(57)【要約】
【課題】 安価で、安全な工場規模で利用できるアゼピ
ン化合物の製造方法の提供。
【解決手段】 式(II)
【化１】

で表される新規なイミダゾリン化合物を利用した、アゼ
ピン化合物の製造方法。
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(2)

特開２００１−６４２８２
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2

【特許請求の範囲】

【請求項１０】 式(VI)

【請求項１】 式(II)

【化４】

【化１】

（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表されるイミダゾリ
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ン化合物。
【請求項２】

（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表される２−［［２
−［［（アシルアミノ）チオキソメチル］アミノ］−１

Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノイ

−フェニルエチル］アミノ］ベンゼンメタノール化合

ル、またはアルコキシカルボニルである請求項１記載の

物。

イミダゾリン化合物。

【請求項１１】 Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノ

【請求項３】 Ｒ3 がアリールカルボニルである請求項

イル、またはアルコキシカルボニルである請求項１０記

２記載のイミダゾリン化合物。

載の化合物。

【請求項４】 式(III)

【請求項１２】 Ｒ3 がアリールカルボニルである請求

【化２】

項１１記載の化合物。
【請求項１３】 式(II)
20

【化５】

（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表される２−（２−
アシルアミノ−５−フェニル−４，５−ジヒドロ−１Ｈ
−イミダゾール−１−イル）ベンゼンメタノール化合

（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表されるイミダゾリ

物。

ン化合物のアミド結合を開裂して、アミノ基を形成する

【請求項５】

Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノイ

ル、またはアルコキシカルボニルである請求項４記載の

ことを特徴とする、式(I)
30

【化６】

化合物。
【請求項６】 Ｒ3 がアリールカルボニルである請求項
５記載の化合物。
【請求項７】 式(IV)
【化３】
で表されるアゼピン化合物またはその医薬上許容される
塩の製造方法。
【請求項１４】 ａ）式(IV)
【化７】
40
（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表される６−
［［［（アシルアミノ）チオキソメチル］アミノ］メチ
ル］−６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−ジベンゾ［ｂ，ｅ］
アゼピン化合物。
【請求項８】 Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノイ

（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表される化合物が分

ル、またはアルコキシカルボニルである請求項７記載の

子内反応によりイミダゾリン環を形成するか、または

化合物。

ｂ）式(III)

【請求項９】

Ｒ3 がアリールカルボニルである請求項

８記載の化合物。

【化８】
50

−2−

(3)

特開２００１−６４２８２

3

4
（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表される化合物の分
子内反応によりイミダゾリン環を形成させて得られたも
のである請求項１４記載の製造方法。
【請求項１７】 式(VI)で表される化合物が、有機溶媒
中、式(VII)
【化１２】

（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表される化合物が分
子内反応によりアゼピン環を形成することを特徴とす
る、式(II)
【化９】

10

で表される、２−［（２−アミノ−１−フェニルエチ
ル）アミノ］ベンゼンメタノールを、式：Ｒ3 ＮＣＳ
（式中、Ｒ3 はアシルを示す）で表されるイソチオシア
ナート化合物と反応させて得られたものである請求項１
（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表されるイミダゾリ

６記載の製造方法。

ン化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【請求項１５】 式(IV)で表される化合物が、有機溶媒
中、式(V)

【０００１】
20

【化１０】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なイミダゾリ
ン化合物、その中間体、およびそれらの製造方法、並び
にアゼピン化合物（エピナスチン）およびその医薬上許
容される塩の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】エピナスチンは、抗アレルギー薬として
医薬上有用な化合物である。エピナスチンの製造方法と

で表される、６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−ジベンゾ

しては、特開平３−６６３１１号公報に記載のある、下

［ｂ，ｅ］アゼピン−６−メタンアミンを、式：Ｒ3 Ｎ

記の一連の工程

ＣＳ（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表されるイソチ

【０００３】

オシアナート化合物と反応させて得られたものである請

30

求項１４記載の製造方法。
【請求項１６】 式(III)で表される化合物が、式(VI)
【化１１】

40

−3−

【化１３】

(4)

特開２００１−６４２８２

5

6

【０００４】が挙げられ、反応試薬として用いているブ

＊使用は問題となる。最終工程において、ブロモシアンを

ロモシアンは、非常に揮発性の高い有毒な試薬であり、

in situで発生させることにより、上記問題点を改良し

工業規模での使用には問題がある。また、シアン化カリ

た製造方法として、下記の一連の工程

ウムも使用しており、近年、毒物および環境汚染に対す

【０００５】

る規制はさらに厳しくなっており、シアン化カリウムの ＊

【化１４】

【０００６】（式中、ＰＰＡはポリリン酸を示す）が挙

で、安全に工業規模でエピナスチンを製造できることを

げられる（特開平４−３４６９８８号公報）。しかしな

見出し、本発明を完成するに至った。

がら、発生させたブロモシアンは反応系内から漏洩する

【０００９】即ち、本発明は、

可能性があり、それを避けるためには特別な装置が必要

（１）式(II)

となる。また、反応試薬として高価なフタルイミドを使

【００１０】

用しており、工業規模での使用には不適である。以上の
ことから、安価で、安全な、工業規模で利用できるエピ

【化１５】
40

ナスチンの製造方法が望まれていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は安価で、安全な、工業規模で利用できるエピナスチン
の製造方法を提供することである。
【０００８】

【００１１】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的

るイミダゾリン化合物；

を達成するため鋭意研究を行った結果、後記式(II)で表

（２）Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノイル、また

される新規なイミダゾリン化合物の製造方法を見出し、

はアルコキシカルボニルである上記（１）のイミダゾリ

さらに該イミダゾリン化合物を用いることにより、安価

50

−4−

ン化合物；

(5)

特開２００１−６４２８２

7

8

（３）Ｒ3 がアリールカルボニルである上記（２）のイ

（１１）Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノイル、ま

ミダゾリン化合物；

たはアルコキシカルボニルである上記（１０）の化合

（４）式(III)

物；

【００１２】

（１２）Ｒ3 がアリールカルボニルである上記（１１）

【化１６】

の化合物；
（１３）式(II)
【００１８】
【化１９】
10

【００１３】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され
る２−（２−アシルアミノ−５−フェニル−４，５−ジ
ヒドロ−１Ｈ−イミダゾール−１−イル）ベンゼンメタ
ノール化合物；

【００１９】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

（５）Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノイル、また

るイミダゾリン化合物のアミド結合を開裂して、アミノ

はアルコキシカルボニルである上記（４）の化合物；

基を形成することを特徴とする、式(I)

（６）Ｒ3 がアリールカルボニルである上記（５）の化

【００２０】

合物；
（７）式(IV)

【化２０】
20

【００１４】
【化１７】

【００２１】で表されるアゼピン化合物またはその医薬
上許容される塩の製造方法；
（１４）ａ）式(IV)
【００２２】
【００１５】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され
る６−［［［（アシルアミノ）チオキソメチル］アミ

【化２１】
30

ノ］メチル］−６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−ジベンゾ
［ｂ，ｅ］アゼピン化合物；
（８）Ｒ3 がアリールカルボニル、アルカノイル、また
はアルコキシカルボニルである上記（７）の化合物；
（９）Ｒ3 がアリールカルボニルである上記（８）の化
合物；

【００２３】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

（１０）式(VI)

る化合物が分子内反応によりイミダゾリン環を形成する

【００１６】

か、または
ｂ）式(III)

【化１８】
40

【００２４】
【化２２】

【００１７】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され
る２−［［２−［［（アシルアミノ）チオキソメチル］

【００２５】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

アミノ］−１−フェニルエチル］アミノ］ベンゼンメタ

る化合物が分子内反応によりアゼピン環を形成すること

ノール化合物；

50

−5−

を特徴とする、式(II)

(6)

特開２００１−６４２８２

9

10

【００２６】

3 ＮＣＳ（式中、Ｒ3 はアシルを示す）で表されるイソチ

【化２３】

オシアナート化合物と反応させて得られたものである上
記（１６）の製造方法に関する。
【００３４】
【発明の実施の形態】本発明におけるアルキル基および
アルコキシ基において、語頭（例えばイソ、ネオなど）
または符号（例えばｓｅｃ−、ｔｅｒｔ−など）を付し
ていない限り直鎖状であり、例えば単にプロピルとあれ

【００２７】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され
るイミダゾリン化合物の製造方法；

ば直鎖状のプロピルを表す。
10

【００３５】まず、各記号の定義を説明する。Ｒ3 にお

（１５）式(IV)で表される化合物が、有機溶媒中、式

けるアシル基としては、例えばアリールカルボニル、ア

(V)

ルカノイル、およびアルコキシカルボニルなどが挙げら

【００２８】

れ、好ましくはアリールカルボニルが挙げられる。

【化２４】

【００３６】該アリールカルボニルにおけるアリール部
としては、フェニル、トリル、メシチル、クメニル、ピ
リジル、ピリミジルなどが挙げられ、好ましくはフェニ
ルが挙げられる。該アリールカルボニルは置換されてい
てもよく、置換基としては、例えばハロゲン（例えば、
フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）、アミノ、およびニトロ
20

が挙げられる。好ましいアリールカルボニルとしては、

【００２９】で表される、６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−

フェニルが挙げられる。

ジベンゾ［ｂ，ｅ］アゼピン−６−メタンアミンを、

【００３７】該アルカノイルにおけるアルキル部として

式：Ｒ3 ＮＣＳ（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

は、直鎖状、分岐鎖状または環状である炭素数１〜６の

るイソチオシアナート化合物と反応させて得られたもの

アルキルが挙げられ、例えばメチル、エチル、プロピ

である上記（１４）の製造方法；

ル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｓｅｃ−ブチ

（１６）式(III)で表される化合物が、式(VI)

ル、ｔｅｒｔ−ブチル、ペンチル、ヘキシル、シクロヘ

【００３０】

キシルなどが挙げられ、好ましくはメチルおよびエチル

【化２５】

が挙げられる。
【００３８】該アルコキシカルボニルにおけるアルコキ
30

シ部としては、直鎖状または分岐鎖状である炭素数１〜
６のアルコキシ基が挙げられ、例えばメトキシ、エトキ
シ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブト
キシ、ｓｅｃ−ブトキシ、ｔｅｒｔ−ブトキシ、ペント
キシ、ヘキシルオキシなどが挙げられ、好ましくはメト
キシおよびｔｅｒｔ−ブトキシが挙げられる。

【００３１】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

【００３９】以下、本発明を詳細に説明する。本発明者

る化合物の分子内反応によりイミダゾリン環を形成させ

らは、安価で、安全な、工業規模で利用できるエピナス

て得られたものである上記（１４）の製造方法；および

チンの製造方法を研究した結果、式(A)

（１７）式(VI)で表される化合物が、有機溶媒中、式(V
II)

【００４０】
40

【化２７】

【００３２】
【化２６】

【００４１】（式中、Ｒ1 はヒドロキシメチル基を示
し、Ｒ2 は水素原子を示すか、またはＲ1 とＲ2 とが一緒
になってメチレン基を形成していてもよく、Ｒ3 はアシ

【００３３】で表される、２−［（２−アミノ−１−フ
ェニルエチル）アミノ］ベンゼンメタノールを、式：Ｒ

50

−6−

ル基を示す）で表される化合物、および式(B)

(7)

特開２００１−６４２８２

11

12

【００４２】

ン酸などの有機酸などが挙げられ、好ましくは塩酸およ

【化２８】

び臭化水素酸が挙げられる。酸の使用量は、化合物(II)
１ｍｏｌに対して５０〜２００倍ｍｏｌ、好ましくは５
０〜１００倍ｍｏｌである。
【００４９】塩基としては、通常加水分解に使用するも
のであれば特に限定はなく、例えばアルカリ金属（例え
ば、リチウム、ナトリウム、カリウムなど）またはアル
カリ土類金属（例えば、カルシウム、マグネシウムな
ど）の、水酸化物、炭酸塩または重炭酸塩などの無機塩

【００４３】（式中、Ｒ3 はアシル基を示し、Ｒ4 はヒド

10

基、トリアルキルアミン（例えば、トリメチルアミン、

ロキシメチル基を示し、Ｒ5 は水素原子を示すか、また

トリエチルアミンなど）などの有機塩基が挙げられ、好

はＲ4 とＲ5 とが一緒になってメチレン基を形成していて

ましくは水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムが挙げ

もよい）で表される化合物を、エピナスチンの合成中間

られる。塩基の使用量は、化合物(II)１ｍｏｌに対して

体として使用することにより、その目的が達成できるこ

５〜５０倍ｍｏｌ、好ましくは１０〜１５倍ｍｏｌであ

とを見出した。これらの化合物は新規化合物であり、ま

る。

たエピナスチンの合成中間体として有用な化合物であ

【００５０】反応温度は、５０〜１００℃、好ましくは

る。以下、これら化合物を利用したエピナスチンの製造

９０〜１００℃であり、反応時間は５〜２４時間、好ま

方法を説明する。

しくは８〜１８時間である。

【００４４】エピナスチンの新規製造方法
エピナスチンは、上記式(A)において、Ｒ1 とＲ2 とが一

【００５１】目的物の単離は、常法で行えばよく、例え
20

ば得られた反応液は触媒を使用している場合には液のｐ

緒になってメチレン基を形成している化合物、つまり式

Ｈを８〜１２になるように調整した後、有機溶媒（例え

(II)

ば酢酸エチル、クロロホルムなど）により抽出する。得

【００４５】

られた有機層を洗浄（例えば飽和食塩水など）して乾燥

【化２９】

後、溶媒を留去する。得られた残渣を結晶化（例えばア
セトニトリルなど）し、結晶を濾取して乾燥させること
により、エピナスチンを単離することができる。
【００５２】エピナスチンの医薬上許容される塩として
は、例えば塩酸、臭化水素酸、硝酸、硫酸、リン酸等の
無機酸；ギ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホ
30

ン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ−トルエンスルホン酸、

【００４６】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

フマル酸、マレイン酸、シュウ酸等の有機酸が挙げら

る、新規なイミダゾリン化合物（Ｎ−アシル−９，１３

れ、これらの塩の形成は通常の方法で行えばよく、例え

ｂ−ジヒドロ−１Ｈ−ジベンゾ［ｃ，ｆ］イミダゾ

ば不活性溶媒中、上記酸または塩基の条件下、エピナス

［１，５−ａ］アゼピン−３−アミン化合物；以下、化

チンを処理することにより得ることができる。得られた

合物(II)という）のアミド結合を開裂してアミノ基を形

塩は、再結晶（例えばメタノール−エーテルの混合溶

成することにより得ることができる。例えば、酸または

媒）などの常法により、精製することができる。

塩基性条件下、化合物(II)を加水分解することにより、

【００５３】新規化合物(II)の製造方法

エピナスチンを得ることができる。具体的には、化合物

化合物(II)は新規な化合物であり、医薬上有用なエピナ

(II)を、酸または塩基の水溶液、好ましくは酸性水溶液
に加えて反応させることにより、エピナスチンを得るこ

スチンの合成中間体として有用な化合物である。
40

【００５４】化合物(II)は、例えば以下の製造方法によ

とができる。

り、得ることができる。

【００４７】反応に使用する水の量は、化合物(II)１ｍ

ａ）式(IV)

ｏｌに対して、１０〜３０ｍｌ、好ましくは１５〜２０

【００５５】

ｍｌである。反応を阻害しない溶媒であれば併用しても

【化３０】

よく、例えばアルコール系溶媒（例えば、メタノール、
エタノールなど）、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ジ
オキサンなどが挙げられる。
【００４８】酸としては、通常加水分解に使用するもの
であれば特に限定はなく、例えば塩酸、臭化水素酸、フ
ッ化水素酸、硫酸などの無機酸、ギ酸、酢酸、プロピオ

50
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(8)

特開２００１−６４２８２

13

14

【００５６】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

（ＤＭＳＯ）、塩化メチレン、ＴＨＦ、トルエンが挙げ

る、新規な６−［［［（アシルアミノ）チオキソメチ

られ、好ましくはＤＭＦおよびアセトニトリルが挙げら

ル］アミノ］メチル］−６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−ジ

れ、１種または２種以上を併用してもよい。該有機溶媒

ベンゾ［ｂ，ｅ］アゼピン化合物（以下、化合物(IV)と

の使用量は、化合物(IV)１ｍｍｏｌに対して、５〜２０

いう）が分子内反応によりイミダゾリン環を形成する

ｍｌ、好ましくは９〜１５ｍｌであり、これらの溶媒

か、または

は、反応に使用する直前に乾燥させておくのが好まし

ｂ）式(III)

い。

【００５７】

【００６３】反応温度は、−１０〜１５℃、好ましくは

【化３１】

０℃〜室温であり、反応時間は３０分〜２４時間、好ま
10

しくは３〜６時間である。
【００６４】目的物の単離は常法で行えばよく、例えば
反応後の液に適量の水を注ぎ、析出した固体を濾取して
水洗し、濾過物を再結晶（例えば、メタノールとテトラ
ヒドロフランと水との混合溶媒）することにより行うこ
とができる。単離後、再結晶を繰り返すことにより、さ

【００５８】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

らに目的物を精製することができる。また、得られた化

る、新規な２−（２−アシルアミノ−５−フェニル−

合物(II)は単離することなく、そのまま次の反応に付し

４，５−ジヒドロ−１Ｈ−イミダゾール−１−イル）ベ

てもよい。

ンゼンメタノール化合物（以下、化合物(III)という）
が分子内反応によりアゼピン環を形成することにより得

【００６５】原料である化合物(IV)は、上記式(B)にお
20

いて、Ｒ4 とＲ5 とが一緒になってメチレン基を形成して

ることができる。

いる化合物であり、後記製造方法により得ることができ

【００５９】上記ａ）の製造方法について

る。

化合物(IV)の分子内反応によるイミダゾリン環の形成

【００６６】上記ｂ）の製造方法について

は、例えば有機溶媒中、ピリジニウム塩および塩基性化

化合物(III)の分子内反応によるアゼピン環の形成は、

合物の存在下で行うことができる。具体的には、化合物

例えば、化合物(III)を分子内で脱水反応させることに

(IV)、ピリジニウム塩および塩基性化合物を、有機溶媒

より行うことができる。通常の脱水反応と同様に行えば

中に添加して反応させることにより、化合物(II)を得る

よく、例えば、触媒の存在下で反応を行なうことによ

ことができる。このときの反応試薬の添加順序は特に限

り、化合物(II)を得ることができ、必要に応じて溶媒を

定はなく、一括でもあるいはピリジニウム塩と塩基性化

添加してもよい。

合物を添加後、化合物(IV)を添加してもよい。

30

【００６７】触媒としては、通常脱水反応に使用するも

【００６０】ピリジニウム塩としては、通常使用するも

のであれば特に限定はなく、例えばポリリン酸、メタリ

のであれば特に限定はなく、好ましくはヨウ化２−クロ

ン酸、五酸化二リン、ハロゲン化リン（三臭化リンな

ロ−１−メチルピリジニウム、ヨウ化２−ブロモ−１−

ど）、硫酸、ポリリン酸エステル（ＰＰＥ）などが挙げ

メチルピリジニウム、２−ブロモ−１−エチルピリジニ

られ、好ましくはポリリン酸が挙げられる。該触媒の使

ウムテトラフルオロボラート、および２−クロロ−１−

用量は、化合物(III)１ｍｍｏｌに対して、２〜１０ｍ

エチルピリジニウムテトラフルオロボラートが挙げら

ｌ、好ましくは３〜５ｍｌである。

れ、好ましくはヨウ化２−クロロ−１−メチルピリジニ

【００６８】溶媒は必要であれば添加すればよく、脱水

ウムが挙げられる。該ピリジニウム塩の使用量は、化合

反応を阻害しないものであれば特に限定はなく、例えば

物(IV)１ｍｏｌに対して、１〜２倍ｍｏｌ、好ましくは
１〜１．２倍ｍｏｌである。

ＴＨＦ、トルエン、ベンゼン、ジオキサンなどが挙げら
40

れる。

【００６１】塩基性化合物としては、例えばトリアルキ

【００６９】反応温度は、７０〜１２０℃、好ましくは

ルアミン（例えば、トリエチルアミン、トリメチルアミ

８０〜１００℃であり、反応時間は３０分〜５時間、好

ン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミンな

ましくは１〜２時間である。

ど）が挙げられ、好ましくはトリエチルアミンおよびト

【００７０】目的物の単離は常法で行えばよく、例えば

リブチルアミンが挙げられる。該塩基性化合物の使用量

得られた反応液を氷水に注ぎ込み、これを中和後、析出

は、化合物(IV)１ｍｏｌに対して、２〜４倍ｍｏｌ、好

した固体を濾取し、乾燥させることにより行うことがで

ましくは２〜２．４倍ｍｏｌである。

きる。単離後、再結晶（例えばエタノールなど）などを

【００６２】有機溶媒としては、反応を阻害しないもの

行うことにより、さらに目的物を精製することができ

であれば特に限定はなく、例えばジメチルホルムアミド

る。また、得られた化合物(II)は単離することなく、そ

（ＤＭＦ）、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド

50
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のまま次の反応に付してもよい。

(9)

特開２００１−６４２８２

15

16

【００７１】原料である化合物(III)は、式(A)におい

反応液の溶媒を留去し、得られた残渣を結晶化（例えば

て、Ｒ1 がヒドロキシメチル基であり、Ｒ2 が水素原子で

トルエンなど）させることにより行うことができる。単

ある化合物であり、後記製造方法により得ることができ

離後、得られた結晶を再結晶（例えば、酢酸エチルとヘ

る。

キサンとの混合溶媒など）などにより、さらに精製する

【００７２】新規化合物(IV)の製造方法

ことができる。また、得られた化合物(IV)は単離するこ

化合物(IV)は新規な化合物であり、医薬上有用なエピナ

となく、そのまま次の反応に付してもよい。

スチンの合成中間体である化合物(II)の原料として有用

【００８１】原料である化合物(V)は公知化合物であ

な化合物である。

り、例えば特開平４−３４６９８８号公報に記載のある

【００７３】化合物(IV)は、例えば、式(V)

方法により製造することができる。

【００７４】

10

【００８２】新規化合物(III)の製造方法
化合物(III)は新規な化合物であり、医薬上有用なエピ

【化３２】

ナスチンの合成中間体である化合物(II)の原料として有
用な化合物である。
【００８３】化合物(III)は、例えば、式(VI)
【００８４】
【化３３】
【００７５】で表される、６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−
ジベンゾ［ｂ，ｅ］アゼピン−６−メタンアミン（以
下、化合物(V)という）を、式：Ｒ3 ＮＣＳ（式中、Ｒ3

20

は前記と同義である）で表されるイソチオシアナート化
合物と反応させることにより得ることができる。具体的
には、有機溶媒中、該イソチオシアナート化合物を添加
後、化合物(V)の有機溶媒溶液を添加、好ましくは滴下

【００８５】（式中、Ｒ3 はアシル基を示す）で表され

することにより、化合物(IV)を得ることができる。

る、新規な２−［［２−［［（アシルアミノ）チオキソ

【００７６】イソチオシアナート化合物としては、例え

メチル］アミノ］−１−フェニルエチル］アミノ］ベン

ばアリールカルボニルイソチオシアナート、アルカノイ

ゼンメタノール化合物（以下、化合物(VI)という）の分

ルイソチオシアナート、およびアルコキシカルボニルイ

子内反応によりイミダゾリン環を形成させて得ることが

ソチオシアナートが挙げられ、好ましくはアリールカル

できる。例えば、有機溶媒中に、ピリジニウム塩および

ボニルイソチオシアナート、より好ましくはベンゾイル

30

塩基性化合物の存在下で反応を行なうことにより、化合

イソチオシアナートが挙げられる。上記「アリールカル

物(III)を得ることができる。反応試薬の添加順序は特

ボニル」、「アルカノイル」および「アルコキシカルボ

に限定はなく、例えば有機溶媒中に化合物(VI)、ピリジ

ニル」としては、置換基Ｒ3 の「アリールカルボニ

ニウム塩および塩基性化合物を一括して添加してもよ

ル」、「アルカノイル」および「アルコキシカルボニ

く、有機溶媒中に化合物(VI)を添加した後、この溶液に

ル」と同様のものが挙げられる。

ピリジニウム塩、塩基性化合物を順次添加するのが好ま

【００７７】イソチオシアナート化合物は、化合物(V)

しい。

１ｍｏｌに対して、１〜３倍ｍｏｌ、好ましくは１〜

【００８６】ピリジニウム塩としては、化合物(IV)から

１．２倍ｍｏｌ使用する。

化合物(II)を製造する際に使用するものと同様のものが

【００７８】有機溶媒としては、反応を阻害しないもの
でれば特に限定はなく、例えばアセトン、クロロホル

挙げられ、該ピリジニウム塩の使用量は、化合物(VI)１
40

ｍｏｌに対して、１〜２倍ｍｏｌ、好ましくは１．０〜

ム、塩化メチレン、ＴＨＦ、トルエン、およびエーテル

１．２倍ｍｏｌである。

が挙げられ、好ましくはアセトンおよび塩化メチレンが

【００８７】塩基性化合物としては、化合物(IV)から化

挙げられる。該有機溶媒の使用量は、化合物(V)１ｍｍ

合物(II)を製造する際に使用するものと同様のものが挙

ｏｌに対して、１〜８ｍｌ、好ましくは３〜５ｍｌであ

げられ、該塩基性化合物の使用量は、化合物(VI)１ｍｏ

る。これらの溶媒は反応に使用する直前に乾燥を行って

ｌに対して、２〜４倍ｍｏｌ、好ましくは２〜２．４倍

おくのが好ましい。

ｍｏｌである。

【００７９】反応温度は、−２０〜５０℃、好ましくは

【００８８】有機溶媒としては、化合物(IV)から化合物

０〜２５℃である。反応時間は３０分〜１５時間、好ま

(II)を製造する際に使用するものと同様のものが挙げら

しくは３０分〜２時間である。

れ、該有機溶媒の使用量は、化合物(VI)１ｇに対して、

【００８０】目的物の単離は常法で行えばよく、例えば

50
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１０〜３０ｍｌ、好ましくは１５〜２０ｍｌである。こ

(10)

特開２００１−６４２８２

17

18

れらの溶媒は、反応に使用する直前に乾燥させておくの

−１０〜１０℃である。反応時間は３０分〜３時間、好

が好ましい。

ましくは３０分〜１．５時間である。

【００８９】反応温度は、−１０〜５０℃、好ましくは

【００９９】目的物の単離は、常法であれば特に限定は

０℃〜室温であり、反応時間は３０分〜２４時間、好ま

なく、例えば反応液にメチルアミンのエタノール溶液を

しくは３〜６時間である。

添加して反応を停止させた後、溶媒を留去し、得られた

【００９０】目的物の単離は常法で行えばよく、例えば

残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（例えばヘ

反応液を氷水に注ぐことにより析出した固体を、濾取、

キサン：酢酸エチル＝６０：４０の混合溶媒）に付すこ

乾燥させることにより行うことができる。単離後、再結

とにより行うことができる。単離後、得られた結晶を再

晶（例えばメタノールと水との混合溶媒）などにより、

結晶（例えば、エタノールと水との混合溶媒）などによ

目的物をさらに精製することができる。また、得られた

10

り、さらに目的物を精製することができる。また、得ら

化合物(III)は単離することなく、そのまま次の反応に

れた化合物(VI)は単離することなく、そのまま次の反応

付してもよい。

に付してもよい。

【００９１】原料である化合物(VI)は、式(B)において

【０１００】原料である化合物(VII)は、後記製造方法

Ｒ4 がヒドロキシメチル基であり、Ｒ5 が水素原子である

により得ることができる。

化合物であり、後記製造方法により得ることができる。

【０１０１】化合物(VII)の新規製造方法

【００９２】新規化合物(VI)の製造方法

化合物(VII)は公知化合物であり、例えば特公昭５３−

化合物(VI)は新規な化合物であり、医薬上有用なエピナ

１５５２０号公報に記載された方法により得ることがで

スチンの合成中間体である化合物(III)の原料として有

きる。また、これ以外に、有機溶媒中、還元剤の存在下

用な化合物である。
【００９３】化合物(VI)は、例えば、有機溶媒中、式(V

で、式（４）
20

II)

【０１０２】
【化３５】

【００９４】
【化３４】

【０１０３】で表される新規な２−［（２−アミノ−１
−フェニルエチル）アミノ］安息香酸エチル（以下、化
【００９５】で表される、２−［（２−アミノ−１−フ

30

合物（４）という）を還元することにより、化合物(VI

ェニルエチル）アミノ］ベンゼンメタノール（以下、化

I)を得ることができる。

合物(VII)という）を、式：Ｒ3 ＮＣＳ（式中、Ｒ3 は前

【０１０４】化合物（４）の還元は常法で行われ、例え

記と同義である）で表されるイソチオシアナート化合物

ば有機溶媒中、還元剤を添加し、この中に化合物（４）

と反応させることにより得ることができる。具体的に

の有機溶媒溶液を添加、好ましくは滴下して反応させる

は、有機溶媒中に化合物(VII)を添加し、これに該イソ

ことにより、化合物(VII)を得ることができる。

チオシアナート化合物の有機溶媒溶液を添加、好ましく

【０１０５】還元剤としては、通常エステルをアルコー

は滴下することにより、化合物(VI)を得ることができ

ルに還元する際に使用するものであれば特に限定はな

る。

く、水素化ホウ素リチウム、水素化アルミニウムリチウ

【００９６】イソチオシアナート化合物としては、化合
物(V)から化合物(IV)を製造する際に使用するものと同

ム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素カルシウ
40

ム、およびジボランが挙げられ、好ましくは水素化アル

様のものが挙げられ、該イソチオシアナート化合物の使

ミニウムリチウムが挙げられる。

用量は、化合物(VII)１ｍｏｌに対して、１〜２倍ｍｏ

【０１０６】還元剤の使用量は、化合物（４）１ｍｏｌ

ｌ、好ましくは１〜１．５倍ｍｏｌである。

に対して、１〜３倍ｍｏｌ、好ましくは２〜２．５倍ｍ

【００９７】有機溶媒としては、化合物(V)から化合物

ｏｌである。

(IV)を製造する際に使用するものと同様のものが挙げら

【０１０７】有機溶媒としては、反応を阻害しないもの

れ、該有機溶媒の使用量は、化合物(VII)１ｇに対し

であれば特に限定はなく、テトラヒドロフラン（ＴＨ

て、５〜３０ｍｌ、好ましくは１０〜２５ｍｌである。

Ｆ）、ジエチルエーテル、ジオキサン、メタノール、エ

これらの有機溶媒は、反応に使用する直前に乾燥させて

タノールなどが挙げられ、好ましくはテトラヒドロフラ

おくのが好ましい。

ンが挙げられる。これらの溶媒は２種以上併用してもよ

【００９８】反応温度は、−７８℃〜室温、好ましくは

50
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く、反応に使用する直前に乾燥させておくのが好まし

(11)
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い。

試薬は安価であるため、各製造方法を利用することによ

【０１０８】有機溶媒の使用量は、化合物（４）１ｇに

り、安価にエピナスチンの合成中間体を得ることができ

対して、５〜２０ｍｌ、好ましくは１０〜２０ｍｌであ

る。以上から、これらの製造方法を利用することによ

る。

り、抗アレルギー薬として有用であるエピナスチンおよ

【０１０９】反応温度は０〜９０℃、好ましくは０〜７

びその医薬上許容される塩を、ブロモシアンなどの有毒

０℃であり、反応時間は３０分〜３時間、好ましくは３

な試薬を使用することなく、さらに安価に市販されてい

０分〜１．５時間である。

る原料を使用し、安価に、安全に工業規模で製造するこ

【０１１０】目的物の単離は、常法であれば特に限定は

とができる。

なく、抽出などの常法により行うことができ、さらに再

【０１１８】

結晶などにより目的物を精製することができる。また、

10

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明

得られた化合物(VII)は単離することなく、そのまま次

するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではな

の反応に付してもよい。

い。また、参考例および実施例において記載された物質

【０１１１】新規化合物（４）の製造方法

名の後ろにある括弧内の記号は、各反応式中の化学式に

化合物(４)は新規な化合物であり、医薬上有用なエピナ

付した記号に対応するものである。

スチン化合物の合成中間体である化合物(VII)の原料と

【０１１９】（参考例１）

して有用な化合物である。

β−クロロベンゼンエタンアミンモノ塩酸塩（２）の合

【０１１２】化合物（４）は、例えばβ−クロロベンゼ

成

ンエタンアミンモノ塩酸塩（以下、化合物（２）とい

【０１２０】
【化３６】

う）を、２−アミノ安息香酸エチル（以下、化合物
（３）という）と反応させることにより得ることができ

20

る。具体的には、化合物（２）と化合物（３）との懸濁
液に、必要により溶媒を添加して反応させることによ
り、化合物（４）を得ることができる。
【０１１３】化合物（３）の使用量は、化合物（２）１
ｍｏｌに対して、１〜１０倍ｍｏｌ、好ましくは３〜５

【０１２１】氷冷下、α−（アミノメチル）ベンゼンメ

倍ｍｏｌである。

タノール（１）（１．３７ｇ，１０ｍｍｏｌ）のクロロ

【０１１４】反応温度は６０〜１５０℃、好ましくは８

ホルム（１５ｍｌ）溶液に、塩化チオニル（２ｍｌ，２

０〜１００℃であり、反応時間は６〜２４時間、好まし

７ｍｍｏｌ）を滴下し、３０分撹拌した後、さらに６０

くは１５〜２０時間である。

℃で３０分撹拌した。溶媒と過剰の塩化チオニルを減圧

【０１１５】目的物の単離は常法で行えばよく、例えば

30

下で留去した。得られた残渣をエーテル（５０ｍｌ）で

反応物を有機溶媒（例えば、酢酸エチルなど）に分散さ

結晶化し、濾過することにより、標題化合物を淡黄色固

せ、これを洗浄（例えば、水酸化ナトリウム、飽和食塩

体として得た（収量：１．４７ｇ、収率：７６．６

水など）して乾燥し、溶媒留去後、残渣をシリカゲルカ

％）。得られた固体の各種スペクトルデータを以下に示

ラムクロマトグラフィー（例えば、クロロホルム：メタ

す。

ノール＝９５：５）に付すことにより行うことができ

【０１２２】ｍｐ；155 ‑ 158 ℃

る。また、得られた化合物(４)は単離することなく、そ

ＩＲ（ν，ＫＢｒ，ｃｍ‑ 1 ）；2824, 1608, 1501, 762,
696

のまま次の反応に付してもよい。

1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

【０１１６】原料である化合物（２）は公知化合物であ

ｐｍ）；3.30‑3.60 (2 H, m), 5.45‑5.55 (1 H, m), 7.

り、例えば特公昭５３−１５５２０号公報に記載のある
方法により、それぞれ市販されている、α−（アミノメ

40

35‑7.60 (5 H, m), 8.40‑8.90 (3 H, br)

チル）ベンゼンメタノールと塩化チオニルとの反応によ

【０１２３】実施例１

り得ることができる。

２−［（２−アミノ−１−フェニルエチル）アミノ］安

【０１１７】従来ではブロモシアンを使用していた反応

息香酸エチル（４）の合成

は、本発明ではイソチオシアナート化合物を使用して行

【０１２４】

っており、有毒なブロモシアンの使用を避けることがで

【化３７】

きた。さらに、その他の各製造方法においても、青酸カ
リウムなどの有毒な試薬を使用していないため、本発明
の各製造方法は工業規模で安全に利用することができ
る。また、本製造方法において使用する原料（例えば、
α−（アミノメチル）ベンゼンメタノールなど）および

50
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22
下で溶媒留去後、得られた固体を酢酸エチル−ヘキサン
混合溶媒により結晶化した。得られた結晶を吸引濾取
し、乾燥することにより標題化合物を高純度の淡黄色結
晶として得た（収量；３．５３ｇ、収率；８５．７
％）。以下に、再結晶溶媒（ヘキサン−酢酸エチルの混
合溶媒）を用いて、さらに精製した化合物(VII)の各種

【０１２５】β−クロロベンゼンエタンアミンモノ塩酸

スペクルデータを示す。

塩（２）（５００ｍｇ，２．６ｍｍｏｌ）と２−アミノ

【０１３１】ｍｐ；104 ‑ 106 ℃

安息香酸エチル（３）（１．７２ｇ，１０．５ｍｍｏ

ＩＲ（ν，ＫＢｒ，ｃｍ‑ 1 ）；2855, 1587, 1531, 100

ｌ）との懸濁液を１００℃で３時間攪拌した後、さらに

10

7, 750
1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

８０℃で１５時間撹拌した。反応物を酢酸エチル（３０
ｍｌ）に注いだ後、１Ｎ−水酸化ナトリウム水溶液（３

ｐｍ）；1.20‑2.00 (2 H, br), 2.79 (1 H, dd, J=13,

０ｍｌ）、飽和食塩水（２０ｍｌ）で洗浄し、乾燥（無

8 Hz), 2.90 (1 H, dd, J=13, 5 Hz), 4.28‑4.38(1 H,

水硫酸ナトリウム）させた。減圧下で溶媒を留去し、得

m), 4.56 (2 H, s), 5.10‑5.50 (1 H, br), 5.78 (1 H,

られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ク

d, J=6 Hz), 6.29 (1 H, d, J=8 Hz), 6.49 (1 H, dt,

ロロホルム：メタノール＝９５：５）に付して精製し、

J=7, 1 Hz), 6.89 (1 H, dt, J=8, 1 Hz), 7.06 (1 H,

標題化合物を黄色油状物として得た（収量：６８４ｍ

dd,

J=7, 1 Hz), 7.20 (1 H, tt, J=7, 1 Hz), 7.26‑

ｇ、収率：９１．９％）。得られた油状物の各種スペク

7.40 (4 H, m)

トルデータを以下に示す。

EI‑MS (m/z)；242（Ｍ+ ）, 212（［Ｍ−ＣＨ2 Ｎ

【０１２６】ＩＲ（ν，ｎｅａｔ，ｃｍ‑ 1 ）；3343,

16

20

Ｈ2 ］+ ）, 194(BP)

80, 1515, 1238, 750, 702

【０１３２】実施例３

1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

２−［［２−［［（ベンゾイルアミノ）チオキソメチ

ｐｍ）；1.34 (3 H, t,J=7 Hz), 1.49 (2 H, br), 2.88

ル］アミノ］−１−フェニルエチル］アミノ］ベンゼン

(1 H, dd, J=13, 7 Hz), 2.96 (1 H, dd, J=13, 5 H

メタノール(vi)の合成

z), 4.31 (2 H, q, J=7 Hz), 4.51 (1 H, m), 6.45‑6.5

【０１３３】

7 (2 H, m), 7.15‑7.40 (6 H, m), 7.80 (1 H, dd, J=

【化３９】

8, 2 Hz), 8.43 (1 H, d, J=6 Hz)
EI‑MS (m/z)；254（［Ｍ−ＣＨ2 ＮＨ2 ］+ ）, 208（BP）
【０１２７】実施例２
【０１２８】２−［（２−アミノ−１−フェニルエチ

30

ル）アミノ］ベンゼンメタノール(VII）の合成
【０１２９】
【化３８】
【０１３４】（式中、Ｐｈはフェニル基を示す）
氷冷下、２−［（２−アミノ−１−フェニルエチル）ア
ミノ］ベンゼンメタノール(VII)（１．００ｇ，４．１
３ｍｍｏｌ）の乾燥塩化メチレン（１０ｍｌ）溶液に、
ベンゾイルイソチオシアナート（０．８１ｇ，４．９６
ｍｍｏｌ）の乾燥塩化メチレン（１２ｍｌ）溶液を１時
【０１３０】氷冷した乾燥ＴＨＦ（８０ｍｌ）に水素化

40

間かけて滴下後、同条件で３０分撹拌した。これに、メ

アルミニウムリチウム（１．３５ｇ，３５．５ｍｍｏ

チルアミンの３０％エタノール溶液（０．３ｍｌ）を加

ｌ）を加え、３０分撹拌した。この溶液に、２−［（２

え、１０分間撹拌し、減圧下で溶媒を留去した。得られ

−アミノ−１−フェニルエチル）アミノ］安息香酸エチ

た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサ

ル（４）（５．０５ｇ，１７．８ｍｍｏｌ）の乾燥ＴＨ

ン：酢酸エチル＝６０：４０）に付して精製し、標題化

Ｆ（２０ｍｌ）溶液を３０分かけて滴下した後、３０分

合物を高純度の無色結晶として得た（収量：１．５６

間加熱還流した。氷冷下、反応液に飽和硫酸ナトリウム

ｇ、収率：９３．４％）。以下に、再結晶溶媒（エタノ

水溶液（２０ｍｌ）を滴下し、充分撹拌した後、セライ

ール−水の混合溶媒）を用いて、さらに精製した化合物

ト濾過した。濾液を減圧下で濃縮し、得られた残渣を酢

(vi)の各種スペクトルデータを示す。

酸エチル（１５０ｍｌ）に溶解し、飽和食塩水（５０ｍ

【０１３５】ｍｐ；140 ‑ 142 ℃

ｌ）で洗浄後、乾燥（無水硫酸ナトリウム）した。減圧
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ＩＲ（ν，ＫＢｒ，ｃｍ‑ 1 ）；3331, 1673, 1530, 126

(13)
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24

9, 1171, 993, 750, 700

Ｎ−ベンゾイル−９，１３ｂ−ジヒドロ−１Ｈ−ジベン

1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

ゾ［ｃ，ｆ］イミダゾ［１，５−ａ］アゼピン−３−ア

ｐｍ）；3.84‑3.94 (1 H, m), 4.02‑4.12 (1 H, m), 4.

ミン(ii)の合成

51 (1 H, dd, J=14, 5 Hz), 4.62 (1 H, dd, J=14, 6 H

【０１４１】

z), 4.90‑5.00 (1 H, m), 5.19 (1 H, m), 5.81 (1 H,

【化４１】

d, J=8 Hz), 6.35(1 H, d, J=8 Hz), 6.50‑6.58 (1 H,
m), 6.86‑6.94 (1 H, m), 7.12 (1 H, dd, J=7, 1 Hz),
7.26 (1 H, m), 7.36 (2 H, m), 7.52‑7.58 (4 H, m),
7.63 (1H, tt, J=7, 1 Hz), 7.88‑7.94 (2 H, m), 11.
23 (1 H, t, J=5 Hz), 11.42 (1H, s)

10

EI‑MS (m/z)；405（Ｍ+ ）, 250, 212, 194, 44(BP)
【０１３６】実施例４

【０１４２】（式中、Ｐｈはフェニル基、ＰＰＡはポリ

２−（２−ベンゾイルアミノ−５−フェニル−４，５−

リン酸を示す）

ジヒドロ−１Ｈ−イミダゾール−１−イル）ベンゼンメ

２−（２−ベンゾイルアミノ−５−フェニル−４，５−

タノール(iii)の合成

ジヒドロ−１Ｈ−イミダゾール−１−イル）ベンゼンメ

【０１３７】

タノール(iii)（３００ｍｇ，０．８１ｍｍｏｌ）をポ

【化４０】

リリン酸（３．０ｍｌ）に懸濁させ、８０℃で１時間撹
拌した。反応液を氷水（２０ｍｌ）に注ぎ、１Ｎ−水酸
化ナトリウム水溶液で中和した。析出した固体を濾取
20

し、乾燥した後、標題化合物を高純度の無色粉末状固体
として得た（収量：２５７ｍｇ、収率：９０．２％）。
以下に、再結晶溶媒（エタノール）を用いて、さらに精
製した化合物(ii)の各種スペクトルデータを示す。
【０１４３】ｍｐ；225 ‑ 227 ℃
ＩＲ（ν，ＫＢｒ，ｃｍ‑ 1 ）；1610, 1554, 1347, 744,
712

【０１３８】（式中、Ｐｈはフェニル基を示す）
２−［［２−［［（ベンゾイルアミノ）チオキソメチ

1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

ル］アミノ］−１−フェニルエチル］アミノ］ベンゼン

ｐｍ）；3.57 (1 H, t,J=11 Hz), 3.69 (1 H, d, J=14

メタノール(vi)（１．５６ｇ，３．８５ｍｍｏｌ）の乾

Hz), 4.29 (1 H, t, J=9.5 Hz), 4.48 (1 H, d,J=14 H

燥ＤＭＦ（２５ｍｌ）溶液に、ヨウ化２−クロロ−１−

30

z), 5.22 (1 H, dd, J=11, 9.5 Hz), 7.18‑7.48 (10 H,
m), 7.60 (1 H,m), 7.92‑7.98 (2 H, m), 9.23 (1 H,

メチルピリジニウム（５）（１．１８ｇ，４．６２ｍｍ
ｏｌ）、トリエチルアミン（０．９３ｇ，９．２３ｍｍ

s)

ｏｌ）を順次加え、室温で６時間撹拌した。反応液を氷

EI‑MS (m/z)；353 （Ｍ+ ）, 77(BP)

水（３００ｍｌ）に注ぎ、析出した固体を濾取し、乾燥

【０１４４】実施例６

することにより標題化合物を高純度の淡黄色固体として

６−［［［（ベンゾイルアミノ）チオキソメチル］アミ

得た（収量：１．４２ｇ、収率：９９．３％）。以下

ノ］メチル］−６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−ジベンゾ

に、再結晶溶媒（メタノール−水の混合溶媒）を用い

［ｂ，ｅ］アゼピン(iv)の合成

て、さらに精製した化合物(iii)のスペクトルデータを

【０１４５】
【化４２】

示す。
【０１３９】ｍｐ；165 ‑ 168 ℃

40

ＩＲ（ν，ＫＢｒ，ｃｍ‑ 1 ）；3264, 1618, 1551, 147
6, 1326, 1057, 1007, 751
1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

ｐｍ）；3.70 (1 H, t,J=10 Hz), 4.20 (1 H, t, J=10
Hz), 4.43 (1 H, dd, J=14, 5.5 Hz), 4.70 (1H, dd, J
=14, 5.5 Hz), 5.17 (1 H, t,

J=5.5 Hz), 5.40‑5.55

【０１４６】（式中、Ｐｈはフェニル基を示す）

(1 H, br), 7.15‑7.55 (12 H, m), 7.80‑7.90 (2 H,

ベンゾイルイソチオシアナート（５１６ｍｇ，３．１６

m), 9.26 (1 H, s)

ｍｍｏｌ）を乾燥アセトン（５ｍｌ）に溶解した。氷冷

EI‑MS

(m/z)；371（Ｍ+ ）,

【０１４０】実施例５

105(BP)

下、これに、６，１１−ジヒドロ−５Ｈ−ジベンゾ
50
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［ｂ，ｅ］アゼピン−６−メタンアミン(V)（７０９ｍ

(14)
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26
ＩＲ（ν，ｃｍ‑ 1 ，ＫＢｒ）；3333, 1608, 1549, 149

ｇ，３．１６ｍｍｏｌ）の乾燥アセトン（７ｍｌ）溶液
を滴下した後、同条件下３０分反応させた。減圧下で、

4, 1457, 1339

反応混合物から溶媒を留去した。得られた残査をトルエ

1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

ンで結晶化することにより、標題化合物を高純度の黄色

ｐｍ）；3.57 (1 H, br.t, J = 10.1 Hz), 3.70 (1 H,

針状結晶として得た（収量：６３９ｍｇ、収率：５２．

d, J = 14.3 Hz), 4.29 (1 H, br.t, J = 9.6 Hz), 4.4

２％）。以下に、再結晶溶媒（ヘキサン−酢酸エチルの

8 (1 H, d, J = 14.0 Hz), 5.23 (1 H, dd, J = 9.3, 1

混合溶媒）を用いて、さらに精製した化合物(iv)の各種

1.3 Hz), 7.19‑7.50 (10 H, m), 7.61 (1 H, dd, J =

スペクトルデータを示す。

1.1, 7.9 Hz), 7.92‑8.00 (2 H, m), 9.23(1 H, s)

【０１４７】ｍｐ；182‑184℃

EI‑MS m/z；353（Ｍ+ ）, 77(BP)

ＩＲ（ν，ｃｍ‑ 1 ，ＫＢｒ）；3368, 1672, 1515, 125

10

【０１５２】実施例８

5, 1153

９，１３ｂ−ジヒドロ−１Ｈ−ジベンゾ［ｃ，ｆ］イミ

1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

ダゾ［１，５−ａ］アゼピン−３−アミン（エピナスチ

ｐｍ）；3.91 (1 H, d,J = 14.8 Hz), 4.00‑4.12 (1 H,

ン、I）の合成

m), 4.22‑4.35 (1 H, m), 4.32 (1 H, d, J =14.8 H

【０１５３】

z), 5.10‑5.21 (1 H, m), 5.84 (1 H, d, J

= 5.8 H

【化４４】

z), 6.53 (1 H, dt,J = 1.1, 7.3 Hz), 6.60 (1 H, dd,
J = 1.1, 6.9 Hz), 6.91 (1 H, dt, J = 1.7, 7.9 H
z), 7.00 (1 H, dd, J = 1.3, 7.4 Hz), 7.19‑7.30 (4
H, m), 7.47‑7.56 (2 H, m), 7.60‑7.68 (1 H, m), 7.9
0‑7.97 (2 H, m), 11.24 (1 H, br.t),11.43 (1 H, s)
EI‑MS (m/z)；387

（Ｍ+ ）,

20

194(BP)

【０１４８】実施例７

【０１５４】（式中、Ｐｈはフェニル基を示す）

Ｎ−ベンゾイル−９，１３ｂ−ジヒドロ−１Ｈ−ジベン

Ｎ−ベンゾイル−９，１３ｂ−ジヒドロ−１Ｈ−ジベン

ゾ［ｃ，ｆ］イミダゾ［１，５−ａ］アゼピン−３−ア

ゾ［ｃ，ｆ］イミダゾ［１，５−ａ］アゼピン−３−ア

ミン(ii)の合成

ミン(ii)（０．５１ｇ，１．４４ｍｍｏｌ）の６Ｎ−塩

【０１４９】

酸（２０ｍｌ）懸濁液を１８時間加熱還流した。反応液

【化４３】

を冷却後、６Ｎ−水酸化ナトリウム水溶液で液のｐＨを
約８に調整し、酢酸エチルで抽出し、洗浄（飽和食塩
水）し、乾燥（無水硫酸ナトリウム）した。減圧下で溶
30

媒を留去し、得られた残渣をアセトニトリルで結晶化
後、濾取して乾燥した。標題化合物を高純度の微黄色プ
リズム状結晶として得た（収量：０．２５ｇ、収率；６
９．４％）。以下に、再結晶溶媒（アセトニトリル）を
用いて、さらに精製した化合物(I)の各種スペクトルデ
ータを示す。

【０１５０】（式中、Ｐｈはフェニル基を示す）

【０１５５】ｍｐ；177〜180℃

乾燥ＤＭＦ（１５ｍｌ）中、６−［［［（ベンゾイルア

ＩＲ（ν，ＫＢｒ，ｃｍ‑ 1 ）；3436, 3014, 1662, 149

ミノ）チオキソメチル］アミノ］メチル］−６，１１−

2, 1449, 752

ジヒドロ−５Ｈ−ジベンゾ［ｂ，ｅ］アゼピン(iv)（６

1 Ｈ−ＮＭＲ（ＤＭＳＯ−ｄ6 ，３００ＭＨｚ），δ（ｐ

３９ｍｇ，１．６５ｍｍｏｌ）、ヨウ化２−クロロ−１

40

ｐｍ）；3.30 (1 H, t,J=10.5 Hz), 3.63 (1 H, d, J=1

−メチルピリジニウム（５）（５０６ｍｇ，１．９８ｍ

4 Hz), 4.04 (1H, dd, J=10.5, 9 Hz), 4.44 (1H, d, J

ｍｏｌ）およびトリエチルアミン（０．５５ｍｌ，３．

=14 Hz), 4.84 (1 H, t, J=9 Hz), 5.20‑5.70 (2 H, b

９６ｍｍｏｌ）を室温で５時間反応させた。反応混合物

r), 7.03‑7.43 (8 H, m)

に水（５０ｍｌ）を注いだ後、析出した固体を吸引濾取

EI‑MS (m/z)；249（Ｍ+ ）, 44(BP)

した。濾過物を水洗後、メタノール−テトラヒドロフラ

【０１５６】９，１３ｂ−ジヒドロ−１Ｈ−ジベンゾ

ン−水の混合溶媒から再結晶することにより、標題化合

［ｃ，ｆ］イミダゾ［１，５−ａ］アゼピン−３−アミ

物を高純度の淡黄色針状結晶として得た（収量：４５５

ンをメタノール性塩酸で処理し、９，１３ｂ−ジヒドロ

ｍｇ、収率：７８．０％）。以下に、得られた結晶の各

−１Ｈ−ジベンゾ［ｃ，ｆ］イミダゾ［１，５−ａ］ア

種スペクトルデータを示す。

ゼピン−３−アミンモノ塩酸塩を無色粉末結晶として得

【０１５１】ｍｐ；223‑225℃

50

−14−

た（再結晶溶媒：メタノール−エーテル）。

(15)
27

特開２００１−６４２８２
28

ｍｐ；269〜273℃（文献値；273〜275℃）

製造することができる。これにより、抗アレルギー薬と

【０１５７】

して有用であるエピナスチンおよびその医薬上許容され

【発明の効果】本発明により、ブロモシアンなどの有毒

る塩を、安価で、安全に工業規模で製造することができ

な試薬を使用することなく、さらに安価な試薬や原料を

る。また、本発明の各製造方法において得られる化合物

使用してエピナスチンおよびその医薬上許容される塩を

の精製は、常法で行うことができ、容易である。

─────────────────────────────────────────────────────
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