Linux サーバ版 GAMESS インストールマニュアル
2022 年 4 月 15 日
本マニュアルの目的
本マニュアルでは、単独ユーザが独占的に Linux サーバ（CentOS 7.7）を使用して GAMESS ジョブを
実行するための環境構築方法、および Winmostar のリモートジョブ機能による計算手順を示していま
す。つまり複数ユーザが共同使用する計算サーバ等は対象外です。また単独ノードでの複数コアによる並
列計算のみを想定しており、複数ノードにまたがる並列計算は対象としておりません。そのため計算環境
構築は全てユーザのホームディレクトリ配下で行うことを想定しています。共用サーバ上での環境構築お
よび複数ノードによる環境構築方法につきましては別途お問い合わせください。
なお、本マニュアルでは Linux サーバでジョブスケジューラ TORQUE1が使用できる状態であることを前
提としています。また以下の命名としています。
サーバホスト名：remote_server
ユーザ名：winmostar_user
1.

GAMESS のサイト内の[GAMESS User License Agreement]サイトにブラウザ(Chrome, Firefox な
ど)を用いてアクセスする。

https://www.msg.chem.iastate.edu/gamess/License_Agreement.html

同意できる場合ば、「I agree to the above terms」をクリックする。
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http://www.adaptivecomputing.com/products/open-source/torque/
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yum 等を用いて導入する。

1) Email address を入力する
2) Linux 版(64 bit)を入手の場合は GAMESS version ……for 64 bit x86_64 under Linux with GNU
compilers にチェックを入れる
3) Submit Request をクリックする

1)

2)

3)

4) 初回は登録フォームが表示される。太字の欄をすべて入力し、再度 Submit Request をクリック
する
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5) 以下のような受付完了の画面が表示される

2.

以下のようなメールが届く（届くまでに数日かかることがある）。送られて来たメールの指示に従っ
て GAMESS をダウンロードする。
①

ダウンロードリンク先をクリックする。下図に示すサイトが立ち上がる。

②

ダウンロードするためのパスワードをメモしておく。
①

②

③

gamess-current.tar.gz

をクリックする。ユーザ名とパスワードの入力を要求されるの

で、以下のように入力する。
ユーザ名： source
パスワード：（メールに記述されたもの）
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③

④

gamess-current.tar.gz を SCP などで Linux サーバのホームディレクトリに転送する。

(ここから Linux サーバ上での操作)
3.

条件設定の前に Linux サーバの環境を調べる。
①

Intel もしくは AMD の CPU 以外の Linux マシンの場合、もしくは使用 Linux が 64 ビットか
32 ビットかが分からない場合、次のコマンドで環境を調べる。
uname -a

②

使用するコンパイラのバージョンを調べる。
gfortran の場合：gfortran

-v

Intel Fortran コンパイラの場合：ifort

4.

-v

ファイルの展開及びビルド条件設定(configuration)を行う。
①

圧縮ファイルを展開する。
tar

②

xzvf gamess-current.tar.gz

configuration を起動する。
cd

~/gamess

./config
③

[return]キーを押す。
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[winmostar_user@remote_server]$ ./config
This script asks a few questions, depending on your computer system,
to set up compiler names, libraries, message passing libraries,
and so forth.
You can quit at any time by pressing control-C, and then <return>.
Please open a second window by logging into your target machine,
in case this script asks you to 'type' a command to learn something
about your system software situation. All such extra questions will
use the word 'type' to indicate it is a command for the other window.
After the new window is open, please hit <return> to go on.

④

マシン種を指定する。本マニュアルでは linux64 としているが、Intel もしくは AMD の CPU
かつ 64 ビット Linux 以外の場合、3.①で調べたマシン種を入力する。
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GAMESS can compile on the following 32 bit or 64 bit machines:
hpe-cray-ex - HPE Cray's EX architecture (e.g., narwhal, spock)
hpe-cray-cs - HPE Cray's CS architecture (e.g., tulip)
cray-xt
- Cray's XT massively parallel system, running CNL
cray-xc
- Cray's XC massively parallel system (e.g., DoE Theta, DoD Onyx)
fj-a64fx
- Fujitsu PRIMEHPC with A64FX cpus and Fujitsu Compilers (e.g., FX1000, FX700)
ibm64
- IBM, Power8 chip or newer, running AIX or Linux (e.g., DoE Summit, DoD Hokulea)
linux32
- Linux (any 32 bit distribution), for x86
linux64
- Linux (any 64 bit distribution), for x86_64, ia64, or arm64 chips,
using gfortran, ifort, or perhaps PGI compilers.
mac64
- Apple Mac, any chip, running OS X 10.5 or newer
win64
- Windows 64-bit (Windows 10)
singularity - GAMESS Singularity container image
type 'uname -a' to partially clarify your computer's flavor.
please enter your target machine name: linux64

⑤

ダウンロードした GAMESS セットアップファイル群が存在している directory を指定する。最
後の行の[ ]内の directory でよければ、[return]キーを押すだけでよい。
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Setting up GAMESS compile and link for GMS_TARGET=linux64
GAMESS software is located at GMS_PATH=/home/winmostar_user/gamess
Please provide the name of the build location.
This may be the same location as the GAMESS directory.
GAMESS build directory? [/home/winmostar_user/games]

⑦

GAMESS の実行バイナリモジュールのバージョン番号を指定する。最後の行の[ ]内の 00 でよ
ければ、[return]キーを押すだけでよい。（数値は任意でよく、ここでは 00 としている。この
場合、実行バイナリモジュールのファイル名は「gamess.00.x」 となる。）2

2 ここで指定するバージョン（本マニュアルでは 00）は、GAMESS 開発元の提供バージョンとは関係無い。

GAMESS の提供バージョンは、output file に印字される。
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gfortran is very robust, so this is a wise choice.
Please type 'gfortran -dumpversion' or else 'gfortran -v' to
detect the version number of your gfortran.
This reply should be a string with at least two decimal points,
such as 4.9.4 or 6.3.0.
The reply may be labeled as a 'gcc' version,
but it is really your gfortran version.
Please enter only the first decimal place, such as 4.9: 4.8

⑩

[Return]キーを押す。
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(省略)
Enter your math library choice from one of the options below:
'acml', 'atlas', 'libflame', 'mkl', 'openblas', 'pgiblas', 'armpl', 'none'
: mkl

MKL が入っている directory のパスを入力する。config が自動的に調べて、Found:の行に書
かれるため、通常はそのパスを書く。
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If you have a slow network, like Gigabit Ethernet (GE), or
if you have so few nodes you won't run extensively in parallel, or
if you have no MPI library installed, or
if you want a fail-safe compile/link and easy execution,
choose 'sockets'
to use good old reliable standard TCP/IP networking.
If you have an expensive but fast network like Infiniband (IB), and
if you have an MPI library correctly installed,
choose 'mpi'.
If you wish to use a combination of TCP/IP networking for small
messages and MPI for large messages in a 'mixed' fashion,
choose 'mixed'.
communication library ('serial','sockets' or 'mpi' or 'mixed')? sockets

⑬

様々なオプションに関する質問が続くが、本マニュアルではすべて no を入力する。
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Checking the results of your sample GAMESS calculations,
the output files (exam??.log) will be taken from .
All jobs terminated normally, now checking detailed numerical results
exam01: Eerr=0.0e+00 Gerr=0.0e+00.

Passed.

exam02: Eerr=0.0e+00 Gerr=0.0e+00 Serr=0.0e+00 Lerr=1.8e-03+6.6e-05.

Passed.

(省略)
exam47: Serr=0.0e+00 Perr=6.0e-10.

Passed.

exam48: E0err=0.0e+00 E1err=0.0e+00 Gerr=0.0e+00.

Passed.

All 48 test results are correct!

9.

Linux サーバにログインし直し、以下のコマンドを実行してインストールした rungms が表示され
ることを確認する。
which rungms

以上
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