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9. Tcl/Tkによるプログラミング 

9.1. はじめに 

9.1.1. Tcl/Tkとは 

Tcl/Tk は簡単に GUI(Graphical User Interface)アプリケーションを作るためのプログラミング言語で

す．もともと Unix 上で開発されたものですが，現在様々なプラットフォームに移植されています．今

回使用するのは Windows95/98/NT 用に移植されたものです．Tcl/Tk はフリープログラムなので興味を

持った人は，http://www.activestate.com/からダウンロードして見てください． 

 

9.1.2. Tcl/Tkの特徴 

Tcl/Tk はいわゆるスクリプト言語です．やらせたい仕事を順番に記述すると実行時にコンピュータに理

解できる形に逐次解釈されその実行が行われます．実行する前にコンパイルを行いあらかじめコンピュ

ータに理解できる実行形式のファイルを用意して実行を行う言語(C や Fortran)に比べると処理速度は

遅いですが，現在のコンピュータの処理速度からするとほとんど問題はないでしょう． 

プログラムがうまく動かなかったときに，動くように直す作業(デバッグ)は，コンパイル作業がいらな

い分だけ楽になります． 

Tcl/Tk は Tcl の部分が一般的なプログラムの作成を受け持ち，Tk の部分がいわゆる GUI の作成を受け

持ちます．Tcl を Perl に変えた Perl/Tk も最近出てきています． 

 

9.2. Tcl/Tkによるプログラム作成の概要 

Tcl/Tk によるプログラム作成の手順は，以下のようになります． 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1. エディタによるプログラムの記述 

まずエディタ(テキストを編集するプログラム)を起動してプログラムを記述します．ここでは

エディタとして秀丸を使うことにします．秀丸を起動するためには，右図のアイコンをダブル

クリックします．すると下のようなウィンドウが上がってきます． 
 

 

エディタ(秀丸)による 

プログラムの記述 

プログラム

の実行 

期待通りに

動作する 

デバッグ 

(プログラムの修正) 

完成 Yes 

No 
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ここに以下の３行のプログラムを記述します． 

 

wm title . Hello 

button .b1 -text "Hello" 

pack .b1 

 

記述できたら，プログラムを保存します．プルダウンメニューの[ファイル(F)]→[名前を付けて保存

(A)…]をクリックします．下図のようなウィンドウが開くので， 

 

・ [保存する場所]は，自分のホームディレクトリである[‘nafs’の s****(Y:)]を選びます． 

・ 名前は「hello.tcl」とします．（ピリオドの前はなんでもかまいませんが，後ろの３文字は必ず「tcl」

にします．） 

 

9.2.2. プログラムの実行 

プログラムを実行するために

は，デスクトップの[マイコンピ

ュータ]→[‘Pcfs’の s****(Y:)]と

ダブルクリックしていき，上で

作成した「hello.tcl」をダブルク

リックします． 

プログラムがきちんと記述され

ていれば，下図のようなウィン

ドウが起動します． 

 

 

 

 

9.2.3. プログラムの説明 

Tcl/Tk による GUI プログラムの作成では，Widget を並べるという操作を行います．Widget とは「部

品」という意味で，GUI を作成するために必要なボタンやメニュー，スクロールバーなどの部品を指し
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ます．以下では，上で作成したプログラムの意味を１行づつ説明します． 

「wm title . Hello」 

Tk では Widget を階層(path)により管理しています「．」は一番上の階層で，この行は一番上の階層(今

は Window)に「Hello」というタイトルをつけなさいという意味です． 

「button .b1 -text "Hello"」 

これは，一番上の階層(path)の下に，新たに「.b1」という階層(path)を作り，そこに「ボタン(button)」

widget を作成し「Hello」という「テキスト」を貼り付けなさいという意味です．「Hello」の前後はダ

ブルクォーテーション「"（Shift+2）」です． 

「pack .b1」 

pack はそれ以下に並ぶ path に対応する widget を並べて表示しなさいという意味です． 

 

9.3. Widgetについて 

9.3.1. Widgetとは 

ここでは，widget の例を示します．widget は以下の構文で作成します． 

 

widget の名前 配置する path オプション 

 

widget を並べるには，「pack」を用います．構文は以下のように書きます． 

 

pack path 名（，path 名） 

 

プログラムソース 
 

 

ラベルの例 

wm title . Label 

label .l1 -text "こんにちは" 

pack .l1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
(注) ラベルはテキストを表示する widget で

す．ボタンと異なり，クリックはできません．

同様の widget として，「text」や「message」

があります． 

 

他にも色々な widget があります．詳しくは参考文献などを見てください． 

 

9.3.2. Widgetを並べる 

widget を並べるためには「pack」コマンドを用います．並べたい widget の path 名を pack の後に並

べれば良いわけです． 
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wm title . Combination 

button .b1 -text ボタン１ 

scale .s1 -orient horizontal 

pack .b1 .s1 

 

 

並べる向きを変えたいときは，「pack」コマンドのオプション「-side」で指定します． 

上から下に並べる(規定値) 

wm title . Combination 

button .b1 -text ボタン１ 

scale .s1 -orient horizontal 

pack .b1 .s1 -side top 

 

 

左から右に並べる 

wm title . Combination 

button .b1 -text ボタン１ 

scale .s1 -orient horizontal 

pack .b1 .s1 -side left 

 

 

 

右から左に並べる 

wm title . Combination 

button .b1 -text ボタン１ 

scale .s1 -orient horizontal 

pack .b1 .s1 -side right 

 

下から上に並べる 

wm title . Combination 

button .b1 -text ボタン１ 

scale .s1 -orient horizontal 

pack .b1 .s1 -side bottom 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

（課題１） 

右図のようなボタンを配置したプログラムを作成しなさい． 

  

 

 

 

9.3.3. widgetにコマンドを割り付ける 

これまでは，単にボタンなどの widget を並べてきただけでしたが，これでは何も仕事をしてくれませ

ん．そこで widget にコマンドを割り付けることを勉強します．widget にコマンドを割り付けるには，

「-command」オプションを利用します．構文は， 

widget 名 path 名 –command 実行させる命令 

です．まず簡単な例を見てみましょう． 
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wm title . Hello 

button .b1 -text "Hello" -command bell 

button .b2 -text "終了" -command exit 

pack .b1 .b2 -fill x 
 

 

この例では，「Hello」というボタンを押すとベルがなり，「終了」というボタンを押すとプログラムを

終了するようになります．「bell」というコマンドがベルをならすコマンドで「exit」というコマンドが

プログラムを終了するコマンドです． 

 

次の例は，widget に外部コマンドを割り付ける例です．「Word」ボタンを押すと「MS Word」が起動

します．[exec]コマンドは外部プログラム(ここでは Microsoft Word)を呼び出すためのコマンドです． 

 

wm title . "ランチャー" 

button .b1 -text "Word" -command { 

exec "C:/Program Files/Microsoft Office/OFFICE11/WINWORD.EXE" 

} 

pack .b1 

 

 

(課題２) 

課題１で作ったプログラムを改良して，「 Word 」，「 Excel 」，

「PwrPoint」のボタンを押すと，それぞれ Word，Excel，PowerPoint

が起動するプログラムを作りなさい． 

(注)それぞれの実行ファイルは自分で探すこと． 

 

 

9.3.4. widgetに画像を貼り付ける 

下の例は，上の例で「ボタン」に MS Windows のアイコンを貼り付けたものです． 

「image create」により，「winword.gif」(アイコンの画像ファイル)から「winword」というイメージ

を作成し，「button」の「-image」オプションでボタンに「winword」イメージを貼り付けています．

２行目末尾の「￥」は本来１行で書くべきコマンド 

「image create photo winword -file [file join winword.gif]」を２行に分けているため，２行目に続くと

いう意味です．１行で書くときには「¥」はいりません． 

 

wm title . "ランチャー" 

image create photo winword -file \ 

   [file join winword.gif] 

button .b1 -image winword -command { 

exec "C:/Program Files/Microsoft Office/OFFICE11/WINWORD.EXE " 

} 

pack .b1 
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(注) アイコンの画像ファイルは，ファイル

サーバーのワークディレクトリに置いてあ

ります． 

デスクトップの[マイコンピュータ]→[‘nafs’

の u(Z:)]→[work]→[work2009]→[tanakah]

とダブルクリックしていき(右図)，そこから

自分のホームディレクトリにコピーして使

用してください． 

 

 

(課題３) 

Tcl/Tk を用いて右図のような「Word」「Excel」「PowerPoint」を起動する「ラ

ンチャー」を作成しなさい．画像ファイルは各自「Work」からとってくること． 
 

 

9.3.5. widgetを複雑に並べる 

widget をもっと複雑に並べたいときがあります．そういったときに時に使用するのが「frame」widget

です．「frame」widget は，複数の widget を１つの widget として扱う widget です．早速例を見てみま

しょう． 

 

wm title . Frame 

# 

frame .fra1 

frame .fra2 

pack .fra1 .fra2 

# 

button .fra1.but1 -text "ボタン 1.1" 

button .fra1.but2 -text "ボタン 1.2" 

pack .fra1.but1 .fra1.but2 -side left 

# 

button .fra2.but1 -text "ボタン 2.1" 

button .fra2.but2 -text "ボタン 2.2" 

pack .fra2.but1 .fra2.but2 -side left 

 

 

これを１行ずつ説明すると 

 

frame .fra1   

 

frame .fra2 

 

pack .fra1 .fra2 –side top 

 

# 

 

button .fra1.but1 -text "ボタン 1.1" 

 

 

button .fra1.but2 -text "ボタン 1.2" 

 

 

フレーム「.fra1」を用意する 

 

フレーム「.fra2」を用意する 

 

フレーム「.fra1」と「.fra2」を上から並べる 

 

コメント行 

 

フレーム「.fra1」にボタン「.but1」を用意し「ボタ

ン 1.1」と名前をつける 

 

フレーム「.fra1」にボタン「.but2」を用意し「ボタ

ン 1.2」と名前をつける 
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pack .fra1.but1 .fra1.but2 -side left 

 

 

# 

button .fra2.but1 -text "ボタン 2.1" 

 

 

button .fra2.but2 -text "ボタン 2.2" 

 

 

pack .fra2.but1 .fra2.but2 -side left 

 

 

ボタン「.but1」と「.but2」をフレーム「.fra1」に左

から並べる 

 

 

フレーム「.fra2」にボタン「.but1」を用意し「ボタ

ン 2.1」と名前をつける 

 

フレーム「.fra2」にボタン「.but2」を用意し「ボタ

ン 2.1」と名前をつける 

 

ボタン「.but1」と「.but2」をフレーム「.fra2」に左

から並べる 

 

これを図で説明すると，下図のようになります． 

 

(課題４) 右図のようなウィンドウを「フレーム」を用いて作成しなさい． 

 

 

9.3.6. 複数のコマンドを割り当てる 

次の例は，１つのボタンに複数のコマンドを割り当てる例です．ボタンを押すと１秒後にベルを鳴らし

ます．「after xxx」は「xxx ミリ秒後に以下のコマンドを実行しなさい」というコマンドです．

「-command{ }」の括弧｛ ｝の中にコマンドを並べれば，その順番に実行されます． 

 

wm title . "１秒計" 

button .b1 -text "１秒計" -command { 

after 1000 

bell 

} 

pack .b1 

 

 

フレーム「.fra1」 

ボタン 

「.fra1.but1」 

ボタン 

「.fra1.but2」 

フレーム「.fra2」 

ボタン 

「.fra2.but1」 

ボタン 

「.fra2.but2」 
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9.3.7. 変数の利用 

上の例では「１秒」しか計れませんが，「２秒」「３秒」を選べるようにしたのが下の例です．そのため

に変数「sw」を使っています．はじめ「set sw 1000」で sw は 1000 に設定されています．ラジオボタ

ン１，２，３を押すことで，それぞれ 1000，2000，3000 に設定し直されます．変数の値を参照する時

は「$sw」とします． 

 

wm title . "タイマー" 

set sw 1000 

radiobutton .r1 -text "１秒" -variable sw -value 1000 

radiobutton .r2 -text "２秒" -variable sw -value 2000 

radiobutton .r3 -text "３秒" -variable sw -value 3000 

button .b1 -text "スタート" -command { 

after $sw 

bell 

} 

pack .r1 .r2 .r3 .b1 

 

 

(課題５) 

課題４のプログラムを改良して，「3 分」，「4 分」，「5 分」それぞれのラ

ジオボタンをチェックして「Start」ボタンを押すと，選んだ時間が経

過した後ベルを鳴らすプログラムを作りなさい． 
 

 

 

9.4. 定型ダイアログボックス 

GUI アプリケーションでは，情報やエラーを表示したり質問したりするメッセージとともに「OK」や

「Yes」，「No」を選ぶダイアログボックスを良く見かけますが，Tcl/Tk ではこうした決まりきったダイ

アログを作成するためのコマンドとして「tk_messageBox」コマンドがあります．書式は以下のとおり

です． 

tk_messageBox  オプション．．． 

オプションとしては，以下のようなものがあります． 

オプション とれるオプションの値 意味 

-icon 

-message 

-parent 

-title 

-type 

error，info，question，warning 

任意の文字列 

パス名 

任意の文字列 

abortretrycancel 

ok 

okcancel 

retrycancel 

yesno 

yesnocancel 

メッセージの横に出るアルファベット 

表示するメッセージ 

親 window のパス名 

ウィンドウのタイトル 

abort，retry，cancel の３ボタン表示 

ok ボタンの表示 

ok，cancel ボタンの表示 

retry，cancel ボタンの表示 

yes，no ボタンの表示 

yes，no，cancel の３ボタン表示 

 

下の例は「ダイアログの表示」という「ボタン」を押すと「情報のサンプル」というメッセージウィン



 9-9 

ドウが開きます． 

 

wm title . Dailog 

button .b1 -text "ダイアログの表示" -command { 

   tk_messageBox \ 

    -title "情報" \ 

    -icon info \ 

    -message "情報のサンプル" \ 

    -type ok} 

pack .b1 

 
 

 

 

(課題６) これまで作成したプログラムを利用して，「３分」「４分」「５分」のなかから時間を選択して

「スタート」ボタンを押すと，選択した時間後に下図のようなメッセージボックスを開くプログラム(ラ

ーメンタイマー)を作成しなさい． 

 

    


