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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式
【化１】

［式中、
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ＸはＮ、ＣＨであり、そしてＸが二重結合を有する場合にはそれはＣであり、
Ｒ1は－ＯＲ5、－ＮＨ－ＳＯ2Ｒ

6であり、
Ｒ2は水素であり、そしてＸがＣまたはＣＨである場合にはＲ2はまたＣ1-6アルキルであ
ることもでき、
Ｒ3は水素、Ｃ1-6アルキル、Ｃ1-6アルコキシＣ1-6アルキル、またはＣ3-7シクロアルキ
ルであり、
Ｒ4は置換されていないかまたは各々がＣ1-6アルキル、Ｃ1-6アルコキシ、ヒドロキシ、
ハロ、ポリハロＣ1-6アルキル、ポリハロＣ1-6アルコキシ、アミノ、モノ－もしくはジＣ

1-6アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ1-6アルキルアミノカルボニル、Ｃ1-6アルキル
カルボニル－アミノ、アリール、およびＨｅｔから独立して選択される１、２もしくは３
個の置換基で置換されていてもよいイソキノリニルであり、
ｎは３、４、５、または６であり、
ここで各々の点線（－－－－－により表示される）は場合により存在する二重結合を表わ
し、
Ｒ5は水素、アリール、Ｈｅｔ、置換されていないかまたはＣ1-6アルキルで置換されてい
てもよいＣ3-7シクロアルキル、または置換されていないかまたはＣ3-7シクロアルキル、
アリールもしくはＨｅｔで置換されていてもよいＣ1-6アルキルであり、
Ｒ6はアリール、Ｈｅｔ、置換されていないかまたはＣ1-6アルキルで置換されていてもよ
いＣ3-7シクロアルキル、または置換されていないかまたはＣ3-7シクロアルキル、アリー
ルもしくはＨｅｔで置換されていてもよいＣ1-6アルキルであり、
基または基の一部としての各アリールは置換されていないかまたはハロ、ヒドロキシ、ニ
トロ、シアノ、カルボキシル、Ｃ1-6アルキル、Ｃ1-6アルコキシ、Ｃ1-6アルコキシＣ1-6

アルキル、Ｃ1-6アルキルカルボニル、アミノ、モノ－もしくはジＣ1-6アルキルアミノ、
アジド、メルカプト、ポリハロＣ1-6アルキル、ポリハロＣ1-6アルコキシ、シクロプロピ
ル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ1-6アルキルピペラジニル、４
－Ｃ1-6アルキルカルボニルピペラジニル、およびモルホリニルから選択される１、２も
しくは３個の置換基で置換されていてもよいフェニルであり、そしてここでモルホリニル
およびピペリジニル基は置換されていないかまたは１もしくは２個のＣ1-6アルキル基で
置換されていてもよく、
そして
基または基の一部としての各Ｈｅｔは各々が窒素、酸素および硫黄から独立して選択され
る１～４個のヘテロ原子を含有しそして置換されていないかまたは各々がハロ、ヒドロキ
シ、ニトロ、シアノ、カルボキシル、Ｃ1-6アルキル、Ｃ1-6アルコキシ、Ｃ1-6アルコキ
シＣ1-6アルキル、Ｃ1-6アルキルカルボニル、アミノ、モノ－もしくはジＣ1-6アルキル
アミノ、アジド、メルカプト、ポリハロＣ1-6アルキル、ポリハロＣ1-6アルコキシ、Ｃ3-

7シクロアルキル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ1-6アルキル－ピ
ペラジニル、４－Ｃ1-6アルキルカルボニル－ピペラジニル、およびモルホリニルよりな
る群から独立して選択される１、２もしくは３個の置換基で置換されていてもよくそして
ここでモルホリニルおよびピペリジニル基は置換されていないかまたは１もしくは２個の
Ｃ1-6アルキル基で置換されていてもよい５もしくは６員の飽和、部分的不飽和または完
全不飽和の複素環式環である］
を有する化合物、そのＮ－オキシド、塩、または立体異性体。
【請求項２】
　化合物が式（Ｉ－ｃ）、（Ｉ－ｄ）、または（Ｉ－ｅ）：
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【化２】

を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　Ｒ4が
【化３】

であり、
ここで各々のＲ4bおよびＲ4b'は、独立して、水素、Ｃ1-6アルキル、Ｃ1-6アルコキシ、
モノ－もしくはジＣ1-6アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ1-6アルキルアミノカルボニ
ル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチル、アリール、またはＨｅｔであり、そして
Ｒ4dおよびＲ4d'は独立して水素、Ｃ1-6アルキル、Ｃ1-6アルコキシ、またはハロである
、
請求項１～２のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項４】



(4) JP 5171624 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

　Ｒ4が
【化４】

であり、
ここでＲ4aは以下の部分
【化５】

から選択され、
ここでＲ4cは、各々独立して、水素、ハロ、Ｃ1-6アルキル、アミノ、またはモノ－もし
くはジ－Ｃ1-6アルキルアミノ、モルホリニル、ピペリジニル、ピロリジニル、ピペラジ
ニル、４－Ｃ1-6アルキル－ピペラジニルであり、そして
Ｒ4bは水素、ハロ、またはトリフルオロメチルである、
請求項１～２のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項５】
ａ）　Ｒ1が－ＯＲ5であり、ここでＲ5はＣ1-6アルキルまたは水素であり、或いは
ｂ）　Ｒ1が－ＮＨＳ（＝Ｏ）2Ｒ

6であり、ここでＲ6はメチル、シクロプロピル、メチル
シクロプロピル、またはフェニルである、
請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項６】
　Ｒ3が水素またはＣ1-6アルキルである請求項１～５のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項７】
　ｎが４または５である請求項１～６のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項８】
　Ｎ－オキシド、または塩以外である請求項１～７のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項９】
（ａ）　請求項１～７のいずれか１項で定義された化合物またはその製薬学的に許容可能
な塩、および
（ｂ）　リトナビル（ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）、またはその製薬学的に許容可能な塩
を含んでなる組み合わせ物。
【請求項１０】
　担体、および活性成分としての抗－ウイルス的に有効な量の請求項１～７のいずれか１
項に記載の化合物または請求項９に記載の組み合わせ物を含んでなる製薬学的組成物。
【請求項１１】
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　薬品としての使用のための、請求項１～７のいずれか１項に記載の化合物または請求項
９に記載の組み合わせ物。
【請求項１２】
　ＨＣＶ複製を阻害する薬品の製造のための、請求項１～７のいずれか１項に記載の化合
物または請求項９に記載の組み合わせ物の使用。
【請求項１３】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の化合物を有効成分として含有するＨＣＶ複製阻害
剤。
【請求項１４】
（ａ）　請求項１～７のいずれか１項で定義された化合物またはその製薬学的に許容可能
な塩の有効量、および
（ｂ）　リトナビル（ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）またはその製薬学的に許容可能な塩の有効量
の組み合わせよりなるＨＣＶ複製阻害剤。
【請求項１５】
（ａ）　以下の反応スキーム：
【化６】

に概略記述されているとおり、大員環への環化と同時に、Ｃ７およびＣ８の間に二重結合
を形成せしめることにより、式（Ｉ－ｉ）の化合物であるＣ７およびＣ８の間の結合が二
重結合である式（Ｉ）の化合物を製造し、
（ｂ）　式（Ｉ－ｊ）の化合物内のＣ７－Ｃ８二重結合の還元により、式（Ｉ－ｉ）の化
合物を大員環内のＣ７およびＣ８の間の結合が単結合である式（Ｉ）の化合物、すなわち
（Ｉ－ｊ）の化合物：
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【化７】

に転化し、
（ｃ）Ｇが基
【化８】

を表す以下の反応スキーム：
【化９】

に概略記述されているとおり、中間体（２ａ）およびスルホニルアミン（２ｂ）の間にア
ミド結合を形成せしめることにより、式（Ｉ－ｋ－１）で表示されるＲ1が－ＮＨＳＯ2Ｒ
6を表わす式（Ｉ）の化合物を製造するか、或いは中間体（２ａ）およびアルコール（２
ｃ）の間にエステル結合を形成せしめることにより、Ｒ1が－ＯＲ5を表わす式（Ｉ）の化
合物、すなわち化合物（Ｉ－ｋ－２）、を製造し、
（ｄ）　ＰＧが窒素保護基を表わす対応する窒素－保護された中間体（３ａ）から（Ｉ－
１）で表示されるＲ3が水素である式（Ｉ）の化合物を製造し：
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【化１０】

（ｅ）以下の反応スキーム：

【化１１】

に概略記述されているとおり、中間体（４ａ）を中間体（４ｂ）と反応させ、ここで（４
ａ）におけるＹはヒドロキシまたは脱離基であり、この反応はＹが脱離基である場合には
Ｏ－アリール化反応であり、またはＹがヒドロキシである場合にはミツノブ反応であり、
或いは
（ｆ）式（Ｉ）の化合物の遊離形態を酸または塩基と反応させることにより塩形態を製造
する
ことを含んでなる請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＣ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）の複製に対する阻害活性を有する大環状化合物に
関する。それはさらに活性成分としてこれらの化合物を含んでなる組成物並びにこれらの
化合物および組成物の製造方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｃ型肝炎ウイルスは世界的に慢性肝臓疾病の主な原因でありそして重要な医学的研究の
目標となってきた。ＨＣＶはヘパシウイルス（ｈｅｐａｃｉｖｉｒｕｓ）属内のフラビビ
リダエ（Ｆｌａｖｉｖｉｒｉｄａｅ）科のウイルスの１員であり、そして人間の疾病に関
わる多くのウイルス、例えばデング熱ウイルスおよび黄熱ウイルス、を包含するフラビウ
イルス（ｆｌａｖｉｖｉｒｕｓ）属並びに牛ウイルス性下痢ウイルス（ＢＶＤＶ）を包含
する動物ペスチウイルス（ｐｅｓｔｉｖｉｒｕｓ）科と非常に関係がある。ＨＣＶは約９
，６００個の塩基のゲノムを有するポジティブ・センス（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ｓｅｎｓｅ
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）の一本鎖ＲＮＡウイルスである。ゲノムはＲＮＡ二次構造を選ぶ５’および３’の両方
の未翻訳領域並びに約３，０１０－３，０３０個のアミノ酸の単一ポリ蛋白質をコードす
る中央開放読み取り枠を含んでなる。ポリ蛋白質は１０種の遺伝子生成物をコードし、そ
れらは前駆体ポリ蛋白質から調整された一連の宿主およびウイルスプロテアーゼの両者に
より介在される翻訳時および後の細胞内蛋白質分解により作成される。ウイルス性構造蛋
白質は、芯ヌクレオカプシド蛋白質並びに２種の包装糖蛋白質であるＥ１およびＥ２を包
含する。非－構造（ＮＳ）蛋白質はある種の必須ウイルス性酵素機能（ヘリケース、ポリ
メラーゼ、プロテアーゼ）並びに未知機能の蛋白質をコードする。ウイルス性ゲノムの複
製は非－構造蛋白質５ｂ（ＮＳ５Ｂ）によりコードされるＲＮＡ－依存性ＲＮＡポリメラ
ーゼにより介在される。ポリメラーゼの他に、両者とも二官能性ＮＳ３蛋白質内でコード
されるウイルス性ヘリケースおよびプロテアーゼ機能がＨＣＶ　ＲＮＡの複製に必須であ
ることが示された。ＮＳ３セリンプロテアーゼの他に、ＨＣＶはＮＳ２領域内でメタロプ
ロテイナーゼもコードする。
【０００３】
　最初の急性感染後に、ＨＣＶは肝細胞内で優先的に複製するが直接的に細胞変性しない
ため感染者の大多数が慢性肝炎に進行する。特に、激しいＴ－リンパ球応答の不足および
ウイルスが突然変異する高い傾向が高い割合の慢性感染症を促進させるようである。慢性
肝炎は肝臓線維症に進行して、肝硬変、末期肝臓疾病、およびＨＣＣ（肝細胞癌）をもた
らし、それが肝臓移植の主な原因となる。
【０００４】
　６種の主なＨＣＶ表現型および５０より多い亜型があり、それらは地理的に異なって分
布される。１型ＨＣＶは欧州および米国において優勢な表現型である。ＨＣＶの広範囲に
わたる遺伝的異種性は重要な診断および臨床的な意味を有しており、多分ワクチン開発に
おける難しさおよび治療に対する無応答の理由であろう。
【０００５】
　ＨＣＶの伝達は、例えば輸血および静脈内薬品使用後の、汚染された血液または血液製
品との接触により生じうる。血液スクリーニングで使用される診断試験の導入が輸血後Ｈ
ＣＶ発生における下方傾向をもたらしてきた。しかしながら、末期肝臓疾病へのゆっくり
した進行を仮定すると、現存する感染数は数十年間にわたり重大な医学的および経済的な
負荷となるであろう。
【０００６】
　最近のＨＣＶ療法はリバビリン（ｒｉｂａｖｉｒｉｎ）と組み合わせた（ペグ化された
）インターフェロン－アルファ（ＩＦＮ－α）に基づく。この組み合わせ療法は表現型１
ウイルスによる感染患者の４０％より多く並びに表現型２および３による感染患者の約８
０％において持続するウイルス学的応答を生ずる。１型ＨＣＶに対する限定された効力の
他に、この組み合わせ療法は有意な副作用を有しそして多くの患者における耐性は劣悪で
ある。主な副作用はインフルエンザ類似徴候、血液学的異常、および神経精神医学的徴候
を包含する。従って、より有効であり、簡便であり且つより良好な耐性のある処置に関す
る要望がある。
【０００７】
　最近、２種のペプチド擬似ＨＣＶプロテアーゼ阻害剤、すなわち特許文献１に開示され
たＢＩＬＮ－２０６１および特許文献２に開示されたＶＸ－９５０、が臨床候補として注
目を得ている、多くの同様なＨＣＶプロテアーゼ阻害剤も学術および特許文献に開示され
てきた。ＢＩＬＮ－２０６１またはＶＸ－９５０の持続投与がいわゆる薬品逃避突然変異
体であるそれぞれの薬品に対して耐性の突然変異体を選択することはすでに明らかになっ
てきた。これらの薬品逃避突然変異体はＨＣＶプロテアーゼゲノムにおける特徴的な突然
変異、特にＤ１６８Ｖ、Ｄ１６８Ａおよび／またはＡ１５６Ｓ、を有する。従って、異な
る耐性パターンを有する別の薬品が処置選択肢で失敗している患者に提供されることが求
められており、そして複数薬品による組み合わせ療法は第一系統処置に関しても将来的に
一般標準となるようである。
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【０００８】
　ＨＩＶ薬品および特にＨＩＶプロテアーゼ阻害剤を用いる経験が、次善の薬物動力学お
よび複合薬用量処方が不注意によるコンプライアンス不足を急速にもたらすことをさらに
強調した。これは一方では、ＨＩＶ処方における各薬品に関する２４時間トロフ（ｔｒｏ
ｕｇｈ）濃度（最少血漿濃度）がしばしばその日の大部分にわたりＩＣ９０またはＥＤ９

０しきい値以下に低下することを意味する。少なくともＩＣ５０の基準、そしてより現実
的には、ＩＣ９０またはＥＤ９０、の２４時間トロフレベルが薬品逃避突然変異体の発生
を遅らせるために必須であると考えられる。そのようなトロフレベルを可能にするために
必要な薬物動力学および薬品代謝の達成が薬品設計に関する緊急の課題である。複数のペ
プチド結合を有する先行技術のＨＣＶプロテアーゼ阻害剤の強いペプチド擬似性質が有効
な薬用量処方に対する薬物動力学的障害となる。
【０００９】
　最新のＨＣＶ療法の欠点、例えば副作用、限定される有効性、耐性の発生、およびコン
プライアンス不足、を克服しうるＨＣＶ阻害剤に関する要望がある。
【００１０】
　特許文献３はＨＣＶの大環状イソキノリンペプチド阻害剤に関する。化合物を含んでな
る組成物およびＨＣＶを阻害するための化合物の使用方法も開示されている。
【００１１】
　特許文献４はアザ－ペプチド大環状Ｃ型肝炎セリンプロテアーゼ阻害剤、ＨＣＶ感染症
に罹っている被験体に対する投与のための上記化合物を含んでなる製薬学的組成物、およ
び本発明の化合物を含んでなる製薬学的組成物を投与することによる被験体におけるＨＣ
Ｖ感染症を処置する方法を開示している。
【００１２】
【特許文献１】国際公開第００／５９９２９号パンフレット
【特許文献２】国際公開第０３／８７０９２号パンフレット
【特許文献３】国際公開第０４／０９４４５２号パンフレット
【特許文献４】国際公開第０５／０１００２９号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、以下の薬理学的に関連する性質、すなわち、効力、低下した細胞毒性、改良
された薬物動力学、改良された耐性特徴、許容可能な薬用量および丸剤負担、の１つもし
くはそれ以上において優れているＨＣＶ阻害剤に関する。
【００１４】
　さらに、本発明の化合物は比較的低い分子量を有しそして市販されているかまたは当該
技術で既知の合成工程により容易に入手可能である出発物質から出発して容易に合成され
る。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、式（Ｉ）：
【００１６】
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【化１】

【００１７】
［式中、
ＸはＮ、ＣＨであり、そしてＸが二重結合を有する場合にはそれはＣであり、
Ｒ１は－ＯＲ５、－ＮＨ－ＳＯ２Ｒ６であり、
Ｒ２は水素であり、そしてＸがＣまたはＣＨである場合にはＲ２はまたＣ１－６アルキル
であることもでき、
Ｒ３は水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシＣ１－６アルキル、またはＣ３－７

シクロアルキルであり、
Ｒ４は場合により各々がＣ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、ヒドロキシ、ハロ、ポ
リハロＣ１－６アルキル、ポリハロＣ１－６アルコキシ、アミノ、モノ－もしくはジＣ１

－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノカルボニル、Ｃ１－６ア
ルキルカルボニル－アミノ、アリール、およびＨｅｔから独立して選択される１、２もし
くは３個の置換基で置換されていてもよいイソキノリニルであり、
ｎは３、４、５、または６であり、
ここで各々の点線（－－－－－により表示される）は場合により存在する二重結合を表わ
し、
Ｒ５は水素、アリール、Ｈｅｔ、場合によりＣ１－６アルキルで置換されていてもよいＣ

３－７シクロアルキル、または場合によりＣ３－７シクロアルキル、アリールもしくはＨ
ｅｔで置換されていてもよいＣ１－６アルキルであり、
Ｒ６はアリール、Ｈｅｔ、場合によりＣ１－６アルキルで置換されていてもよいＣ３－７

シクロアルキル、または場合によりＣ３－７シクロアルキル、アリールもしくはＨｅｔで
置換されていてもよいＣ１－６アルキルであり、
基または基の一部としての各々のアリールは場合によりハロ、ヒドロキシ、ニトロ、シア
ノ、カルボキシル、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６アルコキシＣ１－

６アルキル、Ｃ１－６アルキルカルボニル、アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキル
アミノ、アジド、メルカプト、ポリハロＣ１－６アルキル、ポリハロＣ１－６アルコキシ
、Ｃ３－７シクロアルキル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ１－６

アルキルピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルカルボニルピペラジニル、およびモルホリ
ニルから選択される１、２もしくは３個の置換基で置換されていてもよいフェニルであり
、そしてここでモルホリニルおよびピペリジニル基は場合により１もしくは２個のＣ１－

６アルキル基で置換されていてもよく、
そして
基または基の一部としての各々のＨｅｔは各々が窒素、酸素および硫黄から独立して選択
される１～４個のヘテロ原子を含有し、場合により各々がハロ、ヒドロキシ、ニトロ、シ
アノ、カルボキシル、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６アルコキシＣ１

－６アルキル、Ｃ１－６アルキルカルボニル、アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキ
ルアミノ、アジド、メルカプト、ポリハロＣ１－６アルキル、ポリハロＣ１－６アルコキ
シ、Ｃ３－７シクロアルキル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ１－

６アルキル－ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルカルボニル－ピペラジニル、およびモ



(11) JP 5171624 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

ルホリニルよりなる群から独立して選択される１、２もしくは３個の置換基で置換されて
いてもよくそしてここでモルホリニルおよびピペリジニル基は場合により１もしくは２個
のＣ１－６アルキル基で置換されていてもよい５もしくは６員の飽和、部分的不飽和また
は完全不飽和の複素環式環である］
に表すことができるＨＣＶ複製の阻害剤、並びにそれらのＮ－オキシド類、塩類、および
立体異性体に関する。
【００１８】
　本発明はさらに、式（Ｉ）の化合物、それらのＮ－オキシド類、付加塩類、第四級アミ
ン類、金属錯体、および立体化学的異性体形態の製造方法、それらの中間体、並びに式（
Ｉ）の化合物の製造における中間体の使用にも関する。
【００１９】
　本発明は、薬品としての使用のための式（Ｉ）の化合物自体、それらのＮ－オキシド類
、付加塩類、第四級アミン類、金属錯体、および立体化学的異性体形態に関する。本発明
はさらに、ＨＣＶ感染症に罹っている被験体に対する投与のための上記化合物を含んでな
る製薬学的組成物にも関する。製薬学的組成物は上記化合物と他の抗－ＨＣＶ剤との組み
合わせを含んでなりうる。
【００２０】
　本発明はまた、ＨＣＶ複製を阻害する薬品の製造のための式（Ｉ）の化合物、またはそ
のＮ－オキシド、付加塩、第四級アミン、金属錯体、もしくは立体化学的異性体形態の使
用にも関する。或いは本発明は有効量の式（Ｉ）の化合物、またはそのＮ－オキシド、付
加塩、第四級アミン、金属錯体、もしくは立体化学的異性体形態の投与を含んでなる温血
動物においてＨＣＶ複製を阻害する方法にも関する。
【００２１】
　以上および以下で使用される際には、断らない限り以下の定義が適用される。
【００２２】
　ハロの用語はフルオロ、クロロ、ブロモおよびヨードを総称する。
【００２３】
　用語「ポリハロＣ１－６アルキル」は、基または例えばポリハロＣ１－６アルコキシ中
のように基の一部として、モノ－もしくはポリハロ置換されたＣ１－６アルキル、特に１
、２、３、４、５、６個まで、もしくはそれ以上のハロ原子で置換されたＣ１－６アルキ
ル、例えば１個もしくはそれ以上のフルオロ原子を有するメチルまたはエチル、例えば、
ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、トリフルオロエチル、として定義される。トリ
フルオロメチルが好ましい。全ての水素原子がフルオロ原子により置換されているＣ１－

６アルキル基であるペルフルオロＣ１－６アルキル基、例えばペンタフルオロエチル、も
包含される。ポリハロＣ１－６アルキルの定義内で１個より多いハロゲン原子がアルキル
基に結合される場合には、ハロゲン原子は同一もしくは相異なりうる。
【００２４】
　ここで使用される「Ｃ１－４アルキル」は、基または基の一部として、炭素数１～４の
直鎖状もしくは分枝鎖状の飽和炭化水素基、例えばメチル、エチル、１－プロピル、２－
プロピル、１－ブチル、２－ブチル、２－メチル－１－プロピル、を定義し、「Ｃ１－６

アルキル」はＣ１－４アルキル基および炭素数５もしくは６のそれらの高級同族体、例え
ば、１－ペンチル、２－ペンチル、３－ペンチル、１－ヘキシル、２－ヘキシル、２－メ
チル－１－ブチル、２－メチル－１－ペンチル、２－エチル－１－ブチル、３－メチル－
２－ペンチルなど、を包括する。Ｃ１－６アルキルの中ではＣ１－４アルキルが興味ある
。
【００２５】
　用語「Ｃ２－６アルケニル」は、基または基の一部として、飽和炭素－炭素結合および
少なくとも１個の二重結合を有し且つ炭素数２～６の直鎖状および分枝鎖状の炭化水素基
、例えば、エテニル（すなわちビニル）、１－プロペニル、２－プロペニル（すなわちア
リル）、１－ブテニル、２－ブテニル、３－ブテニル、２－メチル－２－プロペニル、２
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－ペンテニル、３－ペンテニル、２－ヘキセニル、３－ヘキセニル、４－ヘキセニル、２
－メチル－２－ブテニル、２－メチル－２－ペンテニルなど、を定義する。Ｃ２－６アル
ケニルの中ではＣ２－４アルケニルが興味ある。
【００２６】
　用語「Ｃ２－６アルキニル」は、基または基の一部として、飽和炭素－炭素結合および
少なくとも１個の三重結合を有し且つ炭素数２～６の直鎖状および分枝鎖状の炭化水素基
、例えば、エチニル、１－プロピニル、２－プロピニル、１－ブチニル、２－ブチニル、
３－ブチニル、２－ペンチニル、３－ペンチニル、２－ヘキシニル、３－ヘキシニルなど
、を定義する。Ｃ２－６アルキニルの中ではＣ２－４アルキニルが興味ある。
【００２７】
　Ｃ３－７シクロアルキルは、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロ
ヘキシルおよびシクロヘプチルを総称する。
【００２８】
　Ｃ１－６アルカンジイルは、炭素数１～６の２価の直鎖状および分枝鎖状の飽和炭化水
素基、例えば、メチレン、エチレン、１，３－プロパンジイル、１，４－ブタンジイル、
１，２－プロパンジイル、２，３－ブタンジイル、１，５－ペンタンジイル、１，６－ヘ
キサンジイルなど、を定義する。Ｃ１－６アルカンジイルの中ではＣ１－４アルカンジイ
ルが興味ある。
【００２９】
　Ｃ１－６アルコキシは、Ｃ１－６アルキルが以上で定義された通りであるＣ１－６アル
キルオキシを意味する。
【００３０】
　以上でここで使用されるように、用語（＝Ｏ）またはオキソは炭素原子に結合される時
にはカルボニル部分を、硫黄原子に結合される時にはスルホキシド部分をそして該用語の
２つが硫黄原子に結合される時にはスルホニル部分を形成する。環または環系がオキソ基
で置換される時には常に、オキソが結合される炭素原子は飽和炭素である。
【００３１】
　基Ｈｅｔはこの明細書および請求の範囲で特定される複素環である。Ｈｅｔの例は、例
えば、ピロリジニル、ピペリジニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ピペラジニル、
ピロリル、ピラゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チアジノリル、
イソチアジノリル、チアゾリル、イソチアゾリル、オキサジアゾリル、チアジアゾリル、
トリアゾリル（１，２，３－トリアゾリル、１，２，４－トリアゾリルを包含する）、テ
トラゾリル、フラニル、チエニル、ピリジル、ピリミジル、ピリダジニル、トリアジニル
などを含んでなる。Ｈｅｔ基の中では飽和されていないもの、特に芳香族特性を有するも
のが興味ある。１もしくは２個の窒素を有するＨｅｔ基がさらに興味ある。
【００３２】
　この章および以下の章で挙げられるＨｅｔ基の各々は場合により式（Ｉ）の化合物また
は式（Ｉ）の化合物の亜群の定義で挙げられた数および種類の置換基で置換されていても
よい。この章および以下の章で挙げられるＨｅｔ基のあるものは１、２もしくは３個のヒ
ドロキシ置換基で置換されていてもよい。そのようなヒドロキシ置換された環はケト基を
有するそれらの互変異性形態として生じうる。例えば、３－ヒドロキシピリダジン部分は
その互変異性体形態である２Ｈ－ピリダジン－３－オンで生じうる。Ｈｅｔがピペラジニ
ルである場合には、それは好ましくは炭素原子を有する４－窒素素と結合された置換基、
例えば４－Ｃ１－６アルキル、４－ポリハロＣ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシＣ１

－６アルキル、Ｃ１－６アルキルカルボニル、Ｃ３－７シクロアルキル、によりその４－
位置で置換される。
【００３３】
　興味あるＨｅｔ基は、例えば、ピロリジニル、ピペリジニル、モルホリニル、チオモル
ホリニル、ピペラジニル、ピロリル、ピラゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキ
サゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、オキサジアゾリル、チアジアゾリル、トリアゾ
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リル（１，２，３－トリアゾリル、１，２，４－トリアゾリルを包含する）、テトラゾリ
ル、フラニル、チエニル、ピリジル、ピリミジル、ピリダジニル、ピラゾリル、トリアジ
ニル、またはベンゼン環と縮合したそのような複素環のいずれか、例えばインドリル、イ
ンダゾリル（特に１Ｈ－インダゾリル）、インドリニル、キノリニル、テトラヒドロキノ
リニル（特に１，２，３，４－テトラヒドロキノリニル）、イソキノリニル、テトラヒド
ロイソキノリニル（特に１，２，３，４－テトラヒドロイソキノリニル）、キナゾリニル
、フタラジニル、ベンズイミダゾリル、ベンゾキサゾリル、ベンズイソキサゾリル、ベン
ゾチアゾリル、ベンゾキサジアゾリル、ベンゾチアジアゾリル、ベンゾフラニル、ベンゾ
チエニル、を含んでなる。
【００３４】
　Ｈｅｔ基であるピロリジニル、ピペリジニル、モルホリニル、チオモルホリニル、ピペ
ラジニル、４－置換されたピペラジニルは、好ましくはそれらの窒素原子を介して結合さ
れる（すなわち、１－ピロリジニル、１－ピペリジニル、４－チオモルホリニル、４－モ
ルホリニル、１－ピペラジニル、４－置換された１－ピペラジニル）。
【００３５】
　定義で使用されるいずれかの分子部分上の基の位置はそれが化学的に安定である限りそ
のような部分のいずれであってもよいことに注目すべきである。
【００３６】
　変数の定義で使用される基は断らない限り全ての可能な異性体を包含する。例えば、ピ
リジルは２－ピリジル、３－ピリジルおよび４－ピリジルを包含し、ペンチルは１－ペン
チル、２－ペンチルおよび３－ペンチルを包含する。
【００３７】
　いずれかの変項がいずれかの構造において１回より多く生ずる時には、各定義は独立し
ている。
【００３８】
　以下で使用される時には、常に、用語「式（Ｉ）の化合物」または「本化合物」もしく
は同様な用語は、式（Ｉ）の化合物、それらおよびいずれかの亜群の各々、それらのプロ
ドラッグ類、Ｎ－オキシド類、付加塩類、第四級アミン類、金属錯体、および立体化学的
異性体形態を包含することが意味される。１つの態様は、ここで特定される式（Ｉ）の化
合物または式（Ｉ）の化合物の亜群、並びにそれらの可能な立体異性体形態としてのＮ－
オキシド類、塩類を含んでなる。他の態様は、ここで特定される式（Ｉ）の化合物または
式（Ｉ）の化合物の亜群、並びにそれらの可能な立体異性体形態としての塩類を含んでな
る。
【００３９】
　式（Ｉ）の化合物は数個のキラル中心を有しそして立体化学的異性体形態として存在す
る。ここで使用される用語「立体化学的異性体形態」は、ここでは同じ結合順序により結
合された同じ原子から構成されるが交換可能でない異なる三次元構造を有する式（Ｉ）の
化合物が有することができる可能な化合物を全て定義する。
【００４０】
　（Ｒ）または（Ｓ）が置換基内のキラル原子の絶対的な立体配置を指示するために使用
される場合に関すると、その指示は化合物全体を考慮してそして置換基だけを考慮せずに
行われる。
【００４１】
　断らない限り、化合物の化学的表示は該化合物が有することができる全ての可能な立体
化学的異性体形態の混合物を包括する。該混合物は該化合物の基本的分子構造の全てのジ
アステレオマー類および／またはエナンチオマー類を含有しうる。純粋形態または互いに
混合された両方の本発明の化合物の全ての立体化学的異性体形態が本発明の範囲内に包括
されることが意図される。
【００４２】
　ここで挙げられた化合物および中間体の純粋な立体異性体形態は、該化合物または中間
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体の同じ基本的分子構造の他のエナンチオマーまたはジアステレオマー形態を実質的に含
まない異性体として定義される。特に、用語「立体異性体的に純粋な」は、少なくとも８
０％の立体異性体過剰率（すなわち、最低９０％の１種の異性体および最高１０％の他の
可能な異性体）から１００％までの立体異性体過剰率（すなわち１００％の１種の異性体
および０％の他のもの）を有する化合物または中間体、より特に、９０％～１００％まで
の立体異性体過剰率を有する、さらにより特に、９４％～１００％までの立体異性体過剰
率を有する、そして最も特に９７％～１００％までの立体異性体過剰率を有する化合物ま
たは中間体に関する。用語「エナンチオマー的に純粋な」および「ジアステレオマー的に
純粋な」は、同様な方法で理解できるが、当該混合物のそれぞれエナンチオマー過剰率お
よびジアステレオマー過剰率に関する。
【００４３】
　本発明の化合物および中間体の純粋な立体化学的異性体形態は当該技術で既知の工程の
適用により得られうる。例えば、エナンチオマー類は光学活性酸類または塩基類を用いる
それらのジアステレオマー塩類の選択的結晶化により互いに分離されうる。それらの例は
酒石酸、ジベンゾイル－酒石酸、ジトルオイル酒石酸および樟脳スルホン酸である。或い
は、エナンチオマー類はキラル静止相を用いるクロマトグラフィー技術により分離されう
る。該純粋な立体化学的異性体形態は、反応が立体特異的に起きる限り、適当な出発物質
の対応する純粋な立体化学的異性体形態からも誘導されうる。好ましくは、特異的な立体
異性体が所望される場合には、該化合物は立体特異的な製造方法により合成されるであろ
う。これらの方法は有利にはエナンチオマー的に純粋な出発物質を使用するであろう。
【００４４】
　式（Ｉ）の化合物のジアステレオマーラセミ体は普遍的な方法により別個に得られうる
。有利に使用できる適当な物理的分離方法は、例えば、選択的結晶化およびクロマトグラ
フィー、例えばカラムクロマトグラフィーである。
【００４５】
　式（Ｉ）の化合物、それらのＮ－オキシド類、塩類、溶媒和物、第四級アミン類、また
は金属錯体、およびそれらの製造において使用される中間体のあるものに関しては、絶対
的な立体化学的立体配置が実験的に決められなかった。当業者は当該技術で既知の方法、
例えば、Ｘ－線回折、を用いてそのような化合物の絶対的な立体配置を決めることができ
る。
【００４６】
　本発明は本化合物に対して生ずる原子の全ての同位体を包含することも意図される。同
位体は同じ原子番号を有するが異なる質量番号を有するものを包含する。限定するもので
ないが一般的な例として、水素の同位体はトリチウムおよびジューテリウムを包含する。
炭素の同位体はＣ－１３およびＣ－１４を包含する。
【００４７】
　この本文を通して使用される用語「プロドラッグ」は、誘導体の生ずるインビボ生転換
生成物が式（Ｉ）の化合物で定義されるような活性薬品である生理学的に許容可能な誘導
体、例えばエステル類、アミド類およびホスフェート類、を意味する。プロドラッグ類を
記述するＧｏｏｄｍａｎおよびＧｉｌｍａｎによる参考文献（Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏ
ｌｏｇｉｃａｌ　Ｂａｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，８ｔｈ　ｅｄ，ＭｃＧ
ｒａｗ－Ｈｉｌｌ，Ｉｎｔ．Ｅｄ．１９９２，“Ｂｉｏｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ｄｒｕｇｓ”，ｐ　１３－１５）は引用することにより本発明の内容となる。プロ
ドラッグ類は好ましくは優れた水溶性、増加したバイオアベイラビリティーを有し、そし
てインビボで活性な阻害剤に代謝される。本発明の化合物のプロドラッグ類は化合物内に
存在する官能基を、日常的な処理によりまたはインビボで、変換が分割されるようにして
親化合物に変換することにより製造することができる。
【００４８】
　インビボで加水分解可能でありそしてヒドロキシまたはカルボキシル基を有する式（Ｉ
）の化合物から誘導される製薬学的に許容可能なエステルプロドラッグ類が好ましい。イ
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ンビボで加水分解可能なエステルは、人間または動物の体内で加水分解されて親酸または
アルコールを製造するエステルである。カルボキシに適する製薬学的に許容可能なエステ
ル類は、本発明の化合物内のいずれかのカルボキシ基において形成されうるＣ１－６アル
コキシメチルエステル類、例えばメトキシメチル、Ｃ１－６アルカノイルオキシメチルエ
ステル類、例えばピバロイルオキシメチル、フタリジルエステル類、Ｃ３－８シクロアル
コキシカルボニルオキシＣ１－６アルキルエステル類、例えば１－シクロヘキシルカルボ
ニルオキシエチル、１，３－ジオキソレン－２－オニルメチルエステル類、例えば５－メ
チル－１，３－ジオキソレン－２－オニルメチル、およびＣ１－６アルコキシカルボニル
オキシエチルエステル類、例えば１－メトキシカルボニルオキシエチルを包含する。
【００４９】
　ヒドロキシ基を含有する式（Ｉ）の化合物のインビボで加水分解可能なエステルは、エ
ステルのインビボ加水分解の結果として分解して親ヒドロキシ基を与える無機エステル類
、例えば燐酸エステル類およびα－アシルオキシアルキルエーテル類並びに関連化合物を
包含する。α－アシルオキシアルキルエーテル類の例はアセトキシ－メトキシおよび２，
２－ジメチルプロピオニルオキシ－メトキシを包含する。ヒドロキシ用のインビボで加水
分解可能なエステル形成基の選択肢は、アルカノイル、ベンゾイル、フェニルアセチル並
びに置換されたベンゾイルおよびフェニルアセチル、アルコキシカルボニル（アルキル炭
酸エステル類を与える）、ジアルキルカルバモイルおよびＮ－（ジアルキルアミノエチル
）－Ｎ－アルキルカルバモイル（カルバミン酸エステル類を与える）、ジアルキルアミノ
アセチル並びにカルボキシアセチルを包含する。ベンゾイル上の置換基の例は、環窒素原
子からメチレン基を介してベンゾイル環の３－または４－位置に結合されるモルホリノお
よびピペラジノを包含する。
【００５０】
　治療使用のためには、式（Ｉ）の化合物の塩類は対イオンが製薬学的に許容可能なもの
である。しかしながら、製薬学的に許容可能でない酸および塩基の塩も、例えば、製薬学
的に許容可能な化合物の製造または精製における用途を見出しうる。製薬学的に許容可能
であるかまたはなくても全ての塩が本発明の範囲内に包含される。
【００５１】
　上記の製薬学的に許容可能な酸および塩基付加塩は、式（Ｉ）の化合物が形成しうる治
療的に活性な無毒の酸および塩基付加塩形態を含んでなることが意味される。製薬学的に
許容可能な酸付加塩は簡便には塩基形態をそのような適当な酸で処理することにより得ら
れうる。適する酸は、例えば、無機酸、例えばハロゲン化水素酸、例えば塩酸もしくは臭
化水素酸、硫酸、硝酸、燐酸および同様な酸、または有機酸、例えば、酢酸、プロパン酸
、ヒドロキシ酢酸、乳酸、ピルビン酸、シュウ酸（すなわち、エタンジオン酸）、マロン
酸、琥珀酸（すなわち、ブタンジオン酸）、マレイン酸、フマル酸、リンゴ酸（すなわち
、ヒドロキシブタンジオン酸）、酒石酸、クエン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン
酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、シクラミン酸、サリチル酸、ｐ－ア
ミノサリチル酸、パモ酸および同様な酸、を含んでなる。
【００５２】
　逆に、該塩形態を適当な塩基を用いる処理により遊離塩基形態に転化することができる
。
【００５３】
　酸性プロトンを含有する式（Ｉ）の化合物は適当な有機および無機塩基を用いる処理に
よりそれらの無毒な金属またはアミン付加塩形態にも転化されうる。適する塩基塩形態は
、例えば、アンモニウム塩類、アルカリおよびアルカリ土類金属塩、例えばリチウム、ナ
トリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム塩など、有機塩基との塩、例えばベンザ
チン、Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミン、ヒドラバミン塩、並びにアミノ酸、例えば、アルギ
ニン、リシンなどとの塩を含んでなる。
【００５４】
　以上で使用される付加塩の用語は、式（Ｉ）の化合物並びにそれらの塩が形成しうる溶
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媒和物も含んでなる。そのような溶媒和物は例えば水和物、アルコレートなどである。
【００５５】
　以上で使用される用語「第四級アミン類」は、式（Ｉ）の化合物の塩基性窒素および適
当な第四級化剤、例えば、場合により置換されていてもよいアルキルハライド、アリール
ハライドまたはアリールアルキルハライド、例えばヨウ化メチルまたはヨウ化ベンジル、
の間の反応により式（Ｉ）の化合物が形成しうる第四級アンモニウム塩類を定義する。良
好な脱離基を有する他の反応物、例えばアルキルトリフルオロメタンスルホン酸エステル
、アルキルメタンスルホン酸エステル、およびアルキルｐ－トルエンスルホン酸エステル
を使用することもできる。第四級アミンは正に荷電された窒素を有する。製薬学的に許容
可能な対イオンはクロロ、ブロモ、ヨード、トリフルオロアセテートおよびアセテートを
包含する。選択された対イオンはイオン交換樹脂を用いて導入されうる。
【００５６】
　本化合物のＮ－オキシド形態は、１個もしくは数個の窒素原子がいわゆるＮ－オキシド
に酸化された式（Ｉ）の化合物を含んでなることが意味される。
【００５７】
　式（Ｉ）の化合物が金属結合、キレート化、錯体形成性質を有することができそしてそ
の結果として金属錯体または金属キレートとして存在しうることは認識されよう。式（Ｉ
）の化合物のそのような金属化誘導体は本発明の範囲内に包含されることが意図される。
【００５８】
　式（Ｉ）の化合物のあるものはそれらの互変異性体形態でも存在しうる。以上の式で明
白に示されていないがそのような形態は本発明の範囲内に包含されることが意図される。
【００５９】
　上記のように、式（Ｉ）の化合物は数個の非対称的中心を有する。これらの非対称的中
心の各々をさらに有効に指示するために、以下の構造式で示されるような番号系統が使用
されるであろう。
【００６０】
【化２】

【００６１】
　非対称的中心は大員環の位置１、４および６並びに５－員環における炭素原子３’、Ｒ
２置換基がＣ１－６アルキルである時の炭素原子２’、およびＸがＣＨである時の炭素原
子１’に存在する。これらの非対称的中心の各々はそれらのＲまたはＳ立体配置で生じう
る。
【００６２】
　位置１における立体化学性は好ましくはＬ－アミノ酸立体配置のもの、すなわちＬ－プ
ロリンのものに相当する。
【００６３】
　ＸがＣＨである時には、シクロペンタン環の位置１’および５’で置換された２個のカ
ルボニル基は好ましくはトランス立体配置にある。位置５’におけるカルボニル置換基は
Ｌ－プロリン立体配置に相当する立体配置にある。位置１’および５’で置換されたカル
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ボニル基は好ましくは下記の通り以下の式：
【００６４】
【化３】

【００６５】
の構造内にある。
【００６６】
　式（Ｉ）の化合物は以下の構造断片：
【００６７】

【化４】

【００６８】
内に表示されるようにシクロプロピル基を包含し、ここでＣ７は位置７における炭素を表
わしそして位置４および６における炭素はシクロプロパン環の非対称性炭素原子である。
【００６９】
　式（Ｉ）の化合物の他の部分における他の可能な非対称性中心にもかかわらず、これら
の２個の非対称性中心の存在は化合物がジアステレオマー、例えば以下に示されているよ
うに位置７における炭素がカルボニルに対するｓｙｎまたはアミドに対するｓｙｎのいず
れかで立体配置されている式（Ｉ）の化合物のジアステレオマーの混合物として存在しう
ることを意味する。
【００７０】
【化５】

【００７１】
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　１つの態様は位置７における炭素がカルボニルに対してｓｙｎ立体配置されている式（
Ｉ）の化合物に関する。別の態様は位置４における炭素の立体配置がＲである式（Ｉ）の
化合物に関する。式（Ｉ）の化合物の具体的な亜群は位置７における炭素がカルボニルに
対してｓｙｎ立体配置されておりそして位置４における炭素の立体配置がＲであるもので
ある。
【００７２】
　式（Ｉ）の化合物はプロリン基（ＸがＮである時）またはシクロペンチルもしくはシク
ロペンテニル基（ＸがＣＨまたはＣである時）を包含しうる。１（または５’）位置にお
ける置換基および置換基－Ｏ－Ｒ４（位置３’における）がトランス立体配置である式（
Ｉ）の化合物が好ましい。位置１がＬ－プロリンに相当する立体配置を有しそして－Ｏ－
Ｒ４置換基が位置１に関してトランス立体配置である式（Ｉ）の化合物が特に興味ある。
好ましくは、式（Ｉ）の化合物は以下の式（Ｉ－ａ）および（Ｉ－ｂ）：
【００７３】
【化６】

【００７４】
の構造に示されているような立体化学性を有する。
【００７５】
　本発明の１つの態様は以下の条件：
（ａ）Ｒ２が水素である、
（ｂ）Ｘが窒素である、
（ｃ）二重結合が炭素原子７および８の間に存在する、
の１つもしくはそれ以上が適用される式（Ｉ）もしくは式（Ｉ－ａ）の化合物または式（
Ｉ）の化合物のいずれかの亜群に関する。
【００７６】
　本発明の１つの態様は以下の条件：
（ａ）Ｒ２が水素である、
（ｂ）ＸがＣＨである、
（ｃ）二重結合が炭素原子７および８の間に存在する、
の１つもしくはそれ以上が適用される式（Ｉ）もしくは式（Ｉ－ａ）、（Ｉ－ｂ）の化合
物または式（Ｉ）の化合物のいずれかの亜群に関する。
【００７７】
　式（Ｉ）の化合物の特定の亜群は以下の構造式：
【００７８】
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【００７９】
により表わされるものである。
【００８０】
　式（Ｉ－ｃ）および（Ｉ－ｄ）の化合物の中では、それぞれ式（Ｉ－ａ）および（Ｉ－
ｂ）の化合物の立体化学的立体配置を有するものが特に興味ある。
【００８１】
　式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物のいずれかの亜群における炭素原子７および
８の間の二重結合はシスまたはトランス立体配置でありうる。好ましくは、式（Ｉ－ｃ）
および（Ｉ－ｄ）に記載されているように炭素原子７および８の間の二重結合はシス立体
配置である。
【００８２】
　炭素原子１’および２’の間の二重結合は以下の式（Ｉ－ｅ）に記載されているように
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物のいずれかの亜群に存在しうる。
【００８３】

【化８】

【００８４】
　式（Ｉ）の化合物のさらに別の特定の亜群は以下の構造式：
【００８５】
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【化９】

【００８６】
により表わされるものである。
【００８７】
　式（Ｉ－ｆ）、（Ｉ－ｇ）または（Ｉ－ｈ）の化合物の中では、式（Ｉ－ａ）および（
Ｉ－ｂ）の化合物の立体化学的立体配置を有するものが特に興味ある。
【００８８】
　（Ｉ－ａ）、（Ｉ－ｂ）、（Ｉ－ｃ）、（Ｉ－ｄ）、（Ｉ－ｅ）、（Ｉ－ｆ）、（Ｉ－
ｇ）および（Ｉ－ｈ）において、適用可能である場合には、Ｘ、ｎ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、
およびＲ４はここで特定された式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれ
かの定義において特定されている通りである。
【００８９】
　（Ｉ－ａ）、（Ｉ－ｂ）、（Ｉ－ｃ）、（Ｉ－ｄ）、（Ｉ－ｅ）、（Ｉ－ｆ）、（Ｉ－
ｇ）または（Ｉ－ｈ）の化合物の以上で定義された亜群、並びにここで定義される他の亜
群はそのような化合物のいずれかのプロドラッグ類、Ｎ－オキシド類、付加塩類、第四級
アミン類、金属錯体および立体化学的異性体形態も含んでなることが意味されることを理
解すべきである。
【００９０】
　ｎが２である時には、「ｎ」により括弧に入れられる部分－ＣＨ２－は式（Ｉ）の化合
物または式（Ｉ）の化合物のいずれかの亜群におけるエタンジイルに相当する。ｎが３で
ある時には、「ｎ」により括弧に入れられる部分－ＣＨ２－は式（Ｉ）の化合物または式
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（Ｉ）の化合物のいずれかの亜群におけるプロパンジイルに相当する。ｎが４である時に
は、「ｎ」により括弧に入れられる部分－ＣＨ２－は式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の
化合物のいずれかの亜群におけるブタンジイルに相当する。ｎが５である時には、「ｎ」
により括弧に入れられる部分－ＣＨ２－は式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物のい
ずれかの亜群におけるペンタンジイルに相当する。ｎが６である時には、「ｎ」により括
弧に入れられる部分－ＣＨ２－は式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物のいずれかの
亜群におけるヘキサンジイルに相当する。式（Ｉ）の化合物の特定の亜群はｎが４または
５である化合物である。
【００９１】
　本発明の態様は、
（ａ）Ｒ１が－ＯＲ５であり、特にここでＲ５がＣ１－６アルキル、例えばメチル、エチ
ル、またはｔｅｒｔ－ブチルでありそして最も好ましくはＲ５が水素であり、或いは
（ｂ）Ｒ１が－ＮＨＳ（＝Ｏ）２Ｒ６であり、特にここでＲ６がＣ１－６アルキル、場合
によりＣ１－６アルキルで置換されていてもよいＣ３－７シクロアルキル、またはアリー
ルであり、例えばＲ６がメチル、シクロプロピル、メチルシクロプロピル、またはフェニ
ルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【００９２】
　本発明の別の態様は、
（ａ）Ｒ２が水素であり、
（ｂ）Ｒ２がＣ１－６アルキル、好ましくはメチル、である、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【００９３】
　本発明の態様は、
（ａ）ＸがＮ、Ｃ（Ｘは二重結合を介して結合される）またはＣＨ（Ｘは単結合を介して
結合される）でありそしてＲ２が水素であり、
（ｂ）ＸがＣ（Ｘは二重結合を介して結合される）でありそしてＲ２がＣ１－６アルキル
、好ましくはメチル、である、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【００９４】
　本発明の化合物の別の態様は、
ａ）Ｒ３が水素であり、
ｂ）Ｒ３がＣ１－６アルキルであり、
ｃ）Ｒ３がＣ１－６アルコキシＣ１－６アルキルまたはＣ３－７シクロアルキルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【００９５】
　本発明の好ましい態様は、Ｒ３が水素、またはＣ１－６アルキル、より好ましくは水素
またはメチル、である、式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかであ
る。
【００９６】
　本発明の態様は、Ｒ４が場合によりＣ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、ヒドロキ
シ、ハロ、トリフルオロメチ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしく
はジＣ１－６アルキルアミノカルボニル、アリール、Ｈｅｔでモノ、ジ、もしくはトリ置
換されていてもよいイソキノリン１－イルであり、アリールまたはＨｅｔが各々、独立し
て場合によりハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、ポリハロＣ１－６アルコキ
シ、アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、Ｃ３－７シクロアルキル（特に
シクロプロピル）、ピロリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキル
ピペラジニル（特に４－メチル－ピペラジニル）またはモルホリニルで置換されていても
よい、式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【００９７】
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　本発明の態様は、Ｒ４が場合によりメチル、エチル、イソプロピル、ｔｅｒｔ－ブチル
、メトキシ、エトキシ、トリフルオロメチル、トリフルオロメトキシ、フルオロ、クロロ
、ブロモ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキ
ルアミノカルボニル、フェニル、メトキシフェニル、シアノフェニル、ハロフェニル、ピ
リジル、Ｃ１－４アルキルピリジル、ピリミジニル、モルホリニル、ピペラジニル、Ｃ１

－４アルキルピペラジニル、ピロリジニル、ピラゾリル、Ｃ１－４アルキルピラゾリル、
チアゾリル、Ｃ１－４アルキルチアゾリル、シクロプロピルチアゾリル、またはモノ－も
しくはジＣ１－４アルキルチアゾリルでモノ、ジ、もしくはトリ置換されていてもよいイ
ソキノリン１－イルである、式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれか
である。
【００９８】
　本発明の態様は、Ｒ４が
【００９９】
【化１０】

【０１００】
であり、ここで基Ｒ４の態様を表示するこのおよび以下の構造式において、各々のＲ４ａ

、Ｒ４ｂ　、Ｒ４ｂ’は独立して、式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のい
ずれかの定義で特定されているように、Ｒ１の単環式または二環式環系上の可能な置換基
として挙げられたものから選択される置換基のいずれかである、式（Ｉ）の化合物または
式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１０１】
　具体的には、Ｒ４ａは水素、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、モノ－も
しくはジＣ１－６アルキルアミノ、アミノ、アリール、またはＨｅｔであることができ、
該アリールまたはＨｅｔは各々、独立して、場合により式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）
の化合物の亜群のいずれかの定義で挙げられているＨｅｔまたはアリールの置換基のいず
れかで置換されていてもよく、或いは具体的に該アリールまたはＨｅｔは各々、独立して
、場合によりＣ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、ポリハロＣ１－６アルコキシ、ア
ミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、ハロ、モルホリニル、ピペリジニル、
ピロリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルピペラジニル（例えば４－メチル－
ピペラジニル）で置換されていてもよく、そして
各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’は、独立して、水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキ
シ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミ
ノカルボニル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチル、アリール、またはＨｅｔであり
、該アリールまたはＨｅｔは各々、独立して、場合により式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ
）の化合物の亜群のいずれかの定義で挙げられているＨｅｔまたはアリールの置換基のい
ずれかで置換されていてもよく、或いは具体的に該アリールまたはＨｅｔは各々、独立し
て、場合によりＣ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、ポリハロＣ１－６アルコキシ、
アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モルホリニル、ピペリジニル、ピロ
リジニル、ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルピペラジニル（例えば４－メチル－ピペ
ラジニル）で置換されていてもよい。
【０１０２】
　本発明の態様は、Ｒ４ａが基
【０１０３】



(23) JP 5171624 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

【化１１】

【０１０４】
であり、
或いは、特に、Ｒ１ａが基
【０１０５】

【化１２】

【０１０６】
よりなる群から選択され、
ここで、可能なら窒素はＲ４ｃ置換基または分子の残部に対する結合を有することができ
、
ここで各々のＲ４ｃは、互いに独立して、式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜
群のいずれかの定義で挙げられているＨｅｔの置換基のいずれかであり、
或いは具体的に各々のＲ４ｃは、互いに独立して、水素、ハロ、Ｃ１－６アルキル、アミ
ノ、またはモノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モルホリニル、ピペリジニル、ピ
ロリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルピペラジニル（例えば４－メチル－ピ
ペラジニル）であり、そしてここでモルホリニルおよびピペリジニル基は場合により１も
しくは２個のＣ１－６アルキルで置換されていてもよく、
より具体的には各々のＲ４ｃは、互いに独立して、水素、ハロ、Ｃ１－６アルキル、アミ
ノ、またはモノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノであり、
そしてここでＲ４ｃは窒素上で置換されており、それは好ましくは炭素原子またはその炭
素原子の１個を介して窒素に結合される炭素含有置換基であり、そしてここでこの場合に
はＲ４ｃは好ましくはＣ１－６アルキルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１０７】
　本発明の態様は、Ｒ４が
【０１０８】

【化１３】

【０１０９】
であり、
ここで各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、以上で定義された通りであり、或いは
具体的に各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６

アルコキシ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アル
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キルアミノカルボニル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチル、アリール、またはＨｅ
ｔであり、そして
Ｒ４ｄおよびＲ４ｄ’が独立して式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいず
れかの定義で挙げられているアリールの置換基のいずれかであり、或いは具体的にＲ４ｄ

およびＲ４ｄ’が独立して水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、またはハロで
ある、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１１０】
　本発明の別の態様は、Ｒ４が
【０１１１】
【化１４】

【０１１２】
であり、
ここで各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、以上で定義された通りであり、或いは
具体的に各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６

アルコキシ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アル
キルアミノカルボニル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチル、アリールまたはＨｅｔ
であり、そして
Ｒ４ｃが式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの定義で挙げられて
いるアリールの置換基のいずれかであり、或いは具体的にＲ４ｃが水素、Ｃ１－６アルキ
ル、Ｃ１－６アルコキシ、またはハロである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１１３】
　本発明の態様は、Ｒ４が
【０１１４】

【化１５】

【０１１５】
であり、
ここで各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が以上で定義された通りであり、或いは具体的に各々
のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、
モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノカ
ルボニル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチルであり、好ましくはＲ４ｂがＣ１－６

アルコキシ、より好ましくはメトキシ、であり、そして
Ｒ４ｆが式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの定義で挙げられて
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いるアリールの置換基のいずれかであり、或いは具体的にＲ４ｆが水素、Ｃ１－６アルキ
ル、Ｃ１－６アルコキシ、アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、ピロリジ
ニル、ピペリジニル、ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルピペラジニル（特に４－メチ
ル－ピペラジニル）、またはモルホリニルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１１６】
　本発明の態様は、Ｒ４が
【０１１７】
【化１６】

【０１１８】
であり、
ここで各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が以上で定義された通りであり、或いは具体的に各々
のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、
モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノカ
ルボニル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチルであり、好ましくはＲ４ｂがＣ１－６

アルコキシ、より好ましくはメトキシ、ハロ、またはＣ１－３アルキル、であり、そして
Ｒ４ｇが式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの定義で挙げられて
いるアリールの置換基のいずれかであり、或いは具体的にＲ４ｇが水素、Ｃ１－６アルキ
ル、アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、ピロリジニル、ピペリジニル、
ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルピペラジニル（特に４－メチル－ピペラジニル）、
またはモルホリニルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１１９】
　本発明の態様は、Ｒ４が
【０１２０】
【化１７】

【０１２１】
であり、
ここで各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が以上で定義された通りであり、或いは具体的に各々
のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、
モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノカ
ルボニル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチルであり、好ましくはＲ４ｂがＣ１－６

アルコキシ、より好ましくはメトキシ、ハロ、またはＣ１－３アルキル、であり、そして
Ｒ４ｈが式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの定義で挙げられて
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いるアリールの置換基のいずれかであり、或いは具体的にＲ４ｈが水素、Ｃ１－６アルキ
ル、アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、ピロリジニル、ピペリジニル、
ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルピペラジニル（特に４－メチル－ピペラジニル）、
またはモルホリニルであり、そしてここでＲ４ｈがピラゾール環の窒素原子の１個の上で
置換されていてもよく、この場合にはそれは好ましくはＣ１－６アルキルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１２２】
　本発明の態様は、Ｒ４が
【０１２３】
【化１８】

【０１２４】
であり、
ここで各々のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が以上で定義された通りであり、或いは具体的に各々
のＲ４ｂおよびＲ４ｂ’が、独立して、水素、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、
モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノカ
ルボニル、ヒドロキシ、ハロ、トリフルオロメチルであり、好ましくはＲ４ｂがＣ１－６

アルコキシ、最も好ましくはメトキシ、ハロ、またはＣ１－３アルキル、であり、そして
Ｒ４ｉが式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの定義で挙げられて
いるアリールの置換基のいずれかであり、或いは具体的にＲ４ｉが水素、Ｃ１－６アルキ
ル、アミノ、モノ－もしくはジＣ１－６アルキルアミノ、ピロリジニル、ピペリジニル、
ピペラジニル、４－Ｃ１－６アルキルピペラジニル（特に４－メチル－ピペラジニル）、
またはモルホリニルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１２５】
　本発明の好ましい態様は、Ｒ４が
【０１２６】
【化１９】

【０１２７】
であり、
ここでＲ４ａが式（Ｉ）の化合物の群または亜群のいずれかで定義された通りであり、そ
して
Ｒ４ｂが水素、ハロ、またはトリフルオロメチルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１２８】
　本発明の別の好ましい態様は、Ｒ４が
【０１２９】
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【化２０】

【０１３０】
であり、
ここでＲ４ａがメトキシ、エトキシまたはプロポキシであり、そして
Ｒ４ｂが水素、フルオロ、ブロモ、クロロ、ヨード、メチル、エチル、プロピル、または
トリフルオロメチルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１３１】
　本発明の別の態様は、Ｒ４が
【０１３２】
【化２１】

【０１３３】
であり、
ここでＲ４ｂが水素、ハロ、またはトリフルオロメチルである、
式（Ｉ）の化合物または式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかである。
【０１３４】
　式（Ｉ）の化合物は３個の構成ブロックＰ１、Ｐ２、Ｐ３よりなる。構成ブロックＰ１
はＰ１’テールをさらに含有する。以下の化合物（Ｉ－ｃ）において星印でマークが付け
られたカルボニル基は構成ブロックＰ２または構成ブロックＰ３のいずれかの一部であり
うる。化学性の理由のために、ＸがＣである式（Ｉ）の化合物の構成ブロックＰ２は位置
１’に結合されたカルボニルを組み入れている。
【０１３５】
　構成ブロックＰ１とＰ２、Ｐ２とＰ３、およびＰ１とＰ１’の結合（Ｒ１が－ＮＨ－Ｓ
Ｏ２Ｒ６である時）がアミド結合の形成に関係する。ブロックＰ１およびＰ３の結合は二
重結合形成に関係する。化合物（Ｉ－ｉ）または（Ｉ－ｊ）を製造するための構成ブロッ
クＰ１、Ｐ２およびＰ３の結合はいずれかの指定された順序で行うことができる。段階の
１つはそれにより大員環が形成される環化に関係する。
【０１３６】
　炭素原子Ｃ７およびＣ８が二重結合により結合されている式（Ｉ）の化合物である式（
Ｉ－ｉ）の化合物、並びに炭素原子Ｃ７およびＣ８が単結合により結合されている式（Ｉ
）の化合物である式（Ｉ－ｊ）の化合物が以下に表示される。式（Ｉ－ｊ）の化合物は対
応する式（Ｉ－Ｉ）の化合物から大員環内の二重結合を還元することにより製造すること
ができる。
【０１３７】
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【化２２】

【０１３８】
　下記の合成工程は、ラセミ体、立体化学的に純粋な中間体もしくは最終生成物、または
いずれかの立体異性体形態にも適用可能であることが意味される。ラセミ体または立体化
学的混合物は合成工程のいずれの段階においても立体異性体形態に分離することができる
。１つの態様では、中間体および最終生成物は式（Ｉ－ａ）および（Ｉ－ｂ）の化合物に
おいて以上で特定された立体化学性を有する。
【０１３９】
　１つの態様では、化合物（Ｉ－ｉ）は同時に大員環に環化しながらＰ３およびＰ１の間
で最初にアミド結合を形成しそして引き続き二重結合を形成することにより製造される。
【０１４０】
　好ましい態様では、以上で定義された式（Ｉ－ｉ）の化合物であるＣ７およびＣ８の間
の結合が二重結合である化合物（Ｉ）は以下の反応スキームに概略記述されているように
して製造することができる：
【０１４１】

【化２３】

【０１４２】
　大員環の形成はオレフィンメタセシス反応により適当な金属触媒、例えばＭｉｌｌｅｒ
，Ｓ．Ｊ．，Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ，Ｈ．Ｅ．，Ｇｒｕｂｂｓ，Ｒ．Ｈ．Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅ
ｍ．Ｓｏｃ．１１８，（１９９６），９６０６－９６１４；Ｋｉｎｇｓｂｕｒｙ，Ｊ．Ｓ
．，Ｈａｒｒｉｔｙ，Ｊ．Ｐ．Ａ．，Ｂｏｎｉｔａｔｅｂｕｓ，Ｐ．Ｊ．，Ｈｏｖｅｙｄ
ａ，Ａ．Ｈ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２１，（１９９９），７９１－７９９；
およびＨｕａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２１，（１９９９）
，２６７４－２６７８により報告されたＲｕ－ベース触媒、例えばホベイダ－グラブス（
Ｈｏｖｅｙｄａ－Ｇｒｕｂｂｓ）触媒、の存在下で行うことができる。
【０１４３】
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　空気－安定性ルテニウム触媒、例えばビス（トリシクロヘキシルホスフィン）－３－フ
ェニル－１Ｈ－インデン－１－イリデンルテニウムクロリド（Ｎｅｏｌｙｓｔ　Ｍ１(R)

）またはビス（トリシクロヘキシルホスフィン）－［（フェニルチオ）メチレン］ルテニ
ウム（ＩＶ）ジクロリド、を使用することができる。使用できる他の触媒はグラブス第一
および第二世代触媒、すなわち、それぞれベンジリデン－ビス（トリシクロヘキシルホス
フィン）ジクロロルテニウムおよび（１，３－ビス－（２，４，６－トリメチルフェニル
）－２－イミダゾリジニリデン）ジクロロ（フェニルメチレン）－（トリシクロヘキシル
ホスフィン）ルテニウム、である。それぞれジクロロ（ｏ－イソプロポキシフェニルメチ
レン）（トリシクロヘキシルホスフィン）ルテニウム（ＩＩ）および１，３－ビス－（２
，４，６－トリメチルフェニル）－２－イミダゾリジニリデン）ジクロロ（ｏ－イソプロ
ポキシフェニルメチレン）ルテニウムであるホベイダ－グラブス第一および第二世代触媒
が特に興味ある。他の遷移金属、例えばＭｏ、を含有する他の触媒をこの反応に使用する
こともできる。
【０１４４】
　メタセシス反応は、適当な溶媒、例えばエーテル類、例えばＴＨＦ、ジオキサン、ハロ
ゲン化された炭化水素類、例えばジクロロメタン、ＣＨＣｌ３、１，２－ジクロロエタン
など、炭化水素類、例えばトルエン、の中で行うことができる。好ましい態様では、メタ
セシス反応はトルエン中で行われる。これらの反応は高められた温度において窒素雰囲気
下で行われる。
【０１４５】
　大員環内のＣ７およびＣ８の間の結合が単結合である式（Ｉ）の化合物、すなわち式（
Ｉ－ｊ）の化合物、は式（Ｉ－ｉ）の化合物から式（Ｉ－ｉ）の化合物内のＣ７－Ｃ８二
重結合の還元により製造することができる。この還元は、貴金属触媒、例えば、Ｐｔ、Ｐ
ｄ、Ｒｈ、Ｒｕまたはラネーニッケル、の存在下における水素を用いる接触水素化により
行うことができる。アルミナ上のＲｈが興味ある。水素化反応は好ましくは、溶媒、例え
ばアルコール、例えばメタノール、エタノール、もしくはエーテル、例えばＴＨＦ、また
はそれらの混合物、の中で行われる。水をこれらの溶媒または溶媒混合物に加えることも
できる。
【０１４６】
　前記のように、Ｒ１基は合成のいずれかの段階で、すなわち環化の前もしくは後に、ま
たは環化および還元の前もしくは後に、Ｐ１構成ブロックに結合させうる。式（Ｉ－ｋ－
１）により表示されるＲ１が－ＮＨＳＯ２Ｒ６を表わす式（Ｉ）の化合物は、Ｒ１基をＰ
１に両方の部分の間にアミド結合を形成することにより結合させることにより製造するこ
とができる。同様に、Ｒ１が－ＯＲ５を表わす式（Ｉ）の化合物、すなわち式（Ｉ－ｋ－
２）の化合物は、エステル結合を形成することによりＲ１基をＰ１に結合させることによ
り製造することができる。１つの態様では、－ＯＲ５基は以下の反応スキーム：
【０１４７】
【化２４】

【０１４８】
に概略記述されているように化合物（Ｉ）の合成の最終段階で導入され、ここでＧは基：
【０１４９】
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【化２５】

【０１５０】
を表わす。
【０１５１】
　中間体（２ａ）をアミン（２ｂ）に、例えば下記のアミド結合の形成用の工程のいずれ
かの如きアミド形成反応により、結合させることができる。特に、（２ａ）を結合剤、例
えば、Ｎ，Ｎ’－カルボニル－ジイミダゾール（ＣＤＩ）、ＥＥＤＱ、ＩＩＤＱ、ＥＤＣ
Ｉまたはヘキサフルオロ燐酸ベンゾトリアゾール－１－イル－オキシ－トリス－ピロリジ
ノ－ホスホニウム（ＰｙＢＯＰ(R)として市販されている）、を用いて、溶媒、例えばエ
ーテル、例えばＴＨＦ、またはハロゲン化された炭化水素、例えばジクロロメタン、クロ
ロホルム、ジクロロエタン、の中で処理し、そして好ましくは（２ａ）を結合剤と反応さ
せた後に、所望するスルホンアミド（２ｂ）と反応させる。（２ａ）と（２ｂ）との反応
は好ましくは塩基、例えばトリアルキルアミン、例えばトリエチルアミンもしくはジイソ
プロピルエチルアミン、または１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エ
ン（ＤＢＵ）、の存在下で行われる。中間体（２ａ）を活性化された形態、例えば一般式
Ｇ－ＣＯ－Ｚの活性化された形態、に転化させることもでき、ここでＺはハロ、または活
性エステルの残部を表わし、例えばＺはアリールオキシ基、例えばフェノキシ、ｐ．ニト
ロフェノキシ、ペンタフルオロフェノキシ、トリクロロフェノキシ、ペンタクロロフェノ
キシなどであり、或いはＺは混合無水物の残部でありうる。１つの態様では、Ｇ－ＣＯ－
Ｚは酸塩化物（Ｇ－ＣＯ－Ｃｌ）または混合酸無水物（Ｇ－ＣＯ－Ｏ－ＣＯ－ＲまたはＧ
－ＣＯ－Ｏ－ＣＯ－ＯＲ、後者におけるＲは例えばＣ１－４アルキル、例えばメチル、エ
チル、プロピル、ｉ．プロピル、ブチル、ｔ．ブチル、ｉ．ブチル、またはベンジルであ
る）である。活性化された形態Ｇ－ＣＯ－Ｚをスルホンアミド（２ｂ）と反応させる。
【０１５２】
　以上の反応で記載された（２ａ）におけるカルボン酸の活性化が式
【０１５３】
【化２６】

【０１５４】
［式中、Ｘ、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、ｎは以上で指定された通りでありそしてステレオジェン
中心は例えば（Ｉ－ａ）または（Ｉ－ｂ）のように以上で指定された立体化学的立体配置
を有することができる］
のアザラクトン中間体への内部環化反応をもたらしうる。中間体（２ａ－１）は反応混合
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を次に（２ｂ）と反応させ、或いは（２ａ－１）を含有する反応混合物を（２ａ－１）の
単離なしに（２ｂ）とさらに反応させうる。１つの態様では、結合剤との反応が水－非混
和性溶媒の中で行われる場合には、（２ａ－１）を含有する反応混合物を水または微塩基
性の水で洗浄して全ての水溶性副生物を除去することができる。このようにして得られる
洗浄された溶液を次にさらなる精製段階なしに（２ｂ）と反応させうる。他方で、中間体
（２ａ－１）の単離は、単離された生成物が場合により行われるさらなる精製後に（２ｂ
）と反応してより少ない副生物およびより容易な反応処理を与える点で、ある種の利点を
与えうる。
【０１５５】
　中間体（２ａ）をアルコール（２ｃ）とエステル形成反応により結合させることができ
る。例えば、物理的に、例えば共沸的な水除去により、または化学的に脱水剤を用いるこ
とにより、水を除去しながら、（２ａ）および（２ｃ）を一緒に反応させる。中間体（２
ａ）を活性化された形態Ｇ－ＣＯ－Ｚ、例えば上記の活性化された形態、に転化し、そし
て引き続きアルコール（２ｃ）と反応させることもできる。エステル形成反応は好ましく
は塩基、例えばアルカリ金属炭酸塩もしくは炭酸水素塩、例えば炭酸水素ナトリウムもし
くはカリウム、または第三級アミン、例えばアミド形成反応に関してここで挙げられたア
ミン類、特にトリアルキルアミン、例えばトリエチルアミン、の存在下で行われる。エス
テル形成反応で使用できる溶媒はエーテル類、例えばＴＨＦ、ハロゲン化された炭化水素
類、例えばジクロロメタン、ＣＨ２Ｃｌ２、炭化水素類、例えばトルエン、極性非プロト
ン性溶媒、例えばＤＭＦ、ＤＭＳＯ、ＤＭＡ、並びに同様な溶媒を含んでなる。
【０１５６】
　（Ｉ－１）により表わされるＲ３が水素である式（Ｉ）の化合物は以下の反応スキーム
のように対応する窒素－保護された中間体（３ａ）から保護基ＰＧの除去により製造する
こともできる。保護基ＰＧは特に以下で挙げられる窒素保護基のいずれかであり、そして
これも以下で挙げられる工程を用いて除去することができる。
【０１５７】
【化２７】

【０１５８】
　以上の反応における出発物質（３ａ）は、式（Ｉ）の化合物の製造工程に従うが基Ｒ３

がＰＧである中間体を用いて、製造することができる。
【０１５９】
　式（Ｉ）の化合物は以下の反応スキームに概略記述されているように中間体（４ａ）を
中間体（４ｂ）と反応させることによっても製造することができ、ここで種々の基は以上
で指定された意味を有する：
【０１６０】
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【化２８】

【０１６１】
　（４ｂ）におけるＹはヒドロキシまたは脱離基ＬＧ、例えばハライド、例えばブロミド
もしくはクロリド、またはアリールスルホニル基、例えばメシレート、トリフラートもし
くはトシレートなどを表わす。
【０１６２】
　１つの態様では、（４ａ）と（４ｂ）の反応はＯ－アリール化反応でありそしてＹは脱
離基を表わす。この反応はＥ．Ｍ．Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．（Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．
（１９８８），３１，８７５－８８５）により記載された工程に従い行うことができる。
特に、この反応は塩基、好ましくは強塩基の存在下で、反応－不活性溶媒、例えばアミド
結合の形成に関して挙げられた溶媒の１種の中で行われる。
【０１６３】
　特定の態様では、出発物質（４ａ）を、ヒドロキシ基から水素を除去するのに充分なほ
ど強い塩基、例えばアルカリ金属水素化物、例えばＬｉＨもしくは水素化ナトリウム、ま
たはアルカリ金属アルコキシド、例えばナトリウムもしくはカリウムメトキシドもしくは
エトキシド、カリウムｔｅｒｔ－ブトキシドのアルカリの存在下で、双極性非プロトン性
溶媒のような反応不活性溶媒、例えばＤＭＡ、ＤＭＦなどの中で、（４ｂ）と反応させる
。生じたアルコレートをアリール化剤（４ｂ）と反応させ、ここでＹは上記のような適当
な脱離基である。このタイプのＯ－アリール化を用いる（４ａ）から（Ｉ）への転化はヒ
ドロキシ基を有する炭素における立体化学的立体配置を変えない。
【０１６４】
　或いは、（４ａ）と（４ｂ）の反応はミツノブ（Ｍｉｔｓｕｎｏｂｕ）反応（Ｍｉｔｓ
ｕｎｏｂｕ，１９８１，Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｊａｎｕａｒｙ，１－２８；Ｒａｎｏ　ｅ
ｔ　ａｌ．，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．，１９９５，３６，２２，３７７９－
３７９２；Ｋｒｃｈｎａｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．，１９
９５，３６，５，６１９３－６１９６；Ｒｉｃｈｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｅｔｒａｈｅ
ｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．，１９９４，３５，２７，４７０５－４７０６）により行うことも
できる。この反応はトリフェニルホスフィンおよび活性化剤、例えばアゾカルボン酸ジア
ルキル、例えばアゾジカルボン酸ジエチル（ＤＥＡＤ）、アゾジカルボン酸ジイソプロピ
ル（ＤＩＡＤ）などの存在下における（４ｂ）（ここでＹはヒドロキシルである）を用い
る中間体（４ａ）の処理を含んでなる。ミツノブ反応はヒドロキシ基を有する炭素におけ
る立体化学的立体配置を変える。
【０１６５】
　或いは、式（Ｉ）の化合物を製造するために、最初に構成ブロックＰ２およびＰ１の間
のアミド結合が形成され、引き続きＰ１－Ｐ２におけるＰ１部分に対するＰ３構成ブロッ
クの結合、並びに同時の閉環を伴うＰ２－Ｐ１－Ｐ３におけるＰ３およびＰ２部分の間の
その後のカルバメートまたはエステル結合形成が行われる。
【０１６６】
　さらに別の合成方法は、構成ブロックＰ２およびＰ３の間のアミド結合の形成、その後
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のＰ３－Ｐ２におけるＰ３部分に対する構成ブロックＰ１の結合、並びに同時の閉環を伴
うＰ１－Ｐ３－Ｐ２におけるＰ１およびＰ２の間の最後のアミド結合形成である。
【０１６７】
　構成ブロックＰ１およびＰ３はＰ１－Ｐ３配列に結合されうる。所望するなら、Ｐ１お
よびＰ３を結合させる二重結合は還元されうる。このようにして形成されたＰ１－Ｐ３配
列を、還元されているかまたはされていない場合のいずれでも、構成ブロックＰ２に結合
させ、そしてこのようにして配列Ｐ１－Ｐ３－Ｐ２を形成し、引き続きアミド結合を形成
することにより環化することができる。
【０１６８】
　以上の方法のいずれかにおける構成ブロックＰ１およびＰ３は二重結合形成により、例
えば下記のオレフィンメタセシス反応、またはウィティッヒタイプ反応により、結合させ
ることができる。所望するなら、このようにして形成された二重結合を、（Ｉ－ｉ）から
（Ｉ－ｊ）への転化に関して以上で記載された通りにして、還元することができる。二重
結合はその後の段階で、すなわち第三の構成ブロックの添加後に、または大員環の生成後
に、還元することもできる。構成ブロックＰ２およびＰ１はアミド結合形成により結合さ
れそしてＰ３およびＰ２はカルバメートまたはエステル形成により結合される。
【０１６９】
　テールＰ１’をＰ１構成ブロックに対して、式（Ｉ）の化合物の合成のいずれかの段階
で、例えば構成ブロックＰ２およびＰ１の結合の前もしくは後に、ブロック構成Ｐ３のＰ
１への結合の前もしくは後に、または閉環の前もしくは後に、結合させることができる。
【０１７０】
　個別の構成ブロックを最初に製造しそして引き続き一緒にまたは別個に結合させること
ができ、構成ブロックの前駆体を一緒に結合しそしてその後の段階で改変して所望する分
子組成にすることができる。
【０１７１】
　副反応を回避するために、構成ブロックの各々の中の官能基を保護することができる。
【０１７２】
　アミド結合の形成は標準的な工程、例えばペプチド合成においてアミノ酸類を結合する
ために使用されるものを用いて行うことができる。後者は、結合性アミド結合を形成する
ための一方の反応物のカルボキシル基と他方の反応物のアミノ基との誘導体結合を含む。
アミド結合形成は、出発物質を結合剤の存在下で反応させることによりまたはカルボキシ
ル官能基を活性形態、例えば活性エステル、混合無水物もしくはカルボン酸クロリドもし
くはブロミド、に転化することにより、行うことができる。そのような結合反応およびそ
こで使用される試薬の一般的な記述は、ペプチド化学に関する一般書籍、例えば、Ｍ．Ｂ
ｏｄａｎｓｚｋｙ，“Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ”，２　ｎｄ　ｒｅｖ．ｅｄ
．，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，Ｂｅｒｌｉｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ，（１９９３）に
見ることができる。
【０１７３】
　アミド結合形成を伴う結合反応の例は、アジド方法、混合炭素－無水カルボン酸（クロ
ロ蟻酸イソブチル）方法、カルボジイミド（ジシクロヘキシルカルボジイミド、ジイソプ
ロピルカルボジイミド、もしくは水溶性カルボジイミド、例えばＮ－エチル－Ｎ’－［（
３－ジメチルアミノ）プロピル］カルボジイミド）方法、活性エステル方法（例えばｐ－
ニトロフェニル、ｐ－クロロフェニル、トリクロロフェニル、ペンタクロロフェニル、ペ
ンタフルオロフェニル、Ｎ－ヒドロキシ琥珀酸イミドおよび同様なエステル類）、ウッド
ワード（Ｗｏｏｄｗａｒｄ）試薬Ｋ－方法、１，２－カルボニルジイミダゾール（ＣＤＩ
もしくはＮ，Ｎ’－カルボニル－ジイミダゾール）方法、燐試薬または酸化－還元方法を
包含する。これらの方法のあるものは、適当な触媒を加えることにより、例えばカルボジ
イミド方法では１－ヒドロキシベンゾトリアゾール、ＤＢＵ（１，８－ジアザビシクロ［
５．４．０］ウンデセ－７－エン）、または４－ＤＭＡＰを加えることにより、促進させ
うる。別の結合剤は、それ自体でまたは１－ヒドロキシ－ベンゾトリアゾールもしくは４
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－ＤＭＡＰの存在下におけるいずれかのヘキサフルオロ燐酸（ベンゾトリアゾール－１－
イルオキシ）トリス－（ジメチルアミノ）ホスホニウム、或いはテトラフルオロホウ酸２
－（１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ－メチルウロ
ニウム、またはヘキサフルオロ燐酸Ｏ－（７－アザベンゾトリアゾール－１－イル）－Ｎ
，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルウロニウムである。これらの結合反応は溶液（液相）ま
たは固相のいずれかで行うことができる。
【０１７４】
　好ましいアミド結合形成は、Ｎ－エチルオキシカルボニル－２－エチルオキシ－１，２
－ジヒドロキノリン（ＥＥＤＱ）またはＮ－イソブチルオキシ－カルボニル－２－イソブ
チルオキシ－１，２－ジヒドロキノリン（ＩＩＤＱ）を用いて行われる。古典的な無水物
工程とは異なり、ＥＥＤＱおよびＩＩＤＱは塩基や低い反応温度を必要としない。典型的
には、この工程は等モル量のカルボニルおよびアミン成分を有機溶媒（広範囲の溶媒を使
用することができる）の中で反応させることを包含する。次にＥＥＤＱまたはＩＩＤＱを
過剰に加えそして混合物を室温において撹拌する。
【０１７５】
　結合反応は好ましくは、不活性溶媒、例えばハロゲン化された炭化水素類、例えばジク
ロロメタン、クロロホルム、双極性非プロトン性溶媒、例えばアセトニトリル、ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ＤＭＳＯ、ＨＭＰＴ、エーテル類、例えばテトラ
ヒドロフラン（ＴＨＦ）の中で行われる。
【０１７６】
　多くの場合、結合反応は適当な塩基、例えば第三級アミン、例えばトリエチルアミン、
ジイソプロピルエチルアミン（ＤＩＰＥＡ）、Ｎ－メチル－モルホリン、Ｎ－メチルピロ
リジン、４－ＤＭＡＰまたは１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン
（ＤＢＵ）の存在下で行われる。反応温度は０℃～５０℃の間の範囲であることができそ
して反応時間は１５分間～２４時間の間の範囲であることができる。
【０１７７】
　望まれざる結合の形成を回避するために、一緒に結合される構築ブロック内の官能基を
保護することができる。使用できる適当な保護基は例えばＧｒｅｅｎ，“Ｐｒｏｔｅｃｔ
ｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ”，Ｊｏｈｎ　Ｗｉ
ｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９９９）および”Ｔｈｅ　Ｐｅｐｔｉｄｅ
ｓ：Ａｎａｌｙｓｉｓ，Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｂｉｏｌｏｇｙ”，Ｖｏｌ．３，Ａｃａｄ
ｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８７）に挙げられている。
【０１７８】
　カルボキシル基はエステルとして保護することができ、それを分解してカルボン酸を与
えることができる。使用できる保護基は、１）アルキルエステル類、例えばメチル、トリ
メチルシリルおよびｔｅｒｔ－ブチル、２）アリールアルキルエステル類、例えばベンジ
ルおよび置換されたべンジル、または３）穏やかな塩基または穏やかな還元手段により分
解されうるエステル、例えばトリクロロエチルおよびフェナシルエステルを包含する。
【０１７９】
　アミノ基は、種々のＮ－保護基、例えば：
１）アシル基、例えばホルミル、トリフルオロアセチル、フタリル、およびｐ－トルエン
スルホニル、
２）芳香族カルバメート基、例えばベンジルオキシカルボニル（ＣｂｚもしくはＺ）およ
び置換されたベンジルオキシカルボニル、並びに９－フルオレニルメチルオキシカルボニ
ル（Ｆｍｏｃ）、
３）脂肪族カルバメート基、例えばｔｅｒｔ－ブチルオキシカルボニル（Ｂｏｃ）、エト
キシカルボニル、ジイソプロピルメトキシ－カルボニル、およびアリルオキシカルボニル
、
４）環式アルキルカルバメート基、例えばシクロペンチルオキシカルボニルおよびアダマ
ンチルオキシカルボニル、
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５）アルキル基、例えばトリフェニルメチル、ベンジルまたは置換されたベンジル、例え
ば４－メトキシベンジル、
６）トリアルキルシリル、例えばトリメチルシリルまたはｔ．Ｂｕジメチルシリル、並び
に
７）チオール含有基、例えばフェニルチオカルボニルおよびジチアスクシノイル、
により保護されうる。
【０１８０】
　興味ある保護基はＢｏｃおよびＦｍｏｃである。
【０１８１】
　好ましくは、アミノ保護基は次の結合段階前に分解される。Ｎ－保護基の除去は当該技
術で既知の工程に従い行うことができる。Ｂｏｃ基が使用される時には、選択される方法
は未希釈のもしくはジクロロメタン中のトリフルオロ酢酸、またはジオキサン中もしくは
酢酸エチル中のＨＣｌである。生じたアンモニウム塩を次に結合前にまたはその場で塩基
性溶液、例えば水性緩衝液、またはジクロロメタンもしくはアセトニトリルもしくはジメ
チルホルムアミド中の第三級アミン類、を用いて中和する。Ｆｍｏｃ基が使用される時に
は、選択される試薬はジメチルホルムアミド中のピペリジンまたは置換されたピペリジン
であるが、第二級アミンを使用することもできる。脱保護は０℃～室温の間の温度におい
て、普通は約１５－２５℃または２０－２２℃において行われる。
【０１８２】
　構築ブロックの結合反応において妨害しうる別の官能基も保護することができる。例え
ばヒドロキシル基はベンジルもしくは置換されたベンジルエーテル類、例えば４－メトキ
シベンジルエーテル、ベンゾイルもしくは置換されたベンゾイルエステル類、例えば４－
ニトロベンゾイルエステル、またはトリアルキルシリル基（例えばトリメチルシリルもし
くはｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）として保護することができる。
【０１８３】
　選択的に分解されうる保護基により別のアミノ基を保護することができる。例えば、Ｂ
ｏｃがα－アミノ保護基として使用される時には、以下の側鎖保護基が適する：ｐ－トル
エンスルホニル（トシル）部分を使用して別のアミノ基を保護することができ、ベンジル
（Ｂｎ）エーテル類を使用してヒドロキシ基を保護することができ、そしてベンジルエス
テル類を使用して別のカルボキシル基を保護することができる。或いは、Ｆｍｏｃがα－
アミノ保護用に使用される時には、一般的にｔｅｒｔ－ブチルベースの保護基が許容可能
である。例えば、Ｂｏｃを別のアミノ基用に、ｔｅｒｔ－ブチルエーテルをヒドロキシル
基用に、そしてｔｅｒｔ－ブチルエステルを別のカルボキシル基用に使用することができ
る。
【０１８４】
　保護基は合成工程のいずれの段階において除去することができるが、好ましくは反応段
階に関係ない官能基の保護基は大員環の形成の完了後に除去される。
【０１８５】
　保護基の除去は保護基の選択により指定されるいずれかの方法で行うことができ、それ
らの方法は当業者に既知である。
【０１８６】
　以下の反応スキームに概略記述されているように、式（１ａ－１）により表わされるＸ
がＮである式（１ａ）の中間体は中間体（５ａ）から出発して製造することができ、それ
らをカルボニル導入剤の存在下でアルケンアミン（５ｂ）と反応させる。
【０１８７】
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【化２９】

【０１８８】
　カルボニル（ＣＯ）導入剤は、ホスゲン、またはホスゲン誘導体、例えばカルボニルジ
イミダゾール（ＣＤＩ）など、を包含する。１つの態様では、（５ａ）を上記のアミド形
成反応において使用される塩基および溶媒でありうる適当な塩基および溶媒の存在下でＣ
Ｏ導入剤と反応させる。特定の態様では、塩基は炭酸水素塩、例えばＮａＨＣＯ３、また
は第三級アミン、例えばトリエチルアミンなどであり、そして溶媒はエーテルまたはハロ
ゲン化された炭化水素、例えばＴＨＦ、ＣＨ２Ｃｌ２、ＣＨＣｌ３などである。上記スキ
ームにおけるように、その後にアミン（５ｂ）を加え、それにより中間体（１ａ－１）を
得る。同様な反応条件を用いる別の方式は、最初にＣＯ導入剤をアルケンアミン（５ｂ）
と反応させそして次にこのようにして製造された中間体を（５ａ）と反応させることを含
む。
【０１８９】
　或いは中間体（１ａ－１）は以下の通りにして製造することができる：
【０１９０】

【化３０】

【０１９１】
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　ＰＧ１はＯ－保護基であり、それはここに挙げられた基のいずれであってもよくそして
特にベンゾイルまたは置換されたベンゾイル基、例えば４－ニトロベンゾイルである。後
者の場合には、この基はアルカリ金属水酸化物（ＬｉＯＨ、ＮａＯＨ、ＫＯＨ）との、特
にＰＧ１が４－ニトロベンゾイルである場合にはＬｉＯＨとの反応により、水及び水溶性
有機溶媒、例えばアルカノール（メタノール、エタノール）およびＴＨＦを含んでなる水
性媒体、の中で除去することができる。
【０１９２】
　中間体（６ａ）をカルボニル導入剤の存在下で上記と同様にして（５ｂ）と反応させ、
そしてこの反応が中間体（６ｃ）を生成する。これらは、特に上記の反応条件を用いて、
脱保護される。生じたアルコール（６ｄ）を（４ａ）と（４ｂ）との反応に関して以上で
記載された通りにして中間体（４ｂ）と反応させそしてこの反応が中間体（１ａ－１）を
生ずる。
【０１９３】
　式（１ａ－２）により表わされるＸがＣである式（Ｉａ）の中間体は中間体（７ａ）か
ら出発するアミド形成反応により製造することができ、それらを以下の反応スキームに示
されているように上記のアミド製造用の反応条件を用いてアミン（５ｂ）と反応させる。
【０１９４】
【化３１】

【０１９５】
　或いは中間体（１ａ－１）は以下の通りにして製造することができる：
【０１９６】
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【化３２】

【０１９７】
　ＰＧ１は上記のようなＯ－保護基である。上記と同じ反応条件である、上記のようなア
ミド形成、保護基の記述におけるようなＰＧ１の除去、および（４ａ）と試薬（４ｂ）の
反応におけるようなＲ４の導入を使用することができる。
【０１９８】
　式（２ａ）の中間体は、以下の通りにして、最初に開放アミド（９ａ）を環化して大環
状エステル（９ｂ）にし、それを次に（２ａ）に転化させることにより製造することがで
きる：
【０１９９】
【化３３】

【０２００】
　ＰＧ２はカルボキシル保護基、例えば上記のカルボキシル保護基の１つ、特にＣ１－４

アルキルまたはベンジルエステル、例えばメチル、エチルもしくはｔ．ブチルエステルで
ある。（９ａ）から（９ｂ）への反応はメタセシス反応でありそして上記の通りにして行
われる。基ＰＧ２はこれも上記の工程に従い除去される。ＰＧ１がＣ１－４アルキルエス
テルである場合には、それはアルカリ性加水分解により、例えばＮａＯＨまたは好ましく
はＬｉＯＨを用いて、水性溶媒、例えばＣ１－４アルカノール／水混合物、の中で除去さ
れる。ベンジル基は接触水素化により除去されうる。
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　別の合成では、中間体（２ａ）は以下の通りにして製造することができる：
【０２０２】
【化３４】

【０２０３】
　ＰＧ１基はそれがＰＧ２に選択的に分解可能であるように選択される。ＰＧ２は例えば
メチルまたはエチルエステル類であり、それらはアルカリ金属水酸化物を用いる処理によ
り水性媒体の中で除去することができ、その場合にはＰＧ１はｔ．ブチルまたはベンジル
である。ＰＧ２は例えば弱酸性条件下で除去可能なｔ．ブチルエステルであることができ
またはＰＧ１は強酸でもしくは接触水素化により除去可能なベンジルエステルであること
ができ、後者の２つの場合にはＰＧ１は例えば安息香酸エステル、例えば４－ニトロ安息
香酸エステルである。
【０２０４】
　最初に、中間体（１０ａ）を環化して大環状エステル類（１０ｂ）にし、後者をＰＧ１

基の除去により脱保護して（１０ｃ）にし、それを中間体（４ｂ）と反応させ、引き続き
カルボキシル保護基ＰＧ２を除去する。環化、ＰＧ１およびＰＧ２の脱保護並びに（４ｂ
）との結合は上記の通りである。
【０２０５】
　Ｒ１基は合成のいずれかの段階で、上記のように最終段階で、またはそれより前に、大
員環形成前に、導入することができる。以下のスキームでは、－ＮＨ－ＳＯ２Ｒ６または
－ＯＲ５（これらは以上で特定されている通りである）である基Ｒ１が導入される：
【０２０６】
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【化３５】

【０２０７】
　以上のスキームにおいて、ＰＧ２は以上で定義された通りでありそしてＬ１はＰ３基
【０２０８】
【化３６】

【０２０９】
であり、ここでｎおよびＲ３は以上で定義された通りであり、そしてＸがＮである場合に
はＬ１は窒素－保護基（ＰＧ、以上で定義された通りである）であることもできそしてＸ
がＣである場合にはＬ１は基－ＣＯＯＲＧ２ａであることもでき、ここで基Ｇ２ａはＰＧ
２と同様なカルボキシル保護基であるが、ここでＰＧ２ａはＰＧ２に選択的に分解可能で
ある。１つの態様では、ＲＧ２ａがｔ．ブチルでありそしてＲＧ２がメチルまたはエチル
である。
【０２１０】
　Ｌ１が基（ｂ）を表わす中間体（１１ｃ）および（１１ｄ）は中間体（１ａ）に相当し
ておりそして以上で特定されたようにさらに処理することができる。
【０２１１】
Ｐ１およびＰ２構築ブロックの結合
　上記の工程に従うアミド形成反応を用いてＰ１およびＰ２構築ブロックを結合させる。
Ｐ１構築ブロックはカルボキシル保護基ＲＧ２を有することができ（（１２ｂ）内の通り
である）、或いはすでにＰ１’基に結合されていてもよい（（１２ｃ）内の通りである）
。以上で特定されているように、Ｌ２はＮ－保護基（ＰＧ）または基（ｂ）である。以上
で特定されているように、Ｌ３はヒドロキシ、－ＯＰＧ１または基－Ｏ－Ｒ４である。以
下の反応スキームのいずれかにおいてＬ３がヒドロキシである場合には、各反応段階前に
、それを基－ＯＰＧ１として保護しそして、所望するなら、引き続き脱保護して逆に遊離
ヒドロキシ官能基にすることができる。上記と同様にして、ヒドロキシ官能基を基－Ｏ－
Ｒ４に転化することができる。
【０２１２】
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【０２１３】
　以上のスキームの工程において、上記の工程に従い、シクロプロピルアミノ酸（１２ｂ
）または（１２ｃ）をＰ２構築ブロック（１２ａ）の酸官能基に結合させてアミド結合を
形成する。中間体（１２ｄ）または（１２ｅ）が得られる。後者においてＬ２が基（ｂ）
である場合には、生ずる生成物は前の反応スキームにおける中間体（１１ｃ）または（１
１ｄ）の一部を包含するＰ３－Ｐ２－Ｐ１配列である。使用される保護基に適する条件を
用いる（１２ｄ）内の酸保護基の除去、その後の上記のようなアミンＨ２Ｎ－ＳＯ２Ｒ６

（２ｂ）またはＨＯＲ５（２ｃ）との結合も、－ＣＯＲ１がアミドまたはエステル基であ
る中間体（１２ｅ）を生成する。Ｌ２がＮ－保護基である場合には、それを除去して中間
体（５ａ）または（６ａ）を生成しうる。１つの態様では、この反応におけるＰＧがＢＯ
Ｃ基でありそしてＰＧ２がメチルまたはエチルである。さらにＬ３がヒドロキシである場
合には、出発物質（１２ａ）はＢｏｃ－Ｌ－ヒドロキシプロリンである。特定の態様では
、ＰＧがＢＯＣであり、ＰＧ２がメチルまたはエチルでありそしてＬ３がヒドロキシであ
る。
【０２１４】
　１つの態様では、Ｌ２が基（ｂ）でありそしてこれらの反応はＰ１をＰ２－Ｐ３に結合
させることを含んでなり、それが上記の中間体（１ａ－１）または（１ａ）を生ずる。別
の態様では、Ｌ２が以上で特定されたＮ－保護基であり、そして結合反応が中間体（１２
ｄ－１）または（１２ｅ－１）を生じ、そこから上記の反応条件を用いて基ＰＧを除去し
て、それぞれ中間体（１２ｆ）または（１２ｇ）を得、それらは以上で特定された中間体
（５ａ）および（６ａ）を包含する：
【０２１５】
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【化３８】

【０２１６】
　１つの態様では、以上のスキームにおいて基Ｌ３が基－Ｏ－ＰＧ１を表わし、それはＬ
３がヒドロキシである出発物質（１２ａ）に導入されうる。この場合には、ＰＧ１はそれ
がＰＧである基Ｌ２に選択的に分解可能であるように選択される。
【０２１７】
　同様な方法で、シクロペンタンまたはシクロペンテン誘導体であるＸがＣであるＰ２構
築ブロックを以下のスキームに概略記述されているようにＰ１構築ブロックに結合させる
ことができ、そこでＲ１、Ｒ２、Ｌ３は以上で特定されている通りでありそしてＰＧ２お
よびＰＧ２ａはカルボキシル保護基である。ＰＧ２ａは典型的にはそれが基ＰＧ２に選択
的に分解可能であるように選択される。（１３ｃ）におけるＰＧ２ａ基の除去が中間体（
７ａ）または（８ａ）を生成し、それらは上記のように（５ｂ）と反応できる。
【０２１８】
【化３９】

【０２１９】
　ＸがＣであり、Ｒ２がＨであり、そしてＸおよびＲ２を有する炭素が単結合により結合
される（Ｐ２がシクロペンタン部分である）特定の態様では、ＰＧ２ａおよびＬ３が一緒
になって結合を形成しそしてＰ２構築ブロックが式：
【０２２０】
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【化４０】

【０２２１】
により表わされる。
【０２２２】
　二環式酸（１４ａ）をそれぞれ（１４ｂ）および（１４ｃ）に関して記載されたものと
同様にして（１２ｂ）または（１２ｃ）と反応させ、ここでラクトンが解放されて中間体
（１４ｃ）および（１４ｅ）を与える。ラクトン類はエステル加水分解工程を用いて、例
えば（９ｂ）におけるＰＧ１基のアルカリ性除去に関して記載された反応条件を用いて、
特に塩基性条件、例えばアルカリ金属水酸化物、例えばＮａＯＨ、ＫＯＨ、特にＬｉＯＨ
、を用いて、開放することができる。
【０２２３】

【化４１】

【０２２４】
　中間体（１４ｃ）および（１４ｅ）は下記の通りにしてさらに処理されうる。
【０２２５】
Ｐ３およびＰ２構築ブロックの結合
　ピロリジン部分を有するＰ２構築ブロックに関しては、Ｐ３およびＰ２またはＰ３およ
びＰ２－Ｐ１構築ブロックを（５ａ）と（５ｂ）の結合に関して以上で記載された工程に
従うカルバメート形成反応を用いて結合させる。ピロリジン部分を有するＰ２ブロックを
結合させる一般的な工程は以下の反応スキームに表わされており、ここでＬ３は以上で特
定された通りでありそしてＬ４は基－Ｏ－ＰＧ２、基
【０２２６】
【化４２】

【０２２７】
である。
【０２２８】
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【化４３】

【０２２９】
　１つの態様では、（１５ａ）におけるＬ４が基－ＯＰＧ２であり、ＰＧ２基は除去する
ことができそして生じた酸をシクロプロピルアミノ酸（１２ａ）または（１２ｂ）と結合
させて、Ｌ２が基（ｄ）または（ｅ）である中間体（１２ｄ）または（１２ｅ）を生成す
る。
【０２３０】
　Ｐ３ブロックをＰ２ブロックまたはＰ２－Ｐ１ブロックに結合させるための一般的な工
程は以下のスキームに示されており、ここでＰ２はシクロペンタンまたはシクロペンテン
である。Ｌ３およびＬ４は以上で特定された通りである。
【０２３１】
【化４４】

【０２３２】
　特定の態様では、Ｌ３およびＬ４が一緒になって（１４ａ）におけるようにラクトン架
橋を形成することができ、そしてＰ３ブロックとＰ２ブロックの結合は以下の通りである
：
【０２３３】
【化４５】

【０２３４】
　二環式ラクトン（１４ａ）をアミド形成反応において（５ｂ）と反応させてアミド（１
６ｃ）にし、そこではラクトン架橋が解放されて（１６ｄ）になる。アミド形成およびラ
クトン開放反応に関する反応条件は以上または以下に記載されている通りである。中間体
（１６ｄ）を引き続き上記のようにＰ１に結合させることもできる。
【０２３５】
　上記のように、以上のスキームにおける反応は（５ａ）、（７ａ）または（８ａ）と（
５ｂ）との反応、そして特に（５ａ）、（７ａ）または（８ａ）と（５ｂ）との反応に相
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当するＬ４が基（ｄ）または（ｅ）である上記反応に関して以上で記載されているのと同
じ工程を用いて行われる。
【０２３６】
　式（Ｉ）の化合物の製造において使用される構築ブロックＰ１、Ｐ１’、Ｐ２およびＰ
３は当該技術で既知の中間体から出発して製造することができる。多くのそのような合成
は以下でさらに詳細に記載される。
【０２３７】
　個別の構築ブロックを最初に製造しそして引き続き一緒にまたは交互に結合させること
ができ、構築ブロックの前駆体をその後の段階で一緒に結合させそして改変して所望する
分子組成にすることができる。
【０２３８】
　副反応を回避するために、各構築ブロック内の官能基を保護することができる。
【０２３９】
Ｐ２構築ブロックの合成
　Ｐ２構築ブロックは、ピロリジン、シクロペンタン、または基－Ｏ－Ｒ４で置換された
シクロペンタン部分のいずれかを含有する。
【０２４０】
　ピロリジン部分を含有するＰ２構築ブロックは、市販のヒドロキシプロリンから誘導さ
れうる。
【０２４１】
　シクロペンタン環を含有するＰ２構築ブロックの製造は、以下のスキームに示されてい
るようにして行うことができる。
【０２４２】
【化４６】

【０２４３】
　二環式酸（１７ｂ）は、例えば、３，４－ビス（メトキシカルボニル）－シクロペンタ
ノン（１７ａ）から、Ｒｏｓｅｎｑｕｉｓｔ　ｅｔ　ａｌ．によりＡｃｔａ　Ｃｈｅｍ．
Ｓｃａｎｄ．４６（１９９２）１１２７－１１２９に記載されている通りにして製造する
ことができる。この工程における第一段階は、例えばメタノールの如き溶媒中でのホウ水
素化ナトリウムのような還元剤を用いるケト基の還元、その後のエステル類の加水分解お
よびラクトン形成工程を用いる、特に例えばピリジンの如き弱塩基の存在下で無水酢酸を
用いることによる、最終的な二環式ラクトン（１７ｂ）への閉環を含む。（１７ｂ）にお
けるカルボン酸官能基を次に例えば基ＰＧ２の如き以上で特定されている適当なカルボキ
シル保護基を導入することにより保護して、二環式エステル（１７ｃ）を与えることがで
きる。基ＰＧ２は特に酸－不安定性であり、例えばｔ．ブチル基であり、そして例えばル
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イス酸の存在下におけるイソブテンを用いるまたは塩基、例えばジメチルアミノピリジン
もしくはトリエチルアミンのような第三級アミンの存在下におけるジクロロメタンのよう
な溶媒中での二炭酸ジ－ｔｅｒｔ－ブチルを用いる処理により導入される。上記の反応条
件を用いる、特に水酸化リチウムを用いる、（１７ｃ）のラクトン開放が酸（１７ｄ）を
生成し、それはさらにＰ１構築ブロックとの結合反応で使用することができる。（１７ｄ
）内の遊離酸は、好ましくはＰＧ２に選択的に分解可能である酸保護基ＰＧ２ａで、保護
することもでき、そしてヒドロキシ官能基を基－ＯＰＧ１にまたは基－Ｏ－Ｒ４に転化す
ることができる。基ＰＧ２の除去で得られる生成物は中間体（１７ｇ）および（１７ｉ）
であり、それらは以上で特定された中間体（１３ａ）または（１６ａ）に相当する。
【０２４４】
　特定の立体化学性を有する中間体は、以上の反応順序で中間体を分割することにより、
製造することができる。例えば、（１７ｂ）は当該技術で既知の工程に従い、例えば光学
的に活性な塩基との塩形成作用によりまたはキラルクロマトグラフィーにより、分割する
ことができ、そして生じた立体異性体を上記の通りにさらに処理することができる。（１
７ｄ）内のＯＨおよびＣＯＯＨ基はシス位置である。トランス同族体は、ＯＨ官能基を有
する炭素のところで、立体化学性を逆転させるＯＰＧ１またはＯ－Ｒ４を導入する反応で
特定の試薬を用いることにより立体化学性を逆転させることにより製造することができる
。
【０２４５】
　１つの態様では、中間体（１７ｄ）をＰ１ブロック（１２ｂ）または（１２ｃ）に結合
させることができ、この結合反応は同じ条件を用いる（１３ａ）または（１６ａ）と同じ
Ｐ１ブロックとの結合に相当する。その後の上記の通りの－Ｏ－Ｒ４置換基の導入、それ
に続く酸保護基ＰＧ２の除去が中間体（８ａ－１）を生成し、それらは中間体（７ａ）の
亜群または中間体（１６ａ）の一部である。ＰＧ２除去の反応生成物をさらにＰ３構築ブ
ロックに結合させることができる。１つの態様では、（１７ｄ）内のＰＧ２はｔ．ブチル
であり、それは酸性条件下で、例えばトリフルオロ酢酸を用いて除去することができる。
【０２４６】
【化４７】

【０２４７】
　不飽和Ｐ２構築ブロック、すなわちシクロペンテン環は以下のスキームに説明されてい
る通りにして製造することができる。
【０２４８】

【化４８】

【０２４９】
　Ｄｏｌｂｙ　ｅｔ　ａｌ．によりＪ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．３６（１９７１）１２７７－
１２８５に記載されたような３，４－ビス（メトキシカルボニル）シクロペンタノン（１
７ａ）の臭素化－排除反応、その後のホウ水素化ナトリウムのような還元剤を用いるケト
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官能基の還元がシクロペンテノール（１９ａ）を与える。例えば水酸化リチウムを用いる
ジオキサンおよび水の混合物のような溶媒中での選択的なエステル加水分解が、ヒドロキ
シ置換されたモノエステルシクロペンテノール（１９ｂ）を与える。
【０２５０】
　Ｒ２が水素以外でもありうる不飽和Ｐ２構築ブロックは以下のスキームに示されている
ようにして製造することができる。
【０２５１】
【化４９】

【０２５２】
　特にクロロ蟻酸ピリジニウムのような酸化剤による、市販の３－メチル－３－ブテン－
１－オール（２０ａ）の酸化が（２０ｂ）を生成し、それが例えばメタノール中での塩化
アセチルを用いる処理により対応するメチルエステルに転化され、引き続き臭素を用いる
臭素化反応がα－ブロモエステル（２０ｃ）を生成する。後者を次に（２０ｄ）からエス
テル形成反応により得られるアルケニルエステル（２０ｅ）と縮合させうる。（２０ｅ）
内のエステルは好ましくはｔ．ブチルエステルであり、それは対応する市販の酸（２０ｄ
）から、例えばジメチルアミノピリジンのような塩基の存在下における二炭酸ジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチルを用いる処理により製造することができる。中間体（２０ｅ）をテトラヒドロ
フランのような溶媒の中で例えばリチウムジイソプロピルアミドの如き塩基で処理し、そ
して（２０ｃ）と反応させてアルケニルジエステル（２０ｆ）を与える。上記の通りにし
て行われるオレフィンメタセシス反応による（２０ｆ）の環化が、シクロペンテン誘導体
（２０ｇ）を与える。（２０ｇ）の立体選択的エポキシド化をヤコブセン（Ｊａｃｏｂｓ
ｅｎ）非対称的エポキシド化方法を用いて行ってエポキシド（２０ｈ）を得ることができ
る。最後に、例えば塩基、特にＤＢＮ（１，５－ジアザビシクロ－［４．３．０］ノン－
５－エン）、の添加による塩基性条件下でのエポキシド開放反応がアルコール（２０ｉ）
を生成する。場合により、中間体（２０ｉ）内の二重結合を、例えば炭素上パラジウムの
ような触媒を用いる接触水素化により、還元して対応するシクロペンタン化合物を生成す
ることができる。ｔ．ブチルエステルを除去して対応する酸にすることができ、それを引
き続きＰ１構築ブロックと結合させる。
【０２５３】
　－Ｏ－Ｒ４基はピロリジン、シクロペンタンまたはシクロペンテン環に対して本発明に
従う化合物の合成のいずれかの簡便な段階で導入することができる。１つの方法は、最初
に－Ｏ－Ｒ４基を該環に導入しそして引き続き他の所望する構築ブロック、すなわちＰ１
（場合によりＰ１’テールを有する）およびＰ３、を加え、引き続き大員環を形成するこ
とである。別の方法は、－Ｏ－Ｒ４置換基を含有しない構築ブロックＰ２をそれぞれＰ１
およびＰ３と結合させそして大員環形成の前または後に－Ｏ－Ｒ４基を加えることである
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。後者の工程では、Ｐ２部分はヒドロキシ基を有し、それはヒドロキシ保護基ＰＧ１によ
り保護されうる。
【０２５４】
　（４ａ）から出発する（Ｉ）の合成に関して以上で記載されているものと同様にしてヒ
ドロキシ置換された中間体（２１ａ）または（２１ｂ）を中間体（４ｂ）と反応させるこ
とにより、Ｒ４基を構築ブロックＰ２に対して導入することができる。これらの反応は以
下のスキームに表わされており、ここでＬ２は以上で特定されている通りでありそしてＬ
５およびＬ５ａは互いに独立してヒドロキシ、カルボキシル保護基－ＯＰＧ２または－Ｏ
ＰＧ２ａを表わし、或いはＬ５はＰ１基、例えば以上で特定された基（ｄ）もしくは（ｅ
）、を表わすこともでき、或いはＬ５ａはＰ３基、例えば以上で特定された基（ｂ）、を
表わすこともできる。基ＰＧ２およびＰＧ２ａは以上で特定されている通りである。基Ｌ
５およびＬ５ａがＰＧ２またはＰＧ２ａである場合には、それらは各基が他方に選択的に
分解可能であるように選択される。例えば、Ｌ５およびＬ５ａの一方がメチルまたはエチ
ル基でありそして他方がベンジルまたはｔ．ブチル基であることができる。
【０２５５】
　１つの態様では、（２１ａ）においてＬ２がＰＧであり且つＬ５が－ＯＰＧ２であるか
、または（２１ｄ）においてＬ５ａが－ＯＰＧ２であり且つＬ２が－ＯＰＧ２であり、そ
してＰＧ２基が上記の通りにして除去される。
【０２５６】
【化５０】

【０２５７】
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　別の態様では、基Ｌ２がＢＯＣであり、Ｌ５がヒドロキシでありそして出発物質（２１
ａ）が市販のＢＯＣ－ヒドロキシプロリン、またはそのいずれかの他の立体異性体形態、
例えばＢＯＣ－Ｌ－ヒドロキシプロリン、特に後者のトランス異性体である。（２１ｂ）
内のＬ５がカルボキシル－保護基である場合には、それは（２１ｃ）に関して以上で記載
されている工程に従い除去することができる。さらに別の態様では、（２１ｂ－１）内の
ＰＧはＢｏｃでありそしてＰＧ２は低級アルキルエステル、特にメチルまたはエチルエス
テルである。後者のエステルから酸への加水分解は、標準的な工程、例えばメタノール中
の塩酸を用いるまたはアルカリ金属水酸化物、例えばＮａＯＨを用いる、特にＬｉＯＨを
用いる加水分解により行うことができる。別の態様では、ヒドロキシ置換されたシクロペ
ンタンまたはシクロペンテン同族体（２１ｄ）が（２１ｅ）に転化され、それはＬ５およ
びＬ５ａが－ＯＰＧ２または－ＯＰＧ２ａである場合には基ＰＧ２の除去により対応する
酸（２１ｆ）に転化されうる。（２１ｅ－１）内のＰＧ２ａの除去は同様な中間体をもた
らす。
【０２５８】
　イソキノリン誘導体である中間体（４ｂ）は当該技術で既知の工程を用いて製造するこ
とができる。例えば、米国特許第２００５／０１４３３１６号明細書はＲ４－ＯＨまたは
Ｒ４－ＬＧ中間体としてのイソキノリン類の種々の合成方法を提供する。そのようなイソ
キノリン類の合成に関する方法はＮ．Ｂｒｉｅｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏ
ｎ，２００２，５７６１に記載されておりそして以下に示されており、ここでＲ４ａ、Ｒ
４ｂおよびＲ４ｂ’はＲ４－基上の置換基に関してここで定義された意味を有するイソキ
ノリン部分上の置換基である。
【０２５９】
【化５１】

【０２６０】
　桂皮酸誘導体（２２ｂ）を三段階方法で１－クロロイソキノリン類に転化させる。生じ
たクロロイソキノリン類（２２ｅ）は引き続きここに記載されているようにしてヒドロキ
シピロリジン、ヒドロキシシクロペンタンまたはヒドロキシシクロペンテン誘導体と結合
されうる。第一段階で、桂皮酸（２２ｂ）内のカルボキシル基は、例えば塩基の存在下に
おけるクロロ蟻酸Ｃ１－６アルキル（特にメチルまたはエチル）エステルを用いる処理に
より活性化される。生じた混合無水物を次にナトリウムアジドで処理してアシルアジド類
（２２ｃ）を生成する。数種の他の方法がカルボン酸類からのアシルアジド類の生成に利
用可能であり、例えばカルボン酸を例えば塩化メチレンの如き非プロトン性溶媒中で塩基
の存在下でジフェニルホスホリルアジド（ＤＰＰＡ）で処理することができる。次の段階
で、アシルアジド類（２２ｃ）を、特にアシルアジド類を例えばジフェニルエーテルの如
き高沸点溶媒の中で加熱することにより、対応するイソキノロン類（２２ｄ）に転化させ
る。出発桂皮酸類（２２ｄ）は市販されているか或いは対応するベンズアルデヒド類（２
２ａ）からマロン酸類もしくはそれらの誘導体との直接縮合によりまたはウィティッヒ反
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シ塩化燐の如きハロゲン化剤を用いる処理により対応する１－クロロ－イソキノリン類に
転化されうる。
【０２６１】
　イソキノリン類であるＲ４－基はＫ．Ｈｉｒａｏ，Ｒ．Ｔｓｕｃｈｉｙａ，Ｙ．Ｙａｎ
ｏ，Ｈ．Ｔｓｕｅ，Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｅｓ　４２（１）１９９６，４１５－４２２に
記載されているような工程に従い製造することもできる。
【０２６２】
【化５２】

【０２６３】
　イソキノリン環系の合成用の別の方法はポメランツ－フリッツ（Ｐｏｍｅｒａｎｚ－Ｆ
ｒｉｔｓｈ）工程である。この方法はベンズアルデヒド誘導体（２３ａ）からの官能化さ
れたイミン（２３ｂ）への転化で始まり、それを次に高められた温度における酸を用いる
処理によりイソキノリン環系に転化させる。この方法は、星印により示されるＣ８位置で
置換されたイソキノリン中間体を製造するために特に有用である。中間体であるイソキノ
リン類（２３ｃ）は２段階方法で対応する１－クロロキノリン類（２３ｅ）に転化させう
る。第一段階は、例えばジクロロメタンの如き適当な溶媒中での例えばメタ－クロロ過安
息香酸の如き過酸化物を用いるイソキノリン（２３ｃ）の処理によるイソキノリンＮ－オ
キシド（２３ｄ）の生成を含んでなる。中間体（２３ｄ）を例えばオキシ塩化燐の如きハ
ロゲン化剤を用いる処理により対応する１－クロロイソキノリンに転化させる。
【０２６４】
　イソキノリン環系の合成用の別の方法が以下のスキームに示される。
【０２６５】

【化５３】

【０２６６】
　この方法では、オルト－アルキルベンズアミド誘導体（２４ａ）のアニオン形態が例え
ばＴＨＦの如き溶媒中でのｔｅｒｔ－ブチルリチウムの如き強塩基を用いる処理により得
られ、そして引き続きニトリル誘導体と縮合されて、イソキノリン（２４ｂ）を生成する
。後者は上記の方法により対応する１－クロロイソキノリンに転化されうる。（２４ａ）
内のＲ’およびＲ’’はアルキル基、特にＣ１－４アルキル基、例えばメチルまたはエチ
ルである。
【０２６７】
　以下のスキームはイソキノリン類の合成用の別の方法を示す。
【０２６８】
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【０２６９】
　中間体（２４ａ）は上記のように強塩基を用いて脱プロトン化される。Ｒ’およびＲ’
’は以上で特定されている。生じた中間体アニオンをエステル（２５ａ）と縮合させて、
ケトン中間体（２５ｂ）を得る。次の反応で、後者の中間体（２５ｂ）を高められた温度
においてアンモニアまたはアンモニウム塩、例えば酢酸アンモニウム、と反応させて、イ
ソキノロン（２４ｂ）の生成をもたらす。
【０２７０】
　一般構造（２５ａ）を有する種々のカルボン酸類を上記の合成において使用することが
できる。これらの酸類は市販されているかまたは当該技術で既知の工程により製造するこ
とができる。Ｂｅｒｄｉｋｈｉｎａ　ｅｔ　ａｌ．によりＣｈｅｍ．Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃ
ｌ．Ｃｏｍｐｄ．（Ｅｎｇｌ．Ｔｒａｎｓｌ．），４２７－４３３に記載された工程に従
う２－（置換された）アミノカルボキシ－アミノチアゾール誘導体（２５ａ－１）の製造
例が以下の反応スキームに示されており、それは２－カルボキシ－４－イソプロピル－チ
アゾール（２５ａ－１）の製造を説明している：
【０２７１】
【化５５】

【０２７２】
　チオオキサミン酸エチル（２６ａ）をβ－ブロモケトン（２６ｂ）と反応させてチアゾ
リルカルボン酸エステル（２６ｃ）を生成し、それを加水分解して対応する酸（２５ａ－
１）にする。これらの中間体内のエチルエステルは以上で定義されたような他のカルボキ
シル保護基ＰＧ２により置換されうる。以上のスキームにおいて、Ｒ４ｃは以上で定義さ
れた通りでありそして特にＣ１－４アルキル基、より特にｉ．プロピルである。
【０２７３】
　ブロモケトン（２６ｂ）は３－メチル－ブタン－２－オン（ＭＩＫ）からシリル化剤（
例えばＴＭＳＣＩ）を用いて適当な塩基（特にＬｉＨＭＤＳ）および臭素の存在下で製造
することができる。
【０２７４】
　別のカルボン酸（２５ａ）、特に置換されたアミノチアゾールカルボン酸（２５ａ－１
）、の合成は以下で説明される：
【０２７５】
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【化５６】

【０２７６】
　特にＣ１－６アルキルである種々の置換基Ｒ４ａを有するチオウレア（２７ｃ）はジイ
ソプロピルエチルアミンのような塩基の存在下におけるジクロロメタンのような溶媒中で
の適当なアミン（２７ａ）とイソシアン酸ｔｅｒｔ－ブチルとの反応、その後の酸性条件
下でのｔｅｒｔ－ブチル基の除去により製造することができる。チオウレア誘導体（２７
ｃ）と３－ブロモピルビン酸とのその後の縮合がチアゾールカルボン酸（２５ａ－２）を
与える。
【０２７７】
　イソキノリン類のさらに別の製造方法は以下の反応スキームで説明される。
【０２７８】
【化５７】

【０２７９】
　この方法の第一段階で、オルト－アルキルアリールアミン誘導体（２８ａ）を脱プロト
ン化条件（例えばｓｅｃ－ブチルリチウム、ＴＨＦ）にかけそして生じたアニオンを活性
化されたカルボン酸誘導体、例えばウェインレブ（Ｗｅｉｎｒｅｂ）アミド（２８ｂ）、
と縮合させる。生じたケトイミン（２８ｃ）を高められた温度における酢酸アンモニウム
との縮合によりイソキノリン（２８ｄ）に転化させる。このようにして得られたイソキノ
リン類をここに記載された方法により対応する１－クロロイソキノリン類に転化させうる
。
【０２８０】
　ここに記載されたイソキノリン類は、そのままでのまたは式（Ｉ）の化合物の中のもし
くはここに挙げられた中間体のいずれかの中のヒドロキシ－ピロリジン、ヒドロキシシク
ロペンタンもしくはヒドロキシシクロペンタン部分に加えられてのいずれかで、さらに官
能化されうる。そのような官能化の例を以下で説明する。
【０２８１】

【化５８】
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【０２８２】
　以上のスキームは、そこからアルコキシドが誘導されるアルコール溶媒中のナトリウム
またはカリウムアルコキシドを用いる（２９ａ）の処理による、１－クロロ－６－フルオ
ロ－イソキノリンから対応する１－クロロ－６－Ｃ１－６アルコキシ－イソキノリン部分
（２９ｂ）への転化を示す。以上のスキームにおけるＬ６はハロまたは基
【０２８３】
【化５９】

【０２８４】
を表わし、以上のスキームにおけるＲはＣ１－６アルキルを表わしそしてＬＧは脱離基で
ある。１つの態様では、ＬＧはフルオロである。Ｌ７およびＬ８はＰ２部分のこれらの位
置で結合されうる種々の置換基、特に例えばＯＬ５の如き基、を表わし、或いはＬ８はＰ
１基であり且つＬ７はＰ３基であることができ、或いはＬ７およびＬ８は一緒になって式
（Ｉ）の化合物の大環状環系の残部を形成しうる。
【０２８５】
　以下のスキームはスズキ（Ｓｕｚｕｋｉ）反応によるイソキノリン類の変換例を与える
。環が適当なに活性化されるかまたは官能化される限り、例えばクロロを用いて、これら
の結合を使用してイソキノリンを環系の各位置で官能化することができる。
【０２８６】
【化６０】

【０２８７】
　この工程は１－クロロイソキノリン（３０ａ）で始まり、それを例えばメタクロロ過安
息香酸の如き過酸化物を用いる処理で対応するＮ－オキシド（３０ｂ）に転化させる。後
者の中間体をハロゲン化剤、例えばオキシ塩化燐を用いる処理により対応する１，３－ジ
クロロ－イソキノリン（３０ｃ）に転化させる。中間体（３０ｃ）を－Ｏ－Ｒ４－基を導
入するためのここに記載された方法を用いて中間体（３０ｄ）［ここで、Ｌ６は基ＰＧで
あり、ここでＸはＮであり、またはＬ６は基－ＣＯＯＰＧ２であり、ここでＸはＣである
］と結合させて、中間体（３０ｅ）を与えることができる。中間体（３０ｅ）をパラジウ
ム触媒および塩基の存在下における、例えばＴＨＦ、トルエンまたは双極性非プロトン性
溶媒、例えばＤＭＦの如き溶媒中でのアリールボロン酸を用いるスズキ反応を使用して誘
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ン酸をこの結合方法で使用してＣ３－アリールイソキノリン類を与えることもできる。
【０２８８】
　アリールまたはヘテロアリール基を有するイソキノリン系統のスズキ結合を式（Ｉ）の
化合物の製造におけるその後の合成段階で使用することもできる。他のパラジウム触媒反
応、例えば米国特許第２００５／１０４３３１６号明細書に示されているようなヘック（
Ｈｅｃｋ）、ソノガシラ（Ｓｏｎｏｇａｓｈｉｒａ）またはスティル（Ｓｔｉｌｌｅ）結
合、を使用することによりイソキノリン環系を官能化することもできる。
【０２８９】
Ｐ１構築ブロックの合成
　Ｐ１断片の製造で使用されるシクロプロパンアミノ酸は市販されているかまたは当該技
術で既知の工程を用いて製造することができる。
【０２９０】
　特に、アミノ－ビニル－シクロプロピルエチルエステル（１２ｂ）は国際公開第００／
０９５４３号パンフレットに記載された工程に従いまたは以下のスキームに説明されてい
る通りにして得ることができ、ここでＰＧ２は以上で特定されたようなカルボキシル保護
基である：
【０２９１】
【化６１】

【０２９２】
　塩基の存在下における１，４－ジハロ－ブテンを用いる市販のまたは容易に得られうる
イミン（３１ａ）の処理が（３１ｂ）を製造し、それが加水分解後に、カルボキシル基に
対するｓｙｎにアリル置換基を有するシクロプロピルアミノ酸（１２ｂ）を生成する。エ
ナンチオマー混合物（１２ｂ）の分割が（１２ｂ－１）を生ずる。分割は当該技術で既知
の工程、例えば酵素分離、キラル酸を用いる結晶化、もしくは化学的誘導化を用いてまた
はキラルカラムクロマトグラフィーにより行われる。中間体（１２ｂ）または（１２ｂ－
１）を上記のように適当なＰ２誘導体に結合させることができる。
【０２９３】
　Ｒ１が－ＯＲ５または－ＮＨ－ＳＯ２Ｒ６である一般式（Ｉ）に従う化合物の製造用の
Ｐ１構築ブロックはエステルまたはアミド形成用の標準的条件下でアミノ酸（３２ａ）を
それぞれ適当なアルコールまたはアミンと反応させることにより製造することができる。
ＰＧが以上で特定されている通りである以下の反応スキームに概略記述されているように
、シクロプロピルアミノ酸（３２ａ）はＮ－保護基ＰＧの導入およびＰＧ２の除去により
製造され、そしてアミノ酸（３２ａ）がアミン（１２ｃ－１）またはエステル（１２ｃ－
２）に転化され、それらは中間体（１２ｃ）の亜群である。
【０２９４】
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【化６２】

【０２９５】
　（３２ａ）とアミン（２ｂ）との反応はアミド形成工程である。（２ｃ）との同様な反
応はエステル形成反応である。両者とも上記の工程に従い製造することができる。この反
応は中間体（３２ｂ）または（３２ｃ）を生成し、そこからアミノ保護基が例えば上記の
ような標準的方法により除去される。これは引き続き所望する中間体（１２ｃ－１）を生
ずる。出発物質（３２ａ）は上記の中間体（１２ｂ）から、最初のＮ－保護基ＰＧの導入
およびその後の基ＰＧ２の除去により製造することができる。
【０２９６】
　１つの態様では、（３２ａ）と（２ｂ）の反応はＴＨＦのような溶媒中での例えばＮ，
Ｎ’－カルボニル－ジイミダゾール（ＣＤＩ）などの如き結合剤を用いるアミノ酸の処理
、その後の例えば１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデセ－７－エン（ＤＢＵ）
の如き塩基の存在下における（２ｂ）との反応により行われる。或いは、アミノ酸をジイ
ソプロピルエチルアミンのような塩基の存在下において（２ｂ）で処理し、引き続き例え
ばヘキサフルオロ燐酸ベンゾトリアゾール－１－イル－オキシ－トリス－ピロリジノ－ホ
スホニウム（ＰｙＢＯＰ(R)として市販されている）の如き結合剤で処理して、スルホン
アミド基の導入を行うことができる。
【０２９７】
　中間体（１２ｃ－１）または（１２ｃ－２）を引き続き上記のように適当なプロリン、
シクロペンタンまたはシクロペンテン誘導体に結合させうる。
【０２９８】
Ｐ３構築ブロックの合成
　Ｐ３構築ブロックは市販されているかまたは当業者に既知の方法に従い製造することが
できる。これらの方法の１つは以下のスキームに示されておりそしてモノアシル化された
アミン類、例えばトリフルオロアセトアミドまたはＢｏｃ－保護されたアミンを使用する
。
【０２９９】
【化６３】

【０３００】
　以上のスキームにおいて、ＲはＣＯ基と一緒になったＮ－保護基を形成し、特にＲはｔ
－ブトキシ、トリフルオロメチルであり、Ｒ３およびｎは以上で定義されている通りであ
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りそしてＬＧは脱離基、特にハロゲン、例えばクロロまたはブロモである。
【０３０１】
　モノアシル化されたアミン類（３３ａ）を強塩基、例えば水素化ナトリウム、で処理し
そして引き続き試薬ＬＧ－Ｃ５－８アルケニル（３３ｂ）、特にハロＣ５－８アルケニル
、と反応させて、対応する保護されたアミン類（３３ｃ）を生成する。（３３ｃ）の脱保
護が（５ｂ）を与え、それが構築ブロックＰ３である。脱保護は官能基Ｒに依存するため
、Ｒがｔ－ブトキシである場合には対応するＢｏｃ－保護されたアミンの脱保護は酸性処
理、例えばトリフルオロ酢酸、を用いて行うことができる。或いは、Ｒが例えばトリフル
オロメチルである時には、Ｒ基の除去は塩基、例えば水酸化ナトリウムを用いて行われる
。
【０３０２】
　以下のスキームはＰ３構築ブロックのさらに別の製造方法、すなわち第一級Ｃ５－８ア
ルケニルアミン類のガブリエル（Ｇａｂｒｉｅｌ）合成を説明しており、それは以上で特
定された塩基、例えばＮａＯＨもしくはＫＯＨ、および（３３ｂ）を用いるフタルイミド
（３４ａ）の処理、その後の中間体Ｎ－アルケニルイミドの加水分解により行うことがで
き、第一級Ｃ５－８アルケニルアミン（５ｂ－１）を生成する。
【０３０３】
【化６４】

【０３０４】
　以上のスキームにおいて、ｎは以上で定義された通りである。
【０３０５】
　式（Ｉ）の化合物は互いに当該技術で既知の官能基転換反応に従い転化させうる。例え
ば、アミノ基をＮ－アルキル化することができ、ニトロ基をアミノ基に還元することがで
き、ハロ原子を別のハロで交換することができる。
【０３０６】
　式（Ｉ）の化合物は３価窒素をそのＮ－オキシド形態に転化させるための当該技術で既
知の工程に従い対応するＮ－オキシド形態に転化させうる。該Ｎ－酸化反応は一般的には
、式（Ｉ）の出発物質を適当な有機または無機過酸化物と反応させることにより実施しう
る。適する無機過酸化物は、例えば、過酸化水素、アルカリ金属もしくはアルカリ土類金
属過酸化物、例えば過酸化ナトリウム、過酸化カリウムを含んでなり、適する有機過酸化
物はペルオキシ酸、例えば、ベンゼンカルボペルオキソ酸またはハロ置換されたベンゼン
カルボペルオキソ酸、例えば３－クロロベンゼンカルボペルオキソ酸、ペルオキソアルカ
ン酸、例えばペルオキソ酢酸、アルキルヒドロ過酸化物、例えばヒドロ過酸化ｔｅｒｔ－
ブチルを含んでなる。適する溶媒は、例えば、水、低級アルコール類、例えばエタノール
など、炭化水素、例えばトルエン、ケトン類、例えば２－ブタノン、ハロゲン化された炭
化水素類、例えばジクロロメタン、およびそのような溶媒の混合物である。
【０３０７】
　式（Ｉ）の化合物の純粋な立体化学的異性体形態は当該技術で既知の工程の適用により
得られうる。ジアステレオマーは物理的方法、例えば選択的結晶化およびクロマトグラフ
ィー技術、例えば、向流分布、液体クロマトグラフィーなどにより分離されうる。
【０３０８】
　式（Ｉ）の化合物は、当該技術で既知の分割工程に従い互いに分離できるエナンチオマ
ーのラセミ混合物として得られうる。充分に塩基性または酸性である式（Ｉ）のラセミ化
合物は、適当なキラル酸またはキラル塩基との反応により、対応するジアステレオマー塩
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形態に転化することができる。該ジアステレオマー塩形態を引き続き、例えば、選択的ま
たは分別結晶化により分離し、そしてエナンチオマー類をそこからアルカリまたは酸によ
り遊離する。式（Ｉ）の化合物のエナンチオマー形態の別の分離方法は、液体クロマトグ
ラフィー、特にキラル静止相を使用する液体クロマトグラフィーを包含する。反応が立体
特異的に起きる限り、該純粋な立体化学的異性体形態は適当な出発物質の対応する純粋な
立体化学的異性体形態から誘導することもできる。好ましくは、特異的な立体異性体が所
望される場合には、該化合物は立体特異的な製造方法により合成することができる。これ
らの方法はエナンチオマー的に純粋な出発物質を使用することができる。
【０３０９】
　別の面で、本発明は治療的に有効な量のここで特定される式（Ｉ）の化合物またはここ
で特定される式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの化合物、および製薬学的に許容可能な
担体を含んでなる製薬学的組成物に関する。これに関する治療的に有効な量は、感染した
被験体または感染する危険性のある被験体においてウイルス感染症、そして特にＨＣＶウ
イルス感染症に対して予防的に作用し、安定化させまたは軽減させるのに充分な量である
。さらに別の面で、本発明は製薬学的に許容可能な担体を治療的に有効な量のここで特定
される式（Ｉ）の化合物またはここで特定される式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの化
合物を密に混合することを含んでなるここで特定される製薬学的組成物を製造する方法に
も関する。
【０３１０】
　従って、本発明の化合物またはそれらの亜群は投与目的のために種々の製薬学的形態に
調合することができる。適切な組成物として、全身投与薬品用に一般的に使用される全て
の組成物が挙げられうる。本発明の製薬学的組成物を製造するためには、活性成分として
の有効量の特定化合物を、場合により付加塩形態または金属錯体で、製薬学的に許容可能
な担体と密に混合して一緒にし、この担体は投与に所望される調剤の形態によって広範囲
の形態をとりうる。これらの製薬学的組成物は望ましくは、特に、経口的、直腸、皮下ま
たは非経口的注射による投与に適する単位薬用量形態である。例えば、組成物を経口薬用
量形態で製造する際には、一般的な製薬学的媒体のいずれか、例えば懸濁剤、シロップ剤
、エリキシル剤、乳剤および液剤の如き経口液体調剤の場合には例えば、水、グリコール
類、油類など、または散剤、丸剤、カプセル剤、および錠剤の場合には固体担体、例えば
澱粉類、糖類、カオリン、潤滑剤、結合剤、崩壊剤などを使用することができる。それら
の投与の容易さのために、錠剤およびカプセル剤が最も有利な経口薬用量単位形態であり
、この場合にはもちろん固体の製薬学的担体が使用される。非経口的組成物に関しては、
担体は一般的に少なくとも大部分の殺菌水を含んでなるが、例えば、溶解を助けるための
他の成分も包含されうる。例えば、担体が食塩水溶液、グルコース溶液または食塩水およ
びグルコース溶液の混合物を含んでなる注射液剤を製造することができる。注射懸濁剤を
製造することもでき、この場合には適する液体の担体、懸濁化剤などを使用できる。使用
直前に液体形態調剤に転化されることが意図される固体形態調剤も包含される。皮下投与
に適する組成物では、担体は場合により浸透促進剤および／または適当な湿潤剤を、場合
により少量のいずれかの性質の適当な添加剤と組み合わせて含んでなり、この添加剤は皮
膚に有意な副作用をもたらさないものである。
【０３１１】
　本発明の化合物は経口的な吸入または通気を介してこの方法による投与のために当該技
術で使用される方法および調剤により投与することもできる。それ故、一般的には本発明
の化合物を肺に液剤、懸濁剤または乾燥散剤の形態で投与することができ、液剤が好まし
い。経口的な吸入または通気を介する液剤、懸濁剤または乾燥散剤の分配用に開発された
いずれのシステムでも本化合物の投与に適する。
【０３１２】
　それ故、本発明は式（Ｉ）の化合物および製薬学的に許容可能な担体を含んでなる口を
通る吸入または通気による投与に適する製薬学的組成物も提供する。好ましくは、本発明
の化合物は噴霧化されたまたはエーロゾル化された服用量での液剤の吸入を介して投与さ
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れる。
【０３１３】
　投与の容易さおよび薬用量の均一性のために上記の製薬学的組成物を単位薬用量形態に
調合することが特に有利である。ここで使用される単位薬用量形態は単位薬用量として適
する物理的に分離している単位をさし、各単位は必要な製薬学的担体と組み合わされて所
望する治療効果を生ずるように計算された予め決められた量の活性成分を含有する。その
ような単位薬用量形態の例は、錠剤（刻み目付きもしくはコーティング錠剤を包含する）
、カプセル剤、丸剤、坐剤、散剤パケット剤、ウエファー剤、注射液剤もしくは懸濁剤な
ど、並びにそれらの分離された複数分である。
【０３１４】
　式（Ｉ）の化合物は抗ウイルス性質を示す。本発明の化合物および方法を用いて処置可
能なウイルス感染症およびそれらに関連する疾病は、ＨＣＶおよび他の病原性フラビウイ
ルス類によりもたらされる感染症、例えば黄熱、デング熱（１－４型）、セントルイス脳
炎、日本脳炎、マーレー渓谷脳炎、西ナイルウイルスおよびクンジンウイルス、を包含す
る。ＨＣＶに関連する疾病は、進行性肝臓線維症、肝硬変をもたらす炎症および壊死、末
期肝臓疾病、およびＨＣＣを包含し、そして他の病原性フラビウイルスに関する疾病は黄
熱、デング熱、出血熱および脳炎を包含する。多くの本発明の化合物はさらにＨＣＶの突
然変異菌株に対しても活性である。さらに、本発明の化合物の多くは好ましい薬物動力学
的特徴を示しそして許容可能な半減期、ＡＵＣ（曲線下面積）およびピーク値に関する魅
力的な性質を有し且つ例えば不充分な急速開始や組織貯留の如き好ましくない現象がない
。
【０３１５】
　式（Ｉ）の化合物のＨＣＶに対するインビトロ抗ウイルス活性を、Ｌｏｈｍａｎｎ　ｅ
ｔ　ａｌ．（１９９９）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２８５：１１０－１１３をベースとし、Ｋｒｉ
ｅｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．（２００１）Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ　７５：
４６１４－４６２４により記載されたさらなる変更を行った細胞ＨＣＶレプリコンシステ
ムの中で試験し、それは実施例部分でさらに例示されている。このモデルはＨＣＶに関す
る完全な感染症モデルではないが、現在入手可能な自律性ＨＣＶ　ＲＮＡ複製の最もしっ
かりしたそして有効なモデルである。この細胞モデルにおいて抗－ＨＣＶ活性を示す化合
物は哺乳動物におけるＨＣＶ感染症の処置におけるさらなる開発候補として考えられる。
ＨＣＶ機能を特異的に妨害する化合物とＨＣＶレプリコンモデルにおいて細胞毒性または
細胞静止効果を与えるものとを区別することが重要であり、そしてその結果としてＨＣＶ
　ＲＮＡまたは結合されたレポーター酵素濃度における低下をもたらすことが認識される
であろう。例えばフルオロジェン性（ｆｌｕｏｒｏｇｅｎｉｃ）レドックス染料、例えば
レサズリン（ｒｅｓａｚｕｒｉｎ）、を用いるミトコンドリア酵素の活性に基づく細胞毒
性の評価用の検定が当分野で既知である。さらに、結合されたレポーター遺伝子活性、例
えばハエ・ルシフェラーゼ、の非選択的な阻害の評価に関する細胞対抗スクリーンも存在
する。構造的に活性な遺伝子プロモーターにその発現が依存するルシフェラーゼレポータ
ー遺伝子との安定なトランスフェクションにより適切な細胞タイプを用意することができ
、そしてそのような細胞を非選択的阻害剤を排除するための対抗－スクリーンとして使用
することができる。
【０３１６】
　それらの抗ウイルス性質、特にそれらの抗－ＨＣＶ性質のために、式（Ｉ）の化合物ま
たはそれらの亜群、それらのプロドラッグ、Ｎ－オキシド、付加塩、第四級アミン、金属
錯体および立体化学的異性体形態はウイルス感染症、特にＨＣＶ感染症に罹った個体の処
置においてそしてこれらの感染症の予防のために有用である。一般的に、本発明の化合物
はウイルス、特に例えばＨＣＶの如きフラビウイルスに感染した温血動物の処置において
有用でありうる。
【０３１７】
　従って本発明の化合物またはそれらの亜群は薬品として使用することができる。薬品ま
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たは処置方法としての該使用はウイルス感染した被験体またはウイルス感染の疑いのある
被験体に対するウイルス感染症、特にＨＣＶ感染症に関連する症状を撲滅するために有効
な量の全身的な投与を含んでなる。
【０３１８】
　本発明はまた、ウイルス感染症、特にＨＣＶ感染症の処置または予防のための薬品の製
造における本発明の化合物またはそれらの亜群の使用にも関する。
【０３１９】
　本発明はさらに、抗－ウイルス有効量のここで特定される式（Ｉ）の化合物またはここ
で特定される式（Ｉ）の化合物の亜群のいずれかの投与を含んでなるウイルス、特にＨＣ
Ｖ、により感染されたかまたは感染の危険性のある温血動物の処置方法にも関する。
【０３２０】
　また、既知の抗－ＨＣＶ化合物、例えば、インターフェロン－α（ＩＦＮ－α）、ペグ
化されたインターフェロン－αおよび／またはリバビリン（ｒｉｂａｖｉｒｉｎ）、並び
に式（Ｉ）の化合物の組み合わせを組み合わせ療法における薬品として使用することがで
きる。用語「組み合わせ療法」は、ＨＣＶ感染症の処置における、特にＨＣＶによる感染
症の処置における、同時、別個または順次使用のための組み合わせ調剤としての（ａ）式
（Ｉ）の化合物および（ｂ）場合により他の抗－ＨＣＶ化合物を必ず含有する製品に関す
る。
【０３２１】
　抗－ＨＣＶ化合物はＨＣＶポリメラーゼ阻害剤、ＨＣＶプロテアーゼ阻害剤、ＨＣＶ寿
命サイクル内の別の標的の阻害剤、および免疫調整剤、抗ウイルス剤、およびそれらの組
み合わせから選択される剤を包含する。
【０３２２】
　ＨＣＶポリメラーゼ阻害剤はＮＭ２８３（バロピシタビン（ｖａｌｏｐｉｃｉｔａｂｉ
ｎｅ））、Ｒ８０３、ＪＴＫ－１０９、ＪＴＫ－００３、ＨＣＶ－３７１、ＨＣＶ－０８
６、ＨＣＶ－７９６およびＲ－１４７９を包含するが、それらに限定されない。
【０３２３】
　ＨＣＶプロテアーゼ類の阻害剤（ＮＳ２－ＮＳ３阻害剤およびＮＳ３－ＮＳ４Ａ阻害剤
）は国際公開第０２／１８３６９号パンフレット（例えば、２７３頁９－２２行および２
７４頁４行～２７６頁１１行参照）の化合物、ＢＩＬＳ－２０６１、ＶＸ－９５０、ＧＳ
－９１３２（ＡＣＨ－８０６）、ＳＣＨ－５０３０３４、およびＳＣＨ－６を包含するが
、それらに限定されない。使用できる別の剤は、国際公開第９８／１７６７９号パンフレ
ット、国際公開第００／０５６３３１号パンフレット（ベルテックス（Ｖｅｒｔｅｘ））
、国際公開第９８／２２４９６号パンフレット（ロシェ（Ｒｏｃｈｅ））、国際公開第９
９／０７７３４号パンフレット（ベーリンゲル・インゲルハイム（Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ
　Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ））、国際公開第２００５／０７３２１６号パンフレット、国際公
開第２００５０７３１９５号パンフレット（メジビル（Ｍｅｄｉｖｉｒ））に開示されて
いるものおよび構造的に同様な剤である。
【０３２４】
　ＨＣＶ寿命サイクルにおけるＮＳ３ヘリケースを包含する他の標的の阻害剤は、メタロ
プロテアーゼ阻害剤、アンチセンス・オリゴヌクレオチド阻害剤、例えばＩＳＩＳ－１４
８０３、ＡＶＩ－４０６５など、ｓｉＲＮＡ類、例えばＳＩＲＰＬＥＸ－１４０－Ｎなど
、ベクター－コードされた短いヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）、ＤＮＡザイム類、ＨＣＶ
特異的リボザイム類、例えばヘプタザイム、ＲＰＩ．１３９１９など、侵入阻害剤、例え
ばＨｅｐｅＸ－Ｃ、ＨｕＭａｘ－ＨｅｐＣなど、アルファグルコシダーゼ阻害剤、例えば
セルゴシビル（ｃｅｌｇｏｓｉｖｉｒ）、ＵＴ－２３１Ｂなど、ＫＰＥ－０２００３００
２、およびＢＩＶＮ４０１である。
【０３２５】
　免疫調節剤は、α－インターフェロン、β－インターフェロン、γ－インターフェロン
、ω－インターフェロンなどを包含する天然および組み換えインターフェロンイソ形態化
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合物、例えばＩｎｔｒｏｎ　Ａ(R)、Ｒｏｆｅｒｏｎ－Ａ(R)、Ｃａｎｆｅｒｏｎ－Ａ３０
０(R)、Ａｄｖａｆｅｒｏｎ(R)、Ｉｎｆｅｒｇｅｎ(R)、Ｈｕｍｏｆｅｒｏｎ(R)、Ｓｕｍ
ｉｆｅｒｏｎ　ＭＰ(R)、Ａｌｆａｆｅｒｏｎｅ(R)、ＩＦＮ－ｂｅｔａ(R)、Ｆｅｒｏｎ(

R)など、ポリエチレングリコール誘導化された（ペグ化された）インターフェロン化合物
、例えばＰＥＧインターフェロン－α－２ａ（Ｐｅｇａｓｙｓ(R)）、ＰＥＧインターフ
ェロン－α－２ｂ（ＰＥＧ－Ｉｎｔｒｏｎ(R)）、ペグ化されたＩＦＮ－α－ｃｏｎ１な
ど、インターフェロン化合物の長期作用性調剤および誘導体、例えばアルバミン－縮合イ
ンターフェロンアルブフェロンαなど、細胞内でインターフェロンの合成を刺激する化合
物、例えばレシキモド（ｒｅｓｉｑｕｉｍｏｄ）など、インターロイキン類、１型ヘルパ
ーＴ細胞応答の発生を増加させる化合物、例えばＳＣＶ－０７など、ＴＯＬＬ－類似受容
体作用物質、例えばＣｐＧ－１０１０１（アクチロン（ａｃｔｉｌｏｎ））、イサトリビ
ン（ｉｓａｔｏｒｉｂｉｎｅ）など、チモシンα－１、ＡＮＡ－２４５、ＡＮＡ－２４６
、ヒスタミン塩酸塩、プロパゲルマニウム、テトラクロロデカオキシド、アムプリゲン（
ａｍｐｌｉｇｅｎ）、ＩＭＰ－３２１、ＫＲＮ－７０００、抗生物質、例えばシバシル（
ｃｉｖａｃｉｒ）、ＸＴＬ－６８６５など、並びに予防用および治療用ワクチン類、例え
ばＩｎｎｏ　Ｖａｃ　Ｃ、ＨＣＶ　Ｅ１Ｅ２／ＭＦ５９などを包含するが、それらに限定
されない。
【０３２６】
　他の抗ウイルス酸はリバビリン（ｒｉｂａｖｉｒｉｎ）、アマンタジン（ａｍａｎｔａ
ｄｉｎｅ）、ビラミジン（ｖｉｒａｍｉｄｉｎｅ）、ニタゾキサニド（ｎｉｔａｚｏｘａ
ｎｉｄｅ）、テルビブジン（ｔｅｌｂｉｖｕｄｉｎｅ）、ＮＯＶ－２０５、タリバビリン
（ｔａｒｉｂａｖｉｒｉｎ）、内部リボソーム侵入の阻害剤、広域ウイルス阻害剤、例え
ばＩＭＰＤＨ阻害剤（例えば米国特許第５，８０７，８７６号明細書、米国特許第６，４
９８，１７８号明細書、米国特許第６，３４４，４６５号明細書、米国特許第６，０５４
，４７２号明細書、国際公開第９７／４００２８号パンフレット、国際公開第９８／４０
３８１号パンフレット、国際公開第００／５６３３１号パンフレットの化合物、並びにミ
コフェノール酸およびそれらの誘導体、そしてＶＸ－９５０、メリメポジブ（ｍｅｒｉｍ
ｅｐｏｄｉｂ）（ＶＸ－４９７）、ＶＸ－１４８、および／またはＶＸ－９４４を包含す
るが、それらに限定されない）、または上記のいずれかの組み合わせを包含するが、それ
らに限定されない。
【０３２７】
　それ故、ＨＣＶ感染症を撲滅または処置するために、式（Ｉ）の化合物を、例えばイン
ターフェロン－α（ＩＦＮ－α）、ペグ化されたインターフェロン－αおよび／またはリ
バビリン、並びにＨＣＶエピトープを標的にする抗生物質をベースとした療法、低干渉性
ＲＮＡ（ＳｉＲＮＡ）、リボザイム類、ＤＮＡザイム類、アンチセンスＲＮＡ、例えばＮ
Ｓ３プロテアーゼ、ＮＳ３ヘリケースおよびＮＳ５Ｂポリメラーゼの小分子拮抗物質と組
み合わせて同時投与することができる。
【０３２８】
　従って、本発明はＨＣＶウイルスに感染した哺乳動物においてＨＣＶ活性を阻害するた
めに有用な薬品の製造用の以上で定義された式（Ｉ）の化合物またはその亜群の使用に関
し、ここで該薬品は組み合わせ療法で使用され、該組み合わせ療法は好ましくは式（Ｉ）
の化合物および別のＨＣＶ阻害化合物、例えば（ペグ化された）ＩＦＮ－αおよび／また
はリバビリンを含んでなる。
【０３２９】
　さらに別の面では、ここで特定される式（Ｉ）の化合物および抗－ＨＩＶ化合物の組み
合わせが提供される。後者は好ましくは、薬品代謝に対する陽性効果および／またはバイ
オアベイラビリティーを改良する薬物動力学を有するＨＩＶ阻害剤である。そのようなＨ
ＩＶ阻害剤の例はリトナビルである。
【０３３０】
　そこで、本発明は（ａ）式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤またはそ
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の製薬学的に許容可能な塩、および（ｂ）リトナビルまたはその製薬学的に許容可能な塩
を含んでなる組み合わせをさらに提供する。
【０３３１】
　化合物リトナビルおよびその製薬学的に許容可能な塩、並びにその製造方法は国際公開
第９４／１４４３６号パンフレットに記載されている。リトナビルの好ましい薬用量形態
に関しては米国特許第６，０３７，１５７号明細書並びにそこに引用された文献である米
国特許第５，４８４，８０１号明細書、米国特許第０８／４０２，６９０号明細書並びに
国際公開第９５／０７６９６号パンフレットおよび国際公開第９５／０９６１４号パンフ
レットを参照のこと。リトナビルは以下の式：
【０３３２】
【化６５】

【０３３３】
を有する。
【０３３４】
　別の態様では、（ａ）式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤またはその
製薬学的に許容可能な塩、および（ｂ）リトナビルまたはその製薬学的に許容可能な塩を
含んでなる組み合わせはここに記載された化合物から選択される追加の抗－ＨＣＶ化合物
をさらに含んでなる。
【０３３５】
　本発明の１つの態様では、（ａ）式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤
またはその製薬学的に許容可能な塩、および（ｂ）リトナビルまたはその製薬学的に許容
可能な塩を組み合わせる段階を含んでなるここに記載された組み合わせの製造方法が提供
される。本発明の別の態様は、組み合わせが１種もしくはそれ以上のここに記載された追
加の剤を含んでなる方法を提供する。
【０３３６】
　本発明の組み合わせは薬品として使用することができる。薬品または処置方法としての
該使用は、ＨＣＶ－感染患者に対するＨＣＶ並びに他の病原性フラビ－およびペスチウイ
ルス類に関係する症状を撲滅するのに有効な量の全身的投与を含んでなる。従って、本発
明の組み合わせは哺乳動物におけるＨＣＶ感染症に関係する感染症または疾病を処置、予
防または撲滅するために、特にＨＣＶ並びに他の病原性フラビ－およびペスチウイルス類
に関係する症状を処置するために、有用な薬品の製造において使用することができる。
【０３３７】
　本発明の１つの態様では、ここに記載された態様のいずれかに従う組み合わせおよび製
薬学的に許容可能な賦形剤を含んでなる製薬学的組成物が提供される。特に、本発明は（
ａ）治療的に有効な量の式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤またはその
製薬学的に許容可能な塩、（ｂ）治療的に有効な量のリトナビルまたはその製薬学的に許
容可能な塩、および（ｃ）製薬学的に許容可能な賦形剤を含んでなる製薬学的組成物が提
供される。場合により、製薬学的組成物はＨＣＶポリメラーゼ阻害剤、ＨＣＶプロテアー
ゼ阻害剤、ＨＣＶ寿命サイクルにおける別の標的の阻害剤、および免疫調節剤、抗ウイル
ス剤、並びにそれらの組み合わせから選択される追加の剤をさらに含んでなりうる。
【０３３８】
　組成物は例えば上記の薬用量形態の如き適当な製薬学的薬用量形態に調合することがで
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きる。活性成分の各々を別個に調合することができ、そして調剤を同時に投与することが
でき、または両者および所望するなら別の活性成分を含有する１個の調剤を提供すること
ができる。
【０３３９】
　ここで使用される用語「組成物」は、特定された成分を含んでなる製品、並びに特定さ
れた成分の組み合わせから直接的にまたは間接的に生ずるいずれかの製品を包括すること
が意図される。
【０３４０】
　１つの態様では、ここで提供される組成物はＨＩＶ療法における同時、別個または順次
使用のための組み合わせ調剤として調合することもできる。そのような場合には、一般式
（Ｉ）の化合物またはその亜群を他の製薬学的に許容可能な賦形剤を含有する製薬学的組
成物の中で調合し、そしてリトナビルを他の製薬学的に許容可能な賦形剤を含有する製薬
学的組成物の中で別個に製造する。簡便には、これらの２種の製薬学的組成物は同時、別
個または順次使用のためのキットの一部でありうる。
【０３４１】
　それ故、本発明の組み合わせの個別成分は療法過程中の異なる時点で別個にまたは同時
に分割されたまたは単一の組み合わせ形態で投与することができる。本発明は従って全て
のそのような同時または交互処置の処方を包括すると理解すべきであり、そして用語「投
与する」はそれに応じて解釈すべきである。好ましい態様では、別個の薬用量形態がほぼ
同時に投与される。
【０３４２】
　１つの態様では、本発明の組み合わせは、式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアー
ゼ阻害剤のバイオアベイラビリティーを式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻
害剤が単独で投与される時のバイオアベイラビリティーと比べて臨床的に改良するのに充
分な量のリトナビルまたはその製薬学的に許容可能な塩を含有する。
【０３４３】
　別の態様では、ｔ１／２、Ｃｍｉｎ、Ｃｍａｘ、Ｃｓｓ、１２時間におけるＡＵＣ、ま
たは２４時間におけるＡＵＣから選択される式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアー
ゼ阻害剤の薬物動力学変数の少なくとも１つをＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤
が単独で投与される時の少なくとも１つ変数と比べて増加させるのに充分な量のリトナビ
ルまたはその製薬学的に許容可能な塩を含有する。
【０３４４】
　別の態様はＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤のバイオアベイラビリティーを改
良する方法に関し、それはそのような改良を必要とする個体に対して治療的に有効な量の
該組み合わせの各成分を含んでなるここで定義された組み合わせを投与することを含んで
なる。
【０３４５】
　別の態様では、本発明はｔ１／２、Ｃｍｉｎ、Ｃｍａｘ、Ｃｓｓ、１２時間におけるＡ
ＵＣ、または２４時間におけるＡＵＣから選択される式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプ
ロテアーゼ阻害剤の薬物動力学変数の少なくとも１つの改良剤としてのリトナビルまたは
その製薬学的に許容可能な塩の使用に関し、但し条件としてこの使用は人間または動物の
体内では施行されない。
【０３４６】
　ここで使用される用語「個体」は、処置、観察または実験の対象である動物、好ましく
は哺乳動物、最も好ましくは人間、をさす。
【０３４７】
　バイオアベイラビリティーは全身的循環を達成する投与される服用量の一部であると定
義される。ｔ１／２は半減期、すなわち血漿濃度がその元の値の半分に低下するためにか
かった時間、を表わす。Ｃｓｓは定常状態濃度、すなわち薬品の流入速度が排出速度に等
しい濃度、である。Ｃｍｉｎは投薬間隔中に測定された最低（最少）濃度として定義され
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る。Ｃｍａｘは投薬間隔中に測定された最高（最大）濃度として定義される。ＡＵＣは指
定された期間に関する血漿濃度－時間曲線下の面積として定義される。
【０３４８】
　本発明の組み合わせは該組み合わせに含まれる各成分に特異的な薬用量範囲で人間に投
与することができる。該組み合わせに含まれる成分は一緒にまたは別個に投与することが
できる。式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤またはそれらの亜群および
リトナビルまたはその製薬学的に許容可能な塩もしくはエステルは１日当たり０．０２～
５．０グラム程度の薬用量レベルを有することができる。
【０３４９】
　式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤およびリトナビルが組み合わされ
て投与される時には、式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤対リトナビル
の重量比は適切には約４０：１～約１：１５、または約３０：１～約１：１５、または約
１５：１～約１：１５、典型的には約１０：１～約１：１０、そしてより典型的には約８
：１～約１：８、の範囲内である。約６：１～の約１：６、または約４：１～約１：４、
または約３：１～約１：３、または約２：１～約１：２、または約１．５：１～約１：１
．５の式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤対リトナビルの重量比も有用
である。一面で、式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤の重量はリトナビ
ルのものに等しいかまたはそれより多く、ここで式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテ
アーゼ阻害剤対リトナビルの重量比は適切には約１：１～約１５：１、典型的には約１：
１～約１０：１、そしてより典型的には約１：１～約８：１、の範囲内である。約１：１
～の約６：１、または約１：１～約５：１、または約１：１～約４：１、または約３：２
～約３：１、または約１：１～約２：１、または約１：１～約１．５：１の式（Ｉ）のＨ
ＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤対リトナビルの重量比も有用である。
【０３５０】
　ここで使用される用語「治療的に有効な量」は研究者、獣医師、医師または他の臨床士
により本発明に照らして求められる、処置する疾病の徴候の緩和を包含する、組織、系統
、動物または人間における生物学的または医学的応答を引き出す活性化合物もしくは成分
または製剤の量を意味する。本発明は２種もしくはそれ以上の剤を含んでなる組み合わせ
に関するため、「治療的に有効な量」は一緒になって所望する生物学的または医学的応答
を引き出す剤の量である。例えば、（ａ）式（Ｉ）の化合物および（ｂ）リトナビルを含
んでなる組成物の治療的に有効な量は一緒になった時に治療効果である組み合わせ効果を
有する式（Ｉ）の化合物およびリトナビルの量であろう。
【０３５１】
　一般的に、抗ウイルス有効１日量は０．０１ｍｇ／ｋｇ～５００ｍｇ／ｋｇの体重、よ
り好ましくは０．１ｍｇ／ｋｇ～５０ｍｇ／ｋｇの体重であろう。必要な服用量を１日に
わたり適当な間隔で１回、２回、３回、４回またはそれ以上の回数の（分割－）服用量と
して投与することが適切でありうる。該（分割－）服用量は、例えば１単位薬用量形態当
たり１～１０００ｍｇ、そして特に５～２００ｍｇの活性成分を含有する単位薬用量形態
として調合することができる。
【０３５２】
　正確な薬用量および投与の頻度は、当業者に既知であるように、使用する特定の式（Ｉ
）の化合物、処置する特定の症状、処置する症状の重篤度、年令、体重、性別、疾病の程
度、および特定患者の一般的な身体的状態、並びに個体が受けうる他の投薬に依存する。
さらに、処置する被験体の応答によっておよび／または本発明の化合物を処方する医師の
評価によって該有効１日量を増減しうることは明らかである。上記の有効１日量は従って
単なる指針である。
【０３５３】
　１つの態様によると、式（Ｉ）のＨＣＶ　ＮＳ３／４ａプロテアーゼ阻害剤およびリト
ナビルは１日１回または２回、好ましくは経口的に、同時投与することができ、ここで１
服用量当たりの式（Ｉ）の化合物の量は約１～２５００ｍｇでありそして１服用量当たり
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のリトナビルの量は約１～２５００ｍｇである。別の態様では、１日１回または２回の同
時投与に関する１服用量当たりの量は約５０～約１５００ｍｇの式（Ｉ）の化合物および
約５０～約１５００ｍｇのリトナビルである。さらに別の態様では、１日１回または２回
の同時投与に関する１服用量当たりの量は約１００～約１０００ｍｇの式（Ｉ）の化合物
および約１００～約８００ｍｇのリトナビルである。さらに別の態様では、１日１回また
は２回の同時投与に関する１服用量当たりの量は約１５０～約８００ｍｇの式（Ｉ）の化
合物および約１００～約６００ｍｇのリトナビルである。さらに別の態様では、１日１回
または２回の同時投与に関する１服用量当たりの量は約２００～約６００ｍｇの式（Ｉ）
の化合物および約１００～約４００ｍｇのリトナビルである。さらに別の態様では、１日
１回または２回の同時投与に関する１服用量当たりの量は約２００～約６００ｍｇの式（
Ｉ）の化合物および約２０～約３００ｍｇのリトナビルである。さらに別の態様では、１
日１回または２回の同時投与に関する１服用量当たりの量は約１００～約４００ｍｇの式
（Ｉ）の化合物および約４０～約１００ｍｇのリトナビルである。
【０３５４】
　１日１回または２回の薬用量に関する式（Ｉ）の化合物（ｍｇ）／リトナビル（ｍｇ）
の例示組み合わせは５０／１００、１００／１００、１５０／１００、２００／１００、
２５０／１００、３００／１００、３５０／１００、４００／１００、４５０／１００、
５０／１３３、１００／１３３、１５０／１３３、２００／１３３、２５０／１３３、３
００／１３３、５０／１５０、１００／１５０、１５０／１５０、２００／１５０、２５
０／１５０、５０／２００、１００／２００、１５０／２００、２００／２００、２５０
／２００、３００／２００、５０／３００、８０／３００、１５０／３００、２００／３
００、２５０／３００、３００／３００、２００／６００、４００／６００、６００／６
００、８００／６００、１０００／６００、２００／６６６、４００／６６６、６００／
６６６、８００／６６６、１０００／６６６、１２００／６６６、２００／８００、４０
０／８００、６００／８００、８００／８００、１０００／８００、１２００／８００、
２００／１２００、４００／１２００、６００／１２００、８００／１２００、１０００
／１２００、および１２００／１２００を包含する。１日１回または２回の薬用量に関す
る式（Ｉ）の化合物（ｍｇ）／リトナビル（ｍｇ）の他の例示組み合わせは１２００／４
００、８００／４００、６００／４００、４００／２００、６００／２００、６００／１
００、５００／１００、４００／５０、３００／５０、および２００／５０を包含する。
【０３５５】
　本発明の１つの態様では、ＨＣＶ感染症を処置するためまたはＨＣＶのＮＳ３プロテア
ーゼを阻害するために有効な組成物とＣ型肝炎ウイルスによる感染症を処置するための組
成物の使用を指示するラベルを含んでなる包装材料とを含んでなる製造品が提供され、こ
こで組成物は式（Ｉ）の化合物もしくはその亜群またはここに記載された組み合わせを含
んでなる。
【０３５６】
　本発明の別の態様は、式（Ｉ）の化合物もしくはその亜群または式（Ｉ）のＨＣＶ　Ｎ
Ｓ３／４ａプロテアーゼ阻害剤もしくはその製薬学的に許容可能な塩およびリトナビルも
しくはその製薬学的に許容可能な塩を組み合わせた本発明に従う組み合わせを、ＨＣＶ　
ＮＳ３／４ａプロテアーゼの成長を阻害する有効薬品の能力を測定するための試験もしく
は検定または両者における標準または試薬としての使用のための有効量で含んでなるキッ
トまたは容器に関する。
【０３５７】
　本発明の化合物および組成物は大量（ｈｉｇｈ－ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）標的－分析試
料検定、例えばＨＣＶ処置における該組み合わせの効力を測定するためのものにおいて使
用することができる。
【実施例】
【０３５８】
　以下の実施例は本発明を説明しそしてそれらに限定しないことを意図する。
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【０３５９】
実施例１：代表的な中間体の製造
１－ヒドロキシ－３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソキ
ノリン（６）の合成
段階Ａ
【０３６０】
【化６６】

【０３６１】
　３－メチル－２－ブタノン（２７．０ｇ、３１３ミリモル）のメタノール（１５０ｍＬ
）中の撹拌された溶液に臭素（５０ｇ、３１３ミリモル）を加えた。反応を１０℃より下
で進行させた（脱色）。撹拌を次に室温において３０分間にわたり続け、その後に水（１
００ｍＬ）を加えた。１５分後に、混合物を水（３００ｍＬ）で希釈しそしてＥｔ２Ｏジ
エチルエーテルで４回抽出した。エーテル抽出物を連続的に１０％Ｎａ２ＣＯ３溶液、水
、食塩水で洗浄し、そして乾燥して（Ｎａ２ＳＯ４）４２ｇ（８１％）の標的生成物を液
体として与えた。
段階Ｂ
【０３６２】

【化６７】

【０３６３】
　チオオキサミド酸エチル（１３．３ｇ、１００ｇ、１００ミリモル）のエタノール（１
００ｍＬ）中の沸騰溶液に１－ブロモ－３－メチルブタン－２－オン（１７．６ｇ、ｇ、
１０６ミリモル）を１５分間にわたり滴下した。溶液を１時間にわたり還流した。溶液を
２５０ｍＬの氷冷水に加えそして濃アンモニア溶液で塩基性化した。この混合物をＡｃＯ
Ｅｔ酢酸エチルで２回抽出した。有機相を食塩水で洗浄し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）そし
て減圧下で蒸発させた。粗製生成物をジクロロメタンないし２％ＭｅＯＨメタノールを含
むジクロロメタンを用いるカラムクロマトグラフィーにより精製して１３．１ｇ（６５％
）の標的生成物を与えた：１Ｈ－ＮＭＲ－ＣＤＣｌ３：７．２０（ｓ，１Ｈ），４．４９
（ｍ，２Ｈ），３．２５（ｍ，１Ｈ），１．４２（ｔ，３Ｈ），１．３５（ｄ，６Ｈ）。
段階Ｃ
【０３６４】

【化６８】

【０３６５】
　Ｎ，Ｎ－ジエチル－４－メトキシ－２－メチルベンズアミド４（２．４ｇ、１１ミリモ
ル）の無水ＴＨＦ（３０ｍＬ）中溶液に－７８℃において窒素下でｎ－ＢｕＬｉ（８．９
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ｍＬ、ヘキサン中２．５Ｍ溶液）を滴下した。溶液を－７８℃にさらに３０分間にわたり
保った。次に、チアゾール３のＴＨＦ（５ｍＬ）中溶液を滴下した。２時間後に、反応物
を氷冷水およびＡｃＯＥｔ酢酸エチルの間に分配させた。カラムクロマトグラフィー（酢
酸エチルＡｃＯＥｔ／Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ石油エーテル／ＣＨ２Ｃｌ２、１：２：１）に
よる精製が１．８ｇ（４３％）の標的生成物４を黄色がかった油として与えた：ＬＣＭＳ
による純度＞９５％。
段階Ｄ
【０３６６】
【化６９】

【０３６７】
　５（１．９８ｇ、５．２９ミリモル）および酢酸アンモニウム（１２．２ｇ、１５９ミ
リモル）の混合物を密封管の中で１時間にわたり１４０℃に加熱し、次に、室温に冷却し
た。反応混合物を氷冷水およびＣＨ２Ｃｌ２の間に分配させ、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）そ
してシリカ上で濾過して１．５９ｇ（７８％）の標的生成物６を白色粉末として与えた　
ｍ／ｚ＝３０１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０３６８】
１－ヒドロキシ－３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソ
キノリン（７）の合成。
【０３６９】
【化７０】

【０３７０】
　メチルシクロプロピルケトンから１－ヒドロキシ－３－（４－イソプロピルチアゾール
－２－イル）－６－メトキシイソキノリン６に関して報告された工程に従い標記生成物が
得られた。
【０３７１】
１，３－ジクロロ－６－メトキシイソキノリン（１２）の合成
段階Ａ
【０３７２】
【化７１】

【０３７３】
　トリエチルアミン（８０．５ｍＬ、５７８ミリモル）を０℃において窒素下で３－メト
キシ桂皮酸（４９．９０ｇ、２８０ミリモル）のアセトン（２２５ｍＬ）中懸濁液に加え
た。０℃における１０分後に、温度を０℃に保ちながらクロロ蟻酸エチル（４６．５０ｇ
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、４２９ミリモル）を滴下した。０℃における１時間後に、ナトリウムアジド（２７．５
６ｇ、４２４ミリモル）の水（２００ｍＬ）中溶液をゆっくり加え、次に反応混合物をＲ
Ｔ室温まで暖めた。１６時間後に、反応混合物を水（５００ｍＬ）の中に注ぎそしてアセ
トンを蒸発させた。残渣をトルエンで抽出して８の溶液を与え、それをそのまま次の段階
で使用した。
段階Ｂ
【０３７４】
【化７２】

【０３７５】
　前段階からの８のトルエン溶液をジフェニルメタン（３４０ｍＬ）およびトリブチルア
ミン（１５０ｍＬ）の加熱された溶液に１９０℃において滴下した。トルエンを直ちにデ
ィーン－スタークを介して蒸留除去した。添加完了後に、反応混合物を２時間にわたり２
１０℃に高めた。冷却後に、沈澱した生成物を濾過により集め、ヘプタンで洗浄して４９
．１ｇ（２９％）の標的生成物９を白色粉末として与えた：ｍ／ｚ＝１７６（Ｍ＋Ｈ）＋

；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．３３（ｄ，Ｊ＝８．９Ｈｚ，１Ｈ），７．１３（ｄ
，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１Ｈ），７．０７（ｄｄ，Ｊ＝８．９Ｈｚ，２．５Ｈｚ，１Ｈ），６
．９０（ｄ，Ｊ＝２．５Ｈｚ，１Ｈ），６．４８（ｄ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１Ｈ），３．９
８（ｓ，３Ｈ）。
段階Ｃ
【０３７６】

【化７３】

【０３７７】
　オキシ塩化燐（２５ｍＬ）を９（１０．０ｇ、５７ミリモル）にゆっくり加えそしてこ
の混合物を３時間にわたり穏やかに加熱還流した。反応の完了後に、オキシ塩化燐を蒸発
させた。残渣を氷冷水（４０ｍＬ）の中に注ぎそしてＮａＯＨの水中溶液（５０％）でｐ
Ｈを１０に調節した。混合物をＣＨＣｌ３で抽出し、食塩水で洗浄し、乾燥し（Ｎａ２Ｓ
Ｏ４）、濾過しそして蒸発させた。残渣をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２）に
より精製して、８．４２ｇの標的生成物１０を黄色固体として与えた：ｍ／ｚ＝１９４（
Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．２１（ｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，１Ｈ），８
．１８（ｄ，Ｊ＝５．７Ｈｚ，１Ｈ），７．４７（ｄ，Ｊ＝５．６Ｈｚ，１Ｈ），７．２
８（ｄｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，２．５Ｈｚ，１Ｈ），７．０６（ｄ，Ｊ＝２．５Ｈｚ，１Ｈ
），３．９８（ｓ，３Ｈ）。
段階Ｄ
【０３７８】

【化７４】

【０３７９】
　メタクロロ過安息香酸（６．４１ｇ、２８．６ミリモル）を小部分ずつ０℃において１



(68) JP 5171624 B2 2013.3.27

10

20

30

40

０（２．７０ｇ、１３．９ミリモル）のＣＨ２Ｃｌ２（１０ｍＬ）中溶液に加えた。０℃
における３０分後に、反応混合物を１２時間にわたり室温に暖めた。次に、反応混合物を
１Ｎ　ＮａＯＨおよびＣＨ２Ｃｌ２の間に分配させそして１Ｎ　ＮａＯＨおよび食塩水で
連続的に洗浄した。有機層を乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、濾過しそして蒸発させて１．８９
ｇ（６４％）の標的生成物１１を橙色固体として与えた：ｍ／ｚ＝２０９．９（Ｍ＋Ｈ）
＋。
段階Ｅ
【０３８０】
【化７５】

【０３８１】
　１１（１．８６ｇ、８．８６ミリモル）のオキシ塩化燐（１８ｍＬ）中溶液を３時間に
わたり加熱還流した。次に、オキシ塩化燐を真空中で蒸発させた。残渣を氷冷水（５０ｍ
Ｌ）の中に注ぎそして水中５０％ＮａＯＨでｐＨを１０に調節した。混合物をＣＨＣｌ３

で抽出し、有機層を食塩水で洗浄し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、濾過しそして蒸発させた
。粗製物質をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２）により精製して、３５０ｍｇ（
１７％）の標的生成物１２を黄色固体として与えた：ｍ／ｚ＝２２７．９（Ｍ＋Ｈ）＋；
１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．１６（ｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，１Ｈ），７．５０（ｓ，
１Ｈ），７．２５（ｄｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，２．５Ｈｚ，１Ｈ），６．９８（ｄ，Ｊ＝２
．５Ｈｚ，１Ｈ），３．９８（ｓ，３Ｈ）。
【０３８２】
４－ブロモ－１－ヒドロキシ－６－メトキシイソキノリン（１３）の合成
【０３８３】

【化７６】

【０３８４】
　Ｎ－ブロモスクシンイミド（２．３３ｇ、１４．３ミリモル）を９（２．０６ｇ、１１
．８ミリモル）のＤＭＦ（４０ｍＬ）中溶液に加えた。生じた混合物を室温において一晩
にわたり撹拌した。次に、ＤＭＦを蒸発させそしてＣＨ２Ｃｌ２を残渣に加えた。この懸
濁液を１５分間にわたり４５℃に加熱した。白色固体を濾別しそしてイソプロピルエーテ
ルで洗浄して、２．０７ｇ（６９％）の標的生成物１３を与えた：ｍ／ｚ＝２５３．７（
Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ　ＮＭＲ（ＤＭＳＯ　ｄ６）：８．１４（ｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，１Ｈ）
，７．５２（ｓ，１Ｈ），７．１７（ｄｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，２．５Ｈｚ，１Ｈ），７．
１１（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），３．８３（ｓ，３Ｈ）。
【０３８５】
５－ブロモ－１－クロロ－６－メトキシイソキノリン（１９）の合成
段階Ａ
【０３８６】
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【化７７】

【０３８７】
　ｐ－メトキシベンズアルデヒド（１０ｇ、７３．５ミリモル）およびアミノアセトアル
デヒドジメチルアセタール（７．９３ｇ、７５．４ミリモル）のトルエン（５０ｍＬ）中
の等モル量溶液を一晩にわたりディーン－スターク装置の中で還流した。次に、溶液を真
空中で蒸発させて標的生成物１４を与え、それを次の段階でさらなる精製なしに使用した
：ｍ／ｚ＝２２４（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｂ
【０３８８】
【化７８】

【０３８９】
　クロロ蟻酸エチル（８．０２ｇ、７３．９ミリモル）を－１０℃において激しい撹拌下
で１４（７３．５ミリモル）の乾燥ＴＨＦ（５０ｍＬ）中溶液に加えた。３０分後に、反
応混合物を室温に暖めそして亜燐酸トリメチル（１０．６ｇ、８５．２ミリモル）を加え
た。１５時間後に、揮発分を真空下で蒸発させた。生じた油をトルエンと共に３回同時－
蒸発させて標的生成物１５を油として与えた：ｍ／ｚ＝４０６（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｃ
【０３９０】
【化７９】

【０３９１】
　段階Ｂから得られた物質（１５）をＣＨ２Ｃｌ２（２００ｍＬ）の中に溶解させそして
０℃に冷却した。次に四塩化チタン（８６．０ｇ、４５３ミリモル）を加えそして溶液を
一晩にわたり還流した。反応混合物を室温に冷却した。次に、ＮａＯＨ（７３ｇ）の水（
５００ｍＬ）中溶液を加えそして反応混合物を１０分間にわたり振った。ＴｉＯ２の沈殿
を濾別し、そして濾液を３Ｎ　ＨＣｌで抽出した。ＮａＯＨで水層のｐＨを１０に調節し
た。生成物をＣＨ２Ｃｌ２で抽出し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）そして蒸発させて５．３２
ｇ（４５％）の標的生成物１６を与え、それをさらなる精製なしに次の段階で使用した：
ｍ／ｚ＝１６０（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｄ
【０３９２】

【化８０】
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【０３９３】
　６－メトキシイソキノリン１６（５．３２ｇ、３３．４ミリモル）を０℃において濃Ｈ

２ＳＯ４（３３．５ｍＬ）にゆっくり加えた。混合物を－２５℃に冷却しそしてＮＢＳ（
７．６８ｇ、４３．２ミリモル）を反応温度が－２５℃～－２２℃の間に保たれるような
速度で加えた。混合物を－２２℃において２時間にわたりそして－１８℃において３時間
にわたり撹拌し、次に砕氷の上に注いだ。濃水性ＮＨ３を用いてｐＨを９に調節しそして
アルカリ性スラリーを次にジエチルエーテルで抽出した。一緒にした有機画分を１Ｎ　Ｎ
ａＯＨおよび水で洗浄し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、濾過しそして蒸発させて５．６５ｇ
（７１％）の標的生成物１７を与えた：ｍ／ｚ＝２３７．８（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｅ
【０３９４】
【化８１】

【０３９５】
　メタクロロ過安息香酸（６．７３ｇ、３０ミリモル）を０℃において１７（５．６５ｇ
、２４ミリモル）のＣＨ２Ｃｌ２（５０ｍＬ）中溶液に加えた。０℃における３０分後に
、反応混合物を３．５時間にわたり室温に暖めた。次に、追加のＣＨ２Ｃｌ２（３００ｍ
Ｌ）を加えそしてこの混合物を１Ｎ　ＮａＯＨおよび食塩水で連続的に洗浄した。有機層
を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過しそして蒸発させて６．０３ｇ（１００％）の標的生成物
１８を与え、それをそのままで次の段階で使用した：ｍ／ｚ＝２５３．９（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｆ：
【０３９６】
【化８２】

【０３９７】
　オキシ塩化燐（６０ｍＬ）を冷却された１８（６．０３ｇ、２３．７ミリモル）にゆっ
くり加えそしてこの混合物を次に３０分間にわたり穏やかに加熱還流した。反応の完了後
に、オキシ塩化燐を蒸発させた。残渣を氷冷水（５０ｍＬ）の中に注ぎそしてＮａＯＨで
ｐＨを１０に調節した。混合物をＣＨＣｌ３で抽出し、有機層を食塩水で洗浄し、乾燥し
（Ｎａ２ＳＯ４）、濾過しそして蒸発させた。粗製物質をカラムクロマトグラフィー（Ｃ
Ｈ２Ｃｌ２）により精製して１．１５ｇ（１８％）の標記生成物を白色粉末として与えた
：ｍ／ｚ＝２７１．７（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．１７（ｄ，Ｊ＝
９．３Ｈｚ，１Ｈ），８．２８（ｄ，Ｊ＝６．０Ｈｚ，１Ｈ），７．９４（ｄ，Ｊ＝６．
０Ｈｚ，１Ｈ），７．４１（ｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，１Ｈ）。
【０３９８】
（ヘキシ－５－エニル）（メチル）アミン（２１）の合成
【０３９９】

【化８３】
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段階Ａ
　水素化ナトリウム（１．０５当量）を０℃においてＮ－メチルトリフルオロアセトアミ
ド（２５ｇ）のＤＭＦ（１４０ｍＬ）中溶液にゆっくり加えた。混合物を１時間にわたり
室温において窒素下で撹拌した。次に、ブロモヘキセン（３２．１ｇ）のＤＭＦ（２５ｍ
Ｌ）中溶液を滴下しそして混合物を１２時間にわたり７０℃に加熱した。反応混合物を水
（２００ｍＬ）の上に注ぎそしてジエチルエーテル（４×５０ｍＬ）で抽出し、乾燥し（
ＭｇＳＯ４）、濾過しそして蒸発させて３５ｇの標的生成物２０を黄色がかった油として
与え、それをさらなる精製なしで次の段階で使用した。
段階Ｂ
　水酸化カリウム（１８７．７ｇ）の水（１３０ｍＬ）中溶液を２０（３５ｇ）のメタノ
ール（２００ｍＬ）中溶液に滴下した。混合物を室温において１２時間にわたり撹拌した
。次に、反応混合物を水（１００ｍＬ）の上に注ぎそしてジエチルエーテル（４×５０ｍ
Ｌ）で抽出し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過しそしてジエチルエーテルを大気圧下で蒸留
した。生じた油を蒸留により真空下で（１３ｍｍＨｇ圧、５０℃）精製して７．４ｇ（３
４％）の標記生成物２１を無色油として与えた：１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ５．８
（ｍ，１Ｈ），５（ｄｄｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ，３．５Ｈｚ，１．８Ｈｚ，１Ｈ），４．
９５（ｍ，１Ｈ），２．５（ｔ，Ｊ＝７．０Ｈｚ，２Ｈ），２．４３（ｓ，３Ｈ），２．
０８（ｑ，Ｊ＝７．０Ｈｚ，２Ｈ），１．４（ｍ，４Ｈ），１．３（ｂｒ　ｓ，１Ｈ）。
【０４０１】
実施例２：１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシ－
イソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジア
ザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（２９
）の製造。
段階Ａ
【０４０２】
【化８４】

【０４０３】
　４ｍＬのＤＭＦ中の３－オキソ－２－オキサ－ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－５－
カルボン酸２２（５００ｍｇ、３．２ミリモル）を０℃においてＤＭＦ（３ｍＬ）中のヘ
キサフルオロ燐酸２－（７－アザ－１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）－１，１，３
，３－テトラメチルウロニウム（ＨＡＴＵ）（１．３４ｇ、３．５２ミリモル）およびＮ
－メチルヘキシ－５－エニルアミン（４３５ｍｇ、３．８４ミリモル）を、引き続きＮ，
Ｎ－ジイソプロピルエチルアミン（ＤＩＰＥＡ）を加えた。４０分間にわたり０℃におい
て撹拌した後に、混合物を室温において５時間にわたり撹拌した。次に、溶媒を蒸発させ
、残渣をＥｔＯＡｃ酢酸エチル（７０ｍＬ）の中に溶解させそして飽和ＮａＨＣＯ３（１
０ｍＬ）で洗浄した。水層を酢酸エチルＥｔＯＡｃ（２×２５ｍＬ）で抽出した。有機相
を一緒にし、飽和ＮａＣｌ（２０ｍＬ）で洗浄し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、そして蒸発
させた。フラッシュクロマトグラフィー（酢酸エチルＥｔＯＡｃ／石油エーテル、２：１
）による精製が５５０ｍｇ（６８％）の標的生成物２３を無色固体として与えた：ｍ／ｚ
＝２５２（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｂ
【０４０４】
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【化８５】

【０４０５】
　ＬｉＯＨの溶液（４ｍＬの水中１０５ｍｇ）を０℃においてラクトンアミド２３に加え
た。１時間後に、転化が完了した（ＨＰＬＣ）。１Ｎ　ＨＣｌで混合物をｐＨ２－３に酸
性化し、酢酸エチルＡｃＯＥｔで抽出し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、蒸発させ、トルエンと
数回同時－蒸発させ、そして高真空下で一晩にわたり乾燥して５２０ｍｇ（８８％）の標
的生成物２４を与えた：ｍ／ｚ＝２７０（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｃ
【０４０６】
【化８６】

【０４０７】
　１－（アミノ）－２－（ビニル）シクロプロパンカルボン酸エチルエステル塩酸塩２５
（４．９２ｇ、３１．７ミリモル）およびＨＡＴＵ（１２．６ｇ、３３．２ミリモル）を
２４（８．１４ｇ、３０．２ミリモル）に加えた。混合物を氷浴中でアルゴン下で冷却し
、そして次にＤＭＦ（１００ｍＬ）およびＤＩＰＥＡ（１２．５ｍＬ、１１．５ミリモル
）を連続的に加えた。０℃における３０分後に、溶液を室温においてさらに３時間にわた
り撹拌した。次に、反応混合物をＥｔＯＡｃ酢酸エチルおよび水の間に分配させ、０．５
Ｎ　ＨＣｌ（２０ｍＬ）および飽和ＮａＣｌ（２×２０ｍＬ）で連続的に洗浄し、そして
乾燥した（Ｎａ２ＳＯ４）。フラッシュクロマトグラフィー（酢酸エチルＡｃＯＥｔ／Ｃ
Ｈ２Ｃｌ２／ｐ石油エーテル、１：１：１）による精製が７．４１ｇ（６０％）の標的生
成物２６を無色油として与えた：ｍ／ｚ＝４０７（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｄ
【０４０８】

【化８７】

【０４０９】
　ＤＩＡＤ（２１８μＬ、１．１１ミリモル）を－２０℃において窒素雰囲気下で２６（



(73) JP 5171624 B2 2013.3.27

10

20

30

40

３００ｍｇ、０．７３８ミリモル）、イソキノリン７（３０８ｍｇ、１．０３ミリモル）
およびトリフェニルホスフィン（２７１ｍｇ、１．０３ミリモル）の乾燥ＴＨＦ（１５ｍ
Ｌ）中溶液に加えた。次に、反応物を室温に暖めた。１．５時間後に、溶媒を蒸発させそ
して粗製生成物をフラッシュカラムクロマトグラフィー（石油エーテル／ＣＨ２Ｃｌ２／
エーテルの勾配、３：１．５：０．５～１：１：１）により精製して副生物で汚染された
２９０ｍｇの標的生成物（９０％純度）を与えた。第二の精製（同じ溶離剤）が２２８ｍ
ｇ（４３％）の標的生成物２７を与えた：ｍ／ｚ＝６８７（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（
ＣＤＣｌ３）：８．１１－７．９８（ｍ，１Ｈ），７．９８（ｓ，１Ｈ），７．１３－７
．１０（ｍ，２Ｈ），６．８９（ｓ，１Ｈ），５．７８－５．６９（ｍ，２Ｈ），５．３
０－５．２５（ｍ，１Ｈ），５．１１－５．０９（ｍ，１Ｈ），４．９９－４．８７（ｍ
，２Ｈ），４．１５－４．０８（ｍ，２Ｈ），３．９２（ｓ，３Ｈ），３．７１－３．５
８（ｍ，１Ｈ），３．４８－３．１５（ｍ，４Ｈ），３．０３（ｓ，３Ｈ），２．９０－
２．８５（ｍ，２Ｈ），２．６０－２．２５（ｍ，２Ｈ），２．１１－１．８２（ｍ，６
Ｈ），１．５５－１．１０（ｍ，７Ｈ），０．９８－０．９６（ｍ，４Ｈ）。
段階Ｅ
【０４１０】
【化８８】

【０４１１】
　２７（２２０ｍｇ、０．３２ミリモル）およびホベイダ－グラブス第一世代触媒（１９
ｍｇ、０．０３２ミリモル）の乾燥されそして脱気された１，２－ジクロロエタン（４０
０ｍＬ）中溶液を窒素下で１２時間にわたり７０℃に加熱した。次に、溶媒を蒸発させそ
して残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（ｐ石油エーテル／ＣＨ２Ｃｌ２／Ｅｔ２Ｏジ
エチルエーテル、３：１：１）により精製して１８０ｍｇ（８５％）の標的生成物２８を
与えた：ｍ／ｚ＝６５９（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．１１－８．０
８（ｍ，１Ｈ），７．９８（ｓ，１Ｈ），７．１０－７．１９（ｍ，２Ｈ），７．０９（
ｓ，１Ｈ），６．８８（ｓ，１Ｈ），５．７０－５．７８（ｍ，１Ｈ），５．６１－５．
６９（ｍ，１Ｈ），５．１８－５．２９（ｍ，１Ｈ），４．６３－４．６９（ｍ，１Ｈ）
，４．０５－４．１５（ｍ，３Ｈ），３．９２（ｓ，３Ｈ），４．０１－４．０８（ｍ，
１Ｈ），３．２８－３．３６（ｍ，１Ｈ），３．０６（ｓ，３Ｈ），２．８８－３．０５
（ｍ，２Ｈ），２．６１－２．６９（ｍ，２Ｈ），２．１０－２．４１（ｍ，３Ｈ），１
．９０－２．０２（ｍ，４Ｈ），１．７１－１．９０（ｍ，３Ｈ），０．８７－１．６２
（ｍ，９Ｈ）。
段階Ｆ
【０４１２】
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【化８９】

【０４１３】
　ＬｉＯＨ（３２７ｍｇ）の水（３ｍＬ）中溶液を２８のＴＨＦ（１５ｍＬ）およびＭｅ
ＯＨメタノール（１０ｍＬ）中の撹拌された溶液に加えた。４８時間後に、溶媒を蒸発さ
せそして残渣を水およびジエチルエーテルの間に分配させた。水層を酸性化し（ｐＨ＝３
）そしてＡｃＯＥｔ酢酸エチルで抽出し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）そして蒸発させた。残渣
をジエチルエーテルから結晶化させて１２８ｍｇ（７４％）の標的化合物２９を与えた：
ｍ／ｚ＝６３１（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．００－８．０３（ｄ，
Ｊ＝９．０Ｈｚ，１Ｈ），７．８６（ｓ，１Ｈ），７．１２（ｓ，１Ｈ），７．１０（ｄ
ｄ，Ｊ＝９．０Ｈｚ，２．４Ｈｚ，１Ｈ），７．０６（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），６
．８７（ｓ，１Ｈ），５．６４－５．７１（ｍ，１Ｈ），５．５７－５７．６１（ｍ，１
Ｈ），５．１６（ｔ，Ｊ＝９．５Ｈｚ，１Ｈ），４．５７－４．６４（ｍ，１Ｈ），３．
９２（ｓ，３Ｈ），３．５２－３．６０（ｍ，１Ｈ），３．２５－３．３７（ｍ，１Ｈ）
，２．４２－２．６８（ｍ，４Ｈ），２．１７－２．３３（ｍ，３Ｈ），２．０８－２．
１７（ｍ，２Ｈ），１．７１－２．００（ｍ，５Ｈ），１．３３－１．６２（ｍ，５Ｈ）
，０．９６－０．９９（ｍ，４Ｈ）。
【０４１４】
実施例３：Ｎ－［１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メト
キシ－イソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３
－ジアザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル
］（シクロプロピル）スルホンアミド（３０）の製造。
【０４１５】

【化９０】

【０４１６】
　２９（９１ｍｇ、０．１４ミリモル）および１，１’－カルボニルジイミダゾール（Ｃ
ＤＩ）（４７ｍｇ、０．２９ミリモル）の乾燥ＴＨＦ（７ｍＬ）中混合物を２時間にわた
り窒素下で加熱還流した。ＬＣＭＳ分析は中間体の１つのピークを示す（ＲＴ＝５．３７
）。場合により、所望するなら、アザラクトン誘導体を単離することができる。反応混合
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物を室温に冷却しそしてシクロプロピルスルホンアミド（５２ｍｇ、０．４３ミリモル）
を加えた。次に、ＤＢＵ（５０μＬ、０．３３ミリモル）を加えそして反応混合物を室温
において１時間にわたり撹拌し、そして次に２４時間にわたり５５℃に加熱した。溶媒を
蒸発させ、そして残渣をＡｃＯＥｔ酢酸エチルおよび酸性水（ｐＨ＝３）の間に分配させ
た。粗製物質をカラムクロマトグラフィー（酢酸エチルＡｃＯＥｔ／ＣＨ２Ｃｌ２／ｐ石
油エーテル、１：１：１）により精製した。残渣をジエチルエーテル中で結晶化させ、濾
過してシクロプロピルスルホンアミドで汚染された標的化合物を与えた。この物質を３ｍ
Ｌの水の中で粉砕し、濾過し、水で洗浄しそして一晩にわたり高真空ポンプを用いて乾燥
して６０ｍｇ（５７％）の標的化合物３０を微黄色粉末として与えた：ｍ／ｚ＝７３４（
Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：１０．９４（ｓ，１Ｈ），８．０８（ｄ，Ｊ
＝８．６Ｈｚ，１Ｈ），８．００（ｓ，１Ｈ），７．１２－７．１５（ｍ，２Ｈ），６．
９１（ｓ，１Ｈ），６．３５（ｓ，１Ｈ），５．７４－５．７７（ｍ，１Ｈ），５．６３
－５．６９（ｍ，１Ｈ），５．０６（ｔ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，１Ｈ），４．６０（ｔ，Ｊ
＝１２．３Ｈｚ，１Ｈ），３．９３（ｓ，３Ｈ），３．３５－３．４２（ｍ，２Ｈ），３
．０４（ｓ，３Ｈ），２．８９－２．９６（ｍ，２Ｈ），２．５２－２．５２（ｍ，２Ｈ
），２．３７－２．４５（ｍ，２Ｈ），２．１０－２．３２（ｍ，２Ｈ），１．６１－１
．９３（ｍ，４Ｈ），１．３－１．５１（ｍ，４Ｈ），０．９０－１．３０（ｍ，８Ｈ）
。
【０４１７】
実施例４：１７－［３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソ
キノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザト
リシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（３１）の
製造。
【０４１８】
【化９１】

【０４１９】
　１－ヒドロキシ－３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシ－イ
ソキノリン６から、１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メ
トキシ－イソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１
３－ジアザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン
酸２９（実施例２）に関して報告された工程に従い、標記生成物が得られた：ｍ／ｚ＝７
３４（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．０３（ｄ，Ｊ＝８．９Ｈｚ，１Ｈ
），７．９１（ｓ，１Ｈ），７．２０（ｓ，１Ｈ），７．０８－７．１３（ｍ，２Ｈ），
６．９３（ｓ，１Ｈ），５．６１－５．６９（ｍ，２Ｈ），５．１７（ｔ，Ｊ＝９．５Ｈ
ｚ，１Ｈ），４．５７－４．６４（ｍ，１Ｈ），３．９２（ｓ，３Ｈ），３．５５－３．
６３（ｍ，１Ｈ），３．２５－３．３６（ｍ，１Ｈ），３．１１－３．２０（ｍ，１Ｈ）
，３．０５（ｓ，３Ｈ），２．７２－２．８３（ｍ，１Ｈ），２．５３－２．６６（ｍ，
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－１．９３（ｍ，２Ｈ），１．７１－１．８３（ｍ，２Ｈ），１．４３－１．６０（ｍ，
２Ｈ），１．３７（ｄｄ，Ｊ＝６．９Ｈｚ，２．５Ｈｚ，６Ｈ），１．１８－１．３６（
ｍ，２Ｈ）。
【０４２０】
実施例５：Ｎ－［１７－［３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキ
シイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジ
アザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（
シクロプロピル）スルホンアミド（３２）の製造。
【０４２１】
【化９２】

【０４２２】
　１７－［３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシ－イソキノリ
ン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシク
ロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸３１から、Ｎ－［
１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソキノリン
－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシクロ
［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル
）スルホンアミド３０（実施例３）に関して報告された工程に従い、標記生成物が得られ
た：ｍ／ｚ＝７３６（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：１０．９０（ｓ，１Ｈ
），８．０２－８．０９（ｍ，２Ｈ），７．１１－７．１４（ｍ，２Ｈ），６．９６（ｓ
，１Ｈ），６．２９（ｓ，１Ｈ），５．７８－５．８３（ｍ，１Ｈ），５．６２－５．６
９（ｍ，１Ｈ），５．０６（ｔ，Ｊ＝１０．５Ｈｚ，１Ｈ），４．５６－４．６４（ｍ，
１Ｈ），３．９３（ｓ，３Ｈ），３．３７－３．４２（ｍ，２Ｈ），３．１５－３．２１
（ｍ，１Ｈ），３．０４（ｓ，３Ｈ），２．８９－２．９８（ｍ，２Ｈ），２．５２－２
．６１（ｍ，２Ｈ），２．２３－２．４３（ｍ，３Ｈ），１．６４－１．９３（ｍ，４Ｈ
），１．３１－１．５０（ｍ，１０Ｈ），１．１８－１．３０（ｍ，２Ｈ），０．９６－
１．１５（ｍ，２Ｈ）。
【０４２３】
実施例６：１７－［３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６－メトキ
シイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジ
アザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（３
３）の製造。
【０４２４】
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【化９３】

【０４２５】
　１－ヒドロキシ－３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６－メトキ
シイソキノリンから、１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－
メトキシ－イソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，
１３－ジアザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボ
ン酸２９（実施例２）に関して報告された工程に従い、標記生成物が得られた：ｍ／ｚ＝
６４８（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．０３（ｄ，Ｊ＝９．０Ｈｚ，１
Ｈ），７．６９（ｓ，１Ｈ），７．１９（ｓ，１Ｈ），７．０４－７．１１（ｍ，３Ｈ）
，５．６０－５．６８（ｍ，２Ｈ），５．２０（ｔ，Ｊ＝９．２Ｈｚ，１Ｈ），４．５４
－４．６１（ｍ，１Ｈ），３．９３（ｓ，３Ｈ），３．５４－３．７０（ｍ，２Ｈ），３
．１２－３．２０（ｍ，１Ｈ），２．８３（ｓ，３Ｈ），２．３５－２．６０（ｍ，４Ｈ
），２．１１－２．３０（ｍ，２Ｈ），１．８０－１．９３（ｍ，２Ｈ），１．６９－１
．７９（ｍ，２Ｈ），１．４０－１．５１（ｍ，２Ｈ），１．３０（ｄ，Ｊ＝１３．１Ｈ
ｚ，６Ｈ），１．１０－１．２１（ｍ，２Ｈ）。
【０４２６】
実施例７：Ｎ－［１７－［３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６－
メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１
３－ジアザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニ
ル］（シクロプロピル）スルホンアミド（３４）の製造。
【０４２７】

【化９４】

【０４２８】
　１７－［３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６－メトキシ－イソ
キノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザト
リシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸３３から、
Ｎ－［１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソキ
ノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリ
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シクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプ
ロピル）スルホンアミド３０（実施例３）に関して報告された工程に従い、標記生成物が
得られた：ｍ／ｚ＝７５１（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：１０．９０（ｓ
，１Ｈ），８．０４（ｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，１Ｈ），７．７５（ｓ，１Ｈ），７．０４－
７．０７（ｍ，３Ｈ），６．３２（ｓ，１Ｈ），５．８０－５．８４（ｍ，１Ｈ），５．
６２－５．６９（ｍ，１Ｈ），５．０６（ｔ，Ｊ＝１０．３Ｈｚ，２Ｈ），４．５８－４
．６５（ｍ，１Ｈ），３．９１（ｓ，３Ｈ），３．７１－３．７９（ｍ，１Ｈ），３．２
４－３．４１（ｍ，２Ｈ），３．０３（ｓ，３Ｈ），２．７１－２．９７（ｍ，２Ｈ），
２．５７－２．６０（ｍ，２Ｈ），２．３０－２．４１（ｍ，２Ｈ），２．１５－２．３
０（ｍ，１Ｈ），１．７８－２．０２（ｍ，４Ｈ），０．８７－１．５８（ｍ，１４Ｈ）
。
【０４２９】
実施例８：１７－［３－（ピラゾール－１－イル）－６－メトキシイソキノリン－１－イ
ルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシクロ［１３．
３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（２２）の製造。
【０４３０】
【化９５】

【０４３１】
　１－ヒドロキシ－３－（ピラゾール－１－イル）－６－メトキシイソキノリン６から、
１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソキノリン
－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシクロ
［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸２９（実施例２）に
関して報告された工程に従い、標記生成物が得られた：ｍ／ｚ＝５７３（Ｍ＋Ｈ）＋、１

Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．４５（ｄ，Ｊ＝２．３Ｈｚ，１Ｈ），８．０３（ｄ，Ｊ
＝８．９Ｈｚ，１Ｈ），７．７１（ｄ，Ｊ＝１．０Ｈｚ，１Ｈ），７．６４（ｓ，１Ｈ）
，７．２２（ｓ，１Ｈ），７．０１－７．０５（ｍ，２Ｈ），６．４３－６．４５（ｍ，
１Ｈ），５．６３－５．７０（ｍ，２Ｈ），５．１８（ｄｄ，Ｊ＝１０．３Ｈｚ，２．０
Ｈｚ，１Ｈ），４．５３－４．４２（ｍ，１Ｈ），３．９０（ｓ，３Ｈ），３．５８－３
．６７（ｍ，１Ｈ），３．２６－３．３５（ｍ，１Ｈ），３．０２（ｓ，３Ｈ），２．６
５－２．７７（ｍ，１Ｈ），２．５９－２．６８（ｍ，１Ｈ），２．３５－２．５８（ｍ
，２Ｈ），２．１５－２．３０（ｍ，２Ｈ），１．８９－２．０５（ｍ，２Ｈ），１．７
０－１．７５（ｍ，２Ｈ），１．１８－１．６１（ｍ，４Ｈ）。
【０４３２】
実施例９：Ｎ－［１７－［３－（ピラゾール－１－イル）－６－メトキシイソキノリン－
１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシクロ［
１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］－（シクロプロピル
）スルホンアミド（３６）の製造。
【０４３３】
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【化９６】

【０４３４】
　１７－［３－（ピラゾール－１－イル）－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ
］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシクロ［１３．３．０．
０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸２２から、Ｎ－［１７－［３－（４－
シクロプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］
－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシクロ［１３．３．０．０
４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド３
０（実施例３）に関して報告された工程に従い、標記生成物が得られた：ｍ／ｚ＝６７７
（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．４９（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），
８．０６（ｄ，Ｊ＝９．７Ｈｚ，１Ｈ），７．７４（ｄ，Ｊ＝６．４Ｈｚ，２Ｈ），７．
０４－７．０８（ｍ，２Ｈ），６．４６－６．４８（ｍ，１Ｈ），６．３７（ｂｒ　ｓ，
１Ｈ），５．７１－５．８２（ｍ，１Ｈ），５．６３－５．６９（ｍ，１Ｈ），５．０６
（ｔ，Ｊ＝１０．５Ｈｚ，１Ｈ），４．５８－４．６５（ｍ，２Ｈ），３．９３（ｓ，３
Ｈ），３．３６－３．４４（ｍ，２Ｈ），３．０４（ｓ，３Ｈ），２．８０－２．９５（
ｍ，２Ｈ），２．５０－２．６２（ｍ，２Ｈ），２．３３－２．４５（ｍ，２Ｈ），２．
２０－２．３１（ｍ，１Ｈ），１．８０－２．００（ｍ，４Ｈ），１．３２－１．７０（
ｍ，２Ｈ），１．１７－１．３０（ｍ，２Ｈ），０．９０－１．１５（ｍ，４Ｈ）。
【０４３５】
実施例１０：１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３
－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０
．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（４２）の合成
段階Ａ
【０４３６】

【化９７】

【０４３７】
　Ｂｏｃ－ヒドロキシプロリン（７６０ｍｇ、３．２９ミリモル）のＤＭＳＯ（５０ｍＬ
）中溶液にカリウムｔｅｒｔ－ブトキシド（１．１１ｇ、９．８７ミリモル）を加えた。
生じた溶液を室温において１時間にわたり撹拌し、その後に１，３－ジクロロ－６－メト
キシイソキノリン１２（７５０ｍｇ、３．２９ミリモル）を加えた。室温における窒素下
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での１２時間後に、反応混合物を氷冷水でクエンチし、ＨＣｌでｐＨ４に酸性化し、そし
てＡｃＯＥｔ酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗浄し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、蒸
発させて１．３９ｇ（９０％）の３７を白色固体として与えた：ｍ／ｚ＝４２３（Ｍ＋Ｈ
）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．１０（ｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，１Ｈ），７．１５
（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），７．１０（ｄｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，２．５Ｈｚ，１Ｈ）
，６．９（ｓ，１Ｈ），５．８０－５．６７（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），４．４５（ｔ，Ｊ＝７
．９，１Ｈ），３．９５（ｓ，３Ｈ），３．８０－３．９０（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），３．７
０－３．８０（ｍ，１Ｈ），２．７５－２．６（ｍ，１Ｈ），２．３５－２．４５（ｍ，
１Ｈ），１．５０（ｓ，９Ｈ）。
段階Ｂ
【０４３８】
【化９８】

【０４３９】
　化合物３７（１．２５ｇ、２．９６ミリモル）、１－アミノ－２－ビニルシクロプロパ
ンカルボン酸エチルエステル塩酸塩２５（５２６ｇ、２．９６ミリモル）、ＨＡＴＵ（１
．１２ｇ、２．９６ミリモル）およびＤＩＰＥＡ（１．２９ｍＬ、７．３９ミリモル）の
ＤＭＦ（５０ｍＬ）中溶液を室温において窒素雰囲気下で撹拌した。１２時間後に、ジク
ロロメタンを加えそして溶液を水性ＮａＨＣＯ３および水で連続的に洗浄した。有機層を
乾燥し（ＭｇＳＯ４）そして蒸発させた。残渣をシリカゲル上のカラムクロマトグラフィ
ー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ、９５：５）により精製して１．５ｇ（９０％）の所望する
生成物３８を黄色フォームとして与えた：ｍ／ｚ＝５６１（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（
ＣＤＣｌ３）：８．１０（ｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，１Ｈ），７．５０（ｓ，１Ｈ），７．２
５（ｄｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，２．５Ｈｚ，１Ｈ），６．９８（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ
），５．８０－５．６７（ｍ，１Ｈ），５．２９（ｄ，Ｊ＝１７．１Ｈｚ，１Ｈ），５．
１２（ｄ，Ｊ＝１０．３Ｈｚ，１Ｈ），４．４５－４．５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），４．１－
４．１８（ｍ，２Ｈ），３．９５（ｓ，３Ｈ），３．８－３．９（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），３
．７－３．８（ｍ，１Ｈ），３．２５－３．３５（ｍ，２Ｈ），２．３５－２．４５（ｍ
，１Ｈ），２．１－２．２（ｍ，１Ｈ），１．５－２（ｍ，６Ｈ），１．５（ｓ，９Ｈ）
。
段階Ｃ
【０４４０】
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【化９９】

【０４４１】
　３８（３．０ｇ、５．３６ミリモル）のＴＦＡ－ＤＣＭ１：２（３ｍＬ）中溶液をＲＴ
室温において６０分間にわたり撹拌した。次に、トルエン（３ｍＬ）を加えそして生じた
混合物を蒸発乾固して標的生成物３９（ＨＰＬＣによる純度＞９５％）を与え、それを次
の段階でさらなる精製なしに使用した：ｍ／ｚ＝４６０（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｄ
【０４４２】
【化１００】

【０４４３】
　炭酸水素ナトリウム（１．８３ｇ、２１．７ミリモル）を３９（１．０ｇ、２．１７ミ
リモル）のテトラヒドロフラン（２５ｍＬ）中溶液に加えた。次に、ホスゲン（１．６ｍ
Ｌ、トルエン中１．９Ｍ、４．５当量）を加えた。反応混合物を室温において１時間にわ
たり撹拌し、次に濾過した。溶媒を蒸発させそして残渣をジクロロメタン（２．５ｍＬ）
の中に溶解させた。次に、炭酸水素ナトリウム（１．８３ｇ、２１．７ミリモル）を、引
き続き（ヘキシ－５－エニル）（メチル）アミン２１（１．２ｇ、８．０４ミリモル）を
加えた。室温における１２時間後に、反応混合物を濾過した。濾液を水およびジクロロメ
タンの間に分配させた。有機層を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、そして蒸発させた。残
渣をシリカゲル上のカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、９５：５）
により精製して０．８ｇ（６９．３％）の標的生成物４０を与えた：ｍ／ｚ＝６００（Ｍ
＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．１０（ｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，１Ｈ），７．
５０（ｓ，１Ｈ），７．３９（ｓ，１Ｈ），７．２５（ｄｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，２．４Ｈ
ｚ，１Ｈ），６．９８（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），５．８１－５．６２（ｍ，２Ｈ）
，５．５６（ｔ，Ｊ＝３．８Ｈｚ，１Ｈ），５．２９（ｄｄ，Ｊ＝１．３Ｈｚ，１７．２
Ｈｚ，１Ｈ），５．１２（ｄｄ，Ｊ＝１．５Ｈｚ，１０．４Ｈｚ，１Ｈ），５．００－４
．８６（ｍ，３Ｈ），４．３５（ｔ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，２Ｈ），３．９８（ｓ，３Ｈ），
３．４８－３．３７（ｍ，１Ｈ），３．１０－３．００（ｍ，１Ｈ），２．８７（ｓ，３
Ｈ），２．７７－２．６７（ｍ，２Ｈ），２．４１－２．３２（ｍ，１Ｈ），２．１０（
ｄｄ，Ｊ＝８．６Ｈｚ，１７．４Ｈｚ，１Ｈ），１．９８（ｄｄ，Ｊ＝１４．４Ｈｚ，７
．１Ｈｚ，２Ｈ），１．８８（ｄｄ，Ｊ＝５．６Ｈｚ，８．１Ｈｚ，１Ｈ），１．５７－
１．４６（ｍ，３Ｈ），１．３５－１．１８（ｍ，５Ｈ）。
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段階Ｅ
【０４４４】
【化１０１】

【０４４５】
　ホベイダ－グラブス第一世代触媒（２６１ｍｇ、２０モル％）を４０（１．３ｇ、２．
１７ミリモル）の脱気された乾燥ジクロロエタン（１Ｌ）中溶液に加えた。次に、反応混
合物を２０時間にわたり窒素下で７０℃に暖めた。生じた混合物を室温に冷却しそして回
転蒸発により濃縮した。生じた油をシリカゲル上のカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃ
ｌ２／ＥｔＯＡｃ　９０／１０）により精製して７２０ｍｇ（５８％）の標的生成物４１
をベージュ色固体として与えた：ｍ／ｚ＝５７２（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ

３）：７．９５（ｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），７．５５（ｓ，１Ｈ），７．１５（ｓ，
１Ｈ），７．１０（ｄｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，２．４Ｈｚ，１Ｈ），６．９１（ｄ，Ｊ＝２
．４Ｈｚ，１Ｈ），５．８５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．６５（ｄｄ，Ｊ＝１８．２Ｈｚ，
８．０Ｈｚ，１Ｈ），５．１５（ｔ，Ｊ＝１０．０Ｈｚ，１Ｈ），４．８０（ｔ，Ｊ＝７
．２Ｈｚ，１Ｈ），４．１９－４．２８（ｍ，２Ｈ），４．０５（ｄｄ，Ｊ＝３．７Ｈｚ
，Ｊ＝１１．３Ｈｚ，１Ｈ），３．９０（ｓ，３Ｈ），３．６９（ｄ，Ｊ＝１１．５Ｈｚ
，１Ｈ），３．４９－３．５８（ｍ，１Ｈ），３．００－３．１０（ｍ，１Ｈ），２．９
０（ｓ，３Ｈ），２．４５－２．５５（ｍ，２Ｈ），２．３０－２．４５（ｍ，１Ｈ），
２．１０－２．２０（ｍ，１Ｈ），１．９０－１．９５（ｍ，３Ｈ），１．５０－１．７
０（ｍ，２Ｈ），１．２０－１．４５（ｍ，５Ｈ）。
段階Ｆ
【０４４６】

【化１０２】

【０４４７】
　水（３ｍＬ）中の水酸化リチウム（１５０ｍｇ、３．６ミリモル）を４１（１００ｍｇ
、０．１８ミリモル）のテトラヒドロフラン（５ｍＬ）およびメタノール（２ｍＬ）中溶
液に加えた。室温における４８時間後に、水を加えそして１Ｎ　ＨＣｌで生じた溶液のｐ
Ｈを３に調節した。次に、反応混合物を酢酸エチルで抽出し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、
そして蒸発させた。残渣をジエチルエーテルと共に粉砕しそして濾過して８５ｍｇ（８９
％）の標記生成物４２を白色粉末として与えた：ｍ／ｚ＝５４４（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－Ｎ
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ＭＲ（ＣＤＣｌ３）：７．９５（ｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），７．５５（ｓ，１Ｈ），
７．１５（ｓ，１Ｈ），７．１０（ｄｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，２．４Ｈｚ，１Ｈ），６．９
０（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），５．８５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．６５（ｄｄ，Ｊ＝
１８．２Ｈｚ，８．０Ｈｚ，１Ｈ），５．１５（ｔ，Ｊ＝１０．０Ｈｚ，１Ｈ），４．８
０（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１Ｈ），４．０５（ｄｄ，Ｊ＝１１．３Ｈｚ，３．７Ｈｚ，１
Ｈ），３．９０（ｓ，３Ｈ），３．７０－３．８０（ｍ，１Ｈ），３．６０（ｄ，Ｊ＝１
１．３Ｈｚ，１Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．８０－２．８５（ｍ，１Ｈ），２．２
５－２．５０（ｍ，４Ｈ），１．９５－２．００（ｍ，１Ｈ），２．９０（ｄｄ，Ｊ＝８
．６Ｈｚ，５．９Ｈｚ，１Ｈ），１．５５－１．６０（ｍ，３Ｈ），１．３０－１．５０
（ｍ，３Ｈ）。
【０４４８】
実施例１１：Ｎ－［１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）
－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．
３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホ
ンアミド（４３）の合成。
【０４４９】
【化１０３】

【０４５０】
　１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－
２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６

］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（４２）（８０ｍｇ、０．１４７ミリモル）お
よびカルボニルジイミダゾール（４８ｍｇ、０．２９５ミリモル）の乾燥ＴＨＦ（２５ｍ
Ｌ）中溶液を窒素下で３時間にわたり撹拌還流した。次に、反応混合物を室温に冷却しそ
してシクロプロピルスルホンアミド（５４ｍｇ、０．４４２ミリモル）およびＤＢＵ（５
２ｍｇ、０．３４ミリモル）を加えた。生じた溶液を５０℃において４８時間にわたり撹
拌した。次に、反応混合物をＡｃＯＥｔ酢酸エチルおよび水の間に分配させた。有機層を
乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過しそして蒸発させた。残渣をシリカゲル上のカラムクロマト
グラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、９５：０５）により精製してシクロプロピルス
ルホンアミドで汚染された標記生成物を与えた。この固体を１０分間にわたり水中で粉砕
しそして濾過し、水で洗浄し、高真空下で乾燥し、再びジエチルエーテル中で粉砕しそし
て濾過して３７ｍｇ（３９％）の標記生成物４３を白色粉末として与えた：ｍ／ｚ＝６４
７（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：１０．４０（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），７．９
５（ｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），７．５５（ｓ，１Ｈ），７．１５（ｓ，１Ｈ），７．
１０（ｄｄ，Ｊ＝９．１２Ｈｚ，２．４Ｈｚ，１Ｈ），６．９０（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，
１Ｈ），５．８５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．６５（ｄｄ，Ｊ＝１８．２Ｈｚ，８．０Ｈｚ
，１Ｈ），５．１５（ｔ，Ｊ＝１０．０Ｈｚ，１Ｈ），４．８（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１
Ｈ），４．１０（ｄｄ，Ｊ＝１１．３Ｈｚ，３．８Ｈｚ，１Ｈ），３．９（ｓ，３Ｈ），
３．６０－３．７０（ｍ，１Ｈ），３．６（ｄ，Ｊ＝１１．３Ｈｚ，１Ｈ），３．１０－
３．２０（ｍ，１Ｈ），２．９０－３．００（ｍ，１Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．
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４－２．６（ｍ，３Ｈ），１．９０－２．２０（ｍ，３Ｈ），１．２５－１．６０（ｍ，
７Ｈ），０．９０－１．１０（ｍ，２Ｈ）。
【０４５１】
実施例１２：１７－（５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３
－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリジアザトリシクロ［１３．３．０
．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（５０）の合成。
段階Ａ
【０４５２】
【化１０４】

【０４５３】
　ジイソプロピルエチルアミン（１．９ｍＬ、１０．９ミリモル）をＢｏｃ－ヒドロキシ
－プロリン（１．０ｇ、４．４ミリモル）、シクロプロピルアミノ酸２５（８２５ｍｇ、
４．３ミリモル）、ＨＡＴＵ（１．７ｇ、４．４８ミリモル）のＤＭＦ（１０ｍＬ）中溶
液に加えた。室温における２時間後に、ジクロロメタン（２００ｍＬ）を加えた。溶液を
飽和ＮａＨＣＯ３および水で連続的に洗浄した。有機層を乾燥しそして濃縮した。残渣を
カラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、５０：５０）により精製して１
．２ｇ（７６％）の標的生成物４４を与えた：ｍ／ｚ＝３６９（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭ
Ｒ（ＣＤＣｌ３）：５．８０－５．６７（ｍ，１Ｈ），５．３２－５．２４（ｄ，Ｊ＝１
７．１Ｈｚ，１Ｈ），５．１６－５．０８（ｄ，Ｊ＝１０．３Ｈｚ，１Ｈ），４．６１－
４．４５（ｍ，１Ｈ），４．４５－４．２９（ｂｓ，１Ｈ），４．２３－４．０３（ｍ，
２Ｈ），３．７８－３．３９（ｍ，２Ｈ），２．１４－１．９７（ｍ，１Ｈ），１．９７
－１．８１（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），１．８１－１．３２（ｍ，１２Ｈ），１．２２（ｔ，Ｊ
＝７．１Ｈｚ，３Ｈ）。
段階Ｂ
【０４５４】
【化１０５】

【０４５５】
　トリエチルアミン（３．２ｍＬ、２２ミリモル）を０℃において４４（５．４２ｇ、７
．４ミリモル）のＣＨ２Ｃｌ２（１００ｍＬ）中溶液に加えた。５分後に、パラ－塩化ニ
トロベンゾイル（３．２６ｇ、１８ミリモル）のＣＨ２Ｃｌ２（５０ｍＬ）中溶液を０℃
において滴下した。次に、反応混合物を室温に暖めた。２０時間後に、溶液を氷冷水の上
に注ぎ、食塩水で洗浄し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）、濾過し、そして蒸発させた。粗製残
渣をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、９０：１０）により精製し
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て２．１５ｇ（５６％）の標的生成物４５を与えた：ｍ／ｚ＝５１８（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ
－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．３０（ｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，２Ｈ），８．１６（ｄ，Ｊ＝
８．８Ｈｚ，２Ｈ），５．８２－５．７０（ｍ，１Ｈ），５．５９－５．５４（ｍ，１Ｈ
），５．３１（ｄｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ，１．５Ｈｚ，１Ｈ），５．１４（ｄ，Ｊ＝１０
．１Ｈｚ，１Ｈ），４．５６－４．４０（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），４．２６－４．１５（ｍ，
２Ｈ），３．８０－３．６７（ｍ，２Ｈ），２．１６－２．０６（ｍ，１Ｈ），１．９８
－１．８４（ｂｓ，１Ｈ），１．５９－１．４８（ｂｓ，１Ｈ），１．４８－１．３８（
ｂｓ，１２Ｈ），１．２８－１．２１（ｍ，３Ｈ）。
段階Ｃ
【０４５６】
【化１０６】

【０４５７】
　４５（２．１５ｇ、４．１５ミリモル）のＴＦＡ－ＤＣＭ１：２（８０ｍＬ）中溶液を
室温において４時間にわたり保った。次に、トルエン（１０ｍＬ）を加えそして溶液を蒸
発乾固して標的化合物４６（ＨＰＬＣによる純度＞９５％）を与えた：ｍ／ｚ＝４１８（
Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｄ
【０４５８】
【化１０７】

【０４５９】
　ホスゲン（１．６ｍＬ、トルエン中１．９Ｍ、９．２８ｇ、４．５当量）を４６（１．
７３ｇ、４．１４ミリモル）および炭酸水素ナトリウム（３．５３ｇ、４２ミリモル）の
ＴＨＦ（３５ｍＬ）中混合物に加えた。室温における１．５時間後に、反応混合物を濾過
し、生じた濾液を蒸発させそして粗製物質をジクロロメタン（３５ｍＬ）の中に再溶解さ
せた。次に、炭酸水素ナトリウム（３．３５ｇ、４２ミリモル）を、引き続き（ヘキシ－
５－エニル）（メチル）アミン２１（１．１ｇ、９．６７ミリモル）を加えた。室温にお
ける１２時間後に、反応混合物を濾過した。次に、水を加えそして混合物をジクロロメタ
ンで抽出した。一緒にした有機層を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過しそして蒸発させた。残
渣をシリカ上のカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、９５：５）によ
り精製して２．３１ｇ（７９％）の標的生成物４７を与えた：ｍ／ｚ＝５５７（Ｍ＋Ｈ）
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＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．２８（ｄ，Ｊ＝８．９Ｈｚ，２Ｈ），８．１３（
ｄ，Ｊ＝８．９Ｈｚ，２Ｈ），７．３９（ｓ，１Ｈ），５．８１－５．６２（ｍ，２Ｈ）
，５．５６（ｔ，Ｊ＝３．８Ｈｚ，１Ｈ），５．２９（ｄｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ，１．３
Ｈｚ，１Ｈ），５．１２（ｄｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，１．５２Ｈｚ，１Ｈ），５．００－
４．８６（ｍ，３Ｈ），４．２０－４．０６（ｍ，２Ｈ），３．７９（ｄｄ，Ｊ＝１２．
１Ｈｚ，３．５Ｈｚ，１Ｈ），３．５７（ｄｄ，Ｊ＝１２．１Ｈｚ，１．８Ｈｚ，１Ｈ）
，３．４８－３．３７（ｍ，１Ｈ），３．１０－３．００（ｍ，１Ｈ），２．８７（ｓ，
３Ｈ），２．７７－２．６７（ｍ，１Ｈ），２．４１－２．３２（ｍ，１Ｈ），２．１０
（ｄｄ，Ｊ＝８．６，１７．４Ｈｚ，１Ｈ），１．９８（ｄｄ，Ｊ＝１４．４Ｈｚ，７．
１Ｈｚ，２Ｈ），１．８８（ｄｄ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，５．６Ｈｚ，１Ｈ），１．５７－１
．４６（ｍ，３Ｈ），１．３５－１．１８（ｍ，５Ｈ）。
段階Ｅ
【０４６０】
【化１０８】

【０４６１】
　４７（１．８ｇ、３．２８ミリモル）のホベイダ－グラブス第一世代（４００ｍｇ、２
０モル％）の脱気された乾燥ジクロロエタン（２．０Ｌ）中混合物を窒素下で２０時間に
わたり７０℃に暖めた。反応混合物を室温に冷却しそして回転蒸発により濃縮した。残渣
をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、９０：１０）により精製して
８８８ｍｇ（５１％）の所望する化合物をベージュ色固体として与えた：ｍ／ｚ＝５２９
（Ｍ＋Ｈ）＋、１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．２８（ｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，２Ｈ），
８．１６（ｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，２Ｈ），７．４７（ｓ，１Ｈ），５．７６－５．６７（
ｍ，１Ｈ），５．６２－５．５７（ｔ，Ｊ＝３．５Ｈｚ，１Ｈ），５．２９（ｄｄ，Ｊ＝
１０．５Ｈｚ，７．８Ｈｚ，１Ｈ），４．８２（ｄｄ，Ｊ＝９．８Ｈｚ，７．１Ｈｚ，１
Ｈ），４．１８－４．０７（ｍ，２Ｈ），４．００－３．８８（ｍ，２Ｈ），３．５５（
ｄ，Ｊ＝１１．６Ｈｚ，１Ｈ），３．０７－２．９７（ｍ，１Ｈ），２．９１（ｓ，３Ｈ
），２．６４－２．５４（ｍ，１Ｈ），２．４８－２．２９（ｍ，２Ｈ），２．１６（ｄ
ｄ，１Ｈ，Ｊ＝１７．４Ｈｚ，８．６Ｈｚ，１Ｈ），１．９６－１．８３（ｍ，３Ｈ），
１．８０－１．６１（ｍ，２Ｈ），１．４５－１．２５（ｍ，２Ｈ），１．２２（ｔ，Ｊ
＝７．１Ｈｚ，３Ｈ）。
段階Ｆ
【０４６２】



(87) JP 5171624 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

【化１０９】

【０４６３】
　水酸化リチウム（７１ｍｇ、１．６６ミリモル）の水（５ｍＬ）中溶液を０℃において
４８（４５１ｍｇ、８５３ミリモル）のＴＨＦ（２５ｍＬ）中溶液に加えた。０℃におけ
る３時間後に、反応混合物を水（２５ｍＬ）で希釈し、次に１Ｎ　ＨＣｌでｐＨ３に酸性
化した。生じた溶液をＡｃＯＥｔ酢酸エチルで抽出し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過しそ
して蒸発させた。残渣をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ、９０：１
０）により精製して２３４ｍｇ（７２％）の４９を生成した：８．１８（ｓ，１Ｈ），７
．６６（ｓ，１Ｈ），５．６９（ｄｄ，Ｊ＝１８．０Ｈｚ，７．６Ｈｚ，１Ｈ），５．３
７（ｔ，Ｊ＝９．６Ｈｚ，１Ｈ），４．６８（ｄｄ，Ｊ＝９．６Ｈｚ，７．６Ｈｚ，１Ｈ
），４．７８－４．１１（ｂｓ，１Ｈ），４．１８－３．９１（ｍ，２Ｈ），３．７９－
３．６１（ｍ，２Ｈ），３．３４（ｄ，Ｊ＝１１．１Ｈｚ，１Ｈ），３．１９－３．０６
（ｍ，１Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．３４－２．０９（ｍ，４Ｈ），２．００－１
．８９（ｍ，２Ｈ），１．７３（ｄｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，５．６Ｈｚ，１Ｈ），１．６９
－１．５２（ｍ，２Ｈ），１．４０－１．２７（ｍ，２Ｈ），１．２０（ｔ，Ｊ＝７．１
Ｈｚ，３Ｈ）。
段階Ｇ
【０４６４】

【化１１０】

【０４６５】
　水素化ナトリウム（６８．２５ｍｇ、１．７ミリモル）を小部分ずつ０℃において４９
（２６０ｍｇ、０．６８３ミリモル）のＤＭＦ（８ｍＬ）中溶液に加えた。混合物を室温
において２時間にわたり撹拌した。次に、イソキノリン１９（２４１ｍｇ、０．８８７ミ
リモル）を窒素下で一部分で加えた。混合物を室温に暖めた。２０時間後に、反応混合物
を氷冷水（２０ｍＬ）の中に注ぎそしてＣＨ２Ｃｌ２で抽出し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）
、濾過しそして蒸発させた。カラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ　９６
／４）による精製、その後の前記の如きエステルの加水分解が、１５９ｍｇ（４０％）の
標的生成物５０を白色粉末として与えた：ｍ／ｚ＝５８８（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（
ＣＤＣｌ３）：８．１３（ｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），７．９７（ｄ，Ｊ＝６．２Ｈｚ
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，１Ｈ），７．５４（ｄ，Ｊ＝６．２Ｈｚ，１Ｈ），７．３９－７．３０（ｂｓ，１Ｈ）
，７．２２（ｄ，Ｊ＝９．２Ｈｚ，１Ｈ），５．９０－５．８３（ｂｓ，１Ｈ），５．７
１（ｄｄ，Ｊ＝１７．９Ｈｚ，８．１Ｈｚ，１Ｈ），５．１８（ｔ，Ｊ＝１０．１Ｈｚ，
１Ｈ），４．７９（ｄｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，７．３Ｈｚ，１Ｈ），４．１０－３．９７（
ｍ，４Ｈ），３．８１－３．６６（ｍ，１Ｈ），３．６２（ｄ，１Ｈ，Ｊ＝１１．６Ｈｚ
，１Ｈ），３．１９－３．０５（ｍ，１Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．５９－２．２
２（ｍ，４Ｈ），２．０１－１．９０（ｍ，１Ｈ），１．８９（ｄｄ，Ｊ＝８．６Ｈｚ，
５．８Ｈｚ，１Ｈ），１．７０（ｄｄ，Ｊ＝９．８Ｈｚ，６．１Ｈｚ，１Ｈ），１．６７
－１．５８（ｍ，２Ｈ），１．４３－１．２８（ｍ，２Ｈ）。
【０４６６】
実施例１３：Ｎ－［１７－（５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）
－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．
３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホ
ンアミド（５１）の合成。
【０４６７】
【化１１１】

【０４６８】
　５０（１５１ｍｇ、０．２５７ミリモル）およびカルボニルジイミダゾール（１６２ｍ
ｇ、０．４３７ミリモル）の乾燥ＴＨＦ（１０ｍＬ）中溶液を窒素下で２時間にわたり加
熱還流した。場合により、所望するなら、アザラクトン誘導体を単離することができる。
次に、反応混合物を室温に冷却しそしてシクロプロピルスルホンアミド（５８ｍｇ、０．
４８２ミリモル）およびＤＢＵ（７６ｍｇ、０．５０２ミリモル）を加えた。生じた溶液
を５０℃において１２時間にわたり撹拌し、次に室温に冷却した。反応混合物を水でクエ
ンチしそしてＡｃＯＥｔ酢酸エチルで抽出し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過しそして蒸発
させた。粗製物質をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、９５：５）
により精製した。得られた固体を水の中で粉砕し、濾過し、高真空下で乾燥し、ジエチル
エーテルの中で粉砕しそして高真空下で再び乾燥して１３８ｍｇ（７７％）の標記生成物
５１を白色粉末として与えた：ｍ／ｚ＝６９１（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３

）：１０．７０（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），８．１２（ｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），７．９７
（ｄ，Ｊ＝６．３Ｈｚ，１Ｈ），７．５４（ｄ，Ｊ＝６．３Ｈｚ，１Ｈ），７．２１（ｄ
，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），６．７０（ｂｓ，１Ｈ），５．８８（ｂｓ，１Ｈ），５．７
４（ｄｄ，Ｊ＝１７．３Ｈｚ，８．３Ｈｚ，１Ｈ），５．１６（ｔ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，
１Ｈ），４．７４（ｄｄ，Ｊ＝９．４Ｈｚ，７．３Ｈｚ，１Ｈ），４．１１－３．９８（
ｍ，４Ｈ），３．６９－３．５５（ｍ，２Ｈ），３．２７－３．１０（ｍ，１Ｈ），３．
０２－２．８９（ｍ，１Ｈ），２．８３（ｓ，３Ｈ），２．５８－２．３５（ｍ，３Ｈ）
，２．２９－２．１３（ｍ，１Ｈ），２．１１－１．９２（ｍ，２Ｈ），１．７５－０．
７６（ｍ，９Ｈ）。
【０４６９】
実施例１４：Ｎ－［１７－［５－（４－メチル－３－ピリジル）－６－メトキシイソキノ
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リン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリア
ザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（
シクロプロピル）スルホンアミド（５２）の合成。
【０４７０】
【化１１２】

【０４７１】
　５１（１７．３ｍｇ、０．０２５ミリモル）、６－メチルピリジン－３－ボロン酸（５
．９ｍｇ、０．０２８ミリモル）、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム（８．
２ｍｇ、０．００５ミリモル）および炭酸ナトリウム（５．８ｍｇ、０．００５ミリモル
）のＤＭＦ（２ｍＬ）中溶液を２０時間にわたり９０℃に暖めた。次に、反応混合物を室
温に冷却しそして溶媒を蒸発させた。残渣をＨＰＬＣにより精製して３．７ｍｇ（２１％
）の標記生成物５２を白色粉末として与えた。ｍ／ｚ＝７０３（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭ
Ｒ（ＣＤＣｌ３）：１０．６（ｂｓ，１Ｈ），８．８（ｓ，１Ｈ），８．１２（ｄ，Ｊ＝
９．１Ｈｚ，１Ｈ），７．９７（ｄ，Ｊ＝６．３Ｈｚ，１Ｈ），７．９（ｄ，Ｊ＝９．０
Ｈｚ，１Ｈ），７．５４（ｄ，Ｊ＝６．３Ｈｚ，１Ｈ），７．３（ｄ，Ｊ＝９．０Ｈｚ，
１Ｈ），７．２１（ｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），６．６８（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．８
７（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．７４（ｄｄ，Ｊ＝１７．３Ｈｚ，８．３Ｈｚ，１Ｈ），５．
１６（ｔ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，１Ｈ），４．７４（ｄｄ，Ｊ＝９．４Ｈｚ，７．３Ｈｚ，
１Ｈ），４．１１－３．９８（ｍ，４Ｈ），３．６９－３．５５（ｍ，２Ｈ），３．２７
－３．１０（ｍ，１Ｈ），３．０２－２．８９（ｍ，１Ｈ），２．８３（ｓ，３Ｈ），２
．５８－２．３５（ｍ，３Ｈ），２．５０（ｓ，３Ｈ），２．２９－２．１３（ｍ，１Ｈ
），２．１１－１．９２（ｍ，２Ｈ），０．７５－１．７６（ｍ，９Ｈ）。
【０４７２】
実施例１５：Ｎ－［１７－［５－（４－メトキシフェニル）－６－メトキシイソキノリン
－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－
トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シク
ロプロピル）スルホンアミド（５３）の合成。
【０４７３】
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【化１１３】

【０４７４】
　Ｎ－［１７－（５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メ
チル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０
４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（
５１、実施例１３）および４－メトキシベンゼンボロン酸から、Ｎ－［１７－［５－（４
－メチル－３－ピリジル）－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチ
ル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４

，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（５
２、実施例１４）に関して記載された工程に従い、標記生成物が製造された：ｍ／ｚ＝７
１８（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４７５】
実施例１６：Ｎ－［１７－［５－フェニル－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ
］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３
．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スル
ホンアミド（５４）の合成。
【０４７６】
【化１１４】

【０４７７】
　Ｎ－［１７－（５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メ
チル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０
４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（
５１、実施例１３）およびベンゼンボロン酸から、Ｎ－［１７－［５－（４－メチル－３
－ピリジル）－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４
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－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタ
デセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（５２、実施例１
４）に関して記載された工程に従い、標記生成物が製造された：ｍ／ｚ＝６８８（Ｍ＋Ｈ
）＋。
【０４７８】
実施例１７：１７－（６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２
，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］
オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（５５）の合成。
【０４７９】
【化１１５】

【０４８０】
　１－クロロ－６－メトキシイソキノリン１０から、１７－（３－クロロ－６－メトキシ
－イソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１
５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カル
ボン酸（４２、実施例１０）の製造に関して記載された同じ工程に従い、標記生成物５５
が製造された：ｍ／ｚ＝５０９（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：７．９８（
ｄ，Ｊ＝９．２Ｈｚ，１Ｈ），７．９（ｄ，Ｊ＝６．１Ｈｚ，１Ｈ），７．２（ｓ，１Ｈ
），７．１（ｄｄ，Ｊ＝９．２Ｈｚ，２．４Ｈｚ，１Ｈ），７．１０（ｄ，Ｊ＝６．１Ｈ
ｚ，１Ｈ），６．９０（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），５．８５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５
．６５（ｄｄ，Ｊ＝１８．２Ｈｚ，８．０Ｈｚ，１Ｈ），５．１５（ｔ，Ｊ＝１０．０Ｈ
ｚ，１Ｈ），４．８０（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１Ｈ），４．０５（ｄｄ，Ｊ＝１１．３Ｈ
ｚ，３．７Ｈｚ，１Ｈ），３．９０（ｓ，３Ｈ），３．７０－３．８０（ｍ，１Ｈ），３
．６０（ｄ，Ｊ＝１１．３Ｈｚ，１Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．８０－２．８５（
ｍ，１Ｈ），２．２５－２．５０（ｍ，４Ｈ），１．９５－２．００（ｍ，１Ｈ），２．
９０（ｄｄ，Ｊ＝８．６Ｈｚ，５．９Ｈｚ，１Ｈ），１．５５－１．６０（ｍ，３Ｈ），
１．３０－１．５０（ｍ，３Ｈ）。
【０４８１】
実施例１８：Ｎ－［１７－（３－フェニル－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ
）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３
．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スル
ホンアミド（５６）の合成。
【０４８２】
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【化１１６】

【０４８３】
　１７－（６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジ
オキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ
－７－エン－４－カルボン酸（５５）から、Ｎ－［１７－（３－クロロ－６－メトキシイ
ソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－
トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニ
ル］（シクロプロピル）スルホンアミド（４３、実施例１１）の製造に関して記載された
同じ工程に従い、標記生成物５６が製造された：ｍ／ｚ＝６８８（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０４８４】
実施例１９：１７－（３－（４－トリフルオロメトキシフェニル）－６－メトキシイソキ
ノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリ
アザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（
５７）の合成。
【０４８５】

【化１１７】

【０４８６】
　１－クロロ－３－［４－（トリフルオロメチル）フェニル］－６－メトキシイソキノリ
ンから、１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メ
チル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０
４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（４２、実施例１０）の製造に関して記
載された同じ工程に従い、標記生成物５７が製造された：ｍ／ｚ＝６６９（Ｍ＋Ｈ）＋；
１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．０８（ｄ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，２Ｈ），８．０２（ｄ，
Ｊ＝９．１Ｈｚ，１Ｈ），７．５５（ｓ，１Ｈ），７．３０（ｄ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，２Ｈ
），７．１１（ｄｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，１．５，１Ｈ），７．０５（ｄ，Ｊ＝１．５Ｈｚ
，１Ｈ），６．０７－５．９５（ｂｓ，１Ｈ），５．７１（ｄｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，Ｊ＝
１７．４Ｈｚ，１Ｈ），５．２４－５．０９（ｍ，１Ｈ），４．８４－４．７９（ｍ，１
Ｈ），４．１４－４．０３（ｍ，１Ｈ），３．９２（ｓ，３Ｈ），３．７７－３．５８（
ｍ，３Ｈ），３．２０－３．０７（ｍ，１Ｈ），２．８６（ｓ，３Ｈ），２．６３－２．
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３８（ｍ，３Ｈ），２．３８－２．２２（ｍ，１Ｈ），２．０１－１．８４（ｍ，２Ｈ）
，１．７４－１．３８（ｍ，５Ｈ）。
【０４８７】
実施例２０：Ｎ－［１７－（３－（４－トリフルオロメトキシフェニル）－６－メトキシ
イソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５
－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボ
ニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（５８）の合成。
【０４８８】
【化１１８】

【０４８９】
　１７－（３－（４－トリフルオロメトキシフェニル）－６－メトキシイソキノリン－１
－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリ
シクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（５７）から
、Ｎ－［１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メ
チル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０
４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（
４３、実施例１１）の製造に関して記載された同じ工程に従い、標記生成物５８が製造さ
れた：ｍ／ｚ＝７７２（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：１０．６３－１０．
５７（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），８．００（ｄ，Ｊ＝８．５Ｈｚ，２Ｈ），７．９４（ｄ，Ｊ＝
９．０Ｈｚ，１Ｈ），７．４９（ｓ，１Ｈ），７．２６（ｄ，Ｊ＝８．５Ｈｚ，２Ｈ），
７．０１（ｄｄ，Ｊ＝９．０Ｈｚ，２．４，１Ｈ），６．９８（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１
Ｈ），６．７９－６．７２（ｂｓ，１Ｈ），５．９８－５．９２（ｍ，１Ｈ），５．６７
（ｄｄ，Ｊ＝７．８Ｈｚ，Ｊ＝１８．９Ｈｚ，１Ｈ），５．０９（ｔ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ
，１Ｈ），４．７１（ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，１Ｈ），４．０３（ｄｄ，Ｊ＝１１．０Ｈｚ
，４．０，１Ｈ），３．８５（ｓ，３Ｈ），３．６４（ｄ，Ｊ＝１１．０Ｈｚ，１Ｈ），
３．６１－３．５３（ｍ，１Ｈ），３．１５－３．０３（ｍ，１Ｈ），２．９３－２．８
２（ｍ，１Ｈ），２．７７（ｓ，３Ｈ），２．５４－２．３８（ｍ，３Ｈ），２．２５－
２．０８（ｍ，１Ｈ），２．０４－１．８７（ｍ，２Ｈ），１．６６－０．８６（ｍ，９
Ｈ）。
【０４９０】
実施例２１：１７－（４－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３
－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０
．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（６５）の合成。
段階Ａ
【０４９１】
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【化１１９】

【０４９２】
　ＤＩＡＤ（８．２ｇ、４１ミリモル）を０℃において窒素雰囲気下で４４（１０ｇ、２
７ミリモル）、４－ニトロ安息香酸（６．８ｇ、４１ミリモル）およびトリフェニルホス
フィン（１１ｇ、４１ミリモル）の乾燥ＴＨＦ（２００ｍＬ）中溶液に加えた。次に、反
応物を室温に暖めた。１２時間後に、溶媒を蒸発させそして粗製生成物をフラッシュカラ
ムクロマトグラフィー（ＡｃＯＥｔ／ＣＨ２Ｃｌ２の勾配、９５／５～７５／２５）によ
り精製して８．１ｇ（５８％）の標的生成物を与えた。ｍ／ｚ＝４０７（Ｍ＋Ｈ）＋、１

Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．２０（ｓ，４Ｈ），５．６５－５．８０（ｍ，１Ｈ），
５．５５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．２（ｄｄ，Ｊ＝１７．０Ｈｚ，１０．２Ｈｚ，１Ｈ）
，４．４－４．５（ｍ，１Ｈ），３．９－４．１（ｍ，２Ｈ），３．７５－３．８５（ｍ
，１Ｈ），３．６－３．７（ｍ，１Ｈ），２．０－２．１（ｍ，１Ｈ），１．８０－１．
９０（ｍ，１Ｈ），１．５０－１．７０（ｍ，５），１．５０（ｓ，９Ｈ），１．１０（
ｔ，Ｊ＝７．１Ｈｚ，３Ｈ）。
段階Ｂ
【０４９３】
【化１２０】

【０４９４】
　５９（６．８９ｇ、１３．３ミリモル）のＴＦＡ－ＤＣＭ１：４（２５０ｍＬ）中溶液
を室温において４時間にわたり保った。次に、トルエン（３０ｍＬ）を加えそして溶液を
蒸発乾固して標的化合物６０（ＨＰＬＣによる純度＞９７％）を与えた：ｍ／ｚ＝４１８
（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｃ
【０４９５】
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【化１２１】

【０４９６】
　ホスゲン（１．６ｍＬ、トルエン中１．９Ｍ、４．５当量）を６０（５．５６ｇ、１３
．３ミリモル）および炭酸水素ナトリウム（１１．５ｇ、１３７ミリモル）のＴＨＦ（１
２０ｍＬ）中混合物に加えた。室温における１．５時間後に、反応混合物を濾過し、生じ
た濾液を蒸発させそして粗製物質をジクロロメタン（３５ｍＬ）の中に再溶解させた。次
に、炭酸水素ナトリウム（１１．５５ｇ、１３７ミリモル）を、引き続き（ヘキシ－５－
エニル）（メチル）アミン２１（２．６５ｇ、２３．４ミリモル）を加えた。室温におけ
る１２時間後に、反応混合物を濾過した。次に、水を加えそして混合物をジクロロメタン
で抽出した。一緒にした有機層を乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過しそして蒸発させた。残渣
をシリカ上のカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＡｃＯＥｔ、９５：５）により
精製して７．４１ｇ（５８％）の標的生成物６１を与えた：ｍ／ｚ＝５５７（Ｍ＋Ｈ）＋

；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．２８（ｄ，Ｊ＝８．９Ｈｚ，２Ｈ），８．１３（ｄ
，Ｊ＝８．９Ｈｚ，２Ｈ），７．３９（ｓ，１Ｈ），５．８１－５．６２（ｍ，２Ｈ），
５．５６（ｔ，Ｊ＝３．８Ｈｚ，１Ｈ），５．２９（ｄｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ，１．３Ｈ
ｚ，１Ｈ），５．１２（ｄｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，１．５２Ｈｚ，１Ｈ），５．００－４
．８６（ｍ，３Ｈ），４．２０－４．０６（ｍ，２Ｈ），３．７９（ｄｄ，Ｊ＝１２．１
Ｈｚ，３．５Ｈｚ，１Ｈ），３．５７（ｄｄ，Ｊ＝１２．１Ｈｚ，１．８Ｈｚ，１Ｈ），
３．４８－３．３７（ｍ，１Ｈ），３．１０－３．００（ｍ，１Ｈ），２．８７（ｓ，３
Ｈ），２．７７－２．６７（ｍ，１Ｈ），２．４１－２．３２（ｍ，１Ｈ），２．１０（
ｄｄ，Ｊ＝８．６，１７．４Ｈｚ，１Ｈ），１．９８（ｄｄ，Ｊ＝１４．４Ｈｚ，７．１
Ｈｚ，２Ｈ），１．８８（ｄｄ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，５．６Ｈｚ，１Ｈ），１．５７－１．
４６（ｍ，３Ｈ），１．３５－１．１８（ｍ，５Ｈ）。
段階Ｄ
【０４９７】
【化１２２】

【０４９８】
　水酸化リチウム（６３２ｍｇ、１４．８ミリモル）の水（４０ｍＬ）中溶液を０℃にお
いて６１（４．３４ｇ、６．３９ミリモル）のＴＨＦ（１８０ｍＬ）中溶液に加えた。０
℃における２時間後に、反応混合物を水（２５ｍＬ）で希釈し、次に１Ｎ　ＨＣｌでｐＨ
６に酸性化した。生じた溶液をＡｃＯＥｔ酢酸エチルで抽出し、乾燥し（Ｎａ２ＳＯ４）
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、濾過しそして蒸発させた。残渣をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＭｅＯＨ
、９６：０４）により精製して２．１ｇ（８０％）の６２を与えた：ｍ／ｚ＝４０８（Ｍ
＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：５．８４－５．６８（ｍ，２Ｈ），５．２９（
ｄｄ，Ｊ＝１７．２Ｈｚ，１．３Ｈｚ，１Ｈ），５．１２（ｄｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，１
．５２，１Ｈ），５．０５－４．９３（ｍ，２Ｈ），４．７８（ｄｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，
１．７７，１Ｈ），４．６０（ｄ，Ｊ＝９．１，１Ｈ），４．４６－４．３７（ｍ，１Ｈ
），４．２４－４．０５（ｍ，２Ｈ），３．６６（ｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，１Ｈ），３．
４３（ｄｄ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，４．５５，１Ｈ），３．３７－３．２６（ｍ，１Ｈ），
３．１７－３．０７（ｍ，１Ｈ），２．８８（ｓ，３Ｈ），２．２９－２．０２（ｍ，５
Ｈ）１．８７（ｄｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，５．６，１Ｈ），１．６７－１．５２（ｍ，３Ｈ
），１．４９（ｄｄ，Ｊ＝９．８Ｈｚ，５．３１，１Ｈ），１．４４－１．３８（ｍ，２
Ｈ），１．２２（ｔ，Ｊ＝７．１Ｈｚ，３Ｈ）。
段階Ｅ
【０４９９】

【化１２３】

【０５００】
　ＤＩＡＤ（６６９ｍｇ、３．３１ミリモル）を－２５℃において窒素雰囲気下で６２（
９００ｍｇ、２．２０８ミリモル）、イソキノリン１３（６７３ｍｇ、２．６５ミリモル
）およびトリフェニルホスフィン（８１０ｍｇ、３．１ミリモル）の乾燥ＴＨＦ（５０ｍ
Ｌ）中溶液に加えた。次に、反応物を－１０～－１５℃の間に３時間にわたり保った。混
合物を氷冷水溶液の上に注ぎそして酢酸エチルで抽出した。一緒にした有機層を乾燥し（
ＭｇＳＯ４）、濾過しそして蒸発させた。残渣をフラッシュカラムクロマトグラフィー（
ＥｔＯＡｃ／ＣＨ２Ｃｌ２の勾配、９０／１０）により精製して１ｇの標的生成物６３を
与えた：ｍ／ｚ＝６４４（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｆ
【０５０１】

【化１２４】

【０５０２】
　６３（１ｇ、１．５５ミリモル）およびホベイダ－グラブス触媒第一世代（１８６ｍｇ
、３１０ミリモル）の脱気された乾燥ジクロロエタン（１．０Ｌ）中混合物を窒素下で２
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た。残渣をカラムクロマトグラフィー（ＣＨ２Ｃｌ２／ＥｔＯＡｃ、９０：１０）により
精製して３６０ｍｇ（３８％）の所望する化合物６４をベージュ色固体として与えた：ｍ
／ｚ＝６１６（Ｍ＋Ｈ）＋。
段階Ｇ
【０５０３】
【化１２５】

【０５０４】
　水（３ｍＬ）中の水酸化リチウム（３７５ｍｇ、８．７７ミリモル）を６４（３６０ｍ
ｇ、０．５８５ミリモル）のテトラヒドロフラン（１５ｍＬ）およびメタノール（５ｍＬ
）中溶液に加えた。室温における４８時間後に、水を加えそして１Ｎ　ＨＣｌで生じた溶
液のｐＨを３に調節した。次に、反応混合物をＥｔＯＡｃ酢酸エチルで抽出し、乾燥し（
Ｎａ２ＳＯ４）、そして蒸発させた。残渣をジエチルエーテルと共に粉砕しそして濾過し
て３００ｍｇ（８７％）の標記生成物６５を白色粉末として与えた：ｍ／ｚ＝５８８（Ｍ
＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：８．５（ｓ，１Ｈ），８．２（ｄ，Ｊ＝９．１
Ｈｚ，１Ｈ），７．３５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），７．３（ｄ，Ｊ＝２．５Ｈｚ，１Ｈ），７
．１７（ｄｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，２．５Ｈｚ，１Ｈ），５．８－５．８５（ｂｒ　ｓ，１
Ｈ），５．７（ｄｄ，Ｊ＝１８．３Ｈｚ，７．８Ｈｚ，１Ｈ），５．１５（ｔ，Ｊ＝１０
．０Ｈｚ，１Ｈ），４．８０（ｄｄ，Ｊ＝９．２Ｈｚ，７，１Ｈ），４．０５（ｄｄ，Ｊ
＝１１．２Ｈｚ，４Ｈｚ，１Ｈ），３．９５（ｓ，３Ｈ），３．７０－３．８０（ｍ，１
Ｈ），３．６０（ｄ，Ｊ＝１１．２Ｈｚ，１Ｈ），３－３．１（ｍ，１Ｈ），２．８５（
ｓ，３Ｈ），２．４０－２．５０（ｍ，３Ｈ），２．２５－２．４０（ｍ，１Ｈ），１．
８５－１．９５（ｍ，３Ｈ），１．６－１．７（ｍ，４Ｈ）。
【０５０５】
実施例２２：Ｎ－［１７－（４－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）
－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．
３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホ
ンアミド（６６）の合成。
【０５０６】
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【化１２６】

【０５０７】
　１７－（４－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－
２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６

］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（６５）から、Ｎ－［１７－（３－クロロ－６
－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，
１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－
４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（４３、実施例１１）の製造に関し
て記載された同じ工程に従い、標記生成物６６が製造された：ｍ／ｚ＝６９１（Ｍ＋Ｈ）
＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：１０．７（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），８．０９（ｄ，Ｊ＝９
．１Ｈｚ，１Ｈ），７．３（ｄ，Ｊ＝２．４Ｈｚ，１Ｈ），７．２５（ｓ，１Ｈ），７．
１５（ｄｄ，Ｊ＝９．１Ｈｚ，２．４，１Ｈ），７（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．８（ｂｒ　
ｓ，１Ｈ），５．７４（ｄｄ，Ｊ＝１８．２Ｈｚ，８，１Ｈ），５．１６（ｔ，Ｊ＝１０
．３Ｈｚ，１Ｈ），４．７４（ｄｄ，Ｊ＝９．３Ｈｚ，７，１Ｈ），４．０５（ｄｄ，Ｊ
＝１１．１Ｈｚ，４，１Ｈ），３．９５（ｓ，３Ｈ），３．６（ｄ，Ｊ＝１１．１Ｈｚ，
１Ｈ），３．１－３．２（ｍ，１Ｈ），２．９－３（ｍ，１Ｈ），２．８３（ｓ，３Ｈ）
，２．４－２．５（ｍ，３Ｈ），２．１９－２（ｍ，２Ｈ），２．５－２．７（ｍ，４Ｈ
），１．４－１（ｍ，３Ｈ），１．２－１．３５（ｍ，２Ｈ），１．０５－１．１５（ｍ
，１Ｈ），０．９５－１（ｍ，１Ｈ）。
【０５０８】
実施例２３：１７－（３－ピラゾール－１－イル－６－メトキシイソキノリン－１－イル
オキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ
［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（６７）の合成。
【０５０９】

【化１２７】

【０５１０】
　１－ヒドロキシ－６－メトキシ－３－（ピラゾール－１－イル）イソキノリンから、１
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７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，
１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オク
タデセ－７－エン－４－カルボン酸（４２、実施例１０）の製造に関して記載された同じ
工程に従い、標記生成物６７が製造された：ｍ／ｚ＝５７５（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５１１】
実施例２４：Ｎ－［１７－（３－ピラゾール－１－イル－６－メトキシイソキノリン－１
－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリ
シクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプ
ロピル）スルホンアミド（６８）の合成。
【０５１２】
【化１２８】

【０５１３】
　１７－（３－ピラゾール－１－イル－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－
１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３
．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（６７）から、Ｎ－［１７－（
３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－
ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデ
セ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（４３、実施例１１
）の製造に関して記載された同じ工程に従い、標記生成物６８が製造された：ｍ／ｚ＝６
７８（Ｍ＋Ｈ）＋；１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：１０．５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），８．４
（ｄｄ，Ｊ＝２．５Ｈｚ，０．５，１Ｈ），８（ｄ，Ｊ＝９．８Ｈｚ，１Ｈ），７．７５
（ｓ，２Ｈ），７．００－７．１０（ｍ，２Ｈ），６．５５（ｓ，１Ｈ），６．４５（ｄ
ｄ，Ｊ＝２．５Ｈｚ，０．５，１Ｈ），５．９５（ｂｒ　ｓ，１Ｈ），５．７５（ｄｄ，
Ｊ＝１８．１Ｈｚ，８Ｈｚ，１Ｈ），５．１（ｔ，Ｊ＝１０．３Ｈｚ，１Ｈ），４．７５
（ｔ，Ｊ＝７．０Ｈｚ，１Ｈ），４．１（ｄｄ，Ｊ＝１１．０Ｈｚ，４．３，１Ｈ），３
．９０（ｓ，３Ｈ），３．７０（ｄ，Ｊ＝１１．０Ｈｚ，１Ｈ），３．１０－３．２０（
ｍ，１Ｈ），２．９０－３．０１（ｍ，１Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．５０－２．
６２（ｍ，３Ｈ），２．２０－２．３０（ｍ，１Ｈ），１．９０－２．００（ｍ，２Ｈ）
，１．５５－１．６０（ｍ，４Ｈ），１．３０－１．５０（ｍ，６Ｈ）。
【０５１４】
実施例２５：１７－［３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイ
ソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－
トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン
酸（６９）の合成。
【０５１５】
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【化１２９】

【０５１６】
　１－ヒドロキシ－３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソ
キノリン（６）から、１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ
）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３
．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（４２、実施例１０）の製
造に関して記載された同じ工程に従い、標記生成物６９が製造された：ｍ／ｚ＝６３４（
Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５１７】
実施例２６：Ｎ－［１７－［３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メト
キシイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，
１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カ
ルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（７０）の合成。
【０５１８】
【化１３０】

【０５１９】
　１７－［３－（４－イソプロピルチアゾール－２－イル）－６－メトキシイソキノリン
－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－
トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（６９）
から、Ｎ－［１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）－１３
－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０
．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミ
ド（４３、実施例１１）の製造に関して記載された同じ工程に従い、標記生成物７０が製
造された：ｍ／ｚ＝７３７（Ｍ＋Ｈ）＋。
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【０５２０】
実施例２７：１７－［３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６－メト
キシイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，
１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カ
ルボン酸（７１）の合成。
【０５２１】
【化１３１】

【０５２２】
　１－ヒドロキシ－３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６－メトキ
シイソキノリンから、１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ
）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３
．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（４２、実施例１０）の製
造に関して記載された同じ工程に従い、標記生成物７１が製造された：ｍ／ｚ＝６４９（
Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５２３】
実施例２８：Ｎ－［１７－［３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６
－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，
１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－
４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（７２）の合成。
【０５２４】

【化１３２】

【０５２５】
　１７－［３－（２－イソプロピルアミノチアゾール－４－イル）－６－メトキシイソキ
ノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリ
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アザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン酸（
７１）から、Ｎ－［１７－（３－クロロ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ）
－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－トリアザ－トリシクロ［１３．
３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホ
ンアミド（４３、実施例１１）の製造に関して記載された同じ工程に従い、標記生成物７
２が製造された：ｍ／ｚ＝７５２（Ｍ＋Ｈ）＋。１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：０．９３
－１．０３（ｍ，１Ｈ），１．０５－１．１５（ｍ，１Ｈ），１．１８－１．２８（ｍ，
３Ｈ），１．３２（ｄ，Ｊ＝６．６Ｈｚ，３Ｈ），１．３４（ｄ，Ｊ＝６．６Ｈｚ，３Ｈ
），１．３６－１．６７（ｍ，４Ｈ），１．９３－２．０７（ｍ，２Ｈ），２．２２－２
．３６（ｍ，１Ｈ），２．４５－２．６５（ｍ，３Ｈ），２．８５（ｓ，３Ｈ），２．９
１－３．００（ｍ，１Ｈ），３．０５－３．１７（ｍ，１Ｈ），３．６４－３．８０（ｍ
，３Ｈ），３．８９（ｓ，３Ｈ），４．０８（ｄｄ，Ｊ＝３．８Ｈｚ，Ｊ＝１０．９Ｈｚ
，１Ｈ），４．７８（ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，１Ｈ），５．１５（ｔ，Ｊ＝１０．４Ｈｚ，
１Ｈ），５．２１－５．３６（広いｓ，１Ｈ），５．７３（ｄｄ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，Ｊ＝
１８．４Ｈｚ，１Ｈ），５．９４－６．０２（ｍ，１Ｈ），６．９２－６．９９（広いｓ
，１Ｈ），７．００－７．０７（ｍ，２Ｈ），７．２２（ｓ，１Ｈ），７．７４（ｓ，１
Ｈ），７．９５（ｄ，Ｊ＝８．６Ｈｚ，１Ｈ），１０．５４－１０．９９（広いｓ，１Ｈ
）。
【０５２６】
実施例２９：１８－［５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－２，
１５－ジオキソ－３，１４，１６－トリアザトリシクロ［１４．３．０．０４，６］ノナ
デセ－７－エン－４－カルボン酸（７４）の合成。
段階Ａ
【０５２７】
【化１３３】

【０５２８】
　Ｂｏｃ－ヒドロキシプロリン（１．１５ｇ、４．９９ミリモル）のＴＨＦ（５０ｍＬ）
中溶液にＮａＨ（鉱油中６０％、５００ｍｇ、１２．５ミリモル）を加えた。生じた溶液
を室温において１時間にわたり撹拌し、その後に５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン
（１．３６ｇ、４．９９ミリモル）を加えた。室温における窒素下での４８時間後に、反
応混合物を氷冷水でクエンチし、ＨＣｌでｐＨ４に酸性化し、そして酢酸エチルで抽出し
、食塩水で洗浄し、乾燥し（ＭｇＳＯ４）、濾過し、そして蒸発させた。残渣をカラムク
ロマトグラフィー（勾配ＥｔＯＡｃ／ＣＨ２Ｃｌ２、５：９５～５０：５０）により精製
して７５１ｍｇ（３２．２％）の７３を白色固体として与えた：ｍ／ｚ＝４６８（Ｍ＋Ｈ
）＋。
１８－［５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－２，１５－ジオキ
ソ－３，１４，１６－トリアザトリシクロ［１４．３．０．０４，６］ノナデセ－７－エ
ン－４－カルボン酸（７４）の合成。
段階Ｂ
【０５２９】
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【化１３４】

【０５３０】
　中間体７３およびヘプト－８－エンアミンから、１７－（３－クロロ－６－メトキシイ
ソキノリン－１－イルオキシ）－１３－メチル－２，１４－ジオキソ－３，１３，１５－
トリアザ－トリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７－エン－４－カルボン
酸（４２）に関して報告された工程（段階Ｂ－Ｆ）に従い、標記化合物が製造された：ｍ
／ｚ＝４６８（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５３１】
実施例３０：Ｎ－［１８－［５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］
－２，１５－ジオキソ－３，１４，１６－トリアザトリシクロ［１４．３．０．０４，６

］ノナデセ－７－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（７５）の
合成。
【０５３２】

【化１３５】

【０５３３】
　１８－［５－ブロモ－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－２，１５－ジオ
キソ－３，１４，１６－トリアザトリシクロ［１４．３．０．０４，６］ノナデセ－７－
エン－４－カルボン酸（７４）から、Ｎ－［１７－［３－（４－シクロプロピルチアゾー
ル－２－イル）－６－メトキシイソキノリン－１－イルオキシ］－１３－メチル－２，１
４－ジオキソ－３，１３－ジアザトリシクロ［１３．３．０．０４，６］オクタデセ－７
－エン－４－カルボニル］（シクロプロピル）スルホンアミド（３０）の合成に関して報
告された工程に従い、標記化合物が製造された：ｍ／ｚ＝６９１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０５３４】
実施例３１：結晶性シクロペンタンの合成
３－オキソ－２－オキサ－ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－５－カルボン酸ｔｅｒｔ－
ブチルエステル（７７）の合成
【０５３５】

【化１３６】

【０５３６】
　ＤＭＡＰ（１４ｍｇ、０．１１５ミリモル）およびＢｏｃ２Ｃ（２５２ｍｇ、１．４４
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ミリモル）を７６（１８０ｍｇ、１．１５ミリモル）の２ｍＬのＣＨ２Ｃｌ２中の撹拌さ
れた溶液に不活性アルゴン雰囲気下で０℃において加えた。反応物を室温に暖めそして一
晩にわたり撹拌した。反応混合物を濃縮しそして粗製生成物をフラッシュカラムクロマト
グラフィー（トルエン／酢酸エチル勾配　１５：１、９：１、６：１、４：１、２：１）
により精製し、それが標記化合物（１２４ｍｇ、５１％）を白色結晶として与えた。
１Ｈ－ＮＭＲ（３００ＭＨｚ，ＣＤ３ＯＤ）δ１．４５（ｓ，９Ｈ），１．９０（ｄ，Ｊ
＝１１．０Ｈｚ，１Ｈ），２．１０－２．１９（ｍ，３Ｈ），２．７６－２．８３（ｍ，
１Ｈ），３．１０（ｓ，１Ｈ），４．９９（ｓ，１Ｈ）；１３Ｃ－ＮＭＲ（７５．５ＭＨ
ｚ，ＣＤ３ＯＤ）δ２７．１，３３．０，３７．７，４０．８，４６．１，８１．１，８
１．６，１７２．０，１７７．７。
【０５３７】
化合物７７の別の製造方法
【０５３８】
【化１３７】

【０５３９】
　化合物７６（１３．９ｇ、８９ミリモル）をジクロロメタン（２００ｍｌ）の中に溶解
させそして次に窒素下で約－１０℃に冷却した。イソブチレンを次に溶液の中に合計量が
約２５０ｍｌに増加するまで泡立たせ、それが濁った溶液を与えた。ＢＦ３．Ｅｔ２Ｏ（
５．６ｍｌ、４４．５ミリモル、０．５当量）を加えそして反応混合物を窒素下で約－１
０℃に保った。１０分後に、透明な溶液が得られた。反応をＴＬＣ（数滴の酢酸で酸性化
された酢酸エチル－ｔトルエン３：２およびヘキサン－ＥｔＯＡｃ酢酸エチル４：１、塩
基性過マンガン酸塩溶液で染色）により監視した。７０分において、痕跡量だけの化合物
７６が残存しそして水性飽和ＮａＨＣＯ３（２００ｍｌ）を反応混合物に加え、それを次
に１０分間にわたり激しく撹拌した。有機層を飽和ＮａＨＣＯ３（３×２００ｍｌ）およ
び食塩水（１×１５０ｍｌ）で洗浄し、次に亜硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過しそして残
渣を蒸発させて油状残渣とした。残渣に対するヘキサンの添加が透明な溶液を与え、そこ
から生成物が結晶化した。結晶を濾過により集めそしてヘキサン（室温）で洗浄し、次に
７２時間にわたり空気－乾燥して無色の針状結晶（１２．４５ｇ、５８．７ミリモル、６
６％）を与えた。
【０５４０】
実施例３２：式（Ｉ）の化合物の活性
レプリコン検定
　式（Ｉ）の化合物を細胞検定においてＨＣＶ　ＲＮＡ複製の阻害における活性に関して
試験した。検定は、式（Ｉ）の化合物が細胞培養物中のＨＣＶレプリコン機能に対して活
性を示したことを示した。細胞検定は、複数－標的スクリーニング方式でのＫｒｉｅｇｅ
ｒ　ｅｔ　ａｌ．（２００１）Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ　７５：４６１
４－４６２４により記載されている変更を伴うＬｏａｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．（１９９９
）Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｖｏｌ．２８５　ｐｐ．１１０－１１３に記載されているビシストロ
ニック（ｂｉｃｉｓｔｒｏｎｉｃ）発現構築体に基づく。基本的に、この方法は以下の通
りであった。検定は安定的にトランスフェクトされた細胞系統Ｈｕｈ－７ｌｕｃ／ｎｅｃ
（以下でＨｕｈ－Ｌｕｃと称する）を使用した。この細胞系統はレポーター部分（ＦｆＬ
－ルシフェラーゼ）により先導された脳心筋炎ウイルス（ＥＭＣＶ）からの内部リボソー
ム侵入部位（ＩＲＥＳ）および選択可能マーカー部分（ｎｅｏＲ、ネオマイシン・ホスホ
トランスフェラーゼ）から翻訳された１ｂ型ＨＣＶの野生型ＮＳ３－ＮＳ５Ｂを含んでな
るビシストロニック発現構築体をコードするＲＮＡを固定する。構築体は１ｂ型ＨＣＶか
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らの５’および３’ＮＴＲ類（翻訳されていない領域）により隣接される。Ｇ４１８（ｎ
ｅｏＲ）の存在下におけるレプリコン細胞の連続的な培養はＨＣＶ　ＲＮＡの複製に依存
する。自律的にそして高レベルまで複製するＨＣＶ　ＲＮＡを発現してとりわけルシフェ
ラーゼをコードする安定的にトランスフェクトされたレプリコン細胞が抗ウイルス化合物
をスクリーニングするために使用された。
【０５４１】
　レプリコン細胞を３８４個のウエルプレートの中で種々の濃度で加えられた試験および
対照化合物の存在下でプレート培養した。３日間のインキュベーション後に、（標準的な
ルシフェラーゼ検定基質試薬並びにパーキン・エルマー・ビューラックス（Ｐｅｒｋｉｎ
　Ｅｌｍｅｒ　ＶｉｅｗＬｕｘ）ＴｍウルトラＨＴＳマイクロプレート・イメージャーを
用いて）ルシフェラーゼ活性を評価することによりＨＣＶ複製を測定した。対照培養物中
のレプリコン細胞は阻害剤の不存在下では高いルシフェラーゼ発現を有していた。ルシフ
ェラーゼ活性に対する化合物の阻害活性はＨｕｈ－Ｌｕｃ細胞に関して監視され、各試験
化合物に関する服用量－応答曲線を可能にした。ＥＣ５０値を次に計算し、その値は検出
されたルシフェラーゼ活性のレベルを５０％ほど低下させるために必要な化合物の量、す
なわちより具体的には、遺伝的に結合されたＨＣＶレプリコンＲＮＡが複製する能力、を
表わす。
【０５４２】
阻害検定
　このインビトロ検定の目的は、本発明の化合物によるＨＣＶ　ＮＳ３／４Ａプロテアー
ゼ複合体の阻害を測定することであった。この検定は本発明の化合物がＨＣＶ　ＮＳ３／
４Ａ蛋白質分解活性の阻害においてどのように有効であるかを示す。
【０５４３】
　全長Ｃ型肝炎ＮＳ３プロテアーゼ酵素の阻害は本質的にＰｏｌｉａｋｏｖ，２００２　
Ｐｒｏｔ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　＆　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　２５　３６３　３７
１に記載された通りにして測定された。簡単に述べると、デプシペプチド基質であるＡｃ
－ＤＥＤ（Ｅｄａｎｓ）ＥＥＡｂｕψ［ＣＯＯ］ＡＳＫ（Ｄａｂｃｙｌ）－ＮＨ２（アナ
スペック（ＡｎａＳｐｅｃ）、サンノゼ、米国）をペプチド補因子であるＫＫＧＳＶＶＩ
ＶＧＲＩＶＬＳＧＫ（エーケ・エングストレム（Åｋｅ　Ｅｎｇｓｔｒｏｅｍ）、医学生
化学および微生物部門、アップサラ（Ｕｐｐｓａｌａ）大学、スウェーデン）の存在下で
分光蛍光法で測定した。［Ｌａｎｄｒｏ，１９９７　＃Ｂｉｏｃｈｅｍ　３６　９３４０
－９３４８］。酵素（１ｎＭ）を５０ｍＭのへペス（ＨＥＰＥＳ）、ｐＨ７．５、１０ｍ
ＭのＤＴＴ、４０％のグリセロール、０．１％のｎ－オクチル－Ｄ－グルコシドの中で、
２５μＭのＮＳ４Ａ補因子および阻害剤と共に、３０℃において１０分間にわたりインキ
ュベートし、その時点で０．５μＭの基質の添加により反応を開始した。阻害剤をＤＭＳ
Ｏの中に溶解させ、３０分間にわたり超音波処理しそして撹拌した。測定中は溶液を－２
０℃において貯蔵した。
【０５４４】
　検定試料中のＤＭＳＯの最終濃度を３．３％に調節した。加水分解の速度を発表された
工程に従い内部フィルター効果に関して補正した。［Ｌｉｕ，１９９９　Ａｎａｌｙｔｉ
ｃａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　２６７　３３１－３３５］。競合阻害に関するモデ
ルおよびＫｍに関する固定値（０．１５μＭ）を用いる非－線状回帰分析（ＧｒａＦｉｔ
，Ｅｒｉｔｈａｃｕｓ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ，Ｓｔａｉｎｅｓ，ＭＸ，ＵＫ）によりＫｉ値
を推定した。全ての測定に関して最低２回の複製を行った。
【０５４５】
　以下の表１は、上記実施例のいずれかに従い製造された化合物を挙げる。試験した化合
物の活性も記されている。
【０５４６】
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