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サイバネットシステム「MATLAB EXPO 2002」を開催
〜次世代通信技術開発の最新動向や制御系設計ソリューション等を紹介〜

サイバネットシステム株式会社（JASDAQ 市場上場 本社：東京都、資本金：9 億 9500
万円、代表取締役社長：井上

惠久）は、同社取り扱い製品である MATLAB プロダクトフ

ァミリのプライベートカンファレンスとして第２回目となる「MATLAB EXPO 2002」を
2002 年 12 月 10 日、11 日の 2 日間、東京ドームプリズムホールにおいて開催いたしますの
でお知らせいたします。
MATLAB プロダクトファミリは工学分野の数値計算、データ解析、シミュレーション、
製品設計のための統合開発環境であり、1984 年に販売が開始されて以来、自動車、航空宇
宙業界を始め、通信、金融、医療分野など、全世界で約 60 万人の研究者、技術者に利用さ
れております。今回の MATLAB EXPO 2002 は、全世界的にも MATLAB 関連としては前
回同様、最大級のイベントとなり、ユーザーを中心に 2 日間で延べ約 3,000 名の来場者が予
想されています。
今回の MATLAB EXPO 2002 では、次世代通信の最先端技術開発と製品設計プロセスの
革新をテーマとした DSP ＆ Wireless Communications Conference （DSP & 通信カンフ
ァレンス）、制御系開発を加速するモデルベースデザインをテーマとした Model-Based
Control Design Conference（モデルベース制御系設計カンファレンス）の二つのメインカ
ン フ ァ レ ン ス を 主 軸 と し て 、 MATLAB プ ロ ダ ク ト フ ァ ミ リ の 開 発 元 で あ る The
MathWorks, Inc.、日本国内で MATLAB プロダクトファミリをサポートする協賛パートナ
ー26 社、MATLAB プロダクトファミリのユーザなどの協力を得て、最新技術動向、研究・
開発、製品設計における MATLAB およびパートナーのソリューション事例など、60 以上
の講演、セミナーを予定しております。
また、展示会場では MATLAB プロダクトファミリのご紹介の他、協賛パートナーによる
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MATLAB 関連製品及びその他の設計開発ソリューション等、40 種類以上の展示およびプレ
ゼンテーションが予定されております。

【MATLAB EXPO 2002 概要】
日程：

2002 年 12 月 10 日、11 日

会場：

東京ドームプリズムホール

参加費用：

9:30 〜 17:30

全セッション無料（ただし、セミナー参加は、事前登録が必要です）

参加申込み：

以下のホームページにて受付ています。

http://www.cybernet.co.jp/MATLAB
カンファレンス ：
DSP ＆ Communications Conference （DSP＆通信カンファレンス）
■基調講演：「超高速モバイル情報通信のための UWB(Ultra Wideband)技術の
研究開発」
横浜国立大学大学院工学研究院 電気電子と数理情報分野 教授 河野 隆二
Model-Based Control Design Conference （モデルベース制御系設計カンファレンス）
■基調講演：「システム同定を用いた制御対象のモデリング」
宇都宮大学

工学部

電気電子工学科

教授

足立

修一

関連セミナー：
協賛会社特別技術セミナー
主催：（株）トリケップス
OFDM の基礎とシステム技術
東京理科大学 基礎工学部 教授 伊丹 誠
主催：日本テクノセンター（株）
MATLAB によるロバスト制御系設計実践講座
千葉大学 工学部 助教授 劉 康志
協賛パートナーセミナー
協賛パートナー企業のソリューションセミナーを多数開催いたします。
MATLAB 関連セミナー・体験セミナー
7 タイトルの MATLAB 関連・体験セミナーを開催します。
展示コーナー
MATLAB 及び協賛パートナーの製品・サービスなど 40 種類以上のソリューションの
展示を予定しております。
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マスワークス社について

マスワークス社（The MathWorks, Inc.）は、民間・政府・教育分野のエンジニアと科学者
向けにテクニカル・コンピューティング・ソフトウェアを開発する世界でも有数の企業です。
MATLAB と Simulink を中心とする幅広い製品を販売しており、自動車産業、航空宇宙産
業、通信産業、金融サービス産業、バイオテクノロジー産業、エレクトロニクス産業、機械
工学産業、プロセス産業等の課題を解決し、革新を加速するソフトウェアとサービスを提供
しています。
マスワークス社は 1984 年に設立され、現在全世界に 1,000 人以上の従業員を有しています。
本社所在地は米国マサチューセッツ州ナティックです。その他の情報についてはウェブサイ
トをご参照ください。（www.mathworks.com）

サイバネットシステム株式会社について
当社は、科学技術計算分野、特に CAE 関連の多岐にわたる先端的なソフトウェアソリュー
ションサービスの提供を行なっております。電気機器、輸送用機器、機械、精密機器、教育・
研究機関など様々な業種及び適用分野におけるソフトウェア、教育サービス、技術サポート、
コンサルティング等を提供しています。構造解析、音響解析、機構解析、制御系解析、通信
システム解析、信号処理、光学設計、照明解析、高周波回路解析など多様かつ世界的レベル
の CAE ソフトウェアを取扱い、様々な顧客ニーズに対応しています。
サイバネットシステムに関する詳細はこちらの URL をご覧下さい。
（www.cybernet.co.jp）

この件に関するお問い合わせ
サイバネットシステム株式会社
●内容についての問い合せ
応用システム第１営業部

MATLAB EXPO 2002 事務局

〒112-0012 東京都文京区大塚2-15-6 ニッセイ音羽ビル
TEL.03-5978-5410

FAX.03-5978-5440

E-Mail: meinfo@cybernet.co.jp
●報道の方は
広報室／勝又

一徳
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E-Mail: irquery@cybernet.co.jp
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