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MatheMatica® 

を教育現場で体験

概念から授業へ，そしてクラスタへ
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授業を即座にインタラクティブにする

正弦波から惑星の運動経路，そして代数方程式に至るすべてを 

Mathematicaはインタラクティブにすることができます． 

MathematicaではManipulateという1つの関数を使うだけで， 

広範に渡る強力でインタラクティブな機能に即座にアクセスし， 

説得力のある教育内容を制作することができます．リアルタイムで結

果を見られるように制御できる高性能のインターフェースを簡単に作

成することができ，その制作に要するのがたった1行のコードである

ということも珍しくありません．  

組込みのコントロールを使えば，
スライダー，チェックボックス，
ボタン等が完備した強力なイン 
ターフェースを作成することが 
できます．

リアルタイムの3Dグラフィック
スは，回転させたり制御したり
することも，すべての標準3Dグ
ラフィックス形式にエキスポー
トすることもできます．

動的なコントロールを使って 
計算をリアルタイムで操作し，
即座にパラメータを探究する 
ことができます．

2つの円筒の交差

一次および二次の曲線のフィットの問題

回転する立体

 wolfram.co.jp/screencasts/makingmodels
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音楽

天文学

物理

生物 画像処理 デザイン

機械工学

小学校教育から最前線の研究 
まで，トピックはますます広い 
範囲のカテゴリに及んでいます．

既に利用可能な何千ものデモン 
ストレーションに毎日新たなも 
のが加えられています．

Wolframデモンストレーションプロジェクトは，授業で今すぐ使える

何千ものモデルのオープンコードリソースです．デモンストレーショ

ンは動的な計算を使って，数学，科学，工学，芸術，金融，およびそ

の他の幅広い分野における概念を活性化します．これらのデモンスト

レーションを使って，サンプルコードやMathematicaテクノロジーの

実践例を見付け，授業で教える概念を可視化することができます． 

またデモンストレーションは，最先端の研究に新たな光を当てたり，

オンライン出版のための高度なミニアプリケーションの作成を助けて

くれたりすることもあります．

既存のデモンストレーションを利用する

wolframデモンストレーションプロジェクト

デモンストレーションは数多くの領域と部門に渡っています． 

Mathematicaは，ありとあらゆる分野の人が計算を探究することを可能にします．以下はその中のほんの数例です．

demonstrations.wolfram.com

 wolfram.co.jp/screencasts/utilizingmodels wolfram.co.jp/screencasts/makingmodels
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各国と国のグループについての
経済，人口統計，地理等の150を
超える特性

 「数学授業アシスタント」パレッ
トを使えば，マウスをクリック
するだけで素早く計算を入力で
きます． 

Mathematicaは，Mathematicaの広範

囲に渡る機能にポイントアンドクリッ

クで即座にアクセスすることを可能に

する複数のアシスタントパレットおよ

びグラフィカルユーザインターフェー

スを装備しています．アシスタントパ

レットは，特に教育現場で初級ユーザ

に便利な出発点を，ベテランユーザに

はショートカットを提供します．

Mathematicaでは，地理学，言語学，化学，ヒトゲノム，気象，金融

等さまざまな分野に関するデータを集めた，日々拡張するライブラリ

に即座にアクセスできます．これらのデータにはMathematica内から

直接アクセスすることが可能で，最新データをどのような計算や授業

の例にでもシームレスに組み込むことができます．

組込みの3Dタンパク質構造デ
ータと可視化を含めた，標準
のヒトタンパク質すべてに関
する広範なデータ 

即座に計算に使える形式の，
株式，投資信託，指数，通貨
に関する現在と過去の金融
データ

使いやすさ

統合されたデータ

 「2Dグラフィックスインスペク
タ」を使って，色，線の太さ，
破線等のグラフィックススタイ
ルをインタラクティブに変更す
ることができます． 

 「2D描画ツール」パレットを使う
と，小テスト，プレゼンテーション
等に使用する2Dグラフィックスを
簡単に作成したり，注釈を付けた
りすることができます．

新しいテクノロジーを授業に簡単に導入する

wolfram.co.jp/screencasts/classroomassistant

wolfram.co.jp/screencasts/integrateddata
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Mathematicaの画像処理環境は，科 

学，工学，医学，および教育におい 

てイメージングの研究と応用に選ば

れるシステムとなるように，基礎か

ら積み重ねる形で設計されたもので

す．画像の合成，変換，質の強化，

分割のための非常に強力で高性能の

関数は，既存のMathematicaの基礎 

構造と組み合わされて，用途の広い

独自の画像処理ソリューションとな

っています．

 「並列カーネルの状態」表示で 
計算の並列化効率を管理する 
ことができます．

並列計算は今やエキスパートのためだけのものではありません． 

Mathematicaには複数のコアあるいはグリッド上に配備された

Mathematicaのネットワークにおいて並列計算を行うテクノロ 

ジーが標準機能として搭載されています．新たな設定を全く行 

わなくても，Mathematicaは自動的に計算の複数部分を同時に 

実行します．このため，並列計算は日々の作業のルーチンとし 

て数秒で使用できるほど簡単なものになりました． 

異なる評価を異なるプロセッサ
に自動的に分配し，結果の表を
並列で作成します．

画像ファイルをノートブックに
ドラッグアンドドロップするだ
けで，画像を操作できるように
なります．

グラフィックスを既存の
Mathematicaプログラムコード 
にインポートし，何百もの既 
存の組込み関数を使って画像 
データを処理してから，結果を
Mathematica内で共有すること
ができます．

Mathematicaは，異なる計算を
並列して行い，最初に得られた
結果を返すことによって，投機
的並列処理をサポートします．

組込みの並列計算

組込みの画像の処理と解析

研究や開発に最先端のツールを使う

wolfram.co.jp/screencasts/parallelcomputing

wolfram.co.jp/screencasts/imageprocessing
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お試しください

これらの計算ができれば， 
もう授業にMathematicaを 
組み入れても大丈夫です!

リストは中カッコに入れます．

 「数学授業アシスタント」 
パレットで式のタイプセット
を行うことができます．

関数は大文字で書き始めます．
引数は角カッコで囲みます．

Mathematicaを実際に使ってみましょう．Mathematicaで以下の基本的な計算を 

行ってください．

式を入力してから       +        
を押して評価します．

wolfram.co.jp/screencasts/handsonstart
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生涯のツール mathematicaのライセンス

Wolfram Researchのライセンスプログラムは，オフィス，教室，キャ

ンパスにMathematicaテクノロジーを備え付けるための，最も経済的

で管理が簡単なオプションを提供しています． 

Wolfram Researchは20年以上に渡って教育機関と協力し，カリキュラ

ムと研究に関するソリューションを提供してきました．

 弊社の柔軟なライセンスプログラムには，トップレベルのテクニカル

サポートが付いています．また，開始コストの値下げに伴う定価の

大幅割引だけでなく，以下のような今まで以上の特典もご用意して

います．

. 無料アップグレード 

. 無料テクニカルサポート 

. 教職員用の無料の追加ホームユーズライセンス 

. 学生用のホームユーズソリューション

Mathematicaは，世界中のほとんどすべての大学や高等教育機関で使

用されています．実際，54ヶ国の何千もの大学がWolfram Researchと

キャンパス単位の契約を結んでいます．

また，Mathematicaの新しいバージョンの登場で，Mathematicaユー

ザ層は9歳から90歳までさらに大きく広がってきました．授業の中で

学んでいる若い学生の方から，世界最大のクラスタのいくつかを使用

した重要な研究まで，Mathematicaのスコープと範囲は，教育カリキュ 

ラムにソフトウェアを統合させるという複数分野にまたがるアプロー

チに今や大きな変革をもたらすものとなっています．

ご存知ですか?

.   世界のトップ200の大学すべてでMathematicaが使用されており，

その90%に当たる大学は組織単位のサイトライセンスを持ってい 

ます．

.   アメリカ合衆国の50のリベラルアーツカレッジのうち43の大学 

で，サイトライセンスのMathematicaがコースの中に統合され 

ています．

.   世界中の何千もの学校がMathematicaを授業で使っています． 

その中にはアメリカのランキング1位の高校も含まれています．

.   Mathematicaは「Fortune」のトップ500の会社，政府の研究所， 

大学，高校，および家庭で使用されています．使用は7つの大陸 

すべてとそれを越える範囲にまで広がっています．

wolfram.co.jp/academicpurchase.html

成長するコミュニティにご参加ください

現在のライセンスの特典，あるいはお客様の教育機関に最も適した

新しいオプションについてご質問等ございましたら，弊社までご連

絡ください．

適格なすべてのWolfram製品の中からうまく組み合せて，お客様の

組織に最適のソリューションを見付けるお手伝いをいたします．

詳細のお問い合わせ

ウルフラム リサーチ 
アジア リミティッド

info@wolfram.co.jp
(03)3518-2880

WOLFRAM RESEARCH, INC.

info@wolfram.com
1-800-WOLFRAM (965-3726)
+1-217-398-0700  
(アメリカ，カナダ以外)

WOLFRAM RESEARCH  
EUROPE LTD.

info@wolfram.co.uk
+44-(0)1993-883400
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  「概要」を見る

短いスライドショーでMathematicaの機能と関数を簡単

に説明します．

wolfram.co.jp/mathematica

ビデオのスクリーンキャストを見る

短いスクリーンキャストでMathematicaを日々のタスク

に素早く組み込む方法を紹介します．

wolfram.co.jp/screencasts

MatheMatica関連の本を読む

プログラミング，芸術，工学，金融，コンピュータサ

イエンス等，幅広い分野のトピックを網羅する最新の

Mathematica関連の書籍．

wolfram.co.jp/books

無料セミナーに参加する

Wolfram Researchのシニアテクニカルスタッフによる 

無料のオンラインセミナーで，お客様の質問にライブで

お答えします．

wolfram.co.jp/seminars

  「How To」で解決方法を見付ける

 「How to」は，Mathematicaにおける特定の問題を段階

を追って解く簡単な方法を提供します．

reference.wolfram.co.jp/howtos

  「チュートリアル」のドキュメントを読む

 「チュートリアル」は，Mathematicaの詳しい使用方法と

行いたい作業にMathematicaがどのように関連している

かについての説明を提供します．

wolfram.co.jp/tutorialcollection

その他のwebリソース

.  完全なMathematicaドキュメントにアクセスできます．  
reference.wolfram.co.jp

.  Webで最も人気の高い，広範囲の数学リソースを探究できます． 

mathworld.wolfram.com
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wolfram researchのオンラインリソース

wolfram.co.jp/screencasts/utilizingresources


