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SIMULINK Callback と MATLAB GUI (Graphical User Intrface) (Ver.6.5 R13) 

１．SIMULINK Callback 

 MATLAB/SIMULINK はオブジェクト指向言語に進化をとげている．特に，あるイベントを行

ったときに割り当てることができるプログラム(M ファイル)をコールバック関数という．こ

こでは，SIMULINK におけるコールバック関数の使い方について簡単に述べる．これまで

SIMULINKを実行する前にパラメータ設定などのMファイルをSIMULINKファイルと別々に動

かしていたが，SIMULINK ファイルと MATLAB ファイルとの対応をよく管理しておく必要があ

ったが，コールバック関数を用いることにより，SIMULINK ファイルに直接 M ファイルをリ

ンクさせることができるようになった．このような２つの方法を紹介する． 

●SIMULINK メニューのモデルプロパティの利用する方法 

 つ ぎ は あ る SIMULINK フ ァ イ ル の メ ニ ュ ー を 開 い た と こ ろ で あ る ． 

 

ファイルメニューでモデルプロパティを選択し，コールバックタグを押すと，つぎのよう

なウィンドウが表示される． 
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これが SIMULINK の各種イベントで実行される関数のリストであり，このファイルでは，モ

デルの初期化の際に，Mファイルであるparam_3Dmotion.mを実行することを指定している．

この Mファイルは，SIMULINK 内のパラメータ変数を，つぎのように定義したものである． 

 

このように指定することにより，まえもって別個にパラメータ設定の M ファイルを手動で

実行する必要がなくなる． 
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●Subsystem のブロックパラメータにコールバック関数を割り当て，Subsystem をボタンの

ように利用する方法 

（１）Simulink Library Browser から Ports & Subsystems を選択し，Subsystem を Simulink

の編集ファイルにドラッグ＆ドロップする． 

 

（２）ドラッグ＆ドロップした Subsystem をダブルクリックして，中身を消して空にする. 
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（３）Subsystem を右クリックして，ブロックのプロパティウィンドウを開き，コールバッ

クタグをクリックする． 
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（４）コールバックの中の OpenFcn を選んで，コマンドまたは関数名を右側に書き込む．

ここでは，disp(‘Hello world’)と書き込んでいる． 

 

（５）OK を押し，このウィンドウを閉じた後，Subsystem をクリックして SIMULINK ファイ

ルの編集メニューでサブシステムのマスクを選択する． 
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（６）つぎのようにマスクエディタが起動するので，アイコンタグの描写コマンドのとこ

ろに，disp('click here')と書き込み OK を押すと，Subsystem のアイコンにこの文字が表

示される． 

 

 

（７）このサブシステムをダブルリックすると，コールバックに指定した命令が実行され

ることがわかる．この例では，コマンドウィンドウに hello world と表示される． 
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２．MATLAB GUI 

 MALTAB において計算過程を変えるには，コマンドウィンドウや M ファイルを用いる

ことが普通であるが，GUI ツールを用いると，グラフウィンドウにいろいろなコントロー

ル用の小物をつけて計算過程を制御できる．これは figure の中にオブジェクトを持ち込み

ことができることを意味している． 
（１）コマンドウィンドウで， 

>> guide 
と入力すると，GUI ガイドが起動する． 

 
（２）ブランク GUI を選択して，OK をおすとつぎのようなグラフィックウィンドウが開

く． 
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（３）左側にツールボックスが表示されているので，この中からコントロールを選ぶ．た

とえば，プッシュボタンを選択して，ウィンドウ内でマウスの左ボタンを押しながらボタ

ンを描く． 

 

（４）このプッシュボタンオブジェクトをダブルクリックすると，プロパティウィンドウ

（プロパティインスペクター）が表示される． 
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（５）Callback プロパティに値，disp(‘Hello world’)を書き込む．このような過程は visual 
basic とおなじような操作である． 

 

（６）グラフィックウィンドウでこのファイルを保存する．ここでは，gui_example の

名前で保存すると，つぎの２つのファイルが保存される． 
    gui_example.m   gui_example.fig 
M ファイルはつぎのようなものが自動的に保存される． 
function varargout = gui_example(varargin) 
% GUI_EXAMPLE M-file for gui_example.fig 
% GUI_EXAMPLE, by itself, creates a new GUI_EXAMPLE or raises the existing 
% singleton*. 
% 
% H = GUI_EXAMPLE returns the handle to a new GUI_EXAMPLE or the handle to 
% the existing singleton*. 
% 
% GUI_EXAMPLE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
% function named CALLBACK in GUI_EXAMPLE.M with the given input arguments. 
% 
% GUI_EXAMPLE('Property','Value',...) creates a new GUI_EXAMPLE or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before gui_example_OpeningFunction gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to gui_example_OpeningFcn via varargin. 
% 
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%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
% Edit the above text to modify the response to help gui_example 
% Last Modified by GUIDE v2.5 25-Mar-2002 12:19:15 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @gui_example_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @gui_example_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin & isstr(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
% --- Executes just before gui_example is made visible. 
function gui_example_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to gui_example (see VARARGIN) 
 
% Choose default command line output for gui_example 
handles.output = hObject; 
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% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 
% UIWAIT makes gui_example wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = gui_example_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 
また，gui_example.fig は，編集したつぎのウィンドウである． 
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（７）gui_example.fig の実行アイコンをクリックする． 

 
（８）つぎのような実行ウィンドウが表示されるので，ボタンを押すと，コマンドウィン

ドウに，Hello world と表示される． 

 


