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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】哺乳動物の組織における異常に高いアルギナー
ゼ活性または哺乳動物の組織における異常に低い一酸化
窒素シンターゼ活性のいずれかを特徴とする疾患または
障害の治療に有用である、新規なアルギナーゼ活性の阻
害剤の提供。
【解決手段】式１ａに代表されるα,α-二置換α-アミ
ノカルボン酸化合物からなるアルギナーゼ阻害剤化合物
又はその薬学的に許容される塩、これらの化合物を含有
する組成物、並びに、アルギナーゼのアップレギュレー
ション、異常に高いアルギナーゼ活性又は異常に低い一
酸化窒素シンターゼ活性を特徴とする状態の治療及び診
断のための前記組成物の使用。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式IAまたは式IBの化合物、またはその立体異性体、ラクトンプロドラッグ、もし
くは薬学的に許容される塩：

式中、
　点線は、任意の二重結合を示し；
　Zは、

であり；
　X1は-(CH2)-であるか、または、二重結合がX1とX2との間に存在する場合、X1は-(CH)-
であり；
　X2は-(CH2)-または-(NR2)-であるか、または、二重結合がX1とX2との間にもしくはX2と
X3との間に存在する場合、X2は-(CH)-もしくはNであり；
　X3は、-(CH2)-であるか、-S-、-O-および-(NR2)-からなる群より選択されるヘテロ原子
部分であるか、または、二重結合がX2とX3との間にもしくはX3とX4との間に存在する場合
、X3は-(CH)-もしくはNであり；
　X4は-(CH2)-であるか、または、二重結合がX3とX4との間に存在する場合、X4は-(CH)-
であり、かつトランス立体配置にあり；
　但し、X2およびX3の最大で1つが、該-(NR2)-または該ヘテロ原子部分であり；
　但し、Zが

である場合、X3は-(NR2)-であり；
　但し、X1、X2、X3、およびX4の間に2つ以下の二重結合が存在し、かつ2つの二重結合が
共通の炭素原子を共有することはなく；
　R1は、H以外の一価の部分であるか；または、R1およびα-カルボキシラートは、一緒に
なって、ラクトンを形成し；かつ
　R2は、独立して、H、メチル、またはエチルである。
【請求項２】
　L立体化学を有し、かつ
　ここで、下記の構造（式Ia）：

を有し；かつ
　ここで、下記の構造（式Ib）：
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を有する、請求項1記載の化合物。
【請求項３】
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより
選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)アリ
ール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C2-C50)ヘテロシク
ロアルキル(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリ
ールチオ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)
アリールアミノ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、ア
ミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C
(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはその標識された誘導体であるか；また
は、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒になって、4～7個の環原子を有するラク
トンを形成し；
　各Rxが、独立して、(C1-C20)アルキレニルであり；
　Ryが、(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ
(C1-C6)アルキル、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2
、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する
(C3-C50)ヘテロアリール；ヘテロシクリル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(
C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　Rzが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、-Rx-O-(C1-C6)アルキル、(C5-C50)
アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
テロアリール；(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C

6)アルキルであり；
　R3が、独立して、H、(C1-C6)アルキル、または(C1-C6)アルキル-N(R4)2であり；
　R4が、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　R5が、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C50)アリール、-SO2-(C5-C50)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C50)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環であり；
　または、R3およびR5が一緒に(C2-C10)ヘテロシクロアルキルを形成し；
　Lが、脂肪族または芳香族連結であり；Yが、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチ
ド模倣物または炭水化物の残基である、
請求項1記載の化合物。
【請求項４】
　前記L脂肪族連結が、二価のアルキレニル基であり、前記芳香族連結が二価のアリール
基である、請求項3記載の化合物。
【請求項５】
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、ハロ、(C5-C50)アリール、N、O、および
Sより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)
アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリー
ルオキシ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)
アリールアミノ(C1-C20)アルキル、ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-
C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-C(=O)-O-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-L-Y、また
はその標識された誘導体であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒
になって、4～7個の環原子を有するラクトンを形成し；
　各Rxが、独立して、(C1-C6)アルキレニルであり；
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　Ryが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2、(C5-C50)アリール、N、O、
およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C

5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり
；
　Rzが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、(C5-C50)アリール、N、O、およびS
より選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)
アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　R3が、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　Lが、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yが、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチド模倣物または炭水化物の残基である
、
請求項1記載の化合物。
【請求項６】
　X2が-S-または-O-である、請求項1記載の化合物。
【請求項７】
　X2が-S-である、請求項1記載の化合物。
【請求項８】
　X3が-(NR2)-である、請求項1記載の化合物。
【請求項９】
　R2がHである、請求項1記載の化合物。
【請求項１０】
　Yが、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位体、磁気共鳴イメージング造影剤
、X線造影剤、または超音波造影剤からなる群より選択される機能的部分を含むイメージ
ング可能部分の残基である、請求項1記載の化合物。
【請求項１１】
　R1がその蛍光標識された誘導体である、請求項4記載の化合物。
【請求項１２】
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、(C2-C20)アルケニル、(C5-C5
0)アリール、(C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アル
キル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-
Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはそ
の標識された誘導体であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートが、一緒にな
って、4～7個の環原子を有するラクトンを形成する、請求項4記載の化合物。
【請求項１３】
　Rxが(C1-C6)アルキレニルである、請求項4記載の化合物。
【請求項１４】
　Ryが、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、N(R3)2、またはヘテロシクリルである、請
求項4記載の化合物。
【請求項１５】
　Rzが-Rx-O-(C1-C6)アルキルである、請求項4記載の化合物。
【請求項１６】
　R4が、独立して、Hまたは(C1-C4)アルキルである、請求項4記載の化合物。
【請求項１７】
　R5が、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C10)アリール、-SO2-(C5-C10)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C10)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環である、請求項4記
載の化合物。
【請求項１８】
　R1が、添付の図面中の図19～24に示される側鎖からなる群より選択される、請求項4記
載の化合物。
【請求項１９】
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　以下からなる群より選択される、請求項1記載の化合物：
　2-アミノ-2-ベンジル-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アリル-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)コハク酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-フェニルブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-クロロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-フルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-ニトロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-フェノキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-イソプロピルフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-4-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-3-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチルチオ)フェノキシ)プロピル)ヘキサン
酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(2,6-ジフルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(o-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(p-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　4-(4-アミノ-8-ボロノ-4カルボキシオクチルオキシ)安息香酸；
　2-アミノ-2-(3-(4-アミノフェノキシプロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(ピリジン-3-イルメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(ベンジルオキシエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(p-トリオキシ（tolyoxy）)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-クロロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-5-イルオキシ)エチ
ルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-((2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-2-イル)メチル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-メトキシフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-ニトロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-(モルホリノスルホニル)フェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(3-アミノフェノキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-ヒドロキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサ-4-エン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-メトキシエトキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-メチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-イソブチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(R)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(S)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(ベンジルオキシ)-2-オキソエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシ-2-オキソエチル)ヘキサン酸；
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　2-アミノ-6-ボロノ-2-(シアノメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソ-2-フェニルエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(2-アミノエトキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペリジン-4-イル)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペラジン-1-イル)プロピルヘキサン酸；
　2,6-ジアミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(4-シアノベンズアミド)エトキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-(2-(2-アセトアミドエトキシ)エチル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)エトキシ)エチル)ヘキ
サン酸；
　2-(3-(1-アセチルピペリジン-4-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(1-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペリジン-4-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-(3-(4-アセチルピペラジン-1-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(4-シアノベンゾイル)ピペラジン-1-イル)プロピル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペラジン-1-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(4-メチルフェニルスルホンアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3,5-ジフルオロベンズアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ベンジルオキシカルボニルアミノ)-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　6-アセトアミド-2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-4-(2-ヒドロキシグアニジノ)-2-メチルブタン酸；および
　それらの薬学的に許容される塩。
【請求項２０】
　前記薬学的に許容される塩が、前記化合物の少なくとも1つの塩酸およびトリフルオロ
酢酸付加塩を含む、請求項19記載の化合物。
【請求項２１】
　少なくとも1つの請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、組成物。
【請求項２２】
　哺乳動物においてアルギナーゼを阻害する方法であって：
　有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与す
る工程
を含む、方法。
【請求項２３】
　哺乳動物においてアルギナーゼ関連障害を治療する方法であって：
　有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与す
る工程
を含む、方法。
【請求項２４】
　前記アルギナーゼ関連障害が、ヒトの組織における一酸化窒素シンターゼ活性の異常に
低いレベルに関連する障害、ヒトの組織におけるアルギナーゼ活性の異常に高いレベルに
関連する障害、またはそれらの組み合わせである、請求項23記載の方法。
【請求項２５】
　前記アルギナーゼ関連障害が、心疾患、全身性高血圧症、肺高血圧症、虚血再灌流傷害
、末梢血管疾患、末梢動脈疾患、くも膜下出血、勃起機能不全、自己免疫性脳脊髄炎、慢
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性腎不全、胃腸運動障害、胃癌、肝血流量減少、肝血流量不足（insufficient hepatic b
lood flow）、脳血管攣縮、またはそれらの組み合わせである、請求項24記載の方法。
【請求項２６】
　哺乳動物において平滑筋を弛緩させる方法であって：
　有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与す
る工程
を含む、方法。
【請求項２７】
　この方法に従って弛緩される平滑筋が、胃腸平滑筋、肛門括約筋平滑筋、食道括約筋、
海綿体、オッディ括約筋、動脈平滑筋、心臓平滑筋、肺平滑筋、腎臓平滑筋、子宮平滑筋
、膣平滑筋、頸部平滑筋、胎盤平滑筋、および眼平滑筋からなる群より選択される少なく
とも1つである、請求項26記載の方法。
【請求項２８】
　患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であって：
　診断有効量の請求項3記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与す
る工程であって；
　ここで、R1は、その標識された誘導体である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む、方法。
【請求項２９】
　前記アルギナーゼ過剰発現が、喘息、癌、細菌感染症、またはそれらの組み合わせに関
連する、請求項28記載の方法。
【請求項３０】
　患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であって：
　診断有効量の請求項3記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与す
る工程であって；
　ここで、Yはイメージング可能部分である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む、方法。
【請求項３１】
　前記アルギナーゼ過剰発現が、喘息、癌、細菌感染症、またはそれらの組み合わせに関
連する、請求項30記載の方法。
【請求項３２】
　患者を放射線イメージングするための方法であって：
　有効量の請求項3記載の化合物を該患者へ投与する工程であって、ここで、Yはイメージ
ング可能部分である、工程；および
　放射線イメージング装置を使用して該患者をスキャンする工程
を含む、方法。
【請求項３３】
　アルギナーゼを阻害する方法であって：
　該アルギナーゼと請求項1記載の化合物またはその塩とを接触させる工程
を含む、方法。
【請求項３４】
　前記アルギナーゼが、酵母アルギナーゼ、細菌アルギナーゼ、寄生虫アルギナーゼ、ま
たは哺乳動物アルギナーゼである、請求項33記載の方法。
【請求項３５】
　前記哺乳動物アルギナーゼが、ヒトI型アルギナーゼまたはヒトII型アルギナーゼであ
る、請求項34記載の方法。
【請求項３６】
　診断有効量の請求項3記載の化合物またはその薬学的に許容される塩であって、ここで
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、R1はその標識された誘導体である、化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物。
【請求項３７】
　診断有効量の請求項3記載の化合物またはその薬学的に許容される塩であって、ここで
、Yはイメージング可能部分である、化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物。
【請求項３８】
　哺乳動物においてアルギナーゼのアップレギュレーションに関連する疾患または状態を
治療する方法であって：
　有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与す
る工程
を含み、
　ここで、該疾患または状態は、胃腸疾患、肺炎症性疾患、性的興奮障害、心血管障害、
溶血性障害、自己免疫疾患、創傷治癒、寄生性原生動物によって引き起こされる疾患、細
菌により引き起こされる疾患、癌、早期分娩、乾癬、またはそれらの組み合わせである
方法。
【請求項３９】
　前記胃腸疾患が、胃腸運動障害、炎症性腸疾患、クローン病、潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、
アデノイド口蓋扁桃疾患、またはそれらの組み合わせである、請求項38記載の方法。
【請求項４０】
　前記肺炎症性疾患が、喘息、化学物質誘発性肺線維症、特発性肺線維症、嚢胞性線維症
、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、またはそれらの組み合わせである、請求項38記載の方法。
【請求項４１】
　前記性的興奮障害が、男性の勃起機能不全、ペイロニー病、または女性の性的興奮障害
である、請求項38記載の方法。
【請求項４２】
　前記心血管障害が、アテローム性動脈硬化症における血管内皮機能不全、高血圧症、虚
血再灌流傷害、末梢血管疾患、末梢動脈疾患、くも膜下出血、高コレステロール血症、糖
尿病、またはそれらの組み合わせ、糖尿病性心血管疾患、肺動脈高血圧症、レイノー病、
またはそれらの組み合わせである、請求項38記載の方法。
【請求項４３】
　前記溶血性障害が、発作性夜間血色素尿症（PNH）、鎌状赤血球症、サラセミア、遺伝
性球状赤血球症および有口赤血球症、細血管障害性溶血性貧血、ピルビン酸キナーゼ欠損
症、ABO不整合輸血反応、発作性寒冷血色素尿症、重篤な特発性自己免疫性溶血性貧血、
感染誘発性貧血、マラリア、心肺バイパス、人工心臓弁誘発性貧血、化学物質誘発性貧血
、またはそれらの組み合わせである、請求項38記載の方法。
【請求項４４】
　前記自己免疫疾患が、脳脊髄炎、多発性硬化症、抗リン脂質症候群1、自己免疫性溶血
性貧血、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー、疱疹状皮膚炎、皮膚筋炎、重症筋無力症
、天疱瘡、関節リウマチ、スティッフパーソン症候群、1型糖尿病、強直性脊椎炎、また
はそれらの組み合わせである、請求項38記載の方法。
【請求項４５】
　前記状態が創傷治癒である、請求項38記載の方法。
【請求項４６】
　前記寄生性原生動物によって引き起こされる疾患が、アフリカ睡眠病、シャーガス病、
リーシュマニア症、マラリア、またはそれらの組み合わせである、請求項38記載の方法。
【請求項４７】
　前記癌が、腎細胞癌、前立腺癌、結腸直腸癌、乳癌、皮膚癌、肺癌、卵巣癌、胃癌、ま
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【請求項４８】
　前記皮膚癌が、扁平上皮癌、基底細胞癌、またはそれらの組み合わせである、請求項47
記載の方法。
【請求項４９】
　前記状態が早期分娩である、請求項38記載の方法。
【請求項５０】
　前記状態が乾癬である、請求項38記載の方法。
【請求項５１】
　哺乳動物において免疫抑制の軽減を提供する方法であって：
　有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与す
る工程
を含み、
　ここで、該哺乳動物は、慢性感染性疾患、細菌感染症、寄生虫感染症、外傷、ハンセン
病、結核、肝移植、癌、およびそれらの組み合わせからなる群より選択される疾患または
状態を患っている、
方法。
【請求項５２】
　少なくとも1つの腫瘍を患う哺乳動物においてオルニチンの産生を阻害する方法であっ
て：
　有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与す
る工程
を含む、方法。
【請求項５３】
　請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩；
　ホスホジエステラーゼ1（PDE1）阻害剤、ホスホジエステラーゼ2（PDE2）阻害剤、ホス
ホジエステラーゼ5（PDE5）阻害剤、またはPDE1、PDE2、PDE5、もしくはそれらの組み合
わせを阻害する非特異的PDE阻害剤；および
　任意の薬学的に許容される賦形剤
を含む、組成物。
【請求項５４】
　下記の式Iの置換ボロン酸、またはその立体異性体、ラクトンプロドラッグ、もしくは
薬学的に許容される塩を調製するための方法であって：

　溶液相において、イリジウム触媒の存在下で、4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサ
ボロランと、下記の式IIの化合物
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とを反応させ、ボロン酸エステル生成物を形成させる工程；および
　式Iの化合物を形成させるように、該ボロン酸エステル生成物を脱保護する工程
を含み；
　式中、
　Rは、メチル、エチル、またはt-ブチルであり；
　Zは

であり；
　X1は-(CH2)-であり；
　X2は-(CH2)-であり；
　X3は-(CH2)-であり；
　X4は-(CH2)-であり；
　R1はH以外の一価の部分であるか；または、R1およびα-カルボキシラートは、一緒にな
って、ラクトンを形成する、
方法。
【請求項５５】
　前記イリジウム触媒が[Ir(cod)Cl]2である、請求項54記載の方法。
【請求項５６】
　前記脱保護する工程を強酸性水溶液の存在下で行う、請求項54記載の方法。
【請求項５７】
　その必要がある患者においてアルギナーゼを阻害する方法であって：
　有効量のボロノ置換α,α-二置換α-アミノカルボン酸またはその薬学的に許容される
塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
【請求項５８】
　その必要がある患者においてアルギナーゼ媒介疾病を治療または予防する方法であって
：
　該疾患が治療または予防されるように、有効量のボロノ置換α,α-二置換α-アミノカ
ルボン酸またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
【請求項５９】
　その必要がある患者においてアルギナーゼを阻害する方法であって：
　有効量のグアニジノ置換α,α-二置換α-アミノカルボン酸またはその薬学的に許容さ
れる塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
【請求項６０】
　その必要がある患者においてアルギナーゼ媒介疾病を治療または予防する方法であって
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：
　該疾患が治療または予防されるように、有効量のグアニジノ置換α,α-二置換α-アミ
ノカルボン酸またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
【請求項６１】
　X1、X2およびX3が一緒に-(CH2)n-となり、nが1～6の整数であり、かつZが-B(OH)2であ
る、請求項1記載の化合物。
【請求項６２】
　L立体化学を有する、請求項61記載の化合物。
【請求項６３】
　nが4である、請求項61記載の化合物。
【請求項６４】
　X1、X2およびX3が一緒に-(CH2)n(NH)-となり、nが1～6の整数であり、かつZが

である、請求項1記載の化合物。
【請求項６５】
　L立体化学を有する、請求項64記載の化合物。
【請求項６６】
　nが2である、請求項64記載の化合物。
【請求項６７】
　前記R1基が、1つまたは複数のRa基で置換されているアミノ窒素原子を含む、請求項3記
載の化合物。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
関連出願への相互参照
　本出願はUS 61/147,270（2009年1月26日出願）の優先権を主張し、この出願の全内容は
参照により本明細書に組み入れられる。
【０００２】
連邦政府によって支援される研究の陳述
　本研究は、米国政府資金（米国国立衛生研究所契約番号GM49758）によって一部支援さ
れ、従って、米国政府は、本発明において一定の権利を有し得る。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、一般的に、酵素阻害剤、特にアルギナーゼ阻害剤、これらのアルギナーゼ阻
害剤を含有する組成物、ならびに異常に高いアルギナーゼ活性または異常に低い一酸化窒
素シンターゼ活性のいずれかを特徴とする状態の治療および診断のためのそれらの使用方
法に関する。
【０００４】
　哺乳動物の組織における異常に高いアルギナーゼ活性または哺乳動物の組織における異
常に低い一酸化窒素シンターゼ活性のいずれかを特徴とする疾患または障害の治療に有用
である、アルギナーゼ活性の阻害剤についての必要性が存在する。本発明の方法、組成物
、投薬形態、およびキットは、これらの、ならびに他の、重要な目的に向けられる。
【０００５】
　従って、本発明は、哺乳動物の組織における異常に高いアルギナーゼ活性または哺乳動
物の組織における異常に低い一酸化窒素シンターゼ活性のいずれかを特徴とする疾患また
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は障害の治療に有用である、アルギナーゼ活性の阻害剤に関する。
【０００６】
　本発明の態様は、新規のアルギナーゼ阻害剤、特に、α,α-二置換α-アミノカルボン
酸、特にLアミノ酸を提供する。理論によって拘束されることを望まないが、α位での2つ
の置換基のうち、一方は酵素活性部位へ結合し、本明細書においてR1と呼ばれる他方のα
位側鎖は化合物の薬理学的特徴に有利に影響することが、示唆される。本発明のいくつか
のアルギナーゼ阻害剤の化学構造のいくつかの例示的な態様を、下記において議論する。
【０００７】
　一態様において、本発明は、式IAまたは式IBの化合物、またはその立体異性体（特に、
アミノ酸炭素でL立体異性体）、ラクトンプロドラッグ、もしくは薬学的に許容される塩
に関し：

式中、
　点線は、任意の二重結合を示し；
　Zは、

であり；
　X1は-(CH2)-であるか、または、該二重結合がX1とX2との間に存在する場合、X1は-(CH)
-であり；
　X2は-(CH2)-または-(NR2)-であるか、または、該二重結合がX1とX2との間にまたはX2と
X3との間に存在する場合、X2は-(CH)-またはNであり；
　X3は、-(CH2)-であるか、-S-、-O-および-(NR2)-からなる群より選択されるヘテロ原子
部分であるか、または、該二重結合がX2とX3との間にまたはX3とX4との間に存在する場合
、X3は-(CH)=またはNであり；
　X4は-(CH2)-であるか、または、該二重結合がX3とX4との間に存在する場合、X4は-(CH)
-であり、トランス立体配置にあり；
　但し、X2およびX3の最大で1つが、該-(NR2)-または該ヘテロ原子部分であり；
　但し、Zが

である場合、X3は-(NR2)-であり；
　但し、X1、X2、X3、およびX4の間に2つ以下の二重結合が存在し、2つの二重結合は共通
の炭素原子を共有することはなく；
　R1は、H以外の一価の部分であるか；または、R1および該α-カルボキシラートは、一緒
になって、ラクトンを形成し；
　R2は、独立して、H、メチル、またはエチルである。
【０００８】
　ある好ましい態様において、式IAおよびIBの化合物は、それぞれ、式IaおよびIbの化合
物として本明細書に定義される、化合物のL立体異性体形態（下記に説明される通り）で
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ある：

【０００９】
　本発明者らによって行われた構造および機能研究は、各アミノ酸の「L」立体化学（直
上に定義される通り）が、酵素活性部位における強い結合のために必要とされ；「D」立
体異性体は、それほど強くは結合しないかまたは効力がより低いことを確認した。
【００１０】
　ある態様において、
　R1は、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより
選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)アリ
ール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C2-C50)ヘテロシク
ロアルキル(C1-C50)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリ
ールチオ(C1-C50)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)
アリールアミノ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、ア
ミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C
(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはその標識された誘導体であるか；また
は、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒になって、4～7個の環原子を有するラク
トンを形成し；
　各Rxは、独立して、(C1-C20)アルキレニルであり；
　Ryは、(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ
(C1-C6)アルキル、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2
、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する
(C3-C50)ヘテロアリール；ヘテロシクリル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(
C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　Rzは、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、-Rx-O-(C1-C6)アルキル、(C5-C50)
アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
テロアリール；(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C

6)アルキルであり；
　R3は、独立して、H、(C1-C6)アルキル、または(C1-C6)アルキル-N(R4)2であり；
　R4は、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　R5は、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C50)アリール、-SO2-(C5-C50)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C50)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環であり；
　または、R3およびR5が一緒に(C2-C10)ヘテロシクロアルキルを形成し；
　Lは、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yは、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチド模倣物または炭水化物の残基である
。
【００１１】
　他の態様において、本発明は、
　少なくとも1つの本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む組成物に関する。
【００１２】
　さらに他の態様において、本発明は、哺乳動物においてアルギナーゼを阻害する方法で
あって：
　有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する工程
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を含む方法に関する。
【００１３】
　さらに他の態様において、本発明は、哺乳動物においてアルギナーゼ関連障害を治療す
る方法であって：
　有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する工程
を含む方法に関する。
【００１４】
　他の態様において、本発明は、患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であ
って：
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
であって；
　ここで、R1は、その標識された誘導体である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む方法に関する。
【００１５】
　他の局面において、本発明は、患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であ
って：
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
であって；
　ここで、Yはイメージング可能部分である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む方法に関する。
【００１６】
　ある局面において、本発明は、患者を放射線イメージングするための方法であって：
　有効量の本発明の化合物を該患者へ投与する工程であって；
　ここで、Yはイメージング可能部分である、工程；および
　放射線イメージング装置を使用して該患者をスキャンする工程
を含む方法に関する。
【００１７】
　ある局面において、本発明は、アルギナーゼを阻害する方法であって：
　該アルギナーゼと本発明の化合物またはその塩とを接触させる工程
を含む方法に関する。ある態様において、アルギナーゼは、酵母、細菌、寄生虫または哺
乳動物アルギナーゼである。ある他の態様において、哺乳動物アルギナーゼは、ヒトI型
アルギナーゼまたはヒトII型アルギナーゼ（例えば、ヒト陰茎アルギナーゼ）である。
【００１８】
　ある局面において、本発明は、
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物に関し、
　ここで、R1はその標識された誘導体である。
【００１９】
　ある局面において、本発明は、
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物に関し、
　ここで、Yはイメージング可能部分である。
【００２０】
　ある態様において、本発明は、
　哺乳動物においてアルギナーゼのアップレギュレーションに関連する疾患または状態を
治療する方法であって：
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　有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する工程
を含む、方法に関し、
　ここで、前記疾患または状態は、胃腸疾患、肺炎症性疾患、性的興奮障害、心血管障害
、溶血性障害、自己免疫疾患、創傷治癒、寄生性原生動物によって引き起こされる疾患、
細菌により引き起こされる疾患、癌、早期分娩、乾癬、またはその組み合わせである。
【００２１】
　ある態様において、本発明は、哺乳動物において免疫抑制の軽減を提供する方法であっ
て：
　有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する工程
；
を含む、方法に関し、
　ここで、該哺乳動物は、慢性感染性疾患、細菌感染症、寄生虫感染症、外傷、ハンセン
病、結核、肝移植、癌、およびその組み合わせからなる群より選択される疾患または状態
を患っている。
【００２２】
　ある態様において、本発明は、少なくとも1つの腫瘍を患う哺乳動物においてオルニチ
ンの産生を阻害する方法であって：
　有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する工程
を含む方法に関する。
【００２３】
　ある態様において、本発明は、
　式Iaまたは式Ibの化合物またはその薬学的に許容される塩；
　ホスホジエステラーゼ1（PDE1）阻害剤、ホスホジエステラーゼ2（PDE2）阻害剤、ホス
ホジエステラーゼ5（PDE5）阻害剤、またはPDE1、PDE2、PDE5、もしくはそれらの組み合
わせを阻害する非特異的PDE阻害剤；および
　任意の薬学的に許容される賦形剤
を含む組成物に関する。
【００２４】
　α,α-二置換アミノ酸の合成は、困難であることが周知であり、何故ならば、少なくと
も一部分において、α窒素原子が求核剤として作用し得、従って、α炭素原子のアルキル
化を妨げ得るためである。この官能性を一時的にマスクするために、窒素原子は、その後
のアルキル化および場合によってはヒドロホウ素化を妨げないジフェニルメチレン基で保
護される。従って、ある態様において、本発明は、下記の式Iの置換ボロン酸または、そ
の立体異性体、ラクトンプロドラッグもしくは薬学的に許容される塩を調製するための方
法に関し：

　該方法は、
　溶液相において、イリジウム触媒、好ましくは[Ir(cod)Cl]2の存在下で、4,4,5,5-テト
ラメチル-1,3,2-ジオキサボロランと、下記の式IIの化合物
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とを反応させ、ボロン酸エステル生成物を形成させる工程；および
　該ボロン酸エステル生成物を、好ましくは強酸性水溶液を用いて、脱保護し、式Iの該
化合物を形成させる工程
を含み；
　式中、
　Rは、メチル、エチル、またはt-ブチルであり；
　Zは

であり；
　X1は-(CH2)-であり；
　X2は-(CH2)-であり；
　X3は-(CH2)-であり；
　X4は-(CH2)-であり；
　R1はH以外の一価の部分であるか；または、R1および該α-カルボキシラートは、一緒に
なって、ラクトンを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明のある例示的な態様に従うプロドラッグ形態のいくつかの例示的なアルギ
ナーゼ阻害剤を示す。
【図２】本発明のある例示的な態様に従うプロドラッグ形態のいくつかの例示的なアルギ
ナーゼ阻害剤を示す。
【図３】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図４】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図５】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図６】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図７】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図８】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図９】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１０】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１１】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１２】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１３】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１４】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１５】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１６】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１７】本発明のいくつかの例示的な化合物の合成を図示する。
【図１８】いくつかの公知のアルギナーゼ阻害剤、および本発明のある態様に従ういくつ
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かの改善されたそのアナログを示す。
【図１９】本発明のある態様に従ういくつかの例示的なR1側鎖を示す。
【図２０】本発明のある態様に従ういくつかの例示的なR1側鎖を示す。
【図２１】本発明のある態様に従ういくつかの例示的なR1側鎖を示す。
【図２２】本発明のある態様に従ういくつかの例示的なR1側鎖を示す。
【図２３】本発明のある態様に従ういくつかの例示的なR1側鎖を示す。
【図２４】本発明のある態様に従ういくつかの例示的なR1側鎖を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
発明の詳細な説明
　本発明の態様は、酵素阻害剤、特にアルギナーゼ阻害剤、その組成物、ならびに異常に
高いアルギナーゼ活性または異常に低い一酸化窒素シンターゼ活性のいずれかを特徴とす
る状態の治療および診断のためのそれらの使用方法に関する。
【００２７】
定義
　上記においておよび開示にわたって使用される場合、特に指示されない限り、下記の用
語は、下記の意味を有するように理解される。
【００２８】
　本明細書において使用される場合、単数形「a」、「an」、および「the」は、文脈にお
いて明確に指示されない限り、複数参照を含む。
【００２９】
　本明細書において使用される場合、用語「約」は、量、期間などの測定可能な値を参照
する場合、明記された値からの±20%、好ましくは±10%、より好ましくは±5%、なおより
好ましくは±1%、さらにより好ましくは±0.1%の変動を包含するように意味され、何故な
らば、このような変動は、開示される方法および組成物を実施するために好適であるため
である。
【００３０】
　本明細書において使用される場合、「投与する」は、組成物または化合物がその効果を
発揮し得る患者による摂取または患者への適用などの行為を含む、患者自身によってまた
は医療専門家などの介護者によって患者へ組成物または化合物を与えるかまたは提供する
行為を指す。
【００３１】
　本明細書において使用される場合、「有効量」は、症状または状態を予防、軽減または
排除するに有効であり得る、本明細書に記載の有効成分の量を指す。
【００３２】
　本明細書において使用される場合、「治療する」および「治療」は、特にこのような治
療の必要があるヒト患者における、状態、疾患または苦痛の予防的、治癒的、および緩和
的処置を指す。
【００３３】
　本明細書において使用される場合、「薬学的に許容される」は、正しい医学的判断の範
囲内で、合理的なベネフィット／リスク比に見合った、過度の毒性、刺激、アレルギー反
応、または他の問題になる合併症の無い、ヒトおよび動物の組織との接触に適している、
化合物、材料、組成物、または投薬形態を指す。
【００３４】
　本明細書において使用される場合、「薬学的に許容される塩」は、開示の化合物の誘導
体を指し、ここで、親化合物は、酸付加塩および塩基付加塩を含む、その酸または塩基塩
を作製することによって改変されている。薬学的に許容される塩の例としては、アミンな
どの塩基性残基の鉱酸塩または有機酸塩；カルボン酸などの酸性残基のアルカリまたは有
機塩などが挙げられるが、これらに限定されない。用語「酸付加塩」は、酸の付加によっ
て作製された、親化合物の対応する塩誘導体を指す。薬学的に許容される塩は、例えば無
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機酸または有機酸から形成された、親化合物の通常の塩または第4級アンモニウム塩を含
む。例えば、このような通常の塩としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない
：塩酸、臭化水素酸、硫酸、スルファミン酸、リン酸、硝酸などの、無機酸から誘導され
るもの；ならびに、酢酸、プロピオン酸、コハク酸、グリコール酸、ステアリン酸、乳酸
、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、パモ酸、マレイン酸、アジピン酸、ア
ルギン酸、アスパラギン酸、ヒドロキシマレイン酸、フェニル酢酸、グルタミン酸、安息
香酸、サリチル酸、スルファニル酸、2-アセトキシ安息香酸、フマル酸、ベンゼンスルホ
ン酸、トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、2-ナフタレンスルホン酸（2-napthalens
ulfonic）、エタンジスルホン酸、シュウ酸、イセチオン酸、グルコヘプタン酸、グリセ
ロリン酸、セミスルファン酸（hemisulfanic）、ヘプタン酸、ヘキサン酸、塩酸、臭化水
素酸、ヨウ化水素酸、2-ヒドロキシエタンスルホン酸、2-ナフタレンスルホン酸、ペクチ
ン酸、リン酸、硫酸、3-フェニルプロピオン酸、ピクリン酸、ピバル酸、チオシアン酸、
p-トルエンスルホン酸、酪酸、ショウノウ酸、カンファースルホン酸、ジグルコン酸、シ
クロペンタンプロピオン酸、重硫酸（bisulfuric）、ドデシル硫酸、エタンスルホン酸、
およびウンデカン酸などの、有機酸から作製される塩。従って、用語「塩基付加塩」は、
塩基の付加によって作製された、親化合物の対応の塩誘導体を指す。また、塩基性窒素含
有基は、以下などの薬剤で4級化され得る：ハロゲン化低級アルキル、例えば、メチル、
エチル、プロピルおよびブチルの塩化物、臭化物およびヨウ化物；硫酸ジアルキル、例え
ば、硫酸ジメチル、硫酸ジエチル、硫酸ジブチル、および硫酸ジアミル、長鎖ハロゲン化
物、例えば、デシル、ラウリル、ミリスチルおよびステアリルの塩化物、臭化物およびヨ
ウ化物、ハロゲン化アラルキル、例えば、臭化ベンジルおよび臭化フェネチルなど。薬学
的に許容される塩としては、例えば無機または有機塩基から形成される、親化合物の通常
の塩または第4級アンモニウム塩が挙げられる。例えば、このような通常の塩としては、
以下が挙げられるが、これらに限定されない：水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸
化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウムおよび水酸化アンモニウムなどの、
無機塩基から誘導されるもの、ならびに、メチルアミン、エチルアミン、イソプロピルア
ミン、ピペリジン、ピペリジン（piperizine）、ピロリジン、エタノールアミン、モルホ
リン、ジアザピン、エチレンジアミン、ピリジン、キノリン、キヌクリジンなどの、有機
アミンから作製される塩。
【００３５】
　本明細書において使用される場合、「薬学的に許容される担体」は、薬投与と適合性で
ある、あらゆる溶媒、分散媒、コーティング、抗細菌剤および抗真菌剤、等張剤ならびに
吸収遅延剤などを含むように意図される。薬学的に活性な物質についてのこのような媒体
および薬剤の使用は、当技術分野において周知である。通常の媒体または薬剤が活性化合
物と不適合性である場合を除いて、組成物中におけるその使用が考えられる。補足の活性
化合物もまた、組成物中へ組み込まれ得る。
【００３６】
　本明細書において使用される場合、「投薬単位」は、治療される特定の患者についての
単位投薬量として適している物理的に分離した単位を指す。各単位は、必要とされる薬学
的担体と共に所望の治療効果をもたらすように計算された所定量の活性化合物を含有し得
る。本発明の投薬単位形態についての詳述は、（a）活性化合物の特有の性質および達成
される特定の治療効果、ならびに（b）このような活性化合物を混合する技術に固有の制
限によって、規定され得る。
【００３７】
　本明細書において使用される場合、「患者」は、哺乳動物を含む、動物、好ましくはヒ
トを指す。
【００３８】
　Raは、本明細書において使用される場合、独立して、H、OH、アルキル（1つまたは複数
のR4で置換されていてもよい）、アルコキシ（1つまたは複数のR4で置換されていてもよ
い）、ハロ、トリフルオロメチル、アルカノイルオキシ（1つまたは複数のR4で置換され
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ていてもよい）、メチレンジオキシ、ベンジルオキシ（1つまたは複数のR4で置換されて
いてもよい）、フェニルオキシ（1つまたは複数のR4で置換されていてもよい）、ナフチ
ルオキシ（1つまたは複数のR4で置換されていてもよい）、ニトロ、トリフルオロメトキ
シ、ニトリル、アルケニル（1つまたは複数のR4で置換されていてもよい）、アルキニル
、スルホキシド、スルホニル、スルホンアミド、アリール（1つまたは複数のR4で置換さ
れていてもよい）、ヘテロアリール（1つまたは複数のR4で置換されていてもよい）、ア
リールオイル（aryloyl）（1つまたは複数のR4で置換されていてもよい）、ヘテロアリー
ルオイル（1つまたは複数のR4で置換されていてもよい）、ヘテロアリールオキシ（1つま
たは複数のR4で置換されていてもよい）、ヘテロアリールメチルオキシ（1つまたは複数
のR4で置換されていてもよい）、アルカノイル、アルコキシカルボニル、アルキルアミノ
カルボニル、またはアミノである。R4は、(C1-C20)アルキル、(C2-C20)アルケニル、(C2-
C20)アルキニル、ハロ、ニトリル、ニトロ、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより選択
される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)アリール(
C1-C20)アルキル、ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)
アルキル、ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールアミノ(C1-C20)ア
ルキル、ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-
Ry、または-Rx-O-Rz、-L-Yである。
【００３９】
　「アルキル」は、本明細書において使用される場合、1～約20個の炭素原子、好ましく
は1～10個の炭素原子、より好ましくは1～6個の炭素原子、さらにより好ましくは1～4個
の炭素原子の脂肪族炭化水素鎖を指し、直鎖および分岐鎖、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、イソペンチル、neo-ペンチル、n-ヘキシル、およびイソヘキシルを含む。低級アルキ
ルは、1～4個の炭素原子を有するアルキルを指す。アルキル基は、本明細書において定義
されるような、1つまたは複数のRaで置換されていてもよい。
【００４０】
　「アルキレニル」は、本明細書において使用される場合、本明細書において定義される
ような「アルキル」の二価の対応物（例えば、メチレンイル（methyleneyl）、エチレン
イル（ethyleneyl）、プロピレンイル（propyleneyl）など）を指す。アルキレニル基は
、本明細書において定義されるような、1つまたは複数のRaで置換されていてもよい。
【００４１】
　「アルケニル」または「オレフィンの」は、本明細書において使用される場合、1つま
たは複数の二重結合を有する少なくとも2つの炭素原子のアルキル基を指し、ここで、ア
ルキルは、本明細書に定義される通りである。アルケニル基は、本明細書に定義されるよ
うな、1つまたは複数のRaで置換されていてもよい。
【００４２】
　「ヒドロキシ(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場合、少なくとも1
つのヒドロキシ基で置換された、本明細書に定義されるような、アルキル基を指す。
【００４３】
　「ヒドロキシ(C2-C20)アルケニル」は、本明細書において使用される場合、少なくとも
1つのヒドロキシ基で置換された、本明細書に定義されるような、アルケニル基を指す。
【００４４】
　「アルキニル」は、本明細書において使用される場合、1つまたは複数の三重結合を有
する少なくとも2つの炭素原子のアルキル基を指し、ここで、アルキルは、本明細書に定
義される通りである。アルキニル基は、本明細書に定義されるような、1つまたは複数のR
aで置換されていてもよい。
【００４５】
　「アリール」は、本明細書において使用される場合、約5～約50個の炭素原子（ならび
にその中の炭素原子の範囲および特定数の全ての組み合わせおよびサブコンビネーション
）、好ましくは約6～約10個の炭素を有する、置換されていてもよい、単環式、二環式、
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三環式、または他の多環式芳香族環系を指す。非限定的な例としては、例えば、フェニル
、ナフチル、アントラセニル、およびフェナントレニルが挙げられる。アリール基は、本
明細書に定義されるような、1つまたは複数のRaで置換されていてもよい。
【００４６】
　「ヘテロアリール」は、本明細書において使用される場合、少なくとも1個の、好まし
くは1～約4個の硫黄、酸素、または窒素ヘテロ原子環員を含む、置換されていてもよい、
単環式、二環式、三環式、または他の多環式芳香族環系を指す。ヘテロアリール基は、例
えば、約3～約50個の炭素原子（ならびにその中の炭素原子の範囲および特定数の全ての
組み合わせおよびサブコンビネーション）、好ましくは約4～約10個の炭素を有し得る。
ヘテロアリール基の非限定的な例としては、例えば、ピリル、フリル、ピリジル、1,2,4-
チアジアゾリル、ピリミジル、チエニル、イソチアゾリル、イミダゾリル、テトラゾリル
、ピラジニル、ピリミジル、キノリル、イソキノリル、チオフェニル、ベンゾチエニル、
イソベンゾフリル、ピラゾリル、インドリル、プリニル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾ
リル、およびイソオキサゾリルが挙げられる。ヘテロアリール基は、本明細書に定義され
るような、1つまたは複数のRaで置換されていてもよい。
【００４７】
　「(C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場合、基R-R'
-を指し、式中、本明細書に定義されるように、Rはアリール基であり、R'はアルキレニル
である。
【００４８】
　「ヘテロアリール(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場合、基R-R'-
を指し、式中、本明細書に定義されるように、Rはヘテロアリール基であり、R'はアルキ
レニルである。
【００４９】
　「(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場合、
基R-O-R'-を指し、式中、本明細書に定義されるように、Rはアリール基であり、R'はアル
キレニルである。
【００５０】
　「ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場合、基
R-O-R'-を指し、式中、本明細書に定義されるように、Rはヘテロアリール基であり、R'は
アルキレニルである。
【００５１】
　「(C5-C50)アリールアミノ(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場合、
基R-NH-R'-を指し、式中、本明細書に定義されるように、Rはアリール基であり、R'はア
ルキレニルである。
【００５２】
　「ヘテロアリールオキシアミノ(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場
合、基R-NH-R'-を指し、式中、本明細書に定義されるように、Rはヘテロアリール基であ
り、R'はアルキレニルである。
【００５３】
　「アミノ(C1-C20)アルキル」は、本明細書において使用される場合、基N(R")-R'-を指
し、式中、本明細書に定義されるように、R"は水素または(C1-C6)アルキル基であり、R'
はアルキレニルである。
【００５４】
　「シクロアルキル」は、本明細書において使用される場合、3～約20個の炭素原子（な
らびにその中の炭素原子の範囲および特定数の全ての組み合わせおよびサブコンビネーシ
ョン）、好ましくは3～約10個の炭素原子を有する、それらの構造において1つまたは複数
の環を有する、置換されていてもよい、アルキル基を指す。多環構造は、架橋環または縮
合環構造であり得る。基としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シ
クロヘキシル、シクロオクチル、2-[4-イソプロピル-1-メチル-7-オキサ-ビシクロ[2.2.1
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]ヘプタニル]、2-[1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフタレニル]、およびアダマンチルが挙げら
れるが、これらに限定されない。
【００５５】
　「ヘテロシクロアルキル」は、本明細書において使用される場合、N、OおよびSからな
る群より独立して選択される少なくとも1つのヘテロ原子に加えて、2～約20個の炭素原子
（ならびにその中の炭素原子の範囲および特定数の全ての組み合わせおよびサブコンビネ
ーション）、好ましくは2～約10個の炭素原子を有する、それらの構造において1つまたは
複数の環を有する、置換されていてもよい、シクロアルキル基を指す。多環構造は、架橋
環または縮合環構造であり得る。基としては、アジリジニル、ピロリジニル、ピロリジノ
、ピペリジニル、ピペリジノ、ピペラジニル、ピペラジノ、モルホリニル、モルホリノ、
チオモルホリニル、チオモルホリノ、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロチオフラニル
、テトラヒドロピラニル、およびピラニルが挙げられるが、これらに限定されない。
【００５６】
　「ハロ」または「ハロゲン」は、本明細書において使用される場合、塩素、臭素、フッ
素、およびヨウ素を指す。
【００５７】
　「アルコキシ」は、本明細書において使用される場合、基R-O-を指し、式中、Rは、1～
6個の炭素原子のアルキル基である。
【００５８】
　「アルコキシカルボニル」は、本明細書において使用される場合、基R-O-C(=O)-を指し
、式中、Rは、1～6個の炭素原子のアルキル基である。
【００５９】
　「アルカノイル」は、本明細書において使用される場合、基R-C(=O)-を指し、式中、R
は、1～6個の炭素原子のアルキル基である。
【００６０】
　「アルカノイルオキシ」は、本明細書において使用される場合、基R-C(=O)-O-を指し、
式中、Rは、1～6個の炭素原子のアルキル基である。
【００６１】
　「アルキルアミノカルボニル」は、本明細書において使用される場合、基R-NH-C(=O)-
を指し、式中、Rは、1～6個の炭素原子のアルキル基である。
【００６２】
　「アルキルカルボニルアミノ」は、本明細書において使用される場合、基R-C(=O)-NHを
指し、式中、Rは、1～6個の炭素原子のアルキル基である。
【００６３】
　「ヘテロアリールメチル」は、本明細書において使用される場合、基R-CH2-を指し、式
中、Rは、本明細書に定義されるような、ヘテロアリール基である。
【００６４】
　「ヘテロアリールメチルオキシ」は、本明細書において使用される場合、基R-CH2-O-を
指し、式中、Rは、本明細書に定義されるような、ヘテロアリール基である。
【００６５】
　「ヘテロアリールオキシ」は、本明細書において使用される場合、基R-O-を指し、式中
、Rは、本明細書に定義されるような、ヘテロアリール基である。
【００６６】
　「ヘテロアリールメチルオキシ」は、本明細書において使用される場合、基R-CH2-O-を
指し、式中、Rは、本明細書に定義されるような、ヘテロアリール基である。
【００６７】
　「ヘテロ環」または「ヘテロシクリル」は、本明細書において使用される場合、N、Oお
よびSからなる群より独立して選択される1～4個のヘテロ原子と炭素原子とを含有する、
飽和、部分的に不飽和、または不飽和（芳香族）の、安定な5～7員単環式もしくは二環式
または7～10員二環式ヘテロ環式環、またはその基を指し、上記に定義されるヘテロ環式
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環のいずれかがベンゼン環へ縮合されている二環式基を含む。窒素および硫黄ヘテロ原子
は、任意で酸化され得る。ヘテロ環式環は、ヘテロ原子または炭素原子でそのペンダント
基へ結合され得、安定な構造が生じる。本明細書に記載のヘテロ環式環は、得られる化合
物が安定である場合、炭素または窒素原子上で置換され得る。具体的に記載すると、ヘテ
ロ環中の窒素原子は、任意で4級化され得る。ヘテロ環中のSおよびO原子の総数が1を超え
る場合、これらのヘテロ原子は互いに隣接していないことが好ましい。ヘテロ環中のSお
よびO原子の総数は1以下であることが好ましい。ヘテロ環の例としては、以下が挙げられ
るが、これらに限定されない：1H-インダゾール、2-ピロリドニル、2H,6H-1,5,2ジチアジ
ニル、2H-ピロリル、3H-インドリル、4-ピペリドニル、4aH-カルバゾール、4H-キノリジ
ニル、6H-1,2,5-チアジアジニル、アクリジニル、アゾシニル、ベンゾイミダゾリル、ベ
ンゾフラニル、ベンゾチオフラニル、ベンゾチオフェニル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾ
チアゾリル、ベンゾトリアゾリル、ベンゾテトラゾリル、ベンゾイソオキサゾリル、ベン
ゾイソチアゾリル、ベンゾイミダザロニル（benzimidazalonyl）、カルバゾリル、4H-カ
ルバゾリル、α-、β-もしくはγ-カルボリニル、クロマニル、クロメニル、シンノリニ
ル、デカヒドロキノリニル、2H,6H-1,5,2ジチアジニル、ジヒドロフロ[2,3-b]テトラヒド
ロフラン、フラニル、フラザニル、イミダゾリジニル、イミダゾリニル、イミダゾリル、
1H-インダゾリル、インドレニル、インドリニル、インドリジニル、インドリル、イソベ
ンゾフラニル、イソクロマニル、イソインダゾリル、イソインドリニル、イソインドリル
、イソキノリニル、イソチアゾリル、イソオキサゾリル、モルホリニル、ナフチリジニル
、オクタヒドロイソキノリニル、オキサジアゾリル、1,2,3-オキサジアゾリル、1,2,4-オ
キサジアゾリル、1,2,5-オキサジアゾリル、1,3,4-オキサジアゾリル、オキサゾリジニル
、オキサゾリル、オキサゾリジニル　ピリミジニル、フェナントリジニル、フェナントロ
リニル、フェノキサジニル、フェナジニル、フェノチアジニル、フェノキサチイニル、フ
ェノキサジニル、フタラジニル、ピペラジニル、ピペリジニル、プテリジニル、ピペリド
ニル、4-ピペリドニル、プテリジニル、プリニル、ピラニル、ピラジニル、ピラゾリジニ
ル、ピラゾリニル、ピラゾリル、ピリダジニル、ピリドオキサゾール、ピリドイミダゾー
ル、ピリドチアゾール、ピリジニル、ピリジル、ピリミジニル、ピロリジニル、ピロリニ
ル、ピロリル、キナゾリニル、キノリニル、4H-キノリジニル、キノキサリニル、キヌク
リジニル、カルボリニル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロイソキノリニル、テトラ
ヒドロキノリニル、6H-1,2,5-チアジアジニル、1,2,3-チアジアゾリル、1,2,4-チアジア
ゾリル、1,2,5-チアジアゾリル、1,3,4-チアジアゾリル、チアントレニル、チアゾリル、
チエニル、チエノチアゾリル、チエノオキサゾリル、チエノイミダゾリル、チオフェニル
、トリアジニル、1,2,3-トリアゾリル、1,2,4-トリアゾリル、1,2,5-トリアゾリル、1,3,
4-トリアゾリル、キサンテニル。好ましいヘテロ環としては、以下が挙げられるが、これ
らに限定されない：ピリジニル、フラニル、チエニル、ピロリル、ピラゾリル、イミダゾ
リル、インドリル、ベンゾイミダゾリル、1H-インダゾリル、オキサゾリジニル、ベンゾ
トリアゾリル、ベンゾイソオキサゾリル、オキシインドリル、ベンゾオキサゾリニル、ま
たはイサチニル。例えば上記のヘテロ環を含む、縮合環およびスピロ化合物もまた含まれ
る。
【００６８】
　「スルホキシド」は、本明細書において使用される場合、基-S(=O)-を含む合物または
部分を指す。
【００６９】
　「スルホンアミド」は、本明細書において使用される場合、基-S(O)2-NH-を含む部分を
指す。
【００７０】
　「スルホニル」は、本明細書において使用される場合、基-S(O)2-を含む部分を指す。
【００７１】
　「脂肪族連結」は、本明細書において使用される場合、二価のアルキレニル基（例えば
、メチレンイル、エチレンイル、プロピレンイルなど）を指し、これとしては一般式式-(
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CH2)m-を有する基が挙げられ、式中、mは1～6の整数（interger）である。
【００７２】
　「芳香族連結」は、本明細書において使用される場合、二価のアリール基、例えば、-(
C4H4)-基を指す。
【００７３】
　「イメージング可能部分の残基」、または単に「イメージング可能部分」は、本明細書
において使用される場合、当技術分野において一般的に公知であるようなおよび本明細書
において具体的に定義されるような、部分を指し、これは、インビボまたはインビトロ画
像診断手順において直接的にまたは間接的に検出することができる1つまたは複数の基を
含み、例えば、（例えば、放射性崩壊、蛍光励起、スピン共鳴励起などによって）検出可
能な放射線を放射するかまたは放射させられ得る部分、局所電磁場に影響を与える基（例
えば、常磁性、超常磁性、強磁性、または強磁性種）、放射エネルギーを吸収するかまた
は散乱させる基（例えば、発色団、粒子（ガスまたは液体含有小胞を含む）、重元素およ
びその化合物など）、および検出可能な物質を生じさせる基（例えば、ガスマイクロバブ
ルジェネレーター）を1つまたは複数含む。イメージング可能部分の例は、γ線放出放射
性同位体、陽電子放出放射性同位体、磁気共鳴イメージング造影剤（例えば、ガドリニウ
ムキレート）、X線造影剤（例えば、ヨウ素化放射線不透過性芳香族化合物）、または超
音波造影剤（例えば、エコー源性化合物を含むリポソーム）からなる群より選択され得る
。
【００７４】
　「ペプチド」は、本明細書において使用される場合、ペプチド結合によって連結されて
いる2個またはそれ以上のアミノ酸（本明細書に定義される通り）からなる線形化合物を
意味する。「ペプチド」は、本発明において使用される場合、約10,000ダルトン未満、好
ましくは約5,000ダルトン未満、より好ましくは約2,500ダルトン未満の分子量を有する部
分を指すように意図される。用語「ペプチド」はまた、ペプチド成分と、シュードペプチ
ドまたはペプチド模倣物残基または他の非アミノ酸成分などの非ペプチド成分との両方を
含む化合物を含む。このようなペプチド成分および非ペプチド成分の両方を含む化合物は
また、「ペプチドアナログ」と呼ばれ得る。「ペプチドの残基」は、本発明の化合物のR1

基におけるように、ペプチドの一部が、別の分子への結合を提供するために除去されてい
る分子を意味する。
【００７５】
　「シュードペプチド」または「ペプチド模倣物」は、本明細書において使用される場合
、例えば、ペプチド模倣物とアミノ酸残基との間にアミド結合以外の連結基（シュードペ
プチド結合）を使用することによって、または非アミノ酸置換基もしくは修飾アミノ酸残
基を使用することによって、アミノ酸残基またはペプチドの構造を模倣する化合物を意味
する。「ペプチド模倣物の残基」は、本発明の化合物のR1基におけるように、シュードペ
プチドまたはペプチド模倣物の一部が、別の分子への結合を提供するために除去されてい
る分子を意味する。
【００７６】
　「炭水化物」は、本明細書において使用される場合、アルデヒドまたはケトン官能基の
一部ではない各炭素原子上に通常1個ずつの、多くのヒドロキシル基が付加されている、
アルデヒドまたはケトンを有する有機化合物を意味し、これとしては、糖類、デンプン、
セルロース、およびゴムが挙げられる。「炭水化物の残基」は、本発明の化合物のR1基に
おけるように、炭水化物の一部が、別の分子への結合を提供するために除去されている分
子を意味する。
【００７７】
アルギナーゼの生物学的活性
　各個体は、尿素回路の最終細胞質ゾル工程におけるアルギニンの加水分解の結果として
、1年当たりおよそ10キログラムの尿素を排出する。肝臓酵素アルギナーゼの活性により
、タンパク質異化から生じる窒素廃棄物の処分が可能となっている。尿素回路の反応を触
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媒する酵素の必要な量が不足している組織において、アルギナーゼは、生合成反応のため
に使用されるアルギニンおよびオルニチンの細胞内濃度を調節する。アルギニンは、例え
ば、一酸化窒素の合成において使用される。マクロファージにおいて、アルギナーゼ活性
は、酵素、一酸化窒素シンターゼの活性で相互に調整される。アルギナーゼおよび一酸化
窒素シンターゼ（NOS）の活性の相互調整は、NO依存細胞傷害性を調節する。
【００７８】
　アルギナーゼは、L-アルギニンの二価カチオン依存性加水分解を触媒し、L-オルニチン
および尿素を形成させる。前記酵素は、3つの重要な機能に役立つことが現在公知である
：（1）尿素の生成、（2）オルニチンの生成、および（3）一酸化窒素シンターゼのため
の基質アルギニンレベルの調節。尿素生成は、高溶解性非毒性化合物の形態で窒素を排出
するための機構を提供し、従って、高アンモニアレベルの潜在的に危険な結果を回避する
。L-オルニチンは、細胞増殖および分化において重要な役割を有する、ポリアミン、スペ
ルミンおよびスペルミジンの生合成についての前駆体である。最後に、アルギナーゼは、
組織内に存在するアルギニンのレベルを調節することによって、一酸化窒素の生成を調節
する。
【００７９】
　酵素阻害剤または受容体アンタゴニストとしての使用のための非反応性アルギニンアナ
ログの合成および評価は、医薬化学研究の急速に成長している分野である。NOシンターゼ
およびアルギナーゼの両方は、同一の基質について競合するので、両方のアルギニン代謝
経路の相互調節の可能性が探究された。さらに、NOシンターゼ反応における中間体である
、Nω-ヒドロキシ-L-アルギニン（L-HO-Arg）は、内因性のアルギナーゼ阻害剤である。
アルギナーゼおよびNOシンターゼ間の相互調節の現象は、最近になってやっと調べられた
。内肛門括約筋（IAS）において、アルギナーゼの外因性投与は、NOシンターゼ媒介非ア
ドレナリン作動性非コリン作動性（NANC）神経媒介弛緩を弱めることが示された。
【００８０】
　下記においてより詳細に議論するように、過剰のアルギナーゼはまた、最近、胃癌、あ
る形態の肝損傷、および同所性肝移植後の肺高血圧症を含む多数の病的状態と関連付けら
れた。さらに、高レベルのアルギナーゼは、IASのNANC媒介弛緩の障害を引き起こし得る
。以前の研究は、アルギナーゼ前処理が、L-アルギニン-NOシンターゼ経路によって主に
媒介されるIASのNANC神経媒介弛緩の著しい抑制を引き起こすことを実証した。過剰のア
ルギナーゼによるNANC弛緩の障害は、L-アルギニン枯渇に関連し得る。さらに、抑制され
た弛緩は、アルギナーゼ阻害剤L-HO-Argによって回復され得る。従って、アルギナーゼ活
性の増加に関連するある状態を有する患者が、アルギナーゼ阻害剤での治療から利益を得
ることが可能である。しかし、L-OH-Argなどのアルギナーゼ阻害剤は、NOシンターゼ基質
としても役立つために、選択的ではあり得ない。このために、病態生理学におけるアルギ
ナーゼの正確な役割およびアルギナーゼ阻害剤の潜在的な治療作用は、不明のままである
。
【００８１】
　ラット肝臓アルギナーゼのX線結晶構造は入手可能である。ラット肝臓アルギナーゼは
、各サブユニットの活性部位に二核マンガンクラスターを含む三量体金属酵素である。こ
の二核クラスターは、最大触媒活性に必要である。ヒトアルギナーゼIおよびヒトアルギ
ナーゼIIのX線結晶構造もまた入手可能である。例えば、Di Costanzo et al., Proc. Nat
l. Acad. Sci. (USA) 102, 13058 (2005)（ヒトアルギナーゼIのX線結晶構造）；およびC
ama et al., Biochemistry 42, 8445 (2003)（ヒトアルギナーゼIIのX線結晶構造）を参
照のこと。同様に、いくつかの構造解析およびモデルリング研究が、図18に示される阻害
剤を含む、アルギナーゼ－阻害剤複合体の三次元結晶構造を使用して行われた。例えば、
Cox et al., Nat. Struct. Biol. 6, 1043 (1999)（2(S)-アミノ-6-ボロノ-ヘキサン酸（
「ABH」）と複合体化されたラットアルギナーゼI）；Kim et al., Biochemistry 40, 267
8 (2001)（S-(2-ボロノエチル)-1-システイン（「BEC」）と複合体化されたラットアルギ
ナーゼI）；Cox et al., Biochemistry 40, 2689 (2001)（Nω-ヒドロキシ-nor-1-アルギ
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ニン（「nor-NOHA」）と複合体化されたラットアルギナーゼI）；DiConstanzo et al., P
roc. Natl. Acad. Sci. (USA) 102, 13058 (2005)（ABHおよびBECと複合体化されたヒト
アルギナーゼI）；およびCama et al., Biochemistry 42, 8445 (2003)（BECと複合体化
されたヒトアルギナーゼII）を参照のこと。
【００８２】
アルギナーゼ阻害剤
　前述のモデリング研究を考慮しかつ本明細書に記載の発見に基づいて、Cα位で修飾さ
れており、それによって、ヒトアルギナーゼを含むアルギナーゼIおよびアルギナーゼII
へ結合する今まで知られていない分子エンティティーを生じさせる、新規のα-アミノ酸
アルギナーゼ阻害剤を、本明細書に提供する。本発明のCα-R1基は、図18に示されている
、親化合物、即ち、ABH、BEC、およびnor-NOHAの、Cα-H基に取って代わる。R1基の付加
は、寄生虫アルギナーゼ、細菌アルギナーゼ、ならびにアルギナーゼIおよびIIの、外部
活性部位クレフトおよび外部活性部位クレフトに隣接する領域における結合相互作用を標
的化するように選択され得ることが、認識されるべきである。理論に拘束されるようには
意図されないが、本発明者らは、これらのR1置換化合物は、先行技術における化合物より
も増加した効力または選択性（または両方）をもたらす、標的タンパク質との増加した相
互作用を有することを示唆する。
【００８３】
　従って、本発明の態様は、一部には、下記の式IAまたは式IBの化合物またはその立体異
性体（特に、アミノ酸のL立体異性体）、ラクトンプロドラッグ、もしくは薬学的に許容
される塩に関し：

式中、
　点線は、任意の二重結合を示し；
　Zは、

であり；
　X1は-(CH2)-であるか、または、該二重結合がX1とX2との間に存在する場合、X1は-(CH)
-であり；
　X2は-(CH2)-または-(NR2)-であるか、または、該二重結合がX1とX2との間にまたはX2と
X3との間に存在する場合、X2は-(CH)-またはNであり；
　X3は、-(CH2)-であるか、-S-、-O-および-(NR2)-からなる群より選択されるヘテロ原子
部分であるか、または、該二重結合がX2とX3との間にまたはX3とX4との間に存在する場合
、X3は-(CH)-またはNであり；
　X4は-(CH2)-であるか、または、該二重結合がX3とX4との間に存在する場合、X4は-(CH)
-であり、トランス立体配置にあり；
　但し、X2およびX3の1つ以下が、該-(NR2)-または該ヘテロ原子部分であり；
　但し、Zが
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　但し、X1、X2、X3、およびX4の間に2つ以下の二重結合が存在し、2つの二重結合は共通
の炭素原子を共有せず；
　R1は、H以外の一価の部分であるか；または、R1および該α-カルボキシラートは、一緒
になって、ラクトンを形成し；
　R2は、独立して、H、メチル、またはエチルである。
【００８４】
　好適なR1基のいくつかの例を添付の図面中の図19～24に示す。
【００８５】
　ある好ましい態様において、式IAおよびIBの化合物は、それぞれ、式IaおよびIbの化合
物として本明細書において定義される、化合物の「L立体異性体」形態（下記に示される
通り）と本明細書において呼ばれる。いわゆる「D立体異性体」に対応する化合物は、こ
れらの図においてα炭素で反対の立体化学的立体配置を有する：

【００８６】
　本発明者らによって行われた構造および機能研究は、各アミノ酸の「L」立体化学（直
上に定義される通り）が、酵素活性部位における強い結合のために必要とされ；「D」立
体異性体は、それほど強くは結合しないかまたは効力がより低いことを確認した。代替的
に述べると、好ましい立体化学は、R1によるABH（図18を参照のこと）の(R)-水素の立体
特異的置換に類似している。当然ながら、第4級Cαでの2つの置換基の相対的優先度に応
じて、化合物は、RまたはS立体化学のいずれかを有し得る。好ましい化合物において、S
立体化学は、限られた場合にのみ、典型的に、R1がメチル、エチル、プロピル、およびn-
ブチルなどのより低い優先度の基である場合に、一般的に生じる。n-ブチルよりも全般的
に大きな基について、立体化学はRである。典型的に、RおよびS立体異性体の阻害活性を
比較する場合、一方が他方よりも活性であり、従って、好ましい立体化学は、分子がアル
ギナーゼ阻害剤として機能することをより効果的に可能にする形態である。実際に、構造
および機能研究は、直上に定義されるようなαC立体化学が、酵素活性部位における強い
結合のために好ましく；一方、反対の立体配置を有する立体異性体は、それほど強くは結
合しないかまたは効力がより低いことを確認した。
【００８７】
　あるいは、立体異性体が定義され得、ここで、下記に示されるグリシンのProS水素が、
酵素活性部位に適合するR1側鎖によって置き換えられている。式IAおよびIBの化合物にお
いて、R1はグリシンのProR水素に取って代わる。Cahn-Ingold-Prelog規則によれば、立体
異性体についての名称RまたはSは、キラル炭素へ結合された原子に基づく序列に依存する
。例えば、R1がメチルでありかつX1...が-(CH2)4B(OH)2である場合、キラリティーはSで
ある。しかし、R1がメチルでありかつX1...が-(CH2)S(CH2)2B(OH)2である場合、キラリテ
ィーはRである。さらに、R1が(CH2)OHでありかつX1...が-(CH2)4B(OH)2である場合、キラ
リティーはRである。
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【００８８】
　当業者は、市販のα,α-二置換アミノ酸が無いことから判断されるように、アミノ酸の
α位でのこのようなR1基の合成は、困難な合成プロセスであることを認識する。例えば、
Vogt et al., Org. Biomol. Chem. 5, 406-30 (2007) を参照のこと。本明細書に記載の
合成スキームに示されているように、R1およびボロノアルキル側鎖の一方または両方が、
適切に保護されたアミノ酸足場上へアルキル化反応によって導入される必要がある。実際
に、本明細書に記載の化学は、アミノ酸足場において必要な末端ボロン酸を生成するため
のクロチル基のヒドロホウ素化の新規の方法を開示している。Yamamoto et al., Tetrahe
dron 60, 10695-700 (2004) を参照のこと。
【００８９】
　公知のボロン酸型およびN-ヒドロキシグアニジン型阻害剤へのR1基の付加は、寄生虫ア
ルギナーゼ、細菌アルギナーゼ、ならびにアルギナーゼIおよびIIの、外部活性部位クレ
フトおよび外部活性部位クレフトに隣接する領域おける結合相互作用を標的化するように
選択され得ることも認識されるべきである。これらのR1置換化合物は、先行技術よりも増
加した効力または選択性をもたらす、標的タンパク質との増加した相互作用を有する。さ
らに、市販のα,α-二置換アミノ酸が無いことから判断されるように、アミノ酸のα位で
のこれらのR1基の合成は、困難な合成プロセスであることが認識されるべきである。Vogt
 et al., Org. Biomol. Chem. 5, 406-30 (2007) を参照のこと。
【００９０】
　下記に議論される合成スキームにおいて示されるように、R1およびボロノアルキル側鎖
の一方または両方が、適切に保護されたアミノ酸足場上へアルキル化反応によって導入さ
れる必要がある。実際に、本明細書に記載の化学は、アミノ酸足場において必要な末端ボ
ロン酸を生成するためのクロチル基のヒドロホウ素化の新規の方法を開示している。Yama
moto et al., Tetrahedron 60, 10695-700 (2004) を参照のこと。
【００９１】
　ある特定の態様において、
　R1は、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより
選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)アリ
ール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C2-C50)ヘテロシク
ロアルキル(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリ
ールチオ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)
アリールアミノ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、ア
ミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C
(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはその標識された誘導体であるか；また
は、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒になって、4～7個の環原子を有するラク
トンを形成し；
　各Rxは、独立して、(C1-C20)アルキレニルであり；
　Ryは、(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ
(C1-C6)アルキル、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2
、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する
(C3-C50)ヘテロアリール；ヘテロシクリル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(
C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　Rzは、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、-Rx-O-(C1-C6)アルキル、(C5-C50)
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アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
テロアリール；(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C

6)アルキルであり；
　R3は、独立して、H、(C1-C6)アルキル、または(C1-C6)アルキル-N(R4)2であり；
　R4は、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　R5は、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C50)アリール、-SO2-(C5-C50)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C50)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環であり；
　または、R3およびR5が一緒に(C2-C10)ヘテロシクロアルキルを形成し；
　Lは、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yは、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチド模倣物または炭水化物の残基である
。
【００９２】
　あるより特定の態様において、
　R1は、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、ハロ、(C5-C50)アリール、N、O、および
Sより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)
アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリー
ルオキシ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)
アリールアミノ(C1-C20)アルキル、ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-
C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-C(=O)-O-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-L-Y、また
はその標識された誘導体であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒
になって、4～7個の環原子を有するラクトンを形成し；
　各Rxは、独立して、(C1-C6)アルキレニルであり；
　Ryは、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2、(C5-C50)アリール、N、O、
およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C

5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり
；
　Rzは、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、(C5-C50)アリール、N、O、およびS
より選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)
アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　R3は、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　Lは、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yは、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチド模倣物または炭水化物の残基である
。
【００９３】
　ある他の態様において、
　R1は、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、(C2-C20)アルケニル、(C5-C5
0)アリール、(C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アル
キル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-
Ry、-Rx-C(=O)-O-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C(=O)-Ry、(C1-C6)
アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはその標識された誘導体であるか；または、R1および前記
α-カルボキシラートが、一緒になって、4～7個の環原子を有するラクトンを形成する。
【００９４】
　前述のR1基は、非置換であってもよく、または上記に定義される1つまたは複数のRa基
によって置換されていてもよい（例えば、1つまたは複数の水素原子が、Ra基で置き換え
られている）。
【００９５】
　さらに他のある態様において、
　Rxは(C1-C6)アルキレニルである。
【００９６】
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　なおさらに他のある態様において、
　Ryは、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、N(R3)2、またはヘテロシクリルである。
【００９７】
　なおさらに他のある態様において、
　Rzは、-Rx-O-(C1-C6)アルキルである。
【００９８】
　なおさらに他のある態様において、
　R4は、独立して、Hまたは(C1-C4)アルキルである。
【００９９】
　なおさらに他のある態様において、
　R5は、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C10)アリール、-SO2-(C5-C10)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C10)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環である。
【０１００】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R1は、α炭素原子に隣接する、-(CH2)x-
基を好ましくは含み、式中、xは1～3の整数、好ましくは1であり、その結果、アミノ酸の
立体中心にすぐ隣接する実質的な立体バルクは存在しない。
【０１０１】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R1は、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、好
ましくはヒドロキシ(C1-C6)アルキル、より好ましくはヒドロキシ(C1-C4)アルキルである
。
【０１０２】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R1は、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニル、
好ましくはヒドロキシ(C2-C6)アルケニル、より好ましくはヒドロキシ(C2-C4)アルケニル
である。
【０１０３】
　ある好ましい態様において、本発明の化合物は、以下からなる群より選択される：
　2-アミノ-2-ベンジル-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アリル-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)コハク酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-フェニルブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-クロロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-フルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-ニトロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-フェノキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-イソプロピルフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-4-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-3-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチルチオ)フェノキシ)プロピル)ヘキサン
酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(2,6-ジフルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(o-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(p-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　4-(4-アミノ-8-ボロノ-4カルボキシオクチルオキシ)安息香酸；
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　2-アミノ-2-(3-(4-アミノフェノキシプロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(ピリジン-3-イルメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(ベンジルオキシエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(p-トリオキシ（tolyoxy）)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-クロロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-5-イルオキシ)エチ
ルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-((2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-2-イル)メチル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-メトキシフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-ニトロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-(モルホリノスルホニル)フェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(3-アミノフェノキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-ヒドロキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサ-4-エン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-メトキシエトキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-メチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-イソブチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(R)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(S)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(ベンジルオキシ)-2-オキソエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシ-2-オキソエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(シアノメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソ-2-フェニルエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(2-アミノエトキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペリジン-4-イル)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペラジン-1-イル)プロピルヘキサン酸；
　2,6-ジアミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(4-シアノベンズアミド)エトキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-(2-(2-アセトアミドエトキシ)エチル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)エトキシ)エチル)ヘキ
サン酸；
　2-(3-(1-アセチルピペリジン-4-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(1-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペリジン-4-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-(3-(4-アセチルピペラジン-1-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(4-シアノベンゾイル)ピペラジン-1-イル)プロピル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペラジン-1-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(4-メチルフェニルスルホンアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3,5-ジフルオロベンズアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ベンジルオキシカルボニルアミノ)-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　6-アセトアミド-2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-4-(2-ヒドロキシグアニジノ)-2-メチルブタン酸；および
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　その薬学的に許容される塩。薬学的に許容される塩の例としては、塩酸およびトリフル
オロ酢酸の付加塩が挙げられる。
【０１０４】
　前述の化合物のL立体異性体が、本発明の好ましい態様である。より具体的には、本発
明の好ましい態様は、(S)-ABHまたは(S)-norNOHA（図18を参照のこと）に類似している化
合物を含み、ここで、(R)-プロトンが、本明細書に記載のR1基で立体特異的に置き換えら
れている。これらの特異的誘導体は、アルギナーゼの阻害について最も高い効力を有する
（より低いKi値、下記の実施例69を参照のこと）。アルギナーゼの結晶構造への両方のエ
ナンチオマーの分子ドッキングは、(R)-H基の立体特異的置換が、重要な活性部位相互作
用の破壊無しに、ボロノブチル側鎖が酵素の活性部位中の二マンガンイオンの近くに結合
し得る化合物を生じさせることを示した。しかし、(R)-H基の立体特異的置換の生成物は
、α炭素上の4つの置換基の優先順位についての慣習に応じて、R-またはS-立体化学的立
体配置のいずれかを有すると記載され得る。例として、化合物1aoの好ましい態様（下記
の実施例41を参照のこと）は、最も低い優先度を有するメチル基のためにS生成物である
。他方では、化合物1dの好ましい態様（下記の実施例4を参照のこと）は、α炭素上のボ
ロノブチル側鎖よりもフェノキシプロピル側鎖のより高い優先度のためにR生成物である
。
【０１０５】
　分子ドッキング研究からのデータに加えて、単一エナンチオマー1arおよび1as（下記の
実施例44、45、および69を参照のこと）についての実験室データは、立体化学の重要性を
示している。化合物1arおよび1asの合成におけるラセミ中間体を、キラルクロマトグラフ
ィーによって単一エナンチオマー化合物47aおよび47bへ分割した。絶対立体化学が証明さ
れた以前の文献に基づいて、後者の溶出ピークを化合物についてのR立体配置とした。Lee
 et al., Org Lett. 7, 1557-60 (2005)；Jew et al., Agnew. Chem. Int. Ed. 43, 2382
-85 (2004) を参照のこと。単一エナンチオマー化合物47aおよび47bの各々を、明白な化
学によって、それぞれ、最終単一エナンチオマー化合物1arおよび1asへ変換した。最終化
合物1arおよび1asをアルギナーゼ阻害についてテストした。提案されるR立体配置を有す
るエナンチオマー、化合物1arは、化合物1asと比較して2桁、アルギナーゼ阻害剤として
最も高い効力を有した。これらの生物学的データは、好ましい態様についての分子ドッキ
ングと一致した。
【０１０６】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、X2は-S-または-O-である。
【０１０７】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、X2は-S-である。
【０１０８】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、X2は-O-である。
【０１０９】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、X2は-(NR2)-である。
【０１１０】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、X3は-S-である。
【０１１１】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、X3は-O-である。
【０１１２】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、X3は-(NR2)-である。
【０１１３】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R2はHである。
【０１１４】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R2はメチルである。
【０１１５】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R2はエチルである。
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【０１１６】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R3は、独立して、H、メチル、またはエ
チルである。
【０１１７】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R3はHである。
【０１１８】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R3はメチルである。
【０１１９】
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R3はエチルである。
【０１２０】
アルギナーゼ阻害剤のプロドラッグ
　本発明の化合物のある好ましい態様において、R1およびα-カルボキシラートは、一緒
になって、4～7個の環原子を有するラクトン、好ましくは4～7員環のラクトンを形成する
。ラクトンはインビボで加水分解を受け、アルギナーゼ阻害剤の活性形態が放出される。
例えば、HMG-CoAレダクターゼ阻害剤ロバスタチンは、6員環のラクトンを含み、これは、
胃内pHおよび温度で加水分解を受け（約1時間の半減期）、薬理学的に活性なヒドロキシ
酸が形成される。例えば、Hydrolysis in Drug and Prodrug Metabolism: Chemistry, Bi
ochemistry, and Enzymology, Testa and Mayer, Eds. Wiley Interscience (2003) を参
照のこと。従って、ラクトン形態は、本質的に、本発明の化合物のプロドラッグである。
【０１２１】
　本発明の化合物のある態様において、R1は、ヒドロキシアルケニルであり得、α-カル
ボキシラートと一緒に、環状ラクトン、好ましくは6および7員環を形成し得、二重結合は
、図1～2に示されるように、芳香族環の一部であり得る。芳香族環は、そうでなければ非
置換（M＝H）であり得、またはそれは、-NH2もしくは-CH3などの電子供与基で、または-N
O2もしくは-Clなどの電子求引基で置換され得、インビボでの加水分解についてのラクト
ンのエステル結合の安定性が変化する。この置換は、芳香族環上の任意の位置で行われ得
；フェノール酸素に対してオルトまたはパラ位での置換は、特定のM基（例えば、-NH2ま
たは-NO2）との直接の共鳴効果を可能にし、エステル結合の反応性を調節する。M＝Hであ
る、6員環の場合、二環式環系の骨格は、ジヒドロクマリンのものである。非置換ジヒド
ロクマリンは、胃において37℃で約1時間の半減期を有し、従って、インビボでのジヒド
ロクマリンの加水分解は、治療に適切な時間スケールでアルギナーゼ阻害剤の活性形態を
放出する。3-置換および3,3-二置換ジヒドロクマリン誘導体の作製は、Murakata et al.,
 Chem. Pharm. Bull 47, 1380-83 (1999) に開示されるものなどの従来技術によって行わ
れ得、これは参照により本明細書に組み入れられる。環状ラクトンプロドラッグはまた、
米国特許第3,161,655号（1964年12月15日）に記載の一般合成、例えばその実施例11に従
って作製され得、これは参照により本明細書に組み入れられる。
【０１２２】
アルギナーゼ阻害剤の薬学的組成物
　ある態様において、本発明は、以下を含む、組成物に関する：
　少なくとも1つの本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体。
【０１２３】
　他の態様において、本発明は、以下を含む、薬学的組成物に関する：
　少なくとも本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　少なくとも1つの薬学的に許容される担体。一般的に、化合物またはその薬学的に許容
される塩は、有効量で存在する。一般的に、化合物またはその薬学的に許容される塩は、
薬学的組成物の総重量に基づいて、約0.1重量%～約90重量%のレベルで存在する。好まし
くは、化合物またはその薬学的に許容される塩は、薬学的組成物の総重量に基づいて、少
なくとも約1重量%のレベルで存在する。より好ましくは、化合物またはその薬学的に許容
される塩は、薬学的組成物の総重量に基づいて、少なくとも約5重量%のレベルで存在する
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。さらにより好ましくは、化合物またはその薬学的に許容される塩は、薬学的組成物の総
重量に基づいて、少なくとも約10重量%のレベルで存在する。なおさらにより好ましくは
、化合物またはその薬学的に許容される塩は、薬学的組成物の総重量に基づいて、少なく
とも約25重量%のレベルで存在する。
【０１２４】
　本明細書の態様はまた、本発明のアルギナーゼ阻害剤と別の薬との同時投与を含む、併
用療法を含む。より特には、用語「併用療法」は、本開示に記載の治療状態または障害を
治療するための2つまたはそれ以上の治療薬剤または化合物の投与を指す。このような投
与は、並行または同時様式での各タイプの治療薬剤の使用を含む。このような投与は、同
一の単位投薬形態でのまたは別個の単位投薬形態での各タイプの治療薬剤の使用を含む。
どちらの場合においても、治療レジメンは、本明細書に記載の状態または障害の治療にお
いて薬物コンビネーションの有利な効果を提供する。
【０１２５】
　従って、ある態様において、本発明は、
　本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；
　ホスホジエステラーゼ1（PDE1）阻害剤、ホスホジエステラーゼ2（PDE2）阻害剤、ホス
ホジエステラーゼ5（PDE5）阻害剤、またはPDE1、PDE2、PDE5、もしくはそれらの組み合
わせを阻害する非特異的PDE阻害剤；および
　任意の薬学的に許容される賦形剤
を含む組成物に関する。アルギナーゼは、性的興奮のために必要とされる生殖器平滑筋組
織のNO依存弛緩へ至る経路の初期段階で作用するため、本発明のアルギナーゼ阻害剤は、
PDE5阻害剤に応答しない患者の治療に有用である。
【０１２６】
　好適なホスホジエステラーゼ1（PDE1）阻害剤としては、5E3623（Eisai製）、BAY 3830
45（Bayer製）、HFV 1017（Daiichi Fine Chemical製の7-ベンゼンスルホニルアミノ-3a-
エチル-1,2,3,3a,10,11b-ヘキサヒドロ-11H-5a,11a-ジアザ-ベンゾ[cd]フルオランテン-5
-カルボン酸エチルエステル2,3-ジヒドロキシ-スクシネート）、KF 19514（Kyowa Hakko
製の5-フェニル-3-(3-ピリジル)メチル-3H-イミダゾ[4,5-c][1,8]ナフチリジン-4(5H)-オ
ン）、およびSCH 51866（Schering-Plough製の（cis-5,6a,7,8,9,9a-ヘキサヒドロ-2-[4-
(トリフルオロメチル)フェニルメチル]-5-メチル-シクロペンタ[4,5]イミダゾ[2,1-b]プ
リン-4(3H)-オン））が挙げられる。
【０１２７】
　好適なホスホジエステラーゼ2（PDE2）阻害剤としては、BAY 607550（Bayer製の2-(3,4
-ジメトキシ-ベンジル)-7-[1-(1-ヒドロキシ-エチル)-4-フェニル-ブチル]-5-メチル-3H-
イミダゾ[5,1-f][1,2,4]トリアジン-4-オン）が挙げられる。
【０１２８】
　好適なホスホジエステラーゼ5（PDE5）阻害剤としては、シルデナフィル（商品名Viagr
a（商標）で販売）、バルデナフィル（商品名Levitra（商標）で販売）、タダラフィル（
商品名Cialis（商標）で販売）、ミロデナフィル、ウデナフィル、アバナフィル（avanaf
il）、ダサンタフィル（dasantafil）、NM 702（Nissan Chemical Industries製の4-ブロ
モ-6-[3-(4-クロロ-フェニル)-プロポキシ]-5-[(ピリジン-3-イルメチル)-アミノ]-2H-ピ
リダジン-3-オン塩酸塩）、SLx-2101（Surface Logix製）、およびUK 369003（Pfizer製
）が挙げられる。
【０１２９】
　PDE1、PDE2、PDE5、またはそれらの組み合わせを阻害する好適な非特異的PDE阻害剤と
しては、アンレキサノクス、クエン酸カフェイン、ドキソフィリン、レボシメンダン、モ
ピダモール、ペントキシフィリン、ペモベンダン（pemobendan）、プロペントフィリン、
ベスナリノン、およびイブジラストが挙げられる。
【０１３０】
　このような組成物は、Remington's Pharmaceutical Sciences, 17th edition, ed. Alf
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onoso R. Gennaro, Mack Publishing Company, Easton, PA (1985) に記載されるような
、許容される製薬手順に従って作製される。薬学的に許容される担体は、製剤中の他の成
分と適合性でありかつ生物学的に許容されるであるものである。
【０１３１】
　ある態様において、本発明の化合物は、経口的にまたは非経口的に、ストレートでまた
は従来の薬学的担体と組み合わせて、投与され得る。適用可能な固体担体は、矯味矯臭剤
、滑沢剤、可溶化剤、懸濁化剤、充填剤、流動促進剤、圧縮補助剤、結合剤または錠剤崩
壊剤、またはカプセル化材料としても作用し得る1つまたは複数の物質を含み得る。散剤
において、担体は、微細な有効成分と混合されている微細な固体である。錠剤において、
有効成分は、好適な割合で必要な圧縮特性を有する担体と混合され、所望の形状およびサ
イズに圧縮される。散剤および錠剤は、好ましくは、99%までの有効成分を含有する。好
適な固体担体としては、例えば、リン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク
、糖類、ラクトース、デキストリン、デンプン、ゼラチン、セルロース、メチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリビニルピロリジン、低融点ワックス、
およびイオン交換樹脂が挙げられる。
【０１３２】
　液体担体は、液剤、懸濁剤、乳剤、シロップ剤、およびエリキシル剤の調製において使
用され得る。本発明の有効成分は、薬学的に許容される液体担体、例えば、水、有機溶媒
、両方の混合物、または薬学的に許容される油もしくは脂肪中に、溶解または懸濁され得
る。液体担体は、他の好適な薬学的添加剤、例えば、可溶化剤、乳化剤、緩衝剤、保存剤
、甘味剤、矯味矯臭剤、懸濁化剤、増粘剤、着色剤、粘度調節剤、安定剤、または浸透圧
調節剤を含有し得る。経口および非経口投与用の液体担体の好適な例としては、水（特に
、上記のような添加剤、例えば、セルロース誘導体、好ましくはカルボキシメチルセルロ
ースナトリウム溶液を含有する）、アルコール（一価アルコールおよび多価アルコール、
例えば、グリコールを含む）およびそれらの誘導体、ならびに油（例えば、ヤシ油および
落花生油）が挙げられる。非経口投与について、担体はまた、油状エステル、例えば、オ
レイン酸エチルおよびミリスチン酸イソプロピルであり得る。滅菌液体担体は、非経口投
与用の滅菌液体形態組成物において使用される。
【０１３３】
　滅菌液剤または懸濁剤である、液体薬学的組成物は、例えば、筋内、腹腔内、皮下注射
によって、投与され得る。滅菌液剤はまた、静脈内投与され得る。経口投与は、液体また
は固体組成物形態のいずれかであり得る。
【０１３４】
　好ましくは、薬学的組成物は、単位投薬形態、例えば、錠剤、カプセル剤、散剤、液剤
、懸濁剤、乳剤、果粒剤、または坐剤である。このような形態において、組成物は、好適
な量の有効成分を含有する単位用量に再分割され；単位投薬形態は、パッケージ化された
組成物、例えば、小包にされた散剤、バイアル、アンプル、予め充填された注射器、また
は液体を含有するサシェであり得る。単位投薬形態は、例えば、カプセル剤または錠剤自
体であり得、またはそれは、パッケージ形態の適切な数のこのような組成物であり得る。
【０１３５】
　本発明の他の態様において、本発明に有用な化合物は、1つまたは複数の他の薬学的に
活性な薬剤、例えば、哺乳動物に存在する他の医学的状態を治療するために使用される薬
剤と共に、哺乳動物へ同時投与され得る。このような併用療法に有用なこのような薬学的
に活性な薬剤の例としては、鎮痛薬、抗血管新生薬、抗腫瘍薬、抗糖尿病薬、抗感染薬ま
たは胃腸薬、またはその組み合わせが挙げられる。
【０１３６】
　1つまたは複数の他の薬学的に活性な薬剤は、1つまたは複数の本発明の化合物と同時に
（例えば、個々に同時に、または薬学的組成物で一緒に）または連続的に、治療有効量で
投与され得る。
【０１３７】
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　投与経路は、本発明の活性化合物を適切なまたは所望の作用部位へ効果的に輸送する、
任意の経路、例えば、経口、経鼻、経肺、経皮、例えば、受動もしくはイオン導入送達、
または非経口、例えば、経直腸、デポ、皮下、静脈内、尿道内、筋内、鼻腔内、点眼液も
しくは軟膏剤であり得る。さらに、他の有効成分と共の式Iaまたは式Ibの化合物の投与は
、並行または同時であり得る。
【０１３８】
　投与の容易さおよび投薬量の均一性のために、組成物を投薬単位形態に処方することが
、特に有利である。投薬単位形態は、本明細書において使用される場合、治療される患者
についての単位投薬量として適している物理的に分離した単位を指し；各単位は、必要と
される薬学的担体と共同して所望の治療効果を生じさせるように計算された所定量のペプ
チドを含有する。本発明の投薬単位形態についての詳述は、活性化合物の特有の性質およ
び達成される特定の治療効果、ならびに患者の治療についてこのような活性化合物を混合
する技術に固有の制限によって規定されるかまたはこれらに直接依存する。
【０１３９】
　薬学的組成物は、投与説明書と共に、容器、パック、またはディスペンサー中に含まれ
得る。
【０１４０】
　典型的に、動物、好ましくはヒトへ投与され得る本発明の化合物の投薬量は、動物の体
重1キログラム当たり1マイクログラム～約100ミリグラムの量の範囲にある。投与される
正確な投薬量は、治療される動物のタイプおよび障害のタイプ、動物の年齢、ならびに投
与経路を含むが、これらに限定されない、任意の数の因子に応じて、変化する。好ましく
は、化合物の投薬量は、動物の体重1キログラム当たり約10マイクログラムから約10ミリ
グラムまで変化する。より好ましくは、投薬量は、動物の体重1キログラム当たり約100マ
イクログラムから約5ミリグラムまで変化する。
【０１４１】
　典型的に、本発明の化合物は、1日数回の頻度で（例えば、1日1回、2回、または3回、
必要に応じてまたは医療提供者によって指示される通りに動物へ投与され得るか、または
それは、より少ない頻度で、例えば、1日1回、週1回、2週毎に1回、月1回、またはより少
ない頻度でさえ、例えば、数ヶ月毎に1回、または1年1回またはそれ以下でさえ、投与さ
れ得る。投薬の頻度は、当業者に容易に明らかとなり、任意の数の因子、例えば、これら
に限定されないが、治療される障害のタイプおよび重篤度、動物のタイプおよび年齢など
に依存する。
【０１４２】
アルギナーゼ阻害剤の診断的使用
　医用画像診断は、現代医療の重大な要素となった。超音波、放射性核種、X線、および
磁気共鳴イメージング技術は、疾患の診断を容易にする。造影剤としばしば呼ばれる、診
断薬は、治療用アルギナーゼ阻害剤の代わりに患者へ投与され得るか、またはそれらは、
イメージング技術自体の有用性を高めるために患者へ治療薬剤と同時に投与され得る。こ
のようなイメージング剤は、エネルギー、またはエネルギーが組織と相互作用する様式を
変えることによって作用する。医用画像診断は、体内の部位での選択的な結合または局在
化において、診断的関心対象の画像を分析するに役立つ、標的化された造影剤をしばしば
使用する。
【０１４３】
　標的化された画像診断造影剤は、一般的に、追跡可能なイメージング部分で標識された
標的化部分からなる。このような追跡可能なイメージング部分としては、蛍光タグ；放射
線不透過性色素（例えば、ヨウ素化芳香族）、放射性元素、例えば、3H、18F、125I、129

I；または、診断的に有用なキレート化された放射性もしくは常磁性金属、例えば、Gd(II
I)、Mn(II)、Tc-99m、Re-186、Re-188、In-111、またはGa-67が挙げられる。本発明の有
用な画像診断剤の例としては、R1基の少なくとも1つの水素原子が前述のイメージング部
分の1つで置換されている、式IA、IB、Ia、およびIbに従う化合物が挙げられる。
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【０１４４】
　標的化部分は、診断的関心対象の部位へと標識を運び、ここで、それは、例えば、MRI
、US、CT、または放射性核種イメージング（SPECTおよびPETを含む）によって検出される
。式IAまたは式IBの化合物のある好ましい態様において、Yは、γ線放出放射性同位体、
陽電子放出放射性同位体、磁気共鳴イメージング造影剤、X線造影剤、または超音波造影
剤からなる群より選択されるイメージング可能部分の残基である。
【０１４５】
　イメージング可能部分へ適切に結合されたこのようなアルギナーゼ阻害剤を使用するこ
とによって、内因性アルギナーゼ活性が、リアルタイムで患者の体内において視覚的に観
察され得る。有効であるためには、イメージング可能部分は、誘導アルギナーゼ阻害剤の
その基質への結合に顕著には干渉しないべきである。例えば、アルギナーゼ－阻害剤イメ
ージング可能部分結合体は、一般的に、約1000 nM未満のKiを有する。
【０１４６】
　式IAまたは式IBの化合物のある好ましい態様において、R1は、その蛍光標識された誘導
体である。
【０１４７】
　本発明のある態様において、分光学的プローブ、例えば、蛍光性部分またはNMRもしく
はMRI感受性部分もしくは複合体が、プローブがタンパク質表面との不都合な相互作用を
生じさせないように十分に長くフレキシブルなリンカーによってR1基として共有結合され
る。このような分光学的プローブは、ある特定の疾患状態、例えば、喘息（気道アルギナ
ーゼの過剰発現）、癌（ある特定の乳癌、結腸癌などにおけるアルギナーゼの過剰発現）
、またはある特定の内部細菌感染症（例えば、H．ピロリ（H. pylori）は、ヒト胃潰瘍に
おける免疫反応を逃れるために細菌アルギナーゼを過剰発現する）において観察されるよ
うな、アルギナーゼ過剰発現の非侵襲的測定についての有用な診断ツールである。
【０１４８】
　他の態様において、本発明は、患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であ
って：
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
であって；
　ここで、R1は、その標識された誘導体である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む方法に関する。ある好ましい態様において、アルギナーゼ過剰発現は、喘息、癌、
細菌感染症、またはその組み合わせに関連する。
【０１４９】
　他の局面において、本発明は、患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であ
って：
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
であって；
　ここで、Yはイメージング可能部分である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む方法に関する。ある好ましい態様において、アルギナーゼ過剰発現は、喘息、癌、
細菌感染症、またはその組み合わせに関連する。
【０１５０】
　ある局面において、本発明は、患者を放射線イメージングするための方法であって：
　有効量の本発明の化合物を該患者へ投与する工程であって；
　ここで、Yはイメージング可能部分である、工程；および
　放射線イメージング装置を使用して該患者をスキャンする工程
を含む方法に関する。
【０１５１】
　ある局面において、本発明は、アルギナーゼを阻害する方法であって：
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　該アルギナーゼと本発明の化合物またはその塩とを接触させる工程
を含む方法に関する。ある態様において、アルギナーゼは、酵母、細菌、寄生虫、または
哺乳動物のものである。ある他の態様において、哺乳動物アルギナーゼは、ヒトI型アル
ギナーゼまたはヒトII型アルギナーゼ（例えば、ヒト陰茎アルギナーゼ）である。
【０１５２】
　ある局面において、本発明は、
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む診断用組成物に関し、
　ここで、R1はその標識された誘導体である。
【０１５３】
　ある局面において、本発明は、
　診断有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む診断用組成物に関し、
　ここで、Yはイメージング可能部分である。
【０１５４】
アルギナーゼ阻害剤の治療的使用
　本発明は、アルギナーゼの酵素活性を阻害する化合物の発見に基づく。この酵素を阻害
することが以前は公知でなかった（および用途を有することが以前は公知でなかった）、
これらの化合物は、医学および研究における様々な適用について有用である。
【０１５５】
　本発明の化合物、組成物および方法は、哺乳動物（例えば、ヒト）、酵母、および細菌
（例えば、H．ピロリ）アルギナーゼを含むがこれらに限定されない、アルギナーゼの活
性を阻害するために有用である。本明細書に記載の化合物、組成物および方法は、インビ
トロでまたはインビボで、例えばヒトにおいて、アルギナーゼ活性を阻害するために使用
され得る。これらの組成物はまた、哺乳動物の組織における異常に高いアルギナーゼ活性
または哺乳動物、好ましくヒトの組織における異常に低い一酸化窒素シンターゼ活性のい
ずれかを特徴とする障害を治療するために使用され得る。アルギナーゼ阻害剤によるアル
ギナーゼの「阻害」は、本明細書において使用される場合、阻害剤の非存在下でのアルギ
ナーゼ活性のレベルと比較した場合の、阻害剤の存在下でのアルギナーゼ活性のレベルの
減少を意味する。
【０１５６】
　多数のアルギナーゼ関連疾患が存在し、これらの一部を下記に列挙する。それらは、上
述の構成的なまたはアップレギュレートされたアルギナーゼ活性に関連する3つの現象の
うちの1つ、2つ、または全部と関連付けられる。これらの疾患のうちの多くは、同時にま
たは連続して現象のうちの2つまたは3つさえ特徴とし、例えば、細胞増殖および線維性組
織の蓄積は、収縮した状態に気道または血管組織を硬直させ得、その結果、NO依存弛緩を
達成することがより困難となる。従って、本発明の化合物は、アルギナーゼ活性の異常に
高いレベルまたはNOシンターゼ活性の異常に低いレベルに関連する状態を治療するために
使用され得る。「アルギナーゼ活性の異常に高いレベル」は、本明細書において使用され
る場合、正常組織がアルギナーゼ関連障害表現型を示さない場合に正常組織において見ら
れるレベルを超えるアルギナーゼ活性のレベルを意味する。「NOシンターゼ活性の異常に
低いレベル」は、本明細書において使用される場合、正常組織がNOシンターゼ関連障害表
現型を示さない場合に正常組織において見られるそれより低いNOシンターゼ活性のレベル
を意味する。
【０１５７】
　例えば、本明細書に開示されるアルギナーゼ阻害剤は、下記の疾患、状態、または疾病
の1つまたは複数の治療、予防、管理、または診断に有用であり得、これらの各々を下記
において個々に議論する：特に、（1）胃腸疾患、（2）肺炎症性疾患、（3）性的興奮障
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害、（4）心血管障害、（5）病原性微生物によって引き起こされる疾患、（6）免疫学的
障害、（7）癌、（8）早期分娩、（9）レイノー病、（10）乾癬、（11）関節リウマチ、
および（12）ペイロニー病。これらの状態の各々を下記において議論する。
【０１５８】
1．胃腸疾患
　アルギナーゼ活性の増加は、胃腸平滑筋の非アドレナリン作動性非コリン作動性（NANC
）神経媒介弛緩の障害を含む多数の状態の病態生理学と関連付けられた。アルギナーゼ阻
害剤は、このような障害を経験している哺乳動物またはこのような障害を経験すると予想
される哺乳動物（例えば、胃腸運動障害を患うヒト）へ阻害剤を投与することによって、
このような障害を緩和するために使用され得る。
【０１５９】
　従って、本発明の化合物は、胃腸運動障害の治療または予防に有用であり得、これは、
アルギナーゼがオポッサム内肛門括約筋中に存在するという観察に基づき、公知のアルギ
ナーゼ阻害剤、ABHが、この筋肉を弛緩させることが示された。例えば、Baggio et al., 
J. Pharm. Exp. Ther. 290, 1409-16 (1999) を参照のこと。
【０１６０】
　本発明の化合物はまた、炎症性腸疾患（例えば、クローン病および潰瘍性大腸炎）の治
療または予防に有用であり得る。実際に、IBDは、増加したアルギナーゼ活性および内皮
機能不全を特徴とすることが示された。例えば、Horowitz et al., Am. J. Physiol. Gas
trointest. Liver Physiol. 292, G1323-36 (2007) を参照のこと。
【０１６１】
　同様に、本発明の化合物は、胃潰瘍の治療または予防に有用であり得、何故ならば、胃
潰瘍を引き起こす細菌、ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter pylori）は、ヒト免疫
反応を逃れるためにコロニー形成時に、増加したアルギナーゼ活性を示すためである。例
えば、Gobert et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 98, 13844-49 (2001) を参照のこ
と。
【０１６２】
2．肺炎症性疾患
　本発明の化合物は、アルギナーゼが喘息性気道においてアップレギュレートされるとい
う観察に基づいて、喘息の治療または予防に有用であり得る。例えば、Zimmermann and R
othenberg, Eur. J. Pharmacol. 533, 253-62 (2006) を参照のこと。さらに、アレルギ
ー性喘息モデルにおけるABHでのモルモットのネブライザー処置は、気道過敏症を予防し
た。例えば、Maarsingh, "Arginase: A Novel Key Enzyme in the Pathophysiology of A
llergic Asthma," Ph.D. dissertation, Chapter 9, University of Groningen, Netherl
ands (2006)；Maarsingh et al., Am. J. Respir. Crit. Care Med. 178, 565-73 (2008)
 を参照のこと。喘息表現型は、気道狭窄、気道平滑筋過形成、および線維性組織の慢性
蓄積を特徴とし；アルギナーゼ阻害剤は、気道平滑筋を弛緩させ得、細胞過形成および線
維症を和らげ得る。
【０１６３】
　さらに、本発明の化合物は、化学物質誘発性肺線維症の治療または予防に有用であり得
、何故ならば、アルギナーゼIおよびIIが、コラーゲン生合成についてより多くのL-オル
ニチンを提供するために、ブレオマイシン誘発性肺線維症において誘導されるためである
。例えば、Endo et al., Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 285, L313-21 (200
3) を参照のこと。
【０１６４】
　本発明の化合物はまた、アルギナーゼIのウイルス誘発アップレギュレーションが動物
モデルにおいて観察されるという観察に基づいて、特発性肺線維症の治療または予防に有
用であり得る。例えば、Mora et al., Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 35, 466-73 (20
06) を参照のこと。
【０１６５】



(39) JP 2015-205891 A 2015.11.19

10

20

30

40

50

　さらに、本発明の化合物は、嚢胞性線維症の治療または予防に有用であり得る。増加し
た痰アルギナーゼ活性は、嚢胞性線維症肺疾患におけるNO欠乏症の原因となり；アルギナ
ーゼ活性はまた、線維症の原因となる。例えば、Graseman et al., Am. J. Respir. Crit
. Care Med. 172, 1523-28 (2005) を参照のこと。
【０１６６】
3．性的興奮障害
　勃起機能不全は、40歳以上の男性人口の半分を苦しめる。この疾患は、勃起した陰茎中
において充血する筋肉海綿状組織の区画である海綿体内へのおよび海綿体外への血流を支
配する、酵素触媒反応の複雑なカスケードにおける欠陥からしばしば生じる。海綿体血流
を損なう欠陥は、心疾患、高血圧症、糖尿病、特定の薬の使用などの、他の健康状態に関
連する続発性合併症としてしばしば生じる。
【０１６７】
　重要な態様において、本発明は、哺乳動物（好ましくは、男性のヒト）における陰茎勃
起機能を増強するための、または哺乳動物における勃起機能不全を緩和するための、本明
細書に記載のアルギナーゼ阻害剤の使用に関する。NOは、勃起機能の重要な調節因子であ
り、陰茎海綿体平滑筋におけるNANC神経伝達を媒介し、急速な弛緩をもたらし、これは、
次に勃起をもたらす。L-アルギニンの酸化を触媒しL-シトルリンおよびNOを形成させるNO
シンターゼは、このために、陰茎平滑筋生理において重要な酵素である。アルギナーゼは
、L-アルギニンの加水分解を触媒し、L-オルニチンおよび尿素を形成させる。アルギナー
ゼは、NOシンターゼ活性によって触媒される酸化に利用可能なL-アルギニンの量に影響を
与えることによってNOシンターゼ活性を調節する。従って、アルギナーゼ活性の阻害は、
NOシンターゼ活性を増強し得、それによって、海綿体におけるNO依存平滑筋弛緩を増強し
、陰茎勃起を増強する。
【０１６８】
　アルギナーゼはウサギおよびヒト陰茎海綿体中に存在し、ABHはこの組織のNO依存弛緩
を増強する。例えば、Cox et al., Nature Struct. Biol. 6, 1043-47 (1999) を参照の
こと。アルギナーゼ阻害剤、ABHは、生きている雄性ウサギにおいて勃起反応を増強する
。例えば、Cama et al., Biochemistry 42, 8445-51 (2003) を参照のこと。アルギナー
ゼIIは、糖尿病の男性の海綿体においてアップレギュレートされ、NO生合成の減少を生じ
させ、これは、次に、勃起機能不全をもたらし；エクスビボ実験におけるABHの投与は、N
O生合成を回復させる。例えば、Bivalacqua et al., Biochem. Biophys. Res. Commun. 2
83, 923-27 (2001) を参照のこと。アルギナーゼIは、高齢のマウスの陰茎においてアッ
プレギュレートされ、勃起機能を害する。例えば、Bivalacqua et al., Am. J. Physiol.
 Heart Circ. Physiol. 292, H1340-51 (2007) を参照のこと。
【０１６９】
　本発明の化合物はまた、女性の性的興奮障害の治療または予防に有用であり得る。アル
ギナーゼ阻害剤、ABHは、生きている雌性ウサギの生殖器において充血反応を増強する。
例えば、Cama et al., Biochemistry 42, 8445-51 (2003) を参照のこと。
【０１７０】
4．心血管障害
　本発明の化合物は、アテローム性動脈硬化症における血管内皮機能不全、高血圧症、高
コレステロール血症、および糖尿病の治療または予防に有用であり得る。アルギナーゼは
、L-アルギニン利用可能性の調節によってNOS活性を調節し、アルギナーゼの有害な効果
は、アルギナーゼ阻害剤によって遮断され得る。例えば、Berkowitz et al., Circulatio
n 108, 2000-06 (2003)；Yang and Ming, Clin. Med. Res. 4, 53-65 (2006) を参照のこ
と。糖尿病における増強されたアルギナーゼ活性は、NOシンターゼへのL-アルギニン利用
可能性を減少させることによって、血管内皮機能不全の原因となる。例えば、Romero et 
al., Circ. Res. 102, 95-102 (2008) を参照のこと。アルギナーゼ阻害は、自然発症高
血圧ラットにおいて高血圧症を和らげる。例えば、Demougeot et al., J. Hypertens. 23
, 971-78 (2005) を参照のこと。他の関連状態としては、虚血再灌流傷害、末梢血管疾患
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（PVD）、末梢動脈疾患（PAD）、およびくも膜下出血が挙げられる。アルギナーゼは、ア
テローム性動脈硬化症の治療についての新規の薬物標的として確認された。例えば、Yang
 and Ming, Curr. Hypertension Rep. 8, 54-59 (2006) を参照のこと。
【０１７１】
　本発明の化合物は、肺動脈高血圧症の治療または予防に有用であり得る。上昇したアル
ギナーゼ活性は、NOシンターゼへのL-アルギニン利用可能性を損なうことにより血管内皮
機能不全の原因となる。例えば、Morris et al., Adv. Pulmonary Hypertension 5, 31-3
6 (2007) を参照のこと。
【０１７２】
5．病原性微生物によって引き起こされる疾患
　本発明の化合物は、アフリカ睡眠病、シャーガス病、リーシュマニア症、マラリア、お
よび病原性微生物によって引き起こされる他の疾患の治療または予防において有用であり
得る。ポリアミン生合成酵素は、原生動物の増殖および生存に必須である。例えば、Heby
 et al., Biochem. Soc. Trans. 31, 415-19 (2003) を参照のこと。アルギナーゼは、生
存能力について必須である。例えば、Roberts et al., J. Biol. Chem. 279, 23668-78 (
2004) を参照のこと。従って、原生動物アルギナーゼの阻害剤は、原生動物を死滅させ得
る。
【０１７３】
　さらに、ある細菌は、グアニジノブチラーゼ、Arakawa et al., J. Biochem. 133, 33-
42 (2003)としても公知の、D-アルギナーゼとして公知の酵素を用いてD-アルギニンを加
水分解し、式IAおよびIBの化合物のD立体異性体は、この加水分解の有効な阻害剤である
と予想される。さらに、式IAおよびIBの化合物はまた、抗菌剤として適しており、何故な
らば、それらは、例えば、シュードモナス・エルギノーサ（Pseudomonas aeruginosa）の
グアニジノブチラーゼに対して、抗菌特性を示すことが予想されるためである。Nakada a
nd Itoh, J. Bacteriol. 184, 3377-84 (2002) を参照のこと。
【０１７４】
　アルギナーゼは、酵母と本発明の組成物とを接触させることによって、酵母において阻
害され得る。酵母におけるアルギナーゼの阻害は、アルコール飲料の発酵の間の尿素生成
を最小限にするのに役立つ。
【０１７５】
6．免疫学的障害
　アルギナーゼIが多発性硬化症（実験的自己免疫性脳脊髄炎）の動物モデルにおいてア
ップレギュレートされ、アルギナーゼ阻害剤ABHの投与が動物の疾患スコアを改善すると
いう観察に基づいて、本発明の化合物は、多発性硬化症、および恐らく他の自己免疫疾患
の治療または予防に有用であり得る。例えば、Xu et al., Immunology 110, 141-48 (200
3) を参照のこと。
【０１７６】
7．癌
　腫瘍誘発寛容は、免疫療法の治療効果を損なう。T細胞寛容へ至る1つの機構は、アルギ
ナーゼを産生する骨髄由来サプレッサー細胞（MDSC）の生成であり、それによって、腫瘍
微小環境からL-アルギニンが激減し、これは、T細胞シグナル伝達および機能を損なう。
結果として、T細胞アネルギーが生じる。特に、アルギナーゼ活性は、ある特定の細菌、
例えば、ヘリコバクター・ピロリによっても共有される免疫システム回避の機構である。
MDSCは、「免疫攻撃に対する癌の防壁」とみなされる。例えば、Marx, Science 319, 154
-56 (2008) を参照のこと。
【０１７７】
　従って、アルギナーゼは、以下のタイプの癌においてアップレギュレートされ、これら
は、本明細書に記載のアルギナーゼ阻害剤で治療され得る：特に、腎細胞癌（例えば、Ze
a et al., Cancer Res. 65, 3044-48 (2005)；Ochoa et al., Clin. Cancer Res. 13, 72
1s-26s (2007) を参照のこと）；前立腺癌（例えば、Bronte et al., J. Exp. Med. 201,
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 1257-68 (2005) (arginase inhibition with N-hydroxy-L-arginine facilitates tumor
 immunotherapy) を参照のこと）；結腸直腸癌（例えば、Leu and Wang, Cancer 70, 733
-36 (1992)；Bronte and Zanovello, Nature Rev. Immunol. 5, 641-54 (2005) を参照の
こと）；乳癌（例えば、Singh et al., Cancer Res. 60,3305-12 (2000)；Bronte and Za
novello, Nature Rev. Immunol. 5, 641-54 (2005) (the arginase inhibitor, N-hydrox
y-L-arginine, inhibits cell proliferation and induces apoptosis) を参照のこと）
；皮膚癌（扁平上皮癌および基底細胞癌）（例えば、Gokmen et al., J. Lab. Clin. Med
. 137, 340-44 (2001)；Bronte and Zanovello, Nature Rev. Immunol. 5, 641-54 (2005
) を参照のこと）；肺癌（例えば、Rodriguez et al., J. Exp. Med. 202, 931-39 (2005
)；Bronte and Zanovello, Nature Rev. Immunol. 5, 641-54 (2005) を参照のこと）；
卵巣癌（例えば、Melichar et al., J. Translational Med. 1, 1-5 (2003) (doi:10.118
61479-5876-1-5) を参照のこと）；および胃癌（例えば、Wu et al., Life Sci. 51, 135
5-61 (1992) を参照のこと）。
【０１７８】
8．早期分娩の管理
　アルギナーゼ阻害剤を用いての子宮平滑筋弛緩の増強は、早期分娩の管理において有用
であり得る。
【０１７９】
9．レイノー病
　レイノー病は、微小血管系の疾患である。ヒトにおけるアルギナーゼ阻害剤BEC（これ
は、ABHのアナログである）の皮下投与は、血管拡張性であり、循環を増強するため、ア
ルギナーゼ阻害剤は、レイノー病の治療に有用であり得る。例えば、Holowatz et al., J
. Physiol. 574, 573-81 (2006) を参照のこと。
【０１８０】
10．乾癬
　アルギナーゼIは、ヒト皮膚における過剰増殖性乾癬表皮において高度に過剰発現され
、従って、アルギナーゼ阻害剤は、乾癬の治療に有用であり得る。例えば、Bruch-Gerhar
z et al., Am. J. Pathology 162, 203-11 (2003) を参照のこと。
【０１８１】
11．関節リウマチ
　アルギナーゼIIは、ヒト患者由来の滑液においてアップレギュレートされ、従って、ア
ルギナーゼ阻害剤は、関節炎の治療に有用であり得る。例えば、Huang et al., Kaohsiun
g J. Med. Sci. 17, 358-63 (2001)；Corraliza and Moncada, J. Rheumatol. 29, 2261-
65 (2002) を参照のこと。
【０１８２】
12．ペイロニー病
　本発明の化合物は、ペイロニー病の治療または予防に有用であり得る。アルギナーゼII
は、この疾患についての動物モデルにおけるラット陰茎においてアップレギュレートされ
る。例えば、Bivalacqua et al., J. Andrology 22, 497-506 (2001) を参照のこと。こ
の障害は勃起機能不全の原因となり得るが、第一には、線維性組織が陰茎において増大す
る炎症状態である。
【０１８３】
13．一般
　本発明の組成物は、哺乳動物における障害を治療するために使用され得、ここで、障害
は、哺乳動物の組織におけるアルギナーゼ活性の異常に高いレベルの発現に関連する。NO
シンターゼ活性は、哺乳動物、より特にはヒトにおけるアルギナーゼ活性に関して相互様
式で調節されるので、本発明の化合物および組成物は、哺乳動物における障害を治療する
ために使用され得、ここで、障害は、哺乳動物の組織におけるNOシンターゼ活性の異常に
低いレベルの発現に関連する。アルギナーゼおよびNOシンターゼの互恵的な相互作用は、
平滑筋の機能について密接な関係を有するので、動物における平滑筋活性の調節のための
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本明細書に記載の化合物の使用もまた、本発明において考えられる。当然ながら、本発明
の化合物、または本明細書に記載のアルギナーゼ阻害剤を含む本発明の化合物を含む組成
物はまた、アルギナーゼおよびNOシンターゼ活性の正常なレベルを有する哺乳動物におい
てアルギナーゼを阻害するために使用され得、特にここで、もたらされることが望まれる
生理機能は、アルギナーゼまたはNOシンターゼ活性によって影響されるものであり、また
はここで、異常なアルギナーゼまたはNOシンターゼ活性レベルによって引き起こされない
障害が、それにもかかわらず、アルギナーゼ活性を阻害することによって緩和または阻害
され得る（例えば、勃起機能不全のある形態）。
【０１８４】
　本発明はまた、平滑筋とアルギナーゼ阻害剤とを接触させることを含む、平滑筋弛緩を
増強する方法を含む。平滑筋は、好ましくは、動物の体内にある。弛緩される平滑筋のタ
イプとしては、胃腸平滑筋、肛門括約筋平滑筋、食道括約筋、オッディ括約筋、動脈平滑
筋、心臓平滑筋、肺平滑筋、腎臓平滑筋、子宮平滑筋、膣平滑筋、頸部平滑筋、胎盤平滑
筋、および眼平滑筋が挙げられるが、これらに限定されない。平滑筋が胃腸平滑筋である
場合、胃腸平滑筋のタイプとしては、内肛門括約筋が挙げられるが、これに限定されない
。
【０１８５】
　平滑筋が動物の身体内にある場合、本発明は、動物におけるアルギナーゼ関連障害を緩
和する（例えば、発生率または重篤度を減らす）または抑制する（例えば、発症の可能性
を減らす、または予防する）方法を含む。好ましい態様において、動物はヒトである。
【０１８６】
　哺乳動物におけるアルギナーゼ関連障害を緩和するために、本明細書に記載のアルギニ
ン阻害剤が、障害を患う哺乳動物へ投与される。阻害剤は、本明細書においてさらに詳細
に記載されるように、1つまたは複数の薬学的に許容される担体と組み合わせて好ましく
は投与される。阻害剤はまた（好ましくは担体と組み合わせて）、異常なNOシンターゼ活
性を特徴とする障害を患う哺乳動物へ、またはアルギナーゼおよびNOシンターゼ活性の正
常な（即ち、病気でない）レベルを示すが、アルギナーゼ活性の阻害が望まれるものへ、
投与され得る。本発明はまた、平滑筋機能に影響を与える化合物を同定するための、イン
ビトロアルギナーゼ阻害／平滑筋弛緩機能アッセイにおけるアルギナーゼ阻害剤の使用を
考える。そのように同定された化合物は、これらの化合物がアルギナーゼ活性の阻害を打
ち消すそれらの能力によって同定される点で、候補アルギナーゼ阻害剤アンタゴニストで
あると考えられる。例えば、これらの化合物は、本発明のアルギナーゼ阻害剤のうちの1
つおよび内肛門括約筋を使用しての平滑筋活性についてのアッセイを使用して同定される
。このアッセイにおいて、哺乳動物（例えば、成体オポッサム）から得られた内肛門括約
筋のストリップが、電場刺激（EFS）を使用してNANC神経媒介弛緩によって弛緩するよう
に誘導され；弛緩は、筋肉ストリップとアルギナーゼとを接触させることによって逆転さ
れ；弛緩の逆転は、筋肉とアルギナーゼ阻害剤とを接触させることによって達成される。
アルギナーゼ阻害剤アンタゴニストを同定するために、次いで続いて、筋肉ストリップを
テスト化合物と接触させる。筋肉弛緩の続いての逆転に対するテスト化合物の効果を評価
する。テスト化合物の非存在下での筋肉の弛緩状態と比較しての、テスト化合物の存在下
での筋肉の弛緩状態の顕著な逆転は、テスト化合物がアルギナーゼ阻害剤アンタゴニスト
であるという表示である。
【０１８７】
　従って、ある態様において、本発明は、哺乳動物においてアルギナーゼを阻害する方法
であって：
　有効量の式Iaもしくは式Ibの化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投
与する工程
を含む方法に関する。
【０１８８】
　従って、ある態様において、本発明は、哺乳動物においてアルギナーゼ関連障害を治療
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する方法であって：
　有効量の式Iaもしくは式Ibの化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投
与する工程
を含む方法に関する。ある好ましい態様において、アルギナーゼ関連障害は、ヒトの組織
における一酸化窒素シンターゼ活性の異常に低いレベルに関連する障害、ヒトの組織にお
けるアルギナーゼ活性の異常に高いレベルに関連する障害、またはその組み合わせであり
、これとしては、心疾患、全身性高血圧症、肺高血圧症、勃起機能不全、自己免疫性脳脊
髄炎、慢性腎不全、胃腸運動障害、胃癌、肝血流量減少、肝血流量不足（insufficient h
epatic blood flow）、脳血管攣縮、またはその組み合わせが挙げられる。
【０１８９】
　さらに他のある態様において、本発明は、哺乳動物において平滑筋を弛緩させる方法で
あって：
　有効量の式Iaもしくは式Ibの化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投
与する工程
を含む方法に関する。ある好ましい態様において、この方法に従って弛緩される平滑筋は
、胃腸平滑筋、肛門括約筋平滑筋、食道括約筋、海綿体、オッディ括約筋、動脈平滑筋、
心臓平滑筋、肺平滑筋、腎臓平滑筋、子宮平滑筋、膣平滑筋、頸部平滑筋、胎盤平滑筋、
および眼平滑筋からなる群より選択される少なくとも1つである。
【０１９０】
　ある態様において、本発明は、哺乳動物においてアルギナーゼのアップレギュレーショ
ンに関連する疾患または状態を治療する方法であって：
　有効量の式Iaもしくは式Ibの化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投
与する工程
を含む方法に関し、
　ここで、前記疾患または状態は、胃腸疾患、肺炎症性疾患、性的興奮障害、心血管障害
、溶血性障害、自己免疫疾患、創傷治癒、寄生性原生動物によって引き起こされる疾患、
細菌により引き起こされる疾患、癌、早期分娩、乾癬、またはその組み合わせである。
【０１９１】
　アルギナーゼを阻害することは、2つの様式で癌に影響を与える。第1の様式は、腫瘍の
寛容へ導く免疫抑制の軽減であり、第2の様式は、増殖において役割を有する、オルニチ
ンおよびその後のポリアミンの産生を制限することによる。
【０１９２】
　ある好ましい態様において、胃腸疾患は、胃腸運動障害、炎症性腸疾患、クローン病、
潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、アデノイド口蓋扁桃疾患、またはその組み合わせである。
【０１９３】
　ある好ましい態様において、肺炎症性疾患は、喘息、化学物質誘発性肺線維症、特発性
肺線維症、嚢胞性線維症、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、またはその組み合わせである。
【０１９４】
　ある好ましい態様において、性的興奮障害は、男性の勃起機能不全、ペイロニー病、ま
たは女性の性的興奮障害である。
【０１９５】
　ある好ましい態様において、心血管障害は、アテローム性動脈硬化症における血管内皮
機能不全、高血圧症、虚血再灌流傷害、末梢血管疾患、末梢動脈疾患、くも膜下出血、高
コレステロール血症、糖尿病、またはその組み合わせ、糖尿病性心血管疾患、肺動脈高血
圧症、レイノー病、またはその組み合わせである。
【０１９６】
　ある好ましい態様において、溶血性障害は、発作性夜間血色素尿症（PNH）、鎌状赤血
球症、サラセミア、遺伝性球状赤血球症および有口赤血球症、細血管障害性溶血性貧血、
ピルビン酸キナーゼ欠損症、ABO不整合輸血反応、発作性寒冷血色素尿症、重篤な特発性
自己免疫性溶血性貧血、感染誘発性貧血、マラリア、心肺バイパス、人工心臓弁誘発性貧
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血、化学物質誘発性貧血、またはその組み合わせである。
【０１９７】
　ある好ましい態様において、自己免疫疾患は、脳脊髄炎、多発性硬化症、抗リン脂質症
候群1、自己免疫性溶血性貧血、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー、疱疹状皮膚炎（
「セリアック病」）、皮膚筋炎、重症筋無力症、天疱瘡、関節リウマチ、スティッフパー
ソン症候群、1型糖尿病、強直性脊椎炎、またはその組み合わせである。
【０１９８】
　ある好ましい態様において、状態は創傷治癒である。
【０１９９】
　ある好ましい態様において、寄生性原生動物によって引き起こされる疾患は、アフリカ
睡眠病、シャーガス病、リーシュマニア症、マラリア、またはその組み合わせである。
【０２００】
　ある好ましい態様において、癌は、腎細胞癌、前立腺癌、結腸直腸癌、乳癌、皮膚癌、
肺癌、卵巣癌、胃癌、またはその組み合わせである。ある態様において、皮膚癌は、扁平
上皮癌、基底細胞癌、またはその組み合わせである。
【０２０１】
　ある好ましい態様において、状態は早期分娩である。
【０２０２】
　ある好ましい態様において、状態はレイノー病である。
【０２０３】
　ある態様において、本発明は、哺乳動物において免疫抑制の軽減を提供する方法であっ
て：
　有効量の式Iaもしくは式Ibの化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投
与する工程
を含む方法に関し、
　ここで、該哺乳動物は、慢性感染性疾患、細菌感染症、寄生虫感染症、外傷、ハンセン
病、結核、肝移植、癌、およびその組み合わせからなる群より選択される疾患または状態
を患っている。
【０２０４】
　ある態様において、本発明は、少なくとも1つの腫瘍を患う哺乳動物においてオルニチ
ンの産生を阻害する方法であって：
　有効量の式Iaもしくは式Ibの化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投
与する工程
を含む方法に関する。
【０２０５】
　さらに、本発明の化合物および組成物は、農業的にまたはそうでなければ経済的に重要
な植物生活における抗殺菌剤（anti-fungicide）として有用である。本発明の化合物およ
び組成物は、噴霧または植物生物学の技術分野において周知の他の手段によって、植物へ
治療的に投与され得る。
【０２０６】
アルギナーゼ阻害剤の合成
　本発明の化合物は、当業者に周知の多数の方法で作製され得る。化合物は、例えば、下
記の方法、または当業者によって認識されるようなその変形法によって、合成され得る。
使用される変数は、特に記載されない限り、式Iaまたは式Ibについて定義される通りであ
る。本発明の化合物の作製において使用される試薬は、商業的に得ることができるか、ま
たは文献に記載の標準手順によって作製することができる。本発明に関連して開示される
全てのプロセスは、ミリグラム、グラム、マルチグラム、キログラム、マルチキログラム
、または商工業規模を含む、任意の規模で実施されることが考えられる。
【０２０７】
　本発明によれば、ボロン酸誘導体（ここで、式Iaまたは式Ibの化合物において、Zは、
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である）が、下記において議論される、図3～17に一般的に記載されるように作製され得
る。
【０２０８】
　X3とX4との間に二重結合を含む式IAまたは式IBの化合物は、適切に置換されたR1基を用
いて、Collet, et al. (2000) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 177-182に記載の合成
スキームに従って作製され得、これは参照によりその全体が本明細書に組み入れられる。
【０２０９】
　本発明によれば、N-ヒドロキシグアニジン誘導体（ここで、式IAまたは式IBの化合物に
おいて、Zは、

であり、X3は-(NR2)-であり、Cαは、R1によって置換されている）は、本明細書において
一般的に記載されるように作製され得る。
【０２１０】
　添付の図面において、図3は、本発明の化合物1の固相合成を図示しており、ここで、R1

は、臭化ベンジルなどの「活性化」ハロゲン化アルキルである試薬から作製される。Fmoc
-Gly-Wang樹脂のFmoc基は、当技術分野において周知の方法によって除去される。Atherto
n and Sheppard, "The Fluorenylmethoxycarbonyl Amino Protecting Group," in The Pe
ptides, Udenfriend and Meienhofer, Eds., Academic Press, New York (1987), vol.9,
 p.1。アミンは、樹脂結合された遊離アミンをNMP中において過剰のベンゾフェノンイミ
ンおよび氷酢酸で処理することによって、N-ジフェニルメチレンアミンとして保護される
。O'Donnell et al., Tetrahedron Lett., 38, 7163 (1997) を参照のこと。化合物3が得
られる。この保護されたグリシンを、NMP中においてBEMPまたはBTPPなどの有機非求核性
塩基の存在下で過剰の2-(4-ブロモブチル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラ
ン（4a）と反応させ、化合物5が得られる。反応は、ヨウ化テトラブチルアンモニウムの
添加によって促進され得、なおより好ましくは、アルキル化試薬は、ブロモ化合物の代わ
りにヨード誘導体であり得る。無水条件下でn-BuLi、LDA、または好ましい塩基KHMDSなど
の強塩基で5を処理し、次いで、臭化ベンジルなどの別のハロゲン化アルキルを添加する
ことによって、第2側鎖が導入され得、化合物6が得られる。Griffith et al., Tetrahedr
on Lett. 38, 8821 (1997) を参照のこと。所望のアミノ酸（1、ここで、R1は、本明細書
に記載されるような多数の側鎖のものであり得る）は、高温にて強酸性水溶液で処理する
ことによって樹脂から放出され得る（示さず）か、あるいは、化合物1の制御脱保護およ
び放出は、図3に示される段階的な方法で完了され得る。
【０２１１】
　図4は、本発明の化合物1dの例示的な固相合成を概説し、ここで、R1は、ブロモエタン
などの「不活性化」ハロゲン化アルキルである試薬から作製される。化合物3を、NMP中に
おいてBEMPまたはBTPPなどの有機非求核性塩基の存在下で過剰のハロゲン化アルキルと反
応させ、化合物7が得られる。反応は、ヨウ化テトラブチルアンモニウムの添加によって
促進され得るか、またはなおより好ましくは、アルキル化試薬は、ブロモ化合物の代わり
にヨード誘導体であり得る。先ず弱酸水溶液下で化合物7を処理し、塩酸塩を中和し、次
いで脱水条件下で化合物8とベンズアルデヒドとを反応させることにより化合物9を得るこ
とによって、図4に示されるように、アミン保護基がケチミンからアルジミンへ変えられ
た後に、第2側鎖が導入され得る。この中間体を2-(4-ヨードブチル)-4,4,5,5-テトラメチ
ル-1,3,2-ジオキサボロラン（4b）およびBTPPとNMP中において反応させ、化合物10が得ら
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れた。Scott, Tetrahedron Lett. 38, 3695 (1997) を参照のこと。アミノ酸1dは、高温
にて強酸性水溶液で処理することによって（示さず）、あるいは、図4に示される段階的
なプロセスによる化合物1dの制御脱保護および放出よって、樹脂から放出され得る。
【０２１２】
　図5は、いくつかの本発明の化合物の固相合成を概説し、ここで、R1は、KHMDSまたは他
の非常に強い強塩基に対して不安定であり得るブロモメチルピリジンなどの試薬から作製
される。この方法によれば、化合物5は、弱酸水溶液で処理され、続いて塩酸塩が中和さ
れ、11が得られる。この中間体は、アルジミン12として保護され、これは次いで、過剰の
アルキル化剤およびBTPPでNMP中において処理され、中間体13が得られる（Scott, W. L.,
 Tetrahedron Lett. 1997, 38:3695）。所望のアミノ酸（1e）は、高温にて強酸性水溶液
で処理することによって樹脂から放出される（示さず）か、あるいは、1eの制御脱保護お
よび放出は、図5に示されるように段階的に行われ得る。
【０２１３】
　図6は、有用な出発材料16a（ここで、R＝メチル）、16b（ここで、R＝エチル）、およ
び16c（ここで、R＝tert-ブチル）、ならびにアルキル化試薬4aおよび4bの溶液相合成を
図示している。図6の上部での第1の反応において、グリシンアルキルエステル14a-cの塩
酸塩を、室温でベンゾフェノンイミン、O'Donnell, et al., J. Org. Chem. 47, 2663 (1
982) と反応させ、対応のケチミン保護グリシンエステル16a-cが得られる。このトランス
イミネーション（transimination）は、tert-ブチルエステル16cについて特に有用である
。あるいは、α-ブロモ酢酸のアルキルエステル15a-cを、第2の反応に示されるように、
還流アセトニトリル中においてベンゾフェノンと反応させ得、16a-cが得られる。O'Donne
ll, Ace. Chem. Res. 37, 506 (2004)。
【０２１４】
　図7は、本発明の化合物1の溶液相合成を示し、ここで、R1が、臭化ベンジルなどの「活
性化」ハロゲン化アルキルである試薬から作製される。化合物16を、Reddy et al., Org.
 Biomol. Chem. 5, 889 (2007) に記載されるように低温でLiHMDSと反応させ、次いで、1
当量の試薬4bを添加し、数時間室温で反応させ、中間体化合物18が得られる。低温にて無
水条件下でn-BuLi、LDA、または好ましい塩基KHMDSなどの強塩基で化合物18を処理し、次
いで、臭化ベンジルなどの別のハロゲン化アルキルを添加することによって、第2側鎖を
導入し、化合物19が得られる。強酸性水溶液で処理することによって、化合物19を全体的
に脱保護し、化合物1（ここで、R1は、本明細書に記載されるような多数の側鎖のもので
あり得る）が得られる。
【０２１５】
　図8は、本発明の化合物1の例示的な溶液相合成を概説し、ここで、R1は、反応性が低い
試薬を含む様々なハロゲン化アルキルから作製される。化合物16を、Reddy et al., Org.
 Biomol. Chem. 5, 889 (2007) に記載されるように低温にてLiHMDSと反応させ、次いで
、1当量のR1-X（ここで、R1は、本明細書に記載されるような多数の側鎖のものであり得
る）を添加し、室温で数時間反応させ、化合物20が得られる。低温にて無水条件下でn-Bu
Li、LDA、または好ましい塩基KHMDSなどの強塩基で中間体化合物20を処理し、次いで、1
当量の臭化クロチルを添加することによって、第2側鎖（R1）が導入され得、化合物21が
得られる。ボロン酸エステル側鎖を与えるためのクロチル側鎖のヒドロホウ素化は、Yama
moto et al., Tetrahedron 60, 10695 (2004) によって報告されるものと同様のイリジウ
ム触媒の存在下でのピナコールボランでの処理によって達成され、化合物19が得られ、こ
れを強酸性水溶液での処理によって全体的に脱保護し、化合物1が得られる。
【０２１６】
　図9は、本発明の化合物1の例示的な溶液相合成を示し、ここで、R1は、α-ハロ酢酸エ
ステルなどのハロゲン化アルキルのセットから作製される。このタイプの官能性は、次の
反応についてアルキル化の多数の部位を中間体に提供する。従って、先ずクロチル側鎖を
導入することが、この化合物クラスについて好ましい。化合物16を室温にて数時間1.5 eq
のBTPP（またはBEMP）および臭化クロチルで処理し、O'Donnell, J. Acc. Chem. Res. 37
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, 506 (2004)、化合物22が得られる。低温にて無水条件下でn-BuLi、LDA、または好まし
い塩基KHMDSなどの強塩基で化合物22を処理し、次いで、1当量のR1-Xを添加することによ
って、R1側鎖が導入され得、化合物21が得られる。ボロン酸エステル側鎖を提供するため
のクロチル側鎖のヒドロホウ素化は、Yamamoto et al., Tetrahedron 60, 10695 (2004) 
によって報告されるものと同様のイリジウム触媒の存在下でのピナコールボランでの処理
によって達成され、化合物19が得られ、これを強酸性水溶液での処理によって全体的に脱
保護し、化合物1が得られる（ここで、R1は、本明細書に記載されるような多数の側鎖の
ものであり得る）。
【０２１７】
　図10は、本発明の化合物1の例示的な溶液相合成を概説し、ここで、R1は、市販のアミ
ノ酸またはエステル、例えば、L-ロイシン-tert-ブチルエステルHClから作製される。化
合物20は、図6に記載されるように、これらの市販のアミノエステルから作製される。低
温にて無水条件下でn-BuLi、LDA、または好ましい塩基KHMDSなどの強塩基で化合物20を処
理し、次いで、1当量の臭化クロチルを添加することによって、第2側鎖（R1）が導入され
得、中間体化合物21が得られる。ボロン酸エステル側鎖を提供するためのクロチル側鎖の
ヒドロホウ素化は、Yamamoto et al., Tetrahedron 60, 10695 (2004) によって報告され
るものと同様のイリジウム触媒の存在下でのピナコールボランでの処理によって達成され
、化合物19が得られ、これを強酸性水溶液での処理によって全体的に脱保護し、化合物1
が得られる（ここで、R1は、本明細書に記載されるような多数の側鎖のものであり得る）
。
【０２１８】
　図3～10の合成化学において使用される多くのR1-X試薬は市販されていないことが注意
されるべきである。このような場合、他の方法の中でも、例えば、図11に概説される例示
的な反応によって、それらを作製した。例えば、図11はフェノール出発材料の使用を示し
ているが、合成は、他の同様の出発材料、例えば、ピペリジン、ピペラジン、およびモル
ホリン化合物へ容易に適応され得る。同様に、化合物27はまた、様々な同族の化合物のい
ずれでもあり得る。
【０２１９】
　図11の上部を参照して、化合物25は、高温にて数時間、炭酸カリウムなどの塩基の存在
下で置換または非置換フェノールと3-ブロモ-1-プロパノールとを反応させることによっ
て作製される。生成物25の単離後、それは、イミダゾールおよびトリフェニルホスフィン
の存在下でのヨウ素との反応によって、ヨウ化アルキルへ変換される。あるいは、樹脂結
合トリフェニルホスフィンがまた、化合物25を得るために使用され得、これは、本明細書
の方法に従うR1-Xとして種々のアルキル化工程において使用され得る。
【０２２０】
　図11の下部において示されるように、先ず出発材料26とジ-tert-ブチルジカーボネート
とを反応させ化合物27を得、これを続いてTBS-Clおよびイミダゾールでそれを処理するこ
とによってO保護し、二保護された中間体28を得ることによって、化合物31などのR1-Xア
ルキル化試薬を作製することによって、アミン含有R1側鎖は化合物1中へ導入され得る。
塩基に不安定なカルバメートを、ジメチルアミノピリジンの存在下でのジ-tert-ブチルジ
カーボネートでの別の処理によってさらに保護し、三保護された中間体29が得られる。有
機溶媒中のフッ化物イオンで処理することによってTBSエーテルを除去し、アルコール30
が得られる。最後に、ヨウ化アルキル31を、化合物25の合成について上述したのと類似の
方法で作製する。
【０２２１】
　図12は、本発明の例示的な化合物38、39、および40の合成を概説し、ここで、R1側鎖は
、第1級アミン対して行われる選択的化学およびR1におけるこのアミンのその後の操作に
よって、作製される。図12の上部を参照して、化合物33は、図8および11に概説される方
法によって作製される。Boc保護基の無水切断は、第1級アミン33を生じさせる。この第1
級アミンは、酸塩化物と反応させることによってアシル基でキャップされ得、化合物34が
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得られる。あるいは、化合物33を第3級アミンの存在下でイソシアネートと反応させ得、
尿素35が得られる。さらに、化合物33を第3級アミンの存在下で塩化スルホニルと反応さ
せ得、スルホンアミド36が得られる。中間体33～36の各々は、ケチミンの加水分解、およ
び次いで二相混合物中において過剰のフェニルボロン酸で処理することによるピナコール
ボロン酸エステルのエステル交換を含む、2段階プロセスによってさらに脱保護され得、
最終生成物37～41が得られる。
【０２２２】
　図13は、本発明におけるN-アルキル化化合物63および64の合成を概説し、ここで、R1は
、第2級または第3級アミンへ変換される第1級アミンを含む。この方法はまた、ピペリジ
ンまたはピペラジンなどの環状アミンを含む側鎖を有する化合物を作製するために使用さ
れ得、末端アミンは同様にアルキル化される。図12からの化合物33は臭化ベンジルなどの
1当量のハロゲン化アルキルで処理され得、化合物61が得られるか、あるいはそれは2当量
のハロゲン化アルキルで処理され得、化合物62が得られる。これらの化合物は両方とも、
全体的に脱保護する手順のいずれかによって脱保護され得、化合物1の誘導体である、化
合物63および64がそれぞれ得られる。この反応スキームはまた、ピペリジンおよびピペラ
ジン含有化合物のアルキル化についても機能する。
【０２２３】
　図14は、本発明におけるABH化合物1の例示的な不斉合成を概説し、ここで、R1は、様々
なハロゲン化アルキルに由来する。化合物41を相間移動条件下で45の存在下において不斉
的にアルキル化し、＞95%の高%ee（エナンチオマー過剰率）で所望のキラリティーを有す
る42が得られる。Ooi et al., J. Am. Chem. Soc. 122, 5228 (2000)；およびJiang et a
l., Org. Proc. Res. Dev. 12, 1164 (2008) を参照のこと。イミン42のアセテート43へ
の変換は、図8に記載の条件下でヒドロホウ素化され得る中間体を生じさせる。次いで、
所望のキラリティーを有する化合物1が、全てのマスキング官能性の脱保護によって生成
される。あるいは、キラル化合物1は、キラルクロマトグラフィーによって二置換中間体
を分離することによって作製され得る。
【０２２４】
　図15は、化合物1arの例示的な不斉合成を示し、ここで、R1側鎖は、具体的にはCH2OH基
である。2-ナフトエ酸塩化物などのアリール酸塩化物でセリン誘導体をアシル化し、次い
で中間体をDAST（(ジエチルアミノ)硫黄トリフルオリド）で脱水することによって、オキ
サゾリン46を作製する。化合物46をCsOHなどの塩基の存在下にて臭化クロチルで処理する
ことによってアルキル化し、キラル中間体47が得られる。この中間体は、エナンチオマー
濃縮の量を確認するためにキラルクロマトグラフィーによって分析され得る。ボロン酸エ
ステル48を上述のヒドロホウ素化プロセスによって導入し、最終生成物を保護基の強酸切
断によって単離する。あるいは、化合物47のラセミアナログは、キラル触媒45の非存在下
でBTPPなどの強塩基の反応によって得ることができる。その後、所望のエナンチオマーが
、キラルクロマトグラフィーによって得られる。
【０２２５】
　図16は、本発明におけるnorNOHA化合物47の合成を概説し、ここで、R1は、様々なハロ
ゲン化アルキルに由来する。これらの化合物の合成の間のラクタム形成を回避するために
、出発材料16cが好ましい。化合物16cをアルゴン雰囲気下で低温にて塩基、例えばLiHMDS
で処理し、1当量のR1-Xを添加し、化合物20が得られる。続いて、これを低温にて無水条
件下でn-BuLi、LDA、または好ましい塩基KHMDSなどの強塩基で処理し、次いで、1当量の
α-ブロモアセトニトリルを添加し、49が得られる。アミンを脱保護し、Boc基で再保護し
、中間体50が得られる。ニトリルを、PtO2を使用する接触水素化によって還元し、Xue et
 al., J. Org. Chem. 60, 946 (1995)、第1級アミン51が得られる。この第1級アミンを、
Custot et. al., J. Am. Chem. Soc. 119, 4086 (1997) によって報告されるようなシア
ナミド形成およびヒドロキシルアミンとの反応の一連の合成工程によって、N-ヒドロキシ
グアニジン基へ変換する。最終生成物54への脱保護は、HCl/H2Oでの処理によって進行す
る。
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【０２２６】
　図17は、本発明におけるnor-NOHA化合物54の不斉合成を概説し、ここで、R1は、様々な
ハロゲン化アルキルに由来する。化合物41を相間移動条件下において触媒45の存在下で不
斉的にアルキル化し、高%ee（＞95%）で所望のキラリティーを有する化合物55が得られる
。Ooi et al., J. Am. Chem. Soc. 122, 5228 (2000)；およびJiang et al., Org. Proc.
 Res. Dev. 12, 1164 (2008) を参照のこと。アミン55を脱保護し、Boc基で再保護し、化
合物56が得られる。ニトリル56を、PtO2を使用する接触水素化によって還元し（Xue et a
l., J. Org. Chem. 60, 946 (1995)）、第1級アミン57が得られる。第1級アミンを、Cust
ot et. al., J. Am. Chem. Soc. 119, 4086 (1997) によって報告されるようなシアナミ
ド形成およびヒドロキシルアミンとの反応の一連の合成工程によって、N-ヒドロキシグア
ニジン基へ変換する。所望のキラリティーを有する最終生成物54への脱保護は、強酸での
処理によって進行し、Boc基が切断される。
【０２２７】
　好適なR1基のいくつかの例を、添付の図面の図19～24に示す。本明細書上記において議
論される合成化学方法を使用して、これらおよび他のR1側鎖を有する本発明のアルギナー
ゼ阻害剤が、これらの原理に従って容易に作製される。
【０２２８】
　容易に理解されるように、存在する官能基は、合成の過程の間、保護基を含み得る。保
護基は、ヒドロキシル基およびカルボキシル基などの官能性へ選択的に付加されそして官
能性から除去され得る化学的官能基としてそれ自体公知である。これらの基は、化合物中
に存在し、このような官能性を、化合物が曝露される化学反応条件に対して不活性にする
。様々な保護基のいずれもが本発明で使用され得る。本発明に従って使用され得る保護基
は、Greene, T.W. and Wuts, P. G. M., Protective Groups in Organic Synthesis 2d. 
Ed., Wiley & Sons, 1991に記載され得る。
【０２２９】
　本発明の化合物は、キラル中心を含み、種々の立体異性形態、例えば、ジアステレオマ
ー混合物、エナンチオマー混合物、ならびに光学異性体を提供する。個々の光学異性体は
、不斉または立体特異的合成によって直接、またはエナンチオマー混合物からの光学異性
体の従来のキラル分離によって、作製され得る。
【０２３０】
　本発明の化合物のいくつかは、キラル中心（Cα以外）を含み得、このような化合物は
、立体異性体（即ち、エナンチオマー）の形態で存在し得る。本発明は、全てのこのよう
な立体異性体、およびラセミ混合物を含むそれらの混合物を含む。立体異性体のラセミ混
合物ならびに実質的に純粋な立体異性体は、本発明の範囲内にある。用語「実質的に純粋
な」は、本明細書において使用される場合、他の可能性のある立体異性体に比べて少なく
とも約90モル%、より好ましくは少なくとも約95モル%、最も好ましくは少なくとも約98モ
ル%の所望の立体異性体が存在することを指す。好ましいエナンチオマーは、高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC）ならびにキラル塩の形成および結晶化を含む、当業者に公知の
任意の方法によって、ラセミ混合物から単離され得るか、または本明細書に記載の方法に
よって作製され得る。例えば、Jacques, et al., Enantiomers, Racemates and Resoluti
ons (Wiley Interscience, New York, 1981)；Wilen, S.H., et al., Tetrahedron, 33:2
725 (1977)；Eliel, E.L. Stereochemistry of Carbon Compounds, (McGraw-Hill, NY, 1
962)；Wilen, S. H. Tables of Resolving Agents and Optical Resolutions, p.268 (E.
L. Eliel, Ed., University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN 1972) を参照のこと
。
【０２３１】
　本発明は、式Iaまたは式Ibの化合物のプロドラッグを含む。「プロドラッグ」は、本明
細書において使用される場合、式Iaまたは式Ibの化合物へ代謝的手段によって（例えば、
加水分解によって）インビボで変換可能である化合物を意味する。プロドラッグの様々な
形態が、例えば以下に議論されるように、当技術分野において公知である：Bundgaard, (
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ed.), Design of Prodrugs, Elsevier (1985)；Widder, et al. (ed.), Methods in Enzy
mology, vol. 4, Academic Press (1985)；Krogsgaard-Larsen,, et al., (ed). "Design
 and Application of Prodrugs," Textbook of Drug Design and Development, Chapter 
5, 113-191 (1991)、Bundgaard, et al., Journal of Drug Deliver Reviews, 1992, 8:1
-38、Bundgaard, J. of Pharmaceutical Sciences, 1988, 77:285 et seq.；およびHiguc
hi and Stella (eds.) Prodrugs as Novel Drug Delivery Systems, American Chemical 
Society (1975)。
【０２３２】
　さらに、式IAまたは式IBの化合物は、非溶媒和形態で、ならびに水、エタノールなどの
薬学的に許容される溶媒との溶媒和形態で、存在し得る。一般的に、溶媒和形態は、本発
明の目的について非溶媒和形態と等価と考えられる。
【実施例】
【０２３３】
　本発明の化合物は、以下の一般的な方法の1つまたは複数によって作製され得る。全て
の部およびパーセンテージは、特に記載されない限り、重量による。分子量などの物理的
性質、または化学式などの化学的性質について範囲が本明細書において使用される場合、
その中のこのような範囲の全ての組み合わせおよびサブコンビネーションが、本発明の特
定の態様として含まれるように意図される。これらの例は、本発明の好ましい態様を示す
一方、例として与えられるに過ぎないことが、理解されるべきである。上記の議論および
これらの実施例から、当業者は、本発明の本質的特徴を確認することができ、その精神お
よび範囲から逸脱することなく、様々な用途および条件に適応させるように本発明の種々
の変形物および修飾物を作製することができる。これらの合成法がより完全に理解され得
るように、特定の化合物を作製するための固相および溶液相プロトコルのいくつかの例を
また示す。全ての出発材料は、市販されているか、または、これらのスキームに記載の手
順によってまたは有機化学の当業者に周知である手順によって、作製され得る。
【０２３４】
一般手順A．アミノエステル塩酸塩からのアミノエステルケチミンの作製
　添付の図面の図6を参照して、グリシンエチルエステル塩酸塩14b（2.015 g, 14.4 mmol
）を、25 mL乾燥DCM（ジクロロメタン）に懸濁し、ベンゾフェノンイミン（2.42 mL, 14.
4 mmol）を添加し、室温で8～16時間撹拌した。反応混合物を濾過し、5 mL DCMで洗浄し
、有機溶液を、H2Oで1回および鹹水（塩化ナトリウムの飽和水溶液）で1回洗浄した。Hyd
romatrixブランド珪藻土の床において濾過し真空下で濃縮乾固することによって、DCMを
乾燥させた。オイルである、生成物16b（2.83 g, 74%）をさらなる精製無しに使用した。

O'Donnell, et al., J. Org. Chem. 47, 2663 (1982)を参照のこと。
【０２３５】
　この合成はエチルエステルを参照して記載されているが、図6に示されるように、対応
のメチルおよびtert-ブチルエステルも、この手順を適応させることによって作製され得
る。
【０２３６】
一般手順B．不活性化ハロゲン化アルキルでのグリシンケチミンのアルキル化
　図7を参照して、化合物16（1 mmol）を、アルゴン下で5 mL乾燥THF（テトラヒドロフラ
ン）に溶解し、-78℃へ冷却した。THF（1.05 mL）中の塩基、LiHMDS（リチウムヘキサメ
チルジシラザン）の1 M溶液を、反応混合物へ添加し、-78℃で45分間撹拌し、次いで、3 
mL乾燥THF中の化合物4b（1.05 mmol）などのハロゲン化アルキルを添加した。反応混合物
を-78℃で30分間撹拌し、次いで、室温へ加温し、8～18時間撹拌した。反応混合物を20 m
L EtOAc（酢酸エチル）で希釈し、この有機溶液を水および次いで鹹水で洗浄することに
よって、所望の生成物（化合物18）を単離した。Hydromatrixブランド珪藻土の床におい



(51) JP 2015-205891 A 2015.11.19

10

20

30

40

50

て濾過し濃縮乾固することによって、有機溶液を乾燥させた。この残渣を少量のDCMに溶
解し、乾燥シリカゲルカラムへ適用し、EtOAc／ヘキサン（1～5%）の混合物で溶出した。
【０２３７】
一般手順C．ハロゲン化アルキルでのアミノエステルケチミンのアルキル化
　図7を依然として参照して、化合物18（1 mmol）をアルゴン下で5 mL乾燥THFに溶解し、
-78℃へ冷却した。トルエン（1.05 mL）中のKHMDS（カリウムヘキサメチルジシラザン）
の0.5 M溶液を反応混合物へ添加し、-78℃で45分間撹拌し、次いで、3 mL乾燥THF中の臭
化ベンジルなどのハロゲン化アルキルRl-X（1.05 mmol）を添加した。反応混合物を-78℃
で30分間撹拌し、次いで室温へ加温し、8～18時間撹拌した。反応混合物を20 mL EtOAcで
希釈し、この有機溶液を水および次いで鹹水で洗浄することによって、所望の生成物（化
合物19)を単離した。Hydromatrixブランド珪藻土の床において濾過し濃縮乾固することに
よって、有機溶液を乾燥させた。この残渣をDCMに溶解し、乾燥シリカゲルカラムへ適用
し、EtOAc/ヘキサン（1～5%）の混合物で溶出した。
【０２３８】
一般手順D．活性化ハロゲン化アルキルでのグリシンケチミンのアルキル化
　図9を参照して、化合物16（1 mmol）をアルゴン下で5 mL乾燥DCMに溶解した。臭化クロ
チル（1.5 mmol）およびBTPP（tert-ブチルイミノ-トリ(ピロリジノ)ホスホラン、1.5 mm
ol）を反応混合物へ添加し、室温で4～18時間撹拌した。反応混合物をパドル（puddle）
まで濃縮し、少量のDCMに再溶解し、それを乾燥シリカゲルカラムへ適用し、EtOAc／ヘキ
サン（0.5～2%）の混合物で溶出することによって、所望の生成物（化合物22）を精製し
た。
【０２３９】
一般手順E．クロチル側鎖のヒドロホウ素化
　図9を依然として参照して、アルゴン雰囲気下で[Ir(cod)Cl]2（34 mg、0.05 mmol、5 m
ol%）およびDPPM（ビス(ジフェニルホスフィノ)メタン、38 mg、0.10 mmol、10 mol%）を
5 mL乾燥DCMに溶解した。ピナコールボラン（175 μL、1.20 mmol）および化合物21（1 m
mol）を5 mL乾燥DCMに溶解し、添加した。反応混合物を室温で24時間撹拌した。1 mLのMe
OH／H2O（1：1）を添加し、真空下で反応混合物を濃縮し、反応混合物を20 mL EtOAcで希
釈し、この有機溶液を水および次いで鹹水で洗浄することによって、反応をクエンチした
。Hydromatrixブランド珪藻土の床において濾過しそれを濃縮乾固することによって、有
機溶液を乾燥した。この残渣を少量のDCMに溶解し、乾燥シリカゲルカラムへ適用し、EtO
Ac／ヘキサン（5～10%）の混合物で溶出し、純粋な化合物19が得られた。
【０２４０】
一般手順F．窒素保護基の除去のための全体的脱保護手順
　図9（図7にも示される）を依然として参照して、化合物19を6N HCl／THF 2：1に溶解し
、70℃で一晩撹拌した。この反応混合物を冷却し、EtOAcで3回抽出した。水層をパドルま
で濃縮し、5 mL 1N HClに再溶解し、酸形態でDowex 50WX8 イオン交換樹脂のプラグにお
いて濾過した。このプラグをH2Oで洗浄し、次いで、所望の生成物を2N NH4OHで溶出した
。塩基性溶液を真空下で濃縮乾固し、残渣を10 mL 1N HClに溶解し、凍結乾燥し、精製化
合物1が生成された。
【０２４１】
一般手順G．代替の脱保護手順
　イミン保護基の除去についての代替法を図12に例示する。この手順に従って、化合物33
を1N HClに溶解し、室温で2時間撹拌した。この反応混合物へ10当量のフェニルボロン酸
およびジエチルエーテルを添加した。反応混合物を室温で12～18時間迅速に撹拌した。層
を分離し、水溶液をジエチルエーテルで2回洗浄した。水溶液を真空下で濃縮乾固し、残
渣を1N HClに溶解し、凍結乾燥し、精製アミン37が生成された。
【０２４２】
一般手順H．ヨウ化アリールエーテルアルキル25の合成
　図11を参照して、フェノール23（3.0 mmol）および3-ブロモ-1-プロパノール（3.75 mm
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ol）を15 mLの2-ブタノンに溶解した。固体K2CO3（6.0 mmol）を添加し、反応物を還流温
度で18～24時間撹拌した。混合物を室温へ冷却させ、EtOAcで希釈し、水で3回、鹹水で1
回洗浄した。有機溶液を硫酸マグネシウムで乾燥し、真空下で濃縮し、オイル24が得られ
た。生成物、化合物24をLC/MSおよび1H NMRによって分析し、それをさらなる精製無しに
使用した。
【０２４３】
　図11を依然として参照して、イミダゾール（6.0 mmol）およびトリフェニルホスフィン
（3.3 mmol）を15 mL DCMに溶解し、アルゴン下で0℃へ冷却した。ヨウ素（3.3 mmol）を
この混合物へ添加し、10～15分間撹拌した。アルキルアルコール24を10 mL DCMに添加し
、反応混合物を室温へ加温し、次いで12～18時間撹拌した。数mLの飽和チオ硫酸ナトリウ
ム溶液を、10～15 mLの水と共に添加し、混合物を10～15分間撹拌した。混合物を分離し
、有機層を水で3回、鹹水で1回洗浄した。有機溶液を硫酸マグネシウムで乾燥し、真空下
で濃縮し、固体残渣が得られた。この残渣を少量のDCMに溶解し、乾燥シリカゲルカラム
へ適用し、EtOAc／ヘキサン（5～10%）の混合物で溶出し、精製化合物25が得られた。こ
の化合物は、本明細書に記載の合成法に従うアルキル化試薬として有用である。
【０２４４】
　前述の反応をまた、同様の手順で僅かにモル過剰の樹脂結合トリフェニルホスフィンを
使用して行った。この場合において、これらの生成物25を、通常、シリカゲルで精製せず
に使用した。
【０２４５】
一般手順I．Boc保護ヨウ化アミノアルキル31の合成
　図11を参照して、室温で2～4時間、DCM中の1.1当量のジ-tert-ブチルカーボネートで処
理することによって、アミノアルコール26をBoc保護した。混合物を1N HClで2回、鹹水で
1回洗浄した。有機溶液を硫酸マグネシウムで乾燥し、真空下で濃縮し、化合物27が得ら
れ、これをさらなる精製無しに使用した。
【０２４６】
　図11を依然として参照して、化合物27を、室温で12～18時間、DMF（N,N-ジメチルホル
ムアミド）中において2.5当量のイミダゾールおよび1.1当量のtert-ブチル(クロロ)ジメ
チルシランで処理した。反応混合物をEtOAcで希釈し、この有機混合物を水で3回、鹹水で
1回洗浄した。有機溶液を硫酸マグネシウムで乾燥し、真空下で濃縮し、二保護された化
合物28が得られ、これをさらなる精製無しに使用した。
【０２４７】
　次に、室温で36～48時間撹拌しながら、化合物28をアセトニトリル中において2当量の
ジ-tert-ブチルカーボネートおよび0.2当量のジメチルアミノピリジンで処理した。反応
混合物を濃縮乾固し、残渣をEtOAcに溶解した。この溶液を0.1N HClで3回、鹹水で1回洗
浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、真空下で濃縮し、化合物29が得られ、これを
さらなる精製無しに使用した。
【０２４８】
　続いて、化合物29を、室温で3～5時間、アルゴン下で、THF中において1.5当量のTBAF（
フッ化テトラブチルアンモニウム）で処理した。この混合物をEtOAcで希釈し、水で3回、
鹹水で1回洗浄した。有機溶液を硫酸マグネシウムで乾燥し、真空下で濃縮し、ジ-Boc化
合物30が得られ、これをさらなる精製無しに使用した。
【０２４９】
　最後に、イミダゾール（6.0 mmol）およびトリフェニルホスフィン（3.3 mmol）を15 m
L DCMに溶解し、アルゴン下で0℃へ冷却した。ヨウ素（3.3 mmol）をこの混合物へ添加し
、10～15分間撹拌した。アルキルアルコール30を10 mL DCMに添加し、反応混合物を室温
へ加温し、次いで12～18時間撹拌した。数mLの飽和チオ硫酸ナトリウム溶液を、10～15 m
Lの水と共に添加し、混合物を10～15分間撹拌した。混合物を分離し、有機層を水で3回、
鹹水で1回洗浄した。有機溶液を硫酸マグネシウムで乾燥し、真空下で濃縮し、化合物31
が得られた。この残渣を少量のDCMに溶解し、乾燥シリカゲルカラムへ適用し、EtOAc／ヘ
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キサン（5～10%）の混合物で溶出し、精製化合物31が得られた。この化合物は、本明細書
に記載の合成法に従うアルキル化試薬として有用である。
【０２５０】
一般手順J．選択的Boc除去および得られる第1級アミンのアシル化
　図12を参照して、アルゴン下にて12～16時間25～50% TFA（トリフルオロ酢酸）／DCMで
処理することによって、化合物32を化合物33へ変換する。反応混合物を真空下で濃縮乾固
し、数mLのDCMを添加し、この溶液を再濃縮乾固し、次いで残渣を数時間真空下で乾燥し
、次いでアルゴン雰囲気下に置く。
【０２５１】
　図12を依然として参照して、この残渣を、DCM中のPS-DIEA（ジイソプロピルエチルアミ
ン）などの樹脂結合アミン塩基2～3当量へ添加した。これに1当量のアシル化剤、例えば
、無水酢酸または塩化ベンゾイルを添加し、反応混合物を12～16時間撹拌または振盪した
。反応混合物を濾過し、樹脂を数mLのDCM、次いで数mLの1N HCl／THF（1：2）で洗浄した
。濾液を合わせ、追加の1N HClを添加した。この混合物を室温で12～16時間激しく撹拌し
、有機層を水層から分離した。水溶液を酢酸エチルで2回洗浄した。ピナコールエステル
を上述の一般手順Gによって除去し、得られた粗生成物（化合物38、39、および40）を、0
.075% TFAを含むアセトニトリル／水勾配でのC18カラムにおける溶出によって精製した。
【０２５２】
一般手順K．α-ブロモアセテートからのアミノエステルケチミンの作製
　図6を参照して、ベンゾフェノンイミン（6.68 mL, 40.0 mmol）およびtert-ブチルブロ
モアセテート15c（5.9 mL, 40.0 mmol）を40 mLアセトニトリルに溶解した。DIEA（6.95 
mL, 40.0 mmol）を添加し、反応混合物を14時間加熱還流した。反応混合物を室温へ冷却
し、50%酢酸水溶液の添加によって中和し、0℃へ冷却した。得られた固体を、濾過によっ
て回収し、次いで冷エタノールで洗浄した。生成物16cを真空乾燥し、9.05 g（77%）が得
られ、これをさらなる精製無しに使用した。

O'Donnell, Acc. Chem. Res. 37, 506 (2004) を参照のこと。
【０２５３】
一般手順L．化合物4aの作製
　図6を参照して、2-(4-ブロモブチル)ベンゾ[d][1,3,2]ジオキサボロール17（5.09 g, 2
0.0 mmol）を20 mL乾燥THFに溶解し、ピナコール（2.39 g, 20.1 mmol）を添加し、反応
混合物をアルゴン下にて室温で2時間撹拌した。反応混合物を真空下で濃縮し、50 mLのヘ
キサンを残渣へ添加し、それを0℃で2時間冷却した。固体を濾過し、25 mLヘキサンで洗
浄し、濾液を300 mLヘキサンでさらに希釈し、0℃で一晩冷却した。再び、固体を濾過し
、25 mLヘキサンで洗浄し、別の300 mLヘキサンを濾液へ添加し、0℃で2時間冷却した。
さらなる固体は形成されず、この溶液を真空下で濃縮し、真空乾燥し、得られた透明オイ
ル4a（5.24g, 99%）をアルゴン下にて0℃で保存した。

【０２５４】
一般手順M．化合物4bの作製
　図6を依然として参照して、化合物4a（5.0 g, 19.0 mmol）を40 mL乾燥アセトンに溶解
し、ヨウ化ナトリウム（4.65 g, 31.0 mmol）を添加し、反応混合物をアルゴン下にて室
温で一晩撹拌した。得られた固体を濾過し、ジエチルエーテルで洗浄した。濾液を粘着性
オイルまで濃縮し、これを150 mLジエチルエーテルで希釈し、H2Oで2回、鹹水で1回洗浄
し、硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で透明無色オイル4b（5.86g, 99%）まで濃縮した。
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【０２５５】
実施例1．2-アミノ-2-ベンジル-6-ボロノヘキサン酸塩酸塩（1a）

　上記に示される化合物1aを、図3に示される反応スキームによって合成した（ここで、R
1はベンジルである）。5.0 g（0.85 mmol/g, 4.25 mmol）の樹脂2を無水酢酸（1.0 mL, 1
0.6 mmol）およびDMAP（4-ジメチルアミノピリジン, 100 mg, 0.82 mmol）で50 mLのNMP
（N-メチル-2-ピロリドン）中において1時間処理することによって、Fmoc-Gly-Wang樹脂2
上の残存する遊離ヒドロキシル基をアセチル化した。樹脂を濾過し、DCMで3回、MeOH（メ
タノール）およびDCMで交互に3回、MeOHで3回、次いでDCMで4回洗浄した。次いで、この
樹脂を、75 mL 20%ピペリジン／DMFで30分処理し、続いて上述のように濾過し樹脂を洗浄
した。60 mL NMP中においてベンゾフェノンイミン（8.6 mL, 51.2 mmol）および氷酢酸（
2.2 mL, 38.4 mmol）で一晩処理し、続いて上述のように濾過し樹脂を洗浄することによ
って、樹脂結合アミンをケチミン3へ変換した。
【０２５６】
　図3を依然として参照して、樹脂3を、45 mLのNMP中の、化合物4a（11.2 g, 42.6 mmol,
 10 eq）、TBAI（ヨウ化テトラブチルアンモニウム, 15.7 g, 42.5 mmol, 10 eq）および
BTPP（13.0 mL, 42.5 mmol, 10 eq）の混合物で一晩処理し、続いて上述のように濾過し
樹脂を洗浄し、樹脂5が得られ、これを真空乾燥し、5.39 gが得られた。続いて、305 mg
の樹脂5（0.60 mmol/g, 0.18 mmol）を、アルゴン雰囲気下にて5 mLの乾燥THFで4回洗浄
した。3.5 mLの乾燥THF、続いてトルエン中のKHMDS（0.5 M, 1.8 mL, 0.90 mmol）を、こ
の樹脂へ添加し、室温で45分間穏やかに混合した。反応混合物をアルゴン雰囲気下で迅速
に濾過し、5 mL乾燥THF中の臭化ベンジル（214 μL, 1.8 mmol）を添加し、24時間穏やか
に混合した。この反応混合物を濾過し、THF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで3回、MeOH
およびDCMで交互に3回、DCMで4回洗浄し、R1がベンジルである化合物6が得られた。
【０２５７】
　図3を依然として参照して、樹脂6をTHF／H2O 2：1で3回洗浄し、次いでそれを室温にて
4時間1N HCl／THF 1：2で処理し、続いてTHF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで4回洗浄
した。この樹脂を直ちに95% TFA／H2Oで2時間処理し、濾液を回収し、樹脂をTFAおよびDC
Mで洗浄した。洗浄物を反応濾液と合わせ、真空下で濃縮した。この残渣を直ちに6N HCl
／THF 2：1に溶解し、70℃で一晩撹拌した。この反応混合物を冷却し、EtOAcで3回抽出し
た。水層をパドルまで濃縮し、5 mL 1N HClに再溶解し、酸形態でDowex 50WX8イオン交換
樹脂のプラグで濾過した。このプラグをH2Oで洗浄し、次いで、所望の生成物を2N NH4OH
で溶出した。塩基性溶液を真空下で濃縮乾固し、残渣を10 mL 1N HClに溶解し、凍結乾燥
し、化学構造が上記に示されている化合物1a　44 mgが得られた。

【０２５８】
実施例2．2-アリル-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸塩酸塩（1b）
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　図3（ここでR1はアリルである）を再び参照して、300 mgの樹脂5（0.60 mmol/g, 0.18 
mmol）をアルゴン雰囲気下にて5 mLの乾燥THFで4回洗浄した。3.5 mLの乾燥THF、続いて
トルエン中のKHMDS（0.5 M, 1.8 mL, 0.90 mmol）を、この樹脂へ添加し、室温で45分間
穏やかに混合した。反応混合物をアルゴン雰囲気下で迅速に濾過し、5 mL乾燥THF中の、
アルキル化剤、臭化アリル（155 μL, 1.8 mmol）を添加し、24時間穏やかに混合した。
この反応混合物を濾過し、THF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで3回、MeOHおよびDCMで
交互に3回、DCMで4回洗浄し、R1がアリルである樹脂6が得られた。
【０２５９】
　図3を依然として参照して、樹脂6をTHF／H2O 2：1で3回洗浄し、次いで室温にて4時間1
N HCl／THF 1：2で処理し、続いてTHF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで4回洗浄した。
この樹脂を直ちに95% TFA／H2Oで2時間処理し、濾液を回収し、樹脂をTFAおよびDCMで洗
浄した。洗浄物を反応濾液と合わせ、真空下で濃縮した。この残渣を直ちに6N HCl／THF 
2：1に溶解し、70℃で一晩撹拌した。この反応混合物を冷却し、EtOAcで3回抽出した。水
層をパドルまで濃縮し、5 mL 1N HClに再溶解し、酸形態でDowex 50WX8イオン交換樹脂の
プラグで濾過した。このプラグをH2Oで洗浄し、次いで、所望の生成物を2N NH4OHで溶出
した。塩基性溶液を真空下で濃縮乾固し、残渣を10 mL 1N HClに溶解し、凍結乾燥し、化
学構造が上記に示されている化合物1b　11 mgが得られた。

【０２６０】
実施例3．2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)コハク酸塩酸塩（1c）

　図3（ここで、R1＝カルボキシメチル）を再び参照して、300 mgの樹脂5（0.60 mmol/g,
 0.18 mmol）を、アルゴン雰囲気下で5 mLの乾燥THFで4回洗浄した。3.5 mLの乾燥THF、
続いてトルエン中のKHMDS（0.5 M, 1.8 mL, 0.90 mmol）を、この樹脂へ添加し、室温で4
5分間穏やかに混合した。反応混合物をアルゴン雰囲気下で迅速に濾過し、5 mL乾燥THF中
の臭化アリル（265 μL, 1.8 mmol）を添加し、24時間穏やかに混合した。この反応混合
物を濾過し、THF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで3回、MeOHおよびDCMで交互に3回、DC
Mで4回洗浄し、樹脂6が得られた。
【０２６１】
　図3を依然として参照して、樹脂6をTHF／H2O 2：1で3回洗浄し、次いで室温にて4時間1
N HCl／THF 1：2で処理し、続いてTHF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで4回洗浄した。
この樹脂を直ちに95% TFA／H2Oで2時間処理し、濾液を回収し、樹脂をTFAおよびDCMで洗
浄した。洗浄物を反応濾液と合わせ、真空下で濃縮した。この残渣を直ちに6N HCl／THF 
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2：1に溶解し、70℃で一晩撹拌した。この反応混合物を冷却し、EtOAcで3回抽出した。水
層をパドルまで濃縮し、5 mL 1N HClに再溶解し、酸形態でDowex 50WX8イオン交換樹脂の
プラグで濾過した。このプラグをH2Oで洗浄し、次いで、所望の生成物を2N NH4OHで溶出
した。塩基性溶液を真空下で濃縮乾固し、残渣を10 mL 1N HClに溶解し、凍結乾燥し、化
学構造が上記に示されている化合物1c　24 mgが得られた。

【０２６２】
実施例4a．2-アミノ-6-(ボロノ-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサン酸塩酸塩（1d）の固
相合成

　上記に示される化合物1dを、図4に示されるように樹脂3から合成した。樹脂3（502 mg,
 0.33 mmol）を、室温で24時間、5 mL NMP中の、3-フェノキシプロピルブロミド（0.525 
μL, 3.3 mmol）、TBAI（1.23 g, 3.3 mmol）、およびBTPP（1.01 mL, 3.3 mmol）で処理
した。樹脂を濾過し、DCMで3回、MeOHおよびDCMで交互に3回、MeOHで3回、次いでDCMで4
回洗浄し、樹脂7が得られた。これをTHF／H2O 2：1で3回さらに洗浄し、次いで、室温に
て4時間1N HCl／THF 1：2で処理し、続いて、THF／H2O (2：1)で3回、THFで3回、DCMで4
回洗浄した。得られた塩酸塩を、5分間10% DIEA／DCMで樹脂を処理することによって中和
し、樹脂8をDCMで3回、MeOHおよびDCMで交互に3回、MeOHで3回、次いでDCMで4回洗浄した
。
【０２６３】
　図4を依然として参照して、3,4-ジクロロベンズアルデヒド（0.87 g, 5.0 mmol）を6 m
Lのトリメチルオルトホルマート／NMP（2：1）に溶解し、樹脂8へ添加し、一晩混合した
。樹脂を濾過し、DCMで3回、MeOHおよびDCMで交互に3回、DCMで3回洗浄し、樹脂9が得ら
れた。これを、24時間、5 mL NMP中において、化合物4a（1.02 g, 3.3 mmol）およびBTPP
（1.01 mL, 3.3 mmol）でさらに処理した。この樹脂を濾過し、DCMで3回、MeOHおよびDCM
で交互に3回、MeOHで3回、次いでDCMで4回洗浄し、樹脂10が得られた。
【０２６４】
　次に、樹脂10をTHF／H2O 2：1で3回洗浄し、次いで室温にて4時間1N HCl／THF 1：2で
処理し、続いてTHF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで4回洗浄した。この樹脂を直ちに95
% TFA／H2Oで2時間処理し、濾液を回収し、樹脂をTFAおよびDCMで洗浄した。洗浄物を反
応濾液と合わせ、真空下で濃縮した。この残渣を直ちに6N HCl／THF 2:1に溶解し、70℃
で一晩撹拌した。この反応混合物を冷却し、EtOAcで3回抽出した。水層をパドルまで濃縮
し、5 mL 1N HClに再溶解し、酸形態でDowex 50WX8イオン交換樹脂のプラグで濾過した。
このプラグをH2Oで洗浄し、次いで、所望の生成物、化合物1dを2N NH4OHで溶出した。塩
基性溶液を真空下で濃縮乾固し、残渣を10 mL 1N HClに溶解し、凍結乾燥し、化学構造が
上記に示されている化合物1d　23 mgが得られた。

【０２６５】
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実施例4b．2-アミノ-6-(ボロノ-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサン酸塩酸塩（1d）の溶
液相合成
　上述の化合物1dの固相合成の代替法として、それをまた、図8（ここで、R1＝フェノキ
シプロピル）に概説される反応スキームによって作製した。
【０２６６】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-5-フェノキシペンタノアート（20d）

　図8を参照して、化合物20d、0.60 g（69%）を上述の一般手順Bを使用して得た。

【０２６７】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサ-4-エノア
ート（21d）

　次に、化合物21d、0.56 g（83%）を上述の一般手順Cを使用して得た。

【０２６８】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-(3-フェノキシプロピル-6-(4,4,5,5-テト
ラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ヘキサノアート（19d）

　その後、0.08 g（40%）の19dを、上述の一般手順Eを使用して得た。
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　最後に、図8に示されるものと同様の方法で、ボロン酸エステル19dを加水分解し、2-ア
ミノ-6-ボロノ-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサン酸トリフルオロ酢酸塩を生成した。透
明ガラスとしてこの化合物10 mgが、以下の修飾を伴って、一般手順Fを使用して得られた
：0.075%の添加されたTFAを含むアセトニトリル／水の勾配で溶出することによる、C18カ
ラム上での逆相HPLCによって、最終化合物を精製した。従って、トリフルオロ酢酸塩が単
離された（塩酸塩ではない）。

TFA付加塩は、従来の酸／塩基抽出法を使用して、塩酸塩、即ち、化合物1dへ容易に変換
され得る。
【０２７０】
実施例5～23
　下記の表1に列挙される以下の化合物を、化合物1dについて上述されるのと類似の方法
で合成した。表1において、各化合物は、以下の化学構造を有する（表中の各例は、異な
るR1基を有する）：

【０２７１】
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【表１】
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【０２７２】
実施例24．4-(4-アミノ-8-ボロノ-4-カルボキシオクチルオキシ)安息香酸塩酸塩（1x）

　透明ガラスとして化合物1x、100 mgを、上述の一般手順Fを使用して合成した。MS (LC/
MS, ESI): 336 (M-H2O+H), 354 (M+H)。
【０２７３】
実施例25．2-アミノ-2-(3-(4-アミノフェノキシプロピル)-6-ボロノヘキサン酸トリフル
オロ酢酸塩（1y）

　下記の150 mgの化合物19iを1時間HOAc／H2O／THF（1：1：1）で処理することによって
、化合物1yを得た。次に、90 mgの中間体を、室温で15分間、25 mg 10% Pd/Cおよび0.6 g
ギ酸アンモニウムを含むメタノール中においての接触移動水素化（ニトロ基をアミノ基へ
還元するため）へ供した。
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【０２７４】
　触媒を濾過し、溶液を真空下で濃縮乾固し、残渣が得られ、これを70℃で5時間6N HCl
へ供した。この反応混合物を濃縮乾固し、化合物1yを、0.075% TFAが存在するアセトニト
リル／水勾配を用いてC18カラム上で溶出した。フラクションを凍結乾燥した後、27 mgの
化合物1yが、淡黄褐色粉末として得られた。MS (LC/MS, ESI): 307 (M-H2O+H), 325 (M+H
)。
【０２７５】
実施例26．2-アミノ-6-(ボロノ-2-(ピリジン-3-イルメチル)ヘキサン酸塩酸塩（1z）

　図5（ここで、R1＝ピリジルメチル）に示されるように、樹脂5から化合物1zを合成した
。樹脂5（0.504 g, 0.30 mmol）をTHF／H2O 2：1で3回洗浄し、次いで室温にて4時間1N H
Cl／THF 1：2で処理し、続いてTHF／H2O (2：1)で3回、THFで3回、DCMで4回洗浄した。得
られた塩酸塩を、樹脂を10% DIEA／DCMで5分間処理することによって中和し、樹脂11を、
DCMで3回、MeOHおよびDCMで交互に3回、MeOHで3回、次いでDCMで4回洗浄した。
【０２７６】
　次に、3,4-ジクロロベンズアルデヒド（0.71 g, 4.1 mmol）を6 mLのトリメチルオルト
ホルマート／NMP（2：1）に溶解し、それを樹脂11へ添加し、一晩混合した。樹脂を濾過
し、DCMで3回、MeOHおよびDCMで交互に3回、DCMで3回洗浄し、図5に示されるように、樹
脂12が得られた。これを、24時間、5 mL NMP中において、3-(ブロモメチル)ピリジンヒド
ロブロミド（0.152 g, 0.60 mmol）およびBTPP（0.36 mL, 1.20 mmol）でさらに処理した
。この樹脂を濾過し、DCMで3回、MeOHおよびDCMで交互に3回、MeOHで3回、次いでDCMで4
回洗浄し、樹脂13が得られた。
【０２７７】
　図5を依然として参照して、樹脂13をTHF／H2O 2：1で3回洗浄し、次いで室温にて4時間
1N HCl／THF 1：2で処理し、続いてTHF／H2O 2：1で3回、THFで3回、DCMで4回洗浄した。
この樹脂を直ちに95% TFA／H2Oで2時間処理し、濾液を回収し、樹脂をTFAおよびDCMで洗
浄した。洗浄物を反応濾液と合わせ、真空下で濃縮した。この残渣を直ちに6N HCl／THF 
2：1に溶解し、70℃で一晩撹拌した。この反応混合物を冷却し、EtOAcで3回抽出した。水
層をパドルまで濃縮し、5 mL 1N HClに再溶解し、酸形態でDowex 50WX8イオン交換樹脂の
プラグで濾過した。このプラグをH2Oで洗浄し、次いで、所望の生成物を2N NH4OHで溶出
した。塩基性溶液を真空下で濃縮乾固し、残渣を10 mL 1N HClに溶解し、凍結乾燥し、50
 mgの化合物1zが得られた。
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【０２７８】
実施例27．2-アミノ-2-(ベンジルオキシエチル)-6-ボロノヘキサン酸塩酸塩（1aa）

　上記に示される化合物1aaを、以下の手順によって合成した。
【０２７９】
tert-ブチル3-(ベンジルオキシ)-2-(ジフェニルメチレンアミノ)ブタノアート（20aa）

　化合物20aa、0.37 g（86%）を、上述の一般手順Bを使用して得た。

【０２８０】
tert-ブチル2-(ベンジルオキシエチル)-2-(ジフェニルメチレンアミノ)ヘキサ-4-エノア
ート（21aa）

　化合物21aa、0.37 g（80%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０２８１】
tert-ブチル2-(ベンジルオキシエチル)-2-(ジフェニルメチレンアミノ)-6-(4,4,5,5-テト
ラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ヘキサノアート（19aa）
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　化合物19aa、0.23 g（47%）を、上述の一般手順Eを使用して得た。

【０２８２】
　最後に、構造が上記に示されている化合物1aa、68 mg（53%）を、上述の一般手順Fを使
用して得た。

【０２８３】
実施例28～35
　下記の表2に列挙される以下の化合物を、化合物1aaについて上述されるのと類似の方法
で合成した。表2において、各化合物は、以下の化学構造を有する（表中の各例は、異な
るR1基を有する）：

【０２８４】
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【表２】

【０２８５】
実施例36．2-アミノ-2-(2-(3-アミノフェノキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸塩酸塩（1a
j）

【０２８６】
　下記に示される化合物19aj（88 mg）を3 mLのTHFに溶解し、20 mgの10% Pd/Cを添加し
、続いて、反応混合物上にH2雰囲気を導入した。
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【０２８７】
　これを室温で4時間撹拌した。水素化反応によって、イミンを第2級アミンへ、ニトロ基
をアミノ基へ還元した。反応混合物をCeliteブランド珪藻土で濾過し、溶媒を真空下で除
去した。残渣を0.5 mLの1N HClが添加されたTHFに再溶解し、50 mgの10% Pd/Cを含むParr
水素化装置中に置いた。50 psiのH2ガスを導入し、反応混合物を18時間激しく振盪した。
反応混合物をCeliteブランド珪藻土で再び濾過し、溶媒を真空下で濃縮し、4時間加熱し
ながら残渣を6 M HClに溶解し、20 mgの化合物1ajが淡黄褐色固体として得られた。MS (L
C/MS, ESI): 293 (M-H2O+H) 311 (M+H)。
【０２８８】
実施例37．2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-ヒドロキシプロピル)ヘキサン酸塩酸塩（1ak）

　上記に示される化合物1akを以下の手順によって合成した。
【０２８９】
tert-ブチル3-(ベンジルオキシ)-2-(ジフェニルメチレンアミノ)-5-(テトラヒドロ-2H-ピ
ラン-2-イルオキシ)ペンタノアート（20ak）

　化合物20ak、0.44 g（50%）を、上述の一般手順Bを使用して得た。

【０２９０】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-(3-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イルオキ
シ)プロピルヘキサ-4-エノアート（21ak）
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　化合物21ak、0.44 g（90%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０２９１】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-(3-テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イルオキシ
(プロピル)-6-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ヘキサノアート
（19ak）

　化合物19ak、0.32 g（58%）を、上述の一般手順Eを使用して得た。

【０２９２】
　最後に、構造が上記に示されている化合物1ak　75 mg（54%）を、上述の一般手順Fを使
用して得た。

【０２９３】
実施例38．2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸（1al）
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　上記に示される化合物1alを以下の手順によって合成した。
【０２９４】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-6-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボ
ロラン-2-イル)ヘキサノアート（20al）

　化合物18al、0.66g（69%）を、上述の一般手順Bを使用して得た。

【０２９５】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボ
ロラン-2-イル)ブチル)ヘキサ-4-エノアート（21al）

　化合物21al、0.36g（49%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０２９６】
tert-ブチル-2-(ジフェニルメチレンアミノ)-6-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサ
ボロラン-2-イル)-2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ブチル)ヘ
キサノアート（19al）

　化合物19al、75 mg（34%）を、上述の一般手順Eを使用して得た。
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　最後に、12 mg（35%）の化合物1alを、上述の一般手順Fを使用して得た。

【０２９８】
実施例39．2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサ-4-エン酸塩酸塩（1am）

　化合物1am、15 mg（20%）を、上述の一般手順Fを使用して、上述の21alから得た。

【０２９９】
実施例40．2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-メトキシエトキシ)エチル)ヘキサン酸塩酸塩（1a
n）

　上記に示される化合物1anを以下の手順によって合成した。
【０３００】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-4-(2-メトキシエトキシ)ブタノアート（20an
）

　化合物20an、0.58 g（36%）を、上述の一般手順Bを使用して得た。
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【０３０１】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-(2-(2-メトキシエトキシ)エチル)ヘキサ-4
-エノアート（21an）

　化合物21an、0.40 g（61%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０３０２】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-(2-(2-メトキシエトキシ)エチル)-6-(4,4,
5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ヘキサノアート（19an）

　化合物19an、0.31 g（60%）を、上述の一般手順Dを使用して得た。

【０３０３】
　最後に、35 mg（21%）の化合物1anを、上述の一般手順Fを使用して得た。

【０３０４】
実施例41．2-アミノ-6-ボロノ-2-メチルヘキサン酸塩酸塩（1ao）
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　上記に示される化合物1aoを以下の手順によって合成した。
【０３０５】
(S)-tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)プロパノアート（20ao）

　化合物20ao、1.76 g（91%）を、上述の一般手順Aを使用して得た。

【０３０６】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-メチルヘキサ-4-エノアート（21ao）

　化合物21ao、0.61 g（82%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０３０７】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-メチル-6-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-
ジオキサボロラン-2-イル)ヘキサノアート（19ao）

　化合物19ao、0.49 g（59%）を、上述の一般手順Eを使用して得た。

【０３０８】
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　最後に、化合物1ao、82 mg（38%）を、上述の一般手順Fを使用して得た。

【０３０９】
実施例42．2-アミノ-6-ボロノ-2-イソブチルヘキサン酸塩酸塩（1ap）

　上記に示される化合物1apを以下の手順によって合成した。
【０３１０】
(S)-tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-4-メチルペンタノアート（20ap）

　化合物20ap、0.79 g（100%）を、上述の一般手順Aを使用して得た。

【０３１１】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-イソブチ（isobuty）ヘキサ-4-エノアート
（21ap）

　化合物21ap、0.70 g（81%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０３１２】
tert-ブチル2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-イソブチル-6-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3
,2-ジオキサボロラン-2-イル)ヘキサノアート（19ap）
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　化合物19ap、0.51 g（58%）を、上述の一般手順Eを使用して得た。

【０３１３】
　最後に、化合物1ap、0.16 g（63%）を、上述の一般手順Fを使用して得た。

【０３１４】
実施例43．2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸塩酸塩（1aq）

　上記に示される化合物1aqを以下の手順によって合成した。
【０３１５】
(S)-メチル3-tert-ブトキシ-2-(ジフェニルメチレンアミノ)プロパノアート（20aq）

　化合物20aq、0.71 g（88%）を、上述の一般手順Aを使用して得た。

【０３１６】
メチル2-(tert-ブチオキシ（butyoxy）メチル)-2-(ジフェニルメチレンアミノ)ヘキサ-4-
エノアート（21aq）
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　化合物21aq、0.67 g（82%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０３１７】
メチル2-(tert-ブチオキシ（butyoxy）メチル)-2-(ジフェニルメチレンアミノ)-6-(4,4,5
,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ヘキサノアート（19aq）

　化合物19aq、0.55 g（63%）を、上述の一般手順Eを使用して得た。

【０３１８】
　最後に、化合物1aq、29 mg（56%）を、上述の一般手順Fを使用して得た。

【０３１９】
実施例44および45
(R)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸（1ar）および(S)-2-アミノ-6-
ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸（1as）

　化合物1arおよび1asの両方を、下記に詳細に示されるように、図15において合成される
化合物と類似の方法で作製した。
【０３２０】
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(S)-tert-ブチル2-(ナフタレン-1-イル)-4,5-ジヒド（dihydo）オキサゾール-4-カルボキ
シラート（46）

【０３２１】
　1-ナフトイルクロリド（0.97 g, 5.1 mmol）およびser-OtBu HCl（1.00 g, 5.06 mmol
）を30 mLの乾燥DCMに溶解し、Et3N（1.5 mL, 10.76 mmol）を添加した。反応混合物を室
温で4時間撹拌し、DCMで希釈し、1N HClで3回、鹹水で1回洗浄し、MgSO4で乾燥し、濾過
し、真空下で濃縮乾固し、1.51 g（100%）の白色固体が得られた。MS (LC/MS, ESI): 316
 (M+H), 250 (M-tBu+H)。
【０３２２】
　この反応生成物を、アルゴン下において-78℃で2～8時間、20 mL乾燥DCM中の(ジエチル
アミノ)硫黄トリフルオリド（0.79 mL, 6.0 mmol）で処理した。冷溶液を追加の乾燥DCM
で希釈し、飽和NaHCO3溶液中へ注ぎ、室温で30分間撹拌した。層を分離し、水層をDCMで3
回洗浄し、有機層を鹹水で1回洗浄し、MgSO4で乾燥し、濾過し、真空下で濃縮乾固した。
1～10%酢酸エチル／ヘキサンで溶出することによりシリカゲルクロマトグラフィーによっ
て生成物を精製し、0.99 g（66%）の化合物46がオイルとして得られた。MS (LC/MS, ESI)
: 298 (M+H), 242 (M-tBu+H)。
【０３２３】
(R)-tert-ブチル4-(ブタ-2-エニル)-2-(ナフタレン-1-イル)-4,5-ジヒドロオキサゾール-
4-カルボキシラート（47b）

　化合物46（0.46 g, 1.5 mmol）をアルゴン下で4 mL乾燥DCMに溶解し、25 mg（0.033 mm
ol）の化合物45および0.93 g（7.68 mmol）臭化クロチルを添加し、混合物を0℃へ冷却し
た。この混合物へ1.25 g（7.50 mmol）CsOH水和物を添加し、混合物を0℃で12～16時間激
しく撹拌した。反応を5 mL 1N HClの添加でクエンチし、追加のDCMで希釈した。層を分離
し、有機層を1N HClで1回、鹹水で1回洗浄し、MgSO4で乾燥し、濾過し、真空下で濃縮乾
固した。1～3%酢酸エチル／ヘキサンで溶出することによりシリカゲルクロマトグラフィ
ーによって生成物を精製し、0.24 g（46%）の化合物47bが透明オイルとして得られた。

【０３２４】
　この生成物のキラリティー分析によって、エナンチオマー過剰率は40%であったことが
示された。触媒について逆の対掌体を使用したことを除いては同一の手順によって、逆の
エナンチオマーをまた得た。
【０３２５】
　あるいは、化合物47のRおよびSエナンチオマーの両方を、以下のように、化合物46のア
ルキル化によって得た。化合物46（0.82 g, 2.8 mmol）をアルゴン下で10 mL乾燥DCMに溶
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解した。0.42 mL（3.5 mmol）臭化クロチル、および1.07 mL（3.5 mmol）BTPPを添加した
。混合物を室温で12～16時間撹拌し、次いで真空下で濃縮乾固した。1～3%酢酸エチル／
ヘキサンで溶出することによりシリカゲルクロマトグラフィーによって生成物を精製し、
0.93 g（96%）のラセミ化合物47が透明オイルとして得られた。化合物47のエナンチオマ
ーを、10%エタノール／二酸化炭素で500 mgの化合物47を溶出することによってChiralPak
 AD-Hクロマトグラフィーカラム上で分離し、79 mgのピーク1（47a）および150 mgのピー
ク2（47b）が得られた。これらの2つの生成物のキラル分析によって、エナンチオマー過
剰率は各々について＞98%であったことが示された。
【０３２６】

　化合物47b（150 mg）を上述の一般手順Eに記載されるように処理し、120 mgの化合物48
bが得られた。

【０３２７】
　次に、120 mg（0.085 mmol）の化合物48bを100℃にて12～16時間6N HClで処理した。溶
液を凍結乾燥し、57 mgの化合物1arが透明ガラスとして得られた。MS (LC/MS, ESI): 234
 (M+H), 216 (M-H2O+H)。
【０３２８】
　化合物1as（24 mg）が、化合物47aから出発して同様の様式で透明ガラスとして得られ
た。
【０３２９】
実施例46．2-アミノ-2-(2-(ベンジルオキシ)-2-オキソエチル)-6-ボロノヘキサン酸塩酸
塩（1at）

　上記に示される化合物1atを、化合物16c（ここで、R＝tert-ブチル）から出発して、図
9に示される原理に従って合成した。化合物16c（1.50 g, 5.10 mmol）をアルゴン下で25 
mL無水DCMに溶解した。臭化クロチル（1.00 mL, 8.26 mmol）およびBTPP（2.30 mL, 7.50
 mL）を反応混合物へ添加し、続いて室温で一晩撹拌した。反応混合物をパドルまで濃縮
し、それを少量のDCMに再溶解し、それを乾燥シリカゲルカラムへ適用し、それをEtOAc／
ヘキサン（0.5～2%）の混合物で溶出することによって、生成物22を精製した。



(76) JP 2015-205891 A 2015.11.19

10

20

30

40

【０３３０】

　化合物21at（上述される）、0.205 g（44%）を、同様に上述される一般手順Cを使用し
て得た。

【０３３１】

　図9を依然として参照して、化合物19at（上述される）、0.130 g（51%）を、同様に上
述される一般手順Eを使用して得た。

【０３３２】
　最後に、29 mg（39%）の化合物1atを、上述の一般手順Gを使用して得た。

【０３３３】
実施例47～48
　下記の表3に列挙される以下の化合物を、化合物1atについて上述されるのと類似の方法
で合成した。表3において、各化合物は、以下の化学構造を有する（表中の各例は、異な
るR1基を有する）：
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【０３３４】
【表３】

【０３３５】
実施例49．2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソブチル)ヘキサン酸塩酸塩（1aw）

　化合物1awを、図7に示される原理に従って合成した。
【０３３６】

　図7を参照して、化合物18（ここで、R＝tBu, 240 mg, 0.50 mmol）を、上述の一般手順
Cを使用して1-ブロモブタン-2-オン（80 mg, 0.525 mmol）と反応させ、化合物19aw（50 
mg, 18%）が得られた。

【０３３７】
　最後に、7 mgの化合物1awを、上述の一般手順Gを使用して得た。
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【０３３８】
実施例50．2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソ-2-フェニルエチル)ヘキサン酸塩酸塩（1ax）

　化合物1ax（28 mg）が、化合物1awについて上記に概説されたのと類似の手順を使用し
て、透明ガラスとして得られた。MS (LC/MS, ESI): 276 (M-H2O+H)。
【０３３９】
実施例51．2-アミノ-2-(2-(2-アミノエトキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸二塩酸塩（1a
y）

　化合物1ayを、下記に詳細に示すように、図8および11に示される原理に従って合成した
。
【０３４０】
tert-ブチル4-(2-(ビス(tert-ブトキシカルボニル)アミノ)エトキシ)-2-(ジフェニルメチ
レンアミノ)ブタノアート（20ay）

　化合物20ay、0.99 g（85%）を、上述の一般手順Bを使用して得た。

【０３４１】
tert-ブチル2-(2-(2-ビス(tert-ブトキシカルボニル)アミノ)エトキシ-2-(ジフェニルメ
チレンアミノ)ヘキサ-4-エノアート（21ay）
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　化合物21ay、0.90 g（83%）を、上述の一般手順Cを使用して得た。

【０３４２】
tert-ブチル2-(2-(2-(ビス(tert-ブトキシカルボニル)アミノ)エトキシ)エチル)-2-(ジフ
ェニルメチレンアミノ)-6-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ヘキ
サノアート（19ay）

　化合物19ay、0.25 g（28%）を、上述の一般手順Eを使用して得た。

【０３４３】
　最後に、16 mg（73%）の化合物1ayが透明ガラスとして、上述の一般手順Fを使用して得
られた。MS (LC/MS, ESI): 263 (M+H), 245 (M-H2O+H)。
【０３４４】
実施例52～54
　下記の表4に列挙される以下の化合物を、化合物1ayについて上述されるのと類似の方法
で合成した。表4において、各化合物は、以下の化学構造を有する（表中の各例は、異な
るR1基を有する）：

【０３４５】
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【０３４６】
実施例55．2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(4-シアノベンズアミド)エトキシ)エチル)ヘキサ
ン酸トリフルオロ酢酸塩（38a）

　化合物38a（白色粉末として8 mg）を、上述の一般手順Jに示され図12に示される原理に
従って、化合物19ayから作製した。MS (LC/MS, ESI): 392 (M+H), 374 (M-H2O+H)。
【０３４７】
実施例56～67
　下記の表5に列挙される以下の化合物を、化合物38aについて上述されるのと類似の方法
で合成した。表5において、各化合物は、以下の化学構造を有する（表中の各例は、異な
るR1基を有する）：

【０３４８】
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【０３４９】
実施例68．2-アミノ-4-(2-ヒドロキシグアニジノ)-2-メチルブタン酸二塩酸塩（54a）
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　化合物54aを、図16に示される合成に従って作製し、ここで、R1はメチル基である。
【０３５０】
tert-ブチル3-シアノ-2-(ジフェニルメチレンアミノ)-2-メチルプロパノアート（49a）

　化合物49a、0.90 g（80%）が、上述の一般手順Cを使用して化合物20aoから得られた。

【０３５１】
tert-ブチル2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-シアノ-2-メチルプロパノアート（50
a）

　化合物49a、500 mg（1.4 mmol）を、室温にて2時間、2.5 mL 1N HCl／THF（1：2）で処
理した。酢酸エチルを反応混合物へ添加し、層を分離した。水層を、EtOAcでさらに2回洗
浄し、次いで水層のpHを1N NaOHの添加によって約10へ調節した。この水溶液をDCMで3回
洗浄し、DCMを真空下で濃縮乾固し、250 mgのオイルが得られた。これを直ちに3 mL THF
に溶解し340 mg（1.5 mmol）のジ-tert-ブチルジカーボネートを添加した。この混合物を
48時間撹拌し、酢酸エチルおよび0.1N HClを混合物へ添加した。層を分離し、有機層を鹹
水で1回洗浄し、MgSO4で乾燥し、濾過し、真空下で濃縮乾固し、オイルが得られた。EtOA
c／ヘキサンの混合物（5～10%）で溶出することによりシリカゲルクロマトグラフィーに
よってこのオイルを精製し、精製化合物50a（275 mg, 70%）が得られた。

【０３５２】
tert-ブチル4-アミノ-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-2-メチルブタノアート塩酸塩
（51a）
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　Parr水素化ボトル中において、240 mgの化合物50a（0.84 mmol）を10 mL乾燥メタノー
ルに溶解し、0.84 mLの1N HClを溶液へ添加した。PtO2（50 mg）を添加し、水素ガス雰囲
気（60 psi）を導入した。圧力を維持するために必要に応じて水素雰囲気を再充填し、反
応混合物を24時間激しく混合した。反応混合物をCeliteブランド珪藻土で再び濾過し、溶
媒を真空下で濃縮し、化合物51a（270 mg, 100%）が淡褐色固体として得られた。

【０３５３】
tert-ブチル2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-4-シアナミド-2-メチルブタノアート（
52a）

　化合物51a、150 mg（0.462 mmol）を5 mL乾燥メタノールに溶解し、CNBr（53 mg, 0.51
 mmol）およびNaOAc（100 mg, 1.20 mmol）をこの溶液へ添加した。反応混合物を室温で4
8時間撹拌し、室温で24時間撹拌を継続しながら追加の10 mgのCNBrを添加した。反応混合
物を真空下で濃縮し、酢酸エチルおよび水を固体残渣へ添加し、層を分離し、水溶液を酢
酸エチルで2回洗浄した。有機溶液を鹹水で1回洗浄し、MgSO4で乾燥し、濾過し、真空下
で濃縮乾固し、化合物52a（140 mg, 99%）が淡褐色固体として得られた。MS (LC/MS, ESI
): 314 (M+H), 258 (M-tBu+H)。
【０３５４】
tert-ブチル2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-4-(2-ヒドロキシグアニジノ)-2-メチル
ブタノアート（53a）

　化合物52a、94 mg（0.30 mmol）を4 mLジオキサンに溶解し、40 mgのヒドロキシルアミ
ン塩酸塩（0.58 mmol）および100 mgのNa2CO3（1.20 mmol）をこの溶液へ添加した。反応
混合物を70℃で4時間加熱し、室温へ冷却し、酢酸エチルおよび水を反応混合物へ添加し
た。層を分離し、水層をEtOAcで2回洗浄した。有機溶液を鹹水で1回洗浄し、MgSO4で乾燥
し、濾過し、真空下で濃縮乾固し、ガラス状残渣が得られた。3% MeOH／DCMで溶出するこ
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mg, 58%）が白色ガラスとして得られた。

【０３５５】
　最後に、化合物53aを室温にて4時間6N HCl／THF（1：1）で処理することによって、化
合物54a（40 mg）が得られた。溶媒を真空下で除去し、白色ガラスが得られた。

【０３５６】
実施例69．アルギナーゼ阻害の生物学的アッセイ
　アルギナーゼ活性の定量的測定を、BioAssay Systems（Hayward, California、カタロ
グ番号DARG-200）から入手可能なQuantiChrom（商標）アルギナーゼアッセイキットを使
用して比色法によって行い、これを製造業者のプロトコルに従って使用した。簡潔に記載
すると、前記方法は、アルギナーゼ反応において生成される尿素と特異的に着色複合体を
形成する色原体を使用する。Mellerup, "Colorimetric method for rapid determination
 of serum arginase," Clin. Chem. 13, 900-08 (1967) を参照のこと。色の強度は、サ
ンプル中のアルギナーゼ活性に直接的に比例する。
【０３５７】
　尿素生成の速度を、12の異なる濃度の各々の潜在的な阻害剤化合物の存在下で測定した
。半数阻害濃度（IC50）を、用量応答曲線を構築することによって決定した。IC50値は測
定条件に依存し、IC50値は、Cheng-Prusoff式およびL-アルギニンの測定される親和性定
数（Km）を使用して阻害剤結合親和性（Ki）へ変換される。例えば、Cheng et al., "Rel
ationship between the inhibition constant (K1) and the concentration of inhibito
r which causes 50 per cent inhibition (I50) of an enzymatic reaction," Biochem. 
Pharmacol. 22, 3099-108 (1973) を参照のこと。
【０３５８】
　ヒトアルギナーゼIおよびII（それぞれ、「hArgI」および「hArgII」）の両方について
の阻害剤結合親和性を、下記の表6に列挙する。
【０３５９】
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【表６】

「+++」＝10-10＜Ki＜10-8 M；「++」＝10-8＜Ki＜10-7 M；および「+」＝10-7＜Ki＜5×
10-7 M。「ABH」および「nor-NOHA」（図18に示す）ならびにRac-ABH（ラセミABH）はコ
ントロールサンプルである。
【０３６０】
　表6において、Ki値は、基質L-アルギニンから尿素を生成するアルギナーゼの触媒活性
を阻害するこれらの分子の効力を反映する。より低いKi値は、より有効な酵素阻害を表す
。最も低い（最も強力である）～最も高いKi値（最も強力でない）を有する化合物は、そ
れぞれ、「+++」、「++」および「+」で識別される。これらの例（非ラセミ化合物である
化合物1arおよび1asを除く）の効力は、最も近い先行技術である、表6中のラセミ-ABH（
「Rac-ABH」）のそれと比較されるべきである。即ち、ラセミ物質をラセミコントロール
と比較した。従って、Rac-ABHと同様の効力を有するいくつかの例がある。さらに、これ
らの例のうちの1つである化合物1aqの単一のエナンチオマーを合成し、ABHの活性エナン
チオマーと効力を比較する場合、一方のエナンチオマー（即ち、化合物1ar）は、ABHと同
じぐらい強力であるだけでなく、他のエナンチオマー（化合物1as）と比べて顕著に（ほ
ぼ2桁）より強力であることが観察される。
【０３６１】
　フェノキシプロピル誘導体がRac-ABHと同じぐらい強力であるので、化合物1dについて
の構造活性相関は注目すべきである。しかし、アリール環を有さない化合物1akは、あま
り強力でない。化合物1aaのベンジルエーテルにおけるように、同一の原子距離を維持し
ながら、化合物1dのフェノキシ酸素原子が1原子だけα-Cのより近くへ移動される場合、
効力は失われる。さらに、化合物1eにおけるように炭素原子によって化合物1dのフェノキ
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に1つの炭素原子だけアルキル鎖を短くすることもまた、効力を失わせる。従って、これ
らのα,α-二置換誘導体において、分子標的であるアルギナーゼでの効力を増加させる決
定的な構造活性特徴があるようである。
【０３６２】
　前述の観察に従って、R1基は、アルギナーゼIおよびIIの外部活性部位クレフトおよび
外部活性部位クレフトに隣接する領域おける結合相互作用を標的するように選択され得、
その結果、新規の化合物は、それらのそれぞれの親化合物よりもより強く結合する。さら
に、本発明の式Iaまたは式Ibの化合物中のCα-R1基は、結晶相もしくはシェルフ安定性、
吸収、生体分布、代謝、排出、水溶性、親油性などの、薬学的に重要な特性を変化させる
ために変えられ得る。本発明のCα-R1基はまた、細胞輸送タンパク質による化合物の流入
を増強するかまたは流出を防止するように変えられ得る。
【０３６３】
　従って、当業者は、多数の変化および修飾が、本発明のこれらの例示的な態様に対して
行われ得ること、ならびにこのような変化および修飾は、本発明の精神を逸脱することな
く行われ得ることを認識する。本明細書に記載の化合物の考えられる均等物は、化合物の
治療または診断効力に悪影響を与えない、置換基の1つまたは複数の単純な変更がなされ
ており、その他の点ではそれに対応し、かつ、その同一の一般的特性（例えば、アルギナ
ーゼ阻害剤としての機能）を有する化合物を含む。一般的に、本発明の化合物は、容易に
入手可能な出発材料、試薬、および従来の合成手順を使用して、例えば、本明細書に記載
されるような、反応スキームに示される方法によって、またはその改変法によって、作製
され得る。これらの反応において、それら自体公知であるが、本明細書に記載されていな
い、変形を使用することも可能である。
【０３６４】
　本発明の化合物はキラル中心を含み得、それらは光学活性またはラセミ形態で単離され
得ることが、当業者によって認識される。一部の化合物はまた、多形性を示し得る。従っ
て、本発明は、本明細書に記載の有用な特性を有する、本発明の化合物の、ラセミ、光学
活性、多形性、互変異性、両性イオンまたは立体異性形態、またはその混合物を包含する
ことが、理解される。
【０３６５】
　従って、添付の特許請求の範囲は、本発明の真の精神および範囲に入るような全ての均
等の変形物を包含することが意図される。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月28日(2015.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式IAまたは式IBの化合物、またはその立体異性体、ラクトンプロドラッグ、もし
くは薬学的に許容される塩：

式中、
　点線は、任意の二重結合を示し；
　Zは、
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であり；
　X1は-(CH2)-であるか、または、二重結合がX1とX2との間に存在する場合、X1は-(CH)-
であり；
　X2は-(CH2)-または-(NR2)-であるか、または、二重結合がX1とX2との間にもしくはX2と
X3との間に存在する場合、X2は-(CH)-もしくはNであり；
　X3は、-(CH2)-であるか、-S-、-O-および-(NR2)-からなる群より選択されるヘテロ原子
部分であるか、または、二重結合がX2とX3との間にもしくはX3とX4との間に存在する場合
、X3は-(CH)-もしくはNであり；
　X4は-(CH2)-であるか、または、二重結合がX3とX4との間に存在する場合、X4は-(CH)-
であり、かつトランス立体配置にあり；
　但し、X2およびX3の最大で1つが、該-(NR2)-または該ヘテロ原子部分であり；
　但し、Zが

である場合、X3は-(NR2)-であり；
　但し、X1、X2、X3、およびX4の間に2つ以下の二重結合が存在し、かつ2つの二重結合が
共通の炭素原子を共有することはなく；
　R1は、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、(C5-C50)アリール、
N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリー
ル、
 (C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C2-C

50)ヘテロシクロアルキル(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル
、(C5-C50)アリールチオ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アル
キル、(C5-C50)アリールアミノ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールアミノ(C1-C2
0)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-
NR3R5、-Rx-O-C(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはその標識された誘導体
であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒になって、ラクトンを形
成し；
　各Rxが、独立して、(C1-C20)アルキレニルであり；
　Ryが、(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ
(C1-C6)アルキル、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2
、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する
(C3-C50)ヘテロアリール；ヘテロシクリル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(
C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　Rzが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、-Rx-O-(C1-C6)アルキル、(C5-C50)
アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
テロアリール；(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C
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6)アルキルであり；
　R3が、独立して、H、(C1-C6)アルキル、または(C1-C6)アルキル-N(R4)2であり；
　R4が、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　R5が、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C50)アリール、-SO2-(C5-C50)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C50)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環であり；
　　または、R3およびR5が一緒に(C2-C10)ヘテロシクロアルキルを形成し；
　Lが、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yが、ペプチド、ペプチド模倣物、炭水化物、またはイメージング可能部分であり、こ
こで前記イメージング可能部分は、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位体、X
線造影剤、磁気共鳴イメージング造影剤、スピン共鳴励起剤、超音波造影剤、蛍光剤、発
色剤、およびガスマイクロバブルジェネレーターからなる群より選択され；かつ
　各R2は、独立して、H、メチル、またはエチルである。
【請求項２】
　L立体化学を有し、かつ
　ここで、下記の構造（式Ia）：

を有し；または
　ここで、下記の構造（式Ib）：

を有する、請求項1記載の化合物。
【請求項３】
　前記L脂肪族連結が、二価のアルキレニル基であり、前記芳香族連結が二価のアリール
基である、請求項1記載の化合物。
【請求項４】
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、ハロ、(C5-C50)アリール、
　N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリ
ール、
(C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C2-C5
0)ヘテロシクロアルキル (C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル
、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールアミノ(C1-C20)ア
ルキル、ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-
Ry、-Rx-C(=O)-O-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-NR3R5、-L-Y、またはその標識さ
れた誘導体であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒になって、4～
7個の環原子を有するラクトンを形成し；
　各Rxが、独立して、(C1-C6)アルキレニルであり；
　Ryが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2、(C5-C50)アリール、
N、O、およびSからなる群より選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
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テロアリール、
(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであ
り；
　Rzが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、(C5-C50)アリール、
N、O、およびSからなる群より選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
テロアリール、
(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであ
り；
　R3が、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　Lが、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yが、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチド模倣物または炭水化物の残基であり
、ここで、前記イメージング可能部分は、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位
体、X線造影剤、磁気共鳴イメージング造影剤、スピン共鳴励起剤、超音波造影剤、蛍光
剤、発色剤、およびガスマイクロバブルジェネレーターからなる群より選択される、
請求項1記載の化合物。
【請求項５】
　X3が-S-または-O-である、請求項1記載の化合物。
【請求項６】
　X3が-(CH2)-、または-(NR2)-である、請求項1記載の化合物。
【請求項７】
　X3が-(NR2)-である、請求項1記載の化合物。
【請求項８】
　R2がHである、請求項1記載の化合物。
【請求項９】
　Yが、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位体、磁気共鳴イメージング造影剤
、X線造影剤、および超音波造影剤からなる群より選択されるイメージング可能部分であ
る、請求項1記載の化合物。
【請求項１０】
　R1がその蛍光標識された誘導体である、請求項3記載の化合物。
【請求項１１】
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、(C2-C20)アルケニル、(C5-C5
0)アリール、(C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アル
キル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-
Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはそ
の標識された誘導体であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートが、一緒にな
って、4～7個の環原子を有するラクトンを形成する、請求項3記載の化合物。
【請求項１２】
　Rxが(C1-C6)アルキレニルである、請求項3記載の化合物。
【請求項１３】
　Ryが、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、N(R3)2、またはヘテロシクリルである、請
求項3記載の化合物。
【請求項１４】
　Rzが-Rx-O-(C1-C6)アルキルである、請求項3記載の化合物。
【請求項１５】
　R4が、独立して、Hまたは(C1-C4)アルキルである、請求項3記載の化合物。
【請求項１６】
　R5が、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C10)アリール、-SO2-(C5-C10)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C10)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環である、請求項3記
載の化合物。
【請求項１７】
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　R1が、以下の(i)～(x)の側鎖からなる群より選択される、請求項3記載の化合物：
(i)

(ii)
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（ここで、上記式中、R*は、アルキル、アリール、(NH)-アルキル、(NH)-アリール、O-ア
ルキル、またはO-アリールである。）；
(iv)
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（ここで、上記式中、R*は、ハロゲン、アルキル、アリール、またはアルコキシである。
）；
(vi)
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（ここで、上記式中、Rは、アルキル、アリール、ヘテロアリール、C(=O)R*、C(=O)NR*、
またはSO2R

*であり；前記R*は、各々独立して、H、アルキル、またはアリールである。）
；
(vii)

（ここで、上記式中、R'、およびR”は、各々独立して、H、ヒドロキシ、アルコキシ、ア
ルキル、アリール、ヘテロアリール、CO2H、CO2R

*、C(=O)NHR*、またはC(=O)R*であり；
前記R*は、各々独立して、H、アルキル、またはアリールである。）；
(viii)

（ここで、上記式中、Rは、アルキル、またはアリールである。）；
(ix)

（ここで、上記式中、R、およびR'は、各々独立して、H、アルキル、またはヘテロ環であ
る。）；ならびに
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 (x)

（ここで、上記式中、Arは、フェニル、置換フェニル、またはチオフェンである。）。
【請求項１８】
　以下からなる群より選択される、請求項1記載の化合物：
　2-アミノ-2-ベンジル-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アリル-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)コハク酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-フェニルブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-クロロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-フルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-ニトロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-フェノキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-イソプロピルフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-4-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-3-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチルチオ)フェノキシ)プロピル)ヘキサン
酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(2,6-ジフルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(o-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(p-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　4-(4-アミノ-8-ボロノ-4カルボキシオクチルオキシ)安息香酸；
　2-アミノ-2-(3-(4-アミノフェノキシプロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(ピリジン-3-イルメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(ベンジルオキシエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(p-トリオキシ（tolyoxy）)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-クロロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-5-イルオキシ)エチ
ルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-((2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-2-イル)メチル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-メトキシフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-ニトロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-(モルホリノスルホニル)フェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(3-アミノフェノキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-ヒドロキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサ-4-エン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-メトキシエトキシ)エチル)ヘキサン酸；
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　2-アミノ-6-ボロノ-2-メチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-イソブチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(R)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(S)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(ベンジルオキシ)-2-オキソエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシ-2-オキソエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(シアノメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソ-2-フェニルエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(2-アミノエトキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペリジン-4-イル)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペラジン-1-イル)プロピルヘキサン酸；
　2,6-ジアミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(4-シアノベンズアミド)エトキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-(2-(2-アセトアミドエトキシ)エチル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)エトキシ)エチル)ヘキ
サン酸；
　2-(3-(1-アセチルピペリジン-4-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(1-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペリジン-4-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-(3-(4-アセチルピペラジン-1-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(4-シアノベンゾイル)ピペラジン-1-イル)プロピル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペラジン-1-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(4-メチルフェニルスルホンアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3,5-ジフルオロベンズアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ベンジルオキシカルボニルアミノ)-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　6-アセトアミド-2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-4-(2-ヒドロキシグアニジノ)-2-メチルブタン酸；および
　それらの薬学的に許容される塩。
【請求項１９】
　前記薬学的に許容される塩が、前記化合物の少なくとも1つの塩酸、またはトリフルオ
ロ酢酸付加塩を含む、請求項18記載の化合物。
【請求項２０】
　少なくとも1つの請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、組成物。
【請求項２１】
　哺乳動物においてアルギナーゼを阻害するための薬剤の製造における、請求項1記載の
化合物またはその薬学的に許容される塩の使用。
【請求項２２】
　哺乳動物においてアルギナーゼ関連障害を治療するための薬剤の製造における、請求項
1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩の使用。
【請求項２３】
　前記アルギナーゼ関連障害が、ヒトの組織における一酸化窒素シンターゼ活性の異常に
低いレベルに関連する障害、ヒトの組織におけるアルギナーゼ活性の異常に高いレベルに
関連する障害、またはそれらの組み合わせである、請求項22記載の使用。
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【請求項２４】
　前記アルギナーゼ関連障害が、心疾患、全身性高血圧症、肺高血圧症、虚血再灌流傷害
、末梢血管疾患、末梢動脈疾患、くも膜下出血、勃起機能不全、自己免疫性脳脊髄炎、慢
性腎不全、胃腸運動障害、胃癌、肝血流量減少、肝血流量不足（insufficient hepatic b
lood flow）、脳血管攣縮、またはそれらの組み合わせである、請求項23記載の使用。
【請求項２５】
　哺乳動物において平滑筋を弛緩させるための薬剤の製造における、請求項1記載の化合
物またはその薬学的に許容される塩の使用。
【請求項２６】
　前記弛緩される平滑筋が、胃腸平滑筋、肛門括約筋平滑筋、食道括約筋、海綿体、オッ
ディ括約筋、動脈平滑筋、心臓平滑筋、肺平滑筋、腎臓平滑筋、子宮平滑筋、膣平滑筋、
頸部平滑筋、胎盤平滑筋、および眼平滑筋からなる群より選択される少なくとも1つであ
る、請求項25記載の使用。
【請求項２７】
　患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断するための薬剤の製造における、請求項1記
載の化合物またはその薬学的に許容される塩の使用であって：
　R1は、その標識された誘導体であり；および
　前記診断が、該患者をイメージングする工程を含む、
使用。
【請求項２８】
　前記アルギナーゼ過剰発現が、喘息、癌、細菌感染症、またはそれらの組み合わせに関
連する、請求項27記載の使用。
【請求項２９】
　患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断するための薬剤の製造における、請求項1記
載の化合物またはその薬学的に許容される塩の使用であって：
　Yはイメージング可能部分であり；および
　前記診断が、該患者をイメージングする工程を含む、
使用。
【請求項３０】
　前記アルギナーゼ過剰発現が、喘息、癌、細菌感染症、またはそれらの組み合わせに関
連する、請求項29記載の使用。
【請求項３１】
　患者を放射線イメージングするための薬剤の製造における、請求項1記載の化合物また
はその薬学的に許容される塩の使用であって：
　Yは、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位体、X線造影剤、磁気共鳴イメージ
ング造影剤、スピン共鳴励起剤、超音波造影剤、蛍光剤、発色剤、およびガスマイクロバ
ブルジェネレーターからなる群より選択されるイメージング可能部分であり；および
　前記放射線イメージングが、放射線イメージング装置を使用して該患者をスキャンする
工程を含む、
方法。
【請求項３２】
　アルギナーゼを阻害するための薬剤の製造における、請求項1記載の化合物またはその
薬学的に許容される塩の使用であって：
　前記阻害が、該アルギナーゼと請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩
とを接触させることを含む、
使用。
【請求項３３】
　前記アルギナーゼが、酵母アルギナーゼ、細菌アルギナーゼ、寄生虫アルギナーゼ、ま
たは哺乳動物アルギナーゼである、請求項32記載の使用。
【請求項３４】
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　前記哺乳動物アルギナーゼが、ヒトI型アルギナーゼまたはヒトII型アルギナーゼであ
る、請求項33記載の使用。
【請求項３５】
　診断有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩であって、ここで
、R1はその標識された誘導体である、化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物。
【請求項３６】
　診断有効量の請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩であって、ここで
、Yは、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位体、X線造影剤、磁気共鳴イメージ
ング造影剤、スピン共鳴励起剤、超音波造影剤、蛍光剤、発色剤、およびガスマイクロバ
ブルジェネレーターからなる群より選択されるイメージング可能部分である、化合物また
はその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物。
【請求項３７】
　哺乳動物においてアルギナーゼのアップレギュレーションに関連する疾患または状態を
治療するための薬剤の製造における、請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容され
る塩の使用であって：
　該疾患または状態は、胃腸疾患、肺炎症性疾患、性的興奮障害、心血管障害、溶血性障
害、自己免疫疾患、創傷治癒、寄生性原生動物によって引き起こされる疾患、細菌により
引き起こされる疾患、癌、早期分娩、乾癬、またはそれらの組み合わせである
使用。
【請求項３８】
　前記胃腸疾患が、胃腸運動障害、炎症性腸疾患、クローン病、潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、
アデノイド口蓋扁桃疾患、またはそれらの組み合わせである、請求項37記載の使用。
【請求項３９】
　前記肺炎症性疾患が、喘息、化学物質誘発性肺線維症、特発性肺線維症、嚢胞性線維症
、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、またはそれらの組み合わせである、請求項37記載の使用。
【請求項４０】
　前記性的興奮障害が、男性の勃起機能不全、ペイロニー病、または女性の性的興奮障害
である、請求項37記載の使用。
【請求項４１】
　前記心血管障害が、アテローム性動脈硬化症における血管内皮機能不全、高血圧症、虚
血再灌流傷害、末梢血管疾患、末梢動脈疾患、くも膜下出血、高コレステロール血症、糖
尿病、またはそれらの組み合わせ、糖尿病性心血管疾患、肺動脈高血圧症、レイノー病、
またはそれらの組み合わせである、請求項37記載の使用。
【請求項４２】
　前記溶血性障害が、発作性夜間血色素尿症（PNH）、鎌状赤血球症、サラセミア、遺伝
性球状赤血球症および有口赤血球症、細血管障害性溶血性貧血、ピルビン酸キナーゼ欠損
症、ABO不整合輸血反応、発作性寒冷血色素尿症、重篤な特発性自己免疫性溶血性貧血、
感染誘発性貧血、マラリア、心肺バイパス、人工心臓弁誘発性貧血、化学物質誘発性貧血
、またはそれらの組み合わせである、請求項37記載の使用。
【請求項４３】
　前記自己免疫疾患が、脳脊髄炎、多発性硬化症、抗リン脂質症候群1、自己免疫性溶血
性貧血、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー、疱疹状皮膚炎、皮膚筋炎、重症筋無力症
、天疱瘡、関節リウマチ、スティッフパーソン症候群、1型糖尿病、強直性脊椎炎、また
はそれらの組み合わせである、請求項37記載の使用。
【請求項４４】
　前記状態が創傷治癒である、請求項37記載の使用。
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【請求項４５】
　前記寄生性原生動物によって引き起こされる疾患が、アフリカ睡眠病、シャーガス病、
リーシュマニア症、マラリア、またはそれらの組み合わせである、請求項37記載の使用。
【請求項４６】
　前記癌が、腎細胞癌、前立腺癌、結腸直腸癌、乳癌、皮膚癌、肺癌、卵巣癌、胃癌、ま
たはそれらの組み合わせである、請求項37記載の使用。
【請求項４７】
　前記皮膚癌が、扁平上皮癌、基底細胞癌、またはそれらの組み合わせである、請求項46
記載の使用。
【請求項４８】
　前記状態が早期分娩である、請求項37記載の使用。
【請求項４９】
　前記状態が乾癬である、請求項37記載の使用。
【請求項５０】
　哺乳動物において免疫抑制の軽減を提供するための薬剤の製造における、請求項1記載
の化合物またはその薬学的に許容される塩の使用であって：
　該哺乳動物は、慢性感染性疾患、細菌感染症、寄生虫感染症、外傷、ハンセン病、結核
、肝移植、癌、およびそれらの組み合わせからなる群より選択される疾患または状態を患
っている、
使用。
【請求項５１】
　少なくとも1つの腫瘍を患う哺乳動物においてオルニチンの産生を阻害するための薬剤
の製造における、請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩の使用。
【請求項５２】
　請求項1記載の化合物またはその薬学的に許容される塩；
　ホスホジエステラーゼ1（PDE1）阻害剤、ホスホジエステラーゼ2（PDE2）阻害剤、ホス
ホジエステラーゼ5（PDE5）阻害剤、またはPDE1、PDE2、PDE5、もしくはそれらの組み合
わせを阻害する非特異的PDE阻害剤；および
　任意の薬学的に許容される賦形剤
を含む、組成物。
【請求項５３】
　下記の式Iの置換ボロン酸、またはその立体異性体、ラクトンプロドラッグ、もしくは
薬学的に許容される塩を調製するための方法であって：

　溶液相において、イリジウム触媒の存在下で、4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサ
ボロランと、下記の式IIの化合物
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とを反応させ、ボロン酸エステル生成物を形成させる工程；および
　式Iの化合物を形成させるように、該ボロン酸エステル生成物を脱保護する工程
を含み；
　式中、
　Rは、メチル、エチル、またはt-ブチルであり；
　Zは

であり；
　X1は-(CH2)-であり；
　X2は-(CH2)-であり；
　X3は-(CH2)-であり；
　X4は-(CH2)-であり；
　R1は (C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、(C5-C50)アリール、
N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリー
ル、
 (C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C2-C

50)ヘテロシクロアルキル(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル
、(C5-C50)アリールチオ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アル
キル、(C5-C50)アリールアミノ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールアミノ(C1-C2
0)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-
NR3R5、-Rx-O-C(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはその標識された誘導体
であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒になって、ラクトンを形
成し；
　各Rxが、独立して、(C1-C20)アルキレニルであり；
　Ryが、(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ
(C1-C6)アルキル、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2
、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する
(C3-C50)ヘテロアリール；ヘテロシクリル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(
C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　Rzが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、-Rx-O-(C1-C6)アルキル、(C5-C50)
アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
テロアリール；(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C
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6)アルキルであり；
　R3が、独立して、H、(C1-C6)アルキル、または(C1-C6)アルキル-N(R4)2であり；
　R4が、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　R5が、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C50)アリール、-SO2-(C5-C50)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C50)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環であり；
　　または、R3およびR5が一緒に(C2-C10)ヘテロシクロアルキルを形成し；
　Lが、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yが、ペプチド、ペプチド模倣物、炭水化物、またはイメージング可能部分であり、こ
こで前記イメージング可能部分は、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位体、X
線造影剤、磁気共鳴イメージング造影剤、スピン共鳴励起剤、超音波造影剤、蛍光剤、発
色剤、およびガスマイクロバブルジェネレーターからなる群より選択される、
方法。
【請求項５４】
　前記イリジウム触媒が[Ir(cod)Cl]2である、請求項53記載の方法。
【請求項５５】
　前記脱保護する工程を強酸性水溶液の存在下で行う、請求項53記載の方法。
【請求項５６】
　X1、X2およびX3が一緒に-(CH2)n-となり、nが3であり、かつZが-B(OH)2である、請求項
1記載の化合物。
【請求項５７】
　L立体化学を有する、請求項56記載の化合物。
【請求項５８】
　X1、X2およびX3が一緒に-(CH2)n(NH)-となり、nが2であり、かつZが

である、請求項1記載の化合物。
【請求項５９】
　L立体化学を有する、請求項58記載の化合物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　α,α-二置換アミノ酸の合成は、困難であることが周知であり、何故ならば、少なくと
も一部分において、α窒素原子が求核剤として作用し得、従って、α炭素原子のアルキル
化を妨げ得るためである。この官能性を一時的にマスクするために、窒素原子は、その後
のアルキル化および場合によってはヒドロホウ素化を妨げないジフェニルメチレン基で保
護される。従って、ある態様において、本発明は、下記の式Iの置換ボロン酸または、そ
の立体異性体、ラクトンプロドラッグもしくは薬学的に許容される塩を調製するための方
法に関し：
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　該方法は、
　溶液相において、イリジウム触媒、好ましくは[Ir(cod)Cl]2の存在下で、4,4,5,5-テト
ラメチル-1,3,2-ジオキサボロランと、下記の式IIの化合物

とを反応させ、ボロン酸エステル生成物を形成させる工程；および
　該ボロン酸エステル生成物を、好ましくは強酸性水溶液を用いて、脱保護し、式Iの該
化合物を形成させる工程
を含み；
　式中、
　Rは、メチル、エチル、またはt-ブチルであり；
　Zは

であり；
　X1は-(CH2)-であり；
　X2は-(CH2)-であり；
　X3は-(CH2)-であり；
　X4は-(CH2)-であり；
　R1はH以外の一価の部分であるか；または、R1および該α-カルボキシラートは、一緒に
なって、ラクトンを形成する。
以下に、本発明の基本的な諸特徴および種々の態様を列挙する。
［１］
　下記の式IAまたは式IBの化合物、またはその立体異性体、ラクトンプロドラッグ、もし
くは薬学的に許容される塩：

式中、
　点線は、任意の二重結合を示し；
　Zは、
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であり；
　X1は-(CH2)-であるか、または、二重結合がX1とX2との間に存在する場合、X1は-(CH)-
であり；
　X2は-(CH2)-または-(NR2)-であるか、または、二重結合がX1とX2との間にもしくはX2と
X3との間に存在する場合、X2は-(CH)-もしくはNであり；
　X3は、-(CH2)-であるか、-S-、-O-および-(NR2)-からなる群より選択されるヘテロ原子
部分であるか、または、二重結合がX2とX3との間にもしくはX3とX4との間に存在する場合
、X3は-(CH)-もしくはNであり；
　X4は-(CH2)-であるか、または、二重結合がX3とX4との間に存在する場合、X4は-(CH)-
であり、かつトランス立体配置にあり；
　但し、X2およびX3の最大で1つが、該-(NR2)-または該ヘテロ原子部分であり；
　但し、Zが

である場合、X3は-(NR2)-であり；
　但し、X1、X2、X3、およびX4の間に2つ以下の二重結合が存在し、かつ2つの二重結合が
共通の炭素原子を共有することはなく；
　R1は、H以外の一価の部分であるか；または、R1およびα-カルボキシラートは、一緒に
なって、ラクトンを形成し；かつ
　R2は、独立して、H、メチル、またはエチルである。
［２］
　L立体化学を有し、かつ
　ここで、下記の構造（式Ia）：

を有し；かつ
　ここで、下記の構造（式Ib）：

を有する、［1］記載の化合物。
［３］
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより
選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)アリ
ール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C2-C50)ヘテロシク
ロアルキル(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリ
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ールチオ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)
アリールアミノ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、ア
ミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C
(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはその標識された誘導体であるか；また
は、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒になって、4～7個の環原子を有するラク
トンを形成し；
　各Rxが、独立して、(C1-C20)アルキレニルであり；
　Ryが、(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、(C5-C50)アリールオキシ
(C1-C6)アルキル、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2
、(C5-C50)アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する
(C3-C50)ヘテロアリール；ヘテロシクリル、(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(
C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　Rzが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、-Rx-O-(C1-C6)アルキル、(C5-C50)
アリール、N、O、およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘ
テロアリール；(C5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C

6)アルキルであり；
　R3が、独立して、H、(C1-C6)アルキル、または(C1-C6)アルキル-N(R4)2であり；
　R4が、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　R5が、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C50)アリール、-SO2-(C5-C50)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C50)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環であり；
　または、R3およびR5が一緒に(C2-C10)ヘテロシクロアルキルを形成し；
　Lが、脂肪族または芳香族連結であり；Yが、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチ
ド模倣物または炭水化物の残基である、
［1］記載の化合物。
［４］
　前記L脂肪族連結が、二価のアルキレニル基であり、前記芳香族連結が二価のアリール
基である、［3］記載の化合物。
［５］
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C2-C20)アルケニ
ル、(C2-C20)アルケニル、(C2-C20)アルキニル、ハロ、(C5-C50)アリール、N、O、および
Sより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)
アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アルキル、(C5-C50)アリー
ルオキシ(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリールオキシ(C1-C20)アルキル、(C5-C50)
アリールアミノ(C1-C20)アルキル、ヘテロアリールアミノ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-
C20)アルキル、-Rx-C(=O)-Ry、-Rx-C(=O)-O-Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-O-Rx-NR3R5、-L-Y、また
はその標識された誘導体であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートは、一緒
になって、4～7個の環原子を有するラクトンを形成し；
　各Rxが、独立して、(C1-C6)アルキレニルであり；
　Ryが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、N(R3)2、(C5-C50)アリール、N、O、
およびSより選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C

5-C50)アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり
；
　Rzが、(C1-C6)アルキル、(C3-C8)シクロアルキル、(C5-C50)アリール、N、O、およびS
より選択される少なくとも1つのヘテロ原子を有する(C3-C50)ヘテロアリール；(C5-C50)
アリール(C1-C6)アルキル、または(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C6)アルキルであり；
　R3が、独立して、Hまたは(C1-C6)アルキルであり；
　Lが、脂肪族または芳香族連結であり；
　Yが、イメージング可能部分、ペプチド、ペプチド模倣物または炭水化物の残基である
、
［1］記載の化合物。
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［６］
　X2が-S-または-O-である、［1］記載の化合物。
［７］
　X2が-S-である、［1］記載の化合物。
［８］
　X3が-(NR2)-である、［1］記載の化合物。
［９］
　R2がHである、［1］記載の化合物。
［１０］
　Yが、γ線放出放射性同位体、陽電子放出放射性同位体、磁気共鳴イメージング造影剤
、X線造影剤、または超音波造影剤からなる群より選択される機能的部分を含むイメージ
ング可能部分の残基である、［1］記載の化合物。
［１１］
　R1がその蛍光標識された誘導体である、［4］記載の化合物。
［１２］
　R1が、(C1-C20)アルキル、ヒドロキシ(C1-C20)アルキル、(C2-C20)アルケニル、(C5-C5
0)アリール、(C5-C50)アリール(C1-C20)アルキル、(C3-C50)ヘテロアリール(C1-C20)アル
キル、(C5-C50)アリールオキシ(C1-C20)アルキル、アミノ(C1-C20)アルキル、-Rx-C(=O)-
Ry、-Rx-O-Rz、-Rx-NR3R5、-Rx-O-C(=O)-Ry、(C1-C6)アルキル-B-(OH)2、-L-Y、またはそ
の標識された誘導体であるか；または、R1および前記α-カルボキシラートが、一緒にな
って、4～7個の環原子を有するラクトンを形成する、［4］記載の化合物。
［１３］
　Rxが(C1-C6)アルキレニルである、［4］記載の化合物。
［１４］
　Ryが、ヒドロキシル、(C1-C6)アルコキシ、N(R3)2、またはヘテロシクリルである、［4
］記載の化合物。
［１５］
　Rzが-Rx-O-(C1-C6)アルキルである、［4］記載の化合物。
［１６］
　R4が、独立して、Hまたは(C1-C4)アルキルである、［4］記載の化合物。
［１７］
　R5が、-C(=O)-(C1-C6)アルキル、-C(=O)-(C5-C10)アリール、-SO2-(C5-C10)アリール、
-C(=O)NR3R4、-C(=O)-NR4(C5-C10)アリール、または-C(=O)-ヘテロ環である、［4］記載
の化合物。
［１８］
　R1が、添付の図面中の図19～24に示される側鎖からなる群より選択される、［4］記載
の化合物。
［１９］
　以下からなる群より選択される、［1］記載の化合物：
　2-アミノ-2-ベンジル-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アリル-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)コハク酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(3-フェノキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-フェニルブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-クロロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-フルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-ニトロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキ
サン酸；
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　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-メトキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-フェノキシフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-イソプロピルフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-4-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(3-(ビフェニル-3-イルオキシ)プロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(3-(トリフルオロメチル)フェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(トリフルオロメチルチオ)フェノキシ)プロピル)ヘキサン
酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(2,6-ジフルオロフェノキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(o-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(p-トリルオキシ)プロピル)ヘキサン酸；
　4-(4-アミノ-8-ボロノ-4カルボキシオクチルオキシ)安息香酸；
　2-アミノ-2-(3-(4-アミノフェノキシプロピル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ボロノ-2-(ピリジン-3-イルメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(ベンジルオキシエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(p-トリオキシ（tolyoxy）)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-クロロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-5-イルオキシ)エチ
ルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-((2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-2-イル)メチル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-メトキシフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-ニトロフェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(3-(モルホリノスルホニル)フェノキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(3-アミノフェノキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-ヒドロキシプロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサ-4-エン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-メトキシエトキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-メチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-イソブチルヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(R)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　(S)-2-アミノ-6-ボロノ-2-(ヒドロキシメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(ベンジルオキシ)-2-オキソエチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-メトキシ-2-オキソエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(シアノメチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-オキソ-2-フェニルエチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-2-(2-(2-アミノエトキシ)エチル)-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペリジン-4-イル)プロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(ピペラジン-1-イル)プロピルヘキサン酸；
　2,6-ジアミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(4-シアノベンズアミド)エトキシ)エチル)ヘキサン酸；
　2-(2-(2-アセトアミドエトキシ)エチル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(2-(2-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)エトキシ)エチル)ヘキ
サン酸；
　2-(3-(1-アセチルピペリジン-4-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
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　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(1-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペリジン-4-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-(3-(4-アセチルピペラジン-1-イル)プロピル)-2-アミノ-6-ボロノヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(4-シアノベンゾイル)ピペラジン-1-イル)プロピル)ヘキ
サン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(3-(4-(3-メトキシフェニルカルバモイル)ピペラジン-1-イル)プ
ロピル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(4-メチルフェニルスルホンアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3,5-ジフルオロベンズアミド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-(ベンジルオキシカルボニルアミノ)-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　6-アセトアミド-2-アミノ-2-(4-ボロノブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-6-ボロノ-2-(4-(3-(3-メトキシフェニル)ウレイド)ブチル)ヘキサン酸；
　2-アミノ-4-(2-ヒドロキシグアニジノ)-2-メチルブタン酸；および
　それらの薬学的に許容される塩。
［２０］
　前記薬学的に許容される塩が、前記化合物の少なくとも1つの塩酸およびトリフルオロ
酢酸付加塩を含む、［19］記載の化合物。
［２１］
　少なくとも1つの［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、組成物。
［２２］
　哺乳動物においてアルギナーゼを阻害する方法であって：
　有効量の［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する
工程
を含む、方法。
［２３］
　哺乳動物においてアルギナーゼ関連障害を治療する方法であって：
　有効量の［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する
工程
を含む、方法。
［２４］
　前記アルギナーゼ関連障害が、ヒトの組織における一酸化窒素シンターゼ活性の異常に
低いレベルに関連する障害、ヒトの組織におけるアルギナーゼ活性の異常に高いレベルに
関連する障害、またはそれらの組み合わせである、［23］記載の方法。
［２５］
　前記アルギナーゼ関連障害が、心疾患、全身性高血圧症、肺高血圧症、虚血再灌流傷害
、末梢血管疾患、末梢動脈疾患、くも膜下出血、勃起機能不全、自己免疫性脳脊髄炎、慢
性腎不全、胃腸運動障害、胃癌、肝血流量減少、肝血流量不足（insufficient hepatic b
lood flow）、脳血管攣縮、またはそれらの組み合わせである、［24］記載の方法。
［２６］
　哺乳動物において平滑筋を弛緩させる方法であって：
　有効量の［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する
工程
を含む、方法。
［２７］
　この方法に従って弛緩される平滑筋が、胃腸平滑筋、肛門括約筋平滑筋、食道括約筋、
海綿体、オッディ括約筋、動脈平滑筋、心臓平滑筋、肺平滑筋、腎臓平滑筋、子宮平滑筋
、膣平滑筋、頸部平滑筋、胎盤平滑筋、および眼平滑筋からなる群より選択される少なく
とも1つである、［26］記載の方法。
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［２８］
　患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であって：
　診断有効量の［3］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する
工程であって；
　ここで、R1は、その標識された誘導体である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む、方法。
［２９］
　前記アルギナーゼ過剰発現が、喘息、癌、細菌感染症、またはそれらの組み合わせに関
連する、［28］記載の方法。
［３０］
　患者においてアルギナーゼ過剰発現を診断する方法であって：
　診断有効量の［3］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する
工程であって；
　ここで、Yはイメージング可能部分である、工程；および
　該患者をイメージングする工程
を含む、方法。
［３１］
　前記アルギナーゼ過剰発現が、喘息、癌、細菌感染症、またはそれらの組み合わせに関
連する、［30］記載の方法。
［３２］
　患者を放射線イメージングするための方法であって：
　有効量の［3］記載の化合物を該患者へ投与する工程であって、ここで、Yはイメージン
グ可能部分である、工程；および
　放射線イメージング装置を使用して該患者をスキャンする工程
を含む、方法。
［３３］
　アルギナーゼを阻害する方法であって：
　該アルギナーゼと［1］記載の化合物またはその塩とを接触させる工程
を含む、方法。
［３４］
　前記アルギナーゼが、酵母アルギナーゼ、細菌アルギナーゼ、寄生虫アルギナーゼ、ま
たは哺乳動物アルギナーゼである、［33］記載の方法。
［３５］
　前記哺乳動物アルギナーゼが、ヒトI型アルギナーゼまたはヒトII型アルギナーゼであ
る、［34］記載の方法。
［３６］
　診断有効量の［3］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩であって、ここで、R
1はその標識された誘導体である、化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物。
［３７］
　診断有効量の［3］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩であって、ここで、Y
はイメージング可能部分である、化合物またはその薬学的に許容される塩；および
　薬学的に許容される担体
を含む、診断用組成物。
［３８］
　哺乳動物においてアルギナーゼのアップレギュレーションに関連する疾患または状態を
治療する方法であって：
　有効量の［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する
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工程
を含み、
　ここで、該疾患または状態は、胃腸疾患、肺炎症性疾患、性的興奮障害、心血管障害、
溶血性障害、自己免疫疾患、創傷治癒、寄生性原生動物によって引き起こされる疾患、細
菌により引き起こされる疾患、癌、早期分娩、乾癬、またはそれらの組み合わせである
方法。
［３９］
　前記胃腸疾患が、胃腸運動障害、炎症性腸疾患、クローン病、潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、
アデノイド口蓋扁桃疾患、またはそれらの組み合わせである、［38］記載の方法。
［４０］
　前記肺炎症性疾患が、喘息、化学物質誘発性肺線維症、特発性肺線維症、嚢胞性線維症
、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、またはそれらの組み合わせである、［38］記載の方法。
［４１］
　前記性的興奮障害が、男性の勃起機能不全、ペイロニー病、または女性の性的興奮障害
である、［38］記載の方法。
［４２］
　前記心血管障害が、アテローム性動脈硬化症における血管内皮機能不全、高血圧症、虚
血再灌流傷害、末梢血管疾患、末梢動脈疾患、くも膜下出血、高コレステロール血症、糖
尿病、またはそれらの組み合わせ、糖尿病性心血管疾患、肺動脈高血圧症、レイノー病、
またはそれらの組み合わせである、［38］記載の方法。
［４３］
　前記溶血性障害が、発作性夜間血色素尿症（PNH）、鎌状赤血球症、サラセミア、遺伝
性球状赤血球症および有口赤血球症、細血管障害性溶血性貧血、ピルビン酸キナーゼ欠損
症、ABO不整合輸血反応、発作性寒冷血色素尿症、重篤な特発性自己免疫性溶血性貧血、
感染誘発性貧血、マラリア、心肺バイパス、人工心臓弁誘発性貧血、化学物質誘発性貧血
、またはそれらの組み合わせである、［38］記載の方法。
［４４］
　前記自己免疫疾患が、脳脊髄炎、多発性硬化症、抗リン脂質症候群1、自己免疫性溶血
性貧血、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー、疱疹状皮膚炎、皮膚筋炎、重症筋無力症
、天疱瘡、関節リウマチ、スティッフパーソン症候群、1型糖尿病、強直性脊椎炎、また
はそれらの組み合わせである、［38］記載の方法。
［４５］
　前記状態が創傷治癒である、［38］記載の方法。
［４６］
　前記寄生性原生動物によって引き起こされる疾患が、アフリカ睡眠病、シャーガス病、
リーシュマニア症、マラリア、またはそれらの組み合わせである、［38］記載の方法。
［４７］
　前記癌が、腎細胞癌、前立腺癌、結腸直腸癌、乳癌、皮膚癌、肺癌、卵巣癌、胃癌、ま
たはそれらの組み合わせである、［38］記載の方法。
［４８］
　前記皮膚癌が、扁平上皮癌、基底細胞癌、またはそれらの組み合わせである、［47］記
載の方法。
［４９］
　前記状態が早期分娩である、［38］記載の方法。
［５０］
　前記状態が乾癬である、［38］記載の方法。
［５１］
　哺乳動物において免疫抑制の軽減を提供する方法であって：
　有効量の［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する
工程
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を含み、
　ここで、該哺乳動物は、慢性感染性疾患、細菌感染症、寄生虫感染症、外傷、ハンセン
病、結核、肝移植、癌、およびそれらの組み合わせからなる群より選択される疾患または
状態を患っている、
方法。
［５２］
　少なくとも1つの腫瘍を患う哺乳動物においてオルニチンの産生を阻害する方法であっ
て：
　有効量の［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩を該哺乳動物へ投与する
工程
を含む、方法。
［５３］
　［1］記載の化合物またはその薬学的に許容される塩；
　ホスホジエステラーゼ1（PDE1）阻害剤、ホスホジエステラーゼ2（PDE2）阻害剤、ホス
ホジエステラーゼ5（PDE5）阻害剤、またはPDE1、PDE2、PDE5、もしくはそれらの組み合
わせを阻害する非特異的PDE阻害剤；および
　任意の薬学的に許容される賦形剤
を含む、組成物。
［５４］
　下記の式Iの置換ボロン酸、またはその立体異性体、ラクトンプロドラッグ、もしくは
薬学的に許容される塩を調製するための方法であって：

　溶液相において、イリジウム触媒の存在下で、4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサ
ボロランと、下記の式IIの化合物

とを反応させ、ボロン酸エステル生成物を形成させる工程；および
　式Iの化合物を形成させるように、該ボロン酸エステル生成物を脱保護する工程
を含み；
　式中、
　Rは、メチル、エチル、またはt-ブチルであり；
　Zは

であり；
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　X1は-(CH2)-であり；
　X2は-(CH2)-であり；
　X3は-(CH2)-であり；
　X4は-(CH2)-であり；
　R1はH以外の一価の部分であるか；または、R1およびα-カルボキシラートは、一緒にな
って、ラクトンを形成する、
方法。
［５５］
　前記イリジウム触媒が[Ir(cod)Cl]2である、［54］記載の方法。
［５６］
　前記脱保護する工程を強酸性水溶液の存在下で行う、［54］記載の方法。
［５７］
　その必要がある患者においてアルギナーゼを阻害する方法であって：
　有効量のボロノ置換α,α-二置換α-アミノカルボン酸またはその薬学的に許容される
塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
［５８］
　その必要がある患者においてアルギナーゼ媒介疾病を治療または予防する方法であって
：
　該疾患が治療または予防されるように、有効量のボロノ置換α,α-二置換α-アミノカ
ルボン酸またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
［５９］
　その必要がある患者においてアルギナーゼを阻害する方法であって：
　有効量のグアニジノ置換α,α-二置換α-アミノカルボン酸またはその薬学的に許容さ
れる塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
［６０］
　その必要がある患者においてアルギナーゼ媒介疾病を治療または予防する方法であって
：
　該疾患が治療または予防されるように、有効量のグアニジノ置換α,α-二置換α-アミ
ノカルボン酸またはその薬学的に許容される塩を該患者へ投与する工程
を含む、方法。
［６１］
　X1、X2およびX3が一緒に-(CH2)n-となり、nが1～6の整数であり、かつZが-B(OH)2であ
る、［1］記載の化合物。
［６２］
　L立体化学を有する、［61］記載の化合物。
［６３］
　nが4である、［61］記載の化合物。
［６４］
　X1、X2およびX3が一緒に-(CH2)n(NH)-となり、nが1～6の整数であり、かつZが

である、［1］記載の化合物。
［６５］
　L立体化学を有する、［64］記載の化合物。



(117) JP 2015-205891 A 2015.11.19

［６６］
　nが2である、［64］記載の化合物。
［６７］
　前記R1基が、1つまたは複数のRa基で置換されているアミノ窒素原子を含む、［3］記載
の化合物。
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