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はじめに 

本ガイドは、Campus-Wide License の Individual ユーザー様（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・教職員様で利用可

（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・学術研究にお役に立てば幸いです。 

 

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。 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirements.html
https://jp.mathworks.com/support/requirements/matlab-system-requirements.html
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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、オンラインツールやサービス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

（キーワード例「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。 
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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」「パターン B」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 アカウントを持っていない場合は、左の「Create」をクリックしアカウント作成に進む。 

MathWorks アカウントを持っている場合は、右の「Log in」をクリックし表示画面でサインインする。 

 

  

 

 
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 
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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「以下に同意: Online Services 

Agreement」に✓を入れ、「作成する」ボタンをクリックする。 

    

 

 

 

5. 登録された E メールアドレス宛に MathWorks（service@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。受信していない場合は、MathWorks カスタマーサポート（service@mathworks.co.jp, 03-6367-

6717）に問い合わせる。 

 

6. 受信メールを開封し「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。 

 

 

メールアドレス 

所属教育機関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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7. MathWorks アカウントのトップページ、「ソフトウェア」欄に関連付けされた 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）が表示される。 

 

MathWorks アカウントに所属教育機関契約 Campus-Wide License の Individual ユーザーとして紐付き

ました。弊社の 100 以上の製品、オンラインツールやサービスにアクセスできるようになりました。 

 

 

 

MATLAB を使用するには、まずは気楽に ❶インストールせずにオンラインツールを使う方法、オンライ

ンツール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。 

 

❶ 気楽に MATLAB を試したい → インストールしないでオンラインツールを使う 

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 → 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。 

 

 

 

  

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://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：オンライントレーニングコース」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 Live Editor 

MATLAB Mobile 

オンライントレーニングコース 

MATLAB を活用した授業 (教員対象) 

MATLAB Grader (教員対象) 
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各種オンラインツール 

MATLAB Online 

✓ 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、管理およびアクセス 

※ 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  

※ 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 からも「MATLAB Online」にアクセスできます。 

 

 

Simulink Online 

✓ 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。 

 

https://jp.mathworks.com/products/matlab-online.html
https://jp.mathworks.com/support/requirements/browser-requirements.html
https://www.youtube.com/watch?v=VdSusXLKG2w
https://www.youtube.com/watch?v=VdSusXLKG2w
https://jp.mathworks.com/products/simulink-online.html
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MATLAB Drive 

✓ クラウドアクセスデバイスにおけるファイル管理 

✓ 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 5 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。 

 

 

MATLAB Mobile 

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

✓ 加速度計や GPS などのデバイス センサーからデータ収集を行い、データを MATLAB で解析 

✓ 処理と解析を進めるために画像と動画を撮影 

✓ 数学、エンジニアリングおよびその他の科目の学習と授業にモバイルデバイスを使用 

※ 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 

 

https://jp.mathworks.com/products/matlab-drive.html
https://jp.mathworks.com/products/matlab-mobile.html
https://jp.mathworks.com/products/matlab-mobile.html
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MATLAB Live Editor 

✓ 実行可能なノートブックを作成する 

✓ 作業を共有する 

✓ より迅速に結果を出す 

✓ 対話的に手順を完了する 

✓ ライブスクリプトを使用した授業 

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

✓ 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公開（LMS 連携） 

 遠隔／オンライン授業に関する Tips： 

「遠隔教育・オンラインで授業を続けるには」（MATLAB ユーザーコミュニティーのブログ） 

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

 

  

https://jp.mathworks.com/products/matlab-grader.html
https://blogs.mathworks.com/japan-community/2020/04/20/support-for-distance-learning/
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学習リソース：オンライントレーニングコース 

Campus-Wide License のユーザー様は、自己学習形式のオンライントレーニング全コースを無償でご利

用いただけます。（所属教育機関によっては利用できないコースが含まれる場合もあります。）演算ソフ

トウェアのスキルを習得していただき、講義や研究、キャリア形成や就職活動にお役立ていただけま

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。 

※ 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 

 

オンライントレーニングコース 一覧 

コース 言語 説明 所要時間 

初心者の方におすすめ 

MATLAB 入門  日 最短で MATLAB の基礎を学ぶ。 2 時間 

Simulink 入門  日 
最短で Simulink の基礎を学ぶ。本コースは Simulink を

インストールすると受講できます。 
3 時間 

機械学習入門 日 
教師あり学習の分類問題を題材として機械学習の初歩的

技術を学ぶ。 
2 時間 

ディープ ラーニング入門  日 

ディープラーニング手法を使用した画像認識を行う方法

を学ぶ。※注意：事前学習済みのネットワークを用いる

ため、実際にネットワークの学習は行いません。 

2 時間 

強化学習入門 英 
強化学習ベースのコントローラを設計するための基礎を

学ぶ。。 
2 時間 

画像処理入門 英 MATLAB で実用的な画像処理の基礎を学ぶ。 2 時間 

信号処理入門 英 スペクトル解析のための信号処理方法の基礎を学ぶ。 2 時間 

Simscape 入門 英 
Simscape で物理システムをシミュレーションするため

の基礎を学ぶ。 
 

Stateflow 入門  日 
Stateflow でステートマシンを作成、編集、およびシミュ

レーションするための基礎を学ぶ。 
2 時間 

Simulinkによる制御設計入門 英 
Simulink による基礎的なフィードバック制御系の設計方

法を学ぶ。 
2 時間 

  

https://jp.mathworks.com/support/requirements/browser-requirements.html
https://matlabacademy.mathworks.com/jp
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MATLAB の基本機能について学ぶ 

MATLAB 基礎  日 
データ解析、可視化、モデリング、プログラミングなど

のテーマに沿って MATLAB の基礎を網羅的に学ぶ。 
20 時間 

MATLAB による      

データ処理と可視化  
日 

複雑な形式のデータのインポート方法や可視化、グラフ

のカスタマイズ方法について学ぶ。 
7 時間 

MATLAB プログラミング  

アドバンスド  
日 

中上級者向けのプログラミングスキル向上のためのコー

ス。効率の良いコードの書き方やエラー処理、単体テス

トの方法を学ぶ。 

14 時間 

MATLAB による画像処理 英 MATLAB で実践的な画像処理のワークフローを学ぶ。 10 時間 

データサイエンス 

MATLAB による機械学習  英 
教師なし学習のクラスタリング、教師あり学習の分類・

回帰による予測モデルの構築を学ぶ。 
14 時間 

MATLAB による      

ディープラーニング  
日 

実際の画像とシーケンスデータを題材として、ディープ

ニューラルネットワークを用いる方法を学ぶ。    

※注意：実際にネットワークの学習を行います。 

14 時間 

計算数学 

MATLAB による      

シンボリック計算  
日 基本的なシンボリック計算について学ぶ。 2 時間 

MATLAB による      

非線形方程式の解法  
日 

根の求解手法を使用して非線形方程式を解く方法につい

て学ぶ。 
1.5 時間 

MATLAB による      

常微分方程式の解法  
日 

MATLAB ODE ソルバーを使用して常微分方程式を数値

的に解く方法について学ぶ。 
2 時間 

MATLAB による線形代数  日 
行列を使用して連立線形方程式を解き、固有値分解を実

行する方法について学ぶ。 
1.5 時間 

MATLAB による統計解析 日 基本的な記述統計とデータ近似について学ぶ。 2 時間 
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MATLAB を活用した授業【教員向け】 

教員向けのオンライントレーニングコース「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 

 

 オンライントレーニング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/learn/teaching-with-matlab.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
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MATLAB 入門をやってみよう 

MATLAB 経験のない初学者の方におすすめのコースです。 

1. オンラインコースにアクセスする。（アクセス方法は下記の 3 通りあります。） 

A. MathWorks アカウント → マイコース 

 

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

 

C. MATLAB → MATLAB の学習 
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2. トップページに表示されるコース名が英語表記の場合は、言語設定が英語になっているので、「      設

定」＞「リリースまたは言語を編集する」をクリックして変更画面に進む。（任意） 

 

3. 言語のドロップダウンリストから「Japanese」を選択して「アップデート」をクリックする。 

 

4. 日本語設定に変更されたことで、コース名が日本語表記されたことを確認する。 

 

コース名英語表記 

コース名 

日本語表記 
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5. MATLAB 初学者の方は「MATLAB 入門」を開始する。途中で一旦停止して再開も可能。 

 

6. ブラウザ上にコマンドを入力して進める。 
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7. 「修了証を表示/共有する」をクリックすると、コース修了証や進捗レポートの表示/印刷または共有

リンクの生成が可能。 
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学習リソース：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 ヘルプリソース をサポートページからご参照いただけます。 

 

 

➢ 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。 

 

 

 

  

https://jp.mathworks.com/support.html
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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。 

 

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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学習リソース：ビデオ・Web セミナー 

「ビデオ・Web セミナー」ページで、日本語版だけでも 250 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 

 

2-1. 最上部検索窓でキーワード検索 

 

2-2. 多数あるビデオの中から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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学習リソース：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 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/MATLABJapan/featured
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、「ソースでフィルター」の「MathWorks」を選択してフィル

タリングする。 

 

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

 

➢ 競技会やコンテストに参加する学生様を 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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MATLAB をインストールする 

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。 

 

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、MathWorks アカウ

ントの下記画面が表示されたら「インストーラーをダウンロード」をクリックする。 

または、ダウンロードページ にアクセスする。 

 

2. リリースバージョンを選択する。 

 

  

https://jp.mathworks.com/downloads/web_downloads/select_release
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3. 該当する OS（オペレーティングシステム：Windows, macOS, Linux の何れか）を選択してクリック

する。 

 

※次からは Windows を選択した場合の手順になります。 

4. 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。 

 

何もクリックせずにそのまま待つ、若しくは.exe ファイルをクリックして実行する。 

 

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。 
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5. インストーラが立ち上がるので MathWorks アカウントのメールアドレスとパスワードを入力してサ

インインする。 
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6. 「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。 

 

7. 「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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8. 認証オプションの選択をして「次へ」をクリックする。 

 

9. ユーザーの確認をして「次へ」をクリックする。 
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10. 保存先フォルダーを選択して「次へ」をクリックする。 

 

11. インストールしたい製品に ✓ を入れる。（MATLAB がデフォルトで選択されています。）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。 
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12. オプションを選択して「次へ」をクリックする。 

 

13. 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。 
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14. インストールが 100%完了するまで待つ。 

 

15. インストールの完了画面が表示されたら、インストールおよびアクティベーションの完了です。 

 

 

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オンラインでのインストール方法 

（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 ユーザー様向け

です。オフライン環境の Designated Computer ユーザー様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 

1. MATLAB を起動し、MATLAB のメニューバー「ホーム」内の「アドオン」項目をクリックして「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。 

 

3. [アドオンの検索] ウィンドウで製品を検索する。 
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4. 製品が表示されたら製品名上をクリックし「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 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」ボタンをクリックする。 

 

6. 下記画面が表示されたら、追加でインストールされる製品名が表示されていることを確認し「続行」

をクリックする。 

 

開いている MATLAB が一旦終了し、MathWorks インストーラが起動する。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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7. インストーラ画面が起動したら「次へ」をクリックする。 

 

8. ライセンス許諾文面を確認し、同意の「はい」を選択し「次へ」をクリックする。 
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9. [確認]画面上で、製品名、インストールディレクトリを確認し「次へ」をクリックするとダウンロー

ドが開始される。 
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10. [インストールの完了]画面が表示されたら、「MATLAB の起動」に✓が入っていることを確認し「閉じ

る」をクリックして MATLAB を起動する。 

 

11. 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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12. 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。 
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インストールおすすめ Toolbox 

「製品」ページで各 Toolbox の詳細をご参照のうえ、ご研究内容・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 

➢ 信号処理 

Signal Processing Toolbox 

DSP System Toolbox 

➢ 統計解析 & 機械学習 

Statistics and Machine Learning Toolbox 

Deep Learning Toolbox 

➢ 制御設計 

Control System Toolbox 

Simulink Control Design 

➢ パラメータ最適化 

Optimization Toolbox 

Simulink Design Optimization 

➢ システム同定 

System Identification Toolbox 

 

  

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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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中で 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 は日本語で質問ができる弊社製品全般に関する Q&A 投稿コミュニティサイトです。

検索フィールドから過去の Q&A を探して参照することも可能です。 

MATLAB コミュニティのメンバーとして MathWorks 社員が多数、ボランティアで参加し回答していま

す。学生の皆様はじめ、教職員・ライセンス管理者の方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
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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お問合せ、バ

グのご報告をしていただけます。 

※テクニカルサポートのみ教職員様限定です。学生様は 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

