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ユーザガイド
序章
注意
どのような文書でも内容は時間が経つにつれ古くなります。本書も例外ではありません。Microchip
社の製品は、お客様のニーズを満たすために常に改良を重ねており、実際のダイアログやツールが
本書の説明とは異なる場合があります。
開発ツールの最新情報は、MPLAB® X IDE のオンラインヘルプでご覧になれます。[Help] メニュー
から [Topics] または [Help Contents] を選択すると、利用できるヘルプファイルのリストが表示され
ます。
最新版の PDF は、弊社のウェブサイト (http://www.microchip.com) でご覧になれます。文書は DS 番
号「DSXXXXXA」で識別します。
「XXXXX」は文書番号、
「A」は文書のリビジョン レベルを表しま
す。この識別番号は、各ページのフッタ部分、ページ番号の前に記載しています。

はじめに
序章には、MPLAB XC16 C コンパイラの文書とサポートに関する以下の内容を記載
しています。
• 本書の構成
• 表記規則
• 推奨参考資料

本書の構成
本書には、GNU 言語ツールを使って 16 ビット アプリケーション向けにコードを書
く方法を記載しています。本書の構成は以下の通りです。
• 第 1 章「コンパイラの概要」 - コンパイラ、開発ツール、機能セットについて
• 第 2 章「CCI (Common C Interface)」- MPLAB XC コンパイラ間のコード移植性
を拡張する CCI (Common C Interface) について
• 第3章「プロジェクトをビルドするための手引き」- プロジェクトをビルドする際
によく生じる疑問や問題に対処するためのヘルプと、本書内の関連項目へのリン
ク
• 第 4 章「XC16 ツールチェーンと MPLAB X IDE」- MPLAB X IDE によるコンパイ
ラと関連ツールの設定方法と使用方法
• 第5章「コンパイラのコマンドライン ドライバ」- コマンドラインから本コンパイ
ラを使う方法
• 第 6 章「デバイスに固有の機能」- コンパイラのヘッダファイルとレジスタ定義
ファイルの説明と SFR の使い方
• 第 7 章「MPLAB XC16 と ANSI C の相違」- 本コンパイラと標準 ANSI-89 C がサ
ポートする C 言語構文の違い
• 第 8 章「サポートするデータ型と変数」- 本コンパイラの整数型、浮動小数点型、
ポインタデータ型
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• 第9章「固定小数点算術演算のサポート」- 本コンパイラの固定小数点算術サポー
ト
• 第 10 章「メモリの割り当てとアクセス」- コンパイラ ランタイムモデル ( セク
ション、初期化、メモリモデル、ソフトウェア スタック等に関する情報を含む )
• 第 11 章「演算子と命令文」
• 第 12 章「レジスタの使用」- SFR へのアクセス方法と使い方
• 第 13 章「関数」- 関数の詳細
• 第 14 章「割り込み」- 割り込みの使い方
• 第 15 章「メイン、スタートアップ、リセット」- C コードの重要なエレメント
• 第 16 章「C 言語とアセンブリ言語の併用」- 本コンパイラで 16 ビット アセンブ
リ言語モジュールを使うためのガイドライン
• 第 17 章「ライブラリ ルーチン」- ライブラリの使い方
• 第 18 章「最適化」- 最適化のためのオプション
• 第 19 章「前処理」- 前処理の詳細
• 第 20 章「プログラムのリンク」- リンクの働き
• 補遺 A.「処理系定義のふるまい」- ANSI 規格で「処理系定義」とされているコン
パイラ固有パラメータについて
• 補遺 B.「組み込みコンパイラ互換モード」- 本コンパイラの互換モードに関する
詳細
• 補遺 C.「診断」- 本コンパイラが生成するエラーメッセージと警告メッセージ
• 補遺 D.「GNU フリー文書利用許諾契約書」- フリー ソフトウェア財団のライセン
ス使用方法
• 補遺 E.「ASCII キャラクタセット」- ASCII キャラクタセットのテーブル
• 補遺 F.「非推奨の機能」- 旧式機能の詳細
• 補遺 G.「ビルトイン関数」- C コンパイラのビルトイン関数の一覧
• 補遺 H.「改訂履歴」- 本書の各リビジョンに関する情報
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序章
表記規則
本書には以下の表記規則を適用しています。
本書の表記規則
表記

適用

例

Arial フォント
二重かぎカッコ : 『』

参考資料

『MPLAB® XC16 C コンパイ
ラ ユーザガイド』

太字

テキストの強調

... は唯一のコンパイラです ...

角カッコ : [ ]

ウィンドウ名

[Output] ウィンドウ

ダイアログ名

[Settings] ダイアログ

メニューの選択肢

[Enable Programmer] を選択

かぎカッコ : 「 」

ウィンドウまたはダイアログ 「Save project before build」
のフィールド名
File>Save
右山カッコ(>)で区切った下線 メニュー項目の選択
付き斜体テキスト
角カッコ ([ ]) で囲んだ太字の ダイアログのボタン
テキスト
タブ
山カッコ (< >) で囲んだテキ キーボードのキー
スト

[OK] をクリックする
[Power] タブをクリックする
<Enter>、<F1> を押す

Courier New フォント
標準書体の Courier New

サンプル ソースコード

#define START

レジスタ名

autoexec.bat

ファイルパス

c:\mcc18\h

キーワード

_asm, _endasm, static

コマンドライン オプション

-Opa+, -Opa-

ビット値

0, 1

定数

0xFF, ’A’

斜体の Courier New

変数の引数

角カッコ : [ ]

オプションの引数

file.c (file は有効な任意
のファイル名 )
mpasmwin [options]
file [options]

中カッコとパイプ文字 :{ | }

いずれかの引数を選択する場 errorlevel {0|1}
合 (OR 選択 )
var_name [,
繰り返されるテキスト
var_name...]

...

ユーザが定義するコード

void main (void)
{ ...
}

補足テキスト

DD
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xmemory 属性
デバイス依存
この機能をサポートするかど
うかは、デバイスによって異
なります。サポートするデバ
イスはタイトルまたはテキス
トに示されます。
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推奨参考資料
本書には、MPLAB XC16 C コンパイラの使い方を記載しています。参考資料として、
Microchip 社が提供する以下の文書を推奨します。
リリースノート (Readme ファイル )
Microchip 社製ツールの最新情報は、ソフトウェアに付属するリリースノート (HTML
ファイル ) でご覧になれます。
MPLAB® XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド (DS52106)
16 ビット アセンブラ、オブジェクト リンカ、オブジェクト アーカイバ / ライブラリ
アン、各種ユーティリティの使い方を記載したガイド書です。
16 ビット言語ツールライブラリ (DS51685)
Microchip 社の 16 ビットデバイス向けに利用可能なライブラリの一覧を記載していま
す。これには標準ライブラリ ( 算術ライブラリを含む ) と C コンパイラ ビルトイン関
数を含みます。DSP および 16 ビット周辺モジュール ライブラリの説明は、各タイプ
の周辺モジュール ライブラリに付属するリリースノートに記載しています。
デバイスに固有の文書
Microchip 社のウェブサイトは、16 ビットデバイスの機能や特長を記載した文書を豊
富に提供しています。これには以下が含まれます。
• 個々のデバイスおよびデバイスファミリのデータシート
• ファミリ リファレンス マニュアル
• プログラマ リファレンス マニュアル
C 言語規格の情報
American National Standard for Information Systems - Programming Language - C.
American National Standards Institute (ANSI), 11 West 42nd.Street, New York,
New York, 10036.
この規格は C プログラミング言語の記法を定め、プログラムの解釈方式を規定し
ています。その目的は、様々なコンピューティング システム上での C 言語プログ
ラムの移植性、信頼性、保守性、および実行効率性を高める事です。
C 言語のリファレンス マニュアル
Harbison, Samuel P. and Steele, Guy L., C A Reference Manual, Fourth Edition,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.DC 07632.
Kernighan, Brian W. and Ritchie, Dennis M., The C Programming Language, Second
Edition.Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.DC 07632.
Kochan, Steven G., Programming In ANSI C, Revised Edition.Hayden Books,
Indianapolis, Indiana 46268.
Plauger, P.J., The Standard C Library, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.DC 07632.
Van Sickle, Ted., Programming Microcontrollers in C, First Edition.LLH Technology
Publishing, Eagle Rock, Virginia 24085.
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MPLAB® XC16 C コンパイラ
ユーザガイド
第1章
1.1

コンパイラの概要

はじめに
第 1 章には、MPLAB XC16 コンパイラに関する以下の項目を記載しています。
• 対応デバイス
• MPLAB XC16 C コンパイラの概要と関連文書
• コンパイラとその他の開発ツール

1.2

対応デバイス
MPLAB XC16 C コンパイラは、全ての Microchip 社製 16 ビットデバイスを完全にサ
ポートします。
• dsPIC® デジタルシグナル コントローラ ファミリは、デジタル信号処理 (DSP) アプ
リケーションで要求される高性能と、組み込みアプリケーションで要求される標準
的なマイクロコントローラ (MCU) 機能を兼ね備えます。
• PIC24 MCU ファミリは、デジタルシグナル コントローラ モジュール ( および関連
する命令サブセット ) を備えていないという点を除けば、dsPIC DSC と同じです。
PIC24 は dsPIC DSC から派生した高性能 MCU であり、DSC 能力を必要としない
アプリケーションで使われる事を意図しています。

1.3

MPLAB XC16 Cコ ンパイラの概要と関連文書
MPLAB XC16 C コンパイラは機能を完備した最適化コンパイラとして、ANSI C 準拠
プログラムを 16 ビットデバイス向けのアセンブリ言語ソースコードに変換します。
加えて、本コンパイラは多数のコマンドライン オプションと、16 ビット デバイス
ハードウェア機能へのフルアクセスを可能にする言語拡張をサポートし、コード ジェ
ネレータの微調整も可能です。
本コンパイラはフリー ソフトウェア財団が提供する GCC (GNU Compiler Collection)
コンパイラの移植版です。
本コンパイラは 32/64 ビット Windows®、Linux、Apple OS X を含む一般的なオペレー
ティング システム向けに利用可能です。
本コンパイラは 3 種類のモード (Free、Standard、PRO) で動作可能です。Standard
およびPRO動作モードはライセンスが必要なモードであり、有効化のためにアクティ
ベーション キーとインターネット接続が必要です。Free モードにはライセンスは不
要です。基本的なコンパイラ動作、サポートするデバイス、利用可能なメモリは全て
のモードで同じです。利用可能な最適化レベルだけがモードによって異なります ( 第
18 章「最適化」参照 )。
1.3.1

ANSI C 規格

本 コ ン パ イ ラ は、ANSI C 規 格 (ANSI 仕 様 書 (ANSI x3.159-1989) で 定 義 さ れ、
Kernighan/Ritchie 著『The C Programming Language』( 第 2 版 ) で記述されている規
格 ) への準拠を完全に検証済みです。ANSI 規格はオリジナルの C 言語定義に対する
拡張機能を含みます。現在、それらは C 言語の標準機能となっています。これらの拡
張により、移植性と性能が向上します。加えて、dsPIC DSC 組み込み制御アプリケー
ション向けの言語拡張も含まれます。
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1.3.2

最適化

本コンパイラは、様々な先進技法を採用した一連の高機能な最適化パスを使う事で、
C ソースから高効率でコンパクトなコードを生成します。最適化パスには、全ての C
コードに適用可能な高水準の最適化と、デバイス アーキテクチャの特定機能を利用す
る 16 ビットデバイス専用の最適化が含まれます。
最適化の詳細については第 18 章「最適化」を参照してください。
1.3.3

ANSI 標準ライブラリのサポート

本コンパイラは、完全な ANSI C 標準ライブラリ付きで配布されます。全てのライブ
ラリ関数は検証済みであり、ANSI C ライブラリ規格に準拠します。このライブラリ
は文字列操作、動的メモリ割り当て、データ変換、計時用の関数と数学関数 ( 三角、
指数、双曲線 ) を含みます。また、ファイル操作用の標準 I/O 関数が配布時に含まれ
ます。これらの関数は、コマンドライン シミュレータを使ってホスト ファイルシス
テムへのフルアクセスをサポートします。さらに、低水準ファイル I/O 機能向けの
ソースコードもコンパイラの配布時に提供されます。このソースコードは、この機能
を必要とするアプリケーション向けの初期コードとして使えます。
1.3.4

柔軟なメモリモデル

本コンパイラは、大小両方のコードサイズ モデルとデータサイズ モデルをサポート
します。小さいコードサイズ モデルは、より効率的なコールおよび分岐命令を使いま
す。小さいデータサイズ モデルは、SFR 空間内のデータへのアクセス用にコンパク
トな命令の使用をサポートします。
本コンパイラは、定数データへのアクセス用に 2 種類のモデルをサポートします。
「constants in data」モデルは、ランタイム ライブラリによって初期化されるデータメ
モリを使います。
「constants in code」モデルは、PSV (Program Space Visibility) ウィ
ンドウを介してアクセスされるプログラムメモリを使います。
1.3.5

属性と修飾子

コンパイラ キーワード __attribute__ を使う事で変数、構造体フィールド、関数
の特殊な属性を指定できます。このキーワードに続く 2 重丸カッコの囲みの中で属性
を指定します。
int last_mode __attribute__ ((persistent));
他のコンパイラでは、修飾子を使って型を修飾します。
persistent int last_mode;

MPLAB XC16 C コンパイラは、8.11「コンパイラに固有の型修飾子」に記載した規格
外修飾子を備えています。
一般的に、修飾子はオブジェクトへのアクセス方法を示し、属性はオブジェクトの格
納場所を示します。属性には他にも多くの用途があります。
1.3.6

コンパイラ ドライバ

本コンパイラは強力なコマンドライン ドライバ プログラムを含んでいます。ドライ
バ プログラムを使うと、アプリケーション プログラムを 1 つの手順でコンパイル / ア
センブル / リンクできます。
1.3.7

関連文書

本コンパイラは、MPLAB X IDE と MPLAB IDE (v8.xx 以上 ) の両方でサポートされま
す。本書では MPLAB X IDE についてのみ説明します。
特定のデバイス ( および特定のコンパイラ ) にだけ関係する機能には、「DD」アイコ
ンと適用デバイスを識別するためのテキストが付記されます (「序章」参照 )。
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コンパイラの概要
1.4

コンパイラとその他の開発ツール
本コンパイラは、以下を含む各種の Microchip 社製ツールと連携します。
• MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ -『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities
User’s Guide』(DS52106) 参照
• MPLAB X IDE と MPLAB IDE v8.xx
• MPLAB SIM シミュレータと MPLAB X シミュレータ
• コマンドライン MDB シミュレータ -『Microchip Debugger (MDB) User’s Guide』
(DS52102) 参照 ( この文書は以下のホルダ内にあります )。
<MPLAB X IDE Installation Directory>docs
• 全ての Microchip 社製デバッグツールとプログラマ
• 16 ビットデバイスをサポートするデモボードとスタータキット
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NOTE:
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MPLAB® XC16 C コンパイラ
ユーザガイド
第2章
2.1

CCI (Common C Interface)

はじめに
CCI (Common C Interface) は全ての MPLAB XC C コンパイラで利用でき、それらの
コンパイラ間のコード移植性を高めます。例えば、CCI 準拠コードを使うと、MPLAB
XC8 C コンパイラを使う PIC18 MCU から MPLAB XC16 C コンパイラを使う PIC24
MCU へコードを容易に移植できます。
CCI は、ソースコードが ANSI 規格に準拠済みである事を前提とします。CCI を使う
場合、ユーザの責任で CCI に準拠したコードを書く必要があります。レガシー プロ
ジェクトは、CCI に準拠させるための移行が必要です。プロジェクトをビルドする際
は、コンパイラ オプションを設定してコンパイラ動作をインターフェイスに適合させ
る必要があります。
本書の第 2 章には以下の内容を記載しています。
•
•
•
•
•

2.2

背景 - 移植可能なコードの必要性
CCI の使い方
ANSI 規格からの改良
ANSI 規格の拡張
コンパイラ機能

背景 - 移植可能なコードの必要性
プログラマーなら誰でも移植可能なソースコードを書きたいと思います。
移植性とは、書いた時とは異なる実行環境で同じソースコードをコンパイル / 実行で
きるという事です。コードが完璧な移植性を持ち、しかも柔軟に変更可能であれば、
そのコードを新しい環境で実行するために費やす時間と労力を削減できます。
多くの場合、組み込みエンジニアは異なるターゲット デバイス間のコード移植性を考
えますが、これは移植性の一部に過ぎません。異なるコンパイラを使って、同じコー
ドを同じターゲットデバイス向けにコンパイルする事があります。その場合、コンパ
イラ間の違いによってコードのコンパイル時または実行時に問題が生じる可能性が
あるため、これも移植性として考える必要があります。
同じターゲット デバイスと同じベンダーのコンパイラだけを使う場合でも、コンパイ
ラの動作を調整せずにバージョンを単純にアップデートすると、コードの挙動が変化
する可能性があります。
コードが真に柔軟であるためには、ターゲットとツールだけでなく、時が経つと変化
する要因に対しても移植性を維持する必要があります。
この移植性は、プログラマーだけで達成する事はできません。なぜならば、コンパイ
ラのベンダーは異なる技術に基づく製品を開発したり、機能やコード構文を変更した
り、コンパイラの動作を改良したりするからです。コンパイラが大きく改良されるた
びに、多くの無防備なプロジェクトが使えなくなりました。
コンパイラの変更を管理してコードの移植性を向上させるために、C 言語の規格が開
発されました。ANSI (American National Standards Institute) は、プログラミング言語
を含む様々な技術分野に向けて規格を公開しています。ANSI C 規格は、C プログラ
ミング言語の標準として広く一般に採用されています。
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2.2.1

ANSI 規格

コンパイラ ベンダーには新しいターゲット デバイスへの対応やコード生成の改善に
向けた開発自由度が必要である一方、プログラマーはソースコードが従来通りに動作
する事を期待します。従って、ANSI C 規格には、これらの相反する目標を調和させ
る事が求められます。両方の要求を満たす事ができれば、ソースコードに移植性を持
たせる事ができます。
この規格は、C プログラムが従う必要のある構文のみならず、C プログラムを解釈す
るための意味論的規則も詳細に定義します。従って、ANSI C 準拠コンパイラは、こ
の規格が定義する C プログラム関数に準拠している必要があります。
この規格は、一連のツールとコード実行環境として「処理系」(implementation) を定
義しています。これらが変化した場合 ( 例 : ターゲット デバイスを変更した場合や、
ビルドに使うコンパイラのバージョンをアップデートした場合 )、以前とは異なる処
理系を使う事になります。
この規格は、外から見えるプログラムの挙動という意味で、
「ふるまい」(behavior) と
いう用語を使います。これはプログラムの書き方には関係ありません。
この規格は相反する複数の目標を達成しようとするため、一部の仕様は曖昧に見えま
す。例えばこの規格は、
「int 型は少なくとも 16 ビット値を保持できなければならな
い」と規定していますが、実際に使える int 型のサイズについては述べていません。
また、符号付き整数の右シフト操作の結果は、たとえ ANSI C 規格に準拠していても、
処理系によって異なる可能性があります。
規格が厳格すぎると、コンパイラは異なるデバイス アーキテクチャに順応できなくな
ります1。しかし、規格が緩すぎると、コンパイラやアーキテクチャに応じて結果が
大きく変化するため、規格としての意味が薄れます。
ANSI C 規格は、ふるまいが完全に定義されないソースコードを以下のグループに分
類します。
処理系定義 (Implementation-defined behavior)
これは不定 (unspecified behavior) であり、どのようにふるまいを選択するかは、各
処理系によって定義されます。
不定 (Unspecified behavior)
規格は 2 つ以上の選択肢を提供しますが、各インスタンスでどのふるまいを選択す
るかは規定しません。
未定義 (Undefined behavior)
規格はふるまいに関して一切規定しません。
規格に厳密に準拠するコードは不定、未定義、処理系定義のふるまいに依存する出力
を生成しません。前術の例で挙げた int のサイズは、処理系によって定義されるふる
まいのカテゴリに属します。int のサイズは使用するコンパイラ、そのコンパイラの
使い方、ターゲット デバイスに依存します。
全ての MPLAB XC コンパイラは ANSI X3.159-1989 プログラミング言語規格に準拠
します ( 脚注に記載したように MPLAB XC8 コンパイラが再帰を実装できない点は除
く )。これは一般的に C89 規格と呼ばれます。本コンパイラは、より新しい C99 規格
の一部の機能もサポートします。

1. 例えば、ミッドレンジ PIC® マイクロコントローラはデータスタックを備えていません。このデバイス
をターゲットとする場合、再帰を実装できないため、( 厳密に言えば ) コンパイラは ANSI C 規格に準拠
できません。これは、ANSI C 規格がミッドレンジ デバイスおよびツールに対して厳格すぎる事を示し
ています。
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自立処理系 (freestanding implementation、一般的に組み込みアプリケーションと呼ぶ )
の場合、規格は言語に対する規格外拡張を許容します。しかし、当然ながら、規格はそ
れらの指定方法または動作方法を規定しません。プログラマーがデバイス ハードウェ
アに密接に関与する場合、デバイス セットアップと割り込みを指定するための手段が
必要です。また、小型デバイスの多くは複雑なメモリ アーキテクチャを有するため、そ
れらを使うための手段も必要です。これを規格によって一貫した方法で提供する事はで
きません。
ANSI C 規格はプログラマーとコンパイラベンダーに相互理解を提供しますが、プロ
グラマーは使用ツールの処理系定義ふるまいと移植性 ( すなわち C 言語に対する規格
外拡張の必要性 ) を考慮する必要があります。どちらの状況もコードの移植性に影響
する可能性があります。
2.2.2

CCI (Common C Interface)

CCI (Common C Interface) は ANSI C 規格を補完します。MPLAB XC C コンパイラで
CCI を使うと、全ての Microchip 社製デバイスで一貫した結果が容易に得られます。
CCI は以下の利点を提供します。これらは全て移植性を考慮して設計されています。
ANSI C 規格からの改良
CCI は、ANSI C 規格の下では動作が処理系定義となるコードのふるまいを明確に定
義します。例えば、符号付き整数の右シフトは CCI によって完全に定義されます。
デバイスの特性と密接に関係する多くの処理系定義動作 (int のサイズ等 ) は、CCI
によって定義されないという事に注意してください。
規格外拡張のための統一された構文
CCI 規格外拡張のほとんどは、統一された構文でキーワードを使って実装します。
これらは、コンパイラに固有の処理系であるキーワード、マクロ、属性を置換しま
す。キーワードの処理系はコンパイラごとに異なる場合があり、キーワードへの引
数はデバイスごとに異なる場合があります。
コーディングのガイドライン
CCI は、コードを他のデバイスまたは他のコンパイラに移植可能とするためのコー
ドの書き方に関するアドバイスを提供します。アドバイスを無視する事はできます
が、そのコードは CCI に準拠しません。
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2.3

CCIの 使い方
CCI は、処理系定義のふるまいを改良すると共に、言語拡張の構文を標準化する事に
よって、移植性を高めます。
ユーザは CCI に準拠するかどうか ( 有効にするかどうか ) を選択できます。これは新
しいプロジェクトを開始する際に選択しますが、既存プロジェクトを変更して CCI に
準拠させる事もできます。
プロジェクトを CCI に準拠させるには以下が必要です。
CCI を有効にする
プロジェクト内で MPLAB IDE ウィジェット「Use CCI Syntax」を選択するか、こ
れに等価なコマンドライン オプションを使います。
各モジュールに <xc.h> をインクルードする
一部の CCI 機能は、コンパイラがこのヘッダを検出した場合にのみ有効です。
ANSI に準拠している事を確認する
ANSI C 規格に準拠していないコードは CCI に準拠しません。
CCI による ANSI C 規格からの改良を順守する
CCIは、ANSI C規格の下で処理系定義であった一部のふるまいを明確に定義します。
CCI による言語拡張を使う
コンパイラ固有の言語拡張ではなく CCI による拡張を使います。
この後の各セクションでは、CCI による ANSI C 規格からの改良、ANSI C 規格の拡
張、その他のコンパイラ オプションと使用方法について詳細に説明すると共に、ガイ
ドラインを提供します。
本書に記載していない処理系定義ふるまいまたは規格外拡張は CCI の範囲外です。例
えば GCC ケースレンジ、ラベルアドレス、24 ビット short long 型は CCI の範囲
外です。これらの機能を使うプログラムは CCI に準拠しません。CCI を有効にして
CCI の範囲外の機能を使った場合、コンパイラが警告またはエラーを示す可能性があ
ります。

DS50002071E_JP - p. 20

 2016 Microchip Technology Inc.

CCI (Common C Interface)
2.4

ANSI規 格からの改良
以下の各項目では、ANSI C 規格における処理系定義のふるまいを CCI がどのように
改良するかについて説明します。
2.4.1

ソースコードの書き方

CCI を使う場合、7 ビット ASCII セットに含まれる文字を使ってソースコードを書く
必要があります。行末には「ラインフィード (\n)」または「キャリッジ リターン (\r)
+ ラインフィード」が使えます。文字定数または文字列リテラルでエスケープ文字を
使う事により、基本のキャラクタセットに含まれない拡張文字を表現できます。
2.4.1.1
例
エスケープ文字を使って文字列定数を定義する例を以下に示します。
const char myName[] = "Bj\370rk\n";

2.4.1.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラでも同じキャラクタセットを使いました。
2.4.1.3
CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.2

main のプロトタイプ

main() 関数のプロトタイプは以下の通りです。
int main(void);

2.4.2.1
例
main() の定義例を以下に示します。
int main(void)
{
while(1)
process();
}

2.4.2.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは、この関数に void リターン型を使いました。
2.4.2.3
CCIへ の移行
各プログラムは 1 つの main() 関数を定義します。以前に 8 ビットのターゲット デ
バイス向けにコンパイルした全てのプロジェクトでは、main() のリターン型を確認
する必要があります。
2.4.3

ヘッダファイルの指定

ディレクトリ区切り文字を使ったヘッダファイル指定は CCI に準拠しません。
2.4.3.1
例
CCI に準拠する 2 つのインクルード ディレクティブの例を以下に示します。
#include <usb_main.h>
#include "global.h"
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2.4.3.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラ バージョンでは、ヘッダファイル指定にディレクトリ
区切り文字が使えました。Windows 形式の区切り文字「\」を使ったコードを他のホ
スト オペレーティング システムの下でコンパイルすると、互換性の問題が生じまし
た。CCI の下では、ディレクトリ区切り文字を使わない事が必要です。
2.4.3.3
CCIへ の移行
ヘッダファイル指定でディレクトリ区切り文字を使っていた#includeディレクティ
ブは、変更が必要です。このディレクティブ内のヘッダファイル名以外のテキストを
全て削除します。コンパイラのインクルード検索パスまたは MPLAB IDE の等価なパ
スにディレクトリパスを追加します。コンパイラは、このオプションで指定された
ディレクトリを検索します。
例えば、
#include <inc/lcd.h>

を
#include <lcd.h>

に変更し、MPLAB IDE プロジェクト プロパティ内でコンパイラのヘッダ検索パスに
inc ディレクトリへのパスを追加するか、コマンドラインで以下を指定します。
-Ilcd

2.4.4

インクルード検索パス

CCI の下でインクルードするヘッダファイルは、コンパイラの検索パスで見付かる必
要があります。
山カッコ < > で囲んで指定したヘッダファイルは、-I オプション ( または等価な
MPLAB IDE オプション ) で指定された検索パスまたは標準のコンパイラ include
ディレクトリで見付かる必要があります。-I オプションは指定順に検索されます。
ダブルクォーテーション " " で囲んで指定したヘッダファイルは、現在作業中のディ
レクトリで見付かる必要があります。MPLAB X プロジェクトの場合、現在作業中の
ディレクトリは C ソースファイルが保存されているディレクトリです。このディレク
トリでファイルが見付からない場合、ヘッダファイルを山カッコで囲んで指定した場
合と同じディレクトリが検索されます。
上記以外のヘッダファイル検索パス指定オプションは CCI に準拠しません。
2.4.4.1
例
以下のディレクティブを使ってヘッダファイルをインクルードした場合、
#include "myGlobals.h"

現在作業中のディレクトリ、-I オプションで指定したパス、標準のコンパイラ ディ
レクトリのいずれかにヘッダファイルを保存する必要があります。これら以外の場所
に保存したヘッダファイルは CCI に準拠しません。
2.4.4.2
コンパイラの違い
CCI の下でもコンパイラの動作は変化しません。これは純粋にコーディングのガイド
ラインです。
2.4.4.3
CCIへ の移行
-I オプション以外のヘッダファイル検索パス指定オプション ( または、これに等価な
MPLAB IDE オプション ) は全て -I オプションに変更する必要があります。ヘッダ
ファイルは上記のディレクトリに保存する必要があります。

DS50002071E_JP - p. 22

 2016 Microchip Technology Inc.

CCI (Common C Interface)
2.4.5

識別子の有意先頭文字数

CCI における内部および外部識別子の有意先頭文字数は 255 以上です。これは ANSI
C 規格の要件を拡張します (ANSI C 規格は、オブジェクトの識別に使う有意文字数を
これよりも少なく規定しています )。
2.4.5.1
例
以下の 2 つの長い変数名 ( どちらも 72 文字 ) は、CCI の下で一意に識別されます。
int stateOfPortBWhenTheOperatorHasSelectedAutomaticModeAndMotorIsRunningFast;
int stateOfPortBWhenTheOperatorHasSelectedAutomaticModeAndMotorIsRunningSlow;

2.4.5.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、有意文字数の既定値は 31 でした ( オプショ
ンで拡張可能 )。
CCI 適用前の 16 および 32 ビットコンパイラでは、有意文字数の制限はありませんで
した。
2.4.5.3
CCIへ の移行
対応は不要です。命名に関する制限を緩和できます。
2.4.6

データ型のサイズ

CCI は、C 言語の基本的なデータ型 ( 例 : char、int、long 等 ) のサイズを完全には
定義しません。設計により、これらの型はターゲット デバイスのレジスタとその他の
アーキテクチャ機能のサイズを反映します。型を指定する事で、デバイスはその型の
オブジェクトに効率的にアクセスできます。しかし、ANSI C 規格は、これらの型に
対して最小サイズ要件だけを規定しています (<limits.h> で指定 )。
プロジェクト内で固定サイズの型が必要な場合、<stdint.h> 内で定義された型
( 例 : uint8_t または int16_t) を使います。これらの型は、たとえ CCI の範囲外で
あっても、全ての XC コンパイラで一貫して定義されます。
基本的に、C 言語では 2 つの型のグループが選べます。1 つはターゲット デバイスに
合わせたサイズとフォーマットを提供し、もう 1 つはターゲットに関係なく固定され
たサイズを提供します。
2.4.6.1
例
以下に変数定義の例を示します。変数 native のサイズは、ターゲット デバイス上
での効率的なアクセスを可能にします。変数 fixed のサイズは明確に指定され、ター
ゲット デバイスによっては効率的にアクセスできない場合でも、サイズは固定された
ままです。
int native;
int16_t fixed;

2.4.6.2
コンパイラの違い
これは、CCI 適用前のコンパイラによって実装された型と一致します。
2.4.6.3
CCIへ の移行
ターゲット デバイスに関係なく固定サイズの型が必要な場合、<stdint.h> で定義
された型の 1 つを使います。
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2.4.7

通常の char 型

CCI では、符号の有無を指定しない通常の char 型は unsigned char です。一般的
に、char 型を定義する際は、オブジェクトの符号の有無を明示的に指定する事を推
奨します。
2.4.7.1
例
以下に例を示します。
char foobar;

上の例は、foobar という名称の unsigned char オブジェクトを定義します。
2.4.7.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは、char を常に符号なし型として扱いました。
CCI 適用前の 16 および 32 ビット コンパイラは、既定値の char 型として signed
char を使いました。それらのコンパイラでは、-funsigned-char オプションによっ
て既定値の型を unsigned char 型に変更しました。
2.4.7.3
CCIへ の移行
16 または 32 ビット コンパイラを使う場合、通常の char として定義したオブジェク
トの定義は、全て見直す必要があります。
「signed」を意図していた全ての char は、
下例のように明示的に定義し直す必要があります。
signed char foobar;

MPLAB XC16 および XC32 コンパイラでは -funsigned-char オプションを使って
char の型を変更できますが、MPLAB XC8 はこのオプションをサポートしません。
従って、このオプションを使ったコードは、厳密には CCI に準拠しません。
2.4.8

符号付き整数の表現

符号付き整数の値は、整数の 2 の補数を取る事によって求まります。
2.4.8.1
例
以下の例は、変数 test に十進数の「-28」を代入します。
signed char test = 0xE4;

2.4.8.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラでも、上記の方法で符号付き整数を表現しました。
2.4.8.3
CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.9

整数の変換

整数型をサイズが不十分な符号付き整数に変換すると、そのサイズに収めるために元
の値は最上位ビットから切り詰められます。
2.4.9.1
例
下の例では、代入によって値が切り詰められます。
signed char destination;
unsigned int source = 0x12FE;
destination = source;

CCI の下では、代入後の destination の値は -2 (0xFE) です。
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2.4.9.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラでも、上記と同じ方法で整数の変換を実行しました。
2.4.9.3
CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.10

整数値のビット演算

符号付き値に対するビット演算は 2 の補数表現 ( 符号ビットを含む ) に従います。
2.4.11「符号付き値の右シフト」も参照してください。
2.4.10.1 例
以下に、ビット単位 AND 演算における負の量の例を示します。
signed char output, input = -13;
output = input & 0x7E;

CCI の下では、代入後の output の値は 0x72 です。
2.4.10.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラでも、上記と同じ方法でビット演算を実行しました。
2.4.10.3 CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.11

符号付き値の右シフト

符号付き値の右シフトでは符号拡張を行います。これは、元の値の符号を保持します。
2.4.11.1 例
以下に、右シフト演算における負の量の例を示します。
signed char output, input = -13;
output = input >> 3;

CCI の下では、代入後の output の値は -2 (0xFE) です。
2.4.11.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラでも、上記の方法で符号付き整数を表現しました。
2.4.11.3 CCIへ の移行
対応は不要です。
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2.4.12

型の異なるメンバーを使ってアクセスする共用体メンバーの変換

型の異なる複数のメンバーを定義している共用体 (union) に対して、あるメンバー識
別子を使って別のメンバーの内容にアクセスを試みた場合、動作 ( 結果に対して何ら
かの変換が適用されるかどうか ) は ANSI C 規格において処理系定義です。CCI では
変換は一切適用されず、アラインメント等の条件が無効であろうとなかろうと、共用
体オブジェクトのバイトは、アクセス先のメンバーと同じ型のオブジェクトとして解
釈されます。
2.4.12.1 例
複数のメンバーを定義する共用体の例を以下に示します。
union {
signed char code;
unsigned int data;
float offset;
} foobar;

コードが data の読み出しによって offset の抽出を試みた場合、正しい読み値は保
証されません。
float result;
result = foobbar.data;

2.4.12.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラでも、他のメンバーを介してアクセスされる共用体メ
ンバーを変換しませんでした。
2.4.12.3 CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.13

既定値の int 型ビットフィールド

CCI では、符号の有無を指定しない通常の int として指定したビットフィールドの型
は、unsigned int を使って定義した場合と同じです。これは int、signed、signed
int が同義的である他のオブジェクトとは大きく異なります。全てのビットフィール
ド定義では、符号の有無を明示的に指定する事を推奨します。
2.4.13.1 例
サイズを指定した符号なし整数のビットフィールドを含む構造体タグの例を以下に
示します。
struct
int
int
int
};

OUTPUTS {
direction :1;
parity
:3;
value
:4;

2.4.13.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、ビットフィールドに int 型を使うと警告が
出され、そのビットフィールドは unsigned int 型として実装されました。
CCI 適用前の 16/32 ビットコンパイラでは、int を使って定義したビットフィールド
は signed int 型として実装されました (-funsigned-bitfields オプションを
指定しなかった場合 )。
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2.4.13.3 CCIへ の移行
通常のint型を使ってビットフィールドを定義した全てのコードは見直す必要があり
ます。それらのビットフィールドに対して符号付きの量を意図していた場合、型を
signed int に変更する必要があります。以下に例を示します。
struct WAYPT {
int log
int direction
};

:3;
:4;

上のコードから、以下のようにビットフィールドの型を signed int に変更します。
struct WAYPT {
signed int log
:3;
signed int direction :4;
};

2.4.14

記憶域ユニットの境界を越えるビットフィールド

ANSI C 規格では、ビットフィールドが記憶域ユニットの境界を越える事ができるか
どうかは処理系定義です。CCI では、ビットフィールドは記憶域ユニットの境界を越
えません。追加の記憶域ユニットが構造体に割り当てられ、ビットのパディングに
よってギャップが埋められます。
記憶域ユニットのサイズは、基本のデータ型 ( 例 : int) に基づくため、コンパイラご
とに異なる事に注意が必要です。ビットフィールドの型は、基本のデータ型によって
決まります。8 ビットコンパイラの記憶域ユニットのサイズは 8 ビットであり、
16ビットコンパイラの場合は16ビット、32ビットコンパイラの場合は32ビットです。
2.4.14.1 例
以下に、複数のビットフィールドを含む構造体の定義例を示します。
struct {
unsigned first :6;
unsigned second :6;
} order;

MPLAB XC8 コンパイラで CCI を使う場合、記憶域の割り当て単位は 1 バイトです。
ビットフィールド first に割り当てられた最初の記憶域ユニットには 2 ビットしか
残らないため、ビットフィールド second には追加の記憶域ユニットが割り当てられ
ます。従って、この構造体 order のサイズは 2 バイトです。
2.4.14.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の全てのコンパイラも上記と同じ割り当てを行います。
2.4.14.3 CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.15

ビットフィールドの割り当て順

ANSI C規格は、ビットフィールドを記憶域ユニットに割り当てる際のメモリへのビッ
ト割り当て順を指定していません。CCI では、定義された最初のビットは、対応する
記憶域ユニットの最下位ビットに割り当てられます。
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2.4.15.1 例
以下に、複数のビットフィールドを含む構造体の定義例を示します。
struct {
unsigned lo :1;
unsigned mid :6;
unsigned hi :1;
} foo;

ビットフィールド lo は、構造体 foo に割り当てられた記憶域ユニットの最下位ビッ
トに割り当てられます。ビットフィールド mid は、次の最下位 6 ビットに割り当て
られ、ビットフィールド hi は、同じ記憶域ユニットバイトの最上位ビットに割り当
てられます。
2.4.15.2 コンパイラの違い
以上は、CCI 適用前の全てのコンパイラの動作と同じです。
2.4.15.3 CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.16

NULL マクロ

NULL マクロは <stddef.h> 内で定義されます。しかし、この定義は処理系定義です。
CCI の下では、NULL の定義は (0) です。
2.4.16.1 例
下の例は、NULL マクロを使ってポインタに NULL ポインタ定数を代入します。
int * ip = NULL;

NULL の値 (0) は暗黙的に目的の型に変換されます。
2.4.16.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 32 ビットコンパイラでは、NULL の定義は ((void *)0) でした。
2.4.16.3 CCIへ の移行
対応は不要です。
2.4.17

浮動小数点型のサイズ

CCI の下では、浮動小数点型のサイズは 32 ビット以上である事が必要です。
2.4.17.1 例
下の例が定義する outY のサイズは 32 ビット以上です。
float outY;

2.4.17.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、24 ビットの float および double 型が使え
ました。
2.4.17.3 CCIへ の移行
8 ビットコンパイラを使う場合、CCI モードを有効にすると float および double 型
のサイズは自動的に 32 ビットになります。float または double 型のサイズを
24 ビットとして想定していたソースコードは見直す必要があります。
その他のコンパイラでは、移行のための対応は不要です。

DS50002071E_JP - p. 28

 2016 Microchip Technology Inc.

CCI (Common C Interface)
2.5

ANSI規 格の拡張
以下では、CCI が提供するデバイスに固有の ANSI 規格に対する拡張について説明し
ます。
2.5.1

汎用ヘッダファイル

CCI では、コンパイラおよびデバイスに固有の型と SFR の全てを、1 つのヘッダファ
イル <xc.h> を使って宣言する必要があります。このファイルは、CCI に準拠する各
モジュールにインクルードする必要があります。一部の CCI 定義は、コンパイラがこ
のヘッダを検出した場合にのみ有効です。
2.5.1.1
例
以下のようにこのヘッダファイルをインクルードする事で、CCI への準拠と SFR へ
のアクセスを可能にします。
#include <xc.h>

2.5.1.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の一部の 8 ビットコンパイラは、<htc.h> を上記と等価なヘッダとして
使いました。CCI 適用前の 16/32 ビットコンパイラは、上記と同じ目的のために各種
のヘッダを使いました。
2.5.1.3
変更点

CCIへ の移行

#include <htc.h>

上記は、CCI 適用前の 8 ビットコンパイラで使っていたヘッダファイルです。以下は
デバイスファミリに固有のヘッダファイルの例です。
#include
#include
#include
#include
#include

<p32xxxx.h>
<p30fxxxx.h>
<p33Fxxxx.h>
<p24Fxxxx.h>
"p30f6014.h"

これらを以下に変更します。
#include <xc.h>

2.5.2

絶対アドレス指定

CCI では、__at() 指定子を使う事によって、変数と関数を絶対アドレスに配置でき
ます。スタックベース (auto およびパラメータ ) 変数は __at() 指定子を使えません。
2.5.2.1
例
下の例は、2 つの変数と 1 つの関数を絶対アドレス指定します。
const char keys[] __at(123) = { ’r’, ’s’, ’u’, ’d’};
__at(0x1000)int modify(int x) {
return x * 2 + 3;
}

2.5.2.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、絶対アドレスを指定するために @ シンボルを
使いました。
CCI 適用前の 16 および 32 ビットコンパイラでは、オブジェクトのアドレスを指定す
るために address 属性を使いました。
2.5.2.3
CCIへ の移行
可能であれば、オブジェクトと関数の絶対アドレス指定は避けるべきです。
MPLAB XC8 の場合、絶対アドレスのオブジェクト定義は以下のように変更します。

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 29

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
int scanMode @ 0x200;

上記を以下に変更
int scanMode __at(0x200);

MPLAB XC16 および XC32 の場合、コードを以下のように変更します。
int scanMode __attribute__((address(0x200)));

上記を以下に変更
int scanMode __at(0x200);

2.5.2.4
注意
現在のところ、MPLAB XC8 で __at() および __section() 指定子の両方を 1 つの
オブジェクトに適用した場合、__section() 指定子は無視されます。
2.5.3

far オブジェクトおよび関数

__far 修飾子は、変数または関数が「far メモリ」内に配置可能性である事を示すため
に使えます。far メモリが厳密に何によって構成されるかは、ターゲット デバイスに
よって異なります。一般的に、このメモリにアクセスするには複雑なコードが必要で
す。通常 far 修飾子付きのオブジェクトを扱う表現は、比較的低速で大きなサイズの
コードを生成します。
この修飾子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
一部のデバイスは far メモリを実装していません。その場合、この修飾子は無視され
ます。スタックベース (auto およびパラメータ ) 変数は __far 指定子を使えません。
2.5.3.1
例
__far を使って修飾した変数と関数の例を下に示します。
__far int serialNo;
__far int ext_getCond(int selector);

2.5.3.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは、__far と同じ意味で far 修飾子を使いました。
関数は far として修飾できません。
CCI 適用前の 16 ビットコンパイラは、変数と関数の両方に far 属性を使いました。
CCI 適用前の 32 ビットコンパイラは、関数にのみ far 属性を使いました。
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2.5.3.3
CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、全ての far 修飾子を以下のように変更します。
far char template[20];

上記を以下に変更
__far ( すなわち __far char template[20];)
16 および 32 ビットコンパイラの場合、全ての far 属性を以下のように変更します。
void bar(void) __attribute__ ((far));
int tblIdx __attribute__ ((far));

上記を以下に変更
void __far bar(void);
int __far tblIdx;

2.5.3.4
なし

注意

2.5.4

near オブジェクト

__near 修飾子は、変数または関数が「near メモリ」内に配置可能である事を示すた
めに使えます。near メモリが厳密に何によって構成されるかは、ターゲット デバイ
スによって異なります。一般的に、このメモリには簡潔なコードでアクセスできます。
一般的に near 修飾子付きのオブジェクトを扱う表現は、比較的高速で小さなサイズ
のコードを生成します。
この修飾子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
一部のデバイスは near メモリを実装していません。その場合、この修飾子は無視さ
れます。スタックベース(autoおよびパラメータ)変数は__near指定子を使えません。
2.5.4.1
例
__near を使って修飾した変数と関数の例を下に示します。
__near int serialNo;
__near int ext_getCond(int selector);

2.5.4.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは、__near と同じ意味で near 修飾子を使いまし
た。関数は near として修飾できません。
CCI 適用前の 16 ビットコンパイラは、変数と関数の両方に near 属性を使いました。
CCI 適用前の 32 ビットコンパイラは、関数にのみ near 属性を使いました。
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2.5.4.3
CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、全ての near 修飾子を以下のように変更します。
near char template[20];

上記を以下に変更
__near ( すなわち __near char template[20];)
16 および 32 ビットコンパイラの場合、全ての near 属性を以下のように変更します。
void bar(void) __attribute__ ((near));
int tblIdx __attribute__ ((near));

上記を以下に変更
void __near bar(void);
int __near tblIdx;

2.5.4.4
なし

注意

2.5.5

persistent オブジェクト

__persistent 修飾子は、スタートアップ コードによって変数をクリアしない事を
示すために使えます。
この修飾子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
2.5.5.1
例
__persistent を使って修飾した変数の例を下に示します。
__persistent int serialNo;

2.5.5.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは、上記と同じ意味で persistent 修飾子を使い
ました。
CCI 適用前の 16 および 32 ビットコンパイラは、クリアしない変数を示すために
persistent 属性を使いました。
2.5.5.3
CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、全ての persistent 修飾子を以下のように変更します。
persistent char template[20];

上記を以下に変更
__persistent ( すなわち __persistent char template[20];)

16 および 32 ビットコンパイラの場合、全ての persistent 属性を以下のように変
更します。
int tblIdx __attribute__ ((persistent));

上記を以下に変更
int __persistent tblIdx;

2.5.5.4
なし
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2.5.6

X および Y データ オブジェクト

__xdata および __ydata 修飾子は、変数が特殊なメモリ領域内に配置可能である事
を示すために使えます。X および Y メモリが厳密に何によって構成されるかは、ター
ゲット デバイスによって異なります。一般的に、これらのメモリには別々のバスを
使って別々にアクセスできます。このようなメモリは、一部の DSP 命令向けによく
使われます。
これらの修飾子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前
のキーワードを参照してください。
一部のデバイスはこれらのメモリを実装していません。その場合、これらの修飾子は
無視されます。
2.5.6.1
例
__xdata と __ydata を使って修飾した 2 つの変数の例を下に示します。
__xdata char data[16];
__ydata char coeffs[4];

2.5.6.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 16 ビットコンパイラは、変数に xmemory および ymemory メモリ空間
属性を使いました。
その他のコンパイラでは、等価な指定子は定義されていません。
2.5.6.3
CCIへ の移行
16 ビットコンパイラの場合、全ての space 属性 (xmemory または ymemory) を以下
のように変更します。
char __attribute__((space(xmemory)))template[20];

上記を以下に変更
__xdata または __ydata ( すなわち __xdata char template[20];)

2.5.6.4
なし

注意

2.5.7

バンク化されたデータ オブジェクト

__bank(num) 修飾子は、変数が特定のメモリバンクに配置可能である事を示すため
に使えます。num はバンクの番号を表します。バンク指定メモリが厳密に何によって
構成されるかは、ターゲット デバイスによって異なります。通常このメモリはデータ
メモリの一部であり、限られたアドレス幅フィールドでアセンブリ命令の使用を可能
にします。
これらの修飾子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前
のキーワードを参照してください。
一部のデバイスはバンク化されたデータメモリを実装していません。その場合、この
修飾子は無視されます。データバンクの実装数はデバイスごとに異なります。
2.5.7.1
例
__bank() を使って修飾した変数の例を下に示します。
__bank(0) char start;
__bank(5) char stop;
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2.5.7.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは、より制限されるものの、上記と同じメモリ配置
を示すために 4 つの修飾子 (bank0、bank1、bank2、bank3) を使いました。
その他のコンパイラでは、等価な指定子は定義されていません。
2.5.7.3
CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、全ての bankx 修飾子を以下のように変更します。
bank2 int logEntry;

上記を以下に変更
__bank() ( すなわち __bank(2) int logEntry;)

2.5.7.4
注意
現在、MPLAB XC8 はこの機能を未実装です。
2.5.8

オブジェクトのアラインメント

__align(alignment)指定子は、指定したalignment値の倍数のメモリアドレスに
変数をアラインメントする必要がある事を示すために使えます。alignment 値は
2 のべき乗値である事が必要です。正の値はオブジェクトの開始アドレスをアライン
メントし、負の値はオブジェクトの終了アドレスをアラインメントします。
この指定子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
2.5.8.1
例
__align() 修飾子を使って終了アドレスを 8 の倍数にアラインメントした変数と、開
始アドレスを 2 の倍数にアラインメントした変数の例を下に示します。
__align(-8) int spacer;
__align(2) char coeffs[6];

2.5.8.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラはアラインメント機能を実装していません。
CCI適用前の 16 および32ビットコンパイラでは、変数にaligned属性を使いました。
2.5.8.3
CCIへ の移行
16 および 32 ビットコンパイラの場合、全ての aligned 属性を以下のように変更し
ます。
char __attribute__((aligned(4)))mode;

上記を以下に変更
__align ( すなわち __align(4) char mode;)

2.5.8.4
注意
現在、MPLAB XC8 はこの機能を未実装です。
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2.5.9

EEPROM オブジェクト

__eeprom修飾子は、変数をEEPROM内に配置する必要がある事を示すために使えま
す。
この修飾子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
一部のデバイスは EEPROM を実装していません。そのようなデバイスにこの修飾子
を使うと警告が生成されます。スタックベース (auto およびパラメータ ) 変数は
__eeprom 指定子を使えません。
2.5.9.1
例
__eeprom を使って修飾した変数の例を下に示します。
__eeprom int serialNos[4];

2.5.9.2
コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは、一部のデバイスでこの意味を示すために eeprom
修飾子を使いました。
CCI 適用前の 16 ビットコンパイラは、EEPROM 向けに使われるメモリ空間に変数を
割り当てるために space 属性を使いました。
2.5.9.3
CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、全ての eeprom 修飾子を以下のように変更します。
eeprom char title[20];
上記を以下に変更
__eeprom ( すなわち __eeprom char title[20];)
16 ビットコンパイラの場合、
全ての eedata space 修飾子を以下のように変更します。
int mainSw __attribute__ ((space(eedata)));

上記を以下に変更
int __eeprom mainSw;

2.5.9.4
注意
MPLAB XC8 は、全ての PIC18 デバイスに対して __eeprom 修飾子を実装しません。
その他の 8 ビットデバイスでは、この修飾子は期待通りに機能します。
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2.5.10

割り込み関数

__interrupt(type) 指定子は、関数が割り込みサービスルーチンとして機能する事
を示すために使えます。type は、割り込み関数に関する情報を示すキーワードのリ
スト ( 区切り文字はコンマ ) です。
現在利用可能な割り込みの型は以下の通りです。
<empty>
既定値の割り込み関数を実装します。
low_priority
低優先度の割り込み要因に対応する割り込み関数
(MPLAB XC8 - PIC18 専用 )
high_priority
高優先度の割り込み要因に対応する割り込み関数 (MPLAB XC8)
save(symbol-list)
指定されたシンボルのリスト (symbol-list) を開始時に保存し、終了時に復元します
(XC16)。
irq(irqid)
この割り込みに対応する割り込みベクタを指定します (XC16)。
altirq(altirqid)
この割り込みに対応する代替割り込みベクタを指定します (XC16)。
preprologue(asm)
コンパイラが生成した全ての割り込みコードの前に実行するアセンブリ コードを
指定します (XC16)。
shadow
割り込みサービスルーチンでシャドーレジスタを使ってコンテキストを切り換えら
れるようにします (XC16)。
auto_psv
割り込みサービスルーチンは PSVPAG レジスタを設定し、終了時に復元します
(XC16)。
no_auto_psv
割り込みサービスルーチンは PSVPAG レジスタを設定しません (XC16)。
この指定子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
割り込みを実装できないデバイスもあります。そのようなデバイスにこの修飾子を使
うと警告が生成されます。__interrupt 指定子への引数がターゲット デバイスに対
して意味を成さない場合、コンパイラは警告またはエラーを生成します。
2.5.10.1 例
__interrupt を使って修飾した関数の例を下に示します。
__interrupt(low_priority) void getData(void) {
if (TMR0IE && TMR0IF) {
TMR0IF=0;
++tick_count;
}
}
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2.5.10.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、一部のデバイス向けに、__interrupt と同
じ意味で interrupt および low_priority 修飾子を使いました。割り込みルーチ
ンは既定値で高優先度でした。
CCI 適用前の 16 および 32 ビットコンパイラでは、割り込み関数を定義するために
interrupt 属性を使いました。
2.5.10.3 CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、全ての interrupt 修飾子を以下のように変更します。
void interrupt myIsr(void)
void interrupt low_priority myLoIsr(void)
上記をそれぞれ以下に変更
void __interrupt(high_priority) myIsr(void)
void __interrupt(low_priority) myLoIsr(void)
16 ビットコンパイラの場合、全ての interrupt 修飾子を以下のように変更します。
void _attribute_((interrupt(auto_psv,irq(52))))
_T1Interrupt(void);
上記を以下に変更
void __interrupt(auto_psv,irq(52))) _T1Interrupt(void);
32 ビットコンパイラの場合、__interrupt() キーワードは 2 つのパラメータ ( ベ
クタ番号と、必要に応じて IPL 値 ) を使います。interrupt 属性を使っているコー
ドは以下のように変更します。
void __attribute__((vector(0), interrupt(IPL7AUTO), nomips16))
myisr0_7A(void) {}
void __attribute__((vector(1), interrupt(IPL6SRS), nomips16))
myisr1_6SRS(void) {}
/* Determine IPL and context-saving mode at runtime */
void __attribute__((vector(2), interrupt(), nomips16))
myisr2_RUNTIME(void) {}

上記を以下に変更
void __interrupt(0,IPL7AUTO) myisr0_7A(void) {}
void __interrupt(1,IPL6SRS) myisr1_6SRS(void) {}
/* Determine IPL and context-saving mode at runtime */
void __interrupt(2) myisr2_RUNTIME(void) {}
2.5.10.4
なし
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2.5.11

オブジェクトのパッキング

__pack 指定子は、メモリギャップを使って構造体メンバーをアラインメントしない
事 ( または個々の構造体メンバーをアラインメントしない事 ) を示すために使えます。
この指定子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
一部のコンパイラは、一部のデバイスに対してアラインメント ギャップによる構造体
のパディングをサポートしません。そのようなデバイスでは、この指定子を使っても
無視されます。
2.5.11.1 例
__packを使って修飾した構造体と、1つのメンバーを明示的にパックした構造体の例
を以下に示します。
__pack struct DATAPOINT {
unsigned char type;
int value;
} x-point;
struct LINETYPE {
unsigned char type;
__pack int start;
long total;
} line;

2.5.11.2 コンパイラの違い
__pack 指定子は、MPLAB XC8 で利用可能な新しい CCI 指定子です。デバイスメモリ
は全てのデータ オブジェクトに対してバイト アドレス指定可能であるため、この指
定子は効果を有しません。
CCI 適用前の 16 および 32 ビットコンパイラでは、メモリギャップを使って構造体
メンバーをアラインメントしない事を示すために packed 属性を使いました。
2.5.11.3 CCIへ の移行
MPLAB XC8 の場合、移行のための対応は不要です。
16 および 32 ビットコンパイラの場合、全ての packed 属性を以下のように変更しま
す。
struct DOT
{
char a;
int x[2] __attribute__ ((packed));
};

上記を以下に変更
struct DOT
{
char a;
__pack int x[2];
};

または、必要に応じて構造体全体をパックする事もできます。
2.5.11.4
なし
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2.5.12

旧式オブジェクトの指定

__deprecate 指定子は、そのオブジェクトが将来性のない旧式オブジェクトである
事 ( 新規設計に使うべきではない事 ) を示すために使えます。この指定子は、コンパ
イラの拡張または機能が非サポートになる可能性がある事、または、新しい改良型機
能の使用が推奨される事を示すために、コンパイラ ベンダーによって使われます。
この指定子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
2.5.12.1 例
__deprecate キーワードを使う関数の例を下に示します。
void __deprecate getValue(int mode)
{
//...
}

2.5.12.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラは deprecate 機能を実装していませんでした。
CCI 適用前の 16 および 32 ビットコンパイラでは、できるだけ使用を避けるべきオブ
ジェクトを示すために、deprecated 属性 ( スペルが異なるので注意 ) を使いました。
2.5.12.3 CCIへ の移行
16 および 32 ビットコンパイラの場合、全ての deprecated 属性を以下のように変
更します。
int __attribute__(deprecated) intMask;

上記を以下に変更
int __deprecate intMask;

2.5.12.4
なし

注意

2.5.13

セクションへのオブジェクトの割り当て

__section() 指定子は、オブジェクトを名前付きセクション (MPLAB XC8 の用語で
は psect) に配置する必要がある事を示すために使えます。一般的にこの指定子は、既
存のコンパイラ機能ではアドレス指定できない特殊なリンクをオブジェクトが要求
する場合に使います。
この指定子の意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適用前の
キーワードを参照してください。
2.5.13.1 例
__section キーワードを使う変数の例を下に示します。
int __section("comSec") commonFlag;
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2.5.13.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、オブジェクトを新しいセクション ( または
psect) にリダイレクトするために #pragma psect ディレクティブを使いました。こ
のプラグマと __section() 指定子の違いは以下の通りです。
__section() を使って作成した新しい psect は、プラグマとは異なり、psect のフラ
グを継承しません ( プラグマの場合、このフラグによってオブジェクトがメモリに割
り当てられていました )。これは、新しい psect がデータバンクを含む全てのメモリ
領域内でリンクできる事を意味します。コンパイラは、新しいセクション内のオブ
ジェクトの位置について何も仮定しません。プラグマを使って新しい psect へリダイ
レクトしたオブジェクトは、常に同じメモリ領域内 ( その領域内の任意のアドレス )
でリンクする必要がありました。
__section() 指定子を使うと、異なる psect 内に配置されるようオブジェクトを初期
化できます。新しい psect でもオブジェクトは初期化されます。このために、初期値
を格納する追加の psect を自動的に割り当てる必要があります ( 追加 psect の名前 =
接頭辞「i」+ 新しい psect の名前 )。プラグマは、初期化されるオブジェクトには使
えません。
__section() を使って異なる psect に割り当てたオブジェクトは、プラグマを使った
場合とは異なり、スタートアップ コードによってクリアされます。
現在の MPLAB XC8 コンパイラでは、__section() 指定子を使って作成した全ての
新しい psect 向けにメモリを予約し、リンカ オプションを使って割り当てる必要があ
ります。
CCI 適用前の 16 および 32 ビットコンパイラでは、異なるデスティネーション セク
ション名を示すために section 属性を使いました。__section() 指定子は、この
属性と同様に機能します。
2.5.13.3 CCIへ の移行
MPLAB XC8 の場合、全ての #pragma psect ディレクティブを以下のように変更し
ます。
#pragma psect text%%u=myText
int getMode(int target) {
//...
}

上記を以下の __section() 指定子に変更
int __section ("myText") getMode(int target) {
//...
}

16 および 32 ビットコンパイラの場合、全ての section 属性を以下のように変更し
ます。
int __attribute__((section("myVars"))) intMask;

上記を以下に変更
int __section("myVars") intMask;

2.5.13.4
なし

注意

2.5.14

コンフィグレーション ビットの指定

#pragma config ディレクティブは、デバイスのコンフィグレーション ビットを設
定するために使えます。このプラグマの形態は以下の通りです。
#pragma config setting = state|value

setting はコンフィグレーション設定記述子 ( 例 : WDT)、state は記述値 ( 例 : ON)、
value は数値です。
このディレクティブの意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適
用前のキーワードを参照してください。
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2.5.14.1 例
このプラグマを使ってコンフィグレーション ビットを指定する例を以下に示します。
#pragma config WDT=ON, WDTPS = 0x1A

2.5.14.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、#pragma config が未サポートのターゲッ
トに対して __CONFIG() マクロを使いました。
CCI 適用前の 16 ビットコンパイラでは、コンフィグレーション設定を指定するため
に各種のマクロを使いました。
CCI 適用前の 32 ビットコンパイラは、#pragma config をサポートしました。
2.5.14.3 CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、全ての __CONFIG() マクロは以下のように変更します。
__CONFIG(WDTEN & XT & DPROT)

上記を以下に変更
#pragma config WDTE=ON, FOSC=XT, CPD=ON

#pragma config を既に使っていたい場合、移行は不要です。
16 ビットコンパイラの場合、全ての _FOSC() または _FBORPOR() マクロを以下の
ように変更します。
_FOSC(CSW_FSCM_ON & EC_PLL16);

上記を以下に変更
#pragma config FCKSMEM = CSW_ON_FSCM_ON,

FPR = ECIO_PLL16

32 ビットコードの場合、移行のための対応は不要です。
2.5.14.4
なし

注意

2.5.15

マニフェスト マクロ

CCI は、コンパイラとターゲット デバイスの特性を明示するマクロの一般形態を定義
しています。これらのマクロは、コンパイラまたはターゲット デバイスに基づいて代
替のソースコードを条件付きでコンパイルするために使えます。
各種のマニフェスト マクロの詳細を表 2-1 に示します。
表 2-1: CCIが 定義するマニフェスト マクロ
意味 ( 定義されている場合 )

名称

例

__XC__

MPLAB XC コンパイラを使用

__CCI__

CCI 準拠コンパイラを使用 (CCI は有効 )

__CCI__

## で指定した XC コンパイラを使用 (## は 8、16、32 のいずれか )

__XC8__

__XC##__
__DEVICEFAMILY__
__DEVICENAME__

ターゲット デバイスのファミリを指定
ターゲット デバイスの名前を指定

__XC__

__dsPIC30F__
__18F452__

2.5.15.1 例
デバイスが EEPROM を備えているかどうかに応じて条件付きでコンパイルするため
のコード例を下に示します。
#ifdef __XC16__
void __interrupt(__auto_psv__) myIsr(void)
#else
void __interrupt(low_priority) myIsr(void)
#endif
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2.5.15.2 コンパイラの違い
これらの CCI マクロの一部は新たに追加された物です ( 例 : __CCI__)。その他の CCI
マクロは、CCI 適用前と名称は異なりますが意味は同じです ( 例 : __18F452 は
__18F452__ に変更 )。
2.5.15.3 CCIへ の移行
コンパイラ定義マクロを使う全てのコードは見直しが必要です。古いマクロは期待通
りに機能しますが、それらは CCI に準拠しません。
2.5.15.4

注意

なし
2.5.16

インライン アセンブリ

asm() ステートメントは、アセンブリコードを C 言語コードに挿入するために使えま
す。引数は、1 つのアセンブリ命令を表す C 言語の文字列リテラルです。当然ですが、
引数で指定する命令はデバイスに固有です。
このステートメントの意味については、下の「コンパイラの違い」に記載した CCI 適
用前のキーワードを参照してください。
2.5.16.1 例
MOVLW 命令を挿入する例を示します。
asm("MOVLW _foobar");

2.5.16.2 コンパイラの違い
CCI 適用前の 8 ビットコンパイラでは、インライン アセンブリコードを挿入するた
めに asm() または #asm ...#endasm 構文を使いました。
16 および 32 ビットコンパイラでは、使用する構文に変更はありません。
2.5.16.3 CCIへ の移行
8 ビットコンパイラの場合、#asm ...#endasm の全てのインスタンスを以下のように
変更します (#asm ブロック内の各命令を別々の asm() ステートメントで指定 )。
#asm
MOVLW 20
MOVWF _i
CLRF
Ii+1
#endasm

上記を以下に変更
asm("MOVLW20");
asm("MOVWF _i");
asm("CLRFIi+1");

16 または 32 ビットコードの場合、移行のための対応は不要です。
2.5.16.4

注意

なし
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2.6

コンパイラ機能
以下では、CCI を制御するために使うコンパイラ オプションについて説明します。
2.6.1

CCI を有効にする

ここでは、MPLAB X IDE を使って CCI 適用プロジェクトをビルドする場合を想定し
ます。CCI への準拠を有効にするための MPLAB X IDE プロジェクト プロパティ内の
ウィジェットは、「Compiler」カテゴリ内の Use CCI Syntax です。
IDE を使わない場合のコマンドライン オプションは --EXT=cci(MPLAB XC8 向け )
または -mcci(MPLAB XC16 および XC32 向け ) です。
2.6.1.1
コンパイラの違い
このオプションは以前には実装されていませんでした。
2.6.1.2
CCIへ の移行
このオプションを有効にします。
2.6.1.3
なし

 2016 Microchip Technology Inc.

注意

DS50002071E_JP - p. 43

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
NOTE:

DS50002071E_JP - p. 44

 2016 Microchip Technology Inc.

MPLAB® XC16 C コンパイラ
ユーザガイド
第3章
3.1

プロジェクトをビルドするための手引き

はじめに
第 3 章には、Microchip 社製 16 ビットデバイス向けにプロジェクトをビルドする際に
よく生じる疑問や問題に対処するためのヘルプと参照情報を記載しています。各セク
ションの冒頭にあるリンクをクリックする事で、興味のある項目を素早く見付ける事
ができます。一部の項目には、複数のセクションからリンクしています。
•
•
•
•
•
•

3.2

コンパイラのインストールと有効化
コンパイラの起動
ソースコードの書き方
アプリケーションを思い通りに実行する方法
コンパイル プロセスを理解する
動作に問題のあるコードの修正

コンパイラのインストールと有効化
以下では、コンパイラのインストールまたは有効化の際に生じる疑問に答えます。
• コンパイラはどのようにインストールして有効にするのですか
• コンパイラのインストールと有効化に成功したかどうかはどのようにして確認で
きますか
• 同じコンパイラの複数のバージョンをインストールできますか
3.2.1

コンパイラはどのようにインストールして有効にするのですか

XC コンパイラのインストーラは、インストールとライセンスの有効化を同時に行い
ます。その方法については、下の文書を参照してください。この文書は Microchip 社
ウェブサイト (www.microchip.com) からダウンロードできます。
『Installing and Licensing MPLAB XC C Compilers』(DS52059)
3.2.2

コンパイラのインストールと有効化に成功したかどうかはどのように
して確認できますか

これを確認するには、コードをコンパイルしてみる必要があります。これにはコンパ
イラに付属するサンプルコードが使えます。既定値では、このコードは以下のフォル
ダ内にあります。
c:\Program Files\Microchip\xc16\examples

xc16_getting_started から、お客様のオペレーティング システムに応じたファイ
ル (run_hello.bat (Windows OS の場合 ) または run_hello.sh (Mac/Linux OS
の場合 )) を使います。最適化レベルはお客様のライセンスレベルに応じて設定しま
す。詳細は本書内の以下を参照してください。
第 18 章「最適化」
5.7.6「最適化を制御するためのオプション」
編集したバッチまたはシェルファイルを実行します。コンパイラが正常にインストー
ルされていれば、コンパイルおよび実行処理中に各種の処理ステップが表示され、最
後に下のテキストが表示されます。
Hello, world!
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3.2.3

同じコンパイラの複数のバージョンをインストールできますか

はい、できます。本コンパイラとインストール プロセスは、同一コンパイラの複数の
バージョンをインストールできるように設計されています。MPLAB X IDE を使う場
合、IDE 内のオプションを変更する事で、容易にコンパイラ バージョンを切り換える
事ができます。詳細は本書内の以下を参照してください。
3.3.3「ビルドに使うコンパイラ バージョンの選択方法を教えてください」
コンパイラは、バージョンに対応する名前が付いたディレクトリにインストールされ
ます。これはインストーラによって指定される既定値ディレクトリです。MPLAB
XC16 コンパイラの v1.00 と v1.10 は、以下の別々のディレクトにインストールされ
ます。
C:\Program Files\Microchip\xc16\v1.00\
C:\Program Files\Microchip\xc16\v1.10\
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3.3

コンパイラの起動
以下では、コマンドラインと IDE からコンパイラを実行する方法について説明しま
す。また、コンパイラから最善の結果を得るための、コンパイラ オプションの設定と
ビルド処理の方法も記載しています。
•
•
•
•
•
•

MPLAB IDE 内からコンパイルする方法を教えてください
コマンドラインからコンパイルする方法を教えてください
ビルドに使うコンパイラ バージョンの選択方法を教えてください
コンパイラの最適化の変更方法を教えてください
どのような最適化機能が使えるのですか
利用可能なコンパイラ オプションとそれらの機能について知りたいのですが、何を
見ればよいですか
• ライブラリのビルド方法を教えてください
• MPLAB IDE 内のビルドオプションは何を見れば分かりますか
• MPLAB X IDE のデバッグビルドでは何が違うのですか
以下も参照してください。
• MPLAB X IDE の [Disassembly] ウィンドウに逆アセンブリが表示されないのはな
ぜですか
• 既定値ではどのライブラリがインクルードされますか
• 特定のメモリ領域をコンパイラが使わないようにする方法を教えてください
3.3.1

MPLAB IDE 内からコンパイルする方法を教えてください

MPLAB X IDE では、
プロジェクトをビルドする事によってコードをコンパイルします。
MPLAB X IDE で本コンパイラを使うための方法については、本書内の以下を参照し
てください。
第 4 章「XC16 ツールチェーンと MPLAB X IDE」
3.3.3「ビルドに使うコンパイラ バージョンの選択方法を教えてください」
3.3.2

コマンドラインからコンパイルする方法を教えてください

コマンドラインからコードをコンパイルする方法については、本書内の以下を参照し
てください。
第 5 章「コンパイラのコマンドライン ドライバ」
3.3.3「ビルドに使うコンパイラ バージョンの選択方法を教えてください」
3.3.3

ビルドに使うコンパイラ バージョンの選択方法を教えてください

コンパイルおよびインストールプロセスは、同時に複数バージョンのコンパイラをイ
ンストールできるように設計されています。
MPLAB X IDE でプロジェクトのビルドに使うコンパイラを選択するには、[Project
Properties] ウィンドウ (File>Project Properties) を開いて、コンフィグレーション カ
テゴリ (Conf:[default]) を選択します。MPLAB XC16 コンパイラのバージョンの
一覧がウィンドウ右端の [Compiler Toolchain] に表示されます。必要な MPLAB XC16
コンパイラ バージョンを選択した後に、XC16 グローバル オプションと、XC16 コン
パイラおよび XC16 リンカ カテゴリを選択すると、そのコンパイラ向けの制御項目が
表示されます。これらの右側にオプションのウィンドウ枠が表示されます。各カテゴ
リは複数のウィンドウ枠を持ち、これらはウィンドウ枠の上端近くにあるプルダウン
メニューから選択できます。
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3.3.4

コンパイラの最適化の変更方法を教えてください

お客様のライセンスで承認されている最適化だけが選択できます。コンパイラ ライセ
ンス、ライセンスに対応する最適化、最適化の設定方法については、本書内の以下を
参照してください。
第 18 章「最適化」
5.7.6「最適化を制御するためのオプション」
3.3.5

どのような最適化機能が使えるのですか

最適化レベルを選択すると、各種の最適化機能が利用可能となります。これらの機能
の一覧は、本書内の以下に記載しています。
18.3「最適化機能のまとめ」
3.3.6

利用可能なコンパイラ オプションとそれらの機能について知りたいの
ですが、何を見ればよいですか

コンパイラ オプションの一覧は本書内の以下に記載しています。
5.7「ドライバ オプション」
3.3.7

ライブラリのビルド方法を教えてください

ライブラリの作成およびビルド方法は本書内の以下に記載しています。
5.4.1.2「ユーザ定義ライブラリ」
3.3.8

MPLAB IDE 内のビルドオプションは何を見れば分かりますか

MPLAB X IDE の [Project Properties] ウィンドウ内にあるウィジェットと制御項目
(XC16 オプション ) のほとんどは、コマンドライン ドライバ オプションまたはサブ
オプションと一対一に対応します。オプションおよび対応するコマンドライン オプ
ションの一覧は、本書内の以下を参照してください。
4.5「プロジェクトのセットアップ」
3.3.9

MPLAB X IDE のデバッグビルドでは何が違うのですか

デバッグビルドの場合、MPLAB X IDE は追加のリソースを必要とするため、メモリ
使用量が増加します。詳細は MPLAB X IDE ユーザガイドを参照してください。
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3.4

ソースコードの書き方
以下では、ソースコードを書く際に生じる問題に関して、以下の項目に分けて説明し
ます。
•
•
•
•
•
•
•

C 言語の仕様
デバイスに固有の機能
メモリ割り当て
変数
関数
割り込み
アセンブリコード

3.4.1

C 言語の仕様

MPLAB XC16 C コンパイラは ANSI C 準拠コンパイラであるため、標準的な C 言語
の慣例に従います。詳細は本書内の以下を参照してください。
1.3.1「ANSI C 規格」
3.4.2

デバイスに固有の機能

以下では、Microchip 社製デバイスに特有の機能を設定または制御するためのコード
について説明します。
• 既存のコードを異なるアーキテクチャのデバイスに移植する方法を教えてくださ
い
• コンフィグレーション ビットの設定方法を教えてください
• ユーザ ID にアクセスする方法を教えてください
• 特殊機能レジスタ (SFR) にアクセスする方法を教えてください
• コンパイラはどのデバイス固有シンボルを定義するのですか。それらを使う事はで
きますか
以下も参照してください。
• 特定のメモリ領域をコンパイラが使わないようにする方法を教えてください
3.4.2.1

既存のコードを異なるアーキテクチャのデバイスに移植する方法を教えて
ください
異 な る ア ー キ テ ク チ ャ 間 で コ ー ド を 移 植 す る た め の 手 間 を 軽 減 す る た め、CCI
(Common C Interface) が開発されました。CCI に準拠したスタイルでコードを書く事
により、上位デバイスへの移植が容易になります。CCI の詳細は本書内の以下を参照
してください。
第 2 章「CCI (Common C Interface)」
3.4.2.2
コンフィグレーション ビットの設定方法を教えてください
コンフィグレーション ビットは、マクロまたはプラグマを使ってコード内で設定しま
す。MPLAB IDE の以前のバージョンでは、ダイアログ内でこれらのビットを設定で
きました。しかし MPLAB X IDE では、ソースコード内でそれらを指定する必要があ
ります。詳細は本書内の以下を参照してください。
6.5「コンフィグレーション ビットへのアクセス」
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3.4.2.3
ユーザ IDに アクセスする方法を教えてください
現在、デバイス ( またはファミリ )ID にアクセスするには、デバイス ID レジスタの固
定アドレスを指定する以外に方法はありません。アクセスのためのマクロまたはプラ
グマは用意されていません。デバイス ID レジスタのアドレスについてはデバイスの
データシートを参照してください。
3.4.2.4
特殊機能レジスタ (SFR)に アクセスする方法を教えてください
コンパイラには変数を定義するためのヘッダファイルが付属します。これらは C 変数
であるため、他の C 変数と同様に使えます。これらのレジスタにアクセスするために
特別な構文は必要ありません。
これらの変数の名前は、使用するデバイスのデータシートに記載されている名前と同
じである事が必要です。
SFR 内の個々のビットにアクセスする事もできます。各ビットフィールドは、SFR
を マ ッ ピ ン グ す る 構 造 体 の 中 で あ ら か じ め 定 義 さ れ て い ま す。例 え ば、
PORTCbits.RC1 は PORTC レジスタの RC1 ビットを指します。ヘッダファイルにつ
いては本書内の以下を参照してください。
6.3「デバイス ヘッダファイル」
3.4.2.5

コンパイラはどのデバイス固有シンボルを定義するのですか。それらを使
う事はできますか
コンパイラはデバイスに固有の ( およびその他の ) シンボルまたはマクロを定義しま
す。これらについては、本書内の以下に記載しています。
19.4「定義済みマクロの名前」
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3.4.3

メモリ割り当て

以下は、ソースコードがメモリ割り当てに及ぼす影響についての質問です。
• 変数または関数を特定のアドレスに配置する方法を教えてください
• 変数をプログラムメモリ内に配置する方法を教えてください
• 値の初期化 / 書き込みを行わずに変数にメモリ空間だけを割り当てる方法を教えて
ください。
• 特定のメモリ領域をコンパイラが使わないようにする方法を教えてください
3.4.3.1
変数または関数を特定のアドレスに配置する方法を教えてください
むやみにツールチェーンをいじって変数または関数をメモリの特定領域に割り当てる
と、リンカの動作の妨げになる可能性があります。問題を解決するためにツールが提供
されますが、それらを使う場合は常に注意が必要です。例えば、address 属性または
__at 構文を使ってオブジェクトを特定のアドレスに固定する代わりに、
section 属性
を使って変数をグループ化するだけで十分な場合があります。
3.4.3.2
変数をプログラムメモリ内に配置する方法を教えてください
変数をプログラムメモリ内に配置する方法は、本書内の以下に記載しています。
10.4「プログラム空間内の変数」
3.4.3.3

値の初期化 /書 き込みを行わずに変数にメモリ空間だけを割り当てる方法
を教えてください。
これには noload 属性が使えます。変数属性の詳細は、本書内の以下を参照してくだ
さい。
8.12「変数属性」
3.4.3.4
特定のメモリ領域をコンパイラが使わないようにする方法を教えてください
address 属性と noload 属性を連結して使う事で、メモリのセクションを保護できま
す。-mreserved オプションを使う事もできます。変数属性とオプションについては
本書内の以下を参照してください。
8.12「変数属性」
5.7.1「16 ビットデバイス専用オプション」
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3.4.4

変数

以下では、プログラム内での変数の定義、使い方、型に関連する質問に答えます。
•
•
•
•
•
•
•
•
•

期待通りの浮動小数点結果が得られません。なぜですか
ソフトリセット後も変数の値を保持する方法を教えてください
ISR が呼び出された時に C 変数を退避させる方法を教えてください
変数とマクロの名前の長さに制限はありますか
PSV または EDS ページに保存されている値にアクセスする方法を教えてください
データを独自のセクションに配置する必要があるのはどのような場合ですか
フラッシュメモリに値を書き込む方法を教えてください
フラッシュメモリにデータをパックする方法を教えてください
大きな配列の定義方法を教えてください

•
•
•
•
•
•

以下も参照してください。
割り込みとメインライン コードの間でデータを共有する方法を教えてください
変数または関数を特定のアドレスに配置する方法を教えてください
変数をプログラムメモリ内に配置する方法を教えてください
変数を外部メモリ内に配置する方法を教えてください
変数をローテートする方法を教えてください
変数と関数がどこに配置されているか調べる方法を教えてください

3.4.4.1
期待通りの浮動小数点結果が得られません。なぜですか
まず、意図した通りの浮動小数点データ型を使っているか確認します。IEEE 倍精度
(64 ビット ) の浮動小数点値が必要な場合は long double 型を明示的に使い、IEEE
単精度 (32 ビット ) の浮動小数点値が必要な場合は float 型を明示的に使う事を推奨
します。既定値により、コンパイラは double 型に対して IEEE 単精度を使います。
double 型に対して IEEE 倍精度 (64 ビット ) を指定するには -fno-short-double ス
イッチを使います。
次に、浮動小数点形式の表現上の制限と丸め処理に注意する必要があります。浮動小
数点形式は、全ての実数を厳密に表現する事はできません。例えば分数 1/10 は、単
精度でも倍精度でも厳密に表現できません。
書き込みまたは計算の結果が 1/10 である場合、浮動小数点形式で保存される値は、そ
の型で表現可能な最近似値です。つまり、IEEE 演算の規則に従って「真の値」が最
近似値に「丸め処理」されるという事です。計算の始めに生じるこの小さな値の相違
は、演算を何度も行う事で蓄積され、顕著な誤差を生じます。一般的に、計算は厳密
に表現可能な値 (1、10 等 ) から始まり、厳密には表現できない結果 (1/10 等 ) を生じ
ます。これは IEEE 浮動小数点形式と演算規則の本質的な性質であり、コンパイラの
コード生成方法やマイクロプロセッサのアーキテクチャとは無関係です。どのような
コンパイラ / マイクロプロセッサ プラットフォームであっても、同じ問題に直面しま
す。詳細は本書内の以下を参照してください。
8.4「浮動小数点データの型」
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3.4.4.2
ソフトリセット後も変数の値を保持する方法を教えてください
まず、使用するデバイスのデータシートを参照して、利用可能なリセットのタイプを
確認します。次に、persistent 属性を使う事で、ソフトウェア リセット後も変数
の値を保持できます。この属性を指定された変数は、スタートアップ時に初期化もク
リアもされません。この属性の詳細は本書内の以下を参照してください。
8.12「変数属性」
3.4.4.3
ISRが 呼び出された時に C変 数を退避させる方法を教えてください
interrupt 属性の save パラメータを使う事で、変数と SFR を退避させ、割り込みか
らの戻り時にそれらの値を復元できます。詳細は本書内の以下を参照してください。
14.5「割り込みサービスルーチンのコンテクスト退避」
3.4.4.4
変数とマクロの名前の長さに制限はありますか
MPLAB XC16 には有意先頭文字数の制限はありませんが、CCI には制限があります。
詳細は本書内の以下を参照してください。
2.4.5「識別子の有意先頭文字数」
3.4.4.5

PSVま たは EDSペ ージに保存されている値にアクセスする方法を教えて
ください
16 ビットデバイスは、フラッシュメモリ内からデータメモリにアクセスする方法を
備えています。これを PSV(Program Space Visibility) と呼びます。PSV メモリ内の値
には __psv__ 修飾子を使ってアクセスできます。プログラムメモリからデータ空間
にアクセスする方法はもう 1 つあり、これを EDS(Extended Data Space) と呼びます。
EDS 内の値には __eds__ 修飾子を使ってアクセスできます。この属性の詳細は本書
内の以下を参照してください。
8.11.1「__psv__ 型修飾子」
8.11.3「__eds__ 型修飾子」
3.4.4.6 データを独自のセクションに配置する必要があるのはどのような場合ですか
MPLAB XC16 オブジェクト リンカは、データをセクションに効率的に配置します。
しかし、変数のグループを手動でセクションに配置したい場合があります。なぜなら、
変数を 1 つずつ特定のアドレスに配置するよりもその方が容易だからです。必要に応
じて、デバイス リンカスクリプトの中で、ユーザ定義セクション内の絶対開始アドレ
スを指定できます。データを独自のセクションに配置するには section 属性が使え
ます。この属性については、本書内の以下を参照してください。
8.12「変数属性」
リンカスクリプト内でユーザ定義セクションを編集する方法は、以下の文書を参照し
てください。この文書は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) からダウン
ロードできます。
『MPLAB XC16 Assembler, Linker, and Utilities User's Guide』(DS52106) 内 の
9.5 「Contents of a Linker Script」
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3.4.4.7
フラッシュメモリに値を書き込む方法を教えてください
本コンパイラは、フラッシュ変数を定義するための各種の方法を提供します。
• 適切な space 属性を使う事で、変数を明示的にフラッシュメモリ内に配置できま
す。
• 既定の const-in-code メモリモデルでは、C const 型修飾子を持つ変数は暗黙的に
フラッシュメモリ内に配置されます。
これらの異なる方法により、変数へのアクセスに対してユーザとコンパイラが関与す
る度合いが選べます。space(prog) 属性と初期値を指定する場合、ユーザは最大限
に関与できます ( コンパイラの関与は最小 )。つまり、ユーザは自由に変数にアクセ
スできます ( 通常は tblrd 命令を使用 )。space(prog) 属性と適切なアクセス修飾
子 (__eds__ または __prog__) を組み合わせる場合、コンパイラが最大限に関与し
ます。
また、const 修飾子付きオブジェクト専用に 1 ページのフラッシュ空間が存在する
場 合 が し ば し ば あ り ま す。詳 細 は、本 書 内 の 以 下 に 記 載 さ れ て い る
-mconst-in-code を参照してください。
8.12「変数属性」
10.4「プログラム空間内の変数」
3.4.4.8
フラッシュメモリにデータをパックする方法を教えてください
space(prog)セクションに保存される変数の上位バイトは、-mfillupperオプショ
ンまたは fillupper 変数属性を使って指定できます。詳細は本書内の以下を参照し
てください。
5.7.1「16 ビットデバイス専用オプション」(-mfillupper)
8.12「変数属性」(fillupper)
3.4.4.9
大きな配列の定義方法を教えてください
既定値では、配列は 32K のメモリに割り当てられます。これより大きなメモリが必要
な場合、-mlarge-arrays コンパイラ オプションが使えます。ただし、メモリ消費
量が増える事に注意が必要です。このオプションの詳細は、本書内の以下を参照して
ください。
10.3.2.3「非 auto 変数のサイズの制限」
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3.4.5

関数

以下では、関数に関連する質問に答えます。
•
•
•
•
•
•
•
•

関数が削除されてしまう事を防ぐ方法を教えてください
関数をインライン展開する理由は何ですか
ある関数がインライン展開されないのですが、なぜですか
どのような場合に関数を独自のセクションに配置する必要が生じますか
コンパイラがレジスタを退避 / 復元する事を防ぐ方法を教えてください
ある関数が使われているかどうか調べる方法を教えてください
コンパイラ自身に含まれる関数を見分ける方法を教えてください
関数に渡す引数はメモリ内のどこに格納されるのですか

以下も参照してください。
• 関数のサイズを調べる方法を教えてください
• 変数と関数がどこに配置されているか調べる方法を教えてください
• C 言語で割り込みを使う方法を教えてください
3.4.5.1
関数が削除されてしまう事を防ぐ方法を教えてください
関数に keep 属性を適用する事で、--gc-sections オプションによってリンカがそ
の関数を削除してしまう事を防げます ( 未使用の関数であっても削除されません )。詳
細は本書内の以下を参照してください。
13.2.2「関数属性」
3.4.5.2
関数をインライン展開する理由は何ですか
関数をインライン展開する必要が生じる理由とその方法については、本書内の以下に
記載しています。
13.6「関数のインライン展開」
3.4.5.3
ある関数がインライン展開されないのですが、なぜですか
ユーザが inline キーワードを使って関数のインライン展開を指定しない場合、どの
関数をインライン展開するかはコンパイラが決定します。一般的に、小さな関数はイ
ンライン展開され、大きな関数はインライン展開されません。詳細は本書内の以下を
参照してください。
13.6「関数のインライン展開」
3.4.5.4
どのような場合に関数を独自のセクションに配置する必要が生じますか
MPLAB XC16 オブジェクト リンカは関数を各種のセクションに効率的に配置しま
す。関数をプログラムメモリ内に手動で配置すると、リンカによる最大効率での配置
を阻害するため、大部分のアプリケーションでは手動で関数を配置すべきではありま
せん。しかし、ブートローダ アプリケーションは例外です。アプリケーション ファー
ムウェアはメモリ内でブートローダよりも上位のアドレスに格納する必要がありま
す。このため、ブートローダ アプリケーションとの競合を防ぐために、関数を手動で
配置する必要があります。
また、セキュア セクション内にコードを配置する必要があるアプリケーションでは、
boot または secure 属性を使ってプログラム関数の配置をカスタマイズする必要が
あります。関数に address 属性を適用する事もできます。
section 属性を使って関数を独自のセクションに配置する方法、および boot または
secure 属性を使うか address 属性を使って関数を配置する方法については、本書内
の以下を参照してください。
13.2.2「関数属性」
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3.4.5.5
コンパイラがレジスタを退避 /復 元する事を防ぐ方法を教えてください
割り込みまたはリセット時にレジスタ値を退避 / 復元させたくない場合、naked 属性
が使えます。通常、これらの値は退避する必要があるため、この属性は慎重に使う必
要があります。詳細は本書内の以下を参照してください。
13.2.2「関数属性」
3.4.5.6
ある関数が使われているかどうか調べる方法を教えてください
プロジェクトをビルドした後に、マップファイルを開いて、使われている関数の一覧
を確認します。未使用関数を削除するには、--gc-sections リンカオプションを使
います。詳細は本書内の以下を参照してください。
13.2.2「関数属性」
リンカの詳細は以下の文書を参照してください。この文書は Microchip 社ウェブサイ
ト (www.microchip.com) からダウンロードできます。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
3.4.5.7
コンパイラ自身に含まれる関数を見分ける方法を教えてください
コンパイラの定義済みシンボル / マクロと関数は、プリプロセッサを実行して停止し
た後に、出力を調べる事で分かります。これを行うためのオプションは、本書内の以
下に記載しています。
5.7.2「出力の種類を制御するためのオプション」
3.4.5.8
関数に渡す引数はメモリ内のどこに格納されるのですか
これを特定するにはコンパイラコードを実行する必要があります。コンパイラの実行
中にアプリケーション バイナリ インターフェイスを観察します。一部のビルトイン
関数も役立ちます。詳細は本書内の以下を参照してください。
補遺 G.「ビルトイン関数」
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3.4.6

割り込み

以下では、割り込みおよび割り込みサービスルーチン (ISR) に関する質問に答えます。
•
•
•
•
•

C 言語で割り込みを使う方法を教えてください
プロジェクトにトラップ割り込みベクタを追加する方法を教えてください
私のアプリケーションはトラップから復帰する事ができますか
2 つの割り込みルーチン間でデータを共有する方法を教えてください。
既定値割り込みとは何ですか。それはどこで定義され、どのように使うのですか

以下も参照してください。
• 割り込みルーチンを高速にする方法を教えてください
• 割り込みとメインライン コードの間でデータを共有する方法を教えてください
• ISR が呼び出された時に C 変数を退避させる方法を教えてください
3.4.6.1
C言 語で割り込みを使う方法を教えてください
まず、ターゲット デバイスでどの割り込みハードウェアが利用できるのか知る必要が
あります。16 ビットデバイスは、複数の個別割り込みベクタ領域を実装し、優先度
スキームを適用します。詳細をデバイスのデータシートで確認した後に、本書内の以
下を参照してください。
第 14 章「割り込み」
3.4.6.2
プロジェクトにトラップ割り込みベクタを追加する方法を教えてください
コンパイラはハードトラップを通常の割り込みベクタと同様に扱います。それらは、
周辺モジュール向けハンドラと同様の名前を持ちます。特定デバイスがサポートする
全ての割り込み関数を調べるには、コンパイラ インストール ディレクトリ内の docs
フォルダに収められている以下のファイルが役立ちます。
vector_index.html
一般的な書式は以下の通りです。
void __attribute__((interrupt)) ISR_fn_name(void) {
}

3.4.6.3
私のアプリケーションはトラップから復帰する事ができますか
この質問に対する回答は、個々のアプリケーション / トラップで異なります。一般的
な回答として、そのようなイベントが発生した場合、アプリケーションは高い確実性
で安全に再起動します。
3.4.6.4
2つ の割り込みルーチン間でデータを共有する方法を教えてください。
本来の性質により、ISR は結果を渡す事もパラメータを受け取る事もしません。デー
タを共有するには、一般的なデータ共有手順を取るしか方法はありません。例えば
volatile グローバル変数または専用のアクセス関数により、データへのアクセスを
注意深く制御してアプリケーションの信頼性を高める事ができます。
制御の複数のスレッド ( 割り込みルーチンはこれに該当する ) 間でデータを共有する
場合、共有データアクセスを後続の割り込みから保護する事が重要です ( 全てのアク
セスがアトミックであるとは限らないため )。
3.4.6.5

既定値割り込みとは何ですか。それはどこで定義され、どのように使うの
ですか
「既定値割り込み」は、他に指名されたベクタが存在しない場合にベクタテーブルの
代わりを務めます。既定値割り込みが未定義である場合、コンパイラはデバッグ環境
で停止または通常実行 ( 非デバッグ ) 環境でリセットする割り込みを作成します。
以下の名前を持つ ISR を定義する事で、ユーザ独自のハンドラを定義できます。
_DefaultInterrupt
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3.4.7

アセンブリコード

以下では、C プロジェクトの一部としてアセンブリコードを書く際に生じる疑問に答
えます。
•
•
•
•
•
•
•
•

アセンブリコードと C コードを組み合わせる方法を教えてください
アセンブリ ソースファイルには命令以外に何が必要ですか
アセンブリコードから C オブジェクトにアクセスする方法を教えてください
アセンブリコード内から SFR にアクセスする方法を教えてください
どのような場合にアセンブリコードと C コードを組み合わせるのですか
.s ファイルと .S ファイルの違いは何ですか
アセンブリ モジュール向けに関数ラッパを作成する方法を教えてください
どのような場合にアセンブリ モジュールの代わりにインライン アセンブリを使う
のですか

3.4.7.1
アセンブリコードと Cコ ードを組み合わせる方法を教えてください
アセンブリコードは、C コードから呼び出す個別の関数として書く事も、C コード内
でインライン アセンブリとして書く事もできます。詳細は本書内の以下を参照してく
ださい。
第 16 章「C 言語とアセンブリ言語の併用」
3.4.7.2
アセンブリ ソースファイルには命令以外に何が必要ですか
アセンブリコードには、命令そのもの以外にアセンブラ ディレクティブが必要です。
これらのディレクティブの動作は、以下の文書に記載されています。この文書は
Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) からダウンロードできます。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
アセンブリコードでよく使うディレクティブは 2 つあります。1 つは .section ディ
レクティブです。全てのアセンブリコードはこのディレクティブを使って 1 つのセク
ション内に置く必要があります。これにより、リンカはアセンブリコードをひとまと
めに扱ってメモリに配置できます。もう 1 つは .global ディレクティブです。この
ディレクティブは、シンボルを複数のソースファイルからアクセスできるようにする
ために使います。
3.4.7.3

アセンブリコードから Cオ ブジェクトにアクセスする方法を教えてくだ
さい
大部分の C オブジェクトはアセンブリコードからアクセスできます。C ソース内のシ
ンボルと、そのソースから生成されるアセンブリコード内のシンボルは、互いに対応
付けられます。アセンブリコードはアセンブリ方式のシンボルにアクセスする必要が
あります。その詳細は本書内の以下に記載しています。
16.2「アセンブリ言語と C 変数 / 関数の併用」
3.4.7.4
アセンブリコード内から SFRに アクセスする方法を教えてください
アセンブリコードから SFR にアクセスするための最も容易な方法は、全てのデバイ
スで共通のインクルード ファイル (xc.h) を使う事です。このファイルはシンボルを
SFR アドレスに対応付けます。
SFR にアクセスする C コードを書いても、そのコードのコンパイルによって生成さ
れたシンボルにアクセスできるという保証はありません。詳細は本書内の以下を参照
してください。
13.8「関数呼び出し規則」
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3.4.7.5
どのような場合にアセンブリコードと Cコ ードを組み合わせるのですか
これはアプリケーションごとに異なります。通常の C コードでは対応できないデバイ
ス固有の動作が存在します。通常、この機能を提供するために、言語ツールはビルト
イン関数を提供します。
アセンブリコードと C コードを組み合わせる場合、コードはランタイムモデルを使っ
てコンパイルする必要があります。すなわち、引数が適切なレジスタを使って渡され、
そのレジスタが正しく使われて上書きされない事が必要です。
3.4.7.6
.sフ ァイルと .Sフ ァイルの違いは何ですか
どちらのファイルもアセンブリ言語で書かれています。.S ファイルは C コンパイラ
によって前処理されます。従って .S ファイルは C 言語の前処理命令文 (#define、
#ifdef 等 ) を含む場合がありますが、C 命令文は含みません。これらのアセンブリ
ファイルについては、本書内の以下を参照してください。
5.5.1「出力ファイル」
3.4.7.7
アセンブリ モジュール向けに関数ラッパを作成する方法を教えてください
本 C コンパイラは、C 言語で可視性を持つ全ての名前がアンダースコアで始まる事を
要求します。関数をアセンブリコードから C コードへエクスポートするには、その関
数がグローバルに可視である事が必要です。当然ですが、コンパイラがその関数を正
しく認識できるよう、C コード内に外部プロトタイプが存在する事も必要です。
foo.s:
.text
.global _foo
_foo:retlw #0,w0
main.c:
extern int foo(void);

C コードとアセンブリ モジュールを一緒に使う詳細な方法については、本書内の以下
を参照してください。
16.2「アセンブリ言語と C 変数 / 関数の併用」
3.4.7.8

どのような場合にアセンブリ モジュールの代わりにインライン アセンブ
リを使うのですか
アセンブリコードと C コードを組み合わせる場合、コードはランタイムモデルを使っ
てコンパイルする必要があります。すなわち、レジスタが正しく使われて上書きされ
ない事と、GNU 拡張インライン アセンブリコードを使う事が必要です。長いシーケ
ンスはデバッグを困難にするため、ガイドラインに正しく従う事が必要です。
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3.5

アプリケーションを思い通りに実行する方法
以下ではプログラミング テクニック、アプリケーション、事例を紹介します。アプリ
ケーションで特定のタスクを実行する際に生じる疑問にも答えます。
• デバッグ情報の生成方法を教えてください
• MPLAB X IDE の [Disassembly] ウィンドウに逆アセンブリが表示されないのはなぜ
ですか
• 割り込みとメインライン コードの間でデータを共有する方法を教えてください
• デバイスに書き込んだコードを保護する方法を教えてください
• printf を使う場合に標準 I/O をリダイレクトする方法を教えてください
• 変数を外部メモリ内に配置する方法を教えてください
• コードに遅延を実装する方法を教えてください
• 変数をローテートする方法を教えてください
3.5.1

デバッグ情報の生成方法を教えてください

コンパイラとアセンブラに対し、コマンドライン オプション -g を使ってデバッグ情
報を生成します。詳細は以下の文書 (Microchip 社ウェブサイトで提供 ) を参照してく
ださい。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
本書内の以下の内容も参照してください。
5.7.5「デバッグのためのオプション」
3.5.2

MPLAB X IDE の [Disassembly] ウィンドウに逆アセンブリが表示さ
れないのはなぜですか

デバッグ情報の生成を先に有効にしておかないと [Disassembly] ウィンドウには何も
表示されません。詳細は本書内の以下を参照してください。
3.5.1「デバッグ情報の生成方法を教えてください」
3.5.3

割り込みとメインライン コードの間でデータを共有する方法を教えて
ください

割り込みとメインライン コードの両方からアクセスされる変数は、プログラムによっ
て破壊されたり誤読されたりしやすくなります。volatile 修飾子を使う事で、その
変数に対して最適化を実行しないようコンパイラに指示できます。これにより、この
問題をある程度解消できます。
変数へのアクセス方法はステートメントに応じて様々です。通常、これらの問題を完
全に防ぐ最善の方法は、メインライン コードで変数にアクセスする前に割り込みを無
効にし、アクセス後に割り込みを再度有効にする事です。これらの対応策については、
本書内の以下を参照してください。
8.10.2「volatile 型修飾子」
14.7「割り込みの有効化 / 無効化」
3.5.4

デバイスに書き込んだコードを保護する方法を教えてください

フラッシュ プログラムメモリを備えた多くのデバイスでは、このメモリの全域または
一部の領域を書き込み保護できます。これには、デバイス コンフィグレーション ビッ
トを正しく設定する必要があります。コンフィグレーション ビットの使い方について
は、本書内の以下を参照してください。
6.5「コンフィグレーション ビットへのアクセス」
2.5.14「コンフィグレーション ビットの指定」(CCI)
この質問には、デバイスのデータシートも良い参考資料となります。
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3.5.5

printf を使う場合に標準 I/O をリダイレクトする方法を教えてください

printf 関数は 2 つの働きをします。すなわち、1) フォーマット文字列とユーザが指
定したプレースホルダに基づいてテキストをフォーマットし、2) このフォーマット済
みテキストをデスティネーション ( またはストリーム ) へ送信 ( 出力 ) します。printf
の出力先は選択できます (LCD、SPI モジュール、USART 等 )。ANSI C 関数 printf
の使い方 ( 出力先の周辺モジュールの選択方法を含む ) については、以下の文書を参
照してください。この文書は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) からダ
ウンロードできます。
リファレンス マニュアル『16 ビット言語ツール ライブラリ』(DS50001456)
3.5.6

変数を外部メモリ内に配置する方法を教えてください

変数を外部メモリ内に配置するには __external__ 型修飾子を使います。PMP
(Parallel Master Port) を介して変数を外部メモリ内に配置する場合、__pmp__ 型修飾
子を使います。
これらの変数へのアクセスは、内部データメモリ内の変数にアクセスするよりも長い
時間を要します。外部メモリへのアクセスについては、本書内の以下を参照してくだ
さい。
8.11.6「__external__ 型修飾子」
8.11.5「__pmp__ 型修飾子」
3.5.7

コードに遅延を実装する方法を教えてください

最善の方法は、デバイスタイマを使って遅延を生成する事です。タイマが利用できな
い場合、ライブラリ関数 _delay32、__delay_ms、__delay_us のいずれかが使え
ます。これらの関数については以下の文書を参照してください。この文書は Microchip
社ウェブサイト (www.microchip.com) からダウンロードできます。
リファレンス マニュアル『16 ビット言語ツール ライブラリ』(DS50001456)
3.5.8

変数をローテートする方法を教えてください

C 言語にはローテートのための演算子はありませんが、シフトおよびビット単位 OR
演算子を使ってローテートできます。詳細は本書内の以下を参照してください。
2.4.10「整数値のビット演算」(CCI)
2.4.11「符号付き値の右シフト」( 符号付き変数 )

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 61

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
3.6

コンパイル プロセスを理解する
以下では、ビルドプロセス中にコンパイラが何を行ったか ( どのように出力コードを
エンコードしたか、オブジェクトをどこに配置したか等 ) を解明する方法について説
明します。また、コンパイラがサポートする機能についても解説します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ライセンスのタイプによって機能と最適化レベルはどのように異なりますか
コードを小さくする方法を教えてください
RAM の使用量を削減する方法を教えてください
コードを高速にする方法を教えてください
言語ツールによるメモリ内のオブジェクトの配置を制御する方法を教えてくださ
い
割り込みルーチンを高速にする方法を教えてください
C 変数はどこまで大きくできますか
私のコードにはどの最適化レベルが適用されるのですか
コンパイラはどのデバイスをサポートしますか
コンパイラが生成したコードを詳しく調べる方法を教えてください
関数のサイズを調べる方法を教えてください
変数と関数がどこに配置されているか調べる方法を教えてください
メモリを予約する方法を教えてください
メモリの残量を調べる方法を教えてください
既定値ではどのライブラリがインクルードされますか
ユーザ独自のライブラリを作成する方法を教えてください
デバッガを選択するとメモリが不足します。どうしてですか
警告またはエラーメッセージの意味を調べる方法を教えてください
ライブラリのビルド方法を教えてください
MPLAB X IDE のデバッグビルドでは何が違うのですか
関数が削除されてしまう事を防ぐ方法を教えてください

3.6.1

ライセンスのタイプによって機能と最適化レベルはどのように異なり
ますか

ライセンスのタイプに応じて利用可能な機能と最適化レベルが異なります。詳細は本
書内の以下を参照してください。
第 18 章「最適化」
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3.6.2

コードを小さくする方法を教えてください

コードを小さくするための一般的なアドバイスは以下の通りです。
• データ型を混用しない。
• インデックス変数はネイティブのワード幅で定義する。
• 整数型で十分な場合は浮動小数点型の変数を使わない。浮動小数点型変数を使う場
合、できるだけ小さな数値演算ライブラリを使うよう心がける。
• コンパイラ オプション -mpa を使ってコードサイズを削減する ( 全ての最適化レベ
ルで可能 )。詳細は本書内の以下を参照してください。
第 18 章「最適化」
Note:コードを最適化するとデバッグはより困難になります。
• SFR を初期化する際は、ビット名の代わりに SFR のフルネームを使う ( この方法
により、複数のフィールドを 1 度に初期化できます )。
• 同じコードをプログラム内の複数箇所で使う場合、それらを各所に複製するのでは
なく、関数として構成する。
• 小さなコード、小さなスカラー、大きなデータメモリ モデルを使う。本書内の以下
を参照してください。
10.14「メモリモデル」
3.6.3

RAM の使用量を削減する方法を教えてください

以下の方法を提案します。
1. コードを小さくするためのアドバイス ( 以下参照 ) の一部は、RAM の使用量を削
減するためにも役立ちます。
3.6.2「コードを小さくする方法を教えてください」
2. 関数との間で大きなオブジェクトを授受するよりも、それらのオブジェクトを参
照するポインタを授受した方が効率的です ( スタック リソースを節約 )。
3. プ ロ グ ラ ム 全 体 を 通 し て 変 更 す る 必 要 の な い オ ブ ジ ェ ク ト は、
-mconst-in-codeオプションとconst修飾子を使ってプログラムメモリ内に配
置できます。これにより貴重な RAM を節約できますが、実行は遅くなります。本
書内の以下を参照してください。
10.4「プログラム空間内の変数」
3.6.4

コードを高速にする方法を教えてください

以下の方法を提案します。
1. 多くの場合、コードは小さいほど高速です。あるタスクの実行に必要な機械語命
令の数を削減すると、そのタスクの実行速度は向上します。小さくて高速なコー
ドの書き方については、本書内の以下を参照してください。
3.6.2「コードを小さくする方法を教えてください」
3.6.6「割り込みルーチンを高速にする方法を教えてください」
2. コンパイラ ライセンスのタイプによっては、最適化レベルを上げる事でより高速
なコードを生成できます。詳細は本書内の以下を参照してください。
第 18 章「最適化」
5.7.6「最適化を制御するためのオプション」
3. 何よりもアルゴリズムの選択がコードのサイズと速度に大きく影響します。タス
クに対してアルゴリズムを正しく選択する事が重要です。
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3.6.5

言語ツールによるメモリ内のオブジェクトの配置を制御する方法を教
えてください

ほとんどの場合、言語ツールによる配置を受け入れるべきです。敢えてオブジェクト
を配置する必要がある場合、本書内の以下を参照してください。
3.4.3「メモリ割り当て」
3.6.6

割り込みルーチンを高速にする方法を教えてください

以下の方法を提案します。
1. 多くの場合、コードは小さいほど高速です。詳細は本書内の以下を参照してくだ
さい。
3.6.2「コードを小さくする方法を教えてください」
2. コードを高速にするための方法は ISR コードにも役立ちます。詳細は本書内の以
下を参照してください。
3.6.4「コードを高速にする方法を教えてください」
3. ISR 内ではフラグをセットするだけでリターンし、メインライン コードでフラグ
をチェックする事によって割り込みを処理するよう配慮します。このようにして
複雑な割り込み処理コードを ISR の外に出す事で、ISR によるレジスタの使用を
防ぐ事ができます。常に volatile 修飾子を使います。割り込みとメインライン
コードの間で共有する変数については、本書内の以下を参照してください。
8.10.2「volatile 型修飾子」
3.5.3「割り込みとメインライン コードの間でデータを共有する方法を教えてく
ださい」
3.6.7

C 変数はどこまで大きくできますか

これは個々の C オブジェクト ( 配列、構造体等 ) のサイズに関する質問です。全ての
変数の総サイズの事ではありません。
こ の 質 問 へ の 回 答 は、そ の 変 数 が 配 置 さ れ る メ モ リ 空 間 に よ っ て 異 な り ま す。
-mconst-in-code オプションを使うと、const で修飾されたオブジェクトはプログ
ラムメモリ内に配置され、その他のオブジェクトはデータメモリ内に配置されます。
プログラムメモリのオブジェクト サイズについては、本書内の以下に記載していま
す。
10.4.3「プログラムメモリ変数のサイズの制限」
データメモリ内のオブジェクトは auto と非 auto に大別されます。これらのオブジェ
クトのサイズには制限があります。auto および非 auto 変数とサイズの制限について
は、本書内の以下を参照してください。
10.3「データ空間メモリ内の変数」
10.3.3.3「auto 変数のサイズ制限」
10.3.2.3「非 auto 変数のサイズの制限」
3.6.8

私のコードにはどの最適化レベルが適用されるのですか

利用できる最適化レベルは、コンパイラ ライセンスのタイプによって異なります。詳
細は本書内の以下を参照してください。
第 18 章「最適化」
5.7.6「最適化を制御するためのオプション」
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3.6.9 コンパイラはどのデバイスをサポートしますか
通常、新型デバイスのサポートは、コンパイラ リリースのたびに追加されます。お客
様のコンパイラが特定のデバイスをサポートしているかどうか調べるには、本書内の
以下を参照してください。
6.2「デバイスサポート」
3.6.10 コンパイラが生成したコードを詳しく調べる方法を教えてください
オプションを指定してアセンブリ リストファイルをセットアップする事で、コードに
関する幅広い情報をファイルに保存できます。この情報には、プログラムのほぼ全体
に対応するアセンブリ出力 ( プログラムにリンクしたライブラリ ルーチンを含む )、
セクション情報、シンボルリスト等が含まれます。
リストファイルは以下の方法で生成できます。
• コマンドラインで以下のオプションを指定する事により、基本的なリストファイル
を生成します。
-Wa, -a=projectname.lst
• MPLAB X IDE を使う場合、プロジェクトを右クリックし、[Properties] を選択しま
す。[Project Properties] ウィンドウ内の [Categories] の下で [xc16-as] をクリックし
ます。[Option categories] から [Listing file options] を選択し、[List to file] がチェッ
クされている事を確認します。
アセンブリ リストファイルの既定値の拡張子は「.lst」です。リストファイルにつ
いては以下 の文書を 参照して ください。こ の文書 は Microchip 社ウェブサ イト
(www.microchip.com) からダウンロードできます。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
3.6.11 関数のサイズを調べる方法を教えてください
関数のサイズ ( その関数向けに生成されるアセンブリコードのサイズ ) は、アセンブ
リ リストファイルで調べる事ができます。詳細は本書内の以下を参照してください。
3.6.10「コンパイラが生成したコードを詳しく調べる方法を教えてください」
3.6.12 変数と関数がどこに配置されているか調べる方法を教えてください
xc16-objdump ユーティリティは、1 つまたは複数のオブジェクト ファイルに関する
情報を表示します。ファイルのシンボルテーブル エントリを出力するには -t オプ
ションを使います。
リンカが生成するマップファイルを見る事で、変数と関数がどこに配置されたかを特
定する事もできます。マップファイルはグローバル シンボルだけを示します。
C 識別子とアセンブリコードで使うシンボルは互いに対応付けられます。変数に対応
するシンボルには、その変数の最下位バイトのアドレスが割り当てられます。関数の
場 合、そ の 関 数 向 け に 生 成 さ れ た 最 初 の 命 令 の ア ド レ ス が 割 り 当 て ら れ ま す。
xc16-objdump ファイルとリンカのマップファイルについては、以下の文書を参照し
てください。この文書は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) からダウン
ロードできます。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
3.6.13 メモリを予約する方法を教えてください
メモリの予約は、リンカスクリプト内で専用のセクションを作成するか、メモリのセク
ションを保護するための属性を使う事によって行えます。どちらかの方法を使わない限
り、メモリは期待通りに予約されません ( リンカがその領域にオブジェクトを配置する
可能性があります )。メモリの予約については以下の文書を参照してください。この文
書は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) からダウンロードできます。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
本書内の以下も参照してください。
3.4.3.4「特定のメモリ領域をコンパイラが使わないようにする方法を教えてくだ
さい」
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3.6.14 メモリの残量を調べる方法を教えてください
メモリ使用量の概要は、コンパイルした後に --report-mem オプションを使ってコ
ンパイラから取得するか、MPLAB X IDE の [Dashboard] ウィンドウで見る事ができ
ます。どちらの方法もメモリの使用量と残量を示しますが、そのメモリが連続した
1 ブロックなのか、それとも複数の小さなチャンクに分割されているのかは示しませ
ん。小さなブロックに分割された空きメモリは、大きなサイズのオブジェクト用には
使えません。このため、オブジェクトに対して空きメモリの総量が明らかに十分で
あっても、メモリ不足エラーが発生する場合があります。
リンカのマップファイルを調べる事で、各リンカクラス内で利用可能なメモリ残量を
正確に特定できます。メモリにページ区分が存在する場合、マップファイルは、その
クラス内で最大の連続したブロックも示します。マップファイルについては以下の文
書を参照してください。この文書は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com)
からダウンロードできます。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
3.6.15 既定値ではどのライブラリがインクルードされますか
コンパイル時に、コンパイラは自動的に全ての適用可能標準ライブラリをビルドプロ
セスにインクルードします。従って、ユーザがこれらのファイルを制御する必要はあ
りません。しかし、コンパイラと一緒に供給されたのではないライブラリ等は、ユー
ザが忘れずにインクルードする必要があります。マップファイルを調べる事で、コン
パイルされたイメージでどの標準ライブラリが使われたか知る事ができます。マップ
ファイル内では、標準ライブラリからインクルードされたアーカイブメンバが、その
メンバのインクルードを促したシンボルと対応付けられてリストに示されます。標準
ライブラリについては以下の文書を参照してください。この文書は Microchip 社ウェ
ブサイト (www.microchip.com) からダウンロードできます。
リファレンス マニュアル『16 ビット言語ツール ライブラリ』(DS50001456)
3.6.16 ユーザ独自のライブラリを作成する方法を教えてください
ユーザが独自にビルドした 1 つまたは複数のライブラリ ファイルを使う場合、コン
パイルするファイルのリストにそれらのファイルを含める必要があります。それらの
ライブラリ ファイルは、ソースファイルに関連するファイルリスト内の任意位置で指
定できます。複数のライブラリファイルが存在する場合、それらはコマンドラインで
指定された順番に検索されます。
コマンドラインでライブラリliblibrary.aを指定する場合の例を以下に示します。
xc16-gcc -mcpu=33FJ256GP710 main.c int.c liblibrary.a

以下は -l オプションを使う場合の例です。
xc16-gcc -mcpu=33FJ256GP710 main.c int.c -llibrary

MPLAB X IDE を使ってプロジェクトをビルドする場合、プロジェクト内の「Libraries」
フォルダに 1 つまたは複数のライブラリ ファイルを追加します。それらのファイル
は、追加された順番に従って検索されます。IDE は、ビルド シーケンス中の適切な時
点で、それらのファイルをコンパイラに渡します。ユーザ独自のライブラリ ファイル
をビルドする方法については、本書内の以下を参照してください。
5.4.1.2「ユーザ定義ライブラリ」
3.6.17 デバッガを選択するとメモリが不足します。どうしてですか
ハードウェア ツール デバッガ (PICkit 3 インサーキット デバッガ、MPLAB ICD 3 イ
ンサーキット デバッガ、MPLAB REAL ICE インサーキット エミュレータ等 ) を使う
場合、デバッグ用に RAM が必要です。本書内の以下を参照してください。
3.5.2「MPLAB X IDE の [Disassembly] ウィンドウに逆アセンブリが表示されな
いのはなぜですか」
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3.7

動作に問題のあるコードの修正
以下では、プロジェクトがコンパイラエラーによってビルドできない、あるいはビル
ドできても期待通りに動作しないといった問題に関する質問に答えます。
• 警告またはエラーメッセージの意味を調べる方法を教えてください
• プログラム内でエラーまたは警告の原因となっているコードを見付ける方法を教
えてください
• 警告が生成されないようにする方法を教えてください
• スタックのオーバーフローを防ぐ方法を教えてください
• 割り込み使用時の変数の破損とコードエラーの原因は何ですか
以下も参照してください。
• コンパイラの起動
• メモリを予約する方法を教えてください
3.7.1

警告またはエラーメッセージの意味を調べる方法を教えてください

ほとんどの警告およびエラーメッセージは読めば分かります。しかし、一部のメッ
セージには補足説明が必要です。以下の補遺には、MPLAB XC16 が生成する全ての
警告およびエラーメッセージを記載しています。
補遺 C.「診断」
加えて、メッセージの出力を制御する方法を本書内の以下に記載しています。
5.7.4「警告とエラーを制御するためのオプション」
3.7.2

プログラム内でエラーまたは警告の原因となっているコードを見付け
る方法を教えてください

エラーがソースコードに関係する構文エラーであれば、ほとんどの場合、コンパイラは
問題を起こしているコード行を示すメッセージを生成します。MPLAB X IDE 内でコン
パイルしている場合、メッセージをダブルクリックすると、エディタは問題のある行へ
ジャンプします。しかし、問題のコードがいつも簡単に見付かるとは限りません。
場合によっては、注目すべき行の次の行でエラーが報告される場合もあります。これ
は、C 言語の命令文はソースファイル内の複数行にまたがる事があるからです。コン
パイラが次の命令文のスキャンを始めるまでにエラーの存在を検出できないといっ
た状況が起こり得ます。以下に例を示します。
input = PORTB
if(input>6)
// ...

// oops - forgot the semicolon

代入文でセミコロンが抜けている事は、次の行 (if() 文 ) で報告されます。
エラーがコンパイラではなくアセンブラに起因する場合もあります。ソースがアセン
ブリ モジュールであれば、エラーメッセージはエラーの原因となったソース アセン
ブリコード内の行を直接示す事ができます。
最後に、C ソースコード内のどの特定行にも関係しないエラーもあります。コンパイ
ラ オプション内のエラーまたはリンカエラーがこれに該当します。
コンパイラが生成したアセンブリコードは、アセンブリ リストファイルで見る事がで
きます。リンカがオブジェクトをどこに配置しようとしたかは、マップファイルを見
ると分かります。リストファイルとマップファイルについては以下の文書を参照して
ください。この文書は Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) からダウンロー
ドできます。
『MPLAB XC16 アセンブラ / リンカ / ユーティリティ ユーザガイド』(DS52106)
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3.7.3

警告が生成されないようにする方法を教えてください

一般的に、警告は無視すべきではありません。警告はコードエラーを生じる可能性が
ある状況を示します。エラーが報告された場合、必ずコードをチェックして、それが
エラーの原因となり得るかどうか確認すべきです。
しかし、以下の手順により、警告メッセージの出力を抑止する事は可能です。
• オプションの -Wno- バージョンを使う事で特定の警告を抑止できます。
• -w オプションを使うと、全ての警告を抑止できます。
• MPLAB X IDE では、各ツールカテゴリの下の [Project Properties] ウィンドウで警
告 を 抑 止 し ま す。[Suppressible Messages] タ ブ ([Tool Options] ウ ィ ン ド ウ で
[Embedded] ボタンをクリックして開く ) も参照してください。
詳細は本書内の以下を参照してください。
5.7.4「警告とエラーを制御するためのオプション」
3.7.4

スタックのオーバーフローを防ぐ方法を教えてください

16 ビットデバイスが使うスタックの上位アドレス境界は SPILM レジスタで設定でき
ます。従って、スタックレベルを設定する事でオーバーフローを防ぐ事ができます。
オーバーフロー以外のスタックエラーは、コードで検出および識別できます。ソフト
ウェア スタックの使い方については、本書内の以下を参照してください。
10.3.3.1「ソフトウェア スタック」
10.3.3.2「C スタックの使い方」
デバイスデータシート内のソフトウェア スタックに関する項目も参照してくだ
さい。
3.7.5

割り込み使用時の変数の破損とコードエラーの原因は何ですか

通常これは、割り込みとメインライン コードの両方で使われる変数が存在する事に
よって発生します。コンパイラが変数へのアクセスを最適化する場合、またはアクセ
スが割り込みルーチンによって中断される場合、変数が破損する恐れがあります。詳
細は本書内の以下を参照してください。
3.5.3「割り込みとメインライン コードの間でデータを共有する方法を教えてく
ださい」
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第4章
4.1

XC16 ツールチェーンと MPLAB X IDE

はじめに
MPLAB X IDE に以下の 16 ビット言語ツールを組み合わせる事により、dsPIC® DSC
と PIC24 MCU ファミリデバイス向けのアプリケーション コードを GUI 環境で開発
できます。これらのツールには以下を含みます。
•
•
•
•

MPLAB XC16 C コンパイラ
MPLAB XC16 アセンブラ
MPLAB XC16 オブジェクトリンカ
MPLAB XC16 オブジェクト アーカイバ / ライブラリアンとその他の 16 ビット ユー
ティリティ
第 4 章の内容は以下の通りです。
•
•
•
•
•

4.2

MPLAB X IDE とツールのインストール
MPLAB X IDE のセットアップ
MPLAB X IDE プロジェクト
プロジェクトのセットアップ
プロジェクト例

MPLAB X IDEと ツールのインストール
MPLAB X IDE と 16 ビット言語ツールを使うには、以下をインストールする必要があ
ります。
• MPLAB X IDE (Microchip 社ウェブサイトから無償で入手可能 )
• MPLAB XC16 C コンパイラ ( 全ての 16 ビット言語ツールを含む )
このコンパイラには無償版 (Free および Evaluation ライセンスレベル ) と有償版
(Standard および Pro ライセンスレベル ) があり、どちらも Microchip 社ウェブサイ
トから入手できます。
既定値により、16 ビット言語ツールは以下のディレクトリにインストールされます。
•
•
•
•

Windows OS (32 ビット ): C:\Program Files\Microchip\xc16\x.xx
Windows OS (64 ビット ): C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\x.xx
Mac OS: Applications/microchip/xc16/x.xx
Linux OS: /opt/microchip/xc16/x.xx

x.xx はバージョン番号です。
以下に示す各ツールの実行ファイルは「bin」サブディレクトリに保存されます。
• C コンパイラ : xc16-gcc.exe
• アセンブラ : xc16-as.exe
• オブジェクトリンカ : xc16-ld.exe
• オブジェクト アーカイバ / ライブラリアン : xc16-ar.exe
• その他のユーティリティ : xc16-utility.exe
全てのデバイス インクルード ( ヘッダ ) ファイルは「support/family/h」サブディレ
クトリ内にあります (family はデバイスファミリ名 ( 例 : dsPIC30F は dsPIC30F6015 デ
バイスのファミリ名です ))。これらのファイルの詳細は 6.3「デバイス ヘッダファイル」
を参照してください。
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全てのデバイス リンカスクリプト ファイルは「support/family/gld」サブディレク
トリ内にあります (family はデバイスファミリ名 ( 例 : dsPIC30F は dsPIC30F6015 デバ
イスのファミリ名です ))。
これらのファイルの詳細はリンカのマニュアルを参照してくだ
さい。
サンプルコードとテンプレート ファイルは「support/templates/assembly」サ
ブディレクトリ内にあります。

4.3

MPLAB X IDEの セットアップ
MPLAB X IDE を PC にインストールした後に起動し、以下の手順で 16 ビット言語
ツールを選択します。
1. MPLAB X IDE のメニューバーで Tools>Options を選択して [Options] ダイアログ
を開きます。[Embedded] ボタンをクリックし、[Build Tools] タブを選択します。
2. [Tool Collection:] の下で [XC16...] をクリックします。パスが実際のインストール
場所を正しく指している事を確認します。
3. [OK] をクリックします。

図 4-1: XC16ツ ールスイートのパス - WINDOWS OSの 場合
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4.4

MPLAB X IDEプ ロジェクト
MPLAB X IDE におけるプロジェクトとは、アプリケーションのビルドに必要なファ
イル一式の事であり、それらのファイルは各種のビルドツールに関連付けられていま
す。以下に一般的な MPLAB X IDE プロジェクトを示します。

図 4-2: コンパイラとプロジェクトの関係
C Source Files
(*.c)

Assembly Source
Files ( *.s, *.S)

C Compiler

Compiler
Driver
Program

Source Files (*.s)

Assembler

Archiver (Librarian)

Object Files
(*.o)

Object File Libraries
(*.a)

Linker

Debug File
(*.cof,*.elf)

Linker Script File (1)
(*.gld)

MPLAB® X IDE
Debug Tool
Command-Line
Simulator

bin2hex Utility

Executable File
(*.hex)

MPLAB® X IDE
Programmer

(1) リンカは、プロジェクト向けに適切なリンカスクリプト ファイルを選択できます。
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この図では、C ソースファイルをコンパイラへの入力として示しています。コンパイ
ラは、アセンブラに入力するソースファイルを生成します。コンパイラの詳細につい
ては、コンパイラのマニュアルを参照してください。
図では、アセンブリ ソースファイルを C プリプロセッサへの入力として示していま
す。その結果のソースファイルはアセンブラに入力されます。アセンブラは、リンカ
またはアーカイバに入力するオブジェクト ファイルを生成します。アセンブラの詳細
については、アセンブラのマニュアルを参照してください。
アーカイバ / ライブラリアンを使う事で、オブジェクト ファイルをライブラリにアー
カイブできます。アーカイバの詳細については、アーカイバ / ライブラリアンのマニュ
アルを参照してください。
リンカはオブジェクト ファイル、任意のライブラリ ファイル、リンカスクリプト ファ
イル ( 汎用リンカスクリプトは自動的に追加される ) を使ってプロジェクト出力ファ
イル (ELF または COF ファイル ) を生成します。リンカの出力ファイルはシミュレー
タおよびデバッグツールによって使われます。このファイルを bin2hex ユーティリ
ティへの入力として使う事で、実行ファイル (.hex) を生成できます。リンカスクリ
プト ファイルの詳細とオブジェクトリンカの使い方については、リンカのマニュアル
を参照してください。
プロジェクトに関する詳細は MPLAB X IDE のマニュアルを参照してください。
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4.5

プロジェクトのセットアップ
MPLAB X IDE プロジェクトの最初のセットアップには、内蔵のプロジェクト ウィ
ザード (File>New Project) を使います。このウィザードでは、16 ビット言語ツールを
使う言語ツールスイートを選択できます。このウィザードと MPLAB X IDE プロジェ
クトの詳細は、MPLAB X IDE のマニュアルを参照してください。
プロジェクトをセットアップした後は、MPLAB X IDE 内でツールのプロパティを設
定できます。
1. MPLAB X IDE メニューバーから File>Project Properties 選択すると、プロジェク
トのビルド オプションを設定 / 確認するためのウィンドウが開きます。
2. 「Conf:[default]」の下で、[Tool Collection] からセットアップするツールを選択し
ます。
- XC16 ( グローバル オプション )
- xc16-as (16 ビットアセンブラ )
- xc16-gcc (16 ビット C コンパイラ」
- xc16-ld (16 ビットリンカ )

4.5.1

XC16 ( グローバル オプション )

全ての 16 ビット言語ツールに対するグローバル オプションを設定します。「ページ機能オプション」も
参照してください。
表 4-1: 全てのオプション カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Output file format

ELF/DWARF または COFF を選択します。

-omf=elf
-omf=cof

Define common macros

コンパイラ、アセンブラ、リンカに共通のマクロを追加します。

-Dmacro

Generic build

汎用コアデバイス ( 周辺モジュールなし ) 向けにビルドします。

Use legacy libc

v3.25 以前のフォーマットのライブラリを使う場合にチェックを -legacy-libc
付けます。
新しい (HI-TECH) ライブラリ フォーマットを使う場合はチェック
を外します。

Fast floating point math

より高速な単精度および倍精度浮動小数点ライブラリを使う場合 -fast-math
にチェックを付けます。このライブラリを使うと RAM 消費量は増
加します。
標準ライブラリを使う場合はチェックを外します。このライブラ
リは低速ですが、生成されるコードは小さくなります。

Relaxed floating point
math

規則が緩和された数値演算ライブラリを使う場合にチェックを付 -relaxed-math
けます。このライブラリは、IEEE 規格が定義する無限大、NaN、
非正規化数 ( 絶対値が極端に小さい数 ) に関する規則とは少し異な
る規則に従います。
標準の浮動小数点数値演算ライブラリを使う場合はチェックを外
します。

Don’t delete intermediate 中間生成ファイルを削除しない場合はチェックを付けます。それ -save-temps=obj
files
らのファイルは、ソースファイル名に基づく名前が付けられ、オ
ブジェクト ディレクトリに格納されます。
ビルド後に中間生成ファイルを削除する場合はチェックを外しま
す。
Common include dirs

ここに入力したディレクトリパスは、コンパイラの既存インク -Idir
ルード パスに追加されます。相対パスは、MPLAB X IDE プロジェ
クト ディレクトリを基準とします。

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 73

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
4.5.2

xc16-as (16 ビットアセンブラ )

MPLAB X IDE 内でコマンドライン オプションの一部を指定できます。カテゴリを選択してからアセンブ
ラ オプションを設定します。その他のオプションについては、『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and
Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照してください。「ページ機能オプション」も参照してください。
表 4-2: 一般オプション カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Define ASM macros (.S
ファイル専用 )

アセンブラマクロを追加します。

-Dmacro

Assembler symbols

シンボル sym を値 value として定義します。

--defsym sym=value

ASM include dirs

ディレクトリ dir をディレクトリのリストに追加します。ア -I"dir"
センブラは、このリストを使って、.include ディレクティ
ブで指定されたファイルを検索します。詳細は 4.5.7「検索
パスとディレクトリの追加」を参照してください。

Preprocessor include dirs ディレクトリ dir をディレクトリのリストに追加します。コ -I"dir"
ンパイラ プリプロセッサは、このリストを使って .include
ディレクティブで指定されたファイルを検索します。詳細は
4.5.7「検索パスとディレクトリの追加」を参照してくだ
さい。
Allow call optimization

規則を緩和する場合にチェックを付けます。
規則を緩和しない場合はチェックを外します。

Keep local symbols

ローカルシンボル (.L で始まる大文字のみのラベル ) を保持 --keep-locals (-L)
する場合はチェックを付けます。
ローカルシンボルを破棄する場合はチェックを外します。

Diagnostics level

[Output] ウィンドウに表示する警告を選択します。

Additional driver options

--relax
--no-relax

- 警告を表示する

--warn

- 警告を表示しない

--no-warn

- 致命的な警告を表示する

--fatal-warnings

GUI が提供していないドライバ オプションは、ここに入力し
ます。ここに入力した文字列は、ドライバ起動命令内でその
まま使われます。

表 4-3: リスティング ファイル オプション カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Include source code

高水準言語リスティングの場合、チェックを付けます。高水 -ah
準リスティングは、コンパイラによるアセンブリ ソースコー
ドの生成を要求します (-g 等のデバッグ オプションをコンパ
イラに対して指定し、アセンブリ リスティング (-al) を要求
します )。
通常のリストスティングの場合、チェックを外します。

Include macros
expansions

リスティング内でマクロを展開する場合にチェックを付けます。 -am
マクロを折り畳む場合はチェックを外します。

Omit false conditionals

リスティング内で条件式 (.if、.ifdef) を省略する場合に -ac
チェックを付けます。
条件式を含める場合はチェックを外します。

Omit forms processing

リスティング ディレクティブ .psize、.eject、.title、 -an
.sbttl によって実行される全ての形態の処理を OFF にする
場合にチェックを付けます。
リスティング ディレクティブによって処理する場合はチェッ
クを外します。

Include assembly

アセンブリ リスティングを含める場合にチェックを付けま -al
す。この -a サブオプションは、他のサブオプションと一緒に
使えます。
アセンブリ リスティングを除外する場合はチェックを外します。
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表 4-3: リスティング ファイル オプション カテゴリ (続 き )
オプション

概要

コマンドライン

Include symbols

リスティングにシンボルテーブルを含める場合にチェックを -as
付けます。
リスティングからシンボルテーブルを除外する場合はチェッ
クを外します。

Omit debugging
directives

リスティングからデバッグ ディレクティブを除外する場合に -ad
チェックを付けます。これにより、リスティングをクリーン
にできます。
デバッグ ディレクティブをリスティングに含める場合は
チェックを外します。

Include section
information

各コードおよびデータセクションに関する情報を表示する場 -ai
合にチェックを付けます。この情報は、各セクションのサイ
ズの詳細と、プログラムメモリとデータメモリの総使用量を
含みます。
このテーブルを生成しない場合はチェックを外します。

List to file

リスティング情報をファイルに出力する場合にチェックを付 -a=asmfilename.lst
けます。
リンスティング情報を [Output] ウィンドウに表示する場合は
チェックを外します。
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4.5.3

xc16-gcc (16 ビット C コンパイラ )

MPLAB XC16 C コンパイラは MPLAB X IDE と連携しますが、IDE とは別に入手する必要があります。フ
ル機能の製品バージョンを購入するか、機能制限付きの無償バージョンをダウンロードできます。詳細は
Microchip 社ウェブサイト (www.microchip.com) を参照してください。
MPLAB X IDE 内でコマンドライン オプションの一部を指定できます。カテゴリを選択した後にコンパイ
ラ オプションを設定します。その他のオプションについては『MPLAB XC16 Assembler, Linker and Utilities
User’s Guide 』(DS52106) を参照してください。この文書は Microchip 社ウェブサイトから入手できます。
「ページ機能オプション」も参照してください。
表 4-4: 一般カテゴリ
オプション
Generate debugging info

概要

コマンドライン

MPLAB X IDE 内でのコードのデバッグを可能にする -g
ための情報を含む COFF または ELF ファイルを生成
します。
Note: COFF は .text セクション内のデバッグのみを
サポートします。

Isolate each function in a section 各関数を出力ファイル内の別々のセクションに配置 -ffunction-sections
する場合にチェックを付けます。出力ファイル内のセ
クションの名前は関数の名前によって決まります。
Note: このオプションを指定すると、アセンブラとリ
ンカが生成するオブジェクトと実行ファイルのサイ
ズが増加し、実行速度が低下する可能性があります。
複数の関数を 1 つのセクション内に配置する場合は
チェックを外します。
Place data into its own section

各データアイテムを出力ファイル内の別々のセク -fdata-sections
ションに配置する場合にチェックを付けます。
セクションの名前はデータアイテムの名前によって
決まります。このオプションを指定すると、アセンブ
ラとリンカが生成するオブジェクトと実行ファイル
のサイズが増加し、実行速度が低下する可能性があり
ます。

Use 64-bit double

float と等価な型として double 型の代わりに long -fno-short-double
double型を使います。複数のモジュールがdouble型
のデータを、引数を介して直接共有するかバッファ空
間を介して間接的に共有している場合、それらのモ
ジュール間でこのオプションが一致しないと、予期せ
ぬ結果が生じます。

Fillupper value for data in flash

フラッシュメモリの上位バイトに値 value を埋めます。 -mfillupper=value

Name the text section

テキスト ( プログラムコード ) を、既定値の .text セ -mtext=name
クション内ではなく、name という名前のセクション
内に配置します。
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表 4-5: メモリモデル カテゴリ
オプション

概要

Code model

コマンドライン

コード ( プログラムメモリ /ROM) モデルを選択し
ます。

Data model

- 既定値

-msmall-code

- Large (>32K ワード )

-mlarge-code

- Small (32K ワード )

-msmall-code

データ ( データメモリ /ROM) モデルを選択します。

Scalar model

- 既定値

-msmall-data

- Large (>8 KB)

-mlarge-data

-Small (8 KB)

-msmall-data

スカラーモデルを選択します。

Location of constant model

Place all code in auxiliary flash

- 既定値

-msmall-scalar

- Large (>8 KB)

-mlarge-scalar

-Small (8 KB)

-msmall-scalar

定数向けのメモリ領域を選択します。
- 既定値

-mconst-in-code

- データ

-mconst-in-data

- コード

-mconst-in-code

現在の変換ユニットからの全てのコードを補助フ -mauxflash
ラッシュ内に配置します。このオプションは、補助
フラッシュを備えたデバイスでのみ利用できます。

Put constants into auxiliary flash -mconst-in-code と組み合わせた場合に、定数を -mconst-in-auxflash
補助フラッシュ内に配置します。
Put char vars into near data
space

メモリモデルに関係なく、char 変数を near データ -mnear-chars
空間内に配置します。

Allow arrays larger than 32K

メモリモデルに関係なく、32K よりも大きな配列を -menable-large-arrays
許容します。

Aggregate data model

集合体データモデルを使います。

-mlarge-aggregate

表 4-6: 最適化カテゴリ
オプション
Optimization Level

概要

コマンドライン

最適化レベルを選択します。コンパイラのライセンスによって -On
は、一部の最適化レベルをサポートしない場合があります。こ
れは -On オプションと等価です (n は以下の通り )。
• 0 - 最適化しない : コンパイルに要する時間とリソースを削
減し、デバッグで予測通りの結果が得られる事を目標とし
ます。
• 1 - 最適化 : 最適化を実行するとコンパイルに要する時間が
増え、より大きな関数にはより多くのホストメモリが要求
されます。コンパイラはコードサイズと実行時間の削減を
試みます。
• 2 - より高レベルの最適化 : コンパイラは、サポートするほ
とんど全ての最適化 ( サイズと速度のトレードオフは含ま
ず ) を実行します。
• 3 - 速度を優先したさらなる最適化 (O2 の上位バージョン )
• 4 - サイズを優先したさらなる最適化 (O2 の上位バージョン )

Do not override ‘inline’ 「inline」キーワードをオーバーライドするかどうかコンパイ -mno-override-inline
ラに判断させない場合にチェックを付けます。
コンパイラに判断させる場合はチェックを外します。
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表 4-6: 最適化カテゴリ ( 続き )
オプション

概要

コマンドライン

Unroll loops

ループ展開の最適化を実行する場合にチェックを付けます。こ -funroll-loops
れは、コンパイル時または実行時に繰り返し数が特定可能な
ループに対してのみ実行されます。
ループを展開しない場合はチェックを外します。

Omit frame pointer

フレームポインタを必要としない関数に対してレジスタ内で -fomit-frame-pointer
フレームポインタを保持しない場合にチェックを付けます。
フレームポインタを保持する場合はチェックを外します。

Unlimited procedural
abstraction

手続きの抽象化による最適化 ( ネストの深さは無制限 ) を有効 -mpa
にします。

Procedural abstraction 手続きの抽象化による最適化 ( ネストの深さは n 以下に制限 ) -mpa=n
を有効にします。-mpa=n オプションと等価です (n は以下の
通り )。
• 0 - 有効化を無効にします。
• 1 - 深さ 1 の抽象化を許容します。つまり、ソースコード内
の命令シーケンスはサブルーチンへと抽象化できます。
• 2 以上 - n =2 の場合、深さ 2 の抽象化を許容します。つま
り、深さ 1 のサブルーチンへと抽象化された命令は、さら
に 1 段深いサブルーチンへと抽象化できます。このパター
ンを n 段まで繰り返します。このオプションの正味の効果
は、サブルーチン呼び出しのネストの深さを n 段以下に制
限する事です。
Align arrays
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配列変数の最小アラインメントを、ストレージの総サイズ以下 -falign-arrays
で最大の 2 のべき乗値、または、デバイス上で使われる最大ア
ラインメント、のどちらか小さい方に設定します。
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表 4-7: 前処理およびメッセージ カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Include C dirs

ヘッダファイルの検索ディレクトリのリストの先頭にディレク -I"dir"
トリ dir を追加します。詳細は 4.5.7「検索パスとディレク
トリの追加」を参照してください。

Define C macros

macro で指定したマクロを文字列「1」として定義します。

ANSI-std C support

ANSI 規格に準拠する C プログラムだけをサポートする場合に -ansi
チェックを付けます。
ANSI規格に非準拠のCプログラムもサポートする場合はチェッ
クを外します。

Use CCI syntax

コードが CCI (Common C Interface) に従う構文で書かれている -mcci
場合にチェックを付けます ( 第 2 章「CCI (Common C
Interface)」参照 )。
そうではない場合はチェックを外します。

Use IAR syntax

コードが組み込みコンパイラ互換モードに従う構文で書かれて -mext=IAR
いる場合にチェックを付けます ( 補遺 B.「組み込みコンパイ
ラ互換モード」参照 )。
そうではない場合はチェックを外します。

Errata

このオプションは、id によって識別される特定のエラッタ ワー -merrata=id
クアラウンドを有効にします。
id の有効値は時々変化し、特定のバリアントには要求されない
場合があります。id に all を指定すると、現在サポートされ
ている全てのエラッタ ワークアラウンドが有効になります。id
に list を指定すると、現在サポートされているエラッタの ID
と、そのエラッタの簡単な説明が表示されます。

-Dmacro

Smart IO forwarding level このオプションは、printf および scanf 関数とそれらの「f」お -msmart-io=n
よび「v」バリエーションに渡される書式文字列の静的な解析を
試みます。非浮動小数点フォーマットの引数が使われている場
合、それらの引数は、ライブラリ関数の整数専用バリエーショ
ンを使うために変換されます。
-msmart-io=n オプションと等価です。n は以下の通りです。
• 0 - このオプションを無効にします。
• 1 - 判別可能なリテラル値だけを変換します。
• 2 - コンパイラは寛容になり、変数または未知フォーマット
の引数を持つ関数呼び出しを変換します。
Smart IO format strings

コンパイラが書式引数を判別できない場合に使う書式引数を指
定します。

Make warnings into
errors

エラーと警告に基づいてコンパイルを停止する場合にチェック -Werror
を付けます。
エラーだけに基づいてコンパイルを停止する場合はチェックを
外します。

Additional warnings

全ての警告を有効にする場合にチェックを付けます。
警告を無効にする場合はチェックを外します。

Strict ANSI warnings

厳密な ANSI C が要求する警告を出力する場合にチェックを付 -pedantic
けます。
全ての警告を出力する場合はチェックを外します。

Disable ISR warn

不適切な名前を持つ ISR 関数に対する警告を無効にします。既 -mno-isr-warn
定値では、認識された割り込みベクタの名前に interrupt が
付いていないとコンパイラは警告を出力します。このオプショ
ンを指定する事で、そのような警告の出力を無効にできます。

Enable SFR warnings

SFR に関する警告を有効にします。
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4.5.4

xc16-ld (16 ビットリンカ )

MPLAB X IDE 内でコマンドライン オプションの一部を指定できます。カテゴリを選択してからリンカ オ
プションを設定します。その他のオプションについては、
『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities
User’s Guide』(DS52106) を参照してください。「ページ機能オプション」も参照してください。
一般カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Heap size

ヒープのサイズをバイト数で指定します。C プログラ --heap size
ムが使う実行時ヒープに size バイトを割り当てます。
ヒープは未使用のデータメモリから割り当てられま
す。メモリ容量が不足する場合、エラーが報告されま
す。

Min stack size

スタックの最小サイズをバイト数で指定します。既定 --stack size
値では、リンカは全ての未使用データメモリを実行時
スタックに割り当てます。2 つのグローバル シンボル
(__SP_init と __SPLIM_init) を宣言する事によっ
てスタックを割り当てる事もできます。このオプショ
ンを使うと、指定した最小サイズ以上のスタックを確
保できます。実際のスタックサイズは、リンクマップ
出力ファイル内で示されます。最小サイズが得られな
い場合、エラーが報告されます。

Use local stack

スタックを拡張データ空間 (EDS) メモリに割り当てる
事を許容します。

Allow overlapped sections

セクション アドレスのオーバーラップを確認しない場 --check-sections
--no-check-sections
合にチェックを付けます。
オーバーラップを確認する場合はチェックを外します。

Init data sections

初期化データをサポートする場合にチェックを付けます。 --data-init
--no-data-init
サポートしない場合はチェックを外します。

Pack data template

初期データ値をパックする場合にチェックを付けます。 --pack-data
--no-pack-data
パックしない場合はチェックを外します。

Create handles

far コードポインタをサポートする場合にチェックを付 --handles
--no-handles
けます。
サポートしない場合はチェックを外します。

Create default ISR

未使用ベクタに対して割り込み関数を生成する場合に --isr
--no-isr
チェックを付けます。
既定値 ISR を生成しない場合はチェックを外します。

Remove unused sections

未使用入力セクションのガベージ コレクションを有効 --no-gc-sections
にしない場合にチェックを付けます(一部のターゲット --gc-sections
デバイスにのみ適用 )。
ガベージ コレクションを有効にする場合はチェックを
外します。

Fill value for upper byte of data データの上位バイトに書き込む値を指定します。デー --fill-upper=value
タをプログラムメモリ内にエンコードする際は、この
値を上位バイト (bit 16-23) として使います。このオプ
ションは、psv または eedata 属性を使って生成され
たセクションのエンコードに影響します。
--no-pack-data オプションが有効な場合、データ初
期化テンプレートにも影響します。
Stack guardband size

スタック オーバーフロー例外の処理用に十分なスタッ --stackguard=size
ク空間を確保するためのスタック ガードバンド サイ
ズを指定します。

Additional driver options

GUI 内で用意されていないドライバ オプションは、こ
こで指定します。ここに入力した文字列は、ドライバ
起動命令内でそのまま使われます。
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一般カテゴリ ( 続き )
オプション

概要

Use response file to link

コマンドライン

リンクのためにレスポンス ファイルを使って makefile
を生成する場合にチェックを付けます。Windows OS の
場合、コマンドラインの最大長は 8191 文字です。長い
プログラムをリンクする場合、リンク行がこの制限を
超えてしまう可能性があります。MPLAB XC16 はレス
ポンス ファイルによる対応策を提供します。詳細は
MPLAB X IDE ユーザガイド内の「トラブルシュート」
を参照してください。
レスポンス ファイルを使わない場合はチェックを外し
ます。

表 4-8: シンボルおよびマクロ カテゴリ
オプション
Linker symbols

概要

出力ファイル内に、絶対アドレス (expr) を格納するグローバル シ --defsym=sym
ンボルを生成します。複数のシンボルをコマンドラインで定義す
る場合、このオプションは必要に応じて何度でも使えます。これ
に関連して、一部の形態の算術演算が expr に対してサポートさ
れます (16 進定数または既存シンボルの名前を与えるか、「+」ま
たは「-」を使って 16 進定数またはシンボルの加減算が可能 )。

Define Linker macros リンカマクロを追加します。
Symbols

コマンドライン

-Dmacro

出力内のシンボル情報を指定します。
—

- 全てを保持する
- デバッグ情報を取り除く

--strip-debug (-S)

- 全てのシンボル情報を取り除く

--strip-all (-s)

表 4-9: フラッシュメモリ書き込みカテゴリ
オプション
Which areas to fill

概要

コマンドライン

値を充填するフラッシュメモリ領域を指定します。
No Fill - どこにも書き込まない ( 既定値 )
Fill All Unused - 全ての未使用メモリに書き込む
Provide Range to fill - 指定したレンジのメモリに
書き込む ( レンジは「Memory Address Range」で
指定 )

How to fill it

フラッシュメモリへの書き込み方法を指定します。
Provide sequence of values - 「Sequence」オ プ
ションで値のシーケンスを指定します。
Constant or incrementing value - 「Constant」、
「Increment/Decrement」、「Increment/Decrement
Constant」オプションのいずれかで指定します。

Sequence

「Provide sequence of values」を選択した場合、こ --fill=sequence
のオプションで値のシーケンスを指定します。書式
は「n1, n2, .... 」です。各値は C 構文に従って指定
します ( 例 : 0x10, 25, 0x3F, 16)。

Constant

「Constant or incrementing value」を選択した場 --fill=constant
合、このオプションで定数を指定します。定数は C
構文に従って指定します ( 例 : 16 進では 0x、8 進で
は 0)。
例 : 0x10、020、16 は等価です。
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表 4-9: フラッシュメモリ書き込みカテゴリ ( 続き )
オプション
Increment/Decrement

概要

コマンドライン

「Constant or incrementing value」を選択した場
合、
「Constant」で指定した値を初期値としてインク
リメントまたはデクリメントした値を連続したア
ドレスに書き込みます。
No Incrementing - 「Constant」値を変更しません。
Increment Const - 「Increment/Decrement
Constant」オプションで指定した幅で「Constant」
値をインクリメントします。
Decrement Const - 「Increment/Decrement
Constant」オプションで指定した幅で「Constant」
値をデクリメントします。

Increment/Decrement Constant 「Increment Const」または「Decrement Const」を --fill=constant+=incr
選択した場合、一定のインクリメントまたはデクリ --fill=constant-=decr
メント幅を指定します。この値は C 構文に従って指
定します ( 例 : 16 進では 0x、10 進では 0)。
例 : 0x10、020、16 は等価です。
Memory Address Range

「Provide Range to fill」を選択した場合、アドレス --fill=value@range
レンジを指定します。レンジは「Start:End」の書式
で指定します (Start と End の値は C 構文に従う )。
例 : 0x100:0x1FF と 256:511 は等価です。

表 4-10: ライブラリ カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Libraries

プロジェクト ファイルにリンクするライブラリを追加し --library=name
ます。複数のディレクトリを追加できます。

Library directory

ライブラリ検索パスにライブラリ ディレクトリを追加し --library-path="name"
ます。複数のディレクトリを追加できます。

Force linking of objects
that might not be
compatible

非互換の可能性があるオブジェクトを強制的にリンクす --force-link
る場合にチェックを付けます。リンカは、リンク中に組 --no-force-link
み込まれるオブジェクト内の情報とプロジェクト デバイ
スを照合します。競合する可能性がある場合、エラー ( 命
令セットが非互換 ) または警告 ( レジスタが非互換 ) を生
成します。このオプションを指定する事で、そのような
エラーまたは警告をオーバーライドします。
リンクを強制しない場合はチェックを外します。

Don’t merge I/O library
functions

I/Oライブラリ関数をマージしない場合にチェックを付け --no-smart-io
ます。I/O ライブラリ関数呼び出しをマージする事による --smart-io
メモリの節約を試みません。このオプションを使うとメ
モリ使用量が増加する可能性があります。
メモリを節約するためにI/Oライブラリ関数をマージする
場合はチェックを外します。

Exclude standard libraries リンク時に標準のシステム起動ファイルまたはライブラ --nostdlib
リを使わずに、コマンドラインで指定したライブラリ
ディレクトリだけを使う場合にチェックを付けます。
標準のシステム起動ファイルまたはライブラリを使う場
合はチェックを外します。
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表 4-11: 診断カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Generate map file

マップファイルを生成します。

Display memory usage

メモリ使用量のレポートを出力する場合にチェックを付 --report-mem
けます。
レポートを出力しない場合はチェックを外します。

Generate
cross-reference file

相互参照テーブルを生成する場合にチェックを付けま --cref
す。
このテーブルを生成しない場合はチェックを外します。

Warn on section
realignment

アライメントのためのセクション変更の際に警告を出力 --warn-section-align
する場合にチェックを付けます。
この警告を出力しない場合はチェックを外します。

Trace Symbols

トレースシンボルを追加 / 削除します。

-Map="file"

--trace-symbol=symbol

表 4-12: CodeGuard カテゴリ
オプション

概要

コマンドライン

Boot RAM

ブート RAM セグメントを指定します (none、 --boot=option_ram
small、medium、large のいずれかを指定 )。

Boot Flash

ブートフラッシュ セグメントを指定します (std --boot=option_flash_std
または high に対して none、small、medium、 --boot=option_flash_high
large のいずれかを指定 )。

Boot EEPROM

ブート EEPROM セグメントを指定します。

--boot=eeprom

Boot write-protect

ブート書き込み保護セグメントを指定します。

--boot=write_protect

Secure RAM

セキュア RAM セグメントを指定します (none、 --secure=option_ram
small、medium、large のいずれかを指定 )。

Secure Flash

セキュア フラッシュ セグメントを指定します --secure=option_flash_std
(std または high に対して none、small、medium、 --secure=option_flash_high
large のいずれかを指定 )。

Secure EEPROM

セキュア EEPROM セグメントを指定します。

Secure write-protect

セキュア書き込み保護セグメントを指定しま --secure=write_protect
す。

General write-protect

一般書き込み保護セグメントを指定します。

General code-protect

セキュア コード保護セグメント(stdまたはhigh) --general=code_protect_std
--general=code_protect_high
を指定します。

--secure=eeprom

--general=write_protect

CodeGuard™ オプションについては、
『MPLAB XC16Assembler, Linker and Utilities User's Guide』(DS52106) 内の
8.8 「Options that Specify CodeGuard Security Features」を参照してください。
Note: 一部の開発ツールは CodeGuard プログラミングをサポートしません。詳細は各ツールのマニュアルを参照し
てください。
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4.5.5

xc16-ar (16 ビット アーカイバ / ライブラリアン )

MPLAB X IDE 内でコマンドライン オプションの一部を指定できます。カテゴリを選
択して から リン カ オ プシ ョン を 設定 しま す。そ の他 のオ プシ ョン に つい ては、
『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照して
ください。「ページ機能オプション」も参照してください。
表 4-13: 一般カテゴリ
オプション

概要

コマンド
ライン

Break line into multiple lines Windows OS の場合、コマンドラインの最大長は true
8191 文字です。多数のファイルをライブラリに
アーカイブする場合、リンク行がこの制限を超え
てしまう可能性があります。コンパイラは、アー
カイブ行を複数行に分割する事で、この問題を解
消できます。

4.5.6

ページ機能オプション

[Properties] ページの [Options] セクションは、全てのツール向けに以下の機能を提供
します。
表 4-14: ページ機能オプション
Reset

ページを既定値にリセットします。

Additional options

コマンドライン (非 GUI) フォーマットでオプションを入力します。

Option Description

オプション名をクリックすると、そのオプションに関する情報を
このウィンドウに表示します(一部のオプションの情報はこのウィ
ンドウに表示されません )。

Generated Command
Line

オプション名をクリックすると、そのオプションに等価なコマン
ドライン オプションをこのウィンドウに表示します。

4.5.7

検索パスとディレクトリの追加

コンパイラ、アセンブラ、リンカがインクルード ファイルとライブラリを検索する
ディレクトリへのパスは追加する事ができます。
検索パスに含めるディレクトリは、必要に応じていくつでも追加できます。現在作業
中のディレクトリが必ず最初に検索され、その後に追加のディレクトリが指定された
順番に検索されます。
全てのパスは、プロジェクト ディレクトリ (nbproject ディレクトリを含むディレ
クトリ ) に対する相対パスとして指定する必要があります。
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4.6

プロジェクト例
このプロジェクト例では、2 つの C コードファイルを持つ MPLAB X IDE プロジェク
トを作成します。
•
•
•
•
•
•

プロジェクト ウィザードの実行
プロジェクトにファイルを追加する
ビルド オプションの設定
プロジェクトのビルド
出力ファイル
コードの開発

4.6.1

プロジェクト ウィザードの実行

MPLAB X IDE 内で File>New Project を選択してウィザードを起動します。
1. プロジェクトの選択 : カテゴリに [Microchip Embedded] を選択し、プロジェクト
に [Standalone Project] を選択します。[Next>] をクリックして次へ進みます。
2. デバイスの選択 :dsPIC30F6014 を選択します。[Next>] をクリックして次へ進み
ます。
3. ヘッダの選択 : このデバイスにはヘッダが存在しないため、これはスキップしま
す。
4. ツールの選択 : リストから開発ツールを選択します。選択したデバイスをサポー
トしているツールは、ツール名の横の色付きの丸アイコンで示されます。アイコ
ンの上にマウスカーソルを置くと、サポート情報がテキストで示されます。
[Next>] をクリックして次へ進みます。
5. コンパイラの選択 : XC16 ツールチェーンのバージョンを選択します。[Next>] を
クリックして次へ進みます。
6. プロジェクト名とフォルダの選択 : プロジェクト名 ( 例 : MyXC16Project) を入
力します。次に、プロジェクト フォルダのパスを選択します。[Finish] をクリッ
クして、プロジェクトの作成とセットアップを終了します。
プロジェクト ウィザードを完了すると、[Project] ウィンドウにプロジェクト ツリー
が表示されます。プロジェクトに関する詳細は、MPLAB X IDE のマニュアルを参照
してください。
4.6.2

プロジェクトにファイルを追加する

C コードファイル tmp6014.c および traps.c をプロジェクトに追加する場合 :
1. プロジェクト ツリー内で「Source Files」フォルダを右クリックします。「Add
Existing Item」を選択して [Select Item] ダイアログを開きます。
2. 以下のディレクトリへ移動します。
C:\Program Files\Microchip\xc16\vx.xx\support\templates\c
vx.xx はバージョン番号です。
3. ファイル tmp6014.c をクリックします。シフトキーを押しながらファイル
traps.c をクリックします。[Select] をクリックします。
以上により、プロジェクト ツリー内で「Source Files」フォルダが展開され、そこに
追加した 2 つのファイルが表示されます。
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4.6.3

ビルド オプションの設定

File>Project Properties を選択するか、プロジェクト名を右クリックして [Properties]
を選択すると、[Project Properties] ダイアログを開きます。
1. [Conf:[default]>XC16 (Global Options)] の下で「xc16-gcc」を選択します。
2. [Option Categories] から「Preprocessing and messages」を選択します。
[C Include
Dirs] に以下のパスを入力します。
C:\Program Files\Microchip\xc16\vx.xx\support\dsPIC30F\h
vx.xx はバージョン番号です。
3. [Conf:[default]>XC16 (Global Options)] の下で「xc16-ld」を選択します。
4. [Option Categories] から「Diagnostics」を選択し、ファイル名 ( 例 : example.map)
を [Generate map file] に入力します。
5. ダイアログの下端にある [OK] をクリックして、ビルド オプションを承認します
( ダイアログは閉じます )。
4.6.4

プロジェクトのビルド

プロジェクト ツリー内でプロジェクト名「MyXC16Project」を右クリックし、ポップ
アップ メニューから「Build」を選択します。[Output] ウィンドウにビルド結果が表
示されます。
ビルドが正常に完了しなかった場合、以下を確認します。
1. これまでの手順を再確認します。言語ツールを正しく設定したか、プロジェクト
ファイルとビルド オプションは全て正しいか確認します。
2. サンプル ソースコードを変更する場合、[Output] ウィンドウの [Build] タブでソー
スコード内の構文エラーを調べます。見付かったエラーをクリックすると、その
エラーを含むソースコード行へジャンプします。エラーを修正した後に再ビルド
します。
4.6.5

出力ファイル

MPLAB X IDE 内でプロジェクト出力ファイルを開くと、内容を表示する事ができま
す。
1. File>Open File を選択します。[Open] ダイアログ内でプロジェクト ディレクトリ
を見付けます。
2. [Files of type] の下で [All Files] を選択すると、全てのプロジェクト ファイルが表
示されます。
3. File>Open File を選択します。[Open] ダイアログ内で [example.map] を選択しま
す。[Open] をクリックすると、MPLAB X IDE のエディタ ウィンドウにリンカマッ
プ ファイルが表示されます。このファイルの詳細は、
『MPLAB XC16Assembler,
Linker and Utilities User's Guide』(DS52106) を参照してください。
4. File>Open File を選択します。[Open] ダイアログ内で、プロジェクト ディレクト
リに戻ってから、dist>default>production ディレクトリへ移動します。HEX ファイ
ルは 1 つ (MyXC16Project.X.production.hex) しかありません。これがプライマリ出
力ファイルです。[Open] をクリックすると、MPLAB X IDE のエディタ ウィンド
ウにこの HEX ファイルが表示されます。このファイルの詳細は、
『MPLAB
XC16Assembler, Linker and Utilities User's Guide』(DS52106) を参照してください。
他に「MyXC16Project.X.production.cof」または「MyXC16Project.X.production.elf」
というファイルもあります。このファイルはデバッグ情報を含み、デバッグツール
はこのファイルを使ってコードをデバッグします。デバッグファイルのタイプの選
択については、4.5.1「XC16 ( グローバル オプション )」を参照してください。
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4.6.6

コードの開発

多くの場合、アプリケーション コードはエラーを含んでおり、最初は正しく動作しま
せん。従って、コードの開発を助けるデバッグツールが必要です。デバッグには前述
の出力ファイルと、MPLAB X IDE と連携する各種のデバッグツールを使います。こ
れには Microchip 社製またはサードパーティ製のシミュレータ、インサーキット エ
ミュレータ、インサーキット デバッガが選べます。これらのツールの使い方について
は、各ツールのマニュアルを参照してください。デバッグする際は、Debug>Debug
Project を使ってコードを実行 / デバッグします。詳細は、
『MPLAB X IDE ユーザガイ
ド』(DS50002027) を参照してください。
開発が完了したコードはデバイスにプログラミングします。これにも MPLAB X IDE
と連携する各種のプログラマが使えます。これらのツールの使い方については、各
ツールのマニュアルを参照してください。プログラミングする際は、デバッグ ツール
バー上の [Make and Program Device Project] ボタンを使います。このボタンについて
は、MPLAB X IDE ユーザガイドを参照してください。
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第5章
5.1

コンパイラのコマンドライン ドライバ

はじめに
コンパイラ コマンドライン ドライバ (xc16-gcc) は MPLAB XC16 C コンパイラを起
動するためのアプリケーションです。このドライバは C 言語およびアセンブリ言語モ
ジュールとライブラリ アーカイブをコンパイル / アセンブル / リンクします。コンパ
イラ コマンドライン オプションの大部分はGCCツールセットの全ての処理系と共通
の物ですが、一部のオプションは本コンパイラに固有の物であり、以下ではそれらに
ついて説明します。
本コンパイラ ドライバは MPLAB X IDE で使う事もできます。その場合、GUI でコン
パイラ オプションを選択し、実行のためにそれらをコンパイラ ドライバに渡します。
第 5 章には、コマンドラインからのドライバの使用方法に関する以下の内容を記載し
ています。
•
•
•
•
•
•
•

コンパイラの起動
コンパイル シーケンス
ランタイム ファイル
コンパイラ出力
コンパイラのメッセージ
ドライバ オプション
MPLAB X IDE のコンパイラ関連オプション
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5.2

コンパイラの起動
以下では、コマンドラインからコンパイラを起動して実行する方法と、コンパイラが
使う環境変数および入力ファイルについて説明します。
5.2.1

コンパイル ドライバのコマンドライン フォーマット

コンパイラ用コマンドラインの基本形態は以下の通りです。
xc16-gcc [options] files

options: 利用可能なオプションは 5.7「ドライバ オプション」を参照してください。
files: 詳細は 5.2.3「入力ファイルのタイプ」を参照してください。
Note:

コマンドライン オプションとファイル拡張子は大文字と小文字を区別し
ます。

本書では、コンパイラ アプリケーションがコンソールの検索パス内に保存されている
事を前提とします (5.2.2「環境変数」参照 )。そうではない場合、全てのアプリケー
ションの実行時にフルパスを指定する必要があります。
通常はファイル名の前で options ( 先頭に「-」を付けて識別 ) を指定しますが、必
須ではありません。
files には、C ソースファイル、アセンブリ ソースファイル、前処理済み中間ファイ
ル ( 再配置可能オブジェクト (.o) ファイル等 ) を任意に組み合わせて指定できます。
ファイルを指定する順番は重要ではありませんが、コードまたはデータがメモリに格
納される順番に影響します。
例えば、C ソースファイル hello.c をコンパイル / アセンブル / リンクして再配置可
能オブジェクト出力 hello.elf を生成する場合、以下を指定します。
xc16-gcc -mcpu=30f2010 -o hello.elf hello.c

5.2.2

環境変数

以下で説明する環境変数は定義してもしなくても構いません。しかし定義した場合
は、その定義がコンパイラによって使われます。コンパイラ ドライバまたは他のサブ
プログラムは、以下の環境変数の一部に対して、それらが設定されていなければ適切
な値を自動的に決定します。ドライバまたは他のサブプログラムは、コンパイラのイ
ンストール状態に関する内部情報を利用します。インストールしたディレクトリ構造
が失われていない場合 ( すなわち、全てのサブディレクトリと実行ファイルが元のま
まの相対位置を保っている場合 )、ドライバまたはサブプログラムは適切な環境変数
値を決定できます。
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表 5-1: コンパイラ関連の環境変数
変数

定義

XC16_C_INCLUDE_PATH
PIC30_C_INCLUDE_PATH

この変数の値は、セミコロンで区切ったディレクトリのリストです (PATH と同様 )。コ
ンパイラはヘッダファイルを検索する際に、最初に -I で指定されたディレクトリを
検索した後、この変数で指定されているディレクトリを検索し、その後で標準のヘッ
ダファイル ディレクトリを検索します。
この環境変数が未定義である場合、プリプロセッサは標準のインストール状態に基づ
いて適切な値を選択します。既定値では、以下のディレクトリでインクルード ファイ
ルを検索します。
<install-path>\include と <install-path>\support\h

XC16_COMPILER_
PATH
PIC30_COMPILER_
PATH

この変数の値は、セミコロンで区切ったディレクトリのリストです (PATH と同様 )。コ
ンパイラはサブプログラムを検索する際に、PIC30_EXEC_PREFIX を使って見付から
なければ、このオプションで指定されたディレクトリを検索します。

XC16_EXEC_
PREFIX
PIC30_EXEC_
PREFIX

この環境変数は、コンパイラが実行するサブプログラムの名前に使う接頭辞を指定し
ます。この接頭辞は、ディレクトリ区切り文字を挟まずにサブプログラム名に追加さ
れますが、必要であればスラッシュで終わる接頭辞を指定する事もできます。指定さ
れた接頭辞を使ってサブプログラムを見付ける事ができなかった場合、コンパイラは
ユーザの PATH 環境変数を調べます。
この環境変数が設定されていないか空白値に設定されている場合、コンパイラ ドライ
バは標準インストール状態に基づいて適切な値を選択します。インストール状態が変
更されていなければ、ドライバは必要なサブプログラムを見付ける事ができます。
-B コマンドライン オプションで他の接頭辞を指定した場合、ユーザまたはドライバ
が定義したこの変数の値よりもそちらが優先されます。
通常の状況では、この値を定義せずに、ドライバ自身にサブプログラムを見付けさせ
るのが最善の方法です。

XC16_LIBRARY_
PATH
PIC30_LIBRARY_
PATH

この変数の値は、セミコロンで区切ったディレクトリのリストです (PATH と同様 )。こ
の変数は、リンカに渡すディレクトリのリストを指定します。この変数のドライバの
既定値は以下の通りです。
<install-path>\lib; <install-path>\support\gld

XC16_OMF
PIC30_OMF

コンパイラが使う OMF (Object Module Format) を指定します。既定値では、各種ツー
ルは ELF オブジェクト ファイルを生成します。この環境変数の値が coff である場
合、ツールは COFF オブジェクト ファイルを生成します。

TMPDIR

この変数は、一時ファイル向けに使うディレクトリを指定します。コンパイラは、一
時ファイルを使ってコンパイルの 1 つの処理段の出力を保持し、その値を次の処理段
への入力値として使います。例えば、プリプロセッサの出力は本来のコンパイラへの
入力として使われます。
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入力ファイルのタイプ

5.2.3

コンパイル ドライバは、単にファイルのタイプ ( 拡張子 ) に基づいてソースファイル、
中間ファイル、ライブラリ ファイルを識別します。コンパイル ドライバは以下のファ
イル拡張子を認識します ( 大文字と小文字を区別 )。
表 5-2: ファイル名
拡張子

定義

file.c

前処理が必要な C ソースファイル

file.h

ヘッダファイル ( コンパイルもリンクもしない )

file.i

前処理しない C ソースファイル

file.o

オブジェクト ファイル

file.p

手続き型抽象化済みアセンブリ言語ファイル

file.s

アセンブリコード

file.S

前処理が必要なアセンブリコード

その他

リンカに渡すファイル

コンパイラには、ソースファイル名に関する制約はありません。しかしオペレーティ
ング システムによる制約 ( 大文字 / 小文字の区別、名前の長さ、その他 ) には注意が
必要です。IDE を使う場合、アセンブリ ソースファイルのベース名は、そのファイル
を使うプロジェクトのベース名と同じにしない事が必要です。同じベース名を使う
と、ビルド処理中にソースファイルが一時ファイルによって上書きされます。
コンピュータ プログラムに関する説明では、「ソースファイル」と「モジュール」と
いう用語がよく使われます。しばしばこれらは同じ意味で使われますが、本書の場合、
これらの用語はコンパイル シーケンスにおける異なる段階でのソースファイルを指
します。
「ソースファイル」とは、プログラムの全部または一部が書かれたファイルです。ソー
スファイルは、ドライバによって内部でプリプロセッサに渡されます。
「モジュール」とは、入力されたソースファイルに対するプリプロセッサの出力であ
り、#include プリプロセッサ ディレクティブによって指定された全てのヘッダファ
イル ( または他のソースファイル ) がインクルードされています。これらのモジュー
ルは、後続のコンパイラ アプリケーションに渡されます。従って、モジュールは複数
のソースファイルとヘッダファイルから生成されます。モジュールは、しばしば変換
ユニット (translation unit) とも呼ばれます。これらの用語はアセンブリ ファイルに対
しても適用します。なぜならば、アセンブリ ファイルにも他のヘッダファイルとソー
スファイルをインクルードするからです。
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5.3

コンパイル シーケンス
以下では、コンパイラがどのように他のアプリケーションと連携し、どのように各種
のコンパイルを実行するのかについて説明します。
5.3.1

コンパイラ アプリケーション

MPLAB XC16 C コンパイラは、C ソースファイルをコンパイルしてアセンブリ言語
ファイルを生成します。コンパイラが生成したこれらのファイルは、他のオブジェク
ト ファイルおよびライブラリと一緒にアセンブルおよびリンクされて、最終的なアプ
リケーション プログラム ( 実行可能な ELF または COFF ファイル フォーマット ) が
生成されます。ELF または COFF ファイルは、MPLAB X IDE に読み込んでテストお
よびデバッグできます。あるいは変換ユーティリティを使って、ELF または COFF
ファイルを Intel®HEX フォーマットに変換できます。このファイル フォーマットは、
コマンドライン シミュレータまたはデバイス プログラマに読み込む場合に適しま
す。ソフトウェア開発ツールのデータフローは 4.4「MPLAB X IDE プロジェクト」内
の図 4-2 に記載しています。
ドライバ プログラムは必要な内部コンパイラ アプリケーションを呼び出します。
図 4-2 では、これらのアプリケーションを「Compiler Driver Program」の枠内に示し
ています。この図は、各アプリケーションが生成する一時ファイルも示しています。
表 5-3 に、コンパイラ アプリケーションの一覧を示します。表内の名称は実行ファイ
ルの名前です。これらのファイルは、コンパイラのインストール ディレクトリ内の
bin ディレクトリに保存されています。このディレクトリは、ユーザの PATH 環境変数
に含める必要があります。
表 5-3: コンパイラ アプリケーションの一覧
名称

概要

xc16-gcc

コマンドライン ドライバ ( コンパイラへのインターフェイス )

xc16-as

アセンブラ ( ターゲット デバイスに基づく )

xc16-ld

リンカ

xc16-bin2hex

HEX ファイルを生成するための変換ユーティリティ

xc16-strings

文字列抽出ユーティリティ

xc16-strip

シンボル ストリッパ ユーティリティ

xc16-nm

シンボルリスト ユーティリティ

xc16-ar

アーカイバ / ライブラリアン

xc16-objdump

オブジェクト ファイル表示ユーティリティ

xc16-ranlib

アーカイブ インデクサ ユーティリティ
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5.3.2

シングルステップの C コンパイル

1つのコマンドライン命令を使って1つまたは複数のファイルをコンパイルできます。
5.3.2.1
1つ の Cフ ァイルをコンパイルする方法
以下では、1 つのファイルをコンパイル / リンクする方法を示します。ここでは以下
を想定します。
- コンパイラが標準的なディレクトリにインストールされている事
- コンパイラの実行時にフルパスを指定しなくて済むようユーザの PATH または他
の環境変数 (5.2.2「環境変数」参照 ) が設定済みである事
以下は、2 つの値を加算する単純な C プログラムです。
適当なテキストエディタを使ってこのプログラムを書き、ex1.c として保存します。
#include <xc.h>
int main(void);
unsigned int Add(unsigned int a, unsigned int b);
unsigned int x, y, z;
int
main(void)
{
x = 2;
y = 5;
z = Add(x,y);
return 0;
}
unsigned int
Add(unsigned int a, unsigned int b)
{
return(a+b);
}

このプログラムの 1 行目で、ヘッダファイル xc.h をインクルードします。これによ
り、ターゲット デバイス上の全ての特殊機能レジスタ (SFR) に関する定義を提供す
る適切なヘッダファイルがインクルードされます。ヘッダファイルについては 6.3「デ
バイス ヘッダファイル」を参照してください。
お使いの端末でプロンプトに以下を入力する事で、ファイルをコンパイルします。
xc16-gcc -mcpu=30f2010 -o ex1.elf ex1.c

コマンドライン オプション -o ex1.elf は、出力する実行ファイルの名前を指定し
ます (-o オプションを指定しない場合、出力ファイル名は a.out です )。実行ファイ
ルは MPLAB X IDE に読み込む事ができます。
HEX ファイルをデバイス プログラマに読み込む必要がある場合、以下の命令を使い
ます。
xc16-bin2hex ex1.elf

これは ex1.hex という名前のインテル HEX 形式ファイルを生成します。

DS50002071E_JP - p. 94

 2016 Microchip Technology Inc.

コンパイラのコマンドライン ドライバ
5.3.2.2
複数のファイルをコンパイルする
アプリケーション内で複数のファイルを使う方法を説明するために、以下のサンプル
コードでは Add() 関数を add.c という名前の別のファイルに移動しています。以下
にコードを示します。
File 1
/* ex1.c */
#include <xc.h>
int main(void);
unsigned int Add(unsigned int a, unsigned int b);
unsigned int x, y, z;
int main(void)
{
x = 2;
y = 5;
z = Add(x,y);
return 0;
}
File 2
/* add.c */
#include <xc.h>
unsigned int
Add(unsigned int a, unsigned int b)
{
return(a+b);
}

お使いの端末で以下を入力する事で、1 つのコマンドで両方のファイルをコンパイル
します。
xc16-gcc -mcpu=30f2010 -o ex1.elf ex1.c add.c

この命令は ex1.c と add.c をコンパイルします。コンパイルされたモジュールはコ
ンパイラ ライブラリとリンクされ、実行ファイル ex1.elf が生成されます。
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5.3.3

マルチステップのコンパイル

make ユーティリティと統合開発環境 (MPLAB IDE 等 ) を使うと、複数のソースファ
イルを含むプロジェクトのインクリメンタル ビルドが可能です。プロジェクトをビル
ドする際に、それらのツールは直近のビルドからどのソースファイルが変更されたか
認識し、必要なファイルだけをコンパイルする事で、コンパイル時間を短縮します。
例えば、2 つのソースファイルをコンパイルする場合、直近のビルド後に片方のファ
イルだけが変更されたのであれば、他方の未変更ソースファイルから中間生成ファイ
ルを再生成する必要はありません。
make ユーティリティを使ってコンパイラを起動する場合、各種の中間生成ファイル
フォーマットとそれらのファイルの生成に使うオプションを認識できるように make
ファイルを設定する必要があります。通常 make ユーティリティはコンパイラを複数
回呼び出します ( 中間ファイルを生成するために各ソースファイルに対して 1 回と、
次段のコンパイル処理のために 1 回 )。
MPLAB XC16 はライブラリを構成する機能を備えるため、ユーザ独自のライブラリ
ファイルを構成するために中間ファイルを生成する必要は通常ありません。ライブラ
リの作成については『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』
(DS52106) を参照してください。
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以下は、make ユーティリティを使ってファイル ex1.c と add.c をコンパイルする
場合のコマンドラインの例です。
xc16-gcc -mcpu=30f6014 -c ex1.c
xc16-gcc -mcpu=30f6014 -c add.c
xc16-gcc -mcpu=30f6014 -o ex1 ex1.o add.o
-cオプションは、指定されたファイルを中間(オブジェクト)ファイル フォーマットに
コンパイルしますが、リンクはしません。make の指定に従って全てのファイルのコ
ンパイルが完了すると、生成されたオブジェクト ファイルがリンクされ、最終手順で
出力 ex1 が生成されます。上記の例は、コマンドライン ドライバ xc16-gcc を使っ
て最終的なリンク手順を実行します。リンカ アプリケーション xc16-ld を明示的に呼
び出す事もできますが、これは推奨しません。リンカ アプリケーションを実行する際
は、ドライバ オプションではなくリンカ オプションを指定する必要があります。リ
ンカの使用方法については『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s
Guide』(DS52106) を参照してください。
デバッグコードをコンパイルする場合、OMF (Object Module Format) はコンパイル、
アセンブリ、リンクに対して整合している事が必要です。既定値では ELF/DWARF
フォーマットが使われますが、-omf=coff または環境変数XC16_OMF を使って COFF
フォーマットを選択する事も可能です。
5.3.4

アセンブリコードのコンパイル

本コンパイラは C コードとアセンブリコードを一緒にコンパイルできます。詳細は第
16 章「C 言語とアセンブリ言語の併用」を参照してください。
また、-S オプションを使って C コード (.c) からアセンブリコード (.s) を生成する
事もできます。生成したアセンブリコードは、コマンドライン ドライバを使って、そ
の後のコンパイルに使う事ができます。

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 97

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
5.4

ランタイム ファイル
本コンパイラはソースファイル、リンカファイル、ヘッダファイルの他に以下のファ
イルも使います。
5.4.1

ライブラリ ファイル

コンパイラは、ライブラリ ファイルを出力にインクルードできます ( 図 4-2 参照 )。
既定値により、xc16-gcc はコンパイル中に必要となるライブラリ ファイルを、コ
ンパイラ インストール ディレクトリ内の既定場所を検索します。
5.4.1.1
標準ライブラリ
C 標準ライブラリは、標準化された関数のセット ( 文字列、算術、入出力ルーチン等 )
を含みます。これらの関数の範囲は『16 ビット言語ツールライブラリ』(DS51456) に
記載しています。
5.4.1.2
ユーザ定義ライブラリ
ユーザは独自のライブラリを作成できます。ライブラリは、選択した関数をバンドル
およびプレコンパイルする事でアプリケーションのファイル管理を容易にすると共
に、アプリケーションのコンパイル時間を短縮するために役立ちます。
ライブラリは、コンパイラとライブラリアンを使って手動で生成できます。16 ビッ
ト ライブラリアン (xc16-ar) への入力として使えるファイルを生成するには、-c コ
ンパイラ オプションを使ってリンカ段の前でコンパイルを停止します。ライブラリア
ン の 使 用 方 法 に つ い て は『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s
Guide』(DS52106) を参照してください。
ライブラリの名前の書式は liblibrary.a です。ライブラリは、パス名 (-Ldir) と
-llibrary を指定する事によってコンパイラ コマンドラインに追加できます。これ
らのオプションの詳細は 5.7.9「リンクのためのオプション」を参照してください。
ライブラリファイルには、main() 関数もコンフィグレーション ビットの設定 ( また
はこれに類するデータ ) も含めない事が必要です。
コマンドラインにライブラリ libmyfns.a を追加する簡単な例を以下に示します。
xc16-gcc -mcpu=30f2010 -lmyfns example.c
標準 C ライブラリ関数と同様に、ユーザ定義ライブラリ内の全ての関数の宣言もヘッ
ダファイルに追加する必要があります。通常は、1 つまたは複数のヘッダファイルを
作成し、それらをライブラリ ファイルと一緒にパッケージングします。これらのヘッ
ダファイルは、必要に応じてソースコードにインクルードできます。
コマンドラインで指定されたライブラリ ファイルは、最初に未解決のシンボルについ
て調査されます。従ってこれらのファイルは、C 標準ライブラリ内の定義を再定義す
る可能性があります。
5.4.2

スタートアップと初期化

C ランタイム環境の初期化には、以下の 2 種類のスタートアップ モジュールが使え
ます。
• 主スタートアップ モジュールは既定値 ( または -Wl, --data-init オプション ) に
よってリンクされます。
• 代替スタートアップ モジュールは、-Wl, --no-data-init オプション ( データを
初期化しない ) が指定された場合にリンクされます。
これらのモジュールは libpic30-omf.a アーカイブ / ライブラリに含まれています。
異なるデバイスファミリ間のアーキテクチャの違いをサポートするため、これらのモ
ジュールの multilib バージョンが用意されています。コンパイラは適切なモジュール
を自動的に使います。
スタートアップ モジュールについては 15.3「スタートアップと初期化」を参照してく
ださい。

DS50002071E_JP - p. 98

 2016 Microchip Technology Inc.

コンパイラのコマンドライン ドライバ
5.5

コンパイラ出力
コンパイラは、コンパイル中に各種のファイルを生成します。これらの多くは中間生
成ファイルであり、その一部はコンパイル完了後に削除されます。しかし、多くは残
されて、デバイスのプログラミングまたはデバッグ用に使われます。

出力ファイル

5.5.1

コンパイル ドライバは、以下の拡張子 ( 大文字と小文字は区別 ) を持つ出力ファイル
を生成します。
表 5-4: ファイル名
拡張子

定義

file.hex

実行ファイル

file.cof

COF デバッグファイル ( 既定値 )

file.elf

ELF デバッグファイル

file.o

オブジェクト ファイル ( 中間生成ファイル )

file.S

アセンブリコード ファイル ( 前処理が必要 )

file.s

アセンブリコード ファイル ( 中間生成ファイル )

file.i

前処理済みファイル ( 中間生成ファイル )

file.p

手続き型抽象化アセンブリ言語ファイル ( 中間生成ファイル )

file.map

マップファイル

多くの出力ファイルは、元のソースファイルと同じベース名を持ちます。例えば -c オ
プションを使った場合、ソースファイル input.c からオブジェクト ファイル
input.o が生成されます。
-oオプションを使って名前を指定しない場合、既定値出力ファイルはa.outという名
前の ELF ファイルです。
MPLAB X IDE を使う場合、通常は各アプリケーション向けに生成されるプロジェク
トファイルを使ってコンパイラのオプションを指定します。ユーザが指定しない限
り、プロジェクト内で使われる出力ファイルのベース名にはプロジェクト名が使われ
ます。詳細は、実際に使う IDE のマニュアルを参照してください。
Note:

本書では、「プロジェクト名」は IDE 内で作成されるプロジェクトの名前
を指します。

本コンパイラは、Microchip 社製開発ツールで使われる各種フォーマットの出力ファ
イルを直接生成できます。
既定値では、xc16-gcc は ELF 出力ファイルを生成します。ファイルの出力または
ファイル名の変更方法については、5.7「ドライバ オプション」を参照してください。
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5.5.2

診断ファイル

コンパイラは 2 つの重要なファイルを生成します。すなわち、アセンブラがアセンブ
リ リストファイルを生成し、リンカがマップファイルを生成します。
アセンブリ リストファイルは、元のソースコードと生成されたアセンブリコードの間
の対応を示します。これは、C ソースがどのようにエンコードされたか、アセンブリ
ソースコードがどのように最適化されたか、といった情報を得るために役立ちます。
アセンブリ リストファイルは、オブジェクトにアクセスするコンパイラ生成コードが
アトミックかどうかを確認する際に不可欠です。また、このファイルは、全てのオブ
ジェクトとコードが配置されている領域を示します。
アセンブラでリスティング ファイルを生成するためのオプションは -a です。このオ
プ シ ョ ン に は 多 数 の バ リ エ ー シ ョ ン が あ り、そ れ ら に つ い て は『MPLAB XC16
Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照してください。コン
パイラからオプションを渡す方法については、5.7.8「アセンブリングのためのオプ
ション」を参照してください。
各ビルドに対して 1 つのリストファイルが生成されます。従って、各ソースファイル
に対してリストファイルが必要な場合、これらのファイルは別々にコンパイルする必
要があります (5.3.3「マルチステップのコンパイル」参照 )。これは、MPLAB IDE を
使ってビルドする場合に適用されます。各リストファイルには、モジュール名に拡張
子 .lst を追加した名前が付けられます。
マップファイルは、メモリ内のオブジェクトの配置に関する情報を提供します。この
ファイルは、ユーザ定義リンカ オプションが正しく処理されたかどうかを確認する場
合や、オブジェクトと関数の正確な位置を調べる場合に役立ちます。
リンカ アプリケーションでマップファイルを生成するためのリンカ オプションは
-Map file で す (『MPLAB XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』
(DS52106) 参照 )。コマンドライン ドライバからオプションを指定するには 5.7.9「リ
ンクのためのオプション」を参照してください。
リンカの実行が正常に完了すると、プロジェクトのビルド時に 1 つのマップファイル
が生成されます。

5.6

コンパイラのメッセージ
コンパイラは補遺 C.「診断」に記載したメッセージ ( エラー、警告、コメント ) を出
力します。
コンパイラのエラー、警告、コメント出力を制御するためのオプションについては、
5.7.4「警告とエラーを制御するためのオプション」を参照してください。
コンパイラが出力するメッセージを直接制御するためのプラグマは存在しません。
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5.7

ドライバ オプション
コンパイラは、コンパイルを制御するためのオプションを多数備えており、それらは
全て大文字と小文字を区別します。これらは機能に応じて以下のように分類されま
す。これらはコマンドライン ドライバ向けのオプションである事に注意が必要です。
コンパイラに対するこれらのツールのオプション指定については 5.7.8「アセンブリ
ングのためのオプション」または 5.7.9「リンクのためのオプション」を参照してくだ
さい。
• 16 ビットデバイス専用オプション
• 出力の種類を制御するためのオプション
• C 言語の方言を制御するためのオプション
• 警告とエラーを制御するためのオプション
• デバッグのためのオプション
• 最適化を制御するためのオプション
• プリプロセッサを制御するためのオプション
• アセンブリングのためのオプション
• リンクのためのオプション
• ディレクトリを検索するためのオプション
• コード生成規則のオプション

5.7.1
16 ビットデバイス専用オプション
メモリモデルについては 10.14「メモリモデル」を参照してください。
表 5-5: 16ビ ットデバイス専用オプション
オプション

定義

-mconst-in-code

const 宣言された変数を auto_psv 空間に配置します。コンパイラは、PSV ウィンドウを使っ
てこれらの変数にアクセスします。( 既定値 )

-mconst-in-data

const 宣言された変数をデータメモリ空間内に配置します。

-mconst-inauxflash

-mconst-in-code と組み合わせる場合、const 宣言された全てのファイルスコープ変数を
補助フラッシュ内に配置します。補助フラッシュ付きの全てのモジュールは、このオプショ
ンを使ってコンパイルする必要があります(そうしないとリンカエラーが発生する可能性があ
ります )。

-merrata=
id[,id]*

このオプションは、id によって識別される特定のエラッタ ワークアラウンドを有効にしま
す。id の有効値は時に応じて変化し、特定のバリアントには要求されない場合があります。
id に list を指定すると、現在サポートされているエラッタの ID と、そのエラッタの簡単な説
明が表示されます。id に all を指定すると、現在サポートされている全てのエラッタ ワー
クアラウンドが有効になります。

-mfillupper

space(prog) セクションに保存する変数の上位バイトを指定します。fillupper 属性を使
うと、個々の変数に対して上位バイトを指定できます。

-mlarge-arrays

既定値の最大サイズ (32K) よりも大きい配列を許容します。詳細は 6.7「ビット反転アドレ
ス指定とモジュロ アドレス指定」を参照してください。

-mlarge-code

大きいコードサイズ モデルを使ってコンパイルします。呼び出される関数の場所について何も
仮定しません。このオプションを選択した場合、32K よりも大きな関数はサポートされず、関
数内の全ての分岐は短い形態であるため、アセンブリ時エラーが発生する可能性があります。

Note 1: 手順の抽象化は、関数のインライン展開とは逆の働きをします。すなわち複数箇所で使われている同じ
コード シーケンスを変換ユニット全体を通して抽出し、それらを 1 つの共通コード領域に配置します。
通常このオプションを指定しても、生成されるコードの実行性能は向上しません。しかしコードサイズ
を大幅に削減できる場合があります。-mpa を使ってコンパイルしたプログラムは、デバッグが難しく
なる可能性があります。このため、COFF オブジェクト フォーマットを使ってデバッグしている間は、
このオプションを使わない事を推奨します。
手順の抽象化は、アセンブリファイルの生成後に、コンパイルの別のフェイズとして呼び出されます。
このフェイズは、複数の変換ユニットにまたがる最適化を行いません。手順最適化フェイズを有効にし
た場合、インライン アセンブリコードには有効なマシン語命令だけが使えます。無効なマシン語命令、
命令シーケンス、アセンブラ ディレクティブ ( セクショニング ディレクティブ、マクロ、インクルード
ファイル等 ) を使うと手順の抽象化フェイズは失敗し、出力ファイルは生成されません。
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表 5-5: 16ビ ットデバイス専用オプション (続 き )
オプション

定義

-mlarge-data

大きいデータサイズ モデルを使ってコンパイルします。静的変数と外部変数の場所について
何も仮定しません。

-mcpu=
target

このオプションはターゲット プロセッサ ID を選択します。その ID は、アセンブラとリンカ
が起動された時にそれらのツールに渡されます。このオプションは、一部の定義済み変数の
設定に影響します ( 詳細は 19.4「定義済みマクロの名前」参照 )。承認されたターゲット
の完全な一覧は、コンパイラ リリースに付属するReadme.htmファイルに記載されています。

-mpa(1)

手続き型抽象化 ( ネストの深さは無制限 ) による最適化を有効にします。利用可能な最適化レ
ベルはコンパイラのエディションによって異なります ( 第 18 章「最適化」参照 .)。

-mpa=n(1)

手続き型抽象化 ( ネスト深さは n 以下に制限 ) による最適化を有効にします。n = 0: 最適化を
無効にします。n = 1: 深さ 1 の抽象化を許容します。つまり、ソースコード内の命令シーケ
ンスはサブルーチンへと抽象化できます。n = 2: 深さ 2 の抽象化を許容します。つまり、深
さ 1 のサブルーチンへと抽象化された命令は、さらに 1 段深いサブルーチンへと抽象化でき
ます。n が 2 より大きい場合、このパターンを n 段まで繰り返します ( 正味の効果として、サ
ブルーチン呼び出しのネストの深さを n 段以下に制限します )。利用可能な最適化レベルはコ
ンパイラのエディションによって異なります ( 第 18 章「最適化」参照 .)。

-mno-pa(1)

手続き型抽象化による最適化を有効にしません。( 既定値 )

-mno-isr-warn

既定値では、認識されたベクタ名に __interrupt__ が付いていないと、コンパイラは警告
を出力します。このオプションを指定する事で、そのような警告の出力を無効にできます。

-omf

コンパイラが使う OMF (Object Module Format) を選択します。omf 指定子は以下のいずれか
です。
elf
ELF オブジェクトファイルを生成します。( 既定値 )
coff COFF オブジェクト ファイルを生成します。
ELF オブジェクト ファイル向けに使われるデバッグ フォーマットは DWARF 2.0 です。

-msmall-code

小さいコードサイズ モデルを使ってコンパイルします。呼び出される関数は隣接している
( 呼び出し側の 32K ワード以内に位置する ) と想定されます。( 既定値 )

-msmall-data

小さいデータサイズ モデルを使ってコンパイルします。全ての静的変数と外部変数は、デー
タメモリ空間の下位 8KB 内に位置すると想定されます。( 既定値 )

-msmall-scalar

-msmall-data と似ていますが、静的スカラーと外部スカラーだけがデータメモリ空間の下
位 8KB 内に位置すると想定されます。( 既定値 )

-mtext=name

-mtext=nameを指定すると、テキスト (プログラムコード)は既定値の.textセクションでは
なく name という名前のセクションに配置されます。= の前後にスペースは挿入しません。

-mauxflash

現在の変換ユニットからの全てのコードを補助フラッシュ内に配置します。このオプション
は、補助フラッシュを備えたデバイスでのみ利用できます。

-msmart-io
[=0|1|2]

このオプションは、printf および scanf 関数とそれらの「f」および「v」バリエーション
に渡される書式文字列の静的な解析を試みます。非浮動小数点フォーマットの引数が使われ
ている場合、それらの引数は、ライブラリ関数の整数専用バリエーションを使うために変換
されます。
-msmart-io=0 はこのオプションを無効にします。-msmart-io=2 を指定するとコンパイラ
は寛容になり、変数または未知フォーマットの引数を持つ関数呼び出しを変換します。
-msmart-io=1 ( 既定値 ) は、コンパイラが判別可能なリテラル値だけを変換します。

--partition n

このオプションは、デュアル パーティション デバイスの 1 方のパーティション n をターゲッ
トとし、出力テキストが 1 つのパネル内に格納されるよう制限します。

Note 1: 手順の抽象化は、関数のインライン展開とは逆の働きをします。すなわち複数箇所で使われている同じ
コード シーケンスを変換ユニット全体を通して抽出し、それらを 1 つの共通コード領域に配置します。
通常このオプションを指定しても、生成されるコードの実行性能は向上しません。しかしコードサイズ
を大幅に削減できる場合があります。-mpa を使ってコンパイルしたプログラムは、デバッグが難しく
なる可能性があります。このため、COFF オブジェクト フォーマットを使ってデバッグしている間は、
このオプションを使わない事を推奨します。
手順の抽象化は、アセンブリファイルの生成後に、コンパイルの別のフェイズとして呼び出されます。
このフェイズは、複数の変換ユニットにまたがる最適化を行いません。手順最適化フェイズを有効にし
た場合、インライン アセンブリコードには有効なマシン語命令だけが使えます。無効なマシン語命令、
命令シーケンス、アセンブラ ディレクティブ ( セクショニング ディレクティブ、マクロ、インクルード
ファイル等 ) を使うと手順の抽象化フェイズは失敗し、出力ファイルは生成されません。
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5.7.2

出力の種類を制御するためのオプション

以下のオプションは、コンパイラが生成する出力の種類を制御します。
表 5-6: 出力の種類を制御するオプション
オプション

定義

-c

ソースファイルをコンパイルまたはアセンブルしますが、リンクはしません。既定値のファイル拡張
子は .o です。

-E

前処理段の後 ( 本来のコンパイルの実行前 ) に停止します。既定値の出力ファイルは stdout です。

-o file

出力を file に保存します。

-S

本来のコンパイルが正常に完了した後 ( アセンブラを起動する前 ) に停止します。既定値のファイル
拡張子は .s です。

-v

コンパイルの各処理段で実行された命令を表示します。

-x

以下のように -x オプションを指定する事で、入力言語を明示的に指定できます。
-x language
後続の入力ファイルに対する言語 ( ファイル名の拡張子に基づく既定値の言語とは異なる言語 ) を明
示的に指定します。指定された言語は、次に -x オプションが指定されるまで、後続の全ての入力ファ
イルに対して適用されます。コンパイラは以下の値をサポートします。
c c-header cpp-output
assembler assembler-with-cpp
-x none
言語に関する全ての指定を無効にします。後続のファイルはファイル名の拡張子に従って処理されま
す。これは既定値の挙動ですが、これ以外の -x オプションを指定した後に既定値に戻すには、
-x none オプションを指定する必要があります。以下に例を示します。
xc16-gcc -x assembler foo.asm bar.asm -x none main.c mabonga.s
-x none を指定しないと、コンパイラは全ての入力ファイルをアセンブラ向けであると見なします。

--help

コマンドライン オプションの説明を表示します。
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C 言語の方言を制御するためのオプション

5.7.3

以下のオプションは、コンパイラで使う C 言語の方言の種類を定義します。
表 5-7: C方 言の制御オプション
オプション

定義

-ansi

ANSI 規格に準拠する C プログラムだけをサポートします。

-aux-info filename

filename で指定された名前を持つファイルに、変換ユニット内で宣言および / ま
たは定義されている全ての関数 ( ヘッダファイル内の関数も含む ) のプロトタイ
プ宣言を出力します。C 以外の言語では、このオプションは全く無視されます。
このファイルは宣言を示すだけでなく、コメント内に各種の情報も示します ( 情
報の内容 : 各宣言元 ( ソースファイルと行 )、宣言が暗黙的 / プロトタイプ / 非プ
ロトタイプのどれであったか ( 行番号とコロンの後の最初の文字 (I/N (new)/O
(old)) のいずれか )、それが宣言であったのか定義であったのか ( その次の文字 (C
または F))。関数定義の場合、宣言の後のコメント内に、K&R スタイルの引数の
リスト ( その後にそれらの引数の宣言が続く ) も示されます。

-menable-fixed
[=rounding mode]

固定小数点変数型と算術演算のサポートを有効にします。必要に応じ、丸め処理
モード (rounding mode) を truncation、conventional、convergent のいずれ
かに設定できます。rounding mode を指定しない場合の既定値は truncation で
す。

-ffreestanding

コ ン パ イ ル を 自 立 環 境 で 実 行 す る よ う 指 定 し ま す。こ れ は 暗 黙 の う ち に
-fno-builtin を指定します。自立環境では、標準ライブラリが存在するとは限
らず、プログラムが必ずしも main で開始されるとは限りません。最も分かりや
すい例が OS カーネルです。これは -fno-hosted と等価です。

-fno-asm

asm、inline、typeof をキーワードとして認識しません。コードはこれら 3 つの
単語を識別子として使う事ができます。代わりのキーワードとして __asm__、
__inline__、__typeof__ が使えます。-ansi は暗黙のうちに -fno-asm を
指定します。

-fno-builtin
-fno-builtin-function

名前が接頭辞「__builtin_」で始まらないビルトイン関数を認識しません。

-fsigned-char

char 型を符号付きとして (signed char と同様に ) 扱います。( 既定値 )

-fsigned-bitfields
-funsigned-bitfields
-fno-signed-bitfields
-fno-unsigned-bitfields

これらのオプションは、宣言で符号付き / 符号なしが指定されていない場合に、
ビットフィールドの符号付き / 符号なしを制御します。既定値では、そのような
ビットフィールドは符号付きです。しかし -traditional を指定すると、常に
符号なしとして扱います。

-funsigned-char

char 型を符号なしとして (unsigned char と同様に ) 扱います。
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警告とエラーを制御するためのオプション

5.7.4

警告とは、本質的には誤りではないが疑わしい構文を報告したり、誤りがあったかもしれない事を示唆し
たりするための診断メッセージです。
-Wで始まるオプションを使う事で、特定の警告を要求できます(例: -Wimplicitは暗黙的な宣言に対する
警告を要求 )。これらの各オプションには、その警告を無効にするための -Wno- で始まる否定形が存在し
ます ( 例 : -Wno-implicit)。本書では、そのように 2 形態あるオプションのうち、既定値ではない方の
オプションについて説明します。
5.7.4.1
警告の量と種類を制御するためのオプション
以下のオプションは、コンパイラが生成する警告の量と種類を制御します。
表 5-8:

-Wall によって暗黙的に有効になる警告 / エラー
オプション

定義

-fsyntax-only

コードの構文をチェックするだけで、それ以上の事はしません。

-pedantic

厳密な ANSI C が要求する全ての警告を出力します。

-pedantic-errors

厳密な ANSI C 規格が要求する全てのエラーを出力します。

-w

全ての警告メッセージを抑止します。

-Wall

この表内の全ての -W オプションを組み合わせます。このオプションは、ユーザによっ
ては疑わしいと見なす可能性のある構文や、簡単に警告を回避できる ( または警告が
出ないように修正できる ) ような構文に関する警告を全て有効にします。マクロに関
連する構文であっても、警告を出力します。

-Wchar-subscripts

配列の添え字が char 型である場合に警告します。

-Wcomment
-Wcomments

コメントの開始を示す文字列 /* が /*.....*/ 型のコメント内で使われた場合、また
はバックスラッシュ + 改行が /...../ 型のコメント内で使われた場合に警告します。

-Wdiv-by-zero

コンパイル時の 0 による整数除算に対して警告します。この警告メッセージを抑止す
るには -Wno-div-by-zero を使います。0 による浮動小数点除算に関しては警告し
ません ( 無限大と NaN を得るための正規の方法であるため )。( 既定値 )

-Werror-implicit関数が宣言される前に使われた場合にエラーを出力します。
function-declaration
-Wformat

printfやscanf等に対する呼び出しにおいて、提供された引数の型が指定された書式
文字列に適合しているかどうかチェックします。

-Wimplicit

-Wimplicit-int と -Wimplicit-function-declaration の両方を指定した場
合と等価です。

-Wimplicit-functiondeclaration

関数が宣言される前に使われた場合に警告を出力します。

-Wimplicit-int

宣言で型が指定されていない場合に警告を出力します。

-Wmain

main の型が疑わしい場合に警告を出力します。
main は int 型の値を返し、適切な型の
0 または 2 または 3 個の引数を受け取る外部結合の関数である事が必要です。

-Wmissing-braces

集合体または共用体の初期化子のカッコが不完全である場合に警告を出力します。以
下の例の場合、a の初期化子のカッコは不完全ですが、b は完全です。
int a[2][2] = { 0, 1, 2, 3 };
int b[2][2] = { { 0, 1 }, { 2, 3 } };

-Wmultichar
-Wno-multichar

複数文字の char 型定数が使われている場合に警告を出力します。通常、そのような
定数はタイプミスです。そのような定数は処理系定義であるため、移植性が求められ
るコードで使うべきではありません。以下に、複数文字の char 型定数の使用例を示
します。
char
xx(void)
{
return('xx');
}
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表 5-8:

(??)-Wall によって暗黙的に有効になる警告 / エラー
オプション

定義

-Wparentheses

特定の文脈内でカッコが省略された場合に警告を出力します ( 例 : 真理値が期待され
る文脈内での代入、優先順位にしばしば混乱を招くような演算子の使い方 )。

-Wreturn-type

既定値で int 型になる戻り値を持つ関数が定義された場合、常に警告を出力します。
戻り値の型が void ではない関数内に戻り値を持たない return 文が存在する場合に
も警告を出力します。

-Wsequence-point

C 規格の副作用完了点規則に違反するために未定義の意味を持つ可能性のあるコード
に対して警告を出力します。
C 規格は C プログラム内の式を評価する順序を副作用完了点に基づいて定義します。
これは、副作用完了点の前後で実行されるプログラム部分の間の順序を表します。副
作用完了点は以下の位置で発生します。
- 完全式 ( より大きな式の一部ではない式 ) の評価後
- 演算子「&&」、「||」、「?」-「:」、「,」( コンマ ) の第 1 オペランドの評価後
- 関数を呼び出す前 ( しかし引数と呼び出す関数を指定する式の評価後 )
- その他の特定箇所副作用完了点規則の他には、式の副次式を評価する順序を規定する
物はありません。これらの規則は全て総合的な順序ではなく部分的な順序だけを定義
します。例えば、2 つの関数が 1 つの式内で間に副作用完了点を持たずに呼び出され
る場合、それらの関数が呼び出される順序は未定義です。しかし、C 規格委員会は、
関数呼び出しはオーバーラップしないと規定しています。
2 つの副作用完了点の間でオブジェクトの値を変更した場合、その変更がどの時点で
効力を生じるかは規定されていません。これに依存するプログラム動作は未定義のふ
るまいです。C 規格は、
「オブジェクトの保存値は、直前の副作用完了点と次の副作用
完了点の間で、式の評価によって一度だけ変更される。」と規定しています。さらに、
「先の値は、保存する値を決定するためにのみ読み出される。」と規定しています。プ
ログラムがこの規則に違反する場合、どのような処理系であっても結果は全く予測不
可能です。
以下は、未定義のふるまいをするコードの例です。
a = a++;, a[n] = b[n++] and a[i++] = i;
このオプションは、あまり複雑なケースを診断しません。場合によっては誤診断が生
じますが、プログラム内の上記のような問題を検出するにはかなり効果的である事が
分かっています。

-Wswitch

switch文が列挙型のインデックスを持ち、その列挙体の中で挙げられている1つまた
は複数のコードに case が付けられていない場合、警告を出力します (default ラベ
ルがある場合、この警告は出力されません )。このオプションを指定した場合、列挙体
の外側の case ラベルによっても警告が出力されます。

-Wsystem-headers

システム ヘッダファイル内の構文に関する警告メッセージを出力します。通常は、シ
ステムヘッダからの警告は抑止されます。なぜならば、それらは実際の問題を示さず、
コンパイラ出力を読みにくくするだけだからです。このコマンドライン オプションを
指定すると、コンパイラはシステムヘッダからの警告を、あたかもそれらがユーザコー
ド内で発生したかのように出力します。しかし、このオプションと一緒に -Wall を指
定すると、システムヘッダ内の未知のプラグマに関する警告は出力されないという事
に注意してください。このため、-Wunknown-pragmas も指定する必要があります。

-Wtrigraphs

3 文字表記のサポートが有効になっている場合、3 文字表記を検出すると警告を出力し
ます。

-Wuninitialized

自動変数が初期化されずに使われると警告を出力します。
これらの警告は、最適化時にのみ計算されるデータフロー情報を必要とするため、最
適化を有効にしている場合のみ出力されます。
これらの警告は、レジスタに割り当てられる候補となっている変数に対してのみ出力
されます。従って、volatile 宣言されている変数、アドレスが取られている変数、
サイズが 1/2/4/8 バイト以外の変数に対しては、この警告は出力されません。また、構
造体、共用体、配列に対しては、たとえそれらがレジスタ内に配置されていても、こ
の警告は出力されません。
一度も使われる事のない値を計算するためにだけ使われている変数に対しても、この
警告は出力されません。なぜならば、そのような計算は、警告が出力される前にデー
タフロー解析によって削除されるからです。
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表 5-8:

(??)-Wall によって暗黙的に有効になる警告 / エラー
オプション

定義

-Wunknown-pragmas

コンパイラにとって未知の #pragma ディレクティブが検出された場合に警告を出力
します。このコマンドライン オプションを指定すると、システム ヘッダファイル内に
未知のプラグマが存在する場合にも警告を出力します。しかし、-Wall コマンドライ
ン オプションのみによってこの警告が有効にされている場合、ヘッダファイル内の未
知のプラグマに関する警告は出力されません。

-Wunused

宣言以外では使われていない変数、静的関数として宣言されたのに定義されていない
関数、宣言されたのに使われていないラベル、演算結果が明示的に使われていない命
令文に対して警告を出力します。
未使用の関数パラメータに関する警告を出力するには、-W と -Wunused の両方を指
定する必要があります。
式を void にキャストする事で、式に対するこの警告は抑止されます。同様に、unused
属性は未使用の変数、パラメータ、ラベルに対するこの警告を抑止します。

-Wunused-function

宣言された静的関数が定義されていない場合、または非インライン静的関数が使われ
ていない場合に警告を出力します。

-Wunused-label

宣言されたのに使われていないラベルがあると警告を出力します。この警告を抑止す
るには、unused 属性を使います (8.12「変数属性」参照 )。

-Wunused-parameter

宣言以外では使われていない関数パラメータがあると警告を出力します。この警告を
抑止するには、unused 属性を使います (8.12「変数属性」参照 )。

-Wunused-variable

宣言以外では使われていないローカル変数または非定数の静的変数があると警告を出
力します。この警告を抑止するには、unused 属性を使います (8.12「変数属性」
参照 )。

-Wunused-value

計算した結果が明示的に使われていない命令文があると警告を出力します。この警告
を抑止するには、式を void にキャストします。
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5.7.4.2
-Wallに よって暗黙的に有効にならないオプション
以下の -W オプションは、-Wall を指定しても有効になりません。それらの一部は、普段は疑わしいと見
なされないものの、時にはチェックが必要になる可能性がある構文に対する警告です。その他は、場合に
よっては必要になるものの、回避が困難な ( コードを変更して簡単に警告を抑止できない ) 構文に対する
警告です。
表 5-9: -Wallに よって暗黙的に有効にならない警告 /エ ラー
オプション

定義

-W

特定のイベントに対する追加の警告メッセージを出力します。詳細は 5.7.4.3「-W
オプション」を参照してください。

-Waggregate-return

構造体または共用体を返す関数が定義されるか呼び出された場合に警告を出力します。

-Wbad-function-cast

関数呼び出しが不適合な型にキャストされた場合に警告を出力します。例えば、int
foof() が何らかのポインタ型 (*) にキャストされると警告を出力します。

-Wcast-align

ターゲットに必要なアラインメントのサイズを増加させるようなポインタのキャス
トに対して警告を出力します。例えば、char * が int * へキャストされると警告
を出力します。

-Wcast-qual

型指定子を削除するようなポインタのキャストに対して警告を出力します。例えば、
const char * が char * にキャストされると警告を出力します。

-Wconversion

プロトタイプの存在によって生じる型変換が、プロトタイプが存在しなかった場合
に同じ引数に対して生じるであろう型変換と異なる場合に警告を出力します。これ
には、固定小数点から浮動小数点への ( またはその逆の ) 変換と、固定小数点型引数
のビット幅または符号の有無を変更する変換が含まれます ( ただし既定値の拡張
(promotion) と同じ場合は除く )。
また、負の整数定数式が暗黙的に符号なし型に変換される場合にも警告を出力しま
す。例えば、x が符号なしの場合、代入式 x = -1 に対して警告を出力します。し
かし、(unsigned) -1のような明示的キャストに対しては、警告は出力されません。

-Werror

全ての警告をエラーにします。

-Winline

インライン展開できない関数がインライン関数として宣言されるか、その関数に対し
て -finline-functions オプションが指定されると警告を出力します。

-Wlarger-than-len

len バイトよりも大きなオブジェクトが定義されると警告を出力します。

-Wlong-long
-Wno-long-long

long long 型が使われると警告を出力します。これは既定値です。この警告メッ
セージを抑止するには、-Wno-long-long を指定します。-Wlong-long および
-Wno-long-long フラグは、-pedantic フラグが指定されている場合にのみ考慮
されます。

-Wmissing-declarations グローバル関数が先に宣言される事なく定義されると警告を出力します。定義その
ものがプロトタイプを提供する場合でも、警告を出力します。
-Wmissingformat-attribute

-Wformat が指定されている場合、書式属性の候補になる可能性のある関数に対し
ても警告を出力します。これらは候補になる可能性があるというだけであり、絶対
にそうなるという事ではありません。-Wformat が指定されていない場合、このオ
プションは効力を持ちません。

-Wmissing-noreturn

noreturn 属性の候補になる可能性のある関数に対して警告を出力します。これら
は候補になる可能性があるというだけであり、絶対にそうなるという事ではありま
せん。注意を払って手作業で関数を検証してください。関数に noreturn 属性を追
加する前に、その関数が決してリターンしないという事を手作業で慎重に確認する
必要があります。そうしないと、潜在性のコード生成バグを招く恐れがあります。

-Wmissing-prototypes

グローバル関数が先にプロトタイプ宣言される事なく定義されると警告を出力しま
す。定義そのものがプロトタイプを提供する場合でも、警告を出力します。このオ
プションを使うと、ヘッダファイル内で宣言されていないグローバル関数を検出で
きます。

-Wnested-externs

関数の内部で extern 宣言が見付かると警告を出力します。

-Wno-deprecateddeclarations

deprecated 属性が指定された ( つまり将来のサポートが保証されない ) 関数、変数、
型が使われていても警告を出力しません。

-Wpadded

構造体のエレメントまたは構造体全体をアラインメントするためのパディングが構
造体に含まれている場合に警告を出力します。
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表 5-9: -Wallに よって暗黙的に有効にならない警告 /エ ラー (続 き )
オプション

定義

-Wpointer-arith

関数型のサイズまたは void のサイズに依存する何かがあれば警告を出力します。
void * ポインタと関数へのポインタを使う計算の便宜を図るため、コンパイラはこ
れらの型のサイズを 1 にします。

-Wredundant-decls

同一スコープ内で何かが複数回宣言された場合、たとえ複数回の宣言が有効であり、
それらによって何も変更されなくも、警告を出力します。

-Wshadow

あるローカル変数が別のローカル変数をシャドー化している場合に警告を出力しま
す。

-Wsign-compare
-Wno-sign-compare

符号付き値と符号なし値の比較において、符号付き値が符号なし値に変換されると
不正な結果が生じる可能性がある場合に警告を出力します。この警告は -W によって
も有効になります。-W を指定した時にこの警告だけを抑止する必要がある場合、
-W -Wno-sign-compare を使います。

-Wstrict-prototypes

引数の型が指定されずに関数が宣言または定義されると警告を出力します ( 旧式の
関数定義は、引数の型を指定する宣言が前にあれば、警告を生じる事なく使えます )。

-Wtraditional

伝統的な C と ANSI C でふるまいが異なる特定の構文に対して警告を出力します。
• マクロ本体の中の文字列定数の内部にマクロ引数が現れる ( これらの引数は伝統
的 C では置換され、ANSI C では定数の一部になります )。
• あるブロック内で extern 宣言されている関数がブロックの終端よりも後で使わ
れている。
• switch 文が long 型のオペランドを持つ。
• 静的な関数宣言の後に非静的な関数宣言が存在する ( 一部の伝統的 C コンパイラ
はこの構文を受け入れません )。

-Wundef

#if ディレクティブ内で未定義の識別子が評価されると警告を出力します。

-Wwrite-strings

文字列定数のアドレスが const 指定なしの char * 型ポインタにコピーされた時に
警告が出力されるよう、文字列定数に const char[length] 型を与えます。これ
らの警告を出力すると、コンパイル時に文字列定数への書き込みを試みる事ができ
るコードを見付けるために役立ちます。しかし、これを行うには、宣言とプロトタ
イプで const を非常に注意深く扱う必要があります。そうしないと迷惑な警告が出
力されるだけです。これらの警告が -Wall によって暗黙的に有効にならないのは、
このためです。
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5.7.4.3
-Wオ プション
-W コマンドライン オプションを使うと、以下のイベントに対して追加の警告が出力
されます。
• 非 volatile の自動変数が longjmp に対する呼び出しによって変更される可能性が
ある。
これらの警告は、最適化コンパイルを行う場合にのみ出力可能です。コンパイラは、
setjmp に対する呼び出しを監視するだけであり、どこで longjmp が呼び出される
か知る事はできません。実際、シグナルハンドラは、コード内のどこででも longjmp
を呼び出す事ができます。その結果、実際には問題がなくても警告が出力される可
能性があります。なぜならば、longjmp が問題を起こすような位置で呼び出され
る事は実際にはあり得ないためです。
• 関数が return value; と return; のどちらによってでも終了できるようになっ
ている。
リターン文を一切渡さない関数本体の終了は return; として扱われます。
• 式文またはコンマ式の左辺が一切の副作用を持たない。
この警告を抑止するには、使われていない式を void にキャストします。例えば、
x[i,j] は警告を生じますが、x[(void)i,j] は警告を生じません。
• 符号なし値が < または <= を使って 0 と比較されている。
• x<=y<=z のような比較が行われている。
これは (x<=y ?1 :0) <= z と等価であり、通常の数学的表記法とは解釈が異な
ります。
• 記憶域クラス指定子 (static 等 ) が宣言内の最初に置かれていない。
C 規格によると、これは旧式 (obsolescent) の用法です。
• -W オプションと一緒に -Wall または -Wunused も指定されている。
未使用の引数に対して警告を出力します。
• 符号付き値と符号なし値の比較において、符号付き値が符号なし値に変換されると
不正な結果が生じる可能性がある。
-Wno-sign-compare も指定した場合、警告は出力されません。
• 集合体の初期化子を囲むカッコが完全ではない。
例えば以下のコードでは、x.h に対する初期化子の前後のカッコが抜けているため、
この警告が出力されます。
struct s { int f, g; };
struct t { struct s h; int i; };
struct t x = { 1, 2, 3 };
• 集合体の初期化子が一部のメンバーしか初期化しない。
例えば以下のコードでは、x.h が暗黙的に 0 に初期化されるため、この警告が出力
されます。
struct s { int f, g, h; };
struct s x = { 3, 4 };
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5.7.5

デバッグのためのオプション

以下のオプションはデバッグ用に使います。
表 5-10: デバッグ オプション
オプション

定義

-g

デバッグ情報を生成します。
-g を -O と一緒に使う事で、最適化されたコードをデバッグできます。コードの最適化により、以
下のような全く予想外の結果が時として生じます。
• 宣言された変数が全く存在しない
• 制御のフローが一時的に予想外の動きを示す
• 一部の命令文が実行されない ( それらの結果が不変または既に取得済みである場合 )
• 一部の命令文がループの外へ出されたために異なる位置で実行される
このような結果が生じる可能性はありますが、最適化された出力をデバッグする事は可能です。こ
のオプションを使う事で、バグを含んでいるかもしれないプログラムに対する最適化の実行は合理
的な試みとなります。

-Q

コンパイラは、各関数をコンパイルするたびに関数名を表示し、各パスが終了するたびにパスに関
する統計情報を表示します。

-save-temps 中間生成ファイルを削除せずに、現在作業中のディレクトリに保存します。それらのファイルには
ソースファイルと同じベース名が付けられます。例えば、-c -save-temps を指定して foo.c を
コンパイルすると、以下のファイルが生成されます。
foo.i
( 前処理ファイル )
foo.p
( 手続き型抽象化済みのアセンブリ言語ファイル )
foo.s
( アセンブリ言語ファイル )
foo.o
( オブジェクト ファイル )

5.7.6

最適化を制御するためのオプション

以下のオプションは、コンパイラの最適化機能を制御します。利用可能な最適化レベルはコンパイラのエディ
ションに応じて異なります ( 第 18 章「最適化」参照 )。
表 5-11: 一般的な最適化オプション
オプ
ション

エディ
ション

定義

-O0

全 エ デ ィ 最適化しません。( 既定値 )
ション
-O を指定しないと、コンパイラはコンパイルに要する時間とリソースを削減し、デバッグで
予測通りの結果が得られる事を目標とします。各命令文は互いに独立しています。命令文と命
令文の間にあるブレークポイントでプログラムを停止させると、任意の変数に対して新しい値
を代入する事や、プログラム カウンタをその関数内の他の命令文へ変更する事ができ、ソー
スコードから期待した通りの結果が得られます。コンパイラは、register 宣言された変数だ
けをレジスタに割り当てます。

-O
-O1

全 エ デ ィ 最適化します。最適化を実行するとコンパイルに要する時間が増え、より大きな関数にはより
ション
多くのホストメモリが要求されます。
-O を指定すると、コンパイラはコードサイズと実行時間の削減を試みます。また、コンパイ
ラは -fthread-jumps、fdefer-pop、-fomit-frame-pointer を有効にします。

-O2

STD、
PRO

より高レベルの最適化を行います。コンパイラは、サポートする最適化の中でサイズと速度の
トレードオフに関与しない最適化処理のほとんど全てを実行します。-O2 はループ展開
(-funroll-loops)、関数のインライン展開 (-finline-functions)、厳格なエイリアシン
グの最適化 (-fstrict-aliasing) を除く全ての最適化オプションを有効にします。フレー
ムポインタの除外 (-fomit-frame-pointer) も有効にします。このオプションを指定する
と、-O に比べてコンパイル時間は長くなりますが、生成されるコードの性能は向上します。

-O3

PRO

速度を優先して最適化します。-O3 は、-O2 が適用する全ての最適化オプションに加えて、
inline-functions オプションを有効にします。

-Os

PRO

サイズを優先して最適化します。-Os は、-O2 が適用する最適化オプションの中でコードサイ
ズが一般的に増加しないオプションだけを全て有効にした上に、コードサイズの削減を目的と
するさらなる最適化を実行します。
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5.7.6.1
個々の最適化を制御するためのオプション
以下で説明するオプションは、各種の最適化機能を個別に制御します。-O2 オプションは、これらの個別
オプションのうち -funroll-loops、-funroll-all-loops、-fstrict-aliasing を除く全てのオ
プションを有効にします。
最適化の微調整が必要になる稀なケースでは、以下のフラグが使えます。
表 5-12: 個別最適化オプション
オプション

定義

-falign-functions
-falign-functions=n

関数の開始位置を n よりも大きくて n に最も近い 2 のべき乗バイト境界に、n バイト未
満のスキップ幅で整列させます。例えば -falign-functions=32 は関数を次の 32 バ
イト境界に整列させますが、-falign-functions=24 は 23 バイト以下のスキップ幅
で可能な場合にのみ関数を次の 32 バイト境界に整列させます。
-fno-align-functionsと-falign-functions=1は等価であり、どちらも関数を整
列させない事を意味します。
アセンブラは、n が 2 のべき乗値である場合にのみこのフラグをサポートするため、n は
切り上げられます。n を指定しないと、ターゲット デバイスに固有の既定値が使われま
す。

-falign-labels
-falign-labels=n

全ての分岐先を -falign-functions と同様に最大 n バイトのスキップ幅で 2 のべき乗
バイト境界に整列させます。このオプションを使うと、コードの通常のフローで分岐先ま
で達するためにダミー演算を挿入する必要があるため、コードは単純に遅くなります。
-falign-loops または -falign-jumps が適用可能であり、しかもそれらの方が
-falign-labels の値よりも大きい場合、それらの値が代わりに使われます。
nを指定しないと、ターゲット デバイスに固有の既定値(ほとんどの場合は1 (整列させな
い )) が使われます。

-falign-loops
-falign-loops=n

ループを -falign-functions と同様に最大 n バイトのスキップ幅で 2 のべき乗バイ
ト境界に整列させます。ループの実行回数が多ければ、ダミー演算による損失を埋め合
わせる事ができる可能性があります。
n を指定しないと、ターゲット デバイスに固有の既定値が使われます。

-fcaller-saves

関数呼び出しの前後にレジスタを退避 / 復元するための命令を追加する事により、関数
呼び出しによって上書きされるレジスタに対する値の割り当てを可能にします。そのよ
うな割り当ては、結果としてコードが改善されると見込まれる場合にのみ行われます。

-fcse-follow-jumps

共通部分式除去 (CSE: Coommon Subexpression Elimination) では、ジャンプ命令のジャ
ンプ先に到達する経路がそのジャンプ命令以外に存在しなければ、そのジャンプ命令を
調べます。例えば、else 節を持つ if 文を検出すると、CSE は評価した条件式が「偽」
の場合のジャンプを追跡します。

-fcse-skip-blocks

これは -fcse-follow-jumps に似ていますが、CSE は条件付きでブロックをスキッ
プするジャンプを追跡します。-fcse-skip-blocks を指定した場合、else 節を持た
ない単純な if 文を検出すると、CSE は if 文本体を飛び越すジャンプを追跡します。

-fexpensiveoptimizations

比較的コストのかかる各種の小さな最適化を実行します。

-ffunction-sections
-fdata-sections

各関数またはデータアイテムを出力ファイル内の別々のセクションに配置します。出力
ファイル内のセクションの名前は、関数またはデータアイテムの名前によって決まりま
す。
これらのオプションは、明らかな利点が得られる場合にのみ使います。これらのオプ
ションを指定すると、アセンブラとリンカが生成するオブジェクトと実行ファイルのサ
イズが増加し、実行速度が低下する可能性があります。
5.7.6.2「-ffunction-sections オプション」も参照してください。

-fgcse

グローバルな共通部分式除去パスを実行します。このパスは、グローバルな定数伝播と
コピー伝播も実行します。

-fgcse-lm

-fgcse-lm を有効にすると、グローバルな共通部分式除去は、単にストアだけ実行され
るロードをループ外に移動しようと試みます。これにより、ループ内のロード / ストア
シーケンスは、ループの外のロードとループ内のコピー / ストアに変更できます。
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表 5-12: 個別最適化オプション (続 き )
オプション

定義

-fgcse-sm

-fgcse-sm を有効にすると、グローバルな共通部分式除去の後にストア移動パスが実
行されます。このパスは、ストアをループの外へ移動させようと試みます。このオプ
ションを -fgcse-lm と一緒に使うと、ループ内のロード / ストア シーケンスをループ
前のロードとループ後のストアに変更できます。

-fno-defer-pop

関数がリターンすると、即座にその関数呼び出しに使った引数をポップします。コンパ
イラは通常、複数回の関数呼び出しに使った引数をスタックに蓄積し、それらを同時に
ポップします。

-fno-peephole
-fno-peephole2

デバイスに固有のピープホール最適化を無効にします。ピープホール最適化は、コンパ
イル中の各所で発生します。-fno-peephole はデバイス固有の命令に対するピープ
ホール最適化を無効にし、-fno-peephole2 は高水準のピープホール最適化を無効に
します。ピープホール最適化を完全に無効にするには、両方のオプションを使います。

-foptimizeregister-move
-fregmove

レジスタをできるだけ束ねるために、move 命令および他の単純な命令のオペランドに
おけるレジスタ番号の再割り当てを試みます。
-fregmove と -foptimize-register-moves は同じ最適化を行います。

-frename-registers

レジスタの割り当て後に余ったレジスタを使って、コンパイル予定のコード内の誤った
依存性の回避を試みます。多数のレジスタを備えるプロセッサには、この最適化が非常
に効果的です。しかし、変数は元のレジスタに留まらないため、デバッグができなくな
る可能性があります。

-frerun-cse-afterloop

ループ最適化を実行した後に、共通部分式除去を再実行します。

-frerun-loop-opt

ループ最適化を 2 回実行します。

-fschedule-insns

dsPIC DSC の「書き込み後読み出しストール」を排除するため、命令の並べ換えを試み
ます ( 詳細は『dsPIC30F ファミリーリファレンスマニュアル、高性能デジタルシグナ
ルコントローラー』(DS70046) 参照 )。通常はコードサイズに影響する事なく性能が向
上します。

-fschedule-insns2

-fschedule-insns と似ていますが、レジスタの割り当て後に、命令スケジューリン
グの追加パスを要求します。

-fstrength-reduce

ループ強度の削減と繰り返し変数の除去による最適化を実行します。
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表 5-12: 個別最適化オプション (続 き )
オプション
-fstrict-aliasing

定義
このオプションを指定すると、コンパイラは、コンパイル中の言語に適用可能なエイリ
アシング規則の中で最も厳格な規則を想定します。C 言語の場合、このオプションは式
の型に基づく最適化を有効にします。特に、型が異なるオブジェクト同士が同じアドレ
スを共有する事はないと想定されます ( 型がほとんど同じである場合を除く )。例えば、
unsigned int は int のエイリアスになれますが、void* や double のエイリアスには
なれません。文字型は他の全ての型のエイリアスになれます。
以下のコードには特に注意が必要です。
union a_union {
int i;
double d;
};
int f() {
union a_union t;
t.d = 3.0;
return t.i;
}
共用体メンバーを読み出す場合、直近に書き込んだメンバーとは異なるメンバーから読
み出す事はよくあります ( これを「型のパンニング」と呼ぶ )。-fstrict-aliasing
を指定した場合でも、union 型を介してメモリにアクセスする場合は型のパニングが許
容されます。従って、上記のコードは期待通りに動作します。しかし、下記のコードは
期待通りに動作しません。
int f() {
a_union t;
int* ip;
t.d = 3.0;
ip = &t.i;
return *ip;
}

-fthread-jumps

比較によるジャンプの分岐先において、最初の比較に包含されるような別の比較がある
かどうかをチェックする事により、最適化を実行します。そうである場合、条件式の真
偽に応じて、最初の分岐の分岐先を 2 番目の分岐の分岐先かその直後のどちらかに変更
します。

-funroll-loops

ループ展開の最適化を実行します。これは、コンパイル時または実行時に繰り返し数が
特定可能なループに対してのみ実行されます。-funroll-loops を指定すると、暗黙
的に -fstrength-reduce と -frerun-cse-after-loop の両方が有効になります。

-funroll-all-loops

ループ展開の最適化を実行します。これは全てのループに対して実行され、通常はプ
ログラムの実行速度が低下します。-funroll-all-loops を指定すると、
-fstrength-reduce と -frerun-cse-after-loop が有効になります。
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5.7.6.2
-ffunction-sectionsオ プション
-ffunction-sections コマンドライン オプションは、全ての関数を別々のセクション内に配置しよう
と試みます。しかし、厳密な動作には以下に示す各種の条件が影響します。
• 通常の ( 非割り込みの ) 関数は、関数名の前に現在のセクション名とピリオド「.」を付けた名前を持つ
セクション内に配置されます。例えば、void foo() {} は、セクション .text.foo 内に配置されま
す (.text は既定値のコードセクション名 )。
• 既定値セクション名は、-mtext オプションを使って変更できます。このオプションを指定した場合、
現在のセクション名が変更されます。例えば、-mtext=mytext を指定した場合、上記の関数はセク
ション mytext.foo 内に配置されます。
• 関数がセクション属性を持っている場合、その関数は属性が指定する名前のセクション内に配置されま
す ( セクション名は一切変更されません )。
従って、void __attribute__((section("mytext"))) foo() {} は、-ffunction-sections
が指定されたかどうかに関係なく、常にセクション mytext 内に配置されます。
• 割り込み関数は、通常関数のセクション名 ( 上記 ) の前に .isr を付けた名前を持つセクション内に配
置さ れ ます。従 っ て、現在の セク ショ ン名 が .text ( 既 定 値 ) で ある 場合、ISR はセ クシ ョン
.isr.text.function_name 内に配置されます。
-mtext を使ってセクション名を指定すると、その名前が既定値セクション名 .text の代わりに使わ
れます。セクション属性で名前が指定された関数であっても、そのセクション名の前に .isr が付加
されます。
.isr を付加する事で、--gc-sections オプションによって割り込み関数が削除されてしまう事が
防げます。これらは削除されないようにする必要があります。
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5.7.6.3
デバイスに依存しないフラグを指定するためのオプション
-fflag の形態のオプションは、デバイスに依存しないフラグを指定します。ほとんどのフラグには肯定
形と否定形の両方が存在します。例えば -ffoo の否定形は -fno-foo です。以下の表には、既定値では
ない方だけを記載しています。
表 5-13: デバイスに依存しない最適化オプション
オプション

定義

-finline-functions

全ての単純な関数を、それらの呼び出し元にインライン展開します。コンパイラ
は、そのようにインライン展開する価値のある十分に単純な関数を、発見的方法
を使って決定します。static 宣言された関数に対する呼び出しが全て呼び出し
元にインライン展開された場合、通常その関数自体はアセンブラコードとして出
力されません。

-finline-limit=n

既定値では、コンパイラはインライン展開可能な関数のサイズを制限します。 こ
のフラグにより、inline キーワードによって明示的にインライン展開するよう
指定されている関数に対するサイズの制限を制御できます。n は、インライン展
開可能な関数のサイズを擬似的な命令数 ( パラメータ処理部を含まず ) で指定し
ます。n の既定値は 10000 です。この値を大きくするとインライン展開される
コードの量は増えますが、コンパイル時間とメモリ消費量が増加します。
この値を小さくするとインライン展開されるコードの量が減り、コンパイル時間
は短縮されますが、多くの場合プログラムの実行速度は低下します。このオプ
ションは、主にインライン展開を多用するプログラムで役立ちます。
Note: 上記において、「擬似的な命令数」は関数のサイズを表す抽象的な尺度で
す。この値はアセンブリ命令の数を表す物では全くなく、その厳密な意味はコン
パイラのリリースごとに変化する可能性があります。

-fkeep-inline-functions

static 宣言された関数に対する呼び出しが全てインライン展開された場合で
も、実行時に他から呼び出し可能な独立した関数を出力します。このスイッチは
extern 宣言されたインライン関数には影響しません。

-fkeep-static-consts

最適化を実行しない場合、static const 宣言された変数を、たとえその変数
が参照されていなくても出力します。
コンパイラは、既定値でこのオプションを有効にします。変数が参照されている
かどうかをコンパイラにチェックさせる場合、最適化を実行するかどうかに関係
なく、-fno-keep-static-consts オプションを使う必要があります。

-fno-function-cse

関数のアドレスをレジスタに格納しません。常に同じ関数を呼び出す各命令で関
数のアドレスを明示的に使います。
このオプションを使うとコードの効率は低下します。しかし、このオプションを
使わずに最適化を実行した場合、アセンブラ出力を後で変更するといった特殊な
手順を踏む場合に混乱を招きます。

-fno-inline

inline キーワードを無視します。通常このオプションは、コンパイラに関数の
インライン展開を一切させないようにするために使います。最適化を実行しなけ
れば、関数は一切インライン展開されません。

-fomit-frame-pointer

フレームポインタを必要としない関数に対して、フレームポインタをレジスタ内
で保持しません。これにより、フレームポインタを退避 / 設定 / 復元するための
命令を生成しなくて済みます。また、多くの関数では、余ったレジスタを他に利
用できるようになります。

-foptimize-sibling-calls

末尾再帰呼び出し (sibling and tail recursive call) を最適化します。
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プリプロセッサを制御するためのオプション

5.7.7

以下のオプションは、コンパイラのプリプロセッサを制御します。
表 5-14: プリプロセッサ オプション
オプション
-Aquestion (answer)

定義
前処理条件式 (#if #question(answer) 等 ) を使ってテストする場合に、問い
question に対する回答 answer をアサートします。-A- は、標準のアサート ( 通常は
ターゲットマシンを記述 ) を無効にします。
例として、main 関数プロトタイプが以下のように宣言されている場合を想定します。
#if #environ(freestanding)
int main(void);
#else
int main(int argc, char *argv[]);
#endif
これに対して -A コマンドライン オプションを使う事で、2 つのプロトタイプのどち
らかを選択できます。例えば、最初のプロトタイプを選択する場合、以下のコマンド
ライン オプションを使います。
-Aenviron(freestanding)

-A -predicate =answer 述部 predicate と回答 answer によるアサートをキャンセルします。
-A predicate =answer

述部 predicate と回答 answer によるアサートを行います。現在もサポートされて
いる古い形式 (-A predicate(answer)) よりも、こちらの形式を使う事を推奨しま
す ( シェル特殊文字を使わないため )。

-C

コメントを破棄しないようプリプロセッサに指示します。このオプションは -E オプ
ションと一緒に使います。

-dD

マクロ定義を削除せずに、それらを正しい順番で出力に渡すようプリプロセッサに指
示します。

-Dmacro

macro で指定したマクロを文字列「1」として定義します。

-Dmacro=defn

macro で指定したマクロを defn として定義します。コマンドライン上の全ての -D
オプションは、どの -U オプションよりも前に処理されます。

-dM

前処理の最後に、有効なマクロ定義のリストだけを出力するようプリプロセッサに指
示します。このオプションは -E オプションと一緒に使います。

-dN

-dD と似ていますが、マクロの引数と内容が省略されるという点で異なります。出力
には #define name の情報だけが含まれます。

-fno-show-column

診断結果に列番号を出力しません。このオプションは、列番号を認識しないプログラ
ム (dejagnu 等 ) を使って診断結果を調べる場合に必要です。

-H

通常の動作に加えて、使われている各ヘッダファイルの名前を出力します。

-I-

-I- オプションの前で -I オプションを使って指定した全てのディレクトリは
#include "file" に対してのみ検索され、#include <file> に対して検索されま
せん。
-I- の後で -I オプションを使って追加したディレクトリは、全ての #include ディレ
クティブに対して検索されます ( 通常、全ての -I ディレクトリはこの方式で指定しま
す )。
加えて、-I- オプションを指定すると、現在作業中のディレクトリ ( 現在使用中の入
力ファイルが保存されているディレクトリ ) は #include "file" に対する最初の検
索ディレクトリではなくなります。-I- のこの効果を上書きする方法はありません。
-I. を使うと、コンパイラの起動時に「現在使用中」であったディレクトリを検索す
るよう指定できます。これは、プリプロセッサの既定値動作と厳密に同じではありま
せんが、多くの場合これで満足な結果が得られます。
-I- は、ヘッダファイルに対する標準システム ディレクトリの使用を禁止しません。
従って、-I- と -nostdinc の効果は互いに独立しています。

-Idir

ヘッダファイルの検索ディレクトリのリストの先頭に、dir で指定されたディレクト
リを追加します。これらのディレクトリは、システム ヘッダファイル ディレクトリの
前に検索されるため、このオプションを使うとシステム ヘッダファイルを上書き(ユー
ザ独自のバージョンと置換 ) できます。-I オプションを複数回使った場合、ディレク
トリは指定した順番 ( コマンドラインの左から右 ) に検索され、その後に標準システム
ディレクトリが検索されます。
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表 5-14: プリプロセッサ オプション (続 き )
オプション

定義

-idirafter dir

dir で指定されたディレクトリを副インクルード パスに追加します。主インクルード
パス (-I オプションはここに追加する ) のどのディレクトリでもヘッダファイルが見
付からなかった場合、副インクルード パスのディレクトリが検索されます。

-imacros file

通常の入力ファイルを処理する前に、file で指定されたファイルを入力として処理
し、その出力は破棄します。file から生成された出力は破棄されるため、-imacros
file は、file 内で定義されているマクロを主入力で使えるようにする働きしかしま
せん。コマンドライン上の -D および -U オプションは、指定順に関係なく、必ず
-imacros fileの前に処理されます。全ての-includeおよび-imacrosオプション
は、指定された順番に処理されます。

-include file

通常の入力ファイルを処理する前に、file で指定されたファイルを入力として処理し
ます。これにより、file の内容が最初にコンパイルされます。コマンドライン上の
-D および -U オプションは、指定順に関係なく、必ず -include file の前に処理され
ます。全ての -include および -imacros オプションは、指定された順番に処理され
ます。

-iprefix prefix

prefix を後続の -iwithprefix オプション向けの接頭辞として指定します。

-isystem dir

副インクルードパスの最初にディレクトリ dir を追加し、それをシステム ディレクト
リとして指定します ( そのディレクトリには、標準システム ディレクトリに適用され
るのと同じ特別な扱いが適用されます )。

-iwithprefix dir

副インクルードパスにディレクトリ dir を追加します。このディレクトリには、あら
かじめ -iprefix で指定された接頭辞と dir を連結した名前が付けられます。接頭辞
が未指定である場合、コンパイラのインストールパスを格納しているディレクトリが
既定値として使われます。

-iwithprefixbefore
dir

主インクルードパスにディレクトリ dir を追加します。このディレクトリには、
-iwithprefix の場合と同様に、接頭辞と dir を連結した名前が付けられます。

-M

makeに適した規則(各オブジェクト ファイルの依存関係を記述)を出力するよう、プリ
プロセッサに指示します。プリプロセッサは、各ソースファイルに対して 1 つの make
規則を出力します。この規則のターゲットはそのソースファイルに対応するオブジェ
クト ファイルの名前であり、そのソースファイルの依存性は全てそのソースファイル
が使う #include ヘッダファイルに基づきます。この規則は 1 行で書く事もできます
が、長い場合は \+ 改行を使って複数行に分ける事もできます。規則のリストは、前処
理済み C プログラム内に出力されるのではなく、標準出力に表示されます。
-Mを指定すると、暗黙的に-Eが有効になります(5.7.2「出力の種類を制御するため
のオプション」参照 )。

-MD

-M に似ていますが、依存情報はファイルに書き込まれ、コンパイルは継続されるとい
う点で異なります。依存情報が書き込まれるファイルには、対応するソースファイル
名の拡張子を .d に変更した名前が付けられます。

-MF file

このオプションを -M または -MM と一緒に使う事で、依存情報の書き込み先ファイル
を指定します。-MF スイッチを指定しない場合、プリプロセッサは前処理出力と同じ
場所に規則を出力します。-MF をドライバ オプション -MD または -MMD と一緒に使っ
た場合、既定値の依存情報出力ファイルは上書きされます。

-MG

見付からないヘッダファイルは生成されるファイルとして扱い、それらはソースファ
イルと同じディレクトリ内にあると想定します。-MG を指定する場合、-M または -MM
も指定する必要があります。-MGと一緒に-MDまたは-MMDを指定する事はできません。

-MM

-M と似ていますが、出力には #include “file” によってインクルードされたユーザ
ヘッダファイルだけが記述されます。#include <file> によってインクルードされ
たシステム ヘッダファイルは省略されます。

-MMD

-MD と似ていますが、ユーザ ヘッダファイルだけを記述し、システム ヘッダファイル
は省略するという点で異なります。

-MP

このオプションは、メインファイル以外の各依存情報にダミーのターゲットを追加す
るよう CPP に指示する事で、それらが何にも依存しないようにします。これらのダ
ミー規則は、ヘッダファイルを削除したのに make ファイルをそれに適合するよう更
新しなかった場合の make に起因するエラーに対処します。以下は代表的な出力です。
test.o: test.c test.h
test.h:
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表 5-14: プリプロセッサ オプション (続 き )
オプション

定義

-MQ

-MT と似ていますが、make 専用の文字を引用するという点で異なります。
-MQ '$(objpfx)foo.o' は $$(objpfx)foo.o: foo.c を与えます。
既定値のターゲットは、それが -MQ によって与えられたかのように、自動的に引用さ
れます。

-MT target

依存情報の生成によって出力される規則のターゲットを変更します。既定値では、CPP
はメイン入力ファイルの名前 ( パスを含む ) から .c 等の拡張子を削除し、プラット
フォームの通常のオブジェクト拡張子を追加します。結果はターゲットです。-MT オ
プションは、ターゲットをユーザが指定した通りの文字列に設定します。複数のター
ゲットを指定する場合、1 つの -MT に複数個の引数を指定する事も、-MT を複数回使っ
て 1 つずつ指定する事もできます。以下に例を示します。
-MT '$(objpfx)foo.o' は $(objpfx)foo.o: foo.c を与えます。

-nostdinc

ヘッダファイルを標準システム ディレクトリで検索しません。-I オプションによっ
て指定されたディレクトリ ( および、適切であれば現在作業中のディレクトリ ) だけを
検索します。-I オプションの詳細は 5.7.10「ディレクトリを検索するためのオプ
ション」を参照してください。-nostdinc と -I- の両方を使う事で、インクルード
ファイルの検索パスを明示的に指定したディレクトリだけに限定できます。

-P

#line ディレクティブを生成しないようプリプロセッサに指示します。このオプショ
ンは -E オプションと一緒に使います (5.7.2「出力の種類を制御するためのオプ
ション」参照 )。

-trigraphs

ANSI C の 3 文字表記をサポートします。-ansi オプションも同じ効果を持ちます。

-Umacro

macro で指定したマクロを定義しません。-U オプションは、全ての -D オプションの
後で評価され、その後に -include および -imacros オプションが評価されます。

-undef

非標準のマクロ ( アーキテクチャ フラグを含む ) を事前定義しません。

5.7.8

アセンブリングのためのオプション

以下のオプションはアセンブラの動作を制御します。その他のオプションについては、『MPLAB® XC16
Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照してください。
表 5-15: アセンブリ オプション
オプション
-Wa,option

定義
option で指定したオプションをアセンブラに渡します。option は、コンマで区切る事で複数のオ
プションを指定できます。例えば、アセンブリ リストファイルを生成するには -Wa,-a を使います。
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5.7.9

リンクのためのオプション

-c、-S、-E のいずれかを指定した場合、リンカは実行されません。また、オブジェクト ファイル名を引
数として使わない事が必要です。その他のオプションについては、
『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and
Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照してください。
表 5-16: リンク オプション
オプション
--fill=options

定義
未使用のプログラムメモリ位置に値を充填します。書式は以下の通りです。
--fill=[wn:]expression[@address[:end_address] | unused]
address と end_address は、値 を 書 き 込 む プ ロ グ ラ ム メ モ リ の 範 囲 を 指 定 し ま す。
end_address を指定しない場合、expression で指定された値はメモリ内のアドレス
address にだけ書き込まれます。必要に応じてリテラル値 unused を指定する事で、全ての未
使用メモリに値を書き込むよう指定できます。アドレス指定パラメータを何も指定しなけれ
ば、全ての未使用メモリに値が書き込まれます。expression は、指定されたメモリ位置に値
を書き込む方法を指定します。以下のオプションが利用できます。
- 単一値
xc16-ld --fill=0x12345678@unused
- 値のレンジ
xc16-ld --fill=1,2,3,4,097@0x9d000650:0x9d000750
- インクリメント値
xc16-ld --fill=7+=911@unused
既定値では、リンカは命令ワードと同じ長さ ( 幅 ) のデータをメモリに書き込みます。16 ビッ
トデバイスの場合、書き込まれる値の既定値幅は 24 ビットです。しかし、[wn:] を使って書
き込み値の幅を指定する事ができます (w は値の幅、n は 1/2/3 のいずれか )。
コマンドラインで複数の -fill オプションを指定できます。リンカは、常に指定されたメモリ
位置を先頭にして -fill オプションを処理します。

--gc-sections

リンク時にコードから未使用の関数を削除します。このオプションは ELF プロジェクトのみ
サポートします。この機能を最善の方法で使うには、コンパイラ コマンドラインに
-ffunction-sections オプションを追加します。

-Ldir

コマンドライン オプション -l によって指定されたライブラリの検索ディレクトリのリスト
に、ディレクトリ dir を追加します。

-legacy-libc

レガシーのインクルード ファイルとライブラリ (v3.24 以前 ) を使います。インクルード ファ
イルとライブラリのフォーマットは、v3.25 で HI-TECH C コンパイラ フォーマットに適合す
るよう変更されました。

-llibrary

リンク時に、library で指定された名前を持つライブラリを検索します。リンカは標準のディ
レクトリ リストを使ってライブラリ (「liblibrary.a」という名前を持つファイル ) を検索
します。リンカは、このファイルをフルネームで指定されたかのように扱います。このオプ
ションは、コマンドラインでの指定順に影響されます。リンカは、ライブラリおよびオブジェ
クトファイルを、それらが指定された順番に処理します。従って、foo.o -lz bar.o と指定
した場合、最初に foo.o、次にライブラリ libz.a、最後に bar.o が検索されます。bar.o
が libz.a 内の関数を参照している場合、それらの関数はロードされません。
標準のシステム ディレクトリに加えて、-L で指定されたディレクトリが検索されます。通常、
この方法で見付かるのはライブラリ ファイル ( オブジェクト ファイルをメンバーとするアー
カイブ ファイル ) です。リンカはアーカイブ ファイルをスキャンし、参照されているが未定
義であるシンボルを定義しているメンバーを探します。しかし、見付かったファイルが通常の
オブジェクト ファイルである場合、そのファイルは通常の方法でリンクされます。-l オプショ
ン ( 例 : -lmylib) とファイル名の直接指定 ( 例 : libmylib.a) の唯一の違いは、-l は指定さ
れた複数のディレクトリを検索するという事です。既定値では、リンカは -l オプションで指定
されたライブラリを以下のパスで検索します。
<install-path>\lib
これは 19.4「定義済みマクロの名前」で定義されている環境変数を使って変更できます。
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表 5-16: リンク オプション (続 き )
オプション

定義

-nodefaultlibs

リンク時に標準のシステム ライブラリを使いません。ユーザが指定したライブラリだけをリン
カに渡します。コンパイラは memcmp、memset、memcpy に対する呼び出しを生成する場合が
あります。通常これらのエントリは、標準コンパイラ ライブラリ内のエントリによって解決さ
れます。このオプションを指定した場合、別の何らかの機構によってこれらのエントリポイン
ト提供する必要があります。

-nostdlib

リンク時に標準のシステム スタートアップ ファイルまたはライブラリを使いません。リンカ
にはスタートアップ ファイルは渡されず、ユーザが指定したライブラリだけが渡されます。
コンパイラは memcmp、memset、memcpy に対する呼び出しを生成する場合があります。通常
これらのエントリは、標準コンパイラ ライブラリ内のエントリによって解決されます。このオ
プションを指定した場合、何らかの別の機構によってこれらのエントリポイントを提供する必
要があります。

-s

実行ファイルから全てのシンボルテーブルと再配置情報を削除します。

-T script

リンク時に使うリンカスクリプト ファイル script を指定します。このオプションは、等価
な -T リンカオプションに変換されます。

-u symbol

symbol が未定義であるかのようにふるまう事で、ライブラリ モジュールを強制的にリンクさ
せてシンボルを定義します。symbol の異なる複数の -u オプションを使って複数のライブラ
リ モジュールをロードさせる事ができます。

-Wl,option

option で指定したオプションをリンカに渡します。option は、コンマで区切る事で複数のオ
プションを指定できます。例えばマップファイルを生成する場合、-W1, -Map=Project.map
を使います。

-Xlinker option option で指定したオプションをリンカに渡します。これを使うと、コンパイラが認識しない
システム固有のリンカオプションを指定できます。
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5.7.10

ディレクトリを検索するためのオプション

以下のオプションは、ファイルを検索するディレクトリをコンパイラに対して指定します。
表 5-17: ディレクトリ検索オプション
オプション
-specs=file

5.7.11

定義
コンパイラは標準の specs ファイルを読み込んだ後に、指定されたファイル (file) を処理しま
す。これにより、どのスイッチを xc16-cc1、xc16-as、xc16-ld 等に渡すべきか決定する際
に、xc16-gcc ドライバ プログラムが使う既定値を上書きします。-specs=file はコマンドラ
インで複数回指定でき、それらは指定された順番に ( コマンドラインの左から右へ ) 処理されます。

コード生成規則のオプション

-fflag の形態のオプションは、デバイスに非依存のフラグを指定します。ほとんどのフラグには肯定形
と否定形の両方が存在します。例えば -ffoo の否定形は -fno-foo です。以下の表には、既定値ではな
い方だけを記載しています。
表 5-18: コード生成規則オプション
オプション

定義

-fargument-alias
-fargument-noalias
-fargumentnoalias-global

パラメータ同士およびパラメータとグローバルデータ間の関係を指定します。
-fargument-aliasを指定した場合、引数(パラメータ)は他の引数とグローバル 記憶域
のエイリアスになる事ができます。
-fargument-noalias を指定した場合、引数は他の引数のエイリアスにはなれません
が、グローバル記憶域のエイリアスになる事ができます。
-fargument-noalias-global を指定した場合、引数は他の引数のエイリアスにもグ
ローバル記憶域のエイリアスにもなる事はできません。
各言語は、規格が要求するオプションを自動的に使います。ユーザがこのオプションを
指定する必要はありません。

-fcall-saved-reg

regで指定された名前を持つレジスタを、関数によって退避される割り当て可能レジスタ
として扱います。このレジスタは、1 つの関数呼び出しを越えて保持される一時的オブ
ジェクトまたは変数に対しても割り当る事ができます。この方法でコンパイルされた関
数は、reg で指定されたレジスタを使用時に退避 / 復元します。
このフラグをフレームポインタまたはスタックポインタで使うとエラーが発生します。
デバイスの実行モデル内で固定的かつ広範な役割を持つ他のレジスタに対してこのフラ
グを使うと、破滅的な結果を招きます。
関数の値が返されるレジスタに対してこのフラグを使うと、前記とは異なる種類の破滅
的な結果が生じます。
このフラグは、全てのモジュールで一貫して使う必要があります。

-fcall-used-reg

regで指定された名前を持つレジスタを、関数呼び出しによって上書きされない割り当て
可能レジスタとして扱います。このレジスタは、1 つの関数呼び出しを越えて保持されな
い一時的オブジェクトまたは変数に対して割り当てる事ができます。この方法でコンパ
イルされた関数は、レジスタ reg を退避 / 復元しません。
このフラグをフレームポインタまたはスタックポインタで使うとエラーが発生します。
デバイスの実行モデル内で固定的かつ広範な役割を持つ他のレジスタに対してこのフラ
グを使うと、破滅的な結果を招きます。
このフラグは、全てのモジュールで一貫して使う必要があります。

-ffixed-reg

regで指定された名前を持つレジスタを固定レジスタとして扱います。生成されたコード
は、このレジスタを ( おそらくスタック ポインタ、フレーム ポインタ、その他の固定的
な役割を持つレジスタとして以外には ) 決して参照すべきではありません。
reg はレジスタの名前である事が必要です ( 例 : -ffixed-w3)。

-fno-ident

#ident ディレクティブを無視します。

-fpack-struct

全ての構造体メンバーを、間隔を空ける事なく格納します。このオプションを使うと、生
成されるコードは最適な物ではなくなり、構造体メンバーのオフセットはシステム ライ
ブラリと一致しなくなるので、通常はこのオプションが必要になる事はありません。
dsPIC® DSC デバイスでは、ワードを偶数バイト境界に配置する必要があります。従っ
て、packed 属性を使う場合は、実行時アドレスエラーを防ぐために注意が必要です。
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表 5-18: コード生成規則オプション (続 き )
オプション

定義

-fpcc-structreturn

サイズの小さな struct および union 型の値を、レジスタに返すのではなく、よりサイ
ズの大きな値と同様にメモリ内に返します。これは効率的ではありませんが、利点とし
て、16 ビットコンパイラでコンパイルされたファイルと他のコンパイラでコンパイルさ
れたファイルの間で互換性が得られます。「サイズの小さい」とは、構造体 / 共用体のサ
イズとアラインメントが整数型と一致するという意味です。

-fno-short-double

既定値では、コンパイラは double 型を float 型と等価として扱います。このオプショ
ンは、double 型を long double 型と等価にします。複数のモジュールが double 型
のデータを、引数を介して直接共有するかバッファ空間を介して間接的に共有している
場合、それらのモジュール間でこのオプションが一致しないと、予期せぬ結果が生じま
す。ライブラリは、どちらかのスイッチ設定を持つプロダクト関数と一緒に提供されま
す。

-fshort-enums

enum 型に対して、その宣言において示された可能な値の範囲にとってちょうど必要とな
るだけのバイト数を割り当てます。具体的に言うと、enum 型は、十分な大きさを持つ最
小の整数型と等価になります。

-fverbose-asm
-fno-verbose-asm

生 成 す る ア セ ン ブ リ コ ー ド に コ メ ン ト を 追 加 し て 読 み や す く し ま す。既 定 値
(-fno-verbose-asm) では、コメントは追加されません。これは 2 つのアセンブリ ファ
イルを比較する場合に便利です。
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5.8

MPLAB X IDEの コンパイラ関連オプション
MPLAB X IDE におけるコンパイラ関連オプションについては第 4 章「XC16 ツール
チェーンと MPLAB X IDE」を参照してください。
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第6章
6.1

デバイスに固有の機能

はじめに
MPLAB XC16 C コンパイラは、純粋にデバイスに関係する機能を提供します。
•
•
•
•
•
•

6.2

デバイスサポート
デバイス ヘッダファイル
スタック
コンフィグレーション ビットへのアクセス
MCU 内の SFR の使用方法
ビット反転アドレス指定とモジュロ アドレス指定

デバイスサポート
第 1 章「コンパイラの概要」で説明したように、本コンパイラは全ての Microchip 社
製 16 ビットデバイス (dsPIC30/33 デジタルシグナル コントローラ (DSC) と PIC24
マイクロコントローラ (MCU)) をサポートします。
使用中のコンパイラ バージョンがどのデバイスをサポートしているかは、コンパイラ
インストール フォルダ内の「docs」フォルダに保存されている Readme_XC16.html
ファイルで調べる事ができます。以下はファイルパスの例です。
C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.10\docs\Readme_XC16.html

6.3

デバイス ヘッダファイル
各 C ソースファイルには、通常 1 つの汎用ヘッダファイル xc.h をインクルードしま
す。このファイルにより、プロジェクトをビルドする際にその他のデバイス固有およ
びアーキテクチャ固有のヘッダファイルがインクルードされます。
このファイルをインクルードする事により、専用の変数を介する SFR へのアクセス
と、特殊なメモリアクセスまたは特殊な命令のインクルードを可能にするマクロが利
用可能となります。
コード内でデバイス固有ヘッダファイルをインクルードすべきではありません。そう
すると移植性が低下します。
参考 : デバイス固有コンパイラ ヘッダファイルは support/family/h ディレクトリに保存されています。

アセンブリ インクルード ファイル (*.inc) については、アセンブラのマニュアルを
参照してください。
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6.3.1

レジスタ定義ファイル

6.5「コンフィグレーション ビットへのアクセス」で説明するデバイス ヘッダファイ
ルは、各デバイスの全て SFR の名前を指定しますが、SFR のアドレスは定義しませ
ん。製品ごとに別々に用意されたデバイス固有リンカスクリプト ファイル一式が
support/family/gld ディレクトリに保存されています。これらのリンカスクリプ
ト ファイルが SFR のアドレスを定義します。これらのファイルの 1 つを使うために、
以下のコマンドライン オプションを指定します。
-T p30fxxxx.gld

xxxx はデバイスの製品番号です。
例として、dsPIC30F2010 向けのアプリケーション コードが書かれた app2010.c と
いう名前のファイルは、以下のコマンドラインを使ってコンパイルおよびリンクでき
ます。
xc16-gcc -mcpu=30f2010 -o app2010.out -T p30f2010.gld app2010.c

-o コマンドライン オプションは出力する実行ファイルの名前を指定し、-T オプショ
ンは dsPIC30F2010 向けリンカスクリプトの名前を指定します。現在作業中のディレ
クトリ内に p30f2010.gld が見付からない場合、リンカはあらかじめ決められたラ
イブラリパスを検索します。既定値検索パスには、プリインストールされたライブラ
リおよびリンカスクリプトの全てのディレクトリが含まれます。
プロジェクトに固有の変更を行う前に、適切なリンカスクリプト ファイル ( コンパイ
ラと一緒に供給された物 ) をプロジェクト ディレクトリにコピーしておく必要があり
ます。
6.3.2

コンパイル時のメモリ情報

各デバイスヘッダ ファイルは、メモリサイズの特定に役立つマクロを含みます。ヘッ
ダファイルは、各メモリ領域 (RAM、フラッシュ、ベクタテーブル、コンフィグレー
ション ワード等 ) に対して、2 つのシンボル ( ベースアドレスと長さ ( バイト数 )) を
定義します。これらのシンボル名の書式は、それぞれ __<region_id>_BASE と
__<region_id>_LENGTH です。これらのシンボルは、前処理シンボルが使われる任
意の箇所で使われます。
以下に例を示します。
#if __DATA_LENGTH < 0x1000
#error Please use a device with at least 4K of data memory
#endif

DS50002071E_JP - p. 126

 2016 Microchip Technology Inc.

デバイスに固有の機能
6.4

スタック
本書では、16 ビットデバイスが使うスタックを「ソフトウェア スタック」と呼びま
す。これは、ほとんどのコンピュータが採用している標準的なスタック編成であり、
データメモリにはプッシュ/ ポップ型命令とスタックポインタ レジスタによってアク
セスします。「ハードウェア スタック」という用語は、Microchip 社製 8 ビットデバ
イスが採用しているスタックを指す場合に使います。これは、関数のリターンアドレ
スを保存するためにだけ使います。
16 ビットデバイスは、レジスタ W15 をソフトウェア スタックポインタ専用に使いま
す。関数呼び出し、割り込み、例外処理を含む全てのプロセッサ スタック動作にはソ
フトウェア スタックを使います。スタックは、メモリアドレスの高い方へ向かって進
みます。
dsPIC DSC はスタック オーバーフロー検出機能もサポートします。スタックポイン
タ制限レジスタ SPLIM が初期化されると、デバイスは全てのスタック動作でオーバー
フローを検査します。オーバーフローが発生すると、プロセッサはスタックエラー例
外を起動します。既定値では、これによってプロセッサ リセットが発生します。アプ
リケーションは、_StackError という名前の割り込み関数を定義する事によって、
スタックエラー例外ハンドラを実装する事もできます。詳細は第 14 章「割り込み」を
参照してください。
C スタートアップ モジュールは、起動および初期化シーケンス中に、スタックポイン
タ (W15) とスタックポインタ制限レジスタを初期化します。通常、初期値はリンカに
よって提供されます。リンカは、未使用データメモリから可能な限り大きなスタック
を割り当てます。スタックの位置はリンクマップ出力ファイル内で示されます。
--stack リンカ コマンドライン オプションにより、アプリケーションは少なくとも
最小限サイズのスタックを確保できます。詳細は『MPLAB XC16 Assembler, Linker
and Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照してください。
あるいは、アセンブリ ソースファイルから、ユーザ定義セクションを使って、指定サ
イズのスタックを割り当てる事ができます。以下の例は 0x100 バイトのデータメモリ
をスタック用に予約します。
.section *,data,stack
.space 0x100

リンカは適切なサイズのセクションを割り当て、スタートアップ コードが適切にス
タックを初期化できるよう、__SP_init と __SPLIM_init を初期化します。これ
は通常のアセンブリコード セクションであるため、スタックの定義に address 等の
属性を追加できます。詳細は『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s
Guide』(DS52106) を参照してください。
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6.5

コンフィグレーション ビットへのアクセス
Microchip 社のデバイスは、コンフィグレーション ビットまたはヒューズを特定のア
ドレスに格納します。これらのビットは、基本的なデバイスの動作 ( オシレータモー
ド、ウォッチドッグ タイマ、プログラミング モード、コード保護等 ) を指定します。
これらのビットを正しく設定しないと、コードエラーが発生したり、デバイスが動作
しなくなる可能性があります。
6.5.1

#pragma config を使ったコンフィグレーション設定

コンフィグレーション設定には、プリプロセッサ ディレクティブ #pragma config
と、コンパイラ インストール ディレクトリ内の「docs」サブディレクトリ内で指定
されているコンフィグレーション設定マクロを使います。
ディレクティブ フォーマットオプションを以下に示します。
#pragma config setting = state|value
#pragma config register = value

setting はコンフィグレーション設定記述子 ( 例 : WDT)、state は記述値 ( 例 : ON)、
value は数値です。レジスタトークンは、コンフィグレーション ワードレジスタ
( 例 : CONFIG1L) の全体を表現できます。
デバイスで利用可能な全ての設定の一覧を見るには、MPLAB X IDE の [Dashboard]
ウィンドウで [Compiler Help] ボタンを使うか、以下のコマンドラインを使います。
<MPLAB XC16 Installation folder>/vx.xx/docs/config_index.html

6.5.2

マクロを使ったコンフィグレーション設定

コンフィグレーション ビットの設定用にコンフィグレーション設定マクロが提供さ
れます。例えば、マクロを使って FOSC ビットを設定する場合、以下のコード行を
C ソースコードの先頭より前に挿入します。
_FOSC(CSW_FSCM_ON & EC_PLL16);

これは、PLL による外部クロックを 16 逓倍に設定し、クロック切り換えとフェイル
セール クロック監視機能を有効にします。
同様に、FBORPOR ビットは以下のように設定できます。
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_27 & PWRT_ON_64 & MCLR_DIS);

これは、2.7 V でのブラウンアウト リセットを有効にし、パワーアップ タイマを 64 ms
に初期化し、MCLR ピンを I/O ピンとして設定します。
コンフィグレーション設定マクロは、各デバイス向けのコンパイラ ヘッダファイル内
で定義されます。関連する全てのマクロの一覧を見るには、各デバイス向けのヘッダ
ファイルを参照してください。既定値では、それらのヘッダファイルは以下に保存さ
れています。
<MPLAB XC16 Installation folder>/vx.xx/support/device/h

vx.xxはコンパイラのバージョンを示し、deviceは16ビット デバイスファミリ名を
示します。
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6.6

SFRの 使用方法
特殊機能レジスタ (SFR) は、MCU の動作またはデバイス上の周辺モジュールの動作
を制御するためのレジスタです。これらのレジスタはデバイスメモリにマッピングさ
れます ( つまり、デバイスのデータメモリ空間内の特定アドレスに配置され、そのア
ドレスを使ってアクセスできます )。一部のレジスタは、異なる機能を制御する複数
のビットフィールドを含みます。読み出し専用または書き込み専用のレジスタもあり
ます。詳細はデバイスのデータシートを参照してください。
メモリに配置された SFR には、そのレジスタのアドレスに割り当てられた専用の
C 変数を使ってアクセスします。これらの変数には通常の C 変数と同様にアクセスで
きるため、SFR へのアクセスのために特別な構文を使う必要はありません。
SFR 変数識別子は各ヘッダファイル内で定義されており、<xc.h> ヘッダファイル
(6.3「デバイス ヘッダファイル」参照 ) をソースコードにインクルードする事でアク
セス可能になります。ビットフィールドを含む構造体も定義されるため、ソースコー
ドからレジスタ内のビットにアクセスする事ができます。
SFR 変数識別子を正しいアドレスに関連付けるには、使用デバイスに対応する適切な
リンカスクリプト ファイルをプロジェクトにリンクする必要があります。MPLAB
IDE は既定値リンカスクリプトを使ってリンクしますが、コマンドライン ツール
チェーンを使う場合はリンカスクリプト ファイルを明示的に指定する必要がありま
す。リンカスクリプト ファイルの拡張子は .gld です ( 例 : p30F6014.gld)。基本
的なファイルはコンパイラと一緒に提供されます。
プロセッサ ヘッダファイルは、各 SFR に対して、そのデバイスのデータシート内の
名前を割り当てます ( 例 : コア制御レジスタには CORCON という名前を付けます )。機
能の異なる複数のビットまたはビットフィールドを含む SFR には、構造体も定義さ
れます。構造体には、SFR の名前の後に「bits」を付加した名前が付きます。例えば、
コア制御レジスタ (CORCON) の構造体の名前は CORCONbits です。構造体内の個々
のビット ( またはビットフィールド ) にはデータシート内の名前が付けられます
( 例 : CORCON レジスタの PSV ビットには PSV という名前が付けられます )。
CORCON レジスタの完全な定義を以下に示します ( 定義は変更される可能性がありま
す )。
/* CORCON:CPU Mode control Register */
extern volatile unsigned int CORCON __attribute__((__sfr__));
typedef struct tagCORCONBITS {
unsigned IF
:1;
/* Integer/Fractional mode
unsigned RND
:1;
/* Rounding mode
unsigned PSV
:1;
/* Program Space Visibility enable
unsigned IPL3
:1;
unsigned ACCSAT :1;
/* Acc saturation mode
unsigned SATDW
:1;
/* Data space write saturation enable
unsigned SATB
:1;
/* Acc B saturation enable
unsigned SATA
:1;
/* Acc A saturation enable
unsigned DL
:3;
/* DO loop nesting level status
unsigned
:4;
} CORCONBITS;
extern volatile CORCONBITS CORCONbits __attribute__((__sfr__));

Note:

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

シンボル CORCON と CORCONbits は、リンク時に同じレジスタ ( 従って
同じアドレス ) を参照します。

リンカスクリプトの使い方については『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities
User’s Guide』(DS52106) を参照してください。
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以下にリアルタイム クロックの例を示します。これは SFR ( 例 : TMR1) と、SFR 内
のビット ( 例 : T1CONbits.TCS) を使います。これらの SFR の説明は p30F6014.h
ファイルに書かれています ( このファイルは <xc.h> によって自動的にソースコード
にインクルードされるため、ユーザがインクルードする必要はありません )。このファ
イルはデバイス固有リンカスクリプト (p30F6014.gld) とリンクされます。
例 6-1: リアルタイム クロックの例
/*
** Sample Real Time Clock for dsPIC
**
** Uses Timer1, TCY clock timer mode
** and interrupt on period match
*/
#include <xc.h>
/* Timer1 period for 1 ms with FOSC = 20 MHz */
#define TMR1_PERIOD 0x1388
struct clockType
{
unsigned int timer;
unsigned int ticks;
unsigned int seconds;
} volatile RTclock;
void reset_clock(void)
{
RTclock.timer = 0;
RTclock.ticks = 0;
RTclock.seconds = 0;
TMR1 = 0;
PR1 = TMR1_PERIOD;
T1CONbits.TCS = 0;
IPC0bits.T1IP = 4;
IFS0bits.T1IF = 0;
IEC0bits.T1IE = 1;

/* countdown timer, milliseconds */
/* absolute time, milliseconds
*/
/* absolute time, seconds
*/

/* clear software registers

*/

/*
/*
/*
/*
/*
/*

*/
*/
*/
*/
*/
*/

clear timer1 register
set period1 register
set internal clock source
set priority level
clear interrupt flag
enable interrupts

SRbits.IPL = 3;
/* enable CPU priority levels 4-7*/
T1CONbits.TON = 1;
/* start the timer*/
}
void __attribute__((__interrupt__,__auto_psv__)) _T1Interrupt(void)
{ static int sticks=0;
if (RTclock.timer > 0)
RTclock.timer -= 1;
RTclock.ticks++;
if (sticks++ > 1000)
{
sticks = 0;
RTclock.seconds++;
}

/* if countdown timer is active */
/* decrement it
*/
/* increment ticks counter
*/

IFS0bits.T1IF = 0;
return;

/* clear interrupt flag

/*
/*

/* if time to rollover
clear seconds ticks
and increment seconds

*/
*/
*/

*/

}
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6.7

ビット反転アドレス指定とモジュロ アドレス指定
全ての dsPIC DSC はビット反転アドレス指定とモジュロ アドレス指定をサポートし
ます。
ビット反転アドレス指定は、FFT ( 高速フーリエ変換 ) アルゴリズム内で、X 空間デー
タ配列への書き込みを単純化して高速化するために使います。これを有効にすると、
プリ インクリメントおよびポスト デクリメント アドレス指定モードは、命令によっ
て使われる下位ドレスを反転します。
モジュロ ( または巡回 ) アドレス指定は、dsPIC ハードウェアを使った循環データバッ
ファをサポートするための自動化された手段を提供します。これを使うと、配列に対
するデータアドレス境界のチェックをソフトウェアで実行する必要がなくなります。
本コンパイラは、ビット反転およびモジュロ アドレス指定の使用を直接サポートしま
せん。従って、メモリへのアクセス時にこれらのアドレス指定モードが有効になる事
を想定して書かれた C ソースからコードを生成する事はできません。これらのアドレ
ス指定モードのどちらかがターゲット デバイス上で設定される場合、そのアドレス指
定モードをポインタとして使うよう指定されたレジスタがコンパイラによって使わ
れないようにする事は、ユーザの責任です。これらのアドレス指定モードのどちらか
が有効である時に割り込みが発生する可能性がある場合、特別な注意を払う必要があ
ります。
手書きのアセンブリ関数を使う事により、モジュロアドレス指定向けに適切にメモリ
内に配置される配列を C ソース内で定義できます。aligned 属性を使う事で、イン
クリメント モジュロバッファとして使うために配置される配列を定義できます。開始
および終了アドレスとモジュロアドレスが適用されるレジスタの初期化コードは、配
列の仕様に適合するよう手書きする必要があります。reverse 属性を使う事で、デ
クリメント モジュロバッファとして使うために配置される配列を定義できます。これ
らの属性については 13.2.1「関数指定子」を参照してください。ビット反転またはモ
ジュロ アドレス指定については、『dsPIC30F ファミリ リファレンスマニュアル、高
性能デジタルシグナルコントローラー』(DS70046) を参照してください。
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第7章

MPLAB XC16 と ANSI C の相違

本コンパイラは ANSI X3.159-1989 プログラミング言語規格に準拠します。これは一
般的に C89 規格と呼ばれます。本書では、C89 規格を ANSI C 規格と呼びます。本コ
ンパイラは、より新しい C99 規格の一部の機能もサポートします。
• ANSI C 規格からの逸脱
• ANSI C 規格に対する拡張
• 処理系定義のふるまい

7.1

ANSI C規 格からの逸脱
ANSI C 規格からの逸脱はありません。

7.2

ANSI C規 格に対する拡張
MPLAB XC16 C コンパイラは、キーワードと式の領域で、ANSI C 規格に対する拡張
を提供します。
7.2.1

キーワードの相違

新しいキーワードはベース GCC 処理系の一部です。以下の参照先の説明は標準 GCC
文書に基づき、GCC の 16 ビット コンパイラパートの特定の構文と意味に合わせて
調整されています。
•
•
•
•
•

8.12「変数属性」
13.2.1「関数指定子」
13.6「関数のインライン展開」
10.11「変数のレジスタへの割り当て」- 指定レジスタ内の変数
8.8「複素数データ型」

7.2.2

式の相違

式の相違点は以下の通りです。
• 8.9「リテラル定数の型と書式」- バイナリ定数

7.3

処理系定義のふるまい
ANSI C 規格の一部の機能は処理系定義のふるまいをします。これは、一部の C コー
ドの厳密な挙動はコンパイラによって異なる可能性があるという事を意味します。
MPLAB XC16 C コンパイラの厳密な挙動については本書全体を通して詳細に説明し
ており、補遺 A.「処理系定義のふるまい」に全てをまとめて記載しています。
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第8章
8.1

サポートするデータ型と変数

はじめに
MPLAB XC16 C コンパイラは各種のデータ型と修飾子 ( 属性 ) をサポートします。
第 8 章では、これらのデータ型と変数について説明します。メモリ内の変数の格納位
置については、第 10 章「メモリの割り当てとアクセス」を参照してください。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2

識別子
整数データの型
浮動小数点データの型
固定小数点データの型
構造体と共用体
ポインタの型
複素数データ型
リテラル定数の型と書式
標準型修飾子
コンパイラに固有の型修飾子
変数属性

識別子
C 変数の識別子 ( および関数識別子 ) は一連の文字と数字で表され、アンダースコア
「_」は文字として数えられます。識別子の頭文字に数字を使う事はできません。アン
ダースコアは識別子の頭文字に使えますが、そのような識別子はコンパイラ用に予約
されているため、ユーザ プログラムの中で定義すべきではありません。これはアセン
ブリ ドメイン識別子には適用されません。それらの識別子はしばしばアンダースコア
か ら 始 ま り ま す (『MPLAB XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』
(DS52106) 参照 )。
識別子では大文字と小文字を区別するため、main と Main は同じではありません。
識別子内の全ての文字は有意ですが、31 文字を越える長さの識別子を使うと移植性
が低下します。
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8.3

整数データの型
表 8-1 に、本コンパイラがサポートする整数データ型を示します。符号指定のない整
数データ型と符号付き (signed) 整数データ型は、全て算術型符号付き整数です。符号
なし (unsigned) 整数データ型は、算術型符号なし整数です。
表 8-1: 整数データの型
ビット数

Min.

Max.

cha、signed char

8

-128

127

unsigned char

8

0

255

short、signed short

16

-32768

32767

unsigned short

16

0

65535

int、signed int

16

-32768

32767

unsigned int

16

0

65535

long、signed long

32

-231

231 - 1

unsigned long

32

0

232 - 1

long long*?signed long long*

64

-263

263 - 1

unsigned long long*

64

0

264 - 1

型

* ANSI-89 拡張

1 ビット値を格納するための型は存在しません。
全ての整数値はリトルエンディアン形式で指定されます。これは以下を意味します。
• 最下位バイト (LSB) は最も低いアドレスに格納される
• 最下位ビット (LSb) は最も番号の小さいビット位値に格納される
例えば 0x12345678 の long 値は、アドレス 0x100 で以下のように格納されます。
0x100

0x101

0x102

0X103

0x78

0x56

0x34

0x12

また、0x12345678 の long 値は、以下のようにレジスタ w4 と w5 に格納されます。
w4

w5

0x5678

0x1234

符号付き値は 2 の補数整数値として格納されます。
ソースコードに <limits.h> をインクルードする事で、整数の最小値と最大値を指
定するプリプロセッサ マクロが使えるようになります。既定値では、このヘッダファ
イルは以下に保存されています。
<install directory>\include

ANSI 規格はデータ型のサイズを完全には規定していません。このため、これらのマ
クロを使って、その処理系におけるデータ型の保持値の許容レンジを確認する事によ
り、コードの移植性を高める事ができます。
整数の処理系定義ふるまいについては A.6「整数」を参照してください。
8.3.1

2 ワード整数

本コンパイラは、long int の 2 倍の長さを持つ整数データ型をサポートします。こ
のデータ型の符号付き整数にはlong long int、符号なし整数にはunsigned long
long int を単純に指定します。long long int 型の整数定数には接尾辞 LL を追加
します。unsigned long long int 型の整数定数には接尾辞 ULL を追加します。
これらの型は、他の整数型と同様に算術演算で使えます。
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8.3.2

char 型

本コンパイラはデータ型として char をサポートします。既定値では、これは signed
char と等価です。オプションを指定する事で、unsigned char を既定値として使う
事もできます (5.7.3「C 言語の方言を制御するためのオプション」参照 )。
「C 言語の char 型は ASCII キャラクタ向けにのみ使われる」と、よく誤解されます。
これは正しい認識ではありません。C 言語は、ASCII ですら既定値の文字表現として
保証していません ( しかし、この処理系は ASCII を文字表現として使います )。char
型は、単純に最小サイズのマルチビット整数であり、あらゆる点で整数と同様にふる
まいます。歴史的な理由で「char」と命名されただけであり、char 型は文字を表現
する事しかできないという意味ではありません。C 言語の式内では、char 型の値は
他の型の値と自由に組み合わせる事ができます。MPLAB XC16 C コンパイラでは、
char 型を各種の用途 (8 ビット整数として、ASCII 文字の記憶域として、I/O 位置へアク
セスするため ) に使います。
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8.4

浮動小数点データの型
本コンパイラは IEEE-754 フォーマットを採用しています。表 8-2 に、本コンパイラ
がサポートする浮動小数点データの型を示します。全ての浮動小数点データ型は算術
型実数です。
表 8-2: 浮動小数点データの型
ビット数

E Min

E Max

N Min

N Max

float

32

-126

127

2-126

2128

double*

32

-126

127

2-126

2128

long double

64

-1022

1023

2-1022

21024

型

E = 指数
N = 正規値 ( 概数 )
* -fno-short-double オプションを使う場合、double は long double と等価です。

全ての浮動小数点値はリトルエンディアン形式で指定されます。これは以下を意味し
ます。
• 最下位バイト (LSB) は最も低いアドレスに格納される
• 最下位ビット (LSb) は最も番号の小さいビット位値に格納される
例えば 1.2345678 の double 値は、アドレス 0x100 で以下のように格納されます。
0x100

0x101

0x102

0X103

0x51

0x06

0x9E

0x3F

また、1.2345678 の double 値は、以下のようにレジスタ w4 と w5 に格納されます。
w4

w5

0x0651

0x3F9E

浮動小数点型は常に signed として扱われ、浮動小数点型の指定時に unsigned キー
ワードの使用は禁じられています。
ソースコードに <float.h> をインクルードする事で、有効レンジを指定するプリ
プロセッサ マクロが使えるようになります。
浮動小数点数の処理系定義ふるまいについては A.7「浮動小数点数」を参照してくだ
さい。
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8.5

固定小数点データの型
表 8-3 に、-menable-fixed コマンドライン オプションを指定した場合に本コンパ
イラがサポートする固定小数点データの型を示します。本コンパイラがサポートする
固定小数点の C 言語方言については、第 9 章「固定小数点算術演算のサポート」を参
照してください。signed または unsigned 型指定子が指定されない場合、その型は
signed と見なされます。
表 8-3: 固定小数点データの型
型

Min

ビット数

Max

_Fract

16

-1.0

1.0 - 2^-15

short _Fract

16

-1.0

1.0 - 2^-15

signed _Fract

16

-1.0

1.0 - 2^-15

signed short _Fract

16

-1.0

1.0 - 2^-15

unsigned _Fract

16

0.0

1.0 - 2^-15

unsigned short _Fract

16

0.0

1.0 - 2^-15

long _Fract

32

-1.0

1.0 - 2^-31

signed long _Fract

32

-1.0

1.0 - 2^-31

unsigned long _Fract

32

0.0

1.0 - 2^-31

_Accum

40

-256.0

256.0 - 2^-31

short _Accum

40

-256.0

256.0 - 2^-31

long _Accum

40

-256.0

256.0 - 2^-31

signed _Accum

40

-256.0

256.0 - 2^-31

signed short _Accum

40

-256.0

256.0 - 2^-31

signed long _Accum

40

-256.0

256.0 - 2^-31

unsigned _Accum

40

0.0

256.0 - 2^-31

unsigned short _Accum

40

0.0

256.0 - 2^-31

unsigned long _Accum

40

0.0

256.0 - 2^-31

整数および浮動小数点データ型と同様に、全ての固定小数点値はリトルエンディアン
形式で表現されます。これは以下を意味します。
• 最下位バイト (LSB) は最も低いアドレスに格納される
• 最下位ビット (LSb) は最も番号の小さいビット位値に格納される
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8.6

構造体と共用体
MPLAB XC16 C コンパイラは struct 型と union 型をサポートします。構造体と共
用体では、各メンバーに適用されるメモリオフセットだけが異なります。
これらの型は少なくとも 1 バイト幅を持ちます。構造体内のビットフィールドは完全
にサポートされます。
構造体と共用体は、関数の引数および戻り値として自由に渡す事ができます。構造体
と共用体を指すポインタは完全にサポートされます。
構造体、共用体、ビットフィールドの処理系定義ふるまいは A.10「構造体、共用体、
列挙体、ビットフィールド」に記載しています。
8.6.1

構造体および共用体の修飾子

MPLAB XC16 C コンパイラは、構造体に対する型修飾子の使用をサポートします。修
飾子を構造体に対して適用すると、構造体の全てのメンバーがその修飾子を継承しま
す。下の例では、構造体に対して const 修飾子を適用しています。
const struct foo {
int number;
int *ptr;
} record = { 0x55, &i };

この場合、構造体全体がプログラム空間内に配置され、各メンバーは読み出し専用で
す。通常、構造体を const 修飾する場合、全てのメンバーを忘れずに初期化する必
要があります ( 実行時に初期化できないため )。
構造体は修飾せずに、構造体のメンバーを個々に const 修飾した場合、構造体は RAM
内に配置されますが、各メンバーはやはり読み出し専用です。構造体メンバーを修飾
する場合の例を以下に示します。
struct {
const int number;
int * const ptr;
} record = { 0x55, &i};
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8.6.2

構造体内のビットフィールド

MPLAB XC16 C コンパイラは、構造体の中のビットフィールドを完全にサポートします。
ビットフィールドの既定値の型は signed int です。コマンドライン オプションを
指定する事で、ビットフィールドを unsigned int 型にできます (Section 5.7.3
“Options for Controlling the C Dialect” 参照 )。
最初に定義されたビットは、格納先のワードの最下位ビット (LSb) に格納されます。
本コンパイラは、基礎型の最大サイズ以下であれば、任意ビットサイズのビット
フィールドをサポートします。どの整数型でもビットフィールドにできます。通常、
配置は基礎型にとって自然なビット境界を横切りません。以下に例を示します。
struct foo {
long long i:40;
int j:16;
char k:8;
} x;
struct bar {
long long I:40;
char J:8;
int K:16;
} y;

コンパイラは struct foo に 10 バイトのサイズを割り当てます。i はビットオフ
セット 0 で配置されます (bit 39 まで )。その後に 8 ビットがパディングされ、ビット
オフセット 48 に j が配置されます。ビットをパディングせずに j を i の次のビット
( ビットオフセット 40) に配置すると 16 ビット整数の記憶域境界を横切ってしまいま
す。k は、j の直後 ( ビットオフセット 64) に配置されます。最後に 8 ビットをパディ
ングする事により、構造体は配列の場合に要求されるアラインメントを維持します。
アラインメントの単位は 2 バイトです ( 構造体における最大アラインメントは 2 バイ
トであるため )。
コンパイラは struct bar に 8 バイトのサイズを割り当てます。i はビットオフセッ
ト 0 で配置されます (bit 39 まで )。J の前にビットをパディングする必要はありませ
ん。なぜなら J は char 型であるため、記憶域境界を越えないからです。J はビット
オフセット 40 で配置されます。K はビットオフセット 48 で配置できるため、メモリ
空間を浪費せずに構造体を完成できます。
制御レジスタ内のアクティブなビットの間にある未使用領域を埋めるために、無名の
ビットフィールドを宣言する事ができます。以下に例を示します。
struct foo {
unsigned lo :1;
unsigned
:6;
unsigned hi :1;
} x;

ビットフィールドを含む構造体は、コンマで区切った各フィールドの初期値のリスト
を与える事によって初期化できます。以下に例を示します。
struct foo {
unsigned lo :1;
unsigned mid :6;
unsigned hi :1;
} x = {1, 8, 0};

無名ビットフィールドを含む構造体を初期化する場合、無名メンバーには初期値を与
えません。以下に例を示します。
struct foo {
unsigned lo
unsigned
unsigned hi
} x = {1, 0};

:1;
:6;
:1;

この場合、メンバー lo および hi は正しく初期化されます。
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8.7

ポインタの型
MPLAB XC16 C コンパイラは、2 種類の基本的ポインタ型 ( データポインタと関数ポイ
ンタ ) をサポートします。データポインタは、プログラムによって間接的に読み出し
( および場合によって書き込み可能 ) な変数のアドレスを保持します。関数ポインタは、
ポインタを介して間接的に呼び出す事ができる実行可能関数のアドレスを保持します。
8.7.1

型修飾子とポインタの組み合わせ

ポインタ型の定義に関しては、最初に ANSI C 規格の規定を調べる事を推奨します。
ポインタは他の C オブジェクトと同様に修飾できますが、ポインタには 2 つの量が関
係するため、修飾するには注意が必要です。2 つ量の 1 つはポインタ自身です。ポイ
ンタは通常の C 変数と同様に扱われ、ポインタにはメモリが予約されます。もう 1 つ
はターゲットです ( 複数の場合あり )。ターゲットはポインタの参照先 ( ポインタが指
す対象 ) です。ポインタ定義の一般的な形態は以下の通りです。
target_type_&_qualifiers * pointer’s_qualifiers pointer’s_name;

*の右側にある(つまりpointer’s_nameの前の)修飾子は、ポインタ変数自体に関係
します。* の左側にある型と全ての修飾子は、ポインタのターゲットに関係します。
それはポインタを逆参照する * 演算子でもあるため、これは理に適っています。これ
により、ポインタ変数からその現在のターゲットを取得できます。
volatile 修飾子を使ったポインタ定義の 3 つの例を以下に示します。定義内の
フィールドは、スペースを挿入して見やすくしています。
volatile int *
int
* volatile
volatile int * volatile

vip ;
ivp ;
vivp ;

最初の例は、名前が vip のポインタです。これは volatile で修飾された int 型オ
ブジェクトのアドレスを格納します。ポインタ自体 ( アドレスを保持する変数 ) は
volatile ではありません。しかし、ポインタが逆参照された時にアクセスされるオ
ブジェクトは volatile として扱われます。言い換えると、このポインタを介してア
クセス可能なターゲット オブジェクトは外部で変更される可能性があります。
2 番目の例は、名前が ivp のポインタです。これも int 型オブジェクトのアドレス
を格納します。この例では、ポインタ自体が volatile であり、ポインタが格納する
アドレスは外部で変更される可能性があります。しかし、ポインタが逆参照された時
にアクセスされるオブジェクトは volatile ではありません。
最後の例は、名前が vivp のポインタです。ポインタ自体が volatile で修飾され、
ポインタが指すオブジェクトも volatile です。
1 つのポインタに複数のオブジェクトのアドレスが割り当てられる可能性があるとい
う事に注意が必要です。例えば、関数へのパラメータとして使われるポインタには、
その関数が呼び出されるたびに異なるオブジェクト アドレスが割り当てられます。ポ
インタの定義は、割り当てられる全てのターゲット アドレスに対して有効である事が
必要です。
Note:
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ポインタに関する表現には注意が必要です。
「const ポインタ」という表現
は、const オブジェクトを指すポインタなのか、ポインタ自体が const
なのか曖昧です。定義を明確にするために「const を指すポインタ」と
「const ポインタ」を使い分ける事はできますが、これらの表現が普遍的に
理解されるとは限りません。
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8.7.2

データポインタ

全ての標準データポインタは 16 ビット幅です。これでデータメモリ空間の全域にア
クセスできます。
const 修飾付きオブジェクトは PSV ウィンドウを使ってデータ空間内の一意のメモ
リレンジ内に配置されますが、これらのポインタは const 修飾されたオブジェクト
にもアクセスできます。この場合、-mconst-in-data オプションが有効ではない事
が必要です (5.7.1「16 ビットデバイス専用オプション」参照 )。
管理された PSV 空間にアクセスするポインタは 32 ビット幅です。幅が拡大されたこ
れらのポインタは、任意の PSV ページにアクセスできます。
32 ビット データポインタは、各種の特殊な目的にも利用できます。詳細は第 10 章「メ
モリの割り当てとアクセス」を参照してください。
8.7.3

関数ポインタ

MPLAB XC16 C コンパイラは、関数を指すポインタを完全にサポートします。これ
らを使う事により、関数を間接的に呼び出す事ができます。関数ポインタは常に
16 ビット幅です。
幅が 16 ビットしかないこれらのポインタは、フラッシュの最初の 64K 領域を超える
位置を指す事はできません。フラッシュの最初の 64K を超えて配置された関数のアド
レスを取る場合、リンカは handle セクションが生成されるよう計らいます。handle
セクションは常に最初の 64K 内に配置されます。各 handle は、1 レベルの間接アド
レス指定を提供します。これにより、16 ビットポインタを使ってフラッシュの全域
にアクセスできます。この動作は、--no-handles リンカオプションを使って無効
にできます。
8.7.4

特殊なポインタ ターゲット

ポインタと整数は互換ではありません。ポインタに整数値を割り当てると警告が出力
されます。以下に例を示します。
const char * cp = 0x123;

// the compiler will flag this as bad code

整数 (0x123) にはデスティネーションの型、サイズ、メモリ位置に関する情報は何も
ありません。どのような場合も、ポインタに整数 ( 定数であろうと変数であろうと )
を代入しない事が必要です。ポインタに代入されるアドレスは、C 言語が提供するア
ドレス演算子「&」を使って得る必要があります。
ポインタ リファレンス ( 外見的には任意のアドレスまたはアドレスレンジ ) が必要な
場合、オブジェクトまたはラベルを適切な位置で定義する事を検討します。オブジェ
クトがアセンブリコード内で定義される場合、C 宣言 (extern キーワードを使用 ) を
使って C オブジェクト ( 外部オブジェクトとリンクし、かつ、そのアドレスが取れる
C オブジェクト ) を作成します。
ポインタの比較 ( 減算 ) には注意が必要です。以下に例を示します。
if(cp1 == cp2)
; take appropriate action

ANSI C 規格では、2 つのポインタのターゲットが同じオブジェクトである場合にの
み、ポインタの比較が許容されます。アドレスは、配列の終端を越えて 1 エレメント
まで拡張できます。
整数定数に対するポインタの比較はさらに危険です。以下に例を示します。
if(cp1 == 0x246)
; take appropriate action

NULL ポインタは、ポインタに定数を割り当てる事ができる 1 つの事例です。NULL ポ
インタは数値的に 0 と等価ですが、それらは必ずしも有効なオブジェクトを指すとは
保証されず、また逆参照されるべきではないため、これは ANSI C 規格によって強制
される特殊なケースです。NULL マクロとの比較も許容されます。
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8.8

複素数データ型
本コンパイラは複素数データ型をサポートします。__complex__ キーワードを使う
事で、複素数の整数型と浮動小数点型を宣言できます。
例えば、__complex__ float x は、x を実数部と虚数部がどちらも float 型の変
数として宣言します。__complex__ short int y; は、y を実数部と虚数部がど
ちらも short int 型の変数として宣言します。
複素数データ型の定数には接尾辞「i」または「j」のどちらかを使います。例えば、
2.5fi は __complex__ float 型であり、3i は __complex__ int 型です。このよ
うな定数は純粋に虚数値ですが、これを実数定数と加算する事で、任意の複素数値を
形成できます。
__real__ exp は、複素数値表現 exp から実数部を抽出します。同様に、__imag__
は虚数部を抽出します。以下に例を示します。
__complex__ float z;
float r;
float i;
r = __real__ z;
i = __imag__ z;

演算子「~」は、複素数型の値に対して使った場合、複素共益を実行します。
本コンパイラは、複素数の自動変数を不連続な方法で配置する事ができます。実数部
をレジスタに格納し、虚数部をスタックに格納する事さえできます ( その逆も可能 )。
デバッグ情報のフォーマットでは、このような不連続な配置を表現できません。従っ
て、コンパイラは不連続な複素数変数を非複素数型の 2 つの変数として記述します。
複素数変数の名前が foo である場合、架空の 2 つの変数の名前は foo$real と
foo$imag です。
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8.9

リテラル定数の型と書式
リテラル定数はソースコード内で数値を表します。例えば 123 は定数です。他の値と
同様に、リテラル定数にも C 言語の型が必要です。リテラル定数の型に加えて、実際
の値には複数ある書式の中の 1 つを指定できます。整数リテラル定数の書式は基数を
指定します。MPLAB XC16 は、ANSI 規格の基数指定子に加えて、C コードで 2 進定
数を指定するための基数指定子をサポートします。
基数を指定するために使う書式を表 8-4 に示します。2 進または 16 進基数を指定す
るための文字は、16 進数の各桁に使う文字と同様に、大文字と小文字を区別しません。
表 8-4: 基数の書式
基数

書式

例

2 進数

0b number または 0B number 0b10011010

8 進数

0 number

0763

10 進数

number

129

16 進数

0x number または 0X number 0x2F

全ての整数リテラル定数には、オーバーフローせずに値を保持できるよう int、long
int、long long int 型のいずれかが割り当てられます。8 進または 16 進で指定され
るリテラル定数において符号付きの型では保持可能な値のレンジが小さすぎる場合、
符号なし型 (unsigned int、unsigned long int、unsigned long long int)
が割り当てられます。
リテラル定数の既定値型は、値の後に添え字を追加する事によって変更できます
( 例 : 23U の U が添え字です )。表 8-5 に、添え字と型 ( 型の割り当て時に考慮される
型 ) の関係を示します。例えば、10 進数のリテラル定数に添え字 l を指定した場合、
コンパイラは値を保持可能であれば long int 型を割り当てます。しかし、この型で
はそのリテラル定数を保持できない場合、long long int 型を割り当てます。8 進
数または 16 進数のリテラル定数に対しては、符号なし型も考慮されます。
表 8-5: 添え字に対する型の割り当て
添え字

10 進数

8 または 16 進数

u または U

unsigned int
unsigned long int
unsigned long long int

unsigned int
unsigned long int
unsigned long long int

l または L

long int
long long int

long int
unsigned long int
long long int
unsigned long long int

u または U と l または L unsigned long int
unsigned long long int

unsigned long int
unsigned long long int

ll または LL

long long int
unsigned long long int

long long int

u または U と ll または unsigned long long int
LL
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以下に、リテラル定数に割り当てられる既定値型が不適当であるために問題が生じる
可能性のあるコードの例を示します。
unsigned long int result;
unsigned char shifter;
void main(void)
{
shifter = 20;
result = 1 << shifter;
// code that uses result
}

リテラル定数 1 には int 型が割り当てられるため、シフト操作の結果は int 型です。
従って、このリテラル定数をいくらシフトしても、long 型変数である result の上
位ビットは絶対にセットされません。この例では、値 1 は左へ 20 ビットシフトされ、
その結果は 0x100000 ではなく 0 です。
下の例では、添え字を使 ってリテ ラル定数 の型を変更 する事で、シ フト結 果に
unsigned long 型を持たせています。
result = 1UL << shifter;

浮動小数点リテラル定数の型は、添え字を付けないと double 型であり、添え字 f ま
たは F を付けると float 型です。添え字 l または L を付けた場合は long double
型です。MPLAB XC16 では、double 型は 32 ビットの float 型と同じです。コマ
ンドライン オプション -fno-short-double を使うと、double を 64 ビットの long
double 型として指定できます。
固定小数点リテラル定数 ( 値自体は浮動小数点数と同じに見える ) には、複数の接尾
辞 ([u][h,l]<r,k>) を使います。接尾辞 u は unsigned を意味します。接尾辞 h
は short を意味し、l は long を意味します。接尾辞 r は _Fract 型を意味し、k は
_Accum 型を意味します。例えば、-1.0r は signed の _Fract を意味し、0.5uhk は
unsigned の short _Accum を意味します。
文字リテラル定数は、シングル クォーテーション「’」で囲みます ( 例 : ’a’)。文字
リテラル定数は int 型ですが、コンパイル時に char 型へと最適化される場合があり
ます。
マルチバイト文字リテラル定数は、この処理系によってサポートされます。
文字列定数 ( または文字列リテラル ) は、ダブルクォーテーション「"」で囲みます
( 例 : ""hello world")。文字列リテラル定数の型は const char * です。文字列
を構成する文字はプログラムメモリ内に保存できます。
ANSI C 規格に準拠するため、コンパイラは文字または文字配列における拡張キャラ
クタセットをサポートしません。その代わりとして、バックスラッシュ文字によるエ
スケープシーケンスを使います。以下に例を示します。
const char name[] = "Bj\xf8k";
printf("%s's Resum\xe9", name); \\ prints "Bjørk's Resumé"

下の例は、文字列を使って非 const の配列 ( ポインタ定義ではない ) を定義および初
期化します。
char ca[]= "two";

// "two"

different to the above

これは特殊なケースであり、起動時に文字列 "two" を使って初期化される配列をデー
タ空間内に配置します。これに対し、他の文脈で使われる文字列リテラル定数は無名
の配列を表し、その記憶域位置から直接アクセスされます。
コンパイラは同じ文字の並びを持つ複数の文字列に対して同じ記憶域位置とラベル
を使います。しかし、前記の例の最後の命令文で示したように、文字列がデータ空間
内に配置された配列を初期化するために使われる場合は例外です。
C プリプロセッサは、隣接する ( つまり、スペースのみによって区切られている )2 つ
の文字列リテラル定数を連結します。以下に例を示します。
const char * cp = "hello "

"world";

この場合、ポインタには文字列 "hello world" のアドレスが代入されます。
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8.10

標準型修飾子
型修飾子は、オブジェクトの使われ方に関する追加の情報を提供します。MPLAB
XC16 コンパイラは、ANSI C の修飾子に加えて、PIC MCU および dsPIC DSC アー
キテクチャを利用した組み込みアプリケーション向けの特殊な修飾子もサポートし
ます。
8.10.1

const 型修飾子

本コンパイラは、ANSI 型修飾子 const および volatile の使用をサポートします。
const 型修飾子は、そのオブジェクトが読み出し専用である ( 変更されない ) という事
をコンパイラに伝えるために使います。const 宣言されたオブジェクトに対して変更
が試みられた場合、コンパイラは警告またはエラーを出力します。
const 宣言されたユーザ定義オブジェクトは、既定値ではプログラム空間内に配置さ
れ、PSV を介してアクセスできます (10.4「プログラム空間内の変数」参照 )。実行中
の任意時点で値を代入する事ができないため、通常、const オブジェクトは宣言時に
初期化する必要があります。以下に例を示します。
const int version = 3;

この場合、version は int 型変数としてプログラムメモリ内に配置され、常に値 3 を
保持します。この値をプログラムによって変更する事はできません。
メモリモデル -mconst-in-data は、const 宣言されたオブジェクトをデータ空間
内に配置します ( そのオブジェクトは書き込み可能です )。
8.10.2

volatile 型修飾子

volatile 型修飾子は、そのオブジェクトの値が一連のアクセスの間で保持されると
は保証できないという事をコンパイラに伝えるために使います。volatile 宣言は、
そのオブジェクトに対する明らかに重複した参照が最適化によって削除されてしま
う ( それによってプログラムの動作が変わってしまう ) 事を防ぎます。
ハードウェアによって変更可能な SFR またはハードウェアを駆動する SFR は全て
volatile として修飾されます。また、割り込みルーチンによって変更される可能性
のある全ての変数にも、この修飾子を使う必要があります。以下に例を示します。
extern volatile unsigned int INTCON1 __attribute__((__sfr__));

volatile オブジェクトにアクセスするためにコンパイラが生成するコードは、通常
の変数にアクセスするためのコードと異なる場合があります。一般的に、volatile
オブジェクト向けのコードではサイズが増加し、実行速度が低下します。従って、こ
の修飾子は必要な場合にのみ使うべきです。しかし、この修飾子を必要な時に使わな
いと、コードエラーが生じる可能性があります。
volatile キーワードは、C ソース内で使われていない変数が削除されてしまう事を
防ぐためにも使います。volatile ではない変数が一切使われていない場合や、使わ
れていてもプログラムの動作に一切影響しない場合、それらの変数はコンパイラが
コードを生成する前に削除される可能性があります。
volatile 変数の名前だけを含む C 命令文は、その変数のメモリ位置を読み出してそ
の結果を破棄するコードを生成します。以下は、そのような命令文の例です。
PORTB;

この場合、PORTB を読み出すだけで、この値を使って何もしないアセンブリコードが
生成されます。これは、割り込みフラグをリセットするために読み出す必要がある一
部の周辺モジュール レジスタ向けに便利に使えます。通常、このような命令文は、何
の効果も持たないためコード化されません。
一部の変数は、ソースコード内で修飾されていなくても、volatile であるとして扱
われます。プロジェクト内でアセンブリコードを使う場合、第 16 章「C 言語とアセ
ンブリ言語の併用」を参照してください。
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8.11

コンパイラに固有の型修飾子
MPLAB XC16 C コンパイラは特殊な型修飾子をサポートします。それらは全て変数
へのアクセス方法を制御するために使えます。
8.11.1

__psv__ 型修飾子

__psv__ 修飾子は、プログラムメモリ空間に配置された変数またはポインタ ター
ゲットに適用できます。この修飾子は、変数またはポインタ ターゲットのアクセス /
読み出し方法を指定します。プログラムメモリ空間への変数の配置は別のプロセスで
行われ、これには space 属性を使います。このため、__psv__ 修飾子は変数を定義
する際にしばしば space 属性と組み合わせて使います。以下に例を示します。
__psv__ unsigned int __attribute__((space(psv))) myPSVvar = 0x1234;
__psv__ char * myPSVpointer;

上例のポインタはデータメモリ内に配置されるため space 属性を使いませんが、修
飾子はポインタ ターゲットへのアクセス方法を指定します。space 属性と、変数を
フラッシュメモリに配置する方法の詳細は 8.12「変数属性」を参照してください。メ
モリレイアウトと、デバイスがプログラムメモリにアクセスする方法に関する基本情
報は、10.2「アドレス空間」を参照してください。
__psv__ として修飾された変数を読み出す場合、データメモリ ウィンドウ内で可視
であるプログラムメモリ ページの選択は、コンパイラによって管理されます。従っ
て、ソースコードで PSVPAG SFR を明示的に調整する必要はありません。しかし、
生成されるコードの効率は、このウィンドウをソースコードで指定した場合よりも少
し低下します。
コンパイラは、__psv__ 修飾子付きのオブジェクトまたはポイント ターゲットは、
1 つの PSV ページ内に完全に収まる事を前提とします。この条件は、psv または
auto_psv 空間属性を使ってメモリに配置されるオブジェクトに適用されます。この
条件に適合しない場合、__prog__ 修飾子 (8.11.2「__prog__ 型修飾子」参照 ) と適
切な空間属性を使う必要があります。
8.11.2

__prog__ 型修飾子

__prog__ 修飾子は __psv__ 修飾子 (8.11.1「__psv__ 型修飾子」参照 ) に似ています
が、その変数またはポインタ ターゲットが複数の PSV ページにまたがる可能性があ
るという事をコンパイラに伝えます。結果として、コンパイラは、これらのオブジェ
クトがどのページに配置されても正しく読み出せるコードを生成します。このコード
は、__psv__ 修飾子付きの変数またはポインタ ターゲットにアクセスする場合より
も長くなります。以下に例を示します。
__prog__ unsigned int __attribute__((space(prog))) myPROGvar = 0x1234;
__prog__ char * myPROGpointer;

この例のポインタはデータメモリ内に配置されるため、space 属性を使いません。し
かし、修飾子はポインタターゲットへのアクセス方法を指定します。space 属性と、
変数をフラッシュメモリに配置する方法の詳細は 8.12「変数属性」を参照してくださ
い。メモリレイアウトと、デバイスがプログラムメモリにアクセスする方法に関する
基本情報については、10.2「アドレス空間」も参照してください。
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8.11.3

__eds__ 型修飾子

__eds__修飾子は、そのオブジェクトがアクセス可能なEDS(拡張データ空間)内に配
置されており、このメモリにアクセスするために適切なレジスタを使う必要があると
いう事をコンパイラに伝えます。
この修飾子をポインタに使う場合、コンパイラはポインタ ターゲットが配置されるメ
モリ空間に関して仮定を立てます。すなわち、ポインタ ターゲットは以下を含むメモ
リ空間のいずれかに配置されると想定します。
space(data) ( および、
それらのサブセット )、
eds、
space(eedata)、
space(prog)、
space(psv)、space(auto_psv)、space(pmp)( 一部のデバイスのみ )
全てのメモリ空間が全てのデバイスでサポートされるわけではありません。以下に例
を示します。
__eds__ unsigned int __attribute__((eds)) myEDSvar;
__eds__ char * myEDSpointer;

コンパイラはスカラー変数宣言に対して自動的に page 属性を有効にします。これに
より、コンパイラは、より大きなデータ型にアクセスする場合により効率的なコード
を生成できます。スカラー変数には構造体または配列を含まないという事に注意が必
要です。構造体または配列のページングを強制的に行うには、明示的に page 属性を
指定する必要があります。これにより、コンパイラはオブジェクトがページ境界をま
たぐ事を防ぎます。
__eds__ 修飾子付き変数への読み出しアクセスでは、必要に応じて自動的に PSVPAG
または DSRPAG レジスタが操作されます。デバイスが EDS ( 拡張データ空間 ) メモリ
をサポートしている場合、コンパイラは DSWPAG レジスタも操作します。
Note:

一部のデバイスは、フラッシュまたは EDS への拡張読み出しアクセスに
DSRPAG レジスタを使います。

これらの修飾子の詳細は 10.7「拡張データ空間へのアクセス」を参照してください。
8.11.4

__pack_upper_byte 型修飾子

この修飾子は、データ記憶域用にフラッシュメモリの上位バイトが使えるようにしま
す。16 ビットデバイスの場合、フラッシュメモリでは 24 ビットワードを使います。
アーキテクチャはデータ空間内へのフラッシュの領域のマッピングをサポートしま
すが、__pack_upper_byte 修飾子を使わない場合、このマッピングはデータ空間
の幅に合わせるために 16 ビット幅しかありません。
この修飾子の詳細は 10.10「フラッシュ内に格納されたデータのパッキング」を参照
してください。
8.11.5

__pmp__ 型修飾子

この修飾子はパラレル マスタポート (PMP) モジュールを内蔵するデバイスで使う事
ができ、各種メモリと非メモリデバイスを直接デバイスに接続する事を可能にしま
す。__pmp__ で修飾された変数またはポインタ ターゲットにアクセスする場合、コ
ンパイラはデバイスの PMP モジュールを介してこれらのオブジェクトにアクセスす
るための適切なシーケンスを生成します。以下に例を示します。
__pmp__ int auxDevice
__attribute__((space(pmp(external_PMP_memory))));
__pmp__ char * myPMPpointer;

上例の int 変数は、この修飾子に加えて、事前に定義が必要なメモリ空間を使いま
す。上例のポインタはデータメモリ内に配置されるため space 属性を使いませんが、
修飾子はポインタ ターゲットへのアクセス方法を指定します。space 属性について
は 8.12「変数属性」を参照してください。メモリレイアウトと、デバイスがプログラ
ムメモリにアクセスする方法に関する基本情報については、10.2「アドレス空間」を
参照してください。
この修飾子の詳細は 10.5「パラレルマスタ ポートのアクセス」を参照してください。
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8.11.6

__external__ 型修飾子

この修飾子は、コンパイラが外部メモリ内に配置された変数またはポインタ ターゲッ
トにアクセスする必要があるという事を示します。これらのメモリには、デバイスに接
続された ( しかしパラレル マスタポート (PMP) モジュール経由でアクセスされない ( ま
たはできない )) 全てのメモリが含まれます (8.11.5「__pmp__ 型修飾子」参照 )。外部
メモリ内のオブジェクトへのアクセスは PMP アクセスに似ていますが、アクセスする
ためのルーチンは自由に設定可能であり、アクセスが発生する前に定義しておく必要が
あります。メモリ空間の構成方法とアクセスルーチンの定義方法の詳細については
10.6「外部メモリへのアクセス」を参照してください。
この修飾子の使用例を以下に示します。
__external__ int external_array[256]
__attribute__((space(external(external_memory))));
__external__ char * myExternalPointer;

上例の配列は、この修飾子に加えて事前に定義が必要なメモリ空間を使います。上例
のポインタはデータメモリ内に配置されるため space 属性を使いませんが、修飾子
はポインタ ターゲットへのアクセス方法を指定します。space 属性については
8.12「変数属性」を参照してください。メモリレイアウトと、デバイスがプログラム
メモリにアクセスする方法に関する基本情報については、10.2「アドレス空間」を参
照してください。
この修飾子の詳細は 10.6「外部メモリへのアクセス」を参照してください。

DS50002071E_JP - p. 150

 2016 Microchip Technology Inc.

サポートするデータ型と変数
8.12

変数属性
MPLAB XC16 C コンパイラは、メモリの割り当て、変数の型とその他の設定、構造体
メンバーとそれらの型を指定するために属性を使います。関数には別の属性を使います
(13.2.2「関数属性」参照 )。8.11「コンパイラに固有の型修飾子」に記載した修飾子は、
属性とは独立して使います。それらの修飾子はコードを正しく動作させるために必要で
すが、オブジェクトへのアクセス方法しか指定しません。
コンパイラ キーワード __attribute__ を使う事で、オブジェクトの属性を指定で
きます。このキーワードに続く 2 重丸カッコの囲みの中で属性を指定します。変数に
対して以下の属性が現在サポートされています。
• address (addr)
• aligned (alignment)
• boot
• deprecated
• eds
• fillupper
• far
• mode (mode)
• near
• noload
• packed
• page
• persistent
• reverse (alignment)
• section ("section-name")
• secure
• sfr (address)
• space (space)
• transparent_union
• unordered
• unsupported(message)
• unused
• weak
各キーワードの前に「__」(2 つのアンダースコア ) を付けて属性を指定する事もでき
ます ( 例 : aligned の代わりに __aligned__ と指定 )。これにより、同一名のマク
ロが存在するかどうか気にせずに、それらをヘッダファイル内で使う事ができます。
複数の属性は、2 重カッコの中でコンマで区切って指定します。以下に例を示します。
__attribute__ ((aligned (16), packed)).
Note:
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変数属性は、プロジェクト全体で一貫して使う必要があります。例えば、
ファイル A で far 属性を使って定義された変数が、ファイル B で far 属
性を使わずに extern 宣言されると、リンクエラーが発生する可能性があ
ります。
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address (addr)
address 属性は変数の絶対仮想アドレスを指定します。この属性は section 属性と
組み合わせて使う事ができます。これを使うと、以下のように、変数のグループの開
始位置を特定のアドレスに指定できます。
int foo __attribute__((section("mysection"),address(0x900)));
int bar __attribute__((section("mysection")));
int baz __attribute__((section("mysection")));
address 属性付きの変数は、auto_psv 空間内に配置できません (space() 属性また
は -mconst-in-code オプション参照 )。そのような配置を試みると警告が出力さ
れ、コンパイラはその変数を PSV 空間内に配置します。変数が PSV セクション内に
配置される場合、アドレスはプログラムメモリ アドレスである事が必要です。
aligned (alignment)
この属性は、変数の最小アラインメントをバイト数で指定します。alignment 値は
2 のべき乗値である事が必要です。以下に例を示します。
int x __attribute__ ((aligned (16))) = 0;
これにより、コンパイラはグローバル変数 x を 16 バイト境界上に整列させます。
dsPIC DSC では、この属性を asm 式と組み合わせて使う事で、DSP 命令と、aligned
オペランドを必要とするアドレス指定モードが使えます。
上記の例のように、その変数に使うアラインメント値 ( バイト数 ) をコンパイラに対
して明示的に指定する事ができます。あるいはアラインメント値を指定せずに、その
dsPICデバイス向けに使用可能な最大アライメントで変数を配置するようコンパイラ
に指示する事もできます。以下に例を示します。
short array[3] __attribute__ ((aligned));
aligned 属性で alignment の値を指定しないと、コンパイラは宣言された変数のア
ライメントをターゲット デバイス上の全てのデータ型に対する最大アライメント
(dsPIC DSC の場合、2 バイト (1 ワード )) に自動的に設定します。
aligned 属性は、アラインメントのサイズを大きくする事しかできません。小さくす
るには packed ( 後述 ) を指定します。aligned 属性は reverse 属性と競合します。
両方を指定するとエラー条件となります。
aligned 属性は section 属性と組み合わせる事ができます。これにより、名前を指
定したセクションでアラインメントを適用できます。セクション名を指定しないと、
既定値により、コンパイラはその変数に対して一意の名前を持つセクションを生成し
ます。これは、リンカが内部パディングを使わずにアラインメント制約を守れるよう
にするための最善の方法です ( 内部パディングは、同じ aligned セクション内に他
の定義が存在する場合に発生します )。
boot
この属性を使うと、ブートセグメント (BS) RAM 内で保護された変数を定義できます。
int __attribute__((boot)) boot_dat[16];

BS RAM 内で定義された変数は、起動時に初期化されません。従って、BS RAM 内の
全ての変数は、インラインコードを使って初期化する必要があります。初期値が boot
変数に対して指定されると、診断が報告されます。
初期化の例を以下に示します。
int __attribute__((boot)) time = 0; /* not supported */
int __attribute__((boot)) time2;
void __attribute__((boot)) foo()
{
time2 = 55; /* initial value must be assigned explicitly */
}
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deprecated
deprecated 属性が付けられた宣言は、コンパイラによって特別に認識されます。
deprecated 関 数 ま た は 変 数 が 使 わ れ る と コ ン パ イ ラ は 警 告 を 出 力 し ま す が、
deprecated 定義は定義されたままです ( オブジェクト ファイル内に残されます )。
例として、以下のファイルをコンパイルします。
int __attribute__((__deprecated__)) i;
int main() {
return i;
}

すると以下の警告が出力されます。
deprecated.c:4: warning:`i’ is deprecated (declared
at deprecated.c:1)

i は、生成されたオブジェクト ファイル内で通常のように定義されます。

eds
属性の文脈の中で、eds ( 拡張データ空間 ) 属性は、その変数がデータメモリ内のどこ
かに配置されるという事をコンパイラに伝えます。変数にこの属性を指定する場合、コ
ンパイラがアクセス シーケンスを正しく生成できるようにするために、大抵は
__eds__ 型修飾子も指定します (10.7「拡張データ空間へのアクセス」参照 )。
__eds__
修飾子と eds 属性は密接に関係しますが、同じではありません。一部のデバイスで
は、変数を特定のメモリ空間 (space (ymemory) または space (dma) 等、拡張
データ空間内にのみ存在可能なメモリ ) に割り当てる場合、eds が必要です。
fillupper
この属性は、space(prog) セクションに格納される変数の上位バイトを指定するた
めに使えます。以下に例を示します。
int foo[26] __attribute__((space(prog),fillupper(0x23))) = { 0xDEAD };

上例は、配列 foo の上位バイトに、0x00 の代わりに 0x23 を書き込みます。foo[0]
でも 0xDEAD に初期化されます。
コマンドライン オプション -mfillupper=0x23 は、これと同じ機能を実行します。
far
far属性は、その変数はnear (最初の8KB)データ空間内に配置しなくても構わない(つ
まり、その変数はデータメモリ (0x0000 ～ 0x7FFF) の任意位置に配置可能である ) と
いう事をコンパイラに伝えます。
mode (mode)
この属性は、宣言のデータ型をモード (mode) で指定します。これにより、データの
幅に基づいて整数型または浮動小数点型を要求できます。mode の有効値は以下の通
りです。
モード

幅

コンパイラの型

QI

8 ビット

char

HI

16 ビット

int

SI

32 ビット

long

DI

64 ビット

long long

SF

32 ビット

float

DF

64 ビット

long double

この属性は、サポートされる全てのコンパイラ ターゲット間で移植可能なコードを書
く場合に便利です。例えば、以下の関数は 2 つの 32 ビット符号付き整数を加算し、
32 ビット符号付き整数結果を返します。
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typedef int __attribute__((__mode__(SI))) int32;
int32
add32(int32 a, int32 b)
{
return(a+b);
}

mode に byte または __byte__ を指定する事で、1 バイト整数に対応するモードを指
定する事もできます。1 ワード整数のモードには word または __word__ を指定しま
す。ポインタを表すために使うモードには pointer または __pointer__ を指定し
ます。
near
near属性は、その変数がnearデータ空間(データメモリの最初の8 KB)内に配置される
という事をコンパイラに伝えます。そのような変数は、near データ空間以外の空間に
配置された変数 ( または配置が未知の変数 ) よりも効率的にアクセスできる場合があ
ります。
int num __attribute__ ((near));
noload
noload 属性は、その変数に空間を割り当てるものの初期値は書き込まないという事
を指定します。この属性は、実行時にシリアル EEPROM 等からメモリへ変数を転送
するアプリケーションで便利に使える場合があります。
int table1[50] __attribute__ ((noload)) = { 0 };
packed
aligned 属性を使ってより大きなアラインメントを指定しない場合、packed 属性を
使って構造体メンバーのアラインメントを可能な限り小さくするという事を指定で
きます。以下の構造体の例では、メンバー x がメンバー a の直後に ( アラインメント
のためのパディングなしで ) パックされます。
struct foo
{
char a;
int x[2] __attribute__ ((packed));
};

Note:

デバイス アーキテクチャは、ワードを偶数バイト境界に配置する事を要
求します。従って、packed 属性を使う場合は、実行時アドレスエラーを
防ぐための注意が必要です。

page
page 属性は、ページ境界をまたがない変数配置を生成します。ページサイズは、
space属性によって選択されたメモリの種類によって決まります。RAM内のオブジェ
クトは 32K ページ以下に制限され、フラッシュ内のオブジェクトは 64K ページ以下
に制限されます ( 上位バイトは含まず )。
unsigned int var[10] __attribute__ ((space(auto_psv)));

space(auto_psv) または space(psv) 属性は、既定値により、1 つのメモリページ
を使います。
__eds__ unsigned int var[10] __attribute__ ((eds, page));
eds に対応する場合、10.7「拡張データ空間へのアクセス」を参照してください。

persistent
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persistent 属性は、その変数が起動時に初期化もクリアもされないという事を指定
します。persistent 属性付きの変数を使うと、デバイスリセット時にステート情報
を保持する事ができます。
int last_mode __attribute__ ((persistent));
persistent データは C 実行時に初期化されませんが、コールドリスタート後の場合
は通常意味のある値を持ちません。以下のサンプルコードに、そのようなデータを安
全に初期化する方法を示します。
#include <p24Fxxxx.h>
int last_mode __attribute__((persistent));
int main()
{
if ((RCONbits.POR == 0) &&
(RCONbits.BOR == 0)) {
/* last_mode is valid */
} else {
/* initialize persistent data */
last_mode = 0;
}
}

reverse (alignment)
reverse 属性は、変数の最終アドレス +1 に対する最小アラインメントを指定します。
alignment 値はバイト数で指定し、2 のべき乗値である事が必要です。reverse 属性
を使って配置された変数は、dsPIC DSC アセンブリ言語でモジュロバッファをデク
リメントするために使えます。この属性は、アセンブリ言語からアクセスされる変数
を C 言語で定義するアプリケーションで便利に使えます。
int buf1[128] __attribute__ ((reverse(256)));
reverse属性はalignedおよびsection属性と競合します。reverse属性を使って
配置される変数に対してセクション名を指定すると、警告が出力されて無視されま
す。同じ変数に対して reverse と aligned の両方を指定するとエラー条件となり
ます。reverse 属性付きの変数は、auto_psv 空間内に配置できません (space()
属性または -mconst-in-code オプション参照 )。そのような配置を試みると、コン
パイラは警告を出力し、その変数を PSV 空間内に配置します。
section ("section-name")
既定値により、コンパイラが生成するオブジェクトは .data および .bss 等のセク
ション内に配置されます。この挙動は、section 属性を使って変数 ( または関数 ) を
格納するセクションを指定する事により変更できます。
struct a { int i[32]; };
struct a buf __attribute__((section("userdata"))) = {{0}};
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secure
この属性を使うと、
セキュアセグメント(SS) RAM内で保護された変数を定義できます。
int __attribute__((secure)) secure_dat[16];

SS RAM 内で定義された変数は起動時に初期化されません。従って、SS RAM 内の全
ての変数はインラインコードを使って初期化する必要があります。初期値が secure
変数に対して指定されると、診断が報告されます。
文字列リテラルはインラインコードを使って secure 変数に代入できますが、それら
はコンパイラによる追加の処理を要求します。以下に例を示します。
char *msg __attribute__((secure)) = "Hello!\n"; /* not supported */
char *msg2 __attribute__((secure));
void __attribute__((secure)) foo2()
{
*msg2 = "Goodbye..\n"; /* value assigned explicitly */
}

この場合、文字列リテラルを含んでいる secure 関数にアクセス可能なメモリ空間内
に、その文字列リテラル向けの記憶域を配置する必要があります。コンパイラは、
secure セグメント向けに指定された psv 定数セクション内に文字列を配置します。
sfr (address)
sfr 属性は、その変数が SFR であるという事をコンパイラに伝えます。また、address
パラメータを使って、その変数の実行時アドレスを指定する事もできます。
extern volatile int __attribute__ ((sfr(0x200)))u1mod;
エラーが生成されないようにするために、extern 指定子を使う必要があります。
Note:

慣例により、sfr 属性はプロセッサ ヘッダファイル内でのみ使われます。
特定アドレスで一般的なユーザ変数を定義するには、address 属性を
nearまたはfarと併せて使う事で、正しいアドレス指定モードを指定する
必要があります。

space (space)

DD

通常、コンパイラは変数を一般的なデータ空間内に配置します。space 属性を使う事
で、変数を特定のメモリ空間内に配置するようコンパイラに指示する事ができます。
メモリ空間については 10.2「アドレス空間」を参照してください。space 属性には以
下の引数が使えます。
data
変数を一般的データ空間内に配置します。その変数には、通常の C 命令文を使っ
てアクセスできます。これが既定値の配置です。
dataflash
変数をデータフラッシュ内に配置します。
xmemory - dsPIC30F?dsPIC33EP/F DSC 専用
変数を X データ空間内に配置します。その変数には通常の C 命令文を使ってアク
セスできます。変数を xmemory 空間内に配置する例を以下に示します。
int x[32] __attribute__ ((space(xmemory)));

DD
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ymemory - dsPIC30F?dsPIC33EP/F DSC 専用
変数を Y データ空間内に配置します。その変数には通常の C 命令文を使ってアク
セスできます。変数を ymemory 空間内に配置する例を以下に示します。
int y[32] __attribute__ ((space(ymemory)));
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prog
プログラム空間内の実行コード向けに指定されたセクション内に変数を配置しま
す。それらの変数には、通常の C 命令文を使ってアクセスする事はできません。そ
れらには、プログラムで明示的にアクセスする必要があります ( 通常、テーブルア
クセス インライン アセンブリ命令、PSV ウィンドウ、Section 10.4.2 “Access of
objects in Program Memory” に記載した方法のいずれかを使用 )。
auto_psv
プログラム空間内の自動 PSV ウィンドウ アクセス向けに指定されたコンパイラ
管理セクション内に変数を配置します。auto_psv 空間内の変数は、通常の C 命
令文を使って読み出せますが、書き込みはできません ( 割り当てられる最大総空
間サイズは 32K です )。space(auto_psv) を指定する場合、section 属性を
使ってセクション名を割り当てる事はできません。どのようなセクション名も無
視され、警告が出力されます。auto_psv 空間内の変数には、アドレスを指定す
る事も、reverse アラインメントを指定する事もできません。
Note:

DD

auto_psv セクション内に配置された変数は、起動時にデータメモリ
に転送されません。この属性は RAM 使用量を削減するために役立ち
ます。

dma - PIC24E/H MCU、dsPIC33E/F DSC 専用
変数を DMA メモリ内に配置します。DMA メモリ内の変数には、通常の C 命令文
を使って、DMA モジュールによりアクセスできます。__builtin_dmaoffset()
と __builtin_dmapage() を使うと、DMA モジュールの設定用に適正なオフ
セットを見付ける事ができます。詳細は補遺 G.「ビルトイン関数」を参照してく
ださい。
#include <p24Hxxxx.h>
unsigned int BufferA[8] __attribute__((space(dma)));
unsigned int BufferB[8] __attribute__((space(dma)));
int main()
{
DMA1STA = __builtin_dmaoffset(BufferA);
DMA1STB = __builtin_dmaoffset(BufferB);
/* ...*/
}

psv
プログラム空間内の自動 PSV ウィンドウ アクセス向けに指定された 1 つのセク
ション内に変数を配置します。リンカは、PSVPAG レジスタの 1 つの設定を使っ
て変数全体にアクセスできるようにセクションを配置します。PSV 空間内の変数
はコンパイラによって管理されず、通常の C 命令文を使ってアクセスする事はで
きません。それらには、プログラムで明示的にアクセスする必要があります ( 通
常、テーブルアクセス インライン アセンブリ命令または PSV ウィンドウを使用 )。

DD

eedata - PIC24F、dsPIC30F/33F DSC 専用
変数を EEPROM データ（EEData）空間内に配置します。それらの変数には、通
常の C 命令文を使ってアクセスする事はできません。それらには、プログラムで
明示的にアクセスする必要があります ( 通常、テーブルアクセス インライン アセ
ンブリ命令または PSV ウィンドウを使用 )。
pmp
PMP モジュールに対応付けられた外部メモリ内に変数を配置します。詳細は
10.5「パラレルマスタ ポートのアクセス」を参照してください。
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external
変数をユーザ定義メモリ空間内に配置します。詳細は 10.6「外部メモリへのアク
セス」を参照してください。
transparent_union
この属性 (union である関数パラメータに対して指定 ) は、対応する引数は任意の共
用体メンバーの型を持つ事ができるものの、その引数は型が最初の共用体メンバーの
型であったかのようにして渡されるという事を意味します。引数は、透過的な共用体
の最初のメンバーの呼び出し方法を使って関数に渡されます ( 共用体自体の呼び出し
方法を使いません )。引数を正しく渡すため、共用体の全てのメンバーは同じマシン
語表現を持つ必要があります。
unordered
unordered属性は、その変数の配置が現在のCソースファイル内の他の変数との関係
によって移動する可能性があるという事を意味します。
const int __attribute__ ((unordered)) i;
unsupported(message)
この属性は、そのオブジェクトが使われた時にカスタム メッセージを表示します。
int foo __attribute__((unsupported(“This object is unsupported”));
foo へのアクセスは警告メッセージを生成します。
unused
この属性は、その変数が使われなくても構わないという事を意味します。コンパイラ
は、この変数が使われていなくても警告を生成しません。
weak
weak 属性により、
その宣言は弱いシンボルとして発行されます。
弱いシンボルはグロー
バル定義に取って代わられる可能性があります。外部シンボルへの参照に weak 属性を
適用した場合、そのシンボルはリンク時に要求されません。以下に例を示します。
extern int __attribute__((__weak__)) s;
int foo() {
if (&s) return s;
return 0; /* possibly some other value */
}

このプログラムにおいて、s が他のモジュールによって定義されていない場合、プロ
グラムはリンクしますが、s にはアドレスが与えられません。プログラム内の条件式
は、s が定義されているかどうかを確認します。そして、定義されていればその値を
返し、未定義であれば「0」を返します。この機能は各種の目的で使えますが、主に
オプション ライブラリとのリンクが可能な汎用コードを提供するために使います。
weak 属性は、関数にも変数にも適用できます。
extern int __attribute__((__weak__)) compress_data(void *buf);
int process(void *buf) {
if (compress_data) {
if (compress_data(buf) == -1) /* error */
}
/* process buf */
}

上のコードでは、関数 compress_data は他のモジュールからリンクされている場合
にのみ使われます。この機能を使うかどうかは、コンパイル時ではなくリンク時に決
まります。
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weak 属性が定義に与える影響はさらに複雑であり、以下のように複数のファイルを
使って説明する必要があります。
/* weak1.c */
int __attribute__((__weak__)) i;
void foo() {
i = 1;
}
/* weak2.c */
int i;
extern void foo(void);
void bar() {
i = 2;
}
main() {
foo();
bar();
}

weak2.c 内の i の定義により、そのシンボルは強い定義となります。リンクエラーは
発生せず、両方のソースファイル内の i は同じ記憶域位置を参照します。記憶域は
weak1.c 内の i に割り当てられますが、この空間にはアクセスできません。
両方の i の型が同じかどうかはチェックされません。weak2.c 内で i の型を float
に変更してもリンクは許容されますが、関数 foo は予期せぬ挙動を示します。その場
合、foo は 32 ビット浮動小数点値の最下位部に値を書き込みます。weak1.c 内で
i の型を float に変更した場合、破滅的な結果が生じます。この場合、32 ビット浮動
小数点値が 16 ビット整数の配置に書き込まれ、i の直後に格納されている変数が上
書きされます。
weak 定義しか存在しない場合、リンカはその中で最初に現れた定義の記憶域を選択
します。その他の定義はアクセスできなくなります。
シンボルのタイプに関係なく ( 関数でも変数でも )、上記の挙動は同じです。
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第9章
9.1

固定小数点算術演算のサポート

はじめに
MPLAB XC16 C コンパイラは、N1169 ドラフト (ISO/IEC TR 18037、組込み C に関
する ISO C99 テクニカル レポート ) に従う固定小数点算術演算をサポートします。こ
の文書は以下からダウンロードできます。
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/projects#18037
第 9 章には、上記の規格に従って本コンパイラがサポートする処理系に固有の型と演
算に関する詳細を記載しています。
•
•
•
•
•

9.2

固定小数点算術演算サポートの有効化
データ型
丸め処理
外部定義
C 言語とアセンブリ言語の併用

固定小数点算術演算サポートの有効化
既定値では、MPLAB XC16 C の固定小数点算術演算サポートは無効です。有効にす
るには、-menable-fixed コンパイラ スイッチ (5.7「ドライバ オプション」参照 )
を使って明示的に有効にする必要があります。
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9.3

データ型
N1169 内の 4.1「Overview and principles of the fixed-point data types」に記載されて
いる 12 種類の主要固定小数点型とそれらのエイリアスの全てが、Microchip 16 ビッ
トデバイスに固有のハードウェア機能に対応する 3 種類の固定小数点フォーマットを
介してサポートされます。
表 9-1: 固定小数点フォーマット - 16ビ ットデバイス
フォーマット

概要

1.15

1 ビット符号、15 ビット小数

1.31

1 ビット符号、31 ビット小数

9.31

9 ビット符号付き整数、31 ビット小数

これらのフォーマットと固定小数点 C データ型の対応を以下に示します。
表 9-2: 固定小数点フォーマットと Cデ ータ型の対応
型

フォーマット

_Fract

1.15

short _Fract

1.15

signed _Fract

1.15

signed short _Fract

1.15

unsigned _Fract

1.15 ( 符号ビットは 0)

unsigned short _Fract

1.15 ( 符号ビットは 0)

long _Fract

1.31

signed long _Fract

1.31

unsigned long _Fract

1.31 ( 符号ビットは 0)

_Accum

9.31

short _Accum

9.31

long _Accum

9.31

signed _Accum

9.31

signed short _Accum

9.31

signed long _Accum

9.31

unsigned _Accum

9.31 ( 符号ビットは 0)

unsigned short _Accum

9.31 ( 符号ビットは 0)

unsigned long _Accum

9.31 ( 符号ビットは 0)

_Sat 型指定子は、その値が飽和するという事を示し、N1169 で定義されている全ての
型に対して使えます。
符号なし型は符号付き型と同様に表現されますが、負数 ( 符号ビットが 1) は無効で
す。符号付き型は、そのフォーマットで表現可能な最大絶対値の負数および正数で飽
和します。符号なし型は、そのフォーマットで表現可能な最大正数で飽和します。
符号付き型でも符号なし型でも、オーバーフローの既定値挙動は飽和しません (N1169
内の 4.1.3「Rounding and Overflow」に記載されているプラグマによる定義に従いま
す )。従って、_Sat 指定子が付かない ( つまり飽和しない ) 符号付きおよび符号なし
型の変数にオーバーフローが生じる可能性がある式の結果が代入される場合、それら
の変数は無効な値を受け取る可能性があります ( 非飽和オーバーフローの結果は未定
義です )。
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9.4

丸め処理
3 種類の丸め処理モードをサポートします。これらは、16 ビットデバイスの固定小数
点乗算器がサポートする 3 種類の丸め処理モードに対応します。
表 9-3: 丸め処理モード
モード

概要

Truncation

符号付き結果を切り詰めます ( 負の飽和値に向かって丸め処
理します )

Conventional

符号付き結果を正の飽和値に向かって最も近い値に丸めます。

Convergent

符号付き結果を最も近い偶数に丸めます。

固定小数点変数に対する全ての演算は、ハードウェアが本来サポートしているかどう
かに関係なく、選択されている有効な丸め処理モードに従って実行されます。丸め処
理モードは、-menable-fixed コンパイラ スイッチ (5.7「ドライバ オプション」参
照 ) を使ってグローバルに指定する事も、-round 属性 (13.2.2「関数属性」参照 ) を
使って関数ごとに指定する事もできます。
これらのモードの詳細は、『16-bit MCU and DSC Programmer’s Reference Manual』
(DS70157) を参照してください。

9.5

ゼロによる除算
_Fract または _Accum 型の値を 0 で除算した結果は未定義であり、算術エラートラッ
プが発生する場合もあれば発生しない場合もあります。_Sat キーワードの有無に関
係なく、0 による除算は結果値の型の負の飽和値も正の飽和も値も生成しません。

9.6

外部定義
MPLAB XC16 C コンパイラは、N1169 内の 7.18a に従う定数、プラグマ、typedef、
関数定義を提供するインクルード ファイル stdfix.h を提供します。
書式付き I/O 向けの固定小数点変換指定子 (N1169 内の 4.1.9
「Formatted I/O functions
for fixed-point arguments」の定義に従う ) は、現在の MPLAB XC16 標準ライブラリ
ではサポートされません。固定小数点変数は、適切な浮動小数点表現 (_Fract の場
合は double、long_Fract および _Accum の場合は long double) に型変換する
事により、(s)printf を使ってその書式で値を表示できます。(s)scanf を使って
固定小数点値を入力する場合、最初に適切な double または long double 型浮動小
数点値として入力した後、その値を必要な固定小数点型に変換します。
現在の MPLAB XC16 標準 C ライブラリは、N1169 内の 4.1.7 で定義されている固定
小数点関数を提供しません。
MPLAB XC16 C コンパイラは、N1169 内の 4.1.5 の定義に従う接尾辞 k (K) および
r (R) 付きの固定小数点定数をサポートします。
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9.7

C言 語とアセンブリ言語の併用
MPLAB XC16 C コンパイラが生成する固定小数点コードは、特定の 16 ビットデバイ
ス リソースがコンパイラのスタートアップおよびランタイムコードによって管理さ
れるという事を前提とします。このプログラムに手書きのアセンブリコードをビルト
インすると、コンパイラが生成したコードが想定している CPU のステートに干渉す
る可能性があります。
MPLAB XC16 プログラムには、固定小数点 C コードと、16 ビットデバイス本来の固
定小数点機能を直接使うアセンブリ言語コードの両方を含める事ができます。しか
し、これら 2 種類のコードを安全に相互動作させるために、コンパイラは特定の dsPIC
レジスタの状態を変更する可能性があるアセンブリ言語関数への呼び出しの前後で、
それらのレジスタを退避させる必要があります。その必要があるアセンブリ言語関数
にプロトタイプを提供する事により、C コンパイラにそのように計らうよう指示でき
ま す。こ れ ら の プ ロ ト タ イ プ は、対 象 と す る ア セ ン ブ リ 言 語 関 数 に 対 し て
save(CORCON) 属性を指定する必要があります (13.2.2「関数属性」参照 )。このよう
に構成したプログラムは正しく動作しますが、指定されたアセンブリ ルーチンへの呼
び出しの前後でステートを退避 / 復元するという追加の動作を要求します。
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第 10 章
10.1

メモリの割り当てとアクセス

はじめに
RAM ベースの変数は、大きく 2 つのグループに分類されます。1 つのグループは何ら
かの形態のスタックに割り当てられる自動 / パラメータ変数であり、もう 1 つのグルー
プはデータメモリ空間全体に自由に配置されるグローバル / 静的変数です。第 10 章で
は、これら 2 つのグループのメモリ割り当てについて詳しく説明します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

アドレス空間
データ空間メモリ内の変数
プログラム空間内の変数
パラレルマスタ ポートのアクセス
外部メモリへのアクセス
拡張データ空間へのアクセス
データフラッシュ メモリへのアクセス
デュアル パーティション メモリへのアクセス
フラッシュ内に格納されたデータのパッキング
変数のレジスタへの割り当て
EEPROM 内の変数
動的メモリ割り当て
メモリモデル
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10.2

アドレス空間
16 ビットデバイスには、従来型の PIC® マイクロコントローラ (MCU) と、その特長
( 周辺モジュール、ハーバード アーキテクチャ、RISC) に新しい DSP 能力を組み合
わせた dsPIC デジタルシグナル コントローラ (DSC) があります。これらのデバイス
は 2 つの異なるメモリ領域を備えます。
• プログラムメモリは実行コードを格納し、必要に応じて定数データも格納できます。
• データメモリは外部変数、静的変数、システムスタック、ファイルレジスタを格納
します。データメモリ空間の先頭の 8 Kb は near データを格納し、それより上位
の 56 KB は far データを格納します。
プログラムメモリ領域とデータメモリ領域は完全に分離されていますが、dsPIC およ
び PIC24 ファミリのプロセッサは、プログラム フラッシュ内からデータにアクセス
するためのハードウェア機能 (PSV ( Program Space Visibility) と呼ぶ ) をサポートし
ます。PSV の動作に関する詳細は、データシートまたはファミリ リファレンス マ
ニュアルに記載されています。10.3「データ空間メモリ内の変数」と 14.8.2「割り込
みサービスルーチンでの PSV の使用」も参照してください。
簡単に説明すると、このアーキテクチャでは、特殊機能レジスタ (SFR) PSVPAG を
介して、1 ページ (32K) のフラッシュをデータアドレス空間の上位 32K にマッピング
できます。拡張データ空間 (EDS) をサポートするデバイスでは、PSVPAG レジスタ
の代わりに DSRPAG レジスタを使います。それらのデバイスでは、フラッシュに加
えて他の領域もマッピングできます。詳細は 10.7「拡張データ空間へのアクセス」を
参照してください。
既定値では、コンパイラは 1 つの PSV ページ (auto_psv 空間と呼ぶ ) へのアクセス
だけをサポートします。この「シングル PSV ページ」モデルの場合、16 ビット デー
タポインタが使えます。しかし、メモリ容量の大きなデバイスでは、フラッシュに格
納した大量の定数を扱う事が困難になる場合があります。
この後で説明する方法により、「管理された (managed)」PSV 変数を定義できます。
その場合、コンパイラは PSV ページそのものと、そのページ内のオフセットを操作
します。これには 32 ビットのデータポインタが必要です。シングル PSV ページモデ
ルに比べると、コンパイラが生成する命令数はほぼ確実に増加しますが、より簡潔な
コードでより柔軟にフラッシュ内の大量データへアクセスできるという利点が得ら
れます。
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10.3

データ空間メモリ内の変数
ほとんどの変数は、最終的にデータ空間メモリ内に配置されます。例外として、const
修飾された非 auto 変数は、プログラムメモリ空間内に配置できます。
auto 変数と非 auto 変数は根本的に異なる方法でメモリに割り当てられるため、以下
では、これらの変数について別々に説明します。C 言語規格の用語に従うと、これら
2 種類の変数は、値の保持期間が自動的に設定される変数と、値が永続的に保持され
る変数です。
変数は、auto かどうかに基づいてメモリ空間に割り当てられます。従って、以下の
説明はこの分類方法に従います。
10.3.1

auto/ 非 auto 変数とローカル / グローバル変数

「ローカル」および「グローバル」という用語は変数の説明でよく使われますが、こ
れらは言語規格によって定義されている用語ではありません。多くの場合、「ローカ
ル変数」は「関数の内部をスコープとする変数」という意味で使われ、「グローバル
変数」は「プログラム全体をスコープとする変数」という意味で使われます。しかし、
C 言語には 3 種類の一般的スコープ ( ブロック、ファイル ( すなわち内部結合 )、プ
ログラム ( すなわち外部結合 )) があるため、2 つの用語だけを使ってこれら 3 つのス
コープを表現すると、混乱を招く可能性があります。
例えば、関数の外で定義された static 変数のスコープはそのファイル内のみに限ら
れます。従って、その変数は「グローバル」にアクセス可能ではありません。一方、
その変数にはそのファイル内の複数の関数からアクセス可能であるため、1 つの関数
に対して「ローカル」でもありません。
10.3.2

非 auto 変数のメモリ割り当てとアクセス

非 auto (static および external) 変数は永続的に保存されます。コンパイラは、
これらの変数をデータ空間メモリ内に配置します。
「constants-in-data」メモリモデル
を選択した場合、コンパイラは const 宣言された非 auto 変数 (8.10.1「const 型修
飾子」参照 ) もデータ空間メモリ内に配置します ( それ以外の場合、プログラムメモ
リ内に配置します )。
10.3.2.1 非 auto 変数の既定値メモリ割り当て
コンパイラは、static および external 変数のカテゴリを考慮します。カテゴリ
は、プログラムの最初にその変数が格納する値に基づきます。つまり、これらの変数
は非初期化変数 ( プログラム起動時にクリアされる変数 )、初期化変数 ( プログラム起
動時に非ゼロ値を保持する変数 )、永続的変数 ( プログラム起動時に変更されない変
数 ) に分類されます。通常、const 宣言されたオブジェクトは読み出し専用であるた
め、初期値が代入されます。初期値が代入されない場合、それらは他の非初期化変数
と一緒に扱われます。
RAM 内に配置されたデータは、起動時にプログラムメモリから初期化値をコピーす
る事によって初期化できます。
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10.3.2.2 static 変数
全ての static 変数は、たとえそれらが関数の内部で宣言されたローカルな static
変数であっても、永続的に保持されます。ローカルな static 変数のスコープは、そ
れらが宣言された関数内またはブロック内に制限されますが、auto 変数とは異なり、
割り当てられたメモリの内容はプログラムの全期間を通して保持されます。従って、
それらの変数は、他の非 auto 変数と同様の方法でメモリに割り当てられます。
static 変数は永続的に保持されるため、それらの変数には他の関数からポインタを
介してアクセスできます。
static 変数は、ポインタを介して明示的に変更されない限り、関数を何度呼び出し
ても同じ値を保持します。
static 変数は、一度代入された初期値をプログラムの実行中に保持します。auto オ
ブジェクトを初期化するには、そのオブジェクトが定義されているブロックが実行を
開始するたびに値を代入する必要があるため、static 変数を使った方が好ましい場
合があります。static 変数は、他の非 auto オブジェクトと同様の方法で、スター
トアップ コードによって初期化されます (5.4.2「スタートアップと初期化」参照 )。
10.3.2.3 非 auto 変数のサイズの制限
コンパイラ オプション -mlarge-arrays を使うと、32K より大きな配列を定義して
アクセスできます。そのようなオブジェクトを格納できる十分に大きなメモリ空間を
指定する事により、十分な空間を確保する必要があります。
このオプションを使うとコードの生成に影響します (size_t 型の定義は unsigned
long int 型へとサイズが増加するため )。グローバル オプションとして使うと、イ
ンデックス処理で使われる多くの演算に影響します ( 演算がより複雑になります )。こ
のオプションをローカルに使うと、変数へのアクセス方法に影響します。大きな配列
を扱う場合、これらを考慮して慎重に計画する必要があります。以下では、その使い
方について説明します。
-mlarge-arrays オプションを選択すると、以下の 2 つが発生します。
1. コンパイラは、配列にアクセスするために異なる方法でコードを生成します。
2. コンパイラは、size_t 型を unsigned long int となるよう定義します。
このオプションをプログラム全体に適用すると、上記 1. によってコードサイズが増
加する可能性があります。このオプションを 1 つのモジュールにだけ使ってコンパイ
ルする事は可能ですが、制約があります。この制約については後で簡単に説明します。
上記 2. は、外部関数が size_t 型のオブジェクトを受け取るか返す場合の呼び出し
の方法に影響します。コンパイラは、より大きな size_t を扱うためにビルドされた
ライブラリを提供します。これらのオブジェクトが存在する場合、リンカはそれらを
自動的に選択します。
-mlarge-arrays と通常サイズの配列は比較的容易に混在できます。これがこの機
能の最善の使い方かもしれません。しかし、そのようなモジュール内で定義された関
数は、size_t 型を使う外部ルーチンを呼び出す事も、size_t 型をパラメータとし
て受け取る事もできないという使用上の制約があります。
例えば、大きな配列とアクセサ関数を定義し、他のコード モジュールからその関数を
使ってその配列にアクセスする事ができます。その利点は、1 つのモジュールだけ
-mlarge-array を使ってコンパイルすれば済むという事です。欠点としてアクセサ
関数が必要になります。この方法は、-mlarge-arrays を使ってプログラム全体を
コンパイルするとコードのサイズと実行速度に悪影響が及ぶ場合に便利です。
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サンプルコードを以下に示します。
file1.c
/* to be compiled -mlarge-arrays */
__prog__ int array1[48000] __attribute__((space(prog)));
__prog__ int array2[48000] __attribute__((space(prog)));
int access_large_array(__prog__ int *array, unsigned long index) {
return array[index];
}

file2.c
/* to be compiled without -mlarge-arrays */
extern __prog__ int array1[] __attribute__((space(prog)));
extern __prog__ int array2[] __attribute__((space(prog)));
extern int access_large_array(__prog__ int *array,
unsigned long index);
main() {
fprintf(stderr,"Answer is:%d\n", access_large_array(array1,
39543));
fprintf(stderr,"Answer is:%d\n", access_large_array(array2,
16));
}

10.3.2.4 非 auto 変数のメモリ割り当を変更する
10.2「アドレス空間」で説明したように、コンパイラは使用するメモリモデルに応じ
て、またデータが初期化されるかどうかに応じて、セクションに対するデータの配置
をアレンジします。モジュールをリンクする際に、リンカは各種セクションの開始ア
ドレスを、それらの属性に基づいて決定します。
特定の変数を特定のアドレス ( または特定のアドレス領域内 ) に配置する必要がある
場合、問題が生じます。これに対処する最も簡単な方法は、address 属性を使う事
です ( 第 7 章「MPLAB XC16 と ANSI C の相違」参照 )。以下は、変数 Mabonga を
データメモリ内のアドレス 0x1000 に配置する場合の例です。
int __attribute__ ((address(0x1000))) Mabonga = 1;
以下の例は、一般変数のグループを名前付きのセクションにアドレスを指定して格納
します。
int __attribute__ ((section("mysection"), address(0x1234))), foo;
10.3.2.5 データメモリ割り当てマクロ
データメモリ内に空間を割り当てるためのマクロについて以下で説明します。マクロ
には 2 つのタイプ ( 引数が必要なタイプと、そうではないタイプ ) があります。
以下のマクロには、アラインメントを指定するための引数 N が必要です。N は 2 のべ
き乗値 (2 以上 ) である事が必要です。
#define _XBSS(N)
__attribute__((space(xmemory), aligned(N)))
#define _XDATA(N) __attribute__((space(xmemory), aligned(N)))
__attribute__((space(ymemory), aligned(N)))
#define _YBSS(N)
#define _YDATA(N) __attribute__((space(ymemory), aligned(N)))
#define _EEDATA(N) __attribute__((space(eedata), aligned(N)))
以下は、32 バイトアドレスに対するアラインメントを指定して X メモリ内の非初期
化配列を宣言する場合の例です。
int _XBSS(32) xbuf[16];
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以下は、通常のアラインメントでデータ EEPROM 内の初期化配列を宣言する場合の
例です。
int _EEDATA(2) table1[] = {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21};

以下のマクロは引数を使いません。これらは、変数を persistent データメモリま
たは near データメモリ内に配置するために使えます。
#define _PERSISTENT __attribute__((persistent))
__attribute__((near))
#define _NEAR
以下は、デバイスリセット時に値を保持する 2 つの変数を宣言する場合の例です。
int _PERSISTENT var1,var2;

10.3.3

auto 変数のメモリ割り当てとアクセス

以下では、auto 変数 ( 値の保持期間が自動的に決まる変数 ) のメモリ割り当てにつ
いて説明します。これには、auto 変数のように動作する関数パラメータ変数と、コ
ンパイラによって定義される一時変数も含みます。
auto (auto は automatic の略 ) 変数は、ローカル変数の既定値型です。static として明
示的に宣言しない限り、ローカル変数は auto 変数として扱われます。auto キーワー
ドは、指定してもしなくても構いません。
auto 変数は、その名が示すように、ブロックが実行される時に自動的に存在し、ブ
ロックが終了すると自動的に消滅します。これらの変数はプログラム実行期間の全体
を通して存在するのではないため、それらの変数が存在していない時にそれらが使用
するメモリが再要求されると、そのメモリはプログラム内の他の変数用に割り当てら
れる可能性があります。
通常そのような変数は何らかのデータスタックに退避する事で、各関数の要求に応じ
てメモリを容易に割り当て / 解放できます。スタックについては、10.3.3.1「ソフト
ウェア スタック」で説明します。
標準修飾子 const と volatile は、どちらも auto 変数に対して使えます。これら
を使っても、メモリ内の変数の配置には影響しません。つまり、ローカルな const
修飾子付きオブジェクトは auto オブジェクトのままであり、スタック上のメモリに
割り当てられます ( 非 auto の const オブジェクトのようにプログラムメモリ内に割
り当てられるのではありません )。
10.3.3.1 ソフトウェア スタック
dsPIC DSC は、レジスタ W15 をソフトウェア スタックポインタ専用に使います。関
数呼び出し、割り込み、例外処理を含む全てのプロセッサ スタック動作にはソフトウェ
ア スタックを使います。スタックは、メモリアドレスの高い方へ向かって進みます。
dsPIC DSC はスタック オーバーフロー検出機能もサポートします。スタックポイン
タ制限レジスタ SPLIM が初期化されると、デバイスは全てのスタック動作でオーバー
フローを検査します。オーバーフローが発生すると、プロセッサはスタックエラー例
外を起動します。既定値では、これによってプロセッサ リセットが発生します。アプ
リケーションは、_StackError という名前の割り込み関数を定義する事によって、
スタックエラー例外ハンドラを実装する事もできます。詳細は第 14 章「割り込み」を
参照してください。
C スタートアップ モジュールは、起動および初期化シーケンス中に、スタックポイン
タ (W15) とスタックポインタ制限レジスタを初期化します。通常、初期値はリンカに
よって提供されます。リンカは、未使用データメモリから可能な限り大きなスタック
を割り当てます。スタックの位置はリンクマップ出力ファイル内で示されます。
--stack リンカ コマンドライン オプションにより、アプリケーションは少なくとも
最小限サイズのスタックを確保できます。詳細は『MPLAB XC16 Assembler, Linker
and Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照してください。
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あるいは、アセンブリ ソースファイルから、ユーザ定義セクションを使って、指定サ
イズのスタックを割り当てる事ができます。以下の例は 0x100 バイトのデータメモリ
をスタック用に予約します。
.section *,data,stack
.space 0x100

リンカは適切なサイズのセクションを割り当て、スタートアップ コードが適切にス
タックを初期化できるよう、__SP_init と __SPLIM_init を初期化します。これ
は通常のアセンブリコード セクションであるため、スタックの定義に address 等の
属性を追加できます。詳細は『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s
Guide』(DS52106) を参照してください。
10.3.3.2 C スタックの使い方
C コンパイラはスタックを以下の目的で使います。
• 自動変数を割り当てる
• 引数を関数へ渡す
• 割り込み関数内でプロセッサ ステータスを退避する
• 関数の戻りアドレスを退避する
• 一時的結果を保存する
• 関数呼び出し時にレジスタを退避する
実行時にスタックはアドレスの低い方から高い方へ向かって進みます。コンパイラ
は、スタックを管理するために、以下の 2 つのレジスタを使います。
• W15 - これはスタックポインタ (SP) です。SP はスタックの先頭 ( スタック内で最
初の未使用位置 ) を指します。
• W14 - これはフレームポインタ (FP) です。FP は現在の関数のフレームを指します。
各関数は必要に応じてスタックの先頭に新しいフレームを生成し、そこから自動変数
または一時変数を割り当てます。コンパイラ オプション -fomit-frame-pointer
を使うと、FP の使用を制限できます。
図 10-1: スタックポインタとフレームポインタ
SP (W15)

スタックはアドレスの高
い方へ向かって進む

FP (W14)
Function Frame
libpic30-omf.a 内の C スタートアップ モジュールは、スタックポインタ W15 をス
タックの終端位置へ初期化し、スタックポインタ リミットレジスタをスタックの先頭
位置へ初期化します。スタックはアドレスの高い方へ向かって進み、スタックポインタ
リミットレジスタ内の値を超えると、スタックエラー トラップが発生します。ユーザ
は、スタックポインタ リミットレジスタを使う事で、スタックの進行を制限できます。
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図 10-2 に、関数呼び出しの手順を示します。CALL または RCALL 命令の実行により、
戻りアドレスをソフトウェア スタックへプッシュします。
図 10-2: CALL/RCALL
SP (W15)
Return addr [23:16]
Return addr [15:0]
スタックはアドレスの
高い方へ向かって進む

Parameter 1
:
Parameter n-1
Parameter n
Caller Frame

FP (W14)

呼び出された関数 ( 呼び出し先 ) は、ローカル コンテクスト向けに空間を割り当てる
事ができます ( 図 10-3 参照 )。
図 10-3: 呼び出し先関数の空間割り当て
SP (W15)
Local Variables
and Temporaries

FP (W14)

Previous FP
Return addr [23:16]
スタックはアドレスの
高い方へ向かって進む

Return addr [15:0]
Parameter 1
:
Parameter n-1
Parameter n
Caller Frame
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最後に、関数内で使われた全ての呼び指し先退避レジスタがプッシュされます
( 図 10-4)。
図 10-4: 呼び出し先退避レジスタのプッシュ
SP (W15)
Callee-Saved
Registers
Local Variables
and Temporaries
Previous FP
スタックはアドレスの
高い方へ向かって進む

[W14+n] accesses
local context
FP (W14)
[W14-n] accesses
stack-based
function parameters

Return addr [23:16]
Return addr [15:0]
Parameter 1
:
Parameter n-1
Parameter n
Caller Frame

10.3.3.3 auto 変数のサイズ制限
プログラム全体に対してアクセス可能でなくても構わない大きなオブジェクトが必
要な場合、それらをローカル オブジェクトのままにし、static 指定子を使う事が考
えられます。そのような変数は関数に対してローカルなままですが、auto ではなく
なり、ソフトウェア スタックではない永続的なメモリ領域に割り当てられます。
auto オブジェクトは、固定されたメモリ位置ではなくソフトウェア スタックに配置
されます ( サイズの制限 ( 最大サイズ ) は非 auto オブジェクトと同等です )。大きな
配列の定義と使い方を説明した 10.3.2.3「非 auto 変数のサイズの制限」の内容は、
auto オブジェクトにも適用されます。
10.3.4

auto 変数のメモリ割り当を変更する

auto 変 数 に は、ソ フ ト ウ ェ ア ス タ ッ ク 内 で 動 的 に 空 間 が 割 り 当 て ら れ ま す。
address属性(または他の方法)を使ってauto変数を他の位置に配置する事はできま
せん。
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10.4

プログラム空間内の変数
16 ビットコア ファミリのプロセッサは、プログラム フラッシュ内からデータにアク
セスするためのハードウェア機能 (PSV ( Program Space Visibility) と呼ぶ ) を備えて
います。PSV の動作に関する詳細は、データシートまたはファミリ リファレンス マ
ニュアルに記載されています。10.4.1「プログラムメモリ オブジェクトの割り当てと
アクセス」と 14.8.2「割り込みサービスルーチンでの PSV の使用」も参照してくだ
さい。
簡単に説明すると、このアーキテクチャでは、特殊機能レジスタ (SFR) PSVPAG また
は DSRPAG を介して、1 ページ (32K) のフラッシュをデータアドレス空間の上位 32K
にマッピングできます。既定値では、コンパイラは 1 つの PSV ページ (auto_psv 空
間と呼ぶ ) へのアクセスだけをサポートします。この「シングル PSV ページ」モデル
の場合、16 ビット データポインタが使えます。しかし、メモリ容量の大きなデバイス
では、フラッシュに格納した大量の定数を扱う事が困難になる場合があります。
オプション -mconst-in-code を有効にすると、const 宣言された非 auto 変数は
プログラムメモリ内に配置されます。const 宣言された auto 変数は、他の auto 変
数と一緒にスタック上に配置されます。
全ての const 宣言された変数は (auto であっても非 auto であっても ) 常に読み出
し専用であり、ソースコード内でそれらの変数への書き込みが試みられると、コンパ
イラはエラーを出力します。
プログラムの実行時にこれらのオブジェクトに書き込む事はできないため、
通常const
オブジェクトは初期値と一緒に定義します。しかし、初期化は必須ではありません。非
初期化 const オブジェクトは、他の非初期化 RAM 変数と一緒に空間に配置されます
が、読み出し専用のままです。const オブジェクトの定義例を以下に示します。
const char IOtype = ’A’;
const char buffer[10];

// initialized const object
// I reserve memory in RAM

プログラムメモリ内の const 宣言された変数を表現するアセンブリ方式のシンボル
については、第 16 章「C 言語とアセンブリ言語の併用」を参照してください。
10.4.1

プログラムメモリ オブジェクトの割り当てとアクセス

コンパイラがプログラムメモリ内に配置するオブジェクトは多数存在します。以下で
は、それらのオブジェクトがコンパイラによってどのように最終的なメモリ位置に配
置されるか説明します。また、それらへのアクセス方法についても説明します。
10.4.1.1 文字列および定数オブジェクト
既定値では、コンパイラは、文字列と const 宣言された初期化変数が auto_psv セ
クション ( これは PSV ウィンドウ内にマッピングされる ) 内に配置されるよう自動的
にアレンジします。-mconst-in-data オプションを指定するとコンパイラは PSV
ウィンドウを使わず、これらのオブジェクトは他の RAM ベース変数と一緒に配置さ
れます。
既定値メモリモデルでは、PSV ページは 1 ページ (auto_psv メモリ空間 ) に固定さ
れます。この場合、複数ページを扱う必要がないため、PSV ページに効率的にアクセ
スできます。10.4.2.1「PSV アクセスの管理」で説明する方法を使うと、追加のフラッ
シュにアクセスできます。
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10.4.1.2 セキュア フラッシュ内の const 宣言された変数
初期化子付きで const 宣言された変数は、コンパイラが管理する PSV 定数セクショ
ンを使ってセキュア フラッシュ セグメント内でサポート可能です。以下に例を示し
ます。
const int __attribute__((boot)) time_delay = 55;

time_delay の定義で const 修飾子を省略した場合、この命令文は受け入れられず、
エラーメッセージが出力されます ( セキュア RAM 内では初期化変数はサポートされ
ないため )。
上の例では const 修飾子が指定されているため、変数 time_delay はブートセグメン
トに属する PSV 定数セクション内に配置可能です。以下のように、space(auto_psv)
属性によって PSV 定数セクションを明示的に指定する事もできます。
int __attribute__((boot,space(auto_psv))) bebop = 20;

文字列リテラルで初期化されるポインタ変数には特殊な処理が必要です。以下に例を
示します。
char * const foo __attribute__((boot)) = "eek";

コンパイラは、ポインタ変数 foo と同じ PSV 定数セクション内に文字列リテラル
"eek" を配置する必要があると認識します。
const-in-code または const-in-data のどちらのメモリモデルを選択しても、コンパイ
ラはセキュア セグメントに必要な PSV 定数セクションを生成して管理します。ユー
ザ管理 PSV セクションのサポートは、以下で説明するオブジェクト互換性モデルを
通して維持されます。
ブートまたはセキュア関数へ入る時に、PSVPAG が正しい値に設定されます。この値
は、外部関数呼び出し後に復元されます。
10.4.1.3 文字列リテラルを引数として使う
文字列リテラルは、初期化子として使う以外に、関数の引数として使う事もできます。
以下に例を示します。
myputs("Enter the Dragon code:\n");

文字列リテラルのメモリ割り当ては、前後のコードによって決まります。命令文が
ブートまたはセキュア関数内にある場合、文字列リテラルは対応する PSV 定数セク
ション内に配置されます。そうではない場合、文字列リテラルは、定数メモリモデル
に従って一般的 ( セキュアではない ) メモリ内に配置されます。
セキュア セグメント内に格納されたデータは、他のセグメントから読み出す事ができ
ないという事に注意が必要です。例えば、セキュア セグメント内に配置された文字列
を使って標準 C ライブラリ関数 puts() を呼び出す事はできません。関数の引数と
して使われるリテラルは、同じセキュア セグメント内の関数にのみ渡す事ができま
す。これは、ポインタおよび配列によって参照されるオブジェクトにも当てはまりま
す。単純なスカラー型 (char、int、float 等 ) の値は、異なるセグメント内の関数
へ渡す事ができます。
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10.4.2

プログラムメモリ内のオプジェクトへのアクセス

プログラムメモリに対するオブジェクトの割り当てと、それらへのアクセスは、別々
に扱われます。変数にアクセスする方法をコンパイラに示すために、変数を修飾する
必要があります。これらのオブジェクトへのアクセスをコンパイラが管理するか、そ
れともユーザが管理するか(こちらの方が効率的だが複雑)は、ユーザが選択できます。
10.4.2.1 PSV アクセスの管理
本コンパイラには、各種の新しい修飾子 (CV 修飾子 ) が導入されています。const
volatile 修飾子と同様に、新しい修飾子はオブジェクトまたはポインタ ターゲット
に対して適用できます。それらの修飾子は以下の通りです。
• __psv__ は、PSV 境界をまたがないオブジェクト (space(auto_psv) または
space(psv) 内に配置されたオブジェクト等 ) にアクセスする場合に使います。
• __prog__ は、PSV 境界をまたぐ可能性のあるオブジェクト ( 具体的には
space(prog)内に配置されたオブジェクト ) にアクセスする場合に使います。
しかし、フラッシュ内の任意のオブジェクトに適用可能です。
• __eds__ は、フラッシュまたは拡張データ空間 (32K より大きな RAM 容量のデバ
イスのみ )(10.7「拡張データ空間へのアクセス」内の __eds__ 参照 ) 内に配置され
たオブジェクトにアクセスする場合に使います。
通常、space(auto_psv) 内に配置されたオブジェクトに対して __psv__ または
__prog__ を指定する必要はありません。
コンパイラが管理するフラッシュ空間内の変数は、以下により定義します。
__psv__ unsigned int Flash_variable __attribute__((space(psv)));
この変数からの読み出しがあると、コンパイラは、その変数へ正しくアクセスできる
よう、適切な PSV ページ SFR を調整するためのコードを生成します。以下のように、
これらの修飾子はポインタも同様に修飾できます。
__psv__ unsigned int *pFlash;
これは PSV 内の何らかのオブジェクトを指すポインタを生成します。このポインタ
は、通常の方法で、管理された PSV オブジェクトに割り当てる事ができます。以下
に例を示します。
pFlash = &Flash_variable;

10.4.2.2 オブジェクト互換性モデル
セキュア セグメント内の関数は、PSVPAG をその関数に固有の psv セクションに設
定するため、複数の PSVPAG レジスタ値を管理するための規則が必要です。以前の
バージョンのコンパイラでは、既定値の const-in-code メモリモデルが選択された
場合、プログラム起動時に 1 つの PSVPAG 値が設定されました。コンパイラは、こ
のプリセット値を使って、const 変数と文字列リテラルおよび space(auto_psv)
で宣言された全ての変数にアクセスしました。
こ れ に 対 し、新 し い MPLAB XC16 は 複 数 の PSVPAG 値 を サ ポ ー ト し ま す。
space(auto_psv) で宣言された変数は、セキュア セグメント const 変数および / ま
たは同じソースファイル内の管理された psv 変数と組み合わせて使えます。PSVPAG
のプリセット値が 1 つだけであると想定したプリコンパイル済みオブジェクトは、セ
キュア セグメント psv 定数または管理された psv 変数を定義するオブジェクトとリ
ンク互換です。
PSVPAG はコンパイラが管理するリソースと見なされますが、関数呼び出し方法に対
する変更はありません。
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10.4.2.3 ISR に関する注意点
管理された PSV ポインタを使うデータアクセスはアトミックではありません。つま
り、アクセスには複数の命令が必要です。従って、アクセスが割り込まれないように
するための配慮が必要です。
さらに、割り込みサービスルーチン (ISR) は、PSVPAG レジスタの現在の状態に一切
関知しません。残念ながら、本コンパイラは、全てのケースでこれが重要かどうか判
断できるわけではありません。
本コンパイラは、割り込みサービスルーチン (ISR) を書いた本人が、アトミックかど
うか ( コンパイラが管理する PSVPAG が ISR に必要かどうか ) を認識していると想
定します。この認識は、auto_psv 空間内の全ての定数データ ( または、既定値の
-mconst-in-code オプションを選択した場合、全ての文字列リテラルまたは定数 )
へのアクセスに必要です。割り込みサービスルーチンを定義する際は、PSVPAG SFR
の既定値設定をアサートする必要があるかどうか指定するのが最善の方法です。
これを行うには、割り込み関数定義に以下の属性を追加します。
• auto_psv - コンパイラは PSVPAG レジスタを auto_psv 空間にアクセスするた
めの適切な値に設定し、ISR 終了時にレジスタ値を復元します。
• no_auto_psv - コンパイラは PSVPAG レジスタを設定しません。
以下に例を示します。
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void) {
IFS0bits.T1IF = 0;
}

特に割り込みレイテンシに配慮が必要な場合、この選択が役立ちます。関数への移行
時に PSVPAG を退避および設定するために約 3 サイクルを要し、関数からの戻り時
に設定を復元するためにさらに 1 サイクルが必要です。
boot または secure 割り込みサービスルーチンは、それらの定数データのために、異
なる PSVPAG レジスタ設定を使うという事に注意が必要です。
10.4.3

プログラムメモリ変数のサイズの制限

全ての型の配列 ( 集合体型の配列を含む ) は、const で修飾してプログラムメモリ内
に配置できます。構造体および共用体でも型の混在は可能です (8.6「構造体と共用体」
参照 )。これらのオブジェクトは、しばしばサイズが大きくなり、メモリ割り当てに
影響する可能性があります。
コンパラが管理する PSV ウィンドウ (auto_psv 空間 ) 内に配置されたオブジェクト
に使える総メモリ容量は、PSV ウィンドウ自体のサイズによって制限されます。従っ
て、1 つのオブジェクトのサイズまたは全てのオブジェクトの総サイズが PSV ウィ
ンドウのサイズを超える事はできません。
プログラム空間へ配置される変数はデータ空間内のオブジェクトと同様にサイズが
制限されます。しかし、それらはデータ空間メモリよりも大きなプログラム空間内に
配置されます。大きな配列の定義と使い方を説明した 10.3.2.3「非 auto 変数のサイズ
の制限」の内容は、プログラム空間メモリ内のオブジェクトにも適用されます。
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10.4.4

プログラムメモリ内の変数のメモリ割り当を変更する

プログラムメモリに配置された変数は、制限はあるものの、代替メモリ位置へ割り当
て変更できます。代替アドレスおよびセクションについて説明した 10.3.2.4「非 auto
変数のメモリ割り当を変更する」の内容は、プログラムメモリ空間内のオブジェクト
にも適用されます。auto_psv 空間内のオブジェクトには address 属性が使えない
という事に注意が必要です。
space 属性は、PSV ウィンドウ内に配置する変数の定義に使えます。特定の変数をコ
ンパイラが管理する PSV 空間内に配置するには、space(auto_psv) 属性を使いま
す。PSV アクセス用の変数をコンパイラが管理しないセクション内に配置するには、
space(psv)属性を使います。これらの属性については第7章「MPLAB XC16とANSI
C の相違」を参照してください。
例えば、auto_psv 空間内に変数を配置する場合、1 つの PSVPAG 設定によって簡
便にアクセスできるようフラッシュ内に記憶域を配置するには、以下のように指定し
ます。
unsigned int Flash_variable __attribute__((space(auto_psv)));
フラッシュに関係する他のユーザ空間 ( 以下 ) も利用できます。
• space(psv) - コンパイラが自動的にアクセスしない PSV 空間
• space(prog) - コンパイラが自動的にアクセスしないフラッシュ内の任意位置
psvおよびauto_psv空間は、どちらも1つのPSVPAG設定で変数全体に適切にアクセ
スできるよう、適切にブロックまたはアラインメントされます。
PSV の使用に関する詳細は、『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s
Guide』(DS52106) を参照してください。

DS50002071E_JP - p. 178

 2016 Microchip Technology Inc.

メモリの割り当てとアクセス
10.5

パラレルマスタ ポートのアクセス
パラレル マスタポート (PMP) モジュールを内蔵したデバイスには、各種メモリおよ
び非メモリデバイスを直接接続できます。このモジュールへのアクセスは、周辺モ
ジュールを選択する事で制御します。PMP モジュールに関する詳細は、ファミリ リ
ファレンス マニュアルまたはデバイス データシートに記載されています。
Note:

EPMP を内蔵するデバイスは PMP 属性をサポートしません。その代わり
に拡張データ空間 (EDS) を使います。10.7「拡張データ空間へのアクセス」
を参照してください。

接続するメモリデバイスのタイプおよびブランドによっては、PMP モジュールは相
当な量の設定を必要とする場合があります。本コンパイラは、これを自動的に設定し
ません。
変数を PMP として定義する方法を以下で説明します。これは、その変数にアクセスす
るためにコンパイラは PMP モジュールと通信するという事を意味します。
この機能の使用方法は以下の通りです。
• PMP の初期化 - 初期化関数を以下のように定義します。
void __init_PMP(void)
• 新しいメモリ空間の宣言
• PMP 空間内での変数定義
10.5.1

PMP の初期化

最初に PMP モジュールを初期化する必要があります。初期化前のアクセスは正しく
処理されません。接続するデバイスのマニュアルと、使用する 16 ビットデバイスの
データシートを参照してください。
PMP を使う場合、ツールスイートは通常の C ランタイム初期化中に
void __init_PMP(void) を呼び出します。初期化をカスタマイズする場合、この
関数を確実に呼び出す必要があります。
この関数は PMMODE および PMCON SFR で以下を設定します。
• PMP モジュールに割り込みを生成させない :
PMMODEbits.IRQM = 0
• PMP モジュールにインクリメントさせない :
PMMODEbits.INCM = 0
コンパイラは、実行時に必要に応じてこの設定を変更します。
• PMP モジュールを 16 ビットモードに初期化する :
PMMODEbits.MODE16 = 1
コンパイラは、実行時に必要に応じてこの設定を変更します。
• PMP モジュールをいずれかのマスタモードに設定する :
PMMODEbits.MODE = 2 または PMMODEbits.MODE = 3
• 待機ステート PMMODEbits.WAITB、PMMODEbits.WAITM、
PMMODEbits.WAITE を接続デバイスに応じて適切に設定します。
• PMCON SFR は、メモリ空間を定義する時にコンパイラへ渡される情報とチップセ
レクト機能ビット PMCONbits.CSF が適合するよう、適切に設定する必要がありま
す。
部分的な例を以下に示します。
void __init_PMP(void) {
PMMODEbits.IRQM = 0;
PMMODEbits.INCM = 0;
PMMODEbits.MODE16 = 1;
PMMODEbits.MODE = 3;
/* device specific configuration of PMMODE and PMCCON follows */
}
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10.5.2

新しいメモリ空間の宣言

コンパイラ ツールスイートは、PMP を介して接続される追加の各メモリに関する情
報を要求します。16 ビットデバイス リンカが適切にメモリを割り当てる事ができる
ようにするため、利用可能なメモリのサイズとチップセレクトの番号に関する情報を
提供する必要があります。
第 7 章「MPLAB XC16 と ANSI C の相違」では、新しい pmp メモリ空間を紹介しま
した。この属性には以下の 2 つの目的があります。
- 拡張メモリ空間を宣言する
- C 変数宣言を外部メモリへ割り当てる ( 次の項目で説明 )
拡張メモリを宣言するには、メモリのサイズを指定する必要があります。必要に応じ
て、メモリを特定のチップセレクト ピンに割り当てる事ができます ( 何も割り当てな
いと、チップセレクトは使わないと見なされます )。以下のメモリ宣言は、通常の外
部 C 宣言と同じように見えます。
extern int external_PMP_memory

__attribute__((space(pmp(size(1024),cs(0)))));
上記は、1024 バイトの外部メモリを定義し、チップセレクトは指定しません。チッ
プセレクトを使わない場合、コンパイラは PMP メモリを 1 つだけサポートします。
extern int PMP_bank1 __attribute__((space(pmp(size(1024),cs(1)))));
extern int PMP_bank2 __attribute__((space(pmp(size(2048),cs(2)))));
上記の PMP_bank1 は、チップセレクト ピン 1 を使って有効にします ( このバンク内
の変数にアクセスする時はアドレスピン 14 がアサートされます )。PMP_bank2 は、
チップセレクト ピン 2 を使って有効にします ( このバンク内の変数にアクセスする時
はアドレスピン 15 がアサートされます )。
チップセレクトを使う場合、メモリの最大サイズはバンクあたり 16K バイトである事
に注意が必要です。全ての変換ユニットに対してこの宣言を有効にするため、共通
ヘッダファイル内で宣言する事を推奨します。
10.5.3

PMP 空間内での変数定義

pmp 空間属性は、個々の変数を PMP 空間に割り当てるためにも使います。これには、
そのメモリ空間が宣言されている必要があります。上記 (10.5.2) のようにメモリ空間
が宣言された場合、以下の変数宣言が可能です。
__pmp__ int external_array[256]
__attribute__((space(pmp(external_PMP_memory))));
external_arrayは、上記(10.5.2)で宣言されたメモリexternal_PMP_memory内に
配置されます。PMP メモリが 1 つしか存在しない場合、チップセレクトを使わない
のであれば、メモリに対する明示的な参照は省略可能です。しかし、メモリは常に明
示的に参照する事を推奨します。そうする事で、コードが管理しやすくなるからです。
管理された PSV ポインタと同様に、変数を新しい型修飾子 __pmp__ で修飾してい
る事に注意が必要です。この修飾子を変数またはポインタに付ける事で、PMP モ
ジュールを介してアクセスするためのシーケンスを生成するようコンパイラに指示
します。
変数が宣言されていれば、通常の C 構文を使ってその変数にアクセスできます。コン
パイラは、PMP モジュールと通信するためのコードを生成します。
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10.6

外部メモリへのアクセス
全ての Microchip 社製 16 ビットデバイスが PMP モジュールを実装しているわけでは
なく (10.5「パラレルマスタ ポートのアクセス」参照 )、全てのメモリが PMP への接
続に適しているわけでもありません ( 例 : Microchip 社のシリアルメモリ等 )。本ツー
ルスイートは、
「外部メモリ」( と呼ぶが、必ずしも外部である必要はない ) へのより
一般的なインターフェイスを提供します。
PMP アクセスと同様に、ツールチェーンは接続される外部メモリに関する情報を必
要とします。しかし、PMP アクセスとは異なり、コンパイラはこれらのメモリへの
アクセス方法に関知しません。アプリケーションでアクセス方法を指定する事によ
り、アクセスのためのメカニズムを提供します。
外部オブジェクトのアドレスは全て 32 ビットです。接続可能なメモリの最大サイズ
は 64K (16 ビット使用 ) です。32 ビットアドレスの残りの 16 ビットは、メモリを一
意に識別するために使います。理論上は、全部で 64K 個 (16 ビット使用 ) のメモリを
接続できます。
以下では、この機能の使い方を説明します。
10.6.1

新しいメモリ空間の宣言

これは、PMP アクセス向けに新しいメモリ空間を宣言する場合と良く似ています。
16 ビット ツールスイートは、各外部メモリに関する情報を必要とします。16 ビット
デバイス リンカが適切にメモリを割り当てる事ができるようにするため、利用可能な
メモリのサイズ ( および、必要に応じてメモリの開始アドレス ) に関する情報を提供
する必要があります。
第 7 章「MPLAB XC16 と ANSI C の相違」では、external メモリ空間について説
明しました。この属性には以下の 2 つの目的があります。
- 拡張メモリ空間を宣言する
- C 変数宣言を外部メモリへ割り当てる ( 次の項目で説明 ))
拡張メモリを宣言するには、メモリのサイズを指定する必要があります。必要に応じ
て、このメモリの開始アドレスを指定できます。指定しない場合、これは 0x0000 と
見なされます。
extern int external_memory

__attribute__((space(external(size(1024)))));
上記は 1024 バイトの外部メモリを定義します。このメモリは、指定された名前
external_memory によって一意に識別されます。
10.6.2

外部メモリ空間内での変数定義

external空間属性は、個々の変数を外部メモリ空間に割り当てるためにも使います。
これには、そのメモリ空間が宣言されている必要があります。上記 (10.6.1) のように
メモリ空間が宣言された場合、以下の変数宣言が可能です。
__external__ int external_array[256]
__attribute__((space(external(external_memory))));
external_array は、前に宣言されたメモリ external_memory 内に配置されます。
管理された PSV オブジェクトと同様に、変数を新しい型修飾子 __external__ で
修飾している事に注意が必要です。この修飾子を変数またはポインタに付ける事で、
これらのオブジェクトにアクセスするためのシーケンスを生成するようコンパイラ
に指示します。
宣言された外部メモリ変数へは、通常の C 構文を使ってアクセスできます。コンパイ
ラは、特殊なヘルパー関数 ( ユーザによる定義が必要 ) を介してその変数にアクセス
するためのコードを生成します。これらについて次に説明します。
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10.6.3

メモリ空間へのアクセス方法の定義

外部メモリ内に配置された変数に対する参照は、各種のヘルパー関数を使って制御し
ます。読み出しと書き込み用に、それぞれ最大で 5 個の関数を定義できます。これら
の関数の 1 つは汎用ルーチンです。他の 4 個の関数が未定義であるのに要求された場
合、この汎用ルーチンが呼び出されます。これらの関数が 1 つも定義されていない
と、コンパイラはエラーメッセージを出力します。簡単な例を以下で示します。一般
的に、個々の関数を定義する事でコード生成の効率が向上します。
10.6.3.1

読み出し用の関数

read_external
void __read_external(unsigned int address,
unsigned int memory_space,
void *buffer,
unsigned int len)
この関数は汎用読み出し関数であり、他の関数が未定義であるのに要求された場合に
呼び出されます。この関数は、address を開始アドレスとして memory_space とい
う名前の外部メモリから len バイトのメモリを読み出し、buffer に格納します。

read_external8
unsigned char __read_external8(unsigned int address,
unsigned int memory_space)
address を開始アドレスとして外部メモリ空間 memory_space から 8 ビットを読み
出します。8 ビットサイズのオブジェクトへのアクセスを試みる場合、コンパイラは
この関数を使います。

read_external16
unsigned int __read_external16(unsigned int address,
unsigned int memory_space)
addressを開始アドレスとして外部メモリ空間memory_spaceから16ビットを読み
出します。16 ビットサイズのオブジェクトへのアクセスを試みる場合、コンパイラ
はこの関数の呼び出しを試みます。

read_external32
unsigned long __read_external32(unsigned int address,
unsigned int memory_space)
addressを開始アドレスとして外部メモリ空間memory_spaceから32ビットを読み
出します。32 ビットサイズのオブジェクト (long または float 型等 ) へのアクセス
を試みる場合、コンパイラはこの関数の呼び出しを試みます。

read_external64
unsigned long long __read_external64(unsigned int address,
unsigned int memory_space)
address を開始アドレスとして外部メモリ空間 memory_space から 64 ビットを読み
出します。64 ビットサイズのオブジェクト (long long または long double 型等 )
へのアクセスを試みる場合、コンパイラはこの関数の呼び出しを試みます。
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10.6.3.2

書き込み用の関数

write_external
void __write_external(unsigned int address,
unsigned int memory_space,
void *buffer,
unsigned int len)
この関数は汎用書き込み関数であり、他の関数が未定義であるのに要求された場合に
呼び出されます。この関数は、buffer からの len バイトのメモリを、address を
開始アドレスとして memory_space という名前の外部メモリへ書き込みます。

write_external8
void __write_external8(unsigned int address,
unsigned int memory_space,
unsigned char data)
addressを開始アドレスとして外部メモリ空間memory_spaceへ8ビットのdataを
書き込みます。8 ビットサイズのオブジェクトの書き込みを試みる場合、コンパイラ
はこの関数の呼び出しを試みます。

write_external16
void __write_external16(unsigned int address,
unsigned int memory_space,
unsigned int data)
address を開始アドレスとして外部メモリ空間 memory_space へ 16 ビットの data
を書き込みます。16 ビットサイズのオブジェクトの書き込みを試みる場合、コンパ
イラはこの関数の呼び出しを試みます。

write_external32
void __write_external32(unsigned int address,
unsigned int memory_space,
unsigned long data)
address を開始アドレスとして外部メモリ空間 memory_space へ 32 ビットの data
を書き込みます。32 ビットサイズのオブジェクト (long または float 型等 ) の書き
込みを試みる場合、コンパイラはこの関数の呼び出しを試みます。

write_external64
void __write_external64(unsigned int address,
unsigned int memory_space,
unsigned long long data)
addressを開始アドレスとして外部メモリ空間memory_spaceへ64ビットのdataを
書き込みます。64 ビットサイズのオブジェクト (long long または long double 型
等 ) の書き込みを試みる場合、コンパイラはこの関数の呼び出しを試みます。
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10.6.4

外部メモリの例

以下に示すコードは、
「Examples」フォルダ内にあるサンプルコードからの抜粋です。
このサンプルコードは、外部メモリを使ってビット単位でアドレス指定が可能なメモリ
を実装します。この場合、各ビットはデバイス内部のデータメモリ ( 外部メモリではな
い ) に格納されます。このコードは 512 ユニットの external メモリを定義し、適切
な読み書き関数を使って、アクセスをローカル データメモリ内の 64 バイトへマッピン
グします。
最初に外部メモリを定義します。
extern unsigned int bit_memory

__attribute__((space(external(size(512)))));
次に、読み書き関数を定義します。これらの関数は、通常の方法で予約されるメモリ
の配列を使います。
static unsigned char real_bit_memory[64];
unsigned char __read_external8(unsigned int address,
unsigned int memory_space) {
if (memory_space == bit_memory) {
/* an address within our bit memory */
unsigned int byte_offset, bit_offset;
byte_offset = address / 8;
bit_offset = address % 8;
return (real_bit_memory[byte_offset] >> bit_offset) & 0x1;
} else {
fprintf(stderr,"I don't know how to access memory space:%d\n",
memory_space);
}
return 0;
}
void __write_external8(unsigned int address,
unsigned int memory_space,
unsigned char data) {
if (memory_space == bit_memory) {
/* an address within our bit memory */
unsigned int byte_offset, bit_offset;
byte_offset = address / 8;
bit_offset = address % 8;
real_bit_memory[byte_offset] &= (~(1 << bit_offset));
if (data & 0x1) real_bit_memory[byte_offset] |=
(1 << bit_offset);
} else {
fprintf(stderr,"I don't know how to access memory space:%d\n",
memory_space);
}
}

これらの関数は、いずれも以下のように動作します。
• bit_memory にアクセスする場合、
- 正しいバイトオフセットとビットオフセットを決定する
- real_bit_memory 内の適切な位置で読み書きを実行する
• bit_memory にアクセスしない場合、別のメモリにアクセスする ( サンプルコード
では「I don't know how to access....」と出力 )
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以下の 2 つの命令文により、変数とアクセスを生成します。
__external__ unsigned char bits[NUMBER_OF_BITS]
__attribute__((space(external(bit_memory))));
// inside main
__external__ unsigned char *bit;
bit = bits;
for (i = 0; i < 512; i++) {
printf("%d ",*bit++);
}

__external__ CV 修飾子以外は、通常の C 命令文を使って外部メモリ空間内の変数
を定義してアクセスできます。

10.7

拡張データ空間へのアクセス
拡張データ空間ウィンドウを介してアクセスできるように変数またはポインタター
ゲットを修飾する事で、各種のメモリ空間内に配置されたオブジェクトへ容易にアク
セスできます。メモリ空間は以下を含みます。
space(data) ( および、そのサブセット )、eds、space(eedata)、space(prog)
space(psv)、space(auto_psv)、一部のデバイスのみ space(pmp)
全てのメモリ空間が全てのデバイスでサポートされるわけではありません。
この機能を使うには以下が必要です。
• 適切なメモリ空間内でオブジェクトを宣言する
• そのオブジェクトを __eds__ 修飾子で修飾する
以下に例を示します。
__eds__
__eds__
__eds__
__eds__

int
int
int
int

var_a __attribute__((space(prog)));
var_b [10] __attribute__((eds));
*var_c;
*__eds__ *var_d __attribute__((space(psv)));

var_a : フラッシュ内に配置され、自動的にアクセスされる int を宣言します。
Var_b : eds 内に配置される int の配列を宣言します。配列のエレメントは自動的に
アクセスされます。
Var_c : int へのポインタを宣言します。デスティネーションは、拡張データ空間ポ
インタがサポートするメモリ空間内に存在でき、逆参照時に自動的にアクセスされま
す。ポインタ自体は通常のデータ空間内に存在する必要があります。
Var_d : int へのポインタを宣言します。デスティネーションは、拡張データ空間ポ
インタがサポートするメモリ空間内に存在でき、逆参照時に自動的にアクセスされま
す。ポインタ値はフラッシュ内に存在し、これも自動的にアクセスされます。
コンパイラはスカラー変数宣言に対して自動的に page 属性を有効にします。これに
より、コンパイラは、より大きなデータ型にアクセスする場合により効率的なコード
を生成できます。スカラー変数には構造体または配列を含まないという事に注意が必
要です。構造体または配列のページングを強制的に行うには、明示的に page 属性を
指定する必要があります。これにより、コンパイラはオブジェクトがページ境界をま
たぐ事を防ぎます。
__eds__ 修飾子が付いた変数への読み出しアクセスでは、コンパイラは必要に応じて
自動的に PSVPAG または DSRPAG レジスタを操作します。デバイスが EDS ( 拡張
データ空間 ) メモリをサポートしている場合、コンパイラは DSWPAG レジスタも操
作します。
Note:
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DSRPAG レジスタを使います。
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10.8

データフラッシュ メモリへのアクセス
本言語ツールは、他の内蔵メモリへのアクセスは生成できますが、この種のメモリへ
のアクセスは生成できません。推奨されるアクセスルーチンについては、デバイス
データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルを参照してください。
本コンパイラは、特定のデバイスが提供するデータフラッシュ メモリの定義と使用を
支援するために以下の機能を定義します。
1. 本ツールは新しいメモリ空間 space(dataflash) を定義します。これは属性と
して任意の変数に適用可能です。
2. 本ツールは、適切に属性が与えられたデータフラッシュ変数のアドレスを指定す
るために、以下の新しいビルトイン関数を提供します。
int foo[5] __attribute__((space(dataflash))) = { 1,2,3,4,5 };
offset = __builtin_dataflashoffset(&foo);

10.9

デュアル パーティション メモリへのアクセス
本言語ツールチェーンは、デュアル パーティション デバイスの 1 つのパーティショ
ンをターゲットとするようコンパイラとリンカへ指示するための新しいオプション
をサポートします。このオプションは、出力テキストが 1 つのパネル内に格納される
よう制限します。これは MPLAB X IDE から選択できる他、--partition n を使っ
てコマンドラインから指定する事もできます。

10.10 フラッシュ内に格納されたデータのパッキング
16 ビットコア ファミリは 24 ビットのフラッシュ ワードサイズを使います。10.4「プ
ログラム空間内の変数」で説明したように、本アーキテクチャはフラッシュの領域を
データ空間内へマッピングする機能をサポートします。残念ながら、データ空間の構
造に合わせるために、このマッピングは 16 ビット幅で行います。
本コンパイラは、パッキングされた記憶域を介してフラッシュの上位バイトの使用を
サポートします。この上位バイトの使用により、大きな構造体のコードサイズを節約
できますが、アクセスは遅くなります。宣言に型修飾子 __pack_upper_byte を追
加する事で、その変数をフラッシュメモリ内に配置して上位バイトを使うという事を
指定します。MPLAB XC16 C コンパイラで使う他の修飾子 (__psv__ 等 ) とは異な
り、この修飾子は配置とアクセス方法の両方を指定します。
10.10.1 パッキングの例
__pack_upper_byte char message[] = "Hello World!\n";
上記は、メッセージ文字列をフラッシュメモリ内に配置し、メモリの上位バイトに有
効データを格納します。
__pack_upper_byte データの型に制約はありません。
__attribute__((packed)) が指定された場合、コンパイラは構造体も「パッキン
グ」します。これは、パディングによる空間の無駄使いも無くします。
他の拡張型修飾子と同様に、__pack_upper_byte 型修飾子もコンパイラに対して
特別なアドレス指定空間を要求します。従って、値をパラメータとして渡す場合、こ
の修飾子を維持する事が重要です。__pack_upper_byte 修飾子を省略すると正し
く動作しません。
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10.10.2

使用時の留意点

この修飾子を使う場合、以下を考慮する必要があります。
1. __pack_upper_byte データは、頻繁にアクセスする必要がないかアクセス時間
が重要ではない大きなデータセット向けに使う事を推奨します。
2. __pack_upper_byte データ オブジェクトにシーケンシャルに アクセスする事
でアクセス性能が向上します。
3. memcpy のバージョンは libpic30.h 内で定義され、そのプロトタイプは以下の
通りです。
void _memcpy_packed(void *dst, __pack_upper_byte void *src,
unsigned int len);
4. 以下のスタイルの宣言はパッキングされたメモリに対して無効です。
__pack_upper_byte char *message = "Hello World!\n";
message は __pack_upper_byte 空間へのポインタですが、文字列「Hello
World!\n」は通常の const データ空間内にあるため、__pack_upper_byte は
使えません。標準 C には、リテラル文字列に対して異なるソースアドレス空間を
指定するための方法はありません。代わりに message をオブジェクトとして宣
言します (10.10.1「パッキングの例」内の配列宣言等 )。
5. TBLPAG SFR の内容は、パッキングした変数のアクセス中に破損する可能性があ
ります。
10.10.3

アドレス指定情報

フラッシュの上位バイトは一意アドレスを持ちません。これは C の要件です。従っ
て、コンパイラが一意アドレスを生成する必要があります。ツールチェーンは、フ
ラッシュの全てのバイトを、プログラムアドレス ワード 0 から始まる連続したアド
レスへ再配置します。このため __pack_upper_byte 変数の実際のフラッシュ アド
レスは、ポインタまたはシンボルテーブル内に保存されているアドレスと一致しませ
ん。フラッシュ アドレスは以下によって指定できます。
1. word offset = address div 3
2. program address offset = word offset * 2
3. byte offset = address mod 3
参照するバイトは、フラッシュ内の program address offset に配置されます。
__pack_upper_byte オブジェクトに対する再配置アドレス指定スキームは、コンパ
イラが固定アドレス要求を受け入れる事を防ぎます。
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10.11 変数のレジスタへの割り当て
Note:

通常、コンパイラが割り当てるレジスタ ( 固定レジスタ ) 内で指定される
変数を使う必要はなく、そのような変数を使うと危険な場合もあります。
この機能は廃止される予定であり、非推奨です。

特定のC変数に対して固定レジスタ割り当てを指定する事はできますが、非推奨です。

DD 10.12 EEPROM内 の変数
本コンパイラは、データをデバイスの EE データ領域内に配置可能にする便利なマク
ロ定義を提供します。これは以下のように非常に簡単です。
int _EEDATA(2) user_data[] =

{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

user_data は、EE データ空間 (space(eedata)) 内に配置され、指定された初期値を
持つ 10 ワードのデータを格納します。
メモリのこの領域には、PSV ウィンドウを介するか、専用のマシン命令 (TBLRDx) を
使ってアクセスできます。
10.12.1

ユーザが管理する PSV を介する EEDATA へのアクセス

通常コンパイラは、プログラムメモリ内に格納された定数にアクセスするために PSV
ウィンドウを管理します。そうではない場合、PSV ウィンドウを使って EEDATA メ
モリへアクセスできます。
PSV ウィンドウは以下の方法で使います。
• psv ページレジスタは、アクセス先プログラムメモリのアドレス値に設定する必要
があります。EE データの場合、これは 0xFF ですが、__builtin_psvpage() 関
数を使うのが最善の方法です。
• 一部のデバイスでは、CORCON レジスタ内の PSV ビットをセットする事で PSV
ウィンドウを有効にする事も必要です。このビットをセットしないで PSV ウィン
ドウを使うと、常に 0x0000 を読み出します。
例 10-1: PSVを 介する EEDATAへ のアクセス
#include <xc.h>
int main(void) {
PSVPAG = __builtin_psvpage(&user_data);
CORCONbits.PSV = 1;
/* ...*/
if (user_data[2]) ;/* do something */
}

これらの手順は 1 度だけ実行します。例に示したように、psv ページが変更されない
限り、EE データ空間内の変数は、通常の C 変数と同様に参照する事で読み出せます。
Note:
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10.12.2

TBLRDx 命令による EEDATA へのアクセス

本コンパイラは TBLRDx 命令を直接サポートしません。しかし、この命令はインライ
ン アセンブリまたはコンパイラのビルトイン関数を介して使えます。PSV アクセス
と同様に、23 ビットアドレスが SFR 値から形成され、アドレスは命令の一部として
コード化されます。前の例と同じメモリにアクセスする場合、下のコードが使えます。
TBLRDx 命令の使い方
• TBLPAG レジスタは、アクセス先プログラムメモリのアドレス値に設定する必要が
あります。EE データの場合、これは 0x7F ですが、__builtin_tblpage() 関数
を使うのが最善の方法です。
• TBLRDx 命令は、__asm__ 命令文から使うか、いずれかの __builtin_tblrd 関
数を介して使えます。この命令については『dsPIC30F/33F Programmer’s Reference
Manual』(DS70157) を参照してください。
例 10-2: テーブル読み出しを介する EEDATAへ のアクセス
#include <xc.h>
#define eedata_read(src, offset, dest) {
register int eedata_addr;
register int eedata_val;

\
\
\
\
eedata_addr = __builtin_tbloffset(&src)+offset; \
eedata_val = __builtin_tblrdl(eedata_addr); \
dest = eedata_val;
\
}

char user_data[] __attribute__((space(eedata))) = { /* values */ };
int main(void) {
int value;
TBLPAG = __builtin_tblpage(&user_data);
eedata_read(user_data,2*sizeof(user_data[0]), value);
if (value) ; /* do something */
}
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10.12.3

管理されたアクセスを使った EEDATA へのアクセス

ほとんどのデバイスの EE データ空間はプログラム アドレス空間の一部です。従って
EE データには、管理されたアクセス修飾子 (__psv__ または __eds__ のどちらか )
を使って自動的にアクセスできます。
例 10-3: 管理された PSVア クセスを使った EEDATAへ のアクセス
#include <xc.h>
__eds__ char user_data[] __attribute__((space(eedata))) = { /* values
*/ };
int main(void) {
int value;
value = user_data[0];
if (value) ; /* do something */
}

10.12.4

参考資料

デバイスのファミリ リファレンス マニュアルには、フラッシュ プログラムメモリと
EE データメモリの使い方が詳しく記載されています。これらのマニュアルは、プロ
グラムメモリと EE データメモリの実行時プログラミングに関する情報も提供しま
す。
コンパイラには多数のライブラリ ルーチンが付属します。詳細は『16 ビット言語ツー
ル ライブラリ』(DS51456) を参照してください。

10.13 動的メモリ割り当て
C 実行時ヒープはデータメモリの非初期化領域であり、標準 C ライブラリの動的メモ
リ割り当て関数 (calloc、malloc、realloc) を使った動的メモリ割り当てのため
に使います。これらの関数をどれも使わない場合、ヒープを割り当てる必要はありま
せん。既定値ではヒープは生成されません。
動的メモリ割り当てを行う使う場合、その方法が直接的 ( メモリ割り当て関数の 1 つ
を直接呼び出す ) であれ間接的 ( 標準 C ライブラリの入出関数を使う ) であれ、ヒー
プを生成する必要があります。ヒープを生成するには、コマンドラインで --heap リ
ンカ コマンドライン オプションを使ってサイズを指定します。512 バイトのヒープ
を割り当てる場合のコマンドラインの例を以下に示します。
xc16-gcc foo.c -Wl,--heap=512
リンカは、スタックのすぐ下にヒープを割り当てます。
標準 C ライブラリの入出力関数を使ってファイルオープン (fopen) を生成できます。
複数ファイルを同時に開く場合、各ファイルに対して 40 バイトのヒープサイズが必
要です。ヒープメモリが不足すると、open 関数はエラーインジケータを返します。
バッファリングする各ファイルに対して、4 バイトのヒープ空間が必要です。バッ
ファ向けにヒープメモリが不足する場合、ファイルはバッファなしモードで開かれま
す。既定値バッファは、setvbuf または setbuf を使って変更できます。

DS50002071E_JP - p. 190

 2016 Microchip Technology Inc.

メモリの割り当てとアクセス
10.14 メモリモデル
本コンパイラは各種のメモリモデルをサポートします。コマンドライン オプションを
指定する事で、使用するデバイスとメモリのタイプに応じてアプリケーションに最適
なメモリモデルを選択できます。
表 10-1: メモリモデルのコマンドライン オプション
オプション

メモリ定義

概要

-msmall-data

最大 8 KB のデータメモリ
( 既定値 )

データメモリのアクセス用にPIC18の
類似命令の使用を許可します。

-msmall-scalar

最大 8 KB のデータメモリ
( 既定値 )

データメモリ内のスカラーへのアク
セス用にPIC18的な命令の使用を許可
します。

-mlarge-data

8 KB よりも大きなデータメモリ 間接的なデータ参照を使います。

-msmall-code

最大 32 K ワードのプログラム 関数ポインタはジャンプテーブルを
メモリ ( 既定値 )
参照しません。関数コールは RCALL
命令を使います。

-mlarge-code

32 K ワードよりも大きなプロ 関数ポインタはジャンプテーブルを
グラムメモリ
参照する可能性があります。関数コー
ルは CALL 命令を使います。

-mconst-in-data

定数をデータメモリ内に配置 スタートアップ コードは値をプログ
します。
ラムメモリからコピーします。

-mconst-in-code

定数をプログラムメモリ内に PSV データウィンドウを介して値に
配置します。( 既定値 )
アクセスします。

-mconst-in-auxf
lash

定数を補助フラッシュ内に配 PSV ウィンドウを介して値にアクセ
置します。
スします。

コマンドライン オプションは、コンパイルされるモジュールに対してグローバルに適
用されます。個々の変数と関数を near または far として ( あるいは eds 内で ) 宣言
する事により、コード生成をより正確に制御できます。個々の変数または関数の属性
設定については、8.12「変数属性」と 13.2.1「関数指定子」を参照してください。
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10.14.1

near/far データ

変数を near データ空間内に配置する事で、コンパイラが生成するコードの効率が向
上する ( よりコンパクトになる ) 場合があります。アプリケーションの全ての変数が
8 KB の near データ空間内に収まる場合、各モジュールをコンパイルする時に既定値
の -msmall-data コマンドライン オプションを使う事で、全ての変数を near デー
タ空間内に配置するようコンパイラに要求できます。配列でも構造体でもないスカ
ラー型が消費するデータの総量が 8 KB より少ない場合、既定値 -msmall-scalar
と -mlarge-data を組み合わせて使う事ができます。これは、アプリケーションの
スカラーだけを near データ空間内に配置するようコンパイラに要求します。
上記のグローバル オプションのどちらも適切でない場合、以下が可能です。
1. ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 一 部 の モ ジ ュ ー ル に だ け 、 - ml ar g e- d at a
ま たは
-mlarge-scalar コマンドライン オプションを使ってコンパイルします。この
場合、それらのモジュールが使う変数だけが far データセクション内に配置され
ます。この方法を使う場合、外部で定義された変数を使う際に注意が必要です。
これらのオプションのどちらかを使ってコンパイルしたモジュールが外部で定義
されている変数を使う場合、その変数を定義しているモジュールも同じオプショ
ンを使ってコンパイルするか、変数の宣言と定義で far 属性を指定する必要があ
ります。
2. コマンドライン オプション -mlarge-data または -mlarge-scalar を使った
場合、個々の変数に near 属性を指定する事によって、それらの変数を far デー
タ空間から除外できます。
3. モジュール スコープのコマンドライン オプションを使わない場合、個々の変数
に far 属性を指定する事で、それらの変数を far データセクション内に配置でき
ます。
アプリケーションの全ての near 変数が 8K の near データ空間内に収まらない場合、
リンカはエラーメッセージを生成します。
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第 11 章
11.1

演算子と命令文

はじめに
MPLAB XC16 C コンパイラは、全ての ANSI 演算子をサポートします。その中の一部
の演算子の厳密な結果は処理系定義です。処理系定義のふるまいについては補遺 A.
「処理系定義のふるまい」で詳しく説明します。第 11 章では、しばしば誤解される事
のあるコード動作と、コンパイラが実行可能なその他の動作について説明します。
• ビルトイン関数
• 整数拡張

11.2

ビルトイン関数
ビルトイン関数は、C プログラマーに、現時点ではインライン関数を使ってアクセス
する事しかできないアセンブリ オペレーションまたはマシン命令へのアクセスを提
供します。これらの関数は幅広いアプリケーションに十分に役立てる事ができます。
ビルトイン関数は、C ソースファイル内で関数に似た構文を使いますが、通常は関数
呼び出しまたはライブラリ ルーチンを伴わずに関数を直接実装するアセンブリコー
ドへとコンパイルされます。
ビルトイン関数の詳細は補遺 G.「ビルトイン関数」を参照してください。

11.3

整数拡張
演算子に対して複数のオペランドが存在する場合、通常それらは厳密に同じ型である
事が必要です。必要に応じてコンパイラはそれらが同じ型となるよう自動的にオペラ
ンドを変換します。この変換はサイズの大きい方の型に揃えるため、情報の損失はあ
りません。しかし、型の変換によって期待とは異なるコードのふるまいが生じる場合
があります。これらは標準型変換に分類されます。
演算子の両側のオペランドが同じ型であっても、標準型変換の前に一部のオペランド
がより大きな型に無条件に変換される場合があります。これは「整数拡張」と呼び、
標準 C のふるまいに含まれます。本コンパイラは整数拡張を必要に応じて実行しま
す。この動作を制御する ( または無効にする ) ためのオプションはありません。型が
変更された事に気付かないと、一部の式で予測外の結果が生じる可能性があります。
整数拡張は列挙型、signed char および unsigned char 型、short int 型、ビッ
トフィールド型を signed int 型または unsigned int 型のどちらかへ暗黙的に変
換します。変換した結果が signed int によって表現可能であれば signed int に変換
し、そうでなければ unsigned int に変換します。
以下に例を示します。
unsigned char count, a=0, b=50;
if(a - b < 10)
count++;

a - b の unsigned char 型の結果は 206 であり、10 未満ではありません。しかし、a
と b は減算の前に整数拡張によって signed int 型に変換されます。従って減算結
果は -50 (10 未満 ) であり、if() 文の本体は実行されます。
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減算結果を unsigned にするには、キャスト ( 型変換 ) を適用します。以下に例を示
します。
if((unsigned int)(a - b) < 10)
count++;

この場合、比較は unsigned int で行われ、if() 文の本体は実行されません。
他に、ビット単位の補数演算子「~」でもよく問題が起こります。この演算子は値の
各ビットをトグルします。以下に例を示します。
unsigned char count, c;
c = 0x55;
if( ~c == 0xAA)
count++;

c の値が 0x55 である場合、~c は 0xAA になるとよく勘違いされます。しかし、実際の
結果は 0xFFAA であり、この例の比較結果は「偽」です。状況によっては、このよう
な問題に対してコンパイラが不適合比較エラーを発行します。この問題にもキャスト
を使って対処できます。
以上のように、整数拡張によって演算は char 型オペランドではなく int 型オペラン
ドを使って実行されます。しかし、オペランドの型が char であっても int であって
も演算結果が異ならない場合があります。その場合、本コンパイラはコード効率の向
上のために整数拡張を適用しません。以下に例を示します。
unsigned char a, b, c;
a = b + c;

厳密に言うと、この命令文では b と c を unsigned int に拡張した後に加算を実行
し、加算結果を a の型にキャストした後に代入します。b と c を型拡張した unsigned
int 加算の結果が型拡張なしの unsigned char 加算の結果と異なったとしても、
unsigned int 型の加算結果を unsigned char 型に戻した最終的な結果は同じで
す。8 ビット加算の方が 16 ビット加算よりも効率的である場合、コンパイラは前者
を採用します。
上の例で a が unsigned int 型であった場合、ANSI C 規格に準拠するために整数
拡張が必要です。
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第 12 章
12.1

レジスタの使用

はじめに
C ランタイム環境において、特定のレジスタは重要な働きをします。従って、それら
のレジスタに関するコードを書くには、コンパイラがそれらをどのように扱うか知っ
ておく必要があります。
• レジスタ変数
• レジスタの内容の変更

12.2

レジスタ変数

レジスタ変数は 1 つまたは複数のワーキング レジスタ ( 表 12.1 参照 ) を使います。
表 12.1: レジスタの用法
変数

ワーキング レジスタ
W0 ～ W13、W14 ( フレームポインタとして使わない場合 )
W0 ～ W13、W14 ( フレームポインタとして使わない場合 )
W0 ～ W13、W14 ( フレームポインタとして使わない場合 )
W0 ～ W13、W14 ( フレームポインタとして使わない場合 )
連続する 2 つのレジスタの組み合わせ
(W0/W2/W4/W6/W8/W10/W12 を先頭とする )
long, 連続する 4 つのレジスタの組み合わせ (W0/W4/W8 を先頭とする )。
番号の大きいレジスタほどより上位のビットを格納します。
連続する 2 つのレジスタの組み合わせ
(W0/W2/W4/W6/W8/W10/W12 を先頭とする )
連続する 2 つのレジスタの組み合わせ
(W0/W2/W4/W6/W8/W10/W12 を先頭とする )
連続する 4 つのレジスタの組み合わせ
(W0/W4/W8 を先頭とする )
構造体の中で 2 バイトあたり 1 つの連続するレジスタ
W0 ～ W13、W14 ( フレームポインタとして使わない場合 )

char, signed char, unsigned char
short, signed short, unsigned short
int, signed int,unsigned int
void * ( または任意のポインタ )
long, signed long, unsigned long
long
long,
signed
unsigned long long
float
double1
long double
structure
_Fract
_Sat _Fract
long _Fract
_Sat long _Fract
_Accum
_Sat _Accum

long

連続する 2 つのレジスタの組み合わせ
(W0/W2/W4/W6/W8/W10/W12 を先頭とする )
連続する 3 つのレジスタの組み合わせ
(W0/W4/W8 および W12 (W14 をフレームポインタとして使わな
い場合 ) を先頭とする )

Note 1: * -fno-short-double オプションを使う場合、double は long double と等価です。
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12.3

レジスタの内容の変更
本コンパイラは、C コードからアセンブリコードを生成するために 16 ビットデバイ
ス上の特定のレジスタを使います。最も重要な事は、本コンパイラは「コンパイラ自
身が生成したコードだけがこれらのレジスタの内容を変更できる」と想定するという
事です。従って、アセンブリがあるレジスタに値を書き込んだ場合、後続のコード生
成でこのレジスタが要求されなければ、コンパイラはそのレジスタの内容が後の出力
シーケンスでも有効であると想定します。
以下は本コンパイラが管理する特殊なレジスタです。
W0 ～ W15、RCOUNT、STATUS (SR)、PSVPAG、DSRPAG
固定小数点サポートが有効な場合、本コンパイラはオペランド A および B を割り当
てる事ができます。この場合、コンパイラは CORCON を調整できます。
これらのレジスタの状態は、C コード ( または C コードにインライン展開したアセン
ブリコード ) によって絶対に変更されない事が必要です。以下の例は、C 命令文とイ
ンライン アセンブリがこの規則に違反して STATUS レジスタ内の ZERO ビットを変
更します。
#include <xc.h>
void badCode(void)
{
asm (“mov #0, w8”);
WREG9 = 0;
}

本コンパイラは、C コード内のインライン アセンブリコードの意味を解釈できませ
ん。また、SFR を介してマッピングされた変数を実際のレジスタそのものに関連付け
る事もしません。これら 2 つの方法のどちらかを使って SFR に書き込んだ場合、レ
ジスタが変更された事を示すフラグは立たず、コードエラーが生じる可能性がありま
す。
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第 13 章
13.1

関数

はじめに
以下の項目により、本コンパイラが C コード関数とアセンブリコード関数をどのよう
に扱うか説明します。
•
•
•
•
•
•
•

13.2

関数の書き方
関数のサイズ制限
関数コードのメモリ割り当て
既定値の関数メモリ割り当てを変更する
関数のインライン展開
メモリモデル
関数呼び出し規則

関数の書き方
以下では、関数に関連する実装と特殊な機能について説明します。
13.2.1

関数指定子

static は関数に影響する唯一の指定子です。
static 指定子を使って定義した関数は、その関数のスコープにのみ影響します。つ
まり、ソースコード内でその関数を呼び出せる箇所が制限されます。static 関数は、
その関数が定義されているファイル内のコードからのみ直接呼び出せます。この指定
子を使っても生成される関数のコードそのものは変わりません。
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13.2.2

関数属性

キーワード __attribute__ を使う事で、宣言する際に特別な属性を指定できます。
このキーワードに続く 2 重丸カッコの囲みの中で属性を指定します。関数に対して以
下の属性が現在サポートされています。
• address (addr)
• alias ("target")
• auto_psv, no_auto_psv
• boot
• const
• context
• deprecated
• far
• format (archetype, string-index, first-to-check)
• format_arg (string-index)
• interrupt
[
(
[
save(list)
]
[,
irq(irqid)
]
[,
altirq(altirqid)] [, preprologue(asm) ] ) ]
• keep
• naked
• near
• no_instrument_function
• noload
• noreturn
• round(mode)
• save(list)
• section ("section-name")
• secure
• shadow
• unsupported("message")
• unused
• user_init
• weak
各キーワードの前後に「__」(2 つのアンダースコア ) を付けて属性を指定する事もで
きます ( 例 : shadow の代わりに __shadow__ と指定 )。これにより、同一名のマク
ロが存在するかどうか気にせずに、それらをヘッダファイル内で使う事ができます。
複数の属性を指定する場合、1 つの宣言の 2 重丸カッコの中で複数の属性をコンマで
区切って指定するか、1 つの属性宣言の直後で次の属性を宣言します。
address (addr)
address 属性は関数の絶対アドレスを指定します。
void __attribute__ ((address(0x100))) foo() {
...
}

あるいは、以下のように、関数プロトタイプの中でアドレスを定義する事もできます。
void foo() __attribute__ ((address(0x100)));
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alias ("target")
alias 属性を指定すると、その宣言は別のシンボル ( 指定する必要あり ) のエイリアス
として発行されます。
この属性を使うと target への外部参照が生じ、これはリンクフェイズ中に解決され
る必要があります。
auto_psv, no_auto_psv
auto_psv 属性を割り込み属性と組み合わせると、コンパイラは関数プロローグ内に
追加のコードを生成して psv ページ SFR を space(auto_psv) 変数 ( または
const-in-code メモリモデルの定数 ) にアクセスするための値に設定します。24 ビッ
トポインタを使っている時にこのオプションを使った場合、psv ページが変更され、
かつ割り込みルーチン ( またはそれが呼び出す関数 ) が auto_psv 変数を使うと、割
り込みが発生します。
no_auto_psv 属性を割り込み属性と組み合わせた場合、コンパイラは上記の追加
コードを生成しません。このオプションは、auto_psv に対応する条件が何も該当し
ない場合に使います。
割り込みルーチンに対して auto_psv および no_auto_psv オプションのどちらも
指定しなかった場合、コンパイラは警告を出力し、auto_psv が指定されたと見なし
ます。
boot
この属性は、関数をプログラム フラッシュの boot セグメント内に配置するようコン
パイラに指示します。
以下は、保護された関数を宣言する場合の例です。
void __attribute__((boot)) func();

オプションの引数を使う事で、boot セグメント内の保護されたアクセス エントリポ
イントを指定できます。この引数には、0 ～ 31 (16 を除く ) のリテラル整数または
キーワード「unused」が使えます。整数は、各セキュア セグメントの最下位アドレ
ス領域に置かれたセグメント アクセス領域内の 32 個の命令スロットに対応します。
16 を指定する事はできません。なぜなら、アクセスエントリ 16 はセキュア セグメン
ト割り込みベクタ向けに予約済みだからです。
「unused」は、アクセス領域内の全て
の未使用スロットに対して関数を指定する場合に使います。
アクセス エントリポイントを使う事で、異なるベンダーからのアプリケーションのセ
グメントを作成し、実行時にそれらを容易に組み合わせる事ができます。このオプ
ションは、ローカルに定義された関数だけでなく外部関数に対しても指定できます。
以下に例を示します。
/* an external function that we wish to call */
extern void __attribute__((boot(3))) boot_service3();
/* local function callable from other segments */
void __attribute__((secure(4))) secure_service4()
{
boot_service3();
}
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Note:

boot または secure 属性の関数にメモリを割り当てるには、ブートおよび
/ またはセキュア セグメントを予約する必要があります。これを行うには、
セキュアコード内でコンフィグレーション ワードを設定するか、リンカコ
マンド オプションを指定します。詳細は『MPLAB® Assembler,Linker and
Utilities for PIC24 MCUsand dsPIC® DSCsUsers Guide』(DS51317) 内の
8.8 「Options that Specify CodeGuard Security Features」を参照してくださ
い。
メモリを予約せずに boot または secure 属性を使うと、リンカエラーが
発生します。

セキュア割り込みハンドラを指定するには、以下のように boot 属性と interrupt
属性を組み合わせて使います。
void __attribute__((boot,interrupt)) boot_interrupts();

アクセス エントリポイントを外部セキュア関数に対して指定する場合、その関数をプ
ロジェクトに含めなくてもリンクは成功します。その関数に対する全ての参照は、リ
ンク時に選択されるセキュリティ モデルに応じて、フラッシュ内の固定位置へ割り当
てられます。
アクセス エントリポイントをローカルに定義された関数に対して指定した場合、リン
カはセキュア セグメント アクセスエリアに分岐命令を挿入します。アクセスエント
リ 16 の扱いは他とは異なります。これは命令ではなくベクタ ( つまり命令のアドレ
ス ) として扱われます。実際の関数定義はアクセスエリアの外に配置され、アクセス
エリアはジャンプテーブルを格納します。このテーブルを介する事で、別のセキュリ
ティ セグメントから関数へ、定義されたエントリポイントを使って制御をジャンプさ
せる事ができます。
自動変数は、その変数を含む関数によって所有され、boot 属性は不要です。それら
には、以下のように初期値を代入できます。
void __attribute__((boot)) chuck_cookies()
{
int hurl;
int them = 55;
char *where = "far";
splat(where);
/* ...*/
}

where の初期値は、PSV 定数セクション .boot_const 内に配置された文字列リテラ
ルに基づくという事に注意が必要です。コンパイラは、関数へ入る時に、psv ページ
SFR を適切な値へ設定します。必要に応じ、コンパイラは splat() への呼び出し後
に、この SFR の復元も行います。
const
多くの関数は、引数以外の値を一切参照せず、戻り値以外の値には一切影響を及ぼし
ません。そのような関数は、算術演算子と全く同様に、共通部分除去とループ最適化
の対象となる事ができます。これらの関数は、const 属性を使って宣言すべきです。
以下に例を示します。
int square (int) __attribute__ ((const int));
上記は、この仮定の関数 square の実際の呼び出し回数は、ソースコードに書かれて
いる呼び出し回数よりも安全に少なくできるという事を意味します。
ポインタ引数を持ち、そのポインタが指すデータを参照する関数は、const 宣言して
はならないという事に注意が必要です。同様に、非 const 関数を呼び出す関数は、通
常 const であってはなりません。const 関数に void 戻り値型を持たせても意味を
成しません。
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context
context 属性により、現在のルーチンを代替レジスタセットに関連付ける事ができま
す。通常、この属性を割り込みサービスルーチンに対して使う事で、退避させる必要の
あるコンテクストの量を削減します。これにより、割り込みレイテンシが減少します。
deprecated
deprecated 属性については 8.12「変数属性」を参照してください。
far
far 属性は、短い呼び出し命令が使えない遠く離れた位置にその関数を配置しても構
わないという事をコンパイラに伝えます。
format (archetype, string-index, first-to-check)
format 属性は、その関数が printf、scanf、strftime のいずれかの形式の ( つま
り書式文字列との型の照合が必要な ) 引数を取るという事を指定します。例として、
以下の宣言について考えます。
extern int
my_printf (void *my_object, const char *my_format, ...)
__attribute__ ((format (printf, 2, 3)));

この宣言により、コンパイラは my_printf を呼び出す際に、引数が printf 形式の
書式文字列引数 my_format に整合するかどうかチェックします。
パラメータ archetype は、書式文字列のタイプを指定します。このパラメータは
printf、scanf、strftime のいずれかである事が必要です。各引数には、左から
順番に 1 から始まる番号が付けられます。パラメータ string-index は書式文字列
引数の番号を指定し、パラメータ first-to-check は書式文字列と照合する最初の
引数の番号を指定します。型をチェックすべき引数が存在しない関数 (vprintf 等 )
の場合、3 番目のパラメータを 0 として指定します。この場合、コンパイラは書式文
字列の整合性だけをチェックします。
前の例では、書式文字列 (my_format) は関数 my_print の 2 番目の引数であり、
チェックすべき引数は 3 番目の引数から始まります。従って、format 属性のパラ
メータとして 2 と 3 を指定します。
format 属性を使うと、書式文字列を引数として受け取るユーザ関数を指定し、それら
の関数への呼び出しのエラーをコンパイラにチェックさせる事ができます。-Wformat
オプションを使ってそのような警告を有効にした場合、コンパイラは ANSI ライブラリ
関数 (printf、fprintf、sprintf、scanf、fscanf、sscanf、strftime、vprintf、
vfprintf 、vsprintf) の書式を常にチェックします。従ってヘッダファイル
stdio.h を変更する必要はありません。
format_arg (string-index)
format_arg 属性は、その関数が printf または scanf 形式の引数を受け取り、その
引数を変更 ( 例 : 異なる言語に翻訳 ) した後に、printf または scanf 形式の関数に
渡すという事を指定します。例として、以下の宣言について考えます。
extern char *
my_dgettext (char *my_domain, const char *my_format)
__attribute__ ((format_arg (2)));

この場合、コンパイラは my_dgettext への呼び出しの引数が printf 形式の書式文
字列引数 my_format に 整合するかど うかチェックします。この関数の結果は
printf、scanf、strftime 型の関数へ渡されます。
パラメータ string-index は、何番目の引数が書式文字列引数なのか指定します
(1 から始まる番号で指定 )。
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format-arg 属性を使うと、書式文字列を変更するユーザ関数を指定できます。これ
によりコンパイラは、それらのユーザ関数の1つをオペランドとするprintf、scanf、
strftime 関数への呼び出しをチェックできます。
interrupt [ ( [ save(list) ] [, irq(irqid) ]
[, altirq(altirqid)] [, preprologue(asm) ] ) ]
interrupt 属性を使う事で、その関数が割り込みハンドラである事を指定します。こ
の属性を指定すると、コンパイラは割り込みハンドラに適した関数プロローグ / エピ
ローグ シーケンスを生成します。オプションのパラメータ save により、関数プロロー
グおよびエピローグのそれぞれで退避 / 復元する変数のリストを指定できます。オプ
ションのパラメータ irq および altirq により、使用する割り込みベクタテーブル ID
を指定できます。オプションのパラメータ preprologue により、コンパイラが生成
するプロローグコードの前に発行するアセンブリコードを指定できます。例を含む詳
細な説明は第 14 章「割り込み」を参照してください。
interrupt属性を使う場合、
auto_psvまたはno_auto_psvを指定する必要がありま
す。どちらも指定しないと警告が出力され、auto_psv が指定されたと見なされます。
keep
keep 属性は、ELF リンカ オプション --gc-sections によってリンカがその関数を
削除してしまう事を ( たとえその関数が未使用であっても ) 防ぎます。
void __attribute__((keep)) func();

naked
naked 属性は、コンパイラがレジスタを退避または復元する事を防ぎます。レジスタ
を退避または復元しないと問題が生じる可能性があるため、この属性の適用には注意
が必要です。安全のために、この属性は noreturn ( 関数がリターンを試みた場合に
リセットする ) と一緒に使う事を推奨します。
void __attribute__((naked)) func();

near
near 属性は、その関数はより効率的な形態の呼び出し命令を使って呼び出せるとい
う事をコンパイラに伝えます。
no_instrument_function
コマンドライン オプション -finstrument-function を指定すると、ユーザによっ
てコンパイルされた大部分の関数の開始時および終了時にプロファイリング関数呼
び出しが生成されます。この属性を持つ関数は、それほどインストルメント化されま
せん。
noload
noload 属性は、その関数に空間を割り当てる必要はあるが、実際のコードはメモリ
に書き込まないという事を指定します。この属性は、実行時にシリアル EEPROM 等
からメモリへ関数を転送するアプリケーションで便利に使える場合があります。
void bar() __attribute__ ((noload)) {
...
}
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noreturn
一部の標準ライブラリ関数 (abort、exit 等 ) はリターンできません。コンパイラは
自動的にこの事を認識します。プログラムによっては、絶対にリターンしないユーザ
関数を定義する場合があります。その場合、noreturn 属性を使って宣言する事で、
その関数はリターンしないという事をコンパイラに伝えます。以下に例を示します。
void fatal (int i) __attribute__ ((noreturn));
void
fatal (int i)
{
/* Print error message.*/
exit (1);
}

noreturnキーワードは、
fatalはリターンしないという事をコンパイラに伝えます。
コンパイラは、fatal がリターンした場合の事を考慮せずにコードを最適化できま
す。これにより、コードは少し改善されます。また、非初期化変数に関する誤った警
告を防ぐという効果も得られます。
noreturn 関数に void 以外の戻り値型を持たせても意味を成しません。
noreturn 関数はリターンを試みるとリセットします。
round(mode)
round 属性は、その関数内での C 言語固定小数点サポート (_Fract、_Accum 変数型 )
方言コード (-menable-fixed コマンドライン オプション ) の丸め処理モードを制
御します。mode には truncation、conventional、convergent のいずれかを指定しま
す。この属性を持つ関数内の C 言語コードでは、-menable-fixed によって設定さ
れた既定値丸め処理モードの代わりに mode によって指定されたモードが適用されま
す。この属性は、その関数によって呼び出される関数には影響しません。
save(list)
save(list)属性を使って関数を宣言した場合、コンパイラはlistで指定されたC変
数を退避 / 復元します。
section ("section-name")
通常、コンパイラによって生成されたコードは .text セクション内に配置されます。
しかし、セクションを追加したり、特定の関数を特別なセクション内に配置する事が
必要になる場合があります。section 属性は、その関数を格納するセクションを指
定します。例として、以下の宣言について考えます。
extern void foobar (void) __attribute__ ((section (".libtext")));
この場合、関数 foobar は .libtext セクションに格納されます。
リンカは、保存された名前付きセクションを順番に割り当てます。これにより、たと
えモジュールが異なるコードであっても、互いにローカルに関係付ける事ができま
す。これにより、より効率的な呼び出し命令が使えるよう、関数を互いに近い場所に
配置する事ができます。
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secure
この属性は、関数をプログラム フラッシュの secure セグメント内に配置するよう
コンパイラに指示します。
以下は、保護された関数を宣言する場合の例です。
void __attribute__((secure)) func();

オプションの引数を使う事で、secure セグメント内の保護されたアクセス エントリ
ポイントを指定できます。この引数には、0 ～ 31 (16 を除く ) のリテラル整数または
キーワード「unused」が使えます。整数は、各セキュア セグメントの最下位アドレ
ス領域に置かれたセグメント アクセス領域内の 32 個の命令スロットに対応します。
16 を指定する事はできません。なぜなら、アクセスエントリ 16 はセキュア セグメン
ト割り込みベクタ向けに予約済みだからです。「unused」は、アクセス領域内の全
ての未使用スロットに対して関数を指定する場合に使います。
アクセス エントリポイントを使う事で、異なるベンダーからのアプリケーションのセ
グメントを作成し、実行時にそれらを容易に組み合わせる事ができます。このオプ
ションは、ローカルに定義された関数だけでなく外部関数に対しても指定できます。
以下に例を示します。
/* an external function that we wish to call */
extern void __attribute__((boot(3))) boot_service3();
/* local function callable from other segments */
void __attribute__((secure(4))) secure_service4()
{
boot_service3();
}

Note:

boot または secure 属性の関数にメモリを割り当てるには、ブートおよび
/ またはセキュア セグメントを予約する必要があります。これを行うには、
セキュアコード内でコンフィグレーション ワードを設定するか、リンカコ
マンド オプションを指定します。詳細は『MPLAB® Assembler,Linker and
Utilities for PIC24 MCUsand dsPIC® DSCsUsers Guide』(DS51317) 内の
8.8 「Options that Specify CodeGuard Security Features」を参照してくださ
い。
メモリを予約せずに boot または secure 属性を使うと、リンカエラーが
発生します。

セキュア割り込みハンドラを指定するには、以下のように secure 属性と interrupt
属性を組み合わせて使います。
void __attribute__((secure,interrupt)) secure_interrupts();

アクセス エントリポイントを外部セキュア関数に対して指定する場合、その関数をプ
ロジェクトに含めなくてもリンクは成功します。その関数に対する全ての参照は、リ
ンク時に選択されるセキュリティ モデルに応じて、フラッシュ内の固定位置へ割り当
てられます。
アクセス エントリポイントをローカルに定義された関数に対して指定した場合、リン
カはセキュア セグメント アクセスエリアに分岐命令を挿入します。アクセスエント
リ 16 の扱いは他とは異なります。これは命令ではなくベクタ ( つまり命令のアドレ
ス ) として扱われます。実際の関数定義はアクセスエリアの外に配置され、アクセス
エリアはジャンプテーブルを格納します。このテーブルを介する事で、別のセキュリ
ティ セグメントから関数へ、定義されたエントリポイントを使って制御をジャンプさ
せる事ができます。
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自動変数は、その変数を含む関数によって所有され、secure 属性は不要です。それ
らには、以下のように初期値を代入できます。
void __attribute__((secure)) chuck_cookies()
{
int hurl;
int them = 55;
char *where = "far";
splat(where);
/* ...*/
}

where の初期値は、PSV 定数セクション .secure_const 内に配置された文字列リテ
ラルに基づくという事に注意が必要です。コンパイラは、関数へ入る時に、PSVPAG
を適切な値へ設定します。必要に応じ、コンパイラは splat() への呼び出し後に、
PSVPAG の復元も行います。
shadow
shadow 属性を指定すると、コンパイラはソフトウェア スタックの代わりにシャドー
レジスタを使ってレジスタを退避させます。通常、この属性は interrupt 属性と組
み合わせて使います。
void __attribute__ ((interrupt, shadow)) _T1Interrupt (void);
unsupported("message")
この属性を指定すると、そのオブジェクトが使われた時に指定したメッセージを出力
できます。
int foo __attribute__((unsupported(“This object is unsupported”));
上記の場合、foo にアクセスすると警告メッセージ「This object is unsupported」
が生成されます。
unused
この属性は、その関数が使われなくても構わないという事を意味します。コンパイラ
は、この関数が未使用であっても警告を生成しません。
user_init
user_init 属性は、void 型のパラメータと戻り値を持つ非割り込み関数に適用でき
ます。この属性を適用すると、既定値の C スタートアップ モジュールは、ユーザ main
が実行される前にその関数を呼び出します。順番は保証されないため、これらの関数
は先に実行される他の user_init 関数に依存できません。これらの関数は PSV と
データ初期化後に呼び出されます。user_init 関数は、実行中のプログラムから呼
び出す事もできます。以下に例を示します。
void __attribute__((user_init)) initialize_me(void) {
// perform initalization sequence alpha alpha beta
}

weak
weak 属性については 8.12「変数属性」を参照してください。
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13.3

関数のサイズ制限
全てのデバイスにおいて、1 つの関数のために生成されるコードのサイズは 1 ページ
を超えても構いません。このサイズはプログラムメモリの容量によってのみ制限され
ます。しかし、1 ページより大きなコードは効率的ではありません。なぜなら、他の
ページ内のデスティネーションに対するジャンプまたは呼び出しでは、シーケンスが
長くなるからです。詳細は 13.4「関数コードのメモリ割り当て」を参照してください。

13.4

関数コードのメモリ割り当て
関数に関連するコードは、常にターゲット デバイスのプログラム フラッシュメモリ
内に配置されます。10.2「アドレス空間」で説明したように、コンパイラは使用する
メモリモデルに応じて、またデータが初期化されるかどうかに応じて、.text セク
ションへのコードの配置を調整します。リンク時にモジュールを組み合わせる際に、
リンカは各種セクションの開始アドレスを、それらの属性に基づいて決定します。

13.5

既定値の関数メモリ割り当てを変更する
特定の関数を特定のアドレス ( または特定のアドレス領域内 ) に配置する必要がある
場合、問題が生じます。これに対処する最も簡単な方法は、address 属性を使う事
です (13.2.1「関数指定子」参照 )。以下は、関数 PrintString をプログラムメモリ
内のアドレス 0x8000 に配置する場合の例です。
int __attribute__ ((address(0x8000))) PrintString (const char *s);
コードを配置する別の方法として、関数をユーザ定義セクション内に配置し、カスタ
ム リンカスクリプト内でそのセクションの開始アドレスを指定する事ができます。そ
の方法は以下の通りです。
1. C ソース内のコード宣言を変更してユーザ定義セクションを指定します。
2. ユーザ定義セクションをカスタム リンカスクリプトに追加し、そのセクションの
開始アドレスを指定します。
例えば、関数 PrintString をプログラムメモリ内のアドレス 0x8000 に配置する場
合、最初に C ソース内で以下のように関数を宣言します。
int __attribute__((__section__(".myTextSection")))
PrintString(const char *s);
section 属性は、その関数を既定値 .text セクションの代わりに .myTextSection
という名前のセクション内に配置するよう指定します。この属性は、ユーザ定義セク
ションの位置を指定しません。セクションの位置は、以下のようにカスタム リンカス
クリプト内で指定する必要があります。ベースとしてデバイス固有リンカスクリプト
を使い、以下のセクション定義を追加します。
.myTextSection 0x8000 :
{
*(.myTextSection);
} >program
これは、出力ファイルがアドレス 0x8000 から始まる .myTextSection という名前
のセクションを含み、そこに .myTextSection と指定される全ての関数を格納する
という事を指定します。この例では、そのセクション内に関数 PrintString だけが
存在するため、この関数はプログラムメモリ内のアドレス 0x8000 に配置されます。
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13.6

関数のインライン展開
関数を inline 宣言すると、コンパイラはその関数のコードを呼び出し元のコード内
に統合します。通常これによって関数呼び出しのオーバーヘッドが取り除かれ、実行
速度が向上します。加えて、実際の引数の中に定数がある場合、コンパイル時にコー
ドを単純化できます ( インライン展開する関数のコードを一部省略できます )。コー
ドサイズに対する影響を予測する事は比較的困難です。関数をインライン展開する事
によってマシンコードのサイズが増加する場合もあれば、減少する場合もあります。
Note:

関数のインライン展開は、その関数の定義 ( プロトタイプだけではない )
が呼び出し側で可視である場合にのみ適用されます。1 つの関数を複数の
ソースにインライン展開するには、それらのソースファイルがインクルー
ドするヘッダファイル内にその関数の定義を含める必要があります。

関数のインライン展開を宣言するには、以下のようにinlineキーワードを使います。
inline int
inc (int *a)
{
(*a)++;
}

-traditional ま た は -ansi オ プ シ ョ ン を 使 う 場 合、inline の 代 わ り に
__inline__を使います。コマンドライン オプション-finline-functionsを使う
と、全ての「十分に単純な」関数をインライン展開する事もできます。コンパイラは、
そのようにインライン展開する価値のある「十分に単純な」関数を、関数サイズの予
測に基づく発見的方法で判別します。
Note:

inline キーワードは、-finline を指定した場合または最適化を有効に
した場合にのみ認識されます。

関数定義内での特定の用法 (varargs、alloca、可変サイズデータ、計算型 goto、
非ローカル goto 等の使用 ) は、インライン展開に適さない場合があります。コマン
ドライン オプション -Winline を指定すると、inline 宣言された関数がインライ
ン展開できなかった場合に警告が出力され、その原因が示されます。
コンパイラ構文では、inline キーワードは関数のリンクに影響しません。
inline と static の両方が宣言された関数への呼び出しが全て呼び出し元に統合さ
れ、関数のアドレスが全く使われない場合、その関数本体のアセンブリコードは一切
参照されません。この場合、-fkeep-inline-functions コマンドライン オプショ
ンを指定しない限り、コンパイラは関数本体のアセンブリコードを生成しません。各
種の理由により、一部の呼び出し ( 例 : 関数定義よりも前の呼び出し、関数定義内の
再帰呼び出し等 ) は統合できません。未統合の呼び出しが存在する場合、関数は通常
通りにアセンブリコードへコンパイルされます。プログラムが関数のアドレスを参照
する場合も、通常通りにコンパイルされます ( そのような関数はインライン展開でき
ないため )。コンパイラは、全ての呼び出しの前に定義されている static 宣言され
た inline 関数だけをコンパイルから除外します。
inline関数がstaticではない場合、コンパイラはその関数が他のソースファイルか
ら呼び出される可能性があると見なします。グローバル シンボルはプログラム全体で
一度しか定義できない ( 同じ関数が他のソースファイル内で定義されていてはならな
い ) ため、他のソースファイルにおける呼び出しは統合できません。従って非 static
のインライン関数は常にコンパイルされます。
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関数定義で inline と extern の両方を指定した場合、その定義はインライン展開向
けにのみ使われます。たとえ関数のアドレスを明示的に参照していても、関数本体が
コンパイルされる事は決してありません。そのようなアドレスは、関数を宣言だけし
て未定義である場合と同様に、外部参照となります。
inline と extern の組み合わせはマクロに似た効果を持ちます。例えば、これらの
キーワードを指定した関数定義をヘッダファイルに含め、inline と extern を指定
しないコピーの定義をライブラリ ファイルに含めます。すると、ヘッダファイル内の
定義により、その関数に対するほとんどの呼び出しはインライン展開されます。イン
ライン展開されなかった呼び出しがある場合、それらはライブラリ内のコピーを参照
します。
inline は原則として示唆するだけであり、無視される場合があります。

13.7

メモリモデル
本コンパイラは各種のメモリモデルをサポートします。コマンドライン オプションを
指定する事で、使用する dsPIC DSC デバイスとメモリのタイプに応じてアプリケー
ションに最適なメモリモデルを選択できます。
表 13-1: メモリモデルのコマンドライン オプション
オプション

メモリ定義

概要

-msmall-data

最大 8 KB のデータメモリ
( 既定値 )

データメモリのアクセス用にPIC18の
類似命令の使用を許可します。

-msmall-scalar

最大 8 KB のデータメモリ
( 既定値 )

データメモリ内のスカラーへのアク
セス用にPIC18の類似命令の使用を許
可します。

-mlarge-data

8 KB よりも大きなデータメモリ 間接的なデータ参照を使います。

-msmall-code

最大 32 K ワードのプログラム 関数ポインタはジャンプテーブルを
メモリ ( 既定値 )
参照しません。関数呼び出しは RCALL
命令を使います。

-mlarge-code

32 K ワードよりも大きなプロ 関数ポインタはジャンプテーブルを
グラムメモリ
参照する可能性があります。関数呼び
出しは CALL 命令を使います。

-mconst-in-data

定数をデータメモリ内に配置 スタートアップ コードは値をプログ
します。
ラムメモリからコピーします。

-mconst-in-code

定数をプログラムメモリ内に PSV データウィンドウを介して値に
配置します。( 既定値 )
アクセスします。

-mconst-in-auxf 定数を補助フラッシュ内に配 PSV ウィンドウを介して値にアクセ
lash
置します。
スします。

コマンドライン オプションは、コンパイルされるモジュールに対してグローバルに適
用されます。個々の変数と関数を near、far、eds のいずれかとして宣言する事に
より、コードの生成をより正確に制御できます。個々の変数または関数の属性設定に
ついては、8.12「変数属性」と 13.2.1「関数指定子」を参照してください。
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13.7.1

near/far コード

互いに配置場所が近い関数 ( 互いに 32K ワード以内に配置された関数 ) は、より効率
的に互いを呼び出す事ができます。アプリケーション内の全ての関数がそのように配
置される事が分かっている場合、各モジュールをコンパイルする時に既定値の
-msmall-code コマンドライン オプションを使う事で、より効率的な形態の関数呼
び出しを使うようコンパイラに指示できます。
この既定値オプションが適さない場合、以下の方法が使えます。
1. アプリケーションの一部のモジュールにだけ -msmall-code コマンドライン オ
プションを使ってコンパイルする事ができます。この場合、それらのモジュール
内の関数呼び出しにのみ、より効率的な形態の関数呼び出しが使われます。
2. -msmall-code コマンドライン オプションを使った場合、個々の関数に far 属
性を指定する事で、それらの関数に対して遠距離呼び出し形式を使うようコンパ
イラに指示する事ができます。
3. モジュール スコープで適用されるコマンドライン オプションを使う代わりに、
個々の関数の宣言と定義に near 属性を指定する事で、それらの関数により効率
的な形態の関数呼び出しを使うようコンパイラに指示する事ができます。
4. ローカルに関連するコードは、名前付きセクションを使うか共通の変換ユニット
内に収める事で、互いにグループ化します。
near 宣言された関数に対し、呼び出し元からより効率的な形態の関数呼び出しを
使ってその関数を呼び出す事ができない場合、リンカはエラーメッセージを出力しま
す。
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13.8

関数呼び出し規則
関数の呼び出し動作は以下の規則に従います。
• レジスタ W0 ～ W7 は呼び出し元で退避します。これらの値が関数呼び出し後に必
要になる場合、呼び出し元の関数は関数呼び出しの前にこれらの値を退避させる必
要があります。これらの値の退避にはスタックが適します。
• レジスタ W8 ～ W14 は呼び出し先で退避します。呼び出し先の関数は、その関数
内で変更する全てのレジスタ値を退避させる必要があります。
• レジスタ W0 ～ W4 は関数の戻り値用に使います。
• レジスタ W0 ～ W7 は引数を渡すために使います。
• -mconst-in-code (auto_psv) メモリモデルを使う場合、DBRPAG/PSVPAG は
退避する必要があります。
表 13-2: 必要なレジスタ
必要な W レジスタの個数

データ型
char

1個

int

1個

short

1個

pointer

1 個 (eds ポインタは 2 個必要 )

long

連続する 2 個 ( 偶数番号レジスタと次の奇数番号レジスタ )

float

連続する 2 個 ( 偶数番号レジスタと次の奇数番号レジスタ )

double*

連続する 2 個 ( 偶数番号レジスタと次の奇数番号レジスタ )

long double

連続する 4 個 (4 の倍数番号レジスタと後続の 3 個のレジスタ )

structure

構造体内の 2 バイトに対して 1 個のレジスタ

_Fract

1個

long _Fract

連続する 2 個 ( 偶数番号レジスタと次の奇数番号レジスタ )

_Accum

連続する 3 個 (4 の倍数番号レジスタと後続の 2 個のレジスタ )

* -fno-short-double オプションを使う場合、double は long double と等価です。

パラメータは、最初に利用可能な適切なアラインメントの連続したレジスタに格納さ
れます。呼び出し元の関数は、必要に応じてパラメータを退避させる必要があります。
構造体に対するアラインメントの制約はありません。構造体全体を保持可能な数のレ
ジスタが存在する場合、構造体パラメータはレジスタに格納されます。関数の結果は、
W0 から始まる連続したレジスタに保存されます。
13.8.1

関数のパラメータ

関数パラメータには最初の 8 個のワーキング レジスタ (W0 ～ W7) を使います。パラ
メータは左から右へ順番に、最初に利用可能な適切なアラインメントのレジスタへ割
り当てられます。
以下の例では全てのパラメータがレジスタに格納されますが、その順番は宣言の順番
とは異なります。このような方式により、コンパイラはパラメータ レジスタを最も効
率的に使う事ができます。
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例 13-1: 関数呼び出しの例
void
params0(short p0, long p1, int p2, char p3, float p4, void *p5)
{
/*
** W0
p0
** W1
p2
** W3:W2
p1
** W4
p3
** W5
p5
** W7:W6
p4
*/
...
}

次の例では、構造体を関数へ渡す方法を示します。構造体の全体が利用可能なレジス
タに収まる場合、構造体はレジスタ経由で渡されます。そうではない場合、構造体引
数はスタックへ格納されます。
例 13-2: 関数呼び出しの例 (構 造体を渡す場合 )
typedef struct bar {
int i;
double d;
} bar;
void
params1(int i, bar b) {
/*
** W0
i
** W1
b.i
** W5:W2
b.d
*/
}

可変長引数リストの省略記号 (...) に対応するパラメータはレジスタに割り当てられま
せん。レジスタに割り当てられない全てのパラメータは、右から左の順番でスタック
にプッシュされます。
次の例の構造体パラメータは、大きすぎるためレジスタに格納されません。しかし、
構造体パラメータの次のパラメータはレジスタに格納されます。
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例 13-3: 関数呼び出しの例 (ス タックベースの引数 )
typedef struct bar {
double d,e;
} bar;
void
params2(int i, bar b, int j) {
/*
** W0
i
** stack
b
** W1
j
*/
}

スタックに格納された引数へのアクセスは、フレームポインタが生成されたかどうか
によって異なります。一般的に ( ユーザが明示的に禁止しない限り )、コンパイラは
フレームポインタを生成します。そして、スタックベースのパラメータにはフレーム
ポインタ レジスタ (W14) を介してアクセスします。上記の例では、W14 ～ 22 を介
して b にアクセスします。フレームポインタのオフセットは -22 ( 前の FP 向けに
2 バイト、戻りアドレス向けに 4 バイト、b 向けに 16 バイトを使用 ) に設定されます
( 図 10-4 参照 )。
フレームポインタを使わない場合、アセンブリコードをプログラミングするには、処
理を開始してからどれだけの量のスタック空間が使われたか知る必要があります。追
加のスタック空間が使われない場合、計算は例 13-3 と同様です。b には W15 ～ 20
を介してアクセスします ( 戻りアドレス向けに 4 バイト、b の先頭へのアクセスに
16 バイトを使用 )。
13.8.2

戻り値

関数の戻り値は W0 (8 または 16 ビットスカラー )、W1:W0 (32 ビットスカラー )、
W3:W2:W1:W0 (64 ビットスカラー ) を介して返されます。集合体は W0 を介して間
接的に返されます ( 関数呼び出し元が集合体値のアドレスを W0 に書き込む )。
13.8.3

関数呼び出し時のレジスタ退避

通常の関数を呼び出す場合、コンパイラはレジスタ W8 ～ W15 を退避させます。レ
ジスタ W0 ～ W7 はスクラッチ レジスタとして利用可能です。割り込み関数の場合、
コンパイラは必要な全てのレジスタ (W0 ～ W15 と RCOUNT) を退避させます。
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第 14 章
14.1

割り込み

はじめに
割り込み処理は、ほとんどのマイクロコントローラ アプリケーションにおいて重要で
す。割り込みを使うと、発生するイベントに対してソフトウェア動作をリアルタイム
に同期させる事ができます。割り込みイベントが発生すると、ソフトウェアの通常の
実行フローは保留され、イベントを処理するための特別な関数が呼び出されます。割
り込みの処理が完了すると、割り込み前のコンテクスト情報が復元され、通常の実行
フローが再開します。
第 14 章には割り込み処理の概要を記載しています。本章の内容は以下の通りです。
• 割り込み動作 - 割り込み動作の概要を説明します。
• 割り込みサービスルーチンの書き方 - 1 つまたは複数の C 関数を割り込みサービス
ルーチン (ISR) として指定し、割り込み発生時にそれらの関数を呼び出す事ができ
ます。性能を最適化するため、長い計算やライブラリの呼び出しが必要な演算は、
一般的にメイン アプリケーション内に置きます。そうする事で、性能を最適化する
と共に、割り込みイベントが急激に発生した時に情報が失われる可能性を最小限に
抑える事ができます。
• 割り込みベクタの指定 - 16 ビットデバイスは、割り込み発生時に割り込みベクタを
使ってアプリケーションの制御をジャンプさせます。割り込みベクタはプログラム
メモリ内の専用位置に置かれ、ISR のアドレスを指定します。割り込みを使う場合、
アプリケーションはこれらの位置に正しい関数アドレスを格納する必要がありま
す。
• 割り込みサービスルーチンのコンテクスト退避 - 割り込み後に、割り込み前と同じ
状態でコードへ戻るには、特定のレジスタ内のコンテクスト情報を退避させる必要
があります。
• 割り込みのネスト - 割り込みが発生してから最初の ISR 命令が実行されるまでの時
間を割り込みレイテンシと呼びます。
• 割り込みの有効化 / 無効化 - 割り込みの優先度がどのように決まるか説明します。
割り込み要因の有効化 / 無効化は 2 つのレベルで ( グローバルおよび個別に ) 発生
します。
• ISR に関する注意点 - メインライン コードとのメモリの共有、ISR での PSV の使
用、ISR からの関数呼び出しについて説明します。
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14.2

割り込み動作
本コンパイラは、C コードから割り込みを完全に処理するための機能を実装していま
す。多くの場合、割り込み関数を ISR と呼びます。
16 ビットデバイスでは、多数の割り込み要因から割り込みを生成できます。大部分
の割り込み要因には、割り込みベクタテーブル (IVT) 内で、その要因に固有の割り込
みベクタが割り当てられます。各ベクタは、対応する割り込みサービスルーチンのエ
ントリポイントのアドレスを格納します。割り込みベクタテーブルの一部はトラップ
用です。トラップとは、デバイスの異常動作 ( アドレスエラー等 ) を処理するための
ノンマスカブル割り込みです。
一部のデバイスは代替割り込みベクタテーブル (AIVT) を備え、個々の割り込みのベ
クタを指定できます。このテーブルは必要な時に有効にできます。これを有効にする
と、ISR アドレスは IVT の代わりに AIVT から読み出されます。
割り込みには優先度が割り当てられます。優先度は割り込み要因ごとに調整できま
す。同じ優先度を持つ複数の割り込みが同時に保留されている場合、各割り込み要因
に本来備わっている優先度 ( 自然順序優先度 ) に従います。一般的に自然順序優先度
は IVT 内の割り込みベクタの順番と同じです。
本コンパイラは、C コードまたはインライン アセンブリコード内の割り込み処理をフ
ルサポートします。
「割り込みコード」とは、割り込みが発生した結果として実行される全てのコードを
指します。割り込みコードは、割り込み命令からの戻りが実行された時点で完了しま
す。
これはメインライン コードと大きく異なります。メインライン コードとは、独立し
たアプリケーションにおいて通常リセット後に実行される主幹プログラムです。
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14.3

割り込みサービスルーチンの書き方
以下に記載するガイドラインに従う事で、C 言語構文だけを使って割り込みサービス
ルーチンを含むアプリケーション コードを書く事ができます。
全ての ISR コードは、
「.isr」で始まる名前が付いたセクション内に置かれます。
section 属性付きの関数は、指定された名前の前に .isr を追加します。
-ffunction-sections オプションを使ってコンパイルされたコードも、セクション
名の前に .isr を追加します。詳細は 5.7.6.2「-ffunction-sections オプション」
を参照してください。
ユーザが独自に作成したリンカスクリプト ファイルが MPLAB C30 v3.30 プロジェク
トより古い場合、MPLAB XC16 インストール ディレクトの「docs」サブディレクト
リ内にある「Readme_XC16.html」ファイルを参照してリンカスクリプトを変更す
る必要があります。
14.3.1

ISR を書くためのガイドライン

以下は ISR を書くためのガイドラインです。
• ISR はパラメータなしで宣言し、戻り値型は void とする ( 必須 )。
• メインライン コードから ISR を呼び出さない ( 必須 )。
• ISR から他の関数を呼び出さない ( 推奨 )。
16 ビットデバイスの ISR は、他の C 関数と同様に、ローカル変数を持つ事もグロー
バル変数へアクセスする事もできます。しかし、ISR はパラメータも戻り値も持たさ
ずに宣言する必要があります。なぜなら、ISR はハードウェア割り込みまたはトラッ
プへの応答として、メインライン C プログラムとは非同期に呼び出されるからです。
ISR はハードウェア割り込みまたはトラップを介してのみ呼び出され、他の C 関数か
ら呼び出されない事が必要です。ISR は、通常の RETURN 命令の代わりに RETFIE 命
令を使って戻ります。RETFIE 命令を誤った文脈で使うと、プロセッサ リソース ( ス
テータス レジスタ等 ) が破損する可能性があります。
最後になりますが、レイテンシの問題により、ISR から他の関数を呼び出さない事を
推奨します。詳細は 14.6「割り込みのネスト」を参照してください。
14.3.2

ISR の構文

C 関数を割り込みハンドラとして宣言する場合、interrupt 属性を適用します
(13.2.2「関数属性」内の __attribute__ キーワードの説明参照 )。interrupt 属性
の構文は以下の通りです。
__attribute__((interrupt [(
[ save(symbol-list)]
[, irq(irqid)]
[, altirq(altirqid)]
[, preprologue(asm)]
)]
))

属性名 interrupt とパラメータ名の前後に 2 つのアンダースコアを付けても構いま
せん。つまり、interrupt と __interrupt__ は等価であり、save と __save__
は等価です。
オプションの save パラメータは、その ISR の前後で退避 / 復元させる 1 つまたは複
数の変数のリストを指定します。リストに含める変数の名前は、カッコの中にコンマ
で区切って書きます。
ISR 内で変更されるグローバル変数が ISR の外へ持ち出されない場合、そのグローバ
ル変数は退避させる必要があります。ISR がアクセスするグローバル変数には
volatile 修飾子を適用する必要があります。
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オプションの irq パラメータを使うと、割り込みベクタを特定の割り込みに配置でき
ます。オプションの altirq パラメータを使うと、割り込みベクタを特定の代替割り
込みに配置できます。各パラメータにはカッコで囲んだ割り込み ID 番号が必要です
( 割り込み ID の一覧は 14.4「割り込みベクタの指定」参照 )。
オプションの preprologue パラメータを使うと、コンパイラが生成する関数プロ
ローグの直前にアセンブリ言語の命令文を挿入できます。
interrupt 属性を使う場合、auto_psv または no_auto_psv のどちらかを指定する
必要があります。どちらも指定しないと警告が出力され、auto_psv が指定されたと
見なされます。
14.3.3

ISR の書き方

以下のプロトタイプは、関数 isr0 を割り込みハンドラとして宣言します。
void __attribute__((interrupt(auto_psv))) isr0(void);
このプロトタイプが示すように、割り込み関数はパラメータを受け取る事も値を返す
事もしません。コンパイラは全てのワーキング レジスタを退避させ、必要に応じてス
テータス レジスタとリピートカウント レジスタも退避させます。他の変数は、
interrupt 属性のパラメータとして指定する事で退避させる事ができます。例えば、
コンパイラに変数 var1 および var2 を自動的に退避 / 復元させる場合、以下のプロ
トタイプを使います。
void __attribute__((interrupt(auto_psv, save(var1, var2))))
isr0(void);

快速なコンテクスト退避 (push.s および pop.s 命令を使用 ) を使うようコンパイラ
に要求するには、関数に shadow 属性を適用します (13.2.1「関数指定子」参照 )。以
下に例を示します。
void __attribute__((interrupt(auto_psv, shadow))) isr0(void);
14.3.4

マクロを使った簡潔な ISR の宣言

割り込みハンドラが interrupt 属性のオプション パラメータを何も必要としない場
合、単純化した構文が使えます。以下のマクロは、デバイス固有ヘッダファイル内で
定義されています。
#define _ISR __attribute__((interrupt))
#define _ISRFAST __attribute__((interrupt, shadow))
以下は、割り込みハンドラを外部割り込み 0 向けに宣言する場合の例です。
#include <xc.h>
void _ISR _INT0Interrupt(void);

以下は、割り込みハンドラを高速コンテクスト退避を使う SPI1 割り込み向けに宣言
する場合の例です。
#include <xc.h>
void _ISRFAST _SPI1Interrupt(void);
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14.4

割り込みベクタの指定
全ての 16 ビットデバイスは主割り込みベクタテーブルを備えています。16 ビットデ
バイスには、固定された代替ベクタテーブルを備える物、代替ベクタテーブルを備え
ない物、無効化と移動が可能な代替ベクタテーブルを備える物があります。
Note:

デバイスリセットの処理は割り込みベクタテーブルを介しません。その代
わりに、デバイスリセット時にプログラム カウンタがクリアされます。こ
れにより、プロセッサはアドレス 0 から実行を開始します。慣例により、
リンカスクリプトは、C スタートアップ モジュールへ制御をジャンプさ
せる位置に GOTO 命令を配置します。

代替ベクタ名は、INTCON2 レジスタの ALTIVT ビットがセットされている時に使わ
れます。無効化 / 移動が可能な代替ベクタテーブルを備えたデバイスの場合、AIVT サ
ポートはコンフィグレーション ワードを使って設定します。主な設定は以下の通りで
す。
• AIVTDIS: ベクタテーブルの有効化
• BSLIM: ベクタテーブルの位置指定
これらのデバイスの場合、ツールチェーンはこれらのコンフィグレーション ワードの
値を評価する事で、空間を割り当てて代替ベクタテーブルの値を書き込むかどうか判
断します。以下のように、デバイスに適した値を単純にこれらのコンフィグレーショ
ン ワードに対して指定します。
#pragma config AIVTDIS = OFF
#pragma config BSLIM = 0x1FFD

次に、通常の方法で代替ベクタを定義します。
void __attribute__((interrupt)) _AltT1Interrupt(void) {}
各例外ベクタは 1 プログラムワードを使います。デバイスファミリの割り込みベクタ
テーブルについては、14.4.2「割り込みベクタテーブル」を参照してください。
14.4.1

割り込みベクタの使い方

割り込みを処理するには、割り込み関数のアドレスをいずれかのベクタテーブル内の適
切なアドレスに配置し、その関数内で使う全てのシステムリソースを退避させる必要が
あります。また、割り込み関数は RETFIE プロセッサ命令を使ってフォアグラウンド
タスクへ戻る必要があります。割り込み関数は C 言語で書く事ができます。C 関数を
割り込みハンドラとして指定する事で、コンパイラが使う全てのシステムリソースを退
避させるよう、また適切な命令を使って関数から戻るようコンパイラに指示します。必
要に応じ、コンパイラが割り込みベクタテーブルに割り込み関数のアドレスを格納する
よう手配する事もできます。そのように手配するには、その関数にベクタテーブル内で
定義されている名前を付けます (14.4.2「割り込みベクタテーブル」参照 )。例えば以下
の関数を定義した場合、スタックエラー ベクタが自動的に格納されます。
void __attribute__((interrupt(auto_psv))) _StackError(void);
関数名の先頭にアンダースコアを付けるという事に注意が必要です。同様に以下の関
数を定義した場合、代替スタックエラー ベクタが自動的に格納されます。
void __attribute__((interrupt(auto_psv)) _AltStackError(void);
こちらも、関数名の先頭にアンダースコアを付けます。
特定のハンドラを持たない全ての割り込みベクタ向けに、既定値割り込みハンドラが
実装されます。既定値割り込みハンドラはリンカによって提供され、単純にデバイス
をリセットします。アプリケーションで _DefaultInterrupt の名前を持つ割り込
み関数を宣言する事によって既定値ハンドラを提供する事もできます。

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 217

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
各テーブルの最後の 9 個の割り込みベクタにはハードウェア関数が定義されていませ
ん。これらの割り込み用ベクタには、ベクタテーブル内の名前 (14.4.2「割り込みベク
タテーブル」参照 ) を使って埋め込む事もできますが、アプリケーションにより適し
た名前を使う事もできます。その場合でも、interrupt 属性の irq または altirq
パラメータを使って適切なベクタエントリを埋め込みます。関数が主割り込みベクタ
52 を使うよう指定する場合の例を以下に示します。
void __attribute__((interrupt(auto_psv, irq(52)))) MyIRQ(void);
同様に、関数が代替割り込みベクタ 53 を使うよう指定する場合の例を以下に示しま
す。
void __attribute__((interrupt(auto_psv, altirq(52)))) MyAltIRQ(void);
irq/altirq には、割り込み要求番号 45 ～ 53 のいずれかを指定できます。interrupt
属性の irq パラメータを使った場合、コンパイラは外部シンボル名 __Interruptn
(n はベクタ番号 ) を生成します。従って、C 識別子 _Interrupt45 ～ _Interrupt53
はコンパイラによって予約済みです。同様に、interrupt 属性の altirq パラメータ
を使った場合、コンパイラは外部シンボル名 __AltInterruptn (n はベクタ番号 ) を
生成します。従って、C 識別子 _AltInterrupt45 ～ _AltInterrupt53 はコンパ
イラによって予約済みです。
14.4.2

割り込みベクタテーブル

デバイスファミリの割り込みベクタテーブルは以下を参照してください。
• コンパイラのバージョンが新しい場合、MPLAB X IDE で [Dashboard] ウィンドウ
を開いて [Compiler Help] をクリックします。
• コマンドラインを使う場合、MPLAB
XC16
C インストール
ディレクトリ
(4.2「MPLAB X IDE とツールのインストール」参照 ) の「docs」サブディレクト
リから「XC16MasterIndex」ファイルを開き、
「Interrupt Vector Tables Reference」
リンクをクリックします。
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14.5

割り込みサービスルーチンのコンテクスト退避
割り込みは本質的に予測不可能なタイミングで発生します。従って、割り込まれた
コードは、割り込み発生時と同じマシンステートで動作を再開できる必要がありま
す。
割り込みからの戻りを正しく処理するため、ISR 関数のセットアップ ( プロローグ )
コードは、コンパイラが管理するワーキング レジスタと特殊機能レジスタを自動的に
スタックに退避させる事で、ISR の終了時にそれらの値を復元できるようにする必要
があります。interrupt 属性の save オプション パラメータを使うと、退避 / 復元
させる追加の変数と FSR を指定できます。
14.5.1

アセンブリと ISR

アプリケーションによっては、コンパイラが生成する関数プロローグの直前にアセン
ブリ命令文を挿入する必要があります。例えば、割り込みサービスルーチンへ入る直
前にセマフォをインクリメントする事が必要な場合があります。その場合の手順は以
下の通りです。
void __attribute__((interrupt(auto_psv(preprologue
("inc _semaphore"))))) isr0(void);

コンテクスト スイッチにより、割り込みコードの実行にレイテンシが生じます
(14.8.3「レイテンシ」参照 )。
14.5.2

context 属性

割り込みサービスルーチンに context 属性を適用する事で、その ISR は代替レジス
タセットにも割り当てられている特定の割り込み優先度 (IPL) で実行するという事を
コンパイラに伝える事ができます。代替レジスタセットの詳細な設定方法は、デバイ
ス データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルを参照してください。この
機能はコンフィグレーション ビットを使って設定します。
この属性を使う場合、割り当てられたコンテクストの優先度に割り込みの優先度が適
合している事が重要です。割り込みサービスルーチンの優先度を変更すると、実行時
に問題が生じる可能性があります。
使用例を以下に示します。
// Priority Level 7 routines will use context 1
#pragma config CTXT1 = 7
// T1 Interrupt uses its own context
void __attribute__((interrupt, context)) _T1Interrupt(void);
main() {
// Timer 1 is configured to use priority level 7
IPC0bits.T1IP = 7;

14.6

割り込みのネスト
16 ビットデバイスはネストされた割り込みをサポートします。プロセッサ リソース
は ISR 中にスタックへ退避するため、ISR はネストしてもしなくても全く同様にコー
ディングできます。割り込みのネストは、INTCON1 レジスタの NSTDIS ( ネスト割
り込みディセーブル ) ビットをクリアする事により、有効になります。これは既定値
条件です。つまり 16 ビットデバイスはリセット後に割り込みのネストが有効になり
ます。各割り込み要因には、割り込み優先度制御レジスタ (IPCn) 内で優先度が割り
当てられます。
割り込みルーチンへのジャンプは、割り込み要因の優先度が現在の CPU 優先度より
も高い場合に発生します。
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14.7

割り込みの有効化 /無 効化
各割り込み要因は個別に有効 / 無効にできます。各 IRQ の割り込みイネーブルビット
は、割り込みイネーブル制御レジスタ (IECn) に格納されています。割り込みイネー
ブルビットを「1」にセットすると対応する割り込みが有効になり、「0」にクリアす
ると無効になります。デバイスをリセットすると、全ての割り込みイネーブルビット
は「0」にクリアされます。加えて、割り込みディセーブル命令 (DISI) を使うと、命
令サイクル数を指定して全ての割り込みを無効にできます。
Note:

トラップ ( アドレスエラー等 ) は無効にできません。無効にできるのは
IRQ だけです。

以下により、DISI 命令を C プログラム内で使う事ができます。
__builtin_disi

以下に例を示します。
__builtin_disi(16);
ソースプログラム内のこの命令文の位置で、指定された DISI 命令が発行されます。
DISI 命令のこのような使い方には、命令サイクル数を特定する事が難しいという欠
点があります。というのは、C コンパイラが C ソースコードをどのようにマシン語命
令に変換するか常に確実に予測する事はできないからです。これへの対処として、割
り込みから保護するコードを 2 つの DISI 命令で囲み、最初の DISI 命令のサイクル
数を最大値に設定し、2 つ目の DISI 命令のサイクル数を 0 に設定する方法がありま
す。以下に例を示します。
__builtin_disi(0x3FFF); /* disable interrupts */
/* ... protected C code ...*/

__builtin_disi(0x0000); /* enable interrupts */
別の対処法として、DISICNT レジスタに直接書き込む事で割り込みを有効にする方法
があります。DISICNT レジスタは、DISI 命令が発行された後にのみ、DISICNT レジ
スタの内容が非ゼロであれば変更されます。
__builtin_disi(0x3FFF); /* disable interrupts */
/* ... protected C code ...*/
DISICNT = 0x0000; /* enable interrupts */

アプリケーションによっては、優先度 7 の割り込みも無効にする必要があります。こ
れらの割り込みは、COROCON レジスタの IPL フィールドを変更する事によっての
み無効にできます。提供されるサポートファイルには、IPL 値を安全に変更するため
に役立つ以下のプロセッサマクロ関数が収められています。
SET_CPU_IPL(ipl)
SET_AND_SAVE_CPU_IPL(save_to, ipl)
RESTORE_CPU_IPL(saved_to)

例えば、一部のコードを割り込みから保護したい場合があります。以下のコードは現
在の IPL 設定を調整した後に、IPL を元の値に復元します。
void foo(void) {
int current_cpu_ipl;
SET_AND_SAVE_CPU_IPL(current_cpu_ipl, 7);
/* protected code here */
RESTORE_CPU_IPL(current_cpu_ipl);

/* disable interrupts */

}
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14.8

ISRに 関する注意点
以下では、割り込みコードを期待通りに動作させるための注意点について説明しま
す。
14.8.1

メインライン コードとのメモリの共有

メインラインまたは低優先度 ISR と高優先度 ISR で同じ変数を変更する場合、注意
が必要です。低優先度関数がある変数にアクセスするために複数命令による「読み出
し - 変更 - 書き込み」シーケンスを生成した場合、同じ変数にアクセスする高優先度
割り込みを有効にすると、そのシーケンスが割り込まれて予期せぬ結果が生じる可能
性があります。従って、組み込みシステムは、低優先度 ISR が読み出し中の ( しかし
書き込みが未完了の ) 変数に対して高優先度 ISR が書き込まないようにするため、
「ア
トミック」な動作を実装する必要があります。
アドミックな動作とは、複数の構成要素に分解できない ( つまり割り込む事ができな
い ) 動作です。C 言語の式が全てアトミック動作に変換されるわけではありません。
dsPIC DSC デバイスの場合、これらの式は主に以下のカテゴリに分類されます。
32 ビット式、浮動小数点算術演算、除算、複数ビットフィールドに対する演算、固
定小数点演算
アトミック動作が生成されるかどうかは、各種の要因 ( メモリモデルの設定、最適化
レベル、利用可能リソース ) によって決まります。つまり、C 言語は動作のアトミッ
ク性を保証しません。
以下の一般的な式について考えます。
foo = bar op baz;

演算子 (op) がアトミックかどうかは、デバイスのアーキテクチャによって異なりま
す。いずれにしても、コンパイラが全ての状況でアトミック動作を生成できるわけで
はなく、それができるかどうかは以下の要因によって決まります。
• 利用可能なアトミックなマシン語命令
• 利用可能なリソース - 特殊なレジスタまたはその他の制約
• 最適化レベルとデータ / コードの配置に影響するその他のオプション
アーキテクチャに関する知識が乏しい場合、一般的な式には 2 回の読み出し ( 各オペ
ランドを読み出すために 1 回ずつ ) と 1 回の書き込み ( 結果を保存するため ) が必要
であると考えるのが妥当です。割り込みシーケンスが存在すると、アプリケーション
によっては各種の問題が生じます。
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14.8.1.1 開発における注意事項
以下に考慮すべき問題の例を記載します。
例 14-1: barと

bazの 整合

barとbazの整合(両者が同期して更新される事)が求められる場合、barまたはbazの
どちらかが高優先度割り込みの式内で更新されると問題が生じます。以下にシーケン
スの例を示します。
1. 安全な例 :
bar を読み出す
baz を読み出す
演算を実行する
結果を foo に書き戻す
2. 安全ではない例 :
bar を読み出す
割り込みが baz を変更する
baz を読み出す
演算を実行する
結果を foo に書き戻す
3. 安全な例 :
bar を読み出す
baz を読み出す
割り込みが bar または baz を変更する
演算を実行する
結果を foo に書き戻す
最初の例は安全です。なぜなら、式の中間で割り込みが発生しないからです。2 番目
の例は安全ではありません。なぜなら、アプリケーションは bar と baz が互いに同
期して更新される事を要求するからです。3 番目の例は恐らく安全です。foo の値は
最新ではないかもしれませんが、それは式の開始時のデータであり整合性がありま
す。
例 14-2: foo、 bar、 bazの 型
foo、bar、baz の型にも注意が必要です。演算 (「bar の読み出し」、
「baz の読み出
し」、
「foo への結果値の書き戻し」) がアトミックかどうかは、ターゲット プロセッ
サのアーキテクチャによって異なります。例えば dsPIC DSC は 8/16/32 ビット値を
1 命令で ( すなわちアトミックに ) 読み書きできます。しかし、32 ビット値の場合、
命令の選択 ( 最適化とメモリモデルの設定に依存 ) によっては 2 命令を要する場合が
あります。long 型のデータに対してコンパイラがアトミックな演算を選択できない
場合のアクセスは以下の通りです。
bar の下位ワード (lsw) を読み出す
bar の上位ワード (msw) を読み出す
baz の下位ワード (lsw) を読み出す
baz の上位ワード (lsw) を読み出す
lsw に対して演算を実行する
msw に対して演算を実行する
lsw の結果を foo に書き戻す
msw の結果を foo に書き戻す
この場合、bar または baz の更新によって予期せぬデータが生じる可能性が増大し
ます。
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例 14-3: ビットフィールド
注意すべき 3 番目の要因はビットフィールドです。C 言語はビットレベルでのメモリ
割り当てを許容しますが、ビット演算については何も定義していません。最も純粋な
意味では、ビットに対する演算はビットフィールドの基礎型に対する演算として扱わ
れ、通常は bar および baz からフィールドを抽出するため、または foo にフィール
ドを挿入するために何らかの演算を必要とします。注意すべき重要な事として、foo
が格納されているビットフィールドの 1 部へ書き込むルーチンが割り込まれると、
データが破損する恐れがあります ( これも命令アーキテクチャ、最適化レベル、メモ
リ設定に依存します )。これは特にオペランドの 1 つがデスティネーションでもある
場合に明らかです。
dsPIC DSC の命令セットは、1 ビットに対してアトミックに演算可能です。コンパイ
ラは最適化レベル、メモリ設定、利用可能リソースに応じてこれらの命令を選択しま
す。
例 14-4: レジスタ内のメモリ値のキャッシュ
最後に、コンパイラはレジスタ内のメモリ値をキャッシュするかどうか選択します。
多くの場合、これらはレジスタ変数として参照され、その変数を使う演算が割り込ま
れていなくても、割り込みによるデータ損傷が起きやすくなります。ISR と割り込む
可能性のある関数の双方が共有するメモリリソースはvolatileとして指定する必要
があります。これにより、そのメモリ位置は連続したコードシーケンスから外れて更
新される可能性があるという事をコンパイラに知らせます。これは重要ですが、これ
によって非アトミック演算の影響を防げるわけではありません。
14.8.1.2 開発ソリューション
以下は潜在的な問題を避けるための方法です。
• 競合するイベントが発生しないようにソフトウェア システムを設計する。ISR と他
の関数の間でメモリを共有しない。ISR はできるだけ単純化し、実際の動作はメイ
ンコードに含める。
• メモリを共有する場合は注意し、可能であれば、複数ビットを含むビットフィール
ドの共有を避ける。
• 共有メモリの非アトミックな更新が割り込まれないよう保護する ( 重要なコード セ
クションを保護するのと同様 )。
以下のマクロはこの目的で使えます。
#define INTERRUPT_PROTECT(x) {
char saved_ipl;
SET_AND_SAVE_CPU_IPL(saved_ipl,7);
x;
RESTORE_CPU_IPL(saved_ipl); } (void) 0;

\
\
\
\
\

このマクロは現在の優先度を 7 に上げる事で割り込みを無効にし、必要な命令文
を実行した後に優先度を元に戻します。
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14.8.1.3 応用例
以下の例は、これまでに説明した注意点の一部を反映しています。
void __attribute__((interrupt))
HigherPriorityInterrupt(void) {
/* User Code Here */
LATGbits.LATG15 = 1; /* Set LATG bit 15 */
IPC0bits.INT0IP = 2; /* Set Interrupt 0
priority (multiple
bits involved) to 2 */
}
int main(void) {
/* More User Code */
LATGbits.LATG10 ^= 1;

/* Potential HAZARD First reads LATG into a W reg,
implements XOR operation,
then writes result to LATG */

LATG = 0x1238;

/* No problem, this is a write
only assignment operation */

LATGbits.LATG5 = 1;

/* No problem likely,
this is an assignment of a
single bit and will use a single
instruction bit set operation */

LATGbits.LATG2 = 0;

/* No problem likely,
single instruction bit clear
operation probably used */

LATG += 0x0001;

/* Potential HAZARD First reads LATG into a W reg,
implements add operation,
then writes result to LATG */

IPC0bits.T1IP = 5;

/* HAZARD Assigning a multiple bitfield
can generate a multiple
instruction sequence */

}

前述の INTERRUPT_PROTECT マクロを使う事で、命令文を割り込みから保護できま
す。以下に例を示します。
INTERRUPT_PROTECT(LATGbits.LATG15 ^= 1); /* Not interruptible by
level 1-7 interrupt
requests and safe
at any optimization
level */
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14.8.2

割り込みサービスルーチンでの PSV の使用

管理された PSV ポインタと CodeGuard セキュリティ PSV 定数セクションが本コン
パイラの v3.0 で導入された事により、ISR は PSVPAG の設定に関して一切仮定する
事ができなくなりました。このため、auto_psv 定数セクションを参照する ISR を含
む既存アプリケーションを移植する際に問題が生じます。本コンパイラの以前のバー
ジョンでは、ISR はプログラム起動時に PSVPAG の値が正しく設定されたと仮定す
る事ができました ( プログラムが値を明示的に変更する場合を除く )。
この問題を緩和するため、2 つの新しい関数属性 (auto_psv と no_auto_psv) が提
供されます。ISR が constants-in-code メモリモデルを使って const 変数または
文字列リテラルを参照する場合、関数定義に auto_psv 属性を追加する必要がありま
す。この属性により、コンパイラは PSVPAG の内容を退避させた後に、PSVPAG を
セクション .const に設定し、ISR の終了時に PSVPAG の値を復元します。以下に
例を示します。
void __attribute__((interrupt, auto_psv)) _T1Interrupt()
{
/* This function can reference const variables and
string literals with the constants-in-code memory model.*/
}

no_auto_psv属性は、ISRがauto_psv定数セクションを参照しないという事を示す
ために使います。どちらの属性も指定しなかった場合、コンパイラは auto_psv が指
定されたと見なし、実行時の適正動作に必要な命令を挿入します。また、警告メッ
セージにより、移植の問題が生じる可能性がある事、および no_auto_psv 属性を指
定する事で割り込みレイテンシを削減できる可能性がある事をユーザに報せます。
14.8.3

レイテンシ

割り込み要因が発生してからユーザISRコード内の最初の命令が実行されるまでのサ
イクル数には、以下の 2 つの要因が影響します。
• 割り込みのプロセッサ サービス - プロセッサが割り込みを認識して割り込みベク
タの最初のアドレスに分岐するのに要する時間です。この時間は、プロセッサと割
り込み要因のデータシートを参照する事で特定できます。
• ISR コード - 割り込み関数から他の関数を呼び出す事はできますが、コンパイラは
それらの関数の種類 ( ユーザ定義関数なのか、ライブラリ関数なのか、C 演算を実
装するために暗黙的に呼び出される関数なのか ) を知る事はできません。つまり、
一般的に、呼び出される関数がどのリソースを使うのか知る事はできないという事
です。結果として、コンパイラは全てのワーキング レジスタと RCOUNT を、それ
らが ISR 内で明示的に使われるかどうかに関係なく全て退避させます。関数呼び出
しに関連するレイテンシの増加は、応答時間の増加を招きます。

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 225

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
NOTE:

DS50002071E_JP - p. 226

 2016 Microchip Technology Inc.

MPLAB® XC16 C コンパイラ
ユーザガイド
第 15 章
15.1

メイン、スタートアップ、リセット

はじめに
C コードが正しく動作するには、main 関数、スタートアップ コード ( 変数の初期化
/ クリアとレジスタおよびプロセッサのセットアップ )、リセット条件処理が必要で
す。第 15 章では以下の項目について説明します。
• main 関数
• スタートアップと初期化

15.2

main関 数
識別子 main は特殊です。これはプログラム内で最初に実行する関数の名前として使
う必要があります。プログラム内には main() という名前の関数が 1 つだけ存在する
事が必要です。しかし、リセット後に最初に実行されるのは main() 関数のコードで
はなく、コンパイラが提供する追加のコード ( スタートアップ コードと呼ぶ ) です。
このコードは制御を main() 関数に渡す働きをします。
main() には以下のプロトタイプを使う必要があります。
int main(void);

15.3

スタートアップと初期化
C プログラムが main() 関数の実行を開始する前に、特定のオブジェクトを初期化
し、プロセッサを特定の状態にしておく必要があります。そのために、スタートアッ
プ コードは以下のタスクを実行します ( 実行に特別な順序はありません )。
• 定義時に値が代入されるグローバル変数の初期化
• スタックの初期化
• 非初期化グローバル変数のクリア
• レジスタまたはプロセッサ ステートの一般的設定
2 つの C スタートアップ モジュールが libpic30-omf.a アーカイブ / ライブラリに
収められています。どちらのスタートアップ モジュールも、エントリポイントは
__reset です。リンカスクリプトは、プログラムメモリ内のアドレス 0 に GOTO
__reset命令を配置します。この命令はデバイスリセット時に制御をジャンプさせま
す。
主スタートアップ モジュールは既定値によりリンクされ、以下を実行します。
1. スタックポインタ (W15) とスタックポインタ制限レジスタ (SPLIM) は、リンカま
たはカスタム リンカスクリプトが提供する値を使って初期化されます。詳細は
6.4「スタック」を参照してください。
2. .const セクションが定義された場合、const-in-code メモリモードが使われ
るか変数が明示的に space(auto_psv) へ配置されると、.const セクションは
PSV ページと CORCON レジスタの初期化によって PSV ウィンドウ内に適切に
マッピングされます。
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3. データ初期化テンプレートが読み出される事により、全ての非初期化オブジェク
トはクリアされ、全ての初期化オブジェクトはプログラムメモリから読み出され
た値を使って初期化されます。データ初期化テンプレートはリンカによって生成
されます。
Note:

persistent データはクリアも初期化もされません。

4. アプリケーションが user_init 関数 (13.2.2「関数属性」参照 ) を定義した場合、
それらの関数が呼び出されます。実行順はリンクされた順番によって決まります。
5. 関数 main() はパラメータなしで呼び出されます。
6. main() がリターンすると、プロセッサはリセットします。
代替スタートアップ モジュールは、-Wl, --no-data-init オプションが指定された
場合にリンクされます。代替スタートアップ モジュールの動作は、上記のステップ
(3) が省略されるという点を除けば、主スタートアップ モジュールと同じです。代替
スタートアップ モジュールは主スタートアップ モジュールよりも小さく、データの
初期化が不要な場合、プログラムメモリを節約するために選択できます。
これら 2 つのスタートアップ モジュールの dsPIC DSC アセンブリ言語で書かれた
ソースコードは <xc16 install directory>\src\libpic30.zip に収められて
います。これらのスタートアップ モジュールは必要に応じて変更できます。例えば、
アプリケーションがパラメータ付きで main を呼び出す必要がある場合、条件付きア
センブリ ディレクティブを変更する事で対応できます。
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第 16 章
16.1

C 言語とアセンブリ言語の併用

はじめに
第 16 章では、アセンブリ言語と C モジュールを併用する方法について説明します。
C 変数 / 関数をアセンブリコード内で使う例と、アセンブリ変数 / 関数を C コード内
で使う例を記載しています。
本章の内容は以下の通りです。
• アセンブリ言語と C 変数 / 関数の併用 - アセンブリ言語モジュールを別にアセンブ
ルした後に、コンパイル済み C モジュールとリンクします。
• インライン アセンブリ言語の使い方 - アセンブリ命令をCコードに直接埋め込みま
す。インライン アセンブラは、シンプル型 ( パラメータなし ) アセンブリ言語命令
文と拡張型 ( パラメータあり ) 命令文をサポートします。後者の場合、C 変数には
アセンブリ命令のオペランドとしてアクセスできます。
• 定義済みアセンブリマクロ - Cコード内で使う定義済みアセンブリコード マクロで
す。

16.2

アセンブリ言語と C変 数 /関 数の併用
アセンブリ モジュールを C モジュールと連携させるためのガイドラインを以下に示
します。
• レジスタの表記法は 12.2「レジスタ変数」に従います。パラメータの受け渡しには
レジスタ W0 ～ W7 を使います。アセンブリ関数は、これらのレジスタを介してパ
ラメータを受け取ると共に、呼び出し先の関数に引数を渡します。
• 割り込み処理中に呼び出されない関数は、レジスタ W8 ～ W15 を保存する必要が
あります。つまり、これらのレジスタの値は、変更される前に退避し、呼び出し元
関数へ戻る前に復元する必要があります。レジスタ W0 ～ W7 は、値を復元せずに
使う事ができます。
• 割り込み型関数は、全てのレジスタを保存する必要があります。通常の関数呼び出
しと異なり、プログラム実行中に割り込み型関数が呼び出されるタイミングは決
まっていません。通常のプログラムに戻る際は、全てのレジスタを割り込み発生前
の状態に戻す必要があります。
• C ソースファイルが別のアセンブリ ファイルを参照する場合、そのアセンブリ ファ
イル内で宣言する変数または関数は、アセンブラ ディレクティブ .global を使っ
てグローバルとして宣言する必要があります。外部シンボルには、名前の前に 1 つ
以上のアンダースコア「_」を付ける必要があります。C コード内の main 関数は、
アセンブリコード内で _main として参照されます。逆にアセンブリコード内のシ
ンボル _do_something は、C コード内で do_something として参照されます。
アセンブリ ファイル内で使われる未宣言のシンボルは、外部で定義されているもの
として扱われます。
以下の例では、変数と関数をアセンブリコードと C コードの両方で、それらがどちら
で定義されたかに関係なく使う方法を示します。
ファイル ex1.c は、アセンブリ ファイル内で使われる foo と cVariable を定義しま
す。この C ファイルは、アセンブリ関数 (asmFunction) を呼び出す方法と、アセンブ
リ ファイルで定義された変数 (asmVariable) にアクセスする方法も示しています。
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以下のサンプルコードを記載します。
• C 言語とアセンブリ言語の併用
• C コード内のアセンブリ関数の呼び出し
例 16-1: C言 語とアセンブリ言語の併用
/*
** file: ex1.c
*/
extern unsigned int asmVariable;
extern void asmFunction(void);
unsigned int cVariable;
void foo(void)
{
asmFunction();
asmVariable = 0x1234;
}

フ ァ イ ル ex2.s は、リ ン ク さ れ た ア プ リ ケ ー シ ョ ン で 使 う asmFunction と
asmVariable を定義します。このアセンブリ ファイルは、C 関数 foo を呼び出す方
法と、C ファイルで定義された変数 cVariable にアクセスする方法も示しています。
;
;
;

file: ex2.s

.text
.global _asmFunction
_asmFunction:
mov #0,w0
mov w0,_cVariable
return
.global _main
_main:
call _foo
return
.bss
.global _asmVariable
.align 2
_asmVariable:.space 2
.end

C ファイル ex1.c では、標準の extern キーワードを使ってアセンブリ ファイル内
で宣言されているシンボルへの外部参照を宣言しています (asmFunction ( またはア
センブリコード内の _asmFunction) は void 関数として宣言している事に注意 )。
アセンブリ ファイル ex1.s では、アセンブラ ディレクティブ .global を使って、
シンボル _asmFunction、_main、_asmVariable をグローバルに可視 ( 他の全て
のソースファイルからアクセス可能 ) としています。シンボル _main は参照される
だけで宣言されていません。従ってアセンブラはこれを外部参照と見なします。
次の例に、2 つのパラメータを持つアセンブリ関数を C コード内で呼び出す方法を示
します。call1.c 内の main 関数は、2 つのパラメータを使って call2.s 内の
asmFunction を呼び出します。
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例 16-2: Cコ ード内のアセンブリ関数の呼び出し
/*
** file: call1.c
*/
extern int asmFunction(int, int);
int x;
void
main(void)
{
x = asmFunction(0x100, 0x200);
}

アセンブリ関数は 2 つのパラメータを合計した結果を返します。
;
; file: call2.s
;
.global _asmFunction
_asmFunction:
add w0,w1,w0
return
.end

C 言語におけるパラメータ受け渡しの詳細は 13.8.2「戻り値」を参照してください。
上記の例では、W0 および W1 レジスタを介して 2 つの整数引数を渡し、レジスタ W0
を介して整数の戻り値を返します。パラメータがもっと複雑な場合、異なるレジスタ
を使う必要があり、アセンブリコードを書く際はガイドラインに従うよう注意が必要
です。
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16.3

インライン アセンブリ言語の使い方
C 関数内で asm ステートメントを使う事により、コンパイラが生成するアセンブリ
コードに 1 行のアセンブリ コードを挿入できます。インライン アセンブリには「シ
ンプル」と「拡張」の 2 形態があります。
シンプル型の場合、以下の構文を使ってアセンブリ命令を書きます。
asm ("instruction");

instruction は、アセンブリ言語のコンストラクタです。ANSI C プログラム内でイ
ンライン アセンブリを書く場合、asm の代わりに __asm__ を使います。
Note:

シンプル型のインライン アセンブリには1個の文字列だけを渡す事が
できます。

asm を使う拡張型アセンブリ命令の場合、命令のオペランドは C 表現を使って指定し
ます。構文は以下の通りです。
asm("template" [ :[ "constraint"(output-operand) [ , ...] ]
[ :[ "constraint"(input-operand) [ , ...] ]
[ "clobber" [ , ...] ]
]
]);

各オペランドには、アセンブリ命令 (template) に加えてオペランド制約文字列
(constraint) を指定する必要があります。template は命令ニーモニックと、オプ
ションとしてオペランドのプレースホルダを指定します。constraint 文字列はオペ
ランドの制約を指定します ( 例 : オペランドをレジスタに格納する ( 通常のケース )、
即値にする等 )。
本コンパイラがサポートする制約文字と修飾子を表 16.1 と表 16.2 に示します。
表 16.1: 本コンパイラがサポートする制約文字
文字

制約

a

WREG を宣言します。

b

除算サポートレジスタ W1

c

乗算サポートレジスタ W2

d

汎用データレジスタ W1 ～ W14

e

除算非サポートレジスタ W2 ～ W14

g

任意のレジスタ、メモリ、即値整数オペランドを許容します ( 汎用レジスタではないレジスタは除く )。

i

即値整数オペランド ( 定数を持つ物 ) を許容します。これには、アセンブリ時にのみ値が既知とな
るシンボリック定数を含みます。

r

レジスタオペランドを許容します ( 汎用レジスタのみ )。

v

AWB レジスタ W13

w

アキュムレータ レジスタ A、B

x

x プリフェッチ レジスタ W8 ～ W9

y

y プリフェッチ レジスタ W10 ～ W11

z

MAC プリフェッチ レジスタ W4 ～ W7

0, 1, … , 9 指定したオペランド番号に一致するオペランドを許容します。1 つのオプション内で文字と番号を
組み合わせて使う場合、番号は最後に指定します。既定値により、%n はオペランド (n) の最初の
レジスタを表します。2 番目、3 番目、4 番目のレジスタにアクセスするには、修飾子文字を使います。
C

偶数 - 奇数番号レジスタペア
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表 16.1: 本コンパイラがサポートする制約文字 ( 続き )
文字

制約

D

偶数番号レジスタ

T

near または far データオペランド

U

near データオペランド

表 16.2: 本コンパイラがサポートする制約修飾子
修飾子

制約

=

このオペランドはこの命令に対して書き込み専用です。以前の値は出力データによって破棄 ( 置換 ) され
ます。

+

このオペランドは命令によって読み書き可能です。

&

このオペランドは earlyclobber オペランドであり、命令が入力オペランドを使って終了する前に変
更されます。従ってこのオペランドは、入力オペランドのレジスタに格納する事またはメモリアドレ
スの一部として使う事はできません。

d

オペランド番号 n の 2 番目のレジスタ ( すなわち %dn..)

q

オペランド番号 n の 4 番目のレジスタ ( すなわち %qn..)

t

オペランド番号 n の 3 番目のレジスタ ( すなわち %tn..)
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以下の例を示します。
• C 変数の受け渡し
• レジスタの変更
• 複数アセンブリ命令の使用
•「 &」を使って入力レジスタの上書きを防ぐ
• オペランドのマッチング
• オペランドの命名
• asm volatile 命令文
• int よりも大きな値の扱い
例 16-3: C変 数の受け渡し
以下の例に、本コンパイラでは一般的に使わない swap 命令の使い方を示します。
asm ("swap %0" :"+r"(var));

var はオペランドの C 表現であり、入力オペランドとしても出力オペランドとしても
機能します。オペランドには r 型の制約 ( レジスタ オペランド ) が指定されています。
+r の + は、このオペランドが入力オペランドとしても出力オペランドとしても機能す
る事を示します。
各オペランドは、オペランド制約文字列と、その後の丸カッコで囲んだ C 表現により
記述します。コロン「:」により、アセンブラ テンプレートと最初の出力オペランド
の間を区切ります。入力オペランドがある場合、最後の出力オペランドと最初の入力
オペランドの間もコロンで区切ります。コンマ「,」は各出力オペランド間および各入
力オペランド間を区切ります。
出力オペランドが存在せず入力オペランドだけが存在する場合、アセンブラ テンプ
レートと最初の入力オペランドの間に連続する 2 個のコロン「::」が必要です ( つま
り、2 つのコロンの間に記入すべき出力オペランドが存在しない )。本コンパイラは、
出力オペランドの式が左辺値である事を要求します。入力オペランドは左辺値でなく
ても構いません。本コンパイラは、実行する命令に対してオペランドのデータ型が適
正かどうかをチェックできません。本コンパイラはアセンブラ命令を構文解析せず、
それが何を意味するのか ( あるいは、それが有効なアセンブラ入力なのかどうか ) 関
知しません。コンパイラが存在を関知しないマシン語命令に対しては、ほとんどの場
合、拡張型 asm 機能を使います。出力式が直接アドレス指定できない場合 ( 例 : ビッ
トフィールドである場合 )、制約はレジスタを許容する必要があります。その場合、
コンパイラは asm の出力としてレジスタを使った後、そのレジスタを出力へ保存しま
す。出力オペランドが書き込み専用である場合、コンパイラは命令以前のこれらのオ
ペランド内の値は無効であり生成される必要はないと見なします。
例 16-4: レジスタの変更
一部の命令は特定のハードレジスタを上書き (clobber) します。これを記述するため、
入力オペランドの後に 3 個目のコロンを追加し、上書きされるハードレジスタの名前
を指定します ( コンマで区切った文字列として指定 )。以下に例を示します。
asm volatile ("mul.b %0"
:/* no outputs */
:"U" (nvar)
:"w2");

この例では、制約 “U” により、オペランド nvar は near データ空間内で宣言される文
字変数である事を指定しています。アセンブリ命令がフラグ ( 条件コード ) レジスタ
を変更する可能性がある場合、上書きされるレジスタのリストに “cc” を追加します。
アセンブラ命令が予測不可能な方法でメモリを変更する場合、上書きされるレジスタ
のリストに “memory” を追加します。これにより、コンパイラはレジスタにキャッシュ
されたメモリ値をアセンブリ命令の実行中に保持しません。
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例 16-5: 複数アセンブリ命令の使用
1 つの asm テンプレートに、複数のアセンブリ命令を含める事ができます。各命令は
改行コード (\n) で区切ります。上書きされるレジスタは、入力および出力オペラン
ドのアドレスに使われない事を確認します。これにより、上書きされるレジスタは何
度でも読み書きできます。1 つのテンプレート内に複数の命令を含める場合の例を以
下に示します。この例では、サブルーチン _foo はレジスタ W0 および W1 内の引数
を受け取ります。
asm ("mov %0,w0\nmov %1,W1\ncall _foo"
:/* no outputs */
:"g" (a), "g" (b)
:"W0", "W1");

この例では、制約文字 “g” により、汎用オペランドを指定しています。
例 16-6: 「&」を使って入力レジスタの上書きを防ぐ
出力オペランドに「&」制約修飾子が指定されていない場合、本コンパイラは、入力
は出力が生成される前に使い果たされると想定し、その出力オペランドを関係のない
入力オペランドと同じレジスタに配置する可能性があります。アセンブリコードが複
数の命令で構成される場合、この想定は正しくない可能性があります。そのような場
合、入力オペランドにオーバーラップしてはならない各出力オペランドに対して「&」
を使います。例として以下の関数について考えます。
int
exprbad(int a, int b)
{
int c;

__asm__("add %1,%2,%0\n sl %0,%1,%0"
:"=r"(c) :"r"(a), "r"(b));
return(c);
}

目的は値 (a + b) << a を計算する事ですが、上記のように正しい値が得られない可能
性があります。以下に示す正しいコードは、asm 命令が入力オペランドを使って終了
する前にオペランド c が変更されるという事をコンパイラに知らせます。
int
exprgood(int a, int b)
{
int c;

__asm__("add %1,%2,%0\n sl %0,%1,%0"
:"=&r"(c) :"r"(a), "r"(b));
return(c);
}
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例 16-7: オペランドのマッチング
アセンブリ命令が読み書きオペランドまたは一部のビットだけが変更されるオペラ
ンドを含む場合、その機能を 2 つのオペランド (1 つは入力オペランド、もう 1 つは
書き込み専用出力オペランド ) に分割する必要があります。これらのオペランドの間
の関係は、命令実行中にそれらを同じ場所に配置する必要があるという事を示す制約
により表現します。両方のオペランドに対して同じ C 表現を使う事も異なる C 表現
を使う事もできます。例として、bar を読み出し専用ソースオペランドとし、foo を
読み書きデスティネーションとする add 命令を以下に示します。
asm ("add %2,%1,%0"
:"=r" (foo)
:"0" (foo), "r" (bar));

オペランド 1 に対する制約 "0" は、オペランド 1 はオペランド 0 と同じ場所を使う必
要があるという事を指定します。制約内の数字は、入力オペランドでのみ使う事がで
き、1 つの出力オペランドを参照する必要があります。数字だけの制約により、その
オペランドが別のオペランドと同じ場所を使うという事を保証できます。foo が両方
のオペランドの値であるという事実だけでは、生成されるアセンブリコード内でそれ
らが同じ場所に配置される事を保証するには不十分です。以下の例は正しく機能しま
せん。
asm ("add %2,%1,%0"
:"=r" (foo)
:"r" (foo), "r" (bar));

各種の最適化またはリロードによって、オペランド 0 と 1 が異なるレジスタに格納さ
れる可能性があります。例えばコンパイラは、あるレジスタ内にある foo の値のコ
ピーをオペランド 1 用に使った後、出力オペランド 0 を異なるレジスタ内に生成する
可能性があります ( 後に foo 自体のアドレスにコピー )。
例 16-8: オペランドの命名
シンボル名を使って入力および出力オペランドを指定し、それらをアセンブリ コード
テンプレート内で参照する事ができます。これらの名前は、制約文字列の前で、角
カッコで囲んで指定します。指定した名前は、アセンブリ コード テンプレート内で
%[name] を使って参照できます。名前付きオペランドを使うと、上記のサンプルコー
ドは以下のように書けます。
asm ("add %[foo],%[bar],%[foo]"
:[foo] "=r" (foo)
:"0" (foo), [bar] "r" (bar));

例 16-9: asm volatile命 令文
asm の後に volatile キーワードを書く事で、asm 命令の削除、大幅な移動、結合を
防ぐ事ができます。以下に例を示します。
#define disi(n) \
asm volatile ("disi #%0" \
:/* no outputs */ \
:"i" (n))

この場合、disi 命令の要件に従い、制約文字 "i" によって即値オペランドを指定し
ます。
例 16-10: int よりも大きな値の扱い
制約文字と制約修飾子を使って、特定のオペランド ( 例 : 以下のコード内の %0) を置
換する事ができる各種のエンティティを識別できます。
asm("mov %1, %0" :"r"(foo) :"r"(bar));
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C 言語とアセンブリ言語の併用
この例は、foo に格納されている値を bar へ転送します。このサンプルコードは、
foo または bar のサイズが int より大きくない場合に、このタスクを実行します。
既定値により、%0 はオペランド (0) の最初のレジスタを表します。2 番目、3 番目、
4 番目のレジスタにアクセスするには、表 16.2 の修飾子文字を使います。

16.4

定義済みアセンブリマクロ
アセンブリコードを C コードに挿入するためのマクロの一部は、<xc.h> をインク
ルードすると定義されます。これには以下のマクロを含みます。
Nop()、ClrWdt()、Sleep()、Idle()
最後の 2 つは、それぞれ引数が #0 と #1 の PWRSAV 命令を挿入します。
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第 17 章
17.1

ライブラリ ルーチン

はじめに
ソースコード内で参照している多くのライブラリ関数またはルーチン ( および関連する
変数 ) は、自動的にプログラムにリンクされます。あるライブラリ ファイルから 1 つ
の関数だけを使う場合、そのライブラリ内の他の関数はインクルードされません。使用
するライブラリ関数だけがプログラム出力にリンクされてメモリを消費します。
ライブラリとプリコンパイル済みオブジェクト ファイルは、コンパイラのインストー
ル ディレクトリ構造内に保存されます。
プログラムには、ライブラリから使用する全ての関数またはシンボルに対する宣言が
必要です。これらは標準 C ヘッダ (.h) ファイルに含まれています。ヘッダファイル
はライブラリ ファイルではありません。これら 2 種類のファイルを混同しないよう
注意が必要です。ライブラリ ファイルにはプリコンパイル済みコード ( 通常は関数と
変数の定義 ) が書かれています。ヘッダファイルはライブラリ ファイル内の関数、変
数、型に関する宣言 ( ライブラリ ファイル内の定義に対応 ) と、その他のプリプロ
セッサ マクロを提供します。
本コンパイラは、標準 C ライブラリのシステム ヘッダファイルをコンパイラ インス
トール ディレクトリ内にある include ディレクトリに保存します。コンパイラをイ
ンストールすると、コンパイラに付属するインクルード ファイルが自動的にこのディ
レクトリに保存されます。
一部のライブラリは、手動でプロジェクトにインクルードするか、特別なオプション
を使う必要があります。各ライブラリの詳細は『16 ビット言語ツール ライブラリ』
(DS51456) を参照してください。
自動的にインクルードされるライブラリには以下が含まれます。
•
•
•
•
•

標準 C ライブラリ
dsPIC30 サポートライブラリ
標準 IEEE 浮動小数点ライブラリ
固定小数点ライブラリ
デバイスの周辺モジュール ライブラリ

例 17-1: 数値演算ライブラリを使う場合
#include <math.h>

// declare function prototype for sqrt

void main(void)
{
double i;
// sqrt referenced; sqrt will be linked in from library file
i = sqrt(23.5);
}
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第 18 章
18.1

最適化

はじめに
MPLAB XC16 C コンパイラは、ライセンスレベルに応じてサポートする最適化レベ
ルが異なります。ダウンロードしたコンパイラの初期レベルは FREE ライセンスレベ
ルです。EVAL ライセンスを有効にする事で、60 日間の期限付きで本コンパイラを評
価できます。STD または PRO ライセンスはいつでも購入できます。
エディション

18.2

ライセ
ンス

概要

プロフェッショナル
(PRO)

有償

最高の最適化レベルと性能レベルを提供します。

標準 (STD)

有償

十分な最適化レベルと性能レベルを提供します。

無償 (FREE)

無償

コードの最適化機能は大幅に制限されます。

評価用 (EVAL)

無償

PRO エディションの機能が 60 日間使えます。期限が過ぎ
ると FREE エディションに戻ります。

最適化レベルの設定
各コンパイラ エディションで利用可能な O- レベルおよび GCC 最適化機能は以下の
通りです。
• PRO: -O3、-Os、-mpa (FREE および STD の最適化機能も使用可能 )
• STD: -O2 (FREE の最適化機能も使用可能 )
• FREE: -O0、-O1
コンパイラのエディションに応じて、「最適化なし」から「フル最適化」まで各種の
最適化レベルが設定できます。コードをデバッグする際は、最適化を行わずにプログ
ラムの動作を確認できます。
最適化を設定するためのコンパイラ オプションの詳細は 5.7.6「最適化を制御するた
めのオプション」を参照してください。
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18.3

最適化機能のまとめ

コンパイラの各エディションで利用可能な最適化機能を下表に示します。
表 18.1: 各コンパイラ エディションがサポートする最適化機能
FREE
STD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

defer pop
delayed branch
omit frame pointer
guess branch prob
cprop registers
forward propagate
if conversion
if conversion2
ipa pure const
ipa reference
merge constants
split wide types
tree ccp
tree dce
tree dom
tree dse
tree ter
tree sra
tree copyrename
tree fre
tree copy prop
tree sink
tree ch

DS50002071E_JP - p. 242

FREE エディションの全機能に加
えて以下をサポート
• indirect inlining
• thread jumps
• crossjumping
• optimize sibling calls
• cse follow jumps
• gcse
• expensive optimizations
• cse after loop
• caller saves
• peephole2
• schedule insns
• schedule insns after reload
• regmove
• strict aliasing
• strict overflow
• reorder blocks
• reorder functions
• tree vrp
• tree builtin call dce
• tree pre
• tree switch conversion
• ipa cp
• ipa sra

PRO
STD エディションの全機能に加え
て以下をサポート
• predictive commoning
• inline functions
• unswitch loops
• gcse after reload
• tree vectorize
• ipa cp clone
• Whole-program optimizations
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第 19 章
19.1

前処理

はじめに
全ての C ソースファイルはコンパイル前に前処理されます。-E オプションを使う事
で、前処理後にコンパイルを停止させる事ができます。5.7.2「出力の種類を制御する
ためのオプション」を参照してください。
拡張子が .S (.s ではない ) のアセンブラ ファイルも前処理できます (5.2.3「入力ファイル
のタイプ」参照 )。
第 19 章の主な内容は以下の通りです。
•
•
•
•

19.2

C コードのコメント
前処理ディレクティブ
定義済みマクロの名前
プラグマと属性の対応

Cコ ードのコメント
MPLAB XC16 C コンパイラは標準的な C 形式のコメントに加えて、C++ 形式のコメ
ントもサポートします。両形式のコメントを下表に示します。
コメント構文

概要

例

/* */

/* This is line 1
標準 C 形式のコメントです。
This is line 2 */
1 行または複数行で書く事がで
きます。

//

C++ 形式のコメントです。
1 行で書く必要があります。

 2016 Microchip Technology Inc.
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/* This is line 2
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19.3

前処理ディレクティブ
本コンパイラは、標準ディレクティブに加えて各種の特別な前処理ディレクティブを
サポートします。それらの全てを表 19.1 に示します。
表 19.1: プリプロセッサ ディレクティブ
ディレク
ティブ

意味

例

#define

プリプロセッサ マクロを定義します。 #define SIZE 5
#define FLAG
#define add(a,b) ((a)+(b))

#elif

#else #if の短縮形

#else

条件付きでソース行をインクルードし #if 参照
ます。

#ifdef 参照

#endif

条件付きソース インクルードの終端

#if 参照

#error

エラーメッセージを生成します。

#error Size too big

#if

定数式が「真」であればソース行をイ #if SIZE < 10
c = process(10)
ンクルードします。
#else
skip();
#endif

#ifdef

プロセッサ シンボルが定義されている #ifdef FLAG
場合にソース行をインクルードします。 do_loop();
#elif SIZE == 5
skip_loop();
#endif

#ifndef

プロセッサ シンボルが未定義の場合 #ifndef FLAG
jump();
にソース行をインクルードします。
#endif

#include

テキストファイルをソースにインク #include <stdio.h>
#include "project.h"
ルードします。

#line

リスティングの行番号とファイル名を #line 3 final
指定します。

#pragma

コンパイラに固有のオプション

#undef

プロセッサ シンボルを未定義にします。 #undef FLAG

#warning

警告メッセージを生成します。

19.5「プラグマと属性の対応」参照
#warning Length not set

引数を使ったマクロ展開は、「#」を使って引数を文字列に変換でき、「##」を使って
引数を連結できます。2 つの式を連結する場合、どちらかの式がそれ自身の代入を必
要とするケースでは、以下の例のように 2 つのマクロを使う事を考慮します。
#define paste1(a,b) a##b
#define paste(a,b) paste1(a,b)

paste マクロを使って、それら自身がさらなる展開を必要とする可能性のある 2 つの
式を連結します。一度展開されたマクロ識別子が連結後に現れた場合、それは再度展
開されないという事に注意が必要です。
前処理ディレクティブの処理系定義のふるまいについては、A.14「前処理ディレク
ティブ」を参照してください。
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19.4

定義済みマクロの名前
本コンパイラは、ソースコード内で条件付きディレクティブによってテスト可能な各
種マクロを定義済みです。将来のサポートが保証されない非推奨の定数は補遺 F.「非
推奨の機能」に記載しています。

コンパイラ バージョン マクロ

19.4.1

本コンパイラは、バージョン識別子として定数 __XC16_VERSION__ を定義していま
す。これを使う事で、コンパイラの旧バージョンとの下位互換性を維持したまま新バー
ジョンの機能を利用できます。この値は最新リリースの主バージョン番号と副バージョ
ン番号に基づきます。例えばリリース バージョン 1.00 場合、__XC16_VERSION__ の
定義値は 1000 です。このマクロを標準のプリプロセッサ比較命令文と組み合わせて使
う事で、バージョン コード コンストラクタを条件付きでインクルードできます。
__XC16_VERSION__ の現在の定義は、コマンドラインに --version を追加する事
で調べられます ( または、そのリリースに付属する README.html ファイルを参照し
てください )。

出力型とデバイスマクロ

19.4.2

以下のシンボルは、-ansi コマンドライン オプションを指定した場合に定義されます。
表 19.2: -ansi を指定した場合に定義されるマクロ
シンボル - 先頭と末尾に
シンボル - 先頭に 2 個の
2 個ずつアンダーライン
アンダーラインを付加
を付加

__XC16

__XC16__

__C30

__C30__

__dsPICC30

__dsPIC30__

__XC16ELF

__XC16ELF__

__C30ELF

__C30ELF__

__dsPIC30ELF

__C30ELF__

__XC16COFF

__XC16COFF__

__C30COFF

__C30COFF__

__dsPIC30COFF

__dsPIC30COFF__

概要
定義された場合、16 ビット コンパイラ
を使用っています。

定義された場合、コンパイラは ELF 出力
を生成しています。

定義された場合、コンパイラは COFF 出
力を生成しています。

以下のシンボルは、-ansi コマンドライン オプションを指定しなかった場合に定義
されます。
表 19.3: -ansi を指定しない場合のマクロ定義
記号
XC16

概要
16 ビットコンパイラを使っています。

C30
dsPIC30

加えて、コンパイラは -mcpu= で設定されたターゲットデバイスに基づいてシンボル
を定義します。例えば -mcpu=30F6014 の場合、シンボル __dsPIC30F6014__ が
定義されます。
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19.4.3

デバイス機能マクロ

以下のシンボルは、デバイス機能を有効にした場合に定義されます。
表 19.4: デバイス機能マクロ / シンボル
シンボル
__HAS_DSP__
__HAS_EEDATA__

概要
デバイスは DSP エンジンを備えています。
デバイスは EEDATA メモリを備えています。

__HAS_DMA__

デバイスは DMA コントローラを備えています。このマクロは、DMA コントローラ
が存在する場合に設定されます。これは DMA メモリが存在するという事を示しませ
ん。DMA メ モ リ が 存 在 す る か ど う か を 判 別 す る に は、__DMA_BASE ま た は
__DMA_LENGTH マニフェスト定数 ( デバイス ヘッダファイル内で定義 ) を使います。

__HAS_DMAV2__

デバイスは DMA V2 コントローラを備えています。このマクロは、DMA V2 コント
ローラが存在する場合に設定されます。これは DMA メモリが存在するという事を示
しません。DMA メモリが存在するかどうかを判定するには、__DMA_BASE または
__DMA_LENGTH マニフェスト定数 ( デバイス ヘッダファイル内で定義 ) を使います。

__HAS_CODEGUARD__
__HAS_PMP__

デバイスは CodeGuard™ セキュリティを備えています。
デバイスはパラレルマスタ ポートを備えています。

__HAS_PMPV2__

デバイスはパラレルマスタ ポート V2 を備えています。

__HAS_PMP_ENHANCED__

デバイスは拡張パラレルマスタ ポートを備えています。

__HAS_EDS__
__HAS_5VOLTS__

19.4.4

デバイスは拡張データ空間を備えています。
デバイスは 5 V デバイスです。

その他のマクロ

以下のシンボルはその他のマクロを定義します。
表 19.5: その他のマクロ / シンボル
シンボル

概要

__FILE__

現在のファイル名を C 文字列として示します。

__LINE__

現在の行番号を C 文字列として示します。

__DATE__

現在の日付を C 文字列として示します。
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19.5

プラグマと属性の対応
MPLAB XC16 C コンパイラは、プラグマまたは修飾子の代わりに ANSI 非準拠の属性
を使って変数と関数をメモリに配置します。これに対し、PIC18 MCU C コンパイラ
(MPLAB C18 とも呼ぶ ) は、セクション (code、romdata、udata、idata)、割り
込み ( 高優先度、低優先度 )、変数位置 ( バンク、セクション ) 向けにプラグマを使い
ます。以前の PIC18 MCU 向け HI-TECH C コンパイラと新しい MPLAB XC8 コンパ
イラは、同じ目的で修飾子またはプラグマを使います。
PIC18 コンパイラを使っていたユーザ向けに、プラグマと XC16 属性の対応を以下の
表に示します。詳細は 8.12「変数属性」と 13.2.1「関数指定子」を参照してください。
表 19.6: C18 プラグマと XC16 属性の対応
プラグマ (MPLAB C18)

属性 (MPLAB XC16)

#pragma udata [name]

__attribute__ ((section ("name")))

#pragma idata [name]

__attribute__ ((section ("name")))

#pragma romdata [name]

__attribute__ ((space (auto_psv)))

#pragma code [name]

__attribute__ ((section ("name"),
space (prog)))

#pragma interruptlow

__attribute__ ((interrupt))

#pragma interrupt

__attribute__ ((interrupt, shadow))

#pragma varlocate bank

NA*

#pragma varlocate name

NA*

*16 ビットデバイスはバンクを備えません。

表 19.7: PICC18 プラグマ / 修飾子と XC16 属性の関係
PICC18

属性 (MPLAB XC16)

#pragma psect old=new

__attribute__ ((section ("name")))

const

const or
__attribute__ ((space (auto_psv)))

interrupt low_priority

__attribute__ ((interrupt))

interrupt

__attribute__ ((interrupt, shadow))

例 19-1: データメモリ内のユーザセクションにおける非初期化変数の指定
PICC18

#pragma psect oldbss=mybss
int gi;

C18

#pragma udata mybss
int gi;

XC16

int __attribute__((__section__(".mybss"))) gi;

oldbss は、変数が通常配置される psect ( セクション ) の名前です。
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表 19.8: 変数 Mabonga をデータメモリ内のアドレス 0x100 に配置する場合
PICC18 int Mabonga @ 0x100;
C18

#pragma idata myDataSection=0x100;
int Mabonga = 1;

XC16

int __attribute__((address(0x100))) Mabonga = 1;

表 19.9: 変数をプログラムメモリに配置するよう指定する場合
PICC18

const char my_const_array[10] =

C18

#pragma romdata const_table
const rom char my_const_array[10] =
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

XC16

const or
__attribute__((space(auto_psv)))
char my_const_array[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

表 19.10: 関数 PrintString をプログラムメモリ内のアドレス 0x8000 に配置す
る場合
PICC18

int PrintString(const char *s)@ 0x8000 {...}

C18

#pragma code myTextSection=0x8000;
int PrintString(const char *s){...}

XC16

int __attribute__((address(0x8000))) PrintString
(const char *s) {...}

表 19.11: コンパイラが自動的に変数 var1 および var2 を退避 / 復元する場合
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PICC18

該当なし

C18

#pragma interrupt isr0 save=var1, var2
void isr0(void)
{
/* perform interrupt function here */
}

XC16

void __attribute__((__interrupt__(__save__(var1,var2))))
isr0(void)
{
/* perform interrupt function here */
}
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第 20 章
20.1

プログラムのリンク

はじめに
本コンパイラは、中間ファイルの生成後に停止するよう要求されない限り、自動的に
リンカを起動します。
リンカは、コマンドライン ドライバから取得したオプションを使って動作します。こ
れらのオプションはデバイスのメモリと、メモリ内のオブジェクトの配置方法を指定
します。これにはデバイス固有のリンカスクリプトを使います。
リンカ オプションはドライバを使って制御できます。詳細は 5.7.9「リンクのための
オプション」を参照してください。
リンカは、メモリの割り当てとコード内の一部のオブジェクトの詳細を示すマップ
ファイルを生成します。マップファイルはメモリに関する最良の情報源です。この
フ ァ イ ル の 詳 細 な 内 容 は『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s
Guide』(DS52106) を参照してください。

20.2

既定値メモリ空間
本コンパイラは、16 ビットデバイスのアーキテクチャの特長に応じた各種の特殊な用
途のメモリ空間を定義します。space 属性を使う事で、静的および外部変数をそれら
の特殊用途メモリ空間内に配置できます (8.12「変数属性」参照 )。

data
一般的なデータ空間です。この空間内の変数には通常の C 命令文を使ってアクセスで
きます。これが既定値の配置です。

DD xmemory - dsPIC30F および dsPIC33EP/F デバイス専用
X データアドレス空間です。X データ空間内の変数には通常の C 命令文を使ってアク
セスできます。X データアドレス空間は、DSP 指向のライブラリおよび / またはアセ
ンブリ言語命令に特別な意味を持ちます。

DD ymemory - dsPIC30F および dsPIC33EP/F デバイス専用
Y データアドレス空間です。Y データ空間内の変数には通常の C 命令文を使ってアク
セスできます。Y データアドレス空間は、DSP 指向のライブラリおよび / またはアセ
ンブリ言語命令に特別な意味を持ちます。

prog
実行可能コードを格納するための一般的プログラム空間です。このプログラム空間内
の変数には、通常の C 命令文を使ってアクセスする事はできません。それらには明示
的にアクセスする必要があります ( 通常、テーブルアクセス インライン アセンブリ
命令または PSV ウィンドウを使うか、__prog__ で修飾 )。
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auto_psv
プログラム空間内のコンパイラが管理する領域です。この領域は PSV ウィンドウ ア
クセス向けに使います。この空間内の変数は、通常の C 命令文を使って読み出せます
が、書き込みはできません。割り当てられる最大総空間サイズは 32K です。

psv
PSV ウィンドウ アクセス向けに使うプログラムメモリ空間です。PSV 空間内の変数
はコンパイラによって管理されず、通常の C 命令文を使ってアクセスする事はできま
せん。それらには明示的にアクセスする必要があります ( 通常、テーブルアクセス イ
ンライン アセンブリ命令または PSV ウィンドウを使用 )。PSV 空間内の変数には、
PSVPAG レジスタの設定を使うか、__psv__ 属性で修飾する事によりアクセスでき
ます。

DD eedata - EEDATA 対応デバイス専用
データ EEPROM 空間 ( プログラムメモリ内の高アドレス領域に置かれた 16 ビット幅
の不揮発性メモリ領域 ) です。eedata 空間内の変数には、通常の C 命令文を使ってア
クセスする事はできません。それらには、明示的にアクセスする必要があります ( 通
常、テーブルアクセス インライン アセンブリ命令または PSV ウィンドウを使用 )。
__HAS_EEDATA__ マニフェスト定数は、EEDATA をサポートするデバイス向けに定義
されます。

DD dma - DMA 対応デバイス専用
DPSRAM DMA メモリです。DMA メモリ内の変数には、通常の C 命令文を使って、
DMA モジュールによりアクセスできます。__HAS_DMA__ マニフェスト定数は、DMA
をサポートするデバイス向けに定義されます。デバイスが DMA をサポートしていて
も DPSRAM を備えていない場合、リンカは空間を割り当てる事ができずにエラーを
出力します。
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20.3

ライブラリ シンボルの置換
MPLAB XC16 C コンパイラに付属するライブラリアンでは、ライブラリファイルを
アンパックして、その中のモジュールをユーザ独自のバージョンに置き換える事がで
きます。詳細は『MPLAB XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』(DS52106)
を参照してください。しかし、この手順を使わずに、プログラムにリンクしているラ
イブラリ モジュールを置換する簡単な方法があります。
ライブラリ ルーチンと同じ名前を持つルーチンの定義を含むソースファイルをプロ
ジェクトに追加すると、そのライブラリ ルーチンは追加されたルーチンによって置換
されます。
シンボル ( 関数名、変数名等 ) の解析を試みる際、コンパイラは最初に全てのソース
モジュール内の定義をスキャンします。それらのファイル内でシンボルを解析できな
かった場合にのみ、コンパイラはライブラリ ファイルをスキャンします。
シンボルがソースファイル内で定義されていた場合、コンパイラはそのシンボルに関
してライブラリをスキャンしません ( 例えそのシンボルがライブラリファイル内に存
在したとしても、エラーを出力しません )。しかし、複数のソースファイル内で同じ
シンボルが重複して定義され、それらの定義間に不一致がある場合、コンパイラはエ
ラーを出力します。
シンボルを宣言する際に weak 属性を使う方法もあります。weak シンボルはグロー
バル定義によって置換されます。外部シンボルへの参照に weak 属性を適用した場合、
そのシンボルはリンクには不要です。
weak 属性は関数にも変数にも適用できます。この属性を使う事で、他のモジュール
からリンクされている場合にのみ使われる関数を書く事ができます。この機能を使う
かどうかは、コンパイル時ではなくリンク時に決まります。
weak 属性については 8.12「変数属性」を参照してください。

20.4

リンカによって定義されるシンボル
16 ビットリンカは、C コードの開発に使える各種のシンボルを定義します。詳細は
『MPLAB® XC16 Assembler, Linker and Utilities User’s Guide』(DS52106) を参照して
ください。
CODE または PSV セクションによって使われるプログラムメモリ内の最高アドレスを
示す便利なアドレスシンボル _PROGRAM_END が定義されます。このシンボルは、プ
ログラムメモリ内のオブジェクトのアドレスを受け取るビルトイン関数呼び出し内
でアドレス演算子 (&) を使って参照します。アプリケーションは、このシンボルを
チェックサム計算の終点として使う事ができます。
以下に例を示します。
unsigned int end_page, end_offset;
_prog_addressT big_addr;
end_page
= __builtin_tblpage(&_PROGRAM_END);
end_offset = __builtin_tbloffset(&_PROGRAM_END);
_init_prog_address(big_addr, _PROGRAM_END);
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20.5

既定値リンカスクリプト
コマンドラインは常にリンカスクリプトを必要とします。MPLAB IDE プロジェクト
内でリンカスクリプトが何も指定されていない場合、IDE はコンパイラに付属するデ
バイス リンカスクリプト ファイル (device.gld) を既定値リンカスクリプトとして
使います。このデバイス固有ファイルは以下を含む情報を提供します。
• メモリ領域の定義
• プログラム、データ、デバッグ セクションのマッピング
• 割り込みおよび代替割り込みベクタテーブル
• SFR のアドレス付け
• 各種周辺モジュールのベースアドレス
リンカスクリプト ファイルの既定値パスは以下の通りです。
<install-dir>\support\DeviceFamily\gld
DeviceFamily は 16 ビット デバイスファミリ名 ( 例 : dsPIC30F) です。
プロジェクトでカスタム リンカスクリプトを使うには、そのファイルを単純にコマン
ドラインに追加するか、プロジェクト内の「Linker Files」フォルダに追加します。
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補遺 A. 処理系定義のふるまい
A.1

はじめに
補遺 A では、MPLAB XC16 C コンパイラの処理系定義のふるまいについて説明しま
す。C 言語の ISO 規格は、言語の「処理系定義」機能の詳細を文書化するようベン
ダーに要求しています。
項目は以下の通りです。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

翻訳
環境
識別子
文字
整数
浮動小数点数
配列とポインタ
レジスタ
構造体、共用体、列挙体、ビットフィールド
修飾子
宣言子
式文
前処理ディレクティブ
ライブラリ関数
信号
ストリームとファイル
tmpfile
errno

•
•
•
•
•
•

メモリ
abort
exit
getenv
system
strerror
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A.2

翻訳
翻訳に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.1 で取り上げら
れています。
改行以外の非空の空白文字の並びを保持するのか、それとも 1 個のスペース文字に置
き換えるのか (ISO 5.1.1.2)
1 個のスペース文字に置き換えます。
診断メッセージをどのように識別するか (ISO 5.1.1.3)
診断メッセージは、対応するソースファイル名と行番号をコロン「:」で区切ってメッ
セージの前に付ける事によって識別します。
メッセージに異なるクラスが存在するかどうか (ISO 5.1.1.3)
存在します。
存在する場合、どのようなクラスが存在するか (ISO 5.1.1.3)
エラー( 出力ファイルの生成を抑止する ) と警告 ( 出力ファイルの生成を抑止しない )
が存在します。
メッセージの各クラスに対応するトランスレータの戻りステータスコード
(ISO 5.1.1.3)
戻りステータスコードはエラーに対して 1、警告に対して 0 です。
診断のレベルは制御可能かどうか (ISO 5.1.1.3)
制御可能です。
制御可能であれば、それはどのような形態を取るか (ISO 5.1.1.3)
コンパイラ コマンドライン オプションを使って警告メッセージの生成を要求または
抑止できます。

A.3

環境
環境に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.2 で取り上げら
れています。
自立したプログラムが利用できるライブラリ ファシリティは何か (ISO 5.1.2.1)
「ランタイム ライブラリ」セクションに記載した通り、限られた数の一連の関数をそ
の環境向けにカスタマイズする事で、標準 C ライブラリの全てのファシリティが利用
できます。
自立環境におけるプログラムの終了についての説明 (ISO 5.1.2.1)
main関数が戻るかexit関数が呼び出された場合、HALT命令が無限ループ内で実行さ
れます。このふるまいはカスタマイズ可能です。
main 関数に渡される引数 ( パラメータ ) についての説明 (ISO 5.1.2.2.1)
main 関数にはパラメータは渡されません。
以下の中で有効な対話型デバイスはどれか (ISO 5.1.2.3)
非同期ターミナル : 無効
ペアリングされたディスプレイとキーボード : 無効
プログラム間接続 : 無効
上記以外の対話型デバイス : なし
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A.4

識別子
識別子に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.3 で取り上げ
られています。
31 文字を超える外部結合を持たない識別子の有意先頭文字数 (ISO 6.1.2)
全ての文字が有意です。
6 文字を超える外部結合を持つ識別子の有意先頭文字数 (ISO 6.1.2)
全ての文字が有意です。
外部結合を持つ識別子で大文字と小文字を区別するかどうか (ISO 6.1.2)
区別します。

A.5

文字
文字に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.4 で取り上げら
れています。
規格では明示的に指定されていないソース文字または実行文字の詳細 (ISO 5.2.1)
そのような文字はありません。
以下に挙げる各エスケープ シーケンス向けに生成される値 (ISO 5.2.2)
表 A-1: エスケープ シーケンス文字と値
シーケンス

値

\a

7

\b

8

f

12

\n

10

\r

13

\t

9

\v

11

実行文字セットに含まれる文字のビット数 (ISO 5.2.4.2)
8 ビットです。
実行文字セットのメンバーに対するソース文字セットのメンバー ( 文字と文字列リテ
ラル内 ) のマッピング (ISO 6.1.3.4)
恒等関数です。
符号指定のない素の char と等価な型は何か (ISO 6.2.1.1)
signed char または unsigned char のどちらかです ( ユーザ定義 )。既定値は
signed char です。コンパイラのコマンドライン オプションを使って既定値を
unsigned char に設定できます。
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A.6

整数
整数に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.5 で取り上げら
れています。
下表に示す各整数型のサイズ ( ビット数 ) と値のレンジ (ISO 6.1.2.5)
表 A-2: 整数型
表記

サイズ ( ビット )

レンジ

char

8

-128 … 127

signed char

8

-128 … 127

unsigned char

8

0 … 255

short

16

-32768 … 32767

signed short

16

-32768 … 32767

unsigned short

16

0 … 65535

int

16

-32768 … 32767

signed int

16

-32768 … 32767

unsigned int

16

0 … 65535

long

32

-2147483648 … 2147438647

signed long

32

-2147483648 … 2147438647

unsigned long

32

0 … 4294867295

整数をより短い符号付き整数へ変換した時または符号なし整数を同じ長さの符号付
き整数に変換した時に値が表現できなかった場合の結果 (ISO 6.2.1.2)
桁落ちが生じます。エラーは出力されません。
符号付き整数に対するビット単位演算の結果 (ISO 6.3)
シフト演算子は符号を維持します。他の演算子は、オペランドが符号なし整数である
かのように機能します。
整数除算の余りの符号 (ISO 6.3.5)
「+」です。
符号付き整数型の負の値を右シフトした結果 (ISO 6.3.7)
符号は維持されます。
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A.7

浮動小数点数
浮動小数点数に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.6 で取
り上げられています。
その型で表現可能なレンジ内にある浮動小数点定数の値は、表現可能な最近似値、最
近似値の次に大きい表現可能値、最近似値の次に小さい表現可能値のどれか。
(ISO 6.1.3.1)
表現可能な最近似値です。
下表に示す各浮動小数点型のサイズ ( ビット数 ) と値のレンジ (ISO 6.1.2.5)
表 A-3: 浮動小数点型
説明

サイズ ( ビット )

レンジ

float

32

1.175494e-38 … 3.40282346e+38

double*

32

1.175494e-38 … 3.40282346e+38

long double

64

2.22507385e-308 … 1.79769313e+308

* -fno-short-double オプションを使う場合、double は long double と等価です。

整数を浮動小数点数に変換した時、元の値を厳密に表現できない場合の切り詰めの方
向 (ISO 6.2.1.3)
切り捨てです。
浮動小数点値をより低精度の浮動小数点値に変換する際の切り詰めまたは丸めの方
向 (ISO 6.2.1.4)
切り捨てです。

A.8

配列とポインタ
配列とポインタに関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.7 で
取り上げられています。
配列の最大サイズ (sizeof 演算子が返す size_t) を保持するために必要な整数の型
(ISO 6.3.3.4、ISO 7.1.1)
unsigned int です。
ポインタを整数型へ変換するために必要な整数のサイズ (ISO 6.3.4)
16 ビットです。
ポインタの整数への変換またはその逆の変換の結果 (ISO 6.3.4)
マッピングは恒等関数です。
同じ配列内のメンバーを指す 2 つのポインタの間の差違 (ptrdiff_t) を保持するた
めに必要な整数の型 (ISO 6.3.6, ISO 7.1.1)
unsigned int です。
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A.9

レジスタ
レジスタに関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.8 で取り上
げられています。
記憶域クラス指定子registerはオブジェクトのレジスタへの保存にどのように影響
するか (ISO 6.5.1)
最適化を無効にしている場合、register 記憶域クラスを尊重するよう試みます。最
適化を有効にしている場合は無視されます。

A.10 構造体、共用体、列挙体、ビットフィールド
構造体、共用体、列挙体、ビットフィールドに関する処理系定義のふるまいは ANSI
C 規格の A.6.3.9 と G.3.9 で取り上げられています。
共用体オブジェクトのメンバーが異なる型のメンバーを使ってアクセスされる場合
の結果 (ISO 6.3.2.3)
変換は適用されません。
構造体のメンバーのパディングとアラインメント (ISO 6.5.2.1)
char はバイト境界に整列します。その他のオブジェクトは全てワード境界に整列し
ます。
符号指定のない素の int ビットフィールドと等価な型 (ISO 6.5.2.1)
ユーザ定義です。既定値は signed int ビットフィールドです。コマンドライン オ
プションを使って既定値を unsigned int ビットフィールドに設定できます。
int 内のビットフィールドの割り当て順 (ISO 6.5.2.1)
ビットは最下位から最上位へ向かって割り当てられます。
ビットフィールドは記憶域ユニットの境界をまたぐ事ができるかどうか (ISO 6.5.2.1)
またぐ事ができます。
列挙型の値を表現するためにどの整数型が選ばれているか (ISO 6.5.2.2)
int です。

A.11 修飾子
修飾子に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.10 で取り上げ
られています。
volatile 修飾型を持つオブジェクトへのアクセスを引き起こす動作 (ISO 6.5.3)
式内でオブジェクト名が指定されている場合、そのオブジェクトはアクセスされてい
ます。

A.12 宣言子
宣言子に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.11 で取り上げ
られています。
算術型、構造体型、共用体型を変更する宣言子の最大数 (ISO 6.5.4)
制限はありません。
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A.13 式文
式分に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.12 で取り上げら
れています。
switch 文の中の case 値の最大数 (ISO 6.6.4.2)
制限はありません。

A.14 前処理ディレクティブ
前処理ディレクティブに関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション
G.3.12 で取り上げられています。
条件付きインクルードを制御する定数式の中の文字定数 ( 単一文字 ) の値が実行キャ
ラクタセット内の同じ文字定数に一致するかどうか (ISO 6.8.1)
一致します。
そのような文字定数は負の値を持つ事ができるかどうか (ISO 6.8.1)
できます。
インクルード可能なソースファイルの検索方法 (ISO 6.8.2)
プリプロセッサはカレント ディレクトリを検索した後に、コマンドライン オプショ
ンで指定されたディレクトリを検索します。
ヘッダの指定方法またはその位置の指定方法 (ISO 6.8.2)
ヘッダは #include ディレクティブで区切り文字「<」および「>」または「“」およ
び「”」の囲みの中で指定します。位置はコマンドライン オプションを使って指定し
ます。
インクルード可能なソースファイルに引用符付きの名前が使えるかどうか
(ISO 6.8.2)
使えます。
区切り文字で囲まれた文字の並びと外部ソースファイル名の間のマッピング (ISO 6.8.2)
恒等関数です。
承認されている各 #pragma ディレクティブの動作 (ISO 6.8.6)
表 A-4: #pragma の動作
プラグマ

動作

#pragma code section-name

コードセクションの名前を指定します。

#pragma code

コードセクションの名前を既定値 (.text) へリセッ
トします。

#pragma config

コンフィグレーション ビットまたはコンフィグレー
ション レジスタを設定します。

#pragma idata section-name

初期化データセクションの名前を指定します。

#pragma idata

初期化データセクションの名前を既定値 (.data) へ
リセットします。

#pragma udata section-name

非初期化データセクションの名前を指定します。

#pragma udata

非初期化データセクションの名前を既定値(.bss)へ
リセットします。

#pragma interrupt
function-name

function-name を割り込み関数として指定します。

翻訳の日付と時刻が利用できない場合の __ DATE __ と __ TIME __ の定義
(ISO 6.8.8)
該当なし。本コンパイラは、これらの関数が利用できない環境ではサポートされませ
ん。
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A.15 ライブラリ関数
ライブラリ関数に関する処理系定義のふるまいは ANSI C 規格のセクション G.3.14 で
取り上げられています。
NULL マクロが展開される null ポインタ定数の値 (ISO 7.1.5)
0 です。
assert 関数によって出力される診断の識別方法と、この関数の終了動作 (ISO 7.2)
assert 関数はファイル名、行番号、診断式をコロン「:」で区切って出力します。そ
の後に abort 関数を呼び出します。
isalnum、isalpha、iscntrl、islower、isprint、isupper 関数によってテス
トされる文字 (ISO 7.3.1)
表 A-5: is 関数によってテストされる文字
関数
isalnum

テストされる文字
文字または数字 (isalpha または isdigit)

isalpha

文字 (islower または isupper)

iscntrl

5 個の標準動作制御文字、バックスペース、アラート (\f、\n、\r、\t、
\v、\b、\a)

islower
isprint
isupper
ispunct

「a」～「z」のいずれかの文字
グラフィック文字またはスペース文字
(isalnum または ispunct または space)
「A」～「Z」のいずれかの文字
次のいずれかの文字 : ! " # % & ' ( ) ; < = > ?[ \ ] * + , - ./ :^

数値演算関数が定義域エラー後に返す値 (ISO 7.5.1)
NaN です。
アンダーフロー レンジエラーの場合に数値演算関数が整数式 errno をマクロ
ERANGE の値に設定するかどうか (ISO 7.5.1)
設定します。
fmod 関数の第２引数が 0 である場合、定義域エラーが出力されるのか 0 が返されるの
か (ISO 7.5.6.4)
定義域エラーが出力されます。
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A.16 信号
signal 関数の信号 (ISO 7.7.1.1)
表 A-6: signal 関数
名称

概要

SIGABRT

異常終了

SIGINT

対話的アテンション シグナルの受け取り

SIGILL

無効な関数イメージの検出

SIGFPE

誤った算術演算

SIGSEGV

記憶域への無効なアクセス

SIGTERM

プログラムに対する終了要求の送信

signal 関数が認識する各信号のパラメータと使用法 (ISO 7.7.1.1)
アプリケーション定義です。
signal 関数が認識する各信号の既定値の扱いと、プログラム起動時の扱い
(ISO 7.7.1.1)
ありません。
信号ハンドラの呼び出し前に信号 ( sig, SIG_DFL) に相当する事が実行されない場合、
どのような信号のブロッキングが実行されるか (ISO 7.7.1.1)
信号のブロッキングは実行されません。
signal 関数に対して指定されたハンドラが SIGILL 信号を受け取った場合、既定値処
理はリセットされるかどうか (ISO 7.7.1.1)
リセットされません。
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A.17 ストリームとファイル
テキストストリームの最終行に終端改行文字が必要かどうか (ISO 7.9.2)
必要ありません。
改行文字の直前でテキスト ストリームに書き出されたスペース文字はストリームの
読み戻し時に現れるかどうか (ISO 7.9.2)
現れます。
バイナリ ストリームに書き込まれるデータに付加可能な NULL 文字の数 (ISO 7.9.2)
0 です。
アペンドモード ストリームのファイル位置インジケータはファイルの先頭または末
尾のどちらに初期設定されるか (ISO 7.9.3)
先頭に初期設定されます。
テキスト ストリームへの書き込み時に、関連するファイルがその位置を越えたところ
で切り詰められるかどうか (ISO 7.9.3)
アプリケーション定義です。
ファイル バッファリングの特性 (ISO 7.9.3)
完全にバッファリングされます。
長さが 0 のファイルが存在可能かどうか (ISO 7.9.3)
存在可能です。
有効なファイル名を構成するための規則 (ISO 7.9.3)
アプリケーション定義です。
同じファイルを複数回開く事ができるかどうか (ISO 7.9.3)
アプリケーション定義です。
ファイルを開く際の remove 関数の影響 (ISO 7.9.4.1)
アプリケーション定義です。
rename 関数を呼び出す前に新しい名前のファイルが既に存在している場合の影響
(ISO 7.9.4.2)
アプリケーション定義です。
fprintf 関数における %p 変換の出力の形態 (ISO 7.9.6.1)
16 進表現です。
fscanf 関数における %p 変換の入力の形態 (ISO 7.9.6.2)
16 進表現です。
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A.18 TMPFILE
プログラムが異常終了した場合、開いていたテンポラリ ファイルは削除されるかどう
か (ISO 7.9.4.3)
削除されます。

A.19 ERRNO
fgetpos または ftell 関数がエラーの時にマクロ errno に設定する値
(ISO 7.9.9.1、ISO 7.9.9.4)
アプリケーション定義です。
perror 関数が生成するメッセージの書式 (ISO 7.9.10.4)
perror への引数の後にコロン「:」が続き、その後に errno の値を説明するテキスト
が続きます。

A.20 メモリ
要求されたサイズが 0 である場合の calloc、malloc、realloc 関数の挙動
(ISO 7.10.3)
長さが 0 のブロックが割り当てられます。

A.21 ABORT
abort 関数が呼び出された場合、開いているテンポラリ ファイルに何が起きるか
(ISO 7.10.4.1)
何も起きません。

A.22 EXIT
引数の値が 0、EXIT_SUCCESS、EXIT_FAILURE のいずれでもない場合に exit 関
数が返すステータス (ISO 7.10.4.3)
引数の値を返します。

A.23 GETENV
環境名に対する制約 (ISO 7.10.4.4)
アプリケーション定義です。
getenv 関数への呼び出しによって得られた環境リストを変更するための方法
(ISO 7.10.4.4)
アプリケーション定義です。

A.24 SYSTEM
system 関数へ渡される文字列の書式 (ISO 7.10.4.5)
アプリケーション定義です。
system 関数の実行モード (ISO 7.10.4.5)
アプリケーション定義です。
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A.25 STRERROR
strerror 関数が出力するエラーメッセージの書式 (ISO 7.11.6.2)
プレーンテキストです。
strerror 関数への呼び出しによって返されるエラーメッセージ文字列の内容
(ISO 7.11.6.2)
表 A-7: エラーメッセージ文字列
メッセージ

errno
0

エラーなし

EDOM

定義域エラー

ERANGE

レンジエラー

EFPOS

ファイル位置エラー

EFOPEN

ファイルオープン エラー

nnn

エラー番号
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補遺 B. 組み込みコンパイラ互換モード
B.1

はじめに
MPLAB XC 8/16/32 C コンパイラは全て互換モードに設定できます。このモードでは、
他社製組み込みコンパイラの規格外 C 言語拡張との構文的な互換性が得られます。こ
の互換性により、他のコンパイラ向けに書かれた C ソースコードは、最小限の変更で
MPLAB XC コンパイラを使ってコンパイルできます。
他のコンパイラがターゲットとするデバイスのアーキテクチャは大きく異なため、規
格外拡張の意味は MPLAB XC コンパイラと異なる可能性があります。補遺 B では、
どのような場合にオリジナルの C コードを見直す必要があるのか説明します。
また、MPLAB C コンパイラが提供する互換機能について、以下の項目を挙げて説明
します。
•
•
•
•
•
•
•

互換モードでのコンパイル
構文互換性
データ型
演算子
拡張キーワード
組み込み関数
プラグマ
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B.2

互換モードでのコンパイル
オプションにより、どのコンパイラとの構文互換性を有効にするのか指定します。こ
のオプションは、--ext=vendor (MPLAB XC8 の場合 ) または -mext=vendor
(MPLAB XC16/32 の場合 ) です。引数 vendor は構文を表すキーです。表 B-1 に、
MPLAB XC コンパイラで使える全てのキーを示します。
表 B-1: vendor キー
vendor
キー
cci
iar

構文
CCI (Common C Interface)
ARM向けIAR C/C++

CompilerTM

XC8 による
サポート

XC16 による
サポート

XC32 による
サポート

サポート

サポート

サポート

サポート

サポート

サポート

Common C Interface は、全ての Microchip MPLAB XC コンパイラに共通の言語規格
です。この構文に関連する規格外拡張については、既に第 2 章「CCI (Common C
Interface)」で説明したので、ここでは繰り返し説明しません。

B.3

構文互換性
この構文互換機能の目標は、他のCコンパイラ向けに書かれたソースコードをMPLAB
XC コンパイラに固有の構文に移植する際の移行プロセスを容易にする事です。
Microchip 社製デバイス向けにコンパイルする場合、多くの規格外拡張は不要である
ため、MPLAB XC コンパイラはこれらに等価な拡張を提供しません。MPLAB XC コ
ンパイラはこれらの拡張を単純に無視しますが、通常は警告メッセージを生成して
ユーザにコンパイラの挙動が異なる事を知らせます。ユーザは、これらの機能が無効
であってもプロジェクトが正常に動作する事を確認する必要があります。
その他の規格外拡張は、Microchip 社製デバイスに対して非互換です。これらの拡張
をソースコードから削除しないと、MPLAB XC コンパイラはエラーを生成します。
ユーザは、これらの拡張を削除した事で予期しない結果が生じないか調査すると共
に、プロジェクト内の他のソースコードを変更する必要があるかどうか判断する必要
があります。
表 B-2 に、本補遺内の各表に適用する互換性レベルを示します。
表 B-2: サポートする互換レベルの指標
レベル

説明

サポート

その構文は指定された互換モードでサポートされ、元のコンパイラでの意
味が再現されます。

サポート
( 引数無視 )

プラグマの場合、ベースプラグマは指定された互換モードでサポートされ
ますが、引数は無視されます。

ネイティブ
サポート

その構文は MPLAB XC コンパイラが既にサポートしている構文と等価で
あり、意味は互換です。この機能はベンダー互換モードを有効にしなくて
も使えます。

無視

その構文は指定された互換モードで容認されますが、暗黙の動作は要求ま
たは実行されません。コンパイラは拡張機能を無視し、警告を出力します。

エラー

その構文は指定された互換モードでサポートされません。エラーが出力さ
れ、コンパイルは終了します。

たとえ MPLAB XC コンパイラがサポートしている C 機能であっても、Microchip 社
製デバイス向けにコンパイルした時点でアドレス、レジスタ名、アセンブリ命令、そ
の他のデバイスに固有の引数が有効であるとは見込めません。これらを使うコード
は、Microchip 社製ターゲット デバイスのデータシートと照合して見直す必要があり
ます。
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B.4

データ型
一部のコンパイラは、C99 ANSI 規格の仕様に従う論理型 bool とその値 true およ
び false をサポートします。表 B-3 に示すように、全ての MPLAB XC コンパイラは
互換モードでこの型と値をサポートします。1
この機能を MPLAB XC コンパイラで使う場合、ANSI 規格に従って <stdbool.h>
ヘッダをこの機能向けにインクルードする必要があります。
表 B-3: C99 bool 型のサポート
IAR 互換モード
型

XC8

XC16

XC32

bool

サポート

サポート

サポート

論理型 bool と MPLAB XC8 が実装している整数型 bit を混同しないよう注意が必
要です。

B.5

演算子
他のコンパイラでは @ 演算子を使ってオブジェクトのメモリ位置を指定できます。
表 B-4 に示すように、MPLAB XC8 だけがこの構文をサポートします。
別のデバイスで指定したアドレスが新しいアーキテクチャでも正しいとは見込めま
せん。Microchip 社製ターゲット デバイスのデータシートと照合してアドレスを見直
す必要があります。
MPLAB XC8 の互換モードで「@」使った場合、正しく動作しますが警告が生成され
ます。この警告が再び生成されないようにするには、見直したアドレスに対して「@」
の代わりに MPLAB C の __at() 指定子を使います。
MPLAB XC16/32 コンパイラでは、address 属性の使用を検討する必要があります。
表 B-4: 規格外演算子のサポート
IAR 互換モード
演算子

XC8

XC16

XC32

@

ネイティブ サポート

エラー

エラー

1. 全ての MPLAB XC コンパイラが全ての C99 機能を採用しているわけではありません。
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B.6

拡張キーワード
多くの場合、規格外拡張はオブジェクトの定義方法またはアクセス方法を指定しま
す。通常、これにはキーワードを使います。他のコンパイラに対応する規格外 C キー
ワードと MPLAB XC コンパイラが提供する互換レベルの一覧を表 B-5 に示します。
表の下の Note に、一部の拡張に関する追加の情報を記載しています。
表 B-5: 規格外キーワードのサポート
IAR 互換モード
XC8

キーワード

XC16

XC32

__section_begin

無視

サポート

__section_end

無視

サポート

サポート

__section_size

無視

サポート

サポート

__segment_begin

無視

サポート

サポート

__segment_end

無視

サポート

サポート

__segment_size

無視

サポート

サポート

__sfb

無視

サポート

サポート

__sfe

無視

サポート

サポート

__sfs

無視

サポート

サポート

サポート (2)

ネイティブ サポート

ネイティブ サポート

__arm

無視

無視

無視

__big_endian

エラー

エラー

エラー

__fiq

サポート

エラー

エラー

__intrinsic

無視

無視

無視

__interwork

無視

無視

無視

__irq

サポート

エラー

エラー

__little_endian(3)

無視

無視

無視

__nested

無視

無視

無視

__no_init

サポート

サポート

サポート

__noreturn

無視

サポート

サポート

__ramfunc

無視

無視

サポート (4)

__packed

無視 (5)

サポート

サポート

__root

無視

サポート

サポート

__swi

無視

無視

無視

__task

無視

サポート

サポート

__weak

無視

サポート

サポート

__thumb

無視

無視

無視

__farfunc

無視

無視

無視

__huge

無視

無視

無視

__nearfunc

無視

無視

無視

__inline

サポート

ネイティブ サポート

ネイティブ サポート

__asm???asm

(1)

サポート

Note 1: この構文によって指定された全てのアセンブリコードはデバイスに固有であり、
Microchip 社製デバイスに移植する際は常に見直しが必要です。

2: MPLAB XC8 の場合、キーワード asm の互換レベルは「ネイティブ サポート」です
が、IAR 互換モードでは __asm キーワードだけをサポートします。

3: これは全ての MPLAB XC コンパイラが使う既定値の ( そして唯一の ) エンディアン
です。

4: これを MPLAB XC32 で使う場合、完全な互換性を得るには __longcall__ マクロ
を一緒に使う必要があります。

5: MPLAB XC8 の場合、このキーワードの互換レベルは「無視」ですが、既定値によっ
て全ての構造体がパッキングされるため、機能的な問題はありません。
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B.7

組み込み関数
組み込み関数を使うと、ソースコード内で共通タスクを実行できます。他のコンパイ
ラの組み込み関数に対する MPLAB XC コンパイラのサポートを表 B-6 に示します。
表 B-6: 規格外組み込み関数のサポート
IAR 互換モード
XC8

関数
1

XC16

XC32

サポート

無視

無視

__disable_interrupt

サポート

サポート

サポート

__disable_irq1

サポート

無視

無視

__enable_fiq1

サポート

無視

無視

__enable_interrupt

サポート

サポート

サポート

__enable_irq1

サポート

無視

無視

__get_interrupt_state

無視

サポート

サポート

__set_interrupt_state

無視

サポート

サポート

__disable_fiq

Note 1: これらの組み込み関数は、8 ビット PIC® デバイス上のグローバル割り込みイネーブ
ルビットを無効または有効にするためのマクロに対応します。

サポートする関数が正常に動作するには、ヘッダファイル <xc.h> をインクリードす
る必要があります。

B.8

プラグマ
コンパイラは、コード生成を制御するためにプラグマを使います。どのコンパイラも
未知のプラグマを無視しますが、他のコンパイラが実装しているプラグマの多くは互
換モードの MPLAB XC コンパイラも実装しています。表 B-7 に、各種のプラグマに
対する MPLAB XC コンパイラのサポートレベルを示します。
これらのプラグマの多くは引数を使います。MPLAB XC コンパイラがあるプラグマ
をサポートしていても、そのプラグマの全ての引数をサポートするとは限りません。
表には引数をサポートするかどうかも記載しています。
表 B-7: 規格外プラグマのサポート
IAR 互換モード
XC8

プラグマ

XC16

XC32

bitfields

無視

無視

無視

data_alignment

無視

サポート

サポート

diag_default

無視

無視

無視

diag_error

無視

無視

無視

diag_remark

無視

無視

無視

diag_suppress

無視

無視

無視

diag_warning

無視

無視

無視

include_alias

無視

無視

無視

inline

サポート ( 引数無視 )

サポート ( 引数無視 )

サポート ( 引数無視 )

language

無視

無視

無視

location

無視

サポート

サポート

message

サポート

ネイティブ サポート

ネイティブ サポート
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表 B-7: 規格外プラグマのサポート ( 続き )
IAR 互換モード
XC8

プラグマ
object_attribute 無視

XC16

XC32

無視

無視

ネイティブ サポート

ネイティブ サポート

optimize

無視

pack

無視

ネイティブ サポート

ネイティブ サポート

__printf_args

サポート

サポート

サポート

required

無視

サポート

サポート

rtmodel

無視

無視

無視

__scanf__args

無視

サポート

サポート

section

無視

サポート

サポート

segment

無視

サポート

サポート

swi_number

無視

無視

無視

type_attribute

無視

無視

無視

weak

無視

ネイティブ サポート

ネイティブ サポート
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補遺 C. 診断
C.1

はじめに
補遺 C には、MPLAB XC16 C コンパイラが生成する最も一般的な診断メッセージを
記載します。
本コンパイラは 2 種類の診断メッセージとしてエラーと警告を生成します。目的はそ
れぞれ異なります。
• エラーメッセージは、プログラムのコンパイルが不可能になる問題を報告します。
本コンパイラは、問題が発生したソースファイル名と行番号を示してエラーを報告
します。
• 警告メッセージは、コンパイルは継続できるものの問題が生じる可能性があるコー
ド内の異常な状態を報告します。警告メッセージもソースファイル名と行番号を示
しますが、エラーメッセージと区別するためのテキスト「warning:」が追加され
ます。
警告は、プログラムを指図通りに動作させるために確認する必要がある危険箇所を
示します。また、コンパイラの廃止された機能または非標準の機能が使われている
場合にも警告が出力されます。警告の多くは、ユーザがいずれかの -W オプション
を使って要求した場合にのみ生成されます ( 例 : -Wall オプションは各種の有益な
警告を要求します )。
コ ン パ イ ラ が 内 部 エ ラ ー メ ッ セ ー ジ を 生 成 す る 事 が ま れ に あ り ま す。こ れ は、
Microchip 社のサポート部門へ報告する必要がある問題がコンパイラによって検出さ
れたという事を示します。サポート部門への連絡については「序章」を参照してくだ
さい。

C.2

エラー
記号
\x used with no following HEX digits
エスケープ シーケンス「\x」の後に 16 進数字が必要です。
‘&’ constraint used with no register class
この asm ステートメントは無効です。
‘%’ constraint used with last operand
この asm ステートメントは無効です。
#elif after #else
プリプロセッサ条件式内で #elif 節が #else 節より後に書かれています。
#elif without #if
プリプロセッサ条件式内で #elif より前に #if がありません。
#else after #else
プリプロセッサ条件式内で #else 節が 1 つだけではありません。
#else without #if
プリプロセッサ条件式内で #else より前に #if がありません。
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#endif without #if
プリプロセッサ条件式内で #endif より前に #if がありません。
#error ‘message’
このエラーは #error ディレクティブに応えて出力されます。
#if with no expression
定数算術値に対して評価する式がありません。
#include expects “FILENAME” or <FILENAME>
#include にファイル名が指定されていないか、指定されていても不完全です。ファイ
ル名は引用符または山カッコで囲む必要があります。
‘#’ is not followed by a macro parameter
文字列化演算子「#」の後にマクロ引数名が必要です。
‘#keyword’ expects “FILENAME” or <FILENAME>
「#keyword」には引数として引用符またはカッコで囲んだファイル名が必要です。
‘##’ cannot appear at either end of a macro expansion
連結演算子「##」をマクロ展開の先頭または終端に置く事はできません。

A
a parameter list with an ellipsis can’t match an empty parameter name list
declaration
関数の宣言と定義は矛盾しない事が必要です。
“symbol” after #line is not a positive integer
#line の後に正のソース行番号が必要です。
aggregate value used where a complex was expected
複素数値が期待されるところで集合体値を使わない事が必要です。
aggregate value used where a float was expected
浮動小数点値が期待されるところで集合体値を使わない事が必要です。
aggregate value used where an integer was expected
整数値が期待されるところで集合体値を使わない事が必要です。
alias arg not a string
alias 属性に対する引数は、現在の識別子がエイリアスとなるターゲットを指定する
文字列である事が必要です。
alignment may not be specified for ‘identifier’
aligned 属性は変数にしか使えません。
‘__alignof’ applied to a bit-field
__alignof 演算子はビットフィールドへ適用できません。
alternate interrupt vector is not a constant
割り込みベクタ番号は整数定数である事が必要です。
alternate interrupt vector number n is not valid
有効な割り込みベクタ番号が必要です。
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ambiguous abbreviation argument
指定されたコマンドラインの省略形は曖昧です。
an argument type that has a default promotion can’t match an empty parameter
name list declaration.
関数の宣言と定義は矛盾しない事が必要です。
args to be formatted is not ...
format 属性の最初にチェックされるインデックス引数が未宣言のパラメータを指定
しています。
argument ‘identifier’ doesn’t match prototype
関数属性の型はその関数のプロトタイプと一致する必要があります。
argument of ‘asm’ is not a constant string
「asm」の引数は文字列定数である事が必要です。
argument to ‘-B’ is missing
ディレクトリ名がありません。
argument to ‘-l’ is missing
ライブラリ名がありません。
argument to ‘-specs’ is missing
specs ファイルの名前がありません。
argument to ‘-specs=’ is missing
specs ファイルの名前がありません。
argument to ‘-x’ is missing
言語名がありません。
argument to ‘-Xlinker’ is missing
リンカに渡す引数がありません。
arithmetic on pointer to an incomplete type
不完全の型を指すポインタに対する算術演算は許容されません。
array index in non-array initializer
非配列初期化子では配列インデックスを使わない事が必要です。
array size missing in ‘identifier’
配列のサイズがありません。
array subscript is not an integer
配列の添字は整数である事が必要です。
‘asm’ operand constraint incompatible with operand size
この asm ステートメントは無効です。
‘asm’ operand requires impossible reload
この asm ステートメントは無効です。
asm template is not a string constant
asm テンプレートは文字列定数である事が必要です。
assertion without predicate
#assert または #unassert の後に術語が必要です。これは 1 つの識別子である事が必
要です。
‘attribute’ attribute applies only to functions
属性「attribute」は関数にだけ適用できます。
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B
bit-field ‘identifier’ has invalid type
ビットフィールドは列挙型か整数型である事が必要です。
bit-field ‘identifier’ width not an integer constant
ビットフィールドの幅は整数定数である事が必要です。
both long and short specified for ‘identifier’
1 つの変数に long 型と short 型の両方を指定する事はできません。
both signed and unsigned specified for ‘identifier’
1 つの変数に signed と unsigned の両方を指定する事はできません。
braced-group within expression allowed only inside a function
関数の外の式の中に中カッコで囲んだグループがあるのは違反です。
break statement not within loop or switch
break 文はループまたはスイッチの中だけで使えます。
__builtin_longjmp second argument must be 1
__builtin_longjmp は第 2 引数が 1 である事を要求します。

C
called object is not a function
C 言語では関数だけが呼び出せます。
cannot convert to a pointer type
その式はポインタ型に変換できません。
cannot put object with volatile field into register
volatile フィールドを持つオブジェクトをレジスタに格納する事はできません。
cannot reload integer constant operand in ‘asm’
この asm ステートメントは無効です。
cannot specify both near and far attributes
near および far 属性は互いに排他的であり、関数または変数に対してのみ使えます。
cannot take address of bit-field ‘identifier’
ビットフィールドのアドレスを取得する試みは違反です。
can’t open ‘file’ for writing
システムは「file」を開く事ができません。原因として、ディスク容量が不足してい
る、ディレクトリが存在しない、ディレクトリに書き込み許可がない等が考えられま
す。
can’t set ‘attribute’ attribute after definition
「attribute」属性は、シンボルを定義する時に使う必要があります。
case label does not reduce to an integer constant
case ラベルはコンパイル時整数定数である事が必要です。
case label not within a switch statement
case ラベルは switch 文の中にある事が必要です。
cast specifies array type
型変換による配列型の指定は許容されません。
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cast specifies function type
型変換による関数型の指定は許容されません。
cast to union type from type not present in union
共用体型への型変換を行う場合、その共用体の中に存在する型からの型変換を行う必
要があります。
char-array initialized from wide string
char 配列がワイド文字列を使って初期化されています。通常の文字列を使う必要があ
ります。
file: compiler compiler not installed on this system
C コンパイラのみ使用でき、他の高級言語はサポートされません。
complex invalid for ‘identifier’
complex 修飾子は整数型と浮動小数点型にのみ適用できます。
conflicting types for ‘identifier’
識別子に対して複数の矛盾する宣言が存在します。
continue statement not within loop
continue 文はループ内でしか使えません。
conversion to non-scalar type requested
型変換は、スカラー型 ( 集合体型ではない ) への変換である事が必要です。

D
data type of ‘name’ isn’t suitable for a register
データ型は要求されたレジスタに適合しません。
declaration for parameter ‘identifier’ but no such parameter
パラメータリスト内のパラメータだけが宣言できます。
declaration of ‘identifier’ as array of functions
関数の配列を持つ事は違反です。
declaration of ‘identifier’ as array of voids
void の配列を持つ事は違反です。
‘identifier’ declared as function returning a function
関数が関数を返す事はできません。
‘identifier’ declared as function returning an array
関数が配列を返す事はできません。
decrement of pointer to unknown structure
未知の構造体を指すポインタはデクリメントしない事が必要です。
‘default’ label not within a switch statement
case ラベルは switch 文の中にある事が必要です。
‘symbol’ defined both normally and as an alias
既に定義された「symbol」を別のシンボルのエイリアスとして使う事はできません。
‘defined’ cannot be used as a macro name
「defined」をマクロの名前として使う事はできません。
dereferencing pointer to incomplete type
逆参照されるポインタは完全な型を指すポインタである事が必要です。
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division by zero in #if
ゼロによる除算は計算不可能です。
duplicate case value
case 値は一意である事が必要です。
duplicate label ‘identifier’
ラベルはスコープ内で一意である事が必要です。
duplicate macro parameter ‘symbol’
「symbol」がパラメータリスト内で 2 回以上使われました。
duplicate member ‘identifier’
構造体は重複したメンバーを持つ事はできません。
duplicate (or overlapping) case value
case レンジは重複した値またはオーバーラップした値を持たない事が必要です。エ
ラーメッセージ「this is the first entry overlapping that value」は、重複した値または
オーバーラップした値が最初に発生した位置を示します。本コンパイラの case レン
ジは ANSI 規格の拡張です。

E
elements of array ‘identifier’ have incomplete type
配列エレメントは完全な型を持つ必要があります。
empty character constant
空の文字定数は違反です。
empty file name in ‘#keyword’
「#keyword」の引数として空のファイル名が指定されています。
empty index range in initializer
初期化子では空のインデックス レンジを使わない事が必要です。
empty scalar initializer
スカラー初期化子は空ではない事が必要です。
enumerator value for ‘identifier’ not integer constant
列挙体値は整数定数である事が必要です。
error closing ‘file’
システムは「file」を閉じる事ができません。原因として、ディスク容量の不足また
は過大なファイルサイズが考えられます。
error writing to ‘file’
システムは「file」に書き込む事ができません。原因として、ディスク容量の不足ま
たは過大なファイルサイズが考えられます。
excess elements in char array initializer
初期化子の値が示すよりも多数のエレメントがリスト内に存在します。
excess elements in struct initializer
構造体初期化子内のエレメントの数が多すぎます。
expression statement has incomplete type
式の型が不完全です。
extra brace group at end of initializer
初期化子の最後に余分な中カッコ グループを置かない事が必要です。
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extraneous argument to ‘option’ option
コマンドライン オプション「option」に対して引数の数が多すぎます。

F
‘identifier’ fails to be a typedef or built in type
データ型は typedef またはビルトイン型である事が必要です。
field ‘identifier’ declared as a function
フィールドを関数として宣言する事はできません。
field ‘identifier’ has incomplete type
フィールドは完全な型を持つ必要があります。
first argument to __builtin_choose_expr not a constant
第 1 引数はコンパイル時に決定可能な定数式である事が必要です。
flexible array member in otherwise empty struct
フレキシブル配列メンバーは、2 個以上の名前付きメンバーを持つ構造体の最後のエ
レメントである事が必要です。
flexible array member in union
フレキシブル配列メンバーは共用体の中で使う事はできません。
flexible array member not at end of struct
フレキシブル配列メンバーは構造体の最後のエレメントである事が必要です。
‘for’ loop initial declaration used outside C99 mode
C99 モード外では for ループの初期宣言は無効です。
format string arg follows the args to be formatted
format 属性に対する引数が矛盾します。書式文字列引数のインデックスは、チェック
する最初の引数のインデックスよりも小さい事が必要です。
format string arg not a string type
format 属性の書式文字列インデックス引数が文字列型ではないパラメータを指定し
ています。
format string has invalid operand number
format 属性のオペランド番号引数はコンパイル時定数である事が必要です。
function definition declared ‘register’
関数定義は「register」として宣言する事はできません。
function definition declared ‘typedef’
関数定義は「typedef」として宣言する事はできません。
function does not return string type
format_arg 属性は文字列型の値を返す関数にのみ使う事ができます。
function ‘identifier’ is initialized like a variable
関数を変数のように初期化する事は違反です。
function return type cannot be function
関数の戻り値型を関数にする事はできません。
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G
global register variable follows a function definition
グローバル レジスタ変数は関数定義より前にある事が必要です。
global register variable has initial value
グローバル レジスタ変数には初期値を指定しない事が必要です。
global register variable ‘identifier’ used in nested function
ネストした関数ではグローバル レジスタ変数を使わない事が必要です。

H
‘identifier’ has an incomplete type
「identifier」が不完全の型を持つ事は違反です。
‘identifier’ has both ‘extern’ and initializer
「extern」として宣言された変数は初期化できません。
hexadecimal floating constants require an exponent
16 進浮動小数点定数は指数部を持つ必要があります。

I
implicit declaration of function ‘identifier’
関数「identifier」には先行するプロトタイプ宣言または関数定義がありません。
impossible register constraint in ‘asm’
この asm ステートメントは無効です。
incompatible type for argument n of ‘identifier’
C 言語で関数を呼び出す場合、実際の引数型は正式なパラメータ型に一致する必要が
あります。
incompatible type for argument n of indirect function call
C 言語で関数を呼び出す場合、実際の引数型は正式なパラメータ型に一致する必要が
あります。
incompatible types in operation
operation で使われている型は互換性がある事が必要です。
incomplete ‘name’ option
コマンドライン パラメータ「name」に対するオプションが不完全です。
inconsistent operand constraints in an ‘asm’
この asm ステートメントは無効です。
increment of pointer to unknown structure
未知の構造体を指すポインタはインクリメントしない事が必要です。
initializer element is not computable at load time
初期化子エレメントはロード時に計算可能である事が必要です。
initializer element is not constant
初期化子エレメントは定数である事が必要です。
initializer fails to determine size of ‘identifier’
配列初期化子は「identifier」のサイズを特定できませんでした。
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initializer for static variable is not constant
static 変数の初期化子は定数である事が必要です。
initializer for static variable uses complicated arithmetic
static 変数の初期化子は複雑な算術演算を使わない事が必要です。
input operand constraint contains ‘constraint’
制約「constraint」は入力オペランドに対して無効です。
int-array initialized from non-wide string
int 配列は非ワイド文字列から初期化されない事が必要です。
interrupt functions must not take parameters
割り込み関数がパラメータを受け取る事はできません。引数リストが空である事を明
示的に示すため、void を使う必要があります。
interrupt functions must return void
割り込み関数は void の戻り値型を持つ必要があります。その他の戻り値型は許容さ
れません。
interrupt modifier ‘name’ unknown
コンパイラは割り込み属性修飾子として「irq」、「altirq」、「save」のいずれかを期待
していました。
interrupt modifier syntax error
割り込み属性修飾子に構文エラーが存在します。
interrupt pragma must have file scope
#pragma interrupt はファイルスコープ内である事が必要です。
interrupt save modifier syntax error
割り込み属性の save 修飾子に構文エラーが存在します。
interrupt vector is not a constant
割り込みベクタ番号は整数定数である事が必要です。
interrupt vector number n is not valid
有効な割り込みベクタ番号が必要です。
invalid #ident directive
#ident の後に引用符付きの文字列リテラルが必要です。
invalid arg to ‘__builtin_frame_address’
引数は、関数の呼び出し元のレベル (0 は現在の関数のフレームアドレス、1 は現在の
関数の呼び出し元のアドレス等 ) である事と整数リテラルである事が必要です。
invalid arg to ‘__builtin_return_address’
レベル引数は整数リテラルである事が必要です。
invalid argument for ‘name’
コンパイラは space 属性パラメータとして「data」または「prog」を期待していました。
invalid character ‘character’ in #if
このメッセージは、制御文字等の印刷不能文字が #if の後で使われている場合に出力
されます。
invalid initial value for member ‘name’
ビットフィールド「name」は整数によってのみ初期化できます。
invalid initializer
初期化子を使わない事が必要です。
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Invalid location qualifier:‘symbol’
ロケーション修飾子として「sfr」または「gpr」が求められています。これらは dsPIC
DSC では無視されます。
invalid operands to binary ‘operator’
バイナリ演算子「operator」に対するオペランドが無効です。
Invalid option ‘option’
コマンドライン オプション「option」は無効です。
Invalid option ‘symbol’ to interrupt pragma
割り込みプラグマへのオプションとして「shadow」および / または「save」が求め
られています。
Invalid option to interrupt pragma
プラグマの最後に不要な部分があります。
Invalid or missing function name from interrupt pragma
割り込みプラグマには呼び出し先の関数の名前が必要です。
Invalid or missing section name
セクション名は文字またはアンダースコア「_」で始まり、その後に一連の文字また
はアンダースコアまたは数字が続く必要があります。
「access」、
「shared 」、
「overlay」
は名前として特殊な意味を持ちます。
invalid preprocessing directive #‘directive’
有効な前処理ディレクティブではありません。スペルを確認する必要があります。
invalid preprologue argument
preprologue オプションはアセンブリ ステートメントまたは二重引用符で囲まれた引
数のステートメントを要求しています。
invalid register name for ‘name’
ファイルスコープ変数「name」が無効なレジスタ名を使ってレジスタ変数として宣
言されました。
invalid register name ‘name’ for register variable
「name」はレジスタの名前ではありません。
invalid save variable in interrupt pragma
保存には 1 つまたは複数のシンボルが必要です。
invalid storage class for function ‘identifier’
関数は register 記憶域クラスを持つ事はできません。
invalid suffix ‘suffix’ on integer constant
整数定数の接尾辞には「u」、「U」、「l」、「L」のいずれかだけが使えます。
invalid suffix on floating constant
浮動小数点定数の接尾辞には「f」、「F」、「l」、「L」のいずれかだけが使えます。2 個
の「L」を使う場合、それらは隣り合っている事と、同じケース ( 大文字 / 小文字 ) で
ある事が必要です。
invalid type argument of ‘operator’
「operator」への引数の型が無効です。
invalid type modifier within pointer declarator
ポインタ宣言子の中では const または volatile だけが型修飾子として使えます。
invalid use of array with unspecified bounds
境界が未指定の配列は正しい方法で使う必要があります。
invalid use of incomplete typedef ‘typedef’
「typedef」が無効な方法で使われています。これは許容されません。
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invalid use of undefined type ‘type identifier’
型「type identifier」が無効な方法で使われています。これは許容されません。
invalid use of void expression
void 式を使わない事が必要です。
“name” is not a valid filename
#line には有効なファイル名が必要です。
‘filename’ is too large
ファイルが大きすぎるため処理できません。これは恐らく 4 GB を超えており、プリ
プロセッサはそのように大きなファイルの取り扱いを拒否します。ファイルサイズは
4 GB 未満である事が必要です。
ISO C forbids data definition with no type or storage class
ISO C では、データ定義に型指定子または記憶域クラス指定子が必要です。
ISO C requires a named argument before ‘...’
ISO C では、「...」の前に名前付き引数が必要です。

L
label label referenced outside of any function
「label」は関数の中でのみ参照できます。
label ‘label’ used but not defined
「label」は未定義なのに使われています。
language ‘name’ not recognized
許容される言語名は「c」、「assembler」、「none」です。
filename: linker input file unused because linking not done
filename はコマンドラインで指定され、リンカ入力ファイルとして認識されました
( それ以外のものとして認識されなかったため )。しかしリンク手順は実行されなかっ
たため、このファイルは無視されました。
long long long is too long for GCC
本コンパイラは long long よりも長い整数をサポートしません。
long or short specified with char for ‘identifier’
long および short 修飾子は char 型には使えません。
long or short specified with floating type for ‘identifier’
long および short 修飾子は float 型には使えません。
long, short, signed or unsigned invalid for ‘identifier’
long、short、signed 修飾子は整数型にのみ使えます。

M
macro names must be identifiers
マクロ名は文字またはアンダースコアで始まる必要があり、その後に文字、数字、ア
ンダースコアが続きます。
macro parameters must be comma-separated
パラメータのリスト内では、パラメータとパラメータの間にコンマが必要です。
macro ‘name’ passed n arguments, but takes just n
マクロ「name」に渡された引数の数が多すぎます。
macro ‘name’ requires n arguments, but only n given
マクロ「name」に渡された引数の数が足りません。
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matching constraint not valid in output operand
この asm ステートメントは無効です。
‘symbol’ may not appear in macro parameter list
「symbol」はパラメータとして許容されません。
Missing ‘=’ for ‘save’ in interrupt pragma
save パラメータは変数のリストの前に等号 (=) を必要とします。
例 : #pragma interrupt isr0 save=var1,var2
missing ‘(’after predicate
#assert または #unassert は応答を丸カッコで囲む事を要求します。
例 : #assert PREDICATE (ANSWER)
missing ‘(’ in expression
始め丸カッコがありません。
missing ‘)’ after “defined”
終わり丸カッコがありません。
missing ‘)’ in expression
始め丸カッコに対応する終わり丸カッコがありません。
missing ‘)’ in macro parameter list
マクロはコンマで区切られたパラメータのリストを丸カッコで囲む事を要求します。
missing ‘)’ to complete answer
#assert または #unassert は応答を丸カッコで囲む事を要求します。
missing argument to ‘option’ option
コマンドライン オプション「option」には引数が必要です。
missing binary operator before token ‘token’
「token」の前に演算子が必要です。
missing terminating ‘character’ character
終端文字 ( 一重引用符「‘」、二重引用符「”」、右山カッコ「>」等 ) が見つかりません。
missing terminating > character
#include ディレクティブ内に終端文字「>」が必要です。
more than n operands in ‘asm’
この asm ステートメントは無効です。
multiple default labels in one switch
既定値ラベルは各スイッチに対して 1 つだけ指定できます。
multiple parameters named ‘identifier’
パラメータ名は一意である事が必要です。
multiple storage classes in declaration of ‘identifier’
各宣言は記憶域クラスを 1 つだけ持つ必要があります。
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N
negative width in bit-field ‘identifier’
ビットフィールドの幅は負数にできません。
nested function ‘name’ declared ‘extern’
ネストされた関数には extern を宣言できません。
nested redefinition of ‘identifier’
ネストされた再定義は違反です。
no data type for mode ‘mode’
mode 属性向けに指定された引数「mode」は承認された GCC マシンモードですが、
本コンパイラには実装されていません。
no include path in which to find ‘name’
インクルード ファイル「name」が見つかりません。
no macro name given in #‘directive’ directive
#define、#undef、#ifdef、#ifndef ディレクティブの後にマクロ名が必要です。
nonconstant array index in initializer
初期化子の中では定数配列インデックスだけが使えます。
non-prototype definition here
関数プロトタイプがプロトタイプのない定義の後にあり、引数の数がこれら 2 つの間
で矛盾する場合、このメッセージはプロトタイプのない定義の行番号を示します。
number of arguments doesn’t match prototype
関数の引数の数は、その関数のプロトタイプと一致する必要があります。

O
operand constraint contains incorrectly positioned ‘+’ or ‘=’.
この asm ステートメントは無効です。
operand constraints for ‘asm’ differ in number of alternatives
この asm ステートメントは無効です。
operator “defined” requires an identifier
「defined」には識別子が必要です。
operator ‘symbol’ has no right operand
プロセッサ演算子「symbol」に右辺のオペランドが必要です。
output number n not directly addressable
この asm ステートメントは無効です。
output operand constraint lacks ‘=’
この asm ステートメントは無効です。
output operand is constant in ‘asm’
この asm ステートメントは無効です。
overflow in enumeration values
列挙体値は int のレンジ内である事が必要です。
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P
parameter ‘identifier’ declared void
パラメータは void として宣言できません。
parameter ‘identifier’ has incomplete type
パラメータは完全な型を持つ事が必要です。
parameter ‘identifier’ has just a forward declaration
パラメータは完全な型を持つ事が必要です。前方宣言では不十分です。
parameter ‘identifier’ is initialized
パラメータを初期化する事は違反です。
parameter name missing
マクロにパラメータ名が必要です。間に名前が入っていない 2 つのコンマがないか確
認します。
parameter name missing from parameter list
パラメータ名はパラメータリストの中に含まれている必要があります。
parameter name omitted
パラメータ名は省略できません。
param types given both in param list and separately
パラメータの型はパラメータリストの中で指定する事も別々に指定する事もできま
すが、両方で指定しない事が必要です。
parse error
ソース行を構文解析できません。エラーが含まれています。
pointer value used where a complex value was expected
複素数値が期待されるところでポインタ値を使わない事が必要です。
pointer value used where a floating point value was expected
浮動小数点値が期待されるところでポインタ値を使わない事が必要です。
pointers are not permitted as case values
case 値は整数定数または定数式である事が必要です。
predicate must be an identifier
#assert または #unassert には術語として 1 つの識別子が必要です。
predicate’s answer is empty
#assert または #unassert には術語と丸カッコがありますが、カッコの中に必要な応
答がありません。
previous declaration of ‘identifier’
このメッセージは、識別子の現在の宣言と矛盾する前の宣言の位置を示します。
identifier previously declared here
このメッセージは、識別子の現在の宣言と矛盾する前の宣言の位置を示します。
identifier previously defined here
このメッセージは、識別子の現在の定義と矛盾する前の定義の位置を示します。
prototype declaration
関数プロトタイプが宣言されている行番号を示します。このメッセージは他のエラー
メッセージと一緒に使われます。
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R
redeclaration of ‘identifier’
「identifier」が重複して宣言されています。
redeclaration of ‘enum identifier’
enum は再宣言できません。
‘identifier’ redeclared as different kind of symbol
「identifier」には矛盾する複数の宣言が存在します。
redefinition of ‘identifier’
「identifier」は重複して定義されています。
redefinition of ‘struct identifier’
構造体は再定義できません。
redefinition of ‘union identifier’
共用体は再定義できません。
register name given for non-register variable ‘name’
レジスタ変数として宣言されていない変数に対するレジスタの割り当てが試みられ
ました。
register name not specified for ‘name’
ファイルスコープ変数「name」はレジスタ変数として宣言されましたが、レジスタ
が指定されていません。
register specified for ‘name’ isn’t suitable for data type
アラインメントまたはその他の制約により、要求されたレジスタは使えません。
request for member ‘identifier’ in something not a structure or union
構造体または共用体だけがメンバーを持ちます。これら以外のメンバーを参照する事
は違反です。
requested alignment is not a constant
aligned 属性への引数はコンパイル時定数である事が必要です。
requested alignment is not a power of 2
aligned 属性への引数は 2 のべき乗値である事が必要です。
requested alignment is too large
要求されたアラインメント サイズはリンカの許容範囲を超えています。サイズは
4096 以下の 2 のべき乗値である事が必要です。
return type is an incomplete type
戻り値の型は完全である事が必要です。

S
save variable ‘name’ index not constant
配列「name」の添字が整数定数ではありません。
save variable ‘name’ is not word aligned
保存するオブジェクトはワード境界に整列する必要があります。
save variable ‘name’ size is not even
保存するオブジェクトのサイズは偶数境界である事が必要です。
save variable ‘name’ size is not known
保存するオブジェクトのサイズは既知である事が必要です。
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section attribute cannot be specified for local variables
ローカル変数は常にレジスタまたはスタック内に配置されます。従って、ローカル変
数を名前付きセクション内に配置する事は違反です。
section attribute not allowed for identifier
section 属性は関数または変数にしか使えません。
section of identifier conflicts with previous declaration
同じ「identifier」の複数の宣言が section 属性を指定している場合、その属性の値は
矛盾しない事が必要です。
sfr address ‘address’ is not valid
SFR アドレスは 0x2000 より小さい事が必要です。
sfr address is not a constant
SFR アドレスは定数である事が必要です。
‘size of’ applied to a bit-field
sizeof はビットフィールドへ適用しない事が必要です。
size of array ‘identifier’ has non-integer type
配列サイズ指定子は整数型である事が必要です。
size of array ‘identifier’ is negative
配列サイズは負数にはできません。
size of array ‘identifier’ is too large
配列「identifier」は大きすぎます。
size of variable ‘variable’ is too large
変数の最大サイズは 32768 バイトです。
storage class specified for parameter ‘identifier’
パラメータに記憶域クラスを指定する事はできません。
storage size of ‘identifier’ isn’t constant
記憶域のサイズはコンパイル時定数である事が必要です。
storage size of ‘identifier’ isn’t known
「identifier」のサイズの指定が不完全です。
stray ‘character’ in program
ソースプログラム内にストレイ文字「character」があります。
strftime formats cannot format arguments
archetype パラメータが strftime である時に format 属性を使っている場合、その属性の
第 3 パラメータ ( 書式文字列とマッチングする第 1 パラメータを指定 ) は 0 である事が
必要です。strftime 形式の関数は書式文字列とマッチングするための入力値を持ちませ
ん。
structure has no member named ‘identifier’
名前「identifier」を持つ構造体メンバーが参照されていますが、参照される構造体は
そのメンバーを含んでいません。これは許容されません。
subscripted value is neither array nor pointer
配列またはポインタにだけ添字が使えます。
switch quantity not an integer
switch の値は整数である事が必要です。
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symbol ‘symbol’ not defined
シンボル「symbol」は、プラグマ内で使われる前に宣言される必要があります。
syntax error
指定された行に構文エラーが存在します。
syntax error ‘:’ without preceding ‘?’
「?:」演算子では、「:」の前に「?」が必要です。

T
the only valid combination is ‘long double’
long 修飾子は double 型に使える唯一の修飾子です。
this built-in requires a frame pointer
__builtin_return_address はフレームポインタを要求します。
-fomit-frame-pointer オプションは使わない事が必要です。
this is a previous declaration
ラベルが重複している場合、このメッセージは先行する宣言の行番号を示します。
too few arguments to function
C 言語で関数を呼び出す場合、関数が要求する通りの数の引数を指定する必要があり
ます。引数の数が多すぎたり少なすぎたりしない事が必要です。
too few arguments to function ‘identifier’
C 言語で関数を呼び出す場合、関数が要求する通りの数の引数を指定する必要があり
ます。引数の数が多すぎたり少なすぎたりしない事が必要です。
too many alternatives in ‘asm’
この asm ステートメントは無効です。
too many arguments to function
C 言語で関数を呼び出す場合、関数が要求する通りの数の引数を指定する必要があり
ます。引数の数が多すぎたり少なすぎたりしない事が必要です。
too many arguments to function ‘identifier’
C 言語で関数を呼び出す場合、関数が要求する通りの数の引数を指定する必要があり
ます。引数の数が多すぎたり少なすぎたりしない事が必要です。
too many decimal points in number
小数点は 1 つだけ必要です。
top-level declaration of ‘identifier’ specifies ‘auto’
自動変数は関数の中でのみ宣言できます。
two or more data types in declaration of ‘identifier’
各識別子は 1 つのデータ型しか持てません。
two types specified in one empty declaration
型は 1 つだけ指定する必要があります。
type of formal parameter n is incomplete
このパラメータには完全な型を指定する必要があります。
type mismatch in conditional expression
条件式内の型は一致する必要があります。
typedef ‘identifier’ is initialized
typedef の初期化は違反です。代わりに __typeof__ を使う必要があります。
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U
‘identifier’ undeclared (first use in this function)
「identifier」は宣言される必要があります。
‘identifier’ undeclared here (not in a function)
「identifier」は宣言される必要があります。
union has no member named ‘identifier’
名前「identifier」を持つ共用体メンバーが参照されていますが、参照される共用体は
そのメンバーを含んでいません。これは許容されません。
unknown field ‘identifier’ specified in initializer
初期化子内で未知のフィールドを使わない事が必要です。
unknown machine mode ‘mode’
mode 属性に指定された引数「mode」は認識されないマシンモードです。
unknown register name ‘name’ in ‘asm’
この asm ステートメントは無効です。
unrecognized format specifier
format 属性に対する引数が無効です。
unrecognized option ‘-option’
指定されたコマンドライン オプションは認識されません。
unrecognized option ‘option’
「option」は未知のオプションです。
‘identifier’ used prior to declaration
「identifier」が宣言される前に使われています。
unterminated #‘name’
#if、#ifdef、#ifndef 条件式の最後には #endif が必要です。
unterminated argument list invoking macro ‘name’
関数マクロの評価中に、マクロ展開が完了する前にファイルの終端に達しました。
unterminated comment
コメントの終端を検出する前にファイルの終端に達しました。

V
‘va_start’ used in function with fixed args
va_start は可変引数リストを持つ関数内でのみ使う事ができます。
variable ‘identifier’ has initializer but incomplete type
不完全の型を持つ変数を初期化する事は違反です。
variable or field ‘identifier’ declared void
変数もフィールドも void として宣言する事はできません。
variable-sized object may not be initialized
可変サイズ オブジェクトを初期化する事は違反です。
virtual memory exhausted
エラーメッセージを書き込むためのメモリ容量が不足しています。
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void expression between ‘(‘ and ’)’
定数式が期待されていますが、丸カッコの中は void 式です。
‘void’ in parameter list must be the entire list
パラメータリスト内に「void」がパラメータとして存在する場合、他のパラメータは
存在しない事が必要です。
void value not ignored as it ought to be
void 関数の値を式内で使わない事が必要です。

W
warning: -pipe ignored because -save-temps specified
-pipe オプションを -save-temps オプションと一緒に使う事はできません。
warning: -pipe ignored because -time specified
-pipe オプションを -time オプションと一緒に使う事はできません。
warning: ‘-x spec’ after last input file has no effect
「-x」コマンドライン オプションは、そのコマンドライン上の後続部で名前が指定さ
れたファイルにのみ影響します。そのようなファイルが存在しない場合、このオプ
ションは効力を持ちません。
weak declaration of ‘name’ must be public
weak シンボルは外部から可視である事が必要です。
weak declaration of ‘name’ must precede definition
「name」は定義後に weak として宣言されています。
wrong number of arguments specified for attribute attribute
属性「attribute」に対して指定された引数が多すぎるか少なすぎます。
wrong type argument to bit-complement
この演算子への引数の型が不正です。
wrong type argument to decrement
この演算子への引数の型が不正です。
wrong type argument to increment
この演算子への引数の型が不正です。
wrong type argument to unary exclamation mark
この演算子への引数の型が不正です。
wrong type argument to unary minus
この演算子への引数の型が不正です。
wrong type argument to unary plus
この演算子への引数の型が不正です。

Z
zero width for bit-field ‘identifier’
ビットフィールドの幅は 0 にできません。
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C.3

警告
記号
‘/*’ within comment
コメント内にコメントマークが存在します。
‘$’ character(s) in identifier or number
識別子名の中の「$」は規格に対する拡張です。
#‘directive’ is a GCC extension
#warning、#include_next、#ident、#import、#assert、#unassert ディレクティブは
GCC 拡張機能です (ISO C89 の機能ではありません )。
#import is obsolete, use an #ifndef wrapper in the header file
#import ディレクティブは廃止されました。#import は、まだインクルードされていな
いファイルをインクルードするために使われました。代わりに#ifndefディレクティブ
を使います。
#include_next in primary source file
#include_next は、現在ファイルのディレクトリが見つかった後にヘッダファイル
ディレクトリのリストを検索します。この警告は、先に見つかったヘッダファイルが
存在しないために検索はプライマリ ソースファイルのディレクトリから始まるとい
う事を意味します。
#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)
pack(pop) プラグマは、ソースファイル内で先に現れる pack(push) プラグマと対を成
す必要があります。
#pragma pack (pop, identifier) encountered without matching #pragma pack
(push, identifier, <n>)
pack(pop) プラグマは、ソースファイル内で先に現れる pack(push) プラグマと対を成
す必要があります。
#warning: message
ディレクティブ #warning により、プリプロセッサは警告を発行して前処理を継続し
ます。#warning の後のトークンは警告メッセージとして使われます。

A
absolute address specification ignored
#pragma ステートメント内のコードセクションに対する絶対アドレス指定を無視し
ます ( 本コンパイラはサポートしないため )。アドレスはリンカスクリプト内で指定す
る必要があり、コードセクションはキーワード __attribute__ を使って定義でき
ます。
address of register variable ‘name’ requested
register 指定子が付いた変数のアドレスは取得できません。
alignment must be a small power of two, not n
pack プラグマの alignment パラメータは小さな 2 のべき乗値である事が必要です。
anonymous enum declared inside parameter list
無名の列挙体が関数パラメータリストの中で宣言されています。一般的なプログラミ
ング作法として、列挙体はパラメータリストの外で宣言する事が推奨されます。なぜ
なら、パラメータリスト内で定義された列挙体は完全な型にはなれないからです。
anonymous struct declared inside parameter list
無名の構造体が関数パラメータリストの中で宣言されています。一般的なプログラミ
ング作法として、構造体はパラメータリストの外で宣言する事が推奨されます。なぜ
なら、パラメータリスト内で定義された構造体は完全な型にはなれないからです。
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anonymous union declared inside parameter list
無名の共用体が関数パラメータリストの中で宣言されています。一般的なプログラミ
ング作法として、共用体はパラメータリストの外で宣言する事が推奨されます。なぜ
なら、パラメータリスト内で定義された共用体は完全な型にはなれないからです。
anonymous variadic macros were introduced in C99
可変個数の引数を受け入れるマクロは C99 の機能です。
argument ‘identifier’ might be clobbered by ‘longjmp’ or ‘vfork’
longjmp への呼び出しによって引数が変更される可能性があります。これらの警告は
最適化コンパイル中にのみ出力されます。
array ‘identifier’ assumed to have one element
配列「identifier」の長さが明示的に指定されていません。この情報が得られない場
合、コンパイラはその配列のエレメントは 1 つであると見なします。
array subscript has type ‘char’
配列の添字の型が char です。
array type has incomplete element type
配列の型は不完全なエレメント型を持たない事が必要です。
asm operand n probably doesn’t match constraints
指定された拡張 asm オペランドは制約に適合しないと思われます。
assignment of read-only member ‘name’
メンバー「name」は const として宣言されており、代入によって変更する事はでき
ません。
assignment of read-only variable ‘name’
「name」は const として宣言されており、代入によって変更する事はできません。
‘identifier’ attribute directive ignored
属性「identifier」は未知または非サポートであるため無視されます。
‘identifier’ attribute does not apply to types
属性「identifier」は型に対して使う事はできません。無視されます。
‘identifier’ attribute ignored
属性「identifier」は与えられた文脈では意味を成さないため、無視されます。
‘attribute’ attribute only applies to function types
属性「attribute」は関数の戻り値型にのみ適用でき、その他の宣言には適用できませ
ん。

B
backslash and newline separated by space
エスケープ シーケンスの処理中に、バックスラッシュと改行の間にスペース文字が見
つかりました。
backslash-newline at end of file
エスケープ シーケンスの処理中に、ファイルの終端でバックスラッシュ + 改行文字
が見つかりました。
bit-field ‘identifier’ type invalid in ISO C
「identifier」の型は ISO C では無効です。
braces around scalar initializer
初期化子の前後に冗長な中カッコがあります。
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built-in function ‘identifier’ declared as non-function
ビルトイン関数と同じ名前を持つ関数が、関数以外の何かとして宣言されました。

C
C++ style comments are not allowed in ISO C89
ISO C89 では「//」を使う C++ 形式のコメントの代わりに「/*」と「*/」を使う C 形
式のコメントを使う必要があります。
call-clobbered register used for global register variable
ライブラリ ルーチンがレジスタを上書きしないよう、関数呼び出しによって正常に退
避 / 復元されるレジスタ (W8 ～ W13) を選択します。
cannot inline function ‘main’
関数「main」が inline 属性を使って宣言されています。これはサポートされません。
なぜなら、main は別にコンパイルされる C スタートアップ コードから呼び出す必要
があるからです。
can’t inline call to ‘identifier’ called from here
コンパイラは指定された関数への呼び出しをインライン展開する事ができませんで
した。
case value ‘n’ not in enumerated type
switch 文の制御式は列挙体型ですが、case 式は列挙体値のどれにも対応しない値 n
を持っています。
case value ‘value’ not in enumerated type ‘name’
「value」は、列挙体型「name」のエレメントではない余分な case です。
cast does not match function type
関数の戻り値型が関数の型と一致しない型へ変換されます。
cast from pointer to integer of different size
ポインタは 16 ビット幅ではない整数へ型変換されます。
cast increases required alignment of target type
-Wcast-align コマンドライン オプションを使ってコンパイルする場合、コンパイ
ラは型変換によってターゲット型のアラインメント サイズが大きくなるかどうか検
証します。例えば、char へのポインタを int へのポインタへ型変換する場合、char の
アラインメント ( バイト アラインメント ) の方が int のアラインメント ( ワード アラ
インメント ) よりも小さいため、この警告メッセージが表示されます。
character constant too long
文字定数が長すぎます。
comma at end of enumerator list
列挙体リストの最後に不要なコンマがあります。
comma operator in operand of #if
#if ディレクティブに不要なコンマ演算子があります。
comparing floating point with == or != is unsafe
浮動小数点値は精度無限の実数に対する近似値となる場合があります。浮動小数点値
を比較する場合、一様性を評価する代わりに、関係演算子を使って 2 つの値のオー
バーラップ レンジを調べます。
comparison between pointer and integer
ポインタ型が整数型と比較されています。
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comparison between signed and unsigned
比較の一方のオペランドが符号付きで他方のオペランドが符号なしです。符号付きオ
ペランドは符号なし値として扱われ、正しい結果が得られない可能性があります。
comparison is always n
比較は定数式だけを含むため、コンパイラは比較の実行時結果を評価できます。結果
は常に n です。
comparison is always n due to width of bit-field
ビットフィールドを含む比較は、ビットフィールドの幅のために、常に n と評価され
ます。
comparison is always false due to limited range of data type
データ型のレンジにより、比較は実行時に常に「偽」と評価されます。
comparison is always true due to limited range of data type
データ型のレンジにより、比較は実行時に常に「真」と評価されます。
comparison of promoted ~unsigned with constant
比較の一方のオペランドは昇格された ~unsigned ですが、他方のオペランドは定数で
す。
comparison of promoted ~unsigned with unsigned
比較の一方のオペランドは昇格された ~unsigned ですが、他方のオペランドは
unsigned です。
comparison of unsigned expression >= 0 is always true
比較式が符号なし値とゼロを比較しています。符号なし値はゼロより小さくならない
ため、この比較は実行時に常に「真」と評価されます。
comparison of unsigned expression < 0 is always false
比較式が符号なし値とゼロを比較しています。符号なし値はゼロより小さくならない
ため、この比較は実行時に常に「偽」と評価されます。
comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning
C 式と数学式とでは、式が同じに見えても意味が異なる場合があります。例えば、
C 式「X<=Y<=Z」と数学式「X  Y  Z」の意味は同じではありません。
conflicting types for built-in function ‘identifier’
ビルトイン関数と同じ名前を持つ関数が矛盾する型で宣言されています。
const declaration for ‘identifier’ follows non-const
「identifier」は先に非 const として宣言された後に const として宣言されました。
control reaches end of non-void function
非 void 関数からの終了パスは適切な値を返す必要があります。コンパイラは明示的
な戻り値を持たない非 void 関数の終了を検出しました。戻り値は予測不可能かもし
れません。
conversion lacks type at end of format
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字列内の
format フィールドに型指定子が抜けている事をコンパイラが検出しました。
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concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated
__FUNCTION__は、ISO規格C99で定義されている__func__と同じ方法で処理され
ます。__func__ は変数であり文字列リテラルではないため、他の文字列リテラルと
連結する事はできません。
conflicting types for ‘identifier’
「identifier」は複数の矛盾する宣言を持っています。

D
data definition has no type or storage class
データ定義に型と記憶域クラスが抜けている事が検出されました。
data qualifier ‘qualifier’ ignored
データ修飾子 (「access」、「shared」、
「overlay」を含む ) は本コンパイラでは使いま
せん。しかし、それらは PIC18 MCU 向け MPLAB C コンパイラとの互換性のために
用意されています。
declaration of ‘identifier’ has ‘extern’ and is initialized
extern は初期化されない事が必要です。
declaration of ‘identifier’ shadows a parameter
「identifier」の宣言はパラメータをシャドー化します ( そのパラメータはアクセス不
可能になります )。
declaration of ‘identifier’ shadows a symbol from the parameter list
「identifier」の宣言はパラメータリストからのシンボルをシャドー化します ( そのシ
ンボルはアクセス不可能になります )。
declaration of ‘identifier’ shadows global declaration
「identifier」の宣言はグローバル宣言をシャドー化します ( そのグローバル宣言はア
クセス不可能になります )。
‘identifier’ declared inline after being called
関数「identifier」は呼び出された後にインライン宣言されました。
‘identifier’ declared inline after its definition
関数「identifier」は定義された後にインライン宣言されました。
‘identifier’ declared ‘static’ but never defined
関数「identifier」は static として宣言されましたが、どこにも定義されていません。
decrement of read-only member ‘name’
メンバー「name」は const として宣言されており、デクリメントによって変更する
事はできません。
decrement of read-only variable ‘name’
「name」は const として宣言されており、デクリメントによって変更する事はできま
せん。
‘identifier’ defined but not used
関数「identifier」は定義されましたが一度も使われませんでした。
deprecated use of label at end of compound statement
ラベルは式文の末尾ではなく式文の前に置く必要があります。
dereferencing ‘void *’ pointer
void * ポインタの逆参照は不正です。逆参照する前に適切な型のポインタへ型変換す
る必要があります。
division by zero
コンパイル時に 0 による除算が検出されました。
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duplicate ‘const’
const 修飾子は宣言に対して一度だけ適用します。
duplicate ‘restrict’
restrict 修飾子は宣言に対して一度だけ適用します。
duplicate ‘volatile’
volatile 修飾子は宣言に対して一度だけ適用します。

E
embedded ‘\0’ in format
printf、scanf 等への関数の呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字
列に「\0」が埋め込まれている事をコンパイラが検出しました。これは書式文字列処
理の早期終了を引き起こす可能性があります。
empty body in an else-statement
else ステートメントが空です。
empty body in an if-statement
if ステートメントが空です。
empty declaration
宣言に名前がありません。
empty range specified
空のレンジとは、レンジの下限値が上限値よりも大きいという事です。case レンジ
の構文「 case low ...high:」に従う必要があります。
‘enum identifier’ declared inside parameter list
列挙体が関数パラメータリストの中で宣言されています。一般的なプログラミング作
法として、列挙体はパラメータリストの外で宣言する事が推奨されます。なぜなら、
パラメータリスト内で定義された列挙体は完全な型にはなれないからです。
enum defined inside parms
列挙体が関数パラメータリストの中で定義されています。
enumeration value ‘identifier’ not handled in switch
switch 文の制御式は列挙体型ですが、一部の列挙体値に case 式がありません。
enumeration values exceed range of largest integer
列挙体値は整数として表現されます。本コンパイラのどの整数フォーマットを使って
も ( たとえ最大のフォーマットでも )、列挙体のレンジを表現できないという事をコ
ンパイラが検出しました。
excess elements in array initializer
配列の宣言で指定されたエレメント数よりも多数のエレメントが初期化子リスト内
に存在します。
excess elements in scalar initializer");
1 つのスカラー変数に対して初期化子は 1 つだけ必要です。
excess elements in struct initializer
構造体の宣言で指定されたエレメント数よりも多数のエレメントが初期化子リスト
内に存在します。
excess elements in union initializer
共用体の宣言で指定されたエレメント数よりも多数のエレメントが初期化子リスト
内に存在します。
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extra semicolon in struct or union specified
構造体または共用体に余分なセミコロンが含まれています。
extra tokens at end of #‘directive’ directive
コンパイラは #‘directive’ ディレクティブを含むソース行に余分なテキストを検出し
ました。

F
-ffunction-sections may affect debugging on some targets
-g オプションと -ffunction-sections オプションの両方を指定すると、デバッグ
で問題が生じる可能性があります。
first argument of ‘identifier’ should be ‘int’
「identifier」の最初の引数の宣言は int 型である事が求められます。
floating constant exceeds range of ‘double’
その浮動小数点定数は double として表現するには ( 絶対値として ) 大きすぎるか小さ
すぎます。
floating constant exceeds range of ‘float’
その浮動小数点定数は float として表現するには ( 絶対値として ) 大きすぎるか小さす
ぎます。
floating constant exceeds range of ‘long double’
その浮動小数点定数は long double として表現するには ( 絶対値として ) 大きすぎる
か小さすぎます。
floating point overflow in expression
浮動小数点定数式を畳み込む時に、コンパイラは式がオーバーフローした事 ( つまり
float として表現できないという事 ) を検出しました。
‘type1’ format, ‘type2’ arg (arg ‘num’)
書式の型は「type1」ですが、渡される引数の型は「type2」です。
問題のある引数は「num」です。
format argument is not a pointer (arg n)
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、指定された引数
番号 n は format 指定子が指示している通りのポインタでないという事をコンパイラ
が検出しました。
format argument is not a pointer to a pointer (arg n)
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、指定された引数
番号 n は format 指定子が指示している通りのポインタでないという事をコンパイラ
が検出しました。
fprefetch-loop-arrays not supported for this target
メモリをプリフェッチする命令を生成するためのオプションは、このターゲットに対
して非サポートです。
function call has aggregate value
関数の戻り値が集合体です。
function declaration isn’t a prototype
-Wstrict-prototypes コマンドライン オプションを使ってコンパイルしている
時、コンパイラは全ての関数に対して関数プロトタイプが指定されているかどうか確
認します。この警告は、関数プロトタイプが先に指定されていない関数定義が見つ
かったという事を示します。
function declared ‘noreturn’ has a ‘return’ statement
関数が noreturn 属性を使って宣言された ( つまりその関数は戻らないと宣言された )
にもかかわらず、その関数は return 文を含んでいます。これは矛盾します。
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function might be possible candidate for attribute ‘noreturn’
その関数は戻らないという事をコンパイラが検出しました。その関数が noreturn 属性
を使って宣言されていれば、コンパイラはより最適なコードを生成できた可能性があ
ります。
function returns address of local variable
関数はローカル変数のアドレスを返すべきではありません。なぜなら、関数が戻る時
にローカル変数の割り当ては解放されるからです。
function returns an aggregate
関数の戻り値が集合体です。
function ‘name’ redeclared as inline
previous declaration of function ‘name’ with attribute noinline
関数「name」がキーワード inline を使って再度宣言されました。これにより、その
関数はインライン展開の対象となります。
function ‘name’ redeclared with attribute noinline
previous declaration of function ‘name’ was inline
関数「name」がキーワード noinline を使って再度宣言されました。これにより、そ
の関数はインライン展開から除かれます。
function ‘identifier’ was previously declared within a block
関数「identifier」はブロック内で明示的に宣言済みですが、現在の行に暗黙的な宣言
があります。

G
GCC does not yet properly implement ‘[*]’ array declarators
本コンパイラは可変長配列を現在サポートしていません。

H
hex escape sequence out of range
16 進エスケープ シーケンスは 16 進数で 100 未満 (10 進数で 256 未満 ) である事が
必要です。

I
ignoring asm-specifier for non-static local variable ‘identifier’
通常の非レジスタ ローカル変数に対する asm 指定子は無視されます。
ignoring invalid multibyte character
マルチバイト文字を構文解析している時、コンパイラはそれが無効であると判断しま
した。無効な文字は無視されます。
ignoring option ‘option’ due to invalid debug level specification
無効なデバッグレベルでデバッグ オプションが使われました。
ignoring #pragma identifier
本コンパイラはプラグマ「identifier」をサポートしておらず、無視します。
imaginary constants are a GCC extention
ISO C は複素数定数を許容しません。
implicit declaration of function ‘identifier’
関数「identifier」には先行する明示的な宣言 ( 定義または関数プロトタイプ ) があり
ません。このためコンパイラは、その関数の戻り値型とパラメータを推量します。
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increment of read-only member ‘name’
メンバー「name」は const として宣言されており、インクリメントによって変更す
る事はできません。
increment of read-only variable ‘name’
「name」は const として宣言されており、インクリメントによって変更する事はでき
ません。
initialization of a flexible array member
フレキシブル配列メンバーは、静的にではなく動的に配置される事を意図していま
す。
‘identifier’ initialized and declared ‘extern’
extern は初期化されない事が必要です。
initializer element is not constant
初期化子エレメントは定数である事が必要です。
inline function ‘name’ given attribute noinline
関数「name」は inline として宣言されましたが、noinline 属性によってインライン展
開の対象から除外されます。
inlining failed in call to ‘identifier’ called from here
コンパイラは関数への呼び出しをインライン展開する事ができませんでした。
integer constant is so large that it is unsigned
明示的な unsigned 修飾子を持たない整数定数値がソースコード内にありますが、そ
の値が大きすぎて signed int として表現できないため、コンパイラは自動的にその定
数を unsigned int として扱います。
integer constant is too large for ‘type’ type
整数定数の最大値は unsigned long の場合 2^32 - 1、long long int の場合 2^63 - 1、
unsigned long long int の場合 2^64 - 1 です。
integer overflow in expression
整数定数式を畳み込む時に、コンパイラはその式がオーバーフローした事 ( つまり int
として表現できないという事 ) を検出しました。
invalid application of ‘sizeof’ to a function type
関数型に sizeof 演算子を適用する事は推奨しません。
invalid application of ‘sizeof’ to a void type
sizeof 演算子は void 型に適用すべきではありません。
invalid digit ‘digit’ in octal constant
全ての数字は基数より小さい事が必要です。例えば、8 進数には 0 ～ 7 の数字しか使
えません。
invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero
第 2 引数は 0 または 1 である事が必要です。
invalid storage class for function ‘name’
auto 記憶域クラスは最高階層で定義された関数に対して使うべきではありません。関
数が最高階層で定義されたのではない場合、static 記憶域クラスを使うべきではあり
ません。
invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero
第 3 引数は 0、1、2、3 のいずれかである事が必要です。
‘identifier’ is an unrecognized format function type
format 属性を使って指定された「identifier」は、認識できる format 関数型 (printf、
scanf、strftime) のいずれでもありません。
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‘identifier’ is narrower than values of its type
構造体のビットフィールド メンバーの型は列挙体型ですが、フィールドの幅は全ての
列挙体値を表現するには不十分です。
‘storage class’ is not at beginning of declaration
記憶域クラスが宣言の最初にありません。記憶域クラスは宣言の最初に来る必要があ
ります。
ISO C does not allow extra ‘;’ outside of a function
関数の外側に余分な「;」が見つかりました。ISO C はこれを許容しません。
ISO C does not support ‘++’ and ‘--’ on complex types
ISO C は複素数型に対するインクリメント演算子とデクリメント演算子をサポートし
ません。
ISO C does not support ‘~’ for complex conjugation
ISO C は複素共役に対するビット単位の否定演算子の使用をサポートしません。
ISO C does not support complex integer types
ISO C は複素整数型 (__complex__ short int 等 ) をサポートしません。
ISO C does not support plain ‘complex’ meaning ‘double complex’
__complex__ は complex double と等価ですが、ISO C はサポートしません。
ISO C does not support the ‘char’ ‘kind of format’ format
ISO C は「kind of format」書式に対して文字「char」をサポートしません。
ISO C doesn’t support unnamed structs/unions
ISO C では、全ての構造体および / または共用体は名前を持つ必要があります。
ISO C forbids an empty source file
関数もデータも含んでいないファイルは ISO C では許容されません。
ISO C forbids empty initializer braces
ISO C では、初期化子の値を中カッコで囲む必要があります。
ISO C forbids nested functions
関数の中で別の関数が定義されました。
ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression
条件式は「?」と「:」の間に中間項または式を必要とします。
ISO C forbids qualified void function return type
void 関数の戻り値型に対して修飾子を使う事はできません。
ISO C forbids range expressions in switch statements
ISO C では、連続した値のレンジを 1 つの case ラベルで指定する事はできません。
ISO C forbids subscripting ‘register’ array
ISO C では、register 配列の添字は許容されません。
ISO C forbids taking the address of a label
ISO C では、ラベルのアドレスを取得する事はできません。
ISO C forbids zero-size array ‘name’
「name」の配列サイズは 0 より大きい事が必要です。

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 299

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
ISO C restricts enumerator values to range of ‘int’
列挙体値のレンジは int 型のレンジを超えない事が必要です。
ISO C89 forbids compound literals
ISO C89 では複合リテラルは無効です。
ISO C89 forbids mixed declarations and code
宣言はどのコードよりも前に書く必要があります。宣言とコードを混在させない事が
必要です。
ISO C90 does not support ‘[*]’ array declarators
ISO C90 は可変長の配列をサポートしません。
ISO C90 does not support complex types
ISO C90 は複素数型 (__complex__ float x 等 ) をサポートしません。
ISO C90 does not support flexible array members
フレキシブル配列メンバーは C99 の新機能です。ISO C90 はサポートしません。
ISO C90 does not support ‘long long’
ISO C90 は long long 型をサポートしません。
ISO C90 does not support ‘static’ or type qualifiers in parameter array
declarators
配列を関数へのパラメータとして使う場合、ISO C90 は配列宣言子が static または型
修飾子を使う事を許容しません。
ISO C90 does not support the ‘char’ ‘function’ format
ISO C は「function」フォーマットの文字「char」をサポートしません。
ISO C90 does not support the ‘modifier’ ‘function’ length modifier
「modifier」は「function」の長さ修飾子としてサポートされません。
ISO C90 forbids variable-size array ‘name’
ISO C90 では、配列内のエレメントの数は整数定数式によって指定する必要があります。

L
label ‘identifier’ defined but not used
ラベル「identifier」は定義されましたが、参照されていません。
large integer implicitly truncated to unsigned type
明示的な unsigned 修飾子を持たない整数定数値がソースコード内にありますが、そ
の値が大きすぎて signed int として表現できないため、コンパイラは自動的にその定
数を unsigned int として扱います。
left-hand operand of comma expression has no effect
比較の一方のオペランドは昇格された ~unsigned ですが、他方のオペランドは
unsigned です。
left shift count >= width of type
シフト数は、シフトする型のビット数より小さい事が必要です。そうしないとシフト
は無意味になり、結果は未確定です。
left shift count is negative
シフト数は正の値である事が必要です。負の左シフトは右シフトを意味しません。
これは無意味です。
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library function ‘identifier’ declared as non-function
ライブラリ関数と同じ名前が関数以外の何かとして宣言されました。
line number out of range
#line ディレクティブの最大行数は C89 では 32767、C99 では 2147483647 です。
‘identifier’ locally external but globally static
「identifier」はローカルの外部定義ですが、同時にグローバル静的定義もされていま
す。これは疑わしい状態です。
location qualifier ‘qualifier’ ignored
ロケーション修飾子 (「grp」と「sfr」を含む ) は本コンパイラでは使いません。しか
し、それらは PIC18 MCU 向け MPLAB C コンパイラとの互換性のために用意されて
います。
‘long’ switch expression not converted to ‘int’ in ISO C
ISO C は long スイッチ式を int へ変換しません。

M
‘main’ is usually a function
通常、識別子「main」はアプリケーションのメイン エントリポイント向けに使われ
ます。コンパイラは「main」が別の使われ方をしている ( 例 : 変数名等として使われ
ている ) 事を検出しました。
‘operation’ makes integer from pointer without a cast
ポインタが暗黙的に整数へ変換されました。
‘operation’ makes pointer from integer without a cast
整数が暗黙的にポインタへ変換されました。
malformed ‘#pragma pack-ignored’
pack プラグマの構文が不正です。
malformed ‘#pragma pack(pop[,id])-ignored’
pack プラグマの構文が不正です。
malformed ‘#pragma pack(push[,id],<n>)-ignored’
pack プラグマの構文が不正です。
malformed ‘#pragma weak-ignored’
weak プラグマの構文が不正です。
‘identifier’ might be used uninitialized in this function
コンパイラは、初期化される前に「identifier」を使う可能性がある関数を経由する制
御パスを検出しました。
missing braces around initializer
初期化子を囲む中カッコがありません。
missing initializer
初期化子がありません。
modification by ‘asm’ of read-only variable ‘identifier’
const 変数が asm ステートメント内の代入式の左辺側にあります。
multi-character character constant
文字定数が 2 つ以上の文字を含んでいます。
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N
negative integer implicitly converted to unsigned type
負の整数定数がソースコード内にありますが、signed int として表現できないため、コ
ンパイラは自動的にその定数を unsigned int として扱います。
nested extern declaration of ‘identifier’
「identifier」のネストされた extern 定義が存在します。
no newline at end of file
ソースファイルの最終行が改行文字で終わっていません。
no previous declaration for ‘identifier’
-Wmissing-declarations コマンドライン オプションを使ってコンパイルしてい
る時、コンパイラは関数が定義される前に宣言されているか確認します。この警告は、
未宣言の関数定義が見つかった事を意味します。
no previous prototype for ‘identifier’
-Wmissing-prototypes コマンドライン オプションを使ってコンパイルしている
時、コンパイラは関数プロトタイプが全ての関数に対して指定されているかどうか確
認します。この警告は、関数プロトタイプが先に指定されていない関数定義が見つ
かったという事を示します。
no semicolon at end of struct or union
構造体または共用体の宣言の最後にセミコロンがありません。
non-ISO-standard escape sequence, ‘seq’
「seq」は「\e」または「\E」であり、ISO 規格に対する拡張です。このエスケープ シー
ケンスは文字列または文字定数の中で使う事ができ、ASCII 文字の <ESC> を表しま
す。
non-static declaration for ‘identifier’ follows static
「identifier」は先に非 static として宣言された後に static として宣言されました。
‘noreturn’ function does return
noreturn 属性を使って宣言された関数が戻っています。これは矛盾します。
‘noreturn’ function returns non-void value
noreturn属性を使って宣言された関数が非void値を返しています。これは矛盾します。
null format string
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、コンパイラは書
式文字列を見つける事ができませんでした。

O
octal escape sequence out of range
8 進エスケープ シーケンスは 8 進数で 400 未満 (10 進数で 256 未満 ) である事が必要
です。
output constraint ‘constraint’ for operand n is not at the beginning
拡張 asm 内の出力制約は先頭に置く必要があります。
overflow in constant expression
定数式がその型で表現可能な値のレンジを超えました。
overflow in implicit constant conversion
暗黙的な定数変換の結果として得られる値が signed int として表現できないため、コ
ンパイラは自動的にこれを unsigned int として扱います。
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P
parameter has incomplete type
関数パラメータが不完全の型です。
parameter names (without types) in function declaration
関数宣言はパラメータの名前を指定していますが、それらの型を指定していません。
parameter points to incomplete type
関数パラメータが不完全の型を指しています。
parameter ‘identifier’ points to incomplete type
関数パラメータ「identifier」は不完全の型を指しています。
passing arg ‘number’ of ‘name’ as complex rather than floating due to prototype
関数プロトタイプは引数「number」を複素数として宣言していますが、浮動小数点
値が使われています。コンパイラはプロトタイプに従ってこれを複素数へ変換しま
す。
passing arg ‘number’ of ‘name’ as complex rather than integer due to prototype
関数プロトタイプは引数「number」を複素数として宣言していますが、整数値が使
われています。コンパイラはプロトタイプに従ってこれを複素数へ変換します。
passing arg ‘number’ of ‘name’ as floating rather than complex due to prototype
関数プロトタイプは引数「number」を浮動小数点数として宣言していますが、複素
数値が使われています。コンパイラはプロトタイプに従ってこれを浮動小数点数へ変
換します。
passing arg ‘number’ of ‘name’ as ‘float’ rather than ‘double’ due to prototype
関数プロトタイプは引数「number」を浮動小数点数として宣言していますが、double
値が使われています。コンパイラはプロトタイプに従ってこれを浮動小数点数へ変換
します。
passing arg ‘number’ of ‘name’ as floating rather than integer due to prototype
関数プロトタイプは引数「number」を浮動小数点数として宣言していますが、整数
値が使われています。コンパイラはプロトタイプに従ってこれを浮動小数点数へ変換
します。
passing arg ‘number’ of ‘name’ as integer rather than complex due to prototype
関数プロトタイプは引数「number」を整数として宣言していますが、複素数値が使
われています。コンパイラはプロトタイプに従ってこれを整数へ変換します。
passing arg ‘number’ of ‘name’ as integer rather than floating due to prototype
関数プロトタイプは引数「number」を整数として宣言していますが、浮動小数点値
が使われています。コンパイラはプロトタイプに従ってこれを整数へ変換します。
pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
void 型のポインタはサイズを持たず、算術演算で使うべきではありません。
pointer to a function used in arithmetic
関数を指すポインタは算術演算で使うべきではありません。
previous declaration of ‘identifier’
この警告メッセージは他の警告メッセージと一緒に表示されます。先行するメッセー
ジは疑わしいコードの位置を示します。このメッセージは「identifier」の最初の宣言
または定義を示します。
previous implicit declaration of ‘identifier’
こ の 警 告 メ ッ セ ー ジ は 警 告 メ ッ セ ー ジ「type mismatch with previous implicit
declaration」と一緒に表示されます。この警告メッセージは、明示的な宣言と矛盾す
る暗黙的な「identifier」の宣言を示します。

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 303

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
R
“name” reasserted
「name」に対する応答が重複しています。
“name” redefined
先に定義済みの「name」が再度定義されています。
redefinition of ‘identifier’
「identifier」には複数の矛盾する定義があります。
redundant redeclaration of ‘identifier’ in same scope
「identifier」が同じスコープ内で再宣言されました。これは冗長な宣言です。
register used for two global register variables
同じレジスタを使う 2 つのグローバル レジスタ変数が定義されました。
repeated ‘flag’ flag in format
strftime 関数の呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字列の中に繰
り返されているフラグがある事をコンパイラが検出しました。
printf、scanf 関数等の呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字列の
中でフラグ { 、+、#、0、-} の 1 つが繰り返されている事をコンパイラが検出しました。
return-type defaults to ‘int’
関数の戻り値型が明示的に宣言されていないため、コンパイラはその関数の戻り値型
を int であると見なします。
return type of ‘name’ is not ‘int’
コンパイラは「name」の戻り値型が int である事を求めています。
‘return’ with a value, in function returning void
void として宣言された関数が値を返しました。
‘return’ with no value, in function returning non-void
非 void 値を返すと宣言された関数が値のない return 文を持っています。これは矛盾
します。
right shift count >= width of type
シフト数は、シフトする型のビット数より小さい事が必要です。そうしないとシフト
は無意味になり、結果は未確定です。
right shift count is negative
シフト数は正の値である事が必要です。負の右シフトは左シフトを意味しません。

S
second argument of ‘identifier’ should be ‘char **’
「identifier」の第 2 引数の型は char ** である事が必要です。
second parameter of ‘va_start’ not last named argument
va_start の第 2 パラメータは、最後に指定された引数である事が必要です。
shadowing built-in function ‘identifier’
関数「identifier」はビルトイン関数と同じ名前を持つため、そのビルトイン関数を
シャドー化します。
shadowing library function ‘identifier’
関数「identifier」はライブラリ関数と同じ名前を持つため、そのライブラリ関数を
シャドー化します。
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shift count >= width of type
シフト数は、シフトする型のビット数より小さい事が必要です。そうしないとシフト
は無意味になり、結果は未確定です。
shift count is negative
シフト数は正の値である事が必要です。負の左シフトは右シフトを意味せず、負の右
シフトは左シフトを意味しません。これらは無意味です。
size of ‘name’ is larger than n bytes
-Wlarger-than-len を使った場合、
「name」のサイズが定義された len バイトより
も大きい時にこの警告が生成されます。
size of ‘identifier’ is n bytes
「identifier」のサイズ (n バイト ) が -Wlarger-than-len コマンドライン オプショ
ンで指定されたサイズを超えています。
size of return value of ‘name’ is larger than n bytes
-Wlarger-than-len を使った場合、
「name」の戻り値のサイズが定義された len バ
イトよりも大きい時にこの警告が生成されます。
size of return value of ‘identifier’ is n bytes
関数「identifier」の戻り値のサイズ (n バイト ) が -Wlarger-than-len コマンドラ
イン オプションで指定されたサイズを超えています。
spurious trailing ‘%’ in format
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字列の中
に疑わしい末尾「%」文字がある事をコンパイラが検出しました。
statement with no effect
ステートメントに効果がありません。
static declaration for ‘identifier’ follows non-static
「identifier」は、先に非 static として宣言された後に static として宣言されました。
string length ‘n’ is greater than the length ‘n’ ISO Cn compilers are required to
support
ISO C89 の最大文字列長は 509 です。ISO C99 の最大文字列長は 4095 です。
‘struct identifier’ declared inside parameter list
構造体「identifier」が関数パラメータリストの中で宣言されています。一般的なプロ
グラミング作法として、構造体はパラメータリストの外で宣言する事が推奨されま
す。なぜなら、パラメータリスト内で定義された構造体は完全な型にはなれないから
です。
struct has no members
構造体は空です。メンバーはありません。
structure defined inside parms
共用体が関数パラメータリストの中で宣言されています。
style of line directive is a GCC extension
伝統的な C 言語では「#line linenum」を使います。
subscript has type ‘char’
配列の添字の型が char です。
suggest explicit braces to avoid ambiguous ‘else’
ネストされた if 文が曖昧な else 節を持っています。曖昧さをなくすため、中カッコ
を使う事を推奨します。
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suggest hiding #directive from traditional C with an indented #
指定されたディレクティブは伝統的 C の機能ではありません。# をインデントする事
で無効にできます。# が第 1 列内にない場合、そのディレクティブは無視されます。
suggest not using #elif in traditional C
#elif は伝統的 K&R C で使うべきではありません。
suggest parentheses around assignment used as truth value
代入が真値として使われる場合、ソースコードを読みやすくするために、それらを丸
カッコで囲む事を推奨します。
suggest parentheses around + or - inside shift
suggest parentheses around && within ||
suggest parentheses around arithmetic in operand of |
suggest parentheses around comparison in operand of |
suggest parentheses around arithmetic in operand of ^
suggest parentheses around comparison in operand of ^
suggest parentheses around + or - in operand of &
suggest parentheses around comparison in operand of &
C 言語は演算子の優先順位を明確に定義していますが、カッコの助けを借りずに優先
規則だけを頼りに式内の演算子の順位を瞬時に理解する事は時に困難です。典型的な
例は、シフトの内部で「+」または「-」演算子を使う場合です。カッコを使ってプロ
グラマーの意図を明確に示す事で、たとえそれがプログラマー自身とコンパイラのた
めの明瞭化が目的であったとしても、読者の無用な苦労を軽減する事ができます。

T
‘identifier’ takes only zero or two arguments
引数の数は 0 または 2 個である事が要求されています。
the meaning of ‘\a’ is different in traditional C
-wtraditional オプションが使われている場合、エスケープ シーケンス「\a」はメ
タシーケンスとして認識されません ( その値は単に「a」です )。非伝統的コンパイル
の場合、「\a」は ASCII BEL 文字を表します。
the meaning of ‘\x’ is different in traditional C
-wtraditional オプションが使われている場合、エスケープ シーケンス「\x」はメ
タシーケンスとして認識されません ( その値は単に「x」です )。非伝統的コンパイル
の場合、「\x」は 16 進数を表現するために使います。
third argument of ‘identifier’ should probably be ‘char **’
「identifier」の第 3 引数の型は「char **」である事が必要です。
this function may return with or without a value
非 void 関数からの終了パスは適切な値を返す必要があります。コンパイラは、非 void
関数が明示的な戻り値を返したり返さなかったりする事を検出しました。従って、こ
の戻り値は予測不可能な場合があります。
this target machine does not have delayed branches
-fdelayed-branch オプションはサポートされません。
too few arguments for format
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、引数の実際の数
が書式文字列の要求より少ないという事をコンパイラが検出しました。
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too many arguments for format
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、引数の実際の数
が書式文字列の要求より多いという事をコンパイラが検出しました。
traditional C ignores #‘directive’ with the # indented
伝統的 C では、# が第 1 列内にない場合、ディレクティブは無視されます。
traditional C rejects initialization of unions
伝統的 C では、共用体は初期化できません。
traditional C rejects the ‘ul’ suffix
伝統的 C では、添字「u」は無効です。
traditional C rejects the unary plus operator
伝統的 C では、単項プラス演算子は無効です。
trigraph ??char converted to char
3 文字表記を使うと、キーボードから入力できない記号を表現する事ができます。
3 文字表記は以下のように変換されます。
??( = [

??)= ]

??< = { ??> = } ??= = # ??/= \

??'= ^

??!= |

??- = ~

trigraph ??char ignored
3 文字表記は無視されています。char は (, )、<、>、=、/、'、!、- のいずれかです。
type defaults to ‘int’ in declaration of ‘identifier’
「identifier」に明示的な型宣言がない場合、コンパイラは int 型であると見なします。
type mismatch with previous external decl
previous external decl of ‘identifier’
「identifier」の型が先行する宣言と矛盾します。
type mismatch with previous implicit declaration
明示的な宣言が先行する暗黙的な宣言と矛盾します。
type of ‘identifier’ defaults to ‘int’
明示的な型宣言がない場合、コンパイラは「identifier」の型を int であると見なします。
type qualifiers ignored on function return type
関数戻り値型に使われている型修飾子は無視されます。

U
undefining ‘defined’
「defined」はマクロ名として使えないため #undef はできません。
undefining ‘name’
#undef ディレクティブが先に定義済みのマクロ名「name」に対して使われました。
union cannot be made transparent
transparent_union 属性が共用体に適用されましたが、指定された変数はこの属性
の要件を満たしません。
‘union identifier’ declared inside parameter list
構造体「identifier」が関数パラメータリストの中で宣言されています。一般的なプロ
グラミング作法として、共用体はパラメータリストの外で宣言する事が推奨されま
す。なぜなら、パラメータリスト内で定義された共用体は完全な型にはなれないから
です。
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union defined inside parms
共用体が関数パラメータリストの中で宣言されています。
union has no members
共用体が空です ( メンバーはありません )。
unknown conversion type character ‘character’ in format
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字列内の
変換文字の 1 つが無効 ( 認識不可能 ) である事をコンパイラが検出しました。
unknown conversion type character 0xnumber in format
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字列内の
変換文字の 1 つが無効 ( 認識不可能 ) である事をコンパイラが検出しました。
unknown escape sequence ‘sequence’
「sequence」は無効なエスケープ シーケンスです。エスケープコードは「\」で始ま
り、その後に n、t、b、r、f、b、\、'、"、a、? のいずれか 1 文字、あるいは 8 進数
コードまたは 16 進数コードが続きます。8 進数は 400 未満である事が必要です。
16 進数は「x」で始まり、100 未満である事が必要です。
unnamed struct/union that defines no instances
構造体 / 共用体が空であり、名前がありません。
unreachable code at beginning of identifier
指定された関数の先頭に到達不能コードが存在します。
unrecognized gcc debugging option:char
「char」は -dletters デバッグ オプションに対して無効な文字です。
unused parameter ‘identifier’
関数パラメータ「identifier」は関数内で使われていません。
unused variable ‘name’
変数「name」は宣言されましたが、使われていません。
use of ‘*’ and ‘flag’ together in format
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、書式文字列の中
にフラグ「*」と「flag」の両方が見つかりました。
use of C99 long long integer constants
ISO C89 では、整数定数を long long として宣言する事は禁じられています。
use of ‘length’ length modifier with ‘type’ type character
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、長さ「length」
が「type」に対して不適正であるという事をコンパイラが検出しました。
‘name’ used but never defined
関数「name」は定義される事なく使われています。
‘name’ used with ‘spec’ ‘function’ format
「name」は、関数「function」の書式内の変換仕様「spec」に対して無効です。
useless keyword or type name in empty declaration
空の宣言が無用なキーワードまたは型名を含んでいます。
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__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro
定義済みマクロ __VA_ARGS は、省略記号を使ってマクロ定義の代入部分で使います。
value computed is not used
計算した値が使われていません。
variable ‘name’ declared ‘inline’
キーワード inline は関数にのみ使います。
variable ‘%s’ might be clobbered by ‘longjmp’ or ‘vfork’
非 volatile の自動変数は longjmp への呼び出しによって変更される可能性があります。
これらの警告は最適化コンパイル中にのみ出力されます。
volatile register variables don’t work as you might wish
変数を引数として渡すと、その変数は引数転送用に指定されたレジスタ (w0 ～ w7 以
外 ) とは異なるレジスタ (w0 ～ w7) へ転送される可能性があります。あるいは、コン
パイラが指定されたレジスタに適さない命令を生成し、値を一時的に別の場所へ移動
する事が必要になる可能性があります。これらは、指定されたレジスタが ISR を介し
て非同期に変更される場合にのみ問題となります。

W
-Wformat-extra-args ignored without -Wformat
-Wformat-extra-args を使うには -Wformat を指定する必要があります。
-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat
-Wformat-nonliteral を使うには -Wformat を指定する必要があります。
-Wformat-security ignored without -Wformat
-Wformat-security を使うには -Wformat を指定する必要があります。
-Wformat-y2k ignored without -Wformat
-Wformat-y2k を使うには -Wformat を指定する必要があります。
-Wid-clash-LEN is no longer supported
オプション -Wid-clash-LEN はサポートされなくなりました。
-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat
-Wmissing-format-attribute を使うには -Wformat を指定する必要があります。
-Wuninitialized is not supported without -O
-Wuninitialized オプションを使うには最適化を有効にする必要があります。
‘identifier’ was declared ‘extern’ and later ‘static’
「identifier」は先に extern として宣言された後に static として再宣言されています。
‘identifier’ was declared implicitly ‘extern’ and later ‘static’
「identifier」は先に暗黙的に extern として宣言された後に static として再宣言されて
います。
‘identifier’ was previously implicitly declared to return ‘int’
先の暗黙的宣言に対して矛盾します。
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‘identifier’ was used with no declaration before its definition
-Wmissing-declarations コマンドライン オプションを使ってコンパイルしてい
る時、コンパイラは関数が定義される前に宣言されたかどうか確認します。この警告
は、未宣言の関数定義が見つかった事を示します。
‘identifier’ was used with no prototype before its definition
-Wmissing-prototypes コマンドライン オプションを使ってコンパイルしている
時、コンパイラは関数プロトタイプが全ての関数に対して指定されているかどうか確
認します。この警告は、プロトタイプが先に指定されていない関数への呼び出しが発
生した事を示します。
writing into constant object (arg n)
printf、scanf 等の関数の呼び出しの引数リストをチェックしている時に、引数番号
「n」は format 指定子が書き込み先として指定した const オブジェクトであるという
事をコンパイラが検出しました。

Z
zero-length identifier format string
printf、scanf 等への呼び出しの引数リストをチェックしている時に、コンパイラは書
式文字列が空 (“”) である事を検出しました。
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補遺 D. GNU フリー文書利用許諾契約書
バージョン 1.3、2008 年 11 月 3 日
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
<http://fsf.org/>
誰でもこの利用許諾契約書を一字一句そのまま複製して頒布する事ができますが、変
更は許可されません。

0. はじめに
この利用許諾契約書 ( 以下「本契約書」と呼ぶ ) の目的はマニュアル、教科書、その
他の実用的文書を (「無償」ではなく「自由」という意味で )「フリー」にする事、す
なわち改変の有無あるいは営利非営利に関係なく、そのような文書を複製および再頒
布する自由を全ての人に保証する事です。また、本契約書は、著者および出版者が他
人の行った改変に対する責任を負う事なく、著作物を自らの功績として認められる手
段を保護します。
本契約書は、原本から派生した著作物もまた原本と同様に「フリー」でなければなら
ないという意味で、「コピーレフト」的です。本契約書は、フリー ソフトウェアのた
めに設計されたコピーレフト ライセンスである GNU 一般公衆ライセンス (GNU
General Public License) を補完します。
本契約書は、フリー ソフトウェアのためのマニュアルとして使われる事を意図して設
計されました。なぜなら、フリー ソフトウェアにはフリーな文書が必要だからです。
フリー プログラムには、そのソフトウェアがフリーであるのと同様にフリーなマニュ
アルが付属すべきです。しかし、本契約書はソフトウェア マニュアルに限らず、首題
が何であろうと、また出版された印刷物であろうとなかろうと、どのような著作物に
も適用可能です。主に指示書または参考資料を目的とする著作物に本契約書を適用す
る事を推奨します。

1．適用範囲と定義
本契約書が定める条件の下に配布可能であるとの著作権者による告知が含まれたマ
ニュアル等の全ての著作物には、その媒体が何であれ、本契約書が適用されます。そ
のような告知は、全世界で著作権使用料を必要とせず無期限に、ここに述べられてい
る条件でその著作物を使う許可を与えます。以下において「文書」とは、そのような
告知が記載されたマニュアルまたは著作物を指します。一般の誰もが被許諾者になる
事ができ、本契約書ではそれらの被許諾者を「あなた」と呼びます。あなたが著作権
法の下で許可が求められるような方法で著作物を複製、改変、頒布する場合、あなた
は本契約書に同意する事になります。
文書の「改変版」(Modified Version) とは、元の文書の全部または一部を含む全ての
著作物を意味し、それが一字一句忠実に複製した物か改変や他言語への翻訳を行った
物かは問いません。
「補足セクション」(Secondary Section) とは、文書の中で名前を付けられた付録または
前付けされたセクションです。これらは文書の全体的主題 ( もしくは関連する事柄 ) に
対する出版者または著者の関係のみを言及する物であり、全体的主題に直接含まれる内
容は一切含みません ( 例えば、文書が数学の教科書である場合、補足セクションが数学
の解説を含んではなりません )。上記の関係は、例えば主題または関連する事柄との歴
史的なつながりであっても構いませんし、それらに関する法的、商業的、哲学的、倫理
的、政治的立場であっても構いません。
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「変更不可セクション」(Invariant Sections) とは、文書を本契約書の下で公開する旨
を述べた告知内で、変更不可セクションである事を表題で指定された特定の補足セク
ションです。上記の補足セクションの定義に従わないセクションを変更不可として指
定する事はできません。変更不可セクションが文書内に 1 つも含まれていなくても構
いません。文書が変更不可セクションを何も指定していなければ、その文書内に変更
不可セクションは存在しません。
「表紙テキスト」(Cover Text) とは、文書が本契約書の下で公開される旨を述べた告知
の中で、
「表表紙テキスト」(Front-Cover Texts) または「裏表紙テキスト」(Back-Cover
Texts) として列挙される短い文章です。表表紙テキストには最大で 5 語、裏表紙テキ
ストには最大で 25 語まで使えます。
文書の「透明な」(Transparent) 複製物とは、機械による読み取りが可能な複製物を意
味します。そのような複製物は、仕様が一般に広く公開されている形式で表現され、
一般的なテキストエディタまたはペイント プログラム ( 画素から成る画像用 ) を使っ
て容易に改変可能であり、テキスト フォーマッタへの入力に適している ( またはテキ
スト フォーマッタに適した各種の形式に自動的に変換可能である ) 事が必要です。透
明なファイル形式で作成された複製物であっても、マークアップあるいはマークアッ
プの欠如によって読者による以降の改変を妨害したり思いとどまらせたりするよう
仕組まれた物は透明ではありません。相当量のテキストに画像形式を用いた複製物は
透明ではありません。
「透明」ではない複製物は「不透明な」(Opaque) 複製物と呼び
ます。
透明な複製に適した形式には、マークアップを含まないプレーンなASCII形式、Texinfo
入力形式、LaTeX 入力形式、一般に入手可能な DTD を用いた SGML または XML 形
式、人の手による編集を想定して設計され標準に準拠した簡潔な HTML、PostScript、
PDF 形式等があります。透明な画像形式には PNG、XCF、JPG 等があります。不透
明な形式には、独自仕様のワードプロセッサでしか閲覧 / 編集ができないファイル形
式、一般には入手できない DTD または処理ツールを使った SGML または XML、自動
生成の HTML、一部のワードプロセッサが出力のみを目的として生成する PostScript、
PDF 形式等が含まれます。
印刷された書籍の場合、
「表題ページ」(Title Page) とは、表題を記載したページに加
えて、本契約書が表題ページに表示するよう要求している内容を読みやすく掲載する
ために必要な後続のページを指します。そのようなページを持たない形態の著作物の
場合、「表題ページ」とは、本文が始まる前で、著作物の表題が最も目立つ形態で現
れる場所の近くに置かれるテキストを指します。
「出版者」(Publisher) とは、文書の複製を公衆へ配布する全ての人物または団体を指
します。
「XYZ と題された」(Entitled XYZ) セクションとは、文書内で「XYZ」という表題が付け
られたセクション ( 他言語に翻訳された場合、末尾にカッコで囲まれた「XYZ」を持つ
表題が付けられたセクション ) を指します。
「XYZ」は、以下で述べる特定のセクショ
ン名 (「謝辞」(Acknowledgments)、
「献辞」(Dedications)、
「推薦の辞」(Endorsements)、
「履歴」(History) 等 ) を表します。文書を改変する際にそのようなセクションの「表題
を保存する」(Preserve the Title) とは、上記の定義に従って「XYZ と題された」セク
ションを残すという事を意味します。
本 契 約 書 を 文 書 に 適 用 す る 旨 を 述 べ た 告 知 に 次 い で、「保 証 否 認」(Warranty
Disclaimer) を文書に含めても構いません。これらの保証否認は、本契約書内の言及に
よって ( しかし保証の否認に関してのみ ) 含まれるとみなされます。これらの保証否
認で示し得るその他のいかなる含意も無効であり、本契約書の意味に何ら影響を与え
ません。
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2．逐語的に忠実な複製
本契約書、著作権表示、本契約書を文書に適用する旨を述べた告知の 3 つが全ての複製
物に複製され、かつあなたが本契約書の条件に他のいかなる条件も追加しない限り、商
用であるか否かを問わず、あなたは文書を任意の媒体で複製および頒布する事ができま
す。あなたは、自分が作成または頒布する複製物に対して、閲覧や再複製を技術的手段
によって妨害または制限してはなりません。ただし、複製物と引き換えに報酬を得ても
構いません。あなたが相当量の複製物を頒布する場合、本契約書の第 3 項の条件にも従
う必要があります。
あなたは上記と同じ条件の下で、複製物を貸与する事も、公に開示する事もできます。

3．大量の複製
印刷された複製物 ( または通常の形態として印刷された表紙を持つ媒体を使用した複
製物 ) を 100 部を超えて出版し、かつ文書のライセンス表示が表紙テキストを要求し
ている場合、それらの全ての表紙テキストを明瞭に読みやすい形で表紙に記載し、複
製物をそれらの表紙と表紙の間に収める必要があります ( 表表紙テキストは表表紙に
記載し、裏表紙テキストは裏表紙に記載します )。どちらの表紙でも、あなたがそれ
らの複製物の出版者である事を明瞭かつ読みやすい形で確認できる必要があります。
表表紙には、文書の完全な表題を ( 表題を構成する全ての言葉が等しく目立つように )
視認可能な形で示す必要があります。表紙には、上記に加えて他の内容を掲載しても
構いません。表紙のみを変更した複製物は、文書の表題が改変されず上記の条件を満
たしている限り、他の点では逐語的に忠実な複製物として扱う事ができます。
表表紙または裏表紙の表紙テキストの量が多すぎて読みやすく表示できない場合、テ
キストの先頭の 1 文 ( または適切に収まる分量 ) を実際の表紙に表示し、続きは後続
のページに表示する必要があります。
文書の不透明な複製物を 100 部を超えて出版または頒布する場合、あなたはそれぞれ
の不透明な複製物に透明な ( 機械で読み取り可能な ) 複製物を添付するか、公衆が標
準的なネットワークプロトコルを使って一般のネットワークから透明で完全な文書
の複製物を ( 他の添付物を伴わずに ) ダウンロードできるよう、コンピュータネット
ワーク上のアドレスをそれぞれの不透明な複製物の中に記載するか、添付する必要が
あります。あなたが後者を選ぶ場合、その版の不透明な複製物を公に ( あなたが直接、
あるいは代理人または小売業者を通じて ) 最後に頒布してから最低 1 年間は、透明な
複製物が指定のアドレスでアクセス可能であり続けるよう、不透明な複製物の大量頒
布を始める際に合理的に慎重な手順を踏む必要があります。
これは要望であり必要条件ではありませんが、あなたが大量の複製物を再頒布する場
合、文書の著者が更新版をあなたに提供できるよう、再頒布を始めるよりも十分前に
著者に連絡してください。
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4．改変
あなたは上記の第 2 項と第 3 項が指定する条件で文書の改変版を複製および頒布でき
ますが、改変版は厳格に本契約書の下で公開する必要があります。すなわち、元の文
書の役割を改変版が果たすという事であり、改変判の複製物の所有者がそれを頒布お
よび改変する事を許可しなければならないという事です。さらに、改変版は以下の条
件に従う必要があります。
a) 表題ページには ( 表紙がある場合は表紙にも )、元の文書およびそれ以前の版とは
明確に区別可能な表題を使う事 ( 以前の版がある場合、それらは元の文書の履歴
セクションに列記されているはずです )。以前の版の出版者から許可が得られれ
ば、その版と同じ表題を使っても構いません。
b) 改変の責任を負う 1 名以上の人物または 1 つ以上の団体を改変版における著者と
して記載し、元の文書の主要著者として最低 5 名 (4 名以下の場合は全員 ) を記載
する事。ただし彼らがこの要件を免除した場合はこの限りではありません。
c) 表題ページに改変版の出版者名を記載する事。
d) 文書内にある全ての著作権表示を保存する事。
e) あなたが行った改変に関する適切な著作権表示を他の著作権表示の近くに追加す
る事。
f) 著作権表示のすぐ後に、改変版を本契約書の条件の下で利用する事を公に対して
許可する旨のライセンス表示を含める事。その形式は本契約書の末尾に記載した
付記に従う事。
g) 元の文書のライセンス表示内に記載されている変更不可セクションの完全な一覧
と要求されている表紙テキストは、改変版のライセンス表示内にそのまま残す事。
h) 本契約書の未改変の複製を含める事。
i) 「履歴 」と題されたセクションとその表題はそのまま残し、そこに最低限の内容
として改変版の表題、出版年、著者名、出版社名 ( 表題ページに記載した物と同
じ内容 ) を含む 1 項目を追加する事。文書中に「履歴」と題されたセクションが
存在しない場合、文書の表題、出版年、著者名、出版者名 ( 表題ページに掲載し
た物と同じ内容 ) を記載するためのセクションを設け、そこに上記のように改変
判を説明する 1 項目を追加する事。
j) 文書中に透明な複製物への公共的アクセスのためのネットワーク アドレスが記載
されていた場合、それらはそのまま保存する事。同様に、その文書の元になった以
前の版にネットワーク アドレスが記載されていた場合、それらもそのまま保存す
る事。これらの情報は「履歴」セクションに含めても構いません。文書自体よりも
4 年以上前に出版された著作物の情報は省略して構いません。あるいは、文書が参
照している判の元の出版者から許可を得た場合にも情報を省略できます。
k) 「謝辞」(Acknowledgments) または「献辞」(Dedications) と題された全てのセク
ションの表題は保存し、それらのセクション内の各貢献者への謝意または献呈の
意と語調も保存する事。
l) 文書の全ての変更不可セクションは、それらの文章および表題を変更せずに保存
する事。セクション番号 ( またはそれに類する物 ) はセクションの表題の一部と
はみなしません。
m) 「推薦の辞」(Endorsements) と題されたセクションは全て削除する事。そのよう
なセクションを改変版に含めてはなりません。
n) 既に存在するセクションを「推薦の辞」に改題したり、変更不可セクションと衝
突するような表題に改題しない事。保証否認は保存する事。
改変判が新たな前付けセクションまたは付録を含み、それらが補足セクションとして
の条件を満たすと共に元の文書から複製された文章や図等を一切含まない場合、あな
たの選択により、それらのセクションの一部または全てを変更不可として指定できま
す。これを行う場合、それらのセクションの表題は、改変版のライセンス表示の中の
変更不可セクションの一覧に追加する必要があります。これらの表題は他のセクショ
ンの表題と区別可能である事が必要です。
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あなたは「推薦の辞」と題されたセクションを追加しても構いません。このセクショ
ンには、あなたの改変判に対する各種団体からの推奨の辞のみを含める事ができま
す。推薦の辞とは、例えば、査読 (peer review) による論評や、ある団体がその文書
を信頼できる標準の定義として認めたという声明の事です。
あなたは 5 語までの文を表表紙テキストとして、25 語までの文を裏表紙テキストと
して、改変版の表紙テキストの一覧の末尾に加える事ができます。1 人または 1 団体
が追加できる ( あるいは配置できる ) のは、表表紙テキストおよび裏表紙テキスト共
にそれぞれ 1 文ずつに限られます。以前にあなたが追加したか、あなたが代理人をす
る同じ団体が配置した表紙テキストが文書の同じ表紙に既に含まれている場合、あな
たは別の表紙テキストを追加する事はできません。ただし、古い表紙テキストを追加
した以前の出版社からの明示的な許可を得た場合、あなたは古い表紙テキストを置き
換える事ができます。
本契約書は、文書の著者あるいは出版者の名前が改変版の宣伝や改変判への明示的あ
るいは暗黙的な推奨のために使われる事を許可するものではありません。

5．文書の複合
あなたは、文書を、改変版に関して上記第 4 項において定義された条件に従って、本
契約書の下に公開された他の文書と一緒に 1 つにまとめる事ができます。そのように
まとめた著作物には、元の文書の全ての変更不可セクションを改変せずに含め、まと
めた著作物のライセンス表示の中でそれらを全て変更不可セクションとして列記し、
原本にある全ての保証否認を保存する必要があります。
1 つにまとめられた著作物には本契約書の複製を 1 つだけ含めればよく、内容が同じ
複数の変更不可セクションは 1 つの複製に置き換えても構いません。表題が同じで内
容の異なる変更不可セクションは、それぞれの表題の末尾に、カッコで括って、その
セクションの原著者もしくは出版者の名前を追記する事で ( それらの名前が不明であ
る場合は一意の番号を使って ) 区別可能とする必要があります。1 つにまとめた著作
物のライセンス表示の中の変更不可セクションの一覧においても、セクションの表題
を同様に調整する必要があります。
1 つにまとめた著作物では、各原本の「履歴」と題された全てのセクションを 1 つの
「履歴」と題されたセクションにまとめる必要があります。
「謝辞」または「献辞」と
題されたセクションも同様に 1 つにまとめる必要があります。「推薦の辞」と題され
たセクションは全て削除する必要があります。

6．文書のコレクション
あなたは、文書と本契約書の下で公開された他の文書で構成される文書のコレクショ
ンを作成し、各文書に含まれていた本契約書の複製をそのコレクション内の 1 つの複
製に置き換える事ができます。ただし、あなたは、他の全ての点において、各文書を
本契約書の規則に従って逐語的に忠実に複製する必要があります。
そのようなコレクションから文書を 1 つ抽出し、それを本契約書の下で単独に頒布す
る事ができます。ただし、あなたは、抽出した文書に本契約書の複製を挿入し、他の
全ての点において、本契約書に従ってその文書を逐語的に忠実に複製する必要があり
ます。

7．独立した著作物の集合体
文書またはその派生物を、他の独立した文書あるいは著作物と一緒にして 1 巻の記憶
装置あるいは頒布媒体に収めた編集物は、編集によって生じる著作権が個々の著作物
がその利用者に許可した法的権利を制限するよう行使されない限り、「集合体」
(aggregate) と呼びます。文書が含まれている集合体の中の、文書の派生著作物では
ない他の著作物に対しては、本契約書は適用されません。
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文書のこのような複製物に対し、第 3 項の表紙テキストの掲載要求が適用される場
合、文書の量が集合体の 2 分の 1 以下であれば、文書の表紙テキストは集合体内で文
書を囲む中表紙 ( 文書が電子的形態を取る場合は、それらの表紙の電子的等価物 ) に
記載して構いません。それ以外の場合、表紙テキストは集合体全体を囲む印刷された
表紙に記載する必要があります。

8．翻訳
翻訳は改変の一種とみなされ、あなたは文書の翻訳判を本契約書の第 4 項に定める条
件の下で頒布する事ができます。変更不可セクションを翻訳によって置き換えるには
著作権者の特別な許可が必要ですが、変更不可セクションの一部または全部の翻訳を
原文の変更不可セクションに追加する事はできます。
本契約書、文書中のライセンス表示、保証否認については、それらの英語原文を含め
る限り、翻訳を含める事ができます。本契約書、ライセンス表示、保証否認に関して
翻訳と英語原文の間に食い違いが生じた場合、英語原文が優先されます。
文書内に「Acknowledgements」、
「Dedications」、
「History」と題されたセクションが
ある場合、表題の保存 ( 第 1 項 ) のための要件 ( 第 4 項 ) を満たすには、通常、実際
の表題を変更する事が必要になります。

9．契約の終了
本契約書の下で明示されている場合を除き、あなたは文書を複製、改変、再許諾、頒
布できません。これに反する文書の複製、改変、再許諾、頒布に関する全ての試みは
無効であり、本契約書の下でのあなたの権利は自動的に終了します。
しかし、あなたが本契約書に対する違反行為を全て中止するならば、その著作権者か
らあなたへのライセンスは、(a) 著作権者があなたのライセンスを明示的かつ最終的
に停止しない限り ( または停止するまで ) 暫定的に回復し、(b) 違反の中止後 60 日以
内に著作権者が何らかの合理的手段であなたに違反を通知し損ねた場合は永続的に
回復します。
さらに、著作権者があなたに対して何らかの合理的手段によって違反を通知した時点
( すなわち、あなたが著作権者から ( 何らかの著作物に対する ) 本契約書の違反の通知
を初めて受け取った時点 ) から 30 日以内にあなたが違反を是正した場合、その著作
権者からあなたへのライセンスは永続的に回復します。
本項 ( 第 9 項 ) の下でのあなたの権利の停止によって、本契約書の下であなたから複
製物または権利を受け取った者のライセンスが停止する事はありません。あなたの権
利が停止して永続的に回復しない場合、同じ内容の複製物の一部または全部を受領し
ても、あなたにはそれを使用するいかなる権利も与えられません。

10．将来における本利用許諾契約書の改訂
フリーソフトウェア財団は、時に応じて GNU フリー文書利用許諾契約書の新しい改
訂版を発行する事ができます。そのような新版は現在の版と理念的には大きく異なる
事はありませんが、新たに生じた問題や懸念を解決するため細部においては異なる場
合があります。詳しくは http://www.gnu.org/copyleft/ を参照してください。
本契約書のそれぞれの版には、新旧の区別が付くようなバージョン番号が割り当てら
れています。文書が本契約書の特定の版または「それ以降の全ての版」(or any later
version) を適用すると指定している場合、あなたは指定された版またはフリーソフト
ウェア財団が発行する ( 草稿を除く ) それ以降のどの版でも選んでその契約条件に従
う事ができます。文書が本契約書のバージョン番号を指定していない場合、あなたは
フリーソフトウェア財団からそれまでに発行された ( 草稿を除く ) どの版でも選ぶ事
ができます。文書が本契約書の将来のどの版を使うかは代理人が決定できると指定し
ている場合、ある版を承諾するという代理人の発表は、文書のためにその版をあなた
が永続的に選択した事を有効に確定します。

DS50002071E_JP - p. 316

 2016 Microchip Technology Inc.

GNU フリー文書利用許諾契約書
11．再ライセンス
「大規模な複合的著作者の恊働著作物サイト」(MMC サイト : Massive Multiauthor
Collaboration Site) とは、著作権のある著作物を発行し、それらの著作物を誰でも編
集できる顕著な便宜を提供するワールド ワイド ウェブ サーバを意味します。誰でも
編集できる公衆 WiKi は、そのようなサーバの一例です。従って、サイトに収容され
ている「大規模な複合的著作者の恊働著作物」(MMC) とは、MMC サイトで発表され
た著作権のある著作物の一切の集合を意味します。
「CC-BY-SA」とは、カリフォルニア州サンフランシスコを活動の本拠とする非営利社
団法人クリエイティブ・コモンズが発表した、Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 ライセンスと、その同一組織が発表するそのライセンスの将来のコピーレフ
トの改訂版を意味します。
「組み入れる」(Incorporate) とは、全体であるか部分であるかを問わず、他の文書の
一部として、ある文書を発表または再発表する事を意味します。
本契約書の下でライセンスされた著作物で、かつ、この MMC 以外のどこかでこのラ
イセンスにより最初に発表された一切の著作物は、その後に全体としてまたは一部と
して MMC に組み入れられ、(1) 表紙テキストないし変更不可セクションを持たず、か
つ、(2) 2008 年 11 月 1 日よりも前に組み入れられたものであれば、MMC に「再ライ
センスの資格」があります。
MMC に再ライセンスの資格があれば、2009 年 8 月 1 日よりも前のいかなる時点にお
いても、MMC サイトの運営者は CC-BY-SA の下にあるサイトに収容された MMC を
同一サイトで再発表する事ができます。
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GNU Free Documentation License
Version 1.3, 3 November 2008
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
<http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.

0 Preamble
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in
the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without
modifying it, either commercially or non-commercially. Secondarily, this License preserves for the author and
publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made
by others.
This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be
free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license
designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs
free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless
of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for
works whose purpose is instruction or reference.

1 Applicability and Definitions
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide,
royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed
as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under
copyright law.
A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively
with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to
related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document
is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial,
philosophical, ethical or political position regarding them.
The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of
Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does
not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document
may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are
none.
The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover
Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be
at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.
A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose
specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with
generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely
available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety
of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose
markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy
that is not “Transparent” is called “Opaque”.
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple
HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include
PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by propri-
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etary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available,
and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to
hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not
have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work's
title, preceding the beginning of the body of the text.
The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.
A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “Acknowledgments”, “Dedications”, “Endorsements”, or
“History”.) To “Preserve the Title” of such a section when you modify the Document means that it remains a
section “Entitled XYZ” according to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to
the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but
only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is
void and has no effect on the meaning of this License.

2 Verbatim Copying
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License.
You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you
make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large
enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3 Copying in Quantity
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies
in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and
Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher
of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and
visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as
long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as
many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either
include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque
copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download
using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of
Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents
or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any
large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4 Modifications
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3
above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version
filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
a) Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those
of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You
may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
b) List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its
principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
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c) State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
d) Preserve all the copyright notices of the Document.
e) Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
f) Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the
Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
g) Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
h) Include an unaltered copy of this License.
i) Preserve the section Entitled “History”, Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year,
new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled
“History” in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given
on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
j) Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the
Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on.
These may be placed in the “History” section. You may omit a network location for a work that was published
at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
k) For any section Entitled “Acknowledgments” or “Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgments and/or dedications given therein.
l) Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
m) Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
n) Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections
and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these
sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's
license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved
by an organization as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a
Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of
Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one
entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by
arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may
replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names
for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5 Combining Documents
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined
in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined
work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may
be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the
original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to
the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgments”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements”.
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6 Collections of Documents
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License,
and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included
in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License,
provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other
respects regarding verbatim copying of that document.

7 Aggregation with Independent Works
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from
the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works
permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in
the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document
is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that
bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8 Translation
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under
the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their
copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original
versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices
in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version
of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between
the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled “Acknowledgments”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9 Termination
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and
(b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to
60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder
notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after
your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received
copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10 Future Revisions of this License
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following
the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not
as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the
Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's
public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.
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11 Relicensing
“Massive Multi-author Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes
copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that
anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multi-author Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.
“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California,
as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.
“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.
An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published
under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into
the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1,
2008.
The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site
at any time before August 1, 2009,provided the MMC is eligible for relicensing.
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補遺 E. ASCII キャラクタセット
表 E-1: ASCII キャラクタセット
上位コード

下位 コード
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Hex

0

1

2

3

4

5

6

7

0

NUL

DLE

Space

0

@

P

‘

p

1

SOH

DC1

!

1

A

Q

a

q

2

STX

DC2

"

2

B

R

b

r

3

ETX

DC3

#

3

C

S

c

s

4

EOT

DC4

$

4

D

T

d

t

5

ENQ

NAK

%

5

E

U

e

u

6

ACK

SYN

&

6

F

V

f

v

7

Bell

ETB

’

7

G

W

g

w

8

BS

CAN

(

8

H

X

h

x

9

HT

EM

)

9

I

Y

i

y

A

LF

SUB

*

:

J

Z

j

z

B

VT

ESC

+

;

K

[

k

{

C

FF

FS

?

<

L

\

l

|

D

CR

GS

-

=

M

]

m

}

E

SO

RS

.

>

N

^

n

~

F

SI

US

/

?

O

_

o

DEL
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補遺 F. 非推奨の機能
F.1

はじめに
補遺 F では、より進んだ機能によって置き換えられた非推奨の機能について説明しま
す。非推奨機能を使っているプロジェクトは、本書に記載した言語ツールのバージョ
ンで正しく機能します。非推奨機能を使うと警告が出力されます。プロジェクトを修
正して、これらの機能を使わなくする事を推奨します。言語ツールの将来のバージョ
ンでは、これらの機能のサポートを完全に廃止する可能性があります。
非推奨機能には以下があります。
• 定義済み定数
• 指定レジスタ内の変数
• 非 auto 変数のメモリ割り当を変更する

F.2

定義済み定数
以下の前処理シンボルはコンパイラによって定義済みです。
シンボル

-ansi コマンドライン オプションによる定義

dsPIC30

なし

__dsPIC30

あり

__dsPIC30__

あり

ELF 特定コンパイラ バージョンは以下の前処理シンボルを定義します。
記号

-ansi コマンドライン オプションによる定義

dsPIC30ELF

なし

__dsPIC30ELF

あり

__dsPIC30ELF__

あり

COFF 特定コンパイラ バージョンは以下の前処理シンボルを定義します。
記号

-ansi コマンドライン オプションによる定義

dsPIC30COFF

なし

__dsPIC30COFF

あり

__dsPIC30COFF__

あり

最新情報は 19.4「定義済みマクロの名前」を参照してください。
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F.3

指定レジスタ内の変数
本コンパイラでは、少数のグローバル変数を指定したハードウェア レジスタに格納す
る事ができます。
Note:

使用するレジスタの数が多すぎると ( 特に W0 レジスタでは )、16 ビット
コンパイラのコンパイル能力が低下する可能性があります。グローバル変
数を特定のレジスタに固定的に配置する事は推奨しません。

通常のレジスタ変数を指定したレジスタに割り当てる事もできます。
• グローバル レジスタ変数は、プログラムの全体を通してレジスタを予約します。こ
れは、2 ～ 3 個のグローバル変数に頻繁にアクセスするプログラム ( プログラミン
グ言語インタープリタ等 ) にとって便利です。
• 指定したレジスタにローカルレジスタ変数を割り当てた場合、そのレジスタは予約
されません。コンパイラのデータフロー解析は、指定されたレジスタがどの時点で
必要な値を格納し、どの時点で他の目的に使えるようになるのか判断する事ができ
ます。ローカルレジスタ変数への保存は、使われないと判断された時点で削除され
ます。ローカルレジスタ変数への参照は、削除または移動または単純化される場合
があります。
アセンブリ命令の 1 つの出力を特定のレジスタに直接書き込む事が望ましい場合、拡
張インライン アセンブリでこれらのローカル変数を使うと便利な場合があります ( 第
16 章「C 言語とアセンブリ言語の併用」参照 )。これは、指定したレジスタが、イン
ライン アセンブリ式文内のそのオペランドに指定されている制約に適合する場合に
正しく機能します。
F.3.1

グローバル レジスタ変数の定義

グローバル レジスタ変数の定義例を以下に示します。
register int *foo asm ("w8");

w8 は使用するレジスタの名前です。ライブラリ ルーチンがレジスタを上書きしない
よう、関数呼び出しによって正常に退避 / 復元されるレジスタ (W8 ～ W13) を選択し
ます。
特定のレジスタでグローバル レジスタ変数を定義すると、そのレジスタはその用途向
けに完全に ( 少なくとも現在のコンパイルは ) 予約されます。進行中のコンパイルに
おいて、そのレジスタは関数内の他の目的に一切割り当てられません。このレジスタ
は、それらの関数によって退避 / 復元されません。このレジスタに格納した値は、使
われなくなったとしても決して削除されません。しかし、参照は削除または移動また
は単純化される場合があります。
信号ハンドラまたは制御の複数のスレッドからのグローバル レジスタ変数へのアク
セスは安全ではありません。なぜなら、システム ライブラリ ルーチンがそのレジス
タを他の目的に一時的に使う可能性があるからです ( ユーザが、それらを目前のタス
クのために再コンパイルしない場合 )。
ある関数からグローバル レジスタ変数を使って別の関数 ( 例えば foo) を、この変数
の事を関知せずにコンパイルした ( つまりソースファイル内でその変数を宣言しな
かった ) 第 3 の関数 ( 例えば lose) を経由して呼び出す事は安全ではありません。な
ぜなら、lose はレジスタを退避させて他の値をそこに書き込む可能性があるからで
す。例えば、qsort に渡す比較関数内でグローバル レジスタ変数が利用できると期
待する事はできません。なぜなら、qsort は他の何かをそのレジスタに格納したかも
しれないからです。この問題は、同じグローバル レジスタ変数定義を使って qsort
を再コンパイルする事により防げます。
グローバル レジスタ変数を実際には使わない qsort または他のソースファイルを再
コンパイルして、それらがそのグローバル レジスタ変数を他の目的に使わないように
するには、コンパイラ コマンドライン オプション -ffixed-reg を指定するだけで
十分です。それらのソースファイルにグローバル レジスタ変数の宣言を追加する必要
はありません。
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グローバル レジスタ変数の値を変更する可能性のある関数は、この変数を関知せずに
コンパイルした関数から安全に呼び出す事はできません。なぜなら、呼び出し元が期
待する戻り値が上書きされる可能性があるからです。従って、グローバル レジスタ変
数を使うプログラム部分へのエントリポイントとなる関数は、呼び出し元に属する値
を明示的に退避 / 復元する必要があります。
ライブラリ関数 longjmp は、各グローバル レジスタ変数を setjmp の時点の値に復
元します。
全てのグローバル レジスタ変数は、全ての関数定義よりも前で宣言する必要がありま
す。関数定義より後で宣言した場合、そのレジスタは先行する関数内で他の目的に使
われる可能性があります。
グローバル レジスタ変数に初期値を持たせる事はできません。なぜなら、実行可能
ファイルがレジスタに初期値を提供する手段が存在しないからです。
F.3.2

ローカル変数向けにレジスタを指定する

以下の例のように、レジスタを指定してローカル レジスタ変数を定義できます。
register int *foo asm ("w8");

w8 は使用するレジスタの名前です。これは、グローバル レジスタ変数の定義に使っ
た構文と同じです。しかし、ローカル変数は関数内で定義するという事に注意が必要
です。
ローカル レジスタ変数を定義した場合、そのレジスタは予約されません。つまり、フ
ロー制御がその変数の値は使われないと判断した箇所では、そのレジスタを他の目的
に使う事ができます。この機能を使うと、コンパイラが利用できるレジスタが非常に
少ないままで特定の関数をコンパイルできます。
この場合、指定したレジスタが常にこの変数を格納しているとは限りません。つまり、
asm 文の中でこのレジスタを明示的に参照していても、この変数が常に参照されると
は限らないという事です。
ローカルレジスタ変数への代入は、それらが使われないと判断された時点で削除され
る可能性があります。ローカルレジスタ変数への参照は、削除または移動または単純
化される場合があります。
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F.4

非 AUTO変 数のメモリ割り当を変更する
データを配置する別の方法として、変数をユーザ定義セクション内に配置し、カスタ
ム リンカスクリプト内でそのセクションの開始アドレスを指定する事ができます。そ
の方法は以下の通りです。
1. C ソース内のデータ宣言を変更してユーザ定義セクションを指定します。
2. ユーザ定義セクションをカスタム リンカスクリプトに追加し、そのセクションの
開始アドレスを指定します。
例えば、変数 Mabonga をデータメモリ内のアドレス 0x1000 に配置する場合、最初
に C ソース内で以下のように変数を宣言します。
int __attribute__((__section__(".myDataSection"))) Mabonga =
1;
section 属性は、その変数を既定値 .data セクションの代わりに .myDataSection
という名前のセクション内に配置するよう指定します。この属性は、ユーザ定義セク
ションの位置を指定しません。繰り返しますが、セクションの位置は、以下のように
カスタム リンカスクリプト内で指定する必要があります。ベースとしてデバイス固有
リンカスクリプトを使い、以下のセクション定義を追加します。
.myDataSection 0x1000 :
{
*(.myDataSection);
} >data
これは、出力ファイルがアドレス 0x1000 から始まる .myDataSection という名前
のセクションを含み、そこに .myDataSection と指定される全ての入力セクション
を格納するという事を指定します。この例では、そのセクション内に変数 Mabonga
だけが存在するため、この変数はデータメモリ内のアドレス 0x1000 に配置されます。
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補遺 G. ビルトイン関数
G.1

はじめに
補遺 G では、
MPLAB XC16 C コンパイラに固有のビルトイン関数について説明します。
ビルトイン関数は、C プログラマーに、現時点ではインライン関数を使ってアクセス
する事しかできないアセンブリ オペレーションまたはマシン命令へのアクセスを提
供します。これらの関数は幅広いアプリケーションに十分に役立てる事ができます。
ビルトイン関数は、C ソースファイル内で関数に似た構文を使いますが、関数呼び出
しまたはライブラリ ルーチンを伴わずに関数を直接実装するアセンブリコードへと
コンパイルされます。
ビルトイン関数は、インライン アセンブリを使う必要があるユーザに以下の利点を提
供します。
1. 特定の目的向けにビルトイン関数を提供する事でコーディングが簡潔になります。
2. インライン アセンブリを使うと特定の最適化が無効になりますが、ビルトイン関
数を使うとそうなりません。
3. 専用のレジスタを使うマシン命令の場合、レジスタ割り当てエラーが生じないよ
うにインライン アセンブリコードを書くには、かなりの注意が必要です。ビルト
イン関数を使った場合、各マシン命令に固有のレジスタ要件に気を配る必要がな
くなるため、この手順を簡潔にできます。
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ビルトイン関数の一覧
__builtin_addab

__builtin_mulss

__builtin_add

__builtin_mulsu

__builtin_btg

__builtin_mulus

__builtin_clr

__builtin_muluu

__builtin_clr_prefetch

__builtin_nop

__builtin_write_CRYOTP

__builtin_psvpage

__builtin_dataflashoffset

__builtin_psvoffset

__builtin_disable_interrupts

__builtin_readsfr

__builtin_disi

__builtin_return_address

__builtin_divf

__builtin_sac

__builtin_divmodsd

__builtin_sacr

__builtin_divmodud

__builtin_section_begin

__builtin_divsd

__builtin_section_end

__builtin_divud

__builtin_section_size

__builtin_dmapage

__builtin_set_isr_state

__builtin_dmaoffset

__builtin_sftac

__builtin_ed

__builtin_software_breakpoint

__builtin_edac

__builtin_subab

__builtin_edspage

__builtin_tbladdress

__builtin_edsoffset

__builtin_tblpage

__builtin_enable_interrupts

__builtin_tbloffset

__builtin_fbcl

__builtin_tblrdh

__builtin_get_isr_state

__builtin_tblrdl

__builtin_lac

__builtin_tblwth

__builtin_mac

__builtin_tblwtl

__builtin_modsd

__builtin_write_NVM

__builtin_modud

__builtin_write_NVM_secure

__builtin_movsac

__builtin_write_PWMSFR

__builtin_mpy

__builtin_write_RTCWEN

__builtin_mpyn

__builtin_write_OSCCONL

__builtin_msc

__builtin_write_OSCCONH
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ビルトイン関数
G.2

ビルトイン関数の説明

以下では、コンパイラのビルトイン関数へのプログラマ インターフェイスについて説明します。ビルトイ
ン関数は「組み込み済み」であるため、対応するヘッダファイルはありません。同様に、コマンドライン
スイッチもありません。ビルトイン関数は常時利用可能です。ビルトイン関数は、コンパイラの名前空間
内で命名されます ( 全てのビルトイン関数の名前には接頭辞 __builtin_ が付きます )。従って、ビルト
イン関数はユーザの名前空間内の関数または変数名と競合しません。

__builtin_addab
概要 :

アキュムレータ A と B を加算し、結果を指定されたアキュムレータへ書き戻します。以下
に例を示します。
volatile register int result asm("A");
volatile register int B asm("A");
result = __builtin_addab(result,B);
これは以下を生成します。
add A

プロトタイプ :

int __builtin_addab(int Accum_a, int Accum_b);

引数 :

Accum_a
Accum_b

加算する第 1 のアキュムレータ
加算する第 2 のアキュムレータ

戻り値 :

加算結果をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ add
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

結果の書き戻し先がアキュムレータ レジスタではない場合、エラーメッセージが表示され
ます。

__builtin_add
概要 :

値 value を result によって指定されたアキュムレータに加算し、リテラル値で指定され
た量のシフトを適用します。以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int value;
result = __builtin_add(result,value,0);
value を w0 で保持する場合、以下が生成されます。
add w0, #0, A

プロトタイプ :

int __builtin_add(int Accum,int value,
const int shift);

引数 :

Accum
value
shift

加算されるアキュムレータ
アキュムレータに加算する整数値
結果のアキュムレータ値をシフトする量

戻り値 :

シフト後の加算結果をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ add
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き戻し先がアキュムレータ レジスタではない場合

• 引数 0 がアキュムレータではない場合
• shift 値がレンジ内のリテラル値ではない場合
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__builtin_btg
概要 :

この関数は btg 機械語命令を生成します。
以下に例を示します。
int i;
/* near by default */
int l __attribute__((far));
struct foo {
int bit1:1;
} barbits;
int bar;
void some_bittoggles() {
register int j asm("w9");
int k;
k = i;
__builtin_btg(&i,1);
__builtin_btg(&j,3);
__builtin_btg(&k,4);
__builtin_btg(&l,11);
return j+k;
}

プロトタイプ :
引数 :

レジスタから変数アドレスを取るとコンパイラは警告を出力し、そのアドレスを取る事が
できるようにするため、レジスタがスタックに退避されるという事に注意が必要です。こ
のような使い方は推奨しません。この注意事項は、プログラマーが明示的にレジスタ内に
配置した変数にのみ適用されます。
void __builtin_btg(unsigned int *, unsigned int 0xn);
*
0xn

ビットをトグルするデータアイテムを指すポインタ
0 ～ 15 のリテラル値

戻り値 :

btg 機械語命令を返します。
btg
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

パラメータ値が許容レンジ外である場合、エラーメッセージが表示されます。

__builtin_clr
概要 :

指定されたアキュムレータをクリアします。以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
result = __builtin_clr();
これは以下を生成します。
clr A

プロトタイプ :

int __builtin_clr(void);

引数 :

なし

戻り値 :

クリアした結果の値をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ clr
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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__builtin_clr_prefetch
概要 :

アキュムレータをクリアし、次の MAC 演算のためのデータをプリフェッチします。
xptr を省略する事で、X プリフェッチを無効にできます。その場合、xincr と xval の値は
無視されますが省略はできません。
yptr を省略する事で、Y プリフェッチを無効にできます。その場合、yincr と yval の値は
無視されますが省略はできません。
xval と yval は、プリフェッチされた値を格納する C 変数のアドレスを指定します。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
AWB が非 NULL の場合、他方のアキュムレータは参照された変数へ書き戻されます。
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
volatile register int B asm("B");
int x_memory_buffer[256]
__attribute__((space(xmemory)));
int y_memory_buffer[256]
__attribute__((space(ymemory)));
int *xmemory;
int *ymemory;
int awb;
int xVal, yVal;
xmemory = x_memory_buffer;
ymemory = y_memory_buffer;
result = __builtin_clr(&xmemory, &xVal, 2,
&ymemory, &yVal, 2, &awb, B);
以下を生成します。
clr A, [w8]+=2, w4, [w10]+=2, w5, w13

プロトタイプ :

引数 :

w13 が書き戻し用に利用できるようにするため、コンパイラは w13 を spill する必要がある
かもしれません。このため、ユーザは W13 レジスタをこの用途に宣言した方が良いかもし
れません。この命令後に以下が発生します。
• 結果がクリアされます。
• xVal は x_memory_buffer[0] を格納します。
• yVal は y_memory_buffer[0] を格納します。
• xmemory と ymemory は 2 つインクリメントし、次の MAC 演算の準備をします。
int __builtin_clr_prefetch(
int **xptr, int *xval, int xincr,
int **yptr, int *yval, int yincr, int *AWB,
int AWB_accum);
xptr
xval
xincr
yptr
yval
yincr
AWB
AWB_accum

x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数値
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数値
y プリフェッチの整数インクリメント値
アキュムレータ書き戻し格納先
書き戻し対象のアキュムレータ

戻り値 :

クリアした結果の値をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ clr
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• xval が NULL 値かつ xptr が非 NULL 値の場合
• yval が NULL 値かつ yptr が非 NULL 値の場合

• AWB_accum がアキュムレータではなく、かつ AWB が非 NULL の場合
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__builtin_write_CRYOTP
概要 :

プロトタイプ :

正しいロック解除シーケンスを発行し、CRYWR ビットをセットする事により、暗号 OTP
への書き込みを開始します。
割り込みを無効にしておかないと、適正な動作が得られない場合があります。
このビルトイン関数は、データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルに記載され
ている複雑なシーケンスの一部として使う事ができます。
詳細はこの文書を参照してください。
void __builtin_write_CRYOTP(void);

引数 :

なし

戻り値 :
なし
アセンブリ オペレータ mov #0x55, Wn
mov Wn, _CRYKEY
/ マシン命令 :
mov #0xAA, Wn
mov Wn, _CRYKEY
bset _CRYCON, #0
nop
nop
エラーメッセージ :

なし

__builtin_dataflashoffset
概要 :
プロトタイプ :

指定された割り込みを無効にします。
int __builtin_dataflashoffset(unsigned int &var);

引数 :

&var = データフラッシュ変数を指すポインタのアドレス

戻り値 :

整数のオフセット値

アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_disable_interrupts
概要 :
プロトタイプ :

指定された割り込みを無効にします。
void __builtin_disable_interrupts(void);

引数 :

なし

戻り値 :

なし

アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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ビルトイン関数
__builtin_disi
概要 :

全ての割り込みを指定された命令サイクル数の間だけ無効にします。
14.7「割り込みの有効化 / 無効化」を参照してください。
ソースプログラム内にこの命令文が現れる位置で、指定された DISI 命令が発行されます。
disi #<disi_count>

プロトタイプ :

void __builtin_disi(int disi_count);

引数 :

disi_count
N/A

戻り値 :

命令サイクル数 (0 ～ 16383 のリテラル整数 )

アセンブリ オペレータ disi.f
/ マシン命令 :

__builtin_divf
概要 :
プロトタイプ :
引数 :

num / den の商を計算します。den が 0 の場合、算術エラー例外が発生します。この関数の
引数と結果は共に符号なしです。
unsigned int __builtin_divf(unsigned int num,
unsigned int den);
num
den

分子
分母

戻り値 :

num / den の商を符号なし整数値として返します。
アセンブリ オペレータ div.f
/ マシン命令 :

__builtin_divmodsd
概要 :

プロトタイプ :

引数 :

16 ビット アーキテクチャのネイティブの符号付き除算サポートを、『dsPIC30F/33F プロ
グラマ リファレンス マニュアル』(DS70157) で指定されているのと同じ制約で発行しま
す。特に、商が 16 ビットの結果に収まらない場合、予期しない結果 ( 余りを含む ) が生じ
ます。この形態のビルトイン関数は、商と余りの両方を返します。
signed int __builtin_divmodsd(
signed long dividend, signed int divisor,
signed int *remainder);
dividend
divisor
remainder

被除数
除数
余りを指すポインタ

戻り値 :

商と余り
アセンブリ オペレータ divmodsd
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし
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__builtin_divmodud
概要 :

プロトタイプ :

引数 :

16 ビット アーキテクチャのネイティブの符号なし除算サポートを、『dsPIC30F/33F プロ
グラマ リファレンス マニュアル』(DS70157) で指定されているのと同じ制約で発行しま
す。特に、商が 16 ビットの結果に収まらない場合、予期しない結果 ( 余りを含む ) が生じ
ます。この形態のビルトイン関数は、商と余りの両方を返します。
unsigned int __builtin_divmodud(
unsigned long dividend, unsigned int divisor,
unsigned int *remainder);
dividend
divisor
remainder

被除数
除数
余りを指すポインタ

戻り値 :

商と余り
アセンブリ オペレータ divmodud
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_divsd
概要 :

プロトタイプ :
引数 :

num / den の商を計算します。den が 0 の場合、算術エラー例外が発生します。この関数の
引数と結果は共に符号付きです。コマンドライン オプション -Wconversions を使うと、
予期しない符号の変換を検出できます。
int __builtin_divsd(const long num, const int den);
num
den

分子
分母

戻り値 :
num / den の商を符号付き整数値として返します。
アセンブリ オペレータ div.sd
/ マシン命令 :

__builtin_divud
概要 :

プロトタイプ :
引数 :

num / den の商を計算します。den が 0 の場合、算術エラー例外が発生します。この関数の
引数と結果は共に符号なしです。コマンドライン オプション -Wconversions を使うと、
予期しない符号の変換を検出できます。
unsigned int __builtin_divud(const unsigned
long num, const unsigned int den);
num
den

分子
分母

戻り値 :
num / den の商を符号なし整数値として返します。
アセンブリ オペレータ div.ud
/ マシン命令 :
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ビルトイン関数
__builtin_dmapage
概要 :

DMA メモリ内のシンボルのページ番号を取得します。
以下に例を示します。
unsigned int result;
char buffer[256] __attribute__((space(dma)));
result = __builtin_dmapage(&buffer);
以下を生成します。
mov #dmapage(buffer), w0

プロトタイプ :

unsigned int __builtin_dmapage(const void *p);

引数 :

*p

DMA アドレス値を指すポインタ

戻り値 :
DMA メモリ内に配置された変数のページ番号を返します。
アセンブリ オペレータ dmapage
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

パラメータがグローバル シンボルのアドレスではない場合、エラーメッセージが表示され
ます。

__builtin_dmaoffset
概要 :

DMA メモリ内のシンボルのオフセットを取得します。
以下に例を示します。
unsigned int result;
char buffer[256] __attribute__((space(dma)));
result = __builtin_dmaoffset(&buffer);
以下を生成します。
mov #dmaoffset(buffer), w0

プロトタイプ :

unsigned int __builtin_dmaoffset(const void *p);

引数 :

*p

DMA アドレス値を指すポインタ

戻り値 :
DMA メモリ内に配置された変数へのオフセットを返します。
アセンブリ オペレータ dmaoffset
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

パラメータがグローバル シンボルのアドレスではない場合、エラーメッセージが表示され
ます。

__builtin_ed
概要 :

sqr の平方値を結果として返します。また、**xptr - **yptr を計算し、その結果を
*distance に保存する事により、次の平方演算のためにデータをプリフェッチします。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int *xmemory, *ymemory;
int distance;
result = __builtin_ed(distance,
&xmemory, 2,
&ymemory, 2,
&distance);
以下を生成します。
ed w4*w4, A, [w8]+=2, [W10]+=2, w4

プロトタイプ :

int __builtin_ed(int sqr, int **xptr, int xincr,
int **yptr, int yincr, int *distance);
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__builtin_ed
引数 :

sqr
xptr
xincr
yptr
yincr
distance

整数 2 乗値
x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数インクリメント値
distance ( 差 ) を指す整数ポインタ

戻り値 :

2 乗した結果をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ ed
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• xptr が NULL の場合
• yptr が NULL の場合
• distance が NULL の場合

__builtin_edac
概要 :

sqr を 2 乗し、指定されたアキュムレータ レジスタと加算した値を結果として返します。ま
た、**xptr - **yptr を計算し、結果を *distance に保存する事により、次の 2 乗演算
のためにデータをプリフェッチします。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int *xmemory, *ymemory;
int distance;
result = __builtin_ed(result, distance,
&xmemory, 2,
&ymemory, 2,
&distance);
以下を生成します。
edac w4*w4, A, [w8]+=2, [W10]+=2, w4

プロトタイプ :

int __builtin_edac(int Accum, int sqr,
int **xptr, int xincr, int **yptr, int yincr,
int *distance);

引数 :

Accum
sqr
xptr
xincr
yptr
yincr
distance

加算するアキュムレータ
整数 2 乗値
x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数インクリメント値
distance ( 差 ) を指す整数ポインタ

戻り値 :
2 乗した結果を指定されたアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ edac
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合

• Accum がアキュムレータ レジスタではない場合
• xptr が NULL の場合
• yptr が NULL の場合
• distance が NULL の場合
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__builtin_edspage
概要 :

プロトタイプ :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの EDS ページ番号を返します。引数 p
は、拡張データ空間 (EDS) 内のオブジェクトのアドレスである事が必要です。そうでない場
合、エラーメッセージが生成され、コンパイルは失敗します。2.3.1「変数の属性指定」内
の space 属性を参照してください。
unsigned int __builtin_edspage(const void *p);

引数 :

p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの EDS ページ番号を返します。
edspage
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
「Argument to __builtin_edspage() is not the address of an object in extended data
space」
引数は明示的なオブジェクト アドレスである事が必要です。
例えば、obj が実行可能または読み出し専用セクション内のオブジェクトである場合、以
下の構文は有効です。
unsigned page = __builtin_edspage(&obj);

__builtin_edsoffset
概要 :

プロトタイプ :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの EDS ページのオフセットを返します。
引数 p は、拡張データ空間 (EDS) 内のオブジェクトのアドレスである事が必要です。そう
でない場合、エラーメッセージが生成され、コンパイルは失敗します。2.3.1「変数の属性
指定」内の space 属性を参照してください。
unsigned int __builtin_edsoffset(const void *p);

引数 :

p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの EDS ページ番号のオフセットを返しま
す。
アセンブリ オペレータ edsoffset
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
「Argument to __builtin_edsoffset() is not the address of an object in extended data
space.」
引数は明示的なオブジェクト アドレスである事が必要です。
例えば、obj が実行可能または読み出し専用セクション内のオブジェクトである場合、以
下の構文は有効です。
unsigned page = __builtin_edsoffset(&obj);

__builtin_enable_interrupts
概要 :
プロトタイプ :

指定された割り込みを有効にします。
void __builtin_enable_interrupts(void);

引数 :

なし

戻り値 :

なし

アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし
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__builtin_fbcl
概要 :

value 内で左から見て最初のビット変化を見つけます。これは、固定小数点データのダイ
ナミックなスケーリングに役立ちます。以下に例を示します。
int result, value;
result = __builtin_fbcl(value);
以下を生成します。
fbcl w4, w5

プロトタイプ :

int __builtin_fbcl(int value);

引数 :

value

変化を調べる整数値

戻り値 :

左へシフトするビット数を表す符号拡張用リテラル値を返します。
アセンブリ オペレータ fbcl
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_get_isr_state
プロトタイプ :

概要 :

現在の CPU 割り込みステートを特定します。
unsigned int __builtin_get_isr_state(void);

引数 :

なし

戻り値 :

現在の CPU 割り込みステートを示す整数値を返します。
get_isr_state
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_lac
概要 :

shift (-8～7のリテラル値)によって値をシフトし、その値をアキュムレータ レジスタに保
存します。以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int value;
result = __builtin_lac(value,3);
以下を生成します。
lac w4, #3, A

プロトタイプ :

int __builtin_lac(int value, int shift);

引数 :

value
shift

シフトする整数値
シフト量を示すリテラル値

戻り値 :

シフト後の結果をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ lac
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• shift 値がレンジ内のリテラル値ではない場合
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ビルトイン関数
__builtin_mac
概要 :

a x b を計算し、アキュムレータの値と加算します。また、次の MAC 演算のためにデータを
プリフェッチします。
xptr を省略する事で、X プリフェッチを無効にできます。その場合、xincr と xval の値は
無視されますが省略はできません。
yptr を省略する事で、Y プリフェッチを無効にできます。その場合、yincr と yval の値は
無視されますが省略はできません。
xval と yval は、プリフェッチされた値を格納する C 変数のアドレスを指定します。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
AWB が非 NULL の場合、他方のアキュムレータは参照された変数へ書き戻されます。
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
volatile register int B asm("B");
int *xmemory;
int *ymemory;
int xVal, yVal;
result = __builtin_mac(result, xVal, yVal,
&xmemory, &xVal, 2,
&ymemory, &yVal, 2, 0, B);
以下を生成します。
mac w4*w5, A, [w8]+=2, w4, [w10]+=2, w5

プロトタイプ :

int __builtin_mac(int Accum, int a, int b,
int **xptr, int *xval, int xincr,
int **yptr, int *yval, int yincr, int *AWB,
int AWB_accum);

引数 :

Accum
a
b
xptr
xval
xincr
yptr
yval
yincr
AWB
AWB_accum

加算するアキュムレータ
整数の被乗数
整数の乗数
x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの値を指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの値を指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数インクリメント値
アキュムレータの書き戻し格納先
書き戻し対象のアキュムレータ

戻り値 :
アキュムレータに a x b を足した結果を返します。
アセンブリ オペレータ mac
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合

• Accum がアキュムレータ レジスタではない場合
• xval が NULL 値かつ xptr が非 NULL 値の場合
• yval が NULL 値かつ yptr が非 NULL 値の場合

• AWB_accum がアキュムレータ レジスタではなく、かつ AWB が非 NULL の場合
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MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
__builtin_modsd
概要 :

プロトタイプ :
引数 :

16 ビット アーキテクチャのネイティブの符号付き除算サポートを、『dsPIC30F/33F プロ
グラマ リファレンス マニュアル』(DS70157) で指定されているのと同じ制約で発行しま
す。特に、商が 16 ビットの結果に収まらない場合、予期しない結果 ( 余りを含む ) が生じ
ます。この形態のビルトイン関数は、余りだけを返します。
signed int __builtin_modsd(signed long dividend,
signed int divisor);
dividend
divisor

被除数
除数

戻り値 :

余り
アセンブリ オペレータ modsd
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_modud
概要 :

プロトタイプ :
引数 :

16 ビット アーキテクチャのネイティブの符号なし除算サポートを、『dsPIC30F/33F プロ
グラマ リファレンス マニュアル』(DS70157) で指定されているのと同じ制約で発行しま
す。特に、商が 16 ビットの結果に収まらない場合、予期しない結果 ( 余りを含む ) が生じ
ます。この形態のビルトイン関数は、余りだけを返します。
unsigned int __builtin_modud(unsigned long dividend,
unsigned int divisor);
dividend
divisor

被除数
除数

戻り値 :

余り
アセンブリ オペレータ modud
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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ビルトイン関数
__builtin_movsac
概要 :

何も計算しませんが、次の MAC 演算のためにデータをプリフェッチします。
xptr を省略する事で、X プリフェッチを無効にできます。その場合、xincr と xval の値は
無視されますが省略はできません。
yptr を省略する事で、Y プリフェッチを無効にできます。その場合、yincr と yval の値は
無視されますが省略はできません。
xval と yval は、プリフェッチされた値を格納する C 変数のアドレスを指定します。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
AWB が非 NULL の場合、他方のアキュムレータは参照された変数へ書き戻されます。
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int *xmemory;
int *ymemory;
int xVal, yVal;
result = __builtin_movsac(&xmemory, &xVal, 2,
&ymemory, &yVal, 2, 0, 0);
以下を生成します。
movsac A, [w8]+=2, w4, [w10]+=2, w5

プロトタイプ :

int __builtin_movsac(
int **xptr, int *xval, int xincr,
int **yptr, int *yval, int yincr, int *AWB
int AWB_accum);

引数 :

xptr
xval
xincr
yptr
yval
yincr
AWB
AWB_accum

x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの値を指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの値を指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数インクリメント値
アキュムレータ書き戻し格納先
書き戻し対象のアキュムレータ

戻り値 :

プリフェッチ データを返します。
アセンブリ オペレータ movsac
/ マシン命令 :

エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• xval が NULL 値かつ xptr が非 NULL 値の場合
• yval が NULL 値かつ yptr が非 NULL 値の場合

• AWB_accum がアキュムレータ レジスタではなく、かつ AWB が非 NULL の場合
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MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
__builtin_mpy
概要 :

a x b を計算します。また、次の MAC 演算のためにデータをプリフェッチします。
xptr を省略する事で、X プリフェッチを無効にできます。その場合、xincr と xval の値は
無視されますが省略はできません。
yptr を省略する事で、Y プリフェッチを無効にできます。その場合、yincr と yval の値は
無視されますが省略はできません。
xval と yval は、プリフェッチされた値を格納する C 変数のアドレスを指定します。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int *xmemory;
int *ymemory;
int xVal, yVal;
result = __builtin_mpy(xVal, yVal,
&xmemory, &xVal, 2,
&ymemory, &yVal, 2);
以下を生成します。
mpy w4*w5, A, [w8]+=2, w4, [w10]+=2, w5

プロトタイプ :

int __builtin_mpy(int a, int b,
int **xptr, int *xval, int xincr,
int **yptr, int *yval, int yincr);

引数 :

a
b
xptr
xval
xincr
yptr
yval
yincr
AWB

整数の被乗数
整数の乗数
x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの値を指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの値を指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数インクリメント値
選択されたアキュムレータを指す整数ポインタ

戻り値 :
a x b の値を返します。
アセンブリ オペレータ mpy
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• xval が NULL 値かつ xptr が非 NULL 値の場合
• yval が NULL 値かつ yptr が非 NULL 値の場合
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ビルトイン関数
__builtin_mpyn
概要 :

-a x b を計算します。また、次の MAC 演算のためにデータをプリフェッチします。
xptr を省略する事で、X プリフェッチを無効にできます。その場合、xincr と xval の値は
無視されますが省略はできません。
yptr を省略する事で、Y プリフェッチを無効にできます。その場合、yincr と yval の値は
無視されますが省略はできません。
xval と yval は、プリフェッチされた値を格納する C 変数のアドレスを指定します。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int *xmemory;
int *ymemory;
int xVal, yVal;
result = __builtin_mpy(xVal, yVal,
&xmemory, &xVal, 2,
&ymemory, &yVal, 2);
以下を生成します。
mpy.n w4*w5, A, [w8]+=2, w4, [w10]+=2, w5

プロトタイプ :

int __builtin_mpyn(int a, int b,
int **xptr, int *xval, int xincr,
int **yptr, int *yval, int yincr);

引数 :

a
b
xptr
xval
xincr
yptr
yval
yincr
AWB

整数の被乗数
整数の乗数
x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの値を指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの値を指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数インクリメント値
選択されたアキュムレータを指す整数ポインタ

戻り値 :

-a x b の値を返します。
アセンブリ オペレータ mpyn
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• xval が NULL 値かつ xptr が非 NULL 値の場合
• yval が NULL 値かつ yptr が非 NULL 値の場合
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MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
__builtin_msc
概要 :

a x b を計算し、アキュムレータの値から減算します。また、次の MAC 演算のためにデータ
をプリフェッチします。
xptr を省略する事で、X プリフェッチを無効にできます。その場合、xincr と xval の値は
無視されますが省略はできません。
yptr を省略する事で、Y プリフェッチを無効にできます。その場合、yincr と yval の値は
無視されますが省略はできません。
xval と yval は、プリフェッチされた値を格納する C 変数のアドレスを指定します。
xincr と yincr には以下のリテラル値を指定できます。
-6、-4、-2、0、2、4、6 の整数値
AWB が非 NULL の場合、他方のアキュムレータは参照された変数へ書き戻されます。
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int *xmemory;
int *ymemory;
int xVal, yVal;
result = __builtin_msc(result, xVal, yVal,
&xmemory, &xVal, 2,
&ymemory, &yVal, 2, 0, 0);
以下を生成します。
msc w4*w5, A, [w8]+=2, w4, [w10]+=2, w5

プロトタイプ :

int __builtin_msc(int Accum, int a, int b,
int **xptr, int *xval, int xincr,
int **yptr, int *yval, int yincr, int *AWB,
int AWB_accum);

引数 :

Accum
a
b
xptr
xval
xincr
yptr
yval
yincr
AWB
AWB_accum

加算するアキュムレータ
整数の被乗数
整数の乗数
x プリフェッチを指す整数ポインタ
x プリフェッチの値を指す整数ポインタ
x プリフェッチの整数インクリメント値
y プリフェッチを指す整数ポインタ
y プリフェッチの値を指す整数ポインタ
y プリフェッチの整数インクリメント値
アキュムレータ書き戻し格納先
書き戻すためのアキュムレータ

戻り値 :

アキュムレータの値から a x b の結果を減算した値を返します。
msc
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合

• Accum がアキュムレータ レジスタではない場合
• xval が NULL 値かつ xptr が非 NULL 値の場合
• yval が NULL 値かつ yptr が非 NULL 値の場合

• AWB_accum がアキュムレータ レジスタではなく、かつ AWB が非 NULL の場合
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ビルトイン関数
__builtin_mulss
概要 :

p0 x p1 を計算します。この関数の引数は符号付き整数であり、結果は符号付き long 型整数
です。コマンドライン オプション -Wconversions を使うと、予期しない符号の変換を検
出できます。
以下に例を示します。
volatile register int a asm("A");
signed long result;
const signed int p0, p1;
const unsigned int p2, p3;
result = __builtin_mulss(p0,p1);
a = __builtin_mulss(p0,p1);

プロトタイプ :

signed long __builtin_mulss(const signed int p0, const signed int
p1);

引数 :

p0
p1

被乗数
乗数

戻り値 :

p0 x p1 の符号付き long 型整数値を返します。この値は、符号付き long 型変数またはアキュ
ムレータ レジスタへ返す事ができます。
アセンブリ オペレータ mul.ss
/ マシン命令 :
__builtin_mulsu

概要 :

p0 x p1 を計算します。この関数は符号付き整数と符号なし整数を乗算し、その結果は符号
付き long 型整数です。コマンドライン オプション -Wconversions を使うと、予期しな
い符号の変換を検出できます。この関数は、命令の全てのアドレス指定モード ( オペラン
ド p1 の即値モードを含む ) をサポートします。
以下に例を示します。
volatile register int a asm("A");
signed long result;
const signed int p0, p1;
const unsigned int p2, p3;
result = __builtin_mulsu(p0,p2);
a = __builtin_mulsu(p0,p2);

プロトタイプ :

signed long __builtin_mulsu(const signed int p0, const unsigned int
p1);

引数 :

p0
p1

被乗数
乗数

戻り値 :

p0 x p1 の符号付き long 型整数値を返します。この値は、符号付き long 型変数またはアキュ
ムレータ レジスタへ返す事ができます。
mul.su
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
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MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
__builtin_mulus
概要 :

p0 x p1 を計算します。この関数は符号なし整数と符号付き整数を乗算し、その結果は符号
付き long 型整数です。コマンドライン オプション -Wconversions を使うと、予期しな
い符号の変換を検出できます。この関数は、命令の全てのアドレス指定モードをサポート
します。
以下に例を示します。
volatile register int a asm("A");
signed long result;
const signed int p0, p1;
const unsigned int p2, p3;
result = __builtin_mulus(p2,p0);
a = __builtin_mulus(p2,p0);

プロトタイプ :

signed long __builtin_mulus(const unsigned int p0, const signed int
p1);

引数 :

p0
p1

被乗数
乗数

戻り値 :

p0 x p1 の符号付き long 型整数値を返します。この値は、符号付き long 型変数またはアキュ
ムレータ レジスタへ返す事ができます。
アセンブリ オペレータ mul.us
/ マシン命令 :
__builtin_muluu

概要 :

p0 x p1 を計算します。関数の引数は符号なし整数であり、関数の結果は符号なし long 型整
数です。コマンドライン オプション -Wconversions を使うと、予期しない符号の変換を
検出できます。この関数は、命令の全てのアドレス指定モード ( オペランド p1 の即値モー
ドを含む ) をサポートします。
以下に例を示します。
volatile register int a asm("A");
unsigned long result;
const signed int p0, p1;
const unsigned int p2, p3;
result = __builtin_muluu(p2,p3);
a = __builtin_muluu(p2,p3);

プロトタイプ :

unsigned long __builtin_muluu(const unsigned int p0, const unsigned
int p1);

引数 :

p0
p1

被乗数
乗数

戻り値 :

p0 x p1 の符号なし long 型整数値を返します。この値は、符号なし long 型変数またはアキュ
ムレータ レジスタへ返す事ができます。
アセンブリ オペレータ mul.uu
/ マシン命令 :

__builtin_nop
概要 :
プロトタイプ :

nop 命令を生成します。
void __builtin_nop(void);

引数 :

なし

戻り値 :

無演算命令 (nop) を返します。
nop
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
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ビルトイン関数
__builtin_psvpage
概要 :

プロトタイプ :
引数 :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの PSV ページ番号を返します。引数 p は、
EE データ /PSV/ 実行可能メモリ空間のいずれかの中のオブジェクトのアドレスである事が
必要です。そうでない場合、エラーメッセージが生成され、コンパイルは失敗します。2.3.1
「変数の属性指定」内の space 属性を参照してください。
unsigned int __builtin_psvpage(const void *p);
p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの PSV ページ番号を返します。
psvpage
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
「Argument to __builtin_psvpage() is not the address of an object in code, psv, or
eedata section」
引数は明示的なオブジェクト アドレスである事が必要です。
例えば、obj が実行可能または読み出し専用セクション内のオブジェクトである場合、以
下の構文は有効です。
unsigned page = __builtin_psvpage(&obj);

__builtin_psvoffset
概要 :

プロトタイプ :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの PSV ページオフセットを返します。引
数 p は、EE データ /PSV/ 実行可能メモリ空間のいずれかの中のオブジェクトのアドレスで
ある事が必要です。そうでない場合、エラーメッセージが生成され、コンパイルは失敗し
ます。2.3.1「変数の属性指定」内の space 属性を参照してください。
unsigned int __builtin_psvoffset(const void *p);

引数 :

p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトの PSV ページ番号オフセットを返しま
す。
アセンブリ オペレータ psvoffset
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
「Argument to __builtin_psvoffset() is not the address of an object in code, psv, or
eedata section」
引数は明示的なオブジェクト アドレスである事が必要です。
例えば、obj が実行可能または読み出し専用セクション内のオブジェクトである場合、以
下の構文は有効です。
unsigned page = __builtin_psvoffset(&obj);

__builtin_readsfr
プロトタイプ :

概要 :

SFR を読み出します。
unsigned int __builtin_readsfr(const void *p);

引数 :

p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :

SFR を返します。
readsfr
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
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MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
__builtin_return_address
概要 :

プロトタイプ :

実行中の関数の戻りアドレス、またはその関数の呼び出し元のいずれかの戻りアドレスを
返します。引数 level が 0 の場合は実行中関数のアドレスを返し、1 以上の場合は実行中
関数の呼び出し元のアドレスを返します。level が現在のスタックの深さを超えている場
合、0 を返します。デバッグを目的とする場合、この関数には非ゼロの引数だけを使います。
int __builtin_return_address (const int level);

引数 :

level

コールスタックをスキャンするフレームの数

戻り値 :

実行中の関数の戻りアドレス、またはその関数の呼び出し元のいずれかの戻りアドレスを
返します。
アセンブリ オペレータ return_address
/ マシン命令 :
__builtin_sac
概要 :

shift (-8 ～ 7 のリテラル値 ) によって値をシフトし、その値を返します。
以下に例を示します。
volatile register int value asm("A");
int result;
result = __builtin_sac(value,3);
以下を生成します。
sac A, #3, w0

プロトタイプ :

int __builtin_sac(int value, int shift);

引数 :

value
shift

シフトする整数値
シフト量を示すリテラル値

戻り値 :

シフトした結果をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ sac
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• shift 値がレンジ内のリテラル値ではない場合

__builtin_sacr
概要 :

shift (-8 ～ 7 のリテラル値 ) によって値をシフトし、CORCONbits.RND 制御ビットによっ
て指定された丸め処理モードで処理した値を返します。
以下に例を示します。
volatile register int value asm("A");
int result;
result = __builtin_sac(value,3);
以下を生成します。
sac.r A, #3, w0

プロトタイプ :

int __builtin_sacr(int value, int shift);

引数 :

value
shift

シフトする整数値
シフト量を示すリテラル値

戻り値 :

シフトした結果を CORCON レジスタへ返します。
sacr
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合
• shift 値がレンジ内のリテラル値ではない場合
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ビルトイン関数
__builtin_section_begin
概要 :
プロトタイプ :

セクション開始アドレスに関する実行中情報を取得します。
unsigned long __builtin_section_begin("section_name");

引数 :

section_nameセクションの名前

戻り値 :

指定されたセクションの開始アドレスを返します。
アセンブリ オペレータ section_begin
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

指定されたセクションが見つからない場合、エラーメッセージが表示されます。

__builtin_section_end
概要 :
プロトタイプ :

セクション終了アドレスに関する実行中情報を取得します。
unsigned long __builtin_section_end("section_name");

引数 :

section_nameセクションの名前

戻り値 :

指定されたセクションの終了アドレスを返します。
アセンブリ オペレータ section_end
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

指定されたセクションが見つからない場合、エラーメッセージが表示されます。

__builtin_section_size
概要 :
プロトタイプ :

セクションのサイズに関する実行中情報を取得します。
unsigned long __builtin_section_size("section_name");

引数 :

section_nameセクションの名前

戻り値 :

指定されたセクションのサイズを返します。
アセンブリ オペレータ section_size
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

指定されたセクションが見つからない場合、エラーメッセージが表示されます。

__builtin_set_isr_state
プロトタイプ :

概要 :

現在の CPU 割り込みステートを設定します。
void __builtin_get_isr_state(unsigned int state);

引数 :

state

現在の CPU 割り込みステートを指定する整数値

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ set_isr_state
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし
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__builtin_sftac
概要 :

shift によってアキュムレータをシフトします。有効なシフトレンジは -16 ～ 16 です。
以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
int i;
result = __builtin_sftac(result,i);
以下を生成します。
sftac A, w0

プロトタイプ :

int __builtin_sftac(int Accum, int shift);

引数 :

Accum
shift

シフトするアキュムレータ
シフト量

戻り値 :

シフトした結果をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ sftac
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

以下の場合、エラーメッセージが表示されます。
• 結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合

• Accum がアキュムレータ レジスタではない場合
• shift 値がレンジ内のリテラル値ではない場合
__builtin_software_breakpoint
概要 :
プロトタイプ :

ソフトウェア ブレーク ポイントを提供します。デバッガが接続されている場合、IDE が停
止します。デバッガが接続されていない場合、デバイスがリセットします。
void __builtin_software_breakpoint(void);

引数 :

なし

戻り値 :
なし
アセンブリ オペレータ software_breakpoint
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_subab
概要 :

アキュムレータ A からアキュムレータ B を減算し、結果を指定されたアキュムレータへ書
き戻します。以下に例を示します。
volatile register int result asm("A");
volatile register int B asm("B");
result = __builtin_subab(result,B);
これは以下を生成します。
sub A

プロトタイプ :

int __builtin_subab(int Accum_a, int Accum_b);

引数 :

Accum_a
Accum_b

減算されるアキュムレータ
減算するアキュムレータ

戻り値 :

減算結果をアキュムレータへ返します。
アセンブリ オペレータ sub
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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結果の書き込み先がアキュムレータ レジスタではない場合、エラーメッセージが表示され
ます。
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ビルトイン関数
__builtin_tbladdress
概要 :

プロトタイプ :

プログラムメモリ内のオブジェクトのアドレスを表す値を返します。引数 p は、EE データ
/PSV/ 実行可能メモリ空間のいずれかの中のオブジェクトのアドレスである事が必要です。
そうでない場合、エラーメッセージが生成され、コンパイルは失敗します。2.3.1「変数の
属性指定」内の space 属性を参照してください。
unsigned long __builtin_tbladdress(const void *p);

引数 :

p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :
プログラムメモリ内のオブジェクトのアドレスを表す unsigned long 値を返します。
アセンブリ オペレータ tbladdress
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
「Argument to __builtin_tbladdress() is not the address of an object in code, psv, or
eedata section」
引数は明示的なオブジェクト アドレスである事が必要です。
例えば、obj が実行可能または読み出し専用セクション内のオブジェクトである場合、以
下の構文は有効です。
unsigned long page = __builtin_tbladdress(&obj);

__builtin_tblpage
概要 :

プロトタイプ :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトのテーブルページ番号を返します。引数
p は、EE データ /PSV/ 実行可能メモリ空間のいずれかの中のオブジェクトのアドレスであ
る事が必要です。そうでない場合、エラーメッセージが生成され、コンパイルは失敗しま
す。2.3.1「変数の属性指定」内の space 属性を参照してください。
unsigned int __builtin_tblpage(const void *p);

引数 :

p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトのテーブルページ番号を返します。
アセンブリ オペレータ tblpage
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
「Argument to __builtin_tblpage() is not the address of an object in code, psv, or
eedata section」
引数は明示的なオブジェクト アドレスである事が必要です。
例えば、obj が実行可能または読み出し専用セクション内のオブジェクトである場合、以
下の構文は有効です。
unsigned page = __builtin_tblpage(&obj);
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__builtin_tbloffset
概要 :

プロトタイプ :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトのテーブルページ オフセットを返しま
す。引数 p は、EE データ /PSV/ 実行可能メモリ空間のいずれかの中のオブジェクトのアド
レスである事が必要です。そうでない場合、エラーメッセージが生成され、コンパイルは
失敗します。2.3.1「変数の属性指定」内の space 属性を参照してください。
unsigned int __builtin_tbloffset(const void *p);

引数 :

p

オブジェクトのアドレス

戻り値 :

パラメータでアドレスが指定されたオブジェクトのテーブルページ番号オフセットを返し
ます。
アセンブリ オペレータ tbloffset
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

この関数が正しく使われなかった場合、以下のエラーメッセージが生成されます。
「Argument to __builtin_tbloffset() is not the address of an object in code, psv, or
eedata section」
引数は明示的なオブジェクト アドレスである事が必要です。
例えば、obj が実行可能または読み出し専用セクション内のオブジェクトである場合、以
下の構文は有効です。
unsigned page = __builtin_tbloffset(&obj);

__builtin_tblrdh
概要 :

プロトタイプ :

フラッシュまたは EEDATA メモリから 1 ワードを読み出すための tblrdh.w 命令を発行し
ます。適切なページを指定するには TBLPAG を設定する必要があります。これを行うには、
__builtin_tbloffset() と __builtin_tblpage() が使えます。
プログラム フラッシュの読み書きに関する詳細な説明は、データシートまたは dsPIC ファ
ミリ リファレンス マニュアルを参照してください。
unsigned int __builtin_tblrdh(unsigned int offset);

引数 :

offset

メモリオフセット

戻り値 :

フラッシュまたは EEDATA メモリ内の指定されたメモリアドレスの内容を返します。
tblrdh
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_tblrdl
概要 :

プロトタイプ :

フラッシュまたは EEDATA メモリから 1 ワードを読み出すための tblrdl.w 命令を発行し
ます。適切なページを指定するには TBLPAG を設定する必要があります。これを行うには、
__builtin_tbloffset() と __builtin_tblpage() が使えます。
プログラム フラッシュの読み書きに関する詳細な説明は、データシートまたは『dsPIC30F
ファミリ リファレンスマニュアル 高性能デジタルシグナルコントローラー』(DS70046) を
参照してください。
unsigned int __builtin_tblrdl(unsigned int offset);

引数 :

offset

メモリオフセット

戻り値 :

フラッシュまたは EEDATA メモリ内の指定されたメモリアドレスの内容を返します。
tblrdl
アセンブリ オペレータ
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :
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ビルトイン関数
__builtin_tblwth
概要 :

プロトタイプ :
引数 :

フラッシュまたは EEDATA メモリへ 1 ワードを書き込むための tblwth.w 命令を発行しま
す。適切なページを指定するには TBLPAG を設定する必要があります。これを行うには、
__builtin_tbloffset() と __builtin_tblpage() が使えます。
プログラム フラッシュの読み書きに関する詳細な説明は、データシートまたは『dsPIC30F
ファミリ リファレンスマニュアル 高性能デジタルシグナルコントローラー』(DS70046) を
参照してください。
void __builtin_tblwth(unsigned int offset
unsigned int data);
offset
data

メモリオフセット
書き込むデータ

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ tblwth
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_tblwtl
概要 :

プロトタイプ :
引数 :

フラッシュまたは EEDATA メモリへ 1 ワードを書き込むための tblrdl.w 命令を発行しま
す。適切なページを指定するには TBLPAG を設定する必要があります。これを行うには、
__builtin_tbloffset() と __builtin_tblpage() が使えます。
プログラム フラッシュの読み書きに関する詳細な説明は、データシートまたは『dsPIC30F
ファミリ リファレンスマニュアル 高性能デジタルシグナルコントローラー』(DS70046) を
参照してください。
void __builtin_tblwtl(unsigned int offset
unsigned int data);
offset
data

メモリオフセット
書き込むデータ

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ tblwtl
/ マシン命令 :
エラーメッセージ :

なし

__builtin_write_NVM
概要 :

プロトタイプ :

正しいロック解除シーケンスを発行して NVMCON レジスタの Write ビットを有効にする事
により、フラッシュの書き込みを有効にします。
割り込みを無効にしておかないと、適正な動作が得られない場合があります。
このビルトイン関数は、データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルに記載され
ている複雑なシーケンスの一部として使う事ができます。
詳細はこの文書を参照してください。
void __builtin_write_NVM(void);

引数 :

なし

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ mov #0x55, Wn
mov Wn, _NVMKEY
/ マシン命令 :
mov #0xAA, Wn
mov Wn, _NVMKEY
bset _NVMCON, #15
nop
nop
エラーメッセージ :

なし
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__builtin_write_NVM_secure
概要 :

プロトタイプ :

2 つのキーによって指定されるロック解除シーケンスを発行して NVMCON レジスタの
Write ビットを有効にする事により、フラッシュの書き込みを有効にします。完了すると、
2 つのキーは 0 にクリアされます。
割り込みを無効にしておかないと、適正な動作が得られない場合があります。
このビルトイン関数は、データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルに記載され
ている複雑なシーケンスの一部として使う事ができます。
詳細はこの文書を参照してください。
void __builtin_write_NVM_secure(unsigned int key1,
unsigned int key2);

引数 :

key1
key2

戻り値 :

なし

NVM ロック解除シーケンスの第 1 キー
NVM ロック解除シーケンスの第 2 キー

アセンブリ オペレータ キーの格納場所によって異なります :
mov W0, Wn
/ マシン命令 :
mov Wn, _NVMKEY
mov W1, Wn
mov Wn, _NVMKEY
bset _NVMCON, #15
nop
nop
エラーメッセージ :

なし

__builtin_write_PWMSFR
概要 :
プロトタイプ :
引数 :

PWM_KEY が指す SFR に PWM ロック解除シーケンスを書き込んだ後に、PWM_sfr が指す
SFR に value を書き込みます。
void
__builtin_write_PWMSFR(volatile
unsigned
int
*PWM_sfr,
unsigned int value, volatile unsigned int *PWM_KEY);
PWM_sfr
value
PWM_KEY

value の書き込み先レジスタ
書き込む値
ハードウェア ロック解除キーの位置

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ mov
mov
/ マシン命令 :
mov
mov
mov
mov
mov
エラーメッセージ :
例

#<it>PWM_KEY</it>, w3
#<it>value</it>, w2
#0x4321, w1
#0xABCD, w0
w1,[w3]
w0,[w3]
w2,[w3]

なし
1:
__builtin_write_PWMSFR(&PWM1CON1, 0x123, &PWM1KEY);
2:
__builtin_write_PWMSFR(&P1FLTACON, 0x123, &PWMKEY);
PWM_KEY の選択はアーキテクチャによって異なります。
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ビルトイン関数
__builtin_write_RTCWEN
概要 :

プロトタイプ :

この関数は、正しいロック解除値を NVMKEY に書き込む事によってロック解除シーケンス
を実行した後に、RCFGCAL SFR の RTCWREN ビットをセットする事によって RTCC タイ
マへ書き込むために使います。
割り込みを無効にしておかないと、適正な動作が得られない場合があります。
このビルトイン関数は、データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルに記載され
ている複雑なシーケンスの一部として使う事ができます。
詳細はこの文書を参照してください。
void __builtin_write_RTCWEN(void);

引数 :

なし

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ mov #0x55, Wn
mov Wn, _NVMKEY
/ マシン命令 :
mov #0xAA, Wn
mov Wn, _NVMKEY
bset _RCFGCAL, #13
nop
nop
エラーメッセージ :

なし

__builtin_write_OSCCONL
概要 :

プロトタイプ :

ロックを解除し、引数を OSCCONL へ書き込みます。
割り込みを無効にしておかないと、適正な動作が得られない場合があります。
このビルトイン関数は、データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルに記載され
ている複雑なシーケンスの一部として使う事ができます。
詳細はこの文書を参照してください。
void __builtin_write_OSCCONL(unsigned char value);

引数 :

value

書き込む文字

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ mov #0x46, w0
mov #0x57, w1
/ マシン命令 :
mov #_OSCCON, w2
mov.b w0, [w2]
mov.b w1, [w2]
mov.b value, [w2]
エラーメッセージ :

なし

* シーケンスの細部は異なる場合があります。
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__builtin_write_OSCCONH
概要 :

プロトタイプ :

ロックを解除し、引数を OSCCONH へ書き込みます。
割り込みを無効にしておかないと、適正な動作が得られない場合があります。
このビルトイン関数は、データシートまたはファミリ リファレンス マニュアルに記載され
ている複雑なシーケンスの一部として使う事ができます。
詳細はこの文書を参照してください。
void __builtin_write_OSCCONH(unsigned char value);

引数 :

value

書き込む文字

戻り値 :

なし
アセンブリ オペレータ mov #0x78, w0
mov #0x9A, w1
/ マシン命令 :
mov #_OSCCON+1, w2
mov.b w0, [w2]
mov.b w1, [w2]
mov.b value, [w2]
エラーメッセージ :

なし

* シーケンスの細部は異なる場合があります。
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補遺 H. 改訂履歴
リビジョン A (2012 年 4 月 )
本書の初版です。

リビジョン B (2012 年 7 月 )
•
•
•
•
•
•
•
•
•

第 2 章「CCI (Common C Interface)」を追加しました。
図「ソフトウェア開発ツールのデータフロー」を更新しました。
表 5-16「リンク オプション」に -fill オプションを追加しました。
8.11.4「__pack_upper_byte 型修飾子」と 10.10「フラッシュ内に格納されたデー
タのパッキング」に、-pack_upper_byte 修飾子の情報を追加しました。
13.8「関数呼び出し規則」の箇条書きに、DBRPAG/PSVPAG の保存関する項目を
追加しました。
14.4「割り込みベクタの指定」のコード構文を訂正しました。
第 18 章「最適化」の評価用エディションの説明を訂正しました。
補遺 G.「ビルトイン関数」内の SFR に「揮発性」を追加しました。
補遺 G.「ビルトイン関数」にビルトイン関数 __builtin_write_CRYOTP と
__builtin_write_NVM_secure を追加しました。

リビジョン C (2013 年 9 月 )
• PIC24 MCU および dsPIC DSC 向け MPLAB アセンブラ / リンカ ( およびバリアン
ト ) を MPLAB XC16 アセンブラ / リンカに改名しました。
• 実行可能出力を .out から .elf へ変更しました。
• 1.4「コンパイラとその他の開発ツール」内の MDB 情報を更新しました。
• 第 4 章「XC16 ツールチェーンと MPLAB X IDE」を追加しました。
• 5.7「ドライバ オプション」にオプション -menable-fixed と
-fsigned-bitfields を追加しました。
• 6.5「コンフィグレーション ビットへのアクセス」に #pragma の使用方法を追加し
ました。
• 以下に固定小数点サポートを追加しました。
- 第9章 「固定小数点算術演算のサポート」.
- 8.4 「浮動小数点データの型」
- 12.2 「レジスタ変数」 (_Sat、_Fract、_Accum)
- 13.2.2 「関数属性」 (round)
- 13.8 「関数呼び出し規則」 (_Fract、_Accum)
• 8.6.2「構造体内のビットフィールド」内のビットフィールドを更新しました。
• 13.2.2「関数属性」に属性 naked と keep を追加しました。
• 14.3「割り込みサービスルーチンの書き方」に ISR セクションの名前を追加しまし
た。14.4「割り込みベクタの指定」の通り、本書から割り込みベクタ情報を削除
し、コンパイラ インストール ディレクトリの docs サブディレクトリへ移動しま
した。
• 最適化の詳細を第 18 章「最適化」に追加しました。
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• 19.4.2「出力型とデバイスマクロ」を更新しました。
• A.10「構造体、共用体、列挙体、ビットフィールド」内のビットフィールドと
A.14「前処理ディレクティブ」内の #pragma config に関する内容を追加しまし
た。
• 補遺 G.「ビルトイン関数」に以下のビルトイン関数を追加しました。
- __builtin_disable_interrupts
- __builtin_enable_interrupts
- __builtin_get_isr_state
- __builtin_set_isr_state
- __builtin_section_begin
- __builtin_section_end
- __builtin_section_size
• 補遺 B.「組み込みコンパイラ互換モード」を追加しました。

リビジョン D (2014 年 8 月 )
• 第 3 章「プロジェクトをビルドするための手引き」を追加しました。
•「第 4 章 XC16 ツールチェーンと MPLAB IDE v8」を削除しました。

リビジョン E (2014 年 9 月 )
• 序章 「プロジェクトをビルドするための手引き」章参照を追加し「XC16 ツール
チェーンと MPLAB IDE v8」章参照を削除しました。
• 本書全体を通して、MPLAB IDE v8.xx に関する記述を必要のない箇所で削除しまし
た。
• 4.2「MPLAB X IDE とツールのインストール」- ライセンス情報を更新しました。
• 4.5「プロジェクトのセットアップ」- ツールチェーン オプションを更新しました。

リビジョン F (2014 年 12 月 )
• 2.5.10「割り込み関数」- 1 つの関数を訂正しました。
• 4.2「MPLAB X IDE とツールのインストール」- ライセンス情報を更新しました。
• 4.5「プロジェクトのセットアップ」- MPLAB X IDE 内のコンパイラ オプションを
更新しました。
• 5.4.1.2「ユーザ定義ライブラリ」- 内容に関する情報を追加しました。
• 5.7.1「16 ビットデバイス専用オプション」- デュアル パーティション デバイスの
--partition オプションを追加しました。
• 5.7.4「警告とエラーを制御するためのオプション」- 2 つのサブセクションに分割
しました。テーブルから情報を抜き出し、-W のサブセクションに挿入しました。
• 5.7.6「最適化を制御するためのオプション」- 複数のサブセクションに分割しまし
た。--ffunction-section オプションのサブセクションを設けるための情報を
追加しました。14.3「割り込みサービスルーチンの書き方」からの相互参照を追加
しました。
• 6.3.2「コンパイル時のメモリ情報」- セクションを追加しました。dataflash 引
数をその space 属性に追加しました。
• 10.3.1「auto/ 非 auto 変数とローカル / グローバル変数」- 上記セクション内のテ
キストからサブセクションを追加しました。
• 13.2.2「関数属性」、14.5.2「context 属性」- context 属性に関する情報を追加しま
した。
• 13.8「関数呼び出し規則」- EDS ポインタ要件のテーブルを更新しました。
• 14.3.3「ISR の書き方」、14.4.1「割り込みベクタの使い方」、14.5.1「アセンブリと
ISR」- サンプルコードを追加しました。
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• 14.4「割り込みベクタの指定」- 移動可能代替割り込みテーブルに関する情報を追
加し、残りのテキストを 2 つのサブセクションに分割しました。
• 16.3「インライン アセンブリ言語の使い方」- コンパイラ制約文字を追加しました。
• 19.4.3「デバイス機能マクロ」- __HAS_DMA__ マクロを明確化しました。
• 補遺 G.「ビルトイン関数」- __builtin_write_NVM_secure と
__builtin_software_breakpoints を追加し、__builtin_enable_interrupts と
__builtin_disable_interrupts を更新しました。
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サポート
はじめに
以下ではサポートについて説明します。
•
•
•
•
•

myMicrochip 変更通知サービス
Microchip 社のウェブサイト
Microchip フォーラム
カスタマサポート
Microchip 社へのお問い合わせ

myMicrochip 変更通知サービス
myMicrochip: http://www.microchip.com/pcn
Microchip 社の変更通知サービスは、お客様に Microchip 社製品の最新情報をお届け
する配信サービスです。ご興味のある製品ファミリまたは開発ツールに関する変更、
更新、エラッタ情報をいち早くメールにてお知らせします。
myMicrochip からサービスに登録し、変更通知の配信をご希望になる製品カテゴリを
お選びください。よく寄せられる質問 (FAQ) と登録方法の詳細も、上記のリンク先
ページからご覧になれます。
配 信 を 希 望 す る 変 更 通 知 の 製 品 カ テ ゴ リ を お 選 び に な る 際 に、「Development
Systems」を選択すると、開発ツールのリストがご覧になれます。ツールの主なカテ
ゴリは下記の通りです。
• コンパイラ - Microchip 社の C コンパイラ、アセンブラ、リンカ、その他の言語ツー
ルの最新情報を提供します。これには MPLAB C コンパイラ全製品、MPLAB アセ
ンブラ全製品 (MPASM™ アセンブラを含む )、MPLAB リンカ全製品 (MPLINK™ オ
ブジェクト リンカを含む )、MPLAB ライブラリアン全製品 (MPLIB™ オブジェクト
ライブラリアンを含む ) が含まれます。
• エミュレータ – Microchip 社製インサーキット エミュレータの最新情報を提供しま
す。これには MPLAB REAL ICE™ インサーキット エミュレータが含まれます。
• インサーキット デバッガ – Microchip社のインサーキット デバッガに関する最新情
報を提供します。これには PICkit™ 2、PICkit 3、MPLAB ICD 3 インサーキット デ
バッガが含まれます。
• MPLAB® IDE － Microchip 社の MPLAB IDE( 開発システムツール向け Windows®
統合開発環境 ) の最新情報を提供します。これには MPLAB IDE、MPLAB IDE プロ
ジェクト マネージャ、MPLAB エディタ、MPLAB SIM シミュレータと一般的な編
集 / デバッグ機能を含みます。
• プログラマ - Microchip 社製プログラマの最新情報を提供します。これには、デバ
イス ( 量産品 ) プログラマの MPLAB REAL ICE インサーキット エミュレータ、
MPLAB ICD 3 インサーキット デバッガ、MPLAB PM3、および開発用プログラマ
の PICkit 2 および 3 が含まれます。
• スタータ / デモボード – これには MPLAB スタータキット ボード、PICDEM デモ
ボード、その他の各種評価用ボードが含まれます。
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Microchip 社のウェブサイト
ウェブサイト : http://www.microchip.com
Microchip 社は、自社が運営するウェブサイトを通してオンライン サポートを提供し
ています。当ウェブサイトでは、お客様に役立つ情報やファイルを簡単に見つけ出せ
ます。一般的なインターネット ブラウザから以下の内容がご覧になれます。
• 製品サポート – データシートとエラッタ、アプリケーション ノート、サンプルコー
ド、設計リソース、ユーザガイドとハードウェア サポート文書、最新ソフトウェア
リリース、ソフトウェア アーカイブ
• 一般的技術サポート – よく寄せられる質問 (FAQ)、技術サポートのご依頼、オンラ
イン ディスカッション グループ、Microchip 社のコンサルタント プログラムおよび
メンバーリスト
• ご注文とお問い合わせ – 製品セレクタと注文ガイド、最新プレスリリース、セミ
ナー / イベントの一覧、お問い合わせ先 ( 営業所 / 販売代理店 / 工場 ) の一覧

Microchip フォーラム
フォーラム : http://www.microchip.com/forums
Microchip 社のウェブフォーラムからもオンライン サポートをご利用になれます。現
在、以下のフォーラムを開設しています。
•
•
•
•

開発ツール
8 ビット PIC MCU
16 ビット PIC MCU
32 ビット PIC MCU

カスタマサポート
Microchip 社製品をお使いのお客様は、以下のチャンネルからサポートをご利用にな
れます。
• 販売代理店または販売担当者
• 各地の営業所
• フィールド アプリケーション エンジニア (FAE)
• 技術サポート
サポートは販売代理店にお問い合わせください。各地の営業所もご利用になれます。
本書の最後のページには各国の営業所の一覧を記載しています。最新の営業所一覧
は、弊社ウェブサイトでご確認ください。
技術サポート : http://support.microchip.com
本書の内容に関して、誤りやご意見がございましたら、docerrors@microchip.com ま
でメールでお知らせください。
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Microchip 社へのお問い合わせ
Microchip 社には以下の電話またはファックスでお問い合わせください。
電話 : (480) 792-7200
Fax: (480) 792-7277

 2016 Microchip Technology Inc.

DS50002071E_JP - p. 365

MPLAB® XC16 C コンパイラ ユーザガイド
NOTE:

DS50002071E_JP - p. 366

 2016 Microchip Technology Inc.

MPLAB® XC16 C コンパイラ
ユーザガイド
用語集
A
絶対セクション (Absolute Section)
リンカで変更されない固定 ( 絶対 ) アドレスを持つ GCC コンパイラのセクション。
絶対変数 / 関数 (Absolute Variable/Function)
OCG コンパイラの @ address 構文を使って絶対アドレスに配置される変数または
関数。
アクセスメモリ (Access Memory)
PIC18 のみ - PIC18 でバンクセレクト レジスタ (BSR) の設定にかかわらずアクセス
できる特殊なレジスタ。
アクセス エントリポイント (Access Entry Points)
リンク時に定義されていない可能性のある関数に、セグメントの境界を越えて制御を
渡すための手段。ブートセグメントとセキュア アプリケーション セグメントを別々
にリンクする方法を提供する。
アドレス (Address)
メモリ内の位置を一意に特定する値。
アルファベット文字 (Alphabetic Character)
アルファベットの小文字と大文字の総称 (a、b、･･･、z、A、B、･･･、Z)。
英数字 (Alphanumeric)
アルファベット文字と 0 ～ 9 の 10 進数の数字の総称 (0,1, …, 9)。
AND 条件ブレークポイント (ANDed Breakpoints)
プログラム実行を停止するために設定する AND 条件 ( ブレークポイント 1 とブレー
クポイント 2 が同時に発生した場合のみプログラム実行を停止する )。AND 条件で実
行が停止するのは、データメモリのブレークポイントとプログラムメモリのブレーク
ポイントが同時に発生した場合のみ。
匿名構造体 (Anonymous Structure)
16 ビット C コンパイラ – 無名の構造体
PIC18 C コンパイラ - C 共用体のメンバーである無名の構造体匿名構造体のメンバー
は、その構造体を包含している共用体のメンバーと同じようにアクセスできる。例え
ば以下のサンプルコードでは、hi と lo は共用体 caster に含まれる匿名構造体のメ
ンバーである。
union castaway{
int intval;
struct {
char lo; //accessible as caster.lo
char hi; //accessible as caster.hi
};
} caster;
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ANSI
American National Standards Institute ( 米国規格協会 ) の略。米国における標準規格
の策定と承認を行う団体。
アプリケーション (Application)
PIC® マイクロコントローラで制御されるソフトウェアとハードウェアを組み合わせ
たもの。
アーカイブ / アーカイバ (Archive/Archiver)
アーカイブ / ライブラリは、再配置可能なオブジェクト モジュールの集まり。複数の
ソースファイルをオブジェクト ファイルにアセンブルした後、アーカイバ / ライブラ
リアンを使ってこれらオブジェクト ファイルを 1 つのアーカイブ / ライブラリ ファ
イルにまとめると生成される。アーカイブ / ライブラリをオブジェクト モジュールや
他のアーカイブ / ライブラリとリンクすると、実行コードが生成される。
ASCII
American Standard Code for Information Interchange の略。7 桁の 2 進数で 1 つの文
字を表現する文字セットエンコード方式。大文字、小文字、数字、記号、制御文字等
を含む。
アセンブリ / アセンブラ (Assembly/Assembler)
アセンブリとは、2 進数のマシンコードをシンボル表現で記述したプログラミング言
語。アセンブラとは、アセンブリ言語のソースコードをマシンコードに変換する言語
ツール。
割り当てセクション (Assigned Section)
リンカのコマンドファイルで特定のターゲット メモリブロックに割り当てられた
GCC コンパイラのセクション。
非同期 (Asynchronously)
複数のイベントが同時には発生しない事。一般に、プロセッサ実行中の任意の時点で
発生する割り込みに言及する際に使う。
非同期スティミュラス (Asynchronous Stimulus)
シミュレータ デバイスへの外部入力をシミュレートするために生成されるデータ。
属性 (Attribute)
GCC の C プログラムの変数または関数の特徴を表す情報で、マシン固有の特性を記
述する目的で使う。
属性 ( セクション属性 ) (Attribute、Section)
「executable」、
「readonly」、
「data」等、セクションの特徴を表す情報。アセンブラの
.section ディレクティブでフラグとして指定できる。

B
2 進数 (Binary)
0 と 1 の数字を使う、2 を底とした記数法。一番右の桁が 1 の位、次の桁が 2 の位、
その次の桁が 22 = 4 の位を表す。
ブックマーク (Bookmark)
ファイル内の特定の行に簡単な操作でアクセスできるようにする機能。
[Editor] ツールバーの [Toggle Bookmarks] を選択してブックマークを追加または削除
する。このツールバーの他のアイコンをクリックすると、次または前のブックマーク
に移動する。
ブレークポイント (Breakpoint)
ハードウェア ブレークポイント : 実行するとファームウェアの実行が停止するイベント。
ソフトウェア ブレークポイント : ファームウェアの実行が停止するアドレス。通常、
特別な Break 命令で実行が停止される。
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ビルド (Build)
全てのソースファイルのコンパイルとリンクを行ってアプリケーションを作成する
事。

C
C\C++
C 言語は、簡潔な表現、現代的な制御フローとデータ構造、豊富に用意された演算子
等を特長とする汎用プログラミング言語。C++ とは、C 言語のオブジェクト指向バー
ジョン。
校正メモリ (Calibration Memory)
PIC マイクロコントローラの内蔵 RC オシレータやその他の周辺モジュールの校正値
を格納するための特殊機能レジスタ。
中央演算処理装置
デバイス内で、実行する正しい命令をフェッチし、デコードして実行する装置。必要
に応じて、算術論理演算装置 (ALU) と組み合わせて命令実行を完了する。プログラム
メモリのアドレスバス、データメモリのアドレスバス、スタックへのアクセスを制御
する。
クリーン (Clean)
クリーンする事により、アクティブなプロジェクトのオブジェクト ファイル、Hex
ファイル、デバッグファイル等、全ての中間ファイルが削除される。これらのファイ
ルは、プロジェクトのビルド時に他のファイルから再構築される。
COFF
Common Object File Format の略。このフォーマットのオブジェクト ファイルは、マ
シンコードの他、デバッグ等に関する情報を含む。
コマンドライン インターフェイス (Command Line Interface)
プログラムとユーザのやり取りをテキストの入出力だけで行う方法。
コンパイルド スタック (Compiled Stack)
コンパイラが管理するメモリの領域で、この領域内で変数に静的に空間を割り当て
る。ターゲット デバイス上にソフトウェア スタックまたはハードウェア スタックの
メカニズムを効率的に実装できない場合、コンパイルド スタックがソフトウェア ス
タックまたはハードウェア スタックに置き換わる。
コンパイラ (Compiler)
高級言語で記述されたソースファイルをマシンコードに変換するプログラム。
条件付きアセンブリ (Conditional Assembly)
アセンブリ言語で、ある特定の式のアセンブル時の値に基づいて含まれたり除外され
たりするコード。
条件付きコンパイル (Conditional Compilation)
プログラムの一部を、プリプロセッサ ディレクティブで指定した特定の定数式が真の
場合のみコンパイルする事。
コンフィグレーション ビット (Configuration Bits)
PIC MCU と dsPIC DSC の動作モードを設定するために書き込む専用ビット。コン
フィグレーション ビットは事前プログラミングされている場合とされていない場合
がある。
制御ディレクティブ (Control Directives)
アセンブリ言語コード内で使うディレクティブで、指定した式のアセンブル時の値に
基づいてコードを含めるか除外するかを決定する。
CPU
「中央演算処理装置」参照。
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相互参照ファイル (Cross Reference File)
シンボルテーブルとそのシンボルを参照するファイルリストを参照するファイル。シ
ンボルが定義されている場合、リストの最初のファイルがシンボル定義の位置とな
る。残りのファイルはシンボルへの参照を含む。

D
データ ディレクティブ (Data Directives)
アセンブラが行うプログラムメモリまたはデータメモリの割り当てを制御するディ
レクティブ。データ項目をシンボル ( 意味のある名前 ) で参照する手段として使う。
データメモリ (Data Memory)
Microchip 社の MCU と DSC では、データメモリ (RAM) は汎用レジスタ (GPR) と特
殊機能レジスタ (SFR) で構成される。EEPROM データメモリを内蔵したデバイスも
ある。
データ監視および制御インターフェイス (DMCI: Data Monitor and Control
Interface)
MPLAB X IDE 内のツール。このインターフェイスは、プロジェクト内のアプリケー
ション変数の動的な入力制御を提供する。4 つの動的に割り当て可能なグラフィック
ウィンドウを使って、アプリケーションが生成するデータをグラフィカルに表示でき
る。
デバッグ / デバッガ (Debug/Debugger)
「ICE/ICD」参照。
デバッグ情報 (Debugging Information)
コンパイラとアセンブラでこのオプションを選択すると、アプリケーション コードの
デバッグに使える各種レベルの情報を出力できる。デバッグ オプションの選択の詳細
はコンパイラまたはアセンブラのマニュアル参照。
推奨しない機能 (Deprecated Feature)
後方互換性確保のためにサポートしているだけで現在は使っておらず、いずれ廃止に
なる事が決まっている機能。
デバイス プログラマ (Device Programmer)
マイクロ コントローラ等、電気的に書き込み可能な半導体デバイスをプログラミング
するためのツール。
デジタルシグナル コントローラ (Digital Signal Controller)
デジタル信号処理機能をサポートしたマイクロコントローラ。Microchip 社の dsPIC
DSC 等。
デジタル信号処理 / デジタルシグナル プロセッサ (Digital Signal
Processing/Digital Signal Processor)
デジタル信号処理 (DSP) とは、デジタル信号をコンピュータで処理する事。通常は、
アナログ信号 ( 音声または画像 ) をデジタル形式に変換 ( サンプリング ) して処理す
る事をいう。デジタルシグナル プロセッサとは、信号処理用に設計されたマイクロプ
ロセッサの事。
ディレクティブ (Directives)
言語ツールの動作を制御するためにソースコードに記述するステートメント。
ダウンロード (Download)
ホストから別のデバイス ( エミュレータ、プログラマ、ターゲットボード等 ) にデー
タを送信する事。
DWARF
Debug With Arbitrary Record Formatの略。ELFファイルのデバッグ情報フォーマット。
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E
EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory の略。電気的に消去可能なタ
イプの PROM。データの書き込みと消去をバイト単位で行う。EEPROM は電源を
OFF にしても内容を保持する。
ELF
Executable and Linking Format の略。この形式のオブジェクト ファイルはマシンコー
ドを含む。デバッグその他の情報は DWARF で指定する。ELF/DWARF の方が COFF
よりも最適化したコードのデバッグに適している。
エミュレーション / エミュレータ (Emulation/Emulator)
「ICE/ICD」参照。
エンディアン (Endianness)
マルチバイト オブジェクトにおけるバイトの並び順。
環境 (Environment)
MPLAB PM3 - デバイスのプログラミングに関する設定ファイルを保存したフォル
ダ。このフォルダを SD/MMC カードに転送できる。
エピローグ (Epilogue)
コンパイラで生成したコードのうち、スタック領域の割り当て解除、レジスタの復帰、
ランタイムモデルで指定したその他のマシン固有の要件を実行するコード部分。関数
のユーザコードの後、関数リターンの直前にエピローグを実行する。
EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory の略。再書き込みが行えるタイプの ROM
で、消去は紫外線照射で行うものが主流。
エラー / エラーファイル (Error/Error File)
プログラムの処理を継続できない問題が発生するとエラーとして報告される。可能な
場合、エラーは問題が発生したソースファイル名と行番号を特定する。エラーファイ
ルは、言語ツールから出力されたエラーメッセージと診断結果を格納する。
イベント (Event)
アドレス、データ、パスカウント、外部入力、サイクルタイプ ( フェッチ、R/W)、タ
イムスタンプ等、バスサイクルを記述したもの。トリガ、ブレークポイント、割り込
みを記述するために使う。
実行可能コード (Executable Code)
読み込んで実行できる形式のソフトウェア。
エクスポート (Export)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE のデータを標準フォーマットで外部に出力する事。
式 (Expressions)
算術演算子または論理演算子で区切った定数または記号の組み合わせ。
拡張マイクロコントローラ モード (Extended Microcontroller Mode)
拡張マイクロ コントローラ モードでは、内蔵プログラムメモリと外部メモリの両方
が利用できる。プログラムメモリのアドレスが PIC18 の内部メモリ空間より大きい場
合、自動的に外部メモリの実行に切り換わる。
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拡張モード (Extended Mode) (PIC18 MCU)
コンパイラの動作モードの 1 つ。拡張命令 (ADDFSR、ADDULNK、CALLW、MOVSF、
MOVSS、PUSHL、SUBFSR、SUBULNK) とリテラル オフセットによるインデックス ア
ドレス指定を利用できる。
外部ラベル (External Label)
外部リンケージを持つラベル。
外部リンケージ (External Linkage)
関数または変数が、それを定義したモジュールの外部から参照できる場合、外部リン
ケージを持つという。
外部シンボル (External Symbol)
外部リンケージを持つ識別子のシンボル。参照の場合と定義の場合がある。
外部シンボル解決 (External Symbol Resolution)
リンカが全ての入力モジュールの外部シンボル定義を 1 つにまとめ、全ての外部シン
ボル参照を解決しようとするプロセス。外部シンボル参照に対応する定義が存在しな
い場合、リンカエラーとなる。
外部入力ライン (External Input Line)
外部信号に基づいてイベントを設定するための外部入力信号ロジックプローブ ライ
ン (TRIGIN)。
外部 RAM (External RAM)
デバイス外部にある、読み書き可能なメモリ。

F
致命的エラー (Fatal Error)
コンパイルがただちに停止するようなエラー。エラーの発生後はメッセージも出力さ
れない。
ファイルレジスタ (File Register)
汎用レジスタ (GPR) と特殊機能レジスタ (SFR) で構成される内蔵のデータメモリ。
フィルタ (Filter)
トレース ディスプレイまたはデータファイルにどのデータを含めるか / 除外するかを
選択するもの。
フィックスアップ (Fixup)
リンカによる再配置後にオブジェクト ファイルのシンボル参照を絶対アドレスに置
き換える処理。
フラッシュ (Flash)
データの書き込みと消去をバイト単位ではなくブロック単位で行えるタイプの
EEPROM。
FNOP
Forced No Operation の略。Forced NOP サイクルは、2 サイクル命令の 2 サイクル目
で発生する。PIC マイクロ コントローラのアーキテクチャはパイプライン構造となっ
ており、現在の命令を実行中に物理アドレス空間の次の命令をプリフェッチする。し
かし、現在の命令でプログラム カウンタが変化した場合、プリフェッチした命令は明
示的に無視され、Forced NOP サイクルが発生する。
フレームポインタ (Frame Pointer)
スタックベースの引数とスタックベースのローカル変数の境界となるスタック番地
を指し示すポインタ。ここを基準にすると、現在の関数のローカル変数やその他の値
に容易にアクセスできる。
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フリー スタンディング (Free-Standing)
複素数型を使っておらず、ライブラリ (ANSI C89 規格第 7 節 ) で規定する機能の使用が
標準ヘッダ (<float.h>、<iso646.h>、<limits.h>、<stdarg.h>、<stdbool.h>、
<stddef.h>、<stdint.h>) の内容のみに限定されている厳密な規格合致プログラ
ムを受理する処理系。

G
GPR
General Purpose Register ( 汎用レジスタ ) の略。デバイスのデータメモリ (RAM) の
うち、汎用目的に使える部分。

H
Halt
プログラム実行を停止する事。Halt を実行する事は、ブレークポイントで停止する事
と同じ。
ヒープ (Heap)
動的メモリ割り当てに使うメモリ空間。メモリブロックの割り当てと解放は実行時に
任意の順序で行う。
HEX コード /HEX ファイル (Hex Code/Hex File)
HEX コードは、実行可能な命令を 16 進数形式のコードで保存したもの。HEX ファイ
ルは、HEX コードを格納したファイル。
16 進数 (Hexadecimal)
0 ～ 9 の数字と A ～ F( または a ～ f) のアルファベットを使った、16 を底とした記数
法。16 進数の A ～ F は、10 進数の 10 ～ 15 を表す。一番右の桁が 1 の位、次の桁が
16 の位、その次の桁が 162 = 256 の位を表す。
高級言語 (High Level Language)
プログラムを記述するための言語で、プロセッサから見てアセンブリよりも遠い位置
関係にあるもの。

I
ICE/ICD
インサーキット エミュレータ / インサーキット デバッガの略。ターゲットデバイス
のデバッグとプログラミングを行うためのハードウェア ツール。エミュレータは、デ
バッガよりも多くの機能 ( トレース等 ) を備える。
インサーキット エミュレーション / インサーキット デバッグとは、インサーキット
エミュレータまたはデバッガを使った作業の事を指す。
-ICE/-ICD: インサーキット エミュレーション / デバッグ用の回路を内蔵したデバイス
(MCU または DSC)。このデバイスは必ずヘッダ基板にマウントし、インサーキット
エミュレータまたはデバッガによるデバッグ用に使う。
ICSP
In-Circuit Serial Programming の略。Microchip 社製の組み込みデバイスをシリアル通
信を利用して最小限のデバイスピンでプログラミングする方法。
IDE
Integrated Development Environment の略。MPLAB IDE/MPLAB X IDE の IDE。
識別子 (Identifier)
関数または変数の名前。
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers の略。
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インポート (Import)
Hex ファイル等の外部ソースから MPLAB IDE/MPLAB X IDE にデータを取り込む事。
初期化済みデータ (Initialized Data)
初期値を指定して定義されたデータ。C では、
int myVar=5;
として定義した変数は初期化済みデータセクションに格納する。
命令セット
特定のプロセッサが理解できるマシン語命令の集合。
命令 (Instructions)
CPU に対して特定の演算を実行するように指示するビット列。演算の対象となるデー
タを含める事もできる。
内部リンケージ (Internal Linkage)
関数または変数が、それ自身を定義したモジュールの外部からアクセスできない場
合、内部リンケージを持つという。
国際標準化機構 (International Organization for Standardization)
コンピューティングや通信をはじめ、多くのテクノロジとビジネス関連の標準規格の
策定を行っている団体。一般的に ISO と呼ぶ。
割り込み
CPU に対する信号の一種。この信号が発生すると、現在動作中のアプリケーション
の実行を一時停止し、制御を割り込みサービスルーチン (ISR) に渡してイベントを処
理する。ISR の実行が完了すると、通常のアプリケーションの実行が再開される。
割り込みハンドラ (Interrupt Handler)
割り込み発生時に専用のコードを実行するルーチン。
割り込みサービス要求 (IRQ: Interrupt Service Request)
プロセッサの通常の命令実行を一時的に停止し、割り込みハンドラルーチンの実行開
始を要求するイベント。プロセッサによっては複数の割り込み要求イベントを持ち、
優先度の異なる割り込みを処理できるものもある。
割り込みサービスルーチン (ISR: Interrupt Service Routine)
言語ツールの場合、割り込みを処理する関数。
MPLAB IDE/MPLAB X IDE の場合、割り込みが発生すると実行されるユーザ作成コー
ド。通常、発生した割り込みの種類によってプログラムメモリ内の異なる位置のコー
ドを実行する。
割り込みベクタ (Interrupt Vector)
割り込みサービスルーチンまたは割り込みハンドラのアドレス。

L
左辺値 (L-value)
検査または変更が可能なオブジェクトを示す式。左辺値は代入演算子の左側で使う。
レイテンシ (Latency)
イベントが発生してからその応答までの時間の長さ。
ライブラリ / ライブラリアン (Library/Librarian)
「アーカイブ / アーカイバ」参照。
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リンカ (Linker)
オブジェクト ファイルとライブラリを結合し、モジュール間の参照を解決して実行可
能コードを生成する言語ツール。
リンカ スクリプト ファイル (Linker Script Files)
リンカのコマンドファイル。リンカのオプションを定義し、ターゲット プラット
フォームで利用可能なメモリを記述する。
リスティング ディレクティブ (Listing Directives)
アセンブラのリスティング ファイルのフォーマットを制御するディレクティブ。タイ
トルや改ページ指示等、リスティング ファイルに関する各種の設定を行う。
リスティング ファイル (Listing File)
ソースファイルにある各 C ソース ステートメント、アセンブリ命令、アセンブラ ディ
レクティブ、マクロに対して生成されたマシンコードを記述した ASCII テキストファ
イル。
リトル エンディアン (Little Endian)
マルチバイト データで最下位バイト (LSB) を最下位アドレスに格納するデータ並び
順方式。
ローカルラベル (Local Label)
マクロ内で LOCAL ディレクティブを使って定義されたラベル。ローカルラベルは、
マクロの同一インスタンス内でのみ有効。すなわち、LOCAL として宣言されたシン
ボルとラベルには、ENDM マクロ以降はアクセスできない。
ロジックプローブ (Logic Probes)
Microchip 社製エミュレータには、最大 14 のロジックプローブを接続できるものがあ
る。ロジックプローブは、外部トレース入力、トリガ出力信号、+5 V、共通グランド
を提供する。
ループバック テストボード (Loop-Back Test Board)
MPLAB REAL ICE インサーキット エミュレータの動作をテストするために用いる。
LVDS
Low Voltage Differential Signaling の略。銅線を使って低ノイズ、低消費電力、低振幅
でデータを高速伝送 (Gbps) する方法。
標準の I/O シグナリングでは、データストレージは実際の電圧レベルに依存する。電
圧レベルは信号線の長さに影響を受ける ( 信号線が長いと抵抗が増え電圧が下がる )。
これに対し LVDS では、電圧レベルでなく差動入力の電位差が正か負かでのみデータ
の意味を区別する。従って、長い信号線でもクリアで安定したデータストリームを維
持した伝送が可能。
出典 :http://www.webopedia.com/TERM/L/LVDS.html.

M
マシンコード (Machine Code)
コンピュータ プログラムをプロセッサが実際に読み出して解釈できる形式で表現し
たもの。2 進数のマシンコードで記述されたプログラムは、マシン命令のシーケンス
( 命令間にデータを挟む事もある ) から成る。ある特定のプロセッサで使える全ての
命令の集合を「命令セット」という。
マシン語 (Machine Language)
ある CPU が翻訳を必要とせず実行できる命令の集合。
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マクロ (Macro)
マクロ命令。一連の命令シーケンスを短い名前で表現した命令。
マクロ ディレクティブ (Macro Directives)
マクロ定義の中で実行とデータ割り当てを制御するディレクティブ。
make ファイル (Makefile)
プロジェクトの Make に関する指示をファイルにエクスポートしたもの。このファイ
ルは、MPLAB IDE/MPLAB X IDE 以外の環境で make コマンドを実行してプロジェク
トをビルドする際に使う。
Make Project
アプリケーションを再ビルドするコマンド。前回の完全なコンパイル後に変更された
ソースファイルのみを再コンパイルする。
MCU
Microcontroller Unit の略。マイクロコントローラの事。「µC」と表記する事もある。
メモリモデル (Memory Model)
C コンパイラの場合、アプリケーションで利用可能なメモリを表現したもの。PIC18
C コンパイラの場合、プログラムメモリを指し示すポインタのサイズに関する規定を
記述したもの。
メッセージ
言語ツールの動作に問題が発生した事を知らせる文字列。メッセージが表示されても
処理は停止しない。
マイクロコントローラ (Microcontroller)
CPU、RAM、プログラムメモリ、I/O ポート、タイマ等、多くの機能が統合されたチップ。
マイクロコントローラ モード (Microcontroller Mode)
PIC18 マイクロコントローラで設定可能なプログラムメモリ構成の 1 つ。マイクロコ
ントローラ モードでは、内部実行のみを許可する。つまり、マイクロコントローラ
モードでは内蔵プログラムメモリしか使用できない。
マイクロプロセッサ モード (Microprocessor Mode)
PIC18 マイクロコントローラで設定可能なプログラムメモリ構成の 1 つ。マイクロプ
ロセッサ モードでは、内蔵プログラムメモリは使用されない。プログラムメモリ全体
を外部にマッピングする。
ニーモニック (Mnemonics)
マシンコードと 1 対 1 で対応したテキスト命令。オペコードとも呼ぶ。
モジュール (Module)
プリプロセッサ ディレクティブ実行後の前処理済みのソースファイル出力。翻訳単位
とも呼ぶ。
MPASM™ アセンブラ
PIC マイクロ コントローラ、KeeLoq®、Microchip 社のメモリデバイスに対応した
Microchip 社の再配置可能なマクロアセンブラ。
MPLAB ( 言語ツール名 ) for ( デバイス名 ) (MPLAB Language Tool for Device)
特定のデバイスに対応した Microchip 社の C コンパイラ、アセンブラ、リンカ。言語
ツールは、アプリケーションで使うデバイスに対応したものを選択する必要がある。
例えば PIC18 MCU 用の C コードを作成する場合、「MPLAB C Compiler for PIC18
MCU」を使う。
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MPLAB ICD
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と連携する Microchip 社のインサーキット デバッガ。
「ICE/ICD」参照。
MPLAB IDE/MPLAB X IDE
Microchip 社の統合開発環境。エディタ、プロジェクト マネージャ、シミュレータが
付属する。
MPLAB PM3
Microchip 社のデバイス プログラマ。PIC18 マイクロ コントローラと dsPIC デジタ
ルシグナル コントローラのプログラムに対応。MPLAB IDE/MPLAB X IDE と一緒に
使う事も、単体で使う事も可能。PROMATE II の後継製品。
MPLAB REAL ICE™ インサーキット エミュレータ
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と組み合わせて使う Microchip 社の次世代インサーキット
エミュレータ。「ICE/ICD」参照。
MPLAB SIM
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と組み合わせて使う Microchip 社のシミュレータで、PIC
MCU と dsPIC DSC に対応する。
MPLIBTM オブジェクト ライブラリアン
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と組み合わせて使う Microchip 社のライブラリアン。
MPLIB
ライブラリアンは、MPASMアセンブラ(mpasmまたはmpasmwin v2.0)またはMPLAB
C18 C コンパイラで作成した COFF オブジェクト モジュールに使用するオブジェク
ト ライブラリアン。
MPLINK™ オブジェクト リンカ (MPLINK Object Linker)
Microchip 社の MPASM アセンブラと C18 C コンパイラに対応したオブジェクト リン
カ。Microchip 社の MPLIB ライブラリアンと一緒に使う事も可能。MPLAB IDE/MPLAB
X IDE と一緒に使う事を前提に設計されているが必須ではない。
MRU
Most Recently Usedの略。最近使ったファイルとウィンドウの事。MPLAB IDE/MPLAB
X IDE のメインメニューで選択できる。

N
ネイティブ データサイズ (Native Data Size)
ネイティブ トレースの場合、[Watch] ウィンドウで使用する変数のサイズは選択した
デバイスのデータメモリと同じサイズ (PIC18 の場合は同じバイトサイズ、16 ビット
デバイスの場合は同じワードサイズ ) である必要がある。
入れ子の深さ (Nesting Depth)
マクロに他のマクロを含める事のできる階層の数。
ノード (Node)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE のプロジェクト コンポーネント。
非拡張モード (Non-Extended Mode) (PIC18 MCU)
コンパイラの動作モードの 1 つ。拡張命令もリテラル オフセットによるインデック
ス アドレス指定も使わない。
非リアルタイム (Non Real Time)
ブレークポイントで停止中、またはシングルステップ実行中のプロセッサ、あるいは
シミュレータ モードで動作中の MPLAB IDE/MPLAB X IDE を指す。
不揮発性ストレージ (Non-Volatile Storage)
電源を OFF にしても内容が失われないストレージ デバイス。
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NOP
No Operation の略。実行してもプログラム カウンタが進むだけで何も動作を行わな
い命令。

O
オブジェクト コード / オブジェクト ファイル (Object Code/Object File)
オブジェクト コードとは、アセンブラまたはコンパイラが生成するマシンコードの
事。オブジェクト ファイルとは、マシンコードを格納したファイル。デバッグ情報を
含む事もある。そのまま実行できるものと、他のオブジェクト ファイル ( 例 : ライブ
ラリ ) とリンクしてから完全な実行プログラムを生成する再配置可能形式のものがあ
る。
オブジェクト ファイル ディレクティブ (Object File Directives)
オブジェクト ファイル作成時にのみ使うディレクティブ。
8 進数 (Octal)
0 ～ 7 の数字のみを使う、8 を底とした記数法。一番右の桁が 1 の位、次の桁が 8 の
位、その次の桁が 82 = 64 の位を表す。
オフチップメモリ (Off-Chip Memory)
PIC18 で選択できるメモリオプション。ターゲットボードのメモリを使うか、または
全てのプログラムメモリをエミュレータから供給する。[Options]>[Development
Mode] の順にクリックして [Memory] タブでオフチップメモリを選択する。
オペコード (Opcodes)
Operational Code の略。「ニーモニック」参照。
演算子 (Operators)
定義可能な式を構成する際に使用される「+」や「-」等の記号。各演算子に割り当て
られた優先順位に基づいて式が評価される。
OTP
One Time Programmable の略。パッケージに窓のない EPROM デバイス。EPROM
を消去するには紫外線照射が必要なため、パッケージに窓のあるデバイスしか消去で
きない。

P
パスカウンタ (Pass Counter)
イベント ( 特定のアドレスの命令を実行する等 ) が発生するたびに値をデクリメント
するカウンタ。パスカウンタの値がゼロになると、イベントの条件を満たす。パスカ
ウンタはブレークロジック、トレースロジック、複合トリガダイアログの任意のシー
ケンシャル イベントに割り当てられる。
PC
パーソナル コンピュータまたはプログラム カウンタの略。
ホスト PC (PC Host)
サポートされた Windows オペレーティング システムが動作する PC。
永続データ (Persistent Data)
クリアも初期化もされないデータ。デバイスをリセットしてもアプリケーションが
データを保持できるようにするために使う。
ファントムバイト (Phantom Byte)
dsPIC アーキテクチャで、24 ビット命令ワードを 32 ビット命令ワードと見なして扱
う場合に使う未実装バイト。dsPIC の hex ファイルに見られる。
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PIC MCU (PIC MCUs)
Microchip 社の全てのマイクロ コントローラ ファミリの総称。
PICkit 2/3
Microchip 社の開発用デバイス プログラマで、Debug Express によるデバッグ機能を
備える。サポートしているデバイスの種類は、各ツールの Readme ファイル参照。
プラグイン (Plug-ins)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE では、標準コンポーネントにプラグイン モジュールを追
加する事で、各種ソフトウェアおよびハードウェア ツールに対応する。一部のプラグ
インツールは、[Tools] メニューから利用できる。
ポッド (Pod)
インサーキット エミュレータまたはデバッガの筐体。丸型の場合「パック」(Puck) と
呼ぶ事もある。あるいは「プローブ」(Probe) とも呼ぶが、
「論理プローブ」と混同せ
ぬよう注意が必要。
パワーオン リセット エミュレーション (Power-on-Reset Emulation)
データ RAM 領域にランダムな値を書き込んで、初回電源投入時の RAM の非初期化
値をシミュレートするソフトウェア ランダム化処理。
プラグマ
特定のコンパイラにとって意味を持つディレクティブ。一般に、実装で定義した情報
をコンパイラに伝達するために使う。MPLAB C30 は属性を利用してこの情報を伝達
する。
優先順位 (Precedence)
式の評価順を定義した規則。
量産プログラマ (Production Programmer)
デバイスを高速にプログラミングできるようにリソースを強化したプログラマ。各種
電圧レベルでのプログラミングに対応し、プログラミング仕様に完全に準拠してい
る。量産環境ではアプリケーション回路が組立ラインにとどまる時間をなるべく短く
する必要があるため、デバイスへの書き込み時間が特に重要である。
プロファイル (Profile)
MPLAB SIM シミュレータにおいて、実行したスティミュラスをレジスタ別に一覧表
示したもの。
Program Counter
現在実行中の命令のアドレスを格納した場所。
プログラム カウンタ ユニット (Program Counter Unit)
16 ビットアセンブラ - プログラムメモリのレイアウトを概念的に表現したもの。プロ
グラム カウンタは 1 命令ワードで 2 つインクリメントする。実行可能セクションで
は、2 プログラム カウンタユニットは 3 バイトに相当する。読み出し専用セクション
では、2 プログラム カウンタユニットは 2 バイトに相当する。
Program Memory
MPLAB IDE/MPLAB X IDE - デバイス内で命令を保存するメモリ空間。また、エミュ
レータまたはシミュレータにダウンロードしたターゲット アプリケーションの
ファームウェアを格納するメモリ空間もプログラムメモリと呼ぶ。
16 ビット アセンブラ / コンパイラ – デバイス内で命令が保存されるメモリ領域。
プロジェクト (Project)
アプリケーションのビルドに必要なファイル (ソースコードやリンカスクリプト ファ
イル等 ) 一式と、各種ビルドツールやビルドオプションとの関連付けをまとめたもの。
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プロローグ (Prologue)
コンパイラで生成したコードのうち、スタック領域の割り当て、レジスタの退避、ラ
ンタイムモデルで指定したその他のマシン固有の要件を実行するコード部分。プロ
ローグは、関数のユーザコードの前に実行する。
プロトタイプ システム (Prototype System)
ユーザのターゲット アプリケーションまたはターゲットボードの事。
Psect
GCC のセクションに相当する OCG の用語。プログラム セクション (program section)
の略語。リンカが 1 つのまとまりとして処理するコードまたはデータのブロック。
PWM 信号 (PWM Signal)
パルス幅変調 (Pulse Width Modulation) 信号。一部の PIC MCU は周辺モジュールと
して PWM を内蔵している。

Q
修飾子 (Qualifier)
パスカウンタで使ったり、複合トリガにおける次の動作前のイベントとして使ったり
するアドレスまたはアドレス範囲。

R
基数 (Radix)
アドレスを指定する際の記数法 (16 進法、10 進法 ) の底。
RAM (KB)
Random Access Memory の略。データメモリ。任意の順にメモリ内の情報にアクセ
スできる。
生データ (Raw Data)
あるセクションに関連付けられたコードまたはデータを 2 進数で表現したもの。
読み出し専用メモリ (Read Only Memory)
恒久的に保存されているデータへの高速アクセスが可能なメモリ ハードウェア。ただ
し、データの追加または変更は不可。
リアルタイム (Real Time)
インサーキット エミュレータまたはデバッガが Halt 状態から解放されると、プロセッ
サの実行はリアルタイム モードとなり、通常のチップと同じ挙動をする。リアルタイ
ム モードでは、エミュレータのリアルタイム トレースバッファが有効になり、選択
した全てのサイクルを常時キャプチャする。また、全てのブレークロジックが有効に
なる。インサーキット エミュレータまたはデバッガでは、有効なブレークポイントで
停止するか、またはユーザが実行を停止するまでプロセッサはリアルタイムで動作す
る。
シミュレータでは、ホスト CPU でシミュレート可能な最大速度でマイクロ コント
ローラの命令を実行する事をリアルタイムと呼ぶ。
再帰呼び出し (Recursive Calls)
直接または間接的に自分自身を呼び出す関数。
再帰 (Recursion)
定義した関数またはマクロがそれ自身を呼び出す事。再帰マクロを作成する際は、再
帰から抜けずに無限ループとなりやすいため注意が必要。
再入可能 (Reentrant)
1 つの関数を複数呼び出して同時に実行できる事。直接または間接再帰、あるいは割
り込み処理中の実行によって起こる事がある。
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緩和 (Relaxation)
ある命令を、機能が同じでよりサイズの小さい命令に変換する事。コードサイズを抑
えるために便利である。最新の MPLAB ASM30 には、CALL 命令を RCALL 命令に緩
和する機能がある。この変換は、現在の命令から +/-32k 命令ワード以内にあるシン
ボルを呼び出す場合に行われる。
再配置可能 (Relocatable)
アドレスがメモリの固定番地に割り当てられていないオブジェクト。
再配置可能セクション (Relocatable Section)
16 ビットアセンブラ - アドレスが固定されていない ( 絶対アドレスでない ) セクショ
ン。再配置可能セクションには、再配置と呼ばれるプロセスによって、リンカがアド
レスを割り当てる。
再配置 (Relocation)
リンカが絶対アドレスを再配置可能セクションに割り当てる事。再配置可能セクショ
ン内の全てのシンボルを新しいアドレスに更新する。
ROM
Read Only Memory の略。プログラムメモリ。メモリの内容を変更できない。
Run
エミュレータを Halt から解放するコマンド。エミュレータはアプリケーション コー
ドを実行し、I/O に対してリアルタイムに変更、応答を行う。
ランタイムモデル (Run-time Model)
ターゲット アーキテクチャのリソースの使用を記述したもの。
ランタイム ウォッチ (Runtime Watch)
アプリケーション実行中に [Watches] ウィンドウで変数の値がリアルタイムに変化す
る事。ランタイム ウォッチの設定方法は、各ツールのマニュアル参照。ランタイム
ウォッチをサポートしていないツールもある。

S
シナリオ (Scenario)
MPLAB SIM シミュレータでスティミュラス制御を具体的に設定したもの。
セクション (Section)
OCG の psect に相当する GCC の用語。リンカが 1 つのまとまりとして処理するコー
ドまたはデータのブロック。
セクション属性 (Section Attribute)
GCC のセクションの特徴を表す情報 ( 例 : access セクション )。
シーケンス ブレークポイント (Sequenced Breakpoints)
シーケンスで発生するブレークポイント。ブレークポイントのシーケンス実行はボト
ムアップ方式で行われる。つまり、シーケンスの最後のブレークポイントが最初に発
生する。
Serialized Quick Turn Programming (SQTP)
デバイス プログラマでマイクロコントローラをプログラムする際に、各デバイスに異
なるシリアル番号を書き込めるようにする機能。エントリコード、パスワード、ID 番
号等を書き込む目的で使う。
シェル (Shell)
MPASM アセンブラにおいて、マクロアセンブラへの入力を行うためのプロンプト イ
ンターフェイス。MPASM アセンブラには DOS 用シェルと Windows 用シェルの 2 種
類がある。
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シミュレータ (Simulator)
デバイスの動作をモデリングするソフトウェア プログラム。
シングルステップ (Single Step)
コードを 1 命令ずつ実行するコマンド。1 命令を実行するたびに、MPLAB IDE/MPLAB
X IDE のレジスタ ウィンドウ、ウォッチ変数、ステータス ディスプレイの表示が更
新されるため、命令実行を解析してデバッグできる。C コンパイラのソースコードも
シングルステップ実行できるが、その場合は 1 命令ずつ実行されるのではなく、高級
言語の C で記述されたコードの 1 行から生成される全てのアセンブリレベル命令がシ
ングルステップで実行される。
スキュー (Skew)
命令実行に対応する情報は、異なる複数のタイミングでプロセッサバスに現れる。例
えば、実行されるオペコードは直前の命令の実行時にフェッチとしてバスに現れる。
ソースデータのアドレスと値、並びにデスティネーション データのアドレスは、オペ
コードが実際に実行される時にバスに現れる。デスティネーション データの値は次の
命令の実行時にバスに現れる。トレースバッファは、1 インスタンスでバス上に存在
する情報をキャプチャする。従って、トレースバッファの 1 エントリには 3 つの命令
の実行情報が含まれる。1 つの命令実行で、ある情報から次の情報までにキャプチャ
されるサイクル数をスキューと呼ぶ。
スキッド (Skid)
ハードウェア ブレークポイントを使ってプロセッサを停止する場合、ブレークポイン
トからさらに 1 つ以上の命令を実行してプロセッサが停止する事がある。ブレークポ
イントの後に実行する命令の数をスキッドと呼ぶ。
ソースコード (Source Code)
プログラマ ( 人間 ) が記述したコンピュータ プログラム。プログラミング言語で記述
されたソースコードは、マシンコードに変換して実行するか、またはインタプリタで
実行される。
ソースファイル (Source File)
ソースコードを記述した ASCII テキストファイル。
特殊機能レジスタ (Special Function Registers: SFR)
I/O プロセッサ機能、I/O ステータス、タイマ等の各種モードや周辺モジュールを制御
するレジスタ専用に使うデータメモリ (RAM) 領域。
SQTP
「Serialized Quick Turn Programming」参照。
スタック、ハードウェア (Stack, Hardware)
PIC マイクロコントローラで関数呼び出しを行う時に戻りアドレスを格納する場所。
スタック、ソフトウェア (Stack, Software)
アプリケーションが戻りアドレス、関数パラメータ、ローカル変数を保存するのに使
うメモリ。このメモリはプログラムでの命令の実行時に動的に割り当てられる。これ
によって、再入可能な関数の呼び出しが可能になる。
スタック、コンパイルド (Stack, Compiled)
コンパイラが管理し割り当てるメモリの領域で、この領域内で変数に静的に空間を割
り当てる。ターゲット デバイス上にソフトウェア スタックのメカニズムを効率的に
実装できない場合、ソフトウェア スタックがコンパイルド スタックに置き換わる。
このメカニズムでは、関数は再入可能ではなくなる。
MPLAB Starter Kit for ( デバイス名 ) (MPLAB Starter Kit for Device)
特定のデバイスでの作業を開始する上で必要となるものを全てセットにした
Microchip 社のスタータキット。既製のアプリケーションの動作を確認した後で、一
部を変更してカスタム アプリケーションとしてデバッグとプログラムを行う。
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スタティック RAM (SRAM) (Static RAM、SRAM)
Static Random Access Memory の略。ターゲットボード上の読み書き可能なプログラ
ムメモリ。頻繁に書き換える必要のないプログラムを書き込む。
ステータスバー (Status Bar)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE ウィンドウの一番下にあるバーで、カーソル位置、開発
モードとデバイス、アクティブなツールバー等に関する情報が表示される。
Step Into
Single Step と同じコマンド。Step Over とは異なり、Step Into では CALL 命令が呼び
出すサブルーチン内もステップ実行する。
Step Over
Step Over を実行すると、サブルーチン内をステップ実行せずにコードをデバッグで
きる。Step Over では、CALL 命令があると CALL の次の命令にブレークポイントが設
定される。何らかの理由により、サブルーチンが無限ループになる等、正しくリター
ンしない場合、次のブレークポイントには到達しない。CALL 命令の処理以外は、Step
Over コマンドと Single Step コマンドは同じ。
Step Out
現在ステップ実行中のサブルーチンから抜け出すためのコマンド。このコマンドを実
行すると、サブルーチンの残りのコードを全て実行し、サブルーチンのリターンアド
レスで実行が停止する。
スティミュラス (Stimulus)
シミュレータへの入力。すなわち、外部信号に対する応答をシミュレートするために
生成されるデータ。通常、テキストファイルにアクションのリストとしてこのデータ
を記述する。スティミュラスの種類には、非同期、同期 ( ピン )、クロック動作、レ
ジスタがある。
ストップウォッチ (Stopwatch)
実行サイクルを測定するためのカウンタ。
記憶域クラス (Storage Class)
指定されたオブジェクトを格納する記憶場所の持続期間を決定する。
記憶域修飾子 (Storage Qualifier)
宣言されるオブジェクトの特別な属性を示す ( 例 : const)。
記号
プログラムを構成する各種の要素を記述する汎用のメカニズム。関数名、変数名、セ
クション名、ファイル名、struct/enum/union タグ名等がある。MPLAB IDE/MPLAB X
IDE では、主に変数名、関数名、アセンブリラベルをシンボルと呼ぶ。リンク実行後
は、シンボルの値はメモリ内の値となる。
絶対シンボル (Symbol, Absolute)
アセンブリの .equ ディレクティブによる定義等、即値を表す。
システム ウィンドウ コントロール (System Window Control)
ウィンドウと一部のダイアログの左上隅にあるコントロール。通常、このコントロー
ルをクリックすると、[ 最小化 ]、[ 最大化 ]、[ 閉じる ] 等のメニュー項目がポップアッ
プ表示される。
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T
ターゲット (Target)
ユーザ ハードウェアの事。
ターゲット アプリケーション (Target Application)
ターゲットボードに読み込んだソフトウェア。
ターゲットボード (Target Board)
ターゲット アプリケーションを構成する回路とプログラマブルなデバイス。
ターゲット プロセッサ (Target Processor)
ターゲット アプリケーション ボードで使われているマイクロコントローラ デバイ
ス。
テンプレート (Template)
後でファイルに挿入するために作成するテキスト行。MPLAB エディタでは、テンプ
レートはテンプレート ファイルに保存する。
ツールバー (Tool Bar)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE の機能を実行するためのボタン ( アイコン ) を縦または横
に並べたもの。
トレース (Trace)
プログラム実行のログを記録するエミュレータまたはシミュレータの機能。エミュ
レ ー タ は プ ロ グ ラ ム 実 行 の ロ グ を ト レ ー ス バ ッ フ ァ に 記 録 し、こ れ を MPLAB
IDE/MPLAB X IDE のトレース ウィンドウにアップロードする。
トレースメモリ (Trace Memory)
エミュレータに内蔵されたトレース用のメモリ。トレースバッファとも呼ばれる。
トレースマクロ (Trace Macro)
エミュレータ データからのトレース情報を提供するマクロ。これはソフトウェア ト
レースのため、トレースを利用するには、マクロをコードに追加し、コードを再コン
パイルまたは再アセンブルし、ターゲット デバイスにこのコードをプログラムする必
要がある。
トリガ出力 (Trigger Output)
任意のアドレスまたはアドレス範囲で生成でき、トレースとブレークポイントの設定
から独立したエミュレータ出力信号の事。トリガ出力ポイントはいくつでも設定でき
る。
トライグラフ (Trigraphs)
「??」で始まる 3 文字のシーケンス。ISO C で定義されており、1 つの文字に置換される。

U
未割り当てセクション (Unassigned Section)
リンカのコマンドファイルで特定のターゲット メモリブロックに割り当てられてい
ないセクション。リンカは、未割り当てセクションを割り当てるターゲット メモリブ
ロックを検出する必要がある。
非初期化データ (Uninitialized Data)
初期値なしで定義されたデータ。C では、
int myVar;
は、非初期化済みデータセクションに格納される変数を定義する。
アップロード (Upload)
エミュレータやプログラマ等のツールからホスト PC へ、またはターゲットボードか
らエミュレータへデータを転送する事。
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用語集
USB
Universal Serial Bus の略。2 本のシリアル伝送線で PC と外部周辺機器の通信を行う
外部周辺インターフェイス規格。USB 1.0/1.1 は最大 12 Mbps のデータレートをサ
ポートしている。USB 2.0 ( ハイスピード USB) は最大 480 Mbps のデータレートを
サポートしている。

V
ベクタ (Vector)
リセットまたは割り込みが発生した時にアプリケーションのジャンプ先となるメモ
リ番地。
Volatile
メモリ内の変数へのアクセス方法に影響を与えるコンパイラの最適化を抑制する変
数修飾子。

W
警告 (Warning)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE - デバイス、ソフトウェア ファイル、装置に物理的な損傷
を与える可能性のある状況で、ユーザに注意を促すために表示されるメッセージ。
16 ビットアセンブラ / コンパイラ - 問題となる可能性のある状態を警告として報告す
るが、処理は停止されない。MPLAB C30 の警告メッセージではソースファイル名と
行番号が報告されるが、エラーメッセージと区別するために「warning:」の文字列
も付加される。
ウォッチ変数 (Watch Variable)
デバッグ セッション中に [Watches] ウィンドウで観察できる変数。
[Watches] ウィンドウ (Watch Window)
ウォッチ変数の一覧が表示され、ブレークポイントで毎回表示が更新されるウィンド
ウ。
ウォッチドッグ タイマ (WDT)
PIC マイクロコントローラに内蔵されたタイマの 1 つで、ユーザが設定した期間が経
過するとプロセッサをリセットする。WDT の有効化または無効化、設定はコンフィ
グレーション ビットで行う。
ワークブック (Workbook)
MPLAB SIM シミュレータにおいて、SCL スティミュラスの生成に関する設定を保存
したもの。
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.const...................................................................... 227
.data ............................................................... 155, 259
.s .............................................................................. 72
.text ................................................ 102, 203, 206, 259
#define ................................................................... 117
#ident ..................................................................... 122
#if ........................................................................... 109
#include .......................................................... 117, 118
#include ディレクティブ ......................................... 92
#line........................................................................ 119
#pragma ................................................. 107, 247, 259
#TOIN#..................................................................... 92
数字
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16 進定数
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2 進定数
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