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(57)【要約】

（修正有）

【課題】内皮機能障害を予防しながら、血管機能を健全な状態に保つことができ、経口摂
取が可能で、長期間継続摂取しても安全な、ｅＮＯＳ活性を有する化合物の提供。
【解決手段】式(1)のイミダゾロン誘導体。
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（Ｒ１は、水素原子、またはＣ１−１０アルキル基を；Ｒ２は、１個以上のヒドロキシ基
を有するＣ１−１０アルキル基を；かつＲ３は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有
していてもよいＣ１−１０アルキル基を示す。ただし、Ｒ１が、水素原子で、かつ、Ｒ３
が、−（ＣＨ２）３−ＣＨ（ＮＨ２）ＣＯ２Ｈである場合には、Ｒ２は、２，３，４−ト
リヒドロキシブチル基ではない。）で表されるイミダゾロン誘導体またはその塩。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ｉ）：
【化１】

（式中、

10

Ｒ１は、水素原子、またはＣ１−１０アルキル基を；
Ｒ２は、１個以上のヒドロキシ基を有するＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を
示す。ただし、Ｒ１が、水素原子で、かつ、Ｒ３が、−（ＣＨ２）３−ＣＨ（ＮＨ２）Ｃ
Ｏ２Ｈである場合には、Ｒ２は、２，３，４−トリヒドロキシブチル基ではない。）で表
されるイミダゾロン誘導体またはその塩。
【請求項２】
Ｒ１が、水素原子、またはＣ１−４アルキル基であり、Ｒ２が、１個以上のヒドロキシ
基を有するＣ１−４アルキル基であり、かつ、Ｒ３が、末端の炭素原子にアミノ基及びカ
ルボキシル基を有していてもよいＣ１−４アルキル基である、請求項１記載のイミダゾロ
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ン誘導体またはその塩。
【請求項３】
Ｒ１が、水素原子、またはＣ１−４アルキル基であり、Ｒ２が、１個以上のヒドロキシ
基を有するＣ１−４アルキル基であり、かつ、Ｒ３が、−（ＣＨ２）３−ＣＨ（ＮＨ２）
ＣＯ２Ｈである、請求項１記載のイミダゾロン誘導体またはその塩。
【請求項４】
Ｎδ−（５−メチル−５−ヒドロキシメチル−４−イミダゾロン−２−イル)−Ｌ−オル
ニチン、
Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２−ヒドロキシエチル）−４−イミダゾロン−２−イル］−
Ｌ−オルニチン、
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Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２−ジヒドロキシエチル）−４−イミダゾロン−２−イ
ル］−Ｌ−オルニチン、
Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２，３−ジヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロン−２−
イル］−Ｌ−オルニチン、および
Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２，３−トリヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロン
−２−イル］−Ｌ−オルニチン
よりなる群から選ばれる１種または２種以上である、請求項１記載のイミダゾロン誘導体
またはその塩。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体、またはその塩を含有する血管
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内皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）セリン１１７７残基のリン酸化亢進剤。
【請求項６】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する血管内
皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤。
【請求項７】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する血管内
皮由来一酸化窒素産生促進剤。
【請求項８】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する血管拡
張剤。
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【請求項９】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する、医薬
組成物。
【請求項１０】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する化粧品
組成物。
【請求項１１】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する機能性
食品又は栄養補助食品。
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【請求項１２】
請求項１〜４のいずれか１項記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する食品又
は飲料。
【請求項１３】
請求項６に記載の血管内皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤を用いる、高血
圧症、心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化、高コレステロール血症、糖尿病及びその合併症、認
知症、勃起機能不全、老化、創傷、脱毛、運動機能障害、腎機能障害、腎性貧血、サルコ
ペニア、疲労、記憶・学習能障害、肩こり、または冷え性に関連する血管内皮機能障害の
予防または治療方法。
【請求項１４】
高血圧症、心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化、高コレステロール血症、糖尿病及びその合併
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症、認知症、勃起機能不全、老化、創傷、脱毛、運動機能障害、腎機能障害、腎性貧血、
サルコペニア、疲労、記憶・学習能障害、肩こり、または冷え性に関連する血管内皮機能
障害を予防または治療剤の製造における、請求項６に記載の血管内皮型一酸化窒素合成酵
素（ｅＮＯＳ）活性化剤の使用。
【請求項１５】
式（Ｉ
【化２】

）：
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（式中、
Ｒ１

およびＲ２

は、それぞれ独立して、同一又は異なって、水素原子、または１個以

上のヒドロキシ基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３

は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基

で表される基を示す。）で表されるイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する血管内皮
型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤。
【請求項１６】
式（Ｉ
【化３】
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）：

（式中、
Ｒ１

およびＲ２

は、それぞれ独立して、同一又は異なって、水素原子、または１個以

上のヒドロキシ基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を；かつ
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は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基

で表される基を示す。）で表されるイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する、高血圧
症、高コレステロール血症、脳梗塞、または勃起機能不全の予防および／または治療、創
傷の治療、育毛、あるいは、運動機能障害、サルコペニア、腎性貧血、疲労、肩こり、冷
え性、または老化の予防、改善、または緩和のために用いられる医薬組成物。
【請求項１７】
式（Ｉ

）：

【化４】
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（式中、
Ｒ１

およびＲ２

は、それぞれ独立して、同一又は異なって、水素原子、または１個以

上のヒドロキシ基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３

は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基

で表される基を示す。）で表されるイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する機能性食
品又は栄養補助食品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、特定のイミダゾロン誘導体またはその塩、及び該イミダゾロン誘導体を含有
する血管内皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤、血管内皮由来一酸化窒素産生
促進剤、および血管拡張剤に関する。さらには、該イミダゾロン誘導体を含有する医薬組
成物、化粧品組成物、又は機能性食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
一酸化窒素（ｎｉｔｒｉｃ ｏｘｉｄｅ: ＮＯ）は、血管内皮由来血管弛緩因子（ＥＤ
ＲＦ）であり血管拡張作用を示す。生体内では一酸化窒素合成酵素（ＮＯ ｓｙｎｔｈａ
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ｓｅ； ＮＯＳ）によって合成される。
【０００３】
一酸化窒素合成酵素としては、３種類（血管内皮型（ｅＮＯＳ／ＮＯＳ３）、神経型（
ｎＮＯＳ／ＮＯＳ１）、サイトカインや細菌毒素などの刺激により誘導される誘導型（ｉ
ＮＯＳ／ＮＯＳ２））が知られている。このうちの血管内皮型一酸化窒素合成酵素（以下
、ｅＮＯＳと記載することもある）に由来する一酸化窒素は、血管拡張作用のみならず、
血小板凝集を抑制して抗血栓作用を示すことや、平滑筋や心筋細胞の増殖抑制作用、抗炎
症作用、更には血管内皮細胞の老化抑制作用を示すことから、主として血管機能や全身の
循環調節に重要な役割を果たしていることが明らかとなっている。血管内皮以外の組織に
おいても、血小板や赤血球、および皮膚繊維芽細胞においてｅＮＯＳの発現が報告されて
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おり、血小板凝集の抑制や赤血球変形能の亢進、コラーゲン合成の調節にそれぞれ関与す
る可能性が示唆されている。また、加齢に伴って血管内皮依存性血管拡張反応（ＥＤＲ）
が低下することが知られており、機序の一つとして、活性化されたｅＮＯＳの割合が加齢
に伴い低下することなどが報告されている。内皮依存性血管拡張反応の低下に象徴される
血管内皮機能障害

は、生理的老化だけでなく、動脈硬化や糖尿病合併症などの発症・

進展と密接に関係していると言われている。
【０００４】
したがって、ｅＮＯＳを活性化する物質は、こうした一酸化窒素の不足状態を解消し、
生活習慣病の予防・改善や、老化の遅延に有効に働くことが期待される。
【０００５】
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アントシアニンや緑茶カテキン、ケルセチン、プロアントシアニジン（カテキンオリゴ
マー）などのフラボノイド類の一部に、ｉｎ ｖｉｔｒｏで一酸化窒素産生を上昇させ、
動物から摘出した血管を弛緩させる効果があることが報告されている（非特許文献１）。
しかしながら、上記のフラボノイド類の血管拡張作用は比較的弱いものであるし、また、
これらは概して生体吸収性が低く、フラボノイドリッチな食品を摂取した後でも血中濃度
は１０−８〜１０−６Ｍ程度にしか上昇しないことがヒトにおいて観察されている。また
、吸収されても生体内では速やかに抱合化などの代謝変化を受けることが知られており、
生体内での効果は、微弱であるか、もしくは極めて限定的であると考えられる。
【０００６】
一方、種々の合成化合物、例えば、ネビボロール、シロスタゾール、アムロジピン等、
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にもｅＮＯＳを介した一酸化窒素産生増強作用が報告されている（非特許文献２−４）。
しかし、上記合成化合物にはｅＮＯＳ活性化作用の他に、β遮断作用やコレステロール合
成阻害作用、抗血小板作用、Ｃａチャネル遮断作用などの主作用に加えて、消化器症状や
横紋筋融解症などの副作用も存在するため、これらの使用は医師の管理下で行われなけれ
ばならず、必ずしも安全とは言い難い。
【０００７】
また、スタチン類等の様に、ｅＮＯＳの翻訳後修飾レベルではなく、転写レベルでｅＮ
ＯＳの発現を上昇させて一酸化窒素産生を高める効果を持つ物質が知られているが、ｅＮ
ＯＳを過剰発現させた動脈硬化モデル動物では病変面積が増加したとの報告（非特許文献
５）もあることから、必ずしもタンパクの発現量が増えればいいというわけではない。ｅ
ＮＯＳはテトラヒドロビオプテリンが不足した状態（

アンカップリング状態
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）では一

−

酸化窒素ではなくＯ２

ラジカルを産生することが知られており、こうしたアンカップリ

ング状態のｅＮＯＳの発現量が増えると、逆に一酸化窒素の生物学的利用性を低下させる
懸念が指摘されている。
【０００８】
食品として摂取可能なｅＮＯＳ活性化剤としては、グルコースやマルトースとアルギニ
ンとの間におけるメイラード反応により得られるフラクトシルアルギニン（Ｆｒｕ−Ａｒ
ｇ）、およびマルツロシルアルギニン（Ｍａｌ−Ａｒｇ、あるいはＧｌｃ−Ｆｒｕ−Ａｒ
ｇ）が報告されている（非特許文献６−８）。しかしながら、本発明者らはＦｒｕ−Ａｒ
ｇが主要成分として含まれる組成物を用いてラット摘出血管に対する血管拡張活性を検定
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したところ、当該活性を見出すことはできなかった。
【０００９】
また、イミダゾロン誘導体について、サイトカイン産生阻害効果を記載した報告例はあ
るが（特許文献１）、ｅＮＯＳや一酸化窒素や血管に関係するものではなかった。
【００１０】
一方、特定のイミダゾロン誘導体にｅＮＯＳ酵素を共存させて試験した報告例はあった
ものの、ｅＮＯＳ阻害活性を有するというものであった（非特許文献９）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
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【特許文献１】特表平１１−５１０５２１号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Taubert D. et al., J. Cardiovasc. Pharmacol., 40(5), 701‑713 (20
02).
【非特許文献２】Broeders M. A. et al., Circulation, 102(6), 677‑684 (2000).
【非特許文献３】Hashimoto A. et al., Atherosclerosis, 189(2), 350‑357 (2006).
【非特許文献４】Lenasi H. et al., Cardiovasc. Res., 59(4), 844‑853 (2003).
【非特許文献５】Takaya T. et al., Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 27(7), 1632
‑1637 (2007).
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【非特許文献６】Ide N. et al., J. Nutr. Biochem., 10(6), 372‑376 (1999).
【非特許文献７】北尾 孝司ら, 和漢医薬学雑誌, 12, 294‑295 (1995).
【非特許文献８】米山 弘人ら, 和漢医薬学雑誌, 13, 346‑347 (1996).
【非特許文献９】Brouwera O. et al., Ann. N.Y.Acad. Sci., 1126, 231‑234(2008).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
本発明の課題は、血管内皮機能障害を予防しながら、血管機能を健全な状態に保つこと
ができ、経口摂取が可能で、長期間継続摂取しても安全な、ｅＮＯＳ活性を有する化合物
を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは鋭意検討の結果、特定のイミダゾロン誘導体によって、上記課題を解決で
きることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１５】
すなわち、本発明は、以下の態様を含む。
〔１〕式（Ｉ）：
【００１６】
【化１】
20

【００１７】
（式中、
Ｒ１は、水素原子、またはＣ１−１０アルキル基を；
Ｒ２は、１個以上のヒドロキシ基を有するＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を
示す。ただし、Ｒ１が、水素原子で、かつ、Ｒ３が、−（ＣＨ２）３−ＣＨ（ＮＨ２）Ｃ
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Ｏ２Ｈである場合には、Ｒ２は、２，３，４−トリヒドロキシブチル基ではない。）で表
されるイミダゾロン誘導体またはその塩。
〔２〕Ｒ１が、水素原子、またはＣ１−４アルキル基であり、Ｒ２が、１個以上のヒドロ
キシ基を有するＣ１−４アルキル基であり、かつ、Ｒ３が、末端の炭素原子にアミノ基及
びカルボキシル基を有していてもよいＣ１−４アルキル基である、〔１〕記載のイミダゾ
ロン誘導体またはその塩。
〔３〕Ｒ１が、水素原子、またはＣ１−４アルキル基であり、Ｒ２が、１個以上のヒドロ
キシ基を有するＣ１−４アルキル基であり、かつ、Ｒ３が、−（ＣＨ２）３−ＣＨ（ＮＨ
２）ＣＯ２Ｈである、〔１〕記載のイミダゾロン誘導体またはその塩。

〔４〕Ｎδ−（５−メチル−５−ヒドロキシメチル−４−イミダゾロン−２−イル)−Ｌ
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−オルニチン、Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２−ヒドロキシエチル）−４−イミダゾロン
−２−イル］−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２−ジヒドロキシエチ
ル）−４−イミダゾロン−２−イル］−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２
，３−ジヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロン−２−イル］−Ｌ−オルニチン、およ
びＮδ−［５−メチル−５−（１，２，３−トリヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロ
ン−２−イル］−Ｌ−オルニチンよりなる群から選ばれる１種または２種以上である、〔
１〕記載のイミダゾロン誘導体またはその塩。
〔５〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有す
る血管内皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）セリン１１７７残基のリン酸化亢進剤。
〔６〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有す
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る血管内皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤。
〔７〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有す
る血管内皮由来一酸化窒素産生促進剤。
〔８〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有す
る血管拡張剤。
〔９〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有す
る、医薬組成物。
〔１０〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有
する化粧品組成物。
〔１１〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有

10

する機能性食品又は栄養補助食品。
〔１２〕〔１〕〜〔４〕のいずれか１項に記載のイミダゾロン誘導体またはその塩を含有
する食品又は飲料。
〔１３〕〔６〕に記載の血管内皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤を用いる、
高血圧症、心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化、高コレステロール血症、糖尿病及びその合併症
、認知症、勃起機能不全、老化、創傷、脱毛、運動機能障害、腎機能障害、腎性貧血、サ
ルコペニア、疲労、記憶・学習能障害、肩こり、または冷え性に関連する血管内皮機能障
害の予防または治療方法。
〔１４〕高血圧症、心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化、高コレステロール血症、糖尿病及びそ
の合併症、認知症、勃起機能不全、老化、創傷、脱毛、運動機能障害、腎機能障害、腎性

20

貧血、サルコペニア、疲労、記憶・学習能障害、肩こり、または冷え性に関連する血管内
皮機能障害を予防または治療剤の製造における、〔６〕に記載の血管内皮型一酸化窒素合
成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤の使用。
〔１５〕式（Ｉ

）：

【００１８】
【化２】

30
【００１９】
（式中、
Ｒ１

およびＲ２

は、それぞれ独立して、同一又は異なって、水素原子、または１個以

上のヒドロキシ基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３

は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基

で表される基を示す。）で表されるイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する血管内皮
型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤。
〔１６〕式（Ｉ

）：
40

【００２０】
【化３】

【００２１】
（式中、
Ｒ１

およびＲ２

は、それぞれ独立して、同一又は異なって、水素原子、または１個以

上のヒドロキシ基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を；かつ
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は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基

で表される基を示す。）で表されるイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する、高血圧
症、高コレステロール血症、脳梗塞、または勃起機能不全の予防および／または治療、創
傷の治療、育毛、あるいは、運動機能障害、サルコペニア、腎性貧血、疲労、肩こり、冷
え性、または老化の予防、改善、または緩和のために用いられる医薬組成物。
〔１７〕式（Ｉ

）：

【００２２】
【化４】
10

【００２３】
（式中、
Ｒ１

およびＲ２

は、それぞれ独立して、同一又は異なって、水素原子、または１個以

上のヒドロキシ基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３

は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基

で表される基を示す。）で表されるイミダゾロン誘導体またはその塩を含有する機能性食
品又は栄養補助食品。

20

【発明の効果】
【００２４】
本発明の特定のイミダゾロン誘導体によって、血管内皮機能障害を予防しながら、血管
機能を健全な状態に保つことができ、経口摂取が可能で、長期間継続摂取しても安全な、
ｅＮＯＳ活性化作用を有する新規化合物を提供することができるようになった。この新規
化合物によって、新規血管内皮由来一酸化窒素産生促進剤、ｅＮＯＳ活性化剤、および血
管拡張剤も提供できるようになった。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ラット摘出血管におけるイミダゾロン誘導体（（Ｉ−１）、（Ｉ−３）、および

30

（Ｉ−７））の血管弛緩活性を示す。
【図２】イミダゾロン誘導体（Ｉ−２）によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なｅＮＯＳセ
リン１１７７残基のリン酸化亢進活性を示す。
【図３】イミダゾロン誘導体（Ｉ−２）によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なＡｋｔセリ
ン４７３残基のリン酸化亢進活性を示す。
【図４】イミダゾロン誘導体（Ｉ−３）によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なｅＮＯＳセ
リン１１７７残基のリン酸化亢進活性を示す。
【図５】イミダゾロン誘導体（Ｉ−３）によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なＡｋｔセリ
ン４７３残基のリン酸化亢進活性を示す。
【図６】イミダゾロン誘導体（Ｉ−７）によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なｅＮＯＳセ

40

リン１１７７残基のリン酸化亢進活性を示す。
【図７】イミダゾロン誘導体（Ｉ−７）によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なＡｋｔセリ
ン４７３残基のリン酸化亢進活性を示す。
【図８】イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）の経口吸収性を示す。
【図９】フェニレフリン昇圧モデルラットにおけるイミダゾロン誘導体（Ｉ−１）の降圧
活性を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
本発明は、式（Ｉ
【００２７】

）：
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【化５】

【００２８】
（式中、
Ｒ１

およびＲ２

は、それぞれ独立して、同一又は異なって、水素原子、または１個以

上のヒドロキシ基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３

10

は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基

で表される基を示す。）で表されるイミダゾロン誘導体に関する。
【００２９】
特に新規化合物であるという観点で、式（Ｉ）：
【００３０】
【化６】

20
【００３１】
（式中、
Ｒ１は、水素原子、またはＣ１−１０アルキル基を；
Ｒ２は、１個以上のヒドロキシ基を有するＣ１−１０アルキル基を；かつ
Ｒ３は、アミノ基及び／又はカルボキシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基を
示す。ただし、Ｒ１が、水素原子で、かつ、Ｒ３が、−（ＣＨ２）３−ＣＨ（ＮＨ２）Ｃ
Ｏ２Ｈである場合には、Ｒ２は、２，３，４−トリヒドロキシブチル基ではない。）で表
されるイミダゾロン誘導体、
30

が好ましい。
【００３２】
上記式（Ｉ）または式（Ｉ

）で表されるイミダゾロン誘導体に対する上記又は下記の

いずれの言及も、適切かつ好都合なように、式（Ｉ）または式（Ｉ

）で表されるイミダ

ゾロン誘導体の塩、特に薬学的に許容される塩をも指すものと理解されるべきである。本
発明のイミダゾロン誘導体またはそれらの塩は、エナンチオマー、ジアステレオマー、お
よび幾何異性体を包含する立体異性体として存在することがある。（Ｒ）エナンチオマー
、（Ｓ）エナンチオマー、エピマー、ジアステレオマー、シス、トランス、シン、アンチ
ならびにラセミ（すなわち、５０：５０）混合物および非ラセミ（すなわち、１００：０
と５０：５０の間）混合物を包含するすべての立体異性体は、本発明の一部である。化合
物中のキラル炭素原子の立体化学が明示されていない場合、そのキラル炭素原子における

40

立体化学は、（Ｒ）、（Ｓ）、またはそれらの混合物であってよい。すなわち、「イミダ
ゾロン誘導体」という表現をもって、「イミダゾロン誘導体の遊離体、その塩、その互変
異性体、その立体異性体、およびその光学異性体、そしてそれら混合物」として広く解釈
されるべきものである。
【００３３】
式（Ｉ）または式（Ｉ

）中、Ｒ１およびＲ２、またはＲ１

およびＲ２

で示される

Ｃ１−１０アルキル基は、好ましくはＣ１−６アルキル基、より好ましくはＣ１−４アル
キル基である。
本明細書において、「アルキル基」とは、直鎖または分枝鎖状の炭化水素基を意味し、
例えば、Ｃ１−３０アルキル基が挙げられ、好ましくはＣ１−１０アルキル基、より好ま
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しくはＣ１−６アルキル基であり、Ｃ１−４アルキル基が特に好ましい。好適な具体例と
しては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、
ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチル基、ｓｅｃ−ペンチル基、ｔｅｒｔ−
ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、１−エチルプロピル基、ヘキシル基、イ
ソヘキシル基、１，１−ジメチルブチル基、２，２−ジメチルブチル基、３，３−ジメチ
ルブチル、２−エチルブチル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、イソノニル基、デ
シル基、ドデシル基、ラウリル基、トリデシル基、ミリスチル基、セチル基、ステアリル
基、アラキル基、ベヘニル基、オレイル基、イソステアリル基等が挙げられる。
該アルキル基は、１個以上、好ましくは、１ないし４個、のヒドロキシ基を有していて
10

もよい。
「Ｃ１−１０アルキル基」とは、炭素数１〜１０個の直鎖または分枝鎖状の炭化水素基
を意味し、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、プロピル基、ブチル基、イソ
ブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチル基、ｓｅｃ−ペンチル基、
ｔｅｒｔ−ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、１，１−ジメチルブチル基、
２，２−ジメチルブチル基、３，３−ジメチルブチル基、２−エチルブチル基、ヘキシル
基、ヘプチル基、オクチル基、２−エチルヘキシル基、ｔｅｒｔ−オクチル基、ノニル基
、イソノニル基、デシル基等が挙げられる。
「Ｃ１−６アルキル基」とは、炭素数１〜６個の直鎖または分枝鎖状の炭化水素基を意
味し、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、プロピル基、ブチル基、イソブチ
ル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチル基、ｓｅｃ−ペンチル基、ｔｅ
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ｒｔ−ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、１，１−ジメチルブチル基、２，
２−ジメチルブチル基、３，３−ジメチルブチル基、２−エチルブチル基、ヘキシル基等
が挙げられる。
「Ｃ１−４アルキル基」とは、炭素数１〜４個の直鎖または分枝鎖状の炭化水素基を意
味し、例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、プロピル基、ブチル基等が挙げら
れる。
【００３４】
式（Ｉ）または式（Ｉ

）中、Ｒ３またはＲ３

で示されるアミノ基及び／又はカルボ

キシル基を有していてもよいＣ１−１０アルキル基は、好ましくは、末端の炭素原子にア
ミノ基及びカルボキシル基を有していてもよいＣ１−４アルキル基、より好ましくはエチ

30

ル基、または式−（ＣＨ２）ｎ−ＣＨ（ＮＨ２）ＣＯ２Ｈ（式中、ｎが１〜４の整数を示
す）で表される基、更に好ましくは式−（ＣＨ２）３−ＣＨ（ＮＨ２）ＣＯ２Ｈで表され
る基である。
【００３５】
式（Ｉ）または式（Ｉ
３

）中のＲ１、Ｒ２およびＲ３、またはＲ１

、Ｒ２

およびＲ

の組み合わせは、特に限定されないが、イミダゾロン誘導体の好適な例としては以下

のものを挙げることができる。
【００３６】
イミダゾロン誘導体の第１の好適な態様として、下記式：
【００３７】
【化７】

40

【００３８】
で表されるイミダゾロン誘導体（Ｉ−１）またはその塩が提供される。
【００３９】
イミダゾロン誘導体の第２の好適な態様として、下記式：
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【００４０】
【化８】

【００４１】
で表されるイミダゾロン誘導体（Ｉ−２）またはその塩が提供される。

10

【００４２】
イミダゾロン誘導体の第３の好適な態様として、下記式：
【００４３】
【化９】

20
【００４４】
で表されるイミダゾロン誘導体（Ｉ−３）またはその塩が提供される。
【００４５】
イミダゾロン誘導体の第４の好適な態様として、下記式：
【００４６】
【化１０】

30

【００４７】
で表されるイミダゾロン誘導体（Ｉ−４）またはその塩が提供される。
【００４８】
イミダゾロン誘導体の第５の好適な態様として、下記式：
【００４９】
【化１１】
40

【００５０】
で表されるイミダゾロン誘導体（Ｉ−５）またはその塩が提供される。
【００５１】
イミダゾロン誘導体の第６の好適な態様として、下記式：
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【００５２】
【化１２】

【００５３】

10

で表されるイミダゾロン誘導体（Ｉ−６）またはその塩が提供される。
【００５４】
イミダゾロン誘導体の第７の好適な態様として、下記式：
【００５５】
【化１３】

20

【００５６】
で表されるイミダゾロン誘導体（Ｉ−７）またはその塩が提供される。
【００５７】
本発明のイミダゾロン誘導体として、２−アミノエチル−５−ヒドロ−５−メチル−４
−イミダゾロン、Ｎδ−（５−ヒドロ−５−メチル−４−イミダゾロン−２−イル）−Ｌ
−オルニチン、Ｎδ−（５−メチル−５−ヒドロキシメチル−４−イミダゾロン−２−イ

30

ル)−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−[５−ヒドロ−５−（２−ヒドロキシエチル）−４−イミダ
ゾロン−２−イル]−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２−ジヒドロキ
シエチル）−４−イミダゾロン−２−イル]−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［５−ヒドロ−５
−（２，３−ジヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロン−２−イル］−Ｌ−オルニチン
、Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２，３−トリヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロ
ン−２−イル］−Ｌ−オルニチン、またはＮδ−［５−ヒドロ−５−（２，３，４−トリ
ヒドロキシブチル）−４−イミダゾロン−２−イル］−Ｌ−オルニチンが好ましく、新規
化合物であるという観点で、Ｎδ−（５−メチル−５−ヒドロキシメチル−４−イミダゾ
ロン−２−イル)−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２−ヒドロキシエチル
）−４−イミダゾロン−２−イル］−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［５−メチル−５−（１，

40

２−ジヒドロキシエチル）−４−イミダゾロン−２−イル］−Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［
５−ヒドロ−５−（２，３−ジヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロン−２−イル］−
Ｌ−オルニチン、Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２，３−トリヒドロキシプロピル）−
４−イミダゾロン−２−イル］−Ｌ−オルニチンがより好ましい。これらは、１種または
２種以上を使用しても良い。
【００５８】
本発明のイミダゾロン誘導体の塩としては、特に限定されるものではないが、具体的に
は、金属塩、アンモニウム塩、有機塩基との塩、無機酸との塩、有機酸との塩、塩基性ま
たは酸性アミノ酸との塩等が挙げられる。金属塩の好適な例としては、例えば、ナトリウ
ム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩；カルシウム塩、マグネシウム塩、バリウム塩等の
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アルカリ土類金属塩；アルミニウム塩等が挙げられる。有機塩基との塩の好適な例として
は、例えば、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、ピコリン、２，６−ルチ
ジン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、シクロヘキシル
アミン、ジシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ

−ジベンジルエチレンジアミン等とのアンモ

ニウム塩等が挙げられる。無機酸との塩の好適な例としては、例えば、塩酸、臭化水素酸
、硝酸、硫酸、リン酸等との塩が挙げられる。有機酸との塩の好適な例としては、例えば
、ギ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、フタル酸、フマル酸、シュウ酸、酒石酸、マレイン酸
、クエン酸、コハク酸、リンゴ酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ−トルエ
ンスルホン酸等との塩が挙げられる。塩基性アミノ酸との塩の好適な例としては、例えば
、アルギニン、リジン、オルニチン等との塩が挙げられ、酸性アミノ酸との塩の好適な例

10

としては、例えば、アスパラギン酸、グルタミン酸等との塩が挙げられる。このうち、薬
学的に許容し得る塩が好ましい。例えば、イミダゾロン誘導体内に酸性官能基を有する場
合にはアルカリ金属塩（例、ナトリウム塩、カリウム塩等）、アルカリ土類金属塩（例、
カルシウム塩、マグネシウム塩、バリウム塩等）等の無機塩、アンモニウム塩等、また、
イミダゾロン誘導体内に塩基性官能基を有する場合には、例えば、塩酸、臭化水素酸、硝
酸、硫酸、リン酸等の無機酸との塩、または酢酸、フタル酸、フマル酸、シュウ酸、酒石
酸、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、ｐ−トルエンスルホン酸等の
有機酸との塩が挙げられる。
【００５９】
本発明のイミダゾロン誘導体は、以下に詳述する［製造法１］、［製造法２］又はこれ

20

に準ずる方法によって製造することができる。以下に、イミダゾロン誘導体として、式（
Ｉ

）および式（Ｉ）で表されるイミダゾロン誘導体の製造法について具体的に述べる。
なお、原料として用いられるアルギニン等のグアニジン化合物（化合物（ＩＩ）：Ｒ３

ＮＨ−Ｃ（＝ＮＨ）ＮＨ２）は、塩として用いてもよい。このような塩としては、上述の
イミダゾロン誘導体の塩として例示されるものと同様の塩が挙げられる。また、原料とし
て用いられるアルキルグリオキザール、すなわち、化合物（ＩＩＩ）は、市販品を使用す
るか、または公知の方法あるいはそれに準ずる方法によって、合成したものを使用した。
【００６０】
［製造法１］
30

【００６１】
【化１４】

【００６２】
化合物（ＩＩ）（式中、Ｒ３は、前記と同意義を示す。）とグルコースを水に溶解し、
次いでアルカリ金属水酸化物（例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど）水溶液
を加えてｐＨを７〜１３、好ましくはｐＨ１３に調節する。次いで加熱下にて撹拌後、氷
冷し、酸（例えば、塩酸）を加えてｐＨを７とした後、カラムクロマトグラフィーにより
分離・精製することでイミダゾロン誘導体（Ｉ）または（Ｉ

）（式中、各記号は前記と

同意義を示す。）を製造することができる。本反応において使用する化合物（ＩＩ）とグ
ルコースの当量比は、好ましくは１：１である。反応時間は、通常３０分〜３０日間、好
ましくは１〜４時間である。反応温度は通常３０℃〜１００℃、好ましくは７０℃である
。
【００６３】
［製造法２］
【００６４】
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【化１５】

【００６５】
化合物（ＩＩ）（式中、Ｒ３は前記と同意義を示す。）を水に溶解した後、化合物（Ｉ
ＩＩ）（式中、Ｒ１およびＲ２は、前記と同意義を示す。）を添加し、次いでアルカリ金
属水酸化物（例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど）水溶液を加えてｐＨを７

10

〜１３、好ましくはｐＨ１３に調節する。次いで撹拌後、酸（例えば、塩酸）を加えてｐ
Ｈを７にした後、反応物をカラムクロマトグラフィーにより分離・精製することでイミダ
ゾロン誘導体（Ｉ）または（Ｉ

）（式中、各記号は前記と同意義を示す。）を製造する

ことができる。本反応において使用する化合物（ＩＩ）と化合物（ＩＩＩ）の当量比は、
好ましくは１：１である。反応時間は、通常３０分〜２４時間、好ましくは１〜２時間で
ある。反応温度は通常０℃〜６０℃、好ましくは２０℃〜４０℃である。
【００６６】
本発明のイミダゾロン誘導体は、公知の手段、例えば、転溶、濃縮、溶媒抽出、分溜、
液性変換、晶出、再結晶、クロマトグラフィーなどによって単離、精製することができる
。イミダゾロン誘導体が遊離化合物として得られた場合には、公知の方法あるいはそれに

20

準ずる方法によって、目的とする上述の各塩に変換することができ、逆に塩で得られた場
合には、公知の方法あるいはそれに準ずる方法により、遊離体または目的とする他の塩に
変換することができる。
【００６７】
本発明のイミダゾロン誘導体はそのプロドラッグを用いてもよい。イミダゾロン誘導体
のプロドラッグは、「生体内における生理条件下で酵素や胃酸等による反応によりイミダ
ゾロン誘導体に変換する化合物」、すなわち「酵素的に酸化、還元、加水分解等を起こし
てイミダゾロン誘導体に変化する化合物」、「胃酸等により加水分解等を起こしてイミダ
ゾロン誘導体に変化する化合物」等をいう。
【００６８】

30

本発明のイミダゾロン誘導体は、特に、立体異性体又は互変異性体として存在しうる。
イミダゾロン誘導体に存在する不斉中心はＳ配置又はＲ配置を有する。本発明は、純粋形
態又はほぼ純粋形態での全ての可能なエナンチオマーとジアステレオマー、全ての比での
２つ以上の立体異性体の混合物、例えば、エナンチオマー及び／又はジアステレオマーの
混合物を含む。従って、エナンチオマーとして存在しうるイミダゾロン誘導体は、エナン
チオマー的に純粋形態で、ラセミ体の形態で、そして、全ての比での２つのエナンチオマ
ーの混合物の形態で、存在しうる。個々の立体異性体の製造は、所望ならば、慣習的方法
によって混合物を分離することによって行われうる。例えば、ラセミ形態は、分別結晶化
又はキラルカラムクロマトグラフィーによる分離などの物理的方法によって分割できる。
個々の光学異性体は、酵素の使用によって、又は不斉合成により、光学的純粋形態で合成

40

できる。本発明のイミダゾロン誘導体の特定のエナンチオマーは、キラル補助剤による誘
導体化によって製造され得、それによって、生じるジアステレオマー混合物は分離され、
補助基は切断され、純粋な所望のエナンチオマーが得られる。あるいは、適切な光学活性
酸又は塩基と化合物を反応させることによりジアステレオマー塩が形成される。このよう
に形成されたジアステレオマー塩は、当該分野で周知の分別結晶化又はクロマトグラフィ
ー手段によって分離され、次いで、純粋なエナンチオマーが、ジアステレオマー塩から単
離される。立体異性体の混合物の分離は、イミダゾロン誘導体の段階で、又は合成中の中
間体の段階で行われ得る。本発明はまた、イミダゾロン誘導体の全ての互変異性体を含む
。更なる不斉炭素原子がアルキル基などの置換基で存在し得る。全てのこのような異性体
及びそれらの混合物は、本発明に包含されることが意図される。
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【００６９】
本発明のイミダゾロン誘導体は、結晶であってもよく、結晶形が単一であっても結晶形
混合物であってもイミダゾロン誘導体に包含される。結晶は、公知の結晶化法を適用して
、結晶化することによって製造することができる。
【００７０】
本発明のイミダゾロン誘導体は、溶媒和物（例えば、水和物等）であっても、無溶媒和
物であってもよく、いずれもイミダゾロン誘導体に包含される。
【００７１】
同位元素（例、３Ｈ、１４Ｃ、３５Ｓ、１２５Ｉなど）などで標識された化合物および
、１Ｈを２Ｈ（Ｄ）に変換した重水素変換体も、イミダゾロン誘導体に包含される。
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【００７２】
本発明のイミダゾロン誘導体は、ＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的な血管内皮型一酸化窒素
合成酵素（ｅＮＯＳ）セリン１１７７残基のリン酸化亢進作用を有し、これに伴い血管内
皮型一酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化作用を有し、血管内皮由来一酸化窒素産生促
進作用を示すと共に、血管拡張作用及び／又は血小板凝集抑制作用を有し、効果的に血管
機能を健全な状態に保つことができる。すなわち、本発明のイミダゾロン誘導体は、ＰＩ
３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なｅＮＯＳセリン１１７７残基のリン酸化亢進剤、血管内皮型一
酸化窒素合成酵素（ｅＮＯＳ）活性化剤、血管内皮由来一酸化窒素産生促進剤、血管拡張
剤、血小板凝集抑制剤、として使用することができる。本明細書において、「ＰＩ３Ｋ」
とは、ホスファチジルイノシトール３−キナーゼを意味する。ＡｋｔとはＰＩ３Ｋ依存的
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に活性化されるセリン・スレオニンキナーゼを意味する。「ｅＮＯＳセリン１１７７残基
」とは、ｅＮＯＳの１１７７番目のセリン残基を意味する。「ＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存
的なｅＮＯＳセリン１１７７残基のリン酸化亢進」とは、ＰＩ３Ｋ依存的なＡｋｔの活性
化を介したｅＮＯＳの１１７７番目のセリン残基のリン酸化を亢進することを意味する。
また、毒性（例えば、急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、生殖毒性、心毒性、薬物相互作用
、癌原性など）が低く、さらに、水溶性が高く、安定性、体内動態（吸収性、分布、代謝
、排泄など）、薬効発現の面でも優れているので、医薬組成物、化粧品組成物、機能性食
品又は栄養補助食品、更には食品又は飲料として有用である。
【００７３】
本発明のイミダゾロン誘導体は、哺乳動物（例、ヒト、サル、ヒツジ、ウシ、ウマ、イ
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ヌ、ネコ、ウサギ、ラット、マウス等）において、高血圧症、心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬
化、高コレステロール血症、糖尿病及びその合併症等の各種生活習慣病、認知症、勃起機
能不全、炎症性疾患、老化、創傷、脱毛、運動機能障害、腎機能障害、腎性貧血、サルコ
ペニア、疲労、記憶・学習能障害、肩こり、または冷え性の治療および予防に有用であり
、中でも、高血圧症、動脈硬化、高コレステロール血症、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病及び
その合併症、認知症、勃起機能不全、腎機能傷害、各種生活習慣病、炎症性疾患の治療お
よび予防に有用であり、特に血管系疾患の治療および予防に有用である。また、本発明の
イミダゾロン誘導体は、老化の予防または遅延、創傷治癒、育毛、運動機能賦活、腎機能
改善・腎性貧血改善、サルコペニア改善、疲労改善、記憶・学習能改善、肩こり改善、冷
え性改善等にも有効に働き得る。

40

【００７４】
本発明のイミダゾロン誘導体を医薬組成物として使用する際、当該医薬組成物中の、イ
ミダゾロン誘導体の含有量は、組成物全体の０．０１ないし１００重量％である。該投与
量は、患者の性別、体型、体質、年齢、症状、投与剤型、疾患等により適宜決定されるべ
きものであるが、抗高血圧剤として、経口的に投与する場合、成人（６０ｋｇ）に対し有
効成分として０．５〜１５００ｍｇ／日が好ましく、５〜１５０ｍｇ／日がより好ましい
。イミダゾロン誘導体は、１日数回に分けて投与しても構わず、１〜３回に分けて投与す
ることが好ましい。
【００７５】
本発明のイミダゾロン誘導体は、毒性が低く、そのままあるいは公知の方法に従って、
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薬理学的に許容される担体を混合した医薬組成物、例えば、錠剤（糖衣錠、フィルムコー
ティング錠を含む）、散剤、顆粒剤、カプセル剤（ソフトカプセルを含む）、口腔内崩壊
錠、口腔内崩壊フィルム、トローチ剤、チュアブル剤、液剤、乳剤、懸濁剤、注射剤、坐
剤、シロップ剤、徐放剤、ローション剤、軟膏剤、貼布剤等の製剤として、経口的または
非経口的（例、局所、直腸、静脈投与等）に安全に投与することができる。とりわけ、錠
剤、顆粒剤、カプセル剤等として経口剤として好適に投与される。
【００７６】
本発明のイミダゾロン誘導体を含有する医薬組成物の製造に用いられてもよい薬理学的
に許容される担体としては、製剤素材として慣用の各種有機あるいは無機担体物質が挙げ
られ、例えば、固形製剤における賦形剤、滑沢剤、結合剤、崩壊剤、水溶性高分子、塩基
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性無機塩；液状製剤における溶剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、緩衝剤、無痛化剤
等が挙げられる。また、必要に応じて、通常の防腐剤、抗酸化剤、着色剤、甘味剤、酸味
剤、発泡剤、香料等の添加物を用いることもできる。該「賦形剤」としては、例えば、乳
糖、白糖、Ｄ−マンニトール、でんぷん、コーンスターチ、結晶セルロース、軽質無水ケ
イ酸、酸化チタン等が挙げられる。該「滑沢剤」としては、例えば、ステアリン酸マグネ
シウム、ショ糖脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール、タルク、ステアリン酸等が挙
げられる。該「結合剤」としては、例えば、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロース、結晶セルロース、デンプン、ポリビニルピロリドン、アラビ
アゴム末、ゼラチン、プルラン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース等が挙げられる
。該「崩壊剤」としては、（１）クロスポビドン、（２）クロスカルメロースナトリウム
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、カルメロースカルシウム等のスーパー崩壊剤と称される崩壊剤、（３）カルボキシメチ
ルスターチナトリウム、（４）低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、（５）コーンス
ターチ等が挙げられる。該「クロスポビドン」としては、ポリビニルポリピロリドン（Ｐ
ＶＰＰ）、１−ビニル−２−ピロリジノンホモポリマーと称されているものも含め、１−
エテニル−２−ピロリジノンホモポリマーという化学名を有し架橋されている重合物のい
ずれであってもよく、具体例としては、コリドンＣＬ（登録商標；ＢＡＳＦ社製）、ポリ
プラスドンＸＬ（登録商標；ＩＳＰ社製）、ポリプラスドンＸＬ−１０（登録商標；ＩＳ
Ｐ社製）、ポリプラスドンＩＮＦ−１０（登録商標；ＩＳＰ社製）等である。該「水溶性
高分子」としては、例えば、エタノール可溶性水溶性高分子〔例えば、ヒドロキシプロピ
ルセルロース（以下、ＨＰＣと記載することがある）等のセルロース誘導体、ポリビニル
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ピロリドン等〕、エタノール不溶性水溶性高分子〔例えば、ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロース（以下、ＨＰＭＣと記載することがある）、メチルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロースナトリウム等のセルロース誘導体、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビニル
アルコール、アルギン酸ナトリウム、グアーガム等〕等が挙げられる。該「塩基性無機塩
」としては、例えば、ナトリウム、カリウム、マグネシウムおよび／またはカルシウムの
塩基性無機塩が挙げられる。好ましくはマグネシウムおよび／またはカルシウムの塩基性
無機塩である。さらに好ましくはマグネシウムの塩基性無機塩である。該ナトリウムの塩
基性無機塩としては、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、リン酸水素二ナト
リウム等が挙げられる。該カリウムの塩基性無機塩としては、例えば、炭酸カリウム、炭
酸水素カリウム等が挙げられる。該マグネシウムの塩基性無機塩としては、例えば、重炭

40

酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、メタ珪酸
アルミン酸マグネシウム、珪酸マグネシウム、アルミン酸マグネシウム、合成ヒドロタル
サイト〔Ｍｇ６Ａｌ２（ＯＨ）１６・ＣＯ３・４Ｈ２Ｏ〕および水酸化アルミナ・マグネ
シウム、好ましくは、重炭酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、水酸
化マグネシウム等が挙げられる。該カルシウムの塩基性無機塩としては、例えば、沈降炭
酸カルシウム、水酸化カルシウム等が挙げられる。該「溶剤」としては、例えば、注射用
水、アルコール、プロピレングリコール、マクロゴール、ゴマ油、トウモロコシ油、オリ
ーブ油等が挙げられる。該「溶解補助剤」としては、例えば、ポリエチレングリコール、
プロピレングリコール、Ｄ−マンニトール、安息香酸ベンジル、エタノール、トリスアミ
ノメタン、コレステロール、トリエタノールアミン、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウ
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ム等が挙げられる。該「懸濁化剤」としては、例えば、ステアリルトリエタノールアミン
、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリルアミノプロピオン酸、レシチン、塩化ベンザルコニ
ウム、塩化ベンゼトニウム、モノステアリン酸グリセリン等の界面活性剤；例えば、ポリ
ビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メ
チルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキ
シプロピルセルロース等の親水性高分子等が挙げられる。該「等張化剤」としては、例え
ば、ブドウ糖、Ｄ−ソルビトール、塩化ナトリウム、グリセリン、Ｄ−マンニトール等が
挙げられる。該「緩衝剤」としては、例えば、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩等
の緩衝液等が挙げられる。該「無痛化剤」としては、例えば、ベンジルアルコール等が挙
げられる。該「防腐剤」としては、例えば、パラオキシ安息香酸エステル類、クロロブタ

10

ノール、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、デヒドロ酢酸、ソルビン酸等が挙
げられる。該「抗酸化剤」としては、例えば、亜硫酸塩、アスコルビン酸、α−トコフェ
ロール等が挙げられる。該「着色剤」としては、例えば、食用黄色５号、食用赤色２号、
食用青色２号等の食用色素；食用レーキ色素、ベンガラ等が挙げられる。該「甘味剤」と
しては、例えば、サッカリンナトリウム、グリチルリチン二カリウム、アスパルテーム、
ステビア、ソーマチン等が挙げられる。該「酸味剤」としては、例えば、クエン酸（無水
クエン酸）、酒石酸、リンゴ酸等が挙げられる。該「発泡剤」としては、例えば、重曹等
が挙げられる。該「香料」としては、合成物および天然物のいずれでもよく、例えば、レ
モン、ライム、オレンジ、メントール、ストロベリー等が挙げられる。
【００７７】

20

本発明のイミダゾロン誘導体は、公知の方法に従い、例えば、賦形剤、崩壊剤、結合剤
または滑沢剤等の担体を添加して圧縮成形し、次いで必要により、味のマスキング、腸溶
性あるいは持続性の目的のため公知の方法でコーティングすることにより経口投与製剤と
することができる。
【００７８】
本発明のイミダゾロン誘導体は、液剤の形態でも好適に投与することができる。液剤を
調製するには、例えば、精製水、生理食塩水、アルコール類（例えば、エタノール、プロ
ピレングリコール、グリセリン、ポリエチレングリコール等）、トリアセチン等の溶媒を
用いて行うことができる。このような製剤には、さらに防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤
、安定剤のような当該技術分野において慣用の補助剤を加えてもよい。また、懸濁剤とし

30

て投与することも可能である。
【００７９】
本発明の他の実施形態として、本発明のイミダゾロン誘導体を含有する化粧品組成物が
提供される。洗顔料、石鹸、クレンジングフォーム、化粧水、乳液、美容液、美容クリー
ム、シャンプー、ヘアリンス、ヘアコンディショナー、エナメル、ファンデーション、リ
ップスティック、おしろい、パウダー、パック、香水、オーデコロン、歯磨等の化粧品に
配合することができる。化粧品組成物の処方については特に困難はなく、従来から使用さ
れている技術を用いて種々の成分を混合又は乳化等を行い、目的とした化粧品組成物を得
ることができる。一般に化粧料に使用されている成分としては、抗酸化剤、抗炎症剤、紫
外線吸収剤、美白剤、細胞賦活剤、保湿剤、金属キレート剤、油性原料、界面活性剤、溶

40

剤、高分子物質、粉体物質、色素類、香料、経皮吸収促進剤及びステロイドホルモン等を
挙げられ、これらの中から適宜選択される１または２以上の成分を含むことができる。
【００８０】
本発明のイミダゾロン誘導体を化粧品組成物に配合する場合において、その配合量は目
的とする化粧料の性質に応じて任意に選択されるが、化粧品組成物の全体に対し、０．０
０１〜１０重量％が好ましく、０．０１〜５重量％がより好ましく、０．０１〜０．２重
量％が更に好ましい。
【００８１】
化粧品組成物の剤型には特に制限はなく、溶液状、オイル状、ペースト状、ゲル状、エ
アゾル状、固体状、粉末状、顆粒状、錠剤等の任意の剤型をとることができる。また、本
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発明の化粧品組成物は、皮膚老化防止改善剤、皮膚炎症防止改善剤、浴用剤、育毛剤、皮
膚美容液、日焼け防止剤、外傷・あかぎれ・ひびわれ等による肌荒れの防止改善剤等に用
いることができる。
【００８２】
更に化粧料におけるその他の常用成分を、本発明の化粧品組成物に本発明の効果を阻害
しない範囲で添加することができる。化粧料におけるその他の常用成分としては、防腐剤
、褪色防止剤、緩衝剤、にきび用薬剤、ふけ・かゆみ防止剤、制汗防臭剤、熱傷用薬剤、
角質軟化剤、乾皮症用薬剤、抗ウイルス剤、ホルモン類、ビタミン類、アミノ酸・ペプチ
ド類、タンパク質類、収斂剤、清涼・刺激剤、動植物由来成分、抗生物質、抗真菌剤、育
毛剤等を挙げることができる。

10

【００８３】
他の実施形態において、本発明のイミダゾロン誘導体は、長期間摂取しても安全で、か
つ、血管内皮機能障害を予防しながら血管機能を健全な状態に保つことが可能であること
から、生体における様々な疾患の予防、老化の遅延等の各種機能発現が期待され、機能性
食品又は栄養補助食品に使用することができる。具体的には、高血圧症、高コレステロー
ル血症、脳梗塞、勃起機能不全、創傷、脱毛、運動機能障害、サルコペニア、腎性貧血、
疲労、肩こり、冷え性、老化等の予防、改善、緩和、または回復のために用いられうる。
例えば、サプリメントとするには、公知の方法に従い、有効成分であるカゼイン加水分解
物を例えば、賦形剤（例、乳糖、白糖、デンプン等）、崩壊剤（例、デンプン、炭酸カル
シウム等）、結合剤（例、デンプン、アラビアゴム、カルボキシメチルセルロース、ポリ
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ビニルピロリドン、ヒドロキシプロピルセルロース等）又は滑沢剤（例、タルク、ステア
リン酸マグネシウム、ポリエチレングリコール６０００等）等を添加して圧縮成形し、次
いで必要により、味のマスキング、腸溶性あるいは持続性の目的のため公知の方法でコー
ティングする。
イミダゾロン誘導体を経口投与用の機能性食品又は栄養補助食品に配合する場合におい
て、その配合量は目的とする機能性食品又は栄養補助食品の性質に応じて任意に選択され
るが、機能性食品又は栄養補助食品全体に対して、配合量下限値は、食品又は飲料全体に
対し、０．００１重量％が好ましく、０．０１重量％がより好ましく、０．１重量％が更
に好ましく、１重量％が更に一層好ましく、２重量％が殊更好ましく、５重量％が特に好
ましい。一方、配合量上限値は、食品又は飲料全体に対し、１００重量％が好ましく、９
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８重量％がより好ましく、９０重量％が更に好ましく、８０重量％が更に一層好ましく、
７０重量％が殊更好ましく、６０重量％が特に好ましい。また、機能性食品又は栄養補助
食品は、１日数回（２〜３回、又はそれ以上）に分けて摂取するのが好ましい。
【００８４】
他の実施形態において、本発明のイミダゾロン誘導体は、一般の食品又は飲料の形態と
して摂取することができ、例えば、清涼飲料（例えば、ジュース等）、菓子類（例えば、
ガム、キャンディー、クッキー、チョコレート、ビスケット、ゼリー、グミ等）、乳製品
（例えば、チーズ、バター、ヨーグルト等）、農産加工品（例えば、アイスクリーム、ハ
ム等）、水産加工品（例えば、ちくわ、はんぺん等）、麺類（例えば、そば、うどん等）
、小麦加工品（例えば、パン、ケーキ等）、缶詰類、調味食品（例えば、塩、こしょう、

40

砂糖、人工甘味料等）等の食品にイミダゾロン誘導体を添加することが考えられるが、こ
れらに限定されるものではない。
これにより、老化遅延機能を前記食品に付与することができる。イミダゾロン誘導体を
一般の食品又は飲料に配合する場合において、その配合量は目的とする一般の食品及び飲
料の性質に応じて任意に選択される。配合量下限値は、食品又は飲料全体に対し、０．０
０１重量％が好ましく、０．０１重量％がより好ましく、０．１重量％が更に好ましく、
１重量％が更に一層好ましく、２重量％が殊更好ましく、５重量％が特に好ましい。一方
、配合量上限値は、食品又は飲料全体に対し、１００重量％が好ましく、９８重量％がよ
り好ましく、９０重量％が更に好ましく、８０重量％が更に一層好ましく、７０重量％が
殊更好ましく、６０重量％が特に好ましい。前記本発明の食品又は飲料は、１日数回（２
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〜３回、又はそれ以上）に分けて摂取するのが好ましい。
【実施例】
【００８５】
以下に、ｅＮＯＳ活性化作用を有する本発明に係るイミダゾロン誘導体を得る方法とそ
の力価、作用機序について製造例、試験例をあげて説明する。尚、本発明はこれら製造例
、試験例、及び上記製造法の記載によって制限されるものではない。
【００８６】
以下の製造例中の収率はｍｏｌ／ｍｏｌ％を示す。１Ｈ−ＮＭＲスペクトルは内部標準
としてテトラメチルシランを用い、ＮＭＲスペクトルはＶａｒｉａｎ

Ｇｅｍｉｎｉ−２

００（２００ＭＨｚ）型、Ｍｅｒｃｕｒｙ−３００（３００ＭＨｚ）型スペクトルメータ
ー、Ｂｒｕｋｅｒ

ＡＶＡＮＣＥ

ＡＶ３００（３００ＭＨｚ）およびＪＥＯＬ

−ＡＬ４００型（４００ＭＨｚ）核磁気共鳴装置、Ｂｒｕｋｅｒ
（４００ＭＨｚ）、Ｂｒｕｋｅｒ

Ａｖａｎｃｅ

10

ＪＮＭ

Ａｖａｎｃｅ

４００

６００（６００ＭＨｚ）を用いて測定

した。
エレクトロスプレーイオン化液体クロマトグラフィー／質量分析（以下、ＬＣ／ＭＳと
略す。）は、Ｗａｔｅｒｓ
９６

Ａｌｌｉａｎｃｅ

Ｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅ

Ｑｕａｔｔｒｏ

ｍｉｃｒｏ

ａｒｒａｙ

２６９５、検出器：Ｗａｔｅｒｓ

２９

ｄｅｔｅｃｔｏｒ、検出器：Ｗａｔｅｒｓ

ＡＰＩを用いて測定した。

【００８７】
20

製造例１：イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）の調製法
Ｎδ−（５−ヒドロ−５−メチル−４−イミダゾロン−２−イル）−Ｌ−オルニチン（
製造法１による調製）
グルコース（９ｇ、０．０５ｍｏｌ）とＬ−アルギニン（８．７ｇ、０．０５ｍｏｌ）
を水１００ｍＬに溶解し、次いで６ＭのＮａＯＨ水溶液を加えてｐＨを１３にした。次い
で７０℃にて２時間撹拌した後、氷上にて冷却した。冷却したところで、６Ｍの塩酸を加
えてｐＨを７にした。Ｓｅｐ−Ｐａｋ

Ｃ１８（ＷＡＴＥＲＳ社）に溶液を通過させ、高

分子化合物を除去した。得られた溶液を凍結乾燥した後、１０ｍＬの水に再度溶解した。
次いで逆相ＨＰＬＣ（カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ
５μｍ

Ｃ１８

Ｔｙｐｅ

ＡＱ

２０ｍｍ×２５０ｍｍ、溶媒：水、８ｍＬ／分、２１０ｎｍ）にて、約１３〜１

６分後に溶出されるピークを分取し、凍結乾燥した。次いで陽イオン交換ＨＰＬＣにて分

30

取する際に、約４８〜５０分後に溶出されるピークを分取し、凍結乾燥した。次いで再度
、逆相ＨＰＬＣに通し脱塩を行った後、凍結乾燥した。その結果、イミダゾロン誘導体（
Ｉ−１）の白色粉末３．５３ｇを得た（粗収率３１％）。
分析：生成物０．１ｍｇを水１ｍＬに溶かし、ＬＣ／ＭＳで分析した。（ｍ／ｚ：２２
９．０［Ｍ＋Ｈ］＋、カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ Ｃ１８ Ｔｙｐｅ ＡＱ、５
μｍ、４．６×２５０ｍｍ、溶媒：水、０．３ｍＬ／分、ＥＳＩ＋）。
１

Ｈ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：１．２４（３Ｈ，ｄ，Ｊ＝７．０８Ｈｚ，Ｈ９

）， １．６０（２Ｈ，ｍ，Ｈ４）， １．７０−１．８５（２Ｈ，ｍ，Ｈ３）， ３．１
９−３．２８（２Ｈ，ｍ，Ｈ５）， ３．６４（１Ｈ，ｔ，Ｊ＝６．１２Ｈｚ， Ｈ２），
４．０５（１Ｈ，ｍ，Ｈ８）.

40

【００８８】
【化１６】

【００８９】
製造例２：イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）の調製法
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Ｎδ−（５−ヒドロ−５−メチル−４−イミダゾロン−２−イル）−Ｌ−オルニチン（
製造法２による調製）
Ｌ−アルギニン（８．７ｇ、０．０５ｍｏｌ）を水１００ｍＬに溶解した後、メチルグ
リオキザール（Ｓｉｇｍａ社）を５０ｍＭとなるように添加した。次いで６ＭのＮａＯＨ
水溶液を加えてｐＨを１３にした。次いで、３０℃にて１時間撹拌を行った後、６Ｍの塩
酸を加えてｐＨを７にした。次いでＳｅｐ‐Ｐａｋ

Ｃ１８（ＷＡＴＥＲＳ社）を用いて

高分子化合物を除去した。次いで逆相ＨＰＬＣ（カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ
Ｃ１８

Ｔｙｐｅ

ＡＱ

５μｍ

２０ｍｍ×２５０ｍｍ、溶媒：水、８ｍＬ／分、２１

０Ｎｍ）にて約１３〜１６分後に溶出されるピークを分取し、凍結乾燥することでイミダ
ゾロン誘導体（Ｉ−１）の白色粉末９．１２ｇを得た（粗収率８０％）。

10

【００９０】
製造例３：イミダゾロン誘導体（Ｉ−２）の調製法
Ｎδ−（５−メチル−５−ヒドロキシメチル−４−イミダゾロン−２−イル）−Ｌ−オ
ルニチン
製造例１の方法と同様にして、グルコースとアルギニンの加熱反応物を逆相ＨＰＬＣに
て供する際、約１１〜１２分後に溶出されるピークを分取し、凍結乾燥した。次いで陽イ
オン交換ＨＰＬＣにて分取する際に、約２８〜３０分後に溶出されるピークを分取し、凍
結乾燥した。次いで再度逆相ＨＰＬＣに通し脱塩を行った後、凍結乾燥した。その結果、
イミダゾロン誘導体（Ｉ−２）の白色粉末９０３ｍｇを得た（粗収率７％）。
分析：生成物０．１ｍｇを水１ｍＬに溶かし、ＬＣ／ＭＳで分析した。（ｍ／ｚ：２５

20

＋

９．０［Ｍ＋Ｈ］

、カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ Ｃ１８ Ｔｙｐｅ ＡＱ、５

μｍ、４．６×２５０ｍｍ、溶媒：水、０．３ｍＬ／分、ＥＳＩ＋）。
１

Ｈ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：１．１９（３Ｈ，ｍ，Ｈ１０）， １．６３（

２Ｈ，ｍ，Ｈ４） ， １．８０−１．９０（２Ｈ，ｍ，Ｈ３）， ３．１９−３．２８（
２Ｈ，ｍ，Ｈ５）， ３．５４（１Ｈ，ｍ，Ｈ９）， ３．６２（１Ｈ，ｍ，Ｈ９）， ３
．６９（１Ｈ，ｍ， Ｈ２）.
【００９１】
【化１７】
30

【００９２】
製造例４：イミダゾロン誘導体（Ｉ−３）の調製法
Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２−ヒドロキシエチル）−４−イミダゾロン−２−イル］
−Ｌ−オルニチン
製造例１の方法と同様にして、グルコースとアルギニンの加熱反応物を逆相ＨＰＬＣに

40

て供する際、約１２〜１３分後に溶出されるピークを分取し、凍結乾燥した。次いで陽イ
オン交換ＨＰＬＣにて分取する際には、約３４〜３６分後に溶出されるピークを分取し、
凍結乾燥した。次いで再度、逆相ＨＰＬＣに通し脱塩を行った後、凍結乾燥した。その結
果、イミダゾロン誘導体（Ｉ−３）の白色粉末８８５ｍｇを得た（粗収率７％）。
分析：生成物０．１ｍｇを水１ｍＬに溶かし、ＬＣ／ＭＳで分析した。（ｍ／ｚ：２５
９．０［Ｍ＋Ｈ］＋、カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ Ｃ１８ Ｔｙｐｅ ＡＱ、５
μｍ、４．６×２５０ｍｍ、溶媒：水、０．３ｍＬ／分、ＥＳＩ＋）。
１

Ｈ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：１．６０（２Ｈ，ｍ，Ｈ４）， １．７８−１

．８１（２Ｈ，ｍ，Ｈ３）， １．７８−１．８１（１Ｈ，ｍ，Ｈ９）， １．９７（１Ｈ
，ｍ，Ｈ９）， ３．２０−３．３０（２Ｈ，ｍ，Ｈ５）， ３．５６−３．６０（１Ｈ，
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ｍ，Ｈ９）， ３．５８（１Ｈ，ｔ，Ｊ＝６．１２Ｈｚ，Ｈ２）， ４．０５−４．１７（
１Ｈ，ｍ，Ｈ７）.
【００９３】
【化１８】

10

【００９４】
製造例５：イミダゾロン誘導体（Ｉ−４）の調製法
Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２−ジヒドロキシエチル）−４−イミダゾロン−２−
イル］−Ｌ−オルニチン
製造例１の方法と同様にして、グルコースとアルギニンの加熱反応物を逆相ＨＰＬＣに
て供する際、約１１〜１２分後に溶出されるピークを分取し凍結乾燥した。次いで陽イオ
ン交換ＨＰＬＣにて分取する際に、約２５〜２８分後に溶出されるピークを分取し、凍結

20

乾燥した。次いで再度、逆相ＨＰＬＣに通し脱塩を行った後、凍結乾燥した。その結果、
イミダゾロン誘導体（Ｉ−４）の白色粉末１４４ｍｇを得た（粗収率１％）。
分析：生成物０．１ｍｇを水１ｍＬに溶かし、ＬＣ／ＭＳで分析した。（ｍ／ｚ：２８
９．０［Ｍ＋Ｈ］＋、カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ Ｃ１８ Ｔｙｐｅ ＡＱ、５
μｍ、４．６×２５０ｍｍ、溶媒：水、０．３ｍＬ／分、ＥＳＩ＋）。
１

Ｈ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：１．３２−１．３４（３Ｈ，ｂｓ，Ｈ１１），

１．６３（２Ｈ，ｍ，Ｈ４）， １．７５−１．９０（２Ｈ，ｍ，Ｈ３）， ３．２３−
３．３１（２Ｈ，ｍ，Ｈ５）， ３．４７（１Ｈ，ｍ，Ｈ１０）， ３．６７（１Ｈ，ｍ，
Ｈ９）， ３．６７（１Ｈ，ｍ，Ｈ２）， ３．６７（１Ｈ，ｍ，Ｈ１０）.
１３

Ｃ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：２０．３（Ｃ１１）， ２４．４（Ｃ４），

30

２８．０（Ｃ３）， ４１．２（Ｃ５）， ５４．７（Ｃ２）， ６１．７（Ｃ１０）， ６
９．１（Ｃ８）， ７４．８（Ｃ９）， １６８．２（Ｃ７）， １７４．８（Ｃ１）， １
９３．３（Ｃ６）.
【００９５】
【化１９】

40

【００９６】
製造例６：イミダゾロン誘導体（Ｉ−５）の調製法
Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２，３−ジヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロン−２
−イル］−Ｌ−オルニチン
製造例１の方法と同様にして、グルコースとアルギニンの加熱反応物を逆相ＨＰＬＣに
て供する際、約１０〜１１分後に溶出されるピークを分取し凍結乾燥した。次いで陽イオ
ン交換ＨＰＬＣにて分取する際に、約３８〜３９分後に溶出されるピークを分取し、凍結
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乾燥した。次いで再度、逆相ＨＰＬＣに通し脱塩を行った後、凍結乾燥した。その結果、
イミダゾロン誘導体（Ｉ−５）の白色粉末１７７ｍｇを得た（粗収率１％）
分析：生成物０．１ｍｇを水１ｍＬに溶かし、ＬＣ／ＭＳで分析した。（ｍ／ｚ：２８
９．０［Ｍ＋Ｈ］＋、カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ Ｃ１８ Ｔｙｐｅ ＡＱ、５
μｍ、４．６×２５０ｍｍ、溶媒：水、０．３ｍＬ／分、ＥＳＩ＋）。
１

Ｈ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：１．６３（１Ｈ，ｍ，Ｈ９）， １．６５（２

Ｈ，ｍ，Ｈ４）， １．７５−１．９０（２Ｈ，ｍ，Ｈ３）， １．８４（１Ｈ，ｍ，Ｈ９
）， ３．２５−３．３１（２Ｈ，ｍ，Ｈ５）， ３．４３（１Ｈ，ｍ，Ｈ１１）， ３．
５０（１Ｈ，ｍ，Ｈ１１）， ３．６７（１Ｈ，ｍ，Ｈ２）， ３．７０（３Ｈ，ｍ，Ｈ１
２）， ４．１５−４．３０（１Ｈ，ｍ，Ｈ８）.

10

【００９７】
【化２０】

20

【００９８】
製造例７：イミダゾロン誘導体（Ｉ−６）の調製法
Ｎδ−［５−メチル−５−（１，２，３−トリヒドロキシプロピル）−４−イミダゾロ
ン−２−イル］−Ｌ−オルニチン
製造例１の方法と同様にして、グルコースとアルギニンの加熱反応物を逆相ＨＰＬＣに
て供する際、約１１〜１２分後に溶出されるピークを分取し凍結乾燥した。次いで陽イオ
ン交換ＨＰＬＣにて分取する際に、約３７〜３８分後に溶出されるピークを分取し、凍結
乾燥した。次いで再度、逆相ＨＰＬＣに通し脱塩を行った後、凍結乾燥した。その結果、

30

イミダゾロン誘導体（Ｉ−６）の白色粉末１５９ｍｇを得た（粗収率１％）。
分析：生成物０．１ｍｇを水１ｍＬに溶かし、ＬＣ／ＭＳで分析した。（ｍ／ｚ：３１
９．０［Ｍ＋Ｈ］＋、カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ Ｃ１８ Ｔｙｐｅ ＡＱ、５
μｍ、４．６×２５０ｍｍ、溶媒：水、０．３ｍＬ／分、ＥＳＩ＋）。
１

Ｈ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：１．１９−１．２３（３Ｈ，ｍ，Ｈ１２），

１．６０（２Ｈ，ｍ，Ｈ４）， １．７５−１．８５（２Ｈ，ｍ，Ｈ３）， ３．２３−３
．３１（２Ｈ，ｍ，Ｈ５）， ３．４８（１Ｈ，ｍ，Ｈ１０）， ３．５１（１Ｈ，ｍ，Ｈ
１１）， ３．６２（１Ｈ，ｍ，Ｈ２）， ３．６７（１Ｈ，ｍ，Ｈ９）， ３．８６（１
Ｈ，ｍ，Ｈ１１）.
【００９９】
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【化２１】

10
【０１００】
製造例８：イミダゾロン誘導体（Ｉ−７）の調製法
Ｎδ−［５−ヒドロ−５−（２，３，４−トリヒドロキシブチル）−４−イミダゾロン
−２−イル］−Ｌ−オルニチン
製造例１の方法と同様にして、グルコースとアルギニンの加熱反応物を逆相ＨＰＬＣに
て供する際、約８〜１０分後に溶出されるピークを分取し凍結乾燥した。次いで陽イオン
交換ＨＰＬＣにて分取する際に、約２４〜２６分後に溶出されるピークを分取し、凍結乾
燥した。次いで再度、逆相ＨＰＬＣに通し脱塩を行った後、凍結乾燥した。
１

Ｈ−ＮＭＲ、１３Ｃ−ＮＭＲおよびＬＣ／ＭＳより、構造を確認した。その結果、イ

20

ミダゾロン誘導体（Ｉ−７）の白色粉末４７７ｍｇを得た（粗収率３％）。
分析：生成物０．１ｍｇを水１ｍＬに溶かし、ＬＣ／ＭＳで分析した。（ｍ／ｚ：３１
９．０［Ｍ＋Ｈ］＋、カラム：資生堂Ｃａｐｃｅｌｌｐａｋ Ｃ１８ Ｔｙｐｅ ＡＱ、５
μｍ、４．６×２５０ｍｍ、溶媒：水、０．３ｍＬ／分、ＥＳＩ＋）。
１

Ｈ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：１．６５（２Ｈ，ｍ，Ｈ４）， １．８０（１

Ｈ，ｍ，Ｈ９）， １．９１（１Ｈ，ｍ，Ｈ９）， １．８−１．９（２Ｈ，ｍ，Ｈ３），
３．２４−３．３１（２Ｈ，ｍ，Ｈ５）， ３．４９（１Ｈ，ｍ，Ｈ１２）， ３．５１
（１Ｈ，ｍ，Ｈ１１）， ３．５５（１Ｈ，ｍ，Ｈ１０）， ３．６５（１Ｈ，ｍ，Ｈ２）
， ３．６５（１Ｈ，ｍ，Ｈ１２）， ４．２４−４．３１（１Ｈ，ｍ，Ｈ８）.
１３

Ｃ−ＮＭＲ（Ｄ２０）δ（ｐｐｍ）：２４．４（Ｃ４）， ２８．１（Ｃ３）， ３

30

４．５（Ｃ９）， ４１．７（Ｃ５）， ５５．０（Ｃ２）， ５９．４（Ｃ８）， ６２．
９（Ｃ１２）， ６９．０（Ｃ１０）， ７５．１（Ｃ１１）， １６９．６（Ｃ７）， １
７５．１（Ｃ１）， １９３．２（Ｃ６）.
【０１０１】
【化２２】

40

【０１０２】
本発明のイミダゾロン誘導体のｅＮＯＳ活性化作用、血管内皮由来一酸化窒素産生促進
作用、および血管拡張作用は以下の試験により確認した。
【０１０３】
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実施例１：ラット摘出血管におけるイミダゾロン誘導体（（Ｉ−１）〜（Ｉ−７））の血
管拡張作用
Ｗｉｓｔａｒ系雄性ラット（日本チャールズリバー社）から胸部大動脈を摘出し、２〜
３ｍｍの長さのリング状標本を作製した。この大動脈リングを３０ｍＬのタイロード液（
９５％酸素・５％炭酸ガス通気、３７℃）で満たしたオーガンバス中で張力トランスデュ
ーサー（ＯＲＩＥＮＴＥＣ ｍｏｄｅｌ Ｔ７−８−２４６）に懸垂し、１μＭフェニレフ
リン（ＰＥ、Ｓｉｇｍａ社）で前収縮させた後、アセチルコリン（１μＭ、Ｓｉｇｍａ社
）に対する弛緩反応をモニターすることで内皮機能の有無を確認した。内皮機能が保全さ
れているリング状標本についてタイロード液を交換し、再度フェニレフリンで前収縮させ
、１００μＭにて被検物質（イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）〜（Ｉ−７））およびＬ‐ア

10

ルギニン、グルコース、フラクトシルアルギニン（Ｆｒｕ−Ａｒｇ）、マルツロシルアル
ギニン（Ｍａｌ−Ａｒｇ/Ｇｌｃ−Ｆｒｕ−Ａｒｇ）を添加した。フェニレフリンによる
収縮に対する弛緩率（％）を算出した。
【０１０４】
血管拡張作用は、フェニレフリンによる収縮に対する弛緩率（％）が８０％以上ものを
◎、４０％以上ものを○、１％以上のものを△、０％（まったく弛緩が見られなかった）
ものを×として評価した。結果を下記表１に示した（表示の数字は、弛緩率の平均±標準
誤差）。すべてのイミダゾロン誘導体に血管拡張作用を見出した。Ｌ−アルギニン、グル
コース、フラクトシルアルギニン、マルツロシルアルギニンにはいずれも血管拡張作用が
見出せなかった。

20

【０１０５】
【表１】

30

【０１０６】
実施例２：イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）、イミダゾロン誘導体（Ｉ−３）、およびイミ

40

ダゾロン誘導体（Ｉ−７）のＥＣ５０測定
実施例１と同様にして準備したオーガンバスに、各イミダゾロン誘導体を１〜１００μ
Ｍになるように添加した。フェニレフリンによる収縮を５０％弛緩する被検物質の濃度を
ＥＣ５０値としてｌｏｇｉｓｔｉｃ法により算出し、被検物質の活性の指標とした。
結果を図１に示した。血管拡張作用は、用量依存的に推移し、算出したＥＣ５０は、イ
ミダゾロン誘導体（Ｉ−１）が１３μＭ、イミダゾロン誘導体（Ｉ−３）が７１μＭ、イ
ミダゾロン誘導体（Ｉ−７）が２５μＭであった。
【０１０７】
実施例３：イミダゾロン誘導体の血管内皮由来一酸化窒素産生促進作用
実施例１で示した７種のうち、３種類のイミダゾロン誘導体（（Ｉ−１）、（Ｉ−３）
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、および（Ｉ−７））について、血管内皮が保全された無処置（ｉｎｔａｃｔ）の大動脈
リング（対照）、血管内皮を機械的に剥離した大動脈リングに対する作用を比較した。
結果を下記の表２に示す。３種類のイミダゾロン誘導体の作用は血管内皮を剥離すると
完全に消失したことから、本発明のイミダゾロン誘導体の血管拡張作用は血管内皮依存的
であることが判明した（表２の第２欄）。
次に、実施例１と同様にフェニレフリンで前収縮をかけた大動脈リングを一酸化窒素合
成酵素（ＮＯＳ）の阻害剤であるＬ‐ＮＡＭＥ（Ｎω‐Ｎｉｔｒｏ‐Ｌ‐ａｒｇｉｎｉｎ
ｅ ｍｅｔｈｙｌ ｅｓｔｅｒ ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｄｅ、Ｓｉｇｍａ社、１００μＭ
）で１５分前処理した後、前記３種類のイミダゾロン誘導体を添加し、フェニレフリンに
よる収縮に対する弛緩率（％）を算出した。

10

結果、いずれのイミダゾロン誘導体においても血管の弛緩がほとんど見られなかった（
表２の第３欄）ことから、本発明のイミダゾロン誘導体の血管拡張作用は、ＮＯＳ依存的
であることが明らかとなった。
次いで、実施例１と同様にフェニレフリンで前収縮をかけた大動脈リングを一酸化窒素
スカベンジャーであるＣ−ＰＴＩＯ（２−（４−Ｃａｒｂｏｘｙｐｈｅｎｙｌ）−４，４
，５，５−ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｉｍｉｄａｚｏｌｉｎｅ−１−ｏｘｙｌ−３−ｏｘｉ
ｄｅ ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｓａｌｔ、Ｓｉｇｍａ社、３００μＭ）で１５分前処理した後
、前記３種類のイミダゾロン誘導体を添加し、フェニレフリンによる収縮に対する弛緩率
（％）を算出した。
結果、いずれのイミダゾロン誘導体においても血管の弛緩が大幅に減弱した（表２の第

20

４欄）。
次いで、上記同様にフェニレフリンで前収縮させた血管リングを、平滑筋に存在する一
酸化窒素受容体である可溶性グアニル酸シクラーゼに対する阻害剤であるＯＤＱ（１Ｈ−
［１，２，４］Ｏｘａｄｉａｚｏｌｏ［４，３−ａ］ｑｕｉｎｏｘａｌｉｎ−１−ｏｎｅ
、Ｓｉｇｍａ社、１μＭ）で１５分前処理した後、前記３種類のイミダゾロン誘導体を添
加し、フェニレフリンによる収縮に対する弛緩率（％）を算出した。
結果、いずれのイミダゾロン誘導体においても血管の弛緩が大幅に減弱した（表２の第
５欄）。
次いで、アラキドン酸由来の血管拡張物質であるプロスタサイクリン（ＰＧＩ２）の合
成酵素（シクロオキシゲナーゼ）阻害剤であるインドメタシン（Ｓｉｇｍａ社、１０μＭ
）を血管リングに１５分前処理した後、前記３種類のイミダゾロン誘導体を添加し、フェ
ニレフリンによる収縮に対する弛緩率（％）を算出した。
結果、いずれのイミダゾロン誘導体においても血管の弛緩に全く影響を与えなかった（
表２の第６欄）。
以上の結果より、本発明物質イミダゾロン誘導体の血管拡張作用は血管内皮における一
酸化窒素産生促進を介したものであることが明らかとなった。
【０１０８】
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【表２】

10

【０１０９】
実施例４：イミダゾロン誘導体による一酸化窒素産生促進作用に対するＰＩ３Ｋ（Ｐｈｏ
ｓｐｈｏｉｎｏｓｉｔｉｄｅ ３−ｋｉｎａｓｅ）の関与検討
実施例１と同様にフェニレフリンで前収縮をかけた大動脈リングをＰＩ３Ｋ阻害剤であ
るＷＯ（ｗｏｒｔｍａｎｎｉｎ、Ｓｉｇｍａ社、２００ｎＭ）で１５分前処理した後、本

20

発明のイミダゾロン誘導体を添加し、血管拡張作用を確認した。
結果、５０μＭのイミダゾロン誘導体（Ｉ−７）に関して、無処置（対照）は９０±５
％の弛緩率を示したのに対して、ＷＯ処理では５±２％となった。同様にして、５０μＭ
のイミダゾロン誘導体（Ｉ−１）では９３±３％の弛緩率を示したのに対して、ＷＯ処理
では１０±３％、１００μのイミダゾロン誘導体（Ｉ−３）では、６２±８％の弛緩率を
示したのに対して、ＷＯ処理では３±３％となり、いずれのイミダゾロン誘導体において
も血管の弛緩が大幅に減弱したことから、イミダゾロン誘導体の示す一酸化窒素産生促進
作用がＰＩ３Ｋ依存的であることが明らかとなった。
【０１１０】
実施例５：イミダゾロン誘導体（（Ｉ−２）、（Ｉ−３））によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路
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依存的なｅＮＯＳセリン１１７７残基のリン酸化亢進
実施例１と同様の方法にて摘出した胸部大動脈から、１〜１．５ｃｍのリング状標本を
作製した。作成したリング状標本をハンクス平衡塩緩衝液（ｐＨ７．４、３７℃、ＧＩＢ
ＣＯ社）中で１時間静置した後、ＰＩ３Ｋ阻害剤であるＷＯ（２００ｎＭ）で２０分前処
理した後、各種イミダゾロン誘導体（（Ｉ−２）、（Ｉ−３））を１００〜５００μＭに
て添加し、５分後、リング状標本を回収し液体窒素にて凍結保存した。凍結させたリング
状標本を氷上で解凍後、４０μＬの１％

Ｔｒｉｔｏｎ

Ｘ−１００溶解液を加えホモジ

ナイズすることでタンパク質抽出液を調製した。
イミダゾロン誘導体（Ｉ−２）に関する結果を図２および図３に、イミダゾロン誘導体
（Ｉ−３）に関する結果を図４および図５に示した。ＰＩ３Ｋ阻害剤（ＷＯ）無処理の時

40

、イミダゾロン誘導体（Ｉ−２）およびイミダゾロン誘導体（Ｉ−３）は、その濃度依存
的にｅＮＯＳセリン１１７７残基のリン酸化亢進作用を示した（図２、図４）。同時に、
Ａｋｔセリン４７３残基のリン酸化亢進作用を示した。ＷＯで前処理により、イミダゾロ
ン誘導体（Ｉ−２）およびイミダゾロン誘導体（Ｉ−３）によって誘導されるＡｋｔセリ
ン４７３残基のリン酸化は完全に抑制され（図３、図５）、その際、ｅＮＯＳセリン１１
７７残基のリン酸化も完全に抑制された。以上の結果より、イミダゾロン誘導体（Ｉ−２
）およびイミダゾロン誘導体（Ｉ−３）は、ＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ依存的にｅＮＯＳセリン１
１７７残基のリン酸化を誘導することが示された。
なお、図２〜５におけるｅＮＯＳセリン１１７７残基及びＡｋｔセリン４７３残基のリ
ン酸化の比率は、無処置（対照）においてリン酸化された各残基の相対量を１００として
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算出した数値である。
【０１１１】
実施例６：イミダゾロン誘導体（Ｉ−７）によるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ経路依存的なｅＮＯＳ
セリン１１７７残基のリン酸化亢進
実施例５と同様の方法にて、ＰＩ３Ｋ阻害剤（ＷＯ）で前処理したリング状標本にイミ
ダゾロン誘導体（Ｉ−７）を１００μＭもしくは３００μＭにて添加し、５分後のｅＮＯ
Ｓセリン１１７７残基のリン酸化およびＡｋｔセリン４７３残基のリン酸化を解析した。
結果を図６および図７に示した。ＰＩ３Ｋ阻害剤（ＷＯ）無処理の時、３００μＭのイ
ミダゾロン誘導体（Ｉ−７）は、ｅＮＯＳセリン１１７７残基のリン酸化亢進作用を示し
た（図６）。同時に、Ａｋｔセリン４７３残基のリン酸化亢進作用を示した（図７）。Ｗ

10

Ｏで前処理により、イミダゾロン誘導体（Ｉ−７）によって誘導されるＡｋｔセリン４７
３残基のリン酸化は完全に抑制され、その際、ｅＮＯＳセリン１１７７残基のリン酸化も
完全に抑制された。以上の結果より、イミダゾロン誘導体（Ｉ−７）はＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ
依存的にｅＮＯＳセリン１１７７残基のリン酸化を誘導することが示された。
なお、図６、７におけるｅＮＯＳセリン１１７７残基及びＡｋｔセリン４７３残基のリ
ン酸化の比率は、無処置（Ｖｅｈｉｃｌｅ）においてリン酸化された各残基の相対量を１
００として算出した数値である。
【０１１２】
実施例７：イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）の経口吸収性評価
製造例２で得られたイミダゾロン誘導体（Ｉ−１）を、１００ｍｇ／ｋｇとなるように
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絶食下のＩＣＲ雄性マウスに水１００μＬと共に強制投与した。投与前、投与後５、１５
、３０、６０分、２、４、６時間に腹部大静脈より血液をヘパリナイズした容器に採血し
、遠心分離して血漿を採取した。血漿から５％ＴＣＡにより除タンパク質し、ＬＣ／ＭＳ
を用いてイミダゾロン誘導体（Ｉ−１）の濃度を測定した。
結果を図８に示した。血漿中のイミダゾロン誘導体（Ｉ−１）の濃度は、投与後１５分
で最大となり、その時の濃度は１７４μＭとなった。
【０１１３】
実施例８：フェニレフリン昇圧モデルラットにおける降圧作用
実験には９〜１０週齢のＷｉｓｔａｒ系雄性ラット（日本チャールズリバー）を用いた
。フェニレフリン昇圧モデルラットの作成は、ラットをペントバルビタール麻酔し、カテ

30

ーテル留置後、フェニレフリンを７５μｇ／ｋｇ／ｍｉｎで平均血圧を１６０ｍｍＨｇ付
近まで昇圧し、血圧が安定するまで十分な時間をとった。その後、コントロ‐ル群は生理
食塩水を、サンプル投与群は、イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）４０ｍｇ／ｋｇを静脈内投
与した。
結果を図９に示す（表示の数字は、平均血圧の変動幅の平均±標準誤差）。コントロー
ル群では、ほとんど血圧の変化が認められなかったが、イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）投
与群では、投与開始から１分程度より降圧作用が認められ、最大低下幅は１２．７ｍｍＨ
ｇであった。この結果より、イミダゾロン誘導体（Ｉ−１）は、生体内でもｅＮＯＳの活
性化による降圧作用を示すことが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
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【０１１４】
本発明の特定のイミダゾロン誘導体によって、内皮機能障害を予防しながら、血管機能
を健全な状態に保つことができ、経口摂取が可能で、長期間継続摂取しても安全な、ｅＮ
ＯＳ活性を有する新規化合物、更には新規血管内皮由来一酸化窒素産生促進剤、ｅＮＯＳ
活性化剤、および血管拡張剤も提供できるようになった。更には、製薬学的に許容される
担体を含有してなる医薬組成物、化粧品組成物、機能性食品又は栄養補助食品、食品又は
飲料を提供できるようになった。特に医薬組成物は、高血圧症、心筋梗塞、脳梗塞、動脈
硬化、高コレステロール血症、糖尿病及びその合併症、認知症、勃起機能不全等の疾患の
予防及び／又は治療、老化の予防、創傷治癒、育毛、運動機能賦活、腎機能改善・腎性貧
血改善、サルコペニア改善、疲労改善、記憶・学習能改善、肩こり改善、冷え性改善等に
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