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MATLABをインストールしたけど…

1. 何から始めたら良い
のかわからない…

2. 使い方がわからない
…

3. どうやったら
使いこなせるんだろう

…
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MATLABをインストールしたけど…

1. 何から始めたら良い
のかわからない…

2. 使い方がわからない
…

3. どうやったら
使いこなせるんだろう

…

これらを解決していきましょう！
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1. 何から始めたら良いのかわからない
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直ぐに始められるコンテンツ

オンライントレーニング 簡単に試せる例題 ビデオコンテンツ
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オンライントレーニングコース

ディープラーニン
グ入門

Simulink 入門

誰でも利用できる 11 時間分
の無料コンテンツ

入門

MATLAB 入門

無料 無料 無料 無料

計算数学に関する 9 時間分の
短時間コース

MATLAB による
シンボリック計算

MATLAB による
統計解析

MATLAB による
線形代数

MATLAB による常微
分方程式の解法

MATLAB による非線
形方程式の解法

計算数学

80 時間を超える広範な
MATLAB 学習コンテンツ

MATLAB プログラミ
ンングテクニック

MATLAB の上級テクニック データサイエンス

MATLAB 基礎 MATLAB によるデー
タ処理と可視化

MATLAB による
機械学習

MATLABによる
ディープラーニング

Stateflow 入門
機械学習 入門(英語)

無料

>>matlabacademy.mathworks.com/jp

https://matlabacademy.mathworks.com/jp?s_v1=30313&elqem=Live%20Editor%2C%20Online%20and%20MAOTS%20introduction%20email%20
https://matlabacademy.mathworks.com/jp
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オンライントレーニングへのアクセス

推奨ブラウザ：Google Chrome

動作確認済みブラウザ：最新版のMozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge

A. MATLABでホームタブを選択し、右端のリソースから 「MATLAB の学習」
をクリック

B. Webで 「MATLAB 入門コース」 を検索

>>matlabacademy.mathworks.com/jp

https://matlabacademy.mathworks.com/jp
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簡単に試せる例題

1. docコマンドを使って、ドキュメンテーションホームにアクセス

2. 「例」をクリック

3. カテゴリからToolboxを選択

MATLABに移ります
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ビデオで学ぼう

“MATLAB Japan YouTube” で検索、またはYouTubeJP 内で “MATLAB” を検索

日本語版だけでも200以上あるビデオを視聴できます

https://www.youtube.com/c/MATLABJapan
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2. 困ったときは（使い方がわからない・つまずいたとき）
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わからないことがあった場合の調べ方

Web & doc エラー解析 MALAB Answers
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プログラムを作りながらやってみましょう

保存 記述性 特徴

コマンドウィンドウ 不可 低 電卓のように直ぐ結果が見られる

スクリプト
（mファイル）

可 中 MATLAB Mobileでも実行できる

ライブスクリプト
(mlx ファイル）

可 高 テキストに数式記述や実行結果も
含む “実行可能なテキスト”

プログラムを作成する３つの方法
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例題

𝑦 = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) と 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛(𝑥) をそれぞれ黒の実線、緑の破線として作図せよ。

ただし、定義域を−𝜋/2 ≤ 𝑥 ≤ 3/2𝜋、値域を−2 ≤ 𝑦 ≤ 2とし、一枚のグラフに
描くこと。各軸及びグラフには適切な名前を付けて分かり易く表示せよ。

実際にやってみましょう

MATLABに移ります
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さらに困ったときは：いつでも尋ねられる日本語/英語の Q&A サイト
MATLAB Answers

▪ MATLAB に関する過去の質問＆回答が閲覧可能

▪ MathWorks アカウントがあれば、誰でも質問・回答できます

▪ 得意な分野の質問への回答にも是非挑戦を！

▪ 回答が得られやすい聞き方のコツ

>>jp.mathworks.com/matlabcentral/answers>>jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/30972

0-tutorial-matlab-answers

http://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/309720-tutorial-matlab-answers
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3. どうしたら使いこなせるようになるか知りたい
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使いこなしの為のツール

作業簡単化ツール アドオン Simulink
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コマンドを知らなくても、GUIで作業ができ、コードの自動生成もできる！

▪ インポートツール

▪ [ プロット ] タブ

作業を簡単化する便利なツール
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問題

8月1日から31日までの毎日一時間毎の気温データが

Temperature8.xls

に記録されている。このデータを日付、時刻、気温[°]を軸に取って、
8月の気温変化を表示するプログラムを作れ

実例でやってみましょう

MATLABに移ります
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▪ 複雑なタスクや計算を自動化する、UIを備えたプログラム

▪ App Designer を使用して独自のアプリを設計することが可能

▪ コード自動生成機能を持つものもある！

MATLAB App
プログラムを書かずに使えるアプリケーション

MATLABに移ります
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▪ オプション機能

– アプリ

– ツールボックス

– ハードウェアサポート パッケージ

アドオン
オプション機能の追加

MATLABに移ります
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▪ ブロック線図によるシステムのモデル化、シミュレーション

▪ 連続系、離散系を含む時間依存システムのモデリング、シミュ
レーション

– 常微分方程式、システム方程式

– 状態空間方程式

– 伝達関数

▪ 状態遷移プログラミング

▪ アナログ/デジタル, 浮動小数点/固定小数点演算の混在可

Simulinkとは

▪ Ordinary differential equations (ODEs)

dx/dt = f(x,u,t)

y = g(x,u,t)

▪ State space (linear first-order ODEs)

dx/dt = Ax + Bu

y = Cx + Du

▪ Transfer functions

H(s) = b(s)/a(s)
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例題 単振子の運動解析

ブロック線図でアイディアを試す

θ

𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛 θ

𝑚

𝑚𝑔

𝛼

𝑙

振子長𝑙の単振子の運動方程式は安定点からの振れ角を
θとすると、

ሷ𝜃 = - 𝜔2𝑠𝑖𝑛 θ ただし 𝜔 =
𝑔

𝑙

で与えられる。これをブロック線図を用いて解け。

また線形近似（ 𝑠𝑖𝑛 θ ≈ 𝜃 ）で解いた場合と比較せよ。

−𝜔2

𝜃ሷ𝜃 ሶ𝜃

MATLABに移ります
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LEGO® MINDSTORMS®

NXT, EV3

アイディアを直ぐに実装

各デバイスに対応した
I/Oライブラリ

Arduino® Nano, 
Uno, Mega 2560

Raspberry Pi™
1/2/3/Zero Apple® iOS Android™ Devices

Cコード自動生成

PARROT® Minidrones
ハードウエアサポートパッケージ

ハードウェアとの連携
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Mini Drone コード生成による組込み実装例
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もっと使いこなすには：

https://jp.mathworks.com/videos.html

その他、技術デモ、過去のセミナー、今後のイベントなどのビデオは下記リンクからご覧いただけます。

https://jp.mathworks.com/company/events.html

https://jp.mathworks.com/videos.html
https://jp.mathworks.com/company/events.html
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まとめ

1. 何から始めたら良いのかわからない
– オンライントレーニング
– 簡単に試せる例題
– ビデオコンテンツ

2. 困ったときは
– Web & doc
– エラー解析
– MATLAB Answers

3. どうしたら使いこなせるようになるか
知りたい
– 作業簡単化ツール
– アドオン
– Simulink

アンケートでフィードバックを是非お寄せください
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© 2020 The MathWorks, Inc. MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See 
www.mathworks.com/trademarks for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered 
trademarks of their respective holders.

http://www.mathworks.com/trademarks
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付録
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オンラインコース名が英語 (MATLAB Onramp等) になっていたら

歯車をクリックしてメニューを表示し、
Editをクリック

言語:Japanese

を選択してアップデート
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MATLAB入門の内容
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オンライントレーニング修了証の発行/共有

▪ 課題を完了すると、修了証を発行できます

▪ 修了証はPDFで保存することもできますし、
リンクを発行することもできます

▪ 開講前の事前学習 や反転授業など、授業の
一部としてぜひご利用ください



33

ビデオで学ぼう

» mathworks.com/videos.html

2. MathWorksのWebサイトのフッターから「ビデオ・Webセミナー」をクリック

最上部検索窓にキーワード入れてクリック

https://jp.mathworks.com/videos.html
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ビデオ・Webセミナーの例

製品やアプリケーションで絞り込みが可能
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例題をやってみよう！
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オンラインでも実行できる例題

サポートのページから「MATLABの例」にアクセス
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例題のオンライン実行

[この例を開く]をクリックすると例題がMALAB Online上で開き、実行可能となる
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オンラインであれば、コミュニティサイトも検索可能

オフラインでのDOC Google検索でみつかるサイト
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わからないことがあった場合の調べ方

Web & doc エラー解析 MALAB Answers
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ヘルプドキュメントを活用しょう

▪ ヘルプメニュー

又は

▪ docコマンド

を使って、ドキュメンテーションホームにアクセス

▪ 検索窓にキーワードを入力して検索
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ドキュメンテーションの場所設定
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検索結果はキーワードの選び方で変わる！
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Web検索も活用しよう

“matlab 作図” をキーワードとして、Google 検索して見つかる例
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エラー解析のコツ

エディターの文法

チェック機能を活用

エラー自体をコピー

して検索してみる

下から読む ブレークポイントの

設定

変数の表示
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実行するまえに、スクリプトの右上を確認

✓ 確実に動かない（赤いところをクリック、解消すること）

✓ 想定外の動きをする可能性がある（橙をクリックして確認すること）
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エラーメッセージがでたら、調べる１
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% パターン１
im = imread('coloredChips.png');
im = imresize(im,[227 227]);
net = alexnet;
label = classify(net,in);

関数または変数 'in' が認識されません。
エラー: alexnet_step0_3 (line 5)

label = classify(net,in);

エラーメッセージがでたら、調べる２
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エラーメッセージがでたら、調べる3

%% パターン2
im = imread('coloredChips.png');
im = imresize(im,[227 225]);
net = alexnet;
label = classify(net,im);

エラー: DAGNetwork/calculatePredict>predictBatch (line 151)

不正な入力サイズです。入力イメージのサイズは [227 227 3] でなければなりません。
エラー: DAGNetwork/calculatePredict (line 17)

Y = predictBatch( ...

エラー: DAGNetwork/classify (line 134)

scores = this.calculatePredict( ...

エラー: SeriesNetwork/classify (line 502)

[labels, scores] = this.UnderlyingDAGNetwork.classify(X, varargin{:});

エラー: alexnet_step0_3 (line 11)

label = classify(net,im);

下から読む
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今動かしているコードのどこでエラーが生じたかがわかる

エラーメッセージを下から読むとは？

エラー: DAGNetwork/calculatePredict>predictBatch (line 151)

不正な入力サイズです。入力イメージのサイズは [227 227 3] でなければなりません。

エラー: DAGNetwork/calculatePredict (line 17)

Y = predictBatch( ...

エラー: DAGNetwork/classify (line 134)

scores = this.calculatePredict( ...

エラー: SeriesNetwork/classify (line 502)

[labels, scores] = this.UnderlyingDAGNetwork.classify(X, varargin{:});

エラー: alexnet_step0_3 (line 11)

label = classify(net,im);

なぜエラーになったか

なぜエラーになったか

なぜエラーになったか

なぜエラーになったか
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MATLABによるデバッグ方法はいくつもある
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ブレークポイントの設定

▪ 設定した行の手前まで、プログラムが実行される
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都度、表示するのも一つ
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▪ ライブエディター [ タスク ]

他の便利ツール
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アドオンエクスプローラー
オプション機能の管理（追加、削除）
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ハードウェアサポートパッケージとは
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Simulinkも例題をやってみよう！


