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Campus-Wide License クイック スタート 

概要 

このガイドでは、Campus-Wide License のインストールおよびアクティベーションの方法について説明します。
Campus-Wide License により、すべての教職員と学生が大学所有のコンピューターで利用できるようになります
。また、MathWorks ソフトウェアを個人所有のコンピューターにインストールすることも可能です。Campus-
Wide License では、個人を対象とした導入、学内のコンピューター施設向けの一括導入、およびネットワーク共
有されていないコンピューターを対象とした導入を利用できます。 

このガイドでは、管理者とエンド ユーザーのそれぞれが行う手順を詳しく説明します。 

個人使用向けの導入  
手順の概要: 

1. 管理者: アクティベーション キーを取得し、学生や教職員が利用できるようにします。 

2. 学生や教職員: MathWorks アカウントを作成し、アクティベーション キーを使用してアカウントとライ
センスを関連付けます。 

3. 学生や教職員: ソフトウェアのダウンロード、インストール、アクティベーションを行います。 

管理者: アクティベーション キーの取得 
1. ライセンス センターにサイン インします: mathworks.com/licensecenter 

2. Individual というラベルの Total Headcount ライセンスを選択します。 

3. [Install and Activate (インストールとアクティベーション)] タブを選択します。 

4. [Advanced Options (詳細オプション)] ボタンをクリックしてアクティベーション キーを取得します。 

5. ソフトウェアを使用する必要がある学生に、アクティベーション キーと個人用の手順を提供します。 

学生や教職員の方:インストーラーのダウンロード 
1. mathworks.com/login で、大学のメール アドレスに関連付けられた MathWorks アカウントにサイン イ

ンします。アカウントをお持ちでない場合、大学のメール アドレスを使用して作成してください。 
2. 右上のプロファイル名をクリックし、[ライセンスを関連付ける] を選択します。 

3. 管理者から提供されたアクティベーション キーを入力します。 

4. [製品をダウンロードする] をクリックするか、mathworks.com/downloads にアクセスします。 

5. 現行リリースのダウンロード ボタンをクリックします。 

6. 該当のプラットフォームを選び、インストーラーをダウンロードします。 
 

学生や教職員の方:インストールおよびアクティベーション 
1. インストーラーを実行します。 

2. インストーラーで、[MathWorks アカウントでログインする] を選択し、画面上の指示に従います。 

3. ライセンス選択画面で、Individual というラベルの Academic - Total Headcount ライセンスを選択します。 

4. ダウンロードしてインストールする製品を選択します。 

5. 製品をダウンロードしてインストールしたら、[MATLAB のアクティベーション] チェックボックスをオ
ンにしたまま [次へ] をクリックします。 

6. ユーザー名を指定するように要求されたら、表示されたユーザー名が正しいことを確認します。アクティ
ベーションが完了するまで処理を続行します。
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学内のコンピューター施設向けの一括導入 

コンピューター ラボなどの学内のコンピューター施設での導入を簡単に行うには、この一括導入を使用します。
ソフトウェアへのアクセスは、FlexNet License Manager により、ネットワークのみの構成に制限されます。管理
者は、ライセンス サーバーのメンテナンスと、各リリースでの License Manager のアップグレードを行う必要が
あります。 

管理者: ライセンス サーバーの設定とインストール 
1. ライセンス センターで Concurrent というラベルの Total Headcount ライセンスのライセンス サーバーを

アクティブにします。 
2. 1 つ以上のライセンス サーバーにライセンス マネージャーをインストールします。 
3. クライアント コンピューターにソフトウェアをインストールします。  

ネットワーク共有されていないコンピューター向けの導入  
手順の概要: 

1. 管理者: アクティベーション キーを取得します。 

2. 管理者: アクティベーション キーを使用してソフトウェアのダウンロード、インストール、アクティベー
ションを行います。 

管理者: アクティベーション キーの取得 
1. ライセンス センターにサイン インします: mathworks.com/licensecenter 

2. Campus というラベルの Total Headcount ライセンスを選択します。 

3. [Install and Activate (インストールとアクティベーション)] タブを選択します。 

4. [Advanced Options (詳細オプション)] ボタンをクリックしてアクティベーション キーを取得します。 

5. ソフトウェアを使用する必要があるエンド ユーザーに、アクティベーション キーとエンド ユーザー用の
手順を提供します。 

管理者: インストーラーのダウンロード 
1. mathworks.com/login で、大学のメール アドレスに関連付けられた MathWorks アカウントにサイン イ

ンします。アカウントをお持ちでない場合、大学のメール アドレスを使用して作成してください。 

2. 右上のプロファイル名をクリックし、[ライセンスを関連付ける] を選択します。 

3. アクティベーション キーを入力します。 

4. [製品をダウンロードする] をクリックするか、mathworks.com/downloads にアクセスします。 

5. 現行リリースのダウンロード ボタンをクリックします。 

6. 該当のプラットフォームを選び、インストーラーをダウンロードします。 

管理者: インストールおよびアクティベーション 
1. インストーラーを実行します。 

2. インストーラーで、[MathWorks アカウントでログインする] を選択し、画面上の指示に従います。 

3. ライセンス選択画面で、Campus というラベルの Academic – Total Headcount ライセンスを選択します。 

4. ダウンロードしてインストールする製品を選択します。 

5. 製品をダウンロードしてインストールしたら、[MATLAB のアクティベーション] チェックボックスをオ
ンにしたまま [次へ] をクリックします。 

6. ユーザー名を指定するように要求されたら、表示されたユーザー名が正しいことを確認します。アクティ
ベーションが完了するまで処理を続行します。 
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