
MATLAB が自由に使えるキャンパスを実現 
全学利用向けの MathWorks ライセンス  

MATLAB は世界中の 6,500 もの大学で、工学、科学、経済学、および金融学のすべての分野
における教育、研究、および学生のプロジェクトで幅広く使用されています。これらのうち 
1,350 を超える大学がCampus-Wide Licenseにアップグレードしています。Campus-Wide 
Licenseによってすべての学生と教職員が MATLAB 製品を共通の構成で、授業やラボだけで
なくネットワークに接続していない場所や自宅でも使用できるようになります。

MATLAB が自由に使えるキャンパス | 誰もがいつでもどこでもアクセス  
世界ランキング上位 25 校のうち 24 校を含む、世界トップの技術系大学の大部分がCampus-
Wide License キャンパスです。これは MATLAB ユーザー数にして数百万人に相当します。

以下の学校は、アップグレードを実施した数百校のうちの一部です。

キャンパス全体でオンライン トレーニング
を利用可能

Campus-Wide License の 利用者をサポートす
るために、MathWorks は自己学習形式のオン
ラインコースをキャンパス全体に提供してい
ます。 

自己学習形式のオンライン トレーニング コー
スは教員、研究者、学生向けにハンズオン形式
の演習を提供しており、業界標準のツールを大
学のカリキュラムに導入しやすくします。

トレーニングの全学利用により、多くの分野 
で使われる MATLAB 機能について学べるこ
とで、生産性の向上、学際的プロジェクトのサ
ポート、および学生のスキルの向上が実現さ
れます。 

このトレーニングをCampus-Wide Licenseに追
加する方法については、MathWorks 担当営業
までお問い合わせください。

「MATLAB を教育に活用するメリットの 1  
つは、産業界で使用されているツールに学生が
触れられることです。オンラインやオンサイトで
提供される教材は品質が優れており、アナリテ
ィクスの教育や学生との研究に注力することが
できます。」

- Daniel Hulme 氏、
University College London
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学生にとって、MATLABの使い方を知ることは、幅広い分野やモデリング手法への扉を開
くことに繋がります。工学の経歴をもつ LinkedIn メンバーの間では共通の技術的スキルと
して MATLAB が挙げられており、数千もの技術職の求人では必須スキルとして求められ
ています。

Joel Anstrom 博士は次のように述べています。
「1 つのプラットフォーム上でコースを標準化
しようと考えていて、その上この標準化につ
いての指導を行わずにすませたいと考えて 
いました。MathWorks ツールを利用すれば、
学生はソフトウェア プラットフォームを切り
替えずにモデル化と解析の両方を行い、埋め
込みコントローラーを開発できます。これは
非常に有益です。」

Teruo Tanaka 氏は次のように述べています。
「自動車、エレクトロニクス、通信、および
医療などの多くの業界では、プログラミング
言語が C 言語から MATLAB と Simulink に
シフトしていることに気付き、Campus-Wide 
Licenseの採用を決定しました。」
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MATLAB アプリケーションのクラウド、クラ
スター、および HPC センターへの拡張  

MATLAB Parallel Server を使用すると、 
MATLAB プログラムや Simulink シミュレー 
ションをクラスターやクラウドに拡張でき 
ます。MATLAB Parallel Server のアドオンによ
り、キャンパス全体で MATLAB Parallel Server 
を利用できるようになり、キャンパス内の全ユ
ーザーが無制限の数のワーカー (MATLAB 計
算エンジン) を大学所有のハードウェア上も
しくはクラウド上のクラスターで同時実行で
きます。

ユーザーにとってのメリット 

•  使い慣れた MATLAB 環境を介したクラス
ターリソースへのアクセス 

•  アルゴリズムを変更することなく複数のマ
シンで実行可能

•  事前設定されたクラウドクラスターまたは
ローカル HPC リソースの利用 

IT スタッフにとってのメリット 

•  キャンパス全体で MATLAB を自由にスケ
ーリング可能

•  MATLAB と既存のスケジューラーを介した
クラスターリソースの利用が可能

• すべてのクラスターに対応する集中管理ラ
イセンスでライセンス管理を簡素化

Campus-Wide Licenseの特徴 

• すべての教職員、研究者、および学生が、学術的および教育的利用のために、自宅や授
業、ラボでの研究や実地調査、そして移動中でも利用可能です。

• すべての学内のコンピューター施設、ラボ、授業、および研究センターだけでなく、すべ
ての教職員および学生が所有するパーソナル コンピューターもカバーされます。  

• MATLAB Online は Web ブラウザーからの利用環境を提供します。

• MATLAB & Simulink Full Suite では、入門レベルの授業から高度な学術研究までのあ
らゆる場面でご利用いただけるよう、最新の製品群を最大構成で提供します。

• 年間料金のため、予算計画策定に向けて予測しやすいコスト モデルになります。 

• ライセンスが 1 つであることからライセンス管理が容易になり、集中管理によってソフ
トウェア ライセンス コンプライアンスが確保できます。また、Bring Your Own Device 
(BYOD) プログラムへの統合が容易です。

• 学生の人数およびライセンスが付与される製品数に合わせた価格で提供されるため、
ユーザー一人あたりの費用対効果が向上します。   

• MATLAB Academic Online Training Suite はすべてのユーザーに自己学習形式トレーニ
ングを提供します。 

「Campus-Wide License により、ラボや部門レベルでライセンスを購入した場合には不可
能な、学際的な学習が可能になります。」とJonathan Sprinkle 博士は述べています。「また 
Campus-Wide License により、将来のプロジェクトをより良いものにするために、実施した
研究事例を共有することができます。また収集したデータセットを大学や研究機関に役立
つ方法で配布できます。」

IT 管理リソース

Campus-Wide Licenseオンボーディング プログラム

MathWorks はライセンスのインストール、ID 管理、およびキャンパス全体へのロールアウ
トなどライセンス展開の準備を支援します。すべての教員、スタッフ、および学生は 
MathWorks がホストする MATLAB ポータルからソフトウェアとリソースをセルフサービス
で利用できます。  

MathWorks カスタマー サクセス エンジニアが教員や研究者の相談相手となり、カリキュラ
ムや研究に MATLAB や Simulink を取り入れるサポートをします。

* Full Suite オプションを含む Campus-Wide License のオプションに関する情報やお見積に
ついては、MathWorks 担当営業までお問い合わせください。
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MATLAB Grader で時間を節約
MATLAB Grader により、自動採点に対応した
MATLAB演習課題を簡単に授業に取り入れら
れます。以下を行うことができます。
• 学生にMATLABコードを提出させる演習課

題を作成
•  独自の採点基準を設定
•  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公開


