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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式
【化１】

［式中、Ｒ1は置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよいアミノ
基または置換基を有していてもよい複素環基、
Ｒ2は水素原子または置換基を有していてもよい炭化水素基、
Ｒ3は水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基または置換基を有していてもよい
複素環基、
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【化２】

（式中、Ａ環は置換基を有していてもよい５ないし７員の酸素原子を含む複素環、
Ｂ環は置換基を有していてもよいベンゼン環、
Ｒ4は水素原子または置換基を有していてもよい炭化水素基、および、
Ｒ4'は置換基を有していてもよい炭化水素基を示す）、および、
ｍは１ないし４の整数を示す]で表される化合物またはその塩（ただし、（Ｓ）－Ｎ－［
２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル
）エチル］プロピオンアミドを除く）。
【請求項２】
　Ｒ1が（i）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されていて
もよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基
、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ1-6

アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、
ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル基、Ｃ6-10アリー
ル基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カル
ボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキル基、（b）Ｃ2-6

アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基または（e）Ｃ6-1

4アリール基、
（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されていてもよい
Ｃ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－
Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコ
キシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1

-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ

6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カルボニルア
ミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキル基、（b）Ｃ2-6アルケニ
ル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基または（e）Ｃ6-14アリー
ル基を１または２個有していてもよいアミノ基、または
（iii）ハロゲン原子、Ｃ1-6アルキル基、Ｃ3-6シクロアルキル基、Ｃ2-6アルキニル基、
Ｃ2-6アルケニル基、Ｃ7-11アラルキル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ1-6アルコキシ基、Ｃ6-

10アリールオキシ基、ホルミル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ6-10アリール－カ
ルボニル基、ホルミルオキシ基、Ｃ1-6アルキル－カルボニルオキシ基、Ｃ6-10アリール
－カルボニルオキシ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、Ｃ7-11アラ
ルキルオキシ－カルボニル基、カルバモイル基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-4アル
キル基、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、
ジ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、３ないし６員の環状アミノ基、Ｃ1-3アルキレンジオキシ基
、ヒドロキシ基、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、スルホ基、スルフィノ基、ホスホ
ノ基、スルファモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキルス
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ルファモイル基、Ｃ1-6アルキルチオ基、Ｃ6-10アリールチオ基、Ｃ1-6アルキルスルフィ
ニル基、Ｃ6-10アリールスルフィニル基、Ｃ1-6アルキルスルホニル基またはＣ6-10アリ
ールスルホニル基で１ないし５個置換されていてもよい、炭素原子以外に、窒素原子、酸
素原子および硫黄原子から選ばれたヘテロ原子を１ないし３個含む５ないし１４員の複素
環基；
Ｒ2が（i）水素原子または（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハ
ロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-

6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カ
ルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－
カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル
基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-

6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキ
ル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基
または（e）Ｃ6-14アリール基；Ｒ3が（i）水素原子、（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、
シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキ
シ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキ
シル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル
基、モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-

10アリール－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲ
ン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されてい
てもよい（a）Ｃ1-6アルキル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（
d）Ｃ3-6シクロアルキル基または（e）Ｃ6-14アリール基、または（iii）ハロゲン原子、
Ｃ1-6アルキル基、Ｃ3-6シクロアルキル基、Ｃ2-6アルキニル基、Ｃ2-6アルケニル基、Ｃ

7-11アラルキル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ1-6アルコキシ基、Ｃ6-10アリールオキシ基、
ホルミル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ6-10アリール－カルボニル基、ホルミル
オキシ基、Ｃ1-6アルキル－カルボニルオキシ基、Ｃ6-10アリール－カルボニルオキシ基
、カルボキシル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、Ｃ7-11アラルキルオキシ－カルボ
ニル基、カルバモイル基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-4アルキル基、オキソ基、ア
ミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-4アルキルアミ
ノ基、３ないし６員の環状アミノ基、Ｃ1-3アルキレンジオキシ基、ヒドロキシ基、ニト
ロ基、シアノ基、メルカプト基、スルホ基、スルフィノ基、ホスホノ基、スルファモイル
基、モノ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基、Ｃ1-

6アルキルチオ基、Ｃ6-10アリールチオ基、Ｃ1-6アルキルスルフィニル基、Ｃ6-10アリー
ルスルフィニル基、Ｃ1-6アルキルスルホニル基またはＣ6-10アリールスルホニル基で１
ないし５個置換されていてもよい、炭素原子以外に、窒素原子、酸素原子および硫黄原子
から選ばれたヘテロ原子を１ないし３個含む５ないし１４員の複素環基；
Ｒ4が（i）水素原子または（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハ
ロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-

6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カ
ルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－
カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル
基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-

6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキ
ル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基
または（e）Ｃ6-14アリール基；Ａ環が（i）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロ
キシ基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、
モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6ア
ルキル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6

アルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カ
ルバモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていて
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もよいＣ1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ

1-6アルキル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロ
アルキル基または（e）Ｃ6-14アリール基、（ii）ハロゲン原子、（iii）Ｃ1-6アルコキ
シ基、（iv）Ｃ6-10アリールオキシ基、（v）ホルミル基、（vi）Ｃ1-6アルキル－カルボ
ニル基、（vii）Ｃ6-10アリール－カルボニル基、（viii）ホルミルオキシ着、（ix）Ｃ1

-6アルキル－カルボニルオキシ基、（x）Ｃ6-10アリール－カルボニルオキシ基、（xi）
カルボキシル基、（xii）Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、（xiii）Ｃ7-11アラルキルオ
キシ－カルボニル基、（xiv）カルバモイル基、（xv）ハロゲン化されていてもよいＣ1-4

アルキル基、（xvi）オキソ基、（xvii）アミジノ基、（xviii）イミノ基、（xix）アミ
ノ基、（xx）モノ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、（xxi）ジ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、（xxi
i）３ないし６員の環状アミノ基、（xxiii）Ｃ1-3アルキレンジオキシ基、（xxiv）ヒド
ロキシ基、（xxv）ニトロ基、（xxvi）シアノ基、（xxvii）メルカプト基、（xxviii）ス
ルホ基、（xxix）スルフィノ基、（xxx）ホスホノ基、（xxxi）スルファモイル基、（xxx
ii）モノ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基、（xxxiii）ジ－Ｃ1-6アルキルスルファモイ
ル基、（xxxiv）Ｃ1-6アルキルチオ基、（xxxv）Ｃ6-10アリールチオ基、（xxxvi）Ｃ1-6

アルキルスルフィニル基、（xxxvii）Ｃ6-10アリールスルフィニル基、（xxxviii）Ｃ1-6

アルキルスルホニル基または（xxxix）Ｃ6-10アリールスルホニル基で１ないし４個置換
されていてもよい、炭素原子および酸素原子以外に、窒素原子、酸素原子および硫黄原子
から選ばれたヘテロ原子を１ないし３個含んでいてもよい５ないし７員の複素環；および
Ｂ環が（i）ハロゲン原子、（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、
ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ

1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－
カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル
－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイ
ル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ

1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アル
キル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル
基または（e）Ｃ6-14アリール基、（iii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキ
シ基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モ
ノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アル
キル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6ア
ルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カル
バモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていても
よいＣ1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-

6アルキル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロア
ルキル基または（e）Ｃ6-14アリール基を１または２個有していてもよいアミノ基、（iv
）Ｃ1-6アルカノイルアミノ基、（v）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基
、ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－
Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル
－カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキ
ル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモ
イル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよい
Ｃ1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし３個置換されていてもよいＣ1-6アルコキ
シ基または（vi）Ｃ1-3アルキレンジオキシ基で１ないし２個置換されていてもよいベン
ゼン環である請求項１記載の化合物。
【請求項３】
　式
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【化３】

［式中、Ａ'環は置換基を有していてもよい酸素原子を含む複素環、
ｎは０ないし２の整数、
【化４】

Ｘは、ＣＨＲ4またはＮＲ4、
Ｙは、ＣまたはＣＨ、
その他の各記号は請求項１記載と同意義を示す（但し、
【化５】

が二重結合である場合は、ＮＲ4におけるＲ4は置換基を有していてもよい炭化水素基であ
る）］で表される請求項１記載の化合物。
【請求項４】
　Ｒ1が
（i）置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基、
（ii）置換基を有していてもよいＣ3-6シクロアルキル基、
（iii）置換基を有していてもよいＣ2-6アルケニル基、
（iv）置換基を有していてもよいＣ6-14アリール基、
（v）置換基を有していてもよい、モノ－またはジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、
（vi）置換基を有していてもよいＣ6-14アリールアミノ基、または
（vii）置換基を有していてもよい５または６員含窒素複素環基である請求項１記載の化
合物。
【請求項５】
　Ｒ1がハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基である請求項１記載の化合物。
【請求項６】
　Ｒ2が水素原子または置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基である請求項１記載の
化合物。
【請求項７】
　Ｒ2が水素原子である請求項１記載の化合物。
【請求項８】
　Ｒ3が水素原子または置換基を有していてもよい炭化水素基である請求項１記載の化合
物。
【請求項９】
　Ｒ3が水素原子である請求項１記載の化合物。
【請求項１０】
　Ｒ4が水素原子または置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基である請求項１記載の
化合物。
【請求項１１】
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【化６】

【化７】

（式中、Ｒ3およびＲ4は請求項１記載と同意義を示す）である請求項１記載の化合物。
【請求項１２】
【化８】

【化９】

（式中、Ｒ3およびＲ4は請求項１記載と同意義を示す）である請求項１記載の化合物。
【請求項１３】
　Ｒ4が水素原子である請求項１２記載の化合物。
【請求項１４】

【化１０】
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【化１１】

（式中、Ｒ3、Ｒ4およびＲ4'は請求項１記載と同意義を示す）である請求項１記載の化合
物。
【請求項１５】
　ｍが２である請求項１記載の化合物。
【請求項１６】
　Ａ環がジヒドロフラン環である請求項１記載の化合物。
【請求項１７】
　Ａ環が無置換である請求項１記載の化合物。
【請求項１８】
　Ｂ環が無置換である請求項１記載の化合物。
【請求項１９】
　ｎが０または１である請求項３記載の化合物。
【請求項２０】
　式

【化１２】

Ｒ3aは水素原子またはフェニル基、Ｅaは ＣＨ2ＣＨ2、ＣＨ＝ＣＨ、ＣＨ2Ｏ、ＣＨ＝Ｎ
、ＣＯＮＨ またはＣＨ2ＮＨ、ｎaは０または１、Ａ''環はヒドロキシ基で置換されてい
てもよいＣ1-6アルキル基１または２個を有していてもよい酸素原子を含む５または６員
複素環、およびＢ'環はハロゲン原子で置換されていてもよいベンゼン環を示す、但し、
Ｒ３ａが水素原子であるとき、

【化１３】
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【化１４】

【請求項２１】
【化１５】

が単結合およびＸ‘がＮＨである請求項２０記載の化合物。
【請求項２２】
　Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－
８－イル）エチル］プロピオンアミドである請求項１記載の化合物。
【請求項２３】
　Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－
８－イル）エチル］ブチルアミドである請求項１記載の化合物。
【請求項２４】
　Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン
－８－イル）エチル］プロピオンアミドである請求項１記載の化合物。
【請求項２５】
　Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン
－８－イル）エチル］ブチルアミドである請求項１記載の化合物。
【請求項２６】
　式（i）

【化１６】

［式中、ＸはＣＨＲ4またはＮＲ4（Ｒ4は水素原子または置換基を有していてもよい炭化
水素基を示す）を示し、その他の各記号は請求項１記載と同意義を示す］、または
（ii）
【化１７】

［式中、各記号は請求項１記載と同意義を示す］で表される化合物またはその塩と式 Ｒ1

ＣＯＯＨ（式中、Ｒ1は請求項１記載と同意義を示す）で表される化合物、その塩または
その反応性誘導体とを反応させ、所望に応じ、さらに還元反応および（または）アルキル
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【化１８】

［式中、各記号は請求項１記載と同意義を示す］で表される化合物またはその塩の製造法
。
【請求項２７】
　式

【化１９】

［式中、Ｒ5は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基
を有していてもよいアルコキシ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、シアノ基または置換基を有
していてもよいアミノ基、Ｌは脱離基、その他の各記号は請求項３記載と同意義を示す、
但し、Ｒ３が水素原子であるとき、

【化２０】

【化２１】
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［式中、各記号は請求項３記載と同意義を示す］で表される化合物またはその塩の製造法
。
【請求項２８】
　式
【化２３】

［式中、ＸはＣＨＲ4またはＮＲ4を示し、その他の各記号は請求項１記載と同意義を示す
］で表わされる化合物またはその塩。
【請求項２９】
　式
【化２４】

［式中、ＸaはＣＨＲ4aまたはＮＲ4a（Ｒ4aは水素原子または置換基を有していてもよい
炭化水素基を示す）、ＹaはＣまたはＣＨ（但し、ＸaがＮＨまたはＮＣＨ３を示す場合、
ＹaはＣＨである）を示し、その他の各記号は請求項１記載と同意義を示す、但し、Ｒ３

が水素原子であるとき、

【化２５】
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【化２６】

【請求項３０】
　（Ｅ）-(１,６,７,８-テトラヒドロ-２Ｈ-インデノ[５,４-ｂ]フラン-８-イリデン）ア
セトニトリル。
【請求項３１】
　式

【化２７】

［式中、各記号は請求項１記載と同意義を示す。］で表される化合物またはその塩を含有
してなる医薬組成物。
【請求項３２】
　メラトニン受容体親和性組成物である請求項３１記載の組成物。
【請求項３３】
　生体リズム調節剤である請求項３２記載の組成物。
【請求項３４】
　睡眠覚醒リズム調節剤である請求項３２記載の組成物。
【請求項３５】
　時差ボケ調節剤である請求項３２記載の組成物。
【請求項３６】
　睡眠障害治療剤である請求項３２記載の組成物。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、優れたメラトニン受容体親和性を有する三環性化合物、その製造法および剤に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
メラトニン（Ｎ－アセチル－５－メトキシトリプタミン）は主に脳の松果体で合成、分泌
されるホルモンで、暗環境で増加し、明環境で減少する。メラトニンは色素細胞や女性生
殖腺に抑制的に働き、また光周期情報伝達に関与して生物時計の同調因子として作用して
いる。それゆえメラトニンは、生殖及び内分泌障害、睡眠－覚醒リズム障害、時差ボケ、
老化に伴う各種障害等のメラトニン活性と関連した疾患の治療に用いることが考えられて
いる。
また、最近ではメラトニンの生成量が老化とともに減少することが明らかになっており、
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 メラトニンの生成量を維持することにより、 老化そのものを防止できるとの報告〔アン
ナールズ　オブ　ザ　ニューヨーク　アカデミー　オブ　サイエンスイズ（Ann．N．Y．A
cad．Sci．），719巻，456-460頁（1994）〕もある。 しかしながら、メラトニンは生体
内の代謝酵素により容易に代謝されること〔臨床検査　38巻，11号，282-284頁, 1994年
〕が報告されていることから薬物として適しているとは言えない。
【０００３】
メラトニン作用物質またはその拮抗物質として、
（１）ＥＰ－Ａ－５７８６２０には
【化１７】

で表される化合物が、
（２）ＵＳ－４１１６７５には
【化１８】

で表される化合物が、
（３）ＥＰ－Ａ－４４７２８５には
【化１９】

で表される化合物が、
（４）ＦＲ－０１４６３０には
【化２０】

で表される化合物が、
（５）ＥＰ－Ａ－５９１０５７には
【化２１】
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（６）ＥＰ－Ａ－５２７６８７には
【化２２】

で表される化合物が、
（７）ＥＰ－Ａ－５０６５３９には
【化２３】

で表される化合物がそれぞれ開示されている。
また、環状エーテル部分を有する三環性以上の多環性化合物としては、
（１）テトラヘドロン・レターズ（Tetrahedron Lett.）、３６巻、７０１９頁（１９９
５年）に
【化２４】

で表される化合物が、
（２）ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー（J.Med.Chem.）、３５巻、３６
２５頁（１９９２年）に
【化２５】
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（３）テトラヘドロン（Tetrahedron）、４８巻、１０３９頁（１９９２年）に
【化２６】

で表される化合物が、
（４）テトラヘドロン・レターズ（Tetrahedron Lett.）、３２巻、３３４５頁（１９９
１年）に
【化２７】

で表される化合物が、
（５）バイオオーガニック・ケミストリー（Bioorg.Chem.）、１８巻、２９１頁（１９９
０）に
【化２８】
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（６）ジャーナル・オブ・エレクトロアナリティカル・ケミストリー・オブ・インターフ
ェイシアル・エレクトロケミストリー（J.Electroanal.Chem.Interfacial Electrochem.
）２７８巻、２４９頁（１９９０）に
【化２９】

で表される化合物が記載されている。
しかしながら、これらの化合物とメラトニン受容体との関係については全く報告されてい
ない。
【０００４】
また、三環性のメラトニン受容体親和性化合物として
【化３０】

［式中、Ｒ1は水素原子、ハロゲン原子またはＣ1-6アルキル基、
Ｒ2は－ＣＲ3Ｒ4（ＣＨ2）ｐＮＲ5ＣＯＲ6〔Ｒ3，Ｒ4およびＲ5はそれぞれ同一または異
なって、水素原子またはＣ1-6アルキル基、Ｒ6はＣ1-6アルキル基またはＣ3-7シクロアル
キル基を示す。〕、
ｎは２ないし４の整数およびｐは１ないし４の整数を示す。］で表される化合物（ＷＯ－
Ａ－９５１７４０５）および
【化３１】
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［式中、Ｒ1は－ＣＲ3Ｒ4（ＣＨ2）ｐＮＲ5ＣＯＲ6〔Ｒ3，Ｒ4およびＲ5はそれぞれ同一
または異なって、水素原子またはＣ1-6アルキル基、Ｒ6はＣ1-6アルキル基またはＣ3-7シ
クロアルキル基を示す。〕、
Ｒ2は水素原子、ハロゲン原子、Ｃ1-6アルキル基、ＯＲ7またはＣＯ2Ｒ

7〔Ｒ7は水素原子
またはＣ1-6アルキル基を示す。〕（但し、ｑが２の場合、Ｒ2は同一または異なって水素
原子、ハロゲン原子、Ｃ1-6アルキル基、ＯＲ7またはＣＯ2Ｒ

7を示す）、
ｎは０ないし２の整数、ｐは１ないし４の整数およびｑは１または２を示す］で表される
化合物（ＷＯ－Ａ－９５２９１７３）が知られている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
メラトニンと構造が異なり、メラトニン受容体に対する親和性に優れ、脳内移行性、代謝
安定性にも優れたメラトニンアゴニストは、治療上メラトニンよりも優れた効果を期待す
ることができる。
現状では、メラトニン受容体活性、代謝安定性、および脳内移行性等の点で十分満足でき
るものが見いだされていない。そこで、上記の公知化合物とは化学構造が異なり、優れた
メラトニン受容体作動活性または拮抗活性を有し、医薬品として十分満足できる化合物の
開発が切望されている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、種々検討した結果、式
【化３２】

［式中、各記号は下記と同意義を示す］で表される基本骨格部分のＹに、Ｒ1－ＣＯ－ア
ミノ－Ｃ1-4アルキレン基（Ｒ1は下記と同意義を示す）を有することに化学構造上の特徴
を有する、式
【化３３】

［式中、Ｒ1は置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよいアミノ
基または置換基を有していてもよい複素環基、
Ｒ2は水素原子または置換基を有していてもよい炭化水素基、
Ｒ3は水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基または置換基を有していてもよい
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複素環基、
ＸはＣＨＲ4、ＮＲ4、ＯまたはＳ（Ｒ4は水素原子または置換基を有していてもよい炭化
水素基を示す。）、
【化３４】

Ａ環は置換基を有していてもよい５ないし７員の酸素原子を含む複素環、
Ｂ環は置換基を有していてもよいベンゼン環、および
ｍは１ないし４の整数を示す］で表される新規な化合物またはその塩〔以下、化合物（I
）と略記〕の創製に初めて成功し、さらにこの化合物（I）が予想外にもメラトニンアゴ
ニストとしての優れた性質を有しており、医薬として十分満足できるものであることを見
出し、これらの知見に基づいて本発明を完成した。
【０００７】
即ち、本発明は、
（１）化合物（Ｉ）、
（２）Ｒ1が（i）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されて
いてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミ
ノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ

1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基
、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル基、Ｃ6-10アリ
ール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カ
ルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキル基、（b）Ｃ2

-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基または（e）Ｃ6

-14アリール基、
（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されていてもよい
Ｃ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－
Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコ
キシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1

-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ

6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カルボニルア
ミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキル基、（b）Ｃ2-6アルケニ
ル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基または（e）Ｃ6-14アリー
ル基を１または２個有していてもよいアミノ基、または
（iii）ハロゲン原子、Ｃ1-6アルキル基、Ｃ3-6シクロアルキル基、Ｃ2-6アルキニル基、
Ｃ2-6アルケニル基、Ｃ7-11アラルキル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ1-6アルコキシ基、Ｃ6-

10アリールオキシ基、ホルミル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ6-10アリール－カ
ルボニル基、ホルミルオキシ基、Ｃ1-6アルキル－カルボニルオキシ基、Ｃ6-10アリール
－カルボニルオキシ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、Ｃ7-11アラ
ルキルオキシ－カルボニル基、カルバモイル基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-4アル
キル基、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、
ジ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、３ないし６員の環状アミノ基、Ｃ1-3アルキレンジオキシ基
、ヒドロキシ基、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、スルホ基、スルフィノ基、ホスホ
ノ基、スルファモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキルス
ルファモイル基、Ｃ1-6アルキルチオ基、Ｃ6-10アリールチオ基、Ｃ1-6アルキルスルフィ
ニル基、Ｃ6-10アリールスルフィニル基、Ｃ1-6アルキルスルホニル基またはＣ6-10アリ
ールスルホニル基で１ないし５個置換されていてもよい、炭素原子以外に、窒素原子、酸
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素原子および硫黄原子から選ばれたヘテロ原子を１ないし３個含む５ないし１４員の複素
環基；
Ｒ2が（i）水素原子または（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハ
ロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-

6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カ
ルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－
カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル
基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-

6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキ
ル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基
または（e）Ｃ6-14アリール基；
Ｒ3が（i）水素原子、
（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されていてもよい
Ｃ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－
Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコ
キシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1

-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ

6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カルボニルア
ミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキル基、（b）Ｃ2-6アルケニ
ル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基または（e）Ｃ6-14アリー
ル基、または
（iii）ハロゲン原子、Ｃ1-6アルキル基、Ｃ3-6シクロアルキル基、Ｃ2-6アルキニル基、
Ｃ2-6アルケニル基、Ｃ7-11アラルキル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ1-6アルコキシ基、Ｃ6-

10アリールオキシ基、ホルミル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ6-10アリール－カ
ルボニル基、ホルミルオキシ基、Ｃ1-6アルキル－カルボニルオキシ基、Ｃ6-10アリール
－カルボニルオキシ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、Ｃ7-11アラ
ルキルオキシ－カルボニル基、カルバモイル基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-4アル
キル基、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、
ジ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、３ないし６員の環状アミノ基、Ｃ1-3アルキレンジオキシ基
、ヒドロキシ基、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、スルホ基、スルフィノ基、ホスホ
ノ基、スルファモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキルス
ルファモイル基、Ｃ1-6アルキルチオ基、Ｃ6-10アリールチオ基、Ｃ1-6アルキルスルフィ
ニル基、Ｃ6-10アリールスルフィニル基、Ｃ1-6アルキルスルホニル基またはＣ6-10アリ
ールスルホニル基で１ないし５個置換されていてもよい、炭素原子以外に、窒素原子、酸
素原子および硫黄原子から選ばれたヘテロ原子を１ないし３個含む５ないし１４員の複素
環基；
Ｒ4が（i）水素原子または（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハ
ロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-

6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カ
ルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－
カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル
基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-

6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキ
ル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基
または（e）Ｃ6-14アリール基；
Ａ環が（i）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されていて
もよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基
、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、Ｃ1-6

アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、
ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイル基、Ｃ6-10アリー
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ル基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カル
ボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アルキル基、（b）Ｃ2-6

アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル基または（e）Ｃ6-1

4アリール基、（ii）ハロゲン原子、（iii）Ｃ1-6アルコキシ基、（iv）Ｃ6-10アリール
オキシ基、（v）ホルミル基、（vi）Ｃ1-6アルキル－カルボニル基、（vii）Ｃ6-10アリ
ール－カルボニル基、（viii）ホルミルオキシ着、（ix）Ｃ1-6アルキル－カルボニルオ
キシ基、（x）Ｃ6-10アリール－カルボニルオキシ基、（xi）カルボキシル基、（xii）Ｃ

1-6アルコキシ－カルボニル基、（xiii）Ｃ7-11アラルキルオキシ－カルボニル基、（xiv
）カルバモイル基、（xv）ハロゲン化されていてもよいＣ1-4アルキル基、（xvi）オキソ
基、（xvii）アミジノ基、（xviii）イミノ基、（xix）アミノ基、（xx）モノ－Ｃ1-4ア
ルキルアミノ基、（xxi）ジ－Ｃ1-4アルキルアミノ基、（xxii）３ないし６員の環状アミ
ノ基、（xxiii）Ｃ1-3アルキレンジオキシ基、（xxiv）ヒドロキシ基、（xxv）ニトロ基
、（xxvi）シアノ基、（xxvii）メルカプト基、（xxviii）スルホ基、（xxix）スルフィ
ノ基、（xxx）ホスホノ基、（xxxi）スルファモイル基、（xxxii）モノ－Ｃ1-6アルキル
スルファモイル基、（xxxiii）ジ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基、（xxxiv）Ｃ1-6ア
ルキルチオ基、（xxxv）Ｃ6-10アリールチオ基、（xxxvi）Ｃ1-6アルキルスルフィニル基
、（xxxvii）Ｃ6-10アリールスルフィニル基、（xxxviii）Ｃ1-6アルキルスルホニル基ま
たは（xxxix）Ｃ6-10アリールスルホニル基で１ないし４個置換されていてもよい、炭素
原子および酸素原子以外に、窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれたヘテロ原子
を１ないし３個含んでいてもよい５ないし７員の複素環；および
Ｂ環が（i）ハロゲン原子、（ii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、
ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モノ－Ｃ

1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アルキル－
カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6アルキル
－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カルバモイ
ル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていてもよいＣ

1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-6アル
キル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロアルキル
基または（e）Ｃ6-14アリール基、（iii）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキ
シ基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モ
ノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アル
キル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6ア
ルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カル
バモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていても
よいＣ1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし５個置換されていてもよい（a）Ｃ1-

6アルキル基、（b）Ｃ2-6アルケニル基、（c）Ｃ2-6アルキニル基、（d）Ｃ3-6シクロア
ルキル基または（e）Ｃ6-14アリール基を１または２個有していてもよいアミノ基、
（iv）Ｃ1-6アルカノイルアミノ基、（v）ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキ
シ基、ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコキシ基、アミノ基、モ
ノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、カルボキシル基、Ｃ1-6アル
キル－カルボニル基、Ｃ1-6アルコキシ－カルボニル基、カルバモイル基、モノ－Ｃ1-6ア
ルキル－カルバモイル基、ジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基、Ｃ6-10アリール－カル
バモイル基、Ｃ6-10アリール基、Ｃ6-10アリールオキシ基またはハロゲン化されていても
よいＣ1-6アルキル－カルボニルアミノ基で１ないし３個置換されていてもよいＣ1-6アル
コキシ基または（vi）Ｃ1-3アルキレンジオキシ基で１ないし２個置換されていてもよい
ベンゼン環である前記（１）記載の化合物、
【０００８】
（３）
【化３５】
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［Ｒ4’は置換基を有していてもよい炭化水素基を示し、その他の記号は前記と同意義を
示す］である前記（１）記載の化合物、
（４）式
【化３６】

［式中、Ａ'環は置換基を有していてもよい酸素原子を含む複素環、
ｎは０ないし２の整数、
【化３７】

その他の各記号は前記と同意義を示す］で表される前記（１）記載の化合物、
（５）Ｒ1が（i）置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基、（ii）置換基を有してい
てもよいＣ3-6シクロアルキル基、（iii）置換基を有していてもよいＣ2-6アルケニル基
、（iv）置換基を有していてもよいＣ6-14アリール基、（v）置換基を有していてもよい
、モノ－またはジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、（vi）置換基を有していてもよいＣ6-14ア
リールアミノ基または（vii）置換基を有していてもよい５または６員含窒素複素環基で
ある前記（１）記載の化合物、
（６）Ｒ1がハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基である前記（１）記載の化合物
、
（７）Ｒ2が水素原子または置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基である前記（１）
記載の化合物、
（８）Ｒ2が水素原子である前記（１）記載の化合物、
（９）Ｒ3が水素原子または置換基を有していてもよい炭化水素基である前記（１）記載
の化合物、
（１０）Ｒ3が水素原子である前記（１）記載の化合物、
（１１）Ｒ4が水素原子または置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基である前記（１
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）記載の化合物、
（１２）ＸがＣＨＲ4（Ｒ4は前記と同意義を示す）である前記（１）記載の化合物、
（１３）ＸがＣＨＲ4（Ｒ4は前記と同意義を示す）および
【化３８】

（１４）ＸがＣＨ2である前記（１３）記載の化合物、
（１５）ＸがＮＲ4（Ｒ4は前記と同意義を示す）である前記（１）記載の化合物、
（１６）ＹがＣまたはＣＨである前記（１）記載の化合物、
（１７）ＹがＣＨである前記（１）記載の化合物、
（１８）ｍが２である前記（１）記載の化合物、
（１９）Ａ環がテトラヒドロフラン環である前記（１）記載の化合物、
（２０）Ａ環が無置換である前記（１）記載の化合物、
（２１）Ｂ環が無置換である前記（１）記載の化合物、
（２２）ｎが０または１である前記（４）記載の化合物、
（２３）式
【化３９】

Ｒ3aは水素原子またはフェニル基、
Ｅaは ＣＨ2ＣＨ2、ＣＨ＝ＣＨ、ＣＨ2Ｏ、ＣＨ＝Ｎ、ＣＯＮＨ または
ＣＨ2ＮＨ、
ｎaは０または１、
Ａ''環はヒドロキシ基で置換されていてもよいＣ1-6アルキル基１または２個を有してい
てもよい酸素原子を含む５または６員複素環、および
Ｂ'環はハロゲン原子で置換されていてもよいベンゼン環を示す］で表される前記（１）
記載の化合物、
（２４）
【化４０】

（２５）Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インド
ール－８－イル）エチル］プロピオンアミドである前記（１）記載の化合物、
（２６）Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インド
ール－８－イル）エチル］ブチルアミドである前記（１）記載の化合物、
（２７）Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミドである前記（１）記載の化合物、
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（２８）Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－イル）エチル］ブチルアミドである前記（１）記載の化合物、
【０００９】
（２９）式（i）
【化４１】

または
（ii）
【化４２】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］で表される化合物またはその塩と式
Ｒ1ＣＯＯＨ（式中、Ｒ1は前記と同意義を示す）で表される化合物、その塩またはその反
応性誘導体とを反応させ、所望に応じ、さらに還元反応および（または）アルキル化反応
を行うことを特徴とする前記（１）記載の化合物の製造法、
（３０）式
【化４３】

［式中、Ｒ5は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基
を有していてもよいアルコキシ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、シアノ基または置換基を有
していてもよいアミノ基、Ｌは脱離基、その他の各記号は前記と同意義を示す］で表され
る化合物またはその塩を閉環反応に付し、所望に応じ、さらに還元反応に付すことを特徴
とする前記（４）記載の化合物の製造法、
（３１）式
【化４４】
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［式中、各記号は前記と同意義を示す］で表わされる化合物またはその塩、
（３２）式
【化４５】

［式中、ＸaはＣＨＲ4a、ＮＲ4a、ＯまたはＳ（Ｒ4aは水素原子または置換基を有してい
てもよい炭化水素基を示す）、ＹaはＣ、ＣＨまたはＮ（但し、ＸaがＮＨを示す場合、Ｙ
aはＣＨまたはＮである）を示し、その他の各記号は前記と同意義を示す］で表わされる
化合物またはその塩、
（３３）前記（１）記載の化合物を含有してなる医薬組成物、
（３４）メラトニン受容体親和性組成物である前記（３３）記載の組成物、
（３５）生体リズム調節剤である前記（３４）記載の組成物、
（３６）睡眠覚醒リズム調節剤である前記（３４）記載の組成物、
（３７）時差ボケ調節剤である前記（３４）記載の組成物、および
（３８）睡眠障害治療剤である前記（３４）記載の組成物などに関する。
【００１０】
本明細書中で用いられる用語「置換基を有していてもよい炭化水素基」の「炭化水素基」
としては、例えば、脂肪族炭化水素基、単環式飽和炭化水素基および芳香族炭化水素基な
どがあげられ、炭素数１ないし１６個のものが好ましい。具体的には、例えばアルキル基
、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基およびアリール基などが用いられる。
「アルキル基」は、例えば低級アルキル基などが好ましく、例えばメチル、エチル、プロ
ピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec－ブチルおよびtert－ブチル、ペンチル
、ヘキシルなどのＣ1-6アルキル基などが汎用される。
「アルケニル基」は、例えば低級アルケニル基などが好ましく、例えばビニル、１－プロ
ペニル、アリル、イソプロペニル、ブテニルおよびイソブテニルなどのＣ2-6アルケニル
基などが汎用される。
「アルキニル基」は、例えば低級アルキニル基などが好ましく、例えばエチニル、プロパ
ルギルおよび１－プロピニルなどのＣ2-6アルキニル基などが汎用される。
「シクロアルキル基」は、例えば低級シクロアルキル基などが好ましく、例えばシクロプ
ロピル、シクロブチル、シクロペンチルおよびシクロヘキシルなどのＣ3-6シクロアルキ
ル基などが汎用される。
「アリール基」は、例えばフェニル、１－ナフチル、２－ナフチル、ビフェニリルおよび
２－アンスリルなどのＣ6-14アリール基などが好ましく、例えばフェニル基などが汎用さ
れる。
【００１１】
「置換基を有していてもよい炭化水素基」の「炭化水素基」が有していてもよい置換基と
しては、例えばハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）、ニトロ基、
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シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン化されていてもよい低級アルキル基（例えば、メチル
、クロロメチル、ジフルオロメチル、トリクロロメチル、トリフルオロメチル、エチル、
２－ブロモエチル、２,２,２－トリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、プロピル、
３,３,３－トリフルオロプロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec－ブチル、t
ert－ブチル、４,４,４－トリフルオロブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル
、５,５,５－トリフルオロペンチル、ヘキシル、６,６,６－トリフルオロヘキシルなどの
ハロゲン化されていてもよいＣ1-6アルキル基）、低級アルコキシ基（例えば、メトキシ
、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、ペンチルオキシ、
ヘキシルオキシなどのＣ1-6アルコキシ基など）、アミノ基、モノ－低級アルキルアミノ
基（例えば、メチルアミノ、エチルアミノなどのモノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基など）、
ジ－低級アルキルアミノ基（例えば、ジメチルアミノ、ジエチルアミノなどのジ－Ｃ1-6

アルキルアミノ基など）、カルボキシル基、低級アルキルカルボニル基（例えば、アセチ
ル、プロピオニルなどのＣ1-6アルキル－カルボニル基など）、低級アルコキシカルボニ
ル基（例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、ブト
キシカルボニルなどのＣ1-6アルコキシ－カルボニル基など）、カルバモイル基、モノ－
低級アルキルカルバモイル基（例えば、メチルカルバモイル、エチルカルバモイルなどの
モノ－Ｃ1-6アルキル－カルバモイル基など）、ジ－低級アルキルカルバモイル基（例え
ば、ジメチルカルバモイル、ジエチルカルバモイルなどのジ－Ｃ1-6アルキル－カルバモ
イル基など）、アリールカルバモイル基（例えば、フェニルカルバモイル、ナフチルカル
バモイルなどのＣ6-10アリール－カルバモイル基）、アリール基（例えば、フェニル、ナ
フチルなどのＣ6-10アリール基）、アリールオキシ基（例えば、フェニルオキシ、ナフチ
ルオキシなどのＣ6-10アリールオキシ基）、ハロゲン化されていてもよい低級アルキルカ
ルボニルアミノ基（例えば、アセチルアミノ、トリフルオロアセチルアミノなどのハロゲ
ン化されていてもよいＣ1-6アルキル－カルボニルアミノ基など）、オキソ基などが用い
られる。該「置換基を有していてもよい炭化水素基」の「炭化水素基」は、前記の置換基
を、炭化水素基の置換可能な位置に１ないし５個、好ましくは１ないし３個有していても
よく、置換基数が２個以上の場合は各置換基は同一または異なっていてもよい。
【００１２】
本明細書中で用いられる用語「置換基を有していてもよい複素環基」の「複素環基」とし
ては、例えば炭素原子以外に窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれた１種または
２種１ないし４個（好ましくは１ないし３個）のヘテロ原子を含む５ないし１４員（好ま
しくは５ないし１０員）の（単環式ないし３環式、好ましくは単環式または２環式）複素
環基などがあげられる。例えば２－または３－チエニル、２－または３－フリル、１－、
２－または３－ピロリル、１－、２－または３－ピロリジニル、２－、４－または５－オ
キサゾリル、３－、４－または５－イソオキサゾリル、２－、４－または５－チアゾリル
、３－、４－または５－イソチアゾリル、３－、４－または５－ピラゾリル、２－、３－
または４－ピラゾリジニル、２－、４－または５－イミダゾリル、１,２,３－トリアゾリ
ル、１,２,４－トリアゾリル、１Ｈ－または２Ｈ－テトラゾリル等の炭素原子以外に酸素
原子、硫黄原子および窒素原子から選ばれたヘテロ原子を１ないし４個含む５員環基、例
えば２－、３－または４－ピリジル、Ｎ－オキシド－２－、３－または４－ピリジル、２
－、４－または５－ピリミジニル、Ｎ－オキシド－２－、４－または５－ピリミジニル、
チオモルホリニル、モルホリニル、ピペリジノ、２－、３－または４－ピペリジル、チオ
ピラニル、１,４－オキサジニル、１,４－チアジニル、１,３－チアジニル、ピペラジニ
ル、トリアジニル、３－または４－ピリダジニル、ピラジニル、Ｎ－オキシド－３－また
は４－ピリダジニル等の炭素原子以外に酸素原子、硫黄原子および窒素原子から選ばれた
ヘテロ原子を１ないし４個含む６員環基、例えばインドリル、ベンゾフリル、ベンゾチア
ゾリル、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、キノリル、イソキノリル、フタラジ
ニル、キナゾリニル、キノキサリニル、インドリジニル、キノリジニル、１,８－ナフチ
リジニル、ジベンゾフラニル、カルバゾリル、アクリジニル、フェナントリジニル、クロ
マニル、フェノチアジニル、フェノキサジニル等の炭素原子以外に酸素原子、硫黄原子お
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よび窒素原子から選ばれたヘテロ原子を１ないし４個含む２環性または３環性縮合環基（
好ましくは、上述の５ないし６員環が炭素原子以外に酸素原子、硫黄原子および窒素原子
から選ばれるヘテロ原子を１ないし４個含んでいてもよい５ないし６員環基１ないし２個
と縮合して形成される基）等が用いられる。中でも、炭素原子以外に酸素原子、硫黄原子
および窒素原子から選ばれるヘテロ原子を１ないし３個含む５ないし７員（好ましくは５
または６員）の複素環基が好ましい。
【００１３】
該「置換基を有していてもよい複素環基」の「複素環基」が有していてもよい置換基とし
ては、例えばハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）、低級アルキル
基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec－ブ
チル、tert－ブチル、ペンチル、ヘキシルなどのＣ1-6アルキル基など）、シクロアルキ
ル基（例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル等のＣ

3-6シクロアルキル基など）、低級アルキニル基（例えば、エチニル、1-プロピニル、プ
ロパルギル等のＣ2-6アルキニル基など）、低級アルケニル基（例えば、ビニル、アリル
、イソプロペニル、ブテニル、イソブテニルなどのＣ2-6アルケニル基など）、アラルキ
ル基（例えばベンジル、α-メチルベンジル、フェネチル等のＣ7-11アラルキル基など）
、アリール基（例えば、フェニル、ナフチルなどのＣ6-10アリール基等、好ましくはフェ
ニル基）、低級アルコキシ基（例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ
、ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブトキシ、tert-ブトキシ等のＣ1-6アルコキシ基など）
、アリールオキシ基（例えば、フェノキシ等のＣ6-10アリールオキシ基等）、低級アルカ
ノイル基（例えば、ホルミル；アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル等のＣ

1-6アルキル－カルボニル基など）、アリールカルボニル（例えば、ベンゾイル基、ナフ
トイル基等のＣ6-10アリール－カルボニル基など）、低級アルカノイルオキシ基（例えば
、ホルミルオキシ；アセチルオキシ、プロピオニルオキシ、ブチリルオキシ、イソブチリ
ルオキシ等のＣ1-6アルキル－カルボニルオキシ基など）、アリールカルボニルオキシ基
（例えば、ベンゾイルオキシ、ナフトイルオキシ等のＣ6-10アリール－カルボニルオキシ
基など）、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基（例えば、メトキシカルボニル
、エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、ブトキシカ
ルボニル、イソブトキシカルボニル、tert-ブトキシカルボニル等のＣ1-6アルコキシ－カ
ルボニル基など）、アラルキルオキシカルボニル（例えば、ベンジルオキシカルボニル等
のＣ7-11アラルキルオキシカルボニル基など）、カルバモイル基、モノ－、ジ－またはト
リ－ハロゲノ－低級アルキル基（例えば、クロロメチル、ジクロロメチル、トリフルオロ
メチル、２,２,２－トリフルオロエチル等のモノ－、ジ－またはトリ－ハロゲノ－Ｃ1-4

アルキル基など）、オキソ基、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノ－低級アルキルア
ミノ基（例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、プロピルアミノ、イソプロピルアミノ、
ブチルアミノ等のモノ－Ｃ1-4アルキルアミノ基など）、ジ－低級アルキルアミノ基（例
えば、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジイソプロピルアミノ、ジ
ブチルアミノ、メチルエチルアミノ等のジ－Ｃ1-4アルキルアミノ基など）、炭素原子と
１個の窒素原子以外に酸素原子、硫黄原子および窒素原子から選ばれたヘテロ原子を１な
いし３個含んでいてもよい３ないし６員の環状アミノ基（例えば、アジリジニル、アゼチ
ジニル、ピロリジニル、ピロリニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、イミダゾリ
ジニル、ピペリジル、モルホリニル、ジヒドロピリジル、ピリジル、N-メチルピペラジニ
ル、N-エチルピペラジニル等の３ないし６員の環状アミノ基など）、アルキレンジオキシ
基（例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ等のＣ1-3アルキレンジオキシ基など
）、ヒドロキシ基、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、スルホ基、スルフィノ基、ホス
ホノ基、スルファモイル基、モノアルキルスルファモイル基（例えば、N-メチルスルファ
モイル、N-エチルスルファモイル、N-プロピルスルファモイル、N-イソプロピルスルファ
モイル、N-ブチルスルファモイル等のモノ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基など）、ジ
アルキルスルファモイル基（例えば、N,N-ジメチルスルファモイル、N,N-ジエチルスルフ
ァモイル、N,N-ジプロピルスルファモイル、N,N-ジブチルスルファモイル等のジ－Ｃ1-6
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アルキルスルファモイル基など）、アルキルチオ基（例えば、メチルチオ、エチルチオ、
プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブチルチオ、sec-ブチルチオ、tert-ブチルチオ等の
Ｃ1-6アルキルチオ基など）、アリールチオ基（例えば、フェニルチオ、ナフチルチオ等
のＣ6-10アリールチオ基など）、低級アルキルスルフィニル基（例えば、メチルスルフィ
ニル、エチルスルフィニル、プロピルスルフィニル、ブチルスルフィニル等のＣ1-6アル
キルスルフィニル基など）、アリールスルフィニル基（例えば、フェニルスルフィニル、
ナフチルスルフィニル等のＣ6-10アリールスルフィニル基など）、低級アルキルスルホニ
ル基（例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニル、プロピルスルホニル、ブチルスル
ホニル等のＣ1-6アルキルスルホニル基など）、アリールスルホニル基（例えば、フェニ
ルスルホニル、ナフチルスルホニル等のＣ6-10アリールスルホニル基など）などが用いら
れる。
該「置換基を有していてもよい複素環基」の「複素環基」は、前記の置換基を、複素環基
の置換可能な位置に１ないし５個、好ましくは１ないし３個有していてもよく、置換基数
が２個以上の場合は各置換基は同一または異なっていてもよい。
【００１４】
本明細書中で用いられる用語「置換基を有していてもよいアミノ基」は、置換基として例
えば前記「置換基を有していてもよい炭化水素基」などを１または２個有していてもよい
アミノ基などがあげられる。この「アミノ基」が有していてもよい置換基の好ましいもの
としては、例えば置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基、置換基を有していてもよ
いＣ6-10アリール基などである。該「Ｃ1-6アルキル基」、「Ｃ6-10アリール基」が有し
ていてもよい置換基としては、前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基と同様のも
のが用いられる。
本明細書中で用いられる用語「置換基を有していてもよい低級アルキル基」の「低級アル
キル基」は、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、se
c－ブチルおよびtert－ブチルなどのＣ1-6アルキル基などを示し、置換基として、例えば
前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基などを１ないし３個有していてもよい。
本明細書中で用いられる用語「置換基を有していてもよい低級アルコキシ基」の「低級ア
ルコキシ基」は、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、
イソブトキシ、sec－ブトキシおよびtert－ブトキシなどのＣ1-6アルコキシ基などを示し
、置換基として、例えば前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基などを１ないし３
個有していてもよい。
【００１５】
本明細書中で用いられる用語「置換基を有していてもよいベンゼン環」としては、例えば
ハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）、置換基を有していてもよい
炭化水素基、置換基を有していてもよいアミノ基、アミド基（例えば、ホルムアミド、ア
セトアミドなどのＣ1-3アシルアミノ基など）、置換基を有していてもよい低級アルコキ
シ基、低級アルキレンジオキシ基（例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシなどの
Ｃ1-3アルキレンジオキシ基など）などから選ばれる１ないし２個の置換基を置換可能な
位置に有していてもよいベンゼン環を示す。
これらの「置換基を有していてもよい炭化水素基」、「置換基を有していてもよいアミノ
基」および「置換基を有していてもよい低級アルコキシ基」としては、例えば前記で詳述
したものと同様のものが用いられる。これらの「炭化水素基」、「アミノ基」および「低
級アルコキシ基」が有する置換基の数が２個以上の場合、各置換基は同一または異なって
いてもよい。
該「置換基を有していてもよいベンゼン環」は、例えばハロゲン原子（例えば、フッ素、
塩素など）、Ｃ1-6アルキル基（例えば、メチル、エチルなど）、およびモノ－Ｃ1-6アル
キルアミノ基から選ばれた１ないし２個の置換基で置換されていてもよいベンゼン環など
が好ましい。
【００１６】
前記式中、Ｒ1は置換基を有していてもよい炭化水素基、置換基を有していてもよいアミ



(27) JP 4358917 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

ノ基または置換基を有していてもよい複素環基を示す。
Ｒ1で示される「置換基を有していてもよい炭化水素基」の「炭化水素基」の好ましいも
のは、例えばアルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピルなどのＣ1-

6アルキル基など）、アルケニル基（例えば、ビニルなどのＣ2-6アルケニル基など）、ア
ルキニル基（例えば、エチニルなどのＣ2-6アルキニル基など）、シクロアルキル基（例
えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどのＣ3-6シ
クロアルキル基など）およびアリール基（例えば、フェニルなどのＣ6-14アリール基など
）など、特にアルキル基（例えば、メチルなどのＣ1-6アルキル基など）およびシクロア
ルキル基（例えば、シクロプロピルなどのＣ3-6シクロプロピルなど）などが汎用される
。該「アルキル基」、「アルケニル基」、「アルキニル基」、「シクロアルキル基」、「
アリール基」は、例えば前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基（好ましくは、フ
ッ素などのハロゲン原子など）などを１ないし５個、好ましくは１ないし３個有していて
もよい。
【００１７】
Ｒ1で示される「置換基を有していてもよいアミノ基」の置換基の好ましいものとしては
、例えば置換基を有していてもよい低級アルキル基および置換基を有していてもよいアリ
ール基などが１または２個用いられ、特に置換基を有していてもよい低級アルキル基など
が１個用いられる。該「低級アルキル基」は、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプ
ロピル、ブチル、イソブチル、sec－ブチルおよびtert－ブチルなどのＣ1-6アルキル基な
どが用いられる。該「低級アルキル基」は、例えば前記「炭化水素基」が有していてもよ
い置換基などを１ないし３個有していてもよい。該「アリール基」は、例えばフェニル基
などのＣ6-10アリール基などが用いられる。該「アリール基」は、例えば前記「炭化水素
基」が有していてもよい置換基（好ましくは、フッ素、塩素などのハロゲン原子、メトキ
シ、エトキシなどのＣ1-6アルコキシ基など）を１ないし５個、好ましくは１ないし３個
有していてもよい。該「置換基を有していてもよいアミノ基」としては、例えば１ないし
３個の低級アルコキシ基（例、メトキシなどのＣ1-4アルコキシ基など）で置換されたフ
ェニルアミノ基、または低級アルキル基（例、メチル、エチル、プロピル、ブチル、tert
-ブチルなどのＣ1-4アルキル基など）で置換されたモノアルキルアミノ基などが汎用され
る。
【００１８】
Ｒ1で示される「置換基を有していてもよい複素環基」の「複素環基」の好ましいものと
しては、例えば炭素原子以外に窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれた１ないし
３個のヘテロ原子を含む５または６員複素環基などが用いられる。具体的には、例えば１
－，２－または３－ピロリジニル、２－または４－イミダゾリニル、２－、３－または４
－ピラゾリジニル、ピペリジノ、２－、３－または４－ピペリジル、１－または２－ピペ
ラジニル、モルホリニル、２－または３－チエニル、２－、３－または４－ピリジル、２
－フリルまたは３－フリル、ピラジニル、２－ピリミジニル、３－ピロリル、３－ピリダ
ジニル、３－イソチアゾリル、３－イソオキサゾリルなどがあげられる。特に好ましくは
、６員含窒素複素環基（例、ピリジル等）などが用いられる。
Ｒ1で示される「置換基を有していてもよい複素環基」の置換基の好ましいものとしては
、例えばハロゲン原子（例えば塩素、フッ素等）、Ｃ1-6アルキル基（例えばメチル、エ
チル等）、Ｃ1-6アルコキシ基（例えばメトキシ、エトキシ等）、アラルキルオキシカル
ボニル基（例えばベンジルオキシカルボニル等のＣ7-12アラルキルオキシ－カルボニル等
）等などが用いられる。
【００１９】
Ｒ1は、例えば（i）置換基を有していてもよい低級アルキル基、(ii）置換基を有してい
てもよい低級シクロアルキル基、(iii）置換基を有していてもよい低級アルケニル基、(i
v）置換基を有していてもよいアリール基、(v）置換基を有していてもよいモノまたはジ
低級アルキルアミノ基、(vi）置換基を有していてもよいアリールアミノ基または(vii）
置換基を有していてもよい５または６員含窒素複素環基などが好ましい。
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前記「低級アルキル基」は、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、
ペンチル、ヘキシルなどのＣ1-6アルキル基などが好ましい。「低級シクロアルキル基」
は、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどのＣ3-

6シクロアルキル基などが好ましい。「低級アルケニル基」は、例えばビニル、１－プロ
ペニル、ブテニルなどのＣ2-6アルケニル基などが好ましい。「アリール基」は、例えば
フェニル、１－ナフチル、２－ナフチルなどのＣ6-10アリール基などが好ましい。「低級
アルキルアミノ基」は、例えばメチルアミノ、エチルアミノ、プロピルアミノ、イソプロ
ピルアミノ、ブチルアミノ、tert-ブチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、メ
チルエチルアミノなどのモノ－またはジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基などが好ましい。「ア
リールアミノ基」は、例えばフェニルアミノなどのＣ6-10アリールアミノ基などが好まし
い。「５または６員含窒素複素環基」は、例えば２－、３－または４－ピリジルなどの５
または６員含窒素複素環基などが好ましい。これらの基が有していてもよい置換基として
は、例えば前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基などが１～５個用いられる。
【００２０】
Ｒ1のさらに好ましい例は、i）ハロゲンまたはＣ1-6アルコキシ基でそれぞれ１～４個置
換されていてもよいＣ1-6アルキル基、ii）Ｃ3-6シクロアルキル基、iii）Ｃ2-6アルケニ
ル基、iv）Ｃ1-6アルコキシ、ニトロ、ハロゲノＣ1-6アルキル－カルボニルアミノまたは
ハロゲン原子でそれぞれ１～４個置換されていてもよいＣ6-10アリール基、v）モノ－ま
たはジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、vi）１～３個のＣ1-6アルコキシ基で置換されていても
よいＣ6-10アリールアミノ基またはvii）Ｃ7-11アラルキルオキシカルボニル基で１～２
個置換されていてもよい６員含窒素複素環基などである。特に、ハロゲン化されていても
よいＣ1-6アルキル基（例えば、メチル、クロロメチル、ジフルオロメチル、トリクロロ
メチル、トリフルオロメチル、エチル、２－ブロモエチル、２,２,２－トリフルオロエチ
ル、ペンタフルオロエチル、プロピル、３,３,３－トリフルオロプロピル、イソプロピル
、ブチル、イソブチル、sec－ブチル、tert－ブチル、４,４,４－トリフルオロブチル、
ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、５,５,５－トリフルオロペンチル、ヘキシル、
６,６,６－トリフルオロヘキシルなど）、Ｃ3-6シクロアルキル基（例えば、シクロプロ
ピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなど）またはモノ－Ｃ1-6アルキ
ルアミノ基（例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、プロピルアミノ、イソプロピルアミ
ノ、ブチルアミノ、tert-ブチルアミノなど）などが汎用され、中でも、ハロゲン化され
ていてもよいＣ1-6アルキル基またはモノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、特にハロゲン化され
ていてもよいＣ1-6アルキル基、とりわけＣ1-3アルキル基（例えばメチル、エチル、プロ
ピルなど）が好ましい。
【００２１】
前記式中、Ｒ2は水素原子または置換基を有していてもよい炭化水素基を示す。
Ｒ2としては水素原子または置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-6）アルキル基が好まし
く用いられ、より好ましくは、水素原子または低級（Ｃ1-6）アルキル基、特に水素原子
が汎用される。
前記式中、Ｒ3は水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基または置換基を有して
いてもよい複素環基を示す。
Ｒ3で示される「置換基を有していてもよい炭化水素基」の「炭化水素基」の好ましいも
のは、例えばアルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピルなどのＣ1-

6アルキル基など）、アルケニル基（例えば、ビニルなどのＣ2-6アルケニル基など）、ア
ルキニル基（例えば、エチニルなどのＣ2-6アルキニル基など）、シクロアルキル基（例
えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどのＣ3-6シ
クロアルキル基など）およびアリール基（例えば、フェニルなどのＣ6-14アリール基など
）など、特にアルキル基（例えば、メチルなどのＣ1-6アルキル基など）およびアリール
基（例えば、フェニルなどのＣ6-14アリール基など）などが汎用される。該「アルキル基
」、「アルケニル基」、「アルキニル基」、「シクロアルキル基」、「アリール基」は、
例えば前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基（好ましくは、フッ素などのハロゲ
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【００２２】
Ｒ3で示される「置換基を有していてもよい複素環基」の「複素環基」の好ましいものと
しては、例えば炭素原子以外に窒素原子、酸素原子および硫黄原子から選ばれた１ないし
３個のヘテロ原子を含む５または６員複素環基などが用いられる。具体的には、例えば１
－，２－または３－ピロリジニル、２－または４－イミダゾリニル、２－、３－または４
－ピラゾリジニル、ピペリジノ、２－、３－または４－ピペリジル、１－または２－ピペ
ラジニル、モルホリニル、２－または３－チエニル、２－、３－または４－ピリジル、２
－または３－フリル、ピラジニル、２－ピリミジニル、３－ピロリル、３－ピリダジニル
、３－イソチアゾリル、３－イソオキサゾリルなどがあげられる。特に好ましくは、６員
含窒素複素環基（例、ピリジル等）などが用いられる。
Ｒ3で示される「置換基を有していてもよい複素環基」の置換基の好ましいものとしては
、例えばハロゲン原子（例えば塩素、フッ素等）、Ｃ1-6アルキル基（例えばメチル、エ
チル等）、Ｃ1-6アルコキシ基（例えばメトキシ、エトキシ等）、アラルキルオキシカル
ボニル基（例えばベンジルオキシカルボニル等のＣ7-12アラルキルオキシ－カルボニル等
）、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基（例えばメチルアミノ、エチルアミノ等）
、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基（例えばジメチルアミノ、ジエチルアミノ等）等などが用
いられる。
Ｒ3は、例えば（i）水素原子、(ii）置換基を有していてもよい低級アルキル基、(iii）
置換基を有していてもよいアリール基、（iv）置換基を有していてもよい５または６員複
素環基などが好ましく、さらに例えば（i）水素原子、(ii）低級アルキル基、(iii）置換
基を有していてもよいＣ6-10アリール基、（iv）置換基を有していてもよい６員含窒素複
素環基などが好ましい。該置換基としてはハロゲン原子、Ｃ1-6アルキル基、Ｃ1-6アルコ
キシ基、アミノ基、モノ－Ｃ1-6アルキルアミノ基、ジ－Ｃ1-6アルキルアミノ基等が挙げ
られる。さらに好ましくは、Ｒ3は水素原子、フェニル基、２－、３－または４－ピリジ
ル基である。特に好ましくは水素原子である。
【００２３】
前記式中、ＸはＣＨＲ4、ＮＲ4、ＯまたはＳ（Ｒ4は水素原子または置換基を有していて
もよい炭化水素基を示す）を示す。
ＸaはＣＨＲ4a、ＮＲ4a、ＯまたはＳ（Ｒ4aは水素原子または置換基を有していてもよい
炭化水素基を示す）を示す。
Ｒ4またはＲ4aとしてはそれぞれ水素原子または置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-6）
アルキル基が好ましく、水素原子が汎用される。
Ｘは好ましくは、ＣＨＲ4（Ｒ4は前記と同意義を示す）、ＯまたはＳである。あるいは、
ＸはＣＨＲ4またはＮＲ4（Ｒ4は前記と同意義を示す）が好ましい。
ＸaはＣＨＲ4aまたはＮＲ4a（Ｒ4aは前記と同意義を示す）が好ましい。
前記式中、ＹはＣ、ＣＨまたはＮを示す。好ましくはＣまたはＣＨである。
ＹaはＣ、ＣＨまたはＮを示す。好ましくはＣまたはＣＨである。
【００２４】
前記式中、Ａ環またはＡ’環は置換基を有していてもよい５ないし７員の酸素原子を含む
複素環を示す。
該「５ないし７員の酸素原子を含む複素環」とは、炭素原子および酸素原子以外に窒素原
子、酸素原子および硫黄原子から選ばれた１種または２種を１ないし３個（好ましくは１
または２個）含んでいてもよい５ないし７員（好ましくは５または６員）の複素環などが
あげられる。該環としては、式
【化４６】
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［式中、Ｅは（i）ＣＨ2ＣＨ2、（ii）ＣＨ＝ＣＨ、（iii）ＣＨ2Ｏ、（iv）ＯＣＨ2、（
v）ＣＨ2Ｓ(Ｏ)ｑ'（ｑ'は０ないし２の整数）、（vi）Ｓ(Ｏ)ｑ'ＣＨ2（ｑ'は前記と同
意義）、（vii）ＣＨ2ＮＨ、（viii）ＮＨＣＨ2、（ix）Ｎ＝Ｎ、（x）ＣＨ＝Ｎ、（xi）
Ｎ＝ＣＨまたは（xii）ＣＯＮＨ を示し、ｎ'は０ないし２の整数を示す］で表わされる
環が好ましい。
Ｅは（i）ＣＨ2ＣＨ2、（ii）ＣＨ＝ＣＨ、（iii）ＣＨ2Ｏ、（iv）ＯＣＨ2、（v）ＣＨ2

ＮＨ、（vi）ＮＨＣＨ2、（vii）Ｎ＝Ｎ、（viii）ＣＨ＝Ｎまたは（ix）Ｎ＝ＣＨが好ま
しく、特に（i）ＣＨ2ＣＨ2または（ii）ＣＨ＝ＣＨが好ましい。
具体的には、例えば２,３－ジヒドロフラン、フラン、１,３－ジオキソール、オキサゾリ
ン、イソオキサゾール、１,２,３－オキサジアゾール、オキサゾールなどの酸素原子を含
む５員複素環、例えば２Ｈ－３,４－ジヒドロピラン、２Ｈ－ピラン、２,３－デヒドロ－
１,４－ジオキサン、２,３－デヒドロモルホリンなどの酸素原子を含む６員複素環などが
好ましい。
更に好ましくは、式
【化４７】

［式中、ｎは前記と同意義を示す。］で表わされる環である。
具体的には、例えば、２，３－ジヒドロフラン、フラン、２Ｈ－３，４－ジヒドロピラン
、２Ｈ－ピランが汎用される。
【００２５】
Ａ環およびＡ’環の置換基としては、例えばハロゲン原子（例えば、フッ素、塩素、臭素
、ヨウ素など）、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい
シクロアルキル基、置換基を有していてもよい低級アルキニル基、置換基を有していても
よい低級アルケニル基、置換基を有していてもよいアリール基、低級アルコキシ基（例え
ばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブ
トキシ、tert-ブトキシ等のＣ1-6アルコキシ基など）、アリールオキシ基（例えば、フェ
ノキシ等のＣ6-10アリールオキシ基等）、低級アルカノイル基（例えば、ホルミル；アセ
チル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル等のＣ1-6アルキル－カルボニル基など）
、アリールカルボニル基(例えば、ベンゾイル基、ナフトイル基などのＣ6-10アリール－
カルボニル基など）、低級アルカノイルオキシ基（例えば、ホルミルオキシ；アセチルオ
キシ、プロピオニルオキシ、ブチリルオキシ、イソブチリルオキシ等のＣ1-6アルキル－
カルボニルオキシ基など）、アリールカルボニルオキシ基（例えば、ベンゾイルオキシ、
ナフトイルオキシ等のＣ6-10アリール－カルボニルオキシ基など）、カルボキシル基、低
級アルコキシカルボニル基（例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポ
キシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、イソブトキシカルボ
ニル、tert-ブトキシカルボニル等のＣ1-6アルコキシ－カルボニル基など）、アラルキル
オキシカルボニル（例えば、ベンジルオキシカルボニル等のＣ7-11アラルキルオキシ－カ
ルボニル基など）、カルバモイル基、モノ－、ジ－またはトリ－ハロゲノ－低級アルキル
基（例えば、クロロメチル、ジクロロメチル、トリフルオロメチル、２,２,２－トリフル
オロエチル等のモノ－、ジ－またはトリ－ハロゲノ－Ｃ1-4アルキル基など）、オキソ基
、アミジノ基、イミノ基、アミノ基、モノ－低級アルキルアミノ基（例えば、メチルアミ
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ノ、エチルアミノ、プロピルアミノ、イソプロピルアミノ、ブチルアミノ等のモノ－Ｃ1-

4アルキルアミノ基など）、ジ－低級アルキルアミノ基（例えば、ジメチルアミノ、ジエ
チルアミノ、ジプロピルアミノ、ジイソプロピルアミノ、ジブチルアミノ、メチルエチル
アミノ等のジ－Ｃ1-4アルキルアミノ基など）、炭素原子と１個の窒素原子以外に酸素原
子、硫黄原子および窒素原子から選ばれたヘテロ原子を１ないし３個含んでいてもよい３
ないし６員の環状アミノ基（例えば、アジリジニル、アゼチジニル、ピロリジニル、ピロ
リニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、イミダゾリジニル、ピペリジル、モルホ
リニル、ジヒドロピリジル、ピリジル、N-メチルピペラジニル、N-エチルピペラジニル等
の３ないし６員の環状アミノ基など）、アルキレンジオキシ基（例えば、メチレンジオキ
シ、エチレンジオキシ等のＣ1-3アルキレンジオキシ基など）、ヒドロキシ基、ニトロ基
、シアノ基、メルカプト基、スルホ基、スルフィノ基、ホスホノ基、スルファモイル基、
モノアルキルスルファモイル基（例えば、N-メチルスルファモイル、N-エチルスルファモ
イル、N-プロピルスルファモイル、N-イソプロピルスルファモイル、N-ブチルスルファモ
イル等のモノ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基など）、ジアルキルスルファモイル基（
例えば、N,N-ジメチルスルファモイル、N,N-ジエチルスルファモイル、N,N-ジプロピルス
ルファモイル、N,N-ジブチルスルファモイル等のジ－Ｃ1-6アルキルスルファモイル基な
ど）、アルキルチオ基（例えば、メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、イソプロピル
チオ、ブチルチオ、sec-ブチルチオ、tert-ブチルチオ等のＣ1-6アルキルチオ基など）、
アリールチオ基（例えば、フェニルチオ、ナフチルチオ等のＣ6-10アリールチオ基など）
、低級アルキルスルフィニル基（例えば、メチルスルフィニル、エチルスルフィニル、プ
ロピルスルフィニル、ブチルスルフィニル等のＣ1-6アルキルスルフィニル基など）、ア
リールスルフィニル基（例えば、フェニルスルフィニル、ナフチルスルフィニル等のＣ6-

10アリールスルフィニル基など）、低級アルキルスルホニル基（例えば、メチルスルホニ
ル、エチルスルホニル、プロピルスルホニル、ブチルスルホニル等のＣ1-6アルキルスル
ホニル基など）、アリールスルホニル基（例えば、フェニルスルホニル、ナフチルスルホ
ニル等のＣ6-10アリールスルホニル基など）などが用いられる。該「低級アルキル基」、
「低級アルケニル基」、「低級アルキニル基」、「低級シクロアルキル基」、「アリール
基」は、例えば、前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基などを１ないし５個、好
ましくは１ないし３個有していてもよい。
【００２６】
Ａ環およびＡ'環の置換基として好ましくは、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい
Ｃ1-6アルキル基、置換基を有していてもよいＣ1-6アルコキシ基、水酸基、ニトロ基、シ
アノ基、置換基を有していてもよいアミノ基、オキソ基などが挙げられる。該「置換基を
有していてもよいＣ1-6アルキル基」、「置換基を有していてもよいＣ1-6アルコキシ基」
、「置換基を有していてもよいアミノ基」の「置換基」は例えば、前記「炭化水素基」が
有していてもよい置換基を示す。
該Ａ環およびＡ’環は、前記の置換基を、環の大きさに応じて、置換可能な位置に１ない
し４個、好ましくは１ないし２個有していてもよく、置換基数が２個以上の場合は各置換
基は同一または異なっていてもよい。
Ａ環およびＡ’環としては、例えば、
【化４８】

［ｎは前記と同意義を示し、Ｒ5は水素原子または上記「Ａ環およびＡ’環の好ましい置
換基」で表された置換基１または２個を示す］などが挙げられる。中でも、Ｒ5が水素原
子、置換基を有していてもよいＣ1-6アルキル基であるもの、特にＲ5が水素原子であるも
の（無置換Ａ環および無置換Ａ'環）が汎用される。
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【００２７】
前記式中、Ｂ環は置換基を有していてもよいベンゼン環を示す。
Ｂ環の置換基としては、例えば上記「置換基を有していてもよいベンゼン環」の「置換基
」が挙げられる。中でも、ハロゲン原子または置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-6）
アルキル基が好ましく、特にハロゲン原子または低級（Ｃ1-6）アルキル基（好ましくは
メチル）が汎用される。該「置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-6）アルキル基」の「
置換基」は例えば、前記「炭化水素基」が有していてもよい置換基を示す。
Ｂ環は該置換基を置換可能な位置に１または２個、好ましくは１個有していてもよく、置
換基数が２個の場合は各置換基は同一または異なっていてもよい。
Ｂ環としては、例えば、
【化４９】

［Ｒ6は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-6）アルキル基ま
たは置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-6）アルコキシ基を示す］などが好ましい。Ｒ6

は、例えば水素原子、ハロゲン原子または低級（Ｃ1-6）アルキル基（好ましくはメチル
）が好ましい。さらに好ましくは水素原子である。
【００２８】
前記式中、ｍは１ないし４の整数を示す。ｍは１ないし３の整数が好ましい。さらに、ｍ
は２または３が好ましく、特に、ｍは２のときが好ましい。
前記式中、ｎは０ないし２の整数を示す。ｎは０または１の整数が好ましい。
特に、ｎは０のときが好ましい。
【化５０】

〔式中、Ｒ4'は置換基を有していてもよい炭化水素基を示し、その他の各記号は前記と同
意義を示す〕などがあげられる。
Ｒ4'は好ましくは置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-3）アルキルである。
【００２９】
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【化５１】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］などが示される。中でも、
【化５２】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］などが好ましい。
【化５３】
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［式中、各記号は前記と同意義を示す］などが好ましく用いられる。
このうち、
【化５４】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］などが好ましい。特に好ましくは
【化５５】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］である。
【００３０】
【化５６】
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〔式中、各記号は前記と同意義を示す〕などがあげられる。
【化５７】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］などが示される。
中でも、
【化５８】
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［式中、各記号は前記と同意義を示す］が好ましい。
【００３１】
【化５９】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］などが好ましく用いられる。
このうち、
【化６０】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］などが好ましい。
また、
【化６１】
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［式中、各記号は前記と同意義を示す］も好ましい。特に好ましくは
【化６２】

［式中、各記号は前記と同意義を示す］である。
【００３２】
本発明の化合物（I）は、例えば以下の構造式を有するものなどが特に汎用される。
【化６３】

〔式中、各記号は前記と同意義を示す〕
化合物（I）の好ましい例として、式
【化６４】
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〔式中、各記号は前記と同意義を示す〕で表される化合物などがあげられる。
【００３３】
また、化合物（I）の好ましい例としては、
Ｒ1が（i）置換基を有していてもよい低級アルキル基、(ii）置換基を有していてもよい
低級シクロアルキル基、(iii）置換基を有していてもよい低級アルケニル基、(iv）置換
基を有していてもよいアリール基、(v）置換基を有していてもよいモノまたはジ低級アル
キルアミノ基、(vi）置換基を有していてもよいアリールアミノ基または(vii）置換基を
有していてもよい５または６員含窒素複素環基、
Ｒ2が水素原子または置換基を有していてもよい低級（Ｃ1-6）アルキル基、
Ｒ3が（i）水素原子、(ii）置換基を有していてもよい低級アルキル基または(iii）置換
基を有していてもよいアリール基、
ＸがＣＨＲ4またはＮＲ4（Ｒ4は水素原子またはオキソ基で置換されていてもよい低級（
Ｃ1-6）アルキル基を示す）、
【化６５】
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Ａ環が置換基を有していてもよい５ないし７員の酸素原子を含む複素環、
Ｂ環が置換基を有していてもよいベンゼン環、および
ｍが１または２である化合物などが挙げられる。
【００３４】
さらに好ましくは、
Ｒ1が　i）ハロゲンまたはＣ1-6アルコキシ基でそれぞれ１～４個置換されていてもよい
Ｃ1-6アルキル基、ii）Ｃ3-6シクロアルキル基、iii）Ｃ2-6アルケニル基、iv）Ｃ1-6ア
ルコキシ、ニトロ、ハロゲノＣ1-6アルキル－カルボニルアミノまたはハロゲン原子でそ
れぞれ１～４個置換されていてもよいＣ6-10アリール基、v）モノ－またはジ－Ｃ1-6アル
キルアミノ基、vi）１～３個のＣ1-6アルコキシ基で置換されていてもよいＣ6-10アリー
ルアミノ基またはvii）Ｃ7-11アラルキルオキシ－カルボニル基で１～２個置換されてい
てもよい６員含窒素複素環基、Ｒ2が水素原子または低級（Ｃ1-6）アルキル基、
Ｒ3が、（i）水素原子、(ii）低級（Ｃ1-6）アルキル基または(iii）Ｃ6-14アリール基、
ＸがＣＨＲ4またはＮＲ4（Ｒ4は水素原子またはオキソ基で置換されていてもよい低級（
Ｃ1-6）アルキル基を示す）、
【化６６】

Ａ環が
【化６７】

［各記号は前記と同意義を示す。］
Ｂ環が
【化６８】

［Ｒ6aは水素原子、ハロゲン原子または低級（Ｃ1-6）アルキル基を示す］、および
ｍが１または２である化合物などが挙げられる。
【００３５】
このうち、式
【化６９】
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また、式
【化７０】

化合物（I）としては、例えば、Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－イ
ンデノ［５,４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］アセトアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５,４－ｂ］フラン－８



(41) JP 4358917 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５,４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３,２－ｅ］インドール－１－イル
）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（５－フルオロ－３，７，８，９－テトラヒドロシクロペンタ［ｆ］［ｌ］ベ
ンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３,２－ｅ］インドール－１－イル
）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロピラノ［３,２－ｅ］インドール－
１－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロピラノ［３,２－ｅ］インドール－
１－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（４－フルオロ－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５,４－
ｂ］フラン－８－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（４－フルオロ－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５,４－
ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド、
（Ｓ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フ
ラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド、
（Ｒ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フ
ラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチ
ル］アセトアミド、
Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチ
ル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチ
ル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（７，８－ジヒドロ－６Ｈ－インデノ［４，５－ｄ］－１，３－ジオキソール
－８－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（７，８－ジヒドロ－６Ｈ－インデノ［４，５－ｄ］－１，３－ジオキソール
－８－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（２，３，８，９－テトラヒドロ－７Ｈ－インデノ［４，５－ｂ］－１，４－
ジオキシン－９－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（２，３，８，９－テトラヒドロ－７Ｈ－インデノ［４，５－ｂ］－１，４－
ジオキシン－９－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－８
－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－８
－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチル］ブチルアミドなどが好ましいものとして挙げられる。
【００３６】
さらに好ましくは、Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，
４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］アセトアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］プロピオンアミド、
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Ｎ－［２－（５－フルオロ－３，７，８，９－テトラヒドロシクロペンタ［ｆ］［１］ベ
ンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（５－フルオロ－１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロシクロペンタ［ｆ］
［１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド、
（Ｓ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フ
ラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド、
（Ｒ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フ
ラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチ
ル］アセトアミド、
Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチ
ル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチ
ル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－８
－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－８
－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチル］ブチルアミドである。
特に好ましくは、（Ｓ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ
［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－８
－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－８
－イル）エチル］ブチルアミド、
Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチル］プロピオンアミド、
Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチル］ブチルアミドである。
【００３７】
本発明の化合物（Ｉ）の塩としては、例えば薬理学的に許容される塩などが用いられる。
例えば、無機塩基との塩、有機塩基との塩、無機酸との塩、有機酸との塩、塩基性または
酸性アミノ酸との塩などがあげられる。無機塩基との塩の好適な例としては、例えばナト
リウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩、カルシウム塩、マグネシウム塩などのアル
カリ土類金属塩、ならびにアルミニウム塩、アンモニウム塩などが挙げられる。有機塩基
との塩の好適な例としては、例えばトリメチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、ピ
コリン、２，６－ルチジン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア
ミン、シクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレン
ジアミンなどとの塩があげられる。無機酸との塩の好適な例としては、例えば塩酸、臭化
水素酸、硝酸、硫酸、リン酸などとの塩が挙げられる。有機酸との塩の好適な例としては
、例えばギ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、フタル酸、フマル酸、シュウ酸、酒石酸、マレ
イン酸、クエン酸、コハク酸、リンゴ酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ－
トルエンスルホン酸などとの塩があげられる。塩基性アミノ酸との塩の好適な例としては
、例えばアルギニン、リジン、オルニチンなどとの塩が挙げられ、酸性アミノ酸との塩の
好適な例としては、例えばアスパラギン酸、グルタミン酸などとの塩があげられる。



(43) JP 4358917 B2 2009.11.4

10

20

30

中でも薬学的に許容可能な塩が好ましく、その例としては、化合物（Ｉ）内に塩基性官能
基を有する場合には、例えば塩酸、臭化水素酸、硝酸、硫酸、リン酸など無機酸との塩、
例えば酢酸、フタル酸、フマル酸、酒石酸、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンス
ルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸などの有機酸との塩があげられ、酸性官能基を有する
場合には、例えばナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩、カルシウム塩、マグ
ネシウム塩などのアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩などがあげられる。
また、本発明の化合物（I）は、水和物であっても、非水和物であってもよい。
【００３８】
本発明の化合物（I）の製造法について以下に述べる。
本発明の化合物（I）は、例えば以下の反応式で示される方法またはこれに準じた方法等
により得られる。
式中の化合物（III）～（LXXIV）は、塩を形成している場合も含み、この様な塩としては
、例えば化合物（I）の塩と同様のものなどが用いられる。
以下にその反応式の略図を示すが、略図中の化合物の各記号は前記と同意義を示す。
【００３９】
（反応１）
【化７１】

【化７２】
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【００４０】
化合物（III）は自体公知の方法、例えば第４版実験化学講座、第21巻、1-148頁（日本化
学会編）などに記載の方法、またはこれらに準じた方法に従って製造することができる。
化合物（VI）〔式中、Ｌはハロゲン原子、アルキルスルホニル、アルキルスルホニルオキ
シまたはアリールスルホニルオキシなどの脱離基、Ｒ7は置換されていてもよい炭化水素
基を示す〕は自体公知の方法、例えばブレタン オブ ザ ケミカル ソサイエティー　オブ
 ジャパン（Bull. Chem. Soc. Jpn.)，64巻, 1410頁 (1991)、ジャーナル　オブ　ジ　イ
ンディアン　ケミカル　ソサイエティー（J. Indian Chem. Soc.）, 66巻, 656頁 (1989)
、ジャーナル　オブ　メディシナル　ケミストリー（J. Med. Chem.）, 29巻, 1586頁, 1
904頁 (1986)などに記載の方法、またはこれらに準じた方法に従って製造することができ
る。
【００４１】
化合物（XIII）は自体公知の方法、例えばジャーナル　オブ　ザ　ケミカル ソサイエテ
ィ（J. Chem. Soc.）, 4691頁（1963）、 ケミストリー レターズ（Chem. Lett.）, 165
頁（1986）などに記載の方法、またはこれらに準じた方法に従って製造することができる
。
Ｌで示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素などが挙げられ
る。Ｌで示されるアルキルスルホニル基としては、例えばＣ1-5アルキルスルホニル基（
例えばメタンスルホニル、エタンスルホニルなど）などが挙げられる。Ｌで示されるアル
キルスルホニルオキシ基としては、例えばハロゲン化されていてもよいＣ1-5アルキルス
ルホニルオキシ基（例えばメタンスルホニルオキシ、エタンスルホニルオキシ、トリクロ
ロメタンスルホニルオキシなど）などが挙げられる。Ｌで示されるアリールスルホニルオ
キシ基としては、例えば置換されていてもよいベンゼンスルホニルオキシ基（例えばｐ－
トルエンスルホニルオキシ、ベンゼンスルホニルオキシなど）などが挙げられる。
また、式中の化合物が市販されている場合には市販品をそのまま用いることもできる。
【００４２】
化合物（IV）は、Knoevenagel縮合により塩基の存在下、化合物（III）とマロン酸から製
造される。化合物（III）１モルに対しマロン酸を約１．０～５．０モル、好ましくは約
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１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムな
どの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムな
どの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類などが挙げられる。これら塩基の使用量は、
化合物（III）１モルに対し約０．１～１０．０モル、好ましくは約０．１～５．０モル
用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒とし
て反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノー
ルなどのアルコール類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素
類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ギ
酸、酢酸などの有機酸類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロ
ロエタンなどのハロゲン化炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好まし
い。反応時間は用いる試薬や溶媒により異なるが通常３０分～２４時間、好ましくは３０
分～８時間である。反応温度は通常０～１５０℃、好ましくは０～１３０℃である。生成
物（IV）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って
反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段
により容易に精製することができる。
【００４３】
化合物（VIII）（式中、Ｒ9は炭化水素基を示す）はアルキルホスホン酸ジエステルの塩
基処理により生成するホスホナートカルボアニオンと化合物（III）とを反応させて、Ｅ
体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ異性体の混合物として得られる。Ｒ9

で示される「炭化水素基」としては、例えば前記の「炭化水素基」等があげられ、そのう
ち低級アルキル基（例えば、メチル、エチル、イソプロピルなどのＣ1-6アルキルなど）
や置換基を有していてもよいベンジル基等が好ましい。該「置換基を有していてもよいベ
ンジル基」は、ベンジル基の置換可能な位置に１ないし３個の、例えばハロゲン原子、Ｃ

1-3アルキル等の置換基を有していてもよく、具体例としては、例えばベンジル、ｐ－ク
ロロベンジル、ｐ－メチルベンジルなどが挙げられる。
アルキルホスホン酸ジエステルとしては、例えばジエチルホスホノ酢酸エチルなどが用い
られる。化合物（III）１モルに対しアルキルホスホン酸ジエステルを約１．０～３．０
モル、好ましくは約１．０～１．５モル用いる。塩基としては、例えば水素化ナトリウム
、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプ
ロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキ
シド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが
挙げられる。これら塩基の使用量は化合物（III）１モルに対し約１．０～５．０モル、
好ましくは約１．０～１．５モルである。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが
有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタ
ノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエ
ン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類
などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常１時間～５０時間
、好ましくは１時間～１０時間である。反応温度は通常－７８～２００℃、好ましくは０
～１５０℃である。化合物（VIII）の異性体混合物は反応液のままか粗製物として次の反
応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、
蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００４４】
化合物（IX）は、酸あるいは塩基を用いて化合物（VIII）のエステル基を加水分解するこ
とにより製造される。酸加水分解には、 一般に塩酸、 硫酸などの鉱酸類や三塩化ホウ素
、三臭化ホウ素などのルイス酸類、ルイス酸とチオールまたはスルフィドの併用、トリフ
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ルオロ酢酸、ｐ－トルエンスルホン酸などの有機酸類が用いられる。アルカリ加水分解に
は、 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 水酸化バリウムなどの無機塩基類、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウムなどの塩基性塩類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド
、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類、 トリエチルアミン、イミダゾー
ル、ホルムアミジンなどの有機塩基類などが用いられる。これら酸および塩基は、化合物
（VIII）１モルに対して約０．５～１０モル、好ましくは約０．５～６．０モル用いる。
本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような
溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、
プロパノールなどのアルコール類、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロ
ヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭化水素類、ギ酸、酢酸などの有機酸類、テトラヒドロフ
ラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホル
ム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル
、プロピオニトリルなどのニトリル類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、
ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒な
どが好ましい。反応時間は通常１０分～６０時間、好ましくは１０分～１２時間である。
反応温度は通常－１０～２００℃、好ましくは０～１２０℃である。生成物（IX）は反応
液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から
単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精
製することができる。
化合物（VII）（式中、Ｒ9は炭化水素基を示す）は、化合物（VI）と式 Ｒ3ＣＨ2ＣＯＯ
Ｒ9（式中、Ｒ3およびＲ9は前記と同意義を示す）で表されるエステル誘導体とを、塩基
の存在下で反応させることにより製造される。
【００４５】
化合物（VI）１モルに対し該エステル誘導体を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．
０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの
無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの
塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－
メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアル
カリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキ
サメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド
、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられる。これら塩基の使
用量は、化合物（VI）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０
モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒
として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパ
ノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，
２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサ
ンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドな
どのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンな
どのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、アセ
トン、メチルエチルケトンなどのケトン類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類
などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間
、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは－１
０～１５０℃である。生成物（VII）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いるこ
ともできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマ
トグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００４６】
化合物（VII）のうち、Ｒ3およびＲ4が水素である化合物は、化合物（VIII）を水素雰囲
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気下、種々の触媒を共存させた接触還元反応に付すことによっても製造される。使用され
る触媒としては、例えば酸化白金、白金付活性炭、パラジウム付活性炭、パラジウム付硫
酸バリウム、ニッケル、銅－クロム酸化物、ロジウム、コバルト、ルテニウム等が用いら
れる。触媒の使用量は、化合物（VIII）に対して約５～１０００重量％、好ましくは約５
～３００重量％である。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。この
ような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノー
ル、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキ
サン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、シクロヘキサン、ヘキサンなどの飽
和炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのア
ミド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ま
しい。反応時間は用いる触媒の活性および量によって異なるが、通常３０分～２４時間、
好ましくは３０分～６時間である。反応温度は通常０～１２０℃、好ましくは２０～８０
℃である。圧力は通常１～１００気圧である。反応系に触媒能の上昇をもたらす添加物（
促進剤）を添加してもよい。酸性添加物としては、例えば、塩酸、硫酸、硝酸、過塩素酸
、臭化水素酸、リン酸などの無機酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル酸、
フマル酸、酒石酸、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、
１０－カンファースルホン酸などの有機酸類などが好ましい。塩基性添加物としては、水
酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどが好ましい。生成物（VII）は反応液のままか粗製
物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することも
でき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することがで
きる。
【００４７】
化合物（V）のうち、Ｒ3およびＲ4が水素である化合物は、化合物（IV）あるいは化合物
（IX）を水素雰囲気下、化合物（VII）を製造する工程と同様の接触還元反応に付すこと
によって製造される。
化合物（V）は、酸あるいは塩基を用いて化合物（VII）のエステル基を加水分解すること
によっても製造される。酸加水分解には、 一般に塩酸、 硫酸などの鉱酸類や三塩化ホウ
素、三臭化ホウ素などのルイス酸類、ルイス酸とチオールまたはスルフィドの併用、トリ
フルオロ酢酸、ｐ－トルエンスルホン酸などの有機酸類が用いられる。アルカリ加水分解
には、 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 水酸化バリウムなどの無機塩基類、炭酸ナ
トリウム、炭酸カリウムなどの塩基性塩類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシ
ド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類、 トリエチルアミン、イミダゾ
ール、ホルムアミジンなどの有機塩基類などが用いられる。これら酸および塩基は、化合
物（VII）１モルに対して約０．５～１０モル、好ましくは約０．５～６．０モル用いる
。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このよう
な溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール
、プロパノールなどのアルコール類、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シク
ロヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭化水素類、ギ酸、酢酸などの有機酸類、テトラヒドロ
フラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホ
ルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリ
ル、プロピオニトリルなどのニトリル類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類
、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒
などが好ましい。反応時間は通常１０分～６０時間、好ましくは１０分～１２時間である
。反応温度は通常－１０～２００℃、好ましくは０～１２０℃である。生成物（V）は反
応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物か
ら単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に
精製することができる。
【００４８】
化合物（XIV）は、アルドール縮合により塩基の存在下、化合物（XIII）と式Ｒ4ＣＨＯ［
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Ｒ4は前記と同意義を示す］で表されるアルデヒド誘導体から、Ｅ体あるいはＺ体の配置
異性体単独またはＥおよびＺ異性体の混合物として製造される。化合物（XIII）１モルに
対し該アルデヒド誘導体を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用い
る。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、例えば
炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、
ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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
リンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素
化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシ
ラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第
三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられる。これら塩基の使用量は、化合
物（XIII）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．５モル用いる
。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応
が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなど
のアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメト
キシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭
化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド
類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲ
ン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジメチルスルホ
キシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応
時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常－７８
～２００℃、好ましくは－１０～１５０℃である。またリチウムジイソプロピルアミド等
の塩基の存在下で得られるアルドール型中間体を、ｐ－トルエンスルホン酸などの酸触媒
存在下室温～加熱下脱水させることによっても製造することができる。生成物（XIV）は
反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物
から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易
に精製することができる。
【００４９】
化合物（X）は、化合物（V）または化合物（XIV）を自体公知の閉環反応に付して製造さ
れる。例えば、加熱による方法、酸性物質を用いる方法、ハロゲン化剤と反応させた後、
ルイス酸存在下で環化させる方法、およびこれらに準じる方法などが用いられる。
加熱により閉環する場合は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利で
ある。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えば１，２，
３，４－テトラヒドロナフタレンなどの高沸点炭化水素類、ジフェニルエーテル、ジエチ
レングリコールジメチルエーテルなどの高沸点エーテル類などの溶媒もしくはそれらの混
合溶媒などが好ましい。反応時間は通常１０分～２４時間、好ましくは１０分～１０時間
である。反応温度は通常１００～３００℃、好ましくは１００～２００℃である。
酸性物質を用いて閉環する場合、例えばオキシ塩化リン、五塩化リン、三塩化リン、チオ
ニルクロリド、塩酸、硫酸、ポリリン酸、ｐ－トルエンスルホン酸などの酸性物質が用い
られる。化合物（V）または（XIV）１モルに対して酸性物質を約０．５～１００モル、好
ましくは約５．０～２０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用
いて行うのが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されない
が、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキサンなど
の飽和炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどの
エーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミ
ド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロ
ゲン化炭化水素類、無水酢酸などの酸無水物類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシ
ド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２
時間、好ましくは３０分～６時間である。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～
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１５０℃である。
【００５０】
ハロゲン化剤と反応させた後、ルイス酸存在下で閉環する場合、ハロゲン化剤としては、
例えば塩化チオニル、臭化チオニルなどのハロゲン化チオニル類、塩化ホスホリル、臭化
ホスホリルなどのハロゲン化ホスホリル類、五塩化リン、三塩化リン、五臭化リン、三臭
化リンなどのハロゲン化リン類、オキサリルクロリドなどのオキサリルハライド類、ホス
ゲンなどが挙げられる。化合物（V）１モルに対してハロゲン化剤を約１．０～３０モル
、好ましくは約１．０～１０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒
を用いて行うのが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定され
ないが、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキサン
などの飽和炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンな
どのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどの
アミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどの
ハロゲン化炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は
通常１０分～１２時間、好ましくは１０分～５時間である。反応温度は通常－１０～２０
０℃、好ましくは－１０～１２０℃である。生成物は反応液のままか粗製物として次の反
応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、
蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。次の環化
反応に用いられるルイス酸としては、例えば無水塩化アルミニウム、無水塩化亜鉛、無水
塩化鉄などが挙げられる。化合物（V）１モルに対してルイス酸を約０．１～２０モル、
好ましくは約０．２～５．０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒
を用いて行うのが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定され
ないが、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、モノクロロベンゼン、ｏ－
ジクロロベンゼン、１，２，４－トリクロロベンゼン、ジクロロメタン、クロロホルム、
四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類などの溶媒もしくはそ
れらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～
６時間である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは－５～１２０℃である。前
記の環化反応により得られた生成物（X）は反応液のままか粗製物として次の反応に用い
ることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、ク
ロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００５１】
化合物（XII）はアセトニトリルを塩基処理して生成するカルボアニオンと化合物（X）と
を反応させて化合物（XI）を得、次いで脱水反応に付すことによって製造される。化合物
（XII）はＥ体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ体の混合物として得られ
る。化合物（X）１モルに対しアセトニトリルを約１．０～３．０モル、好ましくは約１
．０～１．３モル用いる。塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなど
のアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウ
ムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエト
キシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられ、これら塩基
の使用量は化合物（X）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～１．
５モルである。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶
媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロ
パノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１
，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキ
サンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
などのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン
などのハロゲン化炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応
時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常－７８
～１００℃、好ましくは－７８～５０℃である。生成物は反応液のままか粗製物として次
の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結
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晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００５２】
脱水反応に用いられる触媒としては、例えば塩酸、硫酸、リン酸、硫酸水素カリウム、シ
ュウ酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸、三フッ化ホウ素エーテ
ル錯体などの酸性触媒、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの塩基性触媒などが挙げ
られるが、さらに例えばＮ，Ｎ’－ジシクロヘキシルカルボジイミドなどの脱水剤、アル
ミナ、二酸化ナトリウム、オキシ塩化リン、塩化チオニル、メタンスルホニルクロリドな
どを用いてもよい。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利
である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノー
ル、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ
ラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、
シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類など
の溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～２４時間、好
ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～１５０℃
である。
【００５３】
化合物（XII）はアルキルホスホン酸ジエステルの塩基処理により生成するホスホナート
カルボアニオンと化合物（X）とを反応させて、Ｅ体あるいはＺ体の配置異性体単独また
はＥおよびＺ異性体の混合物としても得られる。アルキルホスホン酸ジエステルとしては
、例えばジエチルシアノメチルホスホナートなどが用いられる。化合物（X）１モルに対
しアルキルホスホン酸ジエステルを約１．０～３．０モル、好ましくは約１．０～１．５
モル用いる。塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金
属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチ
ルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリ
ウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられ、これら塩基の使用量は化
合物（X）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～１．５モルが好ま
しい。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として
反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノール
などのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジ
メトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなど
の炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのア
ミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶
媒などが好ましい。反応時間は通常１時間～５０時間、好ましくは１時間～１０時間であ
る。反応温度は通常－７８～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。化合物（XII）
の異性体混合物は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に
従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分
離手段により容易に精製することができる。
【００５４】
化合物（XII）の側鎖の炭素鎖を延長する場合、公知の炭素鎖延長反応に準じて行えばよ
く、例えばシアノ基をアルカリ性または酸性条件下で加水分解して、カルボキシル基とし
た後、あるいは該カルボキシル基をエステル体に導いた後、還元反応に付してアルコール
体とし、次いでハロゲン化、シアノ化を経る反応などが採用される。
化合物（XV）は、化合物（XII）を還元反応に付すことによって製造される。使用される
還元剤としては、例えば水素化アルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウムなどの金
属水素化物類、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水素錯
化合物類、 または水素添加触媒として例えばラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒
等が用いられる。還元剤の使用量は、例えば金属水素化物の場合、化合物（XII）１モル
に対して約１．０～１０モル、好ましくは約１．０～３．０モル、金属水素錯化合物の場
合、化合物（XII）１モルに対して約１．０～１０モル、好ましくは約１．０～３．０モ
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ル、水素添加の場合、ラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒を化合物（XII）に対し
て約１０～１０００重量％、好ましくは約８０～３００重量％である。本反応は反応に不
活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に
限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジ
エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエ
ーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類
などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。ラネーニッケルやラネーコバルト
触媒を用いる際には副反応を抑えるために、さらにアンモニア等のアミン類を添加しても
よい。反応時間は用いる触媒の活性および量によって異なるが、通常１時間～１００時間
、好ましくは１時間～５０時間である。反応温度は通常０～１２０℃、好ましくは２０～
８０℃である。ラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒を用いた場合、水素の圧力は通
常１～１００ 気圧である。生成物（XV）は反応液のままか粗製物として次の反応に用い
ることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、ク
ロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００５５】
化合物（XVI）のうちｍ＝２または３の化合物は、 化合物（XV）を酸処理し、異性化させ
ることにより製造される。 酸触媒としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸、臭化水素酸、リ
ン酸などの無機酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル酸、フマル酸、酒石酸
、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０
－カンファースルホン酸などの有機酸類、三フッ化ホウ素エーテル錯体などが好ましい。
これら酸触媒の使用量は化合物（XV）１モルに対し約０．０１～１０モル、好ましくは約
０．０１～５．０モルである。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行
うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例え
ばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テト
ラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、
トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキ
シド類、 水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常１０
分～１２時間、好ましくは１０分～２時間である。反応温度は通常－１０～２００℃、好
ましくは－１０～１００℃である。生成物（XVI）は反応液のままか粗製物として次の反
応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、
蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
化合物（XVI）のうちｍ＝１の化合物は、 化合物（X）をルイス酸の存在下トリメチルシ
リルシアニドで処理し、生じたトリメチルシリルオキシ基を酸で脱離させ続いてシアノ基
を還元することにより製造される。 ルイス酸としては、例えばヨウ化亜鉛、無水塩化ア
ルミニウム、無水塩化亜鉛、無水塩化鉄などが挙げられる。これらルイス酸触媒の使用量
は化合物（X）１モルに対し約０．０１～１０モル、好ましくは約０．０１～１．０モル
である。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。こ
のような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばジエチルエーテル、
テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼ
ン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの
混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常１０分～１２時間、好ましくは３０分～３時間
である。反応温度は通常－１０～２００℃、好ましくは－１０～１００℃である。生成物
は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合
物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容
易に精製することができる。次に酸を用いて処理する。酸としては、例えば塩酸、硫酸、
硝酸、臭化水素酸、リン酸などの無機酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル
酸、フマル酸、酒石酸、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、ｐ－トル
エンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸などの有機酸類、三フッ化ホウ素エーテル
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錯体などが好ましい。これら酸の使用量は化合物（X）１モルに対し約１～１００モル、
好ましくは約１～１０モルである。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用い
て行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、
例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタン
などのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチ
ルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好まし
い。反応時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通
常０～２００℃、好ましくは２０～１５０℃である。シアノ基の還元は、化合物（XII）
から化合物（XV）を製造する際に用いられる条件で行うことができる。生成物（XVI）は
反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物
から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易
に精製することができる。
【００５６】
化合物（XVII）は、 化合物（XVI）と、カルボン酸、その塩またはその反応性誘導体とを
反応させることにより行われる。該カルボン酸としては、例えば式 Ｒ1－ＣＯＯＨ（式中
、Ｒ1は前記と同意義を示す）で表される化合物が挙げられる。該カルボン酸の反応性誘
導体としては、例えば酸ハロゲン化物（例、酸塩化物、酸臭化物など）、酸アミド（例、
ピラゾール、イミダゾール、ベンゾトリアゾールなどとの酸アミドなど）、酸無水物（例
、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水酪酸などのＣ1-6脂肪族カルボン酸無水物など）、
酸アジド、活性エステル（例、ジエトキシリン酸エステル、ジフェノキシリン酸エステル
、ｐ－ニトロフェニルエステル、２，４－ジニトロフェニルエステル、シアノメチルエス
テル、ペンタクロロフェニルエステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドとのエステル、Ｎ
－ヒドロキシフタルイミドとのエステル、１－ヒドロキシベンゾトリアゾールとのエステ
ル、６－クロロ－１－ヒドロキシベンゾトリアゾールとのエステル、１－ヒドロキシ－１
Ｈ－２－ピリドンとのエステルなど）、活性チオエステル（例、２－ピリジルチオエステ
ル、２－ベンゾチアゾリルチオエステルなど）などが用いられる。
【００５７】
また該反応性誘導体を用いる代わりに、該カルボン酸またはその塩を適当な縮合剤の存在
下、直接化合物（XVI）と反応させても良い。縮合剤としては、例えばＮ，Ｎ'－ジシクロ
ヘキシルカルボジイミド、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイ
ミド（ＷＳＣ）塩酸塩などのＮ，Ｎ'－ジ置換カルボジイミド類、Ｎ，Ｎ'－カルボニルジ
イミダゾールなどのアゾライド類、Ｎ－エトキシカルボニル－２－エトキシ－１，２－ジ
ヒドロキノリン、オキシ塩化リン、アルコキシアセチレンなどの脱水剤、２－クロロメチ
ルピリジニウムヨージド、２－フルオロ－１－メチルピリジニウムヨージドなどの２－ハ
ロゲノピリジニウム塩などが用いられる。これらの縮合剤を用いた場合、反応はカルボン
酸の反応性誘導体を経て進行すると考えられる。式 Ｒ1－ＣＯＯＨ（Ｒ1は前記と同意義
）で表されるカルボン酸またはその反応性誘導体は、化合物（XVI）１モルに対し通常約
１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な
溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定さ
れないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメト
キシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水素類、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロ
ロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水
素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、 ジメチルスルホキシドな
どのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。カルボン
酸の反応性誘導体として酸ハロゲン化物を用いる場合は、放出されるハロゲン化水素を反
応系内から除去する目的で、脱酸剤の存在下に反応を行うことができる。このような脱酸
剤としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩
類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、トリエチルアミン、トリプロピルアミン
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、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
ルホリンなどの第３級アミン類などを加えておくのが望ましい。反応時間は用いる試薬や
溶媒により異なるが通常３０分～２４時間、好ましくは３０分～４時間である。反応温度
は通常０～１００℃、好ましくは０～７０℃である。
【００５８】
また化合物（XVII）は、 化合物（XV）に式 Ｒ1－ＣＯＯＨ（Ｒ1は前記と同意義）で表さ
れるカルボン酸またはその反応性誘導体を加え、酸性条件下で５分～３時間、好ましくは
１０分～１時間、０～１００℃、好ましくは０～７０℃で撹拌した後に、前記の脱酸剤を
加えてアシル化反応に付すことにより、 系内で異性化を伴いながら製造することもでき
る。該カルボン酸またはその反応性誘導体は、化合物（XV）１モルに対し通常約１．０～
５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用
いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが
、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタ
ンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン
、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、ア
セトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、 ジメチルスルホキシドなどのスル
ホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。こうして得られた生成
物（XVII）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従っ
て反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手
段により容易に精製することができる。
【００５９】
光学活性な化合物（XVII）を製造するためには、 化合物（XV）を遷移金属－光学活性ホ
スフィン錯体などの不斉還元触媒を用いて還元し、続いてアシル化を行う方法等が用いら
れる。該遷移金属－光学活性ホスフィン錯体としては、例えばルテニウム－光学活性ホス
フィン錯体が挙げられ、好ましくはジルテニウムテトラクロロ　ビス［２，２’－ビス（
ジフェニルホスフィノ）－１，１’－ビナフチル］トリエチルアミン、［２，２’－ビス
（ジフェニルホスフィノ）－１，１’－ビナフチル］ルテニウム　ジアセテートなどのル
テニウム－２，２’－ビス（ジフェニルホスフィノ）－１，１’－ビナフチル誘導体等が
用いられる。反応条件は、後述の化合物（XXXV）から光学活性なアミノアルキル体を製造
する時の条件と同様である。 得られた光学活性なアミノアルキル体のアシル化の条件と
しては、後述の化合物（XXXVI）から化合物（I）を製造する時と同様の条件が用いられる
。
また、光学活性な化合物（XVII）を製造するために、 化合物（XV）をアシル化した後に
遷移金属－光学活性ホスフィン錯体などの不斉還元触媒を用いて還元を行う方法等も用い
られる。該遷移金属－光学活性ホスフィン錯体としては、例えばルテニウム－光学活性ホ
スフィン錯体が挙げられ、好ましくはジルテニウムテトラクロロ　ビス［２，２’－ビス
（ジフェニルホスフィノ）－１，１’－ビナフチル］トリエチルアミン、［２，２’－ビ
ス（ジフェニルホスフィノ）－１，１’－ビナフチル］ルテニウム　ジアセテートなどの
ルテニウム－２，２’－ビス（ジフェニルホスフィノ）－１，１’－ビナフチル誘導体等
が用いられる。反応条件は、後述の化合物（XXXV）から光学活性なアミノアルキル体を製
造する時の条件と同様である。化合物（XV）のアシル化の条件としては、後述の化合物（
XXXVI）から化合物（I）を製造する時と同様の条件が用いられる。
【００６０】
さらに、化合物（XVII）のうちＲ2がアルキル基の場合には、上記アシル化の後、対応す
るアルキル化剤（例えば、アルキルハライド、アルコールのスルホン酸エステルなど）を
用いて、塩基の存在下アルキル化反応を行う。化合物（XVII）１モルに対しアルキル化剤
を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例え
ば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム



(55) JP 4358917 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香
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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水
素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リ
チウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナ
トリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコ
キシド類などが挙げられる。化合物（XVII）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、
好ましくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが
有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタ
ノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエ
ン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素
、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニト
リルなどのニトリル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくは
それらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分
～６時間である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは－１０～１５０℃である
。生成物（XVII）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法
に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの
分離手段により容易に精製することができる。
【００６１】
化合物（XVII）のうち二重結合部分が還元された化合物を製造する場合は、化合物（VIII
）から化合物（VII）を製造する操作と同様の操作により、化合物（XVII）の二重結合部
分を接触還元することにより製造される。
化合物（XVIII）は、化合物（XVII）の水酸基の保護基を脱保護することにより製造され
る。本脱保護工程は、一般的な公知操作に基づいて行われる。例えば、Ｔ．Ｗ．グリーン
の「Protective Groups in Organic Synthesis」 (２版、１９９１年）記載の、「Protec
tion for Phenols and Catechols」の章に従って行うことができる。
化合物（XIX）は、化合物（XVIII）と対応するアルキル化剤（例えば、アルキルハライド
、アルコールのスルホン酸エステルなど）とを、塩基の存在下で反応させることにより製
造される。化合物（XVIII）１モルに対しアルキル化剤を約１．０～５．０モル、好まし
くは約１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリ
ウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリ
ウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウム
などのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リ
チウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウム
エトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられる。化合
物（XVIII）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モ
ル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒と
して反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノ
ールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２
－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサン
などの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなど
のアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなど
のハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジメチ
ルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好まし
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い。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは１時間～２４時間である。反応温度は
通常－２０～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。生成物（XIX）は反応液のまま
か粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離する
こともでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製するこ
とができる。
【００６２】
化合物（XX）［式中、Ｒ8は水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭化水
素基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、シアノ基また
は置換基を有していてもよいアミノ基、Ｒ9は炭化水素基を示し、その他の各記号は前記
と同意義を示す］は、化合物（XVIII）と対応するα－ハロケトン（例、α－クロロケト
ン、α－ブロモケトン、α－ヨードケトン等）とを、塩基の存在下で反応させることによ
り製造される。化合物（XVIII）１モルに対しα－ハロケトンを約１．０～５．０モル、
好ましくは約１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸
化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素
ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カ
リウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミ
ド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナト
リウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられる
。化合物（XVIII）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２
．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような
溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プ
ロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、
１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘ
キサンなどの炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、ク
ロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセト
ニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシ
ド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８
時間、好ましくは１時間～２４時間である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましく
は０～１５０℃である。生成物（XX）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いるこ
ともできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマ
トグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００６３】
化合物（XXI）は、化合物（XVIII）と対応するアルキル化剤（例えば、置換アセチレンア
ルキルハライド、置換アセチレンアルコールのスルホン酸エステルなど）とを、塩基の存
在下で反応させることにより製造される。化合物（XVIII）１モルに対しアルキル化剤を
約１．０～２０．０モル、好ましくは約１．０～１０．０モル用いる。塩基としては、例
えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウ
ム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳
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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、
水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、
リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、
ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アル
コキシド類などが挙げられる。化合物（XVIII）１モルに対し塩基を約１．０～１０．０
モル、好ましくは約１．０～５．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行



(57) JP 4358917 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例え
ばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テト
ラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、
トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩
化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピ
オニトリルなどのニトリル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒も
しくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは
１時間～２４時間である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは０～１５０℃で
ある。生成物（XXI）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、
常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーな
どの分離手段により容易に精製することができる。
【００６４】
化合物（I）は、化合物（XIX）、（XX）または（XXI）を自体公知の閉環反応に付して製
造される。例えば、加熱による方法、酸性物質を用いる方法、塩基性物質を用いる方法、
およびこれらに準じる方法などが用いられる。
加熱により閉環する場合は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利で
ある。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えば１，２，
３，４－テトラヒドロナフタレン、ブロモベンゼンなどの高沸点炭化水素類、ジフェニル
エーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテルなどの高沸点エーテル類、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリンなどの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが
好ましい。反応時間は通常１０分～２４時間、好ましくは１０分～１０時間である。反応
温度は通常１００～３００℃、好ましくは１５０～２５０℃である。
酸性物質を用いて閉環する場合、例えばオキシ塩化リン、五塩化リン、五酸化リン、三塩
化リン、チオニルクロリド、臭化水素酸、塩酸、硫酸、リン酸、ポリリン酸、ｐ－トルエ
ンスルホン酸などの酸性物質が用いられる。化合物（XIX）、（XX）または（XXI）１モル
に対して酸性物質を約０．５～１００モル、好ましくは約５．０～２０モル用いる。本反
応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒
としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香
族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭化水素類、テトラヒドロフラン、
ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四
塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、無水酢酸などの酸無水
物類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合
溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～６時間であ
る。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。
【００６５】
塩基性物質を用いて閉環する場合、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性物質が用いられる。化合物（XI
X）、（XX）または（XXI）１モルに対して塩基性物質を約０．５～１００モル、好ましく
は約５．０～２０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行
うのが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例
えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、アセトン、メチルエチ
ルケトンなどのケトン類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応
時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～６時間である。反応温度は通常０～２
００℃、好ましくは０～１５０℃である。
前記の環化反応により得られた生成物（I）は常法に従って反応混合物から単離すること
ができ、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することが
できる。
化合物（I）のうち二重結合部分が還元された化合物を製造する場合は、化合物（VIII）
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から化合物（VII）を製造する操作と同様の操作により、化合物（I）の二重結合部分を接
触還元することにより製造される。
【００６６】
（反応２）
【化７４】

【００６７】
化合物（XXII）は、化合物（X）をアルキル化反応に付し、ついで臭化水素酸で処理する
ことにより製造される。アルキル化反応は、シクロプロピルブロミドとマグネシウムから
調製されるグリニャール試薬を不活性な溶媒で希釈した後、化合物（X）と反応させる。
シクロプロピルブロミドからグリニャール試薬を調製する方法は、公知の方法に準じて行
えばよい。シクロプロピルブロミド１モルに対してマグネシウムを約１．０～５．０モル
、好ましくは約１．０～１．５モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うの
が有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えば
ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭化
水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類
などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常１０分～１０時間
、好ましくは１５分～３時間である。反応温度は通常０～１５０℃、好ましくは４０～８
０℃である。反応の際に、少量のヨウ素を存在させてもよい。反応終了後生成したグリニ
ャール試薬は室温で放置して反応を完結させた後、溶媒を留去、あるいは留去することな
く溶媒を添加して希釈し、化合物（X）を滴下して反応させる。 該グリニャール試薬１モ
ルに対して化合物（X）を約０．４～３．０モル、好ましくは約０．４～１．０モル用い
る。希釈に使用される溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えばベン
ゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭化水素
類、クロロトルエンなどのハロゲン化炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１
，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好
ましい。希釈に使用される溶媒の量は、該グリニャール試薬に対し容量で約１．０～３０
倍、好ましくは約１．０～１５倍量用いる。反応時間は通常１０分～１０時間、好ましく
は１５分～３時間である。反応温度は通常０～１５０℃、好ましくは４０～１００℃であ
る。生成物は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従っ
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て反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手
段により容易に精製することができる。臭化水素酸の使用量は、 化合物（X）１モルに対
し約１．０～３０モル、好ましくは約１．０～５．０モルが好ましい。本反応は反応に不
活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に
限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ギ
酸、酢酸などの有機酸類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水
素類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合
溶媒などが好ましい。反応時間は通常１時間～６０時間、好ましくは１時間～１５時間で
ある。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～８０℃である。生成物（XXII）は反
応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物か
ら単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に
精製することができる。
【００６８】
化合物（XXIII）は、化合物（XXII）とフタルイミドカリウムを反応させることにより製
造される。フタルイミドカリウムは化合物（XXII）１モルに対し約１．０～５．０モル、
好ましくは約１．０～１．５モル用いる。化合物（XXII）とフタルイミドカリウムとの縮
合は所望により塩基の存在下、無溶媒もしくは不活性な溶媒を用いて行うのが有利である
。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン
、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなど
の第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、
ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドな
どの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキ
シドなどの金属アルコキシド類などが挙げられ、これらの使用量は化合物（XXII）１モル
に対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。溶媒とし
ては、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエー
テル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、
ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホ
ルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリ
ル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類な
どの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～２０時間、
好ましくは３０分～８時間である。反応温度は通常０～１５０℃、好ましくは２０～８０
℃である。生成物（XXIII）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもでき
るが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフ
ィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００６９】
化合物（XXIV）は、化合物（XXII）とシアノ化合物とを反応させることにより製造される
。シアノ化合物としては、 例えばシアン化ナトリウム、 シアン化カリウムおよびこれら
の混合物が挙げられる。 また反応系中でシアン化水素と、 例えば水酸化ナトリウム、水
酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどの塩基性物質とを反応させることによ
って調製して用いることもできる。シアノ化合物は、化合物（XXII）１モルに対し約０．
８～１０モル、好ましくは約１．０～２．０モルが好ましい。本反応は反応に不活性な溶
媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定され
ないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキ
シエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化
水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類
、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、クロロベンゼ
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スルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。また相関移動触媒
の存在下、水と水に不溶、 または難溶の上記有機溶媒を用いることもできる。相関移動
触媒としては、例えば臭化テトラブチルアンモニウム、塩化ベンジルトリエチルアンモニ
ウムなどの４級アンモニウム塩類、４級ホスホニウム塩類が挙げられる。相関移動触媒の
使用量は、化合物（XXII）１モルに対し約０．００１～１０モル、好ましくは約０．００
５～０．５モル用いる。反応時間は通常３０分～２０時間、好ましくは３０分～８時間で
ある。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは２０～１５０℃である。生成物（XXIV）
は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合
物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容
易に精製することができる。
【００７０】
化合物（XVI）は、 化合物（XXIII）のイミド基を分解することによって製造される。 化
合物（XXIII）１モルに対し、例えばメチルアミン、エチルアミンなどのアミン類、ヒド
ラジン、フェニルヒドラジンなどのヒドラジン類、硫化ナトリウム、硫化カリウムなどの
硫化アルカリ金属類、塩酸、硫酸などの鉱酸類などを通常約１．０モル～２０モル、好ま
しくは約１．０モル～５．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが
有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタ
ノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエ
ン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類
などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２時間
、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは２０～１
００℃である。生成物（XVI）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもで
きるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラ
フィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
化合物（XVI）は、 化合物（XII）から化合物（XV）を製造する操作と同様の操作により
、 化合物（XXIV）のシアノ基を還元することによっても製造される。
【００７１】
（反応３）
【化７５】
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【００７２】
化合物（XXV）は自体公知の方法、例えばジャーナル　オブ　オーガニック　ケミストリ
ー（J. Org. Chem.）, 49巻, 409頁 (1984)、 ジャーナル　オブ　ジインディアン　ケミ
カル　ソサイエティー（J. Indian Chem. Soc.）, 36巻, 76頁 (1959)などに記載の方法
、またはこれらに準じた方法に従って製造することができる。
化合物（XXVIII）〔式中、Ｌはハロゲン原子、アルキルスルホニル基、アルキルスルホニ
ルオキシ基またはアリールスルホニルオキシ基などの脱離基を示す〕は自体公知の方法、
例えばジャーナル　オブ　ザ　ケミカル ソサエティ（J. Chem. Soc.）, 2455頁（1956）
、4665頁（1958）、 などに記載の方法、またはこれらに準じた方法に従って製造するこ
とができる。
【００７３】
Ｌで示されるハロゲン原子としては、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素などが挙げられ
る。Ｌで示されるアルキルスルホニル基としては、例えばＣ1-5アルキルスルホニル基（
例えばメタンスルホニル、エタンスルホニルなど）などが挙げられる。Ｌで示されるアル
キルスルホニルオキシ基としては、例えばハロゲン化されていてもよいＣ1-5アルキルス
ルホニルオキシ基（例えばメタンスルホニルオキシ、エタンスルホニルオキシ、トリクロ
ロメタンスルホニルオキシなど）などが挙げられる。Ｌで示されるアリールスルホニルオ
キシ基としては、例えば置換されていてもよいベンゼンスルホニルオキシ基（例えばｐ－
トルエンスルホニルオキシ、ベンゼンスルホニルオキシなど）などが挙げられる。
また、式中の化合物が市販されている場合には市販品をそのまま用いることもできる。
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化合物（XXVI）は、前記の化合物（III）から化合物（IV）を製造する方法と同様にして
、Knoevenagel縮合により塩基の存在下、化合物（XXV）とマロン酸から製造される。化合
物（XXV）１モルに対しマロン酸を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０
モル用いる。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類
、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類
、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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、ピリジン、４－ジメチルアミノピリ
ジン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、ピペリジン、Ｎ－メチルピペリジン、Ｎ－メチルピロ
リジン、Ｎ－メチルモルホリンなどの第３級アミン類などが挙げられる。これら塩基の使
用量は、化合物（XXV）１モルに対し約０．１～１０．０モル、好ましくは約０．１～５
．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような
溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プ
ロパノールなどのアルコール類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの
炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミ
ド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２
－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒など
が好ましい。反応時間は用いる試薬や溶媒により異なるが通常３０分～２４時間、好まし
くは３０分～８時間である。反応温度は通常０～１５０℃、好ましくは０～１３０℃であ
る。生成物（XXVI）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常
法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなど
の分離手段により容易に精製することができる。
【００７４】
化合物（XXX）は前記の化合物（III）から化合物（VIII）を製造する操作と同様にしてア
ルキルホスホン酸ジエステルの塩基処理により生成するホスホナートカルボアニオンと化
合物（XXV）とを反応させて、Ｅ体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ異性
体の混合物として得られる。アルキルホスホン酸ジエステルとしては、前記と同じく、例
えばジエチルホスホノ酢酸エチルなどが用いられる。化合物（XXV）１モルに対しアルキ
ルホスホン酸ジエステルを約１．０～３．０モル、好ましくは約１．０～１．５モル用い
る。塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化
物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラ
ジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三
ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられる。これら塩基の使用量は化合物（
XXV）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～１．５モルである。本
反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進
行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのア
ルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシ
エタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水
素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、
ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが
好ましい。反応時間は通常１時間～５０時間、好ましくは１時間～１０時間である。反応
温度は通常－７８～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。化合物（XXX）の異性体
混合物は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反
応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段に
より容易に精製することができる。
【００７５】
化合物（XXXI）は、前記の化合物（VIII）から化合物（IX）を製造する方法と同様にして
、酸あるいは塩基を用いて化合物（XXX）のエステル基を加水分解することにより製造さ
れる。酸加水分解には、 一般に塩酸、 硫酸などの鉱酸類や三塩化ホウ素、三臭化ホウ素
などのルイス酸類、ルイス酸とチオールまたはスルフィドの併用、トリフルオロ酢酸、ｐ
－トルエンスルホン酸などの有機酸類が用いられる。アルカリ加水分解には、 水酸化ナ
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トリウム、水酸化カリウム、 水酸化バリウムなどの金属水酸化物類、炭酸ナトリウム、
炭酸カリウムなどの金属炭酸塩類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリ
ウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類、 トリエチルアミン、イミダゾール、ホ
ルムアミジンなどの有機塩基類などが用いられる。これら酸および塩基は、化合物（XXX
）１モルに対して約０．５～１０モル、好ましくは約０．５～３．０モル用いる。本反応
は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒と
しては反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパ
ノールなどのアルコール類、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘキサ
ン、ヘキサンなどの飽和炭化水素類、ギ酸、酢酸などの有機酸類、テトラヒドロフラン、
ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四
塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロ
ピオニトリルなどのニトリル類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、ジメチ
ルスルホキシドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好
ましい。反応時間は通常１０分～６０時間、好ましくは１０分～１２時間である。反応温
度は通常－１０～２００℃、好ましくは０～１２０℃である。生成物（XXXI）は反応液の
ままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離
することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製す
ることができる。
【００７６】
化合物（XXIX）は前記の化合物（VI）から化合物（VII）を製造する方法と同様にして、
式 Ｒ3ＣＨ2ＣＯＯＲ9で表される（式中、Ｒ3，Ｒ9は前記と同意義を示す）で表されるエ
ステル誘導体と化合物（XXVIII）を、塩基の存在下で反応させることにより製造される。
Ｒ9で示される「炭化水素基」としては、例えば前記の「炭化水素基」等があげられ、そ
のうち低級アルキル基（例えば、メチル、エチル、イソプロピルなどのＣ1-6アルキルな
ど）や置換基を有していてもよいベンジル基等が好ましい。該「置換基を有していてもよ
いベンジル基」は、ベンジル基の置換可能な位置に１ないし３個の、例えばハロゲン原子
、Ｃ1-3アルキル等の置換基を有していてもよく、具体例としては、例えばベンジル、ｐ
－クロロベンジル、ｐ－メチルベンジルなどが挙げられる。
化合物（XXVIII）１モルに対し該エステル誘導体を約１．０～５．０モル、好ましくは約
１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸
水素ナトリウムなどの無機塩基類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素
化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピル
アミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、
ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げら
れる。これら塩基の使用量は、化合物（XXVIII）１モルに対し約１．０～５．０モル、好
ましくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有
利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノ
ール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロ
フラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン
、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、
１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリ
ルなどのニトリル類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、ジメチルスルホキ
シドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時
間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常－２０～
２００℃、好ましくは－１０～１５０℃である。生成物（XXIX）は反応液のままか粗製物
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として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもで
き、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができ
る。
【００７７】
化合物（XXIX）は、前記の化合物（VIII）から化合物（VII）を製造する方法と同様にし
て、化合物（XXX）を水素雰囲気下、種々の触媒を共存させた接触還元反応に付すことに
よっても製造される。使用される触媒としては、例えば酸化白金、白金付活性炭、パラジ
ウム付活性炭、パラジウム付硫酸バリウム、ニッケル、銅－クロム酸化物、ロジウム、コ
バルト、ルテニウム等が用いられる。触媒の使用量は、化合物（XXX）に対して約５～１
０００重量％、好ましくは約５～３００重量％である。本反応は反応に不活性な溶媒を用
いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが
、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル
、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、シク
ロヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類、水などの溶媒もしく
はそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は用いる触媒の活性および量によって異な
るが、通常３０分～２４時間、好ましくは３０分～６時間である。反応温度は通常０～１
２０℃、好ましくは２０～８０℃である。圧力は通常１～１００ 気圧である。反応系に
添加することにより触媒能の上昇をもたらす添加物（促進剤）を添加してもよい。酸性添
加物としては、例えば、塩酸、硫酸、硝酸、過塩素酸、臭化水素酸、リン酸などの無機酸
類、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸、コハ
ク酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸などの
有機酸類などが好ましい。塩基性添加物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムな
どが好ましい。生成物（XXIX）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもで
きるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラ
フィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００７８】
化合物（XXVII）は、前記の化合物（IV）あるいは化合物（IX）から化合物（V）を製造す
る方法、または化合物（XXX）から化合物（XXIX）を製造する方法と同様にして、水素雰
囲気下、接触還元反応に化合物（XXVI）あるいは化合物（XXXI）を付すことによって製造
される。
化合物（XXVII）は、前記の化合物（VII）から化合物（V）を製造する方法と同様にして
、酸あるいは塩基を用いて化合物（XXIX）のエステル基を加水分解することによっても製
造される。酸加水分解には、 一般に塩酸、 硫酸などの鉱酸類や三塩化ホウ素、三臭化ホ
ウ素などのルイス酸類、ルイス酸とチオールまたはスルフィドの併用、トリフルオロ酢酸
、ｐ－トルエンスルホン酸などの有機酸類が用いられる。アルカリ加水分解には、 水酸
化ナトリウム、水酸化カリウム、 水酸化バリウムなどの金属水酸化物類、炭酸ナトリウ
ム、炭酸カリウムなどの金属炭酸塩類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、
カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類、 トリエチルアミン、イミダゾール
、ホルムアミジンなどの有機塩基類などが用いられる。これら酸および塩基は、化合物（
XXIX）１モルに対して約０．５～１０モル、好ましくは約０．５～６．０モル用いる。本
反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶
媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プ
ロパノールなどのアルコール類、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘ
キサン、ヘキサンなどの飽和炭化水素類、ギ酸、酢酸などの有機酸類、テトラヒドロフラ
ン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルム
アミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム
、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、
プロピオニトリルなどのニトリル類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、ジ
メチルスルホキシドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒など
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が好ましい。反応時間は通常１０分～６０時間、好ましくは１０分～１２時間である。反
応温度は通常－１０～２００℃、好ましくは０～１２０℃である。生成物（XXVII）は反
応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物か
ら単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に
精製することができる。
【００７９】
化合物（XXXII）は、前記の化合物（V）を閉環反応に付して化合物（X）を製造する方法
と同様にして、化合物（XXVII）を自体公知の閉環反応に付して製造される。例えば、加
熱による方法、酸性物質を用いる方法、ハロゲン化剤と反応させた後、ルイス酸存在下で
環化させる方法、およびこれらに準じる方法などが用いられる。
加熱により閉環する場合は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利で
ある。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えば１，２，
３，４－テトラヒドロナフタレンなどの高沸点炭化水素類、ジフェニルエーテル、ジエチ
レングリコールジメチルエーテルなどの高沸点エーテル類などの溶媒もしくはそれらの混
合溶媒などが好ましい。反応時間は通常１０分～２４時間、好ましくは１０分～１０時間
である。反応温度は通常１００～３００℃、好ましくは１００～２００℃である。
酸性物質を用いて閉環する場合、例えばオキシ塩化リン、五塩化リン、三塩化リン、チオ
ニルクロリド、塩酸、硫酸、ポリリン酸、ｐ－トルエンスルホン酸などの酸性物質が用い
られる。化合物（XXVII）１モルに対して酸性物質を約０．５～１００モル、好ましくは
約５．０～２０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行う
のが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例え
ばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭
化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル
類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジ
クロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭
化水素類、無水酢酸などの酸無水物類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類など
の溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２時間、好
ましくは３０分～６時間である。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～１５０℃
である。
【００８０】
ハロゲン化剤と反応させた後、ルイス酸存在下で閉環する場合、ハロゲン化剤としては、
例えば塩化チオニル、臭化チオニルなどのハロゲン化チオニル類、塩化ホスホリル、臭化
ホスホリルなどのハロゲン化ホスホリル類、五塩化リン、三塩化リン、五臭化リン、三臭
化リンなどのハロゲン化リン類、オキサリルクロリドなどのオキサリルハライド類、ホス
ゲンなどが挙げられる。化合物（XXVII）１モルに対してハロゲン化剤を約１．０～３０
モル、好ましくは約１．０～１０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な
溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定
されないが、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキ
サンなどの飽和炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタ
ンなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドな
どのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンな
どのハロゲン化炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時
間は通常１０分～１２時間、好ましくは１０分～５時間である。反応温度は通常－１０～
２００℃、好ましくは－１０～１２０℃である。生成物は反応液のままか粗製物として次
の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結
晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。次の
環化反応に用いられるルイス酸としては、例えば無水塩化アルミニウム、無水塩化亜鉛、
無水塩化鉄などが挙げられる。化合物（XXVII）１モルに対してルイス酸を約０．１～２
０モル、好ましくは約．０．２～５．０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不
活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特
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に限定されないが、例えばベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、モノクロロベン
ゼン、ｏ－ジクロロベンゼン、１，２，４－トリクロロベンゼン、ジクロロメタン、クロ
ロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類などの溶媒
もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２時間、好ましく
は３０分～６時間である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは－５～１２０℃
である。前記の環化反応により得られた生成物（XXXII）は反応液のままか粗製物として
次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再
結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００８１】
これらの閉環反応において望む方向への閉環を優先的に行わせるために、ベンゼン環上の
望ましくない位置をハロゲン原子で置換した後、閉環反応を行うこともできる。この場合
のハロゲン化としては、ハロゲン化剤（例、臭素、塩素などのハロゲン）などを使用する
通常のハロゲン化の方法、ハロゲン化剤と共に鉄などの金属触媒を用いたハロゲン化、四
塩化チタン－トリフルオロ酢酸を用いた塩素化、ハロゲン化銅を用いたハロゲン化、塩化
スルフリル－塩化アルミニウムを用いる塩素化等の方法も用いられる。このうち、最初の
ハロゲン化を通常の方法で行い、必要に応じ、次工程のハロゲン化を鉄を触媒として用い
る方法で行うのが好ましい。本反応で用いられるハロゲン化剤の量は、化合物（XXVII）
１モルに対して０．８～３モル、好ましくは１～２モルである。また用いられる触媒とし
ての鉄の量は、化合物（XXVII）１モルに対し０．０１～０．５当量、好ましくは０．０
５～０．２当量である。本反応は無溶媒下で行うか、または反応に不活性な溶媒を用いて
行う。該溶媒としては、反応が進行する限り特に限定されないが、例えばシクロヘキサン
、ヘキサン等の炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタ
ン、ジエチルエーテル等のエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアセトアミド等のアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジ
クロロエタン等のハロゲン化炭化水素類、酢酸、プロピオン酸等の有機酸類、あるいはこ
れらの混合溶媒が挙げられる。反応時間は通常１０分～１０時間、好ましくは２０分～５
時間である。反応温度は通常－２０～１２０℃、好ましくは－１０～８０℃である。また
、２または３段階のハロゲン化を一工程で行わせることも可能であり、この場合、ハロゲ
ン化剤は前記の使用量の２倍量が用いられる。
【００８２】
化合物（XXXIV）は前記の化合物（X）から化合物（XII）を製造する方法と同様にして、
アセトニトリルを塩基処理して生成するカルボアニオンと化合物（XXXII）とを反応させ
て化合物（XXXIII）を得、次いで脱水反応に付すことによって製造される。化合物（XXXI
V）はＥ体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ体の混合物として得られる。
化合物（XXXII）１モルに対しアセトニトリルを約１．０～３．０モル、好ましくは約１
．０～１．３モル用いる。塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなど
のアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウ
ムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエト
キシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられ、これら塩基
の使用量は化合物（XXXII）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～
１．５モルである。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このよう
な溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、
プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン
、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、
ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエ
タンなどのハロゲン化炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。
反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常－
７８～１００℃、好ましくは－７８～５０℃である。生成物は反応液のままか粗製物とし
て次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、
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再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００８３】
脱水反応に用いられる触媒としては、例えば塩酸、硫酸、リン酸、硫酸水素カリウム、シ
ュウ酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸、三フッ化ホウ素エーテ
ル錯体などの酸性触媒、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの塩基性触媒などが挙げ
られるが、さらに例えばＮ，Ｎ－シクロヘキシルカルボジイミドなどの脱水剤、アルミナ
、二酸化ナトリウム、オキシ塩化リン、塩化チオニル、メタンスルホニルクロリドなどを
用いてもよい。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利であ
る。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、
エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン
、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シク
ロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶
媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～２４時間、好まし
くは３０分～５時間である。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～１５０℃であ
る。
【００８４】
化合物（XXXIV）は前記の化合物（X）から化合物（XII）を製造する方法と同様にして、
アルキルホスホン酸ジエステルの塩基処理により生成するホスホナートカルボアニオンと
化合物（XXXII）とを反応させて、Ｅ体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ
異性体の混合物としても得られる。アルキルホスホン酸ジエステルとしては、例えばジエ
チルシアノメチルホスホナートなどが用いられる。化合物（XXXII）１モルに対しアルキ
ルホスホン酸ジエステルを約１．０～３．０モル、好ましくは約１．０～１．５モル用い
る。塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化
物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラ
ジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三
ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられ、これら塩基の使用量は化合物（XX
XII）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～１．５モルが好ましい
。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応
が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなど
のアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメト
キシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭
化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド
類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒な
どが好ましい。反応時間は通常１時間～５０時間、好ましくは１時間～１０時間である。
反応温度は通常－７８～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。化合物（XXXIV）の
異性体混合物は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従
って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離
手段により容易に精製することができる。
化合物（XXXIV）の側鎖の炭素鎖を延長する場合、公知の炭素鎖延長反応に準じて行えば
よく、例えばシアノ基をアルカリ性または酸性条件下で加水分解して、カルボキシル基と
した後、あるいは該カルボキシル基をエステル体に導いた後、還元反応に付してアルコー
ル体とし、次いでハロゲン化、シアノ化を経る反応などが採用される。
【００８５】
化合物（XXXV）は、前記の化合物（XII）から化合物（XV）を製造する方法と同様にして
、化合物（XXXIV）を還元反応に付すことによって製造される。使用される還元剤として
は、例えば水素化アルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウムなどの金属水素化物類
、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水素錯化合物類、 
または水素添加触媒として例えばラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒等が用いられ
る。還元剤の使用量は、例えば金属水素化物の場合、化合物（XXXIV）１モルに対して約
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１．０～１０モル、好ましくは約１．０～３．０モル、金属水素錯化合物の場合、化合物
（XXXIV）１モルに対して約１．０～１０モル、好ましくは約１．０～３．０モル、水素
添加の場合、ラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒を化合物（XXXIV）に対して約１
０～１０００重量％、好ましくは約８０～３００重量％である。本反応は反応に不活性な
溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定さ
れないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチル
エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル
類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類などの
溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。ラネーニッケルやラネーコバルト触媒を
用いる際には副反応を抑えるために、さらにアンモニア等のアミン類を添加してもよい。
反応時間は用いる触媒の活性および量によって異なるが、通常１時間～１００時間、好ま
しくは１時間～５０時間である。反応温度は通常０～１２０℃、好ましくは２０～８０℃
である。ラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒を用いた場合、水素の圧力は通常１～
１００ 気圧である。生成物（XXXV）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いるこ
ともできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマ
トグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
また、化合物（XXXV）を製造するときの反応条件を強くする（例、反応温度を上げる、反
応時間を長くする等）ことにより、シアノ基の還元と同時に二重結合部分の還元を行うこ
とも可能である。
【００８６】
光学活性な化合物（I）を製造するためには、化合物（XXXV）を不斉還元触媒等を用いた
還元反応に付し、続いてアシル化反応に付す方法等が用いられる。
該不斉還元触媒としては、例えば遷移金属－光学活性ホスフィン錯体などが挙げられる。
遷移金属－光学活性ホスフィン錯体としては、例えばルテニウム－光学活性ホスフィン錯
体が挙げられ、なかでもジルテニウムテトラクロロ　ビス［２,２'－ビス（ジフェニルホ
スフィノ）－１,１'－ビナフチル］トリエチルアミンなどのルテニウム－２,２'－ビス（
ジフェニルホスフィノ）－１,１'－ビナフチル誘導体などが汎用される。
ルテニウム－光学活性ホスフィン錯体中の光学活性な三級ホスフィンには、（Ｒ）配置お
よび（Ｓ）配置の２種の光学異性体が存在する。ルテニウム－光学活性ホスフィン錯体中
の光学活性三級ホスフィンの（Ｒ）配置または（Ｓ）配置のどちらかの光学異性体を適宜
選択し、目的とする方の光学活性化合物を選択的（実質的に純粋に）に得ることができる
。
該還元反応は、オートクレーブ中などで加圧条件下、以下に述べる水素圧下、加熱、撹拌
することにより行うことができる。
ルテニウム－光学活性ホスフィン触媒の量は、化合物（XXXV）に対し、１／２～１／１０
００倍モル、好ましくは１／１０～１／５００倍モルである。
【００８７】
本反応は、有機溶媒中で行うことができる。該有機溶媒としては、例えばトルエン、ベン
ゼン、クロロベンゼンなどの芳香族炭化水素類、酢酸エチル、酢酸ｎ-プロピル、酢酸ｎ-
ブチルなどの脂肪族エステル類、イソプロピルエーテル、ジエチルエーテル、テトラヒド
ロフランなどのエーテル類、ジクロロメタン、ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素
類、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコール類、Ｎ,Ｎ－ジメチル
ホルムアミドなどのアミド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが挙げられる。こ
のうち好ましくはアルコール類、さらに好ましくはメタノールが挙げられる。
該反応において、有機溶媒の使用量は、化合物（XXXV）１重量部に対し、通常１～１００
０倍容量、好ましくは２～２０倍容量である。反応温度は、通常０～１５０℃、好ましく
は５～１００℃、さらに好ましくは１０～８０℃である。反応における水素気圧は、通常
５～１５０kg／cm2、好ましくは３０～１１０kg／cm2 である。反応時間は、通常０.５～
１００時間、好ましくは１～５０時間、さらに好ましくは５～２５時間である。
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該反応においては反応液中に、所望により、ルイス酸、プロトン酸などを添加してもよい
。
該反応においては、生成物である化合物のうち目的とする方の光学活性化合物を、原料で
ある化合物（XXXV）１重量部に対し、通常１／２００～１／５倍重量、好ましくは１／１
００～１／１０倍重量をあらかじめ加えて、反応をさせてもよい。
【００８８】
化合物（XXXV）から目的とする光学活性化合物への変換率は、次に示す方法により求める
ことができる。
すなわち、例えば反応後の反応液を適当量サンプリングし、自体公知の適当なキラルカラ
ム（例えば Chiralpak AS（ダイセル化学工業株式会社製），ULTRON ES-OVM（SHINWA CHE
MICAL INDUSTRIES LTD.）など）を用いる高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）法に
より、原料化合物（XXXV）または目的とする光学活性化合物のそれぞれの量を測定するこ
とができる。
上記の反応によって得られた反応液から、自体公知の方法（例えば溶媒抽出、転溶、晶出
、再結晶、クロマトグラフィーなど）により、光学活性アミン誘導体を得ることができる
。
光学活性な化合物（I）はこのようにして得られた光学活性アミン体をアシル化すること
により製造される。反応条件等は後述の化合物（XXXVI）から化合物（I）を製造する時と
同様の条件が用いられる。
【００８９】
化合物（XXXVI）のうちｍ＝２または３の化合物は、 上記の化合物（XV）から化合物（XV
I）を製造する方法と同様にして、化合物（XXXV）を酸処理し、異性化させることにより
製造される。 酸触媒としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸、臭化水素酸、リン酸などの無
機酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル酸、フマル酸、酒石酸、マレイン酸
、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファー
スルホン酸などの有機酸類、三フッ化ホウ素エーテル錯体などが好ましい。これら酸触媒
の使用量は化合物（XXXV）１モルに対し約０．０１～１０モル、好ましくは約０．０１～
５．０モルである。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利
である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノー
ル、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ
ラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、
シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、 
水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常１０分～１２時
間、好ましくは１０分～２時間である。反応温度は通常－１０～２００℃、好ましくは－
１０～１００℃である。生成物（XXXVI）は反応液のままか粗製物として次の反応に用い
ることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、ク
ロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００９０】
化合物（XXXVI）のうちｍ＝１の化合物は、 上記の化合物（X）から化合物（XVI）を製造
する方法と同様にして、化合物（XXXII）をルイス酸の存在下トリメチルシリルシアニド
で処理し、生じたトリメチルシリルオキシ基を酸で脱離させ続いてシアノ基を還元するこ
とにより製造される。 ルイス酸としては、例えばヨウ化亜鉛、無水塩化アルミニウム、
無水塩化亜鉛、無水塩化鉄などが挙げられる。これらルイス酸触媒の使用量は化合物（XX
XII）１モルに対し約０．０１～１０モル、好ましくは約０．０１～１．０モルである。
本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような
溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒ
ドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トル
エン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒
などが好ましい。反応時間は通常１０分～１２時間、好ましくは３０分～３時間である。
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反応温度は通常－１０～２００℃、好ましくは－１０～１００℃である。生成物は反応液
のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単
離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製
することができる。次に酸を用いて処理する。酸としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸、臭
化水素酸、リン酸などの無機酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル酸、フマ
ル酸、酒石酸、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスル
ホン酸、１０－カンファースルホン酸などの有機酸類、三フッ化ホウ素エーテル錯体など
が好ましい。これら酸の使用量は化合物（XXXII）１モルに対し約１～１００モル、好ま
しくは約１～１０モルである。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行
うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例え
ばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなど
のエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，
Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルス
ルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。
反応時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常０
～２００℃、好ましくは２０～１５０℃である。シアノ基の還元は、化合物（XII）から
化合物（XV）を製造する際に用いられる条件で行うことができる。生成物（XXXVI）は反
応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物か
ら単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に
精製することができる。
【００９１】
化合物（I）は、 化合物（XXXVI）と、カルボン酸、その塩またはその反応性誘導体とを
反応させることによっても製造される。該カルボン酸としては、例えば式 Ｒ1－ＣＯＯＨ
（式中、Ｒ1は前記と同意義を示す）で表される化合物が挙げられる。該カルボン酸の反
応性誘導体としては、例えば酸ハロゲン化物（例、酸塩化物、酸臭化物など）、酸アミド
（例、ピラゾール、イミダゾール、ベンゾトリアゾールなどとの酸アミドなど）、酸無水
物（例、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水酪酸などのＣ1-6脂肪族カルボン酸無水物な
ど）、酸アジド、活性エステル（例、ジエトキシリン酸エステル、ジフェノキシリン酸エ
ステル、ｐ－ニトロフェニルエステル、２，４－ジニトロフェニルエステル、シアノメチ
ルエステル、ペンタクロロフェニルエステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドとのエステ
ル、Ｎ－ヒドロキシフタルイミドとのエステル、１－ヒドロキシベンゾトリアゾールとの
エステル、６－クロロ－１－ヒドロキシベンゾトリアゾールとのエステル、１－ヒドロキ
シ－１Ｈ－２－ピリドンとのエステルなど）、活性チオエステル（例、２－ピリジルチオ
エステル、２－ベンゾチアゾリルチオエステルなど）などが用いられる。
【００９２】
また該反応性誘導体を用いる代わりに、該カルボン酸またはその塩を適当な縮合剤の存在
下、直接化合物（XXXVI）と反応させても良い。縮合剤としては、例えばＮ，Ｎ'－ジシク
ロヘキシルカルボジイミド、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジ
イミド（ＷＳＣ）塩酸塩などのＮ，Ｎ'－ジ置換カルボジイミド類、Ｎ，Ｎ'－カルボニル
ジイミダゾールなどのアゾライド類、Ｎ－エトキシカルボニル－２－エトキシ－１，２－
ジヒドロキノリン、オキシ塩化リン、アルコキシアセチレンなどの脱水剤、２－クロロメ
チルピリジニウムヨージド、２－フルオロ－１－メチルピリジニウムヨージドなどの２－
ハロゲノピリジニウム塩などが用いられる。これらの縮合剤を用いた場合、反応はカルボ
ン酸の反応性誘導体を経て進行すると考えられる。式 Ｒ1－ＣＯＯＨ（Ｒ1は前記と同意
義）で表されるカルボン酸またはその反応性誘導体は、化合物（XXXVI）１モルに対し通
常約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活
性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限
定されないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジ
メトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水素
類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジ
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クロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭
化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、 ジメチルスルホキシ
ドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。カル
ボン酸の反応性誘導体として酸ハロゲン化物を用いる場合は、放出されるハロゲン化水素
を反応系内から除去する目的で、脱酸剤の存在下に反応を行うことができる。このような
脱酸剤としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムなど炭酸塩
類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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
ルホリンなどの第３級アミン類などが使用される。反応時間は用いる試薬や溶媒により異
なるが通常３０分～２４時間、好ましくは３０分～４時間である。反応温度は通常０～１
００℃、好ましくは０～７０℃である。
【００９３】
化合物（I）は、 化合物（XXXV）に式 Ｒ1－ＣＯＯＨ（Ｒ1は前記と同意義）で表される
カルボン酸、その塩またはその反応性誘導体を加え、酸性条件下で５分～３時間、好まし
くは１０分～１時間、０～１００℃、好ましくは０～７０℃で撹拌した後に、前記の脱酸
剤を加えてアシル化反応に付すことにより、 系内で異性化を伴いながら製造することも
できる。該カルボン酸またはその反応性誘導体は、化合物（XXXV）１モルに対し通常約１
．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶
媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定され
ないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキ
シエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ
，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロ
メタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素
類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、 ジメチルスルホキシドなど
のスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。こうして得られ
た生成物（I）は常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロ
マトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００９４】
さらに、化合物（I）のうちＲ2がアルキル基の場合には、上記アシル化の後、対応するア
ルキル化剤（例えば、アルキルハライド、アルコールのスルホン酸エステルなど）を用い
て、塩基の存在下アルキル化反応を行う。化合物（I）１モルに対しアルキル化剤を約１
．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸
化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸
セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミ
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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナ
トリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウム
ジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウ
ムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド
類などが挙げられる。化合物（I）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましく
は約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利であ
る。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、
エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン
、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シク
ロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２
－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなど
のニトリル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの
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混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～６時間
である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは－１０～１５０℃である。生成物
（I）は常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラ
フィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【００９５】
化合物（I）のうち二重結合部分が還元された化合物を製造する場合は、化合物（VIII）
から化合物（VII）を製造する操作と同様の操作により、化合物（I）の二重結合部分を接
触還元することにより製造される。
【００９６】
（反応４）
【化７７】

【００９７】
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化合物（XXXVII）は自体公知の方法、例えばジャーナル　オブ　ザ　ケミカルソサエティ
（J. Chem. Soc.）, 2525頁（1952）、 1165頁（1954）、 ジャーナルオブ　オーガニッ
ク　ケミストリー（J. Org. Chem.）, 49巻, 4833頁 (1984)、 ジャーナル　オブ　ヘテ
ロサイクリック ケミストリー（J. Heterocyclic Chem.）, 24巻, 941頁 (1987)、 ジャ
ーナル　オブ　メディシナル　ケミストリー（J. Med. Chem.）, 17巻, 747頁 (1974)、 
ヘルベチカ キミカ アクタ（Helv. Chim. Acta）, 48巻, 252頁 (1965)などに記載の方法
、またはこれらに準じた方法に従って製造することができる。
【００９８】
化合物（XXXVIII）は、化合物（XXXVII）と対応するアルキル化剤（例えば、アルキルハ
ライド、アルコールのスルホン酸エステルなど）とを、塩基の存在下で反応させることに
より製造される。化合物（XXXVII）１モルに対しアルキル化剤を約０．５～５．０モル、
好ましくは約０．８～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸
化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素
ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、水素化カ
リウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミ
ド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナト
リウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられる
。化合物（XXXVII）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２
．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような
溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プ
ロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、
１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘ
キサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミ
ドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタ
ンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、
ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが
好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは１時間～２４時間である。反応
温度は通常－２０～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。生成物（XXXVIII）は反
応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物か
ら単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に
精製することができる。
【００９９】
化合物（XXXIX）は、化合物（XXXVII）と対応するα－ハロケトンとを、塩基の存在下で
反応させることにより製造される。化合物（XXXVII）１モルに対しα－ハロケトンを約１
．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸
化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸
セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミ
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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナ
トリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウム
ジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウ
ムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド
類などが挙げられる。化合物（XXXVII）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ま
しくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利
である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノー
ル、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ
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ラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、
シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケト
ン類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、
ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化
炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジメチルスルホキシ
ドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間
は通常３０分～４８時間、好ましくは１時間～２４時間である。反応温度は通常－２０～
２００℃、好ましくは０～１５０℃である。生成物（XXXIX）は反応液のままか粗製物と
して次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき
、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる
。
【０１００】
化合物（XL）は、化合物（XXXVII）と対応するアルキル化剤（例えば、置換アセチレンア
ルキルハライド、置換アセチレンアルコールのスルホン酸エステルなど）とを、塩基の存
在下で反応させることにより製造される。化合物（XXXVII）１モルに対しアルキル化剤を
約１．０～２０．０モル、好ましくは約１．０～１０．０モル用いる。塩基としては、例
えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウ
ム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香
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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水
素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リ
チウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナ
トリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコ
キシド類などが挙げられる。化合物（XXXVII）１モルに対し塩基を約１．０～１０．０モ
ル、好ましくは約１．０～５．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行う
のが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えば
メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラ
ヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、ト
ルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化
炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオ
ニトリルなどのニトリル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もし
くはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは１
時間～２４時間である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは０～１５０℃であ
る。生成物（XXXX）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常
法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなど
の分離手段により容易に精製することができる。
【０１０１】
前記のアルキル化反応において、水酸基へのアルキル化が選択的に進行しない場合は、必
要に応じてアミノ基の保護、脱保護を行う。アミノ基の保護、脱保護工程は、一般的な公
知操作に基づいて行われる。例えば、Ｔ．Ｗ．グリーンの「Protecting Groups in Organ
ic Synthesis」（２版、１９９１年）記載の、「Protection for the Amino Group」の章
に従って行うことができる。化合物（XLI）は、化合物（XXXVIII）、（XXXIX）または（X
L）を自体公知の閉環反応に付して製造される。例えば、加熱による方法、酸性物質を用
いる方法、塩基性物質を用いる方法、およびこれらに準じる方法などが用いられる。　加
熱により閉環する場合は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利であ
る。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えば１，２，３
，４－テトラヒドロナフタレン、ブロモベンゼンなどの高沸点炭化水素類、ジフェニルエ
ーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテルなどの高沸点エーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメ
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チルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリンなどの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好
ましい。反応時間は通常１０分～２４時間、好ましくは１０分～１０時間である。反応温
度は通常１００～３００℃、好ましくは１００～２５０℃である。
【０１０２】
酸性物質を用いて閉環する場合、例えばオキシ塩化リン、五塩化リン、五酸化リン、三塩
化リン、チオニルクロリド、臭化水素酸、塩酸、硫酸、リン酸、ポリリン酸、ｐ－トルエ
ンスルホン酸などの酸性物質が用いられる。化合物（XXXVIII）、（XXXIX）または（XL）
１モルに対して酸性物質を約０．５～１００モル、好ましくは約５．０～２０モル用いる
。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このよう
な溶媒としては反応が進行する限り特に限定されないが、例えばベンゼン、トルエンなど
の芳香族炭化水素類、シクロヘキサン、ヘキサンなどの飽和炭化水素類、テトラヒドロフ
ラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホル
ム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、無水酢酸などの
酸無水物類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれら
の混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～６時
間である。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。
【０１０３】
塩基性物質を用いて閉環する場合、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性物質が用いられる。化合物（XX
XVIII）、（XXXIX）または（XL）１モルに対して塩基性物質を約０．５～１００モル、好
ましくは約５．０～２０モル用いる。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用
いて行うのが有利である。このような溶媒としては反応が進行する限り特に限定されない
が、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、アセトン、メチ
ルエチルケトンなどのケトン類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい
。反応時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～６時間である。反応温度は通常
０～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。
前記の環化反応により新たに形成された環の二重結合部分は、必要に応じて上記の化合物
（VIII）から化合物（VII）を製造する操作と同様の操作により還元することもできる。
前記の環化反応により得られた生成物（XLI）は反応液のままか粗製物として次の反応に
用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留
、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【０１０４】
化合物（XLII）は、公知の方法、例えばザ　ケミストリー　オブ　ヘテロサイクリック　
コンパウンズ（The Chemistry of Heterocyclic Compounds）, 25巻,パート 3 （W. J. H
oulihan, ed, John Wiley and Sons, Inc., New York）, 361頁（1979）、ジャーナル　
オブ　ザ　ケミカル ソサエティ（J. Chem. Soc.）, 3842頁（1954）、　テトラヘドロン
（Tetrahedron）, 36巻, 2505頁 (1980)、 モナシェフテ　フュア　ケミー（Monatsh. Ch
em.）, 117巻, 375頁 (1986)などに記載の方法、またはこれらに準じた方法に従って化合
物（XLI）から製造することができる。
化合物（XLIII）は、アルドール縮合により塩基触媒の存在下、化合物（XLII）とニトロ
メタンから、Ｅ体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ異性体の混合物として
製造される。化合物（XLII）１モルに対しニトロメタンを約１．０～１００モル、好まし
くは約１．０～５０モル用いる。塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウ
ムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウ
ムなどの塩基性塩類、メチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ベンジルアミン、
アニリンなどの第１級アミン類、酢酸アンモニウム、アルミナなどが挙げられる。これら
塩基の使用量は、化合物（XLII）１モルに対し約０．０１～５．０モル、好ましくは約０
．１～１．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。こ
のような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノ
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ール、プロパノールなどのアルコール類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサ
ンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドな
どのアミド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常
３０分～７２時間、好ましくは３０分～２４時間である。反応温度は通常－２０～２００
℃、好ましくは－１０～１５０℃である。生成物（XLIII）は反応液のままか粗製物とし
て次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、
再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【０１０５】
化合物（XLIV）は、前記の化合物（XLIII）を還元反応に付すことによって製造される。
使用される還元剤としては、例えば水素化アルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウ
ムなどの金属水素化物類、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウム、 水
素化ホウ素リチウム、 シアノ水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水素錯化合物類、 また
は水素添加触媒として例えばラネーニッケル、 酸化白金、白金付活性炭、パラジウム付
活性炭、パラジウム付硫酸バリウム、ニッケル、銅－クロム酸化物、ロジウム、コバルト
、ルテニウム等の触媒等が用いられる。また例えば反応系に添加することにより触媒能の
上昇をもたらす添加物（促進剤）を添加してもよい。酸性添加物としては、例えば、塩酸
、硫酸、硝酸、過塩素酸、臭化水素酸、リン酸などの無機酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸
、シュウ酸、フタル酸、フマル酸、酒石酸、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンス
ルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸などの有機酸類などが
好ましい。塩基性添加物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどが好ましい。
還元剤の使用量は、例えば金属水素化物の場合、化合物（XLIII）１モルに対して約１．
０～１０モル、好ましくは約１．０～３．０モル、金属水素錯化合物の場合、化合物（XL
III）１モルに対して約１．０～１０モル、好ましくは約１．０～３．０モル、水素添加
の場合、ラネーニッケル等の触媒を化合物（XLIII）に対して約１０～１０００重量％、
好ましくは約１００～３００重量％である。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うの
が有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメ
タノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒ
ドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トル
エン、シクロヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアセトアミドなどのアミド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類などの溶媒もしくはそれら
の混合溶媒などが好ましい。反応時間は用いる還元剤や触媒の活性および量によって異な
るが、通常１時間～１００時間、好ましくは１時間～５０時間である。反応温度は通常０
～１２０℃、好ましくは２０～８０℃である。ラネーニッケル等の触媒を用いた場合、水
素の圧力は通常１～１００気圧である。生成物（XLIV）は反応液のままか粗製物として次
の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結
晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。また
化合物（XLIV）は自体公知の方法、例えばジャーナル　オブ　メディシナル　ケミストリ
ー（J. Med. Chem.）, 35巻, 3625頁 (1992)、 テトラヘドロン（Tetrahedron）, 48巻, 
1039頁 (1992)などに記載の方法、 またはこれらに準じた方法に従って製造することもで
きる。
【０１０６】
化合物（I）は、 化合物（XLIV）と、カルボン酸、その塩またはその反応性誘導体とを反
応させることによって製造される。該カルボン酸としては、例えば式Ｒ1－ＣＯＯＨ（式
中、Ｒ1は前記と同意義を示す）で表される化合物が挙げられる。該カルボン酸の反応性
誘導体としては、例えば酸ハロゲン化物（例、酸塩化物、酸臭化物など）、酸アミド（例
、ピラゾール、イミダゾール、ベンゾトリアゾールなどとの酸アミドなど）、酸無水物（
例、無水酢酸、無水プロピオン酸、無水酪酸などのＣ1-6脂肪族カルボン酸無水物など）
、酸アジド、活性エステル（例、ジエトキシリン酸エステル、ジフェノキシリン酸エステ
ル、ｐ－ニトロフェニルエステル、２，４－ジニトロフェニルエステル、シアノメチルエ
ステル、ペンタクロロフェニルエステル、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドとのエステル、
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Ｎ－ヒドロキシフタルイミドとのエステル、１－ヒドロキシベンゾトリアゾールとのエス
テル、６－クロロ－１－ヒドロキシベンゾトリアゾールとのエステル、１－ヒドロキシ－
１Ｈ－２－ピリドンとのエステルなど）、活性チオエステル（例、２－ピリジルチオエス
テル、２－ベンゾチアゾリルチオエステルなど）などが用いられる。
【０１０７】
また該反応性誘導体を用いる代わりに、該カルボン酸またはその塩を適当な縮合剤の存在
下、直接化合物（XLIV）と反応させても良い。縮合剤としては、例えばＮ，Ｎ'－ジシク
ロヘキシルカルボジイミド、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジ
イミド（ＷＳＣ）塩酸塩などのＮ，Ｎ'－ジ置換カルボジイミド類、Ｎ，Ｎ'－カルボニル
ジイミダゾールなどのアゾライド類、Ｎ－エトキシカルボニル－２－エトキシ－１，２－
ジヒドロキノリン、オキシ塩化リン、アルコキシアセチレンなどの脱水剤、２－クロロメ
チルピリジニウムヨージド、２－フルオロ－１－メチルピリジニウムヨージドなどの２－
ハロゲノピリジニウム塩などが用いられる。これらの縮合剤を用いた場合、反応はカルボ
ン酸の反応性誘導体を経て進行すると考えられる。式 Ｒ1－ＣＯＯＨ（Ｒ1は前記と同意
義）で表されるカルボン酸またはその反応性誘導体は、化合物（XLIV）１モルに対し通常
約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性
な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定
されないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメ
トキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水素類
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジク
ロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化
水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、 ジメチルスルホキシド
などのスルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。カルボ
ン酸の反応性誘導体として酸ハロゲン化物を用いる場合は、放出されるハロゲン化水素を
反応系内から除去する目的で、脱酸剤の存在下に反応を行うことができる。このような脱
酸剤としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムなどの炭酸塩
類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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
ルホリンなどの第３級アミン類などが使用される。反応時間は用いる試薬や溶媒により異
なるが通常３０分～２４時間、好ましくは３０分～４時間である。反応温度は通常０～１
００℃、好ましくは０～７０℃である。
【０１０８】
さらに、化合物（I）のうちＲ2がアルキル基の場合には、上記アシル化の後、対応するア
ルキル化剤（例えば、アルキルハライド、アルコールのスルホン酸エステルなど）を用い
て、塩基の存在下アルキル化反応を行う。化合物（I）１モルに対しアルキル化剤を約１
．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水酸
化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸
セシウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミ
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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナ
トリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウム
ジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウ
ムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド
類などが挙げられる。化合物（I）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましく
は約１．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利であ
る。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、
エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン
、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シク
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ロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２
－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなど
のニトリル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの
混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～６時間
である。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは－１０～１５０℃である。生成物
（I）は常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラ
フィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
化合物（I）のうち二重結合部分が還元された化合物を製造する場合は、化合物（VIII）
から化合物（VII）を製造する操作と同様の操作により製造される。
【０１０９】
（反応５）
【化７８】

【０１１０】
化合物(XLV）は、例えば、５－ヒドロキシトリプタミン（５－ＨＴ）の一級アミノ基の保
護により製造される。Ｒ10は保護基を示し、該「保護基」としては、後述の「アミノ基の
保護基」があげられる。アミノ基の保護は、一般的な公知操作に基づいて行われる。例え
ば、Ｔ．Ｗ．グリーンの「Protecting Groups in Organic Synthesis」（２版、１９９１
年）記載の、「Protection for the Amino Group」の章に従って行うことができる。
化合物（XLVI）は、化合物（XXXVII）から化合物（XXXVIII）を製造する操作と同様の操
作により、化合物（XLV）から製造される。
化合物（XLVII）は、化合物（XXXVII）から化合物（XXXIX）を製造する操作と同様の操作
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により、化合物（XLV）から製造される。
化合物（XLIII）は、化合物（XXXVII）から化合物（XL）を製造する操作と同様の操作に
より、化合物（XLV）から製造される。
化合物（XLIX）は、化合物（XXXVIII）、（XXXIX）または（XL）から化合物（XLI）を製
造する操作と同様の操作により、化合物（XLVI）、（XLVII）または（XLVIII）から製造
される。また自体公知の方法、例えばテトラヘドロン　レターズ（Tetrahedron Lett.）,
 36巻, 7019頁 (1995)などに記載の方法、 またはこれらに準じた方法に従って製造する
こともできる。 さらに二重結合部分が還元された化合物は、化合物（VIII）から化合物
（VII）を製造する操作と同様の操作により製造される。
【０１１１】
化合物（I）は、化合物（XLIX）の側鎖アミノ基の保護基を除去することにより製造され
る化合物を、化合物（XLIV）から化合物（I）を製造する操作と同様の操作に付すことよ
り製造される。アミノ基の脱保護は、一般的な公知操作に基づいて行われる。例えば、Ｔ
．Ｗ．グリーンの「Protecting Groups in Organic Synthesis」（２版、１９９１年）記
載の、「Protection for the Amino Group」の章に従って行うことができる。
【０１１２】
（反応６）
【化７９】

化合物（L）は、化合物（XVIII）と対応するアルキル化剤（例えば、置換アリルハライド
、置換アリルアルコールのスルホン酸エステルなど）とを、塩基の存在下で反応させるこ
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とにより製造される。化合物（XVIII）１モルに対しアルキル化剤を約１．０～２０．０
モル、好ましくは約１．０～１０．０モル用いる。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、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、
水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロ
ピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシ
ド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙
げられる。化合物（XVIII）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましくは約１
．０～２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。こ
のような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノ
ール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオ
キサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキ
サン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
セトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジク
ロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニト
リル類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶
媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは１時間～２４時間であ
る。反応温度は通常－２０～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。生成物（L）は
反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物
から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易
に精製することができる。
【０１１３】
化合物（LI）は、化合物（L）をクライゼン転位反応に付すことにより製造される。クラ
イゼン転位反応は自体公知の方法、 例えば新実験化学講座，第14巻，有機化合物の合成
と反応（I），３・２　フェノール，559頁（日本化学会編）、オーガニック　リアクショ
ンズ（Organic Reactions），２巻，1-48頁，22巻，1-252頁などに記載の方法、またはこ
れらに準じた方法に従って製造することができる。具体的には、 化合物(LI)を無溶媒ま
たＮ－は溶媒中で加熱することにより転位反応が進行する。 このような溶媒として、 Ｎ
，Ｎ－ジエチルアニリン、 ジフェニルエーテル、 １,２,３,４－テトラメチルベンゼン
などの高沸点溶媒が用いられる。 反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは１時間
～２４時間である。反応温度は通常１５０～２５０℃、好ましくは１８０～２２０℃であ
る。生成物（LI）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法
に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの
分離手段により容易に精製することができる。
【０１１４】
化合物（LII）は、化合物（LI）の二重結合部分を酸化的に開裂させ、 引き続いて還元に
付すことにより製造される。化合物（LII）中Ｌで示される脱離基としては、ヒドロキシ
、ハロゲン原子、アルキルスルホナート、アリールスルホナートなどの脱離基が好ましい
。酸化的開裂の方法は、自体公知の方法、例えば過マンガン酸塩、過マンガン酸塩－過ヨ
ウ素酸塩、クロム酸、四酢酸鉛－Ｎ3複合体、オゾン、四酸化オスミウム－過酸化水素、
四酸化オスミウム－過ヨウ素酸、四酸化ルテニウム、ヨードシル化合物、酸素、過酸化水
素または有機過酸化物、有機過酸、ニトロベンゼン、陽極酸化などを用いた方法、 例え
ば新実験化学講座、第15巻、酸化と還元（日本化学会編）などに記載の方法またはこれら
に準じた方法に従って行うことができる。例えばオゾン酸化の場合、溶媒としては反応が
進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどの
アルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキ
シエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化
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水素類、酢酸エチルなどのエステル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－
ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどの
ニトリル類、アセトンなどのケトン類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類など
の溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが用いられる。反応時間はオゾン発生機のオゾン発
生能力にもよるが、通常５分～４８時間、好ましくは５分～１２時間である。反応温度は
通常－１００～０℃、好ましくは－７５～－２０℃である。続く還元反応において使用さ
れる還元剤としては、例えば水素化アルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウムなど
の金属水素化物類、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水
素錯化合物類等が用いられる。還元剤の使用量は、例えば金属水素化物の場合、化合物（
LI）１モルに対して約１．０～２０モル、好ましくは約１．０～１０モル、金属水素錯化
合物の場合、化合物（LI）１モルに対して約１．０～２０モル、好ましくは約１．０～１
０モルである。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶
媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロ
パノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１
，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの
炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミ
ド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。
反応時間は用いる試薬の活性および量によって異なるが、通常５分～１００時間、好まし
くは５分～５０時間である。反応温度は通常－７８℃～１２０℃、好ましくは－７８℃～
５０℃である。生成物（LII）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもで
きるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラ
フィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【０１１５】
化合物（Ia）は、化合物（LII）（例、Ｌがヒドロキシである化合物）をスルホナート化
合物またはハロゲン化物に変換した上で、閉環反応に付して製造される。
スルホナート化合物は、化合物（LII）と対応するスルホニルクロリド化合物（例えば、
ベンゼンスルホニルクロリド、トルエンスルホニルクロリド、炭素数１－４のアルキルス
ルホニルクロリド例えばメタンスルホニルクロリドなど）とを、塩基の存在下で反応させ
ることにより製造される。化合物（LII）１モルに対しスルホニルクロリド化合物を約１
．０～１０．０モル、好ましくは約１．０～１．５モル用いる。塩基としては、例えば炭
酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジ
ンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級
アミン類、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウ
ムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属
アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなど
の金属アルコキシド類などが挙げられる。化合物（LII）１モルに対し塩基を約１．０～
５０．０モル、好ましくは約１．０～２０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用
いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが
、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタ
ンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類
、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジク
ロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化
水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジメチルスルホキシドな
どのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通
常１０分～６時間、好ましくは１０分～２時間である。反応温度は通常－７８～１５０℃
、好ましくは－３０～３０℃である。得られたスルホナート化合物は反応液のままか粗製
物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することも
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きる。
【０１１６】
ハロゲン化物は、化合物（LII）とハロゲン化剤（例えば、三塩化リン、オキシ塩化リン
、五塩化リン、三臭化リンなどのリンハロゲン化物、ハロゲン、塩化チオニルなど）とを
反応させることにより製造される。化合物（LII）１モルに対しハロゲン化剤を約１．０
～１００モル、好ましくは約１．０～１０モル用いる。本反応は反応に無溶媒もしくは不
活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に
限定されないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－
ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンな
どの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどの
アミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどの
ハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジメチル
スルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい
。反応時間は通常１０分～２４時間、好ましくは３０分～１２時間である。反応温度は通
常０～２００℃、好ましくは１０～１００℃である。得られたハロゲン化物は反応液のま
まか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離す
ることもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製する
ことができる。
【０１１７】
化合物（Ia）は、このようにして得られたスルホナート化合物またはハロゲン化物を塩基
の存在下で閉環反応させることにより製造される。塩基としては、例えば水酸化ナトリウ
ム、 水酸化カリウムなどの無機塩基類、 酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、
炭酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、
水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロ
ピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシ
ド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙
げられる。スルホナート化合物またはハロゲン化物１モルに対し塩基を約１．０～５０モ
ル、好ましくは約１．０～１０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うの
が有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメ
タノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒ
ドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トル
エン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭
素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニ
トリルなどのニトリル類、酢酸エチルなどのエステル類、ジメチルスルホキシドなどのス
ルホキシド類、水などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常
１０分～６時間、好ましくは１０分～２時間である。反応温度は通常０～２５０℃、好ま
しくは１０～１２０℃である。生成物（Ia）は、常法に従って反応混合物から単離するこ
ともでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製すること
ができる。
【０１１８】
（反応７）
【化８０】
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化合物（LIII）は自体公知の方法、例えばジャーナル　オブ　ザ　ケミカル ソサイエテ
ィ（J. Chem. Soc.）, 548頁（1927）、 テトラヘドロン（Tetrahedron），25巻，5475頁
（1969），34巻，1435頁（1978），39巻，2803頁（1983）、カナディアン　ジャーナル　
オブ　ケミストリー（Can. J. Chem.），57巻, 1598頁（1979）などに記載の方法、また
はこれらに準じた方法に従って製造することができる。
化合物（LIV）は、化合物（XVII）から化合物（XVIII）を製造する操作と同様に、化合物
（LIII）の水酸基の保護基を脱保護することにより製造される。本脱保護反応は、一般的
な公知操作に基づいて行われる。例えば、Ｔ．Ｗ．グリーンの「Protective Groups in O
rganic Synthesis」 (２版、１９９１年）「Protection for Phenols and Catechols」の
章等の記載の方法に従って行うことができる。
化合物（Ib）は、化合物（LIV）のジオール部分で環形成反応を行うことによって製造さ
れる。該反応は、一般的な公知操作に基づいて行われ、例えば、Ｔ．Ｗ．グリーンの「Pr
otective Groups in Organic Synthesis」 (２版、１９９１年）「Protection for 1,2- 
and 1,3-diols」の章、シンセシス（Synthesis），839頁（1986）、テトラヘドロン レタ
ーズ（Tetrahedron Letters），32巻，2461頁（1991），33巻，4165頁（1992）、 ジャー
ナル　オブ　ヘテロサイクリックケミストリー（J. Heterocyclic. Chem.), 26巻, 193頁
(1989)などに記載の方法、またはこれらに準じた方法に従って行うことができる。
【０１１９】
（反応８）
【化８１】
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化合物（LV）は、化合物（X）をニトロ化することにより製造される。該ニトロ化反応は
、自体公知の方法、例えば、新実験化学講座第14巻，有機化合物の合成と反応（III），
７ 含窒素化合物（日本化学会編）の章等に記載の方法に従って行うことができる。具体
的には、例えば（１）硝酸と硫酸を組み合わせた混酸による合成、（２）硝酸アセチルに
よる合成、（３）硝酸による合成、（４）ニトロニウムトリフルオロメタンスルホナート
による合成または（５）硝酸ナトリウムや硝酸カリウムなどの硝酸塩と鉱酸による合成な
どが用いられる。なかでも硝酸塩と鉱酸を用いたニトロ化反応が汎用される。この場合、
硝酸塩は化合物（X）１モルに対し約０．８～３．０モル、好ましくは約１．０～２．０
モル用いる。鉱酸としては硫酸が汎用され、化合物（X）の１０～２０００重量％用いる
。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応
が進行する限り特に限定されないが、通常触媒の鉱酸を溶媒を兼ねて使用する。反応時間
は通常５分～１０時間、好ましくは１０分～３時間である。反応温度は通常－２０～１２
０℃、好ましくは－１０～２０℃である。生成物（LV）は常法に従って反応混合物から単
離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製
することができる。
【０１２０】
化合物（LVII）は、前記の化合物（X）から化合物（XII）を製造する方法と同様にして、
アセトニトリルを塩基処理して生成するカルボアニオンと化合物(LV）とを反応させて化
合物（LVI）を得、次いで脱水反応に付すことによって製造される。化合物（LVII）はＥ
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体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ体の混合物として得られる。化合物（
LV）１モルに対しアセトニトリルを約１．０～３．０モル、好ましくは約１．０～１．３
モル用いる。塩基としては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金
属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチ
ルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリ
ウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げられ、これら塩基の使用量は化
合物（LV）１モルに対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～１．５モルである
。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応
が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなど
のアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメト
キシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭
化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド
類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲ
ン化炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３
０分～４８時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常－７８～１００℃、
好ましくは－７８～５０℃である。生成物は反応液のままか粗製物として次の反応に用い
ることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、ク
ロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【０１２１】
脱水反応に用いられる触媒としては、例えば塩酸、硫酸、リン酸、硫酸水素カリウム、シ
ュウ酸、ｐ－トルエンスルホン酸、１０－カンファースルホン酸、三フッ化ホウ素エーテ
ル錯体などの酸性触媒、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの塩基性触媒などが挙げ
られ、さらに、例えばＮ，Ｎ－シクロヘキシルカルボジイミドなどの脱水剤、アルミナ、
二酸化ナトリウム、オキシ塩化リン、塩化チオニル、メタンスルホニルクロリドなどを用
いてもよい。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である
。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エ
タノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、
ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロ
ヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒
もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～２４時間、好ましく
は３０分～５時間である。反応温度は通常０～２００℃、好ましくは０～１５０℃である
。
【０１２２】
化合物（LVII）は前記の化合物（X）から化合物（XII）を製造する方法と同様にして、ア
ルキルホスホン酸ジエステルの塩基処理により生成するホスホナートカルボアニオンと化
合物（LV）とを反応させて、Ｅ体あるいはＺ体の配置異性体単独またはＥおよびＺ異性体
の混合物としても得られる。アルキルホスホン酸ジエステルとしては、例えばジエチルシ
アノメチルホスホナートなどが用いられる。化合物（LV）１モルに対しアルキルホスホン
酸ジエステルを約１．０～３．０モル、好ましくは約１．０～１．５モル用いる。塩基と
しては、例えば水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナト
リウムアミド、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの
金属アミド類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシド
などの金属アルコキシド類などが挙げられ、これら塩基の使用量は化合物（LV）１モルに
対し約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～１．５モルが好ましい。本反応は反応
に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進行する限り
特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類
、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなど
のエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，
Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルス
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ルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。
反応時間は通常１時間～５０時間、好ましくは１時間～１０時間である。反応温度は通常
－７８～２００℃、好ましくは０～１５０℃である。化合物（LVII）の異性体混合物は反
応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物か
ら単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に
精製することができる。
【０１２３】
化合物（LVII）の側鎖の炭素鎖を延長する場合、公知の炭素鎖延長反応に準じて行えばよ
く、例えばシアノ基をアルカリ性または酸性条件下で加水分解してカルボキシル基とした
後、または必要に応じ該カルボキシル基をエステル体に導いた後、還元反応に付してアル
コール体とし、次いでハロゲン化、シアノ化を経る反応などが採用される。
化合物（LVIII）は、後述の（LXII）のニトロ基の還元に用いる方法とラネーニッケルに
よる還元法を用いることにより化合物（LVII）から製造される。使用される還元剤として
は、例えば水素化アルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウムなどの金属水素化物類
、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水素錯化合物類、 
または使用される水素添加触媒としては例えばラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒
、 またはそれらを組み合わせた方法等が用いられる。還元剤の使用量は、例えば金属水
素化物の場合、化合物（LVII）１モルに対して約１．０～１０モル、好ましくは約１．０
～３．０モル、金属水素錯化合物の使用量は、化合物（LVII）１モルに対して約１．０～
１０モル、好ましくは約１．０～３．０モル、水素添加の場合、ラネーニッケル、ラネー
コバルト等の触媒の使用量は化合物（LVII）に対して約１０～１０００重量％、好ましく
は約８０～３００重量％である。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利であ
る。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、
エタノール、プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン
、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シク
ロヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセト
アミドなどのアミド類、ギ酸、酢酸などの有機酸類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒
などが好ましい。ラネーニッケルやラネーコバルト触媒を用いる際には副反応を抑えるた
めに、さらにアンモニア等のアミン類を添加してもよい。反応時間は用いる試薬の活性お
よび量によって異なるが、通常１時間～１００時間、好ましくは１時間～５０時間である
。反応温度は通常０～１２０℃、好ましくは２０～８０℃である。ラネーニッケル、ラネ
ーコバルト等の触媒を用いた場合、水素の圧力は通常１～１００気圧である。生成物（LV
III）は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反
応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段に
より容易に精製することができる。
【０１２４】
化合物（LIX）のうちｍ＝１の化合物は、 上記の化合物（X）から化合物（XVI）を製造す
る方法と同様にして、化合物（LV）をルイス酸の存在下トリメチルシリルシアニドで処理
し、生じたトリメチルシリルオキシ基を酸で脱離させ、次いでシアノ基および二重結合部
分を還元し、得られたアミン体をアシル化することにより製造される。 最初の工程で用
いられるルイス酸としては、例えばヨウ化亜鉛、無水塩化アルミニウム、無水塩化亜鉛、
無水塩化鉄などが挙げられる。これらルイス酸触媒の使用量は化合物（LV）１モルに対し
約０．０１～１０モル、好ましくは約０．０１～１．０モルである。本反応は無溶媒で行
うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒として反応が進
行する限り特に限定されないが、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキ
サン、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサ
ン、ヘキサンなどの炭化水素類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反
応時間は通常１０分～１２時間、好ましくは３０分～３時間である。反応温度は通常－１
０～２００℃、好ましくは－１０～１００℃である。生成物は反応液のままか粗製物とし
て次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、
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再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
次のトリメチルシリルオキシ基の脱離に用いられる酸としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸
、臭化水素酸、リン酸などの無機酸類、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル酸、
フマル酸、酒石酸、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエン
スルホン酸、１０－カンファースルホン酸などの有機酸類、三フッ化ホウ素エーテル錯体
などが好ましい。該酸の使用量は化合物（LV）１モルに対し約１～１００モル、好ましく
は約１～１０モルである。本反応は無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うの
が有利である。このような溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばジ
エチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－ジメトキシエタンなどのエ
ーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホ
キシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応
時間は通常３０分～１２時間、好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常０～２
００℃、好ましくは２０～１５０℃である。シアノ基および二重結合部分の還元は、化合
物（XII）から化合物（XV）を製造する際に用いられる条件で同様に行うことができる。
次工程のアシル化は、化合物（XVI）から化合物（XVII）を製造する際に用いられる条件
で同様に行うことができる。生成物（LIX）は反応液のままか粗製物として次の反応に用
いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、
クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。
【０１２５】
化合物（LIX）のうちｍ＝２または３の化合物のアシル化は、 化合物（XVI）から化合物
（XVII）を製造する際に用いられる条件で行うことができる。生成物（LIX）は反応液の
ままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常法に従って反応混合物から単離
することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段により容易に精製す
ることができる。
化合物（Ic）は化合物(LIX)のフェノール性水酸基の保護基であるＲ7を脱保護した後、環
化反応に付しオキサゾール環を形成させることにより製造される。 脱保護は、 通常酸触
媒の存在下で行われ、そのような酸としては三臭化ホウ素や無水塩化アルミニウムなどの
ルイス酸、塩酸、臭化水素酸などの鉱酸などが用いられる。これら酸の使用量は化合物（
LIX）１モルに対し約０．１～１００モル、好ましくは約１～１０モルである。本反応は
無溶媒で行うか、反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒とし
て反応が進行する限り特に限定されないが、例えばジクロロエタン、クロロホルム、四塩
化炭素、１，２－ジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、ベンゼン、トルエン、シ
クロヘキサン、ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、水な
どの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時間は通常３０分～１２時間、
好ましくは３０分～５時間である。反応温度は通常－１０～１２０℃、好ましくは０～８
０℃である。生成物は反応液のままか粗製物として次の反応に用いることもできるが、常
法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなど
の分離手段により容易に精製することができる。環化反応は自体公知の方法、例えばシン
セティック　コミュニケーション(Synth.Commun.), 16巻, 365頁 (1986)、 オーガニック
　プリパレーション　プロシーディング　インターナショナル(Org. Prep. Proc. Int.),
 22巻, 613頁 (1990)　などに記載の方法、またはこれらに準じた方法に従って行うこと
ができる。
【０１２６】
さらに、化合物（Ic）のうちＲ2がアルキル基の場合には、上記環化反応の後、対応する
アルキル化剤（例えば、アルキルハライド、アルコールのスルホン酸エステルなど）を用
いて、塩基の存在下アルキル化反応を行う。化合物（Ic）１モルに対しアルキル化剤を約
１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～２．０モル用いる。塩基としては、例えば水
酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの無機塩基類、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭
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酸水素ナトリウムなどの塩基性塩類、ピリジン、ルチジンなどの芳香族アミン類、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－メチルモルホリンなどの第３級アミン類、水素化ナトリウム、水
素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物類、ナトリウムアミド、リチウムジイソプロピ
ルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジドなどの金属アミド類、ナトリウムメトキシド
、ナトリウムエトキシド、カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類などが挙げ
られる。化合物（Ic）１モルに対し塩基を約１．０～５．０モル、好ましくは約１．０～
２．０モル用いる。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このよう
な溶媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、
プロパノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン
、１，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、
ヘキサンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミドなどのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエ
タンなどのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類
、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒など
が好ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～６時間である。反応
温度は通常－２０～２００℃、好ましくは－１０～１５０℃である。生成物（Ic）は常法
に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの
分離手段により容易に精製することができる。
【０１２７】
（反応９）
【化８２】
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化合物（LXI）は、化合物（X）から化合物（LV）を製造する操作と同様の操作により、化
合物（LX）から製造される。
化合物（LXII）は、化合物（XVIII）から化合物（XX）を製造する操作と同様の操作によ
り、対応するα－ハロエステルなどのアルキル剤との反応で化合物（LXI）から製造され
る。
化合物（LXII)から化合物(LXIII)へは、 化合物(LXII)のニトロ基を還元剤で還元あるい
は接触還元したのちに、 環化させることにより製造する。還元反応は、自体公知の方法
、 例えば新実験化学講座、第15巻、酸化と還元（日本化学会編）などに記載の方法、ま
たはこれらに準じた方法に従って行えばよく、例えば亜鉛、鉄、スズなどの金属、塩化ス
ズ（II）などのハロゲン化金属、硫化ナトリウム、ナトリウムヒドロスルフィド、亜二チ
オン酸ナトリウム、硫化アンモニウムなどの硫化物、水素化アルミニウムリチウムなどの
金属水素錯化合物などの還元剤による還元法、または白金、ラネーニッケル、ラネーコバ
ルト、白金黒、パラジウム炭素、ロジウム－アルミナなどの触媒を用いた接触還元法など
が用いられる。還元剤の使用量は、例えば金属水素錯化合物の場合、化合物（LXII）１モ
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ルに対して約１．０～１０モル、好ましくは約１．０～３．０モルである。触媒の使用量
は、化合物（LXII）に対して約１０～１０００重量％、好ましくは約８０～３００重量％
である。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶媒とし
て反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロパノー
ルなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１，２－
ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサンなどの炭化水
素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド類、
ギ酸、酢酸などの有機酸類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好ましい。反応時
間は用いる試薬の活性および量によって異なるが、通常１時間～１００時間、好ましくは
１時間～５０時間である。反応温度は通常０～１２０℃、好ましくは２０～８０℃である
。パラジウム炭素、ラネーニッケル、ラネーコバルト等の触媒を用いた場合、水素の圧力
は通常１～１００気圧である。生成物は反応液のままか粗製物として次の反応に用いるこ
ともできるが、常法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマ
トグラフィーなどの分離手段により容易に精製することができる。続く環化反応は、 加
熱あるいは塩基触媒下に行う。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、 カリウム第三ブトキシドなどの金属アルコキシド類、 水素化ナトリウム、
 水素化カリウムなどの金属水素化物、 ブチルリチウム、 フェニルリチウムなどのリチ
ウム試薬、 メチルマグネシウムブロミド、フェニルマグネシウムブロミドなどのグリニ
ャール試薬などが用いられ、その量は通常０．０１～５当量、好ましくは０．０５～０．
５当量である。本反応は反応に不活性な溶媒を用いて行うのが有利である。このような溶
媒として反応が進行する限り特に限定されないが、例えばメタノール、エタノール、プロ
パノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、１
，２－ジメトキシエタンなどのエーテル類、ベンゼン、トルエン、シクロヘキサン、ヘキ
サンなどの炭化水素類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
などのアミド類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン
などのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、ジ
メチルスルホキシドなどのスルホキシド類などの溶媒もしくはそれらの混合溶媒などが好
ましい。反応時間は通常３０分～４８時間、好ましくは３０分～１２時間である。反応温
度は通常－２０～２００℃、好ましくは－１０～１５０℃である。生成物（LXIII）は常
法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなど
の分離手段により容易に精製することができる。
【０１２８】
化合物（LXIV）は、化合物（X）から化合物（XII）を製造する操作と同様の操作により、
化合物（LXIII）から製造される。
化合物（LXIV）の側鎖の炭素鎖を延長する場合、公知の炭素鎖延長反応に準じて行えばよ
く、例えばシアノ基をアルカリ性または酸性条件下で加水分解して、カルボキシル基とし
た後、または必要に応じ該カルボキシル基をエステル体に導いた後、還元反応に付してア
ルコール体とし、次いでハロゲン化、シアノ化を経る反応などが採用される。
化合物（LXV）は、化合物（XII）から化合物（XV）を製造する操作と同様の操作により、
化合物（LXIV）から製造される。（LXVI）は（LXV）を接触水素添加反応に付すことによ
り製造される。また化合物（LXVI）は、 （LXIV）から（LXV）を製造する時の反応条件を
さらに強くする（例、温度を上げる、反応時間を長くする等）ことにより化合物（LXIV）
から直接得ることもできる。
化合物（LXVII）は、化合物（LXVI）のアミド部分を還元することにより製造される。還
元剤としては金属水素錯化合物(水素化アルミニウムリチウムなど) などが用いられる。
通常溶媒としてジエチルエーテル、 テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、または
、エーテル類と不活性な溶媒(例えばヘキサン、 シクロヘキサン等)との混合物が用いら
れる。 反応に用いられる還元剤は通常１～３０当量、好ましくは３～１０当量である。
反応温度は－２０～１５０℃、好ましくは１０～１００℃である。生成物（LXVII）は常
法に従って反応混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなど
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の分離手段により容易に精製することができる。
化合物（Id）および（Ie）は、化合物（XVI）から化合物（XVII）を製造する操作と同様
の操作により、それぞれ化合物（LXVI）および化合物（LXVII）から製造される。
【０１２９】
（反応１０）
【化８３】

化合物（LXVIII）は公知の方法により製造されるか、例えば市販のセロトニンまたはその
塩等を用いることもできる。
化合物（LXIX）は、化合物（XVI）から化合物（XVII）を製造する操作と同様の操作によ
り、化合物（LXVIII）から製造される。
化合物（LXX）は、化合物（XVIII）から化合物（L）を製造する操作と同様の操作により
、化合物（LXIX）から製造される。
化合物（LXXI）は、化合物（L）から化合物（LI）を製造する操作と同様の操作により、
化合物（LXX）から製造される。
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【０１３０】
化合物（LXXII）は、化合物（LXXI）を還元反応に付し、 続いてホルミル化を行うことに
より製造される。　還元剤としてはナトリウムシアノボロヒドリドなどの金属水素錯化合
物が汎用される。通常溶媒としては、例えば酢酸、プロピオン酸などの有機酸類およびこ
れらと不活性な溶媒（例えばジエチルエーテル、 テトラヒドロフランなどのエーテル類
、ヘキサン、 シクロヘキサン等の炭化水素類など)との混合溶媒が用いられる。 反応に
用いられる還元剤は通常１～３０当量、好ましくは３～１０当量である。反応温度は－２
０～１００℃、好ましくは０～８０℃である。 反応時間は通常３０分～１２時間、好ま
しくは３０分～３時間である。続くホルミル化反応は、自体公知の方法、例えばT.W.グリ
ーンによるプロテクティブ　グループス　イン　オーガニック　シンセシス「Protective
 Groups in Organic Synthesis」（２版、１９９１年）、「Protection for the Amino G
roup」の章に記載の方法などに従って行えばよい。 生成物（LXXII)は常法に従って反応
混合物から単離することもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの分離手段によ
り容易に精製することができる。
【０１３１】
化合物（LXXIII）は、化合物（LI）から化合物（LII）を製造する操作と同様の操作によ
り、化合物（LXXII）から製造される。
化合物（LXXIV）は、化合物（LII）から化合物（Ia）を製造する操作と同様の操作により
、化合物（LXXIII）から製造される。
また化合物（LXXIV）は化合物（LXXII）を、公知の方法、例えば酸触媒（例、塩酸、硫酸
、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体など）、有機過酸類（例、ｍ－クロロ過安息香酸
など）、ハロゲン（例、ヨウ素、臭素など）などを用いて環化させることにより製造され
る。
化合物（If）は、化合物（LXXIV）のホルミル基を酸触媒あるいは塩基触媒により除去す
ることにより製造される。該反応は、自体公知の方法、例えば T.W.グリーンによるプロ
テクティブ　グループス　イン　オーガニック　シンセシス「Protective Groups in Org
anic Synthesis」（２版、１９９１年）、「Protection for the Amino Group」の章等に
記載の方法などに準じて行えばよい。 また所望により、アルキル化、インドリンからイ
ンドールへの酸化などを行って目的物を得てもよい。
【０１３２】
前記の化合物（XII）、（XV）、（XXXIV）、（XXXV）、（LVII）、（LXIV）または（LXV
）の配置異性体（Ｅ，Ｚ体）については異性化が生じた時点で、例えば抽出、再結晶、蒸
留、クロマトグラフィーなどの通常の分離手段により単離、精製することができ、純粋な
化合物を製造することができる。また新実験化学講座１４（日本化学会編）２５１～２５
３頁、第４版実験化学講座１９（日本化学会編）２７３～２７４頁記載の方法およびそれ
に準じる方法に従って、加熱、酸触媒、遷移金属錯体、金属触媒、ラジカル種触媒、光照
射あるいは強塩基触媒などにより二重結合の異性化を進行させ、対応する純粋な異性体を
得ることもできる。
化合物（I）は置換基の種類によっては立体異性体が生ずるが、この異性体単独のみなら
ず、それらの混合物も本発明に含まれる。
上記の反応工程において、さらに所望により、公知の脱保護反応、アシル化反応、アルキ
ル化反応、水素添加反応、酸化反応、還元反応、炭素鎖延長反応、置換基交換反応を各々
、単独あるいはその二以上を組み合わせて行うことによっても化合物（I）を合成するこ
とができる。これらの反応は、例えば「新実験化学講座　第１４,１５巻　日本化学会編
　昭和５２，５３年発行」等に記載された方法に準じて行えばよい。
【０１３３】
前記本発明の各反応および原料化合物合成の各反応において、原料化合物が置換基として
アミノ基、カルボキシル基、ヒドロキシ基を有する場合、これらの基にペプチド化学など
で一般的に用いられるような保護基が導入されていてもよく、反応後に必要に応じて保護
基を除去することにより目的化合物を得ることができる。
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アミノ基の保護基としては、例えばホルミル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基（例、ア
セチル、プロピオニルなど）、Ｃ1-6アルキルオキシカルボニル基（例、メトキシカルボ
ニル、エトキシカルボニルなど）、Ｃ6-10アリールカルボニル基（例、ベンゾイルなど）
、Ｃ7-11アラルキル－カルボニル基（例、ベンジルカルボニルなど）、トリチル基、フタ
ロイル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノメチレン基などが用いられる。これらの基は、１ない
し３個のハロゲン原子（例、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）、ニトロ基などで置換さ
れていてもよい。
カルボキシル基の保護基としては、例えばＣ1-6アルキル基（例、メチル、エチル、プロ
ピル、イソプロピル、ブチル、tert－ブチルなど）、Ｃ6-10アリール基（例、フェニルな
ど）、トリチル基、シリル基などが用いられる。これらの基は、１ないし３個のハロゲン
原子（例、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）、ホルミル基、Ｃ1-6アルキル－カルボニ
ル基（例、アセチル、プロピオニル、ブチルカルボニルなど）、ニトロ基などで置換され
ていてもよい。
ヒドロキシ基の保護基としては、例えばＣ1-6アルキル基（例、メチル、エチル、プロピ
ル、イソプロピル、ブチル、tert－ブチルなど）、Ｃ6-10アリール基（例、フェニルなど
）、Ｃ7-11アラルキル基（例、ベンジルなど）、Ｃ1-6アルキル－カルボニル基（例、ア
セチル、プロピオニルなど）、Ｃ6-10アリールカルボニル基（例、ベンゾイル基）、Ｃ7-

11アラルキル－カルボニル基（例、ベンジルカルボニルなど）、テトラヒドロピラニル基
、テトラヒドロフラニル基、シリル基などが用いられる。これらの基は、１ないし３個の
ハロゲン原子（例、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）、Ｃ1-6アルキル基（例、メチル
、エチル、プロピルなど）、Ｃ6-10アリール基（例、フェニルなど）、Ｃ7-11アラルキル
基（例、ベンジルなど）、ニトロ基などで置換されていてもよい。
また、これらの保護基の除去方法としては、自体公知またはそれに準じる方法が用いられ
るが、例えば酸、塩基、紫外光、ヒドラジン、フェニルヒドラジン、Ｎ－メチルジチオカ
ルバミン酸ナトリウム、テトラブチルアンモニウムフルオリド、酢酸パラジウムなどを使
用する方法、還元などが用いられる。
【０１３４】
本発明の化合物（I）は、公知の手段、例えば溶媒抽出、液性変換、転溶、晶出、再結晶
、クロマトグラフィーなどによって単離精製することができる。また、本発明の化合物（
I）の原料化合物またはその塩は、前記と同様の公知の手段などによって単離精製するこ
とができるが、単離することなくそのまま反応混合物として次の工程の原料として供され
てもよい。
化合物（I）を再結晶により精製する場合、例えば、水、アルコール類（例えば、メタノ
ール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノールなど）、芳香族炭化水素類（例
えば、ベンゼン、トルエン、キシレンなど）、ハロゲン化炭化水素類（例えば、ジクロロ
メタン、クロロホルムなど）、飽和炭化水素類（例えば、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘ
キサンなど）、エーテル類（例えば、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、テトラ
ヒドロフラン、ジオキサンなど）、ケトン類（例えば、アセトン、メチルエチルケトンな
ど）、ニトリル類（例えば、アセトニトリルなど）、スルホキシド類（例えば、ジメチル
スルホキシドなど）、酸アミド類（例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドなど）、エス
テル類（例えば、酢酸エチルなど）、カルボン酸（例えば、酢酸、プロピオン酸など）な
どが用いられ、これらは単独で用いることもできるし、また必要に応じて二種以上の多種
類を適当な割合例えば１：１～１：１０の割合で混合して用いてもよい。
上記反応によって、目的物が遊離の状態で得られる場合には、常法に従って塩に変換して
もよく、また塩として得られる場合には、常法に従って遊離体または他の塩に変換するこ
ともできる。かくして得られる化合物（I）は、公知の手段、例えば転溶、濃縮、溶媒抽
出、分溜、結晶化、再結晶、クロマトグラフィー等により反応溶液から単離、精製するこ
とができる。
なお、化合物（I）が、コンフィギュレーショナル　アイソマー（配置異性体）、ジアス
テレオマー、コンフォーマー等として存在する場合には、所望により、前記分離、精製手
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段によりそれぞれを単離することができる。また、化合物（I）が光学活性体である場合
には、ラセミ体を通常の光学分割手段により＋体、－体に分離することができる。
【０１３５】
前記化合物（I）を得る反応工程で得られる式（i）
【化８４】

〔式中、各記号は前記と同意義を示す〕または
（ii）
【化８５】

〔式中、各記号は前記と同意義を示す〕で表わされる化合物またはその塩は新規化合物で
あり、本発明の化合物の原料として使用され得る。このうち好ましい化合物としては、
２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミ
ン、
２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル
）エチルアミンまたはそれらの塩があげられる。
【０１３６】
本発明の化合物（Ｉ）は、メラトニン受容体に対し高い親和性を示し、化合物（I）は特
にＭＬ－１受容体に対する選択性が高い。また毒性が低く、かつ、副作用も少ないため、
医薬品として有用である。
本発明の化合物（Ｉ）は、哺乳動物（例えば、マウス、ラット、ハムスター、ウサギ、ネ
コ、イヌ、ウシ、ヒツジ、サル、ヒトなど）に対して、メラトニンアゴニストまたはアン
タゴニストとして作用し、メラトニン受容体親和性組成物、特にメラトニン受容体作動組
成物として有用であり、生体リズム調節障害などのメラトニンにより影響される可能性の
ある疾患、例えば睡眠覚醒リズム障害、時差ボケ（jet lag）、三交替勤務等による体調
の変調、季節的憂鬱病、生殖および神経内分泌疾患、老人性痴呆、アルツハイマー病、老
化に伴う各種障害（例えば、老化防止など）、脳循環障害（脳卒中など）、頭部外傷、骨
髄損傷、ストレス、てんかん、痙攣、不安、うつ病、パーキンソン病、高血圧、緑内症、
癌、不眠症、糖尿病などの予防・治療に使用でき、さらに、免疫調節、向知能、精神安定
または排卵調整（例、避妊）に対しても有効である。本発明の化合物（Ｉ）は、例えば生
体リズム調節剤、好ましくは睡眠障害治療剤（例えば、睡眠導入剤など）、睡眠覚醒リズ
ム調節剤（睡眠覚醒リズム調整作用も含む）、時間帯域変化症候群、いわゆる時差ボケ（
jet lag）治療剤等として用いられる。
【０１３７】
本発明の化合物（Ｉ）は、毒性が低く、そのままあるいは自体公知の方法に従って、薬理
学的に許容される担体を混合した医薬組成物、例えば錠剤（糖衣錠、フィルムコーティン
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グ錠を含む）、散剤、顆粒剤、カプセル剤、（ソフトカプセルを含む）、液剤、注射剤、
坐剤、徐放剤、貼布剤など、さらにはチューインガム等として、経口的または非経口的（
例、局所、直腸、静脈投与等）に安全に投与することができる。化合物（Ｉ）の本発明製
剤中の含有量は、製剤全体の約０．０１ないし１００重量％である。該投与量は、投与対
象、投与ルート、疾患などによっても異なるが、例えば睡眠障害治療剤として、成人に対
し、経口剤として投与する場合、有効成分である化合物（Ｉ）として約０．０００５ない
し２mg／kg体重、好ましくは約０．００１ないし１mg／kg体重、さらに好ましくは約０．
００１ないし０．５mg／kg体重であって、１日１ないし数回に分けて投与することができ
る。さらに他の活性成分（例えばベンゾジアゼピン系化合物であるトリアゾラム、ジアゼ
パム、アルプラゾラム、エスタゾラムなどのベンゾジアゼピン系薬剤、例えば脂肪酸誘導
体であるブトクタミドまたはその塩などの睡眠リズム調整剤、シス－９,１０－オクタデ
セノアミドなどの睡眠物質など）と併用してもよい。該その他の活性成分と化合物（Ｉ）
とを自体公知の方法にしたがって混合し、医薬組成物（例えば錠剤、散剤、顆粒剤、カプ
セル剤（ソフトカプセルを含む）、液剤、注射剤、坐剤、徐放剤など）として併用しても
よく、あるいは別途、製剤化したものを、同時にまたは時間差をおいて同一対象に投与し
てもよい。
【０１３８】
本発明製剤の製造に用いられてもよい薬理学的に許容される担体としては、製剤素材とし
て慣用の各種有機あるいは無機担体物質があげられ、例えば固形製剤における賦形剤、滑
沢剤、結合剤、崩壊剤；液状製剤における溶剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、緩衝
剤、無痛化剤などがあげられる。また、必要に応じて、通常の防腐剤、抗酸化剤、着色剤
、甘味剤、吸着剤、湿潤剤などの添加物を用いることもできる。
賦形剤としては、例えば乳糖、白糖、Ｄ－マンニトール、デンプン、コーンスターチ、結
晶セルロース、軽質無水ケイ酸などが挙げられる。
滑沢剤としては、例えばステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、タルク、
コロイドシリカなどが挙げられる。
結合剤としては、例えば結晶セルロース、白糖、Ｄ－マンニトール、デキストリン、ヒド
ロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルピロリド
ン、デンプン、ショ糖、ゼラチン、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナト
リウムなどが挙げられる。
崩壊剤としては、例えばデンプン、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセル
ロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、カルボキシメチルスターチナトリウ
ム、Ｌ－ヒドロキシプロピルセルロースなどが挙げられる。
溶剤としては、例えば注射用水、アルコール、プロピレングリコール、マクロゴール、ゴ
マ油、トウモロコシ油、オリーブ油などが挙げられる。
【０１３９】
溶解補助剤としては、例えばポリエチレングリコール、プロピレングリコール、Ｄ－マン
ニトール、安息香酸ベンジル、エタノール、トリスアミノメタン、コレステロール、トリ
エタノールアミン、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウムなどが挙げられる。
懸濁化剤としては、例えばステアリルトリエタノールアミン、ラウリル硫酸ナトリウム、
ラウリルアミノプロピオン酸、レシチン、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、
モノステアリン酸グリセリン、などの界面活性剤；例えばポリビニルアルコール、ポリビ
ニルピロリドン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ヒドロキ
シメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースなど
の親水性高分子などが挙げられる。
等張化剤としては、例えばブドウ糖、 Ｄ－ソルビトール、塩化ナトリウム、グリセリン
、Ｄ－マンニトールなどが挙げられる。
緩衝剤としては、例えばリン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩などの緩衝液などが挙げ
られる。
無痛化剤としては、例えばベンジルアルコールなどが挙げられる。
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防腐剤としては、例えばパラオキシ安息香酸エステル類、クロロブタノール、ベンジルア
ルコール、フェネチルアルコール、デヒドロ酢酸、ソルビン酸などが挙げられる。
抗酸化剤としては、例えば亜硫酸塩、アスコルビン酸、α－トコフェロールなどが挙げら
れる。
【０１４０】
【発明の実施の形態】
本発明は、さらに以下の参考例、実施例、製剤例および実験例によって詳しく説明される
が、これらの例は単なる実施であって、本発明を限定するものではなく、また本発明の範
囲を逸脱しない範囲で変化させてもよい。
以下の参考例、実施例中の「室温」は通常約１０℃から３５℃を示す。％は特記しない限
り重量パーセントを示す。
その他の本文中で用いられている略号は下記の意味を示す。
s 　：　シングレット（singlet）
d 　：　ダブレット（doublet）
t 　：　トリプレット（triplet）
q 　：　クァルテット（quartet）
m 　：　マルチプレット（multiplet）
br　：　ブロード（broad）
J 　：　カップリング定数（coupling　constant）
Hz　：　ヘルツ（Hertz）
CDCl3　　：　重クロロホルム
d6-DMSO　：　重ジメチルスルホキシド
D2O　　　：　重水
NMR　　　：　プロトン核磁気共鳴
BINAP　　：　2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
T-BINAP　：　2,2'-bis[di(4-methylphenyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl
DM-BINAP ：　2,2'-bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1'-
binaphthyl
【０１４１】
【実施例】
参考例１　２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－カルバルデヒド
２，３－ジヒドロベンゾフラン（１０．０ｇ、８３．２ｍｍｏｌ）およびジクロロメチル
メチルエーテル（１１．３ｍＬ、０．１２５ｍｏｌ）のジクロロメタン（１００ｍＬ）溶
液に、氷冷下で四塩化チタン（２８ｍＬ）を滴下した。混合物を氷冷下で１時間攪拌した
後、水を加えた。ジクロロメタンを減圧下で濃縮した後、残渣を酢酸エチルで抽出した。
抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下で濃縮した。
残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝１：１）で精製し
て、表題化合物（収量１１．４ｇ、収率９２％）を得た。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：3.28（2H,t,J=8.8Hz），4.70（2H,t,J=8.8Hz），6.88（1H,d,J
=8.4Hz），7.67（1H,dd,J=1.0Hz,8.4Hz），7.75（1H,d,J=1.0Hz）, 9.83（1H,s）。
【０１４２】
参考例２　（Ｅ）－３－（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－２－プロペン酸
エチル
ホスホノ酢酸トリエチル（１９．０ｇ、８４．６ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（１５
０ｍＬ）溶液に６０％水素化ナトリウム（３．３９ｇ、８４．６ｍｍｏｌ）を氷冷下で加
え、混合物を２０分間攪拌した。これに２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－カルバルデ
ヒド（１１．４ｇ、７６．９ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（１５ｍＬ）溶液を滴下し
て、さらに１時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽
和食塩水で洗浄した後無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下で濃縮した。残渣をシリ
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カゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝９５：５から９：１）で精製
して、表題化合物（収量１４．７ｇ、収率８８％）を得た。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.33（3H,t,J=7.2Hz），3.23（2H,t,J=8.8Hz），4.25（2H,q,J
=7.2Hz），4.63（2H,t,J=8.8Hz），6.28（1H,d,J=16.0Hz），6.79（1H,d,J=8.4Hz），7.3
1（1H,d,J=8.4Hz），7.41（1H,s），7.64（1H,d,J=16.0Hz）。
【０１４３】
参考例３　３－（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロピオン酸エチル
（Ｅ）－３－（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－２－プロペン酸エチル（１
４．７ｇ、６６．７ｍｍｏｌ）のエタノール（１５０ｍＬ）溶液に５％パラジウム炭素（
１ｇ、５０％含水品）を加え、混合物を水素雰囲気下、室温で２時間攪拌した。反応液を
ろ過した後ろ液を減圧下で濃縮して、表題化合物（収量１４．６ｇ、収率９９％）を得た
。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.24（3H,t,J=7.2Hz），2.57（2H,t,J=7.8Hz），2.88（2H,t,J
=7.8Hz），3.18（2H,t,J=8.6Hz），4.13（2H,q,J=7.2Hz），4.55（2H,t,J=8.6Hz），6.70
（1H,d,J=8.2Hz），6.94（1H,d,J=8.2Hz），7.05（1H,s）。得られた表題化合物はこれ以
上精製せずに、次の反応に用いた。
【０１４４】
参考例４　３－（７－ブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロピオン酸
エチル
３－（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロピオン酸エチル（１４．５ｇ、６
５．８ｍｍｏｌ）および酢酸ナトリウム（５．９４ｇ、７２．４ｍｍｏｌ）の酢酸（１５
０ｍＬ）溶液に臭素（１０．５ｇ、６５．８ｍｍｏｌ）を滴下して、混合物を室温で１時
間攪拌した。反応液をろ過して、ろ液を減圧下で濃縮した。残渣に水を加えて、酢酸エチ
ルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減
圧下で濃縮して、表題化合物（収量１９．２ｇ、収率９７％）を得た。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.25（3H,t,J=7.2Hz），2.57（2H,t,J=7.6Hz），2.85（2H,t,J
=7.6Hz），3.28（2H,t,J=8.8Hz），4.13（2H,q,J=7.2Hz），4.65（2H,t,J=8.8Hz），6.97
（1H,s），7.11（1H,s）。
得られた表題化合物はこれ以上精製せずに、次の反応に用いた。
【０１４５】
参考例５　３－（７－ブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロピオン酸
３－（７－ブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロピオン酸エチル（１
９．１ｇ、６３．８ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（２０ｍＬ）溶液に水酸化ナトリウ
ム（１５ｇ）水溶液（１００ｍＬ）を加え、混合物を室温で３時間攪拌した。反応液に塩
酸を加えて酸性にした後、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無水
硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下で濃縮した。残渣を酢酸エチル／ヘキサンから再結
晶して、表題化合物（収量１２．８ｇ、収率７３％）を得た。
融点１１７－１１８℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.64（2H,t,J=7.4Hz），2.87（2H,t,J=7.4Hz），3.82（2H,t,J
=8.8Hz），4.65（2H,t,J=8.8Hz），6.97（1H,s），7.11（1H,s），1H は隠れて見えない
。
【０１４６】
参考例６　４－ブロモ－１，２，６，７－テトラヒドロ－８Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－オン
３－（７－ブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロピオン酸（１２．７
ｇ、４６．２ｍｍｏｌ）に塩化チオニル（１０．１ｍＬ、０．１３９ｍｏｌ）を加えて、
混合物を７５℃で３０分間攪拌した後反応液を減圧下で濃縮して、酸クロリドを得た。無
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水塩化アルミニウム（６．７７ｇ、５０．８ｍｍｏｌ）の１，２－ジクロロエタン（１０
０ｍＬ）懸濁液に先に調製した酸クロリドを氷冷下で滴下して、混合物を３０分間攪拌し
た。反応液を水に注いだ後、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無
水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝８：２）で精製した後酢酸エチル／イソプロピルエー
テルから再結晶して、表題化合物（収量１．００ｇ、収率９％）を得た。
融点１４９－１５０℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.64-2.72（2H,m），3.08（2H,t,J=5.8Hz），3.57（2H,t,J=9.
0Hz），4.76（2H,t,J=9.0Hz），7.41-7.43（1H,m）。
【０１４７】
参考例７　（Ｅ）－（４－ブロモ－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５
，４－ｂ］フラン－８－イリデン）アセトニトリル
シアノメチルホスホン酸ジエチル（０．７７ｇ、４．３５ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラ
ン（２０ｍＬ）溶液に６０％水素化ナトリウム（０．１７ｇ、４．３５ｍｍｏｌ）を氷冷
下で加え、混合物を２０分間攪拌した。これに４－ブロモ－１，２，６，７－テトラヒド
ロ－８Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－オン（１．００ｇ、３．９５ｍｍｏｌ）
のテトラヒドロフラン（１０ｍＬ）溶液を加え、混合物をさらに室温で２時間攪拌した。
反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸マ
グネシウムで乾燥して、減圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー
（ヘキサン：酢酸エチル＝８５：１５から８：２）で精製した後酢酸エチル／イソプロピ
ルエーテルから再結晶して、表題化合物（収量０．４７ｇ、収率４３％）を得た。
融点２００－２０３℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：3.02-3.18（4H,m），3.41（2H,t,J=8.8Hz），4.77（2H,t,J=8.
8Hz），5.42-5.46（1H,m），7.31（1H,s）。
【０１４８】
参考例８　３－（３－フルオロ－４－メトキシフェニル）プロピオン酸
３－フルオロ－４－メトキシベンズアルデヒド（１０．１ｇ、６５．５ｍｍｏｌ）のピリ
ジン（２０ｍＬ）溶液に、マロン酸（７．５ｇ、７２．１ｍｍｏｌ）およびピペリジン（
０．８４ｇ、９．８３ｍｍｏｌ）を加え、混合物を１２０℃で７時間加熱攪拌した。反応
液を氷水に注いだ後、析出した粉末を濾取した。この粉末を乾燥後これ以上精製すること
なく酢酸（３００ｍＬ）に溶かし、５％パラジウム炭素（３ｇ、５０％含水品）を加え、
混合物を水素雰囲気下、室温で２時間攪拌した。反応液をろ過した後ろ液を減圧下で濃縮
して、表題化合物（収量８．５４ｇ、収率６６％）を得た。
融点１１４－１１７℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.65（2H,t,J=7.5Hz），2.89（2H,t,J=7.5Hz），3.87（3H,s）
，6.80-7.00（3H,m），1H は隠れて見えない。
【０１４９】
参考例９　５－フルオロ－６－メトキシ－１－インダノン
参考例６と同様の方法により、３－（３－フルオロ－４－メトキシフェニル）プロピオン
酸から表題化合物を得た（収率９１％）。
融点１５２－１５３℃（メタノール／酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.71（2H,t,J=5.7Hz），3.08（2H,t,J=5.7Hz），3.92（3H,s）
，7.17（1H,d,J=10.3Hz），7.29（1H,d,J=8.1Hz）。
元素分析値：Ｃ10Ｈ9ＦＯ2として
計算値：Ｃ，66.66；Ｈ，5.03。
実測値：Ｃ，66.82；Ｈ，5.06。
【０１５０】
参考例１０　（Ｅ）－（５－フルオロ－６－メトキシインダン－１－イリデン）アセトニ
トリル
参考例７と同様の方法により、５－フルオロ－６－メトキシ－１－インダノンおよびシア
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ノメチルホスホン酸ジエチルから表題化合物を得た（収率７５％）。融点１９７－１９９
℃（ヘキサン／酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：3.00-3.19（4H,m），3.92（3H,s），5.53（1H,t,J=2.2Hz），7
.02（1H,d,J=7.6Hz），7.07（1H,d,J=10.3Hz）。
元素分析値：Ｃ12Ｈ10ＦＮＯとして
計算値：Ｃ，70.93；Ｈ，4.96；Ｎ，6.89。
実測値：Ｃ，70.65；Ｈ，5.13；Ｎ，6.99。
【０１５１】
参考例１１　２－（５－フルオロ－６－メトキシインダン－１－イル）エチルアミン
後述の実施例１８と同様の方法により、（Ｅ）－（５－フルオロ－６－メトキシインダン
－１－イリデン）アセトニトリルから表題化合物を得た（収率８８％）。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.50-1.80（2H,m），1.90-2.08（1H,m），2.20-2.40（1H,m）
，2.67-2.90（4H,m），3.00-3.20（1H,m），3.87（3H,s），6.80（1H,d,J=8.1Hz），6.92
（1H,d,J=11.0Hz），2H は隠れて見えない。
【０１５２】
参考例１２　Ｎ－［２－（５－フルオロ－６－メトキシインダン－１－イル）エチル］プ
ロピオンアミド
２－（５－フルオロ－６－メトキシインダン－１－イル）エチルアミン（４．３５ｇ、２
０．８ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（４．２１ｇ、４１．６ｍｍｏｌ）のテトラヒ
ドロフラン（２０ｍＬ）溶液に、塩化プロピオニル（２．５ｇ、２７．０ｍｍｏｌ）を氷
冷下で徐々に滴下した。室温で２時間攪拌した後、反応液を水に注いで、有機物を酢酸エ
チルで抽出した。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾
燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（
酢酸エチル：ヘキサン＝９０：１０）で精製して、表題化合物（収量４．８７ｇ、収率８
８％）を得た。融点７６－７８℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.16（3H,t,J=7.7Hz），1.47-1.81（2H,m），1.94-2.41（2H,m
）,2.21（2H,q,J=7.7Hz），2.70-2.90（2H,m），3.00-3.20（1H,m），3.38（2H,q,J=7.3H
z）,3.87（3H,s），5.50（1H,br s），6.82（1H,d,J=8.1Hz），6.92（1H,d,J=11.4Hz）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ20ＮＦＯ2として
計算値：Ｃ，67.90；Ｈ，7.60；Ｎ，5.28。
実測値：Ｃ，67.83；Ｈ，7.27；Ｎ，5.25。
【０１５３】
参考例１３　Ｎ－［２－（５－フルオロ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］
プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－フルオロ－６－メトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオンアミ
ド（４．１８ｇ、１５．８ｍｍｏｌ）のジクロロメタン（１００ｍＬ）溶液に、三臭化ほ
う素（７．９ｇ、３１．５ｍｍｏｌ）を氷冷下で徐々に滴下した。氷冷下で２時間攪拌し
た後、反応液を氷水に注いでさらに室温で３時間攪拌し、有機物を酢酸エチルで抽出した
。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で
溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘ
キサン＝９：１）で精製して、表題化合物（収量３．６８ｇ、収率９３％）を得た。
融点９３－９６℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.20（3H,t,J=7.7Hz），1.47-1.80（2H,m），1.88-2.10（1H,m
）,2.22（2H,q,J=7.7Hz），2.20-2.40（1H,m），2.65-2.90（2H,m），2.95-3.13（1H,m）
，3.37（2H,q,J=7.5Hz），5.59（1H,br s），6.09（1H,br s），6.83（1H,d,J=8.4Hz），
6.89（1H,d,J=10.6Hz）。
元素分析値：Ｃ14Ｈ18ＮＦＯ2として
計算値：Ｃ，66.91；Ｈ，7.22；Ｎ，5.57。
実測値：Ｃ，66.84；Ｈ，7.10；Ｎ，5.54。



(101) JP 4358917 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

【０１５４】
参考例１４　Ｎ－［２－（５－フルオロ－６－（２－プロピニルオキシ）インダン－１－
イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－フルオロ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］プロピオンア
ミド（０．５ｇ、１．９９ｍｍｏｌ）のジメチルホルムアミド（１０ｍＬ）溶液に、炭酸
カリウム（１．３７ｇ、９．９５ｍｍｏｌ）および臭化プロパルギル（２．４ｇ、１９．
９ｍｍｏｌ）を加えて１２０℃で２時間攪拌した。反応液を水に注いで、有機物を酢酸エ
チルで抽出した。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾
燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（
酢酸エチル）で精製して、表題化合物（収量０．５６ｇ、収率９７％）を得た。
融点７８－８１℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.16（3H,t,J=7.5Hz），1.50-1.83（2H,m），1.91-2.11（1H,m
），2.21（2H,q,J=7.5Hz），2.20-2.41（1H,m），2.55（1H,t,J=2.3Hz），2.65-2.95（2H
,m），3.00-3.20（1H,m），3.38（2H,q,J=7.5Hz），4.74（2H,d,J=2.2Hz），5.47（1H,br
 s），6.91（1H,s），6.96（1H,s）。
【０１５５】
参考例１５　３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロ
ピオン酸エチル
３－（７－ブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロピオン酸エチル（１
．０ｇ，３．３４ｍｍｏｌ）および鉄（１０ｍｇ）の酢酸（１０ｍＬ）懸濁液に臭素（０
．８０ｇ，５．０１ｍｍｏｌ）を滴下して、反応混合物を５０℃で５時間加熱撹拌した。
反応液をろ過して、ろ液を減圧下で濃縮した。残渣に水を加えて有機物を酢酸エチルで抽
出した。抽出液を飽和重層水、飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウム
で乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸
エチル：ヘキサン＝１：３）で精製して表題化合物（収量０．６７ｇ、収率５３％）を得
た。
融点４２－４３℃
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.25(3H,t,J=7.3Hz),2.60(2H,t,J=7.7Hz),3.07(2H,t,J=7.7Hz)
,3.27(2H,t,J=8.8Hz),4.14(2H,q,J=7.3Hz),4.68(2H,t,J=8.8Hz),7.06(1H,s)。
【０１５６】
参考例１６　３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）プロ
ピオン酸
参考例５と同様の方法により、３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン
－５－イル）プロピオン酸エチルから表題化合物を得た（収率９３％）。
融点１７７－１７８℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.67(2H,t,J=7.5Hz),3.08(2H,t,J=7.5Hz),3.27(2H,t,J=8.8Hz)
,4.68(2H,t,J=8.8Hz),7.07(1H,s)。
【０１５７】
参考例１７　４，５－ジブロモ－１，２，６，７－テトラヒドロ－８Ｈ－インデノ［５，
４－ｂ］フラン－８－オン
参考例６と同様の方法により、３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン
－５－イル）プロピオン酸から表題化合物を得た（収率８８％）。
融点２２４－２２６℃（クロロホルム／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.72(2H,t,J=5.9Hz),3.05(2H,t,J=5.9Hz),3.55(2H,t,J=9.0Hz)
,4.79(2H,t,J=9.0Hz)。
【０１５８】
参考例１８　１，２，６，７－テトラヒドロ－８Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－オン
４，５－ジブロモ－１，２，６，７－テトラヒドロ－８Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラ
ン－８－オン（２９．０ｇ，８７．４ｍｍｏｌ）の酢酸（５５０ｍＬ）溶液に、５％パラ
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ジウムカーボン（５０％含水，２．９ｇ）および酢酸ナトリウム(１７．９ｇ，０．２２
ｍｏｌ)を加え、 混合物を水素雰囲気下、常温常圧で接触還元した。計算量の水素添加後
、パラジウムカーボンをろ去して、減圧下で溶媒を留去した。残渣に水を加えて有機物を
酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和重層水、飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫
酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムク
ロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘキサン＝１５：８５）で精製して表題化合物を得た（
収量１３．５ｇ，８９％）。
融点１３３－１３４℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.68(2H,t,J=5.9Hz),3.08(2H,t,J=5.9Hz),3.47(2H,t,J=8.8Hz)
,4.65(2H,t,J=8.8Hz),7.01(1H,d,J=8.1Hz),7.21(1H,d,J=8.1Hz)。
元素分析値：Ｃ11Ｈ10Ｏ2として
計算値：Ｃ，75.84；Ｈ，5.79。
実測値：Ｃ，75.69；Ｈ，5.75。
【０１５９】
参考例１９　（Ｅ）－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－イリデン）アセトニトリル
参考例７と同様の方法により、１，２，６，７－テトラヒドロ－８Ｈ－インデノ［５，４
－ｂ］フラン－８－オンおよびシアノメチルホスホン酸ジエチルから表題化合物を得た（
収率６０％）。
融点１４９－１５１℃（メタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：3.00-3.20(4H,m),3.31(2H,t,J=8.8Hz),4.67(2H,t,J=8.8Hz),5.
45(1H,t,J=2.4Hz),6.86(1H,d,J=8.1Hz),7.11(1H,d,J=8.1Hz)。
元素分析値：Ｃ13Ｈ11ＮＯとして
計算値：Ｃ，79.17；Ｈ，5.62；Ｎ，7.10。
実測値：Ｃ，79.21；Ｈ，5.82；Ｎ，7.18。
【０１６０】
参考例２０　（Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－
ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩
ハステロイオートクレーブ（２００ｍＬ）に、（Ｅ）－２－（１，６，７，８－テトラヒ
ドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イリデン）エチルアミン（１．００ｇ
、５．００ｍｍｏｌ）、Ｒｕ2Ｃｌ4［（Ｒ）－ＢＩＮＡＰ］2ＮＥｔ3（２１．０ｍｇ）、
メタノール（１０ｍＬ）を窒素雰囲気下で挿入し、ついで水素ガスを１００気圧まで圧入
した。５０℃で２０時間加熱撹拌した後、反応液を常圧に戻し、反応転化率と生成物（（
Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチルアミン）の光学純度を高速液体クロマトグラフィーにて測定したところ、
反応転化率１００％、光学純度８８．８％e.e.であった。
減圧濃縮を行なって得られた残留物（１．０２ｇ）にトルエン（１０ｍＬ）を加え、氷浴
にて冷却、撹拌しながら２％塩酸（１０ｍＬ）を加えた。この反応液を３０分撹拌した後
、減圧濃縮を行なって残留物（１．２１ｇ）を得た。この残留物をメタノール（５ｍＬ）
に溶解し、得られた溶液にアセトン（１０ｍＬ）を加え、０℃に冷却した後に濾過して表
題化合物（０．６４ｇ）を得た。さらに濾液を減圧濃縮して得られた残渣（０．３４ｇ）
をメタノール（１．５ｍＬ）およびアセトン（３．０ｍＬ）の混合溶媒から再結晶して表
題化合物（０．１７ｇ、総収量０．８１ｇ、収率６８％）を得た。この塩酸塩を５％水酸
化ナトリウム水溶液で処理し、得られた（Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－
２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミンの光学純度を高速液体ク
ロマトグラフィーを用いて測定したところ１００％e.e.であった。
【０１６１】
参考例２１　（Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－
ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン
ハステロイオートクレーブ（２００ｍＬ）に、（Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒ
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ドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン（０．２０ｇ、１
．００ｍｍｏｌ）、Ｒｕ2Ｃｌ4［（Ｒ）－ＢＩＮＡＰ］2ＮＥｔ3（０．４２ｇ）、メタノ
ール（２０ｍＬ）および塩化メチレン（５ｍＬ）を窒素雰囲気下で挿入し、５０℃に加熱
後、水素ガスを５０気圧まで圧入した。５０℃で１５分間加熱撹拌後、室温まで冷却し、
常圧まで戻した後、（Ｅ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５
，４－ｂ］フラン－８－イリデン）エチルアミン（２０．０ｇ、９９．４ｍｍｏｌ）をメ
タノール（３０ｍＬ）に溶解した溶液を加えて、再度水素ガスを１００気圧まで圧入した
。５５℃で２０時間加熱撹拌した後、反応液を常圧に戻し、反応転化率と生成物（（Ｓ）
－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イ
ル）エチルアミン）の光学純度を高速液体クロマトグラフィーにて測定したところ、反応
転化率１００％、光学純度９０．３％e.e.であった。
【０１６２】
参考例２２　（Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－
ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン
ハステロイオートクレーブ（１００ｍＬ）に、（Ｅ）－２－（１，６，７，８－テトラヒ
ドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イリデン）エチルアミン（０．５０ｇ
、２．５０ｍｍｏｌ）、Ｒｕ2Ｃｌ4［（Ｒ）－Ｔ－ＢＩＮＡＰ］2ＮＥｔ3（５．０ｍｇ）
、メタノール（５．０ｍＬ）を窒素雰囲気下で挿入し、ついで水素ガスを１００気圧まで
圧入した。５０℃で２０時間加熱撹拌した後、反応液を常圧に戻し、反応転化率と生成物
（Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチルアミンの光学純度を高速液体クロマトグラフィーにて測定したところ、
反応転化率１００％、光学純度７４.０％e.e.であった。
【０１６３】
参考例２３～２５
参考例２２における触媒のみを Ｒu(ＯＣＯＣＨ3)2[(Ｒ)－ＢＩＮＡＰ]、Ｒu(ＯＣＯＣＨ

3)2[(Ｒ)－Ｔ－ＢＩＮＡＰ]またはＲu2Ｃl4[(Ｒ)－ＤＭ－ＢＩＮＡＰ]2ＮＥｔ3 に置き換
えて、参考例２２と同様に水素化反応を行ない以下の結果を得た。

【０１６４】
上述の参考例２０～２５における高速液体クロマトグラフィーによる反応転化率および光
学純度の測定には、以下の条件を用いた。
高速液体クロマトグラフィー：SHIMAZU SCL－１０Ａ
カラム：ULTRON ES－OVM（４.６mm×１５０mm、SHINWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD.）
移動相：４０mmol／L KH2PO4 水溶液／エタノール＝９０／１０
（pＨ＝７.５　NaOH）
波長：UV ２８０nm
流量：１.０mL／min
【０１６５】
参考例２６　（Ｅ）－（６－メトキシインダン－１－イリデン）アセトニトリル
参考例７と同様の方法により、６－メトキシ－１－インダノンおよびシアノメチルホスホ
ン酸ジエチルから表題化合物を得た（収率７３％）。
融点９２－９５℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.97-3.20（4H,m），3.84（3H,s），5.61（1H,t,J=2.6Hz），6
.95-7.03（2H,m），7.26（1H,dd,J=0.7Hz,8.1Hz）。
元素分析値：Ｃ12Ｈ11ＮＯとして
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計算値：Ｃ，77.81；Ｈ，5.99；Ｎ，7.56。
実測値：Ｃ，77.79；Ｈ，6.01；Ｎ，7.58。
【０１６６】
参考例２７　（Ｅ）－２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）エチルアミン塩酸塩
（Ｅ）－（６－メトキシインダン－１－イリデン）アセトニトリル（５．０ｇ、２７ｍｍ
ｏｌ）のエタノール（５０ｍＬ）溶液に、飽和アンモニア／エタノール溶液（２５０ｍＬ
）およびラネーコバルト（１０ｇ）を加え、反応混合物を水素雰囲気下（５ｋｇｆ／ｃｍ
2）、室温で５時間撹拌した。ラネーコバルトをろ去した後、減圧下で溶媒を留去して、
（Ｅ）－２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）エチルアミンを得た。このオイル
状残渣をエタノール（２０ｍＬ）に溶解後、－４０℃に冷却して飽和塩化水素／エタノー
ル溶液を加えた。析出した結晶を濾取して表題化合物（収量４．３ｇ，収率７１％）を得
た。
融点１７７－１７９℃。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ，Ｄ2Ｏ）δ：2.76-3.00（4H,m），3.40-3.65（2H,m），3.77（3H
,s），5.98（1H,t,J=7.5Hz），6.85（1H,dd,J=2.2Hz,8.4Hz），7.01（1H,d,J=2.2Hz），7
.22（1H,d,J=8.4Hz），8.22（2H,br s）。
元素分析値：Ｃ12Ｈ15ＮＯ・ＨＣｌとして
計算値：Ｃ，63.85；Ｈ，7.14；Ｎ，6.21；Ｃｌ，15.71。
実測値：Ｃ，63.53；Ｈ，6.85；Ｎ，6.16；Ｃｌ，15.40。
【０１６７】
参考例２８　（Ｅ）－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）エチル］プロ
ピオンアミド
参考例１２と同様の方法により、（Ｅ）－２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）
エチルアミンおよび塩化プロピオニルから表題化合物を得た（収率７８％）。
融点１２９－１３１℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.18（3H,t,J=7.5Hz），2.24（2H,q,J=7.5Hz），2.73-2.86（2
H,m），2.90-3.20（2H,m），3.81（3H,s），4.04（2H,t,J=6.2Hz），5.55（1H,br s），5
.88（1H,m），6.79（1H,dd,J=2.4Hz,8.1Hz），6.93（1H,d,J=2.4Hz），7.14（1H,d,J=8.1
Hz）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ19ＮＯ2として
計算値：Ｃ，73.44；Ｈ，7.81；Ｎ，5.71。
実測値：Ｃ，72.91；Ｈ，7.81；Ｎ，5.58。
【０１６８】
参考例２９　（Ｓ）－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオ
ンアミド
（Ｅ）－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）エチル］プロピオンアミド
（３.５ｇ、１４.２６ｍｍｏｌ）および Ｒu(ＯＣＯＣＨ3)2[(Ｓ)－ＢＩＮＡＰ]（１２０
ｍｇ、１４２μｍｏｌ）を脱気した無水メタノール（７０ｍＬ）に加え、得られた溶液を
オートクレーブ中（水素気圧９０ａｔｍ）、７０℃で３時間加熱撹拌した。反応液をキラ
ルカラムを用いた高速液体クロマトグラフィーで分析した結果、（Ｓ）－Ｎ－［２－（６
－メトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオンアミドの不斉収率は９５％ｅ.ｅ.，
化学収率は９９％であった。
反応液を減圧下で濃縮乾固し、得られたオイル状残渣をショートカラムクロマトグラフィ
ー（シリカゲル７ｇ）で精製し、さらに酢酸エチル／ヘキサンから再結晶して光学純度９
９％ｅ.ｅ.以上、化学純度９９％以上の表題化合物（収量２.９２ｇ，収率８３％）を得
た。
[α]D

20＝－７．０゜（ｃ　１．０００, エタノール)。
融点：７６－７７℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.15（3H,t,J=8Hz），1.56-1.64（1H,m），1.72（1H,qd,J=8Hz
,13Hz），2.04（1H,dtd,J=4Hz,8Hz,13Hz），2.19（2H,q,J=8Hz），2.32（1H,dtd,J=4Hz,8
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Hz,13Hz），2.77（1H,td,J=8Hz,16Hz），2.85（1H,dtd,J=4Hz,8Hz,16Hz），3.11（1H,ddt
,J=4Hz,8Hz,14Hz），3.34（3H,s），3.37-3.41（2H,m），5.53（1H, br s），6.71（1H,d
d,J=2Hz,8Hz），6.75（1H,d,J=2Hz）, 7.10（1H,d,J=8Hz）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ21ＮＯ2として
計算値：Ｃ，72.84；Ｈ，8.56；Ｎ，5.66。
実測値：Ｃ，72.59；Ｈ，8.50；Ｎ，5.84。
【０１６９】
参考例３０　（Ｓ）－Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－メトキシインダン－１－イル）エチ
ル］プロピオンアミド
参考例４と同様の方法により、（Ｓ）－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イル）
エチル］プロピオンアミドおよび臭素から表題化合物を得た（収率８６％）。
[α]D

20＝＋５．２゜（ｃ　１．０００, エタノール)。
融点：１０５－１０７℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.16（3H,t,J=7.7Hz），1.49-1.81（2H,m），1.98-2.41（2H,m
），2.21（2H,q,J=7.7Hz），2.69-2.98（2H,m），3.00-3.20（1H,m），3.39（2H,q,J=7.3
Hz），3.88（3H,s），5.48（1H,br s），6.78（1H,s），7.37（1H,s）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ20ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，55.23；Ｈ，6.18；Ｎ，4.29。
実測値：Ｃ，55.15；Ｈ，6.18；Ｎ，4.25。
【０１７０】
参考例３１　（Ｓ）－Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エ
チル］プロピオンアミド
（Ｓ）－Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－メトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオ
ンアミド（５６．７ｇ、１７４ｍｍｏｌ）のジクロロメタン（４００ｍＬ）溶液を－３０
℃に冷却し、三臭化ほう素（９５．８ｇ、３８２ｍｍｏｌ）を徐々に滴下した。反応液を
－２０℃～－１５℃に保ちながら３０分間攪拌した後、反応液を氷水に注いでさらに室温
で１０分間攪拌し、有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄
した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）で精製して、表題化合物（収量５１．１
２ｇ、収率９４％）を得た。
[α]D

20＝＋２．７゜（ｃ　１．００１, エタノール)。
融点１４６－１４８℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.16（3H,t,J=7.5Hz），1.50-1.80（2H,m），1.90-2.40（1H,m
），2.20-2.40(1H,m), 2.24（2H,q,J=7.5Hz），2.65-2.95（2H,m），3.00-3.18（1H,m）
，3.38（2H,q,J=7.1Hz），5.82（1H,br s），6.86（1H,s），7.27（1H,s），1H は隠れて
見えない。
元素分析値：Ｃ14Ｈ18ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，53.86；Ｈ，5.81；Ｎ，4.49。
実測値：Ｃ，53.85；Ｈ，5.78；Ｎ，4.52。
【０１７１】
参考例３２　（Ｓ）－Ｎ－［２－（６－アリルオキシ－５－ブロモインダン－１－イル）
エチル］プロピオンアミド
（Ｓ）－Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］プロピ
オンアミド（４８．８ｇ、１５６ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１１０ｍ
Ｌ）溶液を氷冷して、水素化ナトリウム（６．３５ｇ、１７２ｍｍｏｌ、含量６５％）を
徐々に加えた。約１５分間撹拌して水素ガスの発泡が収まった時点で、臭化アリル（２２
．７ｇ、１８８ｍｍｏｌ）を加えて氷冷下で３０分間攪拌した。反応液を氷水に注いで希
塩酸で中和後、有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した
後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲ
ルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）で精製して、表題化合物（収量５２．９７ｇ
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、収率９６％）を得た。
[α]D

20＝＋３．７゜（ｃ　１．００３, エタノール)。
融点８６－８７℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.16（3H,t,J=7.5Hz），1.48-1.80（2H,m），1.90-2.40（2H,m
），2.20（2H,q,J=7.5Hz），2.70-2.91（2H,m），3.00-3.20（1H,m），3.37（2H,q,J=7.4
Hz），4.59（2H,m），5.25-5.60（3H,m），5.97-6.20（1H,m），6.76（1H,s），7.37（1H
,s）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ22ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，57.96；Ｈ，6.29；Ｎ，3.98。
実測値：Ｃ，57.91；Ｈ，6.28；Ｎ，4.04。
【０１７２】
参考例３３　（Ｓ）－Ｎ－［２－（７－アリル－５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－
１－イル）エチル］プロピオンアミド
（Ｓ）－Ｎ－［２－（６－アリルオキシ－５－ブロモインダン－１－イル）エチル］プロ
ピオンアミド（５０．７５ｇ、１４４ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジエチルアニリン（１５０ｍ
Ｌ）懸濁液をアルゴン置換して、２００－２０５℃で２．５時間加熱攪拌した。反応液を
冷却後、減圧下でＮ，Ｎ－ジエチルアニリンを留去した。オイル状残渣に水（５０ｍＬ）
、２Ｎ塩酸（５０ｍＬ）および酢酸エチル（１００ｍＬ）を加えて有機物を２度抽出した
。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で
溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘ
キサン＝７：３）で精製して、表題化合物（収量４０．６ｇ、収率８０％）を得た。
[α]D

20＝－５１．３゜（ｃ　１．００３, エタノール)。
融点８５－８７℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14（3H,t,J=7.6Hz），1.45-2.13（4H,m），2.18（2H,q,J=7.
6Hz），2.68-3.65（7H,m），4.93-5.13（2H,m），5.41（1H,br s），5.49（1H,s），5.89
-6.10（1H,m），7.20（1H,s）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ22ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，57.96；Ｈ，6.29；Ｎ，3.98；Ｂｒ，22.68。
実測値：Ｃ，57.95；Ｈ，6.22；Ｎ，4.00；Ｂｒ，22.52。
【０１７３】
参考例３４　（Ｓ）－Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシ－７－（２－ヒドロキシ
エチル）インダン－１－イル）エチル］プロピオンアミド
（Ｓ）－Ｎ－［２－（７－アリル－５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エ
チル］プロピオンアミド（５８８ｍｇ、１．６７ｍｍｏｌ）のメタノール（３０ｍＬ）溶
液を－７０℃前後に冷却して、オゾンを５分間注入した。原料の消失を確認した後、過剰
の水素化ほう素ナトリウム（５１０ｍｇ、１３．４ｍｍｏｌ）の粉末を、－７０℃前後で
反応液に加えてオゾニドを分解した。室温まで昇温して希塩酸で中和後、有機物を酢酸エ
チル：ブタノール＝１：１の混合溶媒で抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥
し、減圧下で溶媒を留去後ジエチルエーテルで洗浄することにより、表題化合物（収量０
．５９ｇ、収率９９％）を得た。
[α]D

20＝－４３．７゜（ｃ　１．００２, エタノール)。
融点８５－８７℃（酢酸エチル／メタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.13（3H,t,J=7.5Hz），1.40-2.10（4H,m），2.17（2H,q,J=7.
5Hz），2.62-3.01（4H,m），3.07-3.22（1H,m），3.28（2H,q,J=6.8Hz），3.89（2H,br s
），5.47（1H,t,J=3.7Hz），6.31（1H,br s），7.20（1H,s），9.07（1H,s）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ22ＢｒＮＯ3として
計算値：Ｃ，53.94；Ｈ，6.22；Ｎ，3.93；Ｂｒ，22.43。
実測値：Ｃ，53.97；Ｈ，6.09；Ｎ，3.97；Ｂｒ，22.40。
【０１７４】
参考例３５　（Ｓ）－Ｎ－［２－（６－ヒドロキシ－７－（２－ヒドロキシエチル）イン
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ダン－１－イル）エチル］プロピオンアミド
（Ｓ）－Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシ－７－（２－ヒドロキシエチル）イン
ダン－１－イル）エチル］プロピオンアミド（５９０ｍｇ、１．６６ｍｍｏｌ）、トリエ
チルアミン（１８４ｍｇ、１．８２ｍｍｏｌ）および５％パラジウム炭素（１００ｍｇ）
のメタノール懸濁液を水素雰囲気下で接触還元した。計算量の水素を吸収した時点で触媒
を濾過して除き、希塩酸で弱酸性にした後、有機物を酢酸エチル：ブタノール＝１：１の
混合溶媒で抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去後ジ
エチルエーテルで洗浄することにより、表題化合物（収量０．４２ｇ、収率９１％）を得
た。
[α]D

20＝－６９．７゜（ｃ　１．００２, エタノール)。
融点１４４－１４６℃（酢酸エチル／メタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.12（3H,t,J=7.7Hz），1.45-2.10（4H,m），2.16（2H,q,J=7.
7Hz），2.60-3.00（4H,m），3.10-3.23（1H,m），3.29（2H,q,J=6.8Hz），3.86（2H,q,J=
5.5Hz），5.00（1H,t,J=4.4Hz），6.41（1H,br s），6.69（1H,d,J=7.9Hz），6.91（1H,d
,J=7.9Hz），8.86（1H,s）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ23ＮＯ3として
計算値：Ｃ，69.29；Ｈ，8.36；Ｎ，5.05。
実測値：Ｃ，69.46；Ｈ，8.28；Ｎ，5.11。
【０１７５】
参考例３６　６，７－ジメトキシ－１－インダノン
参考例１８と同様の方法により、４－ブロモ－６，７－ジメトキシ－１－インダノンから
表題化合物を得た（収率８４％）。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.69（2H,t,J=6.0Hz），3.04（2H,t,J=6.0Hz），3.89（3H,s）
，4.00（3H,s），7.10（1H,d,J=8.4Hz），7.19（1H,d,J=8.4Hz）。
【０１７６】
参考例３７　（Ｅ）－（６，７－ジメトキシインダン－１－イリデン）アセトニトリル
参考例７と同様の方法により、６，７－ジメトキシ－１－インダノンおよびシアノメチル
ホスホン酸ジエチルから表題化合物を得た（収率８１％）。
融点１１１－１１３℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：2.95-3.15（4H,m），3.87（3H,s），3.91（3H,s），6.24（1H,
t,J=2.4Hz），6.95（1H,d,J=8.6Hz），7.00（1H,d,J=8.6Hz）。
元素分析値：Ｃ13Ｈ13ＮＯ2として
計算値：Ｃ，72.54；Ｈ，6.09；Ｎ，6.51。
実測値：Ｃ，72.38；Ｈ，6.11；Ｎ，6.53。
【０１７７】
参考例３８　２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチルアミン塩酸塩
（Ｅ）－（６，７－ジメトキシインダン－１－イリデン）アセトニトリル（１．８ｇ、８
．３６ｍｍｏｌ）のエタノール（１０ｍＬ）懸濁液にラネーニッケル（２．５ｇ、Ｗ２）
および４Ｍアンモニア／エタノール溶液（２０ｍＬ）を加えて、水素雰囲気下（４から５
気圧）、６０℃で６時間加熱攪拌した。反応液をろ過した後、ろ液を減圧下で濃縮した。
残渣をエタノール（５０ｍＬ）に溶解した後、５％パラジウム炭素（０．２ｇ、５０％含
水品）を加えて水素雰囲気下（常圧）、室温で４時間攪拌した。反応液をろ過した後、ろ
液を減圧下で濃縮して、（Ｅ）－２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチル
アミンを得た。さらにこれをエタノール（２ｍＬ）に溶かし、飽和塩化水素／エタノール
溶液を加えて析出した結晶を濾取することにより、表題化合物（収量１．６８ｇ、収率７
８％）を得た。
融点１４１－１４３℃（エタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：1.59-1.83（2H,m），1.95-2.26（2H,m），2.60-2.94（4H,m
），3.21-3.41（1H,m），3.75（3H,s），3.76（3H,s），6.83（1H,d,J=8.4Hz），6.89（1
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H,d,J=8.4Hz），7.99（2H,br s）。
元素分析値：Ｃ13Ｈ19ＮＯ2・ＨＣｌとして
計算値：Ｃ，60.58；Ｈ，7.82；Ｎ，5.43；Ｃｌ，13.75。
実測値：Ｃ，60.03；Ｈ，7.55；Ｎ，5.66；Ｃｌ，14.11。
【０１７８】
参考例３９　Ｎ－［２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチル］アセトアミ
ド
参考例１２と同様の方法により、２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチル
アミンおよび塩化アセチルから表題化合物を得た（収率８３％）。
融点７９－８１℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.70-1.93（3H,m），1.95（3H,s），2.15-2.36（1H,m），2.67
-3.21（3H,m），3.25-3.53（2H,m），3.85（3H,s），3.87（3H,s），5.90（1H,br s），6
.75（1H,d,J=8.1Hz）, 6.91（1H,d,J=8.1Hz）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ21ＮＯ3として
計算値：Ｃ，68.42；Ｈ，8.94；Ｎ，5.32。
実測値：Ｃ，68.16；Ｈ，7.78；Ｎ，5.35。
【０１７９】
参考例４０　Ｎ－［２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオン
アミド
参考例１２と同様の方法により、２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチル
アミンおよび塩化プロピオニルから表題化合物を得た（収率８６％）。
融点９０－９２℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14（3H,t,J=7.7Hz），1.70-1.94（3H,m），2.10-2.36（1H,m
），2.18（2H,q,J=7.7Hz），2.65-3.20（3H,m），3.25-3.55（2H,m），3.85（3H,s），3.
87（3H,s），5.90（1H,br s），6.75（1H,d,J=8.0Hz），6.90（1H,d,J=8.0Hz）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ23ＮＯ3として
計算値：Ｃ，69.29；Ｈ，8.36；Ｎ，5.05。
実測値：Ｃ，69.23；Ｈ，8.09；Ｎ，5.14。
【０１８０】
参考例４１　Ｎ－［２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチル］ブチルアミ
ド
参考例１２と同様の方法により、２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）エチル
アミンおよび塩化ブチリルから表題化合物を得た（収率８４％）。
融点６６－６８℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.94（3H,t,J=7.3Hz），1.57-1.95（5H,m），2.10-2.35（1H,m
），2.13（2H,t,J=7.3Hz），2.66-3.20（3H,m），3.26-3.55（2H,m），3.85（3H,s），3.
87（3H,s），5.87（1H,br s），6.75（1H,d,J=8.1Hz），6.90（1H,d,J=8.1Hz）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ25ＮＯ3として
計算値：Ｃ，70.07；Ｈ，8.65；Ｎ，4.81。
実測値：Ｃ，69.84；Ｈ，8.43；Ｎ，4.80。
【０１８１】
参考例４２　Ｎ－［２－（６，７－ジヒドロキシインダン－１－イル）エチル］プロピオ
ンアミド
参考例３１と同様の方法により、Ｎ－［２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）
エチル］プロピオンアミドから表題化合物を得た（収率７３％）。
融点９８－１０１℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.21（3H,t,J=7.5Hz），1.60-1.98（3H,m），2.10-2.30（1H,m
），2.31（2H,q,J=7.5Hz），2.60-3.15（3H,m），3.22-3.40（1H,m），3.52-3.75（1H,m
），5.95（1H,s），6.01（1H,br s），6.63（1H,d,J=7.9Hz），6.74（1H,d,J=7.9Hz），9
.62（1H,s）。
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元素分析値：Ｃ14Ｈ19ＮＯ3として
計算値：Ｃ，67.45；Ｈ，7.68；Ｎ，5.62。
実測値：Ｃ，67.35；Ｈ，7.60；Ｎ，5.66。
【０１８２】
参考例４３　Ｎ－［２－（６，７－ジヒドロキシインダン－１－イル）エチル］ブチルア
ミド
参考例３１と同様の方法により、Ｎ－［２－（６，７－ジメトキシインダン－１－イル）
エチル］ブチルアミドから表題化合物を得た（収率９２％）。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.96（3H,t,J=7.5Hz），1.60-2.00（5H,m），2.10-2.30（1H,m
），2.23（2H,t,J=7.5Hz），2.60-2.78（1H,m），2.80-3.00（1H,m），3.03-3.21（1H,m
），3.22-3.40（1H,m），3.42-3.61（1H,m），6.20（1H,br s），6.38（1H,br s），6.62
（1H,d,J=7.7Hz），6.74（1H,d,J=7.7Hz），9.13（1H,br s）。
【０１８３】
参考例４４　６－メトキシ－７－ニトロ－１－インダノン
６－メトキシ－１－インダノン（３０.０ｇ、１８５ｍｍｏｌ）の濃硫酸溶液（１３０ｍ
Ｌ）に、硝酸カリウム（２４.３ｇ、０．２４ｍｏｌ）の濃硫酸溶液（１００ｍＬ）を内
温を０℃以下に保ちながら加えた。同温で２０分間撹拌した後、反応液を氷水にあけ酢酸
エチルで抽出した。抽出液を水及び炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄後、無水硫酸マグネ
シウムで乾燥して減圧下で溶媒を留去した。残渣を酢酸エチル／ヘキサンから再結晶して
、表題化合物（収量２１.７ｇ、収率５８％）を得た。
融点１５５－１５８℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：2.78（2H,t,J=5.6Hz），3.13（2H,t,J=5.6Hz），3.94（3H,s）
，7.34（1H,d,J=8.4Hz），7.56（1H,d,J=8.4Hz）。
【０１８４】
参考例４５　（Ｅ）－（６－メトキシ－７－ニトロインダン－１－イリデン）アセトニト
リル
参考例７と同様の方法により、６－メトキシ－７－ニトロ－１－インダノンおよびシアノ
メチルホスホン酸ジエチルから表題化合物を得た（収率８４％）。
融点１３８-１４１℃（酢酸エチル／イソプロピルエ－テルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：3.00-3.20（4H,m），3.92（3H,s），5.42（1H,t,J=2.6Hz），7.
14（1H,d,J=8.6Hz），7.43（1H,d,J=8.6Hz）。
【０１８５】
参考例４６　（Ｅ）－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イリデン）アセトニト
リル
参考例３と同様の方法により、（Ｅ）－（６－メトキシ－７－ニトロインダン－１－イリ
デン）アセトニトリルから表題化合物を得た（収率７９％）。
融点１１９-１２１℃（ヘキサン／酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：2.90-3.20（4H,m），3.87（3H,s），4.23（2H,br s），5.60（1
H,t,J=2.2Hz），6.69（1H,d,J=8.0Hz），6.84（1H,d,J=8.0Hz）。
【０１８６】
参考例４７　Ｎ－［２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イル）エチル］アセ
トアミド
参考例３８と同様の方法により、（Ｅ）－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イ
リデン）アセトニトリルから、２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イル）エ
チルアミンを得た。得られた粗生成物は、これ以上精製することなく以下に述べる反応に
用いた。塩酸１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（３.３
ｇ、１７．２ｍｍｏｌ）および１－ヒドロキシベンゾトリアゾール一水和物（２.２ｇ、
１４．４ｍｍｏｌ）をＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（３０ｍＬ）に懸濁させ、氷冷下で
酢酸（０.６５ｍＬ）を加えた。この反応液を室温で１時間攪拌した後、再び氷冷し、こ
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れに上記の粗２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イル）エチルアミンのＮ，
Ｎ－ジメチルホルムアミド（１０ｍＬ）溶液を滴下した。３０分撹拌した後、反応液を水
に注いで有機物を酢酸エチルで抽出した。有機層から塩酸塩を２Ｎ塩酸で抽出し、次いで
得られた水層を４Ｎ水酸化ナトリウム水溶液でｐＨ＝１０に調整した。水層から有機物を
酢酸エチルで抽出後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られ
た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ－（酢酸エチル：エタノール＝１０：１）で
精製して、表題化合物（収量１.６ｇ、収率６６％）を得た。
融点９４-９７℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.60-2.10（6H,m），2.20（1H,m），2.74（1H,m），2.92（1H,m
），3.18（1H,m），3.32（2H,q,J=5.0Hz），3.78（2H,br s），3.83（3H,s），5.70（1H,
br s），6.59（1H,d,J=8.0Hz），6.60（1H,d,J=8.0Hz）。
【０１８７】
参考例４８　Ｎ－［２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イル）エチル］プロ
ピオンアミド
参考例４７と同様の方法により、（Ｅ）－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イ
リデン）アセトニトリルとプロピオン酸から表題化合物を得た（収率４０％）。
融点７１-７３℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.09（3H,t,J=7.5Hz），1.6-2.0（3H,m），2.12（2H,q,J=7.5Hz
），2.25（1H,m），2.7-3.2（3H,m），3.34（2H,q,J=5.0Hz），3.80（2H,br s），3.83（
3H,s），5.67（1H,br s），6.59（1H,d,J=8.0Hz），6.66（1H,d,J=8.0Hz）。
【０１８８】
参考例４９　Ｎ－［２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イル）エチル］ブチ
ルアミド
参考例４７と同様の方法により、（Ｅ）－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イ
リデン）アセトニトリルと酪酸から表題化合物を得た（収率７１％）。
融点６５-６８℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.91（3H,t,J=7.3Hz），1.50-2.40（8H,m），2.60-3.20（3H,m
），3.34（2H,q,J=5.1Hz），3.80（2H,br s），3.83（3H,s），5.67（1H,br s），6.59（
1H,d,J=8.2Hz），6.66（1H,d,J=8.2Hz）。
【０１８９】
参考例５０　Ｎ－［２－（７－アミノ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］ア
セトアミド塩酸塩
Ｎ－［２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－イル）エチル］アセトアミド（１
.１ｇ、４．４ｍｍｏｌ）のジクロロメタン（２０ｍＬ）溶液に、三臭化ほう素（２.１ｍ
Ｌ、２２．１ｍｍｏｌ）を室温で徐々に滴下した。同温で３０分間攪拌した後、反応液を
氷水に注いで１０％メタノール／クロロホルムで抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウ
ムで乾燥後、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフ
ィ－（クロロホルム：メタノール＝１０：１）で精製して、Ｎ－［２－（７－アミノ－６
－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］アセトアミド（収量６３０ｍｇ、収率６１％
）を得た。一部をエタノールに溶解後、飽和塩化水素／エタノール溶液を加えた。減圧下
で溶媒を留去後、析出した結晶をエタノールから再結晶して表題化合物を得た。
融点２２５-２２８℃（エタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：1.30-1.80（2H,m），1.83（3H,s），1.90-2.20（2H,m），2
.60-3.50（5H,m），6.79（1H,d,J=8.2Hz），6.99（1H,d,J=8.2Hz），7.96（1H,br s），1
0.32（1H,br s）, 2H は隠れて見えない。
【０１９０】
参考例５１　Ｎ－［２－（７－アミノ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］プ
ロピオンアミド
参考例５０と同様の方法により、Ｎ－［２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－
イル）エチル］プロピオンアミドから表題化合物を得た（収率８８％）。
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油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.11（3H,t,J=7.5Hz），1.60-2.00（3H,m），2.14（2H,q,J=7.5
Hz），2.23（1H,m），2.70-2.90（2H,m），3.19（1H,m），3.34（2H,q,J=5.1Hz），4.10
（2H,br s），5.69（1H,br s），6.52（1H,d,J=7.6Hz），6.60（1H,d,J=7.6Hz）,1Hは隠
れて見えない。
【０１９１】
参考例５２　Ｎ－［２－（７－アミノ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］ブ
チルアミド
参考例５０と同様の方法により、Ｎ－［２－（７－アミノ－６－メトキシインダン－１－
イル）エチル］ブチルアミドから表題化合物を得た（収率８９％）。油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.90（3H,t,J=7.2Hz），1.50-1.90（6H,m），2.04（2H,t,J=7.2
Hz），2.23（1H,m），2.60-2.90（2H,m），3.10-3.40（3H,m），4.40（2H,br s），5.86
（1H,br s），6.50（1H,d,J=8.0Hz），6.62（1H,d,J=8.0Hz）。
【０１９２】
参考例５３　Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－（２－プロピニル）オキシインダン－１－イ
ル）エチル］プロピオンアミド
参考例３２と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－１
－イル）エチル］プロピオンアミドおよび臭化プロパルギルから表題化合物を得た（収率
９９％）。
融点１０４－１０７℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.16（3H,t,J=7.6Hz）, 1.50-2.40（6H,m）, 2.55（1H,t,J=2.3
Hz）, 2.7-3.2（3H,m）, 3.38（2H,q,J=7.6Hz）, 4.76（2H,d,J=2.3Hz）, 5.48（1H,br s
）, 6.93（1H,s）, 7.38（1H,s）。
【０１９３】
参考例５４　Ｎ－［２－（６－アリルオキシ－５－ブロモインダン－１－イル）エチル］
プロピオンアミド
参考例３２と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－１
－イル）エチル］プロピオンアミドおよび臭化アリルから表題化合物を得た（収率９３％
）。本化合物は精製することなく次の反応に用いた。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.16（3H,t,J=7.5Hz）, 1.60-2.20（4H,m）, 2.32（2H,q,J=7.5
Hz）, 2.6-3.2（3H,m）, 3.32（2H,q,J=5.3Hz）, 4.60(2H,d,J=4.6Hz) , 5.28(1H,d,J=10
.6Hz) , 5.43（1H,s）, 5.52（1H,br s）, 6.05（1H,m）, 6.78(1H,s) , 7.35(1H,s)。
【０１９４】
参考例５５　Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－（２－メチル－２－プロペニル）オキシイン
ダン－１－イル）エチル］プロピオンアミド
参考例３２と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－１
－イル）エチル］プロピオンアミドおよび塩化メタリルから表題化合物を得た（収率８４
％）。
融点１０５－１０８℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.16（3H,t,J=7.6Hz）, 1.86（3H,s）, 1.9-2.4（6H,m）, 2.80
（2H,m）, 3.08（1H,m）, 3.38（2H,q,J=7.6Hz）, 4.47（2H,s）, 5.00（1H,s）, 5.17（
1H,s）, 5.40（1H,br s）, 6.76（1H,s）, 7.37（1H,s）。
【０１９５】
参考例５６　Ｎ－［２－（７－アリル－５－ブロモ－６－ヒドロキシインダン－１－イル
）エチル］プロピオンアミド
参考例３３と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－アリルオキシインダン－
１－イル）エチル］プロピオンアミドから表題化合物を得た（収率８７％）。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.14（3H,t,J=7.6Hz），1.50-2.10（4H,m），2.18（2H,q,J=7.6
Hz），2.70-3.70（7H,m），4.90-5.20（2H,m），5.41（1H,br s），5.49（1H,s），5.90-
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6.20（1H,m），7.20（1H,s）。
【０１９６】
参考例５７　Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシ－７－（２－メチル－２－プロペ
ニル）インダン－１－イル）エチル］プロピオンアミド
参考例３３と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－（２－メチル－２－プロ
ペニル）オキシインダン－１－イル）エチル］プロピオンアミドから表題化合物を得た（
収率９１％）。
融点８９－９１℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.14（3H,t,J=7.6Hz）, 1.40-1.80(2H,m) , 1.80（3H,s）, 1.
90-2.10（2H,m）, 2.17（2H,q,J=7.6Hz）, 2.60-3.50（7H,m）, 4.49（1H,s）, 4.79（1H
,s）, 5.32（1H,br s）, 5.47（1H,s）, 7.21（1H,s）。
【０１９７】
参考例５８　(Ｒ)－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イル）エチル］アセトアミ
ド
（Ｅ）－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）エチル］アセトアミド（１
１９．０ｍｇ，０．５１５ｍｍｏｌ）およびＲu(ＯＣＯＣＨ3)2[(Ｒ)－ＢＩＮＡＰ］（４
０ｍｇ，５０μｍｏｌ）に脱気した無水メタノール（７０ｍＬ）を加えた溶液をオートク
レーブに移し、水素気圧１００atm、５０℃で６時間加熱撹拌した。キラルカラムを用い
た高速液体クロマトグラフィーによる分析の結果、(Ｒ)－Ｎ－［２－（６－メトキシイン
ダン－１－イル）エチル］アセトアミドの不斉収率は８１％e.e. で、化学収率は８２％
であった。
【０１９８】
参考例５９　(Ｓ)－Ｎ－［２－（６－エトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオン
アミド
(Ｅ)－Ｎ－[２－（６－エトキシインダン－１－イリデン）エチル]プロピオンアミド（２
３９．５ｍｇ，０．９２４ｍｍｏｌ）およびＲu(ＯＣＯＣＨ3)2[(Ｓ)－ＢＩＮＡＰ]（７
８ｍｇ，９３μｍｏｌ）に、脱気した無水メタノール（７０ｍＬ）を加えた溶液をオート
クレーブに移し、水素気圧１００atm、５０℃で６時間加熱撹拌した。キラルカラムを用
いた高速液体クロマトグラフィーによる分析の結果、(Ｓ)－Ｎ－［２－（６－エトキシイ
ンダン－１－イル）エチル］プロピオンアミドの不斉収率は９５％e.e.で、化学収率は８
８％であった。
【０１９９】
参考例６０　(Ｒ)－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオン
アミド
(Ｚ)－Ｎ－[２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）エチル]プロピオンアミド（２
５８．５ｍｇ，１．０５ｍｍｏｌ）およびＲu(ＯＣＯＣＨ3)2[(Ｓ)－ＢＩＮＡＰ]（８４
ｍｇ，１００μｍｏｌ）に、脱気した無水メタノール（７０ｍＬ）を加えた溶液をオート
クレーブに移し、水素気圧１００atm、７０℃で３時間加熱撹拌した。キラルカラムを用
いた高速液体クロマトグラフィーによる分析の結果、(Ｒ)－Ｎ－［２－（６－メトキシイ
ンダン－１－イル）エチル］プロピオンアミドの不斉収率は８０％e.e.で、化学収率は９
５％であった。
【０２００】
参考例６１　(Ｒ)－Ｎ－［２－（６－メトキシインダン－１－イル）エチル］プロピオン
アミド
(Ｚ)－Ｎ－[２－（６－メトキシインダン－１－イリデン）エチル]プロピオンアミド（２
４５．５ｍｇ，１．０ｍｍｏｌ）およびＲu2Ｃl4[(Ｓ)－ＢＩＮＡＰ]2ＮＥt3（１６９ｍ
ｇ，１００μｍｏｌ）に脱気した無水メタノール（７０ｍＬ）を加えた溶液をオートクレ
ーブに移し、水素気圧１００atm、７０℃で６時間加熱撹拌した。キラルカラムを用いた
高速液体クロマトグラフィーによる分析の結果、(Ｒ)－Ｎ－［２－（６－メトキシインダ
ン－１－イル）エチル］プロピオンアミドの不斉収率は８６％e.e.で、化学収率は８２％
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であった。
【０２０１】
参考例６２　６－ヒドロキシ－７－ニトロ－１－インダノン
参考例４４と同様の方法により、６－ヒドロキシ－１－インダノンから表題化合物を得た
（収率６１％）。
融点２１８-２２０℃（エタノール／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 2.37（2H,t,J=5.5Hz），2.74（2H,t,J=5.5Hz），2.95（1H,s）
，6.95（1H,d,J=8.4Hz），7.15（1H,d,J=8.4Hz）。
【０２０２】
参考例６３　［（４－ニトロ－３－オキソインダン－５－イル）オキシ］酢酸エチル
６－ヒドロキシ－７－ニトロ－１－インダノン（８．０ｇ、４１ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジ
メチルホルムアミド（５０ｍＬ）溶液に、炭酸カリウム（１１．７ｇ、８２ｍｍｏｌ）を
加えて氷冷下で撹拌した。これにブロモ酢酸エチル（５．５ｍＬ、５０ｍｍｏｌ）を滴下
し、滴下終了後、反応液を室温で１時間撹拌した。反応液を氷水に注いで有機物を酢酸エ
チルで抽出した。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾
燥し、減圧下で溶媒を留去した。析出した結晶を濾取して、ヘキサンで洗浄することによ
り表題化合物（収量１０.８ｇ、収率９４％）を得た。
融点１３７－１３９℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.29（3H,t,J=7.1Hz）, 2.79（2H,t,J=6.0Hz）, 3.14（2H,t,J
=6.0Hz）, 4.25（2H,q,J=7.1Hz）, 4.74（2H,s），7.25（1H,d,J=8.4Hz），7.55（1H,d,J
=8.4Hz）。
【０２０３】
参考例６４　［（４－アミノ－３－オキソインダン－５－イル）オキシ］酢酸エチル
参考例３と同様の方法により、［（４－ニトロ－３－オキソインダン－５－イル）オキシ
］酢酸エチルから表題化合物を得た（収率９８％）
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.29（3H,t,J=7.1Hz），2.3-3.0（4H,m），4.28（2H,q,J=7.1H
z），4.61（2H,s），5.89（2H,br s），6.53（1H,d,J=8.2Hz），6.87（1H,d,J=8.2Hz）。
【０２０４】
参考例６５　７，８－ジヒドロインデノ［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－２，９（
１Ｈ，３Ｈ）－ジオン
［（４－アミノ－３－オキソインダン－５－イル）オキシ］酢酸エチル（８．７ｇ、３４
．９ｍｍｏｌ）のトルエン（２００ｍＬ）溶液に、カリウム　第三ブトキシド（４００ｍ
ｇ、３．６ｍｍｏｌ）を加えアルゴン雰囲気下、１２時間加熱還流した。反応液を冷却後
水に注いで希塩酸で中和して、有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水およ
び水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた
残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝１：１）で精製し
て、表題化合物（収量４.８ｇ、収率６６％）を得た。
融点１３６－１３９℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ ：2.74（2H,t,J=5.8Hz），3.10（2H,t,J=5.8Hz），4.68（2H,s）
，7.01（1H,d,J=7.2Hz），7.17（1H,d,J=7.2Hz），9.52（1H,br s）。
【０２０５】
参考例６６　（Ｅ）－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロ－２－オキソインデノ［
５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－９－イリデン）アセトニトリル参考例７と同様の方
法により、７，８－ジヒドロインデノ［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－２，９（１
Ｈ，３Ｈ）－ジオンおよびシアノメチルホスホン酸ジエチルから表題化合物を得た（収率
８６％）。
融点１５８－１６１℃（クロロホルムから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ ：3.00-3.20（4H,m）, 4.62（2H,s）, 5.62（1H,t,J=2.3Hz）, 6
.97（1H,d,J=8.2Hz）, 7.06（1H,d,J=8.2Hz）, 8.07（1H,br s）。
【０２０６】
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参考例６７　Ｎ－［２－（５－ヒドロキシインドール－３－イル）エチル］プロピオンア
ミド
セロトニン塩酸塩（１０ｇ、４７．５ｍｍｏｌ）の水（５０ｍＬ）溶液にアルゴン雰囲気
下、テトラヒドロフラン（２０ｍＬ）と炭酸ナトリウム（５．３ｇ）の水（２０ｍＬ）溶
液を加え、０℃に冷却した。この溶液に無水プロピオン酸（６．２ｇ、４９．９ｍｍｏｌ
）を加え、室温で２時間撹拌した。生成物を酢酸エチルで抽出し、抽出液を１規定塩酸、
飽和炭酸水素ナトリウム水および水で洗い、乾燥後濃縮し、油状の表題化合物（収量１０
．０ｇ、収率９８．０％）を得た。本化合物はこれ以上精製する事なく次の反応に用いた
。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：1.01（3H,t,J=7.6Hz）, 2.09（2H,q,J=7.6Hz）, 2.73（2H,
t,J=7.2Hz）, 3.30（2H,q,J=7.2Hz）, 3.72（1H,br s），6.61（1H,dd,J=8.8Hz,2.2Hz）
，6.85（1H,d,J=2.2Hz），7.04（1H,s），7.15（1H,d,J=8.8Hz），7.91（1H,t,J=7.2Hz）
，10.45（1H,s）。
【０２０７】
参考例６８　Ｎ－［２－（５－アリルオキシインドール－３－イル）エチル］プロピオン
アミド
Ｎ－［２－（５－ヒドロキシインドール－３－イル）エチル］プロピオンアミド（２０．
０ｇ、９２．５ｍｍｏｌ）、炭酸セシウム（３１．６ｇ、９７ｍｍｏｌ）およびＮ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド（１５０ｍＬ）の混合物に臭化アリル（１１ｇ、９０．８ｍｍｏｌ
）をアルゴン雰囲気下０℃で加えた。反応液を５０℃で１時間撹拌し、水を加えて生成物
を酢酸エチルで抽出した。抽出液を水洗、乾燥後、溶媒を留去し、油状の表題化合物（収
量２０．０ｇ、収率７９．４％）を得た。本化合物はこれ以上精製する事なく次の反応に
用いた。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.11（3H,t,J=7.6Hz），2.14（2H,q,J=7.6Hz），2.92（2H,t,J=
7.0Hz），3.58（2H,q,J=7.0Hz），4.57（2H,dt,J=5.6Hz,1.6Hz），5.28（1H,dq,J=10.6Hz
,1.4Hz），5.35（1H,dq,J=17.2Hz,1.4Hz），5.61（1H,t,J=7.0Hz），6.10（1H,m），6.89
（1H,dd,J=8.8Hz,2.2Hz），6.99（1H,d,J=2.2Hz），7.05（1H,d,J=2.6Hz），7.25（1H,d,
J=8.8Hz），8.33（1H,br s）。
【０２０８】
参考例６９　Ｎ－［２－（４－アリル－５－ヒドロキシインドール－３－イル）エチル］
プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－アリルオキシインドール－３－イル）エチル］プロピオンアミド（２０
．０ｇ、７３．４ｍｍｏｌ）をＮ，Ｎ－ジエチルアニリン（１００ｍＬ）に溶かし、アル
ゴン雰囲気下、２００℃に６時間加熱した。冷却後、分離した溶媒を除去し、残渣を酢酸
エチルに溶かした。この溶液を１規定塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗い、乾燥
後濃縮しシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝８：２）により
精製して表題化合物（収量１４．１ｇ，収率７１％）を得た。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：1.03（3H,t,J=7.2Hz），2.11（2H,q,J=7.2Hz），2.91（2H,
t,J=7.4Hz），3.31（2H,q,J=7.4Hz），3.67（2H,d,J=5.2Hz），4.86（1H,d,J=9.2Hz），4
.90（1H,d,J=8.0Hz），6.00（1H,m），6.68（1H,d,J=8.4Hz），7.02（1H,d,J=8.4Hz），7
.87（1H,t,J=5.0Hz），8.35（1H,s），10.49（1H,s），1H は隠れて見えない。
【０２０９】
参考例７０　Ｎ－［２－（４－アリル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキシインドール－
３－イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－（４－アリル－５－ヒドロキシインドール－３－イル）エチル］プロピオンア
ミド（３．７３ｇ、１４．３ｍｍｏｌ）を酢酸（２０ｍＬ）に溶かし、内温を１５℃に保
ちながらシアノ水素化ほう素ナトリウム（２．７ｇ、４３．０ｍｍｏｌ）を徐々に加えた
。さらに反応混合物を１５－２０℃に保ちながら１時間撹拌した後、反応液を水に注ぎ、
有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を重曹水、飽和食塩水および水で洗浄した後、無
水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られたオイル状残渣はこれ以
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上精製せずに、次の反応に用いた。
【０２１０】
参考例７１　Ｎ－［２－（４－アリル－１－ホルミル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキ
シインドール－３－イル）エチル］プロピオンアミド
氷冷下のギ酸（３．３ｇ、７１．７ｍｍｏｌ）に、無水酢酸（７．３２ｇ、７１．７ｍｍ
ｏｌ）を滴下して、混合物を氷冷下で１０分間撹拌した。これをギ酸（１０ｍＬ）に溶か
した上記の粗Ｎ－［２－（４－アリル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキシインドール－
３－イル）エチル］プロピオンアミド溶液に、氷冷下で滴下した。さらに反応混合物を氷
冷下で１時間撹拌した後、反応液を水に注ぎ、有機物を１０％メタノール／酢酸エチルで
抽出した。抽出液を重曹水、飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで
乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー
（酢酸エチル：メタノール＝９：１）で精製して、表題化合物（収量２．０ｇ、収率４６
％　参考例７０からの通算収率）を得た。
融点１７３－１７５℃（メタノール／酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：1.01（3H,dt,J=1.6Hz,7.6Hz），1.30-1.50（1H,m），1.60-
1.87（1H,m），2.08（2H,dq,J=1.6Hz,7.6Hz），3.00-3.50（5H,m）,3.60-4.10（2H,m），
4.90-5.10（2H,m），5.80-6.04（1H,m），6.65（1H,d,J=8.4Hz），7.08，7.59（1H,d×2,
J=8.4Hz），7.86（1H,br s），8.36，8.85（1H,s×2），9.17，9.23（1H,s×2）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ22Ｎ2Ｏ3として
計算値：Ｃ，67.53；Ｈ，7.33；Ｎ，9.26。
実測値：Ｃ，67.25；Ｈ，7.26；Ｎ，9.25。
【０２１１】
参考例７２　Ｎ－［２－［１－ホルミル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキシ－４－（２
－ヒドロキシエチル）インドール－３－イル］エチル］プロピオンアミド
参考例３４と同様の方法により、Ｎ－［２－（４－アリル－１－ホルミル－２，３－ジヒ
ドロ－５－ヒドロキシインドール－３－イル）エチル］プロピオンアミドから表題化合物
を得た（収率６６％）。
油状。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：1.00（3H,dt,J=2.2Hz,7.4Hz），1.30-1.55（1H,m），1.58-
2.02（1H,m），2.06（2H,dq,J=2.2Hz,7.4Hz），2.50-2.80（2H,m）,2.95-3.20（2H,m），
3.22-4.00（5H,m），4.70-4.80（1H,m），6.62（1H,d,J=8.4Hz），7.05，7.57（1H,d×2,
J=8.4Hz），7.81（1H,br s），8.36，8.84（1H,s×2），9.16，9.21（1H,s×2）。
【０２１２】
参考例７３　Ｎ－［２－（５－ヒドロキシインドール－３－イル）エチル］ブチルアミド
参考例６７と同様の方法により、セロトニン塩酸塩と塩化ブチリルから表題化合物を得た
（収率３９％）。
油状。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：0.86（3H,t,J=7.4Hz）, 1.49(2H,sextet,J=7.4Hz) , 2.05
（2H,q,J=7.4Hz）, 2.72（2H,t,J=7.4Hz）, 3.29（2H,q,J=6.8Hz）, 6.59（1H,dd,J=8.4H
z,1.8Hz），6.83（1H,d,J=1.8Hz），7.03（1H,s），7.12（1H,d,J=8.4Hz），7.87（1H,t,
J=7.4Hz），8.59(1H,s) , 10.47（1H,s）。
【０２１３】
参考例７４　　Ｎ－［２－（５－アリルオキシインドール－３－イル）エチル］ブチルア
ミド
参考例６８と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－ヒドロキシインドール－３－イル）エ
チル］ブチルアミドとアリルブロミドから表題化合物を得た（収率９１％）。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.90（3H,t,J=7.4Hz）1.62(2H,sextet,J=7.4Hz) ，2.09（2H,t,
J=7.4Hz），2.92（2H,t,J=7.0Hz），3.61（2H,q,J=7.0Hz），4.57（2H,d,J=5.6Hz），5.2
7（1H,dq,J=10.2Hz,1.4Hz），5.43（1H,dq,J=17.2Hz,1.4Hz），5.63（1H,t,J=7.0Hz），5
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.80-6.20（1H,m），6.89（1H,dd,J=8.8Hz,2.2Hz），6.98（1H,d,J=1.8Hz），7.05（1H,d,
J=2.2Hz），7.25（1H,d,J=8.8Hz），8.37（1H,br s）。
【０２１４】
参考例７５　Ｎ－［２－（４－アリル－５－ヒドロキシインドール－３－イル）エチル］
ブチルアミド
参考例６９と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－アリルオキシインドール－３－イル）
エチル］ブチルアミドから表題化合物を得た（収率９０％）。
油状。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：0.88（3H,t,J=7.4Hz），1.54(2H,sextet,J=7.4Hz) , 2.07
（2H,t,J=7.4Hz），2.90（2H,t,J=7.4Hz），3.31（2H,q,J=7.4Hz），3.67（2H,d,J=5.2Hz
），4.86（1H,dd,J=9.2Hz,1.8Hz），4.93（1H,d,J=1.4Hz），5.80-6.20（1H,m），6.68（
1H,d,J=8.4Hz），6.99(1H,s) , 7.02（1H,d,J=8.4Hz），7.90（1H,t,J=5.0Hz），8.36（1
H,s），10.49（1H,s）。
【０２１５】
参考例７６　Ｎ－［２－（４－アリル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキシインドール－
３－イル）エチル］ブチルアミド
参考例７０と同様の方法により、Ｎ－［２－（４－アリル－５－ヒドロキシインドール－
３－イル）エチル］ブチルアミドおよびシアノ水素化ほう素ナトリウムから表題化合物（
収率８４％）を得た。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：0.86（3H,t,J=7.3Hz），1.40-1.80（4H,m），2.06（2H,t,J
=7.3Hz），3.00-3.70（8H,m）,4.91-5.07（2H,m），5.80-6.01（1H,m），6.63（1H,d,J=8
.3Hz），6.71（1H,d,J=8.3Hz），7.88（1H,t,J=5.5Hz），9.13（1H,s）。
【０２１６】
参考例７７　Ｎ－［２－（４－アリル－１－ホルミル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキ
シインドール－３－イル）エチル］ブチルアミド
参考例７１と同様の方法により、Ｎ－［２－（４－アリル－２，３－ジヒドロ－５－ヒド
ロキシインドール－３－イル）エチル］ブチルアミドから表題化合物（収率７５％）を得
た。
融点１７２－１７４℃（メタノール／酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：0.86（3H,t,J=7.3Hz），1.25-1.83（4H,m），2.04（2H,t,J
=7.3Hz），3.00-3.40（5H,m）,3.60-4.03（2H,m），4.90-5.10（2H,m），5.80-6.01（1H,
m），6.64（1H,d,J=8.4Hz），7.08，7.59（1H,d×2,J=8.4Hz），7.88（1H,br s），8.36
，8.85（1H,s×2），9.17，9.22（1H,s×2）。
元素分析値：Ｃ18Ｈ24Ｎ2Ｏ3として
計算値：Ｃ，68.33；Ｈ，7.65；Ｎ，8.85。
実測値：Ｃ，68.17；Ｈ，7.65；Ｎ，8.99。
【０２１７】
参考例７８　Ｎ－［２－［１－ホルミル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキシ－４－（２
－ヒドロキシエチル）インドール－３－イル］エチル］ブチルアミド参考例３４と同様の
方法により、Ｎ－［２－（４－アリル－１－ホルミル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキ
シインドール－３－イル）エチル］ブチルアミドから表題化合物（収率６９％）を得た。
油状。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：0.85（3H,t,J=7.3Hz），1.38-1.81（4H,m），2.03（2H,t,J
=7.3Hz），2.50-2.82（2H,m）,2.98-4.00（7H,m），4.74-4.83（1H,m），6.62（1H,d,J=8
.1Hz），7.06，7.57（1H,d×2,J=8.1Hz），7.83（1H,br s），8.35，8.83（1H,s×2），9
.17，9.22（1H,s×2）。
参考例７９　（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）メタノール
２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－カルバルデヒド（３０．０ｇ、０．２０２ｍｏｌ）
のメタノール（１５０ｍＬ）溶液に、氷冷下、水素化ホウ素ナトリウム（３．８３ｇ、０
．１０１ｍｏｌ）を加えた。混合物を１５分間撹拌した後に水を加え、酢酸エチルで抽出
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した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸マグネシウムで乾燥して、溶媒を減圧下
で留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝１：
１）で精製して、表題化合物（収量２７．６ｇ、収率９１％）を得た。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.67（1H,s），3.20（2H,t,J=8.6Hz），4.57（2H,t,J=8.6Hz）
，4.58（2H,s），6.76（1H,d,J=8.0Hz），7.10（1H,d,J=8.0Hz），7.22（1H,s）。
【０２１８】
参考例８０　５－ブロモメチル－２，３－ジヒドロベンゾフラン
（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）メタノール（２９．０ｇ、０．１９３ｍｏ
ｌ）のテトラヒドロフラン（１５０ｍＬ）溶液を氷塩水で冷却した後、三臭化リン（３４
．８ｇ、０．１２９ｍｏｌ）を滴下し、混合物を２０分間撹拌した。反応液を水に注ぎ、
酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸マグネシウムで乾燥し
た。減圧下で濃縮し、５－ブロモメチル－２，３－ジヒドロベンゾフランを得た（収量４
１．０ｇ、収率１００％）。本化合物はこれ以上精製することなく、次の反応に用いた。
融点５７－６０℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：3.20（2H,t,J=8.8Hz），4.51（2H,s），4.59（2H,t,J=8.8Hz）
，6.73（1H,d,J=8.2Hz），7.14（1H,d,J=8.2Hz），7.24（1H,s）。
参考例８１　３－（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－２－フェニルプロピオ
ン酸エチル
アルゴン雰囲気下、－７８℃で１，１，１，３，３，３－ヘキサメチルジシラザン（３７
．４ｇ、０．２３２ｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（１５０ｍＬ）溶液に１．６Ｍブチル
リチウムヘキサン溶液（１２７ｍＬ、０．２０３ｍｏｌ）を滴下し、１５分間撹拌した。
これにフェニル酢酸エチル（３３．３ｇ、０．２０３ｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（２
０ｍＬ）溶液を滴下し、さらに１５分間撹拌した。さらに５－ブロモメチル－２，３－ジ
ヒドロベンゾフラン（４１．０ｇ、０．１９３ｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（５０ｍＬ
）溶液を滴下し、２０分間撹拌した。反応液に水を加え室温まで昇温した後、酢酸エチル
で抽出した。抽出液を水および飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸マグネシウム乾燥し、減
圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝
９：１）で精製して、表題化合物（収量５４．５ｇ、収率９５％）を得た。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.13（3H,t,J=6.8Hz），2.93（1H,dd,J=6.2Hz,13.8Hz），3.14
（2H,t,J=8.8Hz），3.32（1H,dd,J=9.0Hz,13.8Hz），3.78（1H,dd,J=6.2Hz,9.0Hz），4.0
0-4.15（2H,m），4.52（2H,t,J=8.8Hz），6.64（1H,d,J=8.2Hz），6.87（1H,d,J=8.2Hz）
，6.96（1H,s），7.21-7.38（5H,m)。
【０２１９】
参考例８２　３－（７－ブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－２－フェ
ニルプロピオン酸エチル
参考例４と同様の方法により、３－（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－２－
フェニルプロピオン酸エチルから表題化合物を得た（収率９７％）。油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.15（3H,t,J=7.2Hz），2.89（1H,dd,J=6.2Hz,13.8Hz），3.23
（2H,t,J=8.6Hz），3.29（1H,dd,J=8.8Hz,13.8Hz），3.75（1H,dd,J=6.2Hz,8.8Hz），4.1
2（2H,q,J=7.2Hz），4.62（2H,t,J=8.6Hz），6.87（1H,s），7.04（1H,s），7.30-7.32（
5H,m）。
【０２２０】
参考例８３　３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－２
－フェニルプロピオン酸エチル
参考例１５と同様の方法により、３－（７－ブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５
－イル）－２－フェニルプロピオン酸エチルから表題化合物を得た（収率３５％）。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.14（3H,t,J=7.0Hz），3.11（1H,dd,J=5.4Hz,14.0Hz），3.19
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（2H,t,J=8.8Hz），3.50（1H,dd,J=9.4Hz,14.0Hz），3.96（1H,dd,J=5.4Hz,9.4Hz），4.0
8（2H,q,J=7.0Hz），4.64（2H,t,J=8.8Hz），6.92（1H,s），7.28-7.32（5H,m）。
【０２２１】
参考例８４　３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）－２
－フェニルプロピオン酸
参考例５と同様の方法により、３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン
－５－イル）－２－フェニルプロピオン酸エチルから表題化合物を得た（収率５６％）。
融点１８８－１８９℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：3.06-3.21（3H,m），3.50（1H,dd,J=8.8Hz,14.0Hz），4.01（1H
,dd,J=5.8Hz,8.8Hz），4.63（2H,t,J=8.8Hz），6.85（1H,s），7.32（5H,s），1H は隠れ
て見えない。
参考例８５　４，５－ジブロモ－１，２，６，７－テトラヒドロ－７－フェニル－８Ｈ－
インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－オン
参考例６と同様の方法により、３－（６，７－ジブロモ－２，３－ジヒドロベンゾフラン
－５－イル）－２－フェニルプロピオン酸から表題化合物を得た（収率８１％）。
融点２０８－２１１℃
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：3.19（1H,dd,J=3.9Hz,17.7Hz），3.55（2H,t,J=9.0Hz），3.61
（1H,dd,J=8.3Hz,17.7Hz），3.92（1H,dd,J=3.9Hz,8.3Hz），4.81（2H,t,J=9.0Hz），7.1
5-7.45（5H,m）。
【０２２２】
参考例８６　１，２，６，７－テトラヒドロ－７－フェニル－８Ｈ－インデノ［５，４－
ｂ］フラン－８－オン
参考例１８と同様の方法により、４，５－ジブロモ－１，２，６，７－テトラヒドロ－７
－フェニル－８Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－オンから表題化合物を得た（収
率７０％）。
融点１０８－１１０℃
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：3.12（1H,dd,J=4.0Hz,16.8Hz），3.38（2H,t,J=8.8Hz），3.53
（1H,dd,J=8.1Hz,16.8Hz），3.79（1H,dd,J=4.0Hz,8.1Hz），4.57（2H,t,J=8.8Hz），6.9
8（1H,d,J=8.4Hz），7.07-7.29（6H,m）。
【０２２３】
参考例８７　（Ｅ）－（１，６，７，８－テトラヒドロ－７－フェニル－２Ｈ－インデノ
［５，４－ｂ］フラン－８－イリデン）アセトニトリル、および
（１，６－ジヒドロ－７－フェニル－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）
アセトニトリル
還流中の１，２，６，７－テトラヒドロ－７－フェニル－８Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－オン（４．４ｇ、１７．６ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（１００ｍＬ）
溶液に、シアノメチルホスホン酸ジエチル（３．２７ｇ、１８．５ｍｍｏｌ）、６０％水
素化ナトリウム（０．７３ｇ、１８．５ｍｍｏｌ）及びテトラヒドロフラン（８０ｍＬ）
から調製したホスホネートイリド溶液を滴下した。反応液を１．５時間加熱還流した後、
さらに同量のホスホネートイリド溶液を滴下した。反応液を３０分間加熱還流した後、室
温に冷却し水を加えた。生成物を酢酸エチルで抽出し、抽出液を水洗、乾燥後濃縮した。
残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝４：１）で精製し
、続いて酢酸エチル／イソプロピルエーテルから結晶化させて（Ｅ）－（１，６，７，８
－テトラヒドロ－７－フェニル－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イリデン）
アセトニトリル（Ａと略記）と（１，６－ジヒドロ－７－フェニル－２Ｈ－インデノ［５
，４－ｂ］フラン－８－イル）アセトニトリル（Ｂと略記）の混合物（Ａ：Ｂ＝約１：２
）を得た。
融点１２３－１２６℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：（Ａ）3.03（1H,dd,J=17.2Hz,1.8Hz），3.32（2H,dt,J=11.4Hz,
2.2Hz），3.59 (1H,dd,J=17.2Hz,8.4Hz），4.48（1H,dt,J=8.4Hz,1.8Hz），4.68（2H,t,J
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=11.4Hz），5.53（1H,d,J=1.8Hz），6.91（1H,d,J=8.0Hz），7.10-7.60（6H,m）。
（Ｂ）3.61（2H,t,J=8.8Hz），3.68（2H,s），3.75（2H,s），4.68（2H,t,J=8.8Hz），6.
73（1H,d,J=8.0Hz），7.10-7.60（6H,m）。
【０２２４】
実施例１　Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－イル）エチル］アセトアミド
２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル
）エチルアミン臭化水素酸塩（０．１０ｇ、０．３５２ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン
（１．５ｍＬ）溶液に１Ｎ水酸化ナトリウム水溶液（１．５ｍＬ）および無水酢酸（０．
０５０ｍＬ、０．５２８ｍｍｏｌ）を加え、混合物を室温で３０分間攪拌した。反応液に
水を加えて、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸マグネシ
ウムで乾燥して、減圧下で濃縮した。残渣をイソプロピルエーテル／ヘキサンから再結晶
して、表題化合物（収量０．０５７ｇ、収率６６％）を得た。
融点７８－７９℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.53-2.12（3H,m），1.96（3H,s），2.20-2.38（1H,m），2.70
-2.96（2H,m），3.02-3.40（5H,m），4.45-4.68（2H,m），5.46（1H,br s），6.62（1H,d
,J=8.0Hz），6.96（1H,d,J=8.0Hz）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ19ＮＯ2として
計算値：Ｃ，73.44；Ｈ，7.81；Ｎ，5.71。
実測値：Ｃ，73.55；Ｈ，7.90；Ｎ，5.60。
【０２２５】
実施例２　Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
実施例１と同様の方法により、２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［
５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン臭化水素酸塩および塩化プロピオニルから
表題化合物を得た（収率７８％）。
融点１０２－１０４℃（イソプロピルエーテル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14（3H,t,J=7.6Hz），1.55-2.38（4H,m），2.18（2H,q,J=7.
6Hz），2.69-2.99（2H,m），3.02-3.40（5H,m），4.42-4.63（2H,m），5.61（1H,br s）
，6.62（1H,d,J=7.8Hz），6.95（1H,d,J=7.8Hz）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ21ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.10；Ｈ，8.16；Ｎ，5.40。
実測値：Ｃ，74.20；Ｈ，8.37；Ｎ，5.25。
【０２２６】
実施例３　Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，２－ｅ］インドール
－１－イル）エチル］アセトアミド
実施例１と同様の方法により、２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，２－ｅ
］インドール－１－イル）エチルアミンおよび無水酢酸から表題化合物を得た（収率５４
％）。
融点１８５－１８６℃（メタノール／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.96（3H,s），2.03-2.15（2H,m），3.09（2H,t,J=6.8Hz），3
.20（2H,t,J=6.8Hz），3.56（2H,q,J=6.4Hz），4.18（2H,t,J=7.0Hz），5.60（1H,br s）
，6.73（1H,d,J=8.8Hz），6.96（1H,d,J=2.2Hz），7.09（1H,d,J=8.8Hz），7.98（1H,br 
s）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ18Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，69.74；Ｈ，7.02；Ｎ，10.84。
実測値：Ｃ，69.69；Ｈ，7.09；Ｎ，10.79。
【０２２７】
実施例４　Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，２－ｅ］インドール
－１－イル）エチル］プロピオンアミド
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実施例１と同様の方法により、２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，２－ｅ
］インドール－１－イル）エチルアミンおよび塩化プロピオニルから表題化合物を得た（
収率６７％）。
融点１４７－１４８℃（メタノール／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14（3H,t,J=7.6Hz）,2.02-2.16（2H,m），2.17（2H,q,J=7.6
Hz），3.08（2H,t,J=7.0Hz），3.19（2H,t,J=7.0Hz）,3.57（2H,q,J=6.2Hz），4.18（2H,
t,J=5.0Hz），5.60（1H,br s），6.72（1H,d,J=8.4Hz），6.94（1H,d,J=2.2Hz），7.09（
1H,d,J=8.4Hz），8.11（1H,br s）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ20Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，70.56；Ｈ，7.40；Ｎ，10.29。
実測値：Ｃ，70.69；Ｈ，7.54；Ｎ，10.27。
【０２２８】
実施例５　Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，２－ｅ］インドール
－１－イル）エチル］ブチルアミド
実施例１と同様の方法により、２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，２－ｅ
］インドール－１－イル）エチルアミンおよび塩化ブチリルから表題化合物を得た（収率
６２％）。
融点１５４－１５５℃（メタノール／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.93（3H,t,J=7.2Hz），1.57-1.73（2H,m），2.06-2.16（4H,m
），3.08（2H,t,J=6.8Hz），3.19（2H,t,J=6.4Hz），3.52-3.63（2H,m），4.18（2H,t,J=
5.2Hz），5.58（1H,br s），6.72（1H,d,J=8.4Hz），6.94（1H,d,J=2.6Hz），7.09（1H,d
,J=8.4Hz），8.05（1H,br s）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ22Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，71.30；Ｈ，7.74；Ｎ，9.78。
実測値：Ｃ，71.45；Ｈ，7.86；Ｎ，9.78。
【０２２９】
実施例６　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロピラノ［３，２－ｅ］イ
ンドール－１－イル）エチル］アセトアミド
Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，２－ｅ］インドール－１－イル
）エチル］アセトアミド（０．９０ｇ、３．４８ｍｍｏｌ）のエタノール（４０ｍＬ）懸
濁液に酸化白金（４５ｍｇ）および塩酸（２ｍＬ）を加え、混合物を水素雰囲気下（４か
ら５気圧）、５０℃で６時間攪拌した。反応液をろ過した後ろ液を減圧下で濃縮した。残
渣を飽和炭酸水素ナトリウム水で中和した後食塩を飽和させ、これを酢酸エチルで抽出し
た。抽出液を飽和食塩水で洗浄した後無水硫酸マグネシウムで乾燥して、減圧下で濃縮し
た。残渣を酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶して、表題化合物（収量０．５
３ｇ、収率５９％）を得た。
融点１３７－１３８℃。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.78-2.05（4H,m），1.90（3H,s），2.68（2H,t,J=6.6Hz），2
.96-3.14（1H,m），3.31-3.50（3H,m），3.65（1H,t,J=9.4Hz），3.98-4.10（1H,m），4.
15-4.26（1H,m），6.13（1H,br s），6.49（1H,d,J=8.4Hz），6.57（1H,d,J=8.4Hz），1H
 は隠れて見えない。
元素分析値：Ｃ15Ｈ20Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，69.20；Ｈ，7.74；Ｎ，10.76。
実測値：Ｃ，69.05；Ｈ，7.74；Ｎ，10.61。
【０２３０】
実施例７　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロピラノ［３，２－ｅ］イ
ンドール－１－イル）エチル］プロピオンアミド
実施例６と同様の方法により、Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，
２－ｅ］インドール－１－イル）エチル］プロピオンアミドから表題化合物を得た（収率
４２％）。



(121) JP 4358917 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

融点１０６－１０７℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.11（3H,t,J=7.6Hz），1.76-2.08（4H,m），2.13（2H,q,J=7.
6Hz），2.68（2H,t,J=6.4Hz），2.99-3.16（1H,m），3.31-3.51（3H,m），3.65（1H,t,J=
9.4Hz），3.98-4.10（1H,m），4.15-4.24（1H,m），6.10（1H,br s），6.48（1H,d,J=8.4
Hz），6.56（1H,d,J=8.4Hz），1H は隠れて見えない。
元素分析値：Ｃ16Ｈ22Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，70.04；Ｈ，8.08；Ｎ，10.21。
実測値：Ｃ，70.18；Ｈ，8.34；Ｎ，10.13。
【０２３１】
実施例８　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロピラノ［３，２－ｅ］イ
ンドール－１－イル）エチル］ブチルアミド
実施例６と同様の方法により、Ｎ－［２－（３，７，８，９－テトラヒドロピラノ［３，
２－ｅ］インドール－１－イル）エチル］ブチルアミドから表題化合物を得た（収率５５
％）。
融点９１－９３℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.92（3H,t,J=7.2Hz），1.53-1.71（2H,m），1.76-1.88（2H,m
），1.91-2.10（2H,m），2.05（2H,q,J=8.2Hz），2.68（2H,t,J=6.6Hz），2.99-3.16（1H
,m），3.30-3.50（3H,m），3.64（1H,t,J=9.2Hz），3.98-4.09（1H,m），4.15-4.23（1H,
m），6.11（1H,br s），6.48（1H,d,J=8.4Hz），6.56（1H,d,J=8.4Hz），1H は隠れて見
えない。
元素分析値：Ｃ17Ｈ24Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，70.80；Ｈ，8.39；Ｎ，9.71。
実測値：Ｃ，70.55；Ｈ，8.45；Ｎ，9.68。
【０２３２】
実施例９　Ｎ－［２－（５－フルオロ－３，７，８，９－テトラヒドロシクロペンタ［ｆ
］［１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－フルオロ－６－（２－プロピニルオキシ）インダン－１－イル）エチル
］プロピオンアミド（０．５５ｇ、１．９０ｍｍｏｌ）のブロモベンゼン（１５ｍＬ）溶
液を封管中、２５０℃で８時間攪拌した。反応液を冷却後、減圧下で溶媒を留去した。得
られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）で精製して、表題化合
物（収量０．２７ｇ、収率４９％）を得た。
融点１０８－１１０℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14（3H,t,J=7.5Hz），1.50-1.81（2H,m），1.89-2.30（2H,m
），2.18（2H,q,J=7.5Hz），2.55-3.00（2H,m），3.16-3.40（3H,m），4.66-4.92（2H,m
），5.40（1H,br s），5.88（1H,dt,J=9.9Hz,3.7Hz），6.43-6.53（1H,m），6.80（1H,d,
J=10.6Hz）。
【０２３３】
実施例１０　Ｎ－［２－（５－フルオロ－１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロシクロ
ペンタ［ｆ］［１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
参考例３と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－フルオロ－３，７，８，９－テトラヒド
ロシクロペンタ［ｆ］［１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミドから表
題化合物を得た（収率８０％）を得た。
融点１０６－１０８℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14（3H,t,J=7.7Hz），1.47-1.84（2H,m），1.84-2.27（4H,m
），2.17（2H,q,J=7.7Hz），2.60-3.01（4H,m），3.05-3.20（1H,m），3.21-3.41（2H,m
），4.05-4.20（1H,m），4.27-4.39（1H,m），5.40（1H,br s），6.77（1H,d,J=10.6Hz）
。
【０２３４】
実施例１１　（Ｓ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５
，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
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Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］プロピオンアミドを高速液体クロマトグラフィー（機器：ＬＣ　Ｍｏｄ
ｕｌｅ　１（日本ミリポアリミテッド製）、カラム：Ｃｅｒａｍｏｓｐｈｅｒ　ＲＵ－１
（１０（ｉ．ｄ．）×２５０ｍｍ　資生堂製）、移動相：メタノール、流速：４．４ｍＬ
／ｍｉｎ、カラム温度：５０℃、試料濃度：１７％（ｗ／ｖ）、注入量：８．５ｍｇ）を
用いて分取して表題化合物を得た。
［α］D 

20＝－５７．８゜（ｃ　１．００４，クロロホルム）。
融点１１３－１１５℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14(3H,t,J=7.7Hz),1.52-2.40(4H,m),2.17(2H,q,J=7.7Hz),2.
69-3.00(2H,m),3.01-3.40(5H,m),4.42-4.64(2H,m),5.40(1H,br s),6.62(1H,d,J=7.7Hz),6
.95(1H,d,J=7.7Hz)。
元素分析値：Ｃ16Ｈ21ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.10；Ｈ，8.16；Ｎ，5.40。
実測値：Ｃ，73.86；Ｈ，7.97；Ｎ，5.47。
【０２３５】
実施例１２　（Ｒ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５
，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
実施例１１と同様の方法により、Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－イ
ンデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミドを高速液体クロマト
グラフィーを用いて分取して表題化合物を得た。
［α］D 

20＝＋５７．８゜（ｃ　１．００５，クロロホルム）。
融点１１３－１１５℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14(3H,t,J=7.7Hz),1.52-2.40(4H,m),2.17(2H,q,J=7.7Hz),2.
69-3.00(2H,m),3.01-3.40(5H,m),4.42-4.64(2H,m),5.40(1H,br s),6.62(1H,d,J=7.7Hz),6
.95(1H,d,J=7.7Hz)。
元素分析値：Ｃ16Ｈ21ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.10；Ｈ，8.16；Ｎ，5.40。
実測値：Ｃ，73.97；Ｈ，7.97；Ｎ，5.47。
【０２３６】
実施例１３　Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ
］フラン－８－イル）エチル］ブチルアミド
実施例１と同様の方法により、２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［
５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩および塩化ブチリルから表題化合物
を得た（収率６７％）。
融点５５－５７℃（酢酸エチルから再結晶）
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.94(3H,t,J=7.3Hz),1.51-1.90(4H,m),1.92-2.08(1H,m),2.12(
2H,t,J=7.3Hz),2.17-2.38(1H,m),2.68-2.98(2H,m),3.00-3.40(5H,m),4.41-4.68(2H,m),5.
43(1H,br s),6.62(1H,d,J=8.0Hz),6.96(1H,d,J=8.0Hz)。
元素分析値：Ｃ17Ｈ23ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.69；Ｈ，8.48；Ｎ，5.12。
実測値：Ｃ，74.59；Ｈ，8.33；Ｎ，5.36。
【０２３７】
実施例１４　Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］アセトアミド
２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミ
ン塩酸塩（０．６ｇ，２．５２ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミン（０．６４ｇ，６．３
１ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（６０ｍＬ）溶液に、 アセチルクロリド
（０．２４ｇ，３．０３ｍｍｏｌ）を氷冷下で徐々に滴下した。 室温で一晩撹拌した後
、反応液を濃縮し、これを水に注いで有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩
水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得
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）で精製し、さらに酢酸エチルから再結晶して表題化合物を得た（収量４２５ｍｇ，収率
７０％）。
融点１５３－１５５℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.98(3H,s),2.80(2H,m),3.31(2H,br s),3.43(2H,t,J=8.6Hz),3
.57(2H,q,J=7.0Hz),4.60(2H,d,J=8.6Hz),5.62(1H,br s),6.30(1H,s),6.67(1H,d,J=7.9Hz)
,7.18(1H,d,J=7.9Hz)。元素分析値：Ｃ15Ｈ17ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.05；Ｈ，7.04；Ｎ，5.76。
実測値：Ｃ，73.98；Ｈ，7.06；Ｎ，5.92。
【０２３８】
実施例１５　Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］プロピオンアミド
実施例１４と同様の方法により、２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ
］フラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩および塩化プロピオニルから表題化合物を得た
（収率９０％）。
融点１３１－１３３℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.15(3H,t,J=7.7Hz),2.20(2H,q,J=7.7Hz),2.80(2H,m),3.31(2H
,br s),3.44(2H,t,J=8.6Hz),3.58(2H,q,J=7.0Hz),4.60(2H,d,J=8.6Hz),5.60(1H,br s),6.
29(1H,s),6.68(1H,d,J=7.9Hz),7.19(1H,d,J=7.9Hz)。
元素分析値：Ｃ16Ｈ19ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.68；Ｈ，7.44；Ｎ，5.44。
実測値：Ｃ，74.59；Ｈ，7.34；Ｎ，5.71。
【０２３９】
実施例１６　Ｎ－［２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８
－イル）エチル］ブチルアミド
実施例１４と同様の方法により、２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ
］フラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩および塩化ブチリルから表題化合物を得た（収
率９５％）。
融点１３１－１３３℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.94(3H,t,J=7.3Hz),1.58-1.76(2H,m),2.14(2H,q,J=7.5Hz),2.
80(2H,m),3.31(2H,br s),3.44(2H,t,J=8.6Hz),3.58(2H,q,J=6.8Hz),4.60(2H,d,J=8.6Hz),
5.60(1H,br s),6.29(1H,s),6.67(1H,d,J=7.9Hz),7.18(1H,d,J=7.9Hz)。
元素分析値：Ｃ17Ｈ21ＮＯ2として
計算値：Ｃ，75.25；Ｈ，7.80；Ｎ，5.16。
実測値：Ｃ，75.25；Ｈ，7.73；Ｎ，5.23。
【０２４０】
〔表１〕に、実施例１～１６で得られた化合物の構造式を示す。
【表１】
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【０２４１】
実施例１７　２－（１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル
）エチルアミン　塩酸塩
【化８６】

（Ｅ）－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－
イリデン）アセトニトリル（２．６ｇ，１３．２ｍｍｏｌ）のエタノール（１５０ｍＬ）
溶液に、飽和アンモニア／エタノール溶液（１５０ｍＬ）およびラネーコバルト（８．４
ｇ）を加え、反応混合物を水素雰囲気下（５ｋｇｆ／ｃｍ2）、室温で３時間撹拌した。
ラネーコバルトをろ去した後、減圧下で溶媒を留去して、２－（１，６，７，８－テトラ
ヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イリデン）エチルアミンを得た。こ
の残渣に、飽和塩化水素／エタノール溶液（１００ｍＬ）を加えて１時間加熱還流した。
反応液を濃縮して得られた残渣をエタノールから再結晶して表題化合物を得た（収量２．
７５ｇ，収率８８％）。
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融点２４３－２４５℃（エタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ，Ｄ2Ｏ）δ：2.90(2H,t,J=7.7Hz),3.13(2H,t,J=7.7Hz),3.28(2H,
s), 3.40(2H,t,J=8.7Hz),4.56(2H,t,J=8.7Hz),6.41(1H,s),6.62(1H,d,J=7.9Hz),7.19(1H,
d,J=7.9Hz)。
元素分析値：Ｃ13Ｈ15ＮＯ・ＨＣｌとして
計算値：Ｃ，65.68；Ｈ，6.78；Ｎ，5.89；Ｃｌ，14.91。
実測値：Ｃ，65.81；Ｈ，6.83；Ｎ，5.90；Ｃｌ，14.89。
【０２４２】
実施例１８　２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラ
ン－８－イル）エチルアミン　臭化水素酸塩
【化８７】

（Ｅ）－（４－ブロモ－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］
フラン－８－イリデン）アセトニトリル（０．４４ｇ、１．５９ｍｍｏｌ）のエタノール
（３０ｍＬ）懸濁液にラネーニッケル（０．４ｇ、Ｗ２）および４Ｍアンモニア／エタノ
ール溶液（１０ｍＬ）を加えて、水素雰囲気下（４から５気圧）、室温で５時間攪拌した
。反応液をろ過した後、ろ液を減圧下で濃縮した。残渣をエタノール（５０ｍＬ）に溶解
した後５％パラジウム炭素（１ｇ、５０％含水品）を加えて、水素雰囲気下（常圧）、室
温で４時間攪拌した。反応液をろ過した後ろ液を減圧下で濃縮して、表題化合物（収量０
．４２ｇ、収率９３％）を得た。
非晶。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.58-1.83（2H,m），1.97-2.36（2H,m），2.70-2.96（6H,m）
，3.03-3.36（3H,m），4.42-4.64（2H,m），6.61（1H,d,J=8.2Hz），6.95（1H,d,J=8.2Hz
）。
【０２４３】
実施例１９　（Ｓ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５
，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
（Ｓ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－
８－イル）エチルアミン塩酸塩（５．５５ｇ、２３．１ｍｍｏｌ）およびトリエチルアミ
ン（４．７ｇ、４６．３ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１００ｍＬ）溶液
に、塩化プロピオニル（２．５７ｇ、２７．８ｍｍｏｌ）を氷冷下で徐々に滴下した。室
温で１時間攪拌した後、反応液を水に注いで、有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を
飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去
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（酢酸エチル：メタノール＝
９８：２）で精製して、表題化合物（収量５．２５ｇ、収率８８％）を得た。
融点１１３－１１５℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.14（3H,t,J=7.7Hz），1.52-2.40（4H,m），2.17（2H,q,J=7.
7Hz），2.69-3.00（2H,m），3.01-3.40（5H,m），4.42-4.64（2H,m），5.40（1H,br s）
，6.62（1H,d,J=7.7Hz），6.95（1H,d,J=7.7Hz）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ21ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.10；Ｈ，8.16；Ｎ，5.40。
実測値：Ｃ，73.83；Ｈ，8.12；Ｎ，5.23。
【０２４４】
実施例２０　（Ｓ）－Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５
，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
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（Ｓ）－Ｎ－［２－（６－ヒドロキシ－７－（２－ヒドロキシエチル）インダン－１－イ
ル）エチル］プロピオンアミド（５ｇ、１８ｍｍｏｌ）のピリジン（１４．６ｍＬ）溶液
を氷冷して－１０℃程度に保ちながら、メタンスルホニルクロリド（１．４ｍＬ、１８ｍ
ｍｏｌ）を滴下した。反応液を－１０℃～－５℃の範囲で２５分間攪拌した。さらにメタ
ンスルホニルクロリド（０．７ｍＬ、９ｍｍｏｌ）を反応液に滴下して、－１０℃～－５
℃の範囲でさらに２５分間攪拌した。反応液に酢酸エチル（１０ｍＬ）および飽和重曹水
（１０ｍＬ）を徐々に加え、室温に戻して３０分間撹拌した。有機物を酢酸エチルで抽出
し、これを２Ｎ塩酸および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し減圧下で溶媒
を留去した。得られた残渣を酢酸エチル（２０ｍＬ）に溶解し、トリエチルアミン（４．
６ｇ、４５．１ｍｍｏｌ）を加えて４０分間加熱還流した。反応液に２Ｎ塩酸を加えて酢
酸エチルで抽出し、抽出液を飽和重曹水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで
乾燥し減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（
酢酸エチル）で精製して、表題化合物（収量４．０４ｇ、収率８６％）を得た。
［α］D 

20＝－５７．８°（ｃ　１．００４，クロロホルム）。
融点１１３－１１５℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.14（3H,t,J=7.7Hz），1.52-2.40（4H,m），2.17（2H,q,J=7.7
Hz），2.69-3.00（2H,m），3.01-3.40（5H,m），4.42-4.64（2H,m），5.40（1H,br s），
6.62（1H,d,J=7.7Hz），6.95（1H,d,J=7.7Hz）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ21ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.10；Ｈ，8.16；Ｎ，5.40。
実測値：Ｃ，73.86；Ｈ，7.97；Ｎ，5.47。
【０２４５】
実施例２１　Ｎ－［２－（７，８－ジヒドロ－６Ｈ－インデノ［４，５－ｄ］－１，３－
ジオキソール－８－イル）エチル］プロピオンアミド
ヘキサメチルホスホルアミド（５ｍＬ）を氷冷して、水素化ナトリウム（０．２８ｇ、７
．５ｍｍｏｌ、含量６５％）を徐々に加えた。これにＮ－［２－（６，７－ジヒドロキシ
インダン－１－イル）エチル］プロピオンアミド（０．８５ｇ、３．４１ｍｍｏｌ）のヘ
キサメチルホスホルアミド（５ｍＬ）溶液を、室温で６分間かけて滴下した。水素ガスの
発砲が収まった時点で、ジヨードメタン（１．１ｇ、４．１ｍｍｏｌ）を滴下し、室温で
２時間攪拌した。反応液を水に注いで希塩酸で中和後、有機物を酢酸エチルで抽出した。
抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶
媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）で精
製して、表題化合物（収量２８０ｍｇ、収率３１％）を得た。
融点１０２－１０４℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.16（3H,t,J=7.7Hz），1.70-1.89（2H,m），1.90-2.10（1H,m
），2.15-2.40（1H,m），2.20（2H,q,J=7.7Hz），2.68-3.00（2H,m），3.13-3.36（2H,m
），3.40-3.59（1H,m），3.68（1H,br s），5.92（2H,dd,J=1.5Hz,9.9Hz），6.67（2H,s
）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ19ＮＯ3として
計算値：Ｃ，68.94；Ｈ，7.33；Ｎ，5.36。
実測値：Ｃ，68.89；Ｈ，7.28；Ｎ，5.42。
【０２４６】
実施例２２　Ｎ－［２－（７，８－ジヒドロ－６Ｈ－インデノ［４，５－ｄ］－１，３－
ジオキソール－８－イル）エチル］ブチルアミド
Ｎ－［２－（６，７－ジヒドロキシインダン－１－イル）エチル］ブチルアミド（１．１
３ｇ、４．２９ｍｍｏｌ）、ジブロモメタン（２．９８ｇ、１７．２ｍｍｏｌ）、炭酸カ
リウム（１．７８ｇ、１２．９ｍｍｏｌ）および酸化銅（ＩＩ）（３４ｍｇ、０．４３ｍ
ｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１５ｍＬ）溶液を１１０℃で３時間加熱攪拌
した。反応液を冷却し、水に注いで希塩酸で中和後、有機物を酢酸エチルで抽出した。抽
出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒
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を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）で精製
して、表題化合物（収量７８５ｍｇ、収率６７％）を得た。
融点７１－７３℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.95（3H,t,J=7.3Hz），1.57-2.40（6H,m），2.15（2H,t,J=7.
5Hz），2.67-3.00（2H,m），3.15-3.34（2H,m），3.39-3.58（1H,m），5.67（1H,s），5.
91（2H,dd,J=1.5Hz,9.5Hz），6.67（2H,s）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ21ＮＯ3として
計算値：Ｃ，69.79；Ｈ，7.69；Ｎ，5.09。
実測値：Ｃ，69.75；Ｈ，7.40；Ｎ，5.28。
【０２４７】
実施例２３　Ｎ－［２－（２，３，８，９－テトラヒドロ－７Ｈ－インデノ［４，５－ｂ
］－１，４－ジオキシン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
実施例２２と同様の方法により、Ｎ－［２－（６，７－ジヒドロキシインダン－１－イル
）エチル］プロピオンアミドおよび１，２－ジブロモエタンから表題化合物を得た（収率
９０％）。
融点１２０－１２２℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.15（3H,t,J=7.5Hz），1.60-2.00（3H,m），2.10-2.32（1H,m
），2.19（2H,q,J=7.5Hz），2.61-3.01（2H,m），3.08-3.53（3H,m），4.25（4H,br s）
，5.67（1H,br s），6.69（2H,s）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ21ＮＯ3として
計算値：Ｃ，69.79；Ｈ，7.69；Ｎ，5.09。
実測値：Ｃ，69.90；Ｈ，7.61；Ｎ，5.20。
【０２４８】
実施例２４　Ｎ－［２－（２，３，８，９－テトラヒドロ－７Ｈ－インデノ［４，５－ｂ
］－１，４－ジオキシン－９－イル）エチル］ブチルアミド
実施例２２と同様の方法により、Ｎ－［２－（６，７－ジヒドロキシインダン－１－イル
）エチル］ブチルアミドおよび１，２－ジブロモエタンから表題化合物を得た（収率９０
％）。
融点８４－８７℃（酢酸エチル／ジエチルエーテル／石油エーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.95（3H,t,J=7.7Hz），1.57-2.00（5H,m），2.14（2H,t,J=7.
3Hz），2.18-2.34（1H,m），2.61-3.01（2H,m），3.10-3.55（3H,m），4.25（4H,s），5.
65（1H,br s），6.60（2H,s）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ23ＮＯ3として
計算値：Ｃ，70.56；Ｈ，8.01；Ｎ，4.84。
実測値：Ｃ，70.45；Ｈ，7.85；Ｎ，4.98。
【０２４９】
実施例２５　Ｎ－［２－（７，８－ジヒドロ－６Ｈ－インデノ［４，５－ｄ］オキサゾー
ル－８－イル）エチル］アセトアミド
Ｎ－［２－（７－アミノ－６－ヒドロキシインダン－１－イル）エチル］アセトアミド（
６３０ｍｇ、２．７ｍｍｏｌ）のメタノール（５ｍＬ）溶液に、オルトギ酸メチル（７.
４ｍＬ、６７．３ｍｍｏｌ）と飽和塩化水素／メタノール（１.４ｍＬ）溶液を氷冷下で
加えた。反応液を室温で３０分間、さらに６０℃で１時間加熱攪拌した。冷却後、反応液
を氷水に注いで、有機物をクロロホルムで抽出した。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄
した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリ
カゲルカラムクロマトグラフィ－（クロロホルム：メタノール＝２０：１）で精製して、
表題化合物（５２０ｍｇ、収率７９％）を得た。
融点８９-９２℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.88-2.02（3H,m），2.04（3H,s），2.34-2.53（1H,m），2.86-
3.19（3H,m），3.59-3.72（2H,m），6.94（1H,br s），7.25（1H,d,J=8.4Hz），7.40（1H
,d,J=8.4Hz），8.09（1H,s）。
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元素分析値：Ｃ14Ｈ16Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，68.83；Ｈ，6.60；Ｎ，11.47。
実測値：Ｃ，68.64；Ｈ，6.43；Ｎ，11.50。
【０２５０】
実施例２６　Ｎ－［２－（７，８－ジヒドロ－６Ｈ－インデノ［４，５－ｄ］オキサゾー
ル－８－イル）エチル］プロピオンアミド
実施例２５と同様の方法により、Ｎ－［２－（７－アミノ－６－ヒドロキシインダン－１
－イル）エチル］プロピオンアミドおよびオルトギ酸メチルから表題化合物を得た（収率
７９％）。
融点８１-８４℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.20（3H,t,J=7.5Hz），1.80-2.10（3H,m），2.27（2H,q,J=7.5
Hz），2.37-2.53（1H,m），2.80-3.20（3H,m），3.55-3.80（2H,m），6.93（1H,br s），
7.25（1H,d,J=8.8Hz），7.40（1H,d,J=8.8Hz），8.09（1H,s）。
元素分析値：Ｃ15Ｈ18Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，69.75；Ｈ，7.02；Ｎ，10.84。
実測値：Ｃ，69.76；Ｈ，6.90；Ｎ，10.76。
【０２５１】
実施例２７　Ｎ－［２－（７，８－ジヒドロ－６Ｈ－インデノ［４，５－ｄ］オキサゾー
ル－８－イル）エチル］ブチルアミド
実施例２５と同様の方法により、Ｎ－［２－（７－アミノ－６－ヒドロキシインダン－１
－イル）エチル］ブチルアミドおよびオルトギ酸メチルから表題化合物を得た（収率９０
％）。
融点６５-６８℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.97（3H,t,J=7.4Hz），1.67-1.80（2H,m），1.80-2.12（3H,m
），2.22（2H,q,J=7.5Hz），2.33-2.53（1H,m），2.80-3.20（3H,m），3.50-3.73（2H,m
），6.90（1H,br s），7.25（1H,d,J=8.0Hz），7.40（1H,d,J=8.0Hz），8.08（1H,s）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ20Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，70.56；Ｈ，7.40；Ｎ，10.29。
実測値：Ｃ，70.48；Ｈ，7.30；Ｎ，10.45。
【０２５２】
実施例２８　Ｎ－［２－（５－ブロモ－３，７，８，９－テトラヒドロシクロペンタ［ｆ
］［１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－（２－プロピニル）オキシインダン－１－イル）エチル］
プロピオンアミド（２．９ｇ、８．４ｍｍｏｌ）のブロモベンゼン（３０ｍＬ）溶液を、
封管中アルゴン雰囲気下、２００℃で１８時間加熱撹拌した。冷却後減圧下で溶媒を留去
し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）で精製して、表
題化合物（収量２.５ｇ、収率８５％）を得た。
融点１１０－１１１℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.14（3H,t,J=7.5Hz）, 1.50-2.50（5H,m）, 2.60-3.10（3H,m
）, 3.15-3.25（1H,m）, 3.32（2H,q,J=7.5Hz）, 4.80-4.90（2H,m）, 5.40（1H,br s）,
 5.88（1H,dt,J=10.0Hz,3.8Hz）, 6.45（1H,dd,J=1.6Hz,9.8Hz）, 7.18（1H,s）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ20ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，58.30；Ｈ，5.76；Ｎ，4.00；Ｂｒ，22.81。
実測値：Ｃ，58.17；Ｈ，5.54；Ｎ，3.98；Ｂｒ，22.65。
【０２５３】
実施例２９　Ｎ－［２－（５－ブロモ－１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロシクロペ
ンタ［ｆ］［１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－ブロモ－３，７，８，９－テトラヒドロシクロペンタ［ｆ］［１］ベン
ゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド（１．２ｇ、３．４ｍｍｏｌ）のエタノ
ール（１０ｍＬ）溶液に５％パラジウム炭素（１２０ｍｇ、５０％含水品）を加え、混合
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物を水素雰囲気下、室温で１時間撹拌した。反応液を濾過した後、濾液を減圧下で濃縮し
て、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）で精製して、表
題化合物（収量３２７ｍｇ、収率２７％）を得た。
融点１１４－１１６℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.14（3H,t,J=7.6Hz）, 1.50-2.30（7H,m）, 2.60-3.20（6H,m
）, 3.30（2H,q,J=7.6Hz）, 4.10-4.22（1H,m）, 4.30-4.42（1H,m）, 5.40（1H,br s）,
 7.22（1H,s）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ22ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，57.96；Ｈ，6.29；Ｎ，3.98；Ｂｒ，22.68。
実測値：Ｃ，57.84；Ｈ，6.20；Ｎ，4.01；Ｂｒ，22.42。
【０２５４】
実施例３０　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロシクロペンタ［ｆ］［
１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－ブロモ－１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロシクロペンタ［ｆ］［
１］ベンゾピラン－９－イル）エチル］プロピオンアミド（２００ｍｇ、０．６ｍｍｏｌ
）のエタノール溶液（５ｍＬ）溶液に５％パラジウム炭素（２００ｍｇ、５０％含水品）
を加え、混合物を水素雰囲気下、室温で３時間撹拌した。反応液を濾過した後、濾液を減
圧下で濃縮して、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸
エチル＝１：１）で精製して、表題化合物（収量１３０ｍｇ、収率８５％）を得た。
融点８５－８８℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.16（3H,t,J=7.6Hz）, 1.80-2.10（6H,m）, 2.15（2H,q,J=7.
6Hz）, 2.60-3.50（7H,m）, 4.00-4.30（2H,m）, 5.35（1H,br s）, 6.63（1H,d,J=8.2Hz
）, 6.94（1H,d,J=8.2Hz）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ23ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.69；Ｈ，8.48；Ｎ，5.12。
実測値：Ｃ，74.56；Ｈ，8.25；Ｎ，5.16。
【０２５５】
実施例３１　Ｎ－［２－（４－ブロモ－２，２－ジメチル－１，６，７，８－テトラヒド
ロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシ－７－（２－メチルー２－プロペニル）インダ
ン－１－イル）エチル］プロピオンアミド（２．４ｇ、６．５ｍｍｏｌ）の塩化メチレン
（４０ｍＬ）溶液を氷冷し、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体（４．０ｍＬ、３２．
５ｍｍｏｌ）を徐々に滴下した。反応液を氷冷下で３時間撹拌した後、反応液を氷水に注
いで有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を水および飽和重曹水溶液で洗浄した後、無
水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣を酢酸エチル／イ
ソプロピルエーテルから再結晶して、表題化合物（収量２.１ｇ、収率８９％）を得た。
融点９８－１０１℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.15（3H,t,J=7.5Hz）, 1.48（3H,s）, 1.54（3H,s）, 1.76-2
.02（2H,m）, 2.19（2H,q,J=7.5Hz）, 2.25-2.38（1H,m）, 2.62-3.16（6H,m）, 3.32（2
H,q,J=5.3Hz）, 5.41（1H,br s）, 7.11（1H,s）。
元素分析値：Ｃ18Ｈ24ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，59.02；Ｈ，6.60；Ｎ，3.82；Ｂｒ，21.81。
実測値：Ｃ，58.94；Ｈ，6.48；Ｎ，3.98；Ｂｒ，21.97。
【０２５６】
実施例３２　Ｎ－［２－（２，２－ジメチル－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－イ
ンデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド参考例３５と同様の
方法により、Ｎ－［２－（４－ブロモ－２，２－ジメチル－１，６，７，８－テトラヒド
ロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミドから表
題化合物を得た（収率７６％）。
融点６９－７２℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
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ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.14（3H,s）, 1.43（3H,s）, 1.50（3H,s）, 1.60-2.10（2H,
m）, 2.13（2H,q,J=7.5Hz）, 2.24-2.40（1H,m）, 2.60-3.20（6H,s）, 3.35（2H,q,J=5.
3Hz）, 5.39（1H,br s）, 6.55（1H,d,J=7.6Hz）, 6.95（1H,d,J=7.6Hz）。
元素分析値：Ｃ18Ｈ25ＮＯ2として
計算値：Ｃ，75.22；Ｈ，8.77；Ｎ，4.87。
実測値：Ｃ，74.98；Ｈ，8.74；Ｎ，4.96。
【０２５７】
実施例３３　Ｎ－［２－（４－ブロモ－２－メチル－１，６，７，８－テトラヒドロ－２
Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
実施例３１と同様の方法により、Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシ－７－アリル
インダン－１－イル）エチル］プロピオンアミドから表題化合物を得た（収率６５％）。
融点１３１-１３３℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.15（3H,t,J=7.6Hz）, 1.46-2.40（9H,m）, 2.60-3.40(7H,m)
 , 4.90-5.03(1H,m) , 5.42（1H,br s）, 7.11（1H,s）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ22ＢｒＮＯ2として
計算値：Ｃ，57.96；Ｈ，6.29；Ｎ，3.98；Ｂｒ，22.68。
実測値：Ｃ，58.08；Ｈ，6.28；Ｎ，4.07；Ｂｒ，22.80。
【０２５８】
実施例３４　Ｎ－［２－（４－ブロモ－２－ヒドロキシメチル－２－メチル－１，６，７
，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピ
オンアミド
Ｎ－［２－（５－ブロモ－６－ヒドロキシ－７－（２－メチル－２－プロペニル）インダ
ン－１－イル）エチル］プロピオンアミド（５５０ｍｇ、１．５ｍｍｏｌ）のジクロロメ
タン（５ｍＬ）溶液を氷冷して、トリエチルアミン（０．２ｍＬ、１．５ｍｍｏｌ）およ
びｍ－クロロ過安息香酸（１．０ｇ、４．１ｍｍｏｌ）を加え、反応液を室温で２時間撹
拌した。反応液をチオ硫酸ナトリウム水溶液に注いで、有機物を酢酸エチルで抽出した。
抽出液を１規定塩酸、飽和重曹水溶液で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減
圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をジクロロメタン（５ｍＬ）に溶解させ、トリエチ
ルアミン（１ｍＬ）を加えて室温で２時間撹拌した。減圧下で溶媒を留去し、得られた残
渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（クロロホルム：メタノール＝１０：１）で精
製して、表題化合物（収量４２０ｍｇ、収率７３％）を得た。
油状物。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ : 1.00-1.20（3H,m）, 1.50-2.40（10H,m）, 2.60-3.81（9H,m）
, 5.50（1H,br s）, 7.11（1H,s）。
元素分析値：Ｃ18Ｈ24ＢｒＮＯ3・０．５Ｈ2Ｏとして
計算値：Ｃ，55.25；Ｈ，6.44；Ｎ，3.58；Ｂｒ，20.42。
実測値：Ｃ，55.58；Ｈ，6.46；Ｎ，3.58；Ｂｒ，20.28。
【０２５９】
実施例３５　Ｎ－［２－（２－メチル－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ
［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオンアミド
参考例３５と同様の方法により、Ｎ－［２－（４－ブロモ－２－メチル－１，６，７，８
－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチル］プロピオン
アミドから表題化合物を得た（収率７６％）。
融点６８-７２℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.14（3H,t,J=7.2Hz），1.43（1.2H,d,J=6.2Hz），1.50(1.8H,d
,J=6.2Hz) , 1.60-2.40（6H,m），2.60-3.40（7H,m），4.80-5.00（1H,m），5.30-5.45（
1H,m），6.58（1H,d,J=8.0Hz），6.95（1H,d,J=8.0Hz）。
元素分析値：Ｃ17Ｈ23ＮＯ2として
計算値：Ｃ，74.69；Ｈ，8.48；Ｎ，5.12。
実測値：Ｃ，74.62；Ｈ，8.55；Ｎ，5.24。
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実施例３６　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロ－２－オキソインデノ
［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
塩酸１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（３７２．０ｍｇ
、１．９ｍｍｏｌ）および１－ヒドロキシベンゾトリアゾール一水和物（２５７ｍｇ、１
．７ｍｍｏｌ）をＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（２.５ｍＬ）溶液に懸濁させ、氷冷下
でプロピオン酸（０.１１ｍＬ、１．４ｍｍｏｌ）を加えた。この反応液を室温で１時間
攪拌した後、再び氷冷して９－（２－アミノエチル）－１，７，８，９－テトラヒドロイ
ンデノ［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－２（３Ｈ）－オン（３００ｍｇ、１．３ｍ
ｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１.５ｍＬ）溶液を滴下した。氷冷下で１時
間撹拌後、反応液を水に注いで有機物を酢酸エチルで抽出した。抽出液を無水硫酸マグネ
シウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィ－（クロロホルム：メタノール＝１０：１）で精製して、表題化合物（収量２５３
.０ｍｇ、収率８８％）を得た。
融点２１６－２１９℃（酢酸エチル／メタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.18（3H,d,J=7.5Hz）, 1.50-2.00（3H,m）, 2.10-2.30（3H,m
）, 2.70-3.10（2H,m）, 3.30-3.50（3H,m）, 4.59（2H,s）, 5.97（1H,br s）, 6.81（2
H,s）, 9.77（1H,br s）。
【０２６０】
実施例３７　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロ－２－オキソインデノ
［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－９－イル）エチル］ブチルアミド
実施例３６と同様の方法により、９－（２－アミノエチル）－１，７，８，９－テトラヒ
ドロインデノ［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－２（３Ｈ）－オンおよび酪酸から表
題化合物を得た（収率６４％）。
融点２０９－２１２℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.95（3H,t,J=7.3Hz）, 1.50－2.00（5H,m）, 2.10－2.30（3H,
m），2.70－3.10（2H,m）, 3.20－3.50（3H,m）, 4.58（2H,s）, 5.93（1H,br s）, 6.80
（2H,s）, 9.72（1H,br s）。
実施例３８　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロインデノ［５，４－ｂ
］［１，４］オキサジン－９－イル）エチル］プロピオンアミド
９－（２－アミノエチル）－１，７，８，９－テトラヒドロインデノ［５，４－ｂ］［１
，４］オキサジン－２（３Ｈ）－オン（１．２ｇ、５．３ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラ
ン（３０ｍＬ）溶液を氷冷して、水素化リチウムアルミニウム（０．８ｇ、２１．４ｍｍ
ｏｌ）を加え、アルゴン雰囲気下で１８時間加熱還流した。冷却後に水（０.８ｍＬ）、
１５％水酸化ナトリウム水溶液（０.８ｍＬ）および水（２.４ｍＬ）を順次加え、室温で
３０分間撹拌した。不溶物を濾別し、減圧下で濾液を濃縮した。以後は実施例３６と同様
の方法により、得られた２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロインデノ［５，４
－ｂ］［１，４］オキサジン－９－イル）エチルアミンとプロピオン酸から表題化合物を
得た（収量２５０ｍｇ、収率５１％）。
融点８０－８３℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.11（3H,t,J=7.5Hz）, 1.50-2.30（6H,m）, 2.60-3.20（3H,m
）, 3.32（2H,q,J=6.7Hz），3.43（2H,t,J=4.4Hz）, 3.85（1H,br s）, 4.20（2H,t,J=4.
4Hz）, 5.84（1H,br s）, 6.50（1H,d,J=8.0Hz）, 6.62（1H,d,J=8.0Hz）。
【０２６１】
実施例３９　Ｎ－［２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロインデノ［５，４－ｂ
］［１，４］オキサジン－９－イル）エチル］ブチルアミド
実施例３８と同様の方法により、９－（２－アミノエチル）－１，７，８，９－テトラヒ
ドロインデノ［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－２（３Ｈ）－オンおよび酪酸から表
題化合物を得た（収率６１％）。
融点１１５－１１８℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.93（3H,t,J=7.3Hz）, 1.50-2.30（8H, m）, 2.60-3.20（3H,m
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）, 3.32（2H,q,J=6.7Hz), 3.45（2H,t,J=4.4Hz）, 3.80（1H,br s）, 4.22（2H,t,J=4.4
Hz）, 5.54（1H,br s）, 6.52（1H,d,J=8.0Hz）, 6.63（1H,d,J=8.0Hz）。
実施例４０　Ｎ－［２－（６－ホルミル－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［
３，２－ｅ］インドール－８－イル）エチル］プロピオンアミド
Ｎ－［２－［１－ホルミル－２，３－ジヒドロ－５－ヒドロキシ－４－（２－ヒドロキシ
エチル）インドール－３－イル］エチル］プロピオンアミド（０．８ｇ、２．６１ｍｍｏ
ｌ）のピリジン（１０ｍＬ）溶液を氷冷して－１０℃程度に保ちながら、メタンスルホニ
ルクロリド（０．２ｍＬ、２．６１ｍｍｏｌ）を滴下した。反応液を－１０℃～－５℃の
範囲で２０分間攪拌した。さらにメタンスルホニルクロリド（０．１ｍＬ、１．３ｍｍｏ
ｌ）を反応液に滴下して、－１０℃～－５℃の範囲でさらに１５分間攪拌した。反応液に
酢酸エチル（１０ｍＬ）および飽和重曹水（１０ｍＬ）を徐々に加え、室温に戻して３０
分間撹拌した。有機物を酢酸エチルで抽出し、これを２Ｎ塩酸および水で洗浄した後、無
水硫酸マグネシウムで乾燥し減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラム
クロマトグラフィー（クロロホルム：メタノール＝９：１）で精製して、表題化合物（収
量０．２５ｇ、収率３３％）を得た。
融点１３９－１４１℃（酢酸エチルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：1.15（3H,t,J=7.6Hz），1.62-2.11（2H,m），2.19（2H,q,J=7.
6Hz），3.01-3.50（5H,m），3.70-3.95（1H,m），4.07-4.30（1H,m），4.48-4.71（2H,m
），5.70（1H,br s），6.63，6.65（1H,d×2,J=8.4Hz），6.92，7.87（1H,d×2,J=8.4Hz
），8.43，8.80（1H,s×2）。
元素分析値：Ｃ16Ｈ20Ｎ2Ｏ3として
計算値：Ｃ，66.65；Ｈ，6.99；Ｎ，9.72。
実測値：Ｃ，66.43；Ｈ，7.01；Ｎ，9.73。
【０２６２】
実施例４１　Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］イ
ンドール－８－イル）エチル］プロピオンアミド
1）Ｎ－［２－（６－ホルミル－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－
ｅ］インドール－８－イル）エチル］プロピオンアミド（０．１８ｇ、０．６２ｍｍｏｌ
）のエタノール（５ｍＬ）溶液に、飽和塩化水素／エタノール溶液（１５ｍＬ）を加え、
８０℃で１．５時間加熱攪拌した。反応液を冷却後、減圧下で溶媒を留去することにより
表題化合物の塩酸塩（アモルファス）を得た。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：1.01（3H,t,J=7.5Hz），1.54-1.76（1H,m），1.88-2.10（1
H,m），2.08（2H,q,J=7.5Hz），3.00-3.95（7H,m），4.61（2H,q,J=8.1Hz），6.76（1H,d
,J=8.4Hz），7.16（1H,d,J=8.4Hz），7.98（1H,br s），11.23（1H,br s）。
2）得られた化合物を飽和重曹水に加え、有機物を１０％メタノール／クロロホルムで抽
出した。抽出液を飽和食塩水および水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し減圧
下で溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（クロロホル
ム：メタノール＝９：１）で精製し、さらに酢酸エチル／ヘキサンから再結晶して表題化
合物（収量９７ｍｇ、収率６０％）を得た。融点９６－９８℃（酢酸エチル／ヘキサンか
ら再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.12（3H,t,J=7.6Hz），1.70-2.06（2H,m），2.15（2H,q,J=7.6
Hz），2.99-3.50（6H,m），3.68（1H,t,J=8.3Hz），4.40-4.63（2H,m），5.86（1H,br s
），6.44（1H,d,J=8.2Hz），6.52（1H,d,J=8.2Hz），1Hは隠れて見えない。
元素分析値：Ｃ15Ｈ20Ｎ2Ｏ2として
計算値：Ｃ，69.20；Ｈ，7.74；Ｎ，10.76。
実測値：Ｃ，68.80；Ｈ，7.48；Ｎ，10.73。
実施例４２　Ｎ－［２－（６－ホルミル－１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［
３，２－ｅ］インドール－８－イル）エチル］ブチルアミド
実施例４０と同様の方法により、Ｎ－［２－［１－ホルミル－２，３－ジヒドロ－５－ヒ
ドロキシ－４－（２－ヒドロキシエチル）インドール－３－イル］エチル］ブチルアミド
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アモルファス。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.94（3H,t,J=7.3Hz），1.30-1.80（4H,m），2.17（2H,t,J=7.3
Hz），2.82-3.60（5H,m），3.80-4.26（2H,m），4.40-4.60（2H,m），5.77（1H,br s），
6.61，6.63（1H,d×2,J=8.3Hz），6.92，7.96（1H,d×2,J=8.3Hz），8.40，8.78（1H,s×
2）。
【０２６３】
実施例４３　Ｎ－［２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］イ
ンドール－８－イル）エチル］ブチルアミド
実施例４１と同様の方法により、Ｎ－［２－（６－ホルミル－１，６，７，８－テトラヒ
ドロ－２Ｈ－フロ［３，２－ｅ］インドール－８－イル）エチル］ブチルアミドから表題
化合物を得た（収率６４％）。
アモルファス。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3 ）δ：0.93（3H,t,J=7.3Hz），1.50-1.90（4H,m），2.13（2H,t,J=7.
3Hz），3.00-3.50（6H,m），3.67（1H,m），4.40-4.60（2H,m），6.00（1H,br s），6.47
（1H,d,J=8.2Hz），6.55（1H,d,J=8.2Hz），1Hは隠れて見えない。
実施例４４　Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－
ｂ］フラン－８－イル）エチル］アセトアミド
実施例１４と同様の方法により、２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデ
ノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩および塩化アセチルから表題化
合物を得た（収率６９％）。
融点１５０－１５３℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.78（3H,s），2.96（2H,t,J=7.2Hz），3.42（2H,q,J=7.2Hz）
，3.53（2H,t,J=8.6Hz），3.70（2H,s），4.63（2H,t,J=8.6Hz），5.41（1H,br s），6.7
0（1H,d,J=7.9Hz），7.21(1H,d,J=7.9Hz)，7.26-7.50(5H,m)。実施例４５　Ｎ－［２－（
７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エ
チル］プロピオンアミド
実施例１と同様の方法により、２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ
［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩および無水プロピオン酸から表題
化合物を得た（収率６７％）。
融点１６６－１６８℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.02（3H,t,J=7.7Hz），2.01（2H,q,J=7.7Hz），2.96（2H,t,J=
7.3Hz），3.44（2H,q,J=7.3Hz），3.54（2H,t,J=8.6Hz），3.70（2H,s），4.63（2H,t,J=
8.6Hz），5.40（1H,br s），6.70（1H,d,J=8.1Hz），7.21(1H,d,J=8.1Hz)，7.26-7.50(5H
,m)。
実施例４６　Ｎ－［２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－
ｂ］フラン－８－イル）エチル］ブチルアミド
実施例１４と同様の方法により、２－（７－フェニル－１，６－ジヒドロ－２Ｈ－インデ
ノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩と塩化ブチリルから表題化合物
を得た（収率７１％）。
融点１７２－１７５℃（酢酸エチル／ヘキサンから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：0.86（3H,t,J=7.3Hz），1.40-1.62（2H,m），1.95（2H,t,J=7.3
Hz），2.96（2H,t,J=7.1Hz），3.44（2H,q,J=7.1Hz），3.54（2H,t,J=8.8Hz），3.70（2H
,s），4.63（2H,t,J=8.8Hz），5.41（1H,br s），6.70（1H,d,J=7.7Hz），7.21(1H,d,J=7
.7Hz)，7.26-7.50(5H,m)。
【０２６４】
〔表２〕に、実施例１９～４６で得られた化合物の構造式を示す。
【表２】
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【０２６５】
実施例４７　（Ｅ）－２－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［５，４－
ｂ］フラン－８－イリデン）エチルアミン
【化８８】
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参考例２７と同様の方法により、（Ｅ）－（１，６，７，８－テトラヒドロ－２Ｈ－イン
デノ［５，４－ｂ］フラン－８－イリデン）アセトニトリルから表題化合物を得た（収率
６５％）。
油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：2.61-2.78（2H, m）, 2.80-2.94（2H,m）, 3.20-3.38（4H,m), 
4.56（2H,t,J=8.8Hz）, 5.83（1H,m）, 6.60（1H,d,J=8.1Hz）, 6.99（1H,d,J=8.1Hz），
2H は隠れて見えない。
実施例４８　９－（２－アミノエチル）－１，７，８，９－テトラヒドロインデノ［５，
４－ｂ］［１，４］オキサジン－２（３Ｈ）－オン
【化８９】

（Ｅ）－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロ－２－オキソインデノ［５，４－ｂ］
［１，４］オキサジン－９－イリデン）アセトニトリル（３．０ｇ、１３．３ｍｍｏｌ）
およびラネーニッケル（１４.０ｇ）を飽和アンモニア／エタノール溶液（３００ｍＬ）
に懸濁させ、水素雰囲気下（５ｋｇｆ／ｃｍ2）、４０℃で６時間加熱攪拌した。冷却後
、ラネーニッケル触媒をろ去した後、減圧下で溶媒を留去した。オイル状残渣を２規定塩
酸に注ぎ、酢酸エチルで洗浄後、４規定水酸化ナトリウム水溶液で水層をｐＨ＝１０に調
整した。クロロホルム／メタノール（１０：１）混合溶媒で水層から有機物を抽出後、無
水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で溶媒を留去した。得られた残渣を酢酸エチル／イ
ソプロピルエーテルから再結晶して、表題化合物（収量１.９ｇ、収率６２％）を得た。
融点１２８－１３４℃（酢酸エチル／イソプロピルエーテルから再結晶）。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.40-1.90（6H,m）, 2.20-2.50（2H,m）, 2.70（1H,dd, J=8.0,
15.4Hz）, 2.90-3.00（2H,m）, 3.40（1H,q,J=7.9Hz）, 4.44（1H,d,J=15.0Hz）, 4.58（
1H,d,J=15.0Hz）, 6.75（1H,d,J=8.0Hz）, 6.79（1H,d,J=8.0Hz）。
【０２６６】
実施例４９　２－（１，２，３，７，８，９－ヘキサヒドロインデノ［５，４－ｂ］［１
，４］オキサジン－９－イル）エチルアミン
【化９０】

実施例３８と同様の方法により、９－（２－アミノエチル）－１，７，８，９－テトラヒ
ドロインデノ［５，４－ｂ］［１，４］オキサジン－２（３Ｈ）－オンから表題化合物を
得た（収率８０％）。油状。
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）δ：1.10-3.20（12H,m）, 3.41（2H,m）, 4.20（2H,m）, 6.49（1H,
d,J=8.0Hz）, 6.61（1H,d,J=8.0Hz）。
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実施例５０　２－（１，６－ジヒドロ－７－フェニル－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フ
ラン－８－イル）エチルアミン塩酸塩
【化９１】

（Ｅ）－（１，６，７，８－テトラヒドロ－７－フェニル－２Ｈ－インデノ［５，４－ｂ
］フラン－８－イリデン）アセトニトリルおよび（１，６－ジヒドロ－７－フェニル－２
Ｈ－インデノ［５，４－ｂ］フラン－８－イル）アセトニトリルの混合物（０．８１５ｍ
ｇ、２．９８ｍｍｏｌ）の飽和アンモニア／エタノール（２５０ｍＬ）溶液を、ラネーコ
バルト（２．８ｇ）と共に水素雰囲気下、室温、５ｋｇｆ／ｃｍ2 で６時間撹拌した。触
媒を濾過して得られた濾液を濃縮し、水で希釈した後、有機物を１０％メタノール／クロ
ロホルムで抽出した。抽出液を水洗、乾燥後濃縮した後、得られた残渣に飽和塩化水素／
エタノール溶液（２０ｍＬ）を加え、８０℃で１時間加熱撹拌した。反応液を冷却後、減
圧下で溶媒を留去してエタノールから再結晶することにより表題化合物（３９０ｍｇ、収
率４２％）を得た。
融点１６５－１６８℃（エタノールから再結晶）。
ＮＭＲ（ｄ6－ＤＭＳＯ）δ：2.87-3.14（4H,m），3.51（2H,t,J=8.4Hz），3.72（2H,s）
，4.58（2H,t,J=8.4Hz），6.63（1H,d,J=7.9Hz），7.19（1H,d,J=7.9Hz），7.30-7.58（5
H,m），8.33(2H,br s)。
【０２６７】
製剤例１
(１)実施例１で得られた化合物　　　　１０．０g
(２)乳糖　　　　　　　　　　　　　　６０．０g
(３)コーンスターチ　　　　　　　　　３５．０g
(４)ゼラチン　　　　　　　　　　　　　３．０g
(５)ステアリン酸マグネシウム　　　　　２．０g
実施例１で得られた化合物１０.０gと乳糖６０.０gおよびコーンスターチ３５.０gの混合
物を１０重量％ゼラチン水溶液３０ml（ゼラチンとして３.０g）を用い、１mmメッシュの
篩を通して顆粒化した後、４０℃で乾燥し再び篩過した。得られた顆粒をステアリン酸マ
グネシウム２.０gと混合し、圧縮した。得られた中心錠を、蔗糖、二酸化チタン、タルク
およびアラビアゴムの水懸濁液による糖衣でコーティングした。コーティングが施された
錠剤をミツロウで艶出して１０００錠のコート錠を得た。
【０２６８】
製剤例２
(１)実施例１で得られた化合物　　　　１０．０g
(２)乳糖　　　　　　　　　　　　　　７０．０g
(３)コーンスターチ　　　　　　　　　５０．０g
(４)可溶性デンプン　　　　　　　　　　７．０g
(５)ステアリン酸マグネシウム　　　　　３．０g
実施例１で得られた化合物１０.０gとステアリン酸マグネシウム３.０gを可溶性デンプン
の水溶液７０ml（可溶性デンプンとして７.０g）で顆粒化した後、乾燥し、乳糖７０.０g
およびコーンスターチ５０.０gと混合した。混合物を圧縮して１０００錠の錠剤を得た。
【０２６９】
製剤例３
(１)実施例１９で得られた化合物　　　　１．０g
(２)乳糖　　　　　　　　　　　　　　６０．０g
(３)コーンスターチ　　　　　　　　　３５．０g
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(４)ゼラチン　　　　　　　　　　　　　３．０g
(５)ステアリン酸マグネシウム　　　　　２．０g
実施例１９で得られた化合物１.０gと乳糖６０.０gおよびコーンスターチ３５.０gの混合
物を１０重量％ゼラチン水溶液３０ml（ゼラチンとして３.０g）を用い、１mmメッシュの
篩を通して顆粒化した後、４０℃で乾燥し再び篩過した。得られた顆粒をステアリン酸マ
グネシウム２.０gと混合し、圧縮した。得られた中心錠を、蔗糖、二酸化チタン、タルク
およびアラビアゴムの水懸濁液による糖衣でコーティングした。コーティングが施された
錠剤をミツロウで艶出して１０００錠のコート錠を得た。
【０２７０】
実験例１　２－〔125Ｉ〕ヨードメラトニン結合の阻害作用
生後７日のヒヨコ（白色レグホン）より前脳を摘出し、氷冷したアッセイ緩衝液（５０m
Ｍ　トリス－ＨＣl，pＨ７.７，２５℃）でホモジネートを調製し、４４,０００× g、１
０分間の遠心により沈渣を得た。これを同緩衝液で１回洗浄した後に０.３－０.４mg　タ
ンパク／mLとなるようにアッセイ緩衝液でホモジナイズして膜サンプルとした。試験管に
薬液、膜サンプル、リガンド（８０pＭ　２－〔125Ｉ〕ヨードメラトニン、約１００,０
００dpm）を全量０.５mlで混合し、２５℃、９０分間インキュベートした。氷冷したアッ
セイ緩衝液３mLを加えて直ちにワットマン（Whatman）ＧＦ／Ｂ上に吸引濾過し、フィル
ターはさらに氷冷したアッセイ緩衝液３mLで２回洗った後にγ－カウンターで放射活性を
測定した。１０μＭメラトニン存在下の結合をノンスペシフィックバインディングとして
差し引いた値をスペシフィックバインディングとした。５０％阻害濃度（ＩＣ50）をログ
プロビット（log－probit）法により算出し、その結果を〔表３〕に示す。
【０２７１】
【表３】
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〔表３〕の結果から、本発明の化合物（I）は、優れたメラトニン受容体作動活性を有す
ることがわかる。
【０２７２】
【発明の効果】
本発明の化合物（Ｉ）またはその塩は、メラトニン受容体に対する優れた親和性を示すの
で、生体内におけるメラトニンの作用と関連した疾患の臨床上有用な予防・治療剤を提供
することができる。また、本発明の化合物（Ｉ）またはその塩は体内動態にも優れ、さら
に水溶性も優れている。
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