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概要

1. 最新機能ご紹介
▪ 各種ToolBox, ライブエディター

▪ MATLAB・Python連携

2. 最近の教育・研究利用事例
▪ 英国トップ校、スウェーデン王立工科大学の事例

▪ MOOC利用事例（年間60コース以上）

▪ 化学工学における活用事例

▪ 人文・社会科学における活用事例

3. アクティブラーニング環境のご紹介
▪ 講義自動採点システムMATLAB Grader
▪ MATLAB Online＋MATLAB Drive＋MATLAB Mobile
▪ Online Learning を用いた自習教材（MATLAB基礎、ディープ ラーニング入門等)



3

1.最新機能ご紹介
• 各種ToolBox
• ライブエディター
• MATLAB・Python連携
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1. データの可視化

2. 自動車の画像処理･トラッキングに特化したアルゴリズム

3. Ground Truth Labeler

4. テストシナリオ生成

Automated Driving System Toolbox™
ADAS/自動運転システムの設計、シミュレーションおよび検証

道路の定義

アクターと移動の定義

各種認識

データの可視化機能

半自動ラベリングツール
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Automated Driving System Toolbox™
主な機能

認識

位置特定
行動経路
決定

制御

Sensors
• Cameras
• RADAR
• LIDAR
• GPS

Commands
• Motion control
• Actuator

Connectivity

シナリオ作成と
シミュレーション画像・LiDAR処理

センサーフュージョン

自己位置推定
SLAM

パスプランニング

OpenDRIVE(road network)
読み込み
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▪ 寿命(Remaining Useful Life) 予測のための
生存モデル、類似性モデル、時系列モデル

▪ 予知保全向けの特徴量抽出機能

▪ Simulinkモデルを活用したデータ生成・管理機能

▪ モーター、ギアボックス、バッテリーの予知保全サンプル集

▪ Amazon S3, Windows Azure Blob Storage, 
Hadoop HDFSなどからのデータインポート

Predictive Maintenance Toolbox™
状態監視・予知保全アルゴリズムの設計・評価
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Sensor Fusion and Tracking Toolbox™
複数センサー統合追尾、航法システムの設計とシミュレーション

Radar, EO/IR, ISR

Applications

国土安全

自動運転

Quadcopters

ロボット

UAV/drones
Design

Analysis
Simulation

Deployment
自己&状況認識

Where is it?

Sensor 
fusion

探知
センサー

慣性
センサー
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Sensor Fusion and Tracking Toolbox™
主な機能

リファレンスアプリケーションの提供

可視化、トラッキング精度指標

センサーフュージョン&
トラッキングアルゴリズム

軌道生成、センサーモデル

Radar 
IMU 
GPS
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Statistics and Machine Learning Toolbox™
統計と機械学習を使用したデータ分析およびモデル化

▪ 多変量統計

– 特徴選択： 逐次特徴選択、lasso、elastic net
– 特徴変換： 主成分分析、因子分析

▪ 確率分布

– 単変量・多変量分布、コピュラ、混合ガウス

– 乱数、準乱数、MCMC

▪ 回帰と分散分析

– 線形、非線形、一般化線形、ロバスト、ステップワイズ

– ガウス過程回帰、SVR
– 混合効果モデル、反復測定

▪ 機械学習

– 教師あり：SVM、ブースティング、バギング、k-NN、ナイーブベイズ、判別分析

– 教師なし：クラスタリング、混合ガウス、隠れマルコフ

▪ 実験計画

▪ 統計的工程管理
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浅いニューラル ネットワーク対応機能
▪ 教師あり学習

– フィードフォワードネットワーク

– 放射基底ネットワーク

– 動的ネットワーク（NARX, Layer-Recurrent）

– 学習ベクトル量子化（LVQ）

▪ 教師なし学習
– 競合学習、自己組織化マップ（SOM）

▪ 汎化性能の改善

– 正則化、早期終了

▪ 制御システムへの適応
– モデル予測制御、線形化、モデル規範型適応制御

– SimulinkブロックおよびSimulink Coderへの対応

▪ 大規模データ及び学習の高速化

– 並列分散およびGPU上での演算

Deep Learning Toolbox™（旧Neural Networks Toolbox™)
深層学習ネットワークの作成、分析と学習
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深層ニューラル ネットワーク対応機能
▪ 畳み込みニューラルネット（CNN）

– 画像の分類・回帰

– 画像からの特徴量抽出（転移学習等）

– CUDAコードの生成（GPU Coder との併用）

▪ 自己符号化器(AE) / 積層自己符号化器 (SAE)
– 表現学習・次元削減・異常検知

– Simulinkブロックの生成

– Cコード生成（MATLAB Coderとの併用）

▪ 長期短期記憶（LSTM）
– 時系列データのモデリング・分類

▪ 学習済みモデル及びインポート機能
– AlexNet / VGG-16 / VGG-19

– GoogLeNet / Resnet-50

– Caffe モデル / TensorFlow-Keras モデル

▪ 大規模データ及び学習の並列化・高速化
– Multi-GPU・クラスタの利用

– Amazon EC2® の利用

Deep Learning Toolbox™

Cat

Dog

確率値画像
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MATLAB
▪ MATLABプログラムからCUDA Cコードを生成

– CUDAの文法を知らなくてもGPUを利用可能

– ディープラーニングを含む画像処理

アルゴリズムの組み込みGPU実装が可能

▪ GPU Coder専用GUIの提供

– 初めてでも使いやすいGUIでコード生成

▪ 目的に応じて選択できるプラグマ

– カーネル生成箇所を自動解析 or ユーザー指定も可能

▪ Simulinkへの統合

– MATLABから生成したDLLを呼び出すことで

Simulinkへ統合

GPU Coder™
NVIDIA GPU向けのCUDAコード生成

並列化(GPUターゲット)

カーネル生成

効率の良いメモリ配置

データ転送の最小化

CUDA Kernel
C/C++

C/C++

CUDA Kernel

NVIDIA GPU
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GPU Coder ディープラーニングサンプル

Running in MATLAB Generated Code from GPU Coder

GPU Coderで~20倍程度高速化
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MATLAB Python

1. MATLAB から Python を呼び出す

2. Python から MATLAB を呼び出す

3. Python ユーザ & MATLAB 非ユーザ へ MATLAB アプリケーションを再配布
– MATLAB のスタンドアロン・ライブラリ化

4. Python で作った Pre-trained モデルを MATLAB で再利用

MATLAB

Python

Python

MATLAB

Python MATLABImport

Export

MATLAB Python
Python 
Module
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MATLAB ライブエディター （実行可能な対話型プログラム文書の作成）

T1

▪ コードと実行結果を一文書
に統合（ライブスクリプト）

▪ 様々なフォーマットをサポート
– ハイパーリンク埋め込み

– 画像張り込み

– HTML, PDF 出力

– 数式記述

▪ 数式エディター

▪ LaTeX 式入力

▪ 分かりやすいシンボリック計算
表示
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2. 最近の教育・研究利用事例
• 英国トップ校、スウェーデン王立工科大学の事例
• MOOC利用事例（年間60コース以上）
• 化学工学における活用事例
• 人文・社会科学における活用事例
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英国トップ校の低学年教育におけるMATLABの活用

▪ ケンブリッジ大学
– 数学および自然科学部

▪ プログラミング入門、数値計算入門

– 工学部

▪ 他の計算言語と同様にMATLABを教育

▪ ２年次以降の制御、信号処理、画像処理、capstone projects

▪ オックスフォード大学
– 全ての工学部、数学及び物理学部に属する学科

▪ 低学年における計算機言語（唯一）として利用

▪ インペリアルカレッジ ロンドン
– 非常に多くの科目でMATLABを利用

– 必修ではないが、インストールしオンラインコースによる自習を推奨
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The Mathematics Laboratory
Imperial College London, Bioengineering

1. Lecture (YouTube / live)
2. Pen and paper study group
3. MATLAB laboratory
4. Formal assessment

MATLAB to complement Mathematics 
teaching
• Brings Mathematics to life
• Engagement of brighter students
• Reinforcement learning 

※出典
東京工業大学 科学技術計算ソフトウエア活用シンポジウム 2016

http://www.citl.titech.ac.jp/eventmenu/past/h28/%EF%BC%88%E7%B5%82%E4%BA%86%EF%BC%89%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%A2%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8/
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From Symbolic to Multi-Paradigm Solutions

▪ Start with Symbolic 
Math

▪ Reinforce hand-
calculations

▪ Move to multi-
paradigm solutions 
for real engineering 
problems 
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スウェーデン王立工科大学
MATLAB Graderによる大規模講義の実現

▪ 2017年9月より、理数系教養科目でMATLAB Graderを使用

▪ 対象：1-2年生、合計500人以上
– SF1675 – 120人: Applied Linear Algebra 
– SF1522 – 130人: Numerical Computations
– SF1516 – 180人: Numerical Methods and Basic Programming
– SF1514 – 18,19 – 150人: Numerical Methods Basic course

▪ LMS（Learning Management System）との連携利用について検討中
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MOOC利用事例
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MOOC利用事例（年間50コース以上）
MATLABを利用する講義の開発者、受講者を無償支援

• 2011年Courseraで開講
• 2013年から支援
• 60万人以上参加し、５万人が

MATLABを利用（2017年）
• MATLABの特徴を生かした課題出題
• 8 プログラム全課題 MATLABが必須
• 講義で学んだ部分のみコードを書き提出

https://www.edx.org/course/robotics-dynamics-control-pennx-robo3x
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MIT利用事例 (2.01x Elements of Structures)
キャンパス講義へのフィードバック

MOOC

MIT授業

• MITが在学生と全く同じ講義（2年生必修科目）を提供

• １0週間 (学習時間10-12時間/週）、2013年から開講

• 紙と鉛筆による従来の講義教材を edX MOOCに変換

• MOOC講義から得た知見を授業教材へフィードバック

• 相互のフィードバックによって教材が発展・進化

https://www.edx.org/course/elements-structures-mitx-2-01x-1
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オンライン質問例（数式入力による回答）
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MATLABを使った課題例
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化学工学における活用事例
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MIT OCW
Chemical Engineering プロセス設計の初期段階評価に活用
Integrated Chemical Engineering Topics I: Process Control by Design

Tools

http://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-492-1-integrated-chemical-
engineering-topics-i-process-control-by-design-fall-2004/index.htm

http://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-492-1-integrated-chemical-engineering-topics-i-process-control-by-design-fall-2004/index.htm
http://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-492-1-integrated-chemical-engineering-topics-i-process-control-by-design-fall-2004/index.htm
http://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-492-1-integrated-chemical-engineering-topics-i-process-control-by-design-fall-2004/index.htm
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MIT OCW
Chemical Engineering 熱、物質移動、流体力学等の数値計算に活用
Numerical Methods Applied to Chemical Engineering

Assignments（全9講義）

https://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-34-numerical-
methods-applied-to-chemical-engineering-fall-2015/

Text: Beers, Kenneth 
J. Numerical Methods for 

Chemical Engineering: 

Applications in MATLAB®

https://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-34-numerical-methods-applied-to-chemical-engineering-fall-2015/
http://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-34-numerical-methods-applied-to-chemical-engineering-fall-2006/assignments/
https://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-34-numerical-methods-applied-to-chemical-engineering-fall-2015/
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カリキュラム全体に MATLAB を導入

http://jp.mathworks.com/company/newsroom/michigan-state-university-chemical-engineering-integrates-matlab-throughout-its-curricula-to-
foster-student-proficiency-in-problem-solving.html

http://jp.mathworks.com/company/newsroom/michigan-state-university-chemical-engineering-integrates-matlab-throughout-its-curricula-to-foster-student-proficiency-in-problem-solving.html
http://jp.mathworks.com/company/newsroom/michigan-state-university-chemical-engineering-integrates-matlab-throughout-its-curricula-to-foster-student-proficiency-in-problem-solving.html
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インペリアルカレッジ ロンドン 化学工学部
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授業教材例

京都大学加納教授：プロセス制御教材

▪ MATLABを利用した制御系設計 http://tech.chase-dream.com/control/book.html
– MATLABを利用した制御系設計 － 基礎編 （Simulinkファイル）

– MATLABを利用した制御系設計 － 応用編

– MATLABを利用した制御系設計 － 発展編 （必要なファイル ）

▪ 非断熱連続攪拌タンク反応器: Simulink® シミュレーションで MATLAB による同定モデルを利用

– 『Process Dynamics: Modeling, Analysis and Simulation』(Prentice-Hall,1998 ) 
– 非断熱連続攪拌タンク反応器(CSTR)のモデル化と同定の例題を提供（Simulink 利用）

http://tech.chase-dream.com/control/book.html
http://tech.chase-dream.com/control/book.html
http://tech.chase-dream.com/control/text-cont-basic.pdf
http://tech.chase-dream.com/control/pidsim.mdl
http://tech.chase-dream.com/control/text-cont-advanced1.pdf
http://tech.chase-dream.com/control/text-cont-advanced2.pdf
http://tech.chase-dream.com/control/text-cont-files.zip
http://jp.mathworks.com/help/ident/examples/non-adiabatic-continuous-stirred-tank-reactor-matlab-file-modeling-with-simulations-in-simulink.html
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研究開発事例 Using MATLAB for Advanced Materials Design: 
Describing the Grain Orientation in Metals

https://jp.mathworks.com/videos/using-matlab-for-advanced-materials-design-describing-the-grain-orientation-in-metals-
119971.html

https://jp.mathworks.com/videos/using-matlab-for-advanced-materials-design-describing-the-grain-orientation-in-metals-119971.html
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Materials Informatics カリキュラム
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学会記事：Materials Research Society

•MRS Bulletin
•Volume 41 issue 8: microstructure informatics in process–structure–...

https://matin.gatech.edu/collections/post/3/download/S0883769416001640a.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-bulletin
https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-bulletin/issue/A1A6097C265624651B3655FE94FF75A8
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人文・社会科学における活用事例
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スイスETH
社会システムのMATLABを使ったモデル化とシミュレーションの授業
▪ Department of Humanities, Social and 

Political Sciences  Computational Social 
Science

▪ 社会学の文献から数学モデルをMATLAB構築す
るプロジェクト授業

▪ 30-40分講義＋90分演習&プロジェクト作業

▪ 出典

– http://www.coss.ethz.ch/education/past/FS2014/matlab.html
– https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-

interest/gess/computational-social-science-
dam/documents/education/Spring2014/matlab/01b_course_intro.pdf

http://www.coss.ethz.ch/education/past/FS2014/matlab.html
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/computational-social-science-dam/documents/education/Spring2014/matlab/01b_course_intro.pdf
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スタンフォード大学 心理学学部
MATLABを使った統計、データ分析の講義
▪ Behavioral Science（行動科学 ）

– 人間の行動を科学的に研究し、その法則性を解明しようとする

学問。心理学、社会学、人類学、精神医学などがこれに含ま

れる

▪ SPM (3rd party )
– 脳機能の分析ツールSPMは、神経科学コミュニティで

MATLABを持ちいて作れたツールボックスで、これを利用するた

めにMATLABを購入する研究室も多い

▪ Psychtoolbox (3rd party )
– 心理学実験のために開発され様々な実験に使われている

▪ 出典

– https://talks.stanford.edu/psychology/psych-216a/
– http://psychtoolbox.org/

https://talks.stanford.edu/psychology/psych-216a/
http://psychtoolbox.org/
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オックスフォード大学 経済学部

▪ MATLABは数学、会計学とともに
講義受講の前提条件として必須

▪ 出典

– https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mfe/outline

https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mfe/outline
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UC バークレー 経済学
Climate Impact Labの研究
▪ 気候変動が所得格差に与える影響を調査

▪ 出典

– https://blogs.mathworks.com/headlines/2017/07/07/climate-change-will-exacerbate-income-inequality/

https://blogs.mathworks.com/headlines/2017/07/07/climate-change-will-exacerbate-income-inequality/
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プリンストン大学
ゲリマンダー研究プロジェクト

▪ Sam Wang, professor of neuroscience at Princeton University, and 
Brian Remlinger, statistical research specialist

▪ ゲリマンダーの特定にt検定などの解析手法をMATLABで実施

– ゲリマンダーとは：選挙において特定の政党や候補者に有利なように選挙区を

区割りすること

▪ 出典

– https://blogs.mathworks.com/headlines/2017/11/06/what-does-guinness-beer-and-gerrymandering-have-in-common/

https://blogs.mathworks.com/headlines/2017/11/06/what-does-guinness-beer-and-gerrymandering-have-in-common/
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ケンブリッジ大学 統計学＋ オックスフォード大学 言語学

▪ 多数の言語（400前後）の祖先となるPIE（紀元前6000~3500年頃）の音を、
スペクトログラムで復元

▪ 出典

– https://blogs.mathworks.com/headlines/2017/02/13/do-you-speak-pie-your-ancestors-probably-did/

https://blogs.mathworks.com/headlines/2017/02/13/do-you-speak-pie-your-ancestors-probably-did/
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MIT
Social Physics（社会物理学）
▪ Wen Dong MIT教授：ビッグデータ研究の第一人者

▪ 人間行動に関わる様々なビックデータ（GPS, ウエアラブ
ルセンサ情報等）を社会実験として収集し、相互作用を
分析することで、社会活動の理解を図る

▪ MATLABをInfluence Modelの分析ツールとして利用

（The influence model toolbox for Matlab）

▪ 出典

– http://vismod.media.mit.edu/vismod/demos/influence-model/index.html

http://vismod.media.mit.edu/vismod/demos/influence-model/index.html
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美術
真贋判定アプリの開発、配布

▪ Rice大学教授 Don Johnson（画像処理）が開発

▪ ゴッホの絵をＸ線の画像解析を使って、真贋判定するアプリ
をMATLABを使って開発し、世界の美術館に配布

▪ 2013年に新たなゴッホの絵がアムステルダムの美術館により
発見された

▪ 出典

– http://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Rice-professor-
weds-science-with-art-to-4834920.php

http://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Rice-professor-weds-science-with-art-to-4834920.php
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3. アクティブラーニング環境のご紹介
• 自動採点システムMATLAB Grader
• MATLAB Online＋MATLAB Drive＋MATLAB Mobile
• Online Learning を用いた自習教材
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教育・研究をサポートするオンライン利用環境

MATLAB Online
ブラウザベースの計算環境

MATLAB Mobile
スマートフォン、タブレット連携

ThingSpeak
IoTプラットフォーム

MATLAB Drive
自動ファイル共有システム

MATLAB入門・基礎
インターラクティブ自習環境

MATLAB Grader
MATLABプログラムの自動採点システム
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MATLABプログラムの自動採点システム
MATLAB Grader

▪ Webページの課題を自動採点・集計

▪ MATLABの保守契約が有効であれば、
オンライン利用できる全製品が利用可能

▪ 学生にはライセンス不要

▪ 授業に参加する学生に限定した出題

▪ 自動採点結果の一元管理

▪ LMSとの連携（有償版限定）
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機能

▪ MOOC講義相当の記述
– LaTeX 式記述

– ハイパーリンク埋め込み

– 画像張り込み

– モバイルデバイス画面対応

▪ 作成問題の共有機能
– 作成した問題を大学内外の先生と

共有が可能

▪ LMS連携（有償）
– MoodleやBlackboardと連携

– 問題一問毎に管理可能

– 採点結果の自動リンク
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演習進捗状況の把握（管理画面）

（正解1名、不正解1名、未提出1名）
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東京工業大学における活用事例
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講義に演習を組み込んだカリキュラムの実現
東京工業大学 有機材料成形加工A&B 物質理工学院３年生

物質理工学院材料系 森川淳子教授

▪ 課題
– 解析的に解けない数学に基づくレオロジーの基本概念を、

講義のみで深く理解させるのは難しい

– シミュレーションによる体験が必要だが、講義すべての回で

演習を行うのは困難

▪ 新カリキュラム
– 演習室で講義を行い、座学での説明後、課題演習を実施

▪ 課題チェックの自動により、演習の負担を激減

▪ 解答状況をモニターし、学生の間違いをサポート（先生1名）

学生と１対１で、講義時間中に達成度の確認が可能に

▪ 学生が、実際に計算・実習を行うことで、講義内容に対する興味が深まる

意欲のある学生は講義前に自主的に課題に取り組み

2018年度1Q、2Q 週一回講義30名選択

“講義形式として、大いに推奨したい”
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第1回 レオロジーとは

第2回 弾性と粘性1 物性値の定義

第3回 弾性と粘性２ 測定方法と構造粘性

第4回 力学モデルと静的粘弾性

第5回 力学モデルと動的粘弾性

第6回 力学モデルの数値計算

第7回 ボルツマンの重畳原理

第8回 緩和スペクトルと遅延スペクトル

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=3&GakkaCD=332000&KeiCD=20&
KougiCD=201802208&Nendo=2018&lang=JA&vid=03#

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=3&GakkaCD=332000&KeiCD=20&KougiCD=201802208&Nendo=2018&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=3&GakkaCD=332000&KeiCD=20&KougiCD=201802208&Nendo=2018&lang=JA&vid=03
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第1回 レオロジーにおける時間・温度換算則

第2回 高分子固体の粘弾性と高分子液体の粘弾性

第3回 ゴム弾性と高分子ダイナミクス

第4回 熱伝導方程式の離散化

第5回 １次元非定常熱伝導方程式の陽解法と陰解法

第6回 ２次元非定常熱伝導方程式の数値解法とマトリクス計算

第7回 成形加工と測定技術

第8回 まとめ 成形加工とは 物質から製品へ

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=3&GakkaCD=332000&KeiCD=20&KougiCD=
201802209&Nendo=2018&lang=JA&vid=03

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=3&GakkaCD=332000&KeiCD=20&KougiCD=201802209&Nendo=2018&lang=JA&vid=03
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有機材料成形加工A 演習課題実例



59



60

コード評価（採点）の
例
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コード評価（採点）結果の表示
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グラフ表示課題の例
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文法エラーの場合
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結果のグラフ表示（提出前に確認可能）
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データファイルの読み込み、処理結果のプロット課題例
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読み込み用のcsvファイル
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規範解答と学生用のテンプレート
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不正解の場合
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正解の場合
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単分散ポリメチルメタクリレート
応力緩和弾性率の時間温度換算則
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教養課程科目における導入計画
東京工業大学 力学基礎、電磁気学基礎 GSEP1年生必修科目
MathWorks Asia Research Summit 2018より Global Scientists and Engineers Program 

大学院理工学研究科（理学系）照間 トッド特任准教授

▪ 課題
– 座学のみの講義に留まらず、グラフによる可視化やシミュレーション

の手段を提供し、学生の理解を深めたい

– 新入生向けの物理のコースで反転、ブレンド授業を行いたい

– 力学、電磁学など、教養物理を教える際のモジュールを構築し、

学内での利用を推進したい

▪ 新カリキュラム
– 概念（式）の可視化、パラメータを変えて変化を見る課題、時間

軸方向でのシミュレーション課題をMATLAB Graderで準備中

“If you wish to be part of our beta testing, 
please contact us at Tilma Labs.”
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他大学における活用事例
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MATLAB Graderによる大規模講義の実現
ボストン大学 Introduction to Engineering Computing （工学部1年生）

▪ 課題
– アクティブラーニングを取り入れ、成績の向上を図る

▪ 新カリキュラム
– 事前学習 ：教科書、事前講義ビデオ、確認テスト

– クラス学修：白板に課題解答、問題作成発表

– 演 習 ：クラス学修の直後にMATLAB課題を解く

Cody Coursework
MATLAB on edge.edX

– ディスカッション：まとめ、クイズ

クラス学修：グループ課題解決作業

結果 Before After

GPA（4点満点） 3.27 3.64

満足度評価（10点満点） 9.36 9.52
※出典
Journey to a Flipped Computation Course using MATLAB
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MATLAB Graderによる大規模講義の実現
バージニア工科大学 Computational Methods 航空宇宙工学科学部2年生
• 課題

• 140人の大規模講義のため、演習時間の確保が困難
• 従来は、週2回×75分の講義
• 理論の習得には、演習時間が必須

• 演習時間を確保すると、講義時間が削られる

• 新カリキュラム
• オンライン学習システムの活用で講義時間を半減、
残りの時間を演習に割り当て
• 自習教材：MathWorksのWebinar等
• 課題チェックの自動化（MATLAB Grader）により、

演習の負担を軽減
• TA1名が30人担当＋学生が例題を相互に学ぶ形式を導入

＊出典
Teaching Computational Methods to 140+ Second-Year Engineering Students at Virginia Tech

https://www.gedcouncil.org/sites/default/files/02.27.15 Teaching Computational Methods to 140+ Second-Year Engineering Students at Virginia Tech.pdf
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MATALB Grader
是非お試しください “matlab grader”で検索！

教員の皆様向け情報ページ
https://jp.mathworks.com/products/matlab-grader.html

https://jp.mathworks.com/products/matlab-grader.html
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教育・研究をサポートするオンライン利用環境

MATLAB Online
ブラウザベースの計算環境

MATLAB Mobile
スマートフォン、タブレット連携

ThingSpeak
IoTプラットフォーム

MATLAB Drive
自動ファイル共有システム

MATLAB入門・基礎
インターラクティブ自習環境

MATLAB Grader
MATLABプログラムの自動採点システム
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MATLAB Online (ブラウザ版MATLAB)

ブラウザ上で利用可能なMATLAB

ダウンロード・インストール不要で即利用

✓インストール不要

✓ブラウザ上で利用可能なMATLAB

✓ユーザ間でデータ、プログラムの共有が可能

✓5GBのストレージ (MATLAB Drive)

✓デスクトップ版MATLABとの同期

✓MATLAB Mobile(スマホ/タブレット)と同期

✓20種以上のToolbox対応

https://matlab.mathworks.com/
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デスクトップMATLABとの比較

MATLAB Online 
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MATLAB Mobile (アプリ)

✓ iOSとAndroid用モバイルのアプリ

✓ 弊社クラウドサービスへの接続

✓ MATLABインストールPCへの接続

✓ コマンドラインによる入力と可視化

✓ モバイルセンサーからのデータ入力

✓ ストレージ(MATLAB Drive)と同期

https://jp.mathworks.com/products/matlab-mobile.html?s_tid=srchtitle
https://itunes.apple.com/us/app/matlab-mobile/id370976661?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathworks.matlabmobile
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Online Learning を用いた自習教材

▪ 会話型の自習教材

▪ 大学や研究者が自由な時間に自習
でき、立ちあがりを加速

▪ 2つのコースを無償公開

▪ MATLABの入門として最適
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ディープラーニング入門
10行で実現！深層学習による画像認識

camera = webcam; % Connect to the camera

net = alexnet;   % Load the neural network

while true

im = snapshot(camera);       % Take a picture

image(im);                   % Show the picture

im = imresize(im,[227 227]); % Resize the picture for alexnet

label = classify(net,im);    % Classify the picture

title(char(label));          % Show the class label

drawnow

end

MATLAB で機械学習を始めるための情報元
「matlabで機械学習」で検索！
https://jp.mathworks.com/solutions/machine-learning.html

https://jp.mathworks.com/help/nnet/ug/try-deep-learning-in-10-lines-of-matlab-code.html
https://jp.mathworks.com/solutions/machine-learning.html
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まとめ

1. 最新機能ご紹介
▪ 各種ToolBox, ライブエディター

▪ MATLAB・Python連携

2. 最近の教育・研究利用事例
▪ 英国トップ校、スウェーデン王立工科大学の事例

▪ MOOC利用事例（年間60コース以上）

▪ 化学工学における活用事例

▪ 人文・社会科学における活用事例

3. アクティブラーニング環境のご紹介
▪ 講義自動採点システムMATLAB Grader
▪ MATLAB Online＋MATLAB Drive＋MATLAB Mobile
▪ Online Learning を用いた自習教材（MATLAB基礎、ディープ ラーニング入門等)
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Accelerating the pace of engineering and science


