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1. BIOVIA COSMOtherm 2022の新機能、改良点、および修正点 

 

＜新機能＞ 

⚫ Pipeline Pilot の Solvation Chemistry collectionの一部として、BIOVIA COSMOtherm

を Pipeline Pilot 内で使用できるようになりました。Solvation Chemistry collection 内

の COSMOtherm の機能を大幅に改良し、入出力処理がより簡単に行えるようになる

と共に、より複雑なバッチ処理ができるようになりました。 

⚫ 電解液系の特別なパラメータセットを搭載しました。 

➢ 新しい COSMO-RS-ELYTE パラメータセットを使用することで、硬い小さなイオ

ン（アルカリ金属の単原子イオンなど）を含むプロトン性溶媒中の電解質の物性を

精度良く予測することが可能です。このような系においては、従来の COSMO-RS

法で無視していた特定の長距離相互作用の評価が重要であり、COSMO-RS-

ELYTE パラメータセットではこれに対応します。 

➢ COSMO-RS-ELYTEパラメータセットでは、硬い小さなイオン間の短距離のクー

ロン相互作用についても考慮することができます。 

➢ これらの改善により水や他のプロトン性極性溶媒中の電解質に対する物性予測性

能を大幅に改善しました。 

⚫ 融点（Tmelt）や融解熱（Hfus）を予測するための Random-Forest/ Gradient Boosting 

Machine Learning モジュールをコマンドライン版の BIOVIA COSMOtherm に追加し

ました。この機能はすべての計算レベルにおいて使用できます。 

⚫ コマンドライン版、およびユーザインタフェース版の BIOVIA COSMOtherm におい

て複数 CPU コアを使用した並列計算に対応しました。 

⚫ BP-TZVPD-FINE レベルの計算のメモリ使用を最適化しました。これより計算速度を

落とすことなく大きな系の取り扱いが可能になりました。 

 

＜改良点＞ 

⚫ 高分子関連の物性推算をより簡単に行えるように、いくつかの追加データの入力機能を

搭載しました。温度依存性のある純物質の密度、あるいはモル体積のデータが使用でき

ます。入力形式としては、DIPPR 105 式の係数、DIPPR 116 式の係数、多項式の展開

係数、および温度に対する密度情報が使用できます。 

⚫ COSMOtherm コマンドライン版において COSMOthermX で作成されたファイルリス

ト・バッチリストフォーマットの化合物リストを取り扱えるようになりました。ASCII

テキストファイルと XML フォーマットの化合物リスト（それぞれの拡張子は .txt

と.compx）が使用できます。F_LISTオプションでファイルリストが与えられた場合は、

化合物リストとして処理し、F_BATCH オプションでバッチリストが与えられた場合は、
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バッチジョブとして処理します。 

⚫ COSMObase Editor のデータの統合や置き換え機能を改良しました。 

⚫ compound property ダイアログや vap file エディタを改良しました。 

⚫ 融点や融解熱の予測が行える Machine Learning (RFMODEL)物性推算機能をすべての

固体状態に関連した物性推算において使用できるようになりました。計算設定で

RFMODEL を指定することで、実験データが利用できない場合、自動的に融点や融解

熱を計算します。 

⚫ COSMOthermコマンドライン版のOpenMP並列計算をCOSMOthermXのPreference

の設定で制御できるようになりました。 

⚫ 混合相の設定や composite mixtureファイルを使用する相図計算において、イオンが含

まれるとき、デフォルトの参照状態として理想状態を使用するように変更しました。こ

れにより、混合相の各成分の活量係数や分圧はそれらの純物質に基づいて計算せず、混

合相の相対比に基づいて計算するようになります。この取り扱いは、イオンが含まれる

場合にはより現実に準ずる仮定です。 

⚫ COSMOthermX の compound property ダイアログで任意の数の蒸気圧-温度のデータ

を入力できるようになりました。 

⚫ COSMOtherm コマンドライン版において自由エネルギーの入力が可能になりました。

また、COSMOmic 計算結果ファイルから読み込むことも可能になりました。 

⚫ BP-TZVPD-FINE レベルの計算のメモリ使用を最適化しました。これより計算速度を

落とすことなく大きな系の取り扱いが可能になりました。 

⚫ COSMOthermXユーザーガイドの「Import Settings」に関する説明を改善しました。 

⚫ COSMOthermX や COSMOconfX のリモートジョブ制御において、通信接続が切れた

とき「Retry login」を使用できるように修正しました。また、接続切れをアイコンで表

示するようになりました。「Retry login」はリモート PC と再接続されたときに使用する

ことができます。 

⚫ COSMOthermX 等で使用する Java のバージョンを AdoptOpenJDK 8 から

AdoptOpenJDK 11 に更新しました。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の COSMOthermコアコンポー

ネントの計算結果のポスト処理機能を改良し、結果を一つのテーブルにまとめ、ウェブ

ブラウザで表示することができるようになりました。また、選択したプロパティを各相

のデータから抽出してテーブルにまとめることも可能です。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の COSMOthermコアコンポー

ネントの phase matrix 機能を改良しました。Phase Screening モードにおいて、指定し

た計算条件で連続的に実行するだけでなく、複数条件を網羅的に組み合わせて計算する

ことが可能になりました。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の COSMOthermコアコンポー
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ネントの温度・圧力設定機能を改良しました。物性スクリーニングにおいて、系の条件

設定で指定した温度・圧力を使用することができます。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の COSMOthermコアコンポー

ネントの温度・圧力設定機能を改良しました。物性スクリーニングにおいて、系の条件

設定で指定した温度・圧力を使用することができます。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の COSMOthermコアコンポー

ネントのスクリーニング機能に、COSMOtherm 付属の ct_create ツールのような機能

を追加しました。これにより、系の条件設定で複数の項目を変えた網羅的な計算が行え

ます。加えて、条件設定で任意のテキスト入力も可能になりました。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の COSMOthermコアコンポー

ネントの機能がより使いやすくなりました。プルダウンメニューから物性を選択し、特

定の COSMOtherm の物性推算を実行することができるようになりました。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の 3D and InChiKey 

preconditionerの分子の全電荷算出における不具合を修正しました。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection で生成されるエラー情報

「SC_ERROR」をすべての BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection の red 

fail ポートに転送するようになりました。 

 

＜修正点＞ 

⚫ Linux 上で COSMOtherm コマンドライン版の並列計算が実行できない不具合を修正

しました。これにより、Linux 上でも複数 CPU コアを用いた並列計算が可能です。 

⚫ COSMOthermXの化合物選択ダイアログの List searchで、空白を含む化合物名が正し

く表示されない不具合を修正しました。 

⚫ 2 成分 SLE 計算の tab ファイル出力でイオン液体や塩の化合物名が正しく表示されな

い不具合を修正しました。 

⚫ 一部結合のない構造（分子ペア等）を収めた MCOS ファイルを使用したとき、

COSMOthermの計算速度が大幅に低下する不具合を修正しました。 

⚫ イオン液体の指定を含む混合相の指定を f=MIXを用いて行ったとき、設定が認識され

ない不具合を修正しました。 

⚫ .tab ファイルの内容を Excel ファイルに書き出すとき、.tab ファイル名が 31 文字以上

の場合、正常に動作しない不具合を修正しました。 

⚫ COSMOthermX の VLE/LLE パネルの不具合を修正し、化合物番号が正しく表示され

るようになりました。この不具合は同じ入力設定を用いて繰り返し計算し、その後、入

力内容を変更する場合に起こります。 

⚫ 2 成分相平衡計算の活量係数モデルフィッティング機能において、圧力を変化させて計

算を行い、本機能を使用した場合、出力テーブル中に誤った全圧が表示される不具合を
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修正しました。 

⚫ 2 成分相平衡計算において、相分離が生じる場合、全圧のグラフが.tabファイルの数値

データと僅かに異なる不具合を修正しました。この不具合は、水とイオン種を含む混合

相が用いられる場合に起こります。 

⚫ 溶解度計算の SLESOL を使用したとき、非常に稀に誤った値を出力する不具合に対応

しました。この不具合は溶解度が著しく小さく、液相の相分離計算が収束しないときに

起こります。この不具合が生じたとき、警告が表示されると共に、推算値が「NA」（Not 

Available）となります。 

⚫ COSMOthermXの 2 成分系の相図表示機能で、計算結果に定温条件と定圧条件の結果

が混合するとき、一方のグラフ表示を行えない不具合を修正しました。 

⚫ 定圧条件の気液平衡計算のオプション VLE ISOBARで出力される不要な警告を削除し

ました。 

 

 

2. BIOVIA COSMOplex&perm 2022 の新機能、改良点、および修正点 

 

＜新機能＞ 

⚫ Surface-enriched、および interface-enriched systemを追加しました。これらの系では、

表面や界面において界面活性剤がバルク相よりも高濃度になることを考慮することが

できます。 

⚫ DIRPLEX 機能を改良し、より安定した計算を可能にすると共に妥当な圧力・体積プロ

ファイルが得られるようになりました。 

⚫ COSMOplex に関連した計算ですべての配座に対して、もっとも取りうる配向やその

相対エネルギーを出力できるようになりました。 

 

<改良点＞ 

⚫ 新機能：入力設定で初期表面分率の指定が可能になりました。 

⚫ 系の初期組成、および系の化合物分布の出力形式を改善しました。界面や表面モデルの

最終結果のテーブルに Gibbs の分割面定義に基づき、inner 相と outer相の化合物分布

を出力するようになりました。 

⚫ COSMOplex のユーザーインターフェース上の入力内容が計算結果によって更新され

なくなりました。結果は Resultsパネル上にのみ反映されます。このため、Add Job や

Modify Jobの設定内容がジョブのステータスから影響を受けなくなりました。 

⚫ 分子の各配座の最も取りうる配向やその相対エネルギーを出力するようになりました。 

⚫ 新機能：ユーザーインターフェース上で実行済みの結果から新しいジョブを作成する
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ことが可能になりました。また、コマンドラインインターフェースにおいて、連続計算

の速度向上のため、ジョブの再帰呼び出しが可能になりました。さらにジョブの再現性

向上のため、荒い設定と精密設定の 2 段階で計算を実行するようになりました。荒い

設定の結果は精密設定の計算が失敗したときの再計算に使用します。 

⚫ 新機能：surface-enriched、および interface-enriched system に対応しました。これら

では、表面や界面において界面活性剤がバルク相よりも高濃度になることを考慮する

ことができます。 

⚫ COSMOplex ユーザーインターフェースでユーザ指定の相の設定を含む COSMOplex

入力ファイルを読み込めるようになりました。 

⚫ DIRPLEX 機能を改良し、より安定した計算を可能にすると共に妥当な圧力・体積プロ

ファイルが得られるようになりました。また、新しい DIRPLEX をデフォルトで使用す

るようになりました。 

⚫ COSMOplex において高いエネルギー状態の取り扱いを改善しました。 

⚫ COSMOplex の計算結果に自動的に化学的注釈を付けるようになりました。 

 

＜修正点＞ 

⚫ COSMOplexの温度単位をCOSMOthermXで設定された単位系に自動的に変更するよ

うになりました。 

⚫ COSMOplex ジョブの結果が実際に利用できる場合、Results パネル上でのみ表示する

ようになりました。利用できない場合は、Start Job に戻ります。 

⚫ COSMOplex のユーザーインターフェースに新しい計算ログ機能を追加しました。稀

に起こる計算ライブラリのクラッシュ時にメッセージボックスが現れ、デバッグなど

に役立つ情報を表示します。 

⚫ COSMOperm wrapperで数字のみの化合物名の取り扱いが可能になりました。 

⚫ アルキル基延長のためのフラグメンテーションファイルに関連した COSMOplex の不

具合を修正しました。 

⚫ ミセルや分子膜中の界面活性剤やリン脂質分子のデフォルトの配向に関して、分極モ

ーメントベクトルが常に外側のバルク相に向くようになりました。この設定は「inverse」

オプションを指定することで変更できます。 

 

 

3. BIOVIA COSMOconf 2022 の新機能、改良点、および修正点 

 

＜新機能＞ 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry Collection 内の BIOVIA COSMOconf の機
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能を更新・改善しました。 

 

<改良点＞ 

⚫ DMol3 計算に必要な Materials Studio のリモート PC 上のインストール状況をチェッ

クする機能を追加しました。 

⚫ xyz ファイルフォーマットの配座構造を正しく表示できない不具合を修正しました。 

⚫ COSMOthermXや COSMOconfXのリモートジョブ制御において、通信接続が失われ

たとき「Retry login」を使用できるように修正しました。また、接続切れをアイコンで

表示するようになりました。「Retry login」はリモート PC と再接続されたときに使用

することができます。 

⚫ DMol3 計算に必要な Materials Studio のパスを修正しました。 

⚫ ユーザーインターフェースで使用する Java のバージョンを AdoptOpenJDK 8 から

AdoptOpenJDK 11 に更新しました。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry collection の COSMOconfコンポーネント

で DMol3 を使用した量子化学計算をサポートしました。 

 

＜修正点＞ 

⚫ リモートジョブ投入したときに稀に発生する COSMOconf を起動できない不具合を修

正しました。 

⚫ cosmoconf.pl の実行時、構造情報を含む.xml ファイルを入力ファイルとして使用した

場合、生成される COSMO ファイルに化合物名が付与されない不具合を修正しました。 

 

 

4. BIOVIA COSMOquick 2022 の新機能、改良点、および修正点 

 

＜新機能＞ 

⚫ COSMOquick のベースとなる COSMOfrag に由来する制限を取り除くため、CFDBを

SQL 準拠のデータベースフォーマットに変更しました。これにより、データベース拡

張の制限がなくなりました。 

⚫ データベースフォーマットの変更に伴い、フラグメンテーションプロセスを再設計し

ました。フラグメンテーションにおける重要な機能は、原子のフィンガープリントの生

成、つまり、各原子の周辺環境の識別です。COSMOfragの原子フィンガープリントに

代えて Morgan フィンガープリントを使用するようになりました。最新の

COSMOquick では、このフィンガープリントと追加情報を用いて SQlite フォーマット

のデータベースから目的化合物のσ-プロファイルを作成します。 
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⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry collection の 一部 として BIOVIA 

COSMOquick を使用できるようになりました。フラグメンテーションコンポーネント

を使用することでフラグメントに基づく COSMO ファイルやσ-プロファイルを作成

できます。 

 

＜改良点＞ 

⚫ CFDB を SQL 準拠のデータベースに変更したことで古いデータベース形式や

COSMOfragに由来するいくつかの制限がなくなりました。また、フラグメンテーショ

ンの処理速度が向上しました。 

⚫ ユーザーインターフェースで使用する Java のバージョンを AdoptOpenJDK 8 から

AdoptOpenJDK 11 に更新しました。 

⚫ SQL 準拠の新しい分子データベースへの変更に伴い、高分子の mcos ファイルを自動

的に生成することができなくなりました。対応する機能は Golden 2022 で無効になり

ました。 

⚫ Pipeline Pilot Solvation Chemistry collectionに化合物のmeta-COSMO（mcos）ファイ

ルを作成するフラグメンテーションコンポーネントを追加しました。このコンポーネ

ントには SMILES リーダー（他のリーダーへの変更も可能）が含まれます。本コンポ

ーネントでフラグメンテーションを行うには SQL準拠の新しい分子データベースが必

要です。 

⚫ Pipeline Pilot Solvation Chemistry collection にフラグメンテーションにより作成した

COSMO ファイルを用いて物性推算を行うサンプルプロトコルを追加しました。この

プロトコルでは高速フラグメンテーションと COSMOtherm の物性推算を組み合わせ

て、純物質の物性スクリーニングや溶媒スクリーニングを行えるようにしています。 

 

＜修正点＞ 

⚫ コマンドラインで複数の COSMOquick ジョブを実行したとき、すべてのジョブで同じ

作業フォルダを使用し、相互のジョブが干渉する不具合を修正しました。最新版では、

ジョブごとに作業フォルダを自動作成し、計算を行います。 

 

 

5. BIOVIA COSMObase 2022 の改良点 

 

<改良点＞ 

⚫ COSMObase Editor のデータの取り込みや統合機能を改良し、より使いやすくなりま

した。 
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⚫ Compound property ダイアログや vap file エディタの使いやすさを改善しました。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry collection に COSMObase Insert コンポー

ネントの使い方を説明する新しいプロトコルを追加しました。プロトコルでは、

MariaDB 準拠の COSMObase の生成、作成した COSMObase への分子の追加、およ

び作成した COSMObase のコンテンツを利用したアプリケーションを例示しています。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry collection に MariaDB データベースに基づ

く COSMObase Insert コンポーネントが追加されました。COSMObase Insert コンポ

ーネントでは、既存の COSMObase に新しい分子や分子情報を追加することができま

す。 

⚫ BIOVIA Pipeline Pilot Solvation Chemistry collection に分子検索コンポーネントを追

加しました。これにより、MariaDBデータベースフォーマットの COSMObase 化合物

データベース内を検索することができます。 

 

 

6. BIOVIA TURBOMOLE 2022の新機能、改良点、および修正点 

 

＜新機能＞ 

⚫ Johnsonの local hybrid汎関数や(modified) PSTS汎関数を追加しました。 

⚫ riper において分子系の実時間発展時間依存 DFT 計算（RT-TDDFT）ができるように

なりました。 

⚫ DFT、MP2、および CC2計算において有限磁場を印加した２成分波動関数計算が可能

になりました。解析的１次微分（Hartree-Fock レベルのみ）や励起状態計算（TDHF、

TDDFT、GW/BSE、CC2 で対応）も可能です。 

⚫ GIMIC法による磁化率計算のためのインターフェースを追加しました。 

⚫ GIMIC 法による環電流評価のための X2C/DLU-X2C ハミルトニアンが利用できるよ

うになりました。 

⚫ NMR化学シフト、NMRカップリング定数、および SCFの不安定性評価において、運

動エネルギー密度を電流密度汎関数法によって計算できるようになりました。 

⚫ local hybrid汎関数によるNMR化学シフト計算において電子密度の 2次微分に対応し、

LH20t や LH14t-calPBEを使用できるようになりました。 

⚫ local hybrid汎関数を用いて GW 計算が行えるようになりました。 

⚫ DLU スキームを使用する dscf、ridft、escf、egrad、rirpa、および mpgradモジュール

における期待値計算において相対論 BSS/DKH/X2C描像変化補正が可能になりました。 

⚫ escf、egrad、aoforce、および mpshift モジュールにおいて de-aliased pseudospectral 

semiJK アルゴリズムを使用できるようになりました。1 成分、および 2 成分波動関数
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計算において補助基底なしで十分な精度と最大パフォーマンスを発揮できます。 

⚫ LibXC をバージョン 5.1.4 に更新し、汎関数定義の機能が使用できるようになりまし

た。 

⚫ 新しい mkspecモジュールを追加しました。本モジュールでは、電子吸収・円偏向・振

動・ラマンスペクトルの強度を Gauss および Lorentz 関数で経験的にブロードニング

したスペクトルを出力することができます。 

⚫ 一次電子―振動カップリングを計算する evib モジュールで原子座標に対する軌道エネ

ルギーの１次微分を計算できるようになりました。本機能は、HF・DFT 計算で使用で

きます。 

⚫ 基底関数や補助基底の近縮退を取り除くことが可能な正準直交化を搭載しました。 

⚫ CD-G0W0 計算において線形化をデフォルトで使用するようになりました。 

⚫ グラフィカルユーザーインターフェース TmoleX で以下の機能・ジョブタイプに対応

しました： 

➢ Semi-numerical exchange 

➢ 酸化・還元電位計算 

➢ DRC/IRC 反応座標計算 

➢ 色予測ツール 

➢ 電子親和力とイオン化エネルギー計算 

➢ Direct-COSMO-RS 法 

 

＜改良点＞ 

⚫ local hybrid計算の計算効率・メモリ使用量・並列化効率を改善するために搭載機能の

再構築を行いました。 

⚫ semi-numerical exchange アルゴリズムを改良しました。ridft、escf、egrad、aoforce、

および mpshift で利用可能です。local hybrid 汎関数を使用したときのメモリ使用量が

標準的な汎関数と同程度まで減少しました。また、対称性保存 de-aliasing スキームを

搭載しました。 

⚫ meta-GGA や local hybrid 汎関数を用いた 2 成分交換相関カーネルの数値的安定性が

向上しました。local hybrid 汎関数使用時の 2 成分 SCF 計算の内部閾値を修正しまし

た。 

⚫ OpenMP 並列のパフォーマンスが向上しました。 

⚫ 3 重項励起において TDDFT 計算の解析的エネルギー１次微分（egrad）で RI-J が使用

できるようになりました。 

⚫ 補助基底が使用できない場合などで、RI-Jの代わりに pseudospectral semiJK アルゴリ

ズムを使用できるようになりました。 

⚫ aoforceの基準振動計算のディスク使用量が減少しました。 
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⚫ 対称性のある分子の計算における CD-GW（および他の GW）計算の動作を改善しまし

た。 

⚫ defineのTD-DFTセクションにおいて escf/egradモジュールの最適なメモリ使用量の

推定を行うようになりました。 

⚫ LibXC の汎関数を番号だけでなく、名称でも指定できるようになりました。 

⚫ TmoleX：リモートジョブ実行時に、正しく＜number_of_cpus＞が設定されない不具合

を修正しました。 

⚫ TmoleX：テンプレートを使用しないジョブにおいて COSMO 法計算時に「Remove 

Inner Cavity」オプションがデフォルトで有効になるように仕様変更しました。なお、

COSMOtherm ジョブテンプレート内の COSMO ファイル作成計算ではデフォルトで

有効です。 

⚫ TmoleX：状態密度プロットにおいて、表示単位を原子単位から eV に変更できるよう

になりました。 

⚫ TmoleX：新しいジョブタイプOxidation/Reduction Potential では、次の計算を自動的

に行うことができます： 

➢ 再配向エネルギー（気相） 

➢ 電子親和力・イオン化エネルギー（気相） 

➢ 還元電位（溶媒中） 

➢ 溶媒和自由エネルギー変化 

⚫ TmoleX：新しいジョブタイプ DRC/IRC では、遷移状態の虚の振動モードに従って、

反応の前・後ろ方向への動的反応座標計算（DRC）を自動的に行います。また、極限的

反応座標計算（IRC）もオプションとして行うことができます。 

⚫ TmoleX；semi-numerical exchange 計算をサポートしました。Hybrid 汎関数を使用し

た計算では、Hatree-Fock 交換エネルギーを計算するため、非常に計算時間が長くなり

ますが、semi-numerical アルゴリズムは、HF 交換項の計算を高速化することができま

す。特に TDDFT や基準振動計算の高速化に有効です。TmoleX において、エネルギー

計算と TDDFT/振動計算の両者に「senex」を指定することや、エネルギー計算には用

いず、TDDFT/振動計算のみに使用するなどの設定が可能です。 

⚫ TmoleX：UV/Vis計算の結果から発光色・吸光色の計算・可視化が可能になりました。

「Calculate Color」ボタンを押すと、発光色・吸光色の RGB 値とともに予測された色

を表示します。 

⚫ TmoleX：Direct-COSMO-RS 法をサポートしました。COSMOthermで得られるσ-ポ

テンシャルを使って Direct-COSMO-RS 計算を行うことができます。本方法では、DFT

計算において水素結合などの溶媒との相互作用をより正確に取り扱うことができます。 

⚫ TmoleX：新しい汎関数「r2-SCAN-3c」や関連する基底関数 def2-mTZVPPをサポート

しました。使用時には推奨される計算設定（gridsize：m4、radsize：8）が自動設定さ
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れます。 

⚫ TmoleX：新しいジョブタイプ Electron Affinity (EA)と Ionization Energy（IE）を追加

しました。 

⚫ TmoleX：リモートジョブ投入後、リモート PC との通信接続が失われたとき、使用す

る Retry login オプションが正常に動作しない不具合を修正しました。また、接続切れ

をアイコンで表示するようになりました。Retry login オプションは再接続時に使用可

能になります。 

 

＜修正点＞ 

⚫ meta-GGA 励起エネルギー計算の電流密度汎関数法で使用する非対称性寄与の前因子

を修正しました。 

⚫ mpshift モジュールで range-separated hybrid 汎関数を使用したときにメモリリークす

る不具合を修正しました。 

⚫ UHF/UKS 計算のスピン固定の不具合を修正しました。 

⚫ Kramers非制限 2成分DFT計算において非ゼロスピン期待値が生じる不具合を修正し

ました。 

⚫ Kramers制限や非制限 2成分計算における電子密度プロットの不具合を修正しました。 

⚫ riper で出力する.cubフォーマットのボリュームデータの不具合を修正しました。 

⚫ proper モジュールで出力される Gaussian cube ファイルの座標軸の順序の不具合を修

正しました。この修正により、他の TURBOMOLE プログラムを用いて control ファイ

ル内で$pointval を指定して得られる cube ファイルと内容が一致するようになりまし

た。 

⚫ 最小基底で 2成分 BSE計算を行ったときに生じる不具合を修正しました。 

⚫ リモートジョブのテンプレートで Fukui関数を使用できない不具合を修正しました。 

⚫ 「Start new job with current data」を選択して新しいジョブを作成したとき、TmoleX

が前の計算の結果を表示する不具合を修正しました。 

 


