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AN89610は、PSoC 4および PSoC 5LPの Arm Cortex CPU用に Cおよびアセンブラコードを最適化する方法を示し

ます。CPUパフォーマンスを改善し、PSoCメモリアーキテクチャを効果的に使用するためのコーディング技術が存

在し、効率の向上と消費電力の削減につながります。このアプリケーションノートでは、PSoC Creator がサポート

する gccと Keilマイクロコントローラ開発キット (MDK) Cコンパイラの両方について説明します。 
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1 はじめに 

PSoC 4および PSoC 5LPデバイスの Arm Cortex CPUは、非常に効率的な方法で Cコードを実装するように設計さ

れています。したがって、ほとんどの場合、PSoC 4または PSoC 5LPの Cプログラミングを行うために特別な知識

は必要ありません。このアプリケーションノートは、より高度で固有の問題を解決するのに役立ちます。 

▪ アプリケーションを少量のフラッシュまたは SRAMに適合させる 

▪ 時間に制約のあるアプリケーション、つまりコードの速度と効率を最大化します 

これらのタイプの問題を解決するために、いくつかの方法が提供されます。 

このアプリケーションノートは、C 言語で組込みアプリケーションをプログラミングする方法を理解していることを

前提としています。Gcc (GNU Compiler Collection) または Keil MDK (Microcontroller Development Kit) Cコンパイラ

の知識がある程度必要です。CPUで使用される Thumb-2アセンブリ言語の知識も役立ちます。 

また、PSoC 3、PSoC 4、および PSoC 5LPの統合開発環境である PSoC Creatorの使用方法を知っている必要があ

ります。PSoC 4 または PSoC 5LP が初めての場合は、AN79953-Getting Started with PSoC 4 および AN77759-

Getting Started with PSoC 5LPに導入を確認できます。PSoC Creatorを初めて使用する場合は、PSoC Creatorのホ

ームページを参照してください。 

Note: 多くの例では、Cortex アセンブリ言語である Thumb-2 のコードを示しますが、このアプリケーションノート

は、この言語のチュートリアルを意図したものではありません。Thumb-2 アセンブラの詳細とチュートリアルにつ

いては、Arm Cortexのドキュメントを参照してください。 

PSoC 3の 8051 CPUの Cコードの最適化については、AN60630、PSoC 3 8051コードおよびメモリ最適化を参照し

てください。 

2 PSoC 4および PSoC 5LPアーキテクチャ 

このアプリケーションノートで説明されている方法を効果的に使用するには、それらが基づいているレジスタとアド

レスのアーキテクチャを理解することが重要です。ここでは、これらのアーキテクチャについて説明します。 

2.1 レジスタセット 

Cortex レジスタセットと命令セットは、非常に効率的な C コードを実装するための基盤です。図 1 に示すように、

PSoC 4 Cortex-M0と PSoC 5LP Cortex-M3レジスタは非常に似ています。PSoC 4100PS / PSoC 4000S / 4100Sデ

バイスの Cortex-M0+レジスタは、以下の Cortex-M0 レジスタに類似していることに注意してください。詳細につい

ては、Cortex-M0+テクニカルリファレンスマニュアルの「Processor core registers summary」章を参照してくださ

い。 

  

http://www.cypress.com/
https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an79953-getting-started-psoc-4
http://www.cypress.com/?rID=60890&source=an89610
http://www.cypress.com/?rID=60890&source=an89610
http://www.cypress.com/?id=2494&source=an89610
http://www.cypress.com/?id=2494&source=an89610
http://www.cypress.com/index.cfm?rID=40986&source=an89610
https://developer.arm.com/documentation/ddi0484/c/DDI0484C_cortex_m0p_r0p1_trm.pdf
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図 1. Cortex CPUアーキテクチャ 

PSoC 4の Cortex-M0 

 

PSoC 5LPの Cortex-M3 

 

 

すべてのレジスタは 32 ビットです。12 個の汎用レジスタがあります (下位レジスタ R0〜R7 は、命令セットでより

広範なサポートを備えています)。特殊レジスタには次のものがあります。 

▪ リアルタイムオペレーティングシステム (RTOS) のより効率的な実装のためのデュアルスタックポインタ (R13) 

▪ 関数呼び出しから高速に戻るためのリンクレジスタ (R14) 

▪ プログラムカウンタ (R15) 

▪ プログラムステータスレジスタ (PSR) には、ゼロやキャリーフラグなどの命令結果が含まれる 

▪ 割込みマスクレジスタ (Cortex-M0) / 例外マスクレジスタ (Cortex-M3) 

▪ 制御レジスタ 

PSoC 5LP Cortex-M3 には、スタック管理、および PSR、割込み、および制御レジスタに多くの機能があります。

Cortex-M3には、除算 (UDIV、SDIV)、乗算と累算 (MLA、MLS)、サチュレーション (USAT、SSAT)、ビットフィー

ルド命令など、より広範な命令セットもあります。これらの命令を利用する方法については、特殊機能命令を参照し

てください。 

http://www.cypress.com/
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2.2 アドレスマップ 

図 2に示すように、Cortex-M0/M0+と Cortex-M3は非常によく似たアドレスマップです。 

図 2. Cortexアドレスマップ 

 

アドレス空間は 4Gバイト (32ビットアドレッシング) で、図 2に示すアクセス領域に分割されます。CPUは、コー

ド、SRAM、および外部 RAM 領域で命令を実行できます。これらの領域のいずれかにコードまたはデータを配置で

きます。CPUには、命令の並列フェッチと実行を可能にする 3命令パイプラインがあります。 

PSoC 5LP Cortex-M3にはビットバンド機能があり、エイリアス領域でアドレスにアクセスすると、対応するビット

バンド領域でビットレベルのアクセスが行われます。これにより、領域の最下部の 1M バイトのシングルビットをす

ばやく設定、クリア、またはテストできます。詳細については、Cortex-M3ビットバンドを参照してください。 

Cortex CPUは 4Gバイトのアドレス空間にアクセスできますが、PSoCデバイス内では、これらのアドレスのごく一

部のみが PSoC メモリまたはレジスタにアクセスします。以下は、Cortex アドレス空間のどこに PSoC メモリとレ

ジスタが配置されているかの概要です。詳細については、デバイスのデータシートまたはテクニカルリファレンスマ

ニュアル (TRM) のメモリマップを参照してください。 

Cortex-M3のみのビットバンド機能。 

詳細については、Cortex-M3ビットバンドを

ご参照願います。 

http://www.cypress.com/
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2.2.1  PSoC 4 アドレスマップ  

図 3 は、単一の Cortex-M0/M0+バスであるシステムバスを使用して、アドレスマップのほとんどの領域にアクセス

していることを示します。   

図 3. PSoC 4アドレスマップ 

Cortex-M0/M0+ 

Core

Code Region

0x0000 0000

0x1FFF FFFF

SRAM Region

0x2000 0000

0x3FFF FFFF

Peripheral

Region

0x4000 0000

0x5FFF FFFF

External

RAM Region

0x6000 0000

0x9FFF FFFF

External

Device

Region

0xA000 0000

0xDFFF FFFF

System Region

0xE000 0000

0xFFFF FFFF

System Bus

Up to 32 KB flash

Up to 4 KB SRAM

0x0000 0000

0x0000 7FFF

0x2000 0000

0x2000 0FFF

PSoC 4 Registers

See TRM for specific register addresses

Cortex-M0/M0+ Addresses

PSoC 4 Memory and

Register Addresses

 

PSoC 4のメモリとレジスタは以下のようにアドレス指定されています。 

▪ フラッシュは、Cortexコード領域のアドレス 0から始まります。フラッシュブロックには、読み取りアクセラレ

ータが含まれます。詳細については、デバイスのデータシートを参照してください。 

▪ SRAMは、Cortex SRAM領域のアドレス 0x20000000から始まります。 

▪ レジスタは、Cortex Peripheral領域の 0x40000000からアドレス指定されます。特定のレジスタドレスについて

は、テクニカルリファレンスマニュアル (TRM) を参照してください。 

すべてのメモリアクセスは 32ビットです。 

コードは SRAMに配置できます。詳細については、コードと変数の配置を参照してください。 

Note: PSoC 4 にはバスが 1 つしかないため、コード実行とデータアクセスの速度と効率は、それらの領域を占有す

るメモリの速度にのみ依存します。通常、SRAM はフラッシュより高速です。ただし、Cortex 命令パイプラインと

フラッシュ読み出しアクセラレータの組合せにより、コード領域へのアクセスが SRAM 領域へのアクセスとほぼ同

じ速度になります。SRAM からコードを実行することは可能ですが、パフォーマンスの大幅な向上は必ずしも実現

されない場合があります。 

http://www.cypress.com/
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2.2.2  PSoC 5LP アドレスマップ  

図 4に示すように、PSoC 5LP / Cortex-M3アーキテクチャは、PSoC 4よりも複雑で、多くの機能を備えています。

Cortex-M3には、1つではなく 3つのバスがあります。 

▪ I (命令) バスおよび D (データ) バス：コード領域からの命令の読み出しおよびデータへのアクセス用.PSoC 5LP

では、Iおよび Dバスは、コード領域にアクセスするための単一の C (コード) バスに多重化されています。 

▪ S (システム) バス：他の領域からの命令の読み出しとデータへのアクセス用 

Cバスと Sバスが分離されているため、Cortex-M3はコード領域と他の領域の同時並列アクセスを実行して、より効

率的な操作を行うことができます。 

図 4. PSoC 5LPアドレスマップ 

Cortex-M3 

Core

Code Region

0x0000 0000

0x1FFF FFFF

SRAM Region

0x2000 0000

0x3FFF FFFF

Peripherals

Region

0x4000 0000

0x5FFF FFFF

External

Ram Region

0x6000 0000

0x9FFF FFFF

External

Device

Region

0xA000 0000

0xDFFF FFFF

System Region

0xE000 0000

0xFFFF FFFF

I Bus

D Bus

C Bus

S Bus

Up to 256 KB flash

Up to 64 KB SRAM

Bit band alias region

0x0000 0000

0x0003 FFFF

0x1FFF 8000

0x2000 7FFF

0x2200 0000

EMIF

0x6000 0000

0x60FF FFFF

Cortex-M3 Addresses

PSoC 5LP Registers

See TRM for specific register addresses

PSoC 5LP Memory and

Register Addresses

 

PSoC 5LPのメモリとレジスタは次のようにアドレス指定されています。 

▪ PSoC 5LPフラッシュは、Cortexコード領域のアドレス 0から始まります。フラッシュキャッシュが含まれてい

ます。詳細については、PSoC 5LPデバイスのデータシートを参照してください。 

▪ PSoC 5LP SRAM は論理的に半分に分割され、アドレス 0x20000000 を中心とします。たとえば、64 KB の

SRAM を備えたデバイスでは、SRAM の半分である 32 KB が 0x20000000 未満でアドレス指定され、残りの半

分が 0x20000000 を超えてアドレス指定されます。したがって、SRAM アドレスの範囲は 0x1FFF8000〜

0x20007FFFです。32 KB SRAMのデバイスのアドレスは、0x1FFFC000〜0x20003FFFの範囲です。 

コード SRAMと呼ばれる SRAMの下半分は、Cortexコード領域にあります。上位 SRAMと呼ばれる上半分は、

Cortex SRAM領域にあります。図 4に示すように、2つの半分は異なるバスでアクセスされます。SRAMの半分

をコード領域に配置すると、コードとデータを配置して、アクセスを高速化できます。詳細については、コード

と変数の配置を参照してください。 

Note: PSoC 5LP内では、SRAMアクセスは通常フラッシュアクセスよりも高速ですが、Cortex命令パイプラインと

フラッシュキャッシュの組合せにより、フラッシュアクセスは SRAM アクセスとほぼ同じ速度になります。コード

SRAM または上位 SRAM からコードを実行することは可能ですが、パフォーマンスの大幅な向上は必ずしも実現さ

れない場合があります。 

上部 SRAMのみが Cortex-M3ビットバンド領域にあることに注意してください。 

http://www.cypress.com/
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▪ PSoC 5LPレジスタは、Cortexペリフェラル領域の 0x40000000からアドレス指定されます。特定のレジスタア

ドレスについては、PSoC 5LPテクニカルリファレンスマニュアル (TRM) を参照してください。 

▪ PSoC 5LP外部メモリインターフェース (EMIF) アドレスは、Cortex外部 RAM領域の 0x60000000から始まりま

す。PSoC 5LP EMIF の詳細については、デバイスデータシート、TRM、または EMIF コンポーネントデータシ

ートを参照してください。 

8ビットまたは 16ビットに設定できる EMIFを除いて、すべてのメモリアクセスは 32ビットです。 

PSoC 5LP には、ダイレクトメモリアクセス (DMA) コントローラも含まれています。バスアービトレーション技術

を使用して、デュアルバスマスターとして CPU と帯域幅を共有します。詳細については、AN52705、PSoC 3 およ

び PSoC 5LP - DMA入門を参照してください。このアプリケーションノートの DMAアドレスも参照してください。 

2.3 割込み 

両方の Cortex CPUは、迅速かつ確定的な割込み処理のための高度なサポートを提供します。詳細については、デバ

イスデータシートまたは TRM、PSoC Creator割込みコンポーネントデータシート、または AN54460 - PSoCおよび

PSoC 5LPの割込み / AN90799 - PSoC 4 Interruptsを参照してください。 

3 コンパイラの一般的なトピック 

gcc コンパイラと MDK コンパイラの詳細な調査を開始する前に、いくつかの一般的なコンパイラトピックについて

検討します。 

Note: このアプリケーションノートに示されているすべての C コード例は、PSoC Creator 3.0 がサポートする C コ

ンパイラ、gcc 4.7.3および Keil Microcontroller Development Kit (MDK) バージョン 5.03で使用するように設計され

ています。gcc 4.7.3コンパイラは、PSoC Creatorインストールに無料で含まれます。MDKを購入する必要がありま

すが、オブジェクトサイズが制限された評価版である MDK-Lite は、Keil から無料で入手できます。特に明記されて

いない限り、コンパイラの最適化はオフになっています (PSoC Creatorのデフォルト)。 

このアプリケーションノートの Cサンプルコードはすべて、コンパイラ固有の拡張機能を除いて、ANSI標準 Cを使

用しています。 

3.1 コンパイラの定義済みマクロ 

できるだけ多くの異なるコンパイラ間で直接移植できる C コードを記述することを推奨します。ただし、これが不

可能な場合があり、複数のコンパイラで使用するには、同じコードの複数のバージョンを記述する必要があります。

これを行う必要がある場合は、ほとんどのコンパイラで提供されている事前定義マクロを使用して、使用されてい

るコンパイラを識別できます。これにより、使用しているコンパイラのコードのみをコンパイルできます。次に例を

示します。 

#if defined(MY_COMPILER_MACRO) 

  /* put your compiler-unique code here */ 

#endif 

この手法を PSoC Creator プロジェクトに適用するには、それぞれ gcc および MDK コンパイラに含まれている以下

のマクロを使用します。MDKの場合、__ ARMCC_VERSIONが定義されているかどうかを確認しているだけであり、

そのコンパイラが使用されていることを示しています。必ずしも実際の値、つまりコンパイラのバージョンを気にす

る必要はありません。 

#if defined(__GNUC__) 

  /* put your gcc unique code here */ 

#elif defined(__ARMCC_VERSION) 

  /* put your MDK unique code here */ 

#endif  

  

http://www.cypress.com/
https://www.cypress.com/documentation/component-datasheets/external-memory-interface-emif
https://www.cypress.com/documentation/component-datasheets/external-memory-interface-emif
https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an52705-psoc-3-and-psoc-5lp-getting-started-dma
https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an52705-psoc-3-and-psoc-5lp-getting-started-dma
https://www.cypress.com/interrupt
https://www.cypress.com/file/44246/download
https://www.cypress.com/file/44246/download
https://www.cypress.com/file/127121/download
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3.2 コンパイラ出力の表示 

さまざまな条件下でのコンパイラの動作を理解す

るには、出力アセンブラコードを確認する必要が

あります。PSoC Creator でこれを行うには 2 つ

の方法があります。 

1. コンパイルされた C ファイル (filename.lst) 

に対応するリストファイルを開きます。  

2. に示します。 

デフォルトの PSoC Creator プロジェクトビ

ルド設定は、リストファイルを作成すること

で す 。  メ ニ ュ ー 項 目 Project > Build 

Settings > Compiler > General を参照してく

ださい。 

3. デバッガ  (menu item Debug > Windows > 

Disassembly) の逆アセンブリウィンドウを

使用します。そのウィンドウを右クリックす

ると、ソースとアセンブラが混在するオプ 

ションが表示されます。 

もちろん、この方法には、デバッガを使用す

る前に、動作するターゲットハードウェアと、

正しくビルドする PSoC Creator プロジェク

トが必要であるという欠点があります。 

Note: MDK の無料評価版である MDK-Lite で

は、.lst ファイルにアセンブラが含まれていない

ため、出力アセンブラコードを表示するには、方

法 2を使用する必要があります。  

図 5. ファイルの一覧表示 

  

3.3 コンパイラの最適化 

最適化オプションをオンにすると、コンパイラは、コンパイル時間とプログラムをデバッグする機能を犠牲にして、

Cコードのパフォーマンスやサイズを改善しようとします。 

PSoC Creatorを使用すると、Project > Build Settings > Compiler > Optimization の下でプロジェクト全体のコンパイ

ラ最適化を設定できます。PSoC Creator が gcc と MDK の両方に対して提供する最適化は、「速度」または「サイ

ズ」です。(これは、Keil 8051コンパイラに提供される 11レベルの最適化とは異なります。) 

ビルド設定ダイアログで選択した最適化オプションは、プロジェクト内のすべてのCファイルに適用されます。個々

の C ファイルに最適化を適用することもできます。ワークスペースエクスプローラーウィンドウでファイルを右ク

リックし、[Build Settings]を選択します。gcc では、特定の関数属性を使用する場合を除いて、個々の関数に最適化

レベルを設定できません。MDK では、＃pragma を使用して、個々の関数の最適化を設定できます。詳細について

は、Cのドキュメントを参照してください。 

C コードを最適化してコンパイルした後、アセンブラの出力を注意深く確認し、それが期待どおりに動作しているこ

とを確認することを強く推奨します。デバッガでアセンブラコードをステップ実行することも役立つ場合があります。

1つのベストプラクティスは、最適化なしで Cコードを機能させることです。その後、最適化を使用して再構築し、

テストを繰り返します。これは、PSoC Creator プロジェクトのビルド設定でデバッグおよびリリース構成を使用し

て行うことができます。  

さまざまな最適化オプションの具体的な例については、Appendix Aを参照してください。 

3.4 属性 

gcc と MDK の両方でサポートされている C 言語の拡張機能は、関数、変数、および構造体型に属性を適用すること

です。属性は、たとえば、以下を制御するために使用できます。 

▪ 特定の機能の最適化 

http://www.cypress.com/
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▪ 構造体がメモリを占有する方法 (パックおよびアンパックの構造体を参照してください) 

▪ メモリ内の関数と変数の場所 (コードと変数の配置を参照してください) 

構文は (「属性」の前後に 2つの下線文字) です。 

__attribute__((< attribute-list>)) 

特定の属性については、このアプリケーションノートの後続のセクションで詳しく説明します。詳細については、C

のドキュメントを参照してください。 

4 変数へのアクセス 

コンパイラの出力を確認するとき、最初に調べる領域の 1 つは、変数 (および配列と構造体) の読み出しと書き込み

の方法です。アセンブリ言語の出力では、gcc コンパイラと MDK コンパイラの両方が、以下にアクセスするための

特定の手法を実装しています。 

▪ グローバル変数と静的変数 

▪ 自動 (ローカル) 変数 

▪ 関数の引数と関数の結果 

これらのそれぞれがどのように行われるかを見てみましょう。 

4.1 グローバル変数と静的変数 

両方の Cortex CPU で使用される Thumb-2 アセンブリ言語は、通常、32 ビットの即値をレジスタにロードすること

をサポートしていません。 (例外があります。たとえば、小さな即値をロードして符号拡張することができます。) 

これにより、グローバル変数または静的変数のアドレスをロードしたり、一般にアドレスをロードしたりすることが

難しくなります。表 1に、この問題を処理する 2つの方法を示します。以下の Cコードの例を示します。 

/* loading a global variable */ 

uint32 myVar; 

. . . 

myVar = 7; 

表 1. CPUレジスタにアドレスをロードする方法の例 

方法 1：2つの 16ビット直接ロード 方法 2：PC相対ロード 

; rx = address of myVar 

; load the lower and upper halves of the 

; address 

movw  rx, #<LS word> ; 32-bit instruction 

movt  rx, #<MS word> ; 32-bit instruction 

. . . 

movs  ry, #7  

str   ry, [rx, #0] ; myVar = 7 

; rx = address of myVar 

; load the value stored in flash, below 

ldr   rx, [pc, #<offset>] ; 16-bit instruction 

. . . 

movs  ry, #7  

str   ry, [rx, #0] ; myVar = 7 

. . . 

; address value stored after the end of 

; the function 

.word  <address of myVar> ; 32-bit value 

 

一般的に、方法 2はサイズが制限されたアプリケーションに適しています。これは、使用するバイト数が 2つ少ない

ためです (1 つの 16 ビットワード)。ただし、方法 1 は、Cortex の命令パイプラインが原因で、より高速に実行され

る可能性があります。PSoC の場合、命令の実行速度はフラッシュキャッシュ (PSoC 5LP) またはアクセラレータ 

(PSoC 4) にも依存するため、必ずしも確定的ではないことに注意してください。詳細については、メモリマップを

参照してください。 

異なるコンパイラ最適化は、これら 2 つの方法のどちらかを実装します。詳細な例については、Appendix A を参照

してください。 

グローバル変数の使用を最小限に抑えることがコーディングのベストプラクティスです。PSoC Cortex CPU でこれ

を行うと、メモリおよび PSoCレジスタアドレスのロードを減らすことにより、コードサイズを減らすように動作す

る場合があります。 

http://www.cypress.com/
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4.2 自動変数 

C では、自動変数は関数内 (ローカル) で定義される変数です。表 2 に示すように、関数のサイズと複雑さ、および

コンパイラ最適化設定に応じて、自動変数が CPUレジスタに割り当てられるか、またはスタックに保存されます。 

表 2.自動変数を使用する方法の例 

Cコード アセンブラコード 

void MyFunc(void) 

{ 

  uint8 i = 3; 

  uint8 j = 10; 

  . . . 

} 

; use rx as i, do NOT save it on the stack 

movs  rx, #3  ; initialize i 

 

; store j on the stack; use ry to temporarily 

; hold the initial value  

movs  ry, #10             ; initialize j 

strb  ry, [sp, #<offset>] ; on the stack 

 
サイズと速度の両方の最適化により、自動変数のスタック使用量が減少する傾向があります。例については、

Appendix Aを参照してください。 

4.3 関数の引数と結果 

Procedure Call Standard for Arm Architectureは、引数を関数に渡すためにレジスタ R0〜R3を割り当て、関数の結

果を渡すために R0を割り当てます。引数の数が 4より大きい場合、最初の 4つの引数はレジスタに入れられ、残り

はスタックにプッシュされます。 

関数内では、引数はそれぞれのレジスタで維持されるか、他のレジスタに転送されるか、スタックに保存されます。

関数の自動変数もスタックに格納される場合があるため (表 2)、スタックの管理が複雑になる可能性があります。こ

の複雑さを処理するために、表 3の例に示すように、プロローグとエピローグとして知られる 2つの命令シーケンス

をコンパイル済み関数に含めることができます。 

表 3. Prologおよび Epilog命令を含む関数の例 

Cコード アセンブラコード 

/* Function with 6 arguments and a return 

   value */ 

uint32 MyFunc(uint32 a, uint32 b, uint32 c, 

              uint32 d, uint32 e, uint32 f) 

{ 

    return a + b + c + d + e + f; 

} 

; function prolog 

push  {r7}          ; make room on the stack  

sub   sp, sp, #20   ; for the arguments 

add   r7, sp, #0    ; use r7 as a base pointer 

str   r0, [r7, #12] ; save the arguments 

str   r1, [r7, #8]  ; on the stack 

str   r2, [r7, #4] 

str   r3, [r7, #0] 

 

; function body 

ldr   r2, [r7, #12] ; build the sum 

ldr   r3, [r7, #8]  ; in r2 and r3 

adds  r2, r2, r3 

ldr   r3, [r7, #4] 

adds  r2, r2, r3 

ldr   r3, [r7, #0] 

adds  r2, r2, r3 

ldr   r3, [r7, #24] ; argument e 

adds  r2, r2, r3 

ldr   r3, [r7, #28] ; argument f 

adds  r3, r2, r3 

mov   r0, r3        ; return value in r0 

 

; function epilog 

add   r7, r7, #20   ; restore stack and r7 

mov   sp, r7 

pop   {r7} 

bx   lr             ; return 

 

コードサイズを最小化し、速度を最大化するには、関数の引数の数を 4に制限する必要があります。 

http://www.cypress.com/
https://developer.arm.com/documentation/ihi0042/e/
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関数のサイズと複雑さに応じて、サイズの最適化は関数のプロローグとエピローグのコードを削減しようとします。

例については、Appendix Aを参照してください。 

4.4 LDRおよび STR命令 

これらの命令は、メモリおよび PSoCレジスタの読み出しおよび書き込みに使用されます。それらは非常に強力で、

多くの柔軟なオプションを提供します。命令のバリアントは、バイトおよびハーフワード (16 ビット) アクセス、ゼ

ロおよび符号拡張、および即値とレジスタオフセットをサポートします。表 4に示すように、オフセットオプション

は、ポインターオフセットの処理や、配列や構造体のメンバーへのアクセスに特に役立ちます。 

表 4. LDRおよび STR命令の使用例 

Cコード アセンブラコード 

/* loading an array member */ 

uint8 myArray[100]; 

. . . 

myArray[6] = 7; 

ldr   rx, [pc, #<offset>] ; rx = address of myArray 

 

movs  ry, #7  

strb  ry, [rx, #6] 

uint8 myArray[100]; 

. . . 

uint8 i; 

. . . 

myArray[i] = 7; 

ldr   rx, [pc, #<offset>] ; rx = address of myArray 

 

ldrb  ry, [sp, #<offset>] ; ry = i (automatic 

variable) 

movs  rz, #7  

strb  rz, [rx, ry] 

 
LDR および STR 命令は常にレジスタ相対であるため、LDR または STR 命令の前に、ターゲットアドレスをレジス

タにロードする別の命令が常に存在することに注意してください。表 1を参照してください。これらの命令のバリエ

ーションとオプションは、Cortex-M0 (PSoC 4) と Cortex-M3 (PSoC 5LP) では異なります。詳細については、Arm 

Cortexのドキュメントを参照してください。 

5 Cとアセンブラコードの混合 

コードをより短く、より速く、より効率的にする最も効果的な方法の 1つは、アセンブラでコードを記述することで

す。アセンブラを使用すると、CPU でサポートされているが C コンパイラでは使用されていない特殊関数命令を利

用できる場合もあります。特殊機能命令を参照してください。ただし、アセンブラでのコーディングは、最小のアプ

リケーションを除くすべてにとって困難な作業であり、いったんコードを作成すると、保守や他のコンパイラや

CPU への移植が容易ではありません。そのため、ほとんどのコードは C で記述されており、アセンブラを使用して

も、いくつかの重要な機能にのみ使用されます。 

アセンブラのもう 1つの問題は、共存させる必要のあるCファイルとは別に、独自のファイルに書き込む必要がある

ことです。これにより、コードの統合と保守が困難になる可能性があります。 

これらの問題の両方の解決策は、インラインアセンブラと呼ばれる C 言語の拡張機能です。インラインアセンブラ

では、アセンブラコードを C ファイルに直接配置でき、別の C ステートメントとして扱われます。これにより、効

率を上げるために必要な場所でのみアセンブラを使用できるようになり、C とアセンブラを簡単に組み合わせること

ができます。gcc コンパイラと MDK コンパイラはどちらもインラインアセンブラをサポートしています。さらに、

MDK は組込みアセンブラと呼ばれる同様の機能をサポートしています。この機能では、関数は完全にアセンブラで

記述されますが、Cファイルに含まれます。 

ここでは、gcc コンパイラと MDK コンパイラの両方で、C コードとアセンブラコードを組み合わせて使用する方法

を示します。ここで説明する方法を効果的に使用するには、それらが基づいているレジスタキテクチャを理解するこ

とが重要です。詳細については、CPUレジスタキテクチャを参照してください。 

Note: 次の例は、Cortex-M3 のアセンブラを示します。Cortex-M0/M0+は、Cortex-M3 命令のより限定されたサブセ

ットを使用します。詳細については、Arm Cortexのドキュメントを参照してください。 

Note: ほとんどのアセンブラ命令は、Cortex レジスタに作用します  (レジスタセットを参照)。Procedure Call 

Standard for Arm Architecture では、これらのレジスタの一部を関数で保持する必要があります。必要に応じて、

PUSHおよび POP命令を使用して、レジスタをスタックに保存および復元します。 

http://www.cypress.com/
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5.1 構文 

インラインアセンブラの gccの構文は次のとおり

です。 

asm("assembler instruction"); 

Cコードに 1行のアセンブラコードを追加します。

たとえば、以下は R0 レジスタをインクリメント

します。 

asm("ADD  r0, r0, #1") 

; /* R0 = R0 + 1 */ 

複数行インラインアセンブラの構文は次のとおり

です。 

asm("line 1\n" 

    "line 2\n" 

    "line 3\n" 

    . . . 

    "line n"); 

例えば: 

/* R0 = R0 + 1; R1 = R0 */ 

asm("ADD  r0, r0, #1\n" 

    "MOV  r1, r0"); 

Note: キーワード__asm__を asm;の代わりに使

用できます。詳細については、C ドキュメントを

参照してください。 

Note: キーワードvolatileを追加して、ステー

トメントがコンパイラによって最適化されないよ

うにできます。 

asm volatile(" ... "); 

インラインアセンブラの MDK の構文は、「asm」の前に

2 つのアンダースコア文字が続くことを除いて、gcc の構

文と同じです。 

__asm("assembler instruction"); 

 

__asm("line 1\n" 

      "line 2\n" 

      "line 3\n" 

      . . . 

      "line n"); 

MDK組込みアセンブラの構文は次のとおりです。 

__asm return-type 

function-name(argument-list) 

{ 

  /* This is a C comment */ 

  instruction  ; assembler comment 

  ...  

  instruction 

} 

例えば: 

__asm int DoSum(int x, int y) 

{ 

  ADD r0, r0, r1 

  BX  lr 

} 

5.2 自動変数 

gccでは、インラインアセンブラから自動 (またはローカル) 変数にアクセスするには、最初に変数にレジスタ Rxを

強制的に割り当てる必要があります。変数を次のように宣言します。 

register int foo asm("r0"); /* foo occupies register R0 */ 

Note: gccは、実際には asmキーワードの C表現オペランドの複雑な言語をサポートしています。この言語のチュー

トリアルは、このアプリケーションノートの範囲を超えています。詳細は C ドキュメント、特にセクション 6.41

「GNUコンパイラコレクションの使用」にあります。 

例として、2つの自動変数「foo」と「bar」を定義して、それらの間で簡単な数学演算を実行します。 

void main() 

{ 

    register int foo asm("r0") = 5L; /* register variables can be initialized */ 

    register int bar asm("r1"); 

 

    bar = foo + 1; /* C code version */ 

 

    asm("ADD r1, r0, #1"); /* bar = foo + 1 */ 

} 

http://www.cypress.com/
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上記の例では、Cコードとインラインアセンブラは同じ操作を実行します。ただし、コンパイルされた Cコード (最

適化なし) は中間レジスタを使用し、その結果、2 倍のフラッシュメモリを使用して 3 倍の命令を生成します。これ

は、.lstファイルからの抜粋です。 

20:.\main.c      ****  bar = foo + 1; 

42 0008 0346      mov  r3, r0 

43 000a 03F10103  add  r3, r3, #1 

44 000e 1946      mov  r1, r3 

 

22:.\main.c      ****  asm("ADD r1, r0, #1"); /* bar = foo + 1 */ 

47 0010 00F10101  ADD  r1, r0, #1 

関数のサイズと複雑さによって、コンパイラ最適化オプションを使用して中間レジスタを削除できる場合があります。 

MDK を使用すると、自動 (ローカル) 変数がレジスタを占有するように強制する必要はありません。そのかわりに、

変数に直接アクセスできます。 

void main() 

{ 

    /* no need to declare variables in registers */ 

    int foo = 5; 

    int bar; 

 

    bar = foo + 1; /* C code version */ 

 

    __asm("ADDS bar, foo, #1"); /* bar = foo + 1 */ 

} 

この例では、Cコードとインラインアセンブラは同じ操作を行い、まったく同じコードを生成します。 

http://www.cypress.com/


  PSoC®  Arm®  Cortex®  Code Optimization 

www.cypress.com 文書番号: 001-89610 Rev. * E 14 

5.3 グローバル変数と静的変数 

以前のメソッドは、グローバル変数および静的変数 (「グローバル」) でも使用できます。グローバルにアクセスす

る前に、変数のアドレスをレジスタにロードする必要があることに注意してください。詳細はグローバル変数と静的

変数を参照してください。 

gcc では、次の構文を使用してアドレスをロード

します。 

LDR  rx, =variable_name 

LDR  ry, =0x1FFF9000 ; an address 

自動変数の代わりにグローバルを使用して前の例

を繰り返しましょう。 

int foo = 5L; 

int bar; 

 

void main() 

{ 

    bar = foo + 1; 

 

    /* bar = foo + 1 */ 

    asm("LDR r0, =foo\n" 

        "LDR r1, =bar\n" 

        "LDR r2, [r0]\n" 

        "ADD r2, r2, #1\n" 

        "STR r2, [r1]"); 

} 

繰り返しますが、C コードとインラインアセンブ

ラは同じ操作を行いますが、アドレスロード方法

が異なるため (表 1を参照)、コンパイルされた C

コード (最適化なし) は、インラインアセンブラ

よりも 2 つの命令を生成し、4 バイト多いメモリ

を使用します (Cortex-M3)。次のデバッガの一部

分に示します。 

bar = foo + 1; 

    F248130C  movw   r3, #810c 

    F6C173FF  movt   r3, #1fff 

    681B      ldr    r3, [r3, #0] 

    F1030201  add.w  r2, r3, #1 

    F248132C  movw   r3, #812c 

    F6C173FF  movt   r3, #1fff 

    601A      str    r2, [r3, #0] 

 

/* bar = foo + 1 */ 

asm("LDR r0, =foo\n" 

    "LDR r1, =bar\n" 

    "LDR r2, [r0]\n" 

    "ADD r2, r2, #1\n" 

    "STR r2, [r1]"); 

    4804      ldr    r0, [pc, #10] 

    4905      ldr    r1, [pc, #14] 

    6802      ldr    r2, [r0, #0] 

    F1020201  add.w  r2, r2, #1 

    600A      str    r2, [r1, #0] 

上記の結果は、コンパイラの最適化が使用されて

いる場合は異なる場合があります。 

MDK では、グローバル変数にアクセスする方法が 2 つあ

ります。最初の方法であるインラインアセンブラは、自動

変数にアクセスする方法と似ています。 

/* bar = foo + 1 */ 

__asm("ADDS bar, foo, #1"); 

ただし、アセンブラの出力はまったく異なります。 

4805     ldr   r0, [pc, #14] 

6800     ldr   r0, [r0, #0] 

1C40     adds  r0, r0, #1 

4905     ldr   r1, [pc, #14] 

6008     str   r0, [r1, #0] 

変数アドレスをロードするには、追加の指示が必要です。

詳細については、グローバル変数と静的変数を参照してく

ださい。この場合、インラインアセンブラは事実上疑似命

令であり、5 つの実際のアセンブラ命令を生成します。出

力はCで記述された場合と同じであるため、この場合、イ

ンラインアセンブラを使用する利点はありません。 

組込みアセンブラメソッドは次のようになります。 

__asm void AddGlobals(void) 

{ 

    extern foo 

    extern bar 

 

    LDR  r0, =foo 

    LDR  r1, =bar 

    LDR  r0, [r0] 

    ADD  r0, r0, #1 

    STR  r0, [r1] 

    BX   lr 

} 

この場合、結果のコードはインラインアセンブラメソッド

の場合と同じです。 
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5.4 関数の引数 

関数の引数と結果に記載されているように、Procedure Call Standard for Arm Architectureは、引数を関数に渡すた

めにレジスタ R0〜R3を割り当て、関数の結果を渡すために R0を割り当てます。引数の数が 4より大きい場合、最

初の 4つの引数はレジスタに入れられ、残りはスタックにプッシュされます。 

したがって、引数の数を 4つに制限すると、それらの引数を持つレジスタに直接アクセスするアセンブラを作成でき

ます。次の例は、4つの引数の合計を計算する関数を実装する複数の方法を示します。 

uint32 addFunc(uint32 a, uint32 b, uint32 c, uint32 d) 

{ 

    return a + b + c + d; 

} 

gcc： 

uint32 addFunc(uint32 a, uint32 b, uint32 c, uint32 d) 

{ 

    /* define return value in R0 */ 

    /* does not overwrite input argument 'a' in R0 */  

    register uint32 rtnval asm("r0"); 

 

    /* the arguments are in registers R0 – R3 */ 

    asm volatile ("add r0, r0, r1\n" 

                  "add r0, r0, r2\n" 

                  "add r0, r0, r3"); 

 

    return rtnval; /* return value in R0 */ 

} 

MDKの組込みアセンブラ： 

__asm uint32 addFunc(uint32 a, uint32 b, uint32 c, uint32 d) 

{ 

    ; the arguments are in registers R0 – R3 

    ADD r0, r0, r1 

    ADD r0, r0, r2 

    ADD r0, r0, r3 

 

    ; return value in R0 

    BX  lr 

} 

http://www.cypress.com/
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6 特殊機能命令 

一部の CPU には、C コンパイラでは通常使用されない特殊機能命令があります。このタイプの命令には、C 組込み

関数でアクセスできます。場合によっては、アセンブラを使用してのみアクセスできます。ここでは、C 組込み関数

と、Cとアセンブラの混合を使用して、これらの命令に簡単にアクセスする方法について説明します。 

例として PSoC 5 Cortex-M3飽和命令を見てみましょう。その他の特殊機能の説明については、Cドキュメントを参

照してください。 

6.1 サチュレーション命令 

図 6 に示すように、飽和は信号処理で一般的に使用されます。たとえば、信号が増幅される場合などです。16 ビッ

ト ADC を使用していて、12 LS ビットだけに関心があると仮定します。増幅後、未使用の MS ビットを削除するだ

けで値を調整すると、オーバーフローによって結果の信号が著しく歪む可能性があります。飽和はオーバーフローを

回避し、歪みを低減します。 

図 6. 飽和演算 

 

飽和はCで複数の比較と if-elseステートメントを使用して実行できますが、Cortex-M3には、プロセスをはるかに効

率的にする 2つのアセンブラ命令があります。これらの手順は次のように機能します。 

6.1.1  SSAT 命令  

SSAT命令は、符号付き範囲−2n–1 ≤ x ≤ 2n–1−1に飽和します。 

▪ 飽和させる値が-2n-1より小さい場合、返される結果は-2n-1です。  

▪ 飽和させる値が 2n-1−1より大きい場合、返される結果は 2n-1−1 

▪ それ以外の場合、返される結果は飽和する値と同じです。 
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  PSoC®  Arm®  Cortex®  Code Optimization 

www.cypress.com 文書番号: 001-89610 Rev. * E 17 

6.1.2  USAT インストラクション  

USAT命令は、符号なし範囲 0 ≤ x ≤ 2n-1まで飽和します。 

▪ 飽和させる値が 0未満の場合、返される結果は 0です。 

▪ 飽和させる値が 2n-1より大きい場合、返される結果は 2n-1です。 

▪ それ以外の場合、返される結果は飽和する値と同じです 

6.1.3  構文  

op Rd, #n, Rm 

ここでは以下のとおりです。 

▪ opは次のいずれかです。 

 SSATは符号付き値を符号付き範囲に飽和させます 

 USATは符号付きの値を符号なしの範囲に飽和させます 

▪ Rdはディスティネーションレジスタです。 

▪ nは、飽和させるビット位置を指定します。 

 SSATの場合、nの範囲は 1〜32です。 

 USATの場合、nの範囲は 0〜31です。 

▪ Rmは、飽和させる値を含むレジスタです。 

Note: SSATおよび USAT命令は、入力レジスタの 32ビット値で動作します。対応する C変数は、int、int32、また

は uint32型である必要があります。サチュレーション命令を実行する前に、符号拡張が必要な場合があります。 

6.2 組込み関数 

Cでは、組込み関数は関数呼び出しのように見えますが、コンパイル時に 1つ以上のアセンブラ命令の特定のシーケ

ンスに置き換えられます。Arm Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) ライブラリには、ほとん

どの Cortex特殊関数アセンブラ命令の組込み関数のセットが含まれています。PSoC Creatorプロジェクトがビルド

された後、これらの関数はワークスペースエクスプローラーウィンドウのフォルダーGenerated Source > PSoCx > 

cyboot > core_cmInstr.h にあります。 

飽和の組込み関数は次のようになります。 

__SSAT(ARG1, ARG2) 

__USAT(ARG1, ARG2) 

ここで、ARG1は飽和する入力値、ARG2は飽和するビット位置です。次のように関数を呼び出します。 

int data_unsat = -1L; 

int data_sat = __USAT(data_unsat, 8); 

この例では、data_unsatを符号なしの 8ビットに飽和させます。data_unsatの値が 255 (0xFF) を超える場合、結果

は 255 (0xFF) に飽和され、data_satに格納されます。data_unsatの値が負の場合、0が data_satに格納されます。 

http://www.cypress.com/


  PSoC®  Arm®  Cortex®  Code Optimization 

www.cypress.com 文書番号: 001-89610 Rev. * E 18 

6.3 アセンブラ 

表 5に示すように、Cとアセンブラコードの混合で説明されている手法を使用して、特殊関数命令を挿入することも

できます。 

表 5。Cとアセンブラの混合での飽和命令の使用 

gccの例 MDKの例 

void main() 

{ 

    register int data_unsat asm("r0"); 

    register int data_sat asm("r3"); 

 

    asm("ssat r3, 8, r0"); 

    . . . 

} 

void main() 

{ 

   int data_unsat; 

   int data_sat; 

 

   __asm("ssat data_sat, 8, data_unsat"); 

   . . . 

} 

 

この例では、data_unsat を符号付きの 8 ビットに飽和させます。8 ビットの符号付き飽和では、値の範囲は-128〜

+127です。したがって、値が-128未満の場合、結果は-128になり、値が+127より大きい場合、結果は+127になり

ます。したがって、結果は正の方向に 0x7Fに飽和し、負の方向に 0x80に飽和します。 

飽和命令を使用して、必要な飽和ビット数に値を飽和させることができます。USAT はシングルエンドモードで構成

された ADCADCで使用できます。 

7 パックおよびアンパックの構造体 

ほとんどの組込みシステムでは、データはバイト単位で、たとえば UART または I2C ポートを使用して送信されます(SPI プ

ロトコルは例外です。詳細については、PSoC Creator SPIコンポーネントデータシートを参照してください)。8ビットCPU

を使用すると、複雑なデータ構造体をバイト単位で送受信でき、結果は元のデータと正確に一致します。しかしながら、よ

り大きな CPU (16ビット、32ビットなど) では、これは必ずしも当てはまりません。PSoC 4 Cortex-M0および PSoC 5LP 

Cortex-M3 CPUを例として使用して、これがそうである理由を詳しく調べてみましょう。 

PSoC の 32 ビット Cortex CPU は 32 ビットワードとしてメモリにアクセスするため、データが 32 ビット境界に格

納されている場合、つまり 2つの LSアドレスビットがゼロである場合に最も効率的に機能します。たとえば、16ビ

ットまたは 32ビットの変数が奇数アドレスから保存され、アドレスの LSビットが 1の場合、それを読み取るには 2

つの 32ビットメモリ読み取りが必要で、2つの読み取り-変更-書き込み書き込むにはサイクルが必要です。これは実

行速度に大きな影響を与える可能性があります。 

残念ながら、C言語では、単語が奇妙な境界にある構造を簡単に作成できます。次の例を検討してください。 

struct myStruct 

{ 

    uint8  m1; /* stored on a 32-bit boundary, address = ...xx00 */ 

    uint32 m2; /* stored on an 8-bit boundary, address = ...xx01 */ 

} 

上記は、構造体がアドレス境界の考慮事項に関係なくバイト単位でメモリに配置されるため、パック構造体と呼ば

れます。8ビット CPUのコンパイラは通常、パック構造体を生成します。Cortex CPUのデフォルトとしての gccお

よび MDK コンパイラは、構造体をアンパック形式で保存します。アドレスは構造体メンバーのサイズによって決定

されます。例えば以下のとおりです。 

struct myUnpackedStruct 

{ 

    uint8  m1; /* stored on a 32-bit boundary, address = ...xx00 */ 

    /* 3 unused filler bytes */ 

    uint32 m2; /* stored on a 32-bit boundary, address = ...yy00 */ 

} 

http://www.cypress.com/
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解凍された構造体はより効率的にアクセスできますが、サイズが大きくなるため、SRAM が限られているデバイス

では問題になる場合があります。ただし、たとえば、パックされていない構造体がバイト単位で送信され、レシーバ

ーがバイトをパックされた構造体に保存すると、さらに深刻な問題が発生する可能性があります。データが破損し、

システムレベルの検出が困難になります。 

コードでこの問題を修正する方法はいくつかあります。最も簡単なのは、単純に構造体メンバーの宣言の順序を最適

化することです。たとえば、先の構造体を次のように並べ替えることができます。 

struct myStruct 

{ 

    uint32 m2; /* stored on a 32-bit boundary, address = ...xx00 */ 

    uint8  m1; /* stored on a 32-bit boundary, address = ...yy00 */ 

} 

これで構造体がパックされ、メンバーの各アドレスが 32ビット境界にあります。 

7.1.1  コンパイラの考慮事項  

gcc コンパイラと MDK コンパイラのどちらの場合も、デフォルトでは、次の規則に従って構造体がアンパックされ

ます。 

▪ charまたは uint8 (1バイト) は 1バイト境界で整列されています 

▪ shortまたは uint16 (2バイト) は 2バイト境界で整列されます。LSアドレスビットは 0 

▪ longまたは uint32 (4バイト) は 4バイト境界で整列されます。2つの LSアドレスビットは 00 

▪ float (4バイト) は 4バイト境界で整列されます。2つの LSアドレスビットは 00 

▪ char *、int * (4バイト) などのポインタは 4バイト境界で整列されます。2つの LSアドレスビットは 00です。 

次の構文を使用して、構造体を強制的にパックできます。 

gcc： 

struct myStruct 

{ 

    . . . 

} __attribute__ ((packed)); 

MDK: 

__packed struct myStruct 

{ 

    . . . 

}; 

 

Note: 構造体の定義でのみ packed ステートメントを使用することを推奨します。実際の構造体変数の宣言で使用し

たり、typedef宣言で使用したりしないでください。 

8 コンパイラライブラリ 

gcc コンパイラと MDK コンパイラの両方で、C 標準ライブラリ関数呼び出しを同等の C ステートメントで置き換え

ると、メモリ使用量を大幅に削減できます。たとえば、次の Cフラグメントを考えてみます。 

#include <math.h> 

uint32 a, b; 

a = 5; 

b = pow(a,3); 

表 6は、PSoC 5LPおよび PSoC 4の両方のコンパイラのフラッシュおよび SRAMメモリ消費量を示します。 

表 6. pow()関数呼び出しによるメモリ消費 

PSoC 5LP gcc MDK  PSoC 4 gcc MDK 

フラッシュ メモリ 8939 7696  フラッシュ メモリ 14374 7700 

SRAM 405 196  SRAM 364 312 
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表 7 に示すように、pow()ライブラリ関数の呼び出しを次の同等のコードで置き換えると、使用するメモリが大幅に

少なくなります。 

b = a * a * a; 

表 7. pow()関数呼び出しを使用しないメモリ消費 

PSoC 5LP gcc MDK  PSoC 4 gcc MDK 

フラッシュ メモリ 1582 (-82.3%) 1444 (-81.2%)  フラッシュ メモリ 1198 (-91.7%) 1004 (-87.0%) 

SRAM 301 (-25.7%) 200 (-32.4%)  SRAM 252 (-30.8%) 216 (-30.8%) 

 

サイズが小さくなる理由は、ANSI Cの定義により、pow()関数が double型の引数を取り、double型を返すためです。

この関数を整数で呼び出すと、関数呼び出しの前後に自動的に適切な型にキャストされ、実装には多くのコードが必

要です。 

PSoC Creator 3.0では、gccライブラリの選択が利用可能です (newlibおよび newlib-nano)。newlib-nanoライブラリ

は、メモリ使用量を削減するために、標準 Cライブラリ関数から使用頻度の低い機能をいくつか削除します。 

Note: newlib-nano から削除された機能の 1 つは、printf()での浮動小数点サポートです。これは、浮動小数点値を表

示する場合に問題を引き起こす可能性があります。たとえば、次のコードフラグメントを考えてみます。 

char My_String[30]; 

float My_Float = 3.14159; 

sprintf(My_String, "Value of pi is: %.2f to 2dp", My_Float); 

newlib-nanoでは、My_Stringに文字列「Value of pi is：to 2dp」が作成されます。期待値 3.14は含まれてい

ません。2つの可能な回避策があります。 

1. 図 7 に示すように、newlib-nano で浮動小数点フォーマットのサポートを有効にします。この機能はデフォルト

では無効になっています。有効にすると、フラッシュの使用量が 10K〜15Kバイト増加します。 

図 7. newlib-nanoで浮動小数点フォーマットのサポートを有効にする 
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2. 図 8に示すように、ライブラリをフル機能の newlibに変更します。[Use Default Libraries]オプションも False

に設定する必要があることに注意してください。デフォルトでは newlib-nano を使用します。newlib に変更する

と、フラッシュの使用量が 25K〜30Kバイト増加し、SRAMの使用量が約 2Kバイト増加します。 

図 8. newlib-nanoを無効にする 

 

MDK は、Microlib と呼ばれる機能制限ライブラリも提供しています。詳細については、MDK のドキュメントを参照

してください。 
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9 コードと変数の配置

ここでは、C コードと変数をメモリ内のカスタム

の場所に配置する方法を示します。これを行う理

由はいくつかあります。例については、カスタム

の場所を定義するを参照してください。 

ここで説明する方法を効果的に使用するには、そ

れらが基づいている CPU アーキテクチャを理解

することが重要です。詳細については、アドレス

マップを参照してください。 

9.1 リンカスクリプトファイル 

コードと変数をカスタムの場所に配置するには、

リンカスクリプトファイルを変更する方法を知っ

ている必要があります。ここでは、リンカスクリ

プトファイルが PSoC 4および PSoC 5LPでのメ

モリの使用を制御する方法の基本を示します。詳

細は、gcc または MDK のドキュメントに記載さ

れています。 

PSoC Creator プロジェクトがビルドされると、

図 9に示すように、デフォルトのリンカスクリプ

トファイルが Generated Source フォルダーにあ

ります。gcc の場合、リンカスクリプトファイル

のタイプは.ld であり、MDK の場合、リンカスク

リプトファイルのタイプは.scat (「スキャッター」

用) です。 

Note: リンカスクリプトファイルはプロジェクト

のビルド時に PSoC Creator によって自動的に生

成され、それらのファイルに加えた変更は次のビ

ルドで上書きされる可能性があります。 the 

PSoC Creator menu Project > Build Settings > 

Linker > General > Custom Linker Script を使用し

て、カスタムスクリプトファイルを使用するよう

に PSoC Creatorに指示できます。 

カスタムリンカスクリプトファイルを使用する場合、それ

をプロジェクト (menu Project > Existing Item…) に追加し、

プロジェクトフォルダーに保存することを推奨します。カ

スタム.scat ファイルは、生成されたソースの下の PSoCx

フォルダーに必ず保存する必要があります。 

図 9. PSoC Creatorリンカスクリプトファイル 

 

 

9.1.1  gcc のリンカスクリプトファイル  

.ldファイルには、MEMORY {}と SECTIONS {}の 2つの主要なコマンドがあります。MEMORY コマンドは、PSoCの

すべての物理メモリのタイプ、場所、および使用法を記述します。たとえば、32 KBのフラッシュと 4 KBの SRAM

を備えた PSoC 4の場合は以下のとおりです。 

MEMORY 

{ 

  rom (rx) : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 32768 

  ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4096 

} 

ROM領域はPSoCフラッシュを示し、領域 RAMはPSoC SRAMを示します。「rwx」の文字は、それぞれ読み出し、

書き込み、実行のメモリ属性インジケータです。すべての起点と長さの単位はバイト単位で、値は 10進数または 16

進数にできます。PSoC 5LPも同様です。ram ORIGIN値は、Cortex-M3コード/ SRAM領域境界を横切る SRAMを

表します (図 4)。たとえば、256 KB のフラッシュと 64 KB の SRAMを備えた PSoC 5LP の場合は以下のとおりで

す。 
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MEMORY 

{ 

  rom (rx) : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 262144 

  ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000 - (65536 / 2), LENGTH = 65536 

} 

SECTIONSコマンドは、すべてのセクションをア

ドレス順にリストします。次に例を示します。 

SECTIONS 

{ 

  .text: { ... } 

  .rodata: { ... } 

  .ramvectors: { ... } 

  .noinit: { ... } 

  .data: { ... } 

  .bss: { ... } 

  .heap: { ... } 

  .stack: { ... } 

} 

(すべてのセクションが上に示されているわけで

はなく、主要なセクションのみが示されていま

す。) 図 10は、これらのセクションが PSoC 4お

よび PSoC 5LP のフラッシュと SRAM に配置さ

れる場所を示します。 

▪ .text: 実行コード 

▪ .rodata: const 変数; 初期データ 

▪ .ramvectors: Cortex 例外ベクタテーブル 

▪ .noinit: 初期化されないデータ 

▪ .data: 明示的に初期化される変数 

▪ .bss: 0に初期化される変数 

▪ heap (ヒープ) 

▪ stack (スタック) 

リンカスクリプトファイルを詳しく調べると、セ

クションの多くが領域ステートメントで終わっ

ていることがわかります。このステートメントは、

セクションを配置するメモリ領域をリンカに指示

します。次に例を示します。 

  .text: { ... } >rom 

  .data: { ... } >ram AT>rom 

  .heap: { ... } >ram 

AT ステートメントは、変数の明示的な初期化を

可能にします。変数の初期化を参照してください。 

Note: PSoC 5LPの場合、SRAM内のセクション

の配置は、コード SRAM /上部 SRAM境界の位置 

(0x20000000、図 4 を参照) に対して不確定です。 

Note: ほとんどのアプリケーションでは、スタッ

クは上位 SRAM にあり、他のセクションはすべ

てコード SRAM にあると想定できます。これは

変更できます。リンカスクリプトファイルの変更

を参照してください。 

.ld ファイルの使用に関する完全なドキュメント

は、gccのドキュメントにあります。 

図 10. セクションコマンドと PSoCメモリ 
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9.1.2  MDK のリンカスクリプトファイル  

.scat (「スキャッター」) ファイルにはコマンド

がありません。代わりに、リージョンとセクショ

ンを定義します。APPLICATION {}と呼ばれる

単一のロード領域があります。ロード領域には

いくつかの実行領域が含まれ、次に、1 つ以上の

セクション属性が含まれます。次に例を示しま

す。 

APPLICATION ...  // load region 

{ 

  CODE ...       // execution 

region 

  { 

    * (+RO)      // section 

attribute 

  } 

  ISRVECTORS ... 

  { 

    * (.ramvectors) 

  } 

  NOINIT_DATA ... 

  { 

    * (.noinit) 

  } 

  DATA ... 

  { 

    .ANY (+RW, +ZI) 

  } 

  ARM_LIB_HEAP ... { } 

  ARM_LIB_STACK ... { } 

} 

(すべての実行領域とセクション属性が上記に示

されているわけではなく、主要な属性のみが示さ

れています。) 図 11 は、領域とセクションが

PSoC 4および PSoC 5LPフラッシュと SRAMに

配置される場所を示します。特別セクション RO、

RW、および ZIは次のように定義されます。 

▪ RO：すべてのコード、const 変数、RW セ

クションの初期化バイト 

▪ RW: 明示的に初期化されるすべての変数。

変数の初期化を参照してください 

▪ ZI: ゼロに初期化されるすべての変数。変数

の初期化を参照してください 

.noinit などの他の属性により、その属性に一

致するコードまたは変数が配置されます。カスタ

ム領域の定義を参照してください。 

Note: PSoC 5LPの場合、SRAM内の領域とセク

ションの配置は、コード SRAM /上部 SRAM境界

の位置 (0x20000000、図 4を参照) に対して不確

定です。 

Note: ほとんどのアプリケーションでは、スタッ

クとヒープは上位 SRAM にあり、他のセクショ

ンはすべてコード SRAM にあると想定できます。

これは変更できます。リンカスクリプトファイル

の変更を参照してください。 

.scat ファイルの使用に関する完全なドキュメントは、

MDKドキュメントにあります。 

図 11. .scatファイルセクションと PSoCメモリ 
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次の点は、両方のリンカファイルタイプに有効です。 

1. グローバル変数と C 静的変数のみが含まれます。C 自動変数の扱いは異なります。自動変数を参照してください。 

2. ヒープとスタックのサイズは、PSoC Creatorプロジェクトの DWRウィンドウの Systemタブで定義されます。

スタックポインタは、最大の SRAM アドレスに 1 を加えた値に初期化され、スタックは下方向に大きくなりま

す。Malloc()や free()などの C関数で使用されるヒープは、ベースから上に向かって成長します。 

3. ヒープのサイズは DWRウィンドウで定義されていますが、実際には、SRAM内のセクションとスタックポイン

タの現在の値の間のすべての SRAM を使用できます。同様に、スタックは定義されたスタックセクションを超

えて下向きに成長できます。スタックがその下のメモリ領域とオーバーラップし始めると、見つけにくい欠陥が

発生する可能性があります。スタックオーバーフローを検出する 1つの方法は、各関数にコードを追加して、ス

タックポインタの現在の値を確認することです。 

9.1.3  変数の初期化  

グローバル変数と静的変数をカスタムの場所に配置する場合、それらがどのように初期化されるかを理解することが

重要です。たとえば、次のグローバル変数の定義を検討してください。 

uint8 foo = 5; 

uint16 myArray[10] = {1234, 12, ... }; 

これらの変数はSRAMにあるため、PSoCに電源が投入されたときの値は未定義です。それらを適切に初期化するた

めに、値はフラッシュに保存され、Cスタートアップコード、つまりmain()の前に実行されるコードは、フラッシュ

から SRAM に値をコピーします。フラッシュ内の値は、gcc の.rodata セクション (図 10) または MDK の CODE 

(RO) セクション (図 11) にあります。これらは、gccの.data セクションまたは MDKの DATA (RW) セクション

の変数にコピーされます。明示的に初期化された変数は、これらのセクションに必ず配置する必要があります。 

明示的に初期化されていないグローバル変数と静的変数は、C スタートアップコードによってゼロに設定されます。

これらは、.bssセクション (gcc) または DATA (ZI) セクション (MDK) に配置する必要があります。 

上記のセクションの外にあるグローバル変数と静的変数は初期化されておらず、初期値は定義されていません。コー

ドで初期化する必要があります。明示的な初期化は無視されます。 

9.1.4  マップファイル

gcc リンカと MDK リンカのどちらにも、プロ 

ジェクトのビルド時に.map ファイルを生成する

オプションがあります。図 12 に示すように、こ

のファイルは[Workspace Explorer]ウィンドウの

[Results]タブにあります。 

.map ファイルは、すべてのコードモジュールと

変数がリンカによってメモリ内のどこに配置され

たかを示します。ビルド操作後にそれを確認し、

以下を確認する必要があります。 

▪ すべてのコードと変数が予想される場所に配

置されています。 

▪ セクションの重複はありません。 

MDK の場合、リンカのデフォルトでは、シンボ

ルのない.map ファイルが生成されます。これに

より、コードと変数が配置されている場所を判別

することが困難になります。シンボルを含めるに

は 、 PSoC Creator menu Project > Build 

Settings > Linker > Command Line > Custom 

Flags コマンドを使用して、リンカのコマンドラ

インに--symbolsを追加します。 

図 12. PSoC Creatorの.mapファイル 

 

リンカスクリプトファイルの基本的な動作を確認したので、それらを使用してコードまたは変数を PSoCメモリのカ

スタムの場所に配置する方法を確認できます。 
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9.2 配置手順 

C関数または変数 (配列と構造体を含む) をカスタムの場所に配置するには、次の操作を行います。 

1. カスタムの場所を定義します。 

2. Cソースコードで、カスタムセクションとともに、配置する関数と変数を宣言します。 

3. PSoC Creator プロジェクトをビルドします。生成されたリンカスクリプトファイルをカスタムファイルにコピー

し、それを変更して、手順 2のセクションを追加および配置します。 

4. PSoC Creatorプロジェクトを再構築します。.mapファイルを確認し、カスタムの場所が正しく入力されている

こと、およびセクションの重複がないことを確認します。 

これらの各ステップを詳しく見ていきましょう。 

9.2.1  カスタム領域の定義  

カスタムの場所を使用する前に、それらを使用する理由を明確に理解する必要があります。たとえば、次のようにで

す。 

▪ 関数または const型の変数をフラッシュのカスタム領域に配置しますか? 

▪ 関数を SRAMに配置して、実行を高速化しますか? その場合、PSoC 4および PSoC 5LPでのフラッシュアクセ

スは SRAM アクセスとほぼ同じ速さなので、大幅なパフォーマンスの向上は実現されない可能性があることに

注意してください。詳細については、PSoC 4の Cortex-M0/M0+および PSoC 5LPの Cortex-M3を参照してくだ

さい。 

▪ C スタートアップコードによって初期化されないように変数を配置しますか? これは通常、デバイスのリセット 

(パワーサイクルリセットを除く) を通じて変数の状態を維持するために使用されます。 

▪ PSoC 5LPの上位 SRAMに変数を配置して、ビットバンドアクセスを可能にしますか? 

▪ 変数を SRAMの他のカスタム領域に配置しますか? 

▪ PSoC 5LP EMIFメモリに変数を配置しますか? 

上記の質問に対する回答は、カスタムロケーションのアドレスを決定するのに役立ちます。 

9.2.2  関数と変数の宣言  

カスタムロケーションアドレスを決定したら、関数と変数を宣言します。宣言で、__attribute__キーワード

(「attribute」の前後に 2つのアンダースコア文字) を使用して、それらが存在するセクションを追加します。 

uint8 foo __attribute__ ((section(".MY_section"))); 

このキーワードは、gccと MDKの両方で使用できます。PSoC Creatorは、上記のステートメントを簡略化する便利

なマクロ CY_SECTIONを提供します。次に、その使用例をいくつか示します。 

uint8 foo CY_SECTION(".MY_section"); /* no explicit initialization, = 0 */ 

uint8 foo CY_SECTION(".MY_section") = 10; /* explicit initialization */ 

/* declare a function’s section in the prototype only, and not in the actual 

function */ 

uint16 MyFunction(char *x) CY_SECTION(".MY_section"); 

/* CYISR is a PSoC Creator macro to define an interrupt handler function. 

   See Related Documents for more information. */ 

CYISR(MyFunction) CY_SECTION(".MY_section"); 

PSoC Creatorは、便利なマクロ CY_NOINITも提供します。これは、変数を.noinitセクションに配置します。図 

10と図 11を参照してください。 

/* no initialization by C startup code, initial value is undefined */ 

uint8 foo CY_NOINIT; 
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9.2.3  リンカスクリプトファイルを変更する

最後のタスクは、プロジェクトのリンカスクリプトファイルを変更して、以前に定義したセクションを配置する場所

を宣言することです。 

gccの場合、リンカスクリプトの.ldファイルを変更します。SECTIONS{}コマンドと、場合によっては MEMORY {}

コマンドを変更します。これを変更する一般的な方法は、EMIF メモリのステートメントを追加するか、SRAM を分

割することです。次に例を示します。 

MEMORY 

{ 

  rom (rx) : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 262144 

  coderam (rwx) : ORIGIN = 0x20000000 - (65536 / 2), LENGTH = (65536 / 2) 

  upperram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = (65536 / 2) 

  EMIF (rwx) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0x1000000 

} 

Note: SRAM 領域名を変更すると、デフォルトファイルの一部のセクション定義でエラーが発生するため、必要に応

じて各セクション定義を変更する必要があります。たとえば、.stack：{...}> ram を.stack：{...}> 

upperram に変更します。 

セクションを見つけるには、セクション定義を SECTIONS {}コマンドに追加します。セクション定義の構文は次の

とおりです。 

.MY_section <address> <(NOLOAD)> : <alignment> 

{ 

  *(.MY_section) 

} ><memory region> 

セクション定義名とそのセクション内のセクションの名前は同じにすることができます。名前の最初の文字がピリオ

ド「.」であることは、必須ではありませんが、一般的な規則です。 

前述のように、MEMORY {}コマンドからのメモリ領域名を使用します。 

次のように、既存のセクション内にセクションを配置することもできます。 

.data: 

{ 

  ... 

  *(.MY_section) 

  ... 

} >ram AT>rom 

MDK の場合、リンカスクリプトの.scat ファイルを変更します。手順は gcc の手順と似ていますが、より簡単です。

変更する MEMORY {}または SECTIONS {}コマンドはありません。代わりに、実行領域を追加します。次に例を示

します。 

MY_REGION <address> <UNINIT> <length> 

{ 

  * (.MY_section) 

} 

次のように、既存のセクション内にセクションを配置することもできます。 

DATA 

{ 

  * (.MY_section) 

  .ANY (+RW, +ZI) 

} 
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9.3 例 

前述のように、カスタムロケーションにはいくつかの異なるアプリケーションがあります。配置手順の例として、そ

のうちの 1 つを見てみましょう。この例では、アレイを PSoC 5LP の上位 SRAM に配置して、Cortex-M3 ビットバ

ンド機能でアクセスできるようにします。詳細については Cortex-M3ビットバンドを参照してください。 

まず、「.bitband」と呼ばれるセクションを占めるように配列を定義します。 

#uint8 myArray[10] CY_SECTION(".bitband"); 

次に、リンカスクリプトファイルを変更して、.bitbandセクションをアドレス 0x20000000から始まる上位 SRAMに

配置するように指示する必要があります。表 8は、gcc (.ldファイル) または MDK (.scatファイル) でこれを行う方法

を示します。 

表 8. リンカスクリプトファイルの変更例 

gccの例、.ldファイル MDKの例、.scatファイル 

/* put our .bitband section between the 

   .heap section in code SRAM and the 

   .stack section in upper SRAM */ 

.heap (NOLOAD) : 

{ 

  . = _end; 

  . += 256; 

  __cy_heap_limit = .; 

} >ram 

 

.bitband 0x20000000 (NOLOAD) : 

{ 

  *(.bitband) 

} >ram 

 

.stack (__cy_stack - 256) (NOLOAD) : 

{ 

  __cy_stack_limit = .; 

  . += 256; 

} >ram 

/* put our BITBAND execution region between the  

   DATA exection region in code SRAM and the 

   heap in upper SRAM */ 

DATA +0 

{ 

  .ANY (+RW, +ZI) 

} 

 

BITBAND 0x20000000 UNINIT 

{ 

  * (.bitband) 

} 

 

ARM_LIB_HEAP (0x20000000 + 

              (65536 / 2) - 256 - 256) EMPTY 256 

{ 

} 

 

ARM_LIB_STACK (0x20000000 + (65536 / 2)) EMPTY -256 

{ 

} 

 
プロジェクトをビルドし .map ファイルを確認して、配列が正しく配置されていること、およびセクションの重複が

ないことを確認します。 

myArray の初期値は未定義であることに注意してください。コードで初期化する必要があります。詳細については、

変数の初期化を参照してください。 

ビットバンド領域にある変数のビットレベルアクセス方法の詳細については、Cortex-M3 ビットバンドを参照してく

ださい。 

9.4 一般的な注意事項 

カスタムセクションでコードと変数を宣言するときは、次の点に注意してください。 

▪ 明示的に初期化された変数は、.dataセクション (gcc、図 10) または DATA実行領域 (MDK、図 11) に配置する

必要があります。詳細については、変数の初期化を参照してください。 

同様に、明示的な初期化がなく、ゼロに自動初期化されると予想される変数は、.bss セクション (gcc) または

DATA 実行領域 (MDK) に配置する必要があります。(MDKコンパイラは、変数が明示的に初期化されているかど

うかに応じて、変数に RWまたは ZIセクション属性を自動的に与えます。) 

上記のセクションに配置されていない変数は初期化されません。明示的な初期化は無視されます。 

▪ SRAMに配置される関数は、.data セクション (gcc、図 10) または DATA実行領域 (MDK、図 11) に配置する必

要があります。 

http://www.cypress.com/


  PSoC®  Arm®  Cortex®  Code Optimization 

www.cypress.com 文書番号: 001-89610 Rev. * E 29 

▪ アレイ内の固定データテーブルなどのすべての定数データをフラッシュに配置する方が効率的ですが、デフォル

トでは SRAMに配置されます。フラッシュに変数を強制的に配置するには、その型を constに設定し、明示的に

初期化します。次に例を示します。 

#uint32 const var_in_flash = 0x12345678; 

▪ フラッシュでカスタムの場所を使用している場合、PSoC Creatorのブートローダーは、フラッシュの一番上の 1

行または 2行を使用して、ブートローダブルファイルに関する情報を保存することに注意してください。詳細に

ついては、ブートローダーコンポーネントのデータシートを参照してください。 

▪ MDKでは、指定したアドレスに変数を配置する最も簡単な方法は、__attribute__((at (address)))変数

属性を使用することです。例: 

#uint32 const var_in_flash[] __attribute__((at(0x300))) = { . . . }; 

次の.map ファイルのスニペットが示すように、リンカは特別なセクションを定義し、変数を目的のアドレスに

配置し、必要に応じて他のコードと変数の配置を調整します。 

Symbol Name               Value        Ov Type  Size  Object(Section) 

. . . 

.text                     0x000002f4   Section     0  indicate_semi.o(.text) 

.text                     0x000002f4   Section     0  exit.o(.text) 

.ARM.__AT_0x00000300      0x00000300   Section    12  

main.o(.ARM.__AT_0x00000300) 

.text                     0x0000030c   Section     0  init_alloc.o(.text) 

.text                     0x00000394   Section     0  h1_free.o(.text) 

. . . 

詳細については、Cドキュメントを参照してください。 

▪ .ramvectors セクションは常に SRAM の下部にあり、スタックセクションは常に SRAM の上部にある必要が

あります。 

.ld ファイルの使用に関する完全なドキュメントは、PSoC Creator インストールフォルダーにあります。通常は次の

とおりです。 

C:\Program Files\Cypress\PSoC Creator\3.0\PSoC Creator\import\gnu_cs\ arm\4.7.3\share\doc\gcc-arm-none-

eabi\pdf\ld.pdf 

.scat ファイルの使用に関する完全なドキュメントは、MDK インストールフォルダーにあります。通常は次のとおり

です。 

C:\Keil\ARM\Hlp\armlink.chmおよび C:\Keil\ARM\Hlp\armlinkref.chm 

9.5 EMIFの考慮事項 (PSoC 5LPのみ) 

前述の手法を使用して、PSoC 5LP がサポートする外部メモリ (EMIF) に変数を配置することは可能ですが、いくつ

かの制限があります。 

▪ PSoC Creatorプロジェクトの回路図に EMIFコンポーネントを配置する必要があります。外部メモリアドレス、

データ、および制御ラインは、かなりの数のデバイスピンを使用できることに注意してください。それに応じて

設計を計画してください。詳細については、EMIFコンポーネントのデータシートを参照してください。 

▪ EMIF API 関数 EMIF_Start()が呼び出されるまで、外部メモリにアクセスできません。したがって、C スタート

アップで EMIF 変数を初期化することはできません。コードが main()に達し、EMIF_Start()が呼び出された後で、

それらを初期化する必要があります。 

▪ EMIFは 8ビットおよび 16ビットのメモリをサポートしています。異なるサイズの変数の配置とアクセスが考慮

事項になる場合があります。16ビットと 32ビットの変数と構造体のメンバーを、それぞれ 2バイトと 4バイト

の境界に揃えることを推奨します。 

▪ コードは EMIFから実行できますが、16ビットの外部メモリでのみ実行できます。コードは、デバイスの内部フ

ラッシュまたは SRAM からよりもはるかに遅く実行されます。また、外部メモリのコードを初期化することも

困難です。一般に、外部メモリにコードを置くことは推奨しません。 

http://www.cypress.com/
https://www.cypress.com/documentation/component-datasheets/bootloader-and-bootloadable
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10 Cortex-M3ビットバンド (PSoC 5LPのみ) 

アドレスマップ、図 2および図 4に示すように、PSoC 5LP Cortex-M3にはビットバンド機能があり、エイリアス領

域でアドレスにアクセスすると、対応するビットバンド領域でビットレベルのアクセスが行われます。これにより、

領域の最初の 1M バイトの単一ビットをすばやく設定、クリア、またはテストできます。特定のバイトアドレスの特

定のビットについて、対応するエイリアスアドレスの式は次のとおりです。 

alias_address = 0x22000000 + 32 * (byte_address – 0x20000000) + 4 * bit_number 

たとえば、アドレス 0x20000001のビット 5を設定する場合は、アドレスに 1を書き込みます。 

0x22000000 + 32 * 1 + 4 * 5 = 0x22000034. 

同様に、ビットをクリアするには、エイリアスアドレスに 0を書き込みます。ビットをテストするには、エイリアス

アドレスを読み出し、ビット 0をテストします。 

Note: Cortex-M3は、SRAM領域に加えて、すべての PSoC 5LPレジスタが配置されているペリフェラル領域のビッ

トバンドをサポートします。ただし、PSoC 5LPでは周辺領域ビットバンドはサポートしていません。周辺領域のビ

ットバンドエイリアス領域 (0x42000000 – 0x43FFFFFF) に書き込むと、PSoC 5LPレジスタで予期しない結果が生

じる可能性があるため、推奨しません。 

変数でビットバンド機能を使用するには、まずコードと変数の配置で説明した手法を使用して、変数を上位 SRAM

に配置します。次に、ビットバンドエイリアス領域の対応するアドレスを計算して使用するマクロを定義します。 

#define  BIT_BAND_ALIAS_BASE  0x22000000 

/* 'byte' should be a number 0x20000000 to 0x200FFFFF 

   'bit' should be a number 0 to 7 */ 

#define  BIT_BAND_ALIAS_ADDR(byte, bit)  ((BIT_BAND_ALIAS_BASE + \ 

                                          32 * ((uint32)(byte) – \ 

                                                CYREG_SRAM_DATA_MBASE) + \ 

                                           4 * (uint8)(bit)) 

/* 'a' should be an address (uint32 *) */ 

#define  GET_BIT(a, bit)         *(uint32 *)BIT_BAND_ALIAS_ADDR(a, bit) 

/* 'val' should be 0 or 1 */ 

#define  SET_BIT(a, bit, val)    GET_BIT(a, bit) = (uint32)(val) 

#define  TEST_BIT(a, bit, val)  (GET_BIT(a, bit) == (uint32)(val)) 

次に、マクロを使用してビットを設定またはテストできます。 

SET_BIT(&foo, 5, 1); /* set bit 5 of foo */ 

if (TEST_BIT(&foo, 5, 1)) { ... } /* test bit 5 */ 

一般的に、表 9に示すように、変数の読み出し、変更、書き込みよりも、ビットバンドテクニックを使用してビット

を設定またはクリアする方が効率的です。ビットバンドを使用する場合、読み出し-変更-書き込みサイクルは CPU

によって内部的に実行されるため、1つの命令が節約されます。 

表 9. ビットバンドと直接セットのアセンブリ言語 

Cコード アセンブラコード 

/* direct set bit */ 

foo |= (1 << 5); 

; R3 = address of foo 

ldr   r2, [r3] 

orr   r2, r2, #32 

str   r2, [r3] 

/* use bit band */ 

SET_BIT(&foo, 5, 1); 

; R3 = bit band alias address for foo bit 5 */ 

mov   r2, #1 

str   r2, [r3] 

ビットを切り替えるためにビットバンディングを

使用する効率的な方法はないことに注意してくだ

さい。次のことが可能です。 

SET_BIT(&foo, 5,         

        GET_BIT(&foo, 5) ^ 1); 

しかし、それはより簡単で同じくらい効率的です。 

foo ^= (1 << 5); 

 

http://www.cypress.com/
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11 DMA アドレス (PSoC 5LP only) 

このセクションでは、PSoC 5LP でダイレクトメモリアクセス (DMA) コントローラを使用する方法を理解している

ことを前提としています。DMA コントローラは、CPU の介入なしに、ソースから宛先にデータを転送できます。こ

れにより、DMAがデータ転送を行いながら CPUが他のタスクを処理できるようになり、「マルチプロセッシング」

環境が実現します。 

DMAコントローラは非常に柔軟性があり、PSoCメモリと ADC、DAC、デジタルフィルターブロック (DFB)、USB、

UART、SPI などのオンチップペリフェラル間で複雑なデータ転送を実行できます。24 個の独立した DMA チャネル

があります。詳細については、AN52705、PSoC 3および PSoC 5LP - DMA入門を参照してください。 

PSoC 5LPでは、DMAは Cortex-M3 Sバス (図 4) を CPUと共有します。ただし、Sバスはコード領域にアクセスし

ないため、DMAはコード SRAM (0x1FFF8000〜0x1FFFFFFF) に直接アクセスできません。PSoC 5LPは、図 13に

示すように、DMA が対応するアドレス 0x20008000〜0x2000FFFF にアクセスすることでコード SRAM にアクセス

できるように再マッピングを実装することでこれを処理します。 

図 13. コード SRAMの DMA再マッピング 

0x1FFF FFFF

Upper SRAM

0x2000 0000

CPU Mapping

Code SRAM

Code SRAM

(Remapped)

DMA Mapping

Upper SRAM

0x1FFF 8000

0x2000 7FFF

0x2000 8000

0x2000 FFFF

 

DMA は 16 ビットサブシステムであるため、アドレスをインクリメントすると、ロールオーバーにより下位 16 ビッ

トのみがインクリメントされます。したがって、0x2000FFFF (0x1FFFFFFF にマップされている) に続く次の DMA

アドレスは 0x20000000です。これは、SRAMが DMAの連続した 64 KBのメモリブロックとして機能することを意

味します。SRAMは常に 0x20000000を中心とするため、これは 64K SRAM未満のデバイスにも当てはまります。 

再マッピングは、DMAチャネルのセットアップに使用される PSoC Creator DMAコンポーネント API関数によって

考慮されます。APIを使用しない場合は、実際のアドレスに関係なく、SRAMの DMAアドレスの上位 16ビットを常

に 0x2000に設定してください。 

12 まとめ 

このアプリケーションノートでは、PSoC 4および PSoC 5LPの Cortex CPUの Cコードの効率を高めるためのいく

つかの方法を紹介しました。PSoC Creatorがサポートする gccおよびMDKコンパイラは、これらの技術を使用しな

くても、ほとんどのアプリケーションで適切に機能します。コードサイズや実行速度の要件を満たすための特別な問

題に必要です。 

提示されたメソッドは、順不同で、次のとおりです。 

▪ 関数の引数の数を 4以下に制限してください。関数の引数と結果を参照してください。 

▪ グローバル変数と静的変数の数を最小限に抑えてください。これはコーディングのベストプラクティスであるだ

けでなく、アドレスの読み込み操作の数を減らすことでコードサイズを減らせます。グローバル変数と静的変数

を参照してください。 

http://www.cypress.com/
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▪ インラインまたは組込みのアセンブラを使用して、重要なセクションでの効率を最大化してください。C とアセ

ンブラコードの混合を参照してください。このテクニックまたは組込み関数を使用して、特に Cortex-M3で特別

な命令を利用することもできます。特殊機能命令を参照してください。 

効率的なアセンブラコードの記述方法の例については、Appendix Aも参照してください。 

▪ 標準のコンパイラライブラリは大量のメモリを使用する可能性があるため、使用するときは注意してください。

代わりにインラインコードの使用を検討してください。コンパイラライブラリを参照してください。 

▪ 構造体を使用するときは、パックする必要があるかアンパックする必要があるかに注意してください。それぞれ

に長所と短所があります。パックおよびアンパックの構造体を参照してください。 

▪ 速度が重要なコードを SRAM に配置してください。コードと変数の配置を参照してください。この手法を使用

した速度向上は実現されない場合があることに注意してください。 

▪ PSoC 5LP Cortex-M3 のビットバンド機能を利用する変数を配置してください。Cortex-M3 ビットバンドと例を

参照してください。 

12.1 PSoCのすべてのリソースを使用する 

コードサイズを削減するために利用できる最後の方法が 1 つあります。これは、PSoCがプログラム可能なアナログ

およびデジタルブロックでカスタム機能を構築できる柔軟なデバイスになるように設計されているという事実に基づ

いています。たとえば、PSoC 5LPには、「コプロセッサー」として機能できる以下のペリフェラルがあります。 

▪ DMAコントローラ。最も一般的な CPUアセンブラ命令は MOV、LDR、および STRであることに注意してくだ

さい。これは、CPU がバイトを移動するだけで多くのサイクルを費やすことを意味します。代わりに、DMA コ

ントローラにそれを実行させます。 

▪ デジタルフィルターブロック (DFB) –洗練された 24ビットの積和計算機 

▪ ユニバーサルデジタルブロック (UDB)。UDB は最大 24 個あり、各 UDB には、ビットごとの演算、シフト、巡

回冗長検査 (CRC) を追加、減算、実行できる 8 ビットのデータパスがあります。データパスを連鎖させて、ワ

ード全体の計算を行うことができます。CPU計算をデータパスにオフロードすることを検討してください。 

▪ UDB には、ステートマシンの構築に使用できるプログラマブルロジックデバイス (PLD) もあります。ルックア

ップテーブルは (LUT) コンポーネントのデータシートを参照してください。LUT は、C スイッチ/ケースステー

トメントを使用して CPUでステートマシンをプログラミングする効果的な代替手段です。 

▪ ADC、DAC、コンパレータ、オペアンプ、プログラム可能なスイッチドキャパシタ/連続時間 (SC/CT) ブロック

などのアナログコンポーネントから、プログラム可能なゲインアンプ (PGA)、トランスインピーダンスアンプ 

(TIA)、ミキサーを作成できます。デジタルドメインではなくアナログドメインで処理を行うことを検討してく

ださい。 

PSoC Creator は、これらの周辺機器にさまざまな機能を実装するための多数のコンポーネントを提供します。これ

により、シングルチップで効果的なマルチプロセッシングシステムを開発し、CPU から多くの機能をオフロードで

きます。これにより、コードサイズを削減できるだけでなく、CPU が実行する必要のあるタスクの数を削減するこ

とで、CPU速度を削減し、電力を削減できます。 

たとえば、PSoC 5LPを使用してデジタルシステムを設計し、多重化された ADC入力を制御し、DMAとインターフ

ェースしてデータを SRAM に保存し、CPU をまったく使用しない高度なアナログデータ収集システムを作成できま

す。 

サイプレスは、PSoC ペリフェラルの広範なアプリケーションノートのサポート、およびデバイスデータシートとテ

クニカルリファレンスマニュアル (TRM) の詳細データを提供します。詳細については、関連資料を参照してくださ

い。 

http://www.cypress.com/
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13 関連資料 

13.1 アプリケーションノート 

▪ AN77759 – PSoC 5LP入門 

▪ AN79953 – PSoC 4入門 

▪ AN52705 – PSoC3および PSoC 5LP - DMA入門 

▪ AN54460 – PSoC 3および PSoC 5LPの割込み 

▪ AN90799 – PSoC 4 Interrupts 

▪ AN60630 – PSoC 3 8051 Code and Memory Optimization 

13.2 Cドキュメント 

▪ gccのドキュメントは、PSoC Creatorインストールフォルダーにあります。 

コンパイラのドキュメント： 

C:\Program Files\Cypress\PSoC Creator\3.0\PSoC Creator\import\gnu_cs\arm\4.7.3\share\doc\gcc-arm-none-

eabi\pdf\gcc\gcc.pdf 

リンカスクリプトファイルのドキュメント： 

C:\Program Files\Cypress\PSoC Creator\3.0\PSoC Creator\import\gnu_cs\arm\4.7.3\share\doc\gcc-arm-none-

eabi\pdf\ld.pdf 

▪ MDK の場合、ドキュメントは MDK インストールフォルダー  (通常は C:\Keil\ARM\Hlp) にあります。

armtools.chmから始めます。コンパイラについては、armcc.chmおよび armccref.chmを参照してください。 

リンカスクリプトファイルのドキュメントは、armlink.chmおよび armlinkref.chmにあります。 

13.3 Arm Cortexのドキュメント 

ArmのWebサイトでは、Cortex-M3および Cortex-M0/M0+ CPUに関する豊富な情報を提供しています。 

▪ Cortex-M0命令セット 

▪ Cortex-M0+命令セット 

▪ Cortex-M3命令セット 

▪ Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) ライブラリ 

▪ Arm関連書籍 
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Appendix A. ：コンパイラ出力の詳細 

ここでは、最適化の有無にかかわらず、PSoC Creator (gccと MDK) と両方の PSoC CPU (Cortex-M0/M0+と Cortex-M3) でサポートされる両方のコンパ

イラのアセンブラ出力を詳細に示します。詳細は、次のように構成されているいくつかの表に示されます。 

▪ 表 10. Cortex-M3 CPU用の gccコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

▪ 表 11. Cortex-M0/M0+ CPU用の gccコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

▪ 表 12. Cortex-M3 CPU用 MDKコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

▪ 表 13. Cortex-M0/M0+ CPUの MDKコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

C コードをコンパイルしたときに正確に得られるものではない場合もありますが、表のアセンブラコードは、コードに組み込むことができる有用な例と

して役立ちます。詳細については、Cコードとアセンブラコードの混合を参照してください。 

テーブルの生成に使用されるテストプログラムは、コンパイラテストプログラムにあります。 

A.1 アセンブラの例、Cortex-M3の gcc 

表 10 は、Cortex-M3 用の gcc コンパイラについて、さまざまな最適化オプションのコンパイラ出力の例を示します。例は、コンパイラによって生成さ

れた.lstファイルから抽出されました。 

コンパイラ関数でのレジスタの使用法とスタックの使用法の詳細については、関数の引数を参照してください。 

表 10. Cortex-M3 CPU用の gccコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

Cコード gcc、Cortex-M、最適化なし gcc、Cortex-M3、サイズの最適化 gcc、Cortex-M3、速度の最適化 

// Calling a function 

// with no arguments 

LCD_Start(); 

; do the function call 

bl   LCD_Start 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// Calling a function with 

// one argument 

LCD_PrintInt8(128); 

; R0 = first argument 

; conditional flags are NOT 

; updated by mov 

mov  r0, #80 

bl   LCD_PrintInt8 

; R0 = first argument 

; conditional flags ARE updated 

; by movs 

movs  r0, #80 

bl    LCD_PrintInt8 

; same as for size optimization 

// Calling a function with 

// two arguments 

LCD_Position(0, 2); 

; R0 = first argument 

; R1 = second argument 

mov  r0, #0 

mov  r1, #2 

bl   LCD_Position 

; R0 = first argument 

; R1 = second argument 

movs  r1, #2 

movs  r0, #0 

bl    LCD_Position 

; same as for size optimization 

http://www.cypress.com/
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Cコード gcc、Cortex-M、最適化なし gcc、Cortex-M3、サイズの最適化 gcc、Cortex-M3、速度の最適化 

// For loop: 

void ForLoop(uint8 i) 

{ 

  for(i = 0; i < 10; i++) 

  { 

    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

} 

; function prolog 

; i is saved on the stack 

sub   sp, sp, #16 

add   r7, sp, #0 

mov   r3, r0 

strb  r3, [r7, #15] 

 

; i = 0 

mov   r3, #0 

strb  r3, [r7, #15] 

b     .L2 

 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

.L3: 

ldrb  r3, [r7, #15] 

uxth  r3, r3 ; sign extend 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

 

; i++ 

ldrb  r3, [r7, #15] 

add   r3, r3, #1 

strb  r3, [r7, #15] 

 

; check i  10, by comparing 

; it with 9 

.L2: 

ldrb  r3, [r7, #15] 

cmp   r3, #9 

bls   .L3 

 

; function epilog 

add   r7, r7, #16 

mov   sp, r7 

pop   {r7, pc} ; return 

; function prolog 

push  {r4, lr} 

 

; R4 = i 

movs  r4, #0 

 

.L2: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov   r0, r4 ; sign extend 

adds  r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb  r4, r4 

bl    LCD_PrintInt8 

 

; check i not equal to 10 

cmp   r4, #10 

bne   .L2 

 

; function epilog 

pop   {r4, pc} ; return 

; function prolog 

push   {r3, lr} 

 

; unroll the loop 

; do the function call 

; 10 times 

; i as the argument in R0 

movs  r0, #0 

bl    LCD_PrintInt8 

 

movs  r0, #1 

bl    LCD_PrintInt8 

 

. . . 

 

movs  r0, #9 

pop   {r3, lr} 

; function returns back to 

; caller of this function 

b     LCD_PrintInt8 
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// While loop 

// i is type automatic, see 

// Accessing Automatic Variables 

// for details 

uint8 i = 0; 

 

while (i < 10) 

{ 

  LCD_PrintInt8(i); 

  i++; 

} 

; prolog not shown 

; i = 0 

mov   r3, #0 

strb  r3, [r7, #7] 

b     .L5 

 

.L6: 

; LCD_PrintInt8(i) 

ldrb  r3, [r7, #7] 

uxth  r3, r3 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

 

; i++ 

ldrb  r3, [r7, #7] 

add   r3, r3, #1 

strb  r3, [r7, #7] 

 

.L5: 

; while(i  10) 

ldrb  r3, [r7, #7] 

cmp   r3, #9 

bls   .L6 

 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

; i = 0 

movs  r4, #0 

 

.L6: 

mov   r0, r4 

adds  r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb  r4, r4 

; LCD_PrintInt8(i) 

bl     LCD_PrintInt8 

 

; check i not equal to 10 

cmp   r4, #10 

bne   .L6 

 

; epilog not shown 

; function prolog 

push   {r3, lr} 

 

; unroll the loop 

; do the function call 

; 10 times 

; i as the argument in R0 

movs  r0, #0 

bl    LCD_PrintInt8 

 

movs  r0, #1 

bl    LCD_PrintInt8 

 

. . . 

 

movs  r0, #9 

pop   {r3, lr} 

; function returns back to 

; caller of this function 

b     LCD_PrintInt8 

// Conditional statement 

void Conditional(uint8 i, uint8 j) 

{ 

  if(j == 1) 

  { 

    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

  else 

  { 

    LCD_PrintInt8(i + 1); 

  } 

} 

; prolog not shown 

; if(j == 1) 

ldrb  r3, [r7, #6] 

cmp   r3, #1 

bne   .L5 

 

; LCD_PrintInt8(i) 

ldrb  r3, [r7, #7] 

uxth  r3, r3 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

b     .L4 

 

.L5: 

; LCD_PrintInt8(i + 1) 

ldrb  r3, [r7, #7] 

uxth  r3, r3 

add   r3, r3, #1 

uxth  r3, r3  

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

 

.L4: 

; epilog not shown 

; no prolog 

; if(j == 1) 

cmp   r1, #1 

beq   .L10 

 

; LCD_PrintInt8(i) 

adds  r0, r0, #1 

uxtb  r0, r0 

 

.L10: 

; function returns back to 

; caller of this function 

b     LCD_PrintInt8 

 

; same as for size optimization 
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// Switch case statements 

void SwitchCase(uint8 j) 

{ 

  switch(j) 

  { 

    case 0: 

    LCD_PrintInt8(1); 

    break; 

 

    case 1: 

    LCD_PrintInt8(2); 

    break; 

 

    default: 

    LCD_PrintInt8(0); 

    break; 

  } 

} 

; prolog not shown 

; switch(j)  

ldrb   r3, [r7, #7] 

cmp    r3, #0 

beq    .L9 

cmp    r3, #1 

beq    .L10 

b      .L12 

 

.L9:          ; case 0 

mov    r0, #1 

bl     LCD_PrintInt8 

b      .L7    ; break 

 

.L10:         ; case 1 

mov    r0, #2 

bl     LCD_PrintInt8 

b      .L9    ; break 

 

.L12:         ; default 

mov.w  r0, #0 

bl     LCD_PrintInt8 

nop           ; break 

 

.L7: 

; epilog not shown 

; no prolog 

; switch(j)  

cbz   r0, .L13 

cmp   r0, #1 

bne   .L15 

 

movs  r0, #2 ; case 1 

b     .L16 

 

.L13: 

movs  r0, #1 ; case 0 

b     .L16 

 

.L15: 

movs  r0, #0 ; default 

 

.L16:          

; no epilog 

b     LCD_PrintInt8 

; no prolog 

; switch(j)  

cbnz  r0, .L12 

movs  r0, #1 ; case 0 

; no epilog 

b     LCD_PrintInt8 

 

.L12: 

cmp   r0, #1 

beq   .L13 

movs  r0, #0 ; default 

; no epilog 

b     LCD_PrintInt8 

 

movs  r0, #2 ; case 1 

; no epilog 

b     LCD_PrintInt8 

// Ternary operator 

void Ternary(uint8 i) 

{ 

  LCD_PrintInt8( 

    (i == 1) ? 80 : 100); 

} 

; prolog not shown 

; check value of i 

ldrb  r3, [r7, #7] 

cmp   r3, #1 

bne   .L17 

 

mov   r3, #80 

b     .L18 

 

.L17:  

mov   r3, #100 

 

.L18: 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

; epilog not shown 

; no prolog 

; check value of i 

cmp   r0, #1 

 

; “ite” stands for if-then- 

; else instruction 

; “ne” condition checks 

; if the previous compare 

; instruction has cleared the 

; “equal to” flag 

ite    ne 

 

; mov if the result of the 

; previous “ite” instruction is 

; “not equal” 

movne  r0, #100 

 

; mov if the result of the 

; previous “ite” instruction is 

; “equal” 

moveq  r0, #80 

 

; no epilog 

b      LCD_PrintInt8 

; same as for size optimization 
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// Addition operation 

int DoAdd(int x, int y) 

{ 

  return x + y; 

} 

; prolog not shown 

ldr   r2, [r7, #4] 

ldr   r3, [r7, #0] 

adds  r3, r2, r3 

mov   r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

adds  r0, r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Subtraction operation 

int DoSub(int x, int y) 

{ 

  return x - y; 

} 

; prolog not shown 

ldr   r2, [r7, #4] 

ldr   r3, [r7, #0] 

subs  r3, r2, r3 

mov   r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

subs  r0, r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Multiplication 

int DoMul(int x, int y) 

{ 

  return x * y; 

} 

; prolog not shown 

ldr   r3, [r7, #4] 

ldr   r2, [r7, #0] 

mul   r3, r2, r3 

mov   r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

muls  r0, r1, r0 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Division 

int DoDiv(int x, int y) 

{ 

  return x / y; 

} 

; prolog not shown 

ldr   r2, [r7, #4] 

ldr   r3, [r7, #0] 

sdiv  r3, r2, r3 

mov   r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

sdiv  r0, r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Modulo operator 

int DoMod(int x, int y) 

{ 

  return x % y; 

} 

; prolog not shown 

ldr   r3, [r7, #4] 

ldr   r2, [r7, #0] 

; truncated quotient 

sdiv  r2, r3, r2 

; quotient * divisor 

ldr   r1, [r7,#0] 

mul   r2, r1, r2 

; remainder = dividend - 

; (quotient * divisor) 

subs  r3, r3, r2 

mov   r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

sdiv  r3, r0, r1 

; multiply and subtract instruction 

; implements remainder = 

; dividend - (quotient * divisor) 

mls   r0, r3, r1, r0 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 
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// Pointer  

void Pointer(uint8 x, uint8 *ptr) 

{ 

  *ptr = *ptr + x; 

  ptr++; 

  LCD_PrintInt8(*ptr); 

} 

; *ptr = *ptr + x 

ldr   r3, [r7, #0] ; ptr 

ldrb  r2, [r3, #0] 

ldrb  r3, [r7, #7] ; x 

adds  r3, r2, r3 

uxtb  r2, r3 

ldr   r3, [r7, #0] ; ptr 

strb  r2, [r3, #0] 

 

; ptr++ 

ldr   r3, [r7, #0] ; ptr 

add   r3, r3, #1 

str   r3, [r7, #0] 

 

; LCD_PrintInt8(*ptr) 

ldr   r3, [r7, #0] 

ldrb  r3, [r3, #0] 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

; *ptr = *ptr + x 

ldrb  r3, [r1, #0] ; R1 = ptr 

adds  r0, r0, r3   ; R0 = x 

strb  r0, [r1, #0] 

 

; ptr++ 

; LCD_PrintInt8(*ptr) 

ldrb  r0, [r1, #1] 

b     LCD_PrintInt8 

; same as for size optimization 

// Function pointer 

void FuncPtr(uint8 x, 

             void *fptr(uint8)) 

{ 

  (*fptr)(x); 

} 

; (*fptr)(x) 

ldrb  r2, [r7, #7] ; x 

ldr   r3, [r7, #0] ; fptr 

mov   r0, r2 

; in a blx instruction, the 

; LS bit of the register 

; must be 1 to keep the CPU 

; in Thumb mode, or an 

; exception occurs 

blx   r3 

; (*fptr)(x) 

; in a blx instruction, the LS 

; bit of the register must be 

; 1 to keep the CPU in Thumb 

; mode, or an exception occurs 

blx   r1 

; same as for size optimization 
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// Packed structures 

struct FOO_P 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

} __attribute__ ((packed)); 

 

extern struct FOO_P myfoo_p; 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo_p.membera =  5; 

  myfoo_p.memberb = 10; 

  myfoo_p.memberc = 15; 

  myfoo_p.memberd = 20; 

} 

; membera = 5 

movw  r3, #:lower16:myfoo_p 

movt  r3, #:upper16:myfoo_p 

mov   r2, #5 

strb  r2, [r3, #0] 

; memberb = 10 

movw  r3, #:lower16:myfoo_p 

movt  r3, #:upper16:myfoo_p 

mov   r2, #10 

strb  r2, [r3, #1] 

; memberc = 15 

movw  r3, #:lower16:myfoo_p 

movt  r3, #:upper16:myfoo_p 

mov   r2, #0 

orr   r2, r2, #15 

strb  r2, [r3, #2] 

mov   r2, #0 

strb  r2, [r3, #3] 

mov   r2, #0 

strb  r2, [r3, #4] 

mov   r2, #0 

strb  r2, [r3, #5] 

; memberd = 20 

movw  r3, #:lower16:myfoo_p 

movt  r3, #:upper16:myfoo_p 

mov   r2, #0 

orr   r2, r2, #20 

strb  r2, [r3, #6] 

mov   r2, #0 

strb  r2, [r3, #7] 

ldr   r3, [pc, .L28] 

movs  r2, #5 

movs  r0, #10 

strb  r2, [r3, #0] ; membera = 5 

strb  r0, [r3, #1] ; memberb = 10 

movs  r2, #0 

movs  r1, #15 

movs  r0, #20 

strb  r1, [r3, #2] ; memberc = 15 

strb  r2, [r3, #3] 

strb  r2, [r3, #4] 

strb  r2, [r3, #5] 

strb  r0, [r3, #6] ; memberd = 20 

strb  r2, [r3, #7] 

bx    lr 

 

.L28: 

.word  myfoo_p 

movw  r3, #:lower16:myfoo_p 

movt  r3, #:upper16:myfoo_p 

movs  r1, #5 

movs  r0, #10 

movs  r2, #0 

strb  r1, [r3, #0] ; membera = 5 

strb  r0, [r3, #1] ; memberb = 10 

movs  r1, #15 

movs  r0, #20 

strb  r1, [r3, #2] ; memberc = 15 

strb  r2, [r3, #3] 

strb  r2, [r3, #4] 

strb  r2, [r3, #5] 

strb  r0, [r3, #6] ; memberd = 20 

strb  r2, [r3, #7] 

bx    lr 

// unpacked structures 

struct FOO 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

}; 

 

extern struct FOO myfoo; 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo.membera =  5; 

  myfoo.memberb = 10; 

  myfoo.memberc = 15; 

  myfoo.memberd = 20; 

} 

; membera = 5 

movw  r3, #:lower16:myfoo 

movt  r3, #:upper16:myfoo 

mov   r2, #5 

strb  r2, [r3, #0] 

; memberb = 10 

movw  r3, #:lower16:myfoo 

movt  r3, #:upper16:myfoo 

mov   r2, #10 

strb  r2, [r3, #1] 

; memberc = 15 

movw  r3, #:lower16:myfoo 

movt  r3, #:upper16:myfoo 

mov   r2, #15 

str   r2, [r3, #4] 

; memberd = 20 

movw  r3, #:lower16:myfoo 

movt  r3, #:upper16:myfoo 

mov   r2, #20 

strh  r2, [r3, #8] 

ldr   r3, [pc, .L31] 

movs  r2, #5 

strb  r2, [r3, #0] ; membera = 5 

movs  r0, #10 

movs  r1, #15 

movs  r2, #20 

strb  r0, [r3, #1] ; memberb = 10 

str   r1, [r3, #4] ; memberc = 15 

strh  r2, [r3, #8] ; memberd = 20 

bx    lr 

 

.L31: 

.word myfoo 

movw  r3, #:lower16:myfoo 

movt  r3, #:upper16:myfoo 

movs  r2, #5 

strb  r2, [r3, #0] ; membera = 5 

movs  r0, #10 

movs  r1, #15 

movs  r2, #20 

strb  r0, [r3, #1] ; memberb = 10 

str   r1, [r3, #4] ; memberc = 15 

strh  r2, [r3, #8] ; memberd = 20 

bx    lr 
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A.2 アセンブラの例、Cortex-M0/M0+の gcc 

表 11 は、Cortex-M0/M0+用の gcc コンパイラについて、さまざまな最適化オプションのコンパイラ出力の例を示します。例は、コンパイラによって生

成された.lstファイルから抽出されました。 

コンパイラ関数でのレジスタの使用法とスタックの使用法の詳細については、関数の引数を参照してください。 

表 11. Cortex-M0/M0+ CPU用の gccコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

Cコード gcc、Cortex-M0/M0+、最適化なし gcc、Cortex-M0/M0+、サイズの最適化 gcc、Cortex-M0/M0+、速度の最適化 

// Calling a function 

// with no arguments 

LCD_Start(); 

; do the function call 

bl   LCD_Start 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// Calling a function with 

// one argument 

LCD_PrintInt8(128); 

; R0 = first argument 

; conditional flags are NOT 

; updated by mov 

mov  r0, #128 

bl   LCD_PrintInt8 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// Calling a function with 

// two arguments 

LCD_Position(0, 2); 

; R0 = first argument 

; R1 = second argument 

mov  r1, #2 

mov  r0, #0 

bl   LCD_Position 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 
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// For loop: 

void ForLoop(uint8 i) 

{ 

  for(i = 0; i < 10; i++) 

  { 

    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

} 

; function prolog 

; i is saved on the stack 

push  {r7, lr} 

sub   sp, sp, #16 

add   r7, sp, #0 

mov   r2, r0 

add   r3, r7, #7 

strb  r2, [r3] 

 

; i = 0 

mov   r3, r7 

add   r3, r3, #15 

mov   r2, #0 

strb  r2, [r3] 

b     .L2 

 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

.L3: 

mov   r3, r7 

add   r3, r3, #15 

ldrb  r3, [r3] 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

 

; i++ 

mov   r3, r7 

add   r3, r3, #15 

mov   r2, r7 

add   r2, r2, #15 

ldrb  r2, [r2] 

add   r2, r2, #1 

strb  r2, [r3] 

 

; check i  10, by comparing 

; it with 9 

.L2: 

mov   r3, r7 

add   r3, r3, #15 

ldrb  r3, [r3] 

cmp   r3, #9 

bls   .L3 

 

; function epilog 

mov   sp, r7 

add   sp, sp, #16 

pop   {r7, pc} 

; function prolog 

push  {r4, lr} 

 

; R4 = i 

mov   r4, #0 

 

.L2: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov   r0, r4 ; sign extend 

add   r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb  r4, r4 

bl    LCD_PrintInt8 

 

; check i not equal to 10 

cmp   r4, #10 

bne   .L2 

 

pop   {r4, pc} ; return 

; function prolog 

push  {r3, lr} 

 

; unroll the loop 

; do the function call 

; 10 times 

; i as the argument in R0 

mov   r0, #0 

bl    LCD_PrintInt8 

 

mov   r0, #1 

bl    LCD_PrintInt8 

 

. . . 

 

mov   r0, #9  

bl    LCD_PrintInt8 

 

pop   {r3, pc} ; return 
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// While loop 

// i is type automatic, see 

// Accessing Automatic Variables 

// for details 

uint8 i = 0; 

 

while (i < 10) 

{ 

  LCD_PrintInt8(i); 

  i++; 

} 

; prolog not shown 

; i = 0 

add   r3, r7, #7 

mov   r2, #0 

strb  r2, [r3] 

b     .L5 

 

.L6: 

; LCD_PrintInt8(i) 

add   r3, r7, #7 

ldrb  r3, [r3] 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

 

; i++ 

add   r3, r7, #7 

add   r2, r7, #7 

ldrb  r2, [r2] 

add   r2, r2, #1 

strb  r2, [r3] 

 

.L5: 

; while(i  10) 

add   r3, r7, #7 

ldrb  r3, [r3] 

cmp   r3, #9 

bls   .L6 

 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

; i = 0 

movs  r4, #0 

 

.L6: 

mov   r0, r4 

add   r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb  r4, r4 

; LCD_PrintInt8(i) 

bl     LCD_PrintInt8 

 

; check i not equal to 10 

cmp   r4, #10 

bne   .L6 

 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

; unroll the loop 

; do the function call 

; 10 times 

; i as the argument in R0 

mov   r0, #0 

bl    LCD_PrintInt8 

 

mov   r0, #1 

bl    LCD_PrintInt8 

 

. . . 

 

mov   r0, #9  

bl    LCD_PrintInt8 

 

; epilog not shown 
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// Conditional statement 

void Conditional(uint8 i, uint8 j) 

{ 

  if(j == 1) 

  { 

    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

  else 

  { 

    LCD_PrintInt8(i + 1); 

  } 

} 

; prolog not shown 

; if(j == 1) 

add   r3, r7, #6 

ldrb  r3, [r3] 

cmp   r3, #1 

bne   .L8 

 

; LCD_PrintInt8(i) 

add   r3, r7, #7 

ldrb  r3, [r3] 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

b     .L7 

 

.L8: 

; LCD_PrintInt8(i + 1) 

add   r3, r7, #7 

ldrb  r3, [r3] 

add   r3, r3, #1 

uxtb  r3, r3  

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

 

.L7: 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

; if(j == 1) 

cmp   r1, #1 

beq   .L11 

 

; LCD_PrintInt8(i) 

add   r0, r0, #1 

uxtb  r0, r0 

 

.L11: 

bl    LCD_PrintInt8 

 

; epilog not shown 

; same as for size optimization 

// Switch case statements 

void SwitchCase(uint8 j) 

{ 

  switch(j) 

  { 

    case 0: 

    LCD_PrintInt8(1); 

    break; 

 

    case 1: 

    LCD_PrintInt8(2); 

    break; 

 

    default: 

    LCD_PrintInt8(0); 

    break; 

  } 

} 

; prolog not shown 

; switch(j)  

add   r3, r7, #7 

ldrb  r3, [r3] 

cmp   r3, #0 

beq   .L12 

cmp   r3, #1 

beq   .L13 

b     .L15 

 

.L12          ; case 0 

mov   r0, #1 

bl    LCD_PrintInt8 

b     .L10   ; break 

 

.L13:         ; case 1 

mov   r0, #2 

bl    LCD_PrintInt8 

b     .L10   ; break 

 

.L15:         ; default 

mov   r0, #0 

bl    LCD_PrintInt8 

mov   r8, r8 ; break - nop 

 

.L10: 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

; switch(j)  

cmp  r0, #0 

beq  .L14 

cmp  r0, #1 

bne  .L17 

 

mov  r0, #2 ; case 1 

b    .L18 

 

.L14: 

mov  r0, #1 ; case 0 

b    .L18 

 

.L17: 

mov  r0, #0 ; default 

 

.L18:          

bl    LCD_PrintInt8 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

; switch(j)  

cmp  r0, #0 

bne  .L14 

mov  r0, #1 ; case 0 

bl   LCD_PrintInt8 

 

.L8: 

pop  {r3, pc} ; return 

 

.L14: 

cmp  r0, #1 

beq  .L15 

mov  r0, #0 ; default 

bl   LCD_PrintInt8 

b    .L8 

 

mov  r0, #2 ; case 1 

bl   LCD_PrintInt8 

b    .L8 
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// Ternary operator 

void Ternary(uint8 i) 

{ 

  LCD_PrintInt8( 

    (i == 1) ? 80 : 100); 

} 

; prolog not shown 

; check value of i 

add   r3, r7, #7 

ldrb  r3, [r3] 

cmp   r3, #1 

bne   .L17 

 

mov   r3, #80 

b     .L18 

 

.L17:  

mov   r3, #100 

 

.L18: 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

mov  r3, #100 

cmp  r0, #1 

bne  .L20 

mov  r3, #80 

 

.L20: 

mov  r0, r3 

bl   LCD_PrintInt8 

; epilog not shown 

; prolog not shown 

mov  r3, #100 

cmp  r0, #1 

beq  .L19 

 

.L17: 

mov  r0, r3 

bl   LCD_PrintInt8 

pop  {r3, pc} ; return 

 

.L19: 

mov  r3, #80 

b    .L17 

// Addition operation 

int DoAdd(int x, int y) 

{ 

  return x + y; 

} 

; prolog not shown 

ldr  r2, [r7, #4] 

ldr  r3, [r7, #0] 

add  r3, r2, r3 

mov  r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

add  r0, r0, r1 

bx   lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Subtraction operation 

int DoSub(int x, int y) 

{ 

  return x - y; 

} 

; prolog not shown 

ldr  r2, [r7, #4] 

ldr  r3, [r7, #0] 

sub  r3, r2, r3 

mov  r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

sub  r0, r0, r1 

bx   lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Multiplication 

int DoMul(int x, int y) 

{ 

  return x * y; 

} 

; prolog not shown 

ldr  r3, [r7, #4] 

ldr  r2, [r7, #0] 

mul  r3, r2  

mov  r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

; no prolog 

mul  r0, r1 

bx   lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Division 

int DoDiv(int x, int y) 

{ 

  return x / y; 

} 

; prolog not shown 

ldr  r0, [r7, #4] 

ldr  r1, [r7, #0] 

bl   __aeabi_idiv 

mov  r3, r0 

mov  r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

push  {r3, lr} 

bl    __aeabi_idiv 

; return with result 

pop   {r3, pc} 

; same as for size optimization 
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// Modulo operator 

int DoMod(int x, int y) 

{ 

  return x % y; 

} 

; prolog not shown 

ldr  r3, [r7, #4] 

mov  r0, r3 

ldr  r1, [r7] 

bl   __aeabi_idivmod 

mov  r3, r1 

mov  r0, r3 ; return value 

; epilog not shown 

push  {r3, lr} 

bl    __aeabi_idivmod 

; return with result 

mov   r0, r1 

pop   {r3, pc} 

; same as for size optimization 

// Pointer  

void Pointer(uint8 x, uint8 *ptr) 

{ 

  *ptr = *ptr + x; 

  ptr++; 

  LCD_PrintInt8(*ptr); 

} 

; *ptr = *ptr + x 

ldr   r3, [r7]   ; ptr 

ldrb  r2, [r3] 

add   r3, r7, #7 ; x 

ldrb  r3, [r3] 

add   r3, r2, r3 

uxtb  r2, r3 

ldr   r3, [r7]   ; ptr 

strb  r2, [r3] 

 

; ptr++ 

ldr   r3, [r7]   ; ptr 

add   r3, r3, #1 

str   r3, [r7] 

 

; LCD_PrintInt8(*ptr) 

ldr   r3, [r7] 

ldrb  r3, [r3] 

mov   r0, r3 

bl    LCD_PrintInt8 

; *ptr = *ptr + x 

ldrb  r3, [r1]   ; R1 = ptr 

add   r0, r0, r3 ; R0 = x 

strb  r0, [r1] 

 

; ptr++ 

; LCD_PrintInt8(*ptr) 

ldrb  r0, [r1, #1] 

bl    LCD_PrintInt8 

; same as for size optimization 

// Function pointer 

void FuncPtr(uint8 x, 

             void *fptr(uint8)) 

{ 

  (*fptr)(x); 

} 

; (*fptr)(x) 

add   r3, r7, #7 ; x 

ldrb  r2, [r3] 

ldr   r3, [r7]   ; fptr 

mov   r0, r2 

; in a blx instruction, the 

; LS bit of the register 

; must be 1 to keep the CPU 

; in Thumb mode, or an 

; exception occurs 

blx   r3 

; (*fptr)(x) 

; in a blx instruction, the LS 

; bit of the register must be 

; 1 to keep the CPU in Thumb 

; mode, or an exception occurs 

blx   r1 

; same as for size optimization 
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// Packed structures 

struct FOO_P 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

} __attribute__ ((packed)); 

 

extern struct FOO_P myfoo_p; 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo_p.membera =  5; 

  myfoo_p.memberb = 10; 

  myfoo_p.memberc = 15; 

  myfoo_p.memberd = 20; 

} 

; membera = 5 

ldr   r3, [pc, .L32] 

mov   r2, #5 

strb  r2, [r3] 

; memberb = 10 

ldr   r3, [pc, .L32] 

mov   r2, #10 

strb  r2, [r3, #1] 

; memberc = 15 

ldr   r3, [pc, .L32] 

ldrb  r1, [r3, #2] 

mov   r2, #0 

and   r2, r1 

mov   r1, #15 

orr   r2, r1 

strb  r2, [r3, #2] 

ldrb  r1, [r3, #3] 

mov   r2, #0 

and   r2, r1 

strb  r2, [r3, #3] 

ldrb  r1, [r3, #4] 

mov   r2, #0 

and   r2, r1 

strb  r2, [r3, #4] 

ldrb  r1, [r3, #5] 

mov   r2, #0 

and   r2, r1 

strb  r2, [r3, #5] 

; memberd = 20 

ldr   r3, [pc, .L32] 

ldrb  r1, [r3, #6] 

mov   r2, #0 

and   r2, r1 

mov   r1, #20 

orr   r2, r1 

strb  r2, [r3, #6] 

ldrb  r1, [r3, #7] 

mov   r2, #0 

and   r2, r1 

strb  r2, [r3, #7] 

 

.L32: 

.word  myfoo_p 

ldr   r3, [pc, .L30] 

mov   r2, #5 

mov   r0, #10 

strb  r2, [r3]     ; membera = 5 

strb  r0, [r3, #1] ; memberb = 10 

mov   r2, #0 

mov   r1, #15 

mov   r0, #20 

strb  r1, [r3, #2] ; memberc = 15 

strb  r2, [r3, #3] 

strb  r2, [r3, #4] 

strb  r2, [r3, #5] 

strb  r0, [r3, #6] ; memberd = 20 

strb  r2, [r3, #7] 

bx    lr 

 

.L30: 

.word  myfoo_p 

; same as for size optimization 
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// unpacked structures 

struct FOO 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

}; 

 

extern struct FOO myfoo; 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo.membera =  5; 

  myfoo.memberb = 10; 

  myfoo.memberc = 15; 

  myfoo.memberd = 20; 

} 

; membera = 5 

ldr   r3, [pc, .L35] 

mov   r2, #5 

strb  r2, [r3] 

; memberb = 10 

ldr   r3, [pc, .L35] 

mov   r2, #10 

strb  r2, [r3, #1] 

; memberc = 15 

ldr   r3, [pc, .L35] 

mov   r2, #15 

str   r2, [r3, #4] 

; memberd = 20 

ldr   r3, [pc, .L35] 

mov   r2, #20 

strh  r2, [r3, #8] 

 

.L35: 

.word  myfoo 

 

ldr   r3, [pc, .L33] 

mov   r2, #5 

strb  r2, [r3]     ; membera = 5 

mov   r0, #10 

mov   r1, #15 

mov   r2, #20 

strb  r0, [r3, #1] ; memberb = 10 

str   r1, [r3, #4] ; memberc = 15 

strh  r2, [r3, #8] ; memberd = 20 

bx    lr 

 

.L33: 

.word myfoo 

; same as for size optimization 

A.3 アセンブラの例、Cortex-M3用 MDK 

Note: 表 12は、Cortex-M3のMDKコンパイラの場合、さまざまな最適化オプションのコンパイラ出力の例を示します。MDKの無料評価版であるMDK-

Liteは.lstファイルにアセンブラを含まないため、例は PSoC Creatorのアセンブラレベルのデバッグウィンドウから抽出されました。 

コンパイラ関数でのレジスタの使用法とスタックの使用法の詳細については、関数の引数を参照してください。 

表 12. Cortex-M3 CPU用 MDKコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

Cコード MDK、Cortex-M3、最適化なし MDK、Cortex-M3、サイズの最適化 MDK、Cortex-M3、速度の最適化 

// Calling a function 

// with no arguments 

LCD_Start(); 

; do the function call 

bl   LCD_Start 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// Calling a function with 

// one argument 

LCD_PrintInt8(128); 

; R0 = first argument 

movs  r0, #80 

bl    LCD_PrintInt8 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// Calling a function with 

// two arguments 

LCD_Position(0, 2); 

; R0 = first argument 

; R1 = second argument 

movs  r1, #2 

movs  r0, #0 

bl    LCD_Position 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// For loop: 

void ForLoop(uint8 i) 

{ 

  for(i = 0; i < 10; i++) 

  { 

; prolog 

push   {r4, lr} 

mov    r4, r0 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

b.n    <ForLoop+0x12> 

 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

 

<ForLoop+0x4>: 

; do the function call with 

; same as for size optimization 
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    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

} 

<ForLoop+0x8>: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r0, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r0 ; sign extend 

 

<ForLoop+0x12>: 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

blt.n  <ForLoop+0x8> 

 

pop    {r4, pc} ; return 

; i as the argument in R0 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r4 ; sign extend 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

bcc.n  <ForLoop+0x4> 

 

pop    {r4, pc} ; return 

// While loop 

// i is type automatic, see 

// Accessing Automatic Variables 

// for details 

uint8 i = 0; 

 

while (i < 10) 

{ 

  LCD_PrintInt8(i); 

  i++; 

} 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

b.n    <WhileLoop+0x10> 

 

<WhileLoop+0x6>: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r0, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r0 ; sign extend 

 

<WhileLoop+0x10>: 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

blt.n  <WhileLoop+0x6> 

 

pop    {r4, pc}; return 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

 

<WhileLoop+0x4>: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r4 ; sign extend 

 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

bcc.n  <WhileLoop+0x4> 

 

pop    {r4, pc}; return 

; same as for size optimization 

// Conditional statement 

void Conditional(uint8 i, uint8 

j) 

{ 

  if(j == 1) 

  { 

    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

  else 

  { 

    LCD_PrintInt8(i + 1); 

  } 

} 

; prolog 

push {r4, r5, r6, lr} 

 

mov    r4, r0 

mov    r5, r1 

cmp    r5, #1 ; j == 1 

bne.n  <Conditional+0x12> 

 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

b.n    <Conditional+0x1a> 

  

<Conditional+0x12>: 

; LCD_PrintInt8(i + 1) 

adds   r1, r4, #1 

uxtb   r0, r1 ; sign extend 

bl     LCD_PrintInt8 

 

<Conditional+0x1a>: 

; no prolog 

; if(j == 1) 

cmp    r1, #1 

beq.n  <Conditional+0x8> 

 

adds   r0, r0, #1 ; i + 1 

uxtb   r0, r0 

 

<Conditional+0x8>: 

; function returns back to 

; caller of this function 

b.w    LCD_PrintInt8 

; same as for size optimization 
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; return 

pop    {r4, r5, r6, pc} 

// Switch case statements 

void SwitchCase(uint8 j) 

{ 

  switch(j) 

  { 

    case 0: 

    LCD_PrintInt8(1); 

    break; 

 

    case 1: 

    LCD_PrintInt8(2); 

    break; 

 

    default: 

    LCD_PrintInt8(0); 

    break; 

  } 

} 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

; switch(j) 

mov    r4, r0 

cbz    r4, <SwitchCase+0xc> 

cmp    r4, #1 

bne.n  <SwitchCase+0x1c> 

b.n    <SwitchCase+0x14> 

 

<SwitchCase+0xc>: 

movs   r0, #1 ; case 0 

bl     LCD_PrintInt8 

b.n    <SwitchCase+0x24> 

 

<SwitchCase+0x14>: 

movs   r0, #2 ; case 1 

bl     LCD_PrintInt8 

b.n    <SwitchCase+0x24> 

 

<SwitchCase+0x1c>: 

movs   r0, #0 ; default 

bl     LCD_PrintInt8 

nop 

 

<SwitchCase+0x24>: 

nop 

pop    {r4, pc} ; return 

; prolog not shown 

; switch(j)  

cbz    r0, <SwitchCase+0xa> 

cmp    r0, #1 

beq.n  <SwitchCase+0xe> 

 

movs   r0, #0 ; default 

b.n    <SwitchCase+0x10> 

 

<SwitchCase+0xa>: 

movs   r0, #1 ; case 0 

b.n    <SwitchCase+0x10> 

 

<SwitchCase+0xe>: 

movs   r0, #2 ; case 1 

 

<SwitchCase+0x10>: 

; function returns back to 

; caller of this function 

b.w    LCD_PrintInt8 

; same as for size optimization 

// Ternary operator 

void Ternary(uint8 i) 

{ 

  LCD_PrintInt8( 

    (i == 1) ? 80 : 100); 

} 

; prolog 

push  {r4, lr} 

 

mov    r4, r0 ; i == 1 

cmp    r4, #1 

bne.n  <Ternary+0xc> 

 

movs   r1, #50 

b.n    <Ternary+0xe> 

 

<Ternary+0xc>: 

movs   r1, #64 

 

<Ternary+0xe>: 

mov    r0, r1 

bl     LCD_PrintInt8 

 

pop    {r4, pc} ; return 

; no prolog 

cmp    r0, #1 

beq.n  <Ternary+0xa> 

 

<Ternary+0x6>: 

movs   r0, #64    ; 0x64 

; function returns back to 

; caller of this function 

b.w    LCD_PrintInt8 

 

<Ternary+0xa>: 

movs   r0, #50    ; 0x50 

b.n    <Ternary+0x6> 

; same as for size optimization 
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// Addition operation 

int DoAdd(int x, int y) 

{ 

  return x + y; 

} 

; no prolog 

mov   r2, r0 

adds  r0, r2, r1 

bx    lr ; return with result 

; no prolog 

add   r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Subtraction operation 

int DoSub(int x, int y) 

{ 

  return x - y; 

} 

; no prolog 

mov   r2, r0 

subs  r0, r2, r1 

bx    lr ; return with result 

; no prolog 

subs  r0, r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Multiplication 

int DoMul(int x, int y) 

{ 

  return x * y; 

} 

; no prolog 

mov    r2, r0 

mul.w  r0, r2, r1 

bx     lr ; return with result 

; no prolog 

muls  r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Division 

int DoDiv(int x, int y) 

{ 

  return x / y; 

} 

; no prolog 

mov   r2, r0 

sdiv  r0, r2, r1 

bx    lr ; return with result 

; no prolog 

sdiv  r0, r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Modulo operator 

int DoMod(int x, int y) 

{ 

  return x % y; 

} 

; no prolog 

mov   r2, r0 

; truncated quotient 

sdiv  r0, r2, r1 

; multiply and subtract instruction 

; implements remainder = 

; dividend - (quotient * divisor) 

mls   r0, r1, r0, r2 

bx    lr ; return with result 

; no prolog 

; truncated quotient 

sdiv  r2, r0, r1 

; multiply and subtract instruction 

; implements remainder = 

; dividend - (quotient * divisor) 

mls   r0, r1, r2, r0 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Pointer  

void Pointer(uint8 x, uint8 

*ptr) 

{ 

  *ptr = *ptr + x; 

  ptr++; 

  LCD_PrintInt8(*ptr); 

} 

; prolog 

push  {r4, r5, r6, lr} 

mov   r5, r0 

mov   r4, r1 

 

; *ptr = *ptr + x; 

ldrb  r0, [r4, #0] 

add   r0, r5 

strb  r0, [r4, #0] 

 

adds  r4, r4, #1 ; ptr++; 

 

ldrb  r0, [r4, #0] 

bl    LCD_PrintInt8 

 

pop   {r4, r5, r6, pc} ; return 

; no prolog 

; *ptr = *ptr + x 

ldrb  r2, [r1, #0] ; R1 = ptr 

add   r0, r2   ; R0 = x 

strb  r0, [r1, #0] 

 

; ptr++ 

; LCD_PrintInt8(*ptr) 

ldrb  r0, [r1, #1] 

 

; function returns back to 

; caller of this function 

b.w   LCD_PrintInt8 

; same as for size optimization 

// Function pointer 

void FuncPtr(uint8 x, 

             void *fptr(uint8)) 

{ 

; prolog 

push  {r4, r5, r6, lr} 

mov   r5, r0 

mov   r4, r1 

 

; (*fptr)(x) 

; in a bx instruction, the LS 

; bit of the register must be 

; 1 to keep the CPU in Thumb 

; mode, or an exception occurs 

; same as for size optimization 
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  (*fptr)(x); 

} 

; (*fptr)(x) 

mov   r0, r5 

; in a blx instruction, the 

; LS bit of the register 

; must be 1 to keep the CPU 

; in Thumb mode, or an 

; exception occurs 

blx   r4 

 

pop   {r4, r5, r6, pc} ; return 

 

; function returns back to 

; caller of this function 

bx   r1 

// Packed structures 

struct FOO_P 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

} __attribute__ ((packed)); 

 

extern struct FOO_P myfoo_p; 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo_p.membera =  5; 

  myfoo_p.memberb = 10; 

  myfoo_p.memberc = 15; 

  myfoo_p.memberd = 20; 

} 

; no prolog 

; membera = 5 

movs   r0, #5 

ldr    r1, [pc, #14] 

strb   r0, [r1, #0] 

; memberb = 10 

movs   r0, #a 

strb   r0, [r1, #1] 

; memberc = 15 

movs   r0, #f 

; word unaligned access 

str.w  r0, [r1, #2] 

; memberd = 20 

movs   r0, #14 

strh   r0, [r1, #6] 

bx     lr  ; return 

 

.word  &myfoo_p 

; no prolog 

ldr    r0, [pc, #14] 

; membera = 5 

movs   r1, #5 

strb   r1, [r0, #0] 

; memberb = 10 

movs   r1, #a 

strb   r1, [r0, #1] 

; memberc = 15 

movs   r1, #f 

; word unaligned access 

str.w  r1, [r0, #2] 

; memberd = 20 

movs   r1, #14 

strh   r1, [r0, #6] 

bx     lr  ; return 

 

.word  &myfoo_p 

; same as for size optimization 

// unpacked structures 

struct FOO 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

}; 

 

extern struct FOO myfoo; 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo.membera =  5; 

  myfoo.memberb = 10; 

  myfoo.memberc = 15; 

  myfoo.memberd = 20; 

} 

; no prolog 

; membera = 5 

movs   r0, #5 

ldr    r1, [pc, #10] 

strb   r0, [r1, #0] 

; memberb = 10 

movs   r0, #a 

strb   r0, [r1, #1] 

; memberc = 15 

movs   r0, #f 

str    r0, [r1, #4] 

; memberd = 20 

movs   r0, #14 

strh   r0, [r1, #8] 

bx     lr  ; return 

 

.word  &myfoo 

; no prolog 

ldr    r0, [pc, #10] 

; membera = 5 

movs   r1, #5 

strb   r1, [r0, #0] 

; memberb = 10 

movs   r1, #a 

strb   r1, [r0, #1] 

; memberc = 15 

movs   r1, #f 

str    r1, [r0, #4] 

; memberd = 20 

movs   r1, #14 

strh   r1, [r0, #8] 

bx     lr  ; return 

 

.word  &myfoo 

; same as for size optimization 
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A.4 アセンブラの例、Cortex-M0/M0+用 MDK 

表 13は、Cortex-M0の MDKコンパイラの場合、さまざまな最適化オプションのコンパイラ出力の例を示します。MDKの無料評価版では使用可能な.lst

ファイルが生成されないため、サンプルは PSoC Creatorのアセンブラレベルのデバッグウィンドウから抽出されました。 

コンパイラ関数でのレジスタの使用法とスタックの使用法の詳細については、関数の引数を参照してください。 

表 13. Cortex-M0/M0+ CPUの MDKコンパイラのコンパイラ出力の詳細 

Cコード MDK、Cortex-M0/M0+、最適化なし MDK、Cortex-M0/M0+、サイズの最適化 MDK、Cortex-M0/M0+、速度の最適化 

// Calling a function 

// with no arguments 

LCD_Start(); 

; do the function call 

bl   LCD_Start 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// Calling a function with 

// one argument 

LCD_PrintInt8(128); 

; R0 = first argument 

movs  r0, #80 

bl    LCD_PrintInt8 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// Calling a function with 

// two arguments 

LCD_Position(0, 2); 

; R0 = first argument 

; R1 = second argument 

movs  r1, #2 

movs  r0, #0 

bl    LCD_Position 

; same as for no optimization ; same as for no optimization 

// For loop: 

void ForLoop(uint8 i) 

{ 

  for(i = 0; i < 10; i++) 

  { 

    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

} 

; prolog 

push   {r4, lr} 

mov    r4, r0 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

b.n    <ForLoop+0x12> 

 

<ForLoop+0x8>: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r0, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r0 ; sign extend 

 

<ForLoop+0x12>: 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

blt.n  <ForLoop+0x8> 

 

pop    {r4, pc} ; return 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

 

<ForLoop+0x4>: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r4 ; sign extend 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

bcc.n  <ForLoop+0x4> 

 

pop    {r4, pc} ; return 

; same as for size optimization 

// While loop 

// i is type automatic, see 

// Accessing Automatic 

Variables 

// for details 

uint8 i = 0; 

 

while (i < 10) 

{ 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

b.n    <WhileLoop+0x10> 

 

<WhileLoop+0x6>: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

movs   r4, #0  ; i = 0 

 

<WhileLoop+0x4>: 

; do the function call with 

; i as the argument in R0 

mov    r0, r4 

; same as for size optimization 

http://www.cypress.com/


  PSoC®  Arm®  Cortex®  Code Optimization 

www.cypress.com 文書番号: 001-89610 Rev. * E 55 

Cコード MDK、Cortex-M0/M0+、最適化なし MDK、Cortex-M0/M0+、サイズの最適化 MDK、Cortex-M0/M0+、速度の最適化 

  LCD_PrintInt8(i); 

  i++; 

} 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r0, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r0 ; sign extend 

 

<WhileLoop+0x10>: 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

blt.n  <WhileLoop+0x6> 

 

pop    {r4, pc}; return 

bl     LCD_PrintInt8 

 

adds   r4, r4, #1 ; i++ 

uxtb   r4, r4 ; sign extend 

 

cmp    r4, #a  ; i < 10 

bcc.n  <WhileLoop+0x4> 

 

pop    {r4, pc}; return 

// Conditional statement 

void Conditional(uint8 i, 

uint8 j) 

{ 

  if(j == 1) 

  { 

    LCD_PrintInt8(i); 

  } 

  else 

  { 

    LCD_PrintInt8(i + 1); 

  } 

} 

; prolog 

push {r4, r5, r6, lr} 

 

mov    r4, r0 

mov    r5, r1 

cmp    r5, #1 ; j == 1 

bne.n  <Conditional+0x12> 

 

mov    r0, r4 

bl     LCD_PrintInt8 

b.n    <Conditional+0x1a> 

  

<Conditional+0x12>: 

; LCD_PrintInt8(i + 1) 

adds   r1, r4, #1 

uxtb   r0, r1 ; sign extend 

bl     LCD_PrintInt8 

 

<Conditional+0x1a>: 

; return 

pop    {r4, r5, r6, pc} 

; prolog 

push {r4, lr} 

 

; if(j == 1) 

cmp    r1, #1 

beq.n  <Conditional+0xa> 

 

adds   r0, r0, #1 ; i + 1 

uxtb   r0, r0 

 

<Conditional+0xa>: 

bl     LCD_PrintInt8 

 

; return 

pop    {r4, pc} 

; same as for size optimization 

// Switch case statements 

void SwitchCase(uint8 j) 

{ 

  switch(j) 

  { 

    case 0: 

    LCD_PrintInt8(1); 

    break; 

 

    case 1: 

    LCD_PrintInt8(2); 

    break; 

 

    default: 

    LCD_PrintInt8(0); 

    break; 

  } 

} 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

; switch(j) 

mov    r4, r0 

cmp    r4, #0 

beq.n  <SwitchCase+0xe> 

cmp    r4, #1 

bne.n  <SwitchCase+0x1e> 

b.n    <SwitchCase+0x16> 

 

<SwitchCase+0xe>: 

movs   r0, #1 ; case 0 

bl     LCD_PrintInt8 

b.n    <SwitchCase+0x26> 

 

<SwitchCase+0x14>: 

movs   r0, #2 ; case 1 

bl     LCD_PrintInt8 

b.n    <SwitchCase+0x26> 

 

<SwitchCase+0x1e>: 

; prolog 

push   {r4, lr} 

 

; switch(j)  

cmp    r0, #0 

beq.n  <SwitchCase+0xe> 

cmp    r0, #1 

beq.n  <SwitchCase+0x12> 

 

movs   r0, #0 ; default 

b.n    <SwitchCase+0x14> 

 

<SwitchCase+0xe>: 

movs   r0, #1 ; case 0 

b.n    <SwitchCase+0x14> 

 

<SwitchCase+0x12>: 

movs   r0, #2 ; case 1 

 

<SwitchCase+0x14>: 

; same as for size optimization 
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movs   r0, #0 ; default 

bl     LCD_PrintInt8 

nop 

 

<SwitchCase+0x26>: 

nop 

pop    {r4, pc} ; return 

bl     LCD_PrintInt8 

pop    {r4, pc} ; return 

// Ternary operator 

void Ternary(uint8 i) 

{ 

  LCD_PrintInt8( 

    (i == 1) ? 80 : 100); 

} 

; prolog 

push  {r4, lr} 

 

mov    r4, r0 ; i == 1 

cmp    r4, #1 

bne.n  <Ternary+0xc> 

 

movs   r1, #50 

b.n    <Ternary+0xe> 

 

<Ternary+0xc>: 

movs   r1, #64 

 

<Ternary+0xe>: 

mov    r0, r1 

bl     LCD_PrintInt8 

 

pop    {r4, pc} ; return 

; prolog 

push  {r4, lr} 

 

cmp    r0, #1 ; i == 1 

beq.n  <Ternary+0xe> 

 

movs   r0, #64 

 

<Ternary+0x8>: 

bl     LCD_PrintInt8 

pop    {r4, pc} ; return 

 

<Ternary+0xe>: 

movs   r0, #50 

b.n    <Ternary+0x8> 

; same as for size optimization 

// Addition operation 

int DoAdd(int x, int y) 

{ 

  return x + y; 

} 

; no prolog 

mov   r2, r0 

adds  r0, r2, r1 

bx    lr ; return with result 

; no prolog 

adds  r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Subtraction operation 

int DoSub(int x, int y) 

{ 

  return x - y; 

} 

; no prolog 

mov   r2, r0 

subs  r0, r2, r1 

bx    lr ; return with result 

; no prolog 

subs  r0, r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Multiplication 

int DoMul(int x, int y) 

{ 

  return x * y; 

} 

; no prolog 

mov   r2, r0 

muls  r0, r2, r1 

bx    lr ; return with result 

; no prolog 

muls  r0, r1 

bx    lr ; return with result 

; same as for size optimization 

// Division 

int DoDiv(int x, in`t y) 

{ 

  return x / y; 

} 

; prolog 

push  {r4, r5, r6, lr} 

mov   r4, r0 

mov   r5, r1 

mov   r1, r5 

mov   r0, r4 

bl    __aeabi_idiv 

; return with result 

pop   {r4, r5, r6, pc} 

; prolog 

push  {r4, lr} 

bl    __aeabi_idiv 

; return with result 

pop   {r4, pc} 

; same as for size optimization 
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// Modulo operator 

int DoMod(int x, int y) 

{ 

  return x % y; 

} 

; prolog 

push  {r4, r5, r6, lr} 

mov   r4, r0 

mov   r5, r1 

mov   r1, r5 

mov   r0, r4 

bl    __aeabi_idiv 

; return with result 

mov   r0, r1 

pop   {r4, r5, r6, pc} 

; prolog 

push  {r4, lr} 

bl    __aeabi_idiv 

; return with result 

mov   r0, r1 

pop   {r4, pc} 

; same as for size optimization 

// Pointer  

void Pointer(uint8 x, uint8 

*ptr) 

{ 

  *ptr = *ptr + x; 

  ptr++; 

  LCD_PrintInt8(*ptr); 

} 

; prolog 

push  {r4, r5, r6, lr} 

mov   r5, r0 

mov   r4, r1 

 

; *ptr = *ptr + x; 

ldrb  r0, [r4, #0] 

adds  r0, r0, r5 

strb  r0, [r4, #0] 

 

adds  r4, r4, #1 ; ptr++; 

 

ldrb  r0, [r4, #0] 

bl    LCD_PrintInt8 

 

pop   {r4, r5, r6, pc} ; return 

; prolog 

push  {r4, lr} 

 

; *ptr = *ptr + x 

ldrb  r2, [r1, #0] ; R1 = ptr 

adds   r0, r2, r0   ; R0 = x 

strb  r0, [r1, #0] 

 

; ptr++ 

; LCD_PrintInt8(*ptr) 

ldrb  r0, [r1, #1] 

bl    LCD_PrintInt8 

 

pop   {r4, pc} ; return 

; same as for size optimization 

// Function pointer 

void FuncPtr(uint8 x, 

             void 

*fptr(uint8)) 

{ 

  (*fptr)(x); 

} 

; prolog 

push  {r4, r5, r6, lr} 

mov   r5, r0 

mov   r4, r1 

 

; (*fptr)(x) 

mov   r0, r5 

; in a blx instruction, the 

; LS bit of the register 

; must be 1 to keep the CPU 

; in Thumb mode, or an 

; exception occurs 

blx   r4 

 

pop   {r4, r5, r6, pc} ; return 

; (*fptr)(x) 

; in a bx instruction, the LS 

; bit of the register must be 

; 1 to keep the CPU in Thumb 

; mode, or an exception occurs 

 

; function returns back to 

; caller of this function 

bx   r1 

; same as for size optimization 

// Packed structures 

struct FOO_P 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

} __attribute__ ((packed)); 

 

extern struct FOO_P myfoo_p; 

 

; prolog 

push  {r4, lr} 

; membera = 5 

movs  r0, #5 

ldr   r1, [pc, #18] 

strb  r0, [r1, #0] 

; memberb = 10 

movs  r0, #a 

strb  r0, [r1, #1] 

; memberc = 15 

adds  r1, r1, #2 

; prolog 

push  {r4, lr} 

ldr   r4, [pc, #18] 

; membera = 5 

movs  r0, #5 

strb  r0, [r4, #0] 

; memberb = 10 

movs  r0, #a 

strb  r0, [r4, #1] 

; memberc = 15 

adds  r1, r4, #2 

; same as for size optimization 
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void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo_p.membera =  5; 

  myfoo_p.memberb = 10; 

  myfoo_p.memberc = 15; 

  myfoo_p.memberd = 20; 

} 

movs  r0, #f 

bl    __aeabi_uwrite4 

; memberd = 20 

movs  r1, #14 

ldr   r0, [pc,#8] 

strb  r1, [r0, #6] 

movs  r1, #0  

strb  r1, [r0, #7] 

pop   {r4, pc}  ; return 

 

.word  &myfoo_p 

movs  r0, #f 

bl    __aeabi_uwrite4 

; memberd = 20 

movs  r0, #14 

strb  r1, [r4, #6] 

movs  r0, #0  

strb  r1, [r4, #7] 

pop   {r4, pc}  ; return 

 

.word  &myfoo_p 

// unpacked structures 

struct FOO 

{ 

  uint8  membera; 

  uint8  memberb; 

  uint32 memberc; 

  uint16 memberd; 

}; 

 

extern struct FOO myfoo; 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

  myfoo.membera =  5; 

  myfoo.memberb = 10; 

  myfoo.memberc = 15; 

  myfoo.memberd = 20; 

} 

; no prolog 

; membera = 5 

movs   r0, #5 

ldr    r1, [pc, #10] 

strb   r0, [r1, #0] 

; memberb = 10 

movs   r0, #a 

strb   r0, [r1, #1] 

; memberc = 15 

movs   r0, #f 

str    r0, [r1, #4] 

; memberd = 20 

movs   r0, #14 

strh   r0, [r1, #8] 

bx     lr  ; return 

 

.word  &myfoo 

; same as for no optimization ; no prolog 

ldr    r0, [pc, #10] 

; membera = 5 

movs   r1, #5 

strb   r1, [r0, #0] 

; memberb = 10 

movs   r1, #a 

strb   r1, [r0, #1] 

; memberc = 15 

movs   r1, #f 

str    r1, [r0, #4] 

; memberd = 20 

movs   r1, #14 

strh   r1, [r0, #8] 

bx     lr  ; return 

 

.word  &myfoo 
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A.5 コンパイラテストプログラム 

次の Cコードは、前の表のコンパイラ出力を生成するために使用されました。PSoC 4および PSoC 5LP、gccおよ

びMDK用にコンパイルされ、最適化は行われず、サイズと速度の最適化が行われます。PSoC Creatorプロジェクト

に追加できます。以下もプロジェクトで実行する必要があります。 

▪ キャラクターLCDコンポーネントをプロジェクトの回路図に追加し、名前を「LCD」に変更します。 

▪ PSoC 4の場合、これらの低メモリパーツのヒープとスタックサイズの設定を減らします。これは、[デザイン全

体のリソース (DWR)]ウィンドウの[システム]タブで行います。ヒープサイズとスタックサイズには、通常、そ

れぞれ 0x100と 0x400の値が適切です。 

コードは main.cと test.cの 2つのファイルの中にあります。下記は main.cです。 

#include <project.h> 

extern void ForLoop(uint8); 

extern void WhileLoop(void); 

extern void Conditional(uint8, uint8); 

extern void SwitchCase(uint8); 

extern void Ternary(uint8); 

extern int  DoAdd(int, int); 

extern int  DoSub(int, int); 

extern int  DoMul(int, int); 

extern int  DoDiv(int, int); 

extern int  DoMod(int, int); 

extern void Pointer(uint8, uint8 *); 

extern void FuncPtr(uint8, void (*)(uint8)); 

extern void PackedStruct(void); 

extern void UnpackedStruct(void); 

 

struct FOO /* structures are unpacked by default */ 

{ 

    uint8  membera; 

    uint8  memberb; 

    uint32 memberc; 

    uint16 memberd; 

}; 

 

struct FOO_P /* packed structure */ 

{ 

    uint8  membera; 

    uint8  memberb; 

    uint32 memberc; 

    uint16 memberd; 

} __attribute__ ((packed)); 

 

uint8 myData = 6; 

struct FOO_P myfoo_p; 

struct FOO   myfoo; 

 

int main() 

{ 

    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */ 

    LCD_Start(); 

 

    /* CyGlobalIntEnable; */ /* Uncomment this line to enable global interrupts. */ 

    for(;;) 

    { 
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        LCD_PrintInt8(128); 

        LCD_Position(0, 2); 

        ForLoop(9); 

        WhileLoop(); 

        Conditional(3, 4); 

        SwitchCase(4); 

        Ternary(5); 

        LCD_PrintNumber((uint16)DoAdd(5, 4)); 

        LCD_PrintNumber((uint16)DoSub(5, 4)); 

        LCD_PrintNumber((uint16)DoMul(5, 4)); 

        LCD_PrintNumber((uint16)DoDiv(5, 4)); 

        LCD_PrintNumber((uint16)DoMod(5, 4)); 

        Pointer(4, &myData); 

        FuncPtr(3, &LCD_PrintInt8); 

        PackedStruct(); 

        UnpackedStruct(); 

    } /* end of for(;;) */ 

} /* end of main() */ 

また、下記は test.cです。 

#include <project.h> 

 

struct FOO /* structures are unpacked by default */ 

{ 

   uint8  membera; 

   uint8  memberb; 

   uint32 memberc; 

   uint16 memberd; 

}; 

 

struct FOO_P /* packed structure */ 

{ 

    uint8  membera; 

    uint8  memberb; 

    uint32 memberc; 

    uint16 memberd; 

} __attribute__ ((packed)); 

 

extern struct FOO_P myfoo_p; 

extern struct FOO   myfoo; 

 

void ForLoop(uint8 i) 

{ 

    for(i = 0; i < 10; i++) 

    { 

        LCD_PrintInt8(i); 

    } 

} 

 

void WhileLoop(void) 

{ 

    uint8 i = 0; 

    while(i < 10) 

    { 

        LCD_PrintInt8(i); 

        i++; 
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    } 

} 

 

void Conditional(uint8 i, uint8 j) 

{ 

    if(j == 1) 

    { 

        LCD_PrintInt8(i); 

    } 

    else 

    { 

        LCD_PrintInt8(i + 1); 

    } 

} 

 

void SwitchCase(uint8 j) 

{ 

    switch(j) 

    { 

        case 0: 

        LCD_PrintInt8(1); 

        break; 

         

        case 1: 

        LCD_PrintInt8(2); 

        break; 

 

        default: 

        LCD_PrintInt8(0); 

        break; 

    } 

} 

 

void Ternary(uint8 i) 

{ 

    LCD_PrintInt8((i == 1) ? 80 : 100); 

} 

 

int DoAdd(int x, int y) 

{ 

    return x + y; 

} 

 

int DoSub(int x, int y) 

{ 

    return x - y; 

} 

 

int DoMul(int x, int y) 

{ 

    return x * y; 

} 

 

int DoDiv(int x, int y) 

{ 

    return x / y; 

} 
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int DoMod(int x, int y) 

{ 

    return x % y; 

} 

 

void Pointer(uint8 x, uint8 *ptr) 

{ 

    *ptr = *ptr + x; 

    ptr++; 

    LCD_PrintInt8(*ptr); 

} 

 

void FuncPtr(uint8 x, void *fptr(uint8)) 

{ 

    (*fptr)(x); 

} 

 

void PackedStruct(void) 

{ 

    myfoo_p.membera =  5; 

    myfoo_p.memberb = 10; 

    myfoo_p.memberc = 15; 

    myfoo_p.memberd = 20; 

} 

 

void UnpackedStruct(void) 

{ 

    myfoo.membera =  5; 

    myfoo.memberb = 10; 

    myfoo.memberc = 15; 

    myfoo.memberd = 20; 

} 
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改訂履歴 

文書名: PSoC®  Arm®  Cortex®コードの最適化 

文書番号: 001-89610 

版 ECN 発行日 変更内容 

**   本版は英語版 001-89610 Rev. *Eについて、CYPRESS DEVELOPER COMMUNITYの参画

者によって日本語に翻訳されたドキュメントです。 
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