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第2部 Gaussianの使用法 

・Gaussian09 , GaussView５のシステム構成 
 
・GaussViewの起動 
 
・分子の構築 
 
・ジョブを実行する 
 
・GaussViewで計算結果を表示 
 
・分子構造の編集、便利なツール 

Gaussian09 , GaussView５のシステム構成 

              GUI 
(Graphical User Interface) 

Gauss 
View 

・入力データの作成 
・出力結果の表示 

アニメーション 
３Dグラフィック 
… 

ユーザー 

Gaussian 

Sub-Program 

L1~L9999 
各種計算用 

3Dグリッド生成 

cubgen 

… etc. 

~.gjf 

入力ファイル 

~.(f)chk 

バイナリー 
出力ファイル 

~.log 

出力ファイル 

~.rwf 
~.int  ~.d2e 
~.bcf 

作業用ファイル 

Gaussian program System 直接作成可能 

Gaussianの起動 
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Gaussian のファイル 

.gｊf：  入力ファイル 

.log： 出力ファイル 

.chk： チェックファイル（スクラッチファイル） 

.fchk：チェックポイントファイル 

.rwf : read-write file（スクラッチファイル） 

.int :  two-electron integral file（スクラッチファイル） 

.d2e: two-electron interal derivative file（スクラッチファイル） 

.bcf : Windows版G09Wバッチコントロールファイル 
           （bach control file) 
   

（注）rwfファイルは、従来、実行後に消去されるスクラッチファイルとされてきました
が、G09 では、リスタート時に使う場合があります。 

スクラッチファイル（一時ファイル） 

• Windows 
 

 － ジョブの正常終了時に、自動的に消去される 
 － gxx.rwf のようにファイル名が固定 
 － G09WのＦｉｌｅ-Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓで格納フォルダを指定 
     できる。指定がない場合は、Ｇ09Ｗインストール先 
       のＳｃｒａｃｈフォルダになる。 
 － Ｌｉｎｋ0のコマンドの名前を付けることができる。 
 － 名前付きのスクラッチファイルは、ジョブの正常終      
       了時に自動的には消去されない。 
 － %ＮｏＳａｖｅで消去するように指定できる。 
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アジェンダ 

1) GaussViewの起動 
 

2) 分子の構築 

  ・プロパノールを例にGaussian入力データを作成する 

    ・構造最適化と、それに続く振動計算の設定（Job Type） 

    ・エネルギーの一点計算の設定（Method: Hartree-Fock法） 

    ・GaussViewがキーワードを構築する様子（rootカード） 
 

3) ジョブを実行する 
  ・GaussViewが作った入力データを確認、データの作成 

  ・ジョブの実行、Gaussianプログラムが実行する様子を見る 

 

 

アジェンダ 

4) GaussViewで計算結果を表示 

  ・構造最適化の過程を見る 

    ・振動計算の結果を見る 

    ・分子軌道（MO）を表示 
 

5) 分子構造の編集、便利なツール 
    ・結合距離、結合角、二面角の変更 

    ・コピー＆ペースト 

    ・対称操作、選択原子の中心に置く 

    ・MO Editor 
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GaussViewの起動 

• GaussViewを起動します。 
 
 
 
 
 
 
 

• 右の画面が現れます。 
 
 
 

• 起動時の画面へ 

スタート ⇒すべてのプログラム 
⇒edsysアプリケーション 
⇒GaussView 5.0 ⇒GaussViewから 

しばらくすると、このバナー 
画面が消えます。 

起動時の画面 

クリックして 
閉じます 

Main GaussView 
control panel 

View Window: 分子を構築する画面 

作成中の分子の原子数、電子数、電荷を表示 
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GaussViewのHelp 

GaussViewのHelp 
他に、Gaussian HelpでG09の 
マニュアルを参照できます。 

ここに簡単な説明や選択の状態が表示される 

ツールバー 

二面角(dihedral) 

結合角(angle) 

結合(bond) 

フラグメントライブラリ
(fragments) 
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起動時に選択されている内容 

• Main GaussView control panel 

起動時には、予め、sp3混成の
炭素が選択されています 

Current Fragment window: 
現在選択されているフラグメントを表示 

Fragmentの接続点（Hot atom) 

炭素がHot atomメ
チル基の接続点 

Hot atomを変更するには、そ
の原子をクリックします。 

もし、Hot atomを変更した場合は、
炭素に戻します      次へ 

Main GaussView  contorol panel
でマウス操作を試してください。 
回転、移動、拡大 
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アジェンダ 

1) GaussViewの起動 
 

2) 分子の構築 

  ・プロパノールを例にGaussian入力データを作成する 

    ・構造最適化と、それに続く振動計算の設定（Job Type） 

    ・エネルギーの一点計算の設定（Method: Hartree-Fock法） 

    ・GaussViewがキーワードを構築する様子（rootカード） 
 

3) ジョブを実行する 
  ・GaussViewが作った入力データを確認、データの作成 

  ・ジョブの実行、Gaussianプログラムが実行する様子を見る 

 

 

分子構築（１） 

• Active View Window 

Active View Window上で 
クリックするとCurrent 
Fragment（メタン）が置か
れる。 

水素の上でクリックすると 
Current Fragment（メチル
基）が追加される。 

ethaneができる。 

さらにメチル基を追加し、
propaneにする。 
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分子構築（２） 

右上のElement Fragment ボタン 
または、ここをクリックすると、 
Element Fragments画面（元素周
期表）が開く 

現在炭素が選択されている。 

Element Fragments画面 

分子構築（３） 

Element Fragments画面 

酸素をクリックすると、Oxygen 
Fragment:の選択へ。 
sp3混成の酸素が選択されている。 

Current Fragment 
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分子構造（４） 

• Active View Window 

水素の上でクリックすると 
OH（水酸基）に変わる。 propanolができる。 

12 atoms, 34 electrons, neutral, singlet 

Gaussian Calculation Setup 

Controle panel からGaussian 
Calculation Setup を選択。 

ここにGaussianキーワードなど
が表示されます。 

大文字、小文字の区別はあり
ません。 
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Job Type - Energy 

初めはエネルギーの一点計算が選択されている 

Job typeを変更 

構造最適化（Optimization）の後、 
振動計算（Frequency）を行う 
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Job Type – Opt+Freq 

キーワードOptとFreqが追加される 

Optのオプション 

Freqのオプション 

Method 

Hartree-Fock法と基底関数3-21Gが
選択されている。 
キーワード：hf/3-21g 

分子の電荷（Charge:）は0 
スピン多重度（Spin:）が１、Singletが選択されている。 
Charge/Mult: には、「0  1」と書かれている。 



2013/3/26 

12 

Title 

Titleは、ジョブの内容が分かるようにメモを書くためのところ。 
何も書かない場合、GaussViewにより自動的に「Job Title 
Required」と記入される。 

Link0 

Memory と Processorsは

パソコンの資源に合わせ
て設定する。 

これは、windows
版のみ現れる。 

Checkpointファ

イルは何も指定
しないと.gjfファ

イルと同じ名前
が保存される。 
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General 

Write Connectivityがチェックされている。 
キーワード：geom=connectivity 
この情報は、分子動力学力学で使われる。 
HF法などの量子化学計算では使われないの
で、普通はチェックを外す。 

入力データ保存 

GaussViewが作る入力データを確認するため、
Editボタンで、ファイルに保存する。 
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入力データ保存 
• Saveを押す。 

 
• ファイルの保存場所を指定し、ファイル名をつけて保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

• Saveで保存後、WordPadが起動する。 

  Unixでは、viエディタが起動。 

・本学の情報基盤端末では、 
マイドキュメントの中に保存。 
・Windowsでは、ファイル拡張子が
「.gjf」になります（Unixでは「.com」）。 

アジェンダ 

1) GaussViewの起動 
 

2) 分子の構築 

  ・プロパノールを例にGaussian入力データを作成する 

    ・構造最適化と、それに続く振動計算の設定（Job Type） 

    ・エネルギーの一点計算の設定（Method: Hartree-Fock法） 

    ・GaussViewがキーワードを構築する様子（rootカード） 
 

3) ジョブを実行する 
  ・GaussViewが作った入力データを確認、データの作成 

  ・ジョブの実行、Gaussianプログラムが実行する様子を見る 
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入力データの確認 

電荷とスピン多重度 

Connectivityデータ 
（HF計算では使いませ
ん） 

CheckPointファイルの指定 
これは、windowsの場合で、Unixでは、書き方が

違います。ファイル名は、入力ファイル名から決め
られている。 

分子構造 

内容を確
認したら、
Enterで終
了します。 

入力データの構成 

• 入力データは、いくつかのセクションで構成されている。 

  － 空白行（何も書いていない行）でセクションの終了を示す場合と、空白行が不要の場合  

     がある。 

  －セクションの順番や空白行の要不要の詳細は、マニュアルのＧａｕｓｓｉａｎ 09 Input  

    Overview を参照のこと 

• Link0コマンド 

  － 「%」で始まる行で.chkや.rwfなどのスクラッチファイルを指定したり、使用メモリ量や使用 

     プロセッサ数など計算機資源を指定。（空白行なし） 

• ルートセクション 

  － 「#」で始まる行で、理論の選択、計算内容をキーワードで指定。複数行に分けることがで 

     きるため、セクションの終わりを示す空白行が必須。 

• タイトルセクション 

  － ５行以内でコメントを記述。（空白行必須） 

• 分子指定セクション 

  － 分子の電荷、多重度の一行の後に、Z行列やCartesian座標などを用いて分子構造 

• 付加情報セクション（オプション） 

  － 使用するキーワードによって必要な場合がある。空白行の要不要は内容による。 
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Link0 

• さまざまな計算機資源を設定する 

• %Mem = N 

 － 使用メモリの上限を設定。G09では、デフォルトが265MB（＝32MW） 

 － 単位に注意：KB, MB, GB,KW, MW or GW(without intervening spaces) 

 －単位のデフォルトは、Word（＝8 bytes） 

• %NProcShared=N 

 －共有メモリ環境で使用するプロセッサ（コア）数の上限 

• %LindaWorkers=node1[:n1][,node2[:n2]]… 

 －主に分散メモリ環境で使用する際の並列指定 

 －注：G03以前で使っていた%NProcLindaとは意味が異なるので使用しな 

   いように変更された。 

• %RWF= 

 － rwfファイルの分割が可能。 

 － マニュアル「Link0 Commands Summary」を参照すること 

• 「#」で始まる行で、一行に収まらない場合、複数行
に分けることができる。終わりを示す空白行が必須。 

• キーワードで解法、手法（job type）、基底関数（Basis Set）な
どを指定する。 

 － 英数字やいくつかの特殊文字で表記。大文字・小文字の区別がない  
 － キーワードのオプションは、下の形式で指定。区切り文字で複数のオ    
    プションをしていし、左右カッコで囲う 
      ・ keyword = option 
                  ・ keyword = option 
      ・ keyword = （option1, option2,…) 
                  ・ keyword（option1, option2,…) 
 － キーワードやオプションの多くに省略形がある 

 

ルートセクション 
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Job typeキーワード 

• SP: Single point energy.  
• Opt: Geometry optimization.  
• Freq: Frequency and thermochemical analysis.  
• IRC: Reaction path following.  
• IRCMax: Find the maximum energy along a specific reaction path.  
• Scan: Potential energy surface scan.  
• Polar: Polarizabilities and hyperpolarizabilities.  
• ADMP and BOMD: Direct dynamics trajectory calculation.  
• Force: Compute forces on the nuclei.  
• Stable: Test wavefunction stability.  
• Volume: Compute molecular volume.  
• Density=Checkpoint Guess=Only: Recompute population analysis only.  
• Guess=Only: Print initial guess only; generate fragment-based initial 

guess.  
 
一つのjob typeキーワードが指定できる 
• いくつかの例外 : 例えば、OptとFreq,Polar 

Molecular propertyキーワード 
• Antiferromagnetic coupling: Guess=Fragment, Stability  

• Atomic charges: Pop  

• ΔG of solvation: SCRF=SMD  

• Dipole moment: Pop  

• Electron affinities: CBS-QB3, CCSD, EPT  

• Electron density: cubegen  

• Electronic circular dichroism: CIS, TD, EOM, SAC-CI  

• Electrostatic potential: cubegen, Prop  

• Electrostatic potential-derived charges: Pop=Chelp, ChelpG or MK  

• Electronic transition band shape: Freq=FC, Freq=HT  

• Polarizabilities/hyperpolarizabilities: Freq, Polar [CPHF=RdFreq], Polar=DCSHG  

• High accuracy energies: CBS-QB3, G2, G3, G4, W1U, W1BD  

• Hyperfine coupling constants (anisotropic): Prop  

• Hyperfine spectra tensors (including g tensors): Freq=(VCD, VibRot [, Anharmonic])  

• Ionization potentials: CBS-QB3, CCSD, EPT  

• IR and Raman spectra: Freq[=Anharmonic]  

• Pre-resonance Raman spectra: Freq CPHF=RdFreq  

• Molecular orbitals: Pop=Regular  

• Multipole moments: Pop  

• NMR shielding and chemical shifts: NMR  

• NMR spin-spin coupling constants: NMR=Mixed  

• Optical rotations: Polar=OptRot  

• Raman optical activity: Freq=ROA, CPHF=RdFreq  

• Thermochemical analysis: Freq  

• UV/Visible spectra: CIS, ZIndo, TD, EOM, SAC-CI  

• Vibration-rotation coupling: Freq=VibRot  

• Vibrational circular dichroism: Freq=VCD  

 

http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_sp.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_opt.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_irc.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_ircmax.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_scan.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_polar.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_admp.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_bomd.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_force.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_stable.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_volume.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_density.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_guess.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_guess.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_population.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_scrf.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_population.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_ccd.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/u_cubegen.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cis.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_td.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/u_cubegen.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_prop.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_population.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_population.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_polar.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cphf.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cphf.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_polar.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_g1.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_g1.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_g1.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_w1u.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_w1u.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_prop.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cbs.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_ccd.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_population.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_population.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_polar.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_polar.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cphf.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cphf.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_cis.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_zindo.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_td.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/k_freq.htm
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Job  submit (G09W) 

• OKを押すと
G09Wが開始。 

ここの表示の移り変わりに注意 
→1502.exe →1601.exe 

→1701.exe  … 

実行の途中経過を表示。
しばらくすると終了。 

Job submit  (G09W) 

ジョブが正常に終了し
た場合、最後の行に
「Normal 
termination」が出力
される。 

異常終了した場合は、
ログファイルを遡って
いくと、多くの場合、
原因のヒントが見つ
かる。 

実行に要した時間、
スクラッチファイルの
サイズの情報も 

• G09が終了。 
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アジェンダ 

4) GaussViewで計算結果を表示 

  ・構造最適化の過程を見る 

    ・振動計算の結果を見る 

    ・分子軌道（MO）を表示 
 

5) 分子構造の編集、便利なツール 
    ・結合距離、結合角、二面角の変更 

    ・コピー＆ペースト 

    ・対称操作、選択原子の中心に置く 

    ・MO Editor 

 

 

 

計算結果の読み込み 

• 計算終了時の結果の取り込み画面 

計算終了後に、
チェックポイン
トファイルが
選択されてい
る。 
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ログファイルの読み込み 

• 計算結果の取り込み画面 

構造最適化の途中経
過の情報は、チェック
ポイントファイルにも
入っているが、ここで
はログファイルを使用。 

最適化の途中経過を確認するため 

ログファイルの読み込み後 

ファイル名が表示されている。 

最適化の経過をア
ニメーション風に表
示するボタン 
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最適化（opt）の過程を表示 

Result－Optimizationを選択 

最後の構造がFreq計算の情

報を含んでいることに注意。こ
れを選択後、次へ。 

６個の構造の内、一つ目を表示。その時のエネ
ルギーが表示されている。構造とエネルギーが
連動している。 

checkpointファイルの読み込み 

・振動とMOのデータは、checkpointファイルに入っています。 

File – Open  …を選択 

Open File 画面でGaussian Checkpoint files を選択。 
propanol.chkファイルを選択して開くボタンを押す。 
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振動計算（Freq）の結果 
• Freqの結果は、Result-Vibrations… 

振動のアニメ－ション 

スペクトルの表示 

振動ベクトルの表示 

IR、Ramanスペクトル 

赤いインジケータは他の画面と連動している 
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Contextメニュー 

拡大表示したい場合、
その領域をドラッグする 

画面上で右クロックす
るとコンテクストメ
ニューが開き、様々な
操作ができる。 

分子軌道（MO）の表示 

Result –Surfaces/Contours...を選択 
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分子軌道（MO）の表示 

ここでは、17番（HOMO）、18番（LUMO）を選択 

Cube Available: 13番（HOMO）を選択し、 
Surface ActionsのNew Surfaceを選択 

分子軌道（MO）の表示 

13番（HOMO）が表示されている。 
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分子軌道（MO）の表示 
MOを透明表示するには、ツールバーの
View – Display Format…を選択 

Surface – format:から
Transparentを選択 

contextメニューからも
可能 

分子軌道（MO）の表示 

Transparent表示 

TransparentとOpaqueの間
を調整して見やすくする。 
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アジェンダ 

4) GaussViewで計算結果を表示 

  ・構造最適化の過程を見る 

    ・振動計算の結果を見る 

    ・分子軌道（MO）を表示 
 

5) 分子構造の編集、便利なツール 
    ・結合距離、結合角、二面角の変更 

    ・コピー＆ペースト 

    ・MO Editor 

 

 

 

二面角(dihedral) 

結合角(angle) 

結合(bond) 

分子構造編集のアイコン 

Clean 

原子価追加 

原子削除 
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結合距離、結合角、二面角 

• これらは、原子の配置を決めるためのもので、分子軌道法の
計算で使われない。GaussVirewで結合が表示されていても、
「化学結合」ができていることを意味しない。 

• 結合距離 － ２つの原子を選択（単位：Å） 

• 結合角 － 3つの原子を選択（単位：°（0°～180°）） 

• 二面角 － ４つの原子を選択（単位：°（180°～+180°）） 

  符号の定義 

  １，２，３が定義されているときに 

  ４の位置を指定する場合、右手 

  方向にあれば正、左手方向は負 

結合距離の変更 

結合距離変更のアイコンをクリック 

原子１を選択 原子２を選択 
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結合距離の変更 

スライダーで調整するか、 
数値を書き込む 

原子１を固定して 
原子２を動かす場合 

コピー 

Hot Atomを酸素に 

Ctrl＋CあるいはEdit
メニューのCopyで、

編集中の構造を
Cloppboadへ 
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ペースト 

接続したい末端の 
水素上でクリック 

Cartesian Axesを表示 

分子“適当”なとこ
ろにおかれている
のが分かる。 
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構造最適化（opt)後 

前 後 

MO Editor 
• 本来、CASSCFの入力データ作成の際、Active spaceに含めるMOを選

択するための支援ツールが、もともとの目的とは違うが、軌道エネル
ギーと対応するMOを比較するのに便利 

MO Editor1アイコンをク
リックするか、Edit- 
Mos…を選択すると、右
の画面が表示される。 

画面下方のVisualizaタブ
に切り替え 
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MO Editor 

画面内右の軌道エネルギー一覧で、
準位をクリックして選択する。選択さ
れた準位は、「Add List:」に表示、同
時に黄色でマークされる。 

Updateをクリックしてしばらくする
と、MOが表示される。 

表示の切り替え 

Ｇａｕｓｓｉａｎ社のホームページ 

http://www.gaussian.com 

オンラインユーザーマニュアルもここ 

http://www.gaussian.com/g_tech/g_ur/g09help.htm 


