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はじめに

1.

近年、分子軌道計算や密度汎関数理論計算などの
計算化学的手法により、様々な化学反応における反
応解析が可能となって来ている。反応解析を行うこ
とにより、反応制御や合成経路開発が可能となるが、
この反応解析を行う上では、反応における遷移状態
を見出すことが重要な作業となる。しがしながらこ
の遷移状態の探索計算は、しばしば困難で長時間を
要する作業となってしまうことが多い。また特に、
複数の経路に対する複数の反応解析が必要な合成経
路開発は、その計算時間の多さからこれまで現実的
ではなかった。しかし、この遷移状態探索計算の困
難さを回避し、計算時間も短縮することができれば、
合成経路開発も可能になると考えられる。
遷移状態探索の計算時間は主に、①遷移状態計算
を開始する初期構造を作成（探索）する時間と、②
作成した初期構造より遷移状態構造へ最適化を行う
計算時間の 2 つに大別できる。①の過程で初期構造
を、求める遷移状態付近の構造として作成できれば、
②の時間を短縮することが可能となる。ここでもし、
同じ反応機構で進行する類似物質の遷移状態構造を
既に有していた場合、その遷移状態構造を基にし、
反応部位の構造を保ったまま置換基を付与するなど
して、求める遷移状態の初期構造を作成することが
可能である。この初期構造より計算を開始すれば遷
移状態計算の困難さと計算時間の長さを回避するこ
とが可能となる。
TSDB(遷移状態データベース)は、上記目的を解決
するために開発されたシステムである。TSDB 内に
は、種々の化学反応に対する遷移状態/反応物/生成
物の計算結果（構造、エネルギー等）が蓄積され、
これを用いることで、遷移状態探索(反応解析)が容
易となる。本講習会では、この TSDB を用いた反応
解析について学習する。

2.

ブ ラ ウ ザ (IE, Firefox に 対 応 ) を 起 動 し 、
TSDB(https://www.tsdb.jp/)にアクセスする。
ユーザ認証画面が表示されるので、ユーザ登録
が済んでいる場合は、メールアドレスとパスワ
ードを入力し、「ログイン」をクリックする。

3.

ユーザ未登録の場合は、「新規ユーザの登録」
をクリックし、登録を行う。

4.

ログイン後、
「Search from reaction directory」を
選択し、「next →」ボタンをクリックする。

5.

「 C-D 」 プ ル ダ ウ ン メ ニ ュ ー か ら
「Diels-Alder_reaction」を選択し、
「next →」ボ
タンをクリックする。

TSDB へのアクセスと遷移状態構造の取得
TSDBはこれまで、我々(山口大学・堀ら)によって
開発され、現在は、山口大学発ケミカルベンチャー
企業である株式会社Transition State Technology(TSテ
クノロジー, http://www.tstcl.jp/)によって公開・開発
が行われている。TSDBへはhttps://www.tsdb.jp/より
アクセスができる。
それでは、TSDB へのアクセスと遷移状態構造の
取得方法を、順を追って説明する。
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http://www.jstage.jst.go.jp/browse/cicsj/-char/ja/

6.

骨格名プルダウンメニューから「cyclohexene」
を選択し、「next →」ボタンをクリックする。

10. コピーした場合は、エディタを起動し、TS 座標
をエディタに貼りつける。
11. 「DA.crd」と名前をつけて適当な場所に保存す
る。

TS Search による計算入力ファイルの作成
(置換基の付加)
7.

「Reaction #」プルダウンメニューから「P01 :
cyclohexene」を選択し、
「next」ボタンをクリッ
クする。

8.

「ab initio/DFT」テーブルから「TS」下の「○」
をクリックする。

9.

TSDBから取得した遷移状態の座標ファイルに、
新しい置換基構造を付加し、計算の入力ファイル(初
期構造)の作成を行う。ファイルの作成には、TS
Searchを用いる。TS Searchは、遷移状態探索のため
の 様 々 な 機能 を 備 え た計 算 イ ン タフ ェ イ ス で、
MOPAC, Gaussian, GAMESSの計算入力ファイルの
作 成 も 行 う こ と が で き る 。 TS Search は 、
http://www.tstcl.jp/download/tssearch_free/ か ら ダ ウ ン
ロードできる。動作には、合わせてJAVAが必要なの
で、インストールされていない場合は、同ページよ
りリンクをたどり、JAVAをダウンロード後、インス
トールを行う。
1.

TS Search を起動する。

2.

「Gaussian」ラジオボタンを ON にし、
「Display
Mol」ボタンから「DA.crd」を開く。

ページ中段「Coordinates for TS at DFT/ab initio」
の罫線で囲まれた部分をコピーする、もしくは、
「CRD」と書かれたアイコンをクリックし、座
標ファイルをダウンロードする。
「Display」ボタンをクリックし、構造を確認する。
正しければ「Return」ボタンでウィンドウを閉じる。
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3.

「 coord<->zmat 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク す る 。
「MOPAC」ラジオボタンを ON になっているこ
とを確認した後、「Make Z-mat」ボタンをクリ
ックし、MOPAC ファイルに変換する。

4.

「MOPAC」ラジオボタンを ON にし、
「Display
Mol」ボタンから「mopac.dat」を開く。

5.

「Output File」欄に「DASub.dat」と入力し、
「Substitution」ボタンをクリックする。
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6.

9 番の原子をクリックし、
「Set atoms」ボタンを
クリックする。

7.

「Substituent」ボタンから「methoxy.lib」を選択
し、「開く」ボタンで確定する。

「partial opt.」ラジオボタンを ON にし、「Other
Keywords」欄に「recalc=4」と入力する。設定後、
「RUN」ボタンをクリックする。

8.

置換された分子が表示される。ウィンドウ内の
ドラッグにより分子を回転させ、9 番の水素が
メトキシ基に置換されていることを確認後、
「Return」ボタンで閉じる。
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ウを閉じる。

9.

substitution ウィンドウに戻るので、再び「RUN」
ボタンをクリックする。
10. 「Is your substitution OK？」とダイアログメッセ
ージが表示されるので、「はい（Y）」をクリッ
クする。

GaussTelecom を用いた Gaussain 計算の実
行
11. 計 算 が 終 了 す る と 「 Has a MOPAC run
finished？」とダイアログメッセージが表示され
る の で 、「 了解 」 を ク リッ ク す る 。そ の 後、
「Return」ボタンで substitution ウィンドウを閉
じる。

12. 「MOPAC」ラジオボタンを ON にし、
「Extract
Zmat」ボタンから「DASub.arc」を開く。
「Output
File」欄に「DASub-ts.com」と入力し、
「Make Gaus
Input」ボタンをクリックする。

13. 「Hamiltonian」を「B3LYP」
、
「Calc. Type」を「TS」
に設定し、
「Make an Input」ボタンをクリックす
る。上部テキストエリアにファイル内容が表示
されたのを確認し、
「Return」ボタンでウィンド
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反応解析(特に、遷移状態探索計算)を行い場合に
は、多くの計算機時間が必要になる。そこで、計算
を効率よく進めるための計算ジョブ管理システムが
必要となる。先に紹介したTSテクノロジーでは、
GaussGrid(http://www.tstcl.jp/products/gaussgrid/)とい
うジョブ管理システムを開発しており、これを用い
ることで、GaussianやGAMESSの計算ジョブを、多
計算機環境で効率良く進めることができる。
GaussTelecom は、この GaussGrid の機能の一部を
無償化したソフトで、遠隔地の計算機を利用し、
Gaussian の計算実行が可能である。しかしながら、
自組織以外の計算機を利用する場合には、Gaussain
のライセンス問題をクリアにする必要があるので、
注意が必要である。
本講習会では、これを用いてGaussianによる計算
を行う。GaussTelecomは、
http://www.tstcl.jp/download/gausstelecom/よりダウン
ロードできる。
1.

Gauss Telecom を起動する。

2.

設定メニューから計算ホスト、ポート番号、ユ
ーザ名、パスワードを入力し、保存をクリック
する。
必要な設定内容は講習会当日に開示する。
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3.

「参照」ボタンから「DASub-ts.com」を開く。

振動計算と IRC 計算の実行

4.

「計算開始」ボタンをクリックし、計算を開始
する。

得られた計算結果が遷移状態であるかは、振動計
算を実行し、虚の振動数を有する基準振動が唯一で
あることで確認ができる。また、IRC 計算を実行す
ることで、得られた遷移状態から至る反応物・生成
物の構造を確認することができる。
○
1.
2.

5.

「計算が終了しました。」とダイアログメッセ
ージが表示されるので、「了解」をクリックす
る。

6.

計算結果表示の最下行に「Normal termination」
とあるのを確認し、ウィンドウを閉じる。

3.
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振動計算
振動計算のための入力ファイルを作成する。TS
Search を起動する。
「Gaussian」ラジオボタンを ON にし、
「Extract
Zmat」ボタンから「DASub-ts.log」を開く。
「Output
File」欄に「DASub-freq.com」と入力し、
「Make
Gaus Input」ボタンをクリックする。

「Hamiltonian」を「B3LYP」、「Calc. Type」を
「Freq」に設定し、
「Make an Input」ボタンをク
リックする。上部テキストエリアにファイル内
容が表示されたのを確認する。キーワードは
「#B3LYP/6-31G* Freq …」であることを確認す
る。「Return」ボタンでウィンドウを閉じる。
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4.
5.

6.

7.

Gauss Telecom のウィンドウをアクティブにす
る。
「参照」ボタンから「DASub-freq.com」を開く。
「計算開始」ボタンをクリックし、計算を開始
する。

計算が終了したら、計算結果表示の最下行に
「Normal termination」とあるのを確認し、ウィ
ンドウを閉じる。
TS Search を開き、「Display Vib.」ボタンから
「DASub-freq.log」を開く。

8.

「No. of Vibration」プルダウンメニューから「＃
1」を選択し、
「Make a vibration」ボタンをクリ
ックする。このとき、負の値（実際は虚）が１
つだけであることを確認する。その後、
「Return」
ボタンでウィンドウを閉じる。

9.

Jmol を起動する。
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10. TS Search フォルダ内の「temp¥ vib.xyz」を開く。

11. 「Extras」メニューから「Animate」をクリック
する。

12. 再生ボタンをクリックし、振動が適切かどうか
確認する。
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○
1.
2.

3.

IRC 計算
TS Search を起動する。
「Gaussian」ラジオボタンを ON にし、
「Extract
Zmat」ボタンから「DASub-ts.log」を開く。
「Output
File」欄に「DASub-irc.com」と入力し、「Make
Gaus Input」ボタンをクリックする。

「Hamiltonian」を「B3LYP」
「Calc. Type」を「IRC」
、
に設定し、
「Make an Input」ボタンをクリックす
る。上部テキストエリアにファイル内容が表示
されたのを確認する。キーワードは
「#B3LYP/6-31G* IRC=( …」であることを確認
する。「Return」ボタンでウィンドウを閉じる。

7.
8.

TS Search をアクティブにする。
「Gaussian」ラジオボタンを ON にし、
「Extract
IRC」ボタンから「DASub-irc.log」を開く。

9.

「Display IRC」ボタンをクリックする。

10. Jmol を起動する。
11. TS Search フォルダ内の「temp¥ xyz.xyz」を開く。

12. 「Extras」メニューから「Animate」をクリック
する。
4.
5.

Gauss Telecom のウィンドウをアクティブにす
る。
「参照」ボタンから「DASub-irc.com」を開く。
「計算開始」ボタンをクリックし、計算を開始
する。

13. 再生ボタンをクリックし、動きが適切かどうか
確認する。

6.
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計算が終了したら、計算結果表示の最下行に
「Normal termination」とあるのを確認し、ウィ
ンドウを閉じる。
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構造検索の種類として、「完全一致検索」「部分構造
検索」
「TANIMOTO 係数による類似構造検索」が選
択できる。結果画面では各反応式が表示され、閲覧
したい反応の「Reaction detail」ボタンを押下すると、
遷移状態データを閲覧することができる。

付録(TSDB の構造検索機能)
TSDB には構造検索の機能も備えられており、反
応物・生成物の構造より効率よく遷移状態検索を行
うことができる。構造検索は、ブラウザ上から直接
構造を描画することができる。検索したい構造の
MOL ファイルがある場合は、それを読み込ませるこ
とも可能である。

構造を入力し、
「Search」ボタンを押下すると、生
成物もしくは反応物に対する構造検索が開始される。

ほり けんじ HORI, Kenzi
非経験的 MO 計算を用いた、有機分子・金属錯体の構造や反応性の解析、化学反応機構の詳細の解明を行
う一方、必要なデータの算出や解析を行うための理論やプログラムの開発も行っている。最近は、コンピ
ュータのみを用いた合成経路開発に関する研究を行っている。
連絡先 〒755-8611 山口県宇部市常盤台 2-16-1 山口大学工学部堀研究室 電話 0836-85-9238
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