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はじめに 

本ガイドは、Campus-Wide License の Individual ユーザー（オンライン環境にあるデバイスをお使いの

方）向けのスタートアップガイドです。 

 

Campus-Wide License 使用上の注意点は下記のとおりです。 

 教育・研究目的の利用のみ可（商用利用は不可） 

 Campus-Wide License をご契約されている教育機関に在籍される、全ての学生・教職員が利用可（卒

業後・退職後は利用不可） 

 インストール台数上限なし 

ご所属の教育機関で定められている注意事項も併せてご確認ください。 

 

Campus-Wide License が、皆様の学習や授業、学術研究のお役に立てますと幸いです。 
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Campus-Wide License とは？ MATLAB/Simulink とは？ 

 

Campus-Wide License とは？ 

 

Campus-Wide License は、契約教育機関に在籍する全ての方が、いつでも、どこでも、何台でも（イン

ストール制限なし）、MATLAB/Simulink 及び 100 以上の Toolbox（アドオン製品）の他、オンラインツー

ルや自己学習形式のオンラインコース、サポートを利用できる全学利用向け包括ライセンスです。 

 

 

MATLAB/Simulink ってどんなソフトウェア？ 

 

MATLAB® は、データ解析、可視化、アルゴリズム開発、モデル作成のためのプログラミング言語およ

び数値計算プラットフォームです。 

Simulink® は、ブロック線図を用いて、マルチドメインモデルによるシステム設計、シミュレーション、

C コード自動生成、組み込み実装が可能です。 

Toolbox は、統計、数式処理、画像処理、信号処理、制御システム、ロボティクス、ディープラーニング

や機械学習などの専門分野に特化したアドオン製品（100 以上）です。 

 

統合開発環境としての MATLAB/Simulink 

 Web セミナー『MATLAB って何？ - ゼロから始める MATLAB』 

https://jp.mathworks.com/videos/what-is-matlab--1593178490830.html
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どんな分野で使われているの？ 

 

MathWorks 製品は、モデル化とシミュレーションの基本ツールとして、多岐にわたる産業分野（自動車、

航空宇宙、エネルギー、医療機器、通信、エレクトロニクス、金融サービス、産業オートメーション、機

械、地球・海洋科学、生命工学、製薬、ソフトウェア、インターネット等）で利用され、ユーザー数は 500

万人以上、組織数は 100,000 社以上に上り、世界中で利用されています。特に、自動車や航空宇宙業界

ではデファクトスタンダードとなっており、近年では自動運転や 5G 等の最先端研究開発で活用されて

います。 

また、世界の 6,500 校以上の大学が MATLAB/Simulink を利用している他、世界ランキング上位 300 位の

85%を含む 2,200 校以上（日本国内では約 100 校）の大学では Campus-Wide License が導入され、教

育・研究の DX や効率化、コラボレーションの円滑化が進められています。 

 

 『【学生向け】MATLAB & Simulink ユーザーインタビュー - 三菱電機 廣川氏の MATLAB 歴 

と学生へのメッセージ』 

産業界で活躍する現役 MATLAB ユーザーから学生に向けて、これまでの経験やメッセージをお話し

いただきました。 

 

 

 事例紹介『芝浦工業大学、MATLAB、Simulink、および Arduino ハードウェアを使用して電力シス 

テム制御を学ぶグローバル プロジェクトベース ラーニングのコースを開講』 

   

https://youtu.be/tSjWYkv3sto
https://youtu.be/tSjWYkv3sto
https://jp.mathworks.com/company/user_stories/shibaura-institute-of-technology-develops-global-project-based-learning-course-on-power-systems-control-using-matlab-simulink-and-arduino-hardware.html
https://jp.mathworks.com/company/user_stories/shibaura-institute-of-technology-develops-global-project-based-learning-course-on-power-systems-control-using-matlab-simulink-and-arduino-hardware.html
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MATLAB/Simulink の特徴やメリットは？ 

 

✓ 使いやすいインタラクティブなプログラミング環境（環境構築が不要） 

✓ 行列計算を得意とし、複雑で高度な計算を容易に実施 

✓ 可視化とグラフ作成が容易 

✓ Python、C/C++、Fortran、Java など他言語と連携し、ハードウェアとの接続も容易 

✓ アプリの作成・配布、またはクラウドで、プログラムの実施・共有 

✓ 並列計算をサポートし、複数コア CPU, GPU, スーパーコンピューターへのスケーラブルな展開が

容易 

✓ 検証済の豊富な公式ドキュメンテーション 
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MathWorks アカウントの新規作成 

個人の MathWorks アカウントに、所属する教育機関が契約する Campus-Wide License を紐付けること

で、MathWorks の 100 以上の製品、オンラインツール、自主学習形式のオンラインコース、サポートに

アクセスできるようになります。 

 

1. 所属教育機関のウェブページにて、利用上の注意事項等を確認し、リンクされている「MATLAB ポ

ータルサイト」にアクセスする。所属教育機関のウェブページ上で見つからない場合は、Web 検索

（例「〇〇大学 MATLAB Everyone」）で、各教育機関専用 MATLAB ポータルサイトにアクセスする。 

 

Web 検索結果例 

 

2. 各教育機関専用 MATLAB ポータルサイトの「サインインして使い始める」ボタンをクリックする。 

 

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/fact-sheet/campus-wide-license-products.pdf
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3. 所属教育機関の認証ログイン画面が表示される場合はログインする。MathWorks アカウントへの作

成／サインイン画面が表示される。※所属教育機関の認証方法によって表示される画面が異なるので、

下記「パターン A」（大学統合認証が適用されていない場合）または「パターン B」（大学統合認証が

適用されている場合）の該当する方を参照。 

 

パターン A 

 

 

 

 

 

 

※ 所属教育機関発行メールアドレス 

「～@学校ドメイン」で登録された 

MathWorks アカウントでサインインが必要 。 

 

 パターン B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
MathWorks アカウントをお持ちの方は 

メールアドレスを入力して「次へ」をクリック 

 
MathWorks アカウントをお持ちでない方は 

「作成しましょう」をクリック。  

MathWorks アカウントをお持ちでない方は 

「Create」をクリックし 

アカウント作成に進む。 

 

MathWorks アカウントをお持ちの方は 

「Log in」をクリックし 

表示画面でサインインする。 
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4. アカウントを新規作成する場合は、下記のとおり必要情報を入力し「作成する」ボタンをクリックす

る。 

    

 

 

 

※ 手順 3.の「パターン B」（大学統合認証が適用されている場合）の場合、手順 5. 6.が省略される場

合があります。 

5. 登録された E メールアドレス宛に MathWorks（service@account.mathworks.com）よりメールが送

信される。 

※ 受信トレイにメールが届いていない場合は、迷惑メール等、他のフォルダーに入っていないか

を確認する。 

 

※ メール受信していない等のエラーが生じた場合は、MathWorks カスタマーサポートに問い合わ

せる。 

 

  

MathWorks カスタマーサポート 

<メール> service@mathworks.co.jp  <電話> 03-6367-6717 

 

<メールアドレス> 

所属教育機関発行メールアドレスで登録  

「～@学校ドメイン」 

<所在地> 

日本 

<MathWorks ソフトウェアの利用目的> 

「学生として勉強に利用」または 

「教育機関で教員が学生への学習教材、

または研究にて利用」 

<13 歳以上ですか？> 

はい 

mailto:service@mathworks.co.jp
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6. 受信メール（件名「メールアドレスの認証」）を開封し「電子メールの確認」をクリックして（または

記載されている URL をコピーしてブラウザに貼り付け）メールアドレスの認証を完了させる。 

 

7. 表示されるプロファイル作成画面で日本語情報を入力する。 

  

  

<パスワード> 

任意のもの 

<お客様の役割～> 

<部署名> 

該当もしくは近いものを選択 
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8. プロファイル作成画面で英語情報を入力し、Online Service Agreement を確認したら「Online Service 

Agreement に同意します」に✓を入れ、「作成する」ボタンをクリックし MathWorks アカウント作成

を完成させる。 

 

9. 作成された MathWorks アカウントに Campus-Wide License（ライセンス=各所属教育機関契約のラ

イセンス番号, ラベル＝MATLAB (Individual), オプション=Total Headcount, 用途=Academic）がリン

クされる。 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

MATLAB を使用するには、まずは気楽に ❶インストールせずに MATLAB Online を使う方法、また

は MATLAB Online の使用制限を気にせずに ➋インストールして使う方法、の２パターンあります。 

  



 

13 

 

❶ 気楽に MATLAB を試したい → 「MATLAB オンラインを使用する」 

MATLAB Online では、インターネットアクセスが可能な場所であれば、MathWorks アカウントに

サインインするだけで、Web ブラウザー（Google Chrome 推奨）から MATLAB を利用できます。 

 次頁「オンラインツールの概要」をご参照ください。 

➋ ガッツリ MATLAB を使い倒したい → 「MATLAB をインストールする」 

「MATLAB をインストールする」をご参照ください。 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. MathWorks アカウント作成と登録が正常に完了すると、MathWorks から登録完了メール（件名

「MathWorks ライセンスへのアクセス」）が送信される。 

 

 

MathWorks アカウントに Campus-Wide License がリンクされたことで、MathWorks の 100 以上の製

品、オンラインツール、自主学習形式のオンラインコース、サポートにアクセスできるようになりまし

た。（MathWorks 製品の詳細は「製品」ページを参照してください。） 

  

オンラインツール使用時の一般的な制限やサポートされているツールボックスに関しては 

MATLAB Online 製品ページの「仕様と制限」をご参照ください。 

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/fact-sheet/campus-wide-license-products.pdf
https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/fact-sheet/campus-wide-license-products.pdf
https://jp.mathworks.com/products.html
https://jp.mathworks.com/products/matlab-online/limitations.html
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オンラインツールの概要 

MathWorks 提供のオンラインツールは下記のとおりです。 

 

 

➢ MATLAB を初めて使う方には「MATLAB 入門」コースの受講がおすすめです。 

「学習リソース：オンラインコース」の「MATLAB 入門をやってみよう」を参照ください。  

MATLAB Drive 

MATLAB Online 

Simulink Online 

MATLAB ライブエディター 

MATLAB Mobile 

オンラインコース 

MATLAB を活用した授業 (教員対象) 

MATLAB Grader (教員対象) 
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オンラインツール 

 

MATLAB Online 

 

MATLAB Online では下記のことが可能です： 

✓ ダウンロードやインストールなしで MATLAB および Simulink を使用 

✓ オンラインでの共有や公開により他のユーザーとコラボレーション 

✓ どこからでもファイルを保管、管理および利用 

 

※ 対応環境： Windows®, Mac, Linux®, Chrome OS、最新バージョンの web ブラウザ（Google 

Chrome 推奨）詳細はこちら  

※ 仕様と制限に関する詳細はこちら 

※ 表示言語は Web ブラウザの言語設定に依存します。変更方法に関しては以下の YouTube ビデオ

（視聴時間=1 分）をご参照ください。 

『MATLAB Online の始め方と言語設定の方法』 

 

➢ MathWorks ホームページの Matrix Menu から「MATLAB」>「Open MATLAB Online」で「MATLAB 

Online」にアクセスできます。 

 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/products/matlab-online.html
https://jp.mathworks.com/support/requirements/browser-requirements.html
https://jp.mathworks.com/products/matlab-online/limitations.html
https://www.youtube.com/watch?v=VdSusXLKG2w
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Simulink Online 

 

Simulink Online では下記のことが可能です： 

✓ ダウンロードやインストールなしで Simulink を使用 

✓ オンラインでの共有によるコラボレーション 

✓ どこからでもファイルを保管、管理、および利用 

 

➢ MATLAB Online のホームタブから「Simulink」にアクセスできます。 

 

 関連 Web セミナー：『Simulink 入門 - プログラミング不要な数値シミュレーション』 

  

https://jp.mathworks.com/products/simulink-online.html
https://jp.mathworks.com/videos/introduction-to-simulink-120092.html
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MATLAB Drive 

 

MATLAB Drive では下記のことが可能です： 

✓ すべてのデバイスのファイルをクラウドで管理 

✓ デスクトップでの MATLAB Drive の使用 - MATLAB Drive Connector をインストール 

✓ 他のユーザーとの共有とコラボレーション 

✓ 最大 20 GB のストレージ 

 

➢ MathWorks ホームページの Matrix Menu からも「MATLAB Drive」にアクセスできます。 

 

 

 関連ビデオ： 

『MATLAB Drive Connector のインストールと設定方法』 

『MATLAB Drive を使用して MATLAB Online で作成したプログラムを共有する方法』 

『MATLAB Drive を使用して MATLAB Mobile で作成したプログラムを共有する方法』 

 

  

https://jp.mathworks.com/products/matlab-drive.html
https://jp.mathworks.com/videos/how-to-install-matlab-drive-connector-1587625648410.html
https://jp.mathworks.com/videos/how-to-share-scripts-on-matlab-online-using-matlab-drive-1588934201998.html
https://jp.mathworks.com/videos/how-to-share-scripts-on-matlab-mobile-using-matlab-drive-online-1588935302393.html
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MATLAB Mobile 

 

MATLAB Mobile では下記のことが可能です： 

✓ MATLAB Mobile への接続 - MathWorks Cloud で実行されている MATLAB セッションに接続 

✓ センサーデータの収集 - 加速度計や GPS などのデバイスセンサーからデータを収集し、そのデー 

タを MATLAB で解析 

✓ 画像と動画の取得 - 画像と動画を撮影し、さらに処理や解析を実行 

✓ 学習と授業 - お手持ちのモバイルデバイスで、数学、エンジニアリング、その他の科目の学習や授 

業を実施 

 

※ 対応環境： MATLAB Mobile ページの「システム要件」参照 

   

コマンド入力 

関数を呼ぶことも可能 

結果の出力 可視化 

 

 関連 Web セミナー： 

『MathWorks クラウドツールを使った実験の進め方 - MATLAB Mobile を使用したデータ収集

から課題の提出まで』 

 

  

https://jp.mathworks.com/products/matlab-mobile.html
https://jp.mathworks.com/products/matlab-mobile.html
https://jp.mathworks.com/videos/virtual-lab-with-matlab-from-acquiring-sensor-data-with-matlab-mobile-to-report-submission-1594399975616.html
https://jp.mathworks.com/videos/virtual-lab-with-matlab-from-acquiring-sensor-data-with-matlab-mobile-to-report-submission-1594399975616.html
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MATLAB ライブエディター 

 

MATLAB ライブエディターでは下記のことが可能です： 

✓ 実行可能なオンラインノートブックのコードに 画像、テキスト、方程式、およびハイパーリンクを

組み込む 

✓ インタラクティブな UI コントロールを使用して、仲間の研究者がパラメーターを試したり、実践的

な環境で学習したりすることか可能 

✓ PDF、Word、HTML、LaTeX などの標準形式で公開 

✓ Git と SVN でソース管理 を実装して、変更を追跡し、プロジェクトで他のユーザーと共同作業 

✓ コードと依存関係の分析を適用 して、大規模な共同開発プロジェクト をマッピングおよび編成 

 

 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/products/matlab/live-editor.html
https://jp-mathworks-com.translate.goog/help/matlab/examples.html?category=live-scripts-and-functions&s_tid=CRUX_topnav&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
https://jp-mathworks-com.translate.goog/help/matlab/examples.html?category=live-scripts-and-functions&s_tid=CRUX_topnav&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
https://jp.mathworks.com/help/matlab/source-control.html
https://jp.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/analyze-project-dependencies.html
https://jp.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/explore-an-example-project.html
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 事例紹介：『Live Script を使ったインタラクティブな微分方程式の授業』 

（MATLAB ユーザーコミュニティーブログ） 

 

 

➢ MATLAB のホームタブで「新規ライブスクリプト」を選択して使用開始できます。 

 

 
 

  

https://blogs.mathworks.com/japan-community/2019/07/10/live-script-interactive-diffrential-equations/
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【教員向け】MATLAB Grader  

 

MATLAB Grader では下記のことが可能です： 

✓ 対話型の課題を作成 

✓ 学生の回答を自動採点し、フィードバックを提供 

✓ あらゆる学習環境で課題を実施（LMS 連携可） 

 

 関連 Web セミナー： 

⚫ 『【教職員向け】自動採点システム MATLAB Grader 体験ワークショップ - 受講体験から問題

作成まで』 

ユーザー 立命館大学 ロボティクス学科 平井慎一教授 

講義名 数値計算 

対象 3 年生 (100 名 × 2 コース) 

MATLAB Grader 利用方法 15 コマのうち 7 コマに MATLAB Grader を使用 

シラバス https://ct.ritsumei.ac.jp/syllabuspage/0e/b2/40/00_pc_ja.html 

 

“ プログラミングは、頭の中で学んだことを整理するのに役に立つので、以前より座学の授業の中

でプログラミングを取り入れることを検討していましたが時間的に難しく断念していました。

MATLAB Grader を導入することにより、100 名規模の座学の授業でも演習を取り入れることができ

るようになり、また採点の手間も半分以下になって助かっています。 

採点の方法も統計的検定を取り入れることで様々な評価をすることができ、MATLAB Grader を今後

の演習にも取り入れていきたいと思っています。” 

 

⚫ 『MATLAB を使った数学・統計入門の授業 - 京都大学の事例から学ぶプログラミング × 数学

教育』 

 

 MATLAB ユーザーコミュニティーの関連ブログ： 

『自動採点システム MATLAB Grader を使った制御の授業 ～金沢大学融合学域 山本茂教授にインタビ

ュー～』 

『遠隔教育・オンラインで授業を続けるには』 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/products/matlab-grader.html
https://jp.mathworks.com/videos/matlab-grader-workshop-1632402427667.html
https://jp.mathworks.com/videos/matlab-grader-workshop-1632402427667.html
https://ct.ritsumei.ac.jp/syllabuspage/0e/b2/40/00_pc_ja.html
https://jp.mathworks.com/videos/teaching-fundamental-mathematics-and-statistics-with-matlab-1629998325632.html
https://jp.mathworks.com/videos/teaching-fundamental-mathematics-and-statistics-with-matlab-1629998325632.html
https://blogs.mathworks.com/japan-community/2023/02/22/matlab-grader-use-case-control-theory/?from=jp
https://blogs.mathworks.com/japan-community/2023/02/22/matlab-grader-use-case-control-theory/?from=jp
https://blogs.mathworks.com/japan-community/2020/04/20/support-for-distance-learning/
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学習リソース：オンラインコース 

Campus-Wide License ユーザーは、自己学習形式のオンライン全コースを無償でご受講いただけます。

コース毎に修了証（PDF ファイルまたは固有 URL で共有可）が発行されますので、授業・研究での活

用の他、スキルアップと併せてキャリア形成や就職活動にお役立ていただけます。 

『自己学習形式のオンラインコース概要』 

※ 対応環境： Windows®, Mac, Linux®, Chrome OS、最新バージョンの web ブラウザ（Google 

Chrome 推奨）詳細はこちら 

 

 

自己学習形式のオンラインコース 

 

自己学習形式のオンラインコース では、MATLAB や Simulink の他、初心者向けの入門、AI・機械学習・

ディープラーニング、数学・最適化、画像処理・信号処理の分野のコースが随時、追加、日本語化されて

います。各コース、途中で一旦停止し再開することも可能なので自分のペースに合わせて進められます。 

 

※ コースタイトルが日本語表示のコースは日本語受講可能です。 

英語版で受講履歴があり、コースの言語設定が英語になっている場合は、日本語版ローンチ後もコー

スタイトルが英語表示のままになっている場合があります。 

https://mathworks.highspot.com/items/62de59fa652b355f8b4adea4
https://jp.mathworks.com/support/requirements/browser-requirements.html
https://matlabacademy.mathworks.com/jp
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※ Web ページ自体の表示言語はフッター（画面左下）の「このページの言語を選択」から設定できま

す。 

 

※ コースまたは特定モジュールのリンクを共有することも可能です。 
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MATLAB 入門をやってみよう 

 

『MATLAB 入門』は、MATLAB 経験のない初学者の方におすすめのコースです。 

1. 以下 A, B, C 何れかのパスでオンラインコースページにアクセスする。 

A. MathWorks ホームページ → Matrix Menu → オンライントレーニング 

 

B. MathWorks アカウント → マイコース 

 

C. MATLAB → MATLAB の学習 

 

https://jp.mathworks.com/
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2. 「MATAB 入門」をクリックする。 

 

3. 「コースを受講」をクリックする。MathWorks アカウントにサインインしていない場合はサインイ

ンする。 
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4. 各コースのリリースまたは言語は「設定」から編集可能。（任意） 

 

 

5. 「コースを開始」をクリックする。ビデオが終了したら「次へ」をクリックする。 

 

  



 

27 

 

6. 「1. コース概要」のビデオが終了すると「2. コマンド」のタスク 1「コマンドの入力」に進むので、

コマンドウィンドウにコマンドを入力して進める。 

 

※ 「目次メニュー」からモジュール全体を確認して任意のタスクを始めることも可能。 
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7. 「コースの終了」をクリック（一旦終了して再開可）すると MATLAB 入門のトップページに戻る。 

 

 

8. 「修了証と進捗状況の共有」をクリックすると「コース修了証」または「進捗レポート」の PDF ま

たは固有の共有リンクの出力が可能。授業等でオンラインコース利用の場合は、進捗状況を先生に共

有することで、先生は一括管理することが可能。 
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コース修了証（例） 

 

進捗レポート（例） 
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【教員向け】MATLAB を活用した授業 

 

教員向けのオンラインコース「MATLAB を活用した授業」は、MathWorks のオンライン学習ツールを使

用して学生の関心を高め、効果的な授業を開発するためのステップバイステップのガイドです。 

✓ Web ブラウザーから MATLAB にアクセス 

✓ MATLAB と統合されたファイル共有 

✓ テストとフィードバックが自動化された実践的な学習環境 

✓ すぐに使える教材で授業を強化 

 

 

 関連 Web セミナー： 

『【教職員向け】今すぐ使える MATLAB を使った授業コンテンツ紹介』 

 

 オンラインコースの授業活用例： 

『カーネギーメロン大学の教授が医用生体工学のための計算手法の授業にオンライン MATLAB チュート

リアルを活用』 

  

https://jp.mathworks.com/learn/teaching-with-matlab.html
https://jp.mathworks.com/videos/teaching-with-matlab-and-simulink-courseware-1628863271334.html
https://jp.mathworks.com/company/user_stories/carnegie-mellon-university-professors-use-online-matlab-tutorials-to-teach-computational-methods-for-biomedical-engineering.html?s_tid=srchtitle
https://jp.mathworks.com/company/user_stories/carnegie-mellon-university-professors-use-online-matlab-tutorials-to-teach-computational-methods-for-biomedical-engineering.html?s_tid=srchtitle


 

31 

 

MathWorks 認定プログラム 

オンラインコースの「MATLAB 基礎」を修了すると、MathWorks 認定プログラム の「Certified MATLAB 

Associate」受験の必須条件が満たされます。試験会場もしくはオンラインでの受験が可能ですが、何れ

も事前に受験の申し込みが必要となります。試験時間は 1.5 時間、受験費用は 10,000 円です。 

 

1. MathWorks 認定プログラムを受験するには先ず、下記リンクページの「新しい Webassessor™ ログ

インアカウントを作成する」をクリックしてアカウントを新規作成する。 

https://www.webassessor.com/mathworks_jp 

 

  

https://matlabacademy.mathworks.com/jp/details/matlab-fundamentals/mlbe
https://jp.mathworks.com/services/training/certification.html
https://www.webassessor.com/mathworks_jp
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2. 作成された Webassessor™ アカウントにログインする。(ログインページはこちら) 

 

3. 「試験に申し込む」ボタンをクリックする。 

 

  

https://www.webassessor.com/wa.do?page=login&branding=MATHWORKS_JP
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4. 「Academic Exam Offering」と「MathWorks Certified MATLAB Associate」のタブを開く ⊟ と「申

し込む」ボタンが表示される。 

 

5. 希望の受験会場・日時を選択し、「上記の内容をすべて読み理解したことを確認し、これらの条件や

ルールに従うことに同意します。」のチェックボックスを✓する。「選択」をクリックして進み受験予

約する。 

  



 

34 

 

学習リソース：その他 

 

ドキュメンテーション・例 

 

弊社製品をお使いになるなかで役に立つドキュメンテーションや例等は、「サポート」タブ下の「ヘルプ

センター」からご参照いただけます。 

 

※ ドキュメンテーション『MATLAB 入門』のチュートリアルで MATLAB の基礎的な知識を学ぶことも

できます。 

 

『【MATLAB を使い始めた方へ】疑問をその場で解決！ヘルプページの活用術』 

 

【MATLAB Answers】『ドキュメントページでの情報の探し方を教えてください』 

MATLAB を使い始めるにあたって、ドキュメントへのアクセス方法や、学習・エラー解決に役立つ

ドキュメント活用方法について説明されています。 

 

  

https://jp.mathworks.com/help/
https://jp.mathworks.com/help/
https://jp.mathworks.com/help/matlab/getting-started-with-matlab.html
https://youtu.be/qDoNl6iJFrk
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/1448799-
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➢ MathWorks ホームページの Matrix Menu から「ヘルプセンター」を選択してドキュメンテーション

にアクセスすることもできます。 

 

 

MATLAB からのアクセス方法： 

① 上記サポートページ、ドキュメンテーション、MATLAB の例 はツールストリップの「ヘルプ」から

もアクセスできます。 
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② doc コマンドを使う（コマンドウィンドウに「doc」と入力し Enter キー）とドキュメンテーション

ページが開きます。 

 

「例」タブから例を参照できます。 
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Web セミナー 

 

「イベント」タブ下の「オンデマンド Web セミナー」ページで、日本語版だけでも 400 以上あるビデ

オをアーカイブ視聴できます。 

 

1. MathWorks ホームページの「イベント」 ->「オンデマンド Web セミナー」をクリック 

 

2. 上部検索フィールドでキーワード検索、または検索フィルターで絞り込み検索も可能 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/videos/search.html
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 アカデミア向けオンデマンドビデオシリーズ 

『MATLAB を使って教える、学ぶ』 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/videos/series/teaching-and-learning-with-matlab.html
https://jp.mathworks.com/videos/series/teaching-and-learning-with-matlab.html
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公式 YouTube チャンネル 

 

➢ MATLAB Japan チャンネルは、MATLAB 公式チャンネル（英語）による日本語向けの公式チャンネ

ルです。 

 

 

『MATLAB で学ぶプログラミング超入門動画シリーズ』 

プログラミングの基礎と MATLAB の使い方が同時に学べる、プログラミング入門者向けのビデオシ

リーズです。 

 

  

https://www.youtube.com/c/MATLABJapan/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQVx3HzGQWKnig4cfJGxQchpmunLLP1D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQVx3HzGQWKnig4cfJGxQchpmunLLP1D
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➢ MATLAB チャンネルは、MathWorks による MATLAB 公式チャンネル（英語）です。 

日本語タイトル表示のビデオは、字幕設定で日本語を選択できます。 

 

「“How To” with MATLAB and Simulink」プレイリストでは、新機能の操作方法や、プロジェクト実行

の方法を、例とデモを通してご紹介するビデオが豊富にあります。 

 

  

https://www.youtube.com/c/matlab/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn8PRpmsu08oBSjfGe8WIMN-2_rwWFSgr
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ハードウェア組込み実装 

➢ MATLAB/Simulink を用いて、ハードウエアとの連携や組込み実装ができます。 

例）Arduino, Raspberry Pi, iOS・Android, ミニドローン 

    

 

アドオンパッケージのインストール方法 

1. MATLAB を起動する。 

2. ホームタブを表示させ、メニューバーの「アドオン」から「アドオンの入手」を選択する。 

 

3. ポップアップ画面の左側のメニューで「ハードウェアサポートパッケージ」を選択してフィルタリ

ングする。 
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4. 「MathWorks ハードウェアサポートパッケージ」が表示される。 

 

➢ 競技会やコンテストに参加する学生を MathWorks はサポートします。また、MathWorks 主催のコ

ンペティションも開催しています。 

例）MathWorks Minidrone Competitions、学生フォーミュラ、ROBO-ONE、ロボカップ 

 

  

https://jp.mathworks.com/academia/student-competitions/minidrones.html
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インストール 

R2023a より、「ドキュメンテーション」及び「例」がデフォルトでインストールされなくなったことに

より、インストールに要する容量や時間が大幅に削減されました。ドキュメンテーションや例は Web で

最新情報を閲覧可能です。（『ドキュメンテーション・例』参照） 

インストール不要で Web ブラウザ上で使える MATLAB Online 等のオンラインツールに関しては「オン

ラインツールの概要」をご参照ください。 

 

 

システム要件 

 

弊社製品は、Windows, Mac, Linux に対応しています。システム要件詳細に関しては「MATLAB and 

Simulink Requirements」ページをご参照ください。 

 

 

MATLAB をインストールする 

 

1. MATLAB ポータルサイトの「サインインして使い始める」ボタンをクリックして進み、下記画面が表

示されたら「Install MATLAB」をクリックする。または直接 ダウンロードページ にアクセスする。 

  

https://jp.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirements.html
https://jp.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirements.html
https://jp.mathworks.com/downloads/web_downloads/select_release
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2. リリースバージョン、ダウンロードの種類（製品のインストール, ISO および DMG の入手, アップデ

ートの入手 の何れか）、OS（Windows, macOS, Linux の何れか）を選択する。 

 

※次からは Windows を選択した場合の手順になります。 

3. .exe ファイルのダウンロードが開始されるので、ダウンロードが完了するまで待つ。 
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何もクリックせずにそのまま待つ、もしくは .exe ファイルをクリックして実行する。 

 

「Abort unzip operation?」画面が表示されたら「いいえ」をクリックする。 

 

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」等のユーザーアカウント制御のポッ

プアップウィンドウが表示されたら「はい」をクリックする。 

4. インストーラーが立ち上がるので MathWorks アカウントのメールアドレスを入力してサインインす

る。（右上の「詳細オプション」ボタンからの選択も可） 
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5. Software License Agreement に同意の場合は、「ライセンス許諾の条件に同意しますか?」で「はい」

を選び「次へ」をクリックする。 

 

6. 「ライセンス」と、適切なライセンスが選択されていることを確認し「次へ」をクリックする。 
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7. ユーザーの確認をして「次へ」をクリックする。 

 

8. 保存先フォルダーを選択して「次へ」をクリックする。 
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9. インストールしたい製品に ✓ を入れ（後から追加で Toolbox をインストールする ことも可能）「次

へ」をクリックする。 

 

10. オプションを選択して「次へ」をクリックする。（「デスクトップにショートカットを追加」選択推奨） 
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11. 選択の内容を確認し「インストールの開始」をクリックする。 

 

12. インストールが 100%完了するまで待つ。 
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13. インストールの完了画面が表示されたら、「閉じる」をクリックする。 

 

※ インストール完了後の手順： 

インストールリリースや Campus-Wide License 初回契約年の条件により、インストール完了後

の手順が異なり、下記２パターンとなります。 

➢ アクティベーション画面が表示されない場合 

アクティベーション不要で、インストールした MATLAB が立ち上がります。手動で立ち上げる

場合は、デスクトップのショートカット（MATLAB アイコン  ）をクリックします。

初回時に MathWorks アカウントへのサインインが必要です。 

➢ アクティベーション画面が表示される場合 

表示されるアクティベーション画面に従って、アクティベーションを完了してください。 
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※ 他のインストール方法に関しては、下記リンクの MATLAB Answers をご参照ください。 

➢ ISO ファイルを使用したインストール方法： 

（別 PC でダウンロードしたインストーラーをコピーしてインストールしたい人向け） 

どのようにオフラインコンピューター用の MATLAB インストールファイルを取得することができ

ますか? 

➢ オフラインでのインストール方法：（本ガイドはオンライン環境が前提の Individual ユーザー

向けです。常時オフライン環境での利用が前提となる Designated Computer ユーザーは下記

リンクをご参照ください。） 

インターネット環境がないコンピューターで MATLAB をどのようにアクティベーションしインス

トールをしますか？ 

  

https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/259680-matlab
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/259680-matlab
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/105856-matlab
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/105856-matlab
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後から追加で Toolbox をインストールする 

 

Campus-Wide License ユーザの方は MathWorks の 100 以上のアドオン製品を利用できます。 

 Campus-Wide License 利用可能製品リスト 

 MathWorks 製品ページ 

 

1. MATLAB を起動し、MATLAB のメニューバー「ホーム」内の「アドオン」にある「アドオンの入手」

をクリックする。 

 

2. 「アドオンエクスプローラー」が起動する。 

 

  

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/fact-sheet/campus-wide-license-products.pdf
https://jp.mathworks.com/products.html
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3. [アドオンの検索] ウィンドウでアドオン製品を検索し、検索結果から該当するものを選択する。 

例）Parallel Computing Toolbox 

 

4. 「サインインしてインストール」または「インストール」をクリックする。 

 

※「サイインしてインストール」または「インストール」ボタンが表示されない場合： 

一旦 MATLAB メニューバーの「ヘルプ」から「ライセンスの更新」よりライセンス番号を選択し、

ライセンスを更新して MATLAB を再起動する。その後に再度、手順 3.から作業を実施する。 

5. インストールされる製品を確認し「次へ」をクリックする。 
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6. ライセンス許諾を確認し「許諾する」をクリックする。 

 

7. 「インストール」をクリックする。 

 

開いている MATLAB が一旦終了し、MathWorks インストーラーが起動する。 

『このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？』等のユーザーアカウント制御のポッ

プアップ画面が表示されたら「はい」をクリックする。 
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8. インストールが完了すると MATLAB が立ち上がる。 

 

9. アドオンエクスプローラーが起動し、追加インストールした Toolbox が「インストール済み」表示さ

れる。 
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10. 起動した MATLAB の ➊ コマンドウィンドウに「ver」と入力し Enter キーを押すと、現在インスト

ールされている Toolbox が表示される。➋ 不明・疑問点は右上の検索フィールドでキーワード検索

しドキュメンテーションを参照する。 
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インストールおすすめ Toolbox 

 

MathWorks「製品」ページで各 Toolbox の詳細をご参照のうえ、ご研究内容やご興味に合わせてインスト

ールしてください。 

どの Toolbox をインストールしていいかお困りの場合は、下記 10 製品は様々な分野に対応していますの

でおすすめです。 

 

➢ 数式処理 

Symbolic Math Toolbox 

シンボリック数学計算の実行 

➢ 信号処理 

Signal Processing Toolbox 

信号処理と解析の実行 

DSP System Toolbox 

ストリーミング信号処理システムの設計およびシミュレーション 

➢ 統計解析 & 機械学習 

Statistics and Machine Learning Toolbox 

統計と機械学習を使用してデータを解析およびモデル化 

Deep Learning Toolbox 

ディープラーニング ネットワークの設計、学習、解析 

➢ 制御設計 

Control System Toolbox 

制御システムの設計と解析 

Simulink Control Design 

モデルの線形化と制御システムの設計 

➢ パラメータ最適化 

Optimization Toolbox 

線形、二次、円錐、整数、非線形の最適化問題を求解 

Simulink Design Optimization 

モデル感度を解析してモデルのパラメーターを調整 

➢ システム同定 

System Identification Toolbox 

測定された入出力データから線形および非線形動的システムモデルを作成 

 

https://jp.mathworks.com/products.html
https://jp.mathworks.com/products/symbolic.html
https://jp.mathworks.com/products/signal.html
https://jp.mathworks.com/products/dsp-system.html
https://jp.mathworks.com/products/statistics.html
https://jp.mathworks.com/products/deep-learning.html
https://jp.mathworks.com/products/control.html
https://jp.mathworks.com/products/simcontrol.html
https://jp.mathworks.com/products/optimization.html
https://jp.mathworks.com/products/sl-design-optimization.html
https://jp.mathworks.com/products/sysid.html
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オープンサイエンス 

 

オープンサイエンスとは？ 

 

オープンサイエンスとは、科学の方法論と成果物 (出版物、データ、ソフトウェアなど) を透明化し、広

くアクセスできるようにすることです。オープンサイエンスにより、利用可能なデータとコードの再利

用が最大化され、科学者が既存研究を基に構築できるようになります。MATLAB ®および Simulink ®を

使用する研究者は、オープンサイエンスを実践して、研究の科学的影響を高めることができます。 

弊社製品やツールを利用して実現可能なオープンサイエンスの詳細に関しては、What Is Open Science?（英

語） をご参照ください。（Google 機械翻訳（日本語）） 

 

MATLAB と互換性があり、相互運用可能なさまざまなデータソース、センサーおよびプラットフォーム 

  

https://jp.mathworks.com/discovery/open-science.html
https://jp-mathworks-com.translate.goog/discovery/open-science.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
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Jupyter を使用した MATLAB 

 

先述の オンラインツール、その一つである MATLAB ライブエディター の他、上記図のように MATLAB

と連携可能なツールの一つに Jupyter® Notebooks があります。Jupyter® Notebooks は、オープンサイ

エンスプロジェクトで人気のあるブラウザーベースでアクセス可能な計算ノートブックです。Python と

同様に、MATLAB ユーザーは、利用可能な MATLAB カーネル と MATLAB ライセンスを使用して、Jupyter 

Notebook (.ipynb ファイル) を開発および実行できます。 

JupyterHub 環境で複数ユーザーがプロジェクトを進めるには、MATLAB Integration for Jupyter をインス

トールして、ライセンスユーザーに Web ブラウザー経由の完全な MATLAB デスクトップ環境へのアク

セスを提供できます。 

 

クラウド内の JupyterHub インストールで実行されている MATLAB 

 

 『MathWorks 版 MATLAB kernel for Jupyter はじめました』 

（MATLAB ユーザーコミュニティーブログ） 

 

 

  

https://github.com/Calysto/matlab_kernel
https://jp.mathworks.com/products/reference-architectures/jupyter.html
https://blogs.mathworks.com/japan-community/2023/02/03/jp_mathworks-matlab-kernel-for-jupyter-released/?from=jp
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File Exchange で MATLAB コードを開く 

 

オープンサイエンスの主な目的は、研究の成果物とアルゴリズムを広く共有し、再利用することです。コ

ードとソフトウェアを共有することで、研究仲間の作業の効率化を図ることができます。 

 

 

File Exchange で共有された MATLAB コードとアルゴリズムに自由にアクセス、ダウンロード、利用で

きます。また、MATLAB ツールバーの「アドオン」ボタンからアクセスすることもできます。 

Toolbox の作成者は、File Exchange から GitHub リポジトリにリンクする ことで、アルゴリズムを共有

できます。また、可視性を高められる一方、単一のコードソースを確保できます。GitHub にリンクされ

た File Exchange リポジトリは、最新の GitHub バージョンに自動リンクされます。 

 

➢ 画面左のフィルターでカテゴリ別等に絞り込み検索をすることが可能です。また、日本語対応の File 

Exchange エントリー を検索することもできます。 

 

https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/
https://jp.mathworks.com/help/matlab/add-ons.html
https://blogs.mathworks.com/community/2014/04/18/file-exchange-now-hosts-github/?from=jp
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange?sort=date_desc_updated&q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange?sort=date_desc_updated&q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/
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クラウドで MATLAB を使う 

 

クラウドで MATLAB/Simulink を使用することで、強化されたコンピューティングリソース、ソフトウェ

アツール、および信頼性の高いデータストレージへのオンデマンドアクセスの提供が可能となり、開発

プロセスをスピードアップすることができます。 

詳細は『MATLAB and Simulink in the Cloud』（英語）を参照ください。（Google 機械翻訳（日本語）） 

 

 関連ビデオ：『クラウド環境での MATLAB 利用』 

 GitHub：『MathWorks Reference Architectures』 

：『クラウド連携』 

：『MathWorks Cloud Center』 

 

 

サードパーティアクセス 

 

全学利用向け Campus-Wide License により、契約教育機関に所属する全ての方にオープンアクセスが提

供されている他、授業や学術研究利用目的に限り（商用利用は不可）、学外の共同学術研究者にサードパ

ーティアクセス付与がライセンス管理者によって可能となります。 

サードパーティアクセスの詳細に関しては『Third-Party Access for Collaborative Research in Academia』

（英語）を参照ください。 

ライセンス管理者のコンタクト情報は、MathWorks アカウント -> 該当ライセンスをクリック -> 「管

理者へのお問合せ」タブ で確認できます。 

 

https://jp.mathworks.com/solutions/cloud.html
https://jp-mathworks-com.translate.goog/solutions/cloud.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
https://jp.mathworks.com/videos/matlab-on-the-cloud-121573.html
https://github.com/mathworks-ref-arch
https://jp.mathworks.com/help/cloudcenter/mathworks-cloud-center.html
https://jp.mathworks.com/help/cloudcenter/mathworks-cloud-center.html
https://jp.mathworks.com/support/collaborative-research-academia.html
https://jp.mathworks.com/mwaccount
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Excellence in Innovation Program 

 

～産業界で見られる課題を解決することで工学と科学の進歩に貢献～ 

産業界関連の設計・研究プロジェクトのアイディアをお探しですか？例えば学部 3 年生の設計プロジェ

クトや４年生の課題として、業界のトレンドに基づいた刺激的なプロジェクトのリストを参考にできま

す。MATLAB と Simulink を使用したテクニカルコンピューティングとモデルベースデザインに対して重

要かつ価値ある貢献を体験できると同時に、テクノロジのトレンドについて学ぶことができます。さら

に、問題解決能力に対して、MathWorks のテクノロジーリーダーが公式に認定します。 

詳細は『MathWorks Excellence in Innovation Projects』をご参照ください。 

 ユーザー事例：『上海交通大学の学生が Excellence in Innovation Program で産業用 AI の応用を学 

ぶ』 

  

https://github.com/mathworks/MathWorks-Excellence-in-Innovation
https://jp.mathworks.com/company/user_stories/students-prepare-themselves-for-industrial-ai-applications-with-excellence-in-innovation-program.html
https://jp.mathworks.com/company/user_stories/students-prepare-themselves-for-industrial-ai-applications-with-excellence-in-innovation-program.html
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サポート 

インストールやアクティベーション、弊社製品をお使いになるなかで ドキュメンテーション・例 でも

解決できないテクニカルな問題等でお困りの場合は、弊社のユーザーコミュニティサイトやサポートを

ご利用ください。 

 

 

MATLAB Answers 

 

MATLAB Answers は、MATLAB ユーザーコミュニティ「MATLAB Central」の Q&A サイトです。弊社

製品全般に関して日本語で質問ができ、過去の Q&A を検索して参照することも可能です。 

日本語でも毎月 100 件程の質問が投稿され、MathWorks 社員も含め回答も積極的に行われています。

MathWorks サポートチームへの問い合わせに対する公式回答も公開されているので、困った時にはまず

MATLAB Answers で検索がお勧めです。学生の皆様はじめ、教職員、ライセンス管理者の方々も是非ご

活用ください。 

 

➢ MathWorks ホームページの Matrix Menu からアクセスできます。 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/index
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/
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 「tag:キーワード」でタグ検索することができます。 

例）「tag:導入時参考情報」で検索した場合： 

 

 『これから MATLAB を使い始めるにあたって、活用できる情報・リソースは何がありますか？』 

MATLAB/Simulink を使い始めたばかりの方向け、基本的な使い方や操作など、参考になる情報・リ

ソースが紹介されています。 

 『ドキュメントページでの情報の探し方を教えてください』 

MATLAB を使い始めるにあたって、ドキュメントへのアクセス方法や、学習・エラー解決に役立つ

ドキュメント活用方法について紹介されています。 

  

https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/?search_origin=ans_browse&term=tag%3A%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%99%82%E5%8F%82%E8%80%83%E6%83%85%E5%A0%B1
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/1462869-matlab
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/1448799-
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/?search_origin=ans_browse&term=tag%3A%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%99%82%E5%8F%82%E8%80%83%E6%83%85%E5%A0%B1
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MathWorks 社サポートへのお問合せ 

 

技術的な問題に関して、「サポートへのお問合せ」ページから、サービスリクエストによるオンライン

またはお電話にてお問合せをしていただけます。 

※テクニカルサポートのみ教職員限定となります。学生は担当教員経由でテクニカルサポートに問い合

わせる、又は MATLAB Answers をご利用ください。 

 

 

https://jp.mathworks.com/support/contact_us.html
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/index

