
RX ファミリ用 C/C++コンパイラ 

V.1.01 Release 00 へのリビジョンアップのお知らせ 

 

RX ファミリ用 C/C++コンパイラを V.1.00 Release 02 から V.1.01 Release 00 にリビジョンアップしました。  

 

 

 

1. リビジョンアップ内容 
 

1.1 コンパイラの新機能 

(1) RX200 シリーズ MCU のサポート 

-cpu=rx200 オプションを追加しました。 

これを使用することで、RX200シリーズMCU用の命令コードを生成できます。 

(2) PIC および PID 機能のサポート (注) 

-pic、-pid および-nouse_pid_register オプションを追加しました。 

これらを使用することで、再配置可能なプログラムおよびデータを生成するこ

とができます。 

注： PIC：Position Independent Code、PID：Position Independent Data 

(3) SH ファミリ用プログラムの互換性チェックをサポート 

-check=shc オプションを追加しました。 

これを使用することで、SH ファミリ用 C/C++コンパイラ用にコーディングした

C/C++言語ソースファイルを流用する際、互換に影響するオプションおよびソ

ース記述をチェックすることができます。 

(4) 分岐先の境界調整をサポート 

-instalign4、-instalign8 および -noinstalign オプションを追加しました。 

-instalign4 を使用するとコードセクションのアライメント数を 1 から 4 に、 

-instalign8 を使用するとコードセクションのアライメント数を 1 から 8 に変更す

ることができます。 

 

1.2 アセンブラの新機能 

(1) RX200 シリーズ MCU のサポート 

-cpu=rx200 オプションを追加しました。 

これを使用することで、RX200 シリーズ MCU 用のリロケータブルファイルを生

成できます。 



(2) PIC および PID 機能のサポート 

-pic、-pid および-nouse_pid_register オプションを追加しました。 

これらを使用することで、再配置可能なプログラムおよびデータのリロケータ

ブルオブジェクトを生成できます。 

 

1.3 最適化リンカの新機能 

(1) リロケータブル形式の出力をサポート 

-FOrm=Relocate オプションを追加しました。  

これを使用することで、リロケータブル形式のロードモジュールを生成できま

す。 

(2) PIC および PID 機能のサポート 

-JUMP_ENTRIES_FOR_PIC オプションを追加しました。 

これを使用することで、指定したセクション内にある関数へ分岐するためのジ

ャンプテーブルをアセンブリ言語ソースファイル形式で出力することができま

す。 

(3) 最適化オプションのサポート 

-OPtimize=SAMe_code,SHort_format オプションを追加しました。 

これを使用すると、共通コードを統合およびアドレッシングモードを短縮する

最適化を実施します。 

(4) 境界調整のサポート 

-ALIGNED_SECTION オプションを追加しました。 

これを使用すると、指定したセクションの境界調整数をリンク単位で 16 バイト

に変更します。 

(5) その他 

-FSymbol オプションを追加しました。  

外部定義シンボルアドレスの定義ファイルを出力します。 

 

1.4 拡張機能の追加 

#pragma instalign4、#pragma instalign8 および #pragma noinstalign を追加しまし

た。 

#pragma instalign4 の場合はコードセクションのアライメント数を 1 から 4 に、

#pragma instalign8 の場合はコードセクションのアライメント数を 1 から 8 に変更す

ることができます。 

 

1.5 組み込み関数の追加 

以下の組み込み関数を追加しました。 



(1) 乗算命令 EMUL および EMULU (有効桁数 64 ビット) 用の emul()および

emulu()関数を追加。 

(2) 積和演算用の DSP 機能命令 (MULLO,MACLO および MACHI) を使用する

macl()、macw1()および macw2()関数を追加。 

(3) 割り込み許可ビットをセットする setpsw_i()関数とクリアする clrpsw_i()関数を

追加。 

 

1.6 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop のアップデート 

同梱の High-performance Embedded Workshop を V.4.08.00 から V.4.09.00 にアッ

プデートしました。 

 

1.7 シミュレータデバッガのアップデート 

同梱のシミュレータデバッガを V.1.01.00 から V.1.02.00 にアップデートしました。 

 

1.8 改修内容 

＜RX ファミリ用 C/C++コンパイラ V.1.00 Release 02 ご使用上のお願い＞で報告

した以下の 4 点の問題を改修しました。 

(1) #pragma option 使用時の、1 または 2 バイトの整数型の関数戻り値に関する

注意事項 (RXC#012) 

(2) 共用体型のローカル変数を文字列操作関数で操作する場合の注意事項 

(RXC#013) 

(3) 配列型構造体または共用体の配列型メンバから読み出した値を動的初期

化に用いる場合の注意事項 (RXC#014) 

(4) 構造体のアドレスから配列参照とメンバ参照をする場合の注意事項 

(RXC#015) 

 

＜RX ファミリ用 C/C++コンパイラ V.1.00 Release 02 ご使用上のお願い＞は以下

の URL で参照できます。(7 月 15 日から公開予定) 

http://hitachisoft.jp/products/rx-c/news/doc/notice_20110704_02.pdf 

 

 

2. 旧バージョンとの互換性に関する注意 
   

旧バージョンからアップデートする場合は、V.1.01 Release 00 のユーザーズマニュ

アルの 15.4 項「旧バージョン・旧リビジョンとの互換性」をご一読ください。 

 

http://hitachisoft.jp/products/rx-c/news/doc/notice_20110704_02.pdf
http://hitachisoft.jp/products/rx-c/news/doc/notice_20110704_02.pdf


 

3. アップデートと購入方法 
 

3.1 アップデート   

無償でオンラインアップデートできます。以下のいずれかの方法でアップデートして

ください。 

(1) オートアップデートユーティリティを使用する。 

(2) 以下のリンクからアップデートプログラムをダウンロードして実行する。 

 (7 月 15 日からアップデートプログラム公開予定) 

ccrxv101r00_update.exe [124,707,408 bytes (118 Mbytes)] 

 

アップデート時の注意事項 

 

A) High-performance Embedded Workshop でのご使用の場合 

既存プロジェクトを開いた場合、使用しているツールチェーンが古いままの

設定になります。High-performance Embedded Workshop メニュー：[ツー

ル -> ツールチェーンバージョンを変更]を選択し、 

[使用可能なバージョン]を"1.1.0.0"に変更して下さい。 

 

B) コマンドラインでのご使用の場合 

アップデートを行うと、ツールチェーンはデフォルトでは 

[C:¥Program Files¥Renesas¥Hew¥Tools¥Renesas] にインストールされま

す。 

適宜、パスや環境変数を変更して下さい。 

 

3.2 新規購入 

2011 年 7 月、出荷開始予定です。 

ご注文の際には、以下の情報を弊社営業または特約店までご連絡ください。 

 

製品名/製品形名：  

[RX ファミリ用 C/C++コンパイラ用 C/C++コンパイラ] 

AP02280-010100#01 ( 1 ライセンス) 

AP02281-010100#01 ( 5 ライセンス) 

AP02282-010100#01 (10 ライセンス) 

AP02283-010100#01 (20 ライセンス) 

 

http://hitachisoft.jp/products/rx-c/data/ccrxv101r00_update.exe


バージョン：  

V.1.01 Release 00  

製品の使用環境：  

Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP 

ただし、64 ビット版の Windows Vista®および Windows® XP を除く。 

 

 


