、ウイルス性疾患または新
生物疾患）は、このような処置を必要とする（この疾患を有する）動物において、治療有
効量の本発明の化合物または塩をこの動物に投与することによって、処置され得る。
【０２８３】
　動物はまた、有効量の本明細書中に記載される化合物または塩を、ワクチンアジュバン
トとして投与することによって、予防接種され得る。１つの実施形態において、動物に予
防接種する方法が提供され、この方法は、有効量の本明細書中に記載される化合物または
塩を、この動物に、ワクチンアジュバントとして投与する工程を包含する。
【０２８４】
　サイトカインの生合成を誘導するために有効な、化合物または塩の量は、１つ以上の細
胞型（例えば、単球、マクロファージ、樹状細胞およびＢ細胞）に、ある量の１種以上の
サイトカイン（ＩＦＮ－α、ＴＮＦ－α、ＩＬ－１、ＩＬ－６、ＩＬ－１０およびＩＬ－
１２）を、このようなサイトカインのバックグラウンドレベルより増加（誘導）させて産
生させるために充分な量である。正確な量は、当該分野において公知である要因に従って
変動するが、約１００ｎｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、好ましくは、約１０μｇ／ｋｇ～
約５ｍｇ／ｋｇの用量であると予測される。他の実施形態において、この量は、例えば、
（上記のようにＤｕｂｏｉｓ法に従って計算して）約０．０１ｍｇ／ｍ２～約５．０ｍｇ
／ｍ２の用量であると予測されるが、いくつかの実施形態において、サイトカインの生合
成の誘導または阻害は、この範囲外の用量で化合物または塩を投与することによって、実
施され得る。これらの実施形態のうちのいくつかにおいて、この方法は、約０．１ｍｇ／
ｍ２～約２．０ｍｇ／ｍ２の用量（例えば、約０．４ｍｇ／ｍ２～約１．２ｍｇ／ｍ２の
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用量）を提供するために充分な化合物または塩を、被験体に投与する工程を包含する。
【０２８５】
　本発明は、動物においてウイルス感染を処置する方法、および動物において新生物疾患
を処置する方法を提供し、これらの方法は、有効量の本発明の化合物または塩を、この動
物に投与する工程を包含する。ウイルス感染を処置または阻害するために有効な量は、ウ
イルス感染の症状発現（例えば、ウイルス病巣、ウイルス量、ウイルス産生の速度、およ
び未処置のコントロール動物と比較される場合の死亡率）のうちの１つ以上の減少を引き
起こす量である。このような処置のために有効な正確な量は、当該分野において公知であ
る要因に従って変動するが、約１００ｎｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、好ましくは、約１
０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用量であると予測される。新生物状態を処置するために
有効な化合物または塩の量は、腫瘍のサイズまたは腫瘍病巣の数を減少させる量である。
ここでまた、正確な量は、当該分野において公知である要因に従って変動するが、約１０
０ｎｇ／ｋｇ～約５０ｍｇ／ｋｇ、好ましくは、約１０μｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの用
量であると予測される。他の実施形態において、この量は、例えば、（上記のようなＤｕ
ｂｏｉｓ法に従って計算して）約０．０１ｍｇ／ｍ２～約５．０ｍｇ／ｍ２の用量である
と予測されるが、いくつかの実施形態において、これらの方法のうちのいずれかは、この
範囲外の用量で化合物または塩を投与することによって実施され得る。これらの実施形態
のうちのいくつかにおいて、この方法は、約０．１ｍｇ／ｍ２～約２．０ｍｇ／ｍ２の用
量（約０．４ｍｇ／ｍ２～約１．２ｍｇ／ｍ２の用量）を提供するために充分な化合物ま
たは塩を、被験体に投与する工程を包含する。
【０２８６】
　本明細書中に具体的に記載された処方物および用途に加えて、本発明の化合物のために
適切な他の処方物、用途、および投与デバイスは、例えば、国際公開番号ＷＯ　０３／０
７７９４４およびＷＯ　０２／０３６５９２、米国特許第６，２４５，７７６号、ならび
に米国出願公開第２００３／０１３９３６４号、同第２００３／１８５８３５号、同第２
００４／０２５８６９８号、同第２００４／０２６５３５１号、同第２００４／０７６６
３３号、および同第２００５／０００９８５８号に記載されている。
【０２８７】
　本発明の目的および利点は、以下の実施例によってさらに説明されるが、これらの実施
形態中に記載されている本発明の特定の材料および量、ならびに他の条件および細部は、
本発明を過度に限定すると解釈されるべきではない。
【実施例】
【０２８８】
　（実施例１）
　（アセトンＯ－［（４－アミノ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル
）メチル］オキシム）
【０２８９】
【化８５】

　（パートＡ）
　３－クロロペルオキシ安息香酸（ｍＣＰＢＡ）（７７％純度のものを３４．７グラム（
ｇ），１５５ミリモル（ｍｍｏｌ））を、１５分間かけて、クロロホルム（５００ミリリ
ットル（ｍＬ））中の［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イルメチルアセ
テート（米国特許第６，１１０，９２９号，実施例３７パートＡおよびＢ，２０．０ｇ，
７７．４ｍｍｏｌ）の溶液に添加し、そしてこの反応物を、室温で２時間攪拌し、そして
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引き続いて水性重炭酸ナトリウム（１０％重量／重量（ｗ／ｗ）のものを５００ｍＬ）で
洗浄した。その有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、そして濾過して、クロロホルム中
（５－オキシド［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メチルアセテー
トの溶液を得た。
【０２９０】
　（パートＢ）
　トリクロロアセチルイソシアネート（２１．９ｇ，１３．８ｍＬ，１１６ｍｍｏｌ）を
、パートＡから得た溶液に添加し、そしてこの反応物を、室温で２時間攪拌した。液体ク
ロマトグラフィー／質量分析（ＬＣ／ＭＳ）による分析は、出発物質の存在を示したので
、さらなるトリクロロアセチルイソシアネート（７ｍＬ）を添加した。この反応物を、室
温で３０分間攪拌し、そしてその溶媒を減圧下で除去した。その残渣をエタノール（５０
０ｍＬ）に溶解し、そしてカリウムエトキシド（６．５２ｇ，７７．４ｍｍｏｌ）を添加
した。得られた混合物を室温で一晩攪拌すると、沈殿物が形成した。この沈殿物を濾過に
より単離し、エタノールで洗浄し、そして真空オーブン内で３日間乾燥させて、（４－ア
ミノ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メタノールと（４－アミノ
［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メチルアセテートとの、８．１
６ｇの５０：５０混合物を、黄褐色の固体として得た。濾液を減圧下で濃縮し、そしてそ
の残渣をエタノール（１００ｍＬ）と混合し、濾過し、エタノールで洗浄し、そして真空
オーブン内で３日間乾燥させて、さらに７．４２ｇの生成物を得た。
【０２９１】
　（パートＣ）
　水酸化リチウム一水和物（２．５０ｇ，５９．７ｍｍｏｌ）を、テトラヒドロフラン（
ＴＨＦ）（７５ｍＬ）、メタノール（１５０ｍＬ）、および水（７５ｍＬ）中の、パート
Ｂから得られた混合物（８．１６ｇ）の溶液に添加し、そしてこの反応混合物を、室温で
３時間攪拌した。固体が形成され、この固体を、濾過により単離し、水で洗浄し、そして
真空オーブン内で一晩乾燥させて、３．５ｇの（４－アミノ［１，３］チアゾロ［４，５
－ｃ］キノリン－２－イル）メタノールを、黄褐色の固体として得た。ＴＨＦおよびメタ
ノールを、減圧下で濾液から除去し、そして得られた混合物を濾過して固体を単離し、こ
の固体を水で洗浄し、そして真空オーブン内で一晩乾燥させて、さらに２．１５ｇの生成
物を得た。これらの２つのバッチの固体を、別の実施から得た物質と混合した。
【０２９２】
　（パートＤ）
　塩化チオニル（４．９２ｍＬ，６７．６ｍｍｏｌ）を、１，２－ジクロロエタン（３０
０ｍＬ）中の（４－アミノ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メタ
ノール（１３ｇ，５６ｍｍｏｌ）の懸濁物に添加し、そしてこの反応物を２時間加熱還流
し、次いで、減圧下で濃縮して、１６ｇの２－（クロロメチル）［１，３］チアゾロ［４
，５－ｃ］キノリン－４－アミン塩酸塩を黄色固体として得た。
【０２９３】
　（パートＥ）
　トリエチルアミン（７．３ｍＬ，５２ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（
ＤＭＦ）（５０ｍＬ）中のＮ－ヒドロキシフタルイミド（３．４２ｇ，２１．０ｍｍｏｌ
）の溶液に添加した。２－（クロロメチル）［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン
－４－アミン塩酸塩（５．０ｇ，１８ｍｍｏｌ）を、得られた暗赤色の溶液に添加し、そ
してこの反応物を、周囲温度で一晩攪拌した。沈殿物が形成したので濾過により単離し、
ジクロロメタンで洗浄し、そして真空オーブン中で乾燥させて、３．３４ｇの２－［（４
－アミノ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メトキシ］－１Ｈ－イ
ソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオンを黄褐色の固体として得た。濾液を減圧下で濃縮
し、そしてその残渣をジクロロメタンと混合し、濾過し、ジクロロメタンで洗浄し、そし
て真空オーブン内で一晩乾燥させて、さらに２．０６ｇの生成物を得た。
【０２９４】
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　（パートＦ）
　ヒドラジン（２．２５ｍＬ，７１．７ｍｍｏｌ）を、エタノール（２００ｍＬ）中の２
－［（４－アミノ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メトキシ］－
１Ｈ－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオン（５．４ｇ，１４ｍｍｏｌ）の懸濁物に
添加し、そしてこの反応物を、１時間加熱還流し、そして熱時濾過して、固体を除去した
。その濾液を減圧下で濃縮し、そして真空オーブン内で一晩さらに乾燥させた。得られた
固体（４．８９ｇ）をエタノール（２００ｍＬ）で２時間粉砕し、濾過し、エタノールで
洗浄し、そして真空オーブン中で乾燥させて、３．０５ｇの２－（アミノオキシ）メチル
［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンを、いくらかのフタルヒドラジ
ドを含有する橙色固体として得た。その濾液を減圧下で濃縮して、さらに１．９１ｇの生
成物混合物を得た。
【０２９５】
　（パートＧ）
　メタノール（５０ｍＬ）およびアセトン（５０ｍＬ）を、パートＦから得られた物質（
１ｇ）に添加し、そしてこの反応混合物を、室温で１．５時間攪拌した。シリカゲルを添
加し、そしてこの混合物を、減圧下で濃縮した。その残渣を、ＨＯＲＩＺＯＮ　ＨＰＦＣ
システム（Ｂｉｏｔａｇｅ，Ｉｎｃ，Ｃｈａｒｌｏｔｔｅｓｖｉｌｌｅ，Ｖｉｒｇｉｎｉ
ａ，ＵＳＡから入手可能な、自動のモジュール式高速フラッシュ精製製品）（シリカカー
トリッジ、クロロホルム中２％メタノールで抽出）を使用して、カラムクロマトグラフィ
ーにより精製した。得られた黄色固体（７３０ｍｇ）を、アセトニトリル（３０ｍＬ）か
ら再結晶した。これらの結晶を濾過により単離し、アセトニトリルで洗浄し、そして真空
オーブン中で乾燥させて、２６７ｍｇのアセトンＯ－（４－アミノ［１，３］チアゾロ［
４，５－ｃ］キノリン－２－イルメチル）オキシムを黄色結晶（ｍｐ　１５２～１５３℃
）として得た。
分析　Ｃ１４Ｈ１４Ｎ４ＯＳについての計算値：Ｃ，５８．７２；Ｈ，４．９３；Ｎ，１
９．５７。実測値：Ｃ，５８．６５；Ｈ，４．７９；Ｎ，１９．８１。
【０２９６】
　（実施例２）
　アセトンＯ－（４－アミノ－７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－
２－イルメチル）オキシム）
【０２９７】
【化８６】

　（パートＡ）
　エトキシメチレンマロン酸ジエチル（６７７ｇ，３．１３モル（ｍｏｌ））を、３－ブ
ロモアニリン（４９１ｇ，２．８５ｍｏｌ）に、１時間かけて添加した。この添加の間、
温度は６０℃まで上昇した。次いで、この反応物を１１５℃で３０分間、１２５℃で３０
分間、および１４０℃で１５分間加熱し、この間に、エタノールがこの反応物から蒸発し
た。この反応温度を１３０℃に調整し、そしてこの反応混合物を、４５分間かけて、加熱
したＤＯＷＴＨＥＲＭ　Ａ熱移動流体（５リットル（Ｌ），２５０℃）に添加した。この
添加の間、熱移動流体の温度を２４２℃と２５０℃との間に維持した。この添加の終了時
に、沈殿物が形成した。この反応混合物を、約２５０℃で１時間加熱し、次いで、８０℃
まで冷却した。濃塩酸（５００ｍＬ）を添加し、そしてこの反応混合物を、１１０℃で１
時間、１２５℃で２時間、および１５０℃でさらに２時間で加熱し、次いで、一晩かけて
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室温まで冷却した。次いで、この混合物を２００℃まで２時間加熱し、さらに２５０℃に
加熱し、２５０℃で１時間維持し、そして室温まで冷却した。沈殿物が存在したので濾過
により単離し、ヘプタン（２Ｌ）、エタノール（１Ｌ）、およびジエチルエーテル（１Ｌ
）で連続的に洗浄して、６０４ｇの７－ブロモキノリン－４－オールを暗赤色の固体とし
て得た。
【０２９８】
　（パートＢ）
　プロピオン酸（５Ｌ）中の７－ブロモキノリン－４－オール（５９４ｇ，２．６５ｍｏ
ｌ）の溶液を、１２０℃まで加熱し、そして温度を１１９℃～１３０℃の範囲に維持しな
がら、硝酸（１６モル濃度（Ｍ）を２１５ｍＬ）を２．５時間かけて滴下した。次いで、
この反応物を６０℃まで冷却し、そして濾過して、固体を収集し、この固体を、水（３×
５００ｍＬ）、２－プロパノール（５００ｍＬ）、およびジエチルエーテル（３００ｍＬ
）で連続的に洗浄し、そして減圧濾過により吸引乾燥させて、４４７ｇの７－ブロモ－３
－ニトロキノリン－４－オールを黄褐色粉末として得た。
【０２９９】
　（パートＣ）
　Ｐａｒｒ容器に、７－ブロモ－３－ニトロキノリン－４－オール（２７２ｇ，１．０１
ｍｏｌ）、ＤＭＦ（２．７Ｌ）、および５％炭素担持パラジウム（２１ｇ）を入れ、そし
てこの混合物を、水素圧力下（５０ｐｓｉ，３．４×１０５Ｐａ）に３時間置いた。この
混合物を、ＣＥＬＩＴＥフィルタ剤の層に通して濾過し、そしてそのフィルターケーキを
、ＤＭＦ（５００ｍＬ）で洗浄した。その濾液を約０℃まで冷却し、そして無水塩化水素
ガス（約７０ｇ）を、約５分間、この溶液に通して分散させた。沈殿物が形成したので濾
過により単離し、アセトン（５００ｍＬ）で洗浄し、そしてフィルタ漏斗（ｆｉｌｔｅｒ
　ｆｕｎｎｅｌ）上で乾燥させて、２２４ｇの７－ブロモ－４－ヒドロキシキノリン－３
アンモニウムクロリドを、黄褐色の固体として得た。
【０３００】
　（パートＤ）
　トリエチルアミン（１６１ｇ，１．５９ｍｏｌ）を、ジクロロメタン（２．２５Ｌ）中
の７－ブロモ－４－ヒドロキシキノリン－３アンモニウムクロリド（２２４ｇ，０．８１
５ｍｏｌ）の懸濁物に添加し、そしてこの混合物を、約０℃まで冷却した。アセトキシア
セチルクロリド（１１２ｇ，０．８２０ｍｏｌ）を、１時間かけて添加した。この反応物
を、室温で１時間攪拌し、次いで、３日間静置した。固体が存在したので濾過により単離
し、そしてプレスして乾燥させた。この固体を、脱イオン水（２Ｌ）中で２時間攪拌し、
濾過により単離し、フィルタ漏斗上で一晩乾燥させ、そして真空オーブン中で６０℃～７
０℃でさらに乾燥させて、２２３ｇの２－［（７－ブロモ－４－ヒドロキシキノリン－３
－イル）アミノ］－２－オキソエチルアセテートを赤褐色固体として得た。
【０３０１】
　（パートＥ）
　五硫化リン（１４６ｇ，０．３２８ｍｏｌ）を、ピリジン（２Ｌ）中の２－［（７－ブ
ロモ－４－ヒドロキシキノリン－３－イル）アミノ］－２－オキソエチルアセテート（２
２２ｇ，０．６５５ｍｏｌ）の懸濁物に添加し、そしてこの反応物を、１．５時間加熱還
流した。ピリジン（１．８Ｌ）の一部を、減圧濾過により除去した。飽和水性重炭酸ナト
リウム（７５０ｍＬ）と脱イオン水（７５０ｍＬ）との混合物をゆっくりと添加し、次い
で、７５０ｍＬの水とピリジンとの混合物を、減圧濾過により除去した。残りの混合物を
、一晩攪拌した。固体が存在したので濾過により単離し、水（３×５００ｍＬ）で洗浄し
、そしてフィルタ漏斗上で乾燥させて、２２０ｇの（７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４
，５－ｃ］キノリン－２－イル）メチルアセテートを褐色固体として得、これを、さらに
精製せずに次の工程において使用した。
【０３０２】
　（パートＦ）
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　水酸化リチウム一水和物（１２．４ｇ，２９７ｍｍｏｌ）を、ＴＨＦ（２５０ｍＬ）、
メタノール（５００ｍＬ）、および水（２５０ｍＬ）中の、（７－ブロモ［１，３］チア
ゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メチルアセテート（５０．０ｇ，１４８ｍｍｏ
ｌ）の溶液に添加し、そしてこの反応混合物を、室温で１時間攪拌した。ＴＨＦおよびメ
タノールを、減圧下で除去した。沈殿物が形成し、この沈殿物を濾過により単離し、水お
よびジエチルエーテルで連続的に洗浄し、そして真空オーブン内で一晩乾燥させて、３５
．５ｇの（７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メタノー
ルを緑褐色固体として得た。
【０３０３】
　（パートＧ）
　Ｎ－ヒドロキシフタルイミド（４．１５ｇ，２５．４ｍｍｏｌ）およびトリフェニルホ
スフィン（６．６６ｇ，２５．４ｍｍｏｌ）を、ＴＨＦ（１７０ｍＬ）中の（７－ブロモ
［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メタノール（５．００ｇ，１６
．９ｍｍｏｌ）の懸濁物に添加した。アゾジカルボン酸ジエチル（４．４３ｇ，２５．４
ｍｍｏｌ）を滴下し、そして得られた溶液を、室温で１．５時間攪拌した。沈殿物が形成
したので濾過により単離し、ＴＨＦで洗浄し、そして真空オーブン中で乾燥させて、５．
５９ｇの２－［（７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メ
トキシ］－１Ｈ－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオンを得た。
【０３０４】
　（パートＨ）
　ヒドラジン水和物（３．１７ｇ，６３．４ｍｍｏｌ）を、エタノール（５０ｍＬ）中の
２－［（７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メトキシ］
－１Ｈ－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオン（５．５８ｇ，１２．７ｍｍｏｌ）の
懸濁物に添加し、そしてこの反応物を、室温で３時間攪拌した。溶媒を減圧下で除去し、
そして２－（アミノオキシ）メチル－７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノ
リンを含有する粗混合物を、精製せずに次の工程において使用した。
【０３０５】
　（パートＩ）
　メタノール（８０ｍＬ）およびアセトン（４０ｍＬ）を、パートＨから得られた物質に
添加し、そしてこの反応混合物を室温で１７時間攪拌した。シリカゲルを添加し、そして
この混合物を、減圧下で濃縮した。その残渣を、ＨＯＲＩＺＯＮ　ＨＰＦＣシステム（シ
リカカートリッジ、ジクロロメタン中５％メタノールで溶出）を使用するカラムクロマト
グラフィーにより精製した。得られた黄色固体（６．０６ｇ）をメタノール（１５０ｍＬ
）で粉砕し、濾過し、メタノールで洗浄し、そして真空オーブン中で乾燥させて、１．８
８ｇのアセトンＯ－（７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル
メチル）オキシムを黄褐色の固体として得た。濾液を減圧下で濃縮し、そしてその残渣を
メタノール（５０ｍＬ）で粉砕し、濾過し、メタノールで洗浄し、そして真空オーブン中
で乾燥させて、さらに１．０９ｇの生成物を得た。この濾液中に沈殿物が形成したので濾
過により単離し、メタノールで洗浄し、そして真空オーブン中で乾燥させて、さらに６６
５ｍｇの生成物を得た。
【０３０６】
　（パートＪ）
　ｍＣＰＢＡ（７７％純度を５．５０ｇ，２４．６ｍｍｏｌ）を、クロロホルム（１００
ｍＬ）中のアセトンＯ－（７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－
イルメチル）オキシム（３．４４ｇ，９．８２ｍｍｏｌ）の溶液に添加し、そしてこの反
応物を室温で１．５時間攪拌し、そして水性重炭酸ナトリウム（１０％ｗ／ｗを１００ｍ
Ｌ）で連続的に洗浄した。その有機層を硫酸マグネシウムで乾燥させ、そして濾過して、
クロロホルム中のアセトンＯ－（７－ブロモ－５－オキシド［１，３］チアゾロ［４，５
－ｃ］キノリン－２－イルメチル）オキシムの溶液を得た。
【０３０７】
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　（パートＫ）
　トリクロロアセチルイソシアネート（４．６３ｇ，２．９３ｍＬ，２４．６ｍｍｏｌ）
を、パートＪから得られた溶液に、攪拌しながら添加し、そしてこの反応物を、室温で３
時間攪拌した。溶媒を、減圧下で除去した。その残渣をエタノール（１００ｍＬ）に溶解
し、そしてカリウムエトキシド（０．８２７ｇ，９．８２ｍｍｏｌ）を添加した。得られ
た混合物を室温で２０時間攪拌した。１時間の攪拌後、沈殿物が形成し始めた。この沈殿
物を濾過により単離し、エタノールで洗浄し、そして真空オーブン中で乾燥させて、１．
８６ｇのアセトンＯ－（４－アミノ－７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノ
リン－２－イルメチル）オキシムを褐色固体として得た。濾液を減圧下で濃縮し、そして
その残渣をＨＯＲＩＺＯＮ　ＨＰＦＣシステム（シリカカートリッジ、ジクロロメタン中
３～１０％メタノールで溶出）を使用するカラムクロマトグラフィーにより精製した。得
られた固体を、１：１：１アセトニトリル／メタノール／ジクロロメタンから再結晶した
。これらの結晶を濾過により単離し、ジクロロメタンで洗浄し、そして真空オーブン中で
乾燥させて、さらに０．３５４ｇのアセトンＯ－（４－アミノ－７－ブロモ［１，３］チ
アゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イルメチル）オキシムを淡褐色結晶（ｍｐ　２１１
～２１３℃）として得た。
分析　Ｃ１４Ｈ１３ＢｒＮ４ＯＳについての計算値：Ｃ，４６．０４；Ｈ，３．５９；Ｎ
，１５．３４。実測値：Ｃ，４５．８９；Ｈ，３．３６；Ｎ，１５．３８。
【０３０８】
　（実施例３）
　（４－アミノ－７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－カルバル
デヒドＯ－メチルオキシム）
【０３０９】
【化８７】

　（パートＡ）
　Ｄｅｓｓ－Ｍａｒｔｉｎペルヨージナン（２．１６ｇ，５．０８ｍｏｌ，［１，１，１
－トリス（アセチルオキシ）－１，１－ジヒドロ－１，２－ベンズヨードキソール－３－
（１Ｈ）－オン］）を、ジクロロメタン（３０ｍＬ）中の（７－ブロモ［１，３］チアゾ
ロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メタノール（実施例２のパートＦにおいて調製、
１．０ｇ，３．４ｍｍｏｌ）の懸濁物に添加し、そして得られた懸濁物を、室温で１．５
時間攪拌した。この反応混合物を濾過して固体を単離し、この固体を、ジクロロメタンお
よびジエチルエーテルで洗浄して、８７７ｍｇの７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５
－ｃ］キノリン－２－カルバルデヒドを褐色固体として得た。
【０３１０】
　（パートＢ）
　メトキシルアミン塩酸塩（０．５００ｇ，５．９８ｍｍｏｌ）を、メタノール（１０ｍ
Ｌ）中の７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－カルバルデヒド（
８７７ｍｇ，２．９９ｍｍｏｌ）の懸濁物に添加し、そしてこの懸濁物を、室温で１．７
時間攪拌した。この反応混合物を濾過して固体を単離し、この固体をメタノールで洗浄し
て、６０７ｍｇの褐色固体を得た。その濾液を減圧下で濃縮して、さらに６６０ｍｇの褐
色固体を得た。これらの２つの固体を合わせて、１．２ｇの７－ブロモ［１，３］チアゾ
ロ［４，５－ｃ］キノリン－２－カルバルデヒドＯ－メチルオキシムを、異性体の１：１
の混合物として得た。
【０３１１】
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　（パートＣ）
　ｍＣＰＢＡ（７７％純度のものを１．６８ｇ，７．４８ｍｍｏｌ）を、クロロホルム（
３０ｍＬ）中のパートＢから得られた物質の溶液に添加し、そしてこの反応物を、室温で
３０分間攪拌した。ＬＣ／ＭＳによる分析は、反応が起こっていないことを示したので、
水酸化カリウム（メタノール中０．５Ｎを２１ｍＬ）を添加した。この反応物を、周囲温
度で１時間攪拌した。ＬＣ／ＭＳによる分析は、反応が起こっていないことを示した。溶
媒を減圧下で除去し、そしてその残渣をジクロロメタン（１００ｍＬ）で希釈した。得ら
れた溶液を、飽和水性重炭酸ナトリウム（５０ｍＬ）と水（５０ｍＬ）との混合物で洗浄
し、そして水層を、ジクロロメタン（１００ｍＬ）で抽出した。合わせた有機画分を硫酸
マグネシウムで乾燥させ、濾過し、そして減圧下で濃縮した。その残渣をクロロホルム（
３０ｍＬ）に溶解し、そしてｍＣＰＢＡ（１．６８ｇ，７．４８ｍｍｏｌ）を添加した。
この反応物を２時間攪拌し、次いで、水性重炭酸ナトリウム（１０％ｗ／ｗを５０ｍＬ）
で洗浄した。層を一晩分離させた。いくらかの固体が存在したので、濾過により単離した
。有機層を分離し、硫酸マグネシウムで乾燥させ、濾過し、そして減圧下で濃縮した。そ
の残渣を単離した固体と合わせて、７－ブロモ－５－オキシド［１，３］チアゾロ［４，
５－ｃ］キノリン－２－カルバルデヒドＯ－メチルオキシムを得た。
【０３１２】
　（パートＤ）
　トリクロロアセチルイソシアネート（１．４１ｇ，０．８９１ｍＬ，７．４８ｍｍｏｌ
）を、クロロホルム（３０ｍＬ）中のパートＣから物質の溶液に攪拌しながら添加し、そ
してこの反応物を、室温で１時間攪拌した。ＬＣ／ＭＳによる分析は、出発物質の存在を
示したので、さらなるトリクロロアセチルイソシアネート（０．２００ｍＬ）を添加した
。この反応物を、室温で１．５時間攪拌し、次いで、溶媒を減圧下で除去した。その残渣
をエタノール（３０ｍＬ）に溶解し、そしてカリウムエトキシド（０．２５２ｇ，２．９
９ｍｍｏｌ）を添加した。得られた混合物を室温で１８時間攪拌した。溶媒を減圧下で除
去した。その残渣を、ＨＯＲＩＺＯＮ　ＨＰＦＣシステム（シリカカートリッジ、ジクロ
ロメタン中３～７％メタノールで溶出）を使用するカラムクロマトグラフィーにより精製
した。得られた固体をメタノール（３０ｍＬ）で粉砕し、そして濾過により精製して、６
０ｍｇの４－アミノ－７－ブロモ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－カル
バルデヒドＯ－メチルオキシムを、黄色固体として、異性体の４：１の混合物として得た
（ｍｐ　２６２～２６４℃）。
分析　Ｃ１２Ｈ９ＢｒＮ４ＯＳについての計算値：Ｃ，４２．７４；Ｈ，２．６９；Ｎ，
１６．６２。実測値：Ｃ，４２．５０；Ｈ，２．６２；Ｎ，１６．５６。
【０３１３】
　（実施例４～７２）
　以下の表からのアルデヒドまたはケトン（１．１当量、０．１１ｍｍｏｌ）を、メタノ
ール（１ｍＬ）中の２－（アミノオキシ）メチル［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノ
リン－４－アミン（実施例１のパートＡ～Ｆにおいて調製，４０ｍｇ，０．１ｍｍｏｌ）
の溶液を入れた試験管に添加した。この試験管にキャップをし、そして室温で８４時間、
振盪機に置いた。溶媒を、減圧濃縮により除去した。これらの化合物を、Ｗａｔｅｒｓ　
ＦｒａｃｔｉｏｎＬｙｎｘ自動生成システムを使用する分取高速液体クロマトグラフィー
（分取ＨＰＬＣ）により精製した。分取ＨＰＬＣの画分を、Ｗａｔｅｒｓ　ＬＣ／ＴＯＦ
－ＭＳを使用して分析し、そして適切な画分を遠心エバポレートして、所望の化合物のト
リフルオロ酢酸塩を得た。逆相分取ＨＰＬＣを、５～９５％　Ｂの非線形勾配溶出を用い
て実施した。ここで、Ａは、０．０５％トリフルオロ酢酸／水であり、そしてＢは、０．
０５％トリフルオロ酢酸／アセトニトリルである。画分を、質量選択的トリガ（ｍａｓｓ
－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ）により収集した。以下の表は、各実施例
について使用されるケトンまたはアルデヒド、得られた化合物の構造、および単離された
トリフルオロ酢酸塩についての実測の正確な質量を示す。表においてＲについての構造は
、トランス異性体として描かれているが、存在する異性体を決定しなかったので、各実施
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【０３１４】
【化８８】

【０３１５】
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【化８９】

【０３１６】
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【化９０】

【０３１７】
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【化９１】

【０３１８】
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【化９２】

【０３１９】
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【化９３】

【０３２０】
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【化９４】

【０３２１】
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【化９５】

　（実施例７３～１１４）
　（パートＡ）
　実施例２のパートＦおよびＧに記載される方法の改変を使用して、（［１，３］チアゾ
ロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メチルアセテートを、２－［（［１，３］チアゾ
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ロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メトキシ］－１Ｈ－イソインドール－１，３（２
Ｈ）－ジオンに転換した。パートＦにおける反応物を、周囲温度で３．５時間攪拌し、そ
してパートＧにおいて、アゾジカルボン酸ジイソプロピルを、アゾジカルボン酸ジエチル
の代わりに使用した。
【０３２２】
　（パートＢ）
　ヒドラジン（３．４ｇ，３．３ｍＬ，１０６ｍｍｏｌ）を、エタノール（３００ｍＬ）
中の２－［（［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メトキシ］－１Ｈ
－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオン（１９．２ｇ，５３．１ｍｍｏｌ）の懸濁物
に添加し、そしてこの反応物を、室温で２．５時間攪拌し、そして濾過した。そのフィル
ターケーキをエタノールで洗浄し、そして真空オーブン中で一晩乾燥させて、１６．２ｇ
の２－（アミノオキシ）メチル［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリンを、いくらか
のフタルヒドラジンを含有する黄褐色の固体として得た。その濾液を減圧下で濃縮して、
５．８９ｇの同じ混合物を黄色固体として得た。エタノールからの再結晶によって、フタ
ルヒドラジンのいくらかを、この混合物から除去した。
【０３２３】
　（パートＣ）
　トリエチルアミン（１５．２ｍＬ，１０９ｍｍｏｌ）およびジカルボン酸ジ－ｔｅｒｔ
－ブチル（１９．１ｇ，８７．３ｍｍｏｌ）を、ＴＨＦ（３００ｍＬ）および水（１００
ｍＬ）中の、パートＢから得られた物質（１０．１ｇ）の混合物に添加し、そしてこの反
応物を、室温で一晩攪拌した。ＬＣ／ＭＳ分析により決定すると、この反応が完了したの
で、さらなるトリエチルアミン（５ｍＬ）およびジカルボン酸ジ－ｔｅｒｔ－ブチル（６
ｇ）を添加した。この反応物を、一晩攪拌した。水層を分離し、そしてＴＨＦ（２×１０
０ｍＬ）で抽出し、そして表せた有機画分を硫酸マグネシウムで乾燥させ、濾過し、そし
て減圧下で濃縮した。その残渣をトルエンに溶解し、そして３倍に濃縮して、黄色油状物
を得、これを、ＨＯＲＩＺＯＮ　ＨＰＦＣシステム（シリカカートリッジ、ジクロロメタ
ン中３～１０％メタノールで溶出）を使用するカラムクロマトグラフィーにより精製して
、７．５２ｇのｔｅｒｔ－ブチル［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル
メトキシカルバメートを得た。
【０３２４】
　（パートＤ）
　実施例１のパートＡおよびＢに記載される方法を使用して、ｔｅｒｔ－ブチル［１，３
］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イルメトキシカルバメートを酸化し、次いでア
ミノ化した。カリウムエトキシドとの反応物を加熱還流して、この反応を完了に導いた。
３回の別々の実施から得られた生成物を合わせて、ｔｅｒｔ－ブチル（４－アミノ［１，
３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－イル）メトキシカルバメートを褐色固体とし
て得た。
【０３２５】
　（パートＥ）
　塩化水素（１，４－ジオキサン中の４Ｍ溶液を２０ｍＬ）を、ジクロロメタン（８０ｍ
Ｌ）中のｔｅｒｔ－ブチル（４－アミノ［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２
－イル）メトキシカルバメート（３．６３ｇ，１０．５ｍｍｏｌ）の攪拌懸濁物に添加し
た。この反応物を、室温で４．５時間攪拌し、次いで、減圧下で濃縮して、３．６５ｇの
２－（アミノオキシ）メチル［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン三
塩酸塩を黄色固体として得た。
【０３２６】
　（パートＦ）
　以下の表からの試薬（１．１当量，０．１１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミド（１ｍＬ）中の、２－（アミノオキシ）メチル［１，３］チアゾロ［４，５－ｃ］キ
ノリン－４－アミン三塩酸塩（３６ｍｇ，０．１０ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－ジイソプロ
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ピルエチルアミン（８７μＬ，０．５０ｍｍｏｌ）の溶液を入れた試験管に添加した。各
試験管にキャップをし、そして周囲温度で一晩、振盪機に置いた。２滴の水を各試験管に
添加し、次いで、溶媒を減圧濃縮により除去した。これらの化合物を、実施例４～７２に
記載された方法に従って、分取ＨＰＬＣにより精製した。以下の表は、各実施例について
使用された試薬、得られた化合物の構造、および単離されたトリフルオロ酢酸塩について
の実測の正確な質量を示す。
【０３２７】
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【化９６】

【０３２８】
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【０３２９】



(93) JP 2008-530252 A 2008.8.7

10

20

30

40

【化９８】

【０３３０】
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【化９９】

　（実施例１１５～１３７）
　以下の表からのアルデヒドまたはケトン（１．１当量、０．１１ｍｍｏｌ）を、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアセトアミド（１ｍＬ）中の、２－（アミノオキシ）メチル－７－［１，３］
チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミン（実施例２のパートＡ～Ｈにおいて調製，
４９ｍｇ，０．１ｍｍｏｌ）の溶液を入れた試験管に添加した。この試験管にキャップを
し、そして室温で２時間、振盪機に置いた。溶媒を、減圧濃縮により除去した。これらの
化合物を、Ｗａｔｅｒｓ　ＦｒａｃｔｉｏｎＬｙｎｘ自動生成システムを使用する分取高
速液体クロマトグラフィー（分取ＨＰＬＣ）により精製した。分取ＨＰＬＣの画分を、Ｗ
ａｔｅｒｓ　ＬＣ／ＴＯＦ－ＭＳを使用して分析し、そして適切な画分を遠心エバポレー
トして、所望の化合物のトリフルオロ酢酸塩を得た。逆相分取ＨＰＬＣを、５～９５％　
Ｂの非線形勾配溶出を用いて実施した。ここで、Ａは、０．０５％トリフルオロ酢酸／水
であり、そしてＢは、０．０５％トリフルオロ酢酸／アセトニトリルである。画分を、質
量選択的トリガにより収集した。以下の表は、各実施例について使用されるケトンまたは
アルデヒド、得られた化合物の構造、および単離されたトリフルオロ酢酸塩についての実
測の正確な質量を示す。表においてＲについての構造は、トランス異性体として描かれて
いるが、存在する異性体を決定しなかったので、各実施例の化合物は、シス異性体を含む
かもしれず、完全にシス異性体であるかもしれず、完全にトランス異性体であるかもしれ
ない。
【０３３１】
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【化１０２】

　（実施例１３８）
　（４－アミノ－７－フェニル－チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－２－カルバルデヒド
Ｏ－メチル－オキシム）
【０３３４】

【化１０３】

　酢酸パラジウム（ＩＩ）（０．００１４ｇ，０．００６ｍｍｏｌ）を、水（４ｍＬ）お
よび１－プロパノール（２．５ｍＬ）中の、４－アミノ－７－ブロモ［１，３］チアゾロ
［４，５－ｃ］キノリン－２－カルバルデヒドＯ－メチルオキシム（０．７００ｇ，２．
０８ｍｍｏｌ）、フェニルボロン酸（０．３２９ｇ，２．７０ｍｍｏｌ）、トリフェニル
ホスフィン（０．００５ｇ，０．０１９ｍｍｏｌ）および炭酸ナトリウム（０．２６４ｇ
，２．４９ｍｍｏｌ）の攪拌懸濁物に、窒素雰囲気下で添加した。得られた懸濁物を、１
９時間加熱還流した。この反応混合物を周囲温度まで冷却し、ブライン（２５ｍＬ）とジ
クロロメタン（２５ｍＬ）との間で分配し、そして濾過して、固体を単離し、この固体を
、ジクロロメタンおよび水で洗浄して４５０ｍｇの褐色固体を得た。その濾液を分液漏斗
に移し、そしてジクロロメタン（３×５０ｍＬ）で抽出した。合わせた有機画分を硫酸マ
グネシウムで乾燥させ、濾過し、そして減圧下で濃縮して、さらに１００ｍｇの黄色固体
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Ｃシステム（シリカカートリッジ、ジクロロメタン－ジクロロメタン中１０％メタノール
で溶出）を使用するカラムクロマトグラフィーにより精製した。得られた２５２ｍｇの黄
色固体を、熱ジクロロメタンおよびエタノールの混合物から結晶化させ、そして濾過によ
り単離して、１１６ｍｇの４－アミノ－７－フェニル－チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン
－２－カルバルデヒドＯ－メチル－オキシムを、黄色固体（異性体の１５：１混合物、ｍ
ｐ　２５９～２６１℃）として得た。分析　Ｃ１８Ｈ１４Ｎ４ＯＳについての計算値：Ｃ
，６４．６５；Ｈ，４．２２；Ｎ，１６．７５。実測値：Ｃ，６４．４５；Ｈ，４．２９
；Ｎ，１６．７２。
【０３３５】
　（実施例１３９）
　（Ｎ－｛３－［４－アミノ－２－（メトキシイミノ－メチル）－チアゾロ［４，５－ｃ
］キノリン－７－イル］－フェニル｝－メタンスルホンアミド）
【０３３６】

【化１０４】

　実施例１３８に記載された方法に従い、３－（メタンスルホニルアミノ）フェニルボロ
ン酸（０．５６４ｇ，２．６２ｍｍｏｌ）を、フェニルボロン酸の代わりに使用した。そ
の生成物を、ＨＯＲＩＺＯＮ　ＨＰＦＣシステム（シリカカートリッジ、ジクロロメタン
中３～７％のメタノールで溶出）を使用するカラムクロマトグラフィーにより精製し、そ
してメタノールで粉砕して、１１３ｍｇのＮ－｛３－［４－アミノ－２－（メトキシルイ
ミノ－メチル）－チアゾロ［４，５－ｃ］キノリン－７－イル］－フェニル－メタンスル
ホンアミドを黄色固体（ｍｐ　２５４～２５６℃）として得た。分析　Ｃ１９Ｈ１７Ｎ５

Ｏ３Ｓ２についての計算値：Ｃ，５３．３８；Ｈ，４．０１；Ｎ，１６．３８。実測値：
Ｃ，５３．１７；Ｈ，３．９４；Ｎ，１６．５３。
【０３３７】
　（例示的な化合物）
　特定の例示的な化合物（実施例において上で記載された化合物のいくつかを含む）は、
以下の式（ＩＩｃまたはＩＩｄ）および以下のＲ３置換基を有し、この表の各線は、本発
明の特定の実施形態を表すように、式ＩＩｃまたは式ＩＩｄと一致している。
【０３３８】
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　特定の例示的な化合物（実施例において上で記載された化合物のいくつかを含む）は、
以下の式（ＩＩｅ）および以下のＲ２置換基を有し、この表の各線は、本発明の特定の実
施形態を表すように、式ＩＩｅと一致している。
【０３３９】

【化１０６】

【０３４０】
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【０３４１】
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【化１０８】

　本発明の化合物は、以下に記載されたような方法のうちの１つを使用して試験されると
きに、ヒト細胞におけるインターフェロンαおよび／または腫瘍壊死因子αの産生を誘導
することによって、サイトカイン生合成を調節することが見出された。
【０３４２】
　（ヒト細胞おけるサイトカイン誘導）
　インビトロでのヒト血液細胞系を使用して、サイトカインの誘導を評価する。活性は、
Ｔｅｓｔｅｒｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．”Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　Ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｂｙ　ｔ
ｈｅ　Ｉｍｍｕｎｏｍｏｄｕｌａｔｏｒｓ　Ｉｍｉｑｕｉｍｏｄ　ａｎｄ　Ｓ－２７６０
９，”Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｌｅｕｋｏｃｙｔｅ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，５８，３６５－３
７２（Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，１９９５）において記載されるように培養培地に分泌された
インターフェロン（α）および腫瘍壊死因子（α）（それぞれ、ＩＦＮ－αおよびＴＮＦ
－α）を測定することに基づく。
【０３４３】
　（培養のための血液細胞の調製）
　ヒトの健常なドナーに由来する全血を、静脈穿刺することで、ＥＤＴＡを含む真空採血
管またはシリンジに採取した。末梢血単核球（ＰＢＭＣ）を、ＨＩＳＴＯＰＡＱＵＥ－１
０７７（Ｓｉｇｍａ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）またはＦｉｃｏｌｌ－Ｐａｑｕｅ　Ｐｌ
ｕｓ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，　ＮＪ）を
使用することで密度勾配遠心分離法により全血から分離した。血液を、ダルベッコリン酸
緩衝化生理食塩液（ＤＰＢＳ）またはハンクス液（Ｈａｎｋ’ｓ　Ｂａｌａｎｃｅｄ　Ｓ
ａｌｔｓ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ）を用いて１：１で希釈した。または、全血を、密度勾配液
を含むＡｃｃｕｓｐｉｎ（Ｓｉｇｍａ）またはＬｅｕｃｏＳｅｐ（Ｇｒｅｉｎｅｒ　Ｂｉ
ｏ－Ｏｎｅ，Ｉｎｃ．，Ｌｏｎｇｗｏｏｄ，ＦＬ）遠心分離フリットチューブ（ｃｅｎｔ
ｒｉｆｕｇｅ　ｆｒｉｔ　ｔｕｂｅ）にいれる。そのＰＢＭＣ層を、回収して、ＤＰＢＳ
またはＨＢＳＳを用いて２回洗浄して、ＲＰＭＩ完全培地中で４×１０６細胞／ｍＬにて
再懸濁した。このＰＢＭＣ再懸濁液を、試験化合物を含有する等量のＲＰＭＩ完全培地を
含む９６ウェルフラットボトム型滅菌組織培養プレートに加えた。
【０３４４】
　（化合物調製）
　これらの化合物を、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）中に溶解させる。そのＤＭＳＯ
濃度は、その培養ウェルに添加するために最終濃度として１％を超えるべきではない。こ
の化合物を、通常は、３０～０．０１４μＭの範囲の濃度で試験する。コントロールとし
ては、培地のみを加えた細胞サンプル、（化合物を含まない）ＤＭＳＯのみを加えた細胞
サンプル、基準化合物を加えた細胞サンプルが挙げられる。
【０３４５】
　（インキュベーション）
　試験化合物の溶液を、ＲＰＭＩ完全培地（ＲＰＭＩ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を含む第１の
ウェルに６０μＭで加え、そのウェルで３倍に連続希釈した。次いで、このＰＢＭＣ懸濁
液を、等量でそのウェルに加えて、その試験化合物の濃度を所望の範囲（通常は、３０～
０．０１４　μＭ）とした。そのＰＢＭＣ懸濁液の最終濃度は、２×１０６細胞／ｍＬで
ある。これらのプレートを、滅菌したプラスチック製のカバーで覆って、穏やかに混合し
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、その後、５％二酸化炭素雰囲気下にて３７℃で１８時間～２４時間にわたってインキュ
ベートした。
【０３４６】
　（分離）
　インキュベーション後、そのプレートを、４℃で、１０分間にわたって１０００ｒｐｍ
（約２００ｇ）にて遠心分離する。無細胞培養上清を取り出し、滅菌ポリプロピレンチュ
ーブに移す。分析を行うまではそのサンプルを－３０℃～－７０℃で維持する。そのサン
プルを、ＩＦＮ－αについてはＥＬＩＳＡにより、そして、ＴＮＦ－αについてはＩＧＥ
Ｎ／ＢｉｏＶｅｒｉｓ　Ａｓｓａｙにより分析する。
【０３４７】
　（インターフェロンαおよび腫瘍壊死因子αの分析）
　ＩＦＮ－α濃度を、ＰＢＬ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｐｉ
ｓｃａｔａｗａｙ，　ＮＪ）製のヒトマルチサブタイプ比色定量サンドイッチＥＬＩＳＡ
（ｈｕｍａｎ　ｍｕｌｔｉ－ｓｕｂｔｙｐｅ　ｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃ　ｓａｎｄｗｉ
ｃｈ　ＥＬＩＳＡ；カタログ番号　４１１０５）を用いて決定する。結果は、ｐｇ／ｍＬ
で表す。
【０３４８】
　このＴＮＦ－α濃度を、ＯＲＩＧＥＮ　Ｍ－Ｓｅｒｉｅｓ　Ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙに
より決定して、これまでＩＧＥＮ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕ
ｒｇ，ＭＤとして知られていたＢｉｏＶｅｒｉｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製のＩＧＥＮ
　Ｍ－８　ａｎａｌｙｚｅｒに基づいて読み取りを行う。この免疫学的アッセイでは、Ｂ
ｉｏｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｃａｍａｒｉｌｌｏ，ＣＡ製のヒトＴ
ＮＦ－α捕捉抗体および検出抗体のペア（カタログ番号ＡＨＣ３４１９およびＡＨＣ３７
１２）を利用する。結果は、ｐｇ／ｍＬで表す。
【０３４９】
　（アッセイデータおよび分析）
　総じて、アッセイのデータの出力は、化合物濃度（Ｘ軸）の関数としてのＴＮＦ－αお
よびＩＦＮ－α（ｙ軸）の相関値からなる。
【０３５０】
　データ分析は、２つの工程を有する。まず、読取値の各々から、平均ＤＭＳＯ（ＤＭＳ
Ｏ　コントロールウェル）または実験におけるバックグラウンド値（通常、ＩＦＮ－αに
ついては２０ｐｇ／ｍＬであり、ＴＮＦ－αについては、４０ｐｇ／ｍＬである）のうち
の大きな方を差し引く。バックグラウンドを差し引いた結果から負の値が得られた場合は
、その読み取りについては、「＊」として報告し、信頼性のある検出結果ではないことが
示される。その後の計算および統計処理の結果において、「＊」は、ゼロ（０）として処
理される。次に、全てのバックグラウンドを差し引いた値に、実験後の分散を低減するた
めの単一の調整比（ｓｉｎｇｌｅ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｒａｔｉｏ）を乗算した。こ
の調整比は、これまでの６１の実験（調整していない読取値）に基づいた基準化合物の期
待される面積値により新たに行った実験における基準化合物の面積値を除算したものであ
る。これによって、用量応答曲線の形状を変化させることなく新規データに対する読み取
り値（ｙ軸）のスケーリングが得られる。使用する基準化合物は、２－［４－アミノ－２
－エトキシメチル－６，７，８，９－テトラヒドロ－α，α－ジメチル－１Ｈ－イミダゾ
［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エタノールハイドレート（米国特許第５，３５２，
７８４号；実施例９１）であり、その期待される面積値は、これまで行った６１実験から
得られた用量値の中央値の和である。
【０３５１】
　最小有効濃度は、所定の実験および化合物について、バックグランドを差引いて、基準
により調整した結果に基づいて計算される。この最小有効濃度（μＭ）は、その試験され
る化合物について固定されたサイトカイン濃度（通常は、ＩＦＮ－αについては、２０ｐ
ｇ／ｍＬであり、そして、ＴＮＦ－αについては、４０ｐｇ／ｍＬである）において応答
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を誘導する試験化合物の最も低い濃度である。最大応答は、用量応答において生じたサイ
トカインの最大量（ｐｇ／ｍｌ）である。
【０３５２】
　（ヒト細胞におけるサイトカイン誘導）
　（ハイスループットスクリーニング）
　上述した「ヒト細胞におけるサイトカイン誘導」による試験方法は、ハイスループット
のために以下のように改変する。
【０３５３】
　（培養のために血液細胞の調製）
　ヒトの健常なドナーに由来する全血を、静脈穿刺することで、ＥＤＴＡを含む真空採血
管またはシリンジに採取する。末梢血単核球（ＰＢＭＣ）を、ＨＩＳＴＯＰＡＱＵＥ－１
０７７（Ｓｉｇｍａ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）またはＦｉｃｏｌｌ－Ｐａｑｕｅ　Ｐｌ
ｕｓ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）を使
用することで密度勾配遠心分離法により全血から分離する。全血を、密度勾配液を含むＡ
ｃｃｕｓｐｉｎ（Ｓｉｇｍａ）またはＬｅｕｃｏＳｅｐ（Ｇｒｅｉｎｅｒ　Ｂｉｏ－Ｏｎ
ｅ，Ｉｎｃ．，Ｌｏｎｇｗｏｏｄ，ＦＬ）遠心分離フリットチューブ（ｃｅｎｔｒｉｆｕ
ｇｅ　ｆｒｉｔ　ｔｕｂｅ）にいれる。そのＰＢＭＣ層を回収して、ＤＰＢＳまたはＨＢ
ＳＳを用いて２回洗浄して、ＲＰＭＩ完全培地中で４×１０６細胞／ｍＬにて再懸濁する
。このＰＢＭＣ再懸濁液を、試験化合物を含有する等量のＲＰＭＩ完全培地を含む９６ウ
ェルフラットボトム型滅菌組織培養プレートに加える。
【０３５４】
　（化合物調製）
　これらの化合物を、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）中に溶解させる。この化合物を
、通常は、３０～０．０１４μＭの範囲の濃度で試験する。コントロールとしては、各々
のプレートにおいて、培地のみを加えた細胞サンプル、（化合物を含まない）ＤＭＳＯの
みを加えた細胞サンプル、基準化合物である２－［４－アミノ－２－エトキシメチル－６
，７，８，９－テトラヒドロ－α，α－ジメチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリ
ン－１－イル］エタノールハイドレート（米国特許第５，３５２，７８４号；実施例９１
）を加えた細胞サンプルが挙げられる。試験化合物の溶液を、７．５ｍＭで、投薬プレー
ト（ｄｏｓｉｎｇ　ｐｌａｔｅ）の最初のウェルに加えて、その後の７つのＤＭＳＯ濃度
のための３倍希釈を行う。ついで、その試験化合物希釈物にＲＰＭＩ完全培地を加えて、
最終試験濃度の２倍（６０～０．０２８μＭ）の最終化合物濃度に到達させる。
【０３５５】
　（インキュベーション）
　次いで、化合物溶液を、そのＰＢＭＣ懸濁液を含むウェルに加えて、その試験化合物濃
度を所望の範囲（通常は、３０μＭ～０．０１４μＭ）にして、そのＤＭＳＯ濃度を０．
４％とする。ＰＢＭＣの最終濃度は、２ｘ１０６細胞／ｍＬである。これらのプレートを
、滅菌したプラスチック製カバーで覆い、次いで、１８～２４時間にわたって５％二酸化
炭素雰囲気下で３７℃にてインキュベートした。
【０３５６】
　（分離）
　インキュベーション後、そのプレートを、４℃にて１０分間にわたって１０００ｒｐｍ
（約２００ｇ）で遠心分離する。４－ｐｌｅｘ　Ｈｕｍａｎ　Ｐａｎｅｌ　ＭＳＤ　ＭＵ
ＬＴＩ－ＳＰＯＴ　９６ウェル型プレートを、ＭｅｓｏＳｃａｌｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ
，　Ｉｎｃ．（ＭＳＤ，Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ，　ＭＤ）製のそれに適切な捕捉抗体
で予め被覆する。無細胞培養上清を取り出し、ＭＳＤプレートに移す。通常は、新たなサ
ンプルを試験するが、分析を行うまではそのサンプルを、－３０℃～－７０℃で維持する
。
【０３５７】
　（インターフェロンαおよび腫瘍壊死因子αの分析）
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　ＭＳＤ　ＭＵＬＴＩ－ＳＰＯＲＴプレートは、ウェルの各々内に、特定の位置に予め被
覆しておいたヒトＴＮＦ－αおよびヒトＩＦＮ－αを含む。ウェルの各々は、４つのスポ
ット、すなわち、ヒトＴＮＦ－α捕捉抗体（ＭＳＤ）スポットを１つ、ヒトＩＦＮ－α捕
捉抗体（ＰＢＬ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｐｉｓｃａｔａｗ
ａｙ，ＮＪ）スポットを１つ、非働化ウシ血清アルブミンを２つ含む。このヒトＴＮＦ－
α捕捉抗体および検出抗体のペアは、ＭｅｓｏＳｃａｌｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ製である
。このヒトＩＦＮ－αマルチサブタイプ抗体（ＰＢＬ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｌａｂｏ
ｒａｔｏｒｉｅｓ）は、ＩＦＮ－αＦ（ＩＦＮＡ２１）をのぞく全てのＩＦＮ－αサブタ
イプを捕捉する。基準物質は、組換えヒトＴＮＦ－α（Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍｉｎ
ｎｅａｐｏｌｉｓ，ＭＮ）およびＩＦＮ－α（ＰＢＬ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｌａｂｏ
ｒａｔｏｒｉｅｓ）からなる。サンプルおよび別個の基準物を、ＭＳＤプレートの各々に
ついて分析時に加える。２つのヒトＩＦＮ－α検出抗体（カタログ番号２１１１２および
２１１００，ＰＢＬ）を、互いに１：２（重量：重量）で使用してＩＦＮ－α濃度を決定
する。このサイトカイン特異的検出抗体を、ＳＵＬＦＯ－ＴＡＧ（ＭＳＤ）試薬（ＭＳＤ
）で標識する。このＳＵＬＦＯ－ＴＡＧ標識した検出抗体をそのウェルに加えた後に、各
々のウェルにおける化学発光レベルを、ＭＳＤ’ｓ　ＳＥＣＴＯＲ　ＨＴＳ　ＲＥＡＤＥ
Ｒを利用して読み取る。結果は、既知のサイトカイン基準物質を用いた計算に基づいてｐ
ｇ／ｍＬで表現される。
【０３５８】
　（アッセイデータおよび分析）
　総じて、アッセイのデータの出力は、化合物濃度（Ｘ軸）の関数としてのＴＮＦ－αま
たはＩＦＮ－α（ｙ軸）の相関値からなる。
【０３５９】
　プレートワイズ（ｐｌａｔｅ－ｗｉｓｅ）スケーリングを、同種の実験において伴うプ
レートごとの分散を低減することを目的として、所定の実験において行う。まず、読取値
の各々から、平均ＤＭＳＯ（ＤＭＳＯコントロールウェル）または実験におけるバックグ
ラウンド値（通常、ＩＦＮ－αについては２０ｐｇ／ｍＬであり、ＴＮＦ－αについては
、４０ｐｇ／ｍＬである。）のうちの大きな方を差し引く。バックグラウンドを差し引い
た結果によって得られた負の値は、０として設定される。所定の実験におけるプレートの
各々は、コントロールとしての基準化合物を有している。このコントロールは、このアッ
セイにおける全てのプレートにわたってその曲線下で期待される面積の中央値を計算する
のに使用される。プレートワイズスケーリング係数を、その実験全体に対する期待される
面積の中央値に対する特定のプレートにおける基準化合物の面積の比として各々のプレー
トについて計算する。次いで、各々プレートから得られるデータに、全てのプレートにつ
いて、スケーリング係数を乗算する。（両方のサイトカイン、すなわち、ＩＦＮ－α、お
よびＴＮＦ－α）０．５と２．０の間のスケーリング係数を有しているプレートから得ら
れたデータのみを報告する。上述の区間から外れたスケーリング係数を有するプレートか
ら得られたデータについては、それらが上述の区間内に入るスケーリング値を有するまで
再試験する。これによって、用量応答曲線の形状を変化させることなく新規データに対す
る読み取り値（ｙ軸）のスケーリングが得られる。使用する基準化合物は、２－［４－ア
ミノ－２－エトキシメチル－６，７，８，９－テトラヒドロ－α，α－ジメチル－１Ｈ－
イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エタノールハイドレート（米国特許第５，
３５２，７８４号；実施例９１）である。その期待される面積の中央値は、所定の実験の
一部である全てのプレートにわたる面積の中央値である。
【０３６０】
　第２のスケーリングもまた、（複数の実験にわたる）実験間の分散を低減するために実
施される。全てのバックグラウンドを差し引いた値に、実験後の分散を低減するための単
一の調整比を乗算した。この調整比は、これまでの実験（調整していない読取値）の平均
値に基づいた基準化合物の期待される面積値により新たに行った実験における基準化合物
の面積値を除算したものである。これによって、用量応答曲線の形状を変化させることな
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く新規データに対する読み取り値（ｙ軸）のスケーリングが得られる。使用する基準化合
物は、２－［４－アミノ－２－エトキシメチル－６，７，８，９－テトラヒドロ－α，α
－ジメチル－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－イル］エタノールハイドレー
ト（米国特許第５，３５２，７８４号；実施例９１）であり、その期待される面積値は、
これまで行った実験の平均値に基づく用量の中央値の和である。
【０３６１】
　最小有効濃度は、所定の実験および化合物について、バックグランドを差引いて、基準
により調整した結果に基づいて計算される。この最小有効濃度（μＭ）は、その試験され
る化合物について固定されたサイトカイン濃度（通常は、ＩＦＮ－αについては、２０ｐ
ｇ／ｍＬであり、そして、ＴＮＦ－αについては、４０ｐｇ／ｍＬである）において応答
を誘導する試験化合物の最も低い濃度である。最大応答は、用量応答において生じたサイ
トカインの最大量（ｐｇ／ｍｌ）である。
【０３６２】
　本明細書において引用された、特許、特許文書、および刊行物の完全な開示が、各々が
別個に援用されたごとく、その全体において、参考として援用される。本発明に対する種
々の改変および変更は、本発明の範囲および精神を逸脱することなく、当業者にとって明
らかである。本発明が、本明細書において使用された例示的な実験および実施例によって
過度に限定されることは意図されないこと、ならびに、本明細書において示されたこのよ
うな例示的な実験および実施例は、特許請求の範囲によってのみ限定されるべきものとし
て理解されるべきである。
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