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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自己免疫が関与する疾患、免疫不全症または神経変性疾患の予防薬および／また
は治療薬の提供。
【解決手段】式（Ｉ）の化合物またはその塩。［式中、Ａ1は、式（Ａ）または（Ｂ）を
表し、Ａ1が式（Ａ）のとき、Ａ2は式（Ｂ）等、

Ｘは、－Ｘ1－等を表し、Ｘ1は、Ｃ1-8アルキレン等、Ｙは、水素原子、Ｃ1-10アルキル
等、Ｗは、－Ｗ1－等、Ｗ1は、Ｃ1-8アルキレン等、Ｚ1およびＺ2は、水素原子、Ｃ1-10

アルキル等、Ｚ3およびＺ4は、水素原子、Ｃ1-10アルキル等、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は
、水素原子、Ｃ1-10アルキル等を表す。］



(2) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（1）：

［式中、Ａ1は、下記式（Ａ）または(Ｂ)を表し、

　Ａ1が式（Ａ）のとき、Ａ2は式 (Ｂ）を表し、
　Ａ1が式（Ｂ）のとき、Ａ2は式（Ａ）を表し、
　Ｘは、－Ｘ1－、－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯ－
Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－を
表し、
　Ｘ1は、置換されていてもよいＣ1-8アルキレンを表し、ここにおいて、Ｘが－Ｘ1－の
とき、Ｘ1は無置換のＣ2-3アルキレンまたは置換されていてもよいＣ4-8アルキレンであ
り、Ｘが－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2

－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－のとき、Ｘ1は置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｘ2は、置換されていてもよいＣ1-8アルキレンを表し、ここにおいて、Ｘが、－Ｘ1－
ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－
Ｏ－Ｘ2－のとき、Ｘ2は置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｙは、水素原子、置換されていてもよいＣ1-10アルキルまたは置換されていてもよいＣ

3-8シクロアルキルを表し、
　Ｗは、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－、－ＮＲ7ＣＯ－Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－
Ｏ－Ｗ1－を表し、
　Ｗ1は、置換されていてもよいＣ1-8アルキレンを表し、ここにおいて、Ｗが－ＮＲ7－
Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－のときＷ1は置換されていてもよいＣ2-8ア
ルキレンであり、
　Ｚ1およびＺ2は、それぞれ独立して、水素原子；置換されていてもよいＣ1-10アルキル
；置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル；置換されていてもよいアリール；シアノ
；置換されていてもよいＣ1-5アルコキシカルボニル；置換されていてもよいヘテロアリ
ール；ハロゲン；置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ；または－ＮＲ8Ｒ9を表し、
　Ｚ3およびＺ4は、それぞれ独立して、水素原子；置換されていてもよいＣ1-10アルキル
；ハロゲン；または置換されていてもよいＣ1-5アルコキシを表すか、Ｚ3およびＺ4が一
緒になって置換されていてもよい５～８員の飽和または不飽和の複素環または飽和または
不飽和の炭素環を形成していてもよく、
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、それぞれ独立して、水素原子、置換されていてもよいＣ1-

10アルキル、置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルまたは置換されていてもよい４
～１０員の飽和複素環を表し、
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　Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9は、それぞれ独立して、水素原子または置換されていて
もよいＣ1-10アルキルを表し、
　Ｒ1－Ｒ2、Ｘ1－Ｙ、Ｒ1－Ｒ5、Ｒ5－Ｘ2、Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2、Ｒ3－Ｒ4、Ｒ3－Ｒ7

、Ｒ3－Ｗ1またはＲ7－Ｗ1の各組は、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置
換されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよく（形成される含窒素飽和
複素環の数は、式（Ａ）および式（Ｂ）において、それぞれ独立して０～２個である）、
ここにおいて、Ｘが－Ｘ1－であり、Ｒ1－Ｘ1の組のそれぞれの基の炭素原子が結合して
、置換されていてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環を形成するとき、Ｘ1は置換され
ていてもよいＣ4-8アルキレン、または、Ｘ1がｎ－プロピレン（但し、環を形成する位置
は１位または３位の炭素原子である）である］
で表される化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項２】
　置換されていてもよいアルキル、置換されていてもよいアルコキシおよび置換されてい
てもよいアルコキシカルボニルのそれぞれの基のアルキル部分が、
　（１）ハロゲン原子、
　（２）水酸基、
　（３）シアノ、
　（４）カルボキシル、
　（５）置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル、
　（６）置換されていてもよいアリール、
　（７）置換されていてもよいヘテロアリール、
　（８）Ｃ1-5アルコキシ、
　（９）置換されていてもよいＣ3-8シクロアルコキシ、
　（１０）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、
　（１１）－ＮＲ10Ｒ11、
　（１２）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（１３）置換されていてもよい４～１０員の飽和複素環、および
　（１４）置換されていてもよいＣ1-5アルキルカルボニル
からなる群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよく、
　置換されていてもよいアルキレンが、前記（１）～（１４）、および
　（１５）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル
からなる群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよく
（ここにおいて、前記（６）および（７）に示す基は、
　（ａ）水酸基、
　（ｂ）ハロゲン、
　（ｃ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル、
　（ｄ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ、
　（ｅ）シアノ、
　（ｆ）カルボキシル、
　（ｇ）－ＮＲ10Ｒ11

　（ｈ）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（ｉ）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、および
　（ｊ）Ｃ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または異なる１～５個
の置換基で置換されていてもよい基を意味し、
（５）、（９）、（１３）および（１４）に示す基は、前記
　（ａ）水酸基、
　（ｂ）ハロゲン、
　（ｃ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル、
　（ｄ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ、
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　（ｈ）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（ｉ）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、および
　（ｊ）Ｃ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または異なる１～５個
の置換基で置換されていてもよい基を意味する）；
　置換されていてもよいシクロアルキル（飽和の炭素環）および置換されていてもよい飽
和複素環が、前記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｈ）、（ｉ）および（ｊ）からな
る群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよい基であり
；
　置換されていてもよいアリール（不飽和の炭素環）および置換されていてもよいヘテロ
アリール（不飽和の複素環）が、それぞれの基のアリール部分が、前記（ａ）～（ｊ）　
からなる群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよい基
であり；
　Ｒ10およびＲ11が、それぞれ独立して、水素原子または１～５個のフッ素原子で置換さ
れていてもよいＣ1-10アルキルであるか、あるいは、Ｒ10とＲ11は一緒になって４～１０
員の含窒素飽和複素環を形成していてもよい、
請求項１に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項３】
　Ａ1が式（Ａ）のとき、Ａ2は式 (Ｂ）であり、
　Ａ1が式（Ｂ）のとき、Ａ2は式（Ａ）であり、
　Ｘが、－Ｘ1－、－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯ－
Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－で
あり、
　Ｘ1が、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-8アルキレンであり、ここにおい
て、Ｘが－Ｘ1－のとき、Ｘ1は無置換のＣ2-3アルキレンまたは水酸基、フッ素原子およ
びＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換さ
れていてもよいＣ4-8アルキレンであり、Ｘが－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6Ｃ
ＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－のとき、Ｘ1は水酸基、フ
ッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置
換基で置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｘ2が、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｙが、水素原子；水酸基、フッ素原子およびＣ1-3アルコキシからなる群から選択され
る同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；または水
酸基、フッ素原子およびＣ1-3アルコキシからなる群から選択される同一または異なる１
～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルであり、
　Ｗが、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－、－ＮＲ7ＣＯ－Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－
Ｏ－Ｗ1－であり、
　Ｗ1が、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-8アルキレンであり、ここにおい
て、Ｗが－ＮＲ7－Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－のときＷ1は水酸基、フ
ッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置
換基で置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｚ1およびＺ2が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-5アルコキ
シ（該基は、Ｃ1-5アルコキシおよびフッ素原子からなる群から選択される同一または異
なる１～３個の置換基で置換されていてもよい）および４～１０員の含窒素飽和複素環か
らなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-

10アルキル；水酸基、フッ素原子およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択される同一
または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル；シアノ；
１～３個のフッ素原子で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシカルボニル；ハロゲンお
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よびＣ1-10アルキル（該基は、１～３個のフッ素原子で置換されていてもよい）からなる
群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいヘテロアリ
ール；ハロゲンおよびＣ1-10アルキル（該基は、１～３個のフッ素原子で置換されていて
もよい）からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていて
もよいアリール；ハロゲン；水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ；または－ＮＲ8Ｒ9

であり、
　Ｚ3およびＺ4が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基およびフッ素原子からなる群か
ら選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル
；ハロゲン；または水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一または異なる
１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシであり、
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-

5アルコキシ、Ｃ1-5アルキルカルボニルおよびカルバモイルからなる群から選択される同
一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；水酸基および
フッ素原子からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されてい
てもよいＣ3-8シクロアルキル；または水酸基、フッ素原子、Ｃ1-10アルキル、Ｃ1-5アル
コキシカルボニルおよびＣ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または
異なる１～３個の置換基で置換されていてもよい４～１０員の飽和複素環であり、
　Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9が、それぞれ独立して、水素原子またはフッ素、水酸基
およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択される同一または異なる１～３の置換基で置
換されていてもよいＣ1-10アルキルであり、
　Ｒ1－Ｒ2、Ｘ1－Ｙ、Ｒ1－Ｒ5、Ｒ5－Ｘ2、Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2、Ｒ3－Ｒ4、Ｒ3－Ｒ7

、Ｒ3－Ｗ1またはＲ7－Ｗ1の各組は、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置
換されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよく（形成される含窒素飽和
複素環の数は、式（Ａ）および式（Ｂ）において、それぞれ独立して０～２個である）、
ここにおいて、Ｘが－Ｘ1－であり、Ｒ1－Ｘ1の組のそれぞれの基の炭素原子が結合して
、置換されていてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環を形成するとき、Ｘ1は水酸基、
フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の
置換基で置換されていてもよいＣ4-8アルキレン、または、Ｘ1はｎ－プロピレン（但し、
環を形成する位置は１位または３位の炭素原子である）である、
請求項１または２に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項４】
　Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）である、
請求項１～３のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項５】
　Ｚ1およびＺ2が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-5アルコキ
シ（該基は、Ｃ1-5アルコキシおよびフッ素原子からなる群から選択される同一または異
なる１～３個の置換基で置換されていてもよい）および４～１０員の含窒素飽和複素環か
らなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-

10アルキル；水酸基、フッ素原子およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択される同一
または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルである、
請求項１～４のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項６】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-

3アルコキシ、Ｃ1-5アルキルカルボニルおよびカルバモイルからなる群から選択される同
一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；水酸基および
フッ素原子からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されてい
てもよいＣ3-8シクロアルキル；または水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからな
る群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよい４～１０
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員の飽和複素環であり、
　Ｒ1－Ｒ2またはＲ3－Ｒ4の各組が、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～７員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置換
されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよい、
請求項１～５のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項７】
　式（Ｂ）が、下記式

で表される基である請求項１～６のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許
容される塩。
【請求項８】
　Ｙが、水素原子；または水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一または
異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキルであり、Ｘ1－Ｙが、そ
れぞれの基の炭素原子が結合して窒素原子をちょうど１個含む置換されていてもよい４～
１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置換されていて
もよい置換基と同じである）を形成していてもよい、
請求項１～７のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項９】
　Ｗが、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－であり、Ｒ3－Ｒ7、Ｒ3－Ｗ1または
Ｒ7－Ｗ1のいずれか１組が、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されていてもよい
４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置換されて
いてもよい置換基と同じである）を形成していてもよい、
請求項１～８のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項１０】
　Ｘが、－Ｘ1－、、－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－
Ｏ－Ｘ2－であり、Ｘ1－Ｙ、Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2、Ｒ1－Ｒ5またはＲ5－Ｘ2のいずれか１
組が、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されていてもよい４～１０員の含窒素飽
和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置換されていてもよい置換基と同
じである）を形成していてもよい、
請求項１～９のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項１１】
　Ｘ1が、Ｃ1-4アルキレンであり、Ｘ2が、Ｃ2-4アルキレンである、
請求項１～１０のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項１２】
　Ｚ3およびＺ4が、それぞれ独立して、水素原子；フッ素で置換されていてもよいＣ1-10

アルキル；ハロゲン；またはフッ素で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシである、
請求項１～１１のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩を含
有する医薬組成物。
【請求項１４】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩を有
効成分とするトール様受容体が関連する疾患の治療剤および／または予防剤。
【請求項１５】
　トール様受容体が関連する疾患がセプシス、自己免疫疾患または神経変性疾患である請
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求項１４に記載の治療剤および／または予防剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬として有用な単環ピリミジン誘導体に関する。より詳しくは、トール様
受容体（ＴＬＲ）を介したシグナル伝達に関連する疾患の予防および／または治療に有効
なピリミジン誘導体に関する。具体的には、自己免疫が関与する疾患（セプシス、炎症、
アレルギー、喘息、移植片拒絶、移植片対宿主病、感染症、癌）、免疫不全症または神経
変性疾患（アルツハイマー、パーキンソン病など）の予防薬および／または治療薬として
のピリミジン誘導体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体内における免疫系の刺激は、宿主に対して保護的な生理学的結果またはそれと相反
する有害な生理学的結果をもたらす。近年、これら自然免疫（先天免疫）機構への関心が
増大している。特に、最近発見されたＴＬＲは、自然免疫に関係し、病原微生物を認識す
る受容体であることが報告されている。ＴＬＲは、高度に保存されたパターン認識受容体
であり、注目を集めている。現在までにヒトのＴＬＲは１０種類が同定され、ＴＬＲ１～
ＴＬＲ１０と命名されている。それぞれのＴＬＲは病原微生物の細胞壁成分やＤＮＡに代
表される特有の分子構造（パソジェン・アソシエーテッド・モレキュラー・パターン、Ｐ
ＡＭＰｓ）を識別して宿主の免疫反応を誘起し、生体防御を担っている（Nature Reviews
 Immunology, 2001, 1, 135-145）。例えば、ＴＬＲ２は、微生物細胞壁の構成成分であ
るペプチドグリカン、酵母のザイモザンなどのシグナルを伝達し、ＴＬＲ４は、グラム陰
性菌細胞壁の構成成分であるリポ多糖（ＬＰＳ）のシグナルを宿主細胞外から細胞内へと
伝達している（Nature Immunology, 2001, 2, 675-680）。また、宿主細胞内のエンドソ
ームに発現しているＴＬＲ９は、病原微生物のＤＮＡやＣｐＧ ＤＮＡを認識することが
報告されており、特に注目される（Nature, 2000, 408, 740-745 または Proceedings of
 the National Academy of Sciences, 2001, 98, 9237-9242）。従って、このＴＬＲを介
した自然免疫の制御に有用な薬剤および／または組成物は、以下に示す自己免疫が関与す
る疾患（セプシス、炎症、アレルギー、喘息、移植片拒絶、移植片対宿主病、感染症、癌
）、免疫不全症または神経変性疾患（アルツハイマー、パーキンソン病など）に対する予
防薬および／または治療薬と成り得る。
【０００３】
　「自己免疫疾患」は、自己の組織を構成する成分に反応する抗体あるいはリンパ球が体
内で持続的に産生されることによって組織障害に至る疾患であり、下記に掲げる（１）臓
器特異的自己免疫疾患と（２）臓器非特異的自己免疫疾患（全身性自己免疫疾患）の２つ
に大別される。
　(1) 臓器特異的自己免疫疾患：橋本病、原発性粘液水腫、甲状腺中毒症、悪性貧血、Go
od-pasture症候群、急性進行性糸球体腎炎、重症筋無力症、尋常性天疱瘡、水疱性類天疱
瘡、インスリン抵抗性糖尿病、若年性糖尿病、Ｉ型糖尿病、アジソン病、萎縮性胃炎、男
性不妊症、早発性更年期、水晶体原性ぶどう膜炎、多発性硬化症、潰瘍性大腸炎、原発性
胆汁性肝硬変、慢性活動性肝炎、自己免疫性血液性疾患（例えば、自己免疫性溶血性貧血
、突発性血小板減少症等）、発作性血色素尿症、原発性胆汁性肝硬変、ギラン・バレー症
候群、バセドウ病、突発性血小板減少性紫斑病、間質性肺腺維症および慢性円板状エリテ
マトーデス。
　(2)臓器非特異的自己免疫疾患（全身性自己免疫疾患）：関節リウマチ、全身性エリテ
マトーデス、シェーグレン症候群、多発性筋炎、皮膚筋炎、全身性皮膚硬化症、結節性多
発動脈炎、アレルギー性肉芽種性血管炎、強皮症および混合結合組織病。
【０００４】
　一方、セプシスは、感染症を伴う全身性炎症反応症候群（Systemic Inflammatory Resp
onse Syndrome, SIRS）と定義されている（Chest, 1992, 101, 1644-1655）。その発症原
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因は、病原微生物とその毒素によって誘導された炎症性メディエーターの過剰産生であり
、その炎症性メディエーターが、セプティックショック、それに伴う臓器不全の発症、さ
らには抗炎症性メディエーターの誘導にも関与すると考えられてきた。
【０００５】
　近年、このような背景の基、一酸化窒素（ＮＯ）やサイトカインなどの炎症性メディエ
ーターを抑制する薬剤が開発され、その有効性が動物レベルで示され、重症セプシス患者
を対象に炎症性メディエーターを標的とした薬物療法の臨床試験が実施された。しかし、
現在までに十分な治療効果は得られておらず、複雑なネットワークを形成する炎症性メデ
ィエーターの一部を抑制するだけでは高い効果が期待できないことが示唆される（Britis
h Medical Bulletin, 1999, 55, 212-225）。このような結果から、近年は、免疫反応に
より発現される炎症性メディエーターと抗炎症性メディエーターとの不均衡が、セプシス
の重症化、セプティックショック、それに伴う臓器不全の発症、２次感染によるセプシス
の再発またはセプシスの予後不良に深く関与すると考えられるようになった。従って、自
然免疫を司るＴＬＲからの免疫反応の制御が、上記セプシス関連疾患の根本的な予防およ
び／または治療となることが期待できる。特に、ＴＬＲ９に対する阻害剤は、病原微生物
から惹起される免疫反応に対して選択的な制御が期待できる。また、ＴＬＲ９阻害剤は、
単独、ＴＬＲ２阻害剤と併用、ＴＬＲ４阻害剤との併用またはＴＬＲ２阻害剤およびＴＬ
Ｒ４との併用でのさらなる効果も期待でき、新しいセプシス治療として根本治療が期待で
きる。既存の抗菌剤、血液凝固剤等の既存のセプシス治療法との組み合わせによる併用療
法により、セプシス関連疾患に対するさらなる効果も期待できる。
【０００６】
　本発明は、ＴＬＲを介する自然免疫を制御し、自己免疫が関与する疾患（セプシス、炎
症、アレルギー、喘息、移植片拒絶、移植片対宿主病、感染症、癌）、免疫不全症または
神経変性疾患（アルツハイマー、パーキンソン病など）に対する予防薬および／または治
療薬として有用なピリミジン誘導体に関する。
【０００７】
　抗マラリア薬として開発されたクロロキン（ａ）は、種々の自己免疫疾患（関節リウマ
チ、全身性エリトマトーデスなど）の治療にも使用されており、抗炎症薬としても有用で
ある。最近、その自己免疫疾患に対するクロロキンおよびその類縁体であるキナクリン（
ｂ）の作用機構が、ＴＬＲ９拮抗作用によるものであることが報告されている（European
 Journal of Immunology, 2004, 34, 2541-2550）。
【０００８】
【化１】

【０００９】
　また、ＴＬＲ７、ＴＬＲ８およびＴＬＲ９拮抗作用を有する化合物として、以下の代表
化合物（ｃ）も開示されているが、本願発明の化合物とは構造が異なる（特許文献１）。
【００１０】
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第２００８／０３０４５５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の課題は、自己免疫疾患の予防および／または治療、具体的には自己免疫が関与
する疾患（炎症、アレルギー、喘息、移植片拒絶、移植片対宿主病、感染症、癌）、免疫
不全症または神経変性疾患（アルツハイマー、パーキンソン病など）の予防薬および／ま
たは治療薬を提供することである。また、選択的にＴＬＲを阻害するようなＴＬＲ阻害剤
を見出すことで、セプシス、特に重症セプシスの予防および／または治療にも有効な医薬
品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、鋭意検討を行った結果、下記式（Ｉ）で表される新規化合物が、強いＴ
ＬＲ阻害作用を示し、重症セプシスの予防および／または治療に有用な医薬となり得るこ
とを見出し、本発明を完成させた。本発明によれば、下記式（I）で表されるピリミジン
誘導体（以下、「本発明の化合物」と称することもある。）が提供される。即ち、本発明
は以下の通りである。
【００１４】
　［項１］下記式（1）：
【００１５】
【化３】

［式中、Ａ1は、下記式（Ａ）または(Ｂ)を表し、
【００１６】
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【化４】

【００１７】
　Ａ1が式（Ａ）のとき、Ａ2は式 (Ｂ）を表し、
　Ａ1が式（Ｂ）のとき、Ａ2は式（Ａ）を表し、
　Ｘは、－Ｘ1－、－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯ－
Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－を
表し、
　Ｘ1は、置換されていてもよいＣ1-8アルキレンを表し、ここにおいて、Ｘが－Ｘ1－の
とき、Ｘ1は無置換のＣ2-3アルキレンまたは置換されていてもよいＣ4-8アルキレンであ
り、Ｘが－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2

－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－のとき、Ｘ1は置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｘ2は、置換されていてもよいＣ1-8アルキレンを表し、ここにおいて、Ｘが、－Ｘ1－
ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－
Ｏ－Ｘ2－のとき、Ｘ2は置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｙは、水素原子、置換されていてもよいＣ1-10アルキルまたは置換されていてもよいＣ

3-8シクロアルキルを表し、
　Ｗは、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－、－ＮＲ7ＣＯ－Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－
Ｏ－Ｗ1－を表し、
　Ｗ1は、置換されていてもよいＣ1-8アルキレンを表し、ここにおいて、Ｗが－ＮＲ7－
Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－のときＷ1は置換されていてもよいＣ2-8ア
ルキレンであり、
　Ｚ1およびＺ2は、それぞれ独立して、水素原子；置換されていてもよいＣ1-10アルキル
；置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル；置換されていてもよいアリール；シアノ
；置換されていてもよいＣ1-5アルコキシカルボニル；置換されていてもよいヘテロアリ
ール；ハロゲン；置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ；または－ＮＲ8Ｒ9を表し、
　Ｚ3およびＺ4は、それぞれ独立して、水素原子；置換されていてもよいＣ1-10アルキル
；ハロゲン；または置換されていてもよいＣ1-5アルコキシを表すか、Ｚ3およびＺ4が一
緒になって置換されていてもよい５～８員の飽和または不飽和の複素環または飽和または
不飽和の炭素環を形成していてもよく、
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は、それぞれ独立して、水素原子、置換されていてもよいＣ1-

10アルキル、置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルまたは置換されていてもよい４
～１０員の飽和複素環を表し、
　Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9は、それぞれ独立して、水素原子または置換されていて
もよいＣ1-10アルキルを表し、
　Ｒ1－Ｒ2、Ｘ1－Ｙ、Ｒ1－Ｒ5、Ｒ5－Ｘ2、Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2、Ｒ3－Ｒ4、Ｒ3－Ｒ7

、Ｒ3－Ｗ1またはＲ7－Ｗ1の各組は、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置
換されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよく（形成される含窒素飽和
複素環の数は、式（Ａ）および式（Ｂ）において、それぞれ独立して０～２個である）、
ここにおいて、Ｘが－Ｘ1－であり、Ｒ1－Ｘ1の組のそれぞれの基の炭素原子が結合して
、置換されていてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環を形成するとき、Ｘ1は置換され
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ていてもよいＣ4-8アルキレン、または、Ｘ1がｎ－プロピレン（但し、環を形成する位置
は１位または３位の炭素原子である）である］
で表される化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００１８】
　［項２］置換されていてもよいアルキル、置換されていてもよいアルコキシおよび置換
されていてもよいアルコキシカルボニルのそれぞれの基のアルキル部分が、
　（１）ハロゲン原子、
　（２）水酸基、
　（３）シアノ、
　（４）カルボキシル、
　（５）置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル、
　（６）置換されていてもよいアリール、
　（７）置換されていてもよいヘテロアリール、
　（８）Ｃ1-5アルコキシ、
　（９）置換されていてもよいＣ3-8シクロアルコキシ、
　（１０）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、
　（１１）－ＮＲ10Ｒ11、
　（１２）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（１３）置換されていてもよい４～１０員の飽和複素環、および
　（１４）置換されていてもよいＣ1-5アルキルカルボニル
からなる群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよく、
　置換されていてもよいアルキレンが、前記（１）～（１４）、および
　（１５）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル
からなる群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよく
（ここにおいて、前記（６）および（７）に示す基は、
　（ａ）水酸基、
　（ｂ）ハロゲン、
　（ｃ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル、
　（ｄ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ、
　（ｅ）シアノ、
　（ｆ）カルボキシル、
　（ｇ）－ＮＲ10Ｒ11

　（ｈ）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（ｉ）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、および
　（ｊ）Ｃ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または異なる１～５個
の置換基で置換されていてもよい基を意味し、
（５）、（９）、（１３）および（１４）に示す基は、前記
　（ａ）水酸基、
　（ｂ）ハロゲン、
　（ｃ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル、
　（ｄ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ、
　（ｈ）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（ｉ）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、および
　（ｊ）Ｃ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または異なる１～５個
の置換基で置換されていてもよい基を意味する）；
　置換されていてもよいシクロアルキル（飽和の炭素環）および置換されていてもよい飽
和複素環が、前記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｈ）、（ｉ）および（ｊ）からな
る群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよい基であり
；
　置換されていてもよいアリール（不飽和の炭素環）および置換されていてもよいヘテロ
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アリール（不飽和の複素環）が、それぞれの基のアリール部分が、前記（ａ）～（ｊ）　
からなる群から選択される同一または異なる１～５個の置換基で置換されていてもよい基
であり；
　Ｒ10およびＲ11が、それぞれ独立して、水素原子または１～５個のフッ素原子で置換さ
れていてもよいＣ1-10アルキルであるか、あるいは、Ｒ10とＲ11は一緒になって４～１０
員の含窒素飽和複素環を形成していてもよい、
項１に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００１９】
　［項３］Ａ1が式（Ａ）のとき、Ａ2は式 (Ｂ）であり、
　Ａ1が式（Ｂ）のとき、Ａ2は式（Ａ）であり、
　Ｘが、－Ｘ1－、－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯ－
Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6ＣＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－で
あり、
　Ｘ1が、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-8アルキレンであり、ここにおい
て、Ｘが－Ｘ1－のとき、Ｘ1は無置換のＣ2-3アルキレンまたは水酸基、フッ素原子およ
びＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換さ
れていてもよいＣ4-8アルキレンであり、Ｘが－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ6Ｃ
ＯＮＲ5－Ｘ2－、－Ｘ1－ＮＲ5－Ｘ2－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－のとき、Ｘ1は水酸基、フ
ッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置
換基で置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｘ2が、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｙが、水素原子；水酸基、フッ素原子およびＣ1-3アルコキシからなる群から選択され
る同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；または水
酸基、フッ素原子およびＣ1-3アルコキシからなる群から選択される同一または異なる１
～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルであり、
　Ｗが、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－、－ＮＲ7ＣＯ－Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－
Ｏ－Ｗ1－であり、
　Ｗ1が、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-8アルキレンであり、ここにおい
て、Ｗが－ＮＲ7－Ｗ1－、－ＣＯＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－のときＷ1は水酸基、フ
ッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置
換基で置換されていてもよいＣ2-8アルキレンであり、
　Ｚ1およびＺ2が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-5アルコキ
シ（該基は、Ｃ1-5アルコキシおよびフッ素原子からなる群から選択される同一または異
なる１～３個の置換基で置換されていてもよい）および４～１０員の含窒素飽和複素環か
らなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-

10アルキル；水酸基、フッ素原子およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択される同一
または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル；シアノ；
１～３個のフッ素原子で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシカルボニル；ハロゲンお
よびＣ1-10アルキル（該基は、１～３個のフッ素原子で置換されていてもよい）からなる
群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいヘテロアリ
ール；ハロゲンおよびＣ1-10アルキル（該基は、１～３個のフッ素原子で置換されていて
もよい）からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていて
もよいアリール；ハロゲン；水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ；または－ＮＲ8Ｒ9

であり、
　Ｚ3およびＺ4が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基およびフッ素原子からなる群か
ら選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル
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；ハロゲン；または水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一または異なる
１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシであり、
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-

5アルコキシ、Ｃ1-5アルキルカルボニルおよびカルバモイルからなる群から選択される同
一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；水酸基および
フッ素原子からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されてい
てもよいＣ3-8シクロアルキル；または水酸基、フッ素原子、Ｃ1-10アルキル、Ｃ1-5アル
コキシカルボニルおよびＣ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または
異なる１～３個の置換基で置換されていてもよい４～１０員の飽和複素環であり、
　Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9が、それぞれ独立して、水素原子またはフッ素、水酸基
およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択される同一または異なる１～３の置換基で置
換されていてもよいＣ1-10アルキルであり、
　Ｒ1－Ｒ2、Ｘ1－Ｙ、Ｒ1－Ｒ5、Ｒ5－Ｘ2、Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2、Ｒ3－Ｒ4、Ｒ3－Ｒ7

、Ｒ3－Ｗ1またはＲ7－Ｗ1の各組は、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置
換されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよく（形成される含窒素飽和
複素環の数は、式（Ａ）および式（Ｂ）において、それぞれ独立して０～２個である）、
ここにおいて、Ｘが－Ｘ1－であり、Ｒ1－Ｘ1の組のそれぞれの基の炭素原子が結合して
、置換されていてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環を形成するとき、Ｘ1は水酸基、
フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の
置換基で置換されていてもよいＣ4-8アルキレン、または、Ｘ1はｎ－プロピレン（但し、
環を形成する位置は１位または３位の炭素原子である）である、
項１または２に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００２０】
　［項４］Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）である、
項１～３のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００２１】
　［項５］Ｚ1およびＺ2が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-5

アルコキシ（該基は、Ｃ1-5アルコキシおよびフッ素原子からなる群から選択される同一
または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよい）および４～１０員の含窒素飽和
複素環からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていても
よいＣ1-10アルキル；水酸基、フッ素原子およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択さ
れる同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルで
ある、
項１～４のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００２２】
　［項６］Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4が、それぞれ独立して、水素原子；水酸基、フッ素原
子、Ｃ1-3アルコキシ、Ｃ1-5アルキルカルボニルおよびカルバモイルからなる群から選択
される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；水酸
基およびフッ素原子からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換
されていてもよいＣ3-8シクロアルキル；または水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキ
ルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよい
４～１０員の飽和複素環であり、
　Ｒ1－Ｒ2またはＲ3－Ｒ4の各組が、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～７員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置換
されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよい、
項１～５のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００２３】
　［項７］式（Ｂ）が、下記式
【００２４】
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【化５】

【００２５】
で表される基である項１～６のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容さ
れる塩。
【００２６】
　［項８］Ｙが、水素原子；または水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同
一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキルであり、Ｘ1－
Ｙが、それぞれの基の炭素原子が結合して窒素原子をちょうど１個含む置換されていても
よい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置換さ
れていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよい、
項１～７のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００２７】
　［項９］Ｗが、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－であり、Ｒ3－Ｒ7、Ｒ3－
Ｗ1またはＲ7－Ｗ1のいずれか１組が、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されて
いてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における
置換されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよい、
項１～８のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００２８】
　［項１０］Ｘが、－Ｘ1－、、－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯＮＲ5－Ｘ2－ま
たは－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－であり、Ｘ1－Ｙ、Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2、Ｒ1－Ｒ5またはＲ5－Ｘ2

のいずれか１組が、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されていてもよい４～１０
員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置換されていてもよ
い置換基と同じである）を形成していてもよい、
項１～９のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００２９】
　［項１１］Ｘ1が、Ｃ1-4アルキレンであり、Ｘ2が、Ｃ2-4アルキレンである、
項１～１０のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３０】
　［項１２］Ｚ3およびＺ4が、それぞれ独立して、水素原子；フッ素で置換されていても
よいＣ1-10アルキル；ハロゲン；またはフッ素で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ
である、
項１～１１のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３１】
　［項１３］Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4が、それぞれ独立して、水素原子；または水酸基、
フッ素原子およびＣ1-3アルコキシからなる群から選択される同一または異なる１～３個
の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキルであり、
　Ｒ1－Ｒ2またはＲ3－Ｒ4の各組が、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置
換されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよい、
項１～１２のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３２】
　［項１４］Ｗが、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－であり、Ｒ3－Ｒ4、Ｒ3

－Ｒ7、Ｒ3－Ｗ1またはＲ7－Ｗ1のいずれか１組が、それぞれの基の炭素原子が結合して
、置換されていてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する
各基における置換されていてもよい置換基と同じである）を形成する、
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項１～１３のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３３】
　［項１５］Ｙが、水素原子；または水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される
同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキルであるか、Ｘ
1－Ｙが、それぞれの基の炭素原子が結合して、窒素原子をちょうど１個含む置換されて
いてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環を形成する、
項１～１４のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３４】
　［項１６］Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9が、それぞれ独立して
、水素原子またはＣ1-10アルキルである、
項１～１５のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３５】
　［項１７］Ｚ1およびＺ2が、それぞれ独立して、水素原子；Ｃ1-10アルキル；またはＣ

3-8シクロアルキルである、
項１～１６のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３６】
　［項１８］Ｚ3およびＺ4が、それぞれ独立して、水素原子またはハロゲンである、
項１～１７のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される塩。
【００３７】
　［項１９］項１～１８のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される
塩を含有する医薬組成物。
【００３８】
　［項２０］項１～１８のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される
塩を有効成分とするトール様受容体が関連する疾患の治療剤および／または予防剤。
【００３９】
　［項２１］項１～１８のいずれか一項に記載の化合物またはその製薬学的に許容される
塩を有効成分とするトール様受容体７および／または９が関連する疾患の治療剤および／
または予防剤。
【００４０】
　［項２２］トール様受容体が関連する疾患がセプシス、自己免疫疾患または神経変性疾
患である項２０に記載の治療剤および／または予防剤。
【００４１】
　［項２３］　トール様受容体７および／または９が関連する疾患がセプシス、自己免疫
疾患または神経変性疾患である項２１に記載の治療剤および／または予防剤。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明化合物は、自己免疫疾患の予防および／または治療、具体的には自己免疫が関与
する疾患（炎症、アレルギー、喘息、移植片拒絶、移植片対宿主病、感染症、癌）、免疫
不全症または神経変性疾患（アルツハイマー、パーキンソン病など）の予防薬および／ま
たは治療薬として有用である。また、選択的にＴＬＲを阻害するようなＴＬＲ阻害剤を見
出すことで、セプシス、特に重症セプシスの予防および／または治療にも有効な医薬品と
しても有用である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下に、本発明をさらに詳細に説明する。
　以下の記載において、式（I）で表される化合物を化合物（I）という。他の式番号の化
合物についても同様である。
【００４４】
　本発明の化合物は、水和物及び／又は溶媒和物の形で存在することもあるので、これら
の水和物及び／又は溶媒和物もまた本発明の化合物に包含される。
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【００４５】
　また、式（Ｉ）の化合物は、１個又は場合により２個以上の不斉炭素原子を有する場合
があり、また幾何異性や軸性キラリティを生じることがあるので、数種の立体異性体とし
て存在することがある。本発明においては、これらの立体異性体、それらの混合物及びラ
セミ体は本発明の式（Ｉ）で表される化合物に包含される。
【００４６】
　なお、本明細書において、「置換」された基における置換基の数は、特に記載した場合
を除き、置換可能であれば特に制限はなく、１または２以上である。本明細書内の記載に
おいて、特段の記載のない基は無置換の基を意味する。また、特に記載した場合を除き、
各々の基の説明はその基が他の基の一部分または置換基である場合にも該当する。
【００４７】
（ｉ）「アルキル」とは、直鎖状または分枝鎖状の飽和炭化水素基を意味し、例えば、「
Ｃ1-3アルキル」または「Ｃ1-10アルキル」とは炭素原子数が１～３または１～１０のア
ルキルをそれぞれ意味する。具体例的には、「Ｃ1-3アルキル」の場合には、メチル、エ
チル、プロピル、イソプロピル等が、「Ｃ1-10アルキル」の場合には、前記に加えて、ブ
チル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオ
ペンチル、tert-ペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、オクチル、イソオクチ
ル、ノニル、デシル等が挙げられる。中でも好ましくは、「Ｃ1-3アルキル」が挙げられ
る。
（ｉｉ）「シクロアルキル」とは、環状の飽和炭化水素基を意味し、例えば、「Ｃ3-8シ
クロアルキル」とは３～８員の環状の飽和炭化水素基を意味する。具体的には、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、シクロヘプチル、シクロオク
チル等が挙げられる。好ましくは、５～７員のシクロアルキル基が挙げられる。
【００４８】
（ｉｉｉ）「アリール」または「５～８員の飽和または不飽和の炭素環が連結するベンゼ
ン環」としては、６～１２員の単環性、２環性のアリール基が挙げられる。具体的には、
フェニル、ナフチル、インデニル等が挙げられる。好ましくは、炭素数６の単環性または
８～１０員の二環性のアリール基が挙げられ、例えば、フェニルおよびナフチルが挙げら
れる。
（ｉｖ）「ヘテロアリール」または「５～８員の飽和または不飽和の複素環が連結するベ
ンゼン環」としては、窒素原子、酸素原子および硫黄原子からなる群から選ばれる１から
４個の原子を含む、５～７員環の単環性芳香族複素環、９～１１員の２環性芳香族複素環
または１２～１５員の３環性芳香族複素環が挙げられる。具体的には、ピリジル、ピラジ
ニル、ピリミジニル、ベンゾイミダゾリル、２－オキソベンゾオキサゾリル、ベンゾトリ
アゾリル、ベンゾフリル、ベンゾチエニル、プリニル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチア
ゾリル、ベンゾジオキソリル、イミダゾリル、インドリル、イソインドリル、キノリル、
イソキノリル、フタラジニル、ナフチルリジニル、キノキサリニル、ピロリニル、キナゾ
リニル、シンノリニル、ピラゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、オキサゾリル、イソ
オキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、チエニル、フリル等が挙げられる。好まし
くは、５員もしくは６員の単環性芳香族複素環または９員もしくは１０員の２環性芳香族
複素環が挙げられ、具体的には、ピリジル、イミダゾリル、ピラゾリル、チアゾリル、イ
ンドリル、イソインドリル、キノリルまたはイソキノリルが挙げられる。
【００４９】
（ｖ）「ハロゲン」とは、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素の各原子を意味する。好まし
くは、フッ素、塩素または臭素の各原子が挙げられる。
（ｖｉ）「アルコキシ」とは、直鎖状または分枝鎖状の飽和炭化水素基が酸素原子を介し
て結合している基を意味し、例えば、「Ｃ1-3アルコキシ」または「Ｃ1-5アルコキシ」と
は炭素原子が１～３または１～５のアルコキシを意味する。具体的には、「Ｃ1-3アルコ
キシ」の場合には、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ等が挙げられ、「
Ｃ1-5アルコキシ」の場合には、前記に加えてブトキシ、イソブトキシ、sec-ブトキシ、t
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ert-ブトキシ、ペントキシ、イソペントキシ、ネオペントキシ、tert-ペントキシ等が挙
げられる。中でも好ましくは、「Ｃ1-3アルコキシ」が挙げられる。
【００５０】
（ｖｉｉ）「４～１０員の飽和複素環」とは、炭素原子以外に１～３個のヘテロ原子を含
む４～１０個の原子で構成される飽和環を意味する。具体例としては、アゼチジニル、ピ
ロリジル、ピペリジル、モルホリニル、ホモピペリジル、ピペラジニル、ホモピペラジニ
ル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロチエニル、テトラヒド
ロチオピラニル、オキソテトラヒドロチオピラニル、ジオキソテトラヒドロチオピラニル
等が挙げられる。好ましくは、４～７員の飽和複素環であり、具体的には、アゼチジニル
、ピロリジル、ピペリジル、モルホリニル、ホモピペリジル、ピペラジニル、テトラヒド
ロフラニルおよびテトラヒドロピラニルが挙げられる。「４～１０員の含窒素飽和複素環
」とは、炭素原子以外に１～２個の窒素原子を含む４～１０個の原子で構成される飽和環
（ここにおいて、該飽和環は更に１個の炭素原子が酸素原子または硫黄原子で置換されて
いてもよい）を意味する。好ましくは、４～７員の含窒素飽和複素環である。
（ｖｉｉｉ）「アルキレン」とは、特に他の定義がない限り、直鎖の炭化水素鎖を意味し
、該基は一部のメチレンがシクロアルキレンに置換されていてもよい。例えば、「Ｃ2-4

アルキレン」、「Ｃ2-8アルキレン」または「Ｃ1-8アルキレン」とは、炭素原子数が２～
４、２～８または１～８の直鎖の炭化水素鎖を意味する。具体例的には、「Ｃ2-4アルキ
レン」の場合には、エチレン、プロピレン、ブチレン、シクロブチレン等が挙げられ、「
Ｃ2-8アルキレン」の場合には、前記に加えて、ペンタメチレン、ヘキサメチレン等が挙
げられ、「Ｃ1-8アルキレン」の場合には、前記に加えて、メチレン、オクタメチレン等
が挙げられる。中でも好ましくは、「Ｃ2-4アルキレン」が挙げられる。また、上記アル
キレンがアルキルを置換するとき、同一の炭素原子に結合する同一または異なる２つのア
ルキルは環を構築してもよい。
（ｉｖ）「Ｃ1-5アルキルカルボニル」の具体例としては、メチルカルボニル、エチルカ
ルボニル、プロピルカルボニル、イソプロピルカルボニル、ブチルカルボニル、イソブチ
ルカルボニル、ｔｅｒｔ－ブチルカルボニル等が挙げられる。好ましくは、「Ｃ1-3アル
キルカルボニル」が挙げられ、さらに好ましくは、メチルカルボニルが挙げられる。　　
　　　
【００５１】
　「置換されていてもよいアルキル」、「置換されていてもよいアルコキシ」および「置
換されていてもよいアルコキシカルボニル」のそれぞれの基のアルキル部分の置換基とし
ては、
　（１）ハロゲン原子、
　（２）水酸基、
　（３）シアノ、
　（４）カルボキシル、
　（５）置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル、
　（６）置換されていてもよいアリール、
　（７）置換されていてもよいヘテロアリール、
　（８）Ｃ1-5アルコキシ、
　（９）置換されていてもよいＣ3-8シクロアルコキシ、
　（１０）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、
　（１１）－ＮＲ10Ｒ11、
　（１２）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（１３）置換されていてもよい４～１０員の飽和複素環、および
　（１４）置換されていてもよいＣ1-5アルキルカルボニル
が挙げられ（Ｒ10およびＲ11は、前記と同義である）、
　置換されていてもよいアルキレンの置換基としては、前記（１）～（１４）、および
　（１５）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル
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が挙げられる
（ここにおいて、前記（６）および（７）に示す基は、
　（ａ）水酸基、
　（ｂ）ハロゲン、
　（ｃ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル、
　（ｄ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ、
　（ｅ）シアノ、
　（ｆ）カルボキシル、
　（ｇ）－ＮＲ10Ｒ11

　（ｈ）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（ｉ）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、および
　（ｊ）Ｃ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または異なる１～５個
の置換基で置換されていてもよい基を意味し、
（５）、（９）、（１３）および（１４） に示す基は、前記
　（ａ）水酸基、
　（ｂ）ハロゲン、
　（ｃ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル、
　（ｄ）１～５個のフッ素原子または水酸基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ、
　（ｈ）－ＣＯＮＲ10Ｒ11、
　（ｉ）Ｃ1-5アルコキシカルボニル、および
　（ｊ）Ｃ1-5アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または異なる１～５個
の置換基で置換されていてもよい基を意味する）。中でも好ましくは、（１）、（２）、
（８）、（１１）、（１２）または（１３）の置換基であり、より好ましくは、フッ素原
子、（２）または無置換の（８）が挙げられる。
【００５２】
　置換されていてもよいシクロアルキル（飽和の炭素環）および置換されていてもよい飽
和複素環の置換基としては、前記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｈ）、（ｉ）およ
び（ｊ）が挙げられる。中でも好ましくは、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）または（ｈ）の置換
基であり、より好ましくは、（ａ）、フッ素原子または（ｃ）が挙げられる。
【００５３】
　置換されていてもよいアリール（不飽和の炭素環）および置換されていてもよいヘテロ
アリール（不飽和の複素環）の置換基としては、前記（ａ）～（ｊ）が挙げられる。中で
も好ましくは、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）または（ｈ）の置換基であり、より好ましくは、
（ａ）、フッ素原子または（ｃ）が挙げられる。
【００５４】
　化合物（Ｉ）の薬理学的に許容される塩としては、例えば塩酸塩、臭化水素酸塩、硝酸
塩、硫酸塩、リン酸塩等の無機酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、安息香酸塩、クエン酸塩、
フマル酸塩、グルコン酸塩、乳酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、メタンス
ルホン酸塩、酒石酸塩等の有機酸塩等の酸付加塩、ナトリウム塩、カリウム塩等のアルカ
リ金属塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等のアルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、亜
鉛塩等の金属塩、アンモニウム、テトラメチルアンモニウム等のアンモニウム塩、モルホ
リン付加塩、ピペリジン付加塩等の有機アミン付加塩、またはグリシン付加塩、フェニル
アラニン付加塩、リジン付加塩、アスパラギン酸付加塩、グルタミン酸付加塩等のアミノ
酸付加塩等が挙げられる。
【００５５】
　式（Ｉ）で表される本発明の化合物の中でも、Ａ1、Ａ2、Ｘ、Ｘ1、Ｘ2、Ｙ、Ｗ、Ｗ1

、Ｚ1～Ｚ4、およびＲ1～Ｒ9の各々の基で、好ましい基は以下のとおりであるが、本発明
は下記に挙げる化合物に限定されるものではない。また、各々の基で挙げる好ましい置換
基は、各々の基単独の好ましい基であり、他の基と環を形成するときの好ましい環は、後
述のとおりである。
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【００５６】
　Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）である式（Ｉ）の化合物が好ましい。
　Ｘとしては、－Ｘ1－、－Ｘ1－ＮＲ5ＣＯ－Ｘ2－、－Ｘ1－ＣＯＮＲ5－Ｘ2－または－
Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－が好ましく、より好ましくは、－Ｘ1－または－Ｘ1－Ｏ－Ｘ2－である。
　Ｘ1としては、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同
一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-8アルキレンが好ましく、
より好ましくは、Ｃ1-4アルキレンである。
　Ｘ2としては、水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択される同
一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ2-8アルキレンが好ましく、
より好ましくは、Ｃ2-6アルキレンであり、さらに好ましくはＣ2-4アルキレンである。
【００５７】
　Ｙとしては、水素原子；水酸基、フッ素原子およびＣ1-3アルコキシからなる群から選
択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；ま
たは水酸基、フッ素原子およびＣ1-3アルコキシからなる群から選択される同一または異
なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルが好ましく、より好
ましくは、水素原子；または水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキルであり、さらに好まし
くは、水素原子またはＣ1-4アルキルである。
【００５８】
　Ｗとしては、－Ｗ1－、－ＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－が好ましく、より好ましくは
、－ＮＲ7－Ｗ1－または－Ｏ－Ｗ1－であり、さらに好ましくは－ＮＲ7－Ｗ1－である。
　Ｗ1として、好ましくは水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる群から選択
される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-8アルキレンが挙
げられ、より好ましくは、Ｃ2-4アルキレンが挙げられる。
【００５９】
　Ｚ1およびＺ2として好ましくは、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-5アルコキシ（
該基は、Ｃ1-5アルコキシおよびフッ素原子からなる群から選択される同一または異なる
１～３個の置換基で置換されていてもよい）および４～１０員の含窒素飽和複素環からな
る群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10ア
ルキル；水酸基、フッ素原子およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択される同一また
は異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル；シアノ；１～
３個のフッ素原子で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシカルボニル；ハロゲンおよび
Ｃ1-10アルキル（該基は、１～３個のフッ素原子で置換されていてもよい）からなる群か
ら選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいヘテロアリール
；ハロゲンおよびＣ1-10アルキル（該基は、１～３個のフッ素原子で置換されていてもよ
い）からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよ
いアリール；ハロゲン；水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一または異
なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ；または－ＮＲ8Ｒ9が挙
げられる。より好ましくは、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-5アルコキシ（該基は
、Ｃ1-5アルコキシおよびフッ素原子からなる群から選択される同一または異なる１～３
個の置換基で置換されていてもよい）および４～１０員の含窒素飽和複素環からなる群か
ら選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル
；水酸基、フッ素原子およびＣ1-5アルコキシからなる群から選択される同一または異な
る１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキルであり、さらに好まし
くは、水素原子；Ｃ1-10アルキル；４～６員の含窒素飽和複素環で置換されていてもよい
Ｃ1-5アルキルまたはＣ3-8シクロアルキルである。
【００６０】
　Ｚ3およびＺ4として好ましくは、水素原子；水酸基およびフッ素原子からなる群から選
択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；ハ
ロゲン；または水酸基およびフッ素原子からなる群から選択される同一または異なる１～
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３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-5アルコキシが挙げられ、より好ましくは、水
素原子；フッ素で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；ハロゲン；またはフッ素で置換
されていてもよいＣ1-5アルコキシであり、さらに好ましくは、水素原子、ハロゲンまた
はＣ1-5アルコキシが挙げられる。
【００６１】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4として好ましくは、水素原子；水酸基、フッ素原子、Ｃ1-5ア
ルコキシおよびカルバモイルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換
基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；水酸基およびフッ素原子からなる群から選択
される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ3-8シクロアルキル
；または水酸基、フッ素原子、Ｃ1-10アルキル、Ｃ1-5アルコキシカルボニルおよびＣ1-5

アルキルカルボニルからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換
されていてもよい４～１０員の飽和複素環が挙げられる。より好ましくは、水素原子；水
酸基、フッ素原子、Ｃ1-3アルコキシおよびカルバモイルからなる群から選択される同一
または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよいＣ1-10アルキル；水酸基およびフ
ッ素原子からなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていて
もよいＣ3-8シクロアルキル；または水酸基、フッ素原子およびＣ1-10アルキルからなる
群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置換されていてもよい４～１０員
の飽和複素環が挙げられる。さらに好ましくは、水素原子；または水酸基、フッ素原子お
よびＣ1-3アルコキシからなる群から選択される同一または異なる１～３個の置換基で置
換されていてもよいＣ1-10アルキルが挙げられる。最も好ましくは、水素原子またはＣ1-

10アルキルである。
【００６２】
　Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9として好ましくは、水素原子またはフッ素、水酸基、Ｃ1

-5アルコキシからなる群から選択される同一または異なる１～３の置換基で置換されてい
てもよいＣ1-10アルキルが挙げられ、より好ましくは、水素原子またはＣ1-10アルキルが
挙げられ、さらに好ましくは、Ｃ1-4アルキルが挙げられる。
　Ｒ10およびＲ11として好ましくは、水素原子；１～５個のフッ素原子で置換されていて
もよいＣ1-10アルキル；または、Ｒ10とＲ11が一緒になって形成する４～１０員の含窒素
飽和複素環が挙げられ、より好ましくは、水素原子またはＣ1-10アルキルが挙げられ、さ
らに好ましくは、Ｃ1-4アルキルが挙げられる。
【００６３】
　Ｒ1－Ｒ2、Ｘ1－Ｙ、Ｒ1－Ｒ5、Ｒ5－Ｘ2、Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2、Ｒ3－Ｒ4、Ｒ3－Ｒ7

、Ｒ3－Ｗ1またはＲ7－Ｗ1の各組は、それぞれの基の炭素原子が結合して、置換されてい
てもよい４～１０員の含窒素飽和複素環（該環の置換基は、環を構成する各基における置
換されていてもよい置換基と同じである）を形成していてもよい。「それぞれの基の炭素
原子が結合して環を形成する」とは、下記に示すようにそれぞれの炭素原子に結合してい
るそれぞれ１個の水素原子が除かれてそれぞれの炭素原子が結合し、環を形成することを
意味する。以下、具体的な環を挙げるが、これら例示の環に限定されない。なお、形成さ
れる含窒素飽和複素環の数は、式（Ａ）および式（Ｂ）において、それぞれ独立して０～
２個である。
【００６４】
【化６】

【００６５】
　Ｒ1－Ｒ2またはＲ3－Ｒ4の各組が、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていて



(21) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

もよい４～１０員の含窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構
造が挙げられる。
【００６６】
【化７】

【００６７】
　より好ましくは、ｒ1－ａ、ｒ1－ｂ、ｒ1－ｃ、ｒ1－ｄおよびｒ1－ｆが挙げられ、さ
らに好ましくは、ｒ1－b、ｒ1－c、ｒ1－dおよびｒ1－fが挙げられる。
【００６８】
　Ｘ1－Ｙが、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていてもよい４～１０員の含
窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構造が挙げられる。
【００６９】
【化８】

【００７０】
　より好ましくは、ｙ－ａ、ｙ－ｃ、ｙ－ｄ、ｙ－ｅ、ｙ－ｆ、ｙ－ｇ、ｙ－ｈ、ｙ－ｉ
、およびｙ－ｊが挙げられ、さらに好ましくは、ｙ－ａ、ｙ－ｃ、ｙ－ｅ、ｙ－ｆおよび
ｙ－ｈが挙げられる。
【００７１】
　Ｒ1－Ｒ5が、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていてもよい４～１０員の含
窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構造が挙げられる。
【００７２】
【化９】
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【００７３】
　より好ましくは、ｒ5－ａ、ｒ5－ｂ、ｒ5－ｃ、ｒ5－ｄ、およびｒ5－ｅが挙げられ、
さらに好ましくは、ｒ5－ａ、ｒ5－ｂ、およびｒ5－ｅが挙げられる。
【００７４】
　Ｒ5－Ｘ2が、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていてもよい４～１０員の含
窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構造が挙げられる。
【００７５】
【化１０】

【００７６】
　より好ましくは、ｘ2－ａ、ｘ2－ｂ、ｘ2－ｃ、ｘ2－ｄ、ｘ2－ｅ、ｘ2－ｆ、ｘ2－ｇ
、およびｘ2－ｊが挙げられ、さらに好ましくは、ｘ2－ａ、ｘ2－ｃ、ｘ2－ｄ、ｘ2－ｅ
、ｘ2－ｆ、およびｘ2－ｊが挙げられる。
【００７７】
　Ｒ1－Ｘ1、Ｒ1－Ｘ2の各組が、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていてもよ
い４～１０員の含窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構造が
挙げられる。ここにおいて、Ｘが－Ｘ1－であり、Ｒ1－Ｘ1の組のそれぞれの基の炭素原
子が結合して、置換されていてもよい４～１０員の含窒素飽和複素環を形成するとき、Ｘ
1は置換されていてもよいＣ4-8アルキレン、または、Ｘ1はｎ－プロピレン（但し、環を
形成する位置は１位または３位の炭素原子である）である。。
【００７８】
【化１１】

【００７９】
　より好ましくは、ｘ1－ａ、ｘ1－ｂ、ｘ1－ｃ、ｘ1－ｄ、ｘ1－ｅ、ｘ1－ｆ、ｘ1－ｇ
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が挙げられる。
【００８０】
　Ｒ3－Ｒ7が、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていてもよい４～１０員の含
窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構造が挙げられる。
【００８１】
【化１２】

【００８２】
　より好ましくは、ｒ3－ａ、ｒ3－ｂ、ｒ3－ｃ、ｒ3－ｄ、ｒ3－ｅ、およびｒ3－ｇが挙
げられ、さらに好ましくは、ｒ3－ａ、ｒ3－ｂ、ｒ3－ｃ、およびｒ3－ｇが挙げられる。
【００８３】
　Ｒ3－Ｗ1が、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていてもよい４～１０員の含
窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構造が挙げられる。
【００８４】
【化１３】

【００８５】
　より好ましくは、ｗ1－ａ、ｗ1－ｃ、ｗ1－ｄ、ｗ1－ｅ、ｗ1－ｆ、ｗ1－ｇ、ｗ1－ｈ
、ｗ1－ｉ、ｗ1－ｊ、ｗ1－ｋおよびｗ1－ｐが挙げられ、さらに好ましくは、ｗ1－ａ、
ｗ1－ｃ、ｗ1－ｅ、ｗ1－ｆ、ｗ1－ｈおよびｗ1－ｊが挙げられる。
【００８６】
　Ｒ7－Ｗ1が、それぞれの基の炭素原子が結合して置換されていてもよい４～１０員の含
窒素飽和複素環を形成するとき、その好ましい例としては下記の構造が挙げられる。
【００８７】
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【００８８】
　より好ましくは、ｒ7－ａ、ｒ7－ｃ、ｒ7－ｄ、ｒ7－ｅ、ｒ7－ｇ、ｒ7－ｈ、ｒ7－ｉ
、ｒ7－ｊ、ｒ7－ｋ、ｒ7－ｌ、ｒ7－ｍ、ｒ7－ｏ、ｒ7－ｐおよびｒ7－ｗが挙げられ、
さらに好ましくは、ｒ7－ａ、ｒ7－ｃ、ｒ7－ｅ、ｒ7－ｇ、ｒ7－ｈ、ｒ7－ｊ、ｒ7－ｌ
およびｒ7－ｏが挙げられる。
【００８９】
　Ｚ3およびＺ4が、一緒になって置換されていてもよい５～８員の飽和または不飽和の複
素環または飽和または不飽和の炭素環を形成するとき、Ｚ3およびＺ4が結合するベンゼン
環と共に表される下記の基が好ましい例である。
【００９０】
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【化１５】

【００９１】
［式中、Ｒ'は項２の（ｃ）、（ｉ）、（ｊ）または水素原子であり、ｏは１～４の整数
、pは０～５の整数、ｑは０～５の整数であり、ｐとｑの整数の和は２～５である。］
【００９２】
　より好ましくは、ｚ3－ａ、ｚ3－ｂ、ｚ3－ｃ、ｚ3－ｄ、ｚ3－ｅ、ｚ3－ｆ、ｚ3－ｇ
、ｚ3－ｉ、ｚ3－ｊ、ｚ3－ｍ、ｚ3－ｎ、ｚ3－ｏ、ｚ3－ｐ、ｚ3－ｑ、およびｚ3－ｓが
挙げられ、さらに好ましくは、ｚ3－ａ、ｚ3－ｂ、ｚ3－ｃ、ｚ3－ｇ、ｚ3－ｉ、ｚ3－ｍ
、およびｚ3－ｎが挙げられる。
【００９３】
　なお、本明細書において記載の簡略化のために、次に挙げる略号を用いることもある。
ｏ－：ｏｒｔｈｏ－、ｐ－：ｐａｒａ－、ｔ－：ｔｅｒｔ－、ｓ－：ｓｅｃ－、ＴＨＦ：
テトラヒドロフラン、ＤＭＥ：エチレングリコールジメチルエーテル、ＤＭＦ：Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド、ＤＭＡ：ジメチルアセトアミド、ＮＭＰ：Ｎ－メチルピロリジノ
ン、ＤＣＥ：１，２－ジクロロエタン、ＤＭＳＯ：ジメチルスルホキシド、ＣＤＣｌ3：
重クロロホルム、ＤＭＳＯ－ｄ6：重ジメチルスルホキシド、ＯＭｓ：メタンスルホニル
オキシ、ＯＴｓ：トルエンスルホニルオキシ、ＯＴｆ：トリフルオロメタンスルホニルオ
キシ、s：singlet, d：dublet, t：triplet, q：quartet, m：multiplet,Ｂｏｃ：ｔ－ブ
トキシカルボニル、ＤＰＰＦ：１，１’－ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン、Ｄ
ＰＰＥ：１，２－ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ＤＰＰＰ：１，３－ビス（ジフ
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ェニルホスフィノ）プロパン、ＤＰＰＢ：１，４－ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタン
、ＢＩＮＡＰ（登録商標）：２，２‘－ビス（ジフェニルホスフィノ）－１，１’－ビナ
フチル、ＤＰＥ－Ｐｈｏｓ（登録商標）：ビス（２－ジフェニルホスフィノフェニル）エ
ーテル、ＸＡＮＴ－Ｐｈｏｓ（登録商標）：９，９－ジメチル－４，５－ビス（ジフェニ
ルホスフィノ）キサンチン、Ｓ－Ｐｈｏｓ：２－ジシクロヘキシルホスフィノ－２’、６
’－ジメトキシ－１，１’－ビフェニル（登録商標）、Ｘ－Ｐｈｏｓ：２－ジシクロヘキ
シルホスフィノ－２’、４’、６’－トリイソプロピル－１，１’－ビフェニル（登録商
標）、ＨＡＴＵ：Ｏ-(７－アザベンゾトリアゾル-1-イル)-1,1,3,3-テトラメチルウロニ
ウムヘキサフルオロリン酸塩。
【００９４】
　本発明の化合物（Ｉ）の製造法について以下に述べる。化合物（Ｉａ）、（Ｉｂ）、（
Ｉｃ）、（Ｉｄ）、（Ｉｅ）、（Ｉｆ）、（Ｉｇ）、（Ｉｈ）および（Ｉｉ）は、化合物
（Ｉ）に含まれる化合物である。化合物（Ｉ）は、下記の製造法１～１１で示される方法
またはそれに準じた方法により得られる。反応式中の化合物は塩を形成している場合も含
み、該塩としては、例えば化合物（Ｉ）の塩と同様のものが挙げられる。
【００９５】
製造法１：
　化合物（Ｉ）のうち、Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）である化合物（Ｉａ）、お
よびＡ1が式（Ｂ）であり、Ａ2が式（Ａ）である化合物（Ｉｂ）は、以下に示す製造法に
よって得ることができる。
【００９６】

【化１６】

【００９７】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ1、Ｚ2、Ｚ3およびＺ4は、前記と同義であ
る。Ｒaは置換されていてもよいアルキル基であり、Ｒbは、水素原子または置換されてい
てもよいアルキル基であり、Halaは、塩素原子または臭素原子である。）
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【００９８】
〔工程１〕
　化合物（ＩＩ）を、溶媒中２～１０当量、好ましくは３～５当量の塩基の存在下、1～
２０当量、好ましくは２～１０当量の尿素と反応させることにより、化合物（ＩＩＩ）を
得ることができる。化合物（ＩＩ）は、市販品としてまたは公知の方法 [例えば、Journa
l of American Chemical Society, 316 (1920), Journal of American Chemical Society
, 580 (1942), Journal of American Chemical Society, 831 (1952)] もしくはそれに準
じた方法によって合成される。
【００９９】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ 、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレ
ン、ＤＭＦ、ＤＭＡ、ＮＭＰ、メタノール、エタノール、１-プロパノール、２-プロパノ
ール等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でもメタノールまたはエタ
ノールが好ましい。
　塩基としては、例えばナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム　ｔ-
ブトキシド等の各種アルカリまたはアルカリ土類金属アルコキシド等を用いることができ
、中でもナトリウムメトキシドまたはナトリウムエトキシドが好ましい。
　反応は室温から用いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは５０～１００℃で、通常１～
６０時間行われる。
【０１００】
〔工程２〕
　工程１で得られる化合物（ＩＩＩ）を、溶媒中または無溶媒で過剰量、好ましくは３～
１０当量のハロゲン化剤と反応させることにより、化合物（ＩＶ）を得ることができる。
【０１０１】
　ハロゲン化剤としては、例えばオキシ塩化リン、五塩化リン、オキシ臭化リン等が用い
られる。本反応で用いられる溶媒としては、反応に不活性なものであればいずれでもよく
、特に限定されないが、例えばＤＣＥ、ＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、クロロホ
ルム、ベンゼン、トルエン、キシレン、酢酸エチル、トリエチルアミン、ピリジン、Ｎ，
Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリ
ン等を単独でまたはそれらを混合して用いることができる。
　反応は０℃ から溶媒またはハロゲン化剤の沸点の間の温度、好ましくは５０～１４０
℃で、通常１～２４時間行われる。
【０１０２】
〔工程３〕
　工程２で得られる化合物（ＩＶ）を、溶媒中で１～５当量、好ましくは１．５～２当量
の塩基の存在下、１～５当量、好ましくは１．２～３当量の化合物（Ｖ）と反応させるこ
とにより、化合物（ＶＩ－ａ）および／または（ＶＩ－ｂ）を得ることができる。
【０１０３】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレン
、ＤＭＦ、ＤＭＡ 、ＮＭＰ、メタノール、エタノール、１-プロパノール、２-プロパノ
ール等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でも１，４－ジオキサン、
ＮＭＰまたは２-プロパノールが好ましい。
　塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、酢酸ナトリウム
等の塩基性塩類、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の無機塩基類、ピリジン、ルチジ
ン等の芳香族アミン類、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、シ
クロヘキシルジメチルアミン、４－ジメチルアミノピリジン、Ｎ,Ｎ－ジイソプロピルエ
チルアミン、Ｎ,Ｎ－ジメチルアニリン、Ｎ－メチルピペリジン、Ｎ－メチルピロリジン
、Ｎ－メチルモルホリン等の第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウム等のア
ルカリ金属水素化物類、中でも炭酸カリウム、トリエチルアミンまたはＮ,Ｎ－ジイソプ
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ロピルエチルアミンが好ましい。
　反応は室温から用いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは５０～１８０℃ で、通常０
．５～２４時間行われる。
【０１０４】
〔工程４〕
　工程３で得られる化合物（ＶＩ－ａ）または化合物（ＶＩ－ｂ）を、溶媒中で１～１０
当量、好ましくは２～４当量の塩基、および０．０１～１当量、好ましくは０．０５～０
．２当量のパラジウム触媒、必要に応じて０．０１～１当量、好ましくは０．０５～０．
２当量のホスフィン配位子の存在下、１～５当量、好ましくは１．１～２当量の化合物（
ＶＩＩ）と反応させることにより、化合物（Ｉａ）または化合物（Ｉｂ）を得ることがで
きる。
【０１０５】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレン
、ＤＭＦ、水等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でもＤＭＦと水、
ＤＭＥと水または１，４－ジオキサンと水の混合溶媒が好ましい。
　パラジウム触媒としては、例えばテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、ビス
(ｔ－ブチルホスフィン)パラジウム、トリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム等
の０価触媒、またはビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム・ジクロリド、酢酸パラジ
ウム、ビス（ジフェニルホスフィノフェロセン）パラジウム・ジクロリド等の２価触媒を
用いることができ、中でもテトラキストリフェニルホスフィンパラジウムまたは酢酸パラ
ジウムが好ましい。
　ホスフィン配位子としては、例えばｏ－トリトリルホスフィン、Ｓ－ＰｈｏｓまたはＸ
－Ｐｈｏｓ等の単座配位型の配位子、ＤＰＰＦ、ＤＰＰＥ、ＤＰＰＰ、ＤＰＰＢ、ＢＩＮ
ＡＰ、ＸＡＮＴ－ＰｈｏｓまたはＤＰＥ－Ｐｈｏｓ等の二座配位型の配位子を用いること
ができ、中でもＳ－ＰｈｏｓまたはＸ－Ｐｈｏｓが好ましい。
　塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、酢酸ナトリウム
またはリン酸カリウム等の塩基性塩類が挙げられるが、中でも炭酸ナトリウム、炭酸カリ
ウムまたはリン酸カリウムが好ましい。反応は室温から用いる溶媒の沸点の間の温度、好
ましくは５０～１８０℃ の加熱下もしくはマイクロ波照射下で、通常０．５～２４時間
で行われる。
【０１０６】
製造法２：
　化合物（Ｉ）のうち、Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）であり、Ｗが－ＮＲ7－Ｗ1

－である化合物（Ｉｃ）は、化合物（ＶＩ－ａ）より、以下に示す製造法によって得るこ
とができる。
【０１０７】
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【化１７】

【０１０８】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ7、Ｗ1、Ｘ、Ｙ、Ｚ1、Ｚ2、Ｚ3およびＺ4は、前記と同
義であり、Ｒbは、水素原子または置換されていてもよいアルキル基であり、HalaおよびH
albは、それぞれ独立して塩素原子または臭素原子である。）
【０１０９】
〔工程５〕
　工程３で得られる化合物（ＶＩ－ａ）と化合物（ＶＩＩＩ）とを用いて工程４と同様の
方法で反応させることにより、化合物（ＩＸ）を得ることができる。
【０１１０】
〔工程６〕
　工程５で得られる化合物（ＩＸ）を、溶媒中１～１０当量、好ましくは３～５当量の塩
基、および０．０１～１当量、好ましくは０．０５～０．２当量のホスフィン配位子、お
よび０．０１～１当量、好ましくは０．０５～０．２当量のパラジウム触媒の存在下、１
～５当量、好ましくは１～２当量の化合物（Ｘ）と反応させることにより、化合物（Ｉｃ
）を得ることができる。
【０１１１】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレン
等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でもトルエンまたは１，４－ジ
オキサンが好ましい。
　ホスフィン配位子としては、例えばトリフェニルホスフィン、ｏ－トリトリルホスフィ
ン、トリフラニルホスフィン、トリ t－ブチルホスフィン等の単座配位型ホスフィン、ま
たはＢＩＮＡＰ、２，２‘－ビス（ジトリルホスフィノ）－１，１’－ビナフチル、ＤＰ
Ｅ－Ｐｈｏｓ、ＸＡＮＴ－Ｐｈｏｓ等の２座配位型ホスフィンを用いることができ、中で
もＢＩＮＡＰが好ましい。
　パラジウム触媒としては、例えばテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、ビス
(ｔ－ブチルホスフィン)パラジウム、トリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム等
の０価触媒、またはビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム・ジクロリド、酢酸パラジ
ウム、ビス（ジフェニルホスフィノフェロセン）パラジウム・ジクロリド等の２価触媒を
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用いることができ、中でもトリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウムまたは酢酸パ
ラジウムが好ましい。
　塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、酢酸ナトリウム
等の塩基性塩類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム 　t-ブトキ
シド等の各種アルカリまたはアルカリ土類金属アルコキシド等を用いることができ、中で
も炭酸セシウムまたはナトリウム t-ブトキシドが好ましい。反応は室温から用いる溶媒
の沸点の間の温度、好ましくは５０～１８０℃ の間の温度で加熱下もしくはマイクロ波
照射下で、通常０．５～２４時間で行われる。なお、同様の製造法によりＡ1が式（Ｂ）
であり、Ａ2が式（Ａ）である化合物も工程３で得られる化合物（ＶＩ－ｂ）より得るこ
とができる。
【０１１２】
製造法３：
　化合物（I）のうち、Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式（Ｂ）であり、Ｗが－Ｏ－Ｗ1－で
ある化合物（Ｉｄ）は、化合物（ＶＩ－ａ）より、以下に示す製造法によって得ることが
できる。
【０１１３】
【化１８】

【０１１４】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ1、Ｘ、Ｙ、Ｚ1、Ｚ2、Ｚ3およびＺ4は、前記と同義で
ある。Ｒbは、水素原子または置換されていてもよいアルキル基であり、Halaは、塩素原
子または臭素原子である。）
【０１１５】
〔工程７〕
　工程３で得られる化合物（ＶＩ－ａ）と化合物（ＸＩ）とを用いて工程４と同様の方法
で反応させることにより、化合物（ＸＩＩ）を得ることができる。
【０１１６】
〔工程８〕
　工程７で得られる化合物（ＸＩＩ）を、溶媒中、１～１０当量、好ましくは１～３当量
のホスフィン、および１～１０当量、好ましくは１～３当量のアゾ化合物または角田試薬
存在下、１～５当量、好ましくは１～３当量の対応するアルコール誘導体と反応させるこ
とにより、化合物（Ｉｄ）を得ることができる。または、工程７で得られる化合物（ＸＩ
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Ｉ）を、溶媒中、１～１０当量、好ましくは１～３当量の塩基の存在下または非存在下、
１～５当量、好ましくは１～３当量の対応するアルキルハロゲン誘導体等と反応させるこ
とによっても化合物（Ｉｄ）を得ることができる。
【０１１７】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ジクロロメタン、ＤＣＥ、クロ
ロホルム、ベンゼン、トルエン、キシレン、ＤＭＦ、ＤＭＡ 、ＮＭＰ、メタノール、エ
タノール、１-プロパノール、２-プロパノール等を単独でまたはそれらを混合して用いる
ことができ、中でもＴＨＦ、ジクロロメタン、トルエン、ＤＭＦが好ましい。
　使用するホスフィンとしては、例えばトリフェニルホスフィン、トリメチルホスフィン
、トリブチルホスフィン等が挙げられるが、中でもトリフェニルホスフィンが好ましい。
　アゾ化合物としては、ジエチルアゾジカルボキシレート、ジイソプロピルアゾジカルボ
キシレート、ジシクロヘキシルアゾジカルボキシレート、ジベンジルアゾジカルボキシレ
ート等が上げられるが、中でもジエチルアゾジカルボキシレートまたはジイソプロピルア
ゾジカルボキシレートが好ましい。
　塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、酢酸ナトリウム
等の塩基性塩類、ピリジン、ルチジン等の芳香族アミン類、トリエチルアミン、トリプロ
ピルアミン、トリブチルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、４－ジメチルアミノピ
リジン、Ｎ,Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン、Ｎ,Ｎ－ジメチルアニリン、Ｎ－メチルピ
ペリジン、Ｎ－メチルピロリジン、Ｎ－メチルモルホリン等の第３級アミン類、水素化ナ
トリウム、水素化カリウム等のアルカリ金属水素化物類、中でも炭酸カリウム、炭酸セシ
ウム、ピリジン、Ｎ,Ｎ－ジイソプロピルエチルアミンまたはが水素化ナトリウムが好ま
しい。反応は０℃から用いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは室温～１００℃ で、通
常０．５～２４時間行われる。なお、同様の製造法によりＡ1が式（Ｂ）であり、Ａ2が式
（Ａ）である化合物も工程３で得られる化合物（ＶＩ－ｂ）より得ることができる。
【０１１８】
製造法４：
　化合物（Ｉ）のうち、Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）である化合物（Ｉａ）は、
以下に示す製造法によっても得ることもできる。
【０１１９】
【化１９】
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（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ1、Ｚ2、Ｚ3およびＺ4は、前記と同義であ
る。Ｒaは、置換されていてもよいアルキル基であり、Halaは、塩素原子または臭素原子
である。）
【０１２１】
〔工程９〕
　１～１０当量、好ましくは１～３当量の化合物　（ＸＩＩＩ）　と、化合物（ＩＩ）と
を、溶媒中２～１０当量、好ましくは２～４当量の塩基の存在下反応させることにより、
化合物（ＸＩＶ）を得ることができる。化合物　（ＸＩＩＩ）は、市販品としてまたは公
知の方法 [例えば、Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 55, 372-375 (2007) ] も
しくはそれに準じた方法によって合成される
【０１２２】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ 、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレ
ン、ＤＭＦ 、ＤＭＡ 、ＮＭＰ、メタノール、エタノール、１-プロパノール、２-プロパ
ノール等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でもメタノールまたはエ
タノールが好ましい。
　塩基としては、例えばナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム　t-ブ
トキシド等の各種アルカリまたはアルカリ土類金属アルコキシド等を用いることができ、
中でもナトリウムメトキシドまたはナトリウムエトキシドが好ましい。反応は室温から用
いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは５０～１００℃ で、通常１～６０時間行われる
。
【０１２３】
〔工程１０〕
　工程９で得られる化合物（ＸＩＶ）を工程２と同様の方法で反応させることにより、化
合物（ＸＶ）を得ることができる。
【０１２４】
〔工程１１〕
　工程１０で得られる化合物（ＸＶ）と化合物（Ｖ）とを用いて工程３と同様の方法で反
応させることにより、化合物（Ｉａ）を得ることができる。
【０１２５】
製造法５：
　化合物（Ｉ）のうち、Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）であり、Ｗが－ＮＲ7－Ｗ1

－である化合物（Ｉｃ）は、例えば化合物（ＩＩ）より、以下に示す製造法によっても得
ることができる。
【０１２６】
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【化２０】

【０１２７】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ7、Ｗ1、Ｘ、Ｙ、Ｚ1、Ｚ2、Ｚ3およびＺ4は、前記と同
義であり、HalaおよびHalbは、それぞれ独立して塩素原子または臭素原子であり、Ｒaは
、置換されていてもよいアルキル基である。）
【０１２８】
〔工程１２〕
　化合物（ＸＶＩ）と化合物（ＩＩ）とを用いて工程９と同様の方法で反応させることに
より、化合物（ＸＶＩＩ）を得ることができる。なお、化合物　（ＸＶＩ）は、市販品と
してまたは公知の方法 [例えば、Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 55, 372-375 
(2007) ] もしくはそれに準じた方法によって合成される
【０１２９】
〔工程１３〕
　工程１２で得られる化合物（ＸＶＩＩ）を工程２と同様の方法で反応させることにより
、化合物（ＸＶＩＩＩ）を得ることができる。
【０１３０】
〔工程１４〕
　工程１３で得られる化合物（ＸＶＩＩＩ）と化合物（Ｖ）とを用いて工程３と同様の方
法で反応させることにより、化合物（ＸＩＸ）を得ることができる。
【０１３１】
〔工程１５〕
　工程１４で得られる化合物（ＸＩＸ）と化合物（Ｘ）とを用いて工程６と同様の方法で
反応させることにより、化合物（Ｉｃ）を得ることができる。
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【０１３２】
製造法６：
　化合物（Ｉ）のうち、Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）であり、Ｘが－Ｘ1－であ
る化合物（Ｉｅ）は、例えば化合物（ＩＶ）より、以下に示す製造法によっても得ること
ができる。
【０１３３】
【化２１】

【０１３４】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ1、Ｚ2、Ｚ3およびＺ4は、前記と同義であ
り、Ｒbは、水素原子または置換されていてもよいアルキル基であり、Ｒcは、置換されて
いてもよいアルキル基であり、Ｒdは、水素原子またはＸ1に置換可能な置換基と同義であ
り、Ｘ1’は、置換されていてもよいＣ1-7アルキレンであり、Halaは、塩素原子または臭
素原子である。）
【０１３５】
〔工程１６〕
　工程２で得られる化合物（ＩＶ）と化合物（ＸＸ）とを工程３と同様の方法で反応させ
ることにより、化合物（ＸＸＩ）を得ることができる。
【０１３６】
〔工程１７〕
　工程１６で得られる化合物（ＸＸＩ）を、溶媒中で０．１～５当量、好ましくは０．１
～１当量の酸と反応させることにより、化合物（ＸＸＩＩ）を得ることができる。
【０１３７】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばアセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、シクロヘキサノンま
たは水等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でもアセトンと水の混合
溶媒が好ましい。
　酸としては、例えばｐ－トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、カンファースルホ
ン酸等の有機スルホン酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸等の有機カルボン酸類、塩酸、硫酸
等の鉱酸類、スカンジウムトリフルオロメタンスルホネート、インジウムトリフルオロメ
タンスルホネート等のルイス酸類が上げられるが、中でもｐ－トルエンスルホン酸が好ま
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０．５～２４時間行われる。
【０１３８】
〔工程１８〕
　工程１７で得られる化合物（ＸＸＩＩ）を、溶媒中で１～１０当量、好ましくは２～３
当量の酸の存在下、１～１０当量、好ましくは２～４当量の水素化ホウ素化合物、および
１～１０当量、好ましくは１．１～２当量の化合物（ＸＸＩＩＩ）と反応させることによ
り、化合物（ＸＸＩＶ）を得ることができる。
【０１３９】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ジクロロメタン、クロロホルム
、１,２ -ジクロロエタン、メタノール、エタノール、n -プロパノール、２-プロパノー
ル等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でも１,２ -ジクロロエタン
またはメタノールが好ましい。
　酸としては、例えばギ酸、プロピオン酸、酢酸、トリフルオロ酢酸等のカルボン酸類、
塩酸等の鉱酸類を用いることができ、中でも酢酸が好ましい。
　水素化ホウ素化合物としては、例えばシアノ水素化ホウ素ナトリウム、トリアセトキシ
水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム等を用いることができ、中でもシアノ
水素化ホウ素ナトリウムまたはトリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウムが好ましい。
　反応は室温から用いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは室温～４０℃ で、通常０．
５～２４時間行われる。
【０１４０】
〔工程１９〕
　工程１８得られる化合物（ＸＸＩＶ）と化合物（ＶＩＩ）とを工程４と同様の方法で反
応させることにより、化合物（Ｉｅ）を得ることができる。
【０１４１】
製造法７：
　化合物（Ｉ）のうち、Ａ1が式（Ａ）であり、Ａ2が式 (Ｂ）であり、Ｗがメチレンまた
はメチンである化合物（Ｉf）は、例えば化合物（ＶＩ－ａ）より、以下に示す製造法に
より得ることができる。
【０１４２】
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【化２２】

【０１４３】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｘ、Ｙ、Ｚ1、Ｚ2、Ｚ3およびＺ4は前記と同義である。Ｒ
bは、水素原子または置換されていてもよいアルキル基であり、Ｒeは、水素原子またはＣ

1-3アルキルであり、Halaは、塩素原子または臭素原子を表す。）
【０１４４】
〔工程２０〕
　製造法１で得られる化合物（ＶＩ－ａ）と化合物（ＸＸＶ）とを工程４と同様の方法で
反応させることにより、化合物（ＸＸＶＩ）を得ることができる。
【０１４５】
〔工程２１〕
　工程２０で得られる化合物（ＸＸＶＩ）と化合物（Ｘ）とを工程１８と同様の方法で反
応させることにより、化合物（Ｉｆ）を得ることができる。なお、同様の製造法によりＡ
1が式（Ｂ）であり、Ａ2が式（Ａ）である化合物も工程３で得られる化合物（ＶＩ－ｂ）
より得ることができる。
【０１４６】
製造法８：
　化合物（Ｉ）のうち、Ｒ4が水素原子である化合物（Ｉｇ）、または化合物（Ｉａ）は
、化合物（ＶＩ－ａ）より、以下に示す製造法により得ることができる。
【０１４７】
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【化２３】

【０１４８】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ1～Ｚ3およびＺ4は前記と同義である。Ｒb

は、水素原子または置換されていてもよいアルキルであり、Proは、例えば文献(Protecti
ve Groups in Organic Synthesis 3rd Edition (John Wiley & Sons, Inc.)）に示されて
いる一般的なアミンの保護基であり、Halaは、塩素原子または臭素原子である。）
【０１４９】
〔工程２２〕
　製造法１で得られる化合物（ＶＩ－ａ）と化合物（ＸＸＶＩＩ）とを工程４と同様の方
法で反応させることにより、化合物（ＸＸＶＩＩＩ）を得ることができる。
【０１５０】
〔工程２３〕
　工程２２で得られる化合物（ＸＸＶＩＩＩ）の保護基を脱保護することで化合物（Ｉｇ
）を得ることができる。例えば、保護基がＢｏｃ基である時、溶媒中で過剰量、好ましく
は５～１０当量の酸と反応させることにより、化合物（Ｉｇ）を得ることができる。
【０１５１】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、Ｄ
ＣＥ、メタノール、エタノール等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中
でも１，４－ジオキサン、ジクロロメタンまたはメタノールが好ましい。
　酸としては、例えばギ酸、プロピオン酸、酢酸、トリフルオロ酢酸等のカルボン酸類、
塩酸等の鉱酸類を用いることができ、中でも塩酸またはトリフルオロ酢酸が好ましい。反
応は室温から用いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは室温～４０℃ で、通常０．５～
２４時間行われる。
【０１５２】
〔工程２４〕
　工程２３で得られる化合物（Ｉｇ）と対応するアルデヒドまたはケトン誘導体とを工程
１８と同様の方法で反応させることにより、化合物（Ｉａ）を得ることができる。なお、
同様の製造法によりＡ1が式（Ｂ）であり、Ａ2が式（Ａ）である化合物も工程３で得られ
る化合物（ＶＩ－ｂ）より得ることができる。
【０１５３】
製造法９：



(38) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

　化合物（Ｉ）のうち、Ｚ1がＶで置換されたＣ1-5アルキルである化合物（Ｉｈ）および
（Ｉｉ）は、化合物（ＸＸＩＸ）より、以下に示す製造法により得ることができる。
【０１５４】
【化２４】

【０１５５】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺ2～Ｚ4は前記と同義である。Ｒbは、
水素原子または置換されていてもよいアルキルであり、HalaおよびHalcは、それぞれ独立
して塩素原子または臭素原子であり、Ｖは置換されていてもよいＣ1-5アルコキシ基、－
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【０１５６】
〔工程２５〕
　例えばWO2005110416に準じた方法で得られる化合物（ＸＸＩＸ）と化合物（Ｖ）とを工
程３と同様の方法で反応させることにより、化合物（ＸＸＸ）を得ることができる。
【０１５７】
〔工程２６〕
　工程２５で得られる化合物（ＸＸＸ）を、溶媒中で必要に応じて１～１０当量、好まし
くは２～５当量の塩基の存在下、１～２０当量、好ましくは３～１０当量の化合物（ＸＸ
ＸＩ）と反応させることにより、化合物（ＸＸＸＩＩ）を得ることができる。
【０１５８】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレン
、ＤＭＦ、ＤＭＡ 、ＮＭＰ、メタノール、エタノール、１-プロパノール、２-プロパノ
ール等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でもＴＨＦ、１，４－ジオ
キサンまたはＤＭＦが好ましい。
　塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、酢酸ナトリウム
等の塩基性塩類、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の無機塩基類、ピリジン、ルチジ
ン等の芳香族アミン類、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、シ
クロヘキシルジメチルアミン、４－ジメチルアミノピリジン、Ｎ,Ｎ－ジイソプロピルエ
チルアミン、Ｎ,Ｎ－ジメチルアニリン、Ｎ－メチルピペリジン、Ｎ－メチルピロリジン
、Ｎ－メチルモルホリン等の第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウム等のア
ルカリ金属水素化物類、中でも炭酸カリウム、トリエチルアミンまたはＮ,Ｎ－ジイソプ
ロピルエチルアミンが好ましい。
　反応は０℃から用いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは２０～８０℃ で、通常０．
５～２４時間行われる。
【０１５９】
〔工程２７〕
　工程２６で得られる化合物（ＸＸＸＩＩ）と化合物（ＶＩＩ）とを工程４と同様の方法
で反応させることにより、化合物（Ｉｈ）を得ることができる。
【０１６０】
製造法１０：
　化合物（Ｉ）のうち、化合物（Ｉａ）は、化合物（ＸＸＸＩＩＩ）より、以下に示す製
造法により得ることもできる。
【０１６１】
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【化２５】

【０１６２】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ1～Ｚ4は前記と同義である。Ｒbは、水素
原子または置換されていてもよいアルキルであり、Halaは、塩素原子または臭素原子であ
り、Haldは、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。）
【０１６３】
〔工程２８〕
　市販品または例えば、 Angewandte Chemie Iternational Edition, 45, 7262-7265 (20
06)に記載の方法に準じて合成した化合物（ＸＸＸＩＩＩ）と化合物（Ｖ）とを工程３と
同様の方法で反応させることにより、化合物（ＸＸＸＩＶ）を得ることができる。
【０１６４】
〔工程２９〕
　工程２８で得られる化合物（ＸＸＸＩＶ）と化合物（ＶＩＩ）とを工程４と同様の方法
で反応させることにより、化合物（ＸＸＸＶ）を得ることができる。
【０１６５】
〔工程３０〕
　工程２９で得られる化合物（ＸＸＸＶ）を、溶媒中で０．０１～１当量、好ましくは０
．０５～０．２当量のパラジウム触媒の存在下、１～５当量、好ましくは１．１～２当量
の化合物（ＸＸＸＶＩ）または化合物（ＸＸＸＶＩＩ）と反応させることにより、化合物
（Ｉａ）を得ることができる。
【０１６６】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレン
、ＤＭＦ等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でもＴＨＦが好ましい
。
　パラジウム触媒としては、例えばテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、ビス
(t－ブチルホスフィン)パラジウム、トリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム等
の０価触媒、またはビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム・ジクロリド、酢酸パラジ
ウム、ビス（ジフェニルホスフィノフェロセン）パラジウム・ジクロリド等の２価触媒を
用いることができ、中でもテトラキストリフェニルホスフィンパラジウムまたはビス(t－
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ブチルホスフィン)パラジウムが好ましい。反応は室温から用いる溶媒の沸点の間の温度
、好ましくは２０～１００℃ の加熱下もしくはマイクロ波照射下で、通常０．５～２４
時間で行われる。
【０１６７】
製造法１１：
　化合物（Ｉ）のうち、化合物（Ｉａ）は、化合物（ＸＸＸＶＩＩＩ）より、以下に示す
製造法により得ることもできる。
【０１６８】
【化２６】

【０１６９】
（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ1～Ｚ4は前記と同義である。Ｒbは、水素
原子または置換されていてもよいアルキルであり、Ｈａｌaは、塩素原子または臭素原子
であり、Haldは、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子であり、Haleは、臭素原子または
ヨウ素原子である。）
【０１７０】
〔工程３１〕
　市販品または例えば、 Organic and Biomolecular Chemistry, 1, 3353-3361 (2003)に
記載の方法に準じて合成した化合物（ＸＸＸＶＩＩＩ）と化合物（Ｖ）とを工程３と同様
の方法で反応させることにより、化合物（ＸＸＸＩＸ）を得ることができる。
【０１７１】
〔工程３２〕
　工程３１で得られる化合物（ＸＸＸＩＸ）を、溶媒中で１～５当量、好ましくは１．２
～３当量のハロゲン化剤と反応させることにより、化合物（ＸＸＸＸ）を得ることができ
る。
【０１７２】
　本反応で用いられる溶媒は、反応に不活性なものであればいずれでもよく、特に限定さ
れないが、例えばＴＨＦ、１，４－ジオキサン、ＤＭＥ、ベンゼン、トルエン、キシレン
酢酸、トリフルオロ酢酸等を単独でまたはそれらを混合して用いることができ、中でも酢
酸が好ましい。
　ハロゲン化剤としては、例えばN-ブロモスクシンイミド、N-ヨードスクシンイミド、N-
ヨードフタルイミド等のハロゲン化イミド類、臭素またはヨウ素が挙げられるが、中でも
N-ヨードスクシンイミドが好ましい。



(42) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

　反応は０℃から用いる溶媒の沸点の間の温度、好ましくは０～６０℃ で、通常０．５
～２４時間行われる。
【０１７３】
〔工程３３〕
　工程３２で得られる化合物（ＸＸＸＸ）と化合物（ＸＸＸＸＩ）または化合物（ＸＸＸ
ＸＩＩ）とを工程３０と同様の方法で反応させることにより、化合物（ＶＩ－ａ）を得る
ことができる。
【０１７４】
〔工程３４〕
　工程３３で得られる化合物（ＶＩ－ａ）と化合物（ＶＩＩ）とを工程４と同様の方法で
反応させることにより、化合物（Ｉａ）を得ることができる。
【０１７５】
　上記の製造法を適宜組み合わせて実施することにより、所望の位置に所望の官能基を有
する本発明の化合物を得ることができる。上記製造法における中間体および生成物の単離
、精製は、通常の有機合成で用いられる方法、例えばろ過、抽出、洗浄、乾燥、濃縮、結
晶化、各種クロマトグラフィー等を適宜組み合わせて行うことができる。また、中間体に
おいては、特に精製することなく次の反応に供することもできる。
　上記の製造法における原料化合物または中間体は、反応条件等により、例えば塩酸塩等
の塩の形態で存在し得るものもあるが、そのまま、または遊離の形で使用することができ
る。原料化合物または中間体が塩の形態で得られ、原料化合物または中間体を遊離の形で
使用または取得したい場合には、これらを適当な溶媒に溶解または懸濁し、例えば炭酸水
素ナトリウム水溶液等の塩基等で中和することにより遊離の形へ変換できる。
【０１７６】
　化合物（Ｉ）またはその薬理学的に許容される塩の中には、ケトエノール体のような互
変異性体、位置異性体、幾何異性体または光学異性体のような異性体が存在し得るものも
あるが、これらを含め可能な全ての異性体および該異性体のいかなる比率における混合物
も本発明に包含される。
　また、光学異性体は前記製造法の適切な工程で、光学活性カラムを用いた方法、分別結
晶化法などの公知の分離工程を実施することで分離することができる。また、出発原料と
して光学活性体を使用することもできる。
【０１７７】
　化合物（Ｉ）の塩を取得したい場合は、化合物（Ｉ）の塩が得られる場合はそのまま精
製すればよく、また化合物（Ｉ）が遊離の形で得られる場合は化合物（Ｉ）を適当な溶媒
に溶解または懸濁し、酸または塩基を加えて塩を形成させればよい。また、化合物（Ｉ）
またはその製薬学的に許容される塩は、水または各種溶媒との溶媒和物の形で存在するこ
ともあるが、それら溶媒和物も本発明に包含される。
【０１７８】
　本発明に関わる医薬製剤は、活性成分を薬理学的に許容される一種またはそれ以上の担
体と一緒に混合し、製剤学の技術分野においてよく知られている任意の方法により製造さ
れる。使用される製剤用担体としては、例えばラクトース、マンニトール、グルコース、
デンプン、ステアリン酸マグネシウム、グリセリン酸エステル、注射用蒸留水、生理食塩
水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、エタノール等が挙げられる。また
、本発明に係わる医薬製剤は、その他の各種の賦形剤、潤滑剤、結合剤、崩壊剤、等張化
剤、乳化剤等を含有していてもよい。
【０１７９】
　投与経路としては、治療に際し最も効果的なものを使用するのが望ましく、経口、また
は、静脈内、塗布、吸入および点眼等の非経口を挙げることができるが、好ましくは静脈
内投与であり、特に点滴静注で投与するのが好ましい。投与形態としては、例えば錠剤、
注射剤等を挙げる事ができるが、好ましくは注射剤である。これらの医薬組成物の投与量
や投与回数は、投与形態、患者の疾患やその症状、患者の年齢や体重等によって異なり、
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．０００１～約２０００ｍｇの範囲、好ましくは約０．００１～約１０００ｍｇの範囲、
さらに好ましくは約０．１～約５００ｍｇの範囲、特に好ましくは約１～約３００ｍｇの
範囲を１日１回または数回に分けて投与することができる。
【実施例】
【０１８０】
　以下、本発明を実施例および参考例を挙げてさらに具体的に説明するが、本発明の範囲
はこれらの実施例に限定されることはない。
【０１８１】
　下記、実施例中の各化合物の物理化学データは、以下の機器によって測定した。
1ＨＮＭＲ：ＪＥＯＬ　ＪＮＭ－ＬＡ３００
　また、各化合物の精製は山善株式会社のハイフラッシュカラム（シリカゲルカラムまた
はアミノシリカゲルカラム）を用いて行った。
【０１８２】
（参考例１）
2-クロロ-5,6-ジメチル-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
【０１８３】
【化２７】

【０１８４】
（a) 2,4-ジクロロ-5,6-ジメチルピリミジン
　5,6-ジメチルウラシル (2.0 g, 14.3 mmol) に、オキシ塩化リン (13 ml) を加え、加
熱還流した。2.5時間後、減圧留去し得られた残渣に氷を加え、水酸化ナトリウム水溶液
で中和した。これを酢酸エチルで分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去し
た。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エ
チル) で精製することにより化合物1Aを得た (1.97g、収率78%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 2.52 (3H, s), 2.32 (3H, s).
【０１８５】
（b) 2-クロロ-5,6-ジメチル-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物1A (1.65 g, 9.32 mmol) の2-プロパノール(40ml) 溶液に、N-(3
-アミノプロピル)モルホリン (2.69 g, 18.6 mmol)、N,N-ジイソプロピルエチルアミン (
4.07 ml, 23.3 mmol) を加え、90℃にて攪拌した。3時間後、反応溶液を酢酸エチル－水
で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をアミノシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；クロロホルム：酢酸エチル) で精製するこ
とにより表題化合物1Bを得た (2.0 g、収率75%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.68 (1H, brs), 3.68-3.76 (4H, m), 3.49-3.58 (2H, m), 2.4
5-2.55 (6H, m), 2.30 (3H, s), 1.98 (3H, s), 1.73-1.82 (2H, m).
【０１８６】
　　参考例２－１３：
　対応する原料化合物を用い、参考例１に記載の方法と同様に反応・処理して表１に示す
化合物を得た。
【０１８７】
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【０１８８】



(45) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

【表２】

【０１８９】
（参考例１４）
1-(3-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ)プロピル)ピペリジン-4-オール
【０１９０】

【化２８】

【０１９１】
（a) 3-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ)プロパン-1-オール
　参考例1で得た化合物1A (200 mg, 1.13 mmol) の1,4-ジオキサン(5.5 ml) 溶液に、3-
アミノプロパノール (0.12 ml, 1.58 mmol)、N,N-ジイソプロピルエチルアミン (0.32 ml
, 1.81 mmol) を加え、70℃にて攪拌した。5.5時間後、反応溶液を酢酸エチル－水で分液
抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲル
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合物2Aを得た (135 mg、収率55%)。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 5.55 (1H, brs), 3.55-3.73 (5H, m), 2.29 (3H, s), 1.93 (3H
, s), 1.71-1.81 (2H, m).
【０１９２】
（b) 3-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ)プロパナール
　上記で得られた化合物2A (243 mg 1.13 mmol)のジメチルスルホキシド溶液 (5.5 ml) 
に、三酸化硫黄-ピリジン錯体 (896 mg, 5.63 mmol)、トリエチルアミン (1.11 ml, 7.91
 ml)を加え、室温で終夜撹拌した。酢酸エチル-水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で
洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒
；クロロホルム：メタノール) で精製することにより化合物2Bを得た (211 mg、収率88%)
 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 9.79 (1H, s), 5.32 (1H, brs), 3.75 (2H, q, J = 5.9 Hz), 2
.81 (2H, t, J = 5.9 Hz), 2.27 (3H, s), 1.89 (3H, s).
【０１９３】
（c) 1-(3-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ)プロピル)ピペリジン-4-オ
ール
　上記で得られた化合物2B (49 mg, 0.23 mmol)のテトラヒドロフラン(3 ml) 溶液に、4-
ヒドロキシピペリジン (47 mg, 0.46 mmol)、水素化トリアセトキシホウ素ナトリウム (9
7 mg, 0.46 mmol)を加え、室温にて攪拌した。終夜反応後、クロロホルム－飽和炭酸水素
ナトリウム水溶液で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた
残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；クロロホルム：メタノー
ル) で精製することにより表題化合物2Cを得た (43 mg、収率63%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.97 (1H, m), 3.72-3.76 (2H, m), 3.50-3.55 (1H, m), 2.83 
(2H, m), 2.49-2.52 (2H, m), 2.30 (3H, s), 2.14 (2H, m), 1.97 (3H, s), 1.88-1.94 
(2H, m), 1.73-1.80 (2H, m), 1.52-1.64 (2H, m).
【０１９４】
　　参考例１５－１７：
　対応する原料化合物を用い、参考例１４に記載の方法と同様に反応・処理して表２に示
す化合物を得た。
【０１９５】
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【表３】

【０１９６】
（参考例１８）
2-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ)-N-(3-モルホリノプロピル)アセト
アミド
【０１９７】
【化２９】

【０１９８】
　（a) t-ブチル 2-(3-モルホリノプロピルアミノ)-2-オキソエチルカルバメート
　N-Boc グリシン (1.29 g, 7.34 mmol)のDMF (15 ml) 溶液に、HATU (3.07g, 8.07 mmol
)、N-(3-アミノプロピル)モルホリン (1.06 g, 7.34 mmol) を加え、室温で2時間攪拌し
た。反応終了を確認後、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減
圧留去し、化合物3Aを得た(2.11 g、収率95%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 3.69-3.77 (4H, m), 3.32-3.38 (2H, m), 2.77-2.80 (2H, m), 
2.47-2.49 (4H, m), 1.67-1.71 (2H, m), 1.43 (9H, s).
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【０１９９】
（b) 2-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ)-N-(3-モルホリノプロピル)ア
セトアミド
　上記で得た化合物3A (603 mg, 2.00 mmol) のメタノール (5 ml) 溶液に、2ｍｏｌ／ｌ
塩酸/エタノール (6.0 mL, 12.0 mmol)を加え、室温にて終夜攪拌した。反応溶液を水酸
化ナトリウム水で中和し、クロロホルムで分液抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、
減圧留去し、化合物3Bを粗精製物として得た。得られた化合物3Bのイソプロパノール (5 
ml) 溶液に、参考例1で得た化合物1A (177 mg, 1.0 mmol)、ジイソプロピルエチルアミン
 (0.52 mL, 3.0 mmol)を加え、90℃にて攪拌した。８時間後、反応溶液を室温へ冷却し、
クロロホルム-飽和炭酸水素ナトリウム水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、
減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；
クロロホルム:酢酸エチル) で精製することにより化合物3Cを得た(152 mg、収率44%)。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 7.19 (1H, m), 5.74 (1H, m), 4.00-4.05 (2H, m), 3.62-3.72 
(4H, m), 3.32-3.41 (2H, m), 2.33-2.45 (9H, m), 2.01 (3H, s), 1.62-1.73 (2H, m).
【０２００】
（参考例１９）
t-ブチル 3-(5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)ピリミジン-4-
イルアミノ)プロピルカルバメート
【０２０１】
【化３０】

【０２０２】
（a) t-ブチル 3-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ) プロピルカルバメ
ート
　参考例1で得た化合物1A (210 mg, 1.19 mmol) の1,4-ジオキサン(5.9 ml) 溶液に、t-
ブチル 3-アミノプロピルカルバメート (0.289 mg, 1.66 mmol)、N,N-ジイソプロピルエ
チルアミン (0.33 ml, 1.90 mmol) を加え、70℃にて攪拌した。5時間後、反応溶液を酢
酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査
をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エチル:ヘキサン) で精
製することにより化合物4Aを得た (220 mg、収率59%)。
1H-NMR (300 MHz, CDCl3,δ ppm): 5.86 (1H, brs), 4.93 (1H, brs), 3.52 (2H, q, J =
 6.1 Hz), 3.12-3.22 (2H, m), 2.30 (3H, s), 1.98 (3H, s), 1.61-1.71 (2H, m), 1.42
 (9H, s).
【０２０３】
（b) t-ブチル 3-(5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)ピリミジ
ン-4-イルアミノ)プロピルカルバメート
　上記で得た化合物4A (80.0mg, 0.254 mmol) の 1,4-ジオキサン (1 ml)と水 (0.3 ml) 
溶液に、4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニルボロン酸 ピナコールエステル (100 mg
, 0.33 mmol)、炭酸ナトリウム (81.0 mg, 0.762 mmol)、テトラキストリフェニルホスフ
ィンパラジウム (14.7mg、0.013 mmol) を加え、マイクロウエーブ照射下120℃にて攪拌
した。1.5時間後、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留
去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサ
ン：酢酸エチル：クロロホルム) で精製することにより表題化合物4Bを得た (116 mg、収
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1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.25 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.93 (2H, d, J = 9.0 Hz), 5.13 
(1H, brs), 4.86 (1H, brs), 3.63-3.72 (2H, m), 3.15-3.29 (6H, m), 2.53-2.59 (4H, 
m), 2.40 (3H, s), 2.33 (3H, s), 2.02 (3H, s), 1.72-1.81 (2H, m), 1.41 (9H, s)
【０２０４】
（参考例２０）
4-(4-(3-(ジメチルアミノ)プロピルアミノ)-5,6-ジメチルピリミジン-2-イル)ベンズアル
デヒド 
【０２０５】
【化３１】

【０２０６】
　参考例３で得た化合物5A (295 mg, 1.22 mmol) の ジオキサン (6 ml) 溶液に、4-ホル
ミルフェニルボロン酸 (219 mg, 1.46 mmol)、3ｍｏｌ／ｌ-炭酸ナトリウム水溶液 (1.2 
ml, 3.6 mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (70.5 mg、0.061mmol) 
を加え、マイクロウエーブ照射下120℃にて攪拌した。1.5時間後、酢酸エチル－塩酸水で
分液抽出し、水層を水酸化ナトリウム水溶液でpH=10とした。これを酢酸エチルで分液抽
出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去し表題化合物5Bを得た (211 mg、収率55%)
 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 10.04 (1H, s), 8.54 (2H, d, J = 8.4 Hz), 7.91 (2H, d, J =
 8.4 Hz), 6.92 (1H, brs), 3.65-3.72 (2H, m), 2.47-2.52 (2H, m), 2.43 (3H, s)、2.
28 (6H, s), 1.99 (3H, s), 1.78-1.86 (2H, m).
【０２０７】
　　参考例２１－２３：
　対応する原料化合物を用い、参考例２０に記載の方法と同様に反応・処理して表３に示
す化合物を得た。
【０２０８】
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【表４】

【０２０９】
（参考例２４）
4-(4,5-ジメチル -6-(3-(ピロリジン-1-イル)プロピルアミノ)ピリミジン-2-イル)-2-メ
トキシベンズアルデヒド
【０２１０】

【化３２】

【０２１１】
（a) 2-メトキシ -4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ベンズア
ルデヒド
　4-ブロモ-2-メトキシ-ベンズアルデヒド (480 mg, 2.23 mmol) の1,4-ジオキサン(10 m
l) 溶液に、[1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム(ＩＩ)ジクロリド
 ジクロロメタン錯体 (91.1 mg, 0.112 mmol)、ビス(ピナコラート)ジボロン (849 mg, 3
.35 mmol)、 酢酸カリウム (657 mg, 6.69 mmol)を加え、80℃にて攪拌した。1.5時間後
、反応溶液をろ過した後、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、
減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エ
チル:ヘキサン) で精製することにより化合物を得た (543 mg、収率93%)。
1H-NMR (300 MHz, CDCl3,δ ppm): 10.48 (1H, s), 7.78 (1H, d, J = 7.5 Hz), 7.43 (1
H, d, J = 7.5 Hz), 7.38 (1H, s), 3.95 (3H, s), 1.34 (12H, s).



(51) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

【０２１２】
(b) 4-(4,5-ジメチル-6-(3-(ピロリジン-1-イル)プロピルアミノ)ピリミジン-2-イル)-2-
メトキシベンズアルデヒド
　上記で得た化合物6Aを用い、参考例２０と同様の方法にて合成することにより表題化合
物6Bを得た。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 10.46 (1H, s), 8.01-8.04 (2H, m), 7.83 (1H, d, J = 8.7 Hz
), 7.03 (1H, m), 4.01 (3H, s), 3.61-3.72 (2H, m), 2.69-2.73 (2H, m), 2.59-2.61 (
4H, m), 2.41 (3H, s), 1.98 (3H, s), 1.80-1.91 (6H, m).
【０２１３】
（参考例２５）
N-(2-(t-ブチルジメチルシリルオキシ)エチル)-5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペラジン
-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン 
【０２１４】
【化３３】

【０２１５】
（a) N-(2-(t-ブチルジメチルシリルオキシ)エチル)-3-モルホリノプロパン-1-アミン
　(t－ブチルジメチルシリルオキシ)アセトアルデヒド (1.78 g, 10.2 mmol)のメタノー
ル (35 ml) 溶液に、N-(3-アミノプロピル)モルホリン (1.47 g, 10.2 mmol) を加え、室
温で１時間攪拌した。氷浴下、水素化ホウ素ナトリウム (392 mg, 10.4 mmol) を加え攪
拌した。２．５時間後、溶媒を減圧留去し、クロロホルム－飽和炭酸水素ナトリウム水で
分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去し、化合物7Aを得た(2.98 g、収率9
7%) 。
1H-NMR (300 MHz, CDCl3,δ ppm): 3.66-3.71 (6H, m), 2.60-2.71 (4H, m), 2.33-2.45 
(6H, m), 1.58-1.73 (3H, m), 0.87 (9H, s), 0.03 (6H, s).
【０２１６】
（b) N-(2-(t-ブチルジメチルシリルオキシ)エチル-2-クロロ-5,6-ジメチル-N-(3-モルホ
リノプロピル)ピリミジン-4-アミン
　参考例1(ｂ)と同様の方法にて、上記で得られた化合物7Aと化合物1Aより合成すること
により化合物7Bを得た。
1H-NMR (CDCl3，δ ppm): 3.74 (2H, t, J = 6.0 Hz), 3.66-3.69 (4H, m), 3.44-3.53 (
4H, m), 2.38 (4H, m), 2.35 (3H, s), 2.29 (2H, t, J = 7.1 Hz), 2.12 (3H, s), 1.73
-1.78 (2H, m), 0.84 (9H, s), 0.01 (6H, s).
【０２１７】
（c) N-(2-(t-ブチルジメチルシリルオキシ)エチル)-5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペ
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ラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物7B (65 mg, 0.15 mmol) の ジオキサン (2 ml) 溶液に、4-(4-メ
チルピペラジン-1-イル)フェニルボロン酸 ピナコールエステル (54 mg, 0.18 mmol)、3
ｍｏｌ／ｌ-炭酸ナトリウム水溶液 (0.15 ml, 0.45 mmol)、テトラキストリフェニルホス
フィンパラジウム (17 mg、0.015 mmol) を加え、マイクロウエーブ照射下120℃にて攪拌
した。1.5時間後、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留
去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサ
ン：酢酸エチル) で精製することにより表題化合物7Cを得た (41 mg、収率47%) 。
1H-NMR (CDCl3，δ ppm): 8.26 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.94 (2H, d, J = 9.0 Hz), 3.79
 (2H, t, J = 6.3 Hz), 3.66-3.69 (4H, m), 3.45-3.55 (4H, m), 3.28-3.32 (4H, m), 2
.57-2.60 (4H, m), 2.44 (3H, s), 2.30-2.36 (9H, m), 2.16 (3H, s), 1.81-1.85 (2H, 
m), 0.86 (9H, s), 0.00 (6H, s).
【０２１８】
（参考例２６）
2-クロロ-5-エチル-6-メチル-N-(3-(ピロリジン-1-イル)プロピル)ピリミジン-4-アミン
【０２１９】
【化３４】

【０２２０】
（a) 2-クロロ-N-(3,3-ジエトキシプロピル)-6-メチルピリミジン-4-アミン
　2,4-ジクロロ-6-メチル-ピリミジン (6.50 g, 39.9 mmol) の2-プロパノール (120 ml)
 溶液に、3,3-ジエトキシプロパン-1-アミン (9.68 ml, 59.8 mmol)、N,N-ジイソプロピ
ルエチルアミン (10.4 ml, 59.8 mmol) を加え、70℃にて攪拌した。4時間後、反応溶液
を酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた
残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エチル：ヘキサン) で精製
することにより化合物8Aを得た (7.01 g、収率56%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.02 (1H, s), 5.57-5.64 (1H, m), 4.58 (1H, t, J = 5.1 Hz)
, 3.61-3.72 (2H, m), 3.32-3.55 (4H, m), 2.29 (3H, s), 1.86-1.93 (2H, m), 1.21 (6
H, t, J = 7.2 Hz).
【０２２１】
（b) 2-クロロ-N-(3,3-ジエトキシプロピル)-5-ヨード-6-メチルピリミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物8A (3.48 g, 12.7 mmol) の酢酸 (25 ml) 溶液に、N-ヨードスク
シンイミド (3.43 g, 15.3 mmol) を加え、室温にて攪拌した。4時間後、反応溶液を水酸
化ナトリウム水溶液で中和して、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗
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浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；
酢酸エチル：ヘキサン) で精製することにより化合物8Bを得た (3.96 g、収率78%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.39-6.46 (1H, m), 4.62 (1H, t, J = 4.8 Hz), 3.65-3.76 (2
H, m), 3.48-3.61 (4H, m), 2.52 (3H, s), 1.90-1.97 (2H, m), 1.24 (6H, t, J = 7.2 
Hz).
【０２２２】
（c) 3-(2-クロロ-5-ヨード-6-メチルピリミジン-4-イルアミノ)プロパナール
　上記で得られた化合物8B (3.52 g, 8.81 mmol) のアセトン-水 (15-5 ml) 溶液に、ト
シル酸一水和物 (334 g, 1.76 mmol) を加え、室温にて終夜攪拌した。反応溶液を水酸化
ナトリウム水溶液で中和して、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄
後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢
酸エチル：ヘキサン) で精製することにより化合物8Cを得た (2.05 g、収率71%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 9.84 (1H, s), 6.04-6.12 (1H, m), 3.74-3.84 (2H, m), 2.82-
2.88 (2H, m), 2.52 (3H, s).
【０２２３】
（d) 2-クロロ-5-ヨード-6-メチル-N-(3-(ピロリジン-1-イル)プロピル)ピリミジン-4-ア
ミン
　上記で得られた化合物8C (1.11 g, 3.41 mmol) のメタノール (10 ml) 溶液に、ピロリ
ジン (0.57 ml, 6.82 mmol)、 シアノ水素化ホウ素ナトリウム (321 mg, 5.12 mmol)、 
酢酸 (0.32 ml)を加え、室温にて攪拌した。６時間後、反応溶液を水酸化ナトリウム水溶
液で中和して、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去し
た。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エチル
：ヘキサン) で精製することにより化合物8Dを得た (701 mg、収率54%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 7.89-7.95 (1H, m), 3.51-3.58 (2H, m), 2.62-2.68 (2H, m), 
2.52-2.60 (4H, m), 2.51 (3H, s), 1.72-1.90 (6H, m).
【０２２４】
（e) 2-クロロ-5-エチル-6-メチル-N-(3-(ピロリジン-1-イル)プロピル)ピリミジン-4-ア
ミン
　上記で得られた化合物8D (145 mg, 0.38 mmol) のテトラヒドロフラン (2 ml) 溶液に
、1ｍｏｌ／ｌ-ジエチル亜鉛 ヘキサン溶液 (0.95 ml, 0.95 mmol)、 ビス(トリ-t-ブチ
ルホスフィン)パラジウム (19.5 mg, 0.76 mmol) を加え、室温にて攪拌した。２０分後
、反応溶液を酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した
。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エチル：
ヘキサン) で精製することにより表題化合物8Eを得た (65.7 mg、収率61%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 7.78-7.88 (1H, m), 3.48-3.56 (2H, m), 2.65-2.71 (2H, m), 
2.49-2.60 (4H, m), 2.33 (2H, q, J = 7.5 Hz), 2.28 (3H, s), 1.72-1.85 (6H, m), 1.
05 (3H, t, J = 7.5 Hz).
【０２２５】
（参考例２７）
2-クロロ-5-プロピル-6-メチル-N-(3-(ピロリジン-1-イル)プロピル)ピリミジン-4-アミ
ン　　
【０２２６】
【化３５】

【０２２７】
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参考例２６と同様の方法にて、化合物8Dより合成することにより表題化合物を得た。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 7.43-7.48 (1H, m), 3.49-3.56 (2H, m), 2.63-2.69 (2H, m), 
2.49-2.60 (4H, m), 2.31 (2H, t, J = 7.2 Hz), 2.29 (3H, s), 1.72-1.85 (6H, m), 1.
42-1.56 (2H, m), 0.92 (3H, t, J = 7.2 Hz).
【０２２８】
（参考例２８）
2-クロロ-5,6-ジメチル-N-(2-(2-(ピロリジン-1-イル)エトキシ)エチル)ピリミジン-4-ア
ミン
【０２２９】
【化３６】

【０２３０】
（a) 2-(2-(2-クロロ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イルアミノ)エトキシ)エタノール
　参考例1(a)で得た化合物1A (0.42 g, 2.37 mmol) の2-プロパノール(10 ml) 溶液に、2
-(2-アミノエトキシ)エタノール (0.48 ml, 4.74 mmol)、N,N-ジイソプロピルエチルアミ
ン (0.83 ml, 4.74 mmol) を加えた。9時間加熱還流した後、反応溶液を減圧留去した。
得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；クロロホルム：
メタノール) で精製することにより化合物9Aを得た (0.51 g、収率88%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 5.16-5.21 (1H, m), 3.66-3.79 (6H, m), 3.57-3.62 (2H, m), 
2.33 (3H, s), 1.97 (3H, s).
【０２３１】
（b) 2-クロロ-N-(2-(2-クロロエトキシ)エチル)-5,6-ジメチルピリミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物9A (354 mg, 1.44 mmol) のクロロホルム (10 ml) 溶液に、塩化
チオニル (0.53 ml, 7.20 mmol) を加え40℃にて攪拌した。6時間後、飽和炭酸水素ナト
リウム水溶液を加え、反応を停止した。これを酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽
和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー
 (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより化合物9Bを得た (323 mg、収
率85%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 5.49-5.53 (1H, m), 3.58-3.80 (8H, m), 2.41 (3H, s), 2.00 
(3H, s).
【０２３２】
（c) 2-クロロ-5,6-ジメチル-N-(2-(2-(ピロリジン-1-イル)エトキシ)エチル)ピリミジン
-4-アミン
　上記で得られた化合物9B (320 mg, 1.21 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (6 ml) 
溶液に、炭酸カリウム (837 mg, 6.06 mmol)、ピロリジン (1.01 ml, 12.1 mmol) を加え
80℃にて攪拌した。2時間後、水を加え、反応を停止した。これを酢酸エチル－水で分液
抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラム
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物9Cを得た (181 mg、収率50%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 5.37-5.41 (1H, m), 3.55-3.70 (6H, m), 2.65 (2H, t, J = 5.
7 Hz), 2.47-2.56 (4H, m), 2.31 (3H, s), 1.94 (3H, s), 1.71-1.80 (4H, m).
【０２３３】
（参考例２９）
2-クロロ-5-(メトキシメチル)-6-メチル-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
【０２３４】
【化３７】

【０２３５】
　例えば、WO2005110416に記載の方法に準じて合成した化合物10A (555 mg, 2.62 mmol) 
のテトラヒドロフラン (5 ml) 溶液に、N-(3-アミノプロピル)モルホリン (378 mg, 2.62
 mmol)、炭酸カリウム (543 mg, 3.93 mmol) を加えた。室温にて終夜攪拌した後、反応
溶液を酢酸エチル－飽和塩化アンモニウム水溶液で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗
浄後、減圧留去した。得られた粗精製物にメタノール (5 ml) を加え、2時間撹拌した後
、溶媒を留去した。残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；クロ
ロホルム：酢酸エチル) で精製することにより表題化合物10Bを得た (31 mg、収率4%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.50 (1H, brs), 4.42 (2H, s), 3.67-3.77 (4H, m), 3.47-3.5
7 (2H, m), 3.28 (3H, s), 2.37-2.49 (6H, m), 2.34 (3H, s), 1.70-1.83 (2H, m).
【０２３６】
（参考例３０）
4-クロロ-5-(メトキシメチル)-6-メチル-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-2-アミン
【０２３７】

【化３８】

参考例２９と同様の方法にて合成することにより表題化合物を得た(168 mg、収率20%)。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 5.81 (1H, m), 4.43 (2H, s), 3.69-3.72 (4H, m), 3.45 (2H, 
q, J = 6.6 Hz), 3.34 (3H, s), 2.39-2.44 (9H, m), 1.68-1.77 (2H, m).
【０２３８】
（参考例３１）
2,6-ジクロロ-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
【０２３９】
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【化３９】

【０２４０】
　2,4,6-トリクロロピリミジン (3.50 g, 19.1 mmol) の2-プロパノール(76ml) 溶液を-7
8℃に冷却し、N-(3-アミノプロピル)モルホリン (2.75 g, 19.1 mmol)、N,N-ジイソプロ
ピルエチルアミン (3.70 g, 28.6 mmol) を加えた。室温に昇温後、終夜撹拌した。反応
溶液を酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得ら
れた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチ
ル) で精製することにより表題化合物を得た (1.99 g、収率36%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.66 (1H, s), 6.12-6.35 (1H, m), 3.70-3.79 (4H, m), 3.22-
3.60 (2H, m), 2.40-2.57 (6H, m), 1.70-1.81 (2H, m).
【０２４１】
（参考例３２）
2,6-ジクロロ-5-シクロペンチル-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
【０２４２】
【化４０】

【０２４３】
（a) 5-シクロペンチルピリミジン-2,4,6-トリオール
　シクロペンチルマロン酸ジエチルエステル (19.6 g, 85.9 mmol) のエタノール (85 ml
) 溶液に、1ｍｏｌ／ｌ ナトリウムメトキシド　メタノール溶液 (85.9 ml, 85.9 mmol)
、尿素 (5.16 g, 85.9 mmol) を加え、加熱還流した。９時間後、析出した固体を濾取し
てメタノールで洗浄した。固体を水に溶解させ、塩酸水を加え、pH=1とした。室温で静置
して析出した結晶を濾取することにより、化合物11Aを得た (7.19 g、収率42%) 。
1H-NMR (CD3OD, δ ppm): 2.37-2.49 (1H, m), 1.48-1.80 (8H, m).
【０２４４】
（b) 2,6-ジクロロ-5-シクロペンチル-N-(3-モルホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
上記で得られた化合物11A (3.0 g, 15.3 mmol) にオキシ塩化リン (20 ml)、N,N-ジイソ
プロピルエチルアミン (5.34 ml, 30.6 mmol) を加え、加熱還流した。2時間後、減圧留
去し得られた残渣に氷を加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和した。これをクロロ
ホルムで分液抽出し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧留去した。得られた
残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製
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することにより化合物11Bを得た (411 mg、収率12%) 。得られた化合物11B (400 mg, 1.5
9 mmol) の2-プロパノール(6.3 ml) 溶液を0℃に冷却し、N-(3-アミノプロピル)モルホリ
ン (0.46 ml, 3.18 mmol)、N,N-ジイソプロピルエチルアミン (0.56 ml, 3.18 mmol) を
加えた。5.5時間撹拌した後、反応溶液を酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食
塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶
出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより表題化合物11Cを得た (161 mg、
収率28%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.31-6.39 (1H, m), 3.67-3.75 (4H, m), 3.50-3.58 (2H, m), 
3.24-3.37 (1H, m), 2.40-2.53 (6H, m), 1.65-1.93 (10H, m).
【０２４５】
（参考例３３）
2-クロロ-5-((2-エトキシエトキシ)メチル)-6-メチル-N-(3-(ピロリジン-1-イル)プロピ
ル)ピリミジン-4-アミン
【０２４６】

【化４１】

【０２４７】
（a) (2,4-ジクロロ-6-メチルピリミジン-5-イル)メチルアセテート
　例えば、WO2005110416に記載の方法に準じて合成した化合物10A (1.01 g, 4.78 mmol) 
のアセトン (24 ml) 溶液に、ヨウ化ナトリウム (0.86 g, 5.74 mmol)を加えた。室温で2
時間撹拌した後、酢酸エチル-水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去
し、化合物12Aを粗精製物として得た。得られた化合物12Aのアセトン (24 ml) 溶液に、
酢酸銀 (957 mg, 5.74 mmol)を加えた。室温で終夜撹拌した後、セライトろ過し、ろ液を
酢酸エチル-水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残
査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製す
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ることにより化合物12Bを得た (1.05 g、収率93%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 5.21 (2H, s), 2.61 (3H, s), 2.07 (3H, s).
【０２４８】
(b) (2-クロロ-4-(3,3-ジエトキシプロピルアミノ)-6-メチルピリミジン-5-イル)メチル
アセテート
　上記で得られた化合物12B (1.05 g, 4.47 mmol) のイソプロパノール (22 ml) 溶液に
、3,3-ジエトキシプロパン-1-アミン (1.45 ml, 8.94 mmol)、ジイソプロピルエチルアミ
ン (1.56 ml, 8.94 mmol) を加え、90℃にて撹拌した。4時間後、酢酸エチル-水で分液抽
出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムク
ロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより化合物12C
を得た (914 mg、収率59%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.40 (1H, m), 4.99 (2H, s), 4.60 (1H, t, J = 5.1 Hz), 3.6
2-3.72 (2H, m), 3.46-3.59 (4H, m), 2.41 (3H, s), 2.06 (3H, s), 1.91 (2H, q, J = 
5.7 Hz), 1.20 (6H, t, J = 6.9 Hz).
【０２４９】
(c) (2-クロロ-4-(3,3-ジエトキシプロピルアミノ)-6-メチルピリミジン-5-イル)メタノ
ール
　上記で得られた化合物12C (883 mg, 2.55 mmol)のメタノール (13 ml) 溶液に、炭酸カ
リウム (706 mg, 5.11 mmol)を加えた。室温で1.5時間撹拌した後、酢酸エチル-水で分液
抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラム
クロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより化合物12
Dを得た (585 mg、収率75%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.54 (1H, m), 4.58-4.62 (3H, m), 3.45-3.72 (6H, m), 2.32 
(3H, s), 1.89-1.95 (2H, m), 1.21 (6H, t, J = 6.9 Hz).
【０２５０】
(d) 2-クロロ-N-(3,3-ジエトキシプロピル)-5-((2-エトキシエトキシ)メチル)-6-メチル
ピリミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物12D (106 mg, 0.349 mmol)のDMF (4 ml) 溶液を0℃に冷却し、水
素化ナトリウム (55% 含有, 20.9 mg, 0.523 mmol)を加えた。0.5時間撹拌した後、ブロ
モエチルエチルエーテル (119 ul, 1.05 mmol)を加え、３時間撹拌した。酢酸エチル-水
で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲル
カラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより化
合物12Eを得た (86.9 mg、収率66%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.49 (1H, m), 4.57 (1H, t, J = 5.4 Hz), 4.51 (2H, s), 3.6
1-3.69 (2H, m), 3.44-3.56 (10H, m), 2.33 (3H, s), 1.91 (2H, q, J = 6.9 Hz), 1.17
-1.23 (9H, m).
【０２５１】
(e) 3-(2-クロロ-5-((2-エトキシエトキシ)メチル)-6-メチルピリミジン-4-イルアミノ)
プロパナール
　上記で得られた化合物12E (82 mg, 0.218 mmol)のアセトン・水(1:1)（2 ml) 溶液に、
p-トルエンスルホン酸・１水和物 (8.3 mg, 0.044 mmol)を加え、終夜撹拌した。反応液
に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えた後、酢酸エチルで分液抽出し、有機層を飽和食
塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶
出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより化合物12Fを得た (45.8 mg、収率
70%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 9.80 (1H, s), 6.65 (1H, m), 4.50 (2H, s), 3.75 (2H, q, J 
= 6.0 Hz), 3.51-3.60 (6H, m), 2.78-2.83 (2H, m), 2.32 (3H, s), 1.21 (3H, t, J = 
6.9 Hz).
【０２５２】
(f) 2-クロロ-5-((2-エトキシエトキシ)メチル)-6-メチル-N-(3-(ピロリジン-1-イル)プ
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ロピル)ピリミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物12F (45.0 mg, 0.149 mmol)のメタノール (2 ml) 溶液に、ピロ
リジン (62.3 ul, 0.746 mmol)、シアノ水素化ホウ素ナトリウム（18.7 mg, 0.298 mmol
）、酢酸（34 ul, 0.745 mmol）を加え、8時間撹拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウ
ム水溶液を加えた後、酢酸エチルで分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去
した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン
：酢酸エチル) で精製することにより化合物12Gを得た (41.2 mg、収率77%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.89 (1H, m), 4.49 (2H, s), 3.47-3.55 (8H, m), 2.50-3.55 
(6H, m), 2.33 (3H, s), 1.77-1.81 (6H, m), 1.20 (3H, t, J = 7.2 Hz).
【０２５３】
（参考例３４）
N-(3,3-ジエトキシプロピル)-6-メチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-5-
(ピロリジン-1-イルメチル)ピリミジン-4-アミン
【０２５４】

【化４２】

【０２５５】
（a) 2-クロロ-5-(クロロメチル)-N-(3,3-ジエトキシプロピル)-6-メチルピリミジン-4-
アミン
　例えば、WO2005110416に記載の方法に準じて合成した化合物10A (322 mg, 1.52 mmol) 
のテトラヒドロフラン (8 ml) 溶液を0℃に冷却し、3,3-ジエトキシプロパン-1-アミン (
0.49 ml, 3.04 mmol)、炭酸カリウム (630 mg, 4.56 mmol) を加えた。3時間撹拌した後
、酢酸エチル-水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた
残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製
することにより化合物13Aを得た (141 mg、収率29%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 6.08-6.16 (1H, m), 4.64 (1H, t, J = 5.1 Hz), 4.43 (2H, s)
, 3.48-3.78 (6H, m), 2.40 (3H, s), 1.89-2.00 (2H, m), 1.24 (6H, t, J = 6.9 Hz).
【０２５６】
（b) 2-クロロ-N-(3,3-ジエトキシプロピル)-6-メチル-5-(ピロリジン-1-イルメチル)ピ
リミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物13A (128 mg, 0.397 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (2 ml)
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 溶液に、N,N-ジイソプロピルエチルアミン (0.35 ml, 1.99 mmol)、ピロリジン (0.33 m
l, 3.97 mmol) を加えた。2時間、50℃にて撹拌した後、酢酸エチル-水で分液抽出し、有
機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより化合物13Bを得た (1
21 mg、収率85%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.10-8.19 (1H, m), 4.55 (1H, t, J = 5.7 Hz), 3.59-3.73 (2
H, m), 3.43-3.56 (6H, m), 2.39-2.50 (4H, m), 2.30 (3H, s), 1.83-1.92 (2H, m), 1.
73-1.80 (4H, m), 1.20 (6H, t, J = 7.2 Hz).
【０２５７】
（c) N-(3,3-ジエトキシプロピル)-6-メチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニ
ル)-5-(ピロリジン-1-イルメチル)ピリミジン-4-アミン
　上記で得られた化合物13B (114.2 mg, 0.320 mmol) の1,4-ジオキサン (1.2 ml) 溶液
に、4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニルボロン酸 ピナコールエステル (116.0 mg, 
0.384 mmol)、3ｍｏｌ／ｌ－炭酸ナトリウム水溶液 (0.32 ml, 0.96 mmol)、テトラキス
トリフェニルホスフィンパラジウム (37.0 mg、0.032 mmol) を加え、マイクロウエーブ
照射下150℃にて攪拌した。1時間後、酢酸エチル－塩酸水で分液抽出し、水層を水酸化ナ
トリウム水溶液でpH=10とした。これを酢酸エチルで分液抽出し、有機層を飽和食塩水で
洗浄後、減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶
出溶媒；酢酸エチル：ヘキサン) で精製することにより表題化合物13Cを得た (163 mg、
収率100%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.28 (2H, d, J = 9.0 Hz), 7.57-7.64 (1H, m), 6.92 (2H, d,
 J = 9.0 Hz), 4.60 (1H, t, J = 5.7 Hz), 3.44-3.72 (8H, m), 3.23-3.30 (4H, m), 2.
53-2.59 (4H, m), 2.43-2.49 (4H, m), 2.40 (3H, s), 2.33 (3H, s), 1.89-2.00 (2H, m
), 1.71-1.78 (4H, m), 1.21 (6H, t, J = 7.2 Hz).
【０２５８】
（実施例１）
5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-(ピロリジン-1-イル)
プロピル)ピリミジン-4-アミン
【０２５９】
【化４３】

【０２６０】
　参考例2で得た化合物 (77.5 mg, 0.288 mmol) の 1,4-ジオキサン (2.0 ml) 溶液に、4
-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニルボロン酸 ピナコールエステル (104.6 mg, 0.346
 mmol)、3ｍｏｌ／ｌ炭酸ナトリウム水溶液 (0.29 ml, 0.87 mmol)、テトラキストリフェ
ニルホスフィンパラジウム (49.9 mg、0.432 mmol) を加え、マイクロウエーブ照射下120
℃にて攪拌した。2時間後、酢酸エチル－塩酸水で分液抽出し、水層を水酸化ナトリウム
水溶液でpH=10とした。これをクロロホルムで分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後
、減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒
；酢酸エチル：クロロホルム) で精製することにより表題化合物を得た (78 mg、収率66%
) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.27 (2H, d, J = 8.7 Hz), 6.92 (2H, d, J = 8.7 Hz), 6.57-
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6.65 (1H, m), 3.64-3.73 (2H, m), 3.23-3.30 (4H, m), 2.64-2.72 (2H, m), 2.51-2.62
 (8H, m), 2.38 (3H, s), 2.33 (3H, s), 1.96 (3H, s), 1.75-1.89 (6H, m).
【０２６１】
　　実施例２－２８：
　対応する原料化合物を用いて実施例１と同様に反応・処理し、表４に示す化合物を得た
。
【０２６２】
【表５】

【０２６３】



(62) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

【表６】

【０２６４】



(63) JP 2013-107824 A 2013.6.6

10

20

30

40

【表７】

【０２６５】
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【表８】

【０２６６】
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【表９】

【０２６７】
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【表１０】

【０２６８】
（実施例２９）
N1-(5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)ピリミジン-4-イル)プロ
パン-1,3-ジアミン　二塩酸塩
【０２６９】
【化４４】

【０２７０】
　参考例19で得た化合物4B (33.0 mg, 0.0726 mmol) のメタノール (2 ml)溶液に2ｍｏｌ
／ｌ－塩酸メタノール溶液 (0.22 ml, 0.44 mmol)を加え、60℃で５時間攪拌した。析出
した固体を濾取し、エーテルで洗浄し表題化合物を得た (31 mg、収率81%)。
1H-NMR (DMSO-d6,δ ppm): 13.32 (1H, brs), 11.08 (1H, brs), 8.72 (1H, brs), 8.24 
(2H, d, J = 9.0 Hz), 7.17 (2H, d, J = 8.7 Hz), 4.08-4.12 (2H, m), 3.66-3.68 (2H,
 m), 3.48-3.52 (2H, m), 3.23-3.34 (5H, m), 3.10-3.13 (2H, m), 2.81-2.84 (5H, m),
 2.51 (3H, s), 1.93-1.97 (2H, m).
【０２７１】
（実施例３０）
N1-(5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)ピリミジン-4-イル)-N3-
メチルプロパン-1,3-ジアミン
【０２７２】
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【化４５】

【０２７３】
　参考例19で得た化合物4B (31 mg, 0.068 mmol) のテトラヒドロフラン (1 ml)溶液に水
素化アルミニウムリチウム (13 mg, 0.34 mmol)を加え、４時間加熱還流を行った。室温
に冷却後、水 (0.3 ml)、5ｍｏｌ／ｌ－水酸化ナトリウム水溶液 (0.3 ml)、水 (0.9 ml)
を加え、反応溶液を濾過した後、減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラム
クロマトグラフィー (溶出溶媒；クロロホルム：メタノール) で精製することにより表題
化合物を得た (12 mg、収率48%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.25 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.92 (2H, d, J = 9.0 Hz), 5.79-
5.88 (1H, m), 3.63-3.73 (2H, m), 3.23-3.31 (4H, m), 2.69-2.76 (2H, m), 2.52-2.60
 (4H, m), 2.39 (3H, s), 2.38 (3H, s), 2.33 (3H, s), 1.97 (3H, s), 1.77-1.86 (2H,
 m).
【０２７４】
（実施例３１）
N1-(5,6-ジメチル-2-(4-((4-メチルピペラジン-1-イル)メチル)フェニル)ピリミジン-4-
イル)-N3,N3-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン
【０２７５】
【化４６】

【０２７６】
　参考例20で得た化合物5B (37 mg, 0.120 mmol)のテトラヒドロフラン(1 ml)溶液に、1-
メチルピペラジン (39 ul, 0.352 mmol)、水素化トリアセトキシホウ素ナトリウム (38 m
g, 0.18 mmol)を加え、室温にて攪拌した。終夜反応後、酢酸エチル－飽和炭酸水素ナト
リウム水溶液で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査
をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エチル：クロロホルム) 
で精製することにより表題化合物を得た (14.5 mg、収率30%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.28 (2H, d, J = 8.4 Hz), 7.34 (2H, d, J = 8.4 Hz), 6.60-
6.64 (1H, m), 3.64-3.71 (2H, m), 3.52 (2H, s), 2.37-2.55 (13H, m), 2.28 (6H, s),
 2.26 (3H, s), 1.97 (3H, s), 1.77-1.86 (2H, m).
【０２７７】
　　実施例３２－４１：
　対応する原料化合物を用いて実施例３１と同様に反応・処理し、表５に示す化合物を得
た。
【０２７８】
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【表１１】

【０２７９】
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【表１２】

【０２８０】
（実施例４２）
2-((5,6-ジメチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)ピリミジン-4-イル)(3-
モルホリノプロピル)アミノ)エタノール
【０２８１】
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【化４７】

【０２８２】
　参考例25で得た化合物7C (40 mg, 0.069 mmol) のメタノール (1 ml)溶液に2ｍｏｌ／
ｌ－塩酸メタノール溶液 (0.40 ml, 0.80 mmol)を加え、室温で４時間攪拌した。クロロ
ホルム－水酸化ナトリウム水溶液で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去
した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エチ
ル：クロロホルム) で精製することにより表題化合物を得た (22.1 mg、収率68%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.22 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.94 (2H, d, J = 9.0 Hz), 3.89-
3.92 (2H, m), 3.70-3.73 (4H, m), 3.55 (2H, t, J = 6.6 Hz), 3.42-3.45 (2H, m), 3.
26-3.30 (4H, m), 2.54-2.58 (4H, m), 2.44 (3H, s), 2.39 (6H, m), 2.33 (3H, s), 2.
17 (3H, s), 1.79-1.86 (2H, m).
【０２８３】
（実施例４３）
6-クロロ-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピル)ピリ
ミジン-4-アミン
【０２８４】
【化４８】

【０２８５】
　参考例31で得た化合物 (521 mg, 1.79 mmol) の 1,4-ジオキサン (5.0 ml) 溶液に、4-
(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニルボロン酸 ピナコールエステル (541 mg, 1.79 mmo
l)、3ｍｏｌ／ｌ-炭酸ナトリウム水溶液 (1.8 ml, 5.4 mmol)、テトラキストリフェニル
ホスフィンパラジウム (207 mg、0.018 mmol) を加え、マイクロウエーブ照射下120℃に
て攪拌した。2時間後、クロロホルム－塩酸水で分液抽出し、水層を水酸化ナトリウム水
溶液でpH=10とした。これをクロロホルムで分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、
減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；
酢酸エチル：クロロホルム) で精製することにより表題化合物を得た (231 mg、収率30%)
 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.23 (2H, d, J = 8.7 Hz), 6.90 (2H, d, J = 8.7 Hz ), 6.30
 (1H, brs), 6.13 (1H, s), 3.71-3.78 (4H, m), 3.36-3.56 (2H, m), 3,26-3.35 (4H, m
), 2.52-2.58 (4H, m), 2.42-2.52 (6H, m), 2.33 (3H, s), 1.73-1.83 (2H, m).
【０２８６】
（実施例４４）
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6-メチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピル)ピリ
ミジン-4-アミン
【０２８７】
【化４９】

【０２８８】
　実施例43で得た化合物 (30 mg, 0.070 mmol) のテトラヒドロフラン (1 ml) 溶液に、
ビス(トリ t-ブチルホスフィン)パラジウム (7.1 mg, 0.014 mmol)、1ｍｏｌ／ｌ-ジメチ
ル亜鉛 テトラヒドロフラン溶液 (0.42 ml, 0.42 mmol)を加え、室温にて攪拌した。8時
間後、クロロホルム－飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で分液抽出し、有機層を飽和食塩水
で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (
溶出溶媒；クロロホルム：メタノール) で精製することにより表題化合物を得た (9.2 mg
、収率32%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.25 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.93 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.00 
(1H, s), 5.79 (1H, m), 3.70-3.80 (4H, m), 3.41-3.53 (2H, m), 3.27-3.35 (4H, m), 
2.56-2.64 (4H, m), 2.43-2.53 (6H, m), 2.37 (3H, s), 2.36 (3H, s), 1.76-1.86 (2H,
 m).
【０２８９】
（実施例４５）
6-シアノ-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピル)ピリ
ミジン-4-アミン
【０２９０】

【化５０】

【０２９１】
　実施例43で得た化合物 (35.0 mg, 0.081 mmol) の N,N-ジメチルホルムアミド (1 ml)
溶液に、シアン化亜鉛 (28.6 mg, 0.244 mmol)、ビス(トリ t-ブチルホスフィン)パラジ
ウム (4.2 mg、0.0081 mmol) を加え、マイクロウエーブ照射下150℃にて攪拌した。2時
間後、クロロホルム－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得
られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；酢酸エチル：クロ
ロホルム) で精製することにより表題化合物を得た (4.1 mg、収率12%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.25 (2H, d, J = 8.7 Hz), 6.92 (2H, d, J = 8.7 Hz), 6.82 
(1H, m), 6.43 (1H, s), 3.57-3.81 (6H, m), 3.31-3.39 (4H, m), 2.46-2.65 (10H, m),
 2.38 (3H, s), 1.77-1.87 (2H, m).
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【０２９２】
（実施例４６）
6-ジメチルアミノ-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピ
ル)ピリミジン-4-アミン
【０２９３】
【化５１】

【０２９４】
　実施例43で得た化合物 (25.0 mg, 0.058 mmol) の N,N-ジメチルホルムアミド (1 ml)
溶液に、9.5ｍｏｌ／ｌ-ジメチルアミン水溶液 (0.061 ml, 0.58 mmol)、N,N-ジイソプロ
ピルエチルアミン (0.052 ml, 0.29 mmol) を加え、マイクロウエーブ照射下140℃にて攪
拌した。1.5時間後、酢酸エチル－塩酸水で分液抽出し、水層を水酸化ナトリウム水溶液
でpH=10とした。これをクロロホルムで分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧
留去し表題化合物を得た (5.8 mg、収率23%) 。
1H-NMR (CDCl3，δ ppm): 8.26 (2H, d, J = 9.0 Hz), 7.23 (1H, m), 6.92 (2H, d, J =
 9.0 Hz), 5.19 (1H, s), 3.70-3.76 (4H, m), 3.23-3.37 (6H, m), 3.15 (6H, s), 2.53
-2.59 (4H, m), 2.41-2.50 (6H, m), 2.33 (3H, s), 1.75-1.85 (2H, m).
【０２９５】
（実施例４７）
6-エトキシ-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピル)ピ
リミジン-4-アミン
【０２９６】
【化５２】

【０２９７】
　実施例43で得た化合物 (20 mg, 0.046 mmol) のエタノール (1 ml) 溶液に、20%ナトリ
ウムエトキシド エタノール溶液 (0.10 ml) を加え、加熱還流した。14時間後、酢酸エチ
ル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をアミ
ノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；クロロホルム：酢酸エチル) で精製
することにより表題化合物を得た (14.5 mg、収率72%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.25 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.92 (2H, d, J = 9.0 Hz), 5.65-
5.67 (1H, m), 5.48 (1H, s), 4.42 (2H, q, J = 7.2 Hz), 3.71-3.77 (4H, m), 3.26-3.
40 (6H, m), 2.54-2.61 (4H, m), 2.41-2.50 (6H, m), 2.35 (3H, s), 1.73-1.83 (2H, m
), 1.39 (3H, t, J = 7.2 Hz).
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【０２９８】
（実施例４８）
6-クロロ-5-シクロペンチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホ
リノプロピル)ピリミジン-4-アミン
【０２９９】
【化５３】

【０３００】
　参考例32で得られた化合物11Cを用いて、実施例43と同様の方法にて合成し、表題化合
物を得た。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.23 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.90 (2H, d, J = 9.0 Hz), 5.52-
5.58 (1H, m), 3.63-3.75 (6H, m), 3.40-3.53 (1H, m), 3.24-3.34 (4H, m), 2.53-2.59
 (4H, m), 2.42-2.50 (6H, m), 2.33 (3H, s), 1.67-1.95 (10H, m).
【０３０１】
　　実施例４９－５０：
　実施例48で得た化合物を用いて実施例44と同様に反応・処理し、表６に示す化合物を得
た。
【０３０２】
【表１３】

【０３０３】
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（実施例５１）
6-エトキシ-5-シクロペンチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モル
ホリノプロピル)ピリミジン-4-アミン
【０３０４】
【化５４】

【０３０５】
　実施例48で得た化合物を用いて実施例47と同様に反応・処理し、表題化合物を得た。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.26 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.92 (2H, d, J = 9.0 Hz), 5.66-
5.70 (1H, m), 4.46 (2H, q, J = 6.9 Hz), 3.70-3.77 (4H, m), 3.61-3.68 (2H, m), 3.
25-3.31 (4H, m), 2.92-3.03 (1H, m), 2.55-2.62 (4H, m), 2.44-2.53 (6H, m), 2.35 (
3H, s), 1.73-1.94 (10H, m) 1.36 (3H, t, J = 6.9 Hz).
【０３０６】
（実施例５２）
6-メチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-モルホリノプロピル)-5-(
ピロリジン-1-イルメチル)ピリミジン-4-アミン
【０３０７】
【化５５】

【０３０８】
　参考例34で得られた化合物13C (161 mg, 0.32 mmol) のテトラヒドロフラン (3 ml) 溶
液に5ｍｏｌ／ｌ－塩酸水溶液 (0.25 ml, 1.25 mmol) を加え、室温で3時間攪拌した。水
酸化ナトリウム水溶液で中和した後、酢酸エチルで分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗
浄後、減圧留去した。得られた粗生成物のメタノール (1 ml) 溶液に、モルホリン (0.06
2 ml, 0.71 mmol)、シアノ水素化ホウ素ナトリウム (26.8 mg, 0.42 mmol)、酢酸 (0.043
 ml) を加えた。4時間室温にて撹拌した後、酢酸エチル-水で分液抽出し、有機層を飽和
食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフ
ィー (溶出溶媒；ヘキサン：酢酸エチル) で精製することにより表題化合物を得た (8.3 
mg、収率11%) 。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.27 (2H, d, J = 9.0 Hz), 7.61-7.67 (1H, m), 6.93 (2H, d,
 J = 9.0 Hz), 3.69-3.73 (4H, m), 3.55-3.63 (4H, m), 3.25-3.31 (4H, m), 2.54-2.60
 (4H, m), 2.40-2.50 (10H, m), 2.40 (3H, s), 2.34 (3H, s), 1.73-1.87 (6H, m).
【０３０９】
（実施例５３）
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6-メチル-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)フェニル)-N-(3-(ピロリジン-1-イル)プロ
ピル)-5-(ピロリジン-1-イルメチル)ピリミジン-4-アミン
【０３１０】
【化５６】

【０３１１】
　実施例52と同様の方法にて、導入するアミンとしてピロリジンを用いることにより表題
化合物を得た。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.28 (2H, d, J = 9.0 Hz), 7.62-7.68 (1H, m), 6.93 (2H, d,
 J = 9.0 Hz), 3.56-3.63 (4H, m), 3.37-3.46 (2H, m), 3.25-3.30 (4H, m), 2.45-2.59
 (12H, m), 2.40 (3H, s), 2.34 (3H, s), 1.73-1.98 (10H, m).
【０３１２】
（実施例５４）
5,6-ジメチル-N-(3-モルホリンプロピル)-2-(4-(ピペラジン-1-イル)フェニル)ピリミジ
ン-4-アミン
【０３１３】

【化５７】

【０３１４】
　参考例1で得た化合物1B (115 mg, 0.40 mmol) の 1,4-ジオキサン (4 ml)溶液に、4-(4
-Boc-ピペラジン-1-イル)フェニルボロン酸 ピナコールエステル (220 mg, 0.57 mmol)、
3ｍｏｌ／ｌ－炭酸ナトリウム水溶液 (0.40, 1.2 mmol)、テトラキストリフェニルホスフ
ィンパラジウム (46 mg、0.040 mmol) を加え、マイクロウエーブ照射下120℃にて攪拌し
た。1.5時間後、酢酸エチル－水で分液抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去
した。得られた残査をアミノシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；ヘキサン
：酢酸エチル) で精製した。得られた化合物をメタノール (1 ml) に溶かし、2ｍｏｌ／
ｌ-塩酸メタノール (2.5 ml)を加えた。終夜、室温で攪拌後、クロロホルム－塩酸水で分
液抽出し、水層を水酸化ナトリウム水溶液でpH=10とした。これをクロロホルムで分液抽
出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、減圧留去した。得られた残査をアミノシリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー (溶出溶媒；クロロホルム:メタノール) で精製することにより
表題化合物を得た (90 mg、収率60%)。
1H-NMR (CDCl3,δ ppm): 8.27 (2H, d, J = 9.0 Hz), 6.92 (2H, d, J = 9.0 Hz), 5.85-
5.89 (1H, m), 3.64-3.82 (6H, m), 3.17-3.25 (4H, m), 2.99-3.08 (4H, m), 2.45-2.58
 (6H, m), 2.40 (3H, s), 2.03 (3H, s), 1.79-1.89 (2H, m).
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【０３１５】
　次に、代表的な本発明の化合物の薬理作用について試験例により具体的に説明する。
試験例１：ヒトＴＬＲ9 レポータージーン試験
　ＨＥＫ293細胞安定ヒトＴＬＲ9発現株(ヒトＴＬＲ9-293細胞)を起眠し、細胞の状態が
安定するまで継代を繰り返した。細胞の培養は、CO2インキュベーター内(37℃、5% CO2)
に放置した。細胞の回収はトリプシン-ＥＤＴＡを用いて細胞を剥離し、遠心後の細胞ペ
レットを増殖培地に懸濁した。3×105 cells/mLに調製したヒトＴＬＲ9-293細胞を6穴コ
ラーゲンプレートに播種し、一晩培養した。NF-κB-ルシフェラーゼ遺伝子を細胞に導入
し、一晩培養した。NF-κB-ルシフェラーゼ遺伝子導入細胞を6.25×105 cells/mLに調製
し、96穴ブラックプレートに80 μL/wellで播種した(5×104 cells/well)。被験物質(最
終濃度：1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 nM)及び、CpG2006(最終濃度150 nM)を各々10 μ
Lずつ添加後、6時間培養した。Bright-Glo調製液を100 μL/well添加し、遮光下で1分間
放置した。ルミノメーターを用いて発光を測定し、各被験物質の50%阻害率(IC50値)を算
出し、表７に示した。
【０３１６】
【表１４】

【０３１７】
　表7に示すように、本発明の化合物はNF-kB阻害試験において強い阻害作用を示した。実
施例1、2、3、9、12、13、15、17、20、21、23、30、52、53および54の化合物は、特に強
い阻害作用を示した。
【０３１８】
試験例２：マウス脾臓細胞を用いたCpG誘発IL-6産生阻害試験
　マウス脾臓細胞を以下の通り調製した。C57BL/6マウス(♀)から摘出した脾臓を外科用
はさみで分割し、スライドガラスのすり部分ですりつぶした。遠心後、ACKを用いて溶血
処理を行った。培地を加えてACKの反応を止め、遠心を行った。細胞を1×107 cells/mLに
調製し、96穴プレートに100 μL/wellで播種した(1×106 cells/well)。被験物質(最終濃
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添加し、CO2インキュベーター(37℃、5% CO2)内で24時間培養した。ELISA kitを用いて培
養上清中のIL-6産生量を測定し、各被験物質の50%阻害率(IC50値)を算出し、表8に示した
。
【０３１９】
【表１５】

【０３２０】
　表8に示すように、本発明の化合物はIL-6産生阻害試験において強い阻害作用を示した
。また、表7に示したNF-kB阻害試験で高い活性値を示した化合物も上記実施例3、12およ
び17と同様に強いIL-6産生阻害作用を示した。
【産業上の利用可能性】
【０３２１】
　以上で説明したように、式（Ｉ）で表される誘導体、またはその製薬学上許容される塩
は、自己免疫疾患の予防および／または治療、具体的には自己免疫疾が関与する患（炎症
、アレルギー、喘息、移植片拒絶、移植片対宿主病、感染症、癌）、免疫不全症または神
経変性疾患（アルツハイマー、パーキンソン病など）の予防薬および／または治療薬とし
て利用しうる。また、選択的にＴＬＲを阻害するようなＴＬＲ阻害剤を見出すことで、セ
プシス、特に重症セプシスの予防および／または治療にも有効な医薬品として利用しうる
。
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