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サマリー

▪ 今までのご利用実績の振り返り

–情報基盤メディアセンターでのご利用

–個別研究室でのご利用

–実施してきたセミナー等

▪ COVID-19特別対応について

–特別な状況化による遠隔教育、研究の必要性の高まり

–特別ライセンス現在のご利用状況

▪ 今後の弊社からのサポートについて

–貴学への特別サポートプランのご提案
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貴校内でのご活用状況

▪ 情報基盤メディアセンターでの大型コンカレントライセンスのご利用

– MATLAB 125起動 その他33種の追加オプション

▪ 個別の研究室でのご利用

– MATLAB 195起動 その他47種の追加オプション ライセンス管理者登録約

50名

▪ セミナー、オンサイトトレーニング 2010年より継続

– MATLAB/Simulinkセミナー開催 毎年40名程度の参加者あり

▪ はじめよう！MATLABプログラミング

▪ 制御のためのSimulink入門

– MATLAB基礎オンサイトトレーニング実施 20名
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オンライン授業、自宅でのご研究へのサポートの必要性の高まり

▪ 数値解析論

– 受講人数: 約80名後藤仁志様

▪ 空間経済システム分析

– 受講人数: 12名渋澤博幸様

▪ シミュレーション工学

– 受講人数: 約30名後藤仁志様

▪ 機械工学基礎実験

– 受講人数: 8 秋月拓磨様，安部洋平様（科目取りまとめ： 安部洋平様）

▪ 画像情報処理

– 受講人数: 約30名栗山繁様

2019年度でのMATLABの授業でのご利用実績(情報基盤メディアセンター様より)
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COVID-19特別対応期間限定ライセンスの発行、ご利用開始

COVID-19の影響によるオンライン授業移行および研究教育をサポートするための期間
限定ライセンス

⚫ 教育・研究目的の利用のみ可（商用利用は不可）

⚫ 在籍される全ての学生・教員様で利用可能（個人、自宅ＰＣ含む）

⚫ 期限：2020年8月末日

⚫ インストール台数上限なし

⚫ 情報基盤メディアセンター様と協議、ご依頼を頂き5月よりサポート開始

⚫ 個人ＰＣへのインストール、及びMATLAB Online等も利用可能になり自宅での学習、
研究継続が可能に
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COVID-19対応特別ライセンスご利用状況

• オンライン授業以降、研究教育支援の特別対応としてライセンスリリース（4月28日）

• 7月9日現在、167名の方がCOVID-19Campus-Wide Licenseに関連付けられご利用

• 2か月間、継続してご利用者が増加し、今後も増加が予想されます。

• 複数の教職員様より感謝のコメントを頂いております。
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Campus-Wide License の概要

▪ 全ての教職員と学生、それぞれが所有するデバイスがライセンスの対象

▪ 学内、ラボ、フィールド、自宅で利用可能（オフネットワーク含む）

▪ 年間ライセンス

▪ 各エンドユーザーがポータルからセルフサービス方式で利用可能

▪ IT管理の負担軽減

MATLAB Drive

オンラインでの利用

大学やラボの
コンピューター

個人のPCやモバイルデバイス

自動採点方式の宿題

低コストハードウェア
のサポート

自習型オンライン学習

クラウドストレージ
とクラウド共有

クラスターやHPC
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MATLAB for Desktops 

個人や大学が所有するマシンでの利用

教職員、学生、研究員も、いつでもどこでも全製品がご利用可能

MATLAB Online

ウェブブラウザーでの
MATLAB利用

MATLAB Mobile

iOS/Androidデバイスでの
MATLAB利用

貴学のオンライン授業、研究を強力にサポートします。
「誰一人取り残さない」持続可能な研究、教育の推進



9

オンライントレーニングコース例 （全16コース）

学生個人のペース、興味で様々なコースを能動的に学べます。
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MATLAB Grader リアルタイムに学生の習熟度のわかる自動採点システム

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行
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教育へのご提案

▪ 先導的な実践的・創造的技術者・研究者を育成

▪ 分野横断的なプロジェクト、アクティブラーニング、ＰＢＬを推進する事により、グローバ
ルな課題を発見し、分析・解決するための俯瞰的な構想・設計力を有し、具体的なも
の作りを主導できる高い技術力と科学的素養に裏付けられた、技術者の育成に寄与
します。

▪ AI教育のプラットフォームとしてもご活用頂けます。
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学生の教育研究環境を整備のために

金沢工業大学 情報基礎教育研究センター所長 竹島卓氏 ※役職名はプレスリリース当時となります

金沢工業大学は、「自ら考え行動する技術者の育成」を教育目標として実践的な教育に取り組んできました。なかでもコンピュータを活用した工学系
教育には多くの実績を残しており、今回のMATLAB/Simulink包括契約による利用環境整備が理工系全4学部における授業のアクティブラーニング
化を推進し、エンジニアとして必要なICTリテラシーを高めるものと期待をしています。

学外活動(学会等)

教員様の研究利用

自宅利用・BYOD

学生実験・PBL

研究室・ゼミ活動学生競技会

講義・教育利用

産業界で広く利用されているソリューションをプロジェクトデザイン教育やアクティブラーニングに活用

✓
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基礎教育にCampus-Wide Licenseを活用している他学事例
多くの学生が学ぶ基礎教育の科目で活用されています

大学名 授業名 対象学科 学年

法政大学 プログラミング(MATLAB) 情報科学部 2-3年

中央大学 シミュレーション 理工学部 2年
明治大学 プログラミング演習 総合数理学部 1年

金沢工業大学 数値解析 機械系 建築系 環境系 2年

金沢工業大学 MATLABによる数学 情報工学系 情報フロンティア系 1年、2年

東京理科大学 数値解析１ 理学部物理学科 2-4年

工学院大学 情報学基礎セミナー 情報学部 1年

東京電機大学 コンピュータリテラシー
工学部、未来科学部、システムデ
ザイン工学部

1年

参考: Campus-Wide License導入校の大学シラバス情報より参照
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教員向けリソースを探す
ディープラーニング ソリューションをもっと見る

「AI」を全学部必修科目へ
ディープラーニングを MATLAB で学習

金沢工業大学

金沢工業大学は MATLAB® による画像認識演習を含む「AI基礎」講座を開講します。この
授業は全学部学科 1年生1500名以上を対象に世界的に不足する AI 人材の育成を目指
すものです。

MathWorks は、演習で使用する畳み込みニューラルネットワーク (CNN) による画像分類
課題の作成に協力しました。授業中に学生が書いた文字をその場で学習データとして用い、
学習データの拡張による精度向上の体験や、App Designer で作成したCNN 学習過程を
可視化する GUIの利用により、AI を身近に感じながらより実践的な知識を習得できます。

金沢工業大学は今回の授業開発に先立ち、2015 年より Campus-Wide License を導入し
ています。これにより、全学生と教職員が MATLAB や Simulink® をいつでも、どこでも、自
由に利用できるようになっています。

MATLAB 利用のメリット:
• 毎年1500人規模の授業を可能にするバージョン管理された環境を構築
• 学習データ取り込みの自動化など授業のフロー全体を効率化
• AI に対する学生の直感的な理解を助ける GUI を構築可能
• Campus-Wide License とコード配布により自発的な応用学習が可能

MATLABの直感的なGUIと豊富なライブラ
リが魅力で「AI基礎」講座に採用しました。
GUIを併用することで一年生でもAIの本質

を理解でき、コードのカスタマイズも容易な
ため、学生の深い学びを実現することがで
きます。

“

“

Campus-Wide License とは

https://www.mathworks.com/solutions/automotive/advanced-driver-assistance-systems.html
https://www.mathworks.com/videos/big-data-data-analytics-and-machine-deep-learning-infrastructure-at-caterpillar-1497292968613.html
https://jp.mathworks.com/solutions/deep-learning.html
https://jp.mathworks.com/academia/educators.html
https://jp.mathworks.com/academia/matlab-campus.html
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MATLABはデータサイエンスのほぼ全ての領域をカバー

出所：データサイエンティスト協会におけるスキル定義より

MATLABで対応
可能な分野

数理・データサイエンス教育で幅広い活用が可能
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データへのアクセスからシステムへの統合までをサポートが可能

Campus-Wide Licenseで上記一連のワークフローを強力にサポート
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ご研究へのご提案

▪ キャンパス全体で MATLAB、その他の最新のオプションが自由に利用できることにより、
先端分野研究共通のプラットフォームとなります。その結果、分野の垣根を越えた、課
題解決型工学から、価値創造型工学に進化した異分野融合イノベーション研究の更
なる推進が可能になります。
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統合プラットフォームとして様々な用途を同一環境化でカバー
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COVID-19に対する研究開発をサポート

https://jp.mathworks.com/solutions/covid-19-research-and-development.html

https://jp.mathworks.com/solutions/covid-19-research-and-development.html
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活発な国際交流、グローバル化の促進

▪ MATLAB Campus-Wide Licenseは世界で1500校以上、世界のトップランク技
術系大学で上位 25 校のうち 24 校、上位 100校のうち 80校以上でご導入済み。
貴学協定校の導入も進んでおります。Campus-Wide Licenseのご導入により留
学生受け入れ体制の充実を図れます。
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貴学協定校のCampus-Wide License導入例

Campus-Wide Licenseはアジアのトップレベル校でも一般的な環境となっております。
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多様な産学官連携と地域社会との連携

▪ 国内外の自動車関連、重工業、電機、精密・工作機械、エネルギー、素材・材料、
福祉機器・医療機器の多くの企業でMATLABが研究開発で利用されております。
愛知県の多くの企業でもご導入を頂いております。
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MATLAB および Simulink を使用している企業
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出典: 経産省 http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170331010/20170331010.html
日経テクノロジーオンライン http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/040307012/?rt=nocnt&d=1492948304547

モデルベース開発(MBD）のデファクトスタンダードツールとしてのMATLAB

• 経済産業省は2017年3月31日、自動車のモデルべース開発
（MBD）のためのシミュレーションモデル（プラントモデル）の企
業間共有を促進する目的で、ガイドラインとモデルを公開。

• ガイドライン準拠モデルは、「MATLAB/Simulink」（米
MathWorks社）をベースに作成。

• 自動車産業におけるモデル利用のあり方に関する研究会には、
アイシン・エィ・ダブリュ、デンソー、本田技術研究所、ジヤトコ、ト
ヨタ自動車、日産自動車、パナソニック、日立オートモティブシス
テムズ、マツダ、三菱電機が参加。

• 今後、ガイドラインとモデルをさらに深化させることで議論を続ける
とともに、中小企業を含めてモデル流通の浸透などを図る。

http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170331010/20170331010.html
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/040307012/?rt=nocnt&d=1492948304547
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• 弊社オフィス開催トレーニング
全く同じコンテンツを提供

(数学教育コースは
Campus-Wide Licenseのみ)

• 動画での学習

• テキスト学習

• クイズ形式での問題と回答

MATLAB Academic Online Training Suite 
Campus-Wide Licenseで全ての教職員/学生が受講可能なオンライン自己学習形式トレーニング

▪ コース数: 全16コース(2020年7月現在)

– MATLAB入門（2時間）

– Simulink入門(2時間）

– 機械学習入門（2時間）

– ディープラーニング入門（2時間）

– Stateflow入門(3時間)

– MATLAB基礎（21時間）

– MATLABのプログラミング手法（14時間）

– MATLABによるデータ処理と可視化（7時間）

– MATLABによる機械学習（14時間）

– MATLAB によるディープラーニング（14時間）

– 数学教育コース

▪ シンボリック計算、線形代数、統計解析、常微分方程式、

非線形方程式

MATLABコース https://matlabacademy.mathworks.com/jp

MATLAB Academic Online Training Suite
対面形式

と
同等

様々な形式

修了証の
発行

• 進捗状況の確認が常に可能

• コース完了後、修了証の発行が
可能

https://matlabacademy.mathworks.com/jp
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ハードウェアサポートパッケージ
～実習、PBL向けハードウエアサポート機器の拡充

BeagleBoard /PandaBoard

LEGO® MINDSTORMS® NXT

Arduino® Nano, Uno, Mega 2560 Raspberry Pi™

KINECT® for Windows® 

Digilent® Analog Discovery™

Android™ Sensor

LEGO® MINDSTORMS® EV3

RTL-SDR Radio

Apple® iOS

Raspberry Pi™ 2

PARROT 
Minidrone

Arduino 
MKR1000

KinectDemoMovies3.avi
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豊橋技術科学大学向け特別サポートプラン

・現在のCOVID-19特別対応ライセンスは8月末から9月末までの期限延長が可能です。
・特別プランとして正規価格へ5年間の移行期間をご提案いたします。
・2025年年度以降の正規価格は学生の人数の変化により増減致します。
・上記価格は税別となります。

製品名 2020年
（10月より半期分）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年年度

Campus-Wide Suite

• 全100製品
• 有償オンライントレーニング
• LMS連携 ¥2,214,523 ¥6,226,716 ¥8,024,386 ¥9,822,056 ¥11,619,726
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多文化共生・グローバルキャンパスの実現に向けた取り組み、世界に開かれ
たトップクラスの工科系大学へ

➢ 先導的な実践的・創造的技術者・研究者を育成

➢ 研究大学（基盤を支える研究、先端分野の研究）

➢ 活発な国際交流の促進（グローバル化）

➢ 多様な産学官連携と地域社会との連携

➢ 遠隔教育、研究のプラットフォームの構築（「誰一人取り残さない」持続可能性）

世界に開かれたトップクラスの工科系大学を目指す貴学に更なるサポートを
継続させて頂きたい。
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まとめ:既存ライセンス形態 vs Campus-Wide License環境

比較項目 既存ライセンス形態 Campus-Wide License

最大同時稼動ライセンス数 所有ライセンス数に限定 教職員/学生問わず
無制限にご利用可能

利用可能なツール数 所有ツールに限定 100製品
（新製品は自動的に追加）

学生PCの利用 Student版を学生が自費購入 在学中の学生は全員利用可能

オンライントレーニング 無償版5コースのみ
全16コースを全学生、全教員に対し
て期間中ご提供（新コースは自動的に
追加）

MATLAB Grader

自動採点
サンプル問題
データのエクスポート

左記に加え
学生の成績データの可視化機能。
標準ベースかつ LMS 認定の学習管
理システムとの連携が可能
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＜担当営業＞
マスワークス合同会社文教営業部
シニアセールスアカウントマネージャー
加藤徳久 tkato@mathworks.com

〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1赤坂ガーデンシティ7F

TEL : 03-6367-6777(営業部)、03-6367-6792(個人直通)

FAX : 03-6367-6710

資料内容に関するお問合せ先

Accelerating the pace of engineering and science

mailto:tkato@mathworks.com

