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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】化学的純度、結晶化度、医薬用途での操作性が良好な化合物を提供する。
【解決手段】ＸＲＰＤピーク：７，４８；７，９３；１０，１５；１０，３２；１２，７
２；１３，５１；１６，１８；１６，４６；１８，０８；１８，５３；１８，９４；８，
５５；１７，７９；１９，８９；１９，１；２０，２；２１，３７；２２，９６；２３，
６３；２４，８７；２６，５１；２８，０９；２８，６１及び２５，８２±０．２度／２
θ（ＣｕＫα２）を特徴とする化合物Ｉ（式中、ｎは１である）の結晶形態。

【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の特徴的なＸＲＰＤピーク：７，４８；７，９３；１０，１５；１０，３２；１２
，７２；１３，５１；１６，１８；１６，４６；１８，０８；１８，５３；１８，９４；
８，５５；１７，７９；１９，８９；１９，１；２０，２；２１，３７；２２，９６；２
３，６３；２４，８７；２６，５１；２８，０９；２８，６１及び２５，８２±０．２度
／２θ（ＣｕＫα２）を特徴とする、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の結晶形
態。
【化１】

【請求項２】
　喘息又は慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）などの炎症性又は閉塞性の呼吸器疾患の予防及
び／又は治療に使用するための、請求項１に記載の結晶形態。
【請求項３】
　喘息又は慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）などの炎症性又は閉塞性の呼吸器疾患を予防及
び／又は治療する方法であって、有効量の請求項１又は２の結晶形態の吸入投与を含む、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、式（Ｉ）の化合物の溶媒和化合物及び結晶形態に関する。これらの合成生成
物は、例えば呼吸器疾患の治療における医薬的用途での使用に適する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明により得られる、化学名（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスル
ホニルアミノ－安息香酸１－（３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－
フェニル）－２－（３，５－ジクロロ－１－オキシ－ピリジン－４－イル）－エチルエス
テル及び（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルアミノ－安息香酸
１－（３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，
５－ジクロロ－ピリジン－４－イル）－エチルエステルを有する、式（Ｉ）の化合物（式
中、ｎは０又は１である）
【０００３】
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【化１】

は、呼吸障害、例えば慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、すべてのタイプの
喘息及びアレルギー性病態、例えばアトピー性皮膚炎及びアレルギー性鼻炎を含めた幅広
い状態に対する、予防目的又は症状緩和のために使用することができる。
【０００４】
　前記化合物は、優れたＬＰＤＥ４選択性を有する強力なＰＤＥ４阻害剤として、特許文
献１に開示された。
【０００５】
　式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）及びその類似体の製造方法も、特許文
献１に開示された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２０１０／０８９１０７号
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、式（Ｉ）の化合物の製造方法に関する。
【０００８】
　特に、本発明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１であり、以下の式においてア
ステリスクで印を付けたキラル炭素原子は（Ｓ）配置を示す）の製造方法に関する。
【０００９】

【化２】

【００１０】
　ＰＤＥ４阻害剤としてのその作用故に、前記化合物は治療的に有用であり、したがって
、前記化合物を含む関連医薬組成物は、ＣＯＰＤ（慢性気管支炎及び気腫）、喘息、アレ
ルギー性鼻炎及びアトピー性皮膚炎などの吸器疾患；アレルギー性病態、炎症性関節炎；
クローン病；心筋及び脳の再灌流傷害；嚢胞性線維症、動脈再狭窄、アテローム性動脈硬
化症、角化症、リウマチ性脊椎炎、骨関節症、発熱（ｐｙｒｅｓｉｓ）、糖尿病、じん肺
症、毒性及びアレルギー性の接触湿疹；全身性エリテマトーデス、濾胞性及び広領域の膿
皮症、内因性及び外因性の座瘡、酒土性座瘡、ベーチェット病（Ｂｅｇｈｅｔ’ｓ　ｄｉ
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ｓｅａｓｅ）、アナフィラクトイド紫斑病性腎炎、炎症性腸疾患、白血病、多発性硬化症
、胃腸疾患、自己免疫疾患；神経系及び精神系障害；卒中及び脊髄損傷の予防及び治療に
おいて使用することができる。
【００１１】
　本発明は、上記で引用した先行技術文献に開示されている製造方法に代わる、式（Ｉ）
の化合物の特に効率的な製造方法に関する。
【００１２】
　この方法は、プロセスパラメーターの制御及び再現性が改善され、合成ステップ及び中
間体分離の数が減り、原子効率がより高く、溶媒量が低減し、生成物形成の収率がより高
く、及び不純物が低減した、より簡単且つより安全な手順を提供するので、既知の方法と
比較して特に有利である。
【００１３】
　この方法はまた、工業規模の製造に特に適している。
【００１４】
　以降形態Ａと称される、高レベルの化学的純度及び結晶化度並びに医薬用途に関する良
好な操作性を特徴とする式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の熱力学的に安定な結
晶形態を、本発明の方法に従って得ることができる。
【００１５】
　以下の詳細なセクションのように、Ｘ線粉末回折（ＸＲＰＤ）パターンにおけるその特
徴的なピーク及び溶融区間を持つ本発明の結晶形態Ａを、適切な溶媒及び操作条件を使用
することによる結晶化を介して、選択的に精製することができる。
【００１６】
　したがって、本発明は、選択された条件下での結晶化又は再結晶化を含む、前記形態Ａ
の製造方法にも関する。
【００１７】
　予防的又は治療的目的に前記結晶形態Ａを使用することができるので、本発明は、さら
に、喘息又は慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）などの炎症性又は閉塞性の呼吸器疾患の予防
及び／又は治療に関する医薬の製造における、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）
の結晶形態Ａの使用を含む。
【００１８】
　さらに他の態様では、本発明は、有効量の結晶形態Ａの吸入投与を含む、喘息又は慢性
閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）などの炎症性又は閉塞性の呼吸器疾患を予防及び／又は治療す
る方法を含む。
【００１９】
　式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の溶媒和化合物も、適切な溶媒を用いて操作
することにより得られる。
【００２０】
　したがって、本発明は前記溶媒和化合物の製造方法にも関する。
【００２１】
　特に、式（Ｉ）の化合物の溶媒和化合物はエタノールから得られ、Ｘ線粉末回折（ＸＲ
ＰＤ）パターンにおけるその特徴的なピーク及びその特徴的な溶融区間に基づいて識別可
能である。
【００２２】
　定義
　別段定義されない限りは、本明細書で使用するすべての技術用語及び科学用語は、それ
が、本主題が属する当業者に通常理解されるのと同じ意味を有する。
【００２３】
　用語「高レベルの化学的純度」は、薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）又は高速液体ク
ロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）などの標準的分析方法によって決定される場合に、容易に
検出することができる不純物の総量が、５ｗ／ｗ％未満、有利には２．５ｗ／ｗ％未満、
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さらに１．０ｗ／ｗ％未満、より好ましくはさらに０．５ｗ／ｗ％未満である結晶形態を
指す。
【００２４】
　用語「高レベルの結晶化度」は、Ｘ線粉末回折又はマイクロカロリメトリーなどの標準
的分析方法によって決定される場合に、結晶化度のパーセンテージが９０ｗ／ｗ％以上、
好ましくは９５ｗ／ｗ％以上である結晶形態を指す。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の、エタノールからの溶媒和化合物の
示差走査熱量測定（ＤＳＣ）の熱曲線を示す図である。
【図２】式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の、エタノールからの溶媒和化合物の
ラマンスペクトルを示す図である。
【図３】式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の、エタノールからの溶媒和化合物の
ＸＲＰＤパターンを示す図である。
【図４】酢酸エチル／ｎ－ヘプタンからの結晶形態Ａの示差走査熱量測定（ＤＳＣ）の熱
曲線を示す図である。
【図５】酢酸エチル／ｎ－ヘプタンからの結晶形態Ａのラマンスペクトルを示す図である
。
【図６】Ｘ線回折管ＫＦＬ　Ｃｕ　２ｋ型を有するＢｒｕｋｅｒ　Ｄ８　Ａｄｖａｎｃｅ
で記録した、酢酸エチル／ｎ－ヘプタンからの結晶形態ＡのＸＲＰＤパターンを示す図で
ある。
【図７】酢酸イソプロピルからの結晶形態ＡのＸＲＰＤパターンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、式（Ｉ）の化合物
【００２７】
【化３】

（式中、ｎは０又は１である）の製造方法であって、
　ａ）式（ＩＩ）の化合物
【００２８】

【化４】

（式中、ｎは０又は１である）を、式（ＩＩＩ）の化合物
【００２９】



(6) JP 2019-38813 A 2019.3.14

10

20

30

40

50

【化５】

（式中、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅ及び－ＮＯ２から選択され、Ｚは、－ＯＨ、塩素、臭素、
直鎖状又は分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ、アリールオキシ、アリールアルコキシ、
（Ｃ１～Ｃ６）アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニルオキシ及びアリール（Ｃ

１～Ｃ６）アルキルカルボニルオキシから選択される）と反応させて、式（Ｉ）の化合物
（式中、ｎは０若しくは１である）又は式（ＩＶ）の化合物
【００３０】
【化６】

　（式中、ｎは上で報告した意味を有する）を得ること、並びにステップ（ａ）において
式（ＩＶ）の化合物が得られる場合、
　ｂ）それを対応する式（Ｖ）の化合物
【００３１】
【化７】

　（式中、ｎは０又は１である）に還元し、これをメタンスルホニルハライドと反応させ
て、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは上で報告した意味を有する）を得ることを含み、
　ここでは、ステップ（ａ）の式（ＩＩ）の化合物が、代替ステップ（ｃ１）又は（ｃ２
）又は（ｃ３）のうちのいずれか１つに従って、
　ｃ１）式（ＶＩ）の化合物
【００３２】

【化８】

（式中、ｎは０若しくは１である）を酸化して、式（ＶＩＩ）の化合物
【００３３】
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【化９】

（式中、ｎは０若しくは１である）を得、続いて、エナンチオ選択的にそれを還元して、
式（ＩＩ）の化合物（式中、ｎは上で報告した意味を有する）を得ること、又は
　ｃ２）式（ＶＩ）の化合物（式中、ｎは０若しくは１である）をクロマトグラフィーに
よって分離して、式（ＩＩ）の化合物及び式（ＶＩＩＩ）の化合物
【００３４】
【化１０】

（式中、ｎは上で報告した意味を有する）の両方を得ること、
　及び任意選択で、ステップ（ｃ２）で得られた式（ＶＩＩＩ）の化合物を対応する式（
ＶＩＩ）の化合物に酸化し、続いて、式（ＶＩ）の化合物（式中、ｎは０若しくは１であ
る）に還元し、次のクロマトグラフィー分離方法で再処理すること、又は
　ｃ３）式Ｂ”の中間体
【００３５】

【化１１】

を式Ｄの中間体
【００３６】

【化１２】

　（式中、Ｒは直鎖状若しくは分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）アルキル基若しくはアリールアル
キル基であり、ｎは上で報告した意味を有する）と反応させて、直接的に式（ＶＩＩ）の
化合物を得、続いて、エナンチオ選択的にそれを還元して、式（ＩＩ）の化合物（式中、
ｎは上で報告した意味を有する）を得ること、



(8) JP 2019-38813 A 2019.3.14

10

20

30

40

50

によって得られ、
　ここでは、ｎが１である、式（Ｉ）、（ＩＩ）、（ＩＶ）、（Ｖ）、（ＶＩ）、（ＶＩ
Ｉ）又は（ＶＩＩＩ）のすべての化合物が、ｎが０である対応する化合物を酸化すること
によって得ることができる製造方法を提供する。
【００３７】
　本明細書では、別段の定めがない限り、式（ＶＩ）において記号
【００３８】
【化１３】

を有する結合は、２つの鏡像異性体（Ｒ）及び（Ｓ）のラセミ混合物を示す。
【００３９】
　式（Ｉ）及び（ＩＩ）において記号
【００４０】

【化１４】

を有する結合は、鏡像異性体（Ｓ）を示し、一方、式（ＶＩＩＩ）において記号
【００４１】
【化１５】

を有する結合は、鏡像異性体（Ｒ）を示す。
【００４２】
　直鎖状又は分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）アルキル基という用語は、１～６個の炭素原子を有
する直鎖状又は分枝状のアルキル基、例えば、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロ
ピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－ペンチル、ｎ
－ヘキシルなどを表す。
【００４３】
　（Ｃ１～Ｃ６）アリールアルキルという用語は、さらにアリールによって置換された（
Ｃ１～Ｃ６）アルキル基を指す。
【００４４】
　直鎖状又は分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ基という用語は、アルキルが、１～６個
の炭素原子を有する直鎖状又は分枝状のアルキル基、例えば、メトキシ、エトキシ、ｎ－
プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ｎ－ブトキシ、ｉｓｏブトキシ、ｓｅｃ－ブトキ
シ、ｔｅｒｔ－ブトキシ、ｎ－ペンチルオキシ、ｎ－ヘキシルオキシなど、好ましくはメ
トキシを表す、任意のアルキルオキシ鎖を意味する。
【００４５】
　アリールオキシ基という用語は、酸素原子を介して残りの分子に連結した任意のアリー
ル基、すなわちアリール－Ｏ－基を意味する。この点で、別段の定めがない限り、アリー
ルは、例えば、Ｎ、ＮＨ、Ｏ又はＳから選択される１～３個のヘテロ原子又はヘテロ原子
基を有する５又は６員環を含む、芳香族炭素環又は芳香族複素環を表す。フェノキシ基が
好ましい。
【００４６】
　アリールアルコキシという用語は、上記で定義されたような、１つ又は複数のアリール
基によって置換された、任意の（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシを意味する。ベンジルオキシが
好ましい。
【００４７】
　アリールアルキルカルボニルオキシという用語は、上記で定義されたような、１つ又は
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、好ましくはベンジルカルボニルオキシを意味する。
【００４８】
　ハライドという用語は、本発明の方法のステップ（ｂ）におけるメタンスルホニルハラ
イドに言及する場合、クロリド及びブロマイドを意味する。
【００４９】
　好ましい実施形態では、本発明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）の
製造方法であって、ステップ（ａ）において、式（ＩＩ）の化合物（式中、ｎは上で報告
した意味を有する）を、式（ＩＩＩ）の化合物（ＸはＮＨＳＯ２Ｍｅであり、Ｚは上で報
告した意味を有する）と反応させることを含む製造方法を提供する。
【００５０】
　別の好ましい実施形態によれば、本発明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１で
ある）の製造方法であって、ステップ（ａ）において、式（ＩＩ）の化合物（式中、ｎは
上で報告した意味を有する）を、式（ＩＩＩ）の化合物（Ｘは－ＮＯ２であり、Ｚは上で
報告した意味を有する）と反応させることを含む製造方法を提供する。
【００５１】
　さらに好ましい実施形態によれば、本発明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１
である）の製造方法であって、式（ＶＩ）の化合物を式（ＶＩＩ）の化合物に酸化するこ
と、及び式（ＶＩＩ）の化合物を、式（ＩＩ）の化合物（式中、ｎは上で報告した意味を
有する）にエナンチオ選択的に還元することによって、ステップ（ｃ１）により得られた
式（ＩＩ）の化合物を反応させることを含む製造方法を提供する。
【００５２】
　さらに好ましい実施形態によれば、本発明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１
である）の製造方法であって、式（ＶＩ）の化合物をクロマトグラフィーによって分離し
て、式（ＩＩ）の化合物及び式（ＶＩＩＩ）の化合物（式中、ｎは上で報告した意味を有
する）の両方を得ることによって、ステップ（ｃ２）により得られた式（ＩＩ）の化合物
を反応させることを含む、製造方法を提供する。
【００５３】
　さらにより好ましくは、このクロマトグラフィーによる分離の実施形態によれば、本発
明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）の製造方法であって、式（ＶＩ）
の化合物をクロマトグラフィーによって分離して、式（ＩＩ）の化合物及び式（ＶＩＩＩ
）の化合物の両方を得ること（式中、ｎは上で報告した意味を有する）によって、及び次
いで、式（ＶＩＩＩ）の化合物を対応する式（ＶＩＩ）の化合物に酸化して、続いて、さ
らなるクロマトグラフィー分離で再利用され得る式（ＶＩ）の化合物に還元することによ
って、ステップ（ｃ２）により得られた式（ＩＩ）の化合物を反応させることを含む製造
方法を提供する。
【００５４】
　さらに好ましい実施形態によれば、本発明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１
である）の製造方法であって、ステップ（ｃ３）により得られた式（ＩＩ）の化合物を反
応させること、式Ｂ”の中間体
【００５５】
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【化１６】

を式Ｄの中間体
【００５６】
【化１７】

と反応させて、直接的に式（ＶＩＩ）の化合物を得、続いて、エナンチオ選択的にそれを
還元して、式（ＩＩ）の化合物（式中、ｎは上で報告した意味を有する）を得ることを含
む製造方法を提供する。
【００５７】
　さらなる好ましい実施形態によれば、本発明は、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１であ
る）の製造方法であって、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０である）を酸化することを含
む製造方法を提供する
【００５８】
　あるいは、本発明は、式（ＩＩ）の化合物（式中ｎは１である）から出発することによ
る式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の製造方法であって、この式（ＩＩ）の化合
物が、対応する式（ＩＩ）の化合物（式中、ｎは０である）の酸化によって得られる、製
造方法を提供する。
【００５９】
　あるいは、本発明は、式（ＩＶ）の化合物（式中ｎは１である）から出発することによ
る式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の製造方法であって、この式（ＩＶ）の化合
物が、対応する式（ＩＶ）の化合物（式中、ｎは０である）の酸化によって得られる、製
造方法を提供する。
【００６０】
　あるいは、本発明は、式（Ｖ）の化合物（式中ｎは１である）から出発することによる
式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の製造方法であって、この式（Ｖ）の化合物が
、対応する式（Ｖ）の化合物（式中、ｎは０である）の酸化によって得られる、製造方法
を提供する。
【００６１】
　あるいは、本発明は、式（ＶＩ）の化合物（式中ｎは１である）から出発することによ
る式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の製造方法であって、この式（ＶＩ）の化合
物が、対応する式（ＶＩ）の化合物（式中、ｎは０である）の酸化によって得られる、製
造方法を提供する。
【００６２】
　あるいは、本発明は、式（ＶＩＩ）の化合物（式中ｎは１である）から出発することに
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よる式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）の製造方法であって、この式（ＶＩＩ）の
化合物が、対応する式（ＶＩＩ）の化合物（式中、ｎは０である）の酸化によって得られ
る、製造方法を提供する。
【００６３】
　本発明のステップ（ａ）によれば、この方法は、式（ＩＩ）の化合物を式（ＩＩＩ）の
化合物と反応させることによる、式（Ｉ）又は式（ＩＶ）の化合物の製造を提供する（式
中、ｎ、Ｘ及びＺは上で報告した意味を有する）。
【００６４】
　より詳細には、式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｚは－ＯＨである）が使用される場合、
反応は、ＤＣＣ、ＣＤＩ、ＨＡＴＵ、ＨＢＴＵ、ＴＢＴＵ、ＤＭＴＭＭ、ＣＯＭＵ、ＥＤ
ＣＩから選択されるカップリング試薬の存在下で、ＨＯＢｔを用いて又は用いずに、ＴＥ
Ａ、ＤＩＰＥＡ、ＮＭＭ、ＤＢＵ、ＤＢＯ、ピリジン及びＤＭＡＰのような有機塩基を用
いて又は用いずに、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ジメチルホルムアミド、ジメチ
ルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、トルエン、ベンゼン、キシレン、アセトン、イ
ソプロピルケトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ＴＨＦ、ジオキサン
、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチル
メチルエーテル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル、ジクロロメタン、ク
ロロホルム、クロロベンゼン及びそれらの混合物から選択される溶媒中で行われる。
【００６５】
　式（ＩＩＩ）の化合物が塩化アシル若しくは臭化アシル又は活性化エステル及び混合無
水物である場合、反応は、カップリング試薬を用いずに、上記のように行われる。
【００６６】
　好ましくは、式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅである）との上記の
反応は、ＣＤＩ及びＤＢＵを用いて、酢酸エチル中で行われる。
【００６７】
　別の好ましい実施形態では、式（ＩＶ）の化合物を生じさせるために、反応が式（ＩＩ
Ｉ）の化合物（式中、Ｘは－ＮＯ２である）と行われる場合、上記の反応は、ＥＤＣＩ及
びＤＭＡＰを用いて、ＤＭＦ中で達成される。
【００６８】
　方法のステップ（ｂ）によれば、ステップ（ａ）の式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｘは
－ＮＯ２である）から出発する場合に任意選択で行うために、最初に、式（ＩＶ）の化合
物（式中、ｎは上で報告した意味を有する）を対応する式（Ｖ）のアミノ誘導体に還元し
、次いで、メタンスルホニルハライドと適切に反応させて、式（Ｉ）の化合物を得る。
【００６９】
　好ましくは、還元ステップは、水素、シクロヘキサジエン、ギ酸アンモニウム、ギ酸、
鉄、二塩化スズ、スズ、塩化ニッケル、ニッケル、水素化アルミニウムリチウム、水素化
アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ
素カリウム及びハイドロサルファイトナトリウムから選択される還元剤を用いて行われる
。
【００７０】
　さらに好ましい実施形態では、反応が、水素、シクロヘキサジエン、ギ酸アンモニウム
及びギ酸を用いて行われる場合は、反応は、パラジウムベース、白金ベース又はニッケル
ベースの触媒から選択される、又はパラジウム／炭素、パラジウム／硫酸バリウム及びパ
ラジウム／炭酸カルシウムからなる群から選択される触媒の存在下で行われる。
【００７１】
　さらにより好ましい実施形態では、ギ酸が使用される場合、反応は、アンモニア又はア
ミン、好ましくはトリエチルアミンの存在下で行われる。
【００７２】
　上記の還元ステップに適した溶媒は、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール
、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ
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シエチルエーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテ
ル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル及びそれらの混合物から選択される
。
【００７３】
　より好ましくは、反応は、水素、パラジウム／チャコールを用いて、酢酸エチル中で行
われる。
【００７４】
　メタンスルホニルハライドとの式（Ｖ）の化合物の後続反応は、適切な溶媒、例えば、
トルエン、ベンゼン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、２－メトキシエチル
エーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸
エチル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル、ジクロロメタン、クロロホルム、クロロベ
ンゼン及びそれらの混合物、並びに、好ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、
重炭酸ナトリウム、水素化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、重炭酸カリウム
、水酸化リチウム、炭酸リチウム、水酸化セシウム、炭酸セシウム、重炭酸セシウム、Ｔ
ＥＡ（トリエチルアミン）、ＤＩＰＥＡ（ヒューニッヒ塩基、ジイソプロピルエチルアミ
ン）、ＮＭＭ（Ｎ－メチルモルホリン）、ＤＢＵ（１，８－ジアザビシクロ［５．４．０
］ウンデカ－７－エン）、ＤＢＯ（１，４－ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン）、
ピリジン及びＤＭＡＰ（４－ジメチルアミノピリジン）から選択される塩基の存在下で行
われる。ピリジンが過度に使用される場合は、他の溶媒を避けることができる。
【００７５】
　好ましくは、反応は、トリエチルアミンを用いて、ジクロロメタン中で行われる。
【００７６】
　式（ＩＩ）の化合物の製造のためのステップ（ｃ１）によれば、最初に、式（ＶＩ）の
化合物を対応する式（ＶＩＩ）のケト誘導体に酸化し、次いでこれを、式（ＩＩ）の化合
物にエナンチオ選択的に還元する。
【００７７】
　酸化は、ＭｎＯ２などの金属酸化物、２－ヨードキシ安息香酸（ＩＢＸ）又はデス－マ
ーチンペルヨージナンのような高原子価ヨウ素、三酸化硫黄ピリジン錯体のようなジメチ
ルスルホキシドベースの酸化体（Ｓｗｅｒｎ）、から選択される酸化剤の存在下で、水、
ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホ
キシド、スルホラン、トルエン、ベンゼン、キシレン、アセトン、イソプロピルケトン、
メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセト
ニトリル、ジクロロメタン、ＴＨＦ、ジオキサン及びそれらの混合物から選択される溶媒
中で、好ましくは行われる。
【００７８】
　さらにより好ましくは、反応は、ＭｎＯ２を用いてトルエン中で、又はＳｗｅｒｎ酸化
体を用いてＤＭＳＯ中で行われる。
【００７９】
　式（ＶＩ）の化合物は、特許文献１に記載されているように、式Ｂの中間体
【００８０】
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【化１８】

及び式Ｄの中間体（式中、ｎ＝０）
【００８１】
【化１９】

から製造することができる。
【００８２】
　式（ＩＩ）の化合物の製造のためのステップ（ｃ３）によれば、式Ｂ’の中間体
【００８３】
【化２０】

は、式Ｂ”の中間体
【００８４】
【化２１】

に変換され、これは、塩化チオニル、塩化水素、硫酸と、他の溶媒を用いて又は用いずに
、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ベン
ジルアルコール中で反応させること、又は適切な溶媒、例えば、メタノール、エタノール
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、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチルホルムアミド、ジメチ
ルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル
、酢酸イソプロピル、アセトニトリル、ジクロロメタン及びそれらの混合物、並びに、好
ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、炭
酸カリウム、重炭酸カリウム、水酸化リチウム、炭酸リチウム、水酸化セシウム、炭酸セ
シウム、重炭酸セシウム、ＴＥＡ（トリエチルアミン）、ＤＩＰＥＡ（ヒューニッヒ塩基
、ジイソプロピルエチルアミン）、ＮＭＭ（Ｎ－メチルモルホリン）、ピリジンから選択
される塩基の存在下で、関連するアルキルハライドと反応させることによる。
【００８５】
　より好ましくは、上記の反応は、炭酸カリウムを用いて、ジメチルホルムアミド又はジ
メチルアセトアミド中で行われる。
【００８６】
　中間体Ｂ’は、過酸化水素、過酢酸若しくはｍ－クロロ過安息香酸のような有機過酸、
又は過硫酸若しくはＯｘｏｎｅ（商標）（ＫＨＳＯ５

＊１／２ＫＨＳＯ４
＊１／２Ｋ２Ｓ

Ｏ４）のような無機過酸から選択される酸化剤を用いて、適切な溶媒、例えば、水、メタ
ノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチルホ
ルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、テトラヒドロフラン、ジオ
キサン、２－メトキシエチルエーテル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル及びそれらの
混合物の存在下で、中間体Ｂを酸化することによって得ることができる。より好ましくは
、上記の反応は、Ｏｘｏｎｅ（商標）を用いて、メタノール中で達成される。
【００８７】
　あるいは、中間体Ｂ”は、Ｏｘｏｎｅ（商標）を用いて、溶媒としての対応するアルキ
ルアルコール中で酸化することによって、中間体Ｂから直接的に製造することができる。
【００８８】
　あるいは、中間体Ｂ”は、中間体Ｃ”
【００８９】
【化２２】

への中間体Ｃ’の変換から製造することができ、これは、溶媒としての対応するアルキル
アルコール中で硫酸を用いるピナー反応、それに続いて、適切な溶媒、例えば、トルエン
、ベンゼン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル
、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸エチル、
酢酸イソプロピル、アセトニトリル、ジクロロメタン、クロロホルム、クロロベンゼン及
びそれらの混合物、並びに、好ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナ
トリウム、水素化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、重炭酸カリウム、水酸化
リチウム、炭酸リチウム、水酸化セシウム、炭酸セシウム、重炭酸セシウム、ＴＥＡ（ト
リエチルアミン）、ＤＩＰＥＡ（ヒューニッヒ塩基、ジイソプロピルエチルアミン）、Ｎ
ＭＭ（Ｎ－メチルモルホリン）、ＤＢＵ（１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデ
カ－７－エン）、ＤＢＯ（１，４－ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン）、ピリジン
及びＤＭＡＰ（４－ジメチルアミノピリジン）から選択される塩基の存在下で、シクロプ
ロピルブロマイドを用いてアルキル化することによる。
【００９０】
　次いで、中間体Ｂ”は、好ましくは、リチウムジイソプロピルアミド（ＬＤＡ）、ブチ
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ルリチウム、ヘキシルリチウム、ペンチルリチウム、リチウムビス（トリメチルシリル）
アミド（ＬＨＭＤＳ）、ナトリウムビス（トリメチルシリル）アミド、カリウムｔ－ブチ
レートから選択される塩基の存在下で、適切な溶媒、例えば、トルエン、ベンゼン、キシ
レン、テトラヒドロフラン、メチル－テトラヒドロフラン、ジオキサン、２－メトキシエ
チルエーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル及
びそれらの混合物の存在下で、中間体Ｄと反応させることによって、対応する式（ＶＩＩ
）のケト誘導体に変換される。
【００９１】
　より好ましくは、上記の反応はＬＨＭＤＳを用いて、ＴＨＦ中で行われる。その後のエ
ナンチオ選択的還元ステップは、水素から選択される還元剤を用いて、インサイチュで予
め形成された又は形成される重金属キラル錯体の存在下で、好ましくは行われる。インサ
イチュでの形成は、Ｒｕ－、Ｒｈ－又はＩｒ錯体、例えばＲｕＣｌ２（ＰＰｈ３）３、［
Ｒｕ（ｐ－シメン）Ｃｌ２］２、［ＲｈＣＩ２（Ｃｐ＊）］２又は［ＩｒＣＩ２（Ｃｐ＊

）］２を、キラル配位子、例えば、ＳＬ－Ｎ００４－１（（Ｒ）－４－ｔｅｒｔ－ブチル
－２－［（Ｒ）－２－（ビス（１－フェニル）ホスフィノ）フェロセン－ｌ－イル］オキ
サゾリン）、ＳＬ－Ｎ００３－１（（Ｒ）－４－イソプロピル－２－［（Ｒ）－２－（ジ
フェニルホスフィノ）－フェロセン－ｌ－イル］オキサゾリン）、（Ｓ，Ｓ）－Ｔｓ－Ｄ
ＰＥＮ（（１Ｓ，２Ｓ）－（－）－Ｎ－ｐ－トシル－１，２－ジフェニルエチレンジアミ
ン）、（Ｓ，Ｓ）－Ｍｓ－ＤＰＥＮ（（１Ｓ，２Ｓ）－（－）－Ｎ－メシル－１，２－ジ
フェニルエチレンジアミン）、（Ｒ）－ＤＡＩＰＥＮ（（２Ｒ）－（－）－１，１－ビス
（４－メトキシフェニル）－３－メチル－１，２－ブタンジアミン）、（１Ｒ，２Ｓ）－
１－アミノ（アミノ基）－２－インダノールと反応させることにより、生じ得る。
【００９２】
　上記の還元反応は、好ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、ナトリウムＣ１

～Ｃ４アルコラート、重炭酸ナトリウム、水素化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリ
ウム、カリウムＣ１～Ｃ４アルコラート、重炭酸カリウム、水酸化リチウム、炭酸リチウ
ム、リチウムＣ１～Ｃ４アルコラート、水酸化セシウム、炭酸セシウム、重炭酸セシウム
、トリエチルアミン、ピリジン及び４－ジメチルアミノピリジンから選択される塩基の存
在下で、好ましくは行われる。
【００９３】
　さらにより好ましい実施形態では、反応は、トルエン中で、水酸化ナトリウム水溶液の
存在下において、ＲｕＣｌ２（ＰＰｈ３）３及びキラル配位子ＳＬ－Ｎ００４－１を反応
させることによってインサイチュで形成される錯体を用いて行われる。
【００９４】
　あるいは、式（ＩＩ）及び（ＶＩＩＩ）の化合物を分取キラルクロマトグラフィーによ
って分離することができ、いくつかの運転においてキラルカラムをラセミ（ＶＩ）の溶液
で装填して、及び分離された鏡像異性体の溶出画分を収集して、バッチ手順を取り入れる
ことができる。大量の材料を分離するために、擬似移動床（ＳＭＢ）の手順を考慮すべき
である。
【００９５】
　有利なことに、方法発明の別の実施形態によれば、分取キラルＨＰＬＣ法によって一旦
式（ＩＩ）及び（ＶＩＩＩ）の化合物が分離されれば、式（ＶＩＩＩ）の化合物を、対応
する式（ＶＩＩ）の誘導体への酸化及びその後の還元を介して、式（ＶＩ）の化合物に都
合よく再変換することができ、先に報告したように、次のクロマトグラフィー分離方法で
再処理することができる。
【００９６】
　水素化アルミニウムリチウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素リチウム
、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素カリウムを用いて、水、メタノール、エタノー
ル、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、トルエン、ベンゼン、キシレ
ン、ＴＨＦ、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル、イソプロピ
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ルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル及びそれらの混合物のような溶媒中で、還元を続
けることができる。
【００９７】
　ｎが０である本発明のすべての化合物を、過酸化水素、過酢酸若しくはｍ－クロロ過安
息香酸のような有機過酸又は過硫酸若しくはＯｘｏｎｅ（商標）（ＫＨＳＯ５

＊１／２Ｋ
ＨＳＯ４＊１／２Ｋ２ＳＯ４）のような無機過酸から選択される酸化剤を用いて、水、メ
タノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、トルエン、ベンゼン、キ
シレン、アセトン、イソプロピルケトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
、ＴＨＦ、ジオキサン、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル、酢酸及びそれ
らの混合物からなる群から選択される溶媒中で酸化することによって、式中ｎが１である
対応する化合物に変換することができることを理解されたい。
【００９８】
　より好ましくは、上記の反応は、Ｏｘｏｎｅ（商標）を用いて、水及びメタノール中で
、（Ｉ）又は（ＩＩ）（式中、ｎは０である）に関して達成される。
【００９９】
　上記のすべてのことから、前述の方法の変形型のうちのいずれか１つに従って式（Ｉ）
の化合物を製造する場合、望まれない副反応を生じさせる可能性のある、出発物質又はそ
の中間体中の任意の官能基は、従来の技法に従って適切に保護される必要があることは明
らかである。同様に、こうした保護された化合物の脱保護された遊離化合物への変換は、
既知の手順に従って行うことができる。
【０１００】
　式（ＩＶ）及び（Ｖ）の中間体化合物（式中、ｎは０又は１である）は新規であり、し
たがって、本発明のさらなる目的に相当する。
【０１０１】
【化２３】

【０１０２】
　本方法の出発物質としての式（ＶＩ）の化合物は、既知であるか、既知の方法に従って
製造することができる。
【０１０３】
　一例を挙げると、式（ＶＩ）の化合物及びその製造は、特許文献１に開示されている。
【０１０４】
　式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅであり、Ｚは－ＯＨである）は、
本発明のさらなる目的に相当する。
【０１０５】
　式（ＩＩＩ）の他の出発物質は、既知であるか、既知の方法に従って容易に製造される
。
【０１０６】
　さらなる例として、式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅである）は、
対応する誘導体（ここでは、Ｘは－ＮＯ２である）から、これらの誘導体をアミノ誘導体
に還元すること、及び基本的に先に報告したように、メタンスルホニルハライドを用いる
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【０１０７】
　同様に、式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｚは－ＯＨである）の製造は、対応するエステ
ル誘導体の従来の加水分解によってもたらされ得る。
【０１０８】
　この点で、例えば式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｚはメトキシである）に対して生じる
加水分解反応は、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、
水酸化リチウム、炭酸リチウム、水酸化セシウム、炭酸セシウムから選択される適切な塩
基；水単独又はメタノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタ
ノール、ジメチルスルホキシド、スルホラン、トルエン、ベンゼン、キシレン、ＴＨＦ、
ジオキサン及びそれらの混合物と混合した水から選択される溶媒の存在下で容易に達成さ
れ得る。
【０１０９】
　より好ましくは、遊離酸へのエステルの加水分解反応（ここでは、Ｚは－ＯＨである）
は、ＮａＯＨを用いて、ＴＨＦ及び水の中で行われる。
【０１１０】
　同様に、式（ＩＩＩ）の化合物（式中、Ｚは－ＯＨ以外である）の製造は、周知のエス
テル化反応又はエステル転移反応法に従って、又は３－ヒドロキシ－４－ニトロ安息香酸
の関連するエステルから出発して、達成され得る。
【０１１１】
　本発明は、上記の式（Ｉ）の化合物に関して、式（Ｉ）のシクロプロピルメチル基及び
ジフルオロメチル基の代わりにさらなるＲ１及びＲ２基を有する、さらなる式（ＩＸ）の
化合物の製造方法も提供する。
【０１１２】
　前記式（ＩＸ）の化合物は、呼吸障害、例えば慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯ
ＰＤ）、すべてのタイプの喘息及びアレルギー性病態、例えばアトピー性皮膚炎及びアレ
ルギー性鼻炎を含めた幅広い状態に対する、予防目的又は症状緩和のために使用すること
ができる。
【０１１３】
　したがって、本発明は、式（ＸＩ）の化合物
【０１１４】
【化２４】

（式中、ｎは０又は１であり、Ｒ１及びＲ２は、Ｈ、直鎖状又は分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）
アルキル（ハロゲン原子から選択される１つ又は複数の置換基によって任意選択で置換さ
れている）、（Ｃ３～Ｃ７）シクロアルキル；（Ｃ５～Ｃ７）シクロアルケニル；直鎖状
又は分枝状の（Ｃ２～Ｃ６）アルケニル；アリール（Ｃ２～Ｃ６）アルケニル及び直鎖状
又は分枝状の（Ｃ２～Ｃ６）アルキニルからなる群において、独立に選択される）の製造
方法であって、
　ａ）式（Ｘ）の化合物
【０１１５】



(18) JP 2019-38813 A 2019.3.14

10

20

30

40

50

【化２５】

（式中、ｎは０又は１である）を式（ＩＩＩ）の化合物
【０１１６】

【化２６】

（式中、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅ及び－ＮＯ２から選択され、Ｚは、－ＯＨ、塩素、臭素、
直鎖状又は分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ、アリールオキシ、アリールアルコキシ、
（Ｃ１～Ｃ６）アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニルオキシ及びアリール（Ｃ

１～Ｃ６）アルキルカルボニルオキシから選択される）と反応させて、式（ＸＩ）の化合
物（式中、ｎは０若しくは１である）又は式（ＸＩＩ）の化合物
【０１１７】

【化２７】

　（式中、Ｒ１、Ｒ２及びｎは上で報告した意味を有する）を得ること、並びにステップ
（ａ）において式（ＸＩＩ）の化合物が得られる場合、
　ｂ）それを対応する式（ＸＩＩＩ）の化合物
【０１１８】

【化２８】

（式中、Ｒ１、Ｒ２及びｎは上で報告した意味を有する）に還元し、これをメタンスルホ
ニルハライドと反応させて、式（ＸＩ）の化合物（式中、ｎは上で報告した意味を有する
）を得ることを含み、
　ここでは、ステップ（ａ）の式（Ｘ）の化合物が、代替ステップ（ｃ１）又は（ｃ２）
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　ｃ１）式（ＸＩＶ）の化合物
【０１１９】
【化２９】

（式中、ｎは０若しくは１である）を酸化して、式（ＸＶ）の化合物（
【０１２０】
【化３０】

式中、ｎは０若しくは１である）を得、続いて、エナンチオ選択的にそれを還元して、式
（Ｘ）の化合物（式中、ｎは上で報告した意味を有する）を得ること、又は
　ｃ２）式（ＸＩＶ）の化合物（式中、ｎは０若しくは１である）をクロマトグラフィー
によって分離して、式（Ｘ）の化合物及び式（（ＸＶＩ）の化合物
【０１２１】

【化３１】

（式中、ｎは上で報告した意味を有する）の両方を得ること、
　及び任意選択で、ステップ（ｃ２）で得られた式（ＸＶＩ）の化合物を対応する式（Ｘ
Ｖ）の化合物に酸化し、続いて、式（ＸＩＶ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）に
還元し、次のクロマトグラフィー分離方法で再処理すること、
によって得られ、
　ここでは、ｎが１である、式（ＸＩ）、（Ｘ）、（ＸＩＩ）、（ＸＩＩＩ）、（ＸＩＶ
）、（ＸＶ）又は（ＸＶＩ）のすべての化合物が、ｎが０である対応する化合物を酸化す
ることによって得ることができる製造方法を提供する。
【０１２２】
　上記のすべてのことから、式（Ｉ）の化合物の製造方法の前述のステップに適用可能な
操作条件は、同様に、式（ＸＩ）の化合物の製造にも適用できることは明らかである。
【０１２３】
　式（ＸＩＩ）及び（ＸＩＩＩ）の中間体化合物（式中、ｎは０又は１である）は新規で
あり、したがって、本発明のさらなる目的に相当する。
【０１２４】
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【化３２】

【０１２５】
　式（Ｘ）の出発物質は、既知であるか、既知の方法に従って容易に製造される。
【０１２６】
　さらにより一層好ましい実施形態では、化合物（Ｉ）（式中、ｎは０又は１である）が
得られる場合、好ましくは、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタ
ノール、ｔ－ブタノール、トルエン、ベンゼン、キシレン、アセトン、イソプロピルケト
ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ＴＨＦ、ジオキサン、２－メトキシ
エチルエーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル
、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、ジクロロメタン、脂肪族若しくは芳香族炭化水素（好
ましくは、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン及びメチルシクロヘキサンか
らなる群から選択される）又はそれらの混合物から選択される１種又は複数の溶媒からの
結晶化又は破砕により、この化合物（Ｉ）を精製することができる。
【０１２７】
　反応は、好ましくは、酢酸エチル中でｎ－ヘプタンを用いて行われる。
【０１２８】
　別の好ましい実施形態では、本発明は、化合物（Ｉ）の結晶化による分離方法、及び適
切な担体又はビヒクルと組み合わせて吸入用の医薬組成物を製造するためのその使用に関
する。
【０１２９】
　別の好ましい実施形態では、本発明は、以下の特徴的なＸＲＰＤピーク：７，４８；７
，９３；１０，１５；１０，３２；１２，７２；１３，５１；１６，１８；１６，４６；
１８，０８；１８，５３；１８，９４；８，５５；１７，７９；１９，８９；１９，１；
２０，２；２１，３７；２２，９６；２３，６３；２４，８７；２６，５１；２８，０９
；２８，６１及び２５，８２±０．２度／２θを特徴とする、酢酸エチル及びｎ－ヘプタ
ンからの結晶形態Ａの製造方法に関する。
【０１３０】
　別の好ましい実施形態では、本発明は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）などの
炎症性又は閉塞性の呼吸器疾患の予防及び／又は治療のための、結晶形態Ａの使用に関す
る。
【０１３１】
　さらに他の態様では、本発明は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）などの炎症性
又は閉塞性の呼吸器疾患を予防及び／又は治療する方法であって、有効量の結晶形態Ａの
吸入投与を含む方法に関する。
【０１３２】
　別の好ましい実施形態では、本発明は、式（Ｉ）の化合物の溶媒和化合物の製造方法に
関する。
【０１３３】
　別の好ましい実施形態では、本発明は、以下の特徴的なＸＲＰＤピーク：７，４５；７
，８７；８，５１；１０，１２；１０，２８；１２，６６；１３，２９；１３，４５；１
４，９５；１６，１４；１６，３４；１７，０５；１７，７４；１８，０５；１８，４８
；１８，８８；１９，０５；１９，３３；１９，８５；２０，１８；２０，６５；２１，
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３；２２，９６；２３，５５；２３，８７；２４，４１；２４，６６；２４，８８；２５
，６２；２５，８２；２６，４５；２８，１２及び２８，５３±０．２度／２θを特徴と
する、エタノールからの式（Ｉ）の化合物の溶媒和化合物の製造方法に関する。
【０１３４】
　医薬組成物は、本発明に従って製造された式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１であ
る）と１種又は複数の医薬的に許容可能な適切な賦形剤を混合することによって製造する
ことができる。治療すべき医学的疾患又は状態の性質及び患者のタイプに応じて、経口、
静脈内、非経口、吸入、鼻腔内、局所、皮下、筋肉内、直腸、腟を含めた任意の適切な経
路で送達されるように、医薬組成物を製剤化することができる。適切な剤形としては、既
知の製剤、例えば、錠剤、カプセル剤、散剤、持続性放出製剤、軟膏剤、ゲル剤、クリー
ム剤、坐剤、点眼剤、経皮パッチ、シロップ剤、液剤、懸濁剤、エアロゾル剤、ネブライ
ザー用液剤、鼻腔用スプレー剤などが挙げられる。好ましい実施形態では、組成物は、吸
入又は鼻腔内経路による送達のために、例えば吸入用の乾燥散剤としてエアロゾル剤、液
剤若しくは懸濁剤中に、又は鼻腔用スプレー剤中に製剤化される。
【０１３５】
　適切な賦形剤としては、担体、希釈剤、湿潤剤、乳化剤、結合剤、被覆剤、フィラー、
流動促進剤、潤滑剤、崩壊剤、防腐剤、界面活性剤、ｐＨ緩衝物質などが挙げられる。賦
形剤の例及びその使用は、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅ
ｘｃｉｐｉｅｎｔｓ，５ｔｈ　ｅｄ．（２００６），Ｅｄ．Ｒｏｗｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｐｈ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｐｒｅｓｓに提供されている。
【０１３６】
　本発明の化合物の投薬量は、治療される特定の疾患、症状の重症度、投与経路、投与間
隔の頻度、利用される特定の化合物、化合物の有効性、毒性プロファイル及び薬物動態プ
ロファイルを含めた様々な因子に依存し得る。
【０１３７】
　有利なことに、式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）を、例えば、０．００
１～１０００ｍｇ／日の間、好ましくは０．１～５００ｍｇ／日の間、さらにより好まし
くは０．２～２０００ｍｇ／日の間、さらにより好ましくは０．１～４０００ｍｇ／日の
間に含まれる投薬量で投与することができる。
【０１３８】
　本発明により得られる式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）は、呼吸障害、
例えば慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）及びすべてのタイプの喘息を含めた
幅広い状態に関して、予防目的又は症状緩和のために使用することができる。しかし、式
（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）は、ＰＤＥ４受容体の活性が関与しており
、ＰＤＥ４受容体活性の阻害が所望される任意の疾患、又はＰＤＥ４活性によって媒介さ
れる病態（例えば、ＰＤＥ４が過剰発現しているか、過剰活性である病態）の予防及び／
又は治療のために投与することができる。そうした疾患の例としては、以下が挙げられる
：アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、春季結膜炎など
のアレルギー性病態、好酸球性肉芽腫、乾せん、炎症性関節炎、関節慢性糸球体腎炎、内
毒素性ショック、嚢胞性線維症、動脈再狭窄、アテローム性動脈硬化症、角化症、リウマ
チ性脊椎炎、骨関節症、発熱、糖尿病、じん肺症、毒性及びアレルギー性接触湿疹、アト
ピー性湿疹、脂漏性湿疹、単純性苔癬、日焼け、肛門性器部のかゆみ、円形脱毛症、肥厚
性瘢痕、円板状エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス、濾胞性及び広領域の膿皮症
、内因性及び外因性の座瘡、酒土性座瘡、ベーチェット病、アナフィラクトイド紫斑病性
腎炎、炎症性腸疾患、白血病、多発性硬化症、胃腸疾患、自己免疫疾患など。
【０１３９】
　これらとしては、神経系及び精神系障害、例えば、アルツハイマー病、多発性硬化症、
筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）、多系統萎縮症（ＭＳＡ）、統合失調症、パーキンソン病
、ハンチントン病、ピック病、うつ病、卒中及び脊髄損傷も挙げられる。
【０１４０】
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　一実施形態では、本発明は、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、すべての
タイプの喘息、アトピー性皮膚炎及びアレルギー性鼻炎のうちのいずれかの予防又は治療
のための医薬の製造における、本発明の方法のうちのいずれかに従って製造された式（Ｉ
）の化合物（式中、ｎは０又は１である）の使用を提供する。
【０１４１】
　さらなる実施形態では、本発明は、患者における、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患（
ＣＯＰＤ）、すべてのタイプの喘息、アトピー性皮膚炎及びアレルギー性鼻炎のうちのい
ずれかの治療の予防方法であって、本発明の方法のうちのいずれかに従って製造された、
治療有効量の式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは０又は１である）を患者へ投与することを含
む方法を提供する。
【０１４２】
　「治療有効量」の物質は、治療される状態の１種若しくは複数の臨床症状の検出可能な
改善につながる量、又は疾患状態若しくはその症状の発症の確率を測定可能な程度に低減
させる量として、本明細書で定義される。
【０１４３】
【化３３】

【０１４４】
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【化３４】

【０１４５】
【化３５】

【０１４６】
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【化３６】

【０１４７】

【化３７】

【０１４８】
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【化３８】

【０１４９】
　本発明は、以下のステップに従って、一般式（Ｉ）（式中、ｎは０又は１である）の化
合物を製造するための方法を提供する。
【０１５０】
　経路Ａ－特許文献１の実施例１に記載されている手順に従って得られた中間体（ＶＩ）
（式中、ｎは０又は１である）を、ＭｎＯ２などの金属酸化物、２－ヨードキシ安息香酸
（ＩＢＸ）又はデス－マーチンペルヨージナンのような高原子価ヨウ素、三酸化硫黄ピリ
ジン錯体のようなジメチルスルホキシドベースの酸化体（Ｓｗｅｒｎ）から選択される酸
化剤の存在下で、（ＶＩＩ）（式中、ｎは０又は１である）に酸化する。合成は、水、ジ
メチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキ
シド、スルホラン、トルエン、ベンゼン、キシレン、アセトン、イソプロピルケトン、メ
チルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセトニ
トリル、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ジオキサン及びそれらの混合
物から選択される溶媒中で、好ましくは行われる。反応は、ＭｎＯ２を用いてトルエン中
で、又はＳｗｅｒｎ酸化体を用いてＤＭＳＯ中で、好ましくは行われる。
【０１５１】
　あるいは、式（ＶＩＩ）の化合物は、式Ｂ”の中間体
【０１５２】
【化３９】

（式中、Ｒは直鎖状又は分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）アルキル基又はアリールアルキル基であ
る）を、式Ｄの中間体
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【０１５３】
【化４０】

（式中、ｎは上で報告した意味を有する）と、好ましくは、リチウムジイソプロピルアミ
ド（ＬＤＡ）、ブチルリチウム、ヘキシルリチウム、ペンチルリチウム、リチウムビス（
トリメチルシリル）アミド（ＬＨＭＤＳ）、ナトリウムビス（トリメチルシリル）－アミ
ド、カリウムｔ－ブチレートから選択される塩基の存在下で、適切な溶媒、例えば、トル
エン、ベンゼン、キシレン、テトラヒドロフラン、メチル－テトラヒドロフラン、ジオキ
サン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブ
チルメチルエーテル及びそれらの混合物の存在下で反応させて、得ることができる。
【０１５４】
　より好ましくは、Ｒはメチルであり、上記の反応は、ＬＨＭＤＳを用いてＴＨＦ中で達
成される。
【０１５５】
　化合物Ｂ”は、塩化チオニル、塩酸、硫酸と、他の溶媒を用いて又は用いずに、メタノ
ール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ベンジルアル
コール中で反応させることによって、又は適切な溶媒、例えば、メタノール、エタノール
、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチルホルムアミド、ジメチ
ルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル
、酢酸イソプロピル、アセトニトリル、ジクロロメタン及びそれらの混合物、並びに、好
ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、炭
酸カリウム、重炭酸カリウム、水酸化リチウム、炭酸リチウム、水酸化セシウム、炭酸セ
シウム、重炭酸セシウム、ＴＥＡ（トリエチルアミン）、ＤＩＰＥＡ（ヒューニッヒ塩基
、ジイソプロピルエチルアミン）、ＮＭＭ（Ｎ－メチルモルホリン）、ピリジンから選択
される塩基の存在下で、関連するアルキルハライドと反応させることによって、化合物Ｂ
’から得ることができる。
【０１５６】
　より好ましくは、上記の反応は、炭酸カリウムを用いて、ジメチルホルムアミド又はジ
メチルアセトアミド中で行われる。
【０１５７】
　化合物Ｂ’は、過酸化水素、過酢酸若しくはｍ－クロロ過安息香酸のような有機過酸又
は過硫酸若しくはＯｘｏｎｅ（商標）（ＫＨＳＯ５＊１／２ＫＨＳＯ４

＊１／２Ｋ２ＳＯ

４）のような無機過酸から選択される酸化剤を用いて、適切な溶媒、例えば、水、メタノ
ール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチルホル
ムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、テトラヒドロフラン、ジオキ
サン、２－メトキシエチルエーテル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル及びそれらの混
合物の存在下で、化合物Ｂから得ることができる。より好ましくは、上記の反応は、Ｏｘ
ｏｎｅ（商標）を用いて、メタノール中で達成される。
【０１５８】
　あるいは、式Ｂ”の中間体は、好ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭
酸ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、重炭酸カリウム、水酸化リチウム、炭酸
リチウム、水酸化セシウム、炭酸セシウム、重炭酸セシウム、ＴＥＡ（トリエチルアミン
）、ＤＩＰＥＡ（ヒューニッヒ塩基、ジイソプロピルエチルアミン）、ＮＭＭ（Ｎ－メチ
ルモルホリン）、ピリジン、ＤＢＵ、ＤＢＯ、ＤＭＡＰから選択される塩基の存在下で、
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適切な溶媒、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ
－ブタノール、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、
テトラヒドロフラン、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル、イ
ソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセ
トニトリル、ジクロロメタン及びそれらの混合物中で、ブロモ－メチルシクロプロパンを
用いてアルキル化することによって、式Ｃ”の中間体から得ることができる。より好まし
くは、上記の反応は、炭酸カリウムを用いて、ジメチルホルムアミド中で達成される。
【０１５９】
　中間体Ｃ”は、アルコール、及び塩化水素、臭化水素、硫酸、メタンスルホン酸のよう
なアルカンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸のようなアリールスルホン酸、三臭化アルミ
ニウム、三塩化アルミニウム、チタン（ＩＶ）テトラクロリド、チタン（ＩＶ）テトライ
ソプロポキシド、塩化スズ（ＩＶ）、三フッ化ホウ素、三塩化ホウ素、塩化鉄（ＩＩＩ）
、臭化鉄（ＩＩＩ）、アルミニウムイソプロポキシド、塩化チオニル、塩化オキサリル、
トリメチルシリルクロリド（ＴＭＳＣｌ）、トリメチルシリルトリフラート（Ｍｅ３Ｓｉ
ＯＴｆ）から選択されるルイス酸の存在下で、適切な溶媒、例えば、ジメチルホルムアミ
ド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、トルエン、ベンゼン、キシレン、テ
トラヒドロフラン、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル、イソ
プロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル及びそれらの混合物を用いて又は用いずに
、ピナー反応によって中間体Ｃ’から得ることができる。より好ましくは、上記の反応は
硫酸を用いてメタノール中で達成される。
【０１６０】
　その後の（ＶＩＩ）（式中、ｎは０又は１である）のエナンチオ選択的還元は、単一の
鏡像異性体（ＩＩ）（式中、ｎは０又は１である）を提供する。
【０１６１】
　還元剤は、Ｒｕ－、Ｒｈ－又はＩｒ錯体、例えばＲｕＣｌ２（ＰＰｈ３）３、［Ｒｕ（
ｐ－シメン）Ｃｌ２］２、［ＲｈＣＩ２（Ｃｐ＊）］２又は［ＩｒＣＩ２（Ｃｐ＊）］２

を、キラル配位子、例えば、ＳＬ－Ｎ００４－１（（Ｒ）－４－ｔｅｒｔ－ブチル－２－
［（Ｒ）－２－（ビス（１－フェニル）ホスフィノ）フェロセン－ｌ－イル］オキサゾリ
ン）、ＳＬ－Ｎ００３－１（（Ｒ）－４－イソプロピル－２－［（Ｒ）－２－（ジフェニ
ルホスフィノ）－フェロセン－ｌ－イル］オキサゾリン）、（Ｓ，Ｓ）－Ｔｓ－ＤＰＥＮ
（（１Ｓ，２Ｓ）－（－）－Ｎ－ｐ－トシル－１，２－ジフェニルエチレンジアミン）、
（Ｓ，Ｓ）－Ｍｓ－ＤＰＥＮ（（１Ｓ，２Ｓ）－（－）－Ｎ－メシル－１，２－ジフェニ
ルエチレンジアミン）、（Ｒ）－ＤＡＩＰＥＮ（（２Ｒ）－（－）－１，１－ビス（４－
メトキシフェニル）－３－メチル－１，２－ブタンジアミン）、（１Ｒ，２Ｓ）－１－ア
ミノ－２－インダノールと反応させてインサイチュで予め形成された又は形成される重金
属キラル錯体の存在下における水素から選択される。反応は、好ましくは、水酸化ナトリ
ウム、炭酸ナトリウム、ナトリウムＣ１～Ｃ４アルコラート、重炭酸ナトリウム、水素化
ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、カリウムＣ１～Ｃ４アルコラート、重炭酸
カリウム、水酸化リチウム、炭酸リチウム、リチウムＣ１～Ｃ４アルコラート、水酸化セ
シウム、炭酸セシウム、重炭酸セシウム、トリエチルアミン、ピリジン及び４－ジメチル
アミノピリジンから選択される塩基の存在下で行われる。
【０１６２】
　合成は、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタ
ノール、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、トルエ
ン、ベンゼン、キシレン、ＴＨＦ、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチル
エーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸エチル、酢酸イソプ
ロピル、アセトニトリル及びそれらの混合物から選択される溶媒中で、好ましくは行われ
る。
【０１６３】
　反応は、トルエン中で、水酸化ナトリウム水溶液の存在下において、ＲｕＣｌ２（ＰＰ
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ｈ３）３及びキラル配位子ＳＬ－Ｎ００４－１を反応させることによってインサイチュで
形成される錯体を用いて、好ましくは行われる。
【０１６４】
　あるいは、（ＩＩ）（式中ｎは１である）は、過酸化水素、過酢酸若しくはｍ－クロロ
過安息香酸のような有機過酸又は過硫酸若しくはＯｘｏｎｅ（商標）（ＫＨＳＯ５

＊１／
２ＫＨＳＯ４

＊１／２Ｋ２ＳＯ４）のような無機過酸から選択される酸化剤を用いて、（
ＩＩ）（式中、ｎは０である）の酸化によって得られる。反応溶媒は、水、メタノール、
エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチルホルムアミ
ド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、トルエン、ベンゼン、キシレン、ア
セトン、イソプロピルケトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ＴＨＦ、
ジオキサン、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル、酢酸及びそれらの混合物
から選択される。反応は、Ｏｘｏｎｅ（商標）を用いて水及びメタノール中で、好ましく
は行われる。
【０１６５】
　経路Ｂ－経路Ａの代わりに、中間体（ＩＩ）及び（ＶＩＩＩ）（式中、ｎは０又は１で
ある）は、鏡像異性体の分取キラルＨＰＬＣ分離によって、（ＶＩ）（式中、ｎは０又は
１である）から得られる。
【０１６６】
　いくつかの運転においてキラルカラムをラセミ（ＶＩ）の溶液で装填して、及び分離さ
れた鏡像異性体の溶出画分を収集して、バッチ手順を取り入れることができる。大量の材
料を分離するために、擬似移動床（ＳＭＢ）の手順を考慮すべきである。
【０１６７】
　分取キラルＨＰＬＣ法によって一旦式（ＩＩ）及び（ＶＩＩＩ）の化合物が分離されれ
ば、式（ＶＩＩＩ）の化合物を、対応する式（ＶＩＩ）の誘導体への酸化及びその後の還
元を介して、式（ＶＩ）の化合物に都合よく再変換することができ、先に報告したように
、クロマトグラフィー分離方法で再処理することができる。
【０１６８】
　このようにして、（ＶＩＩＩ）を再利用することによって、式（Ｉ）の化合物の最終的
な収率は、さらに増大し得る。
【０１６９】
　中間体（ＩＩＩ）（ここでは、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅであり、Ｚは、－ＯＨ、塩素、臭
素、直鎖状又は分枝状の（Ｃ１～Ｃ６）アルコキシ、アリールオキシ、アリールアルコキ
シ、（Ｃ１～Ｃ６）アルキルカルボニルオキシ、アリールカルボニルオキシ及びアリール
（Ｃ１～Ｃ６）アルキルカルボニルオキシから選択される）では、Ｚは、Ｔｈｅｏｄｏｒ
ａ　Ｗ．Ｇｒｅｅｎｅ（Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１
９８１）による「Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎ
ｔｈｅｓｉｓ」及びＪ．Ｆ．Ｗ．ＭｃＯｍｉｅ（Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ，Ｌｏｎｄｏ
ｎ，１９７３）による「Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」に従って、標準的な手順を使用して導入及び除去することができる
、保護基である。
【０１７０】
　したがって、中間体（ＩＩＩ）（ここでは、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅであり、Ｚは上記で
定義された通りである）は、国際公開第２００７／０８９１０７号の実施例１８に記載さ
れているように又は３－ヒドロキシ－４－ニトロ安息香酸の関連するエステルから出発す
る同じ合成経路に従って得られる３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルア
ミノ－安息香酸メチルエステルから出発する周知の条件下で、得ることができる。
【０１７１】
　中間体（ＩＩＩ）（ここでは、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅであり、Ｚは上記で定義された通
りである）は、好ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸
カリウム、水酸化リチウム、炭酸リチウム、水酸化セシウム、炭酸セシウムから選択され
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る塩基中での加水分解によって、（ＩＩＩ）（ここでは、Ｚは－ＯＨである）に変換し、
溶媒は、水単独又はメタノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－
ブタノール、ジメチルスルホキシド、スルホラン、トルエン、ベンゼン、キシレン、ＴＨ
Ｆ、ジオキサン及びそれらの混合物と混合した水からなる群から選択される。好ましい実
施形態では、反応は、ＮａＯＨを用いてＴＨＦ及び水の中で行われる。
【０１７２】
　経路Ｃ－化合物（Ｉ）（ここでは、ｎは０又は１である）は、ＣＤＩ（１，１’－カル
ボニルジイミダゾール）、ＨＡＴＵ（１－［ビス（ジメチルアミノ）メチレン］－１Ｈ－
１，２，３－トリアゾロ［４，５－ｂ］ピリジニウム３－オキシドヘキサフルオロリン酸
）、ＨＢＴＵ（Ｏ－（ベンゾトリアゾル－ｌ－イル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチ
ルウロニウムヘキサフルオロリン酸）、ＴＢＴＵ（Ｏ－（ベンゾトリアゾル－ｌ－イル）
－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルウロニウムテトラフルオロボレート）、ＤＭＴＭＭ
（４－（４，６－ジメトキシ－１，３，５－トリアジン－２－イル）－４－メチルモルホ
リニウムクロリド）、ＣＯＭＵ（（１－シアノ－２－エトキシ－２－オキソエチリデンア
ミノオキシ）ジメチルアミノ－モルホリノ－カルベニウムヘキサフルオロリン酸）、ＥＤ
ＣＩ（Ｎ－（３－ジメチルアミノプロピル）－Ｎ’－エチルカルボジイミドハイドロクロ
ライド）及びＤＣＣ（Ｎ，Ｎ’－ジシクロヘキシルカルボジイミド）から選択されるカッ
プリング試薬、又は塩化アシル、臭化アシル、活性化エステル若しくは混合無水物にカル
ボン酸を変換することができるの試薬存在下で、ＨＯＢｔ（１－ヒドロキシベンゾトリア
ゾール）を用いて又は用いずに、ＴＥＡ、ＤＩＰＥＡ、ＮＭＭ、ＤＢＵ、ＤＢＯ、ピリジ
ン及ＤＭＡＰのような有機塩基を用いて又は用いずに、ジメチルスルホキシド、スルホラ
ン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、トルエン、
ベンゼン、キシレン、アセトン、イソプロピルケトン、メチルエチルケトン、メチルイソ
ブチルケトン、ＴＨＦ、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル、
イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、ア
セトニトリル、ジクロロメタン、クロロホルム、クロロベンゼン及びそれらの混合物から
なる群から選択される溶媒中で、中間体（ＩＩＩ）（ここでは、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅで
あり、Ｚは－ＯＨである）を（ＩＩ）（ここでは、ｎは０又は１である）と縮合すること
により得られる。
【０１７３】
　式（ＩＩＩ）の化合物が塩化アシル若しくは臭化アシル又は活性化エステル及び混合無
水物である場合、反応は、カップリング試薬を用いずに、上記のように行われる。
【０１７４】
　好ましい実施形態では、反応は、ＣＤＩ及びＤＢＵを用いて、酢酸エチル中で達成され
る。
【０１７５】
中間体（ＩＶ）（式中、ｎは０又は１である）は、（ＩＩ）との（ＩＩＩ）（ここでは、
Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅである）の縮合に関して上で述べたものと同じ条件下における、（
ＩＩ）（ここでは、ｎは０又は１である）との（ＩＩＩ）（ここでは、Ｘは－ＮＯ２であ
る）の縮合によって得られる。好ましい実施形態では、反応は、ＥＤＣＩ及びＤＭＡＰを
用いて、ＤＭＦ中で行われる。
【０１７６】
　中間体（Ｖ）（ここでは、ｎは０又は１である）は、水素、シクロヘキサジエン、ギ酸
アンモニウム、ギ酸、鉄、二塩化スズ、スズ、塩化ニッケル、ニッケル、水素化アルミニ
ウムリチウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化ホウ素リチウム、水素化ホウ素ナ
トリウム及び水素化ホウ素カリウム、ハイドロサルファイトナトリウムからなる群選択さ
れる還元剤を用いて、（ＩＶ）（ここでは、ｎは０又は１である）を還元することによっ
て得られる。水素、シクロヘキサジエン、ギ酸アンモニウム及びギ酸を用いる場合は、反
応は、好ましくはパラジウムベース、白金ベース又はニッケルベースの触媒、より好まし
くはパラジウム／炭素、パラジウム／硫酸バリウム及びパラジウム／炭酸カルシウムから
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選択される触媒の存在下で行われる。ギ酸が使用される場合は、反応は、アンモニア又は
アミン、好ましくはトリエチルアミンの存在下で行われる。
【０１７７】
　上記の還元ステップに適した溶媒は、水、メタノール、エタノール、イソプロパノール
、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ
－メチルピロリドン、トルエン、ベンゼン、キシレン、ＴＨＦ、ジオキサン、２－メトキ
シエチルエーテル、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテ
ル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセトニトリル及びそれらの混合物から選択される
。好ましい実施形態では、反応は、水素を用いて、酢酸エチル中で硫化されたパラジウム
５％／活性炭粉末、Ａ１０３０３８型を用いて行われる。
【０１７８】
　別の好ましい実施形態では、反応は、水素を用いて、白金／炭を用いて、酢酸エチル中
で行われる。
【０１７９】
　化合物（Ｉ）（ここでは、ｎは０又は１である）は、トルエン、ベンゼン、キシレン、
テトラヒドロフラン、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル、イ
ソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、アセ
トニトリル、ジクロロメタン、クロロホルム、クロロベンゼン及びそれらの混合物から選
択される適切な溶媒、並びに、好ましくは、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸
ナトリウム、水素化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、重炭酸カリウム、水酸
化リチウム、炭酸リチウム、水酸化セシウム、炭酸セシウム、重炭酸セシウム、ＴＥＡ（
トリエチルアミン）、ＤＩＰＥＡ（ヒューニッヒ塩基、ジイソプロピルエチルアミン）、
ＮＭＭ（Ｎ－メチルモルホリン）、ＤＢＵ（１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウン
デカ－７－エン）、ＤＢＯ（１，４－ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン）、ピリジ
ン及びＤＭＡＰ（４－ジメチルアミノピリジン）、ピリジンからなる群から選択される塩
基の存在下で、（Ｖ）（ここでは、ｎは０又は１である）をメタンスルホニルクロリドと
反応させることによって得られる。ピリジンが過度に使用される場合は、他の溶媒を避け
ることができる。
【０１８０】
　反応は、トリエチルアミンを用いて、ジクロロメタン中で好ましくは行われる。
【０１８１】
　化合物（ＩＩ）（式中ｎは１である）への化合物（ＩＩ）（式中、ｎは０である）の酸
化に関して上で述べたように、ｎが１である、式（Ｉ）、（ＩＩ）、（ＩＶ）、（Ｖ）、
（ＶＩ）、（ＶＩＩ）又は（ＶＩＩＩ）のすべての化合物が、ｎが０である対応する化合
物を酸化することによって得ることができる。
【０１８２】
　化合物（Ｉ）（ここでは、ｎは０又は１である）が得られる場合、好ましくは、水、メ
タノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、トルエン
、ベンゼン、キシレン、アセトン、イソプロピルケトン、メチルエチルケトン、メチルイ
ソブチルケトン、ＴＨＦ、ジオキサン、２－メトキシエチルエーテル、ジエチルエーテル
、イソプロピルエーテル、ｔ－ブチルメチルエーテル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、
ジクロロメタン、脂肪族若しくは芳香族炭化水素（好ましくは、ペンタン、ヘキサン、ヘ
プタン、シクロヘキサン及びメチルシクロヘキサンからなる群から選択される）又はそれ
らの混合物から選択される１種又は複数の溶媒からの結晶化又は破砕により、この化合物
（Ｉ）を精製することができる。反応は、酢酸エチル中でｎ－ヘプタンを用いて、好まし
くは行われる。
【０１８３】
　したがって、例えば、結晶形態Ａは、酢酸エチル／ヘプタン又は酢酸イソプロピルの存
在下で製造され得る。
【０１８４】
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　反応は、反応器中で行うことができ、ここでは、式（Ｉ）の化合物を、上記のリストか
ら選択される１種又は複数の溶媒とともに装填し、この懸濁液を、固体が完全に溶解する
まで、５０～９０℃の間の温度に加熱しながら攪拌することができる。この懸濁液を、０
～５℃の間に１～５時間冷却し、濾過し、乾燥することができる。
【０１８５】
　結晶化がエタノールの存在下で行われる場合、式（Ｉ）の化合物の溶媒和化合物を得る
ことができる。
【０１８６】
　反応は、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン及び
ジクロロメタンからなる群から選択される１種又は複数の溶媒中で、式（Ｉ）の化合物か
ら出発して行うことができ、濃縮し、次いでエタノールを加えることができる溶液を得る
。この溶液を濃縮することができ、得られた懸濁液を０～１０℃の間の温度で冷却し、１
～５時間攪拌することができる。固体を濾過し、エタノールで洗浄し、２５～５５℃の間
の温度で１０～３０時間乾燥する。
【０１８７】
　本発明を、下記の実施例において、より詳細に以下に説明する。
【実施例１】
【０１８８】
　３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（メチルスルホンアミド）安息香酸（中間体（
ＩＩＩ）、Ｘ＝－ＮＨＳＯ２Ｍｅ、Ｚ＝－ＯＨ）の製造
【０１８９】

【化４１】

【０１９０】
　（ＩＩＩ）（式中、Ｘは－ＮＨＳＯ２Ｍｅであり、Ｚは－ＯＭｅである）を、国際公開
第２０１０／０８９１０号の実施例１８に記載されているように得た。この（ＩＩＩ）（
６．０ｋｇ）及び１８ＬのＴＨＦを反応器に装填した。別々に、６．６ｋｇの３５％ｗ／
ｗ水酸化ナトリウム及び２１Ｌの精製水を混合し、反応器に移し、すべてのＴＨＦを留去
しながら、この混合物を６５℃まで加熱した。加水分解反応が完了した後、この塩基性溶
液を２４Ｌの精製水及び７．２ｋｇの３７％ｗ／ｗ塩酸の溶液を含む別の反応器にゆっく
りと移し、４０℃以下の温度に維持し、１５分間撹拌した。得られた固体を濾過し、２４
Ｌの水で洗浄した。この湿潤固体（ＩＩＩ）（１６．６ｋｇ　ｗｅｔ）を６０Ｌの酢酸エ
チルとともに反応器に再装填し、次いで、還流するまで加熱して、３０Ｌの溶媒を留去し
た。１２．６Ｌのヘプタンを反応器に装填し、この混合物を、１５～３０分間撹拌しなが
ら維持した。次いでこれを５℃に冷却し、撹拌しながら２時間維持した。得られた固体を
濾過し、反応器及びケークを１２Ｌのヘプタンで洗浄した。湿潤固体を、静置棚乾燥機に
おいて真空下で乾燥した。６２３５ｇの白色固体を得た（収率９３．９％）。
【０１９１】
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）δｐｐｍ　１２．８５（ｂｒ．ｓ．，
１Ｈ）、９．０３（ｓ，１Ｈ）、７．４０－７．７１（ｍ，２Ｈ）、７．３５（ｄ，Ｊ＝
８．１６Ｈｚ，１Ｈ）、３．９１（ｄ，Ｊ＝６．８４Ｈｚ，２Ｈ）、３．０７（ｓ，３Ｈ
）、１．１１－１．４２（ｍ，１Ｈ）、０．５０－０．６７（ｍ，２Ｈ）、０．１８－０
．４１（ｍ，２Ｈ）。
【実施例２】
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【０１９２】
　１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニル）－２
－（３，５－ジクロロ－１－ピリジン－４－イル）エタノン（中間体（ＶＩＩ）、ｎ＝０
）の製造
【０１９３】
　特許文献１の実施例１に記載されている製造手順に従って、中間体（ＶＩ）（式中、ｎ
は０である）を得た。
【０１９４】
【化４２】

【０１９５】
　中間体（ＶＩＩ）（ｎ＝０）を得るための代替手順：
　ＭｎＯ２を用いる手順
　５ｋｇの（ＶＩ）（式中、ｎは０である）を反応器中の３０Ｌのトルエンに溶解し、３
．１５ｋｇの活性化ＭｎＯ２を有機混合物に加え、この懸濁液を還流するまで３時間加熱
した。この混合物を５０℃に冷却し、セライトパッドでＭｎＯ２を濾過して取り除いた。
有機溶液を反応器に装填し、トルエンを３残留量まで留去した。トルエンを全量除去する
ために、２０Ｌの２－プロパノールを反応器に加え、２残留量まで再度濃縮した。さらに
２０Ｌの２－プロパノールを装填し、反応器中に４残留量を有するように、溶媒を部分的
に蒸留した。この懸濁液を冷却し、撹拌しながら１０℃で一晩維持した。固体を濾過し、
Ｔ＝５０℃で１２時間、真空オーブン中で湿潤固体を乾燥し、白色固体を得た（４．１２
ｋｇ、収率８２．８％）。
【０１９６】
　生成物の特性評価は、国際公開第２００９０１８９０９号の実施例２（中間体１ｂ）に
記載されている。
【０１９７】
　Ｓｗｅｒｎの手順
　２５℃で攪拌しながら、トリエチルアミン（４．５ｍＬ、３２ｍｍｏｌ）を、アルコー
ル（ＶＩ）（式中、ｎは０である）（５．０ｇ、１２．４ｍｍｏｌ）のＤＭＳＯ溶液（１
５ｍＬ）に滴加した。内部バッチ温度が３５℃よりも高く上昇しないように、ピリジン．
ＳＯ３錯体（５．０ｇ、３１ｍｍｏｌ）を、内部バッチ温度が３５℃よりも高く上昇しな
いように約１時間かけて小量ずつ加える。この反応混合物を２５℃で４時間攪拌し、次い
で、水（６０ｍＬ）及び１０％Ｈ２ＳＯ４水溶液１０％（１０ｍＬ）でクエンチする。得
られた混合物を２５℃で攪拌し、固体を濾過して取り出し、減圧下５０℃で乾燥させて、
４．６ｇ（収率９２％）の純粋なケトン（ＶＩＩ）を無色固体として得る。
【０１９８】
　ＩＢＸを用いる手順
　（ＶＩ）（式中、ｎは０である）（１．０ｇ、２．５ｍｍｏｌ）を、文献（ＪＯＣ　１
９９９　ｐｇ４５３７）に従って製造した２－ヨードキシ安息香酸（ＩＢＸ）（０．９ｇ
、３．２ｍｍｏｌ）のＤＭＳＯ懸濁液（５ｍＬ）に一度に加え、得られた混合物を２５℃
で１時間攪拌し、次いで、５０℃まで２時間攪拌した。２５℃に冷却した後に１０％炭酸
カリウム水溶液（４０ｍＬ）で反応をクエンチし、固体を濾過して取り出して、定量的収
率でケトン（ＶＩＩ）を得た。
【０１９９】
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　ｓＩＢＸ（商標）を用いる手順
　市販のｓＩＢＸ（商標）（「Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ　ＩＢＸ」、安息香酸（２２％）、
イソフタル酸（２９％）及びＳＩＭＡＦＥＸのｏ－ヨードキシ安息香酸（４９％）の混合
物からなる、ＩＢＸの白色粉末調合物）（２．０ｇ、３．２ｍｍｏｌ）を、（ＶＩ）（式
中、ｎは０である）（１．０ｇ、２．５ｍｍｏｌ）のアセトン溶液（１５ｍＬ）に２５℃
で一度に加え、得られた混合物を２．５時間還流し、２５℃で冷却し、次いで、１０％亜
硫酸ナトリウム水溶液（１０ｍＬ）及び１０％炭酸カリウム水溶液（４０ｍＬ）でクエン
チした。この混合物を２５℃で０．５時間攪拌し、固体を濾過して取り出して、定量的収
率でケトン（ＶＩＩ）（式中、ｎは０である）を得た。
【０２００】
　ＤＭＰを用いる手順
デス－マーチンペルヨージナン（ＤＭＰ）（１．３ｇ、０．３１ｍｍｏｌ）をアルコール
（ＶＩ）（式中、ｎは０である）（１．０ｇ、２．５ｍｍｏｌ）のアセトン溶液（５ｍＬ
）に一度に加えた。この反応混合物を２５～３０℃で１時間攪拌し、１０％メタ重亜硫酸
ナトリウム水溶液（１０ｍＬ）及び１５％炭酸カリウム水溶液の（３０ｍＬ）でクエンチ
した。この混合物を２５℃で０．５時間攪拌し、固体を濾過して取り出して、定量的収率
で（ＶＩＩ）（式中、ｎは０である）を得た。
【０２０１】
　実施例２Ａ
　３，５－ジクロロ－４－メチル－ｌ－オキシ－ピリジン（中間体Ａ）の製造
【０２０２】

【化４３】

【０２０３】
　３，５－ジクロロ－４－メチル－ピリジン（０．５ｇ、３．０８ｍｍｏｌ）及びＯｘｏ
ｎｅ（商標）（１．５ｇ、４．６２ｍｍｏｌ）を、２５ｍｌフラスコ中のメタノール及び
水（５．５ｍｌ）の８：３混合物に懸濁した。この懸濁液を攪拌し、１０～１５時間５５
℃に温めた。溶媒を減圧下で除去し、得られた粗製の固体を、高温のトルエン（８０℃）
中に、撹拌しながら２０分間懸濁した。次いで、この不均一な高温の溶液を濾液し、母液
を室温に冷却し、固体の沈殿を得た。０～５℃で３０分間撹拌し、濾過した後に、純粋な
生成物を白色固体として得た（０．４３ｇ、収率７８％）。
【０２０４】
　実施例２Ｂ
　（Ｒ／Ｓ）－１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フ
ェニル）－２－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）エタノール（中
間体（ＶＩ）、ｎ＝１）の製造
【０２０５】
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【化４４】

【０２０６】
　窒素雰囲気下の三つ口５０ｍｌフラスコ中に、中間体Ａ（０．４ｇ、２．２５ｍｍｏｌ
）及び中間体Ｂ（０．７８ｇ、３．２２ｍｍｏｌ）を加え、乾燥ＴＨＦ（５ｍｌ）に溶解
した。攪拌したこの溶液を－３５℃に冷却した。カリウムｔｅｒｔ－ブチレート（０．３
ｇ、２．６７ｍｍｏｌ）を、この溶液に１０分かけて小量ずつ加えた。－３５℃で６０分
反応させた後に、この溶液を２５％ＮＨ４Ｃｌ水溶液（１０ｍｌ）でクエンチする。Ｅｔ
ＯＡｃ（８ｍｌ）及び水（８ｍｌ）をこの懸濁液に加え、攪拌し、相を分離し、有機相を
抽出し、５％ＮａＣｌ水溶液（１０ｍｌ）で洗浄した。次いで、有機溶媒をＮａ２ＳＯ４
で無水化し、減圧下で除去して、粗製の白色固体を得た。これを高温のトルエンから結晶
化し、白色固体を得た（０．４０ｇ、収率４２％）。
【実施例３】
【０２０７】
　（Ｒ）－１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニ
ル）－２－（３，５－ジクロロピリジン－４－イル）エタノール（中間体（ＩＩ）、ｎ＝
０）の製造
【０２０８】
【化４５】

【０２０９】
　２．４０ｋｇの（ＶＩＩ）（式中、ｎは０である）を反応器中の２３Ｌのトルエンに溶
解した。この反応器を窒素で脱気した。Ｓｏｌｖｉａｓ専売の配位子、ＳＬ－Ｎ００４－
１及びＲｕＣＩ２（ＰＰｈ３）３を２Ｌのシュレンクバルブに配置し、乾燥脱気トルエン
（１，２Ｌ）を装入した。この混合物を１時間８０℃に加熱し、次いで、室温（ＲＴ）に
した。続いて、触媒溶液及び２９８ｍＬの脱気した０．５Ｍ　ＮａＯＨ水溶液を反応器に
加えた。反応器を閉め、窒素で脱気し、１０バール未満の水素に設定した。この混合物を
１０バールの定圧下で３５℃に加熱した。１９時間の全反応時間後に、ヒーターのスイッ
チを切った。反応器をＲＴに冷却し、水性層を除去した。有機相を０．５Ｌの水で２回洗
浄し、有機相に加えた１Ｌのトルエンで水性相を逆抽出した。２４０ｇの脱色炭（Ｎｏｒ
ｉｔ　ＣＡＰ　Ｓｕｐｅｒ）をトルエン溶液に加え、この混合物をＲＴで一晩攪拌した。
炭素を濾過して取り除き、濾過ケークを１．５Ｌの酢酸エチルですすいだ。この黄色がか
った溶液を減圧下で濃縮乾固して、２．３８ｋｇの粗製の湿潤物質を得た。これを、撹拌
しながら１．５Ｌの酢酸イソプロピルに６０℃で溶解し、９Ｌの予熱したヘプタン（５０
℃）を加え、この混合物を６０℃で攪拌した。溶液に種晶を加え、撹拌しながらゆっくり
とＲＴに冷却した。撹拌を室温で一晩続け、次いで、この混合物を１時間０℃に冷却した
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。固体を濾過し、乾燥した。収量は２．１ｋｇであった（収率８７％、９５．０％ｅｅ）
。
【実施例４】
【０２１０】
　（Ｒ）－１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニ
ル）－２－（３，５－ジクロロ－１－ピリジン－４－イル）エタノール及び（Ｓ）－１－
（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニル）－２－（３
，５－ジクロロ－１－ピリジン－４－イル）エタノール（中間体（ＶＩＩＩ）及び（ＩＩ
）、ｎ＝０）の分離
【０２１１】
【化４６】

【０２１２】
　３０００ｇの（ＶＩ）（式中、ｎは０である）に関して、Ｃｈｉｒａｌｐａｋ　ＩＣ　
２０μｍ－２５０＊７６ｍｍカラム及び移動相として９５／５ｖ／ｖのジクロロメタン／
エタノールを使用して、バッチでクロマトグラフィー分離を行った。いくつかの運転にお
いてラセミ（ＶＩ）の溶液をキラルカラムの上部に装填し、カラムの下部で収集した、分
離された鏡像異性体の溶出画分を集めた。エタノールが富化された濃縮ＤＣＭ／ＥｔＯＨ
溶出混合物から（ＩＩ）を結晶化した。＞９９．５％のＨＰＬＣ純度及び＞９９．５％の
ＨＰＬＣキラル純度を有する、１４４０ｇ（収率４８％）の所望の鏡像異性体（ＩＩ）（
式中、ｎは０である）を得た。＞９９％ＨＰＬＣ純度及び＞９９％のＨＰＬＣキラル純度
を有する、１４７０ｇ（収率４９％）の他の鏡像異性体（ＶＩＩＩ）（式中、ｎは０であ
る）も得た。
【０２１３】
　実施例４Ａ
　（Ｒ）－１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニ
ル）－２－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）エタノール及び（Ｓ
）－１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニル）－
２－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）エタノール（中間体（ＶＩ
ＩＩ）及び（ＩＩ）、ｎ＝１）の分離
【０２１４】

【化４７】

【０２１５】
　実施例４と同様に、ラセミ（ＶＩ）（式中ｎは１である）の溶液に関して、Ｃｈｉｒａ
ｌｐａｋ　ＩＣ　２０μｍ－２５０＊７６ｍｍカラム及び移動相としてメタノールを使用
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して、クロマトグラフィー分離を行ない、高いＨＰＬＣ純度及びＨＰＬＣキラル純度を有
する、所望の鏡像異性体（ＩＩ）（式中ｎは１である）を得ることができる。高いＨＰＬ
Ｃ純度及びＨＰＬＣキラル純度を有する、他の鏡像異性体（ＶＩＩＩ）（式中ｎは１であ
る）も得ることもできる。
【実施例５】
【０２１６】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルアミノ安息香酸－ｌ－（
３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジ
クロロ－ｌ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（化合物（Ｉ）、ｎ＝０）の製造
【０２１７】
【化４８】

【０２１８】
　７５ｇの（ＩＩＩ）（式中、Ｘは－ＮＨＳＯ２ＭｅでありＺは－ＯＨである）を、７５
０ｍｌのＤＣＭに懸濁し、４２，５ｇのＮ，Ｎ－カルボニルジイミダゾールを小量ずつ加
え、得られた溶液をＲＴで３０分間攪拌した。３７５ｍｌのトルエンを加え、続いて８５
ｇの（ＩＩ）（式中、ｎは０である）を加え、この混合物を還流するまで加熱した。ＤＣ
Ｍを留去し、次いで、この懸濁液を１００℃で一晩攪拌した。得られた溶液を４０℃に冷
却し、５００ｍｌの酢酸エチルを加え、ＮａＨＣＯ３溶液及びブラインで洗浄した。生成
物を酢酸エチル／ヘプタンからの結晶化により分離し、同じ溶媒混合物を用いて再結晶化
して、白色固体を得た（回収量１２９ｇ、収率７３％）。
【０２１９】
　生成物の特性評価は、特許文献１の実施例１５に記載されている。
【実施例６】
【０２２０】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルアミノ安息香酸－１－（
３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジ
クロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（化合物（Ｉ）、ｎ＝１）
の製造
【０２２１】

【化４９】

【０２２２】
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　Ｈ２Ｏ２／酢酸を用いる手順
　７３ｇの（Ｉ）（式中、ｎは０である）、をフラスコに装入し、続いて、１５０ｍｌの
トルエン及び２９０ｍｌの酢酸及び７５ｍｌの３５％Ｈ２Ｏ２を装入し、この混合物を８
０℃まで８時間加熱した。この混合物を５０℃に冷却し、７５０ｍｌの酢酸エチルを加え
、水性相を除去し、水及び１０％ＮａＨＣＯ３水溶液で有機相を洗浄して、アルカリ性ｐ
Ｈにし、溶媒を留去した。粗製物質を、３７５ｍｌの酢酸エチル及び２２５ｍｌのｎ－ヘ
プタンからの結晶化により精製し、静置棚乾燥機において乾燥して、白色固体を得た（回
収量６５．１ｇ、収率８７．１％）。
【０２２３】
　生成物の特性評価は、特許文献１の実施例１７に記載されている。
【実施例７】
【０２２４】
　（Ｓ）－（３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシフェニル）－２－（
３，５－ジクロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）－エタノール（中間体（ＩＩ）、
ｎ＝１）の製造
【０２２５】
【化５０】

【０２２６】
　Ｈ２Ｏ２／酢酸を用いる手順
　４９０ｇの（ＩＩ）（式中、ｎは０である）を１９６０ｍｌの氷酢酸とともに反応器に
装填した。この混合物を５０℃まで加熱し、次いで、９８０ｍｌの３０～３５％過酸化水
素水を徐々に加え、この混合物を同じ温度で１６時間撹拌しながら維持した。２０００ｍ
ｌの精製水をゆっくりと加え、（ＩＩ）（式中、ｎ＝１）を固体として沈殿させた。スラ
リーを１０℃に冷却し、撹拌しながら３時間維持した。次いで、この固体を濾過して取り
出し、得られた固体を１０００ｍｌの水で洗浄した。この湿潤固体（ＩＩ）（式中ｎは１
である）を２０００ｍｌの水に２時間、及び２０００ｍｌのジイソプロピルエーテルに３
時間、再懸濁した。この湿潤固体を真空下で乾燥した。４３３ｇの白色固体を得た（収率
８５％）。
【０２２７】
　生成物の特性評価は、特許文献１の実施例７に記載されている。
【０２２８】
　Ｏｘｏｎｅ（商標）を用いる手順
　４５６ｇのＯｘｏｎｅ（商標）（ＫＨＳＯ５＊１／２ＫＨＳＯ４＊１／２Ｋ２ＳＯ４）
及び１．２Ｌの水を反応器に加え、この混合物をＲＴで攪拌した。４００ｇの（ＩＩ）（
式中、ｎは０である）及び３．２Ｌのメタノールを加え、この混合物を７０℃まで３時間
加熱した。さらに、５０ｇのＯｘｏｎｅ（商標）を加え、１．５時間後に反応を完了した
。アルコールを留去し、４Ｌの水及び２Ｌの酢酸エチルを５０℃で加えた。水性相を排出
し、有機相を８００ｍｌの水で洗浄し、真空下で１．５Ｌに濃縮した。４Ｌのトルエンを
加え、この混合物を真空下で２．５Ｌに濃縮し、同時に、生成物の沈殿が始まった。この
懸濁液を１０℃に冷却し、撹拌しながら１．５時間維持した。得られた固体を濾過し、８
００ｍｌのトルエンで洗浄した。湿潤固体を静置棚乾燥機において真空下で乾燥した。２
８８ｇの白色固体を得た（収率７２％）。
【０２２９】
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　生成物の特性評価は、特許文献１の実施例７に記載されている。
【実施例８】
【０２３０】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルアミノ安息香酸－１－（
３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジ
クロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（化合物（Ｉ）、ｎ＝１）
の製造
【０２３１】
【化５１】

【０２３２】
　１００ｇの（ＩＩＩ）（式中、ＸはＮＨＳＯ２Ｍｅであり、Ｚは－ＯＨである）及び１
Ｌの酢酸エチルを反応器に装填した。５７ｇのカルボニルジイミダゾールを４０℃で撹拌
しながら小量ずつ加え、次いで、この混合物を６０分間攪拌した。１２３ｇの（ＩＩ）（
式中、ｎ＝１）及び３．７ｍｌの１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－
エンを加え、この混合物を７５℃まで約４時間加熱した。有機溶液を５００ｍｌの１Ｍ　
ＨＣｌ水溶液、５００ｍｌの５％ＮａＨＣＯ３水溶液及び５００ｍｌの１０％ＮａＣｌ水
溶液で洗浄した。有機混合物を真空下で７０℃まで加熱し、６００ｍｌに濃縮した。この
混合物を５０℃に冷却し、３００ｍｌのｎ－ヘプタンを加えた。溶液に種晶を加え、５℃
に冷却し、撹拌しながら１．５時間維持した。得られた固体を濾過して取り出し、真空下
で乾燥した。１６８ｇの粗製の固体を得た（収率８２％）。
【０２３３】
　生成物の特性評価は、特許文献１の実施例１７に記載されている。
【実施例９】
【０２３４】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルアミノ－安息香酸１－（
３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジ
クロロ－１－オキシ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（化合物（Ｉ）、ｎは１で
ある）－エタノールからの溶媒和化合物の製造
【０２３５】
　粗製の化合物（Ｉ）（式中ｎは１である）の溶液を１Ｌの反応器に装填した。ＤＣＭ（
９０ｍｌ）及びＥｔＯＨ（３００ｍｌ）を加え、この白色懸濁液を攪拌し、完全に溶解す
るまで、温めて還流した。ＤＣＭを留去すると、白色固体が沈殿し始めた。ＥｔＯＨの一
部を留去して、このエタノール溶液をさらに６～７容量に濃縮し、次いで、０～５℃に冷
却し、１２０分間攪拌した。得られた固体を濾過し、３０ｍｌのＥｔＯＨで洗浄した。湿
潤固体を静置棚乾燥機において真空下で乾燥した。２８．５５ｇの白色固体を得た（収率
９５％）。
【０２３６】
　実施例９により溶媒和化合物として得られた式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）
を調べて、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）振動、回転及び低周波モードを観察するためのラ
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【０２３７】
　これは、以下を特徴とする：
　１０℃／分の走査速度でＤＳＣにより決定された、８７°～１０１℃の融解範囲；
　以下のＸＲＰＤピークを特徴とするＸ線粉末回折パターン（Ｘ線回折管ＫＦＬ　ＣｕＫ
α２型を有するＢｒｕｋｅｒ　Ｄ８　Ａｄｖａｎｃｅ　ｃｏｎ）：７，４５；７，８７；
８，５１；１０，１２；１０，２８；１２，６６；１３，２９；１３，４５；１４，９５
；１６，１４；１６，３４；１７，０５；１７，７４；１８，０５；１８，４８；１８，
８８；１９，０５；１９，３３；１９，８５；２０，１８；２０，６５；２１，３；２２
，９６；２３，５５；２３，８７；２４，４１；２４，６６；２４，８８；２５，６２；
２５，８２；２６，４５；２８，１２及び２８，５３±０．２度／２θ。
【実施例１０】
【０２３８】
　化合物（Ｉ）（式中ｎは１である）－形態Ａの結晶化
【０２３９】
　酢酸エチル／ヘプタンからの手順
　５ｇの粗製の（Ｉ）（式中ｎは１である）を３０ｍｌの酢酸エチルとともに反応器に装
填し、この懸濁液を、固体が完全に溶解するまで７５℃に加熱しながら攪拌した。１５ｍ
ｌのｎ－ヘプタンを加え、この溶液をＲＴにした。この懸濁液を２時間５℃に冷却し、濾
過し、真空下で乾燥した。白色固体、いわゆる形態Ａを得た（３．６ｇ、収率７２％）。
【０２４０】
　実施例１０により形態Ａとして得られた式（Ｉ）の化合物（式中、ｎは１である）を調
べて、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）振動、回転及び低周波モードを観察するためのラマン
分光法及びＸ線粉末回折（ＸＲＰＤ）パターンにより融点を決定した。
【０２４１】
　これは、以下を特徴とする：１０℃／分の走査速度でＤＳＣにより決定された、１４４
°～１４７℃の融解範囲；
　以下のＸＲＰＤピークを特徴とするＸ線粉末回折パターン（Ｘ線回折管ＫＦＬ　ＣｕＫ
α２型を有するＢｒｕｋｅｒ　Ｄ８　Ａｄｖａｎｃｅ）：７，４８；７，９３；１０，１
５；１０，３２；１２，７２；１３，５１；１６，１８；１６，４６；１８，０８；１８
，５３；１８，９４；８，５５；１７，７９；１９，８９；１９，１；２０，２；２１，
３７；２２，９６；２３，６３；２４，８７；２６，５１；２８，０９；２８，６１及び
２５，８２±０．２度／２θ。
【０２４２】
　酢酸イソプロピルからの手順
　５ｇの粗製の（Ｉ）（式中ｎは１である）を２０ｍｌの酢酸イソプロピルとともにフラ
スコに装填し、完全に溶解するまで、この懸濁液を加熱して還流した。この混合物を０℃
に冷却し、２時間攪拌した。得られた固体を濾過し、１０ｍｌの酢酸イソプロピルで洗浄
した。この湿潤固体を真空下で乾燥した。４．０５ｇの白色固体、すなわち結晶形態Ａを
得た（収率８１％）。
【０２４３】
　生成物の特性評価は、特許文献１の実施例に記載されている。
【実施例１１】
【０２４４】
　１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニル）－２
－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）エタノン（中間体（ＶＩＩ）
、ｎ＝１）への中間体（ＶＩＩ）（ｎ＝０）の酸化
【０２４５】
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【化５２】

【０２４６】
　Ｈ２Ｏ２／酢酸を用いる手順
　０．５ｇの（ＶＩＩ）（式中、ｎは０である）を３ｍｌの氷酢酸とともに５０ｍｌフラ
スコに装填した。この均一な溶液を５０℃まで加熱し、次いで、１ｍｌの３０～３５％過
酸化水素水を徐々に加え、この混合物を、同じ温度で２１時間撹拌しながら維持した。次
いで、溶媒を減圧下で除去し、勾配溶出（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ８５／１５～ＥｔＯＡｃ
１００％）を用いるカラムクロマトグラフィーで粗製の固体を精製し、純粋な生成物を白
色固体として得た（収率５０％）。
【０２４７】
　Ｏｘｏｎｅ（商標）を用いる手順
　１０ｇの（ＶＩＩ）（式中、ｎは０である）を、１１．４４ｇのＯｘｏｎｅ（商標）、
８０ｍｌのメタノール及び３０ｍｌの水とともにフラスコに装填した。この混合物を６５
℃まで５時間加熱し、ＲＴに４８時間置いた。アルコールを留去し、５０ｍｌの水及び１
００ｍｌのトルエンを加えた。この混合物を固体が完全に溶解するまで加熱し、水性相を
排出し、有機相を真空下で７０ｍｌに濃縮した。この懸濁液を０℃に冷却し、撹拌しなが
ら１．５時間維持した。得られた固体を濾過して取り出し、静置棚乾燥機において真空下
で乾燥した。６．７ｇの白色固体を得た（収率６０％）。
【０２４８】
　ＭＣＰＢＡを用いる手順
　０．５ｇの（ＶＩＩ）（式中、ｎは０である）を１０ｍｌのＴＨＦに溶解し、０．３４
ｇのＭＣＰＢＡ（３－クロロペルオキシ安息香酸、７７％アッセイ）を加え、この混合物
をＲＴで一晩攪拌した。ＨＰＬＣコントロールによって、ほぼ完全な変換が確認された。
この溶液を、１００ｍｌの酢酸エチルと５０ｍｌの５％炭酸水素カリウム水溶液の間に分
配した。さらなる５０ｍｌの塩基性溶液で有機相を洗浄し、真空下で乾燥した。この粗製
物を、溶出液として酢酸エチルとジクロロメタンの混合物を用いて、シリカパッドで精製
した。０．２２ｇの（ＶＩＩ）（式中、ｎ＝１）を得た（収率４２％）。
【実施例１２】
【０２４９】
　１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニル）－２
－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）エタノン（中間体（ＶＩＩ）
、ｎ＝１）への中間体（ＶＩ）（ｎ＝１）の酸化
【０２５０】
【化５３】

【０２５１】
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　ＤＭＰを用いる手順
　アルコール（ＶＩ）（式中ｎは１である）（１．０ｇ、２．３８ｍｍｏｌ）をアセトン
（１５ｍＬ）に懸濁した。この懸濁液を、氷浴を用いて０～５℃で撹拌しながら冷却した
。次いで、デス－マーチンペルヨージナン（１．４ｇ、３．３ｍｍｏｌ）を一度に加えた
。反応は最初に発熱性であり、１時間後に、ＲＴになるまでこれを放置した。２０時間後
に、反応は完了し、１０ｍｌの１０％メタ重亜硫酸ナトリウム水溶液で反応をクエンチし
、３０ｍｌの１５％炭酸カリウム水溶液を加えた。この混合物を２５℃で０．５時間攪拌
し、固体を濾過して、定量的収率でケトン（ＶＩＩ）（式中ｎは１である）を得た。
【実施例１３】
【０２５２】
　３－（シクロプロピルメトキシ）－４－ニトロ安息香酸（中間体（ＩＩＩ）、Ｘ＝－Ｎ
Ｏ２及びＺ＝－ＯＨ）の製造
【０２５３】
【化５４】

【０２５４】
　（ＩＩＩ）（式中、Ｘは－ＮＯ２であり、Ｚは－ＯＭｅである）を、特許文献１の実施
例１８に記載されている手順に従って製造した。５５０ｇの（ＩＩＩ）（式中、Ｘは－Ｎ
Ｏ２であり、Ｚは－ＯＭｅである）を、続いて、１．６５ＬのＴＨＦ及び２．８５Ｌの１
Ｍ水酸化リチウム水溶液を反応器に装填した。この混合物を４０℃まで１．５時間加熱し
、次いで、ＲＴに冷却した。４．４Ｌの酢酸エチルを加え、続いて、２４０ｍｌの３７％
ＨＣｌ水溶液を加えた。水性相を排出し、２．７５Ｌの水で有機相を２回洗浄し、次いで
、真空下において５０℃で濃縮し、同じ温度で１．６５Ｌのｎ－ヘプタンを加え、この懸
濁液をＲＴに冷却した。固体を濾過して取り出し、真空棚段乾燥機中で乾燥して、３３７
ｇの（ＩＩＩ）（式中、Ｘは－ＮＯ２であり、Ｚは－ＯＨである）を得た（収率７３％）
。
【実施例１４】
【０２５５】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－ニトロ安息香酸－ｌ－（３－シクロプロピ
ルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジクロロ－ｌ－ピリ
ジン－４－イル）－エチルエステル（中間体（ＩＶ）、ｎ＝０）の製造
【０２５６】
【化５５】
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【０２５７】
　中間体（ＩＩＩ）（式中、Ｘは－ＮＯ２であり、Ｚは－ＯＨである）（８０ｇ、０．３
４ｍｏｌ、参照）及び（ＩＩ）（式中、ｎは０である）（１０９．１ｇ、０．２７ｍｏｌ
、０．９当量）、ＥＤＣ．ＨＣｌ（１９３．９ｇ、１．０１ｍｍｏｌ、３当量）、ＤＭＡ
Ｐ（２０．６ｇ、０．１７ｍｏｌ、０．５当量）及びＤＭＦ（４００ｍｌ、５容量）を混
合し、７５℃に一晩加熱した。この溶液を水と酢酸エチルの間に分配し、酸性及び塩基性
の水溶液で有機相を洗浄し、真空下で濃縮する。この粗製物質を、ＥｔＯＨ（１２００ｍ
ｌ）、アセトン（１００ｍｌ）を用いて結晶化した。白色固体を得た（１０１ｇ、（ＶＩ
ＩＩ）に対して収率６０％）。
【０２５８】
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）δｐｐｍ　８．６０（ｓ，２Ｈ）、７
．９７（ｄ，Ｊ＝８．３８Ｈｚ，１Ｈ）、７．６１－７．８０（ｍ，２Ｈ）、７．１８－
７．３２（ｍ，２Ｈ）、７．０２－７．１４（ｍ，２Ｈ）、６．２７（ｄｄ，Ｊ＝９．７
０，３．９７Ｈｚ，１Ｈ）、４．０４－４．２１（ｍ，２Ｈ）、３．８９－４．０２（ｍ
，２Ｈ）、３．７４（ｄｄ，Ｊ＝１４．１１，９．７０Ｈｚ，１Ｈ）、３．４５（ｄｄ，
Ｊ＝１３．８９，４．１９Ｈｚ，１Ｈ）、１．１０－１．３０（ｍ，２Ｈ）、０．４９－
０．６５（ｍ，４Ｈ）、０．３６（ｑｄ，Ｊ＝５．４４，５．２９Ｈｚ，４Ｈ）。
【実施例１５】
【０２５９】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－ニトロ安息香酸－ｌ－（３－シクロプロピ
ルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキ
シ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（中間体（ＩＶ）、ｎ＝１）の製造
【０２６０】
【化５６】

【０２６１】
　（ＩＩＩ）（式中、Ｘは－ＮＯ２であり、Ｚは－ＯＨである）（８０ｇ、０．３４ｍｏ
ｌ、参照）、（ＩＩ）（式中ｎは１である）（１１３．９ｇ、０．２７ｍｏｌ、０．９当
量）、ＥＤＣ．ＨＣｌ（１９３．９ｇ、１．０１ｍｍｏｌ、３当量）、ＤＭＡＰ（２０．
６ｇ、０．１７ｍｏｌ、０．５当量）及びＤＭＦ（４００ｍｌ、５容量）を混合し、１０
０℃に一晩加熱した。この溶液を水と酢酸エチルの間に分配し、酸性及び塩基性の水溶液
で有機相を洗浄し、真空下で濃縮した。この粗製物質を、ＥｔＯＨ（６００ｍｌ）、アセ
トン（２００ｍｌ）及びヘプタン（２００ｍｌ）を用いて結晶化した。白色固体を得た（
７１ｇ、中間体（ＩＩ）（式中、ｎは１である）に対して収率４１％）。
【０２６２】
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）δｐｐｍ　８．５６（ｓ，２Ｈ）、７
．９７（ｄ，Ｊ＝８．３８Ｈｚ，１Ｈ）、７．６２－７．８３（ｍ，２Ｈ）、７．１６－
７．３２（ｍ，２Ｈ）、７．０４－７．１４（ｍ，２Ｈ）、６．２０（ｄｄ，Ｊ＝９．２
６，４．４１Ｈｚ，１Ｈ）、４．１１（ｄｄ，Ｊ＝７．０６，３．５３Ｈｚ，２Ｈ）、３
．９３（ｄ，Ｊ＝６．６２Ｈｚ，２Ｈ）、３．６２（ｄ，Ｊ＝９．２６Ｈｚ，１Ｈ）、３
．３２（ｄ，Ｊ＝９．２６Ｈｚ，１Ｈ）、１．１７－１．２６（ｍ，２Ｈ）、０．４９－
０．６７（ｍ，４Ｈ）、０．２４－０．４３（ｍ，４Ｈ）。
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【実施例１６】
【０２６３】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－アミノ安息香酸－ｌ－（３－シクロプロピ
ルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジクロロ－ｌ－ピリ
ジン－４－イル）－エチルエステル（中間体（Ｖ）、Ｘ＝ＮＨ２及びｎ＝０）の製造
【０２６４】
【化５７】

【０２６５】
　水素化手順
　反応器を、２．５ｇの（ＩＶ）（式中、ｎは０である）、１１９ｍｇのＰｄ／Ｃ触媒及
び２５ｍｌの酢酸エチルで満たした。次いで、この反応器を密閉し、緩やかに攪拌しなが
ら４０℃の内部温度に加熱した。反応器を４バールの水素で満たした。４時間後に、変換
が完了した。濾過によって触媒を除去し、溶媒を減圧下で蒸留した。２．２０ｇの生成物
を回収した（収率９０％）。
【０２６６】
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）δｐｐｍ　８．５０（ｓ，２Ｈ）、７．４
９－７．５６（ｍ，１Ｈ）、７．３０－７．３６（ｍ，２Ｈ）、７．１０－７．１９（ｍ
，１Ｈ）、７．００－７．０８（ｍ，２Ｈ）、６．５８－６．６８（ｍ，１Ｈ）、６．２
０－６．２８（ｍ，１Ｈ）、４．１１（ｂｓ，２Ｈ）、３．７８－３．９２（ｍ，４Ｈ）
、３．６９－３．７９（ｍ，１Ｈ）、３．３０－３．３７（ｍ，１Ｈ）、１．１７８－１
．３２（ｍ，２Ｈ）、０．５８－０．７１（ｍ，４Ｈ）、０．２８－０．３５（ｍ，４Ｈ
）。
【０２６７】
　ＳｎＣｌ２を用いる手順
　２ｇの（ＩＶ）（式中、ｎは０である）を２０ｍｌのＴＨＦに溶解し、４．３４ｇの塩
化スズ（ＩＩ）二水和物を加えた。この溶液を８０℃で一晩攪拌した。この溶液を、１０
０ｍｌの酢酸エチルと１００ｍｌの５％ＫＨＣＯ３水溶液の間に分配した。この混合物を
濾過して沈殿した塩を除去し、水性相を排出した。さらなるＫＨＣＯ３及びブラインで有
機相を洗浄した。有機溶媒を真空下で除去して、（Ｖ）（式中、ｎは０である）を黄色油
として分離した（１，８４ｇ、収率９７％）。
【実施例１７】
【０２６８】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－アミノ安息香酸－ｌ－（３－シクロプロピ
ルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキ
シ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（中間体（Ｖ）、ｎ＝１）の製造
【０２６９】
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【化５８】

【０２７０】
　水素化手順
　反応器を４００ｍｇの（ＩＶ）（式中、ｎ＝１である）、８ｍｇの１％Ｐｔ／Ｃ触媒及
び４ｍｌの酢酸エチルで満たし、密閉し、緩やかに攪拌しながら６０℃に加熱し、４バー
ルで水素で満たし、４時間撹拌を続けた。この混合物を濾過して、触媒を除去し、真空下
で乾燥した。
【０２７１】
　ＳｎＣｌ２を用いる手順
　１ｇの（ＩＶ）（式中、ｎ＝１である）を１０ｍｌのＴＨＦに溶解し、１．０６ｇの塩
化スズ（ＩＩ）二水和物を加えた。この溶液をＲＴで一晩攪拌した。溶媒を真空下で蒸発
させ、１０ｍｌの酢酸エチル及び１０ｍｌの１Ｍ　ＮａＯＨ水溶液を粗製物に加えた。水
性相を排出し、有機相を１０ｍｌの１０％ＮａＣｌ水溶液で洗浄した。有機溶媒を除去し
、粗製物をジエチルエーテルに懸濁し、固体が得られるまで攪拌し、これを濾過し、４ｍ
ｌのジエチルエーテルで洗浄し、静置棚乾燥機において乾燥した。白色固体を得た（０．
６８ｇ、７１．３％）。
【０２７２】
　１Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＤＭＳＯ－ｄ６）δｐｐｍ　８．５５（ｓ，２Ｈ）、７
．４０（ｄｄ，Ｊ＝８．３８，１．７６Ｈｚ，１Ｈ）、７．２８（ｄ，Ｊ＝１．７６Ｈｚ
，１Ｈ）、７．１５－７．２１（ｍ，２Ｈ）、６．９９－７．０８（ｍ，２Ｈ）、６．６
４（ｄ，Ｊ＝８．３８Ｈｚ，１Ｈ）、６．１４（ｄｄ，Ｊ＝９．５９，４．３０Ｈｚ，１
Ｈ）、５．６３（ｓ，２Ｈ）、３．８８－３．９６（ｍ，２Ｈ）、３．７０－３．８８（
ｍ，２Ｈ）、３．５５（ｄｄ，Ｊ＝１４．１１，９．９２Ｈｚ，１Ｈ）、３．２４－３．
３１（ｍ，１Ｈ）、１．１１－１．３４（ｍ，２Ｈ）、０．４７－０．６５（ｍ，４Ｈ）
、０．１９－０．４１（ｍ，４Ｈ）。
【実施例１８】
【０２７３】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルアミノ－安息香酸１－（
３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジ
クロロ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（化合物（Ｉ）、ｎ＝０）の製造
【０２７４】
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【化５９】

【０２７５】
　０．５ｇの（Ｖ）（式中、ｎは０である）（０．８４ｍｍｏｌ）をＤＣＭ（７ｍｌ）及
びＴＥＡ（０．１７ｍｌ、１．２６ｍｍｏｌ）に溶解し、次いで、メタンスルホニルクロ
リド（０．１１ｇ、０．９３ｍｌ）をゆっくりと加え、この溶液をＲＴで２０時間攪拌し
た。次いで、反応を水（２０ｍｌ）でクエンチし、有機溶媒を抽出し、５％ＮａＣｌ水溶
液（１０ｍｌ）で洗浄した。溶媒を除去し、勾配溶出（ヘキサン１００％～ヘキサン／Ｅ
ｔＯＡｃ６０／４０）を用いるカラムクロマトグラフィーで粗製物を精製し、純粋な生成
物を無色油として得た（収率３０％）。
【実施例１９】
【０２７６】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－ニトロ安息香酸－ｌ－（３－シクロプロピ
ルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジクロロ－ｌ－オキ
シ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（中間体（ＩＶ）、ｎ＝１）を得るための中
間体（ＩＶ）（式中、ｎは０である）の酸化
【０２７７】
【化６０】

【０２７８】
　Ｈ２Ｏ２／酢酸を用いる手順
　０．５ｇの（ＩＶ）（式中、ｎは０である）を３ｍｌの氷酢酸をとともに５０ｍｌフラ
スコに装填した。この溶液を５５℃まで加熱し、次いで、徐々に１ｍｌの過酸化水素（３
５％）を加え、この混合物を同じ温度で４８時間撹拌しながら維持した。５ｍｌの水を加
え、生成物を酢酸エチルで抽出し、有機溶媒を減圧下で除去して、生成物を黄色油として
得た（収率７４％）。
【０２７９】
　Ｏｘｏｎｅ（商標）を用いる手順
　０．３ｇの（ＩＶ）（式中、ｎは０である）を５０ｍｌフラスコに装入し、続いて、２
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の懸濁液を５５℃で４８時間及び４０℃で７２時間攪拌した。メタノールを減圧下で除去
し、５ｍｌの酢酸エチルを加えた。水性相を酢酸エチル（３×５ｍｌ）で抽出し、有機相
をＮａ２ＳＯ４の下で乾燥し、溶媒を減圧下で除去して、生成物を黄色がかった油として
得た（収率９６％）。
【０２８０】
　ＭＣＰＢＡを用いる手順
　０．５ｇの（ＩＶ）（式中、ｎは０である）を１０ｍｌのＴＨＦに溶解し、０．２２ｇ
のＭＣＰＢＡ（３－クロロペルオキシ安息香酸、７７％アッセイ）を加え、この混合物を
ＲＴで一晩攪拌した。ＨＰＬＣコントロールによって、ほぼ完全な変換が確認された。こ
の溶液を、１００ｍｌの酢酸エチルと５０ｍｌの５％炭酸水素カリウム水溶液の間に分配
した。有機相をさらなる５０ｍｌの塩基性溶液で洗浄し、真空下で乾燥した。この粗製物
を、溶出液として酢酸エチルとジクロロメタンの混合物を用いて、シリカパッドで精製し
た。０．１９ｇの（ＶＩＩ）を得た（収率３７％）。
【実施例２０】
【０２８１】
　（Ｓ）－３－シクロプロピルメトキシ－４－メタンスルホニルアミノ安息香酸－１－（
３－シクロプロピルメトキシ－４－ジフルオロメトキシ－フェニル）－２－（３，５－ジ
クロロ－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）－エチルエステル（化合物（Ｉ）（式中ｎは
１である）を得るための（Ｖ）（式中ｎは１である）のメタンスルホニル化
【０２８２】

【化６１】

【０２８３】
　０．２ｇの（Ｖ）（式中ｎは１である）（０．３３ｍｍｏｌ）をＤＣＭ（３ｍｌ）及び
ＴＥＡ（０．０５ｍｌ、０．３９ｍｍｏｌ）に溶解し、次いで、メタンスルホニルクロリ
ド（０．０４５ｇ、０．０７ｍｌ）をゆっくりと加え、溶液をＲＴで２０時間攪拌した。
次いで、反応を１Ｎ　ＨＣｌ（１０ｍｌ）でクエンチし、有機溶媒を抽出し、５％ＮａＣ
ｌ水溶液（１０ｍｌ）で洗浄した。溶媒を除去し、勾配溶出（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ８５
／１５～ＥｔＯＡｃ１００％）を用いるカラムクロマトグラフィーで粗製物を精製し、純
粋な生成物を無色油として得た（収率３０％）。
【実施例２１】
【０２８４】
　３－ヒドロキシ－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸メチルエステルの製造
【０２８５】
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【化６２】

【０２８６】
　１００ｇの３－ヒドロキシ－４－（ジフルオロメトキシ）－ベンズアルデヒド（０．５
３ｍｏｌ）をＭｅＯＨ（６００ｍｌ）に溶解し、固体のＯｘｏｎｅ（商標）（３２５ｇ、
１．０６ｍｏｌ）を１時間かけて小量ずつ加え、溶液を攪拌し、５０～５５℃に２時間温
めた。溶媒を真空下で２００ｍｌに濃縮し、水（１Ｌ）を加えた。得られた不均一な溶液
を５０～５５℃で攪拌し、次いで、トルエン（５００ｍｌ）を加え、この二相性混合物を
激しく攪拌した。水性相を排出し、有機相を水（５００ｍｌ）で洗浄した。活性炭（１０
ｇ）を加え、この有機溶液を２０分間攪拌した。これをセライトパッドで濾過し、溶媒を
真空下で２～３容量に濃縮し、得られた溶液を８０～９０℃に温めた。ｎ－ヘプタン（４
００ｍｌ）をゆっくりと加えた。この混合物０℃に冷却し、この懸濁液を０℃で一晩攪拌
した。固体をブーフナー漏斗で濾過し、ｎ－ヘプタン（１００ｍｌ）で洗浄した。得られ
た白色固体を真空下において室温で乾燥した（収率７０％）。
【実施例２２】
【０２８７】
　３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸メチルエス
テルの製造
【０２８８】
【化６３】

【０２８９】
　８７３ｇの３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）－ベンズア
ルデヒド（３．６１ｍｏｌ）をＭｅＯＨ（４．４Ｌ）に溶解し、次いで、固体のＯｘｏｎ
ｅ（商標）（１，８６Ｋｇ、６．０６ｍｏｌ）を１時間かけて小量ずつ加え、この溶液を
攪拌し、５５～６０℃に２時間温めた。溶媒を真空下で１，６Ｌに濃縮し、水（７Ｌ）を
加えた。得られた不均一な溶液を５０～５５℃で攪拌し、次いで、トルエン（３Ｌ）を加
え、この二相性混合物を激しく攪拌した。水性相を排出し、有機相を水（３Ｌ）で洗浄し
た。溶媒を真空下で２～３容量に濃縮し、得られた溶液を８０～９０℃に温めた。ｎ－ヘ
プタン（５，５Ｌ）をゆっくりと加えた。この混合物を－１０℃に冷却し、この懸濁液を
－１０℃で一晩攪拌した。固体をブーフナー漏斗で濾過し、ｎ－ヘプタン（１Ｌ）で洗浄
した。得られた黄色固体を真空下において室温で乾燥した（収率５２％）。
【実施例２３】
【０２９０】
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　１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フェニル）－２
－（３，５－ジクロロ－１－ピリジン－４－イル）エタノン（中間体（ＶＩＩ）、ｎ＝０
）の製造
【０２９１】
【化６４】

【０２９２】
　３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸メチルエス
テル（３０ｇ、０．１１ｍｏｌ）及び３，５－ジクロロ－４－メチル－ピリジン（２１．
４ｇ、０．１３ｍｏｌ）を１Ｌの反応器に装入し、ＴＨＦ（１２０ｍｌ）に溶解した。こ
の均一な溶液を撹拌しながら－１０℃に冷却した。１Ｍリチウムビス（トリメチルシリル
）アミドのＴＨＦ（０．２２ｍｏｌ、２２０ｍｌ）溶液を３０分かけてゆっくりと加えた
。この混合物を低温で１５～３０分間攪拌し、次いで、１０％ＨＣｌ水溶液（２５０ｍｌ
）でクエンチし、室温に温めた。酢酸エチル（３００ｍｌ）を加え、この二相性混合物を
１５～２０分間激しく攪拌した。水性相を酢酸エチル（１５０ｍｌ）で再抽出した。再度
合わせた有機相を２容量に濃縮した。イソプロパノール（２４０ｍｌ）を加え、この溶液
を２～３容量に再度濃縮した。イソプロパノール（１５０ｍｌ）を加え、溶液を０℃に冷
却して、淡黄色固体の沈殿を得た。３時間後に、この固体をブーフナー漏斗で濾過し、１
容量の冷イソプロパノールで洗浄した。得られた固体を真空下においてＲＴで乾燥した（
収率９０．５％）。
【実施例２４】
【０２９３】
　３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸メチルエス
テルの製造
【０２９４】
【化６５】

【０２９５】
　ＤＭＦ及び炭酸カリウムを用いる手順
　３－ヒドロキシ－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸メチルエステル（５ｇ、２２
．９ｍｍｏｌ）、Ｋ２ＣＯ３（４．７５ｇ、３４．４ｍｍｏｌ）、ＮａＩ（０．３４ｇ、
２．３ｍｍｏｌ）及びブロモ－メチルシクロプロパン（３．７ｇ、２７．５ｍｍｏｌ）を
ＤＭＦ（２５ｍｌ）に溶解し、この不均一な混合物を攪拌し、８０℃で２時間温めた。こ
の懸濁液を室温に冷却し、撹拌しながら水（５０ｍｌ）を加えた。この不均一な混合物を
０～５℃に６０～９０分間冷却し、固体をグーチ漏斗で濾過し、水（５０ｍｌ）で洗浄し
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た。オレンジ色の固体を得た。これを、真空下において室温で乾燥した（収率９５．８％
）。
【実施例２５】
【０２９６】
　３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸メチルエス
テルの製造
【０２９７】
【化６６】

【０２９８】
　ＤＭＡ、炭酸カリウム及びＭｅＩを用いる手順
　３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸（５０ｇ、
１９３．６ｍｍｏｌ）及びＫ２ＣＯ３（２８．１ｇ、２０３．３ｍｍｏｌ）をＤＭＡ（４
００ｍｌ）に懸濁し、この懸濁液を７５～８５℃に温めた。ＭｅＩ（３２．９７ｇｒ、２
３２．０ｍｍｏｌ）のＤＭＡ溶液（１００ｍｌ）を、滴下漏斗を介して１時間かけて加え
た。添加の終わりに、この懸濁液を０～５℃に冷却し、撹拌しながら水（５００ｍｌ）を
加えた。白色固体の沈殿が生じた。この不均一な冷混合物を６０～９０分間攪拌し、固体
をグーチ漏斗で濾過し、水（５０ｍｌ）で洗浄した。生成物を白色固体として得た。これ
を、真空下において室温で乾燥した（収率９８．１％）。
【実施例２６】
【０２９９】
　３－ヒドロキシ－４－（ジフルオロメトキシ）－安息香酸メチルエステルの製造
【０３００】

【化６７】

【０３０１】
　５０ｍｌフラスコ中で、３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ
）－ベンゾニトリル（０．５ｇ、２．７ｍｍｏｌ）をＭｅＯＨ（３ｍｌ）に溶解し、この
均一な溶液を室温で攪拌した。９１％Ｈ２ＳＯ４水溶液（１ｍｌ）をゆっくりと滴加し、
この溶液を５０℃で１週間温めた。この溶液を０～５℃に冷却し、水（１０ｍｌ）を加え
、得られた懸濁液を低温で１時間攪拌した。この懸濁液をグーチ漏斗で濾過した。生成物
を白色固体として得た（収率７８％）。
【実施例２７】
【０３０２】
　（Ｒ／Ｓ）－１－（３－（シクロプロピルメトキシ）－４－（ジフルオロメトキシ）フ
ェニル）－２－（３，５－ジクロロ－－ｌ－オキシ－ピリジン－４－イル）エタノール（
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中間体（ＶＩ）、ｎ＝１）の製造
【０３０３】
【化６８】

【０３０４】
　１００ｍｌの丸底フラスコ中で、（ＶＩＩ）（式中ｎは１である）（０．２ｇ、０，４
８ｍｍｏｌ）を窒素雰囲気下で加え、ＭｅＯＨ（１０ｍｌ）に懸濁し、０～５℃に冷却し
た。ＮａＢＨ４（１８．０ｍｇ、０．４８ｍｍｏｌ）を加え、この懸濁液を１．５時間攪
拌した。反応をＨ２Ｏ（２５ｍｌ）でクエンチし、室温に温めた。水溶液を酢酸エチル（
２×１５ｍＬ）で２回抽出し、再度合わせた有機相をＮａ２ＳＯ４で乾燥した。溶媒を減
圧下で蒸発させて、粗製の固体を得た。これを高温のトルエン（１０ｍｌ、８５～９０℃
）に溶解し、この溶液を０～５oＣに２時間冷却して結晶化した。得られた固体を濾過し
、１０ｍｌのトルエンで洗浄し、静置棚乾燥機において真空下で乾燥した。１６４．５ｍ
ｇの白色固体を得た（収率８１．６％）。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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