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序章
お客様へのご注意
どのような文書でも内容は時間が経つにつれ古くなります。本書も例外ではありません。お客様の
ニーズを満たすため、Microchip 社の製品は常に改良を重ねており、実際のダイアログやツールが
本書の内容とは異なる場合があります。最新文書は Microchip 社のウェブサイト
(www.microchip.com) をご覧ください。
文書は「DS」番号によって識別します。この識別番号は各ページのフッタのページ番号の前に表記
しています。DS 番号「DSXXXXXXXXA」の「XXXXXXXX」は文書番号、「A」はリビジョンレベ
ルを表します。
開発ツールの最新情報は MPLAB® X IDE のオンラインヘルプでご覧になれます。[Help] メニュー
から [Topics] を選択すると、オンラインヘルプ ファイルのリストが表示されます。

はじめに
本章には、MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガを使い始める前に知っておくと便利な
一般情報を記載しています。以下の内容について説明します。
• 本書の構成
• 本書の表記規則
• 推奨参考資料

本書の構成
本書では、MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガを開発ツールとして使ってターゲット
ボード上のファームウェアのエミュレーションとデバッグを実行する方法と、デバイスのプロ
グラミング方法について説明します。以下に本書の構成を示します。

第 1 部 – 使い始める前に
• 第 1 章 インサーキット デバッガについて – MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガの
概要と、このツールをアプリケーション開発に役立てる方法について説明します。
• 第 2 章 動作 – MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガの動作理論を説明します。いく
つかの設定オプションについて説明します。
• 第 3 章 デバッガの使い方 – インサーキット デバッガの一般的な使い方を説明します。

第 2 部 – トラブルシュート
• 第 4 章 トラブルシュートの最初のステップ - デバッガの動作に問題がある場合に最初に試
すべき解決策を記載しています。
• 第 5 章 よく寄せられる質問 (FAQ) – トラブルシュートに役立つ、よく寄せられる質問の一覧
を記載しています。
• 第 6 章 エラーメッセージ – エラーメッセージと推奨解決策の一覧を記載しています。

© 2018 Microchip Technology Inc.
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第 3 部 – リファレンス
• 補遺 A デバッガ機能の一覧 – MPLAB® X IDE 内で MPLAB® ICD 4 デバッガをデバッグツー
ルまたはプログラミング ツールとして選択した場合に利用できるデバッグ機能の一覧を記
載しています。
• 補遺 B ハードウェア仕様 – MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムのハードウェ
ア仕様と電気的仕様を記載しています。
• 補遺 C 改訂履歴

本書の表記規則
本書には以下の表記規則を適用します。

本書の表記規則
表記
Arial、MS ゴシックフォント
二重かぎカッコ : 『』
太字
角カッコ : [ ]

かぎカッコ : 「 」

意味

参考資料
『MPLAB® IDE ユーザガイド』
テキストの強調
... は唯一のコンパイラです ...
ウィンドウ名
[Output] ウィンドウ
ダイアログ名
[Settings] ダイアログ
メニューの選択肢
[Enable Programmer] を選択
ウィンドウまたはダイアログ 「Save project before build」
のフィールド名
[File]>[Save]
メニュー項目の選択

右山カッコ (>) で区切り、角
カッコで囲んだ下線付きテキ
スト
角カッコ ([ ]) で囲んだ太字の ダイアログのボタン
テキスト
タブ
N‘Rnnnn
Verilog 形式の数値 (N は総桁
数、R は基数、n は各桁の値 )
山カッコ (< >) で囲んだテキ キーボードのキー
スト
Courier New フォント
標準書体の Courier New
サンプル ソースコード
ファイル名
ファイルパス
キーワード
コマンドライン オプション
ビット値
定数
斜体の Courier New
変数の引数
角カッコ : [ ]

オプションの引数

中カッコとパイプ
文字 : { | }
省略記号 : ...

どちらかの引数を選択する場
合 (OR 選択 )
繰り返されるテキスト
ユーザが定義するコード

DS50002751C_JP_JP-p.6

例

[OK] をクリックする
[Power] タブをクリックする
4‘b0010, 2‘hF1
<Enter>、<F1> を押す

#define START
autoexec.bat
c:\mcc18\h
_asm, _endasm, static
-Opa+, -Opa0, 1
0xFF, ‘A’
file.o (file は有効な任意
のファイル名 )
mcc18 [options] file
[options]
errorlevel {0|1}
var_name [,
var_name...]
void main (void)
{ ...
}

© 2018 Microchip Technology Inc.

序章
推奨参考資料
本書では MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガの使い方を説明しています。以下の文
書にも役に立つ情報が記載されています。本書に関連する参考資料として、Microchip 社が提
供する以下の文書を推奨します。

『各種ツールの設計注意書』(DS51764)
この文書を最初にお読みください。この文書には、MPLAB PICkit 4 を使う時に注意する必要
がある重要事項が記載されています。

MPLAB X IDE オンラインヘルプ
このオンラインヘルプは全てのMicrochip社ハードウェア ツールで使う基幹的なドキュメント
です。
これは MPLAB X IDE の広範なヘルプファイルです。これには組み込みシステムの概要、イン
ストール要件、チュートリアル、新しいプロジェクトの作成 / ビルド プロパティの設定 / コー
ドのデバッグ / コンフィグレーション ビットの設定 / ブレークポイントの設定 / デバイスのプ
ログラミングに関する詳細が含まれています。このヘルプファイルは通常、以下から無償でダ
ウンロードできる PDF 版ユーザガイド (DS50002027) よりも新しい情報を含んでいます。
http://www.microchip.com/mplabx/

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガのリリースノート
MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガの使い方に関する最新情報は、MPLAB X IDE ス
タートページの [Release Notes and Support Documentation] からリリースノートを開いてお読
みください。リリースノートには、本書に記載できなかった最新情報と既知の問題を記載して
います。

『MPLAB® PICkit™ 4 クイックスタート ガイド』(DS50002721)
このシートには、ソフトウェアをインストールする方法と、標準通信を使って MPLAB PICkit 4
インサーキット デバッガのハードウェアとターゲットボードを接続する方法に関する基本情
報が記載されています。

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガ入門ウェブセミナー
MPLAB PICkit4 デバッガの設定方法に関するビデオ

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガ オンラインヘルプ ファイル
MPLAB X IDE には MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガに関するヘルプファイルが含まれ
ています。このヘルプファイルには使い方、トラブルシュート、ハードウェア仕様が記載され
ています。ヘルプファイルには、印刷文書にはまだ反映されていない最新情報が記載されてい
る場合があります。

『Processor Extension Pak (PEP) およびデバッグヘッダ仕様』
(DS50001292)
このブックレットには、ヘッダのインストール方法と使用方法が記載されています。ヘッダを
使うと、ピンまたはリソースを無駄にせずに、ターゲット デバイスをより快適にデバッグでき
ます。PEP とヘッダのオンラインヘルプ ファイルも参照してください。

『変換ソケットの仕様』(DS51194)
ヘッダと一緒に使う変換ソケットに関しては、この文書を参照してください。
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第 1 章 インサーキット デバッガについて
1.1

はじめに
ここでは MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガの概要を紹介します。
•
•
•
•

1.2

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガとは
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの強み
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの構成要素
MPLAB PICkit 4 ブロック図

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガとは
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガ (PG164140) を使うと、MPLAB X 統合開発環境 (IDE)
の強力な GUI を使って Microchip PIC® マイクロコントローラ (MCU)、dsPIC® DSC、CEC
(ARM® Cortex®-M4 ベース )MCU を迅速かつ簡単にデバッグおよびプログラミングできます。
MPLAB PICkit 4 は、ハイスピード 2.0 USB インターフェイスを介してコンピュータに接続し
ます。ターゲットには Microchip 社デバッグ 8 ピンシングル インライン (SIL) コネクタを介し
て接続します。このコネクタは 2 本のデバイス I/O ピンとリセットラインを介してインサーキッ
ト デバッグおよびインサーキット シリアル プログラミング ™ (ICSP™) 機能を実現します。
microSD カードスロットを備えており、さらにターゲットから給電できるため、コードを携帯
1
して外出先でプログラミングできます。
MPLAB PICkit 4 は従来モデルよりプログラミング速度が向上しており、PIC、dsPIC、CEC デ
バイスをサポートしています。MPLAB PICkit 4 はターゲット電圧レンジを拡大しただけでな
く、4 線式 JTAG1、ストリーミング データ ゲートウェイを使ったシリアルワイヤ デバッグ 1
等の先進のインターフェイスをサポートしています。その一方で 2 線式 JTAG および ICSP を
使うデモボード、ヘッダ 1、ターゲット システムに対する後方互換性も備えています。MPLAB
PICkit 4 は、プロジェクトコードを格納できる microSD カードスロットとターゲットボードか
ら給電できる事による Programmer-To-Go 機能 1 も備えています。
本デバッガは特殊なデバッガチップではなくエミュレーション回路を内蔵したデバイスを使う
ため、実際のデバイスと同じようにコードを実行します。ターゲット デバイスが実装している
全ての機能にインタラクティブにアクセスでき、MPLAB X IDE インターフェイスによる設定
と変更が可能です。
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガは、以下のプラットフォームと互換です。
• Microsoft Windows® 7 以降
• Linux®
• macOS™

1. この機能はMPLAB X IDEを介した本製品のファームウェア更新で近日中に提供予定です。

© 2018 Microchip Technology Inc.
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MPLAB PICkit 4 デバッガは組み込みプロセッサ向けの高機能デバッガとして設計されており、
従来のシステム プロセッサとは異なる以下の特長を備えています。
•
•
•
•
•
•

1.3

プロセッサを最大速度で動作させる事ができる
I/O ポートデータ入力が利用できる
先進のホスト通信インターフェイス (Windows、macOS、Linux)
先進の通信媒体およびプロトコル
高速なプログラミングが可能
デバイス量産プログラマとして使える

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの強み
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムには以下の強みがあります。

特長 / 機能 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ハイスピード USB 2.0 (480 Mbits/s) ケーブルでコンピュータと接続
8 ピン SIL プログラミング コネクタを備え、各種インターフェイスに対応
MPLAB X IDE または MPLAB IPE を使ってデバイスのプログラミングを実行
複数のハードウェアおよびソフトウェア ブレークポイント、ストップウォッチ機能、ソース
コード ファイルのデバッグをサポート
実際のハードウェア上でのリアルタイム デバッグ
内部イベントに基づくブレークポイントの設定
内部ファイルレジスタの監視
フルスピードでのデバッグ
ピンドライバの設定
MPLAB X IDE ファームウェア ダウンロードを使ってフィールド アップグレードが可能
MPLAB X IDE の最新バージョンをインストールする事で最新デバイスのサポートと新機能
を追加 (https://www.microchip.com/mplabx/ で無償提供 )
インジケータ ライトバーを介してデバッガのステータスを表示
0 ～ 70 ℃の温度レンジで動作

性能 / 速度 :
•
•
•
•

より大容量かつ高速のメモリ
リアルタイム オペレーティング システム (RTOS)
ターゲット デバイス切り換え時にファームウェア ダウンロード遅延が生じない
32 ビット MCU は 300 MHz で動作

安全性 :
•
•
•
•
•

ターゲットに外部電源が必要な場合はデバッガからフィードバックを受信
1.2 ～ 5.5 V のターゲット電源電圧をサポート
プローブドライバに追加した保護回路でターゲットからの電源サージによる故障を防止
電圧監視により VDD と VPP を過電圧条件から保護し、全てのラインが過電流保護を備える
抵抗値のレンジ、方向 ( プルアップ、プルダウン、どちらもなし ) が設定可能なプログラミ
ング / デバッグピン
• プログラミング速度を制御してターゲットボード設計上の問題を回避可能
• 業界標準である CE および RoHS に準拠

DS50002751C_JP-p.12
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1.4

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの構成要素
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムは以下の要素で構成されています。
• 長方形の MPLAB PICkit 4 ユニット : 丈夫な黒色プラスチックケースに収納し、表面のヘアラ
イン仕上面にインジケータ ライトバー、ボタン領域を配置
• Micro B USB コネクタ
• microSD カードスロット
• エマージェンシー リカバリボタン
• ランヤード コネクタ
• Micro B USB ケーブル : デバッガとコンピュータ間の通信およびデバッガへの給電用

図 1-1:

デバッガシステムの構成要素

以下のハードウェアとアクセサリ類も microchipDIRECT (https://www.microchipdirect.com/) か
らご注文頂けます。
• デバッガアダプタ ボード ( 製品番号 AC102015) - JTAG、SWD、ICSP プロトコルをサポー
トするコネクティビティ ボード ( レガシーAVR を MPLAB PICkit 4 でデバッグする場合に使
用)
• 変換ソケット
• ICD ヘッダ
• MPLAB プロセッサ拡張キット

© 2018 Microchip Technology Inc.
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1.5

MPLAB PICkit 4 ブロック図
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第 2 章 動作
2.1

はじめに
ここでは MPLAB® PICkit™ 4 インサーキット デバッガの動作理論を簡単に説明します。ここ
での目的は、PICkit 4 インサーキット デバッガを使ってデバッグとプログラミングを行えるよ
う、ターゲットボードの設計に必要な情報を提供する事にあります。また、問題が発生しても
すぐに解決できるように、インサーキット デバッグとプログラミングの基本的な動作原理を説
明します。
•
•
•
•
•
•

2.2

デバッガとターゲット間の通信
ターゲットとの通信接続
デバッグ
デバッグに関する要件
プログラマとして使う方法
デバッガが使うリソース

デバッガとターゲット間の通信
Note:

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガを接続する前に、MPLAB X IDE ソフト
ウェアをインストールしておく必要があります。

本デバッガは、通信とデバッガへの給電のために USB ケーブルを介してコンピュータと接続
します。
本デバッガは通信とデータ収集、デバッガの給電 ( オプション ) のためにターゲット アプリケー
ションと接続します。
以下のセクションでは、本デバッガシステムの構成について説明します。

CAUTION
通信障害
ソフトウェアと USB ドライバをインストールする前にハードウェア
を接続しないでください。

CAUTION
デバッガまたはターゲットの損傷
デバッガまたはターゲットに給電したままケーブルを抜き挿ししない
でください。

Note:

© 2018 Microchip Technology Inc.

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガは、付属ケーブルを使った動作について
保証されています。他社製ケーブルは通信エラーを起こす可能性があります。
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2.2.1

標準 ICSP™ による通信

本デバッガシステムは、標準 ICSP 通信によるプログラミングとデバッグが可能です。
デバッガ側とターゲット側の 1 ピンを合わせます。プログラミング コネクタは以下の 2 通りの
方法で挿入できます。
• デバイスを実装したターゲットボード上のコネクタに直接接続する ( 図 2-1 参照 )
• 標準アダプタ / ヘッダボード コンボ ( プロセッサパック ) を介してターゲットボードに接続
する ( 図 2-2 参照 )
標準通信の詳細はセクション B.3.1「標準通信」を参照してください。

図 2-1:

標準デバッガシステム – ICE回 路内蔵デバイス

MPLAB PICkit 4
Target Device
or PIM

Micro-B USB
cable to computer
Target Board
Header
(if needed)

Power
図 2-2:

標準デバッガシステム – ICEデ バイス
AC164110
Adapter

Header
(if needed)

MPLAB PICkit 4

Micro-B USB
cable to
computer

Device-ICE

Header

Transition Socket

Power

Target Board
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2.3

ターゲットとの通信接続
Note:

その他の情報および図については、お使いのデバイスのデータシートおよびイン
ターフェイスのアプリケーション ノートを参照してください。

2.3.1

標準通信によるターゲットとの接続

2.3.1.1

シングル インライン コネクタを使う場合

シングル インライン コネクタを使って MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガとターゲット
ボードのコネクタを接続します ( 図 2-1 とセクション B.3「通信ハードウェア」参照 )。

2.3.1.2

アダプタを使う場合

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガとターゲット デバイスの間に AC164110 アダプタを
使って、6 線のモジュラ インターフェイス ケーブルで接続します。図 2-3 にターゲットボード
の裏面から見たコネクタのピン番号を示します。

図 2-3:

ターゲット側の標準 RJ-11接 続部

Target
Connector
VDD

PGD
LVP
2 4 6
PGC
1 3 5

VPP/MCLR

2.3.2

Target
PCB
Bottom Side

Vss

ターゲット接続回路

図 2-4 に、MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガとターゲットボード間の接続回路を示しま
す。この図には、ターゲットボード上のコネクタからデバイスまでの回路も示しています。
VPP/MCLR ラインと VDD の間にプルアップ抵抗 ( 通常、約 10 ～ 50 kΩ) を接続する事を推奨しま
す。これにより、このラインを Low にストローブする事によってデバイスをリセットできます。

図 2-4:

ターゲットとの標準接続回路
User Reset

Application
PCB
VDD
Device
VPP/MCLR
PGC
AVDD
AVSS
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VSS
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Interface
Connector
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2.3.3

ターゲットへの給電方法

以下では、デバッガ動作でアクティブな 1 ピン (VPP/MCLR)、5 ピン (PGC)、4 ピン (PGD) の
3 本のラインについて説明します ( 図 2-4 には 2 ピン (VDD) と 3 ピン (VSS) も示しています )。
ターゲット デバイスへは MPLAB PICkit 4 から給電する事も、外付け電源から給電する事もで
きます。
外部電源からターゲット アプリケーションを経由してデバイスに給電する方法を推奨します
( 図 2-5 参照 )。この場合、デバッガはターゲットの VDD を検出し、ターゲットが低電圧動作中
であればレベル変換を実行します。VDD ライン ( インターフェイス コネクタの 2 ピン ) の電圧
を検出できないと、デバッガは動作しません。

図 2-5:

外部電源からターゲットに給電する

External Power Supplied to Target
MPLAB PICkit 4

Micro-B USB
cable to computer

Target Board

2.3.4

デバッガからターゲットに給電する場合の注意点

下図に示すように、外部給電ハブを使いデバッガを介してターゲットに給電する場合、ターゲッ
トで使える電力は 50 mA に制限されます。

図 2-6:

セルフパワード ハブによるターゲットへの給電
External Power Supplied to Hub

Max Power
to Target
is 50 mA

MPLAB PICkit 4

Hub

USB cable
to computer

Micro-B USB
cable to Hub
Target Board
ターゲット デバイスが AVDD ラインと AVSS ラインを備えている場合、デバッガが動作するに
はこれらのラインを全て適切なレベルに接続する必要があります。フローティングのままにす
る事はできません。
また、VCAP ラインのあるデバイス (PIC18FXXJ 等 ) は、適切なコンデンサまたはレベルに接続
する必要があります。
Note:
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接続は非常に単純です。問題が発生する場合、これらの重要なラインに対する他の
接続または部品によってMPLAB PICkit 4インサーキット デバッガの正常動作が妨
げられている場合がほとんどです。これについては、この後で説明します。

© 2018 Microchip Technology Inc.

2.3.5

デバッガの正常動作を妨げる回路

図 2-7 は、MPLAB PICkit 4 デバッガシステムの正常動作を妨げる部品がデバッガ用のラインに
取り付けられた例です。

図 2-7:

不適切な回路部品
1

VPP/MCLR

MPLAB PICkit 4

No!
No!
No!
PGC

5
4

PGD
No!

Interface
Connector

具体的には、以下のガイドラインに従う必要があります。
• PGC/PGD にプルアップ抵抗を使わない事 - これらのラインにはデバッガ内部でプラグラマ
ブル プルダウン抵抗が接続されているため、電圧レベルが低下します。
• PGC/PGD にコンデンサを使わない事 - プログラミングおよびデバッグ通信中にデータおよ
びクロックラインの高速な遷移が妨げられます。
• MCLRにコンデンサを使わない事 - VPP の高速な遷移が妨げられます。通常は単純なプルアッ
プ抵抗で十分です。
• PGC/PGD にダイオードを使わない事 - デバッガとターゲット デバイス間の双方向通信が妨
げられます。

2.4

デバッグ
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムをデバッガとして使うには、2 段階の手順が
必要です。まず、アプリケーションをターゲット デバイスにプログラミングします ( 通常は
MPLAB PICkit 4 をプログラマとして使います )。次に、ターゲットのフラッシュ デバイスが内
蔵するインサーキット デバッグ ハードウェアを使ってアプリケーション コードを実行 ( テス
ト ) します。これら 2 つの手順は、MPLAB X IDE 内での以下の操作に対応します。
1.
2.

コードをターゲットにプログラミングし、特殊なデバッグ機能を有効にする。
ブレークポイント等の機能を使ってコードをデバッグする。
Note:

デバッグの詳細は MPLAB X IDE オンラインヘルプを参照してください。

ターゲット デバイスにコードを正しくプログラミングできない場合、
MPLAB PICkit 4 インサー
キット デバッガによるデバッグはできません。

© 2018 Microchip Technology Inc.
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下図に、MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの内部インターフェイス回路の一部を簡単
に示します。

図 2-8:

プログラミング時の正しい接続

+5V

VDD

Programming
Voltage
1
Internal Circuits
5
4

VPP/MCLR

PGC
PGD
VSS

プログラミングの場合、ターゲット デバイスにクロックを供給する必要はありませんが、電源
は供給する必要があります。プログラミングを実行する場合、デバッガは VPP/MCLR ラインを
プログラミング レベルに設定し、PGC にクロックパルス、PGD にシリアルデータを出力しま
す。デバイスが正しくプログラムされた事を確認するため、デバッガは PGC へクロックを供
給し、PGD からデータを読み戻します。このシーケンスにより、デバッガとデバイスが正しく
通信している事を確認します。

2.5

デバッグに関する要件
MPLAB PICkit 4 インサーキットデバッグシステムによるデバッグ ( ブレークポイントの設定、
レジスタの参照等 ) では、以下を正しく行う必要があります。
• デバッガはコンピュータに接続する必要があります。デバッガは USB ケーブルを介してコ
ンピュータから給電され、Micro B USB ケーブルを介して MPLAB X IDE ソフトウェアと通
信します。詳細はセクション 3.3「デバッグ チュートリアル」を参照してください。
• 図 2-8 に示したように、モジュラ インターフェイス ケーブル ( または同等品 ) を使ってデ
バッガをターゲット デバイスの Vpp、PGC、PGD ピンに接続します。
• ターゲット デバイスは給電されて動作可能 ( オシレータが動作中 ) である事が必要です。何
らかの理由でターゲット デバイスが動作しない場合、MPLAB PICkit 4 インサーキット デ
バッガでデバッグを行う事はできません。
• ターゲット デバイスのコンフィグレーション ワードは、以下のように正しく設定しておく
必要があります。コンフィグレーション ワードは MPLAB X IDE を使って設定します。
- ターゲットの設計に応じてオシレータのコンフィグレーション ビットを RC、XT 等
に対応する値に設定しておく必要があります。
- 既定値でウォッチドッグ タイマが有効になるデバイスでは、ウォッチドッグ タイマ
を無効にする必要があります。
- ターゲット デバイスのコード保護は無効にする必要があります。
- ターゲット デバイスのテーブル読み出し保護は無効にする必要があります。
- PGC/PGD ペアを複数個備えるデバイスでは、デバイスのコンフィグレーション
ワードの設定で正しいペアを選択する必要があります。これはデバッグに対してのみ
適用されます。プログラミングは、どの PGC/PGD ペアでも正常に動作します。
以上の条件を満たした後に、以下の手順に進みます。
• デバッグ開始前の準備手順
• デバッグの詳細

DS50002751C_JP-p.20
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2.5.1

デバッグ開始前の準備手順

デバッグに関する要件を満たしていれば、MPLAB X IDE 内で MPLAB PICkit 4 インサーキット
デバッガをツールとして設定します。[File] > [Project Properties] を選択してダイアログを開き、
[Hardware Tool] で [PICkit 4] をクリックします。以下の操作を実行できるようになります。
• [Debug] > [Debug Main Project] を選択すると、前述のように ICSP プロトコルに従って、ア
プリケーション コードがデバイスのメモリに書き込まれます。
• ターゲット デバイスのプログラムメモリの上位領域には、小さなデバッグ実行プログラムが
書き込まれます。デバッグ実行プログラムはプログラムメモリに常駐する必要があるため、
アプリケーション コードからこの予約済み空間を使う事はできません。デバイスによって
は、デバッグ実行プログラム専用の特別なメモリ空間を備えています。詳細はデバイスのデー
タシートで確認してください。
• MPLAB X IDE は、ターゲット デバイスの「インサーキット デバッグ」専用レジスタを有効
にします。これにより、デバッガからデバッグ実行プログラムを有効にする事ができます。
デバイスの予約済みリソースの詳細はセクション 2.7「デバッガが使うリソース」を参照し
てください。
• ターゲット デバイスはデバッグモードで動作します。

2.5.2

デバッグの詳細

図 2-9 に、デバッグの準備が整った MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムの代表
的な既定値 ICSP の構成を示します。

図 2-9:

デバッグの準備が完了した MPLAB PICKIT™ 4デ バッガ
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Memory
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Target
must
be
Running
for Debug
Executive
to Function
Area
Reserved
for Debug
Executive

PGD
Hardware
Stack Shared
by Debug Exec

Area Used by
Debug Exec

File
Registers

通常は、アプリケーション コードが正しく動作するかどうかを確認するために、コードの最初
の方にブレークポイントを設定します。MPLAB X IDE のユーザ インターフェイスからブレー
クポイントを設定すると、そのアドレスがターゲット デバイス内部のデバッグ専用レジスタに
書き込まれます。PGC および PGD ラインを介する命令は、これらのレジスタに直接アクセス
してブレークポイントのアドレスを設定します。
次に、通常は MPLAB X IDE で [Debug] > [Debug Main Project] を選択します。すると、デバッ
ガからの命令によってデバッグ実行プログラムが実行されます。ターゲット デバイスはリセッ
トベクタから実行を開始します。プログラム カウンタが内部デバッグレジスタに書き込まれて
いるブレークポイント アドレスに達すると、実行は停止します。

© 2018 Microchip Technology Inc.
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ブレークポイント アドレスの命令が実行されるとターゲット デバイスのインサーキット デ
バッグ メカニズムがトリガされ、デバイスのプログラム カウンタがデバッグ実行プログラム
に渡されます ( 割り込みに似た動作 )。この時点で、ユーザ アプリケーションの実行は停止し
ます。デバッガは PGC と PGD を介してデバッグ実行プログラムと通信し、ブレークポイント
のステータス情報を取得して MPLAB X IDE に返します。この後、MPLAB X IDE は一連の問い
合わせをデバッガに送信し、ファイルレジスタの内容や CPU の状態等、ターゲット デバイス
に関する情報を取得します。これらのクエリは、最終的にデバッグ実行プログラムによって実
行されます。
デバッグ実行プログラムは、プログラムメモリ内のアプリケーションと同じように動作します。
一時変数を保存するためにスタックの一部を使います。何らかの理由 ( オシレータが動作して
いない、電源接続の不良、ターゲットボードの短絡等 ) でデバイスが動作しない場合、デバッ
グ エグゼクティブは MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガと通信できません。この場合、
MPLAB X IDE はエラーメッセージを表示します。
ブレークポイントは、[Debug] > [Pause] を選択する事によって取得する事もできます。この場
合、PGC ラインと PGD ラインのトグルによってターゲット デバイスのインサーキット デバッ
グ メカニズムがトリガされ、プログラム カウンタがプログラムメモリ内のユーザコードから
デバッグ実行プログラムへ切り換わります。この場合もターゲット アプリケーションのコード
実行が停止し、MPLAB X IDE はデバッガとデバッグ実行プログラム間の通信を使ってターゲッ
ト デバイスの状態を取得します。

2.6

プログラマとして使う方法
Note:

プログラミングの詳細は MPLAB X IDE オンラインヘルプを参照してください。

MPLAB X IDE で MPLAB PICkit 4 をプログラマとして使うと、ヘッダボードに装着された
-ICE/-ICD 以外のデバイスにプログラミングできます。MPLAB PICkit 4 デバッガをツールとし
て選択し ( ナビゲーション ウィンドウで [Debug Tool PICkit 4] をクリックし、[File] > [Project
Properties] を選択してダイアログを開き、[Hardware Tool] で [PICkit 4] をクリック )、以下の
操作を実行します。
• [Run Main Project] アイコン ( 下図参照 ) を選択すると、アプリケーション コードは ICSP プ
ロトコルによってデバイスのメモリに書き込まれます。プログラミング中にクロックは不要
です。また、コード保護、ウォッチドッグ タイマの有効化、テーブル読み出し保護等、プロ
セッサの全てのモードを設定できます。

図 2-10:

[RUN MAIN PROJECT]ア イコン

• 一部のターゲット デバイスでは、プログラムメモリの上位空間に小さな「プログラム実行プ
ログラム」コードが書き込まれます。
• MPLAB X IDE はターゲット デバイスの「インサーキット デバッグ」専用レジスタと全ての
デバッグ機能を無効にします。これは、ブレークポイントの設定とレジスタの内容の参照ま
たは変更ができなくなる事を意味します。
• ターゲット デバイスはリリースモードで動作します。プログラマとして使う場合、デバッガ
は MCLR ラインをトグルする ( ターゲットをリセット / 起動する ) 事しかできません。
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムは、ICSP を使ってターゲットをプログラミ
ングします。VPP、PGC、PGD ラインは前述の通りに接続する必要があります。プログラミン
グ中にクロックは不要です。また、コード保護、ウォッチドッグ タイマの有効化、テーブル読
み出し保護等、プロセッサの全てのモードを設定できます。
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2.7

デバッガが使うリソース
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガが使うターゲット デバイス上のリソースの詳細につ
いては、MPLAB X IDE オンラインヘルプ ファイル内の一覧を参照してください。この一覧を
見るには、MPLAB X IDE の [Learn & Discover] ページで [Users Guide & Release Notes] をク
リックし、[Reserved Resources for MPLAB PICkit 4] へのリンクをクリックします。

© 2018 Microchip Technology Inc.
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NOTE:
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第 3 章 デバッガの使い方
3.1

はじめに
本セクションには MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムのインストールとセット
アップに関する以下の項目を記載しています。MPLAB X IDE でのデバッガの使い方について
は、MPLAB X IDE メインメニュー バー [Help] > [Tool Help Contents] > [MPLAB X IDE Help] か
らアクセスできるオンラインヘルプを参照してください。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

インストールとセットアップ
デバッグ チュートリアル
デバッグ / プログラミングのクイック リファレンス
デバッガの制約事項
一般的なデバッグ機能
ターゲットボードの接続
ターゲットボードの設定
MPLAB X IDE の設定
デバッグの開始と停止
プロセッサメモリとファイルの表示
ブレークポイントとストップウォッチ

インストールとセットアップ
IDE のインストールとデバッガの設定に関する詳細は、MPLAB X IDE でヘルプファイル
「Getting Started with MPLAB X IDE」を参照してください。
作業手順は以下の通りです。
1.

2.

MPLAB X IDE をインストールします。
MPLAB X IDE オンラインヘルプ内のチュートリアルへは、メインメニューバー [Help] >
[Tool Help Contents] > [MPLAB X IDE Help] > [Tutorial] からアクセスできます。
MPLAB PICkit 4 をコンピュータに接続し、既定値の USB ドライバをインストールしま
す。ターゲットの接続については第 2 章「動作」を参照してください。
Note:

3.
4.

デバッガがターゲットボードに供給できる最大電流は 50 mA です。

開発に使う言語ツールスイート / コンパイラを選択し、コンピュータにインストールし
ます。
MPLAB X IDE を起動してオンラインヘルプを開き (［Help] > [Tool Help Contents] >
[MPLAB X IDE Help])、プロジェクトの新規作成 / 設定とコードの実行 / デバッグの詳細
手順を参照します。

© 2018 Microchip Technology Inc.
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注意 :
1.

2.

3.

3.3

各デバッガには一意の識別子が付けられています。最初に接続した際に、オペレーティ
ング システムはこの識別子を認識します (PC 上のどの USB ポートを使っても関係あり
ません )。
MPLAB X IDE は実行時 (Run または Debug Run 時 ) にのみハードウェア ツールに接続
します。常時ハードウェア ツールに接続するには、[Tools] > [Options] を選択して
[Embedded] ボタンをクリックし、[Generic Settings] タブで [Maintain active connection
to hardware tool] にチェックを入れます。
コンフィグレーション ビットは [Configuration Bits] ウィンドウにしか表示されません。
コードでコンフィグレーション ビットを設定するには、[Window] > [Target Memory
Views] を選択し、[Memory] ドロップリストから [Configuration Bits] を選択します。次
いで、[Format] ドロップリストから [Read/Write] を選択すると、コンフィグレーション
ビットの設定にアクセスできます。

デバッグ チュートリアル
MPLAB X IDE ヘルプファイル「Getting Started with MPLAB X IDE」の「Tutorial」で「Running
and Debugging Code」を参照してください。

3.4

デバッグ /プ ログラミングのクイック リファレンス
下表に、MPLAB ICD 4 インサーキット デバッガをデバッグツールまたはプログラミング ツー
ルとして使うためのクイック リファレンスを示します。
Note:

この時点ではヘッダはサポートされていません。

表 3-1: デバッグ動作とプログラミング動作
項目
必要なハードウェア

デバッグ

プログラミング

コンピュータとターゲット アプリケーション (Microchip 社製デモボードまたはユーザ独自
の設計 )
デバッガ、USB ケーブル、電源 ( 必要な場合 )
デバッグ回路内蔵デバイスまたは専用の -ICE デバ デバイス ( 内蔵デバッグ回路の有無を
イスを実装したデバッグヘッダ
問わず )

MPLAB X IDE での
選択

[Project Properties] でハードウェア ツールとして「PICkit 4」を選択
[Debug Main Project] アイコン

[Make and Program Device] アイコン

プログラミング動作

アプリケーション コードをデバイスにプログラミ
ングします。書き込み先のメモリレンジは [Project
Properties] ダイアログで選択できます。さらに、
プログラムメモリ内に小さなデバッグ実行プログ
ラムが書き込まれ、その他のデバッグリソースが
予約されます。

アプリケーション コードをデバイスに
プログラミングします。書き込み先の
メモリレンジは [Project Properties] ダ
イアログで選択できます。

利用可能なデバッグ
機能
SQTP
(Serial Quick-Time
Programming)

デバイスに対する全機能 - ブレークポイント等

N/A

N/A

MPLAB IPE を使って SQTP ファイル
を生成します。

MDB コマンドライン ユーティリティを使います。
既定値の保存場所 :
C:\Program Files (x86)\
Microchip\MPLABX\vx.xx\
mplab_platform\bin\mdb.bat

IPECMD を使います。既定値の保存場
所 : C:\Program Files (x86)\
Microchip\MPLABX\<vx.xx>\
mplab_platform\
mplab_ipe\ipecmd.exe.

コマンドライン操作
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3.5

デバッガの制約事項
ターゲット デバイスに対するデバッガの制約事項については、MPLAB X IDE オンラインヘル
プ ファイル内の一覧を参照してください ([Help] > [Tool Contents] > [Hardware Tool Reference]
> [Limitations])。

3.6

一般的なデバッグ機能
デバッグ機能の詳細はヘルプファイル「Getting Started with MPLAB X IDE」の［Running and
Debugging Code］セクションを参照してください。このセクションは以下の内容を含みます。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.7

[Debug] > [Debug Main Project] によるプロジェクトのデバッグ実行 ( ビルド、プログラ
ミング、実行 )
ブレークポイントの使い方
コードのステップ実行
[Watches] ウィンドウの使い方
メモリ、変数、コールスタックの表示
コールグラフの使い方

ターゲットボードの接続
1.
2.
3.

デバッガとコンピュータ間を Micro B USB ケーブルで接続します。
デバッガとターゲットを適切な通信ケーブルで接続します。
ターゲットに電源を接続します。

図 3-1:

通信ケーブルと USBケ ーブルの接続
MPLAB PICkit 4
1

USB Cable to
computer

2

To Target Board
or Header

詳細と回路図についてはセクション 2.2「デバッガとターゲット間の通信」を参照してください。

3.8

ターゲットボードの設定
ターゲット デバイスのタイプに応じてターゲットボードを設定する必要があります。

3.8.1

量産デバイスを使う場合

量産デバイスを使う場合、デバッガはターゲットボードに直接接続します。MPLAB PICkit 4 イ
ンサーキット デバッガを使ってデバッグするには、ターゲットボード上のデバイスがデバッグ
回路を内蔵している必要があります。
ターゲットボードには、デバッガとの通信方法に対応したコネクタが必要です。詳細はセクショ
ン 2.2「デバッガとターゲット間の通信」を参照してください。

3.8.2
Note:

© 2018 Microchip Technology Inc.
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現時点ではヘッダはサポートしていません。
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ICE デバイスを使う場合、ICE ヘッダボードが必要です。このヘッダボードは、特定のデバイ
スまたはデバイスファミリのエミュレーションに必要なハードウェアを実装しています。ICE
ヘッダの詳細は『Processor Extension Pak (PEP) およびデバッグヘッダ仕様』(DS50001292)
を参照してください。
ICE ヘッダをターゲットボードに接続するには変換ソケットを使います。共通のヘッダを各種
表面実装パッケージに接続できるよう、各種変換ソケットを用意しています。変換ソケットの
詳細は『変換ソケットの仕様』(DS50001194) を参照してください。
ヘッダボードのレイアウトは、ヘッダまたはプロセッサ拡張パックごとに異なります。詳細は
セクション 2.2「デバッガとターゲット間の通信」を参照してください。

3.8.3
Note:

ICD ヘッダを使う場合
現時点ではヘッダはサポートしていません。

PIC MCU のベースライン全製品と一部のミッドレンジ製品の場合、デバッグ機能を利用するに
は特別な「–ICD」デバイスを実装したデバッグ ヘッダボードが必要です。これらのデバイス
の種類と必要な ICD ヘッダボードの製品番号は、『Processor Extension Pak (PEP) およびデ
バッグヘッダ仕様』(DS50001292) を参照してください。
ICD ヘッダボードは「– ICD」デバイスを実装しており、量産デバイスの代わりにターゲット
ボードで使用します。しかし、ほとんどのヘッダボードにはデバッグ用の RJ-11 コネクタが付
いており、RJ-11/ICSP™ アダプタキット (AC164110) を使って MPLAB PICkit 4 に接続します。
多くのミッドレンジ製品、PIC18、16 ビット製品には ICD ヘッダは不要です。ICSP プログラ
ミング接続で直接デバッグが行えます。

3.8.4

ターゲットへの給電

以下に、給電に関する要点を記します。
• USB 接続を使う場合、MPLAB
PICkit 4 へはコンピュータから給電できますが、MPLAB
PICkit 4 からターゲットへの供給電流量は 50 mA (VDD 1.2 ～ 5 V) 以下に制限されるため、小
型のターゲットボードにしか給電できません。
• 推奨するのは、ターゲットが VDD を供給する方法です。これだと、より大きな電流が得られ
ます。また、プラグ & プレイによるターゲット検出機能が利用できるという利点も得られま
す。この機能により、MPLAB X IDE がターゲットとデバイスを検出すると、その内容が
[Output] ウィンドウに表示されます。
MPLAB PICkit 4 とターゲット間を適切なケーブルで接続します ( セクション 3.7「ターゲット
ボードの接続」参照 )。最後にターゲットの電源を投入します。

3.9

MPLAB X IDEの 設定
ハードウェアを接続して電源を投入したら、MPLAB X IDE で MPLAB PICkit 4 インサーキット
デバッガを使えるように設定します。
一部のデバイスでは、コンフィグレーション ビットで通信チャンネルを選択する必要がありま
す ( 例 : PGC1/EMUC1、PGD1/EMUD1)。ここで選択したピンが、デバイスに物理的に接続さ
れているピンと同じである事を確認します。
ソフトウェアのインストールとデバッガの設定に関する詳細は「MPLAB X IDE Help」を参照
してください。
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3.10

デバッグの開始と停止
Note:

メニューオプションのアイコンに関する情報は MPLAB X IDE ヘルプを参照し
てください。

MPLAB X IDE 内でアプリケーションをデバッグするには、ソースコードを含むプロジェクト
を作成する必要があります。プロジェクトを作成した後は、以下の手順でコードをビルドして
デバイスにプログラミングし、これを実行する事ができます。
• コードを実行するには、[Debug] > [Debug Main Project] を選択するか、[Run] ツールバーか
ら

を選択します。

• コード実行を停止するには、[Debug] > [Pause] を選択するか、[Debug] ツールバーから

を

選択します。
• コード実行を再開するには、[Debug] > [Continue] を選択するか、[Debug] ツールバーから
を選択します。
• コードをステップ実行するには、[Debug] > [Step Into] を選択するか、[Debug] ツールバーか
ら

を選択します。スリープ命令をステップ実行しないように注意してください。これを

行った場合、エミュレーションを再開するにはプロセッサをリセットする必要があります。
• コード行をステップオーバーするには、[Debug] > [Step Over] を選択するか、[Debug] ツー
ルバーからを選択します。
• コード実行を終了するには、[Debug] > [Finish Debugger Session] を選択するか、[Debug]
ツールバーから

を選択します。

• コードに対するプロセッサ リセットを実行するには、[Debug] > [Reset] を選択するか、
[Debug] ツールバーからを選択します。
デバイスによっては、POR/BOR、MCLR、システムリセット等のリセットも実行できます。
詳細は製品のデータシートを参照してください。

3.11

プロセッサメモリとファイルの表示
MPLAB X IDE はデバッグ情報やプロセッサメモリ情報を表示する複数のウィンドウを備えて
います。これらのウィンドウは [Window] メニューから選択できます。これらのウィンドウの
詳細な使い方については、MPLAB X IDE オンラインヘルプを参照してください。
• [Window] > [Target Memory Views] - データ (Data Memory) およびコード (Execution Memory)
のデバイスメモリを表示します。その他のメモリもデバイスで定義して表示できます ( モ
ジュール、コンフィグレーション ビット、CPU レジスタ、外部 EBI メモリ、外部 SQI メモ
リ、ユーザ ID メモリ等 )。
• [Window] > [Debugging] - デバッグ情報を表示します。変数、ウォッチ、コールスタッフ、ブ
レークポイント、ストップウォッチ等を選択できます。
ソースコードを表示するには、[Projects] ウィンドウ内でソースコード ファイルを探してダブ
ルクリックします。[Files] ウィンドウにソースコードが表示されます。このウィンドウには、
選択したプロセッサとビルドツールに応じて、色分けされたコードが表示されます。色分けの
スタイルを変更するには [Tools] > [Options]、[Fonts & Colors]、[Syntax] タブをクリックします。

3.12

ブレークポイントとストップウォッチ
ブレークポイントを使うと、指定した行でコード実行を停止できます。ブレークポイントとス
トップウォッチを併用すると、コードの実行時間を計測できます。ここでは、以下について説
明します。
• ブレークポイントの数
• ハードウェア / ソフトウェア ブレークポイントの選択
• ブレークポイントとストップウォッチの使い方
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DS50002751C_JP-p.29

MPLAB® PICkit™ 4 ユーザガイド
3.12.1

ブレークポイントの数

16 ビットデバイスの場合、ブレークポイント、データキャプチャ、ランタイム ウォッチは同
じリソースを使います。従って、実際に使えるブレークポイントの数は、ブレークポイントと
トリガの合計数によって制限されます。
32 ビットデバイスの場合、ブレークポイントとデータキャプチャ、ランタイム ウォッチは別
のリソースを使います。従って、使えるブレークポイントの数はトリガの使用数と無関係です。
使用可能または使用中のハードウェア / ソフトウェア ブレークポイントの数は、[Dashboard]
ウィンドウ ([Window] > [Dashboard]) に表示されます。詳細は MPLAB X IDE オンラインヘル
プを参照してください。ソフトウェア ブレークポイントは全てのデバイスで使えるわけではあ
りません。
ブレークポイントに関する制限 ( デバイスあたりのハードウェア ブレークポイントの数、ブ
レーク時の命令すべり数 ) については、MPLAB X IDE オンラインヘルプ ファイル内のデバッ
ガに関する制約事項を参照してください ([Help] > [Help Contents] > [Hardware Tool Reference]
> [Limitaitons - Emulators and Debuggers])。

3.12.2

ハードウェア / ソフトウェア ブレークポイントの選択

ハードウェアまたはソフトウェア ブレークポイントを選択する手順は以下の通りです。
1.
2.
3.
4.

[Project] ウィンドウ内でプロジェクトを選択します。次に、[File] > [Project Properties]
を選択するか、プロジェクトを右クリックして [Properties] を選択します。
[Project Properties] ダイアログ内の [Categories] で [PICkit 4] を選択します。
[Option Categories] で [Debug Options] を選択します。
ソフトウェア ブレークポイントを使う場合、[Use software breakpoints] にチェックを入
れます。ハードウェア ブレークポイントを使う場合、このチェックを外します。
Note:

デバッグにソフトウェア ブレークポイントを使うと、デバイスの書き込み耐
性に影響します。従って、ソフトウェア ブレークポイントを使ったデバイス
は量産製品に使わない事を推奨します。

下表に、ハードウェア ブレークポイントとソフトウェア ブレークポイントの比較を示します。
どちらのブレークポイントを使うべきか判断する際の参考にしてください。
表 3-2: ハードウェア ブレークポイントとソフトウェア ブレークポイント
機能

ハードウェア ブレークポイント ソフトウェア ブレークポイント

ブレークポイントの数

制限あり

制限なし

ブレークポイントの書き
込み先 *

内部デバッグレジスタ

フラッシュ プログラムメモリ

ブレークポイントの
適用先 **

プログラムメモリとデータメモリ

プログラムメモリのみ

ブレークポイントの設定
に要する時間

最小限

オシレータ速度、フラッシュ
メモリへの書き込み時間、
ページサイズによって決まる

ブレークポイントのス
キッド

ほとんどのデバイスで発生する
( 詳細はオンラインヘルプの
「Limitations」セクション参照 )

発生しない

* ブレークポイントに関する情報が書き込まれるデバイス内の場所
** ブレークポイントが適用されるデバイス機能の種類 ( ブレークポイントが設定される場所 )

3.12.3

ブレークポイントとストップウォッチの使い方

ブレークポイントはコード実行を停止します。ブレークポイントから次のブレークポイントま
での実行時間を計測するにはストップウォッチを使います。
ブレークポイントとストップウォッチの設定方法と使い方については、MPLAB X IDE のオン
ラインヘルプを参照してください。
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第 4 章 トラブルシュートの最初のステップ
4.1

はじめに
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの動作に問題が生じた場合、まず以下を確認してく
ださい。
• 最初に確認する項目
• デバッグに失敗する主な理由
• その他の確認事項
- 全般
- ブートローダモードの呼び出し方
- ハードウェア ツール エマージェンシー ブート ファームウェア リカバリ ユーティリ
ティの使い方

4.2

最初に確認する項目
1.
2.

3.

4.
5.

4.3

使っているデバイスを確認します。比較的最近リリースされたデバイスを使う場合、
MPLAB X IDE を新しいバージョンにアップグレードする事が必要な場合があります。
Microchip 社のデモボードを使っていますか。それとも自作のボードを使っていますか。
通信接続に関する抵抗とコンデンサのガイドラインに適合していますか。第 2 章「動作」
を参照してください。
ターゲットに給電していますか。ターゲットの要求電流量が 50 mA を超える場合、デ
バッガからターゲットに給電する事はできません。50 mA を超える電流量が必要なアプ
リケーションの場合、外部電源を使ってターゲットボードに給電してください。
USB ハブを使っていますか。ハブはセルフパワー型ですか。問題が解決しない場合、ハ
ブを使わずにデバッガをコンピュータに直接接続してください。
デバッガに付属する USB ケーブルを使っていますか。その他の USB ケーブルの場合、
品質が劣る、長過ぎる、USB 通信をサポートしていない等の可能性があります。

デバッグに失敗する主な理由
1.

2.
3.
4.
5.

オシレータが動作していない: オシレータに関するコンフィグレーション ビットの設定
を確認してください。外部オシレータを使っている場合、内部オシレータを試してくだ
さい。内部 PLL を使っている場合、PLL の設定が正しい事を確認してください。
ターゲットボードに給電されていない : 電源ケーブルの接続を確認してください。
Vdd 電圧が不適切である : VDD 電圧がデバイス仕様外です。詳細はデバイスのプログラ
ミング仕様を参照してください。
物理的に接続されていない : デバッガとコンピュータ間またはデバッガとターゲット
ボード間が物理的に接続されていません。通信ケーブルを確認してください。
通信が遮断された : 何らかの理由でデバッガと PC の通信が中断しました。MPLAB X
IDE でデバッガを再接続してください。
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6.

デバイスが取り付けられていない : デバイスがターゲットボードに正しく挿入されて
いません。デバッガが正しく接続されておりターゲットボードに電源が供給されていて
も、デバイスが存在しないか正常に挿入されていない場合、以下のメッセージが表示さ
れます。
Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x%x) ( ターゲット
デバイスの ID (0x0) がデバイス ID (0x%x) と一致しません )
%x はデバイス ID です。

7.

デバイスがコード保護されている: コード保護に関するコンフィグレーション ビットの
設定を確認してください。
8. デバイスがデバッグ回路を持っていない : 量産デバイスはデバッグ機能を実装していな
い可能性があります。デバッグヘッダを使ってください (「推奨参考資料」の『Processor
Extension Pak (PEP) およびデバイスヘッダ仕様』(DS50001292) 参照）。
9. アプリケーション コードが破損している : ターゲット アプリケーションに破損または
エラーがあります。ターゲット アプリケーションを再ビルドしてプログラミングし直し
てください。その後、ターゲットのパワーオン リセットを実行します。
10. プログラミング ピンの設定が不適切である : PGC/PGD ピンペアがコンフィグレーショ
ン ビットで正しくプログラミングされていません ( 複数の PGC/PGD ピンペアを備えた
デバイスの場合 )。
11. 追加設定が必要である : 他の設定がデバッグと競合しています。ターゲットのコード実
行を妨げるようなコンフィグレーションが設定されている場合、エミュレータによるデ
バッグモードでのコード実行もできません。

12. ブラウンアウト電圧が不適切である : ブラウンアウト検出電圧が動作電圧 VDD よりも高
く設定されています。この場合、デバイスはリセット状態になるためデバッグできません。
13. 接続が不適切である : 適切な通信接続に関する第 2 章「動作」のガイドラインを参照し
てください。
14. 無効な要求である : デバッガは、要求された動作を常に実行できる訳ではありません。
例えばターゲット アプリケーションが実行中の場合、デバッガはブレークポイントを設
定できません。

4.4

その他の確認事項
4.4.1
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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全般

一過性エラーの可能性があります。同じ操作を繰り返してみてください。
プログラミングに関する一般的な問題の可能性もあります。
アイコンを使って実行
モードに切り換え、なるべくシンプルなアプリケーション ( 例 : LED 点滅プログラム )
でターゲットへの書き込みテストを行います。このアプリケーションが動作しない場合、
ターゲットの設定に何らかの問題があると考えられます。
ターゲット デバイスが何らかの損傷 ( 例 : 過電流 ) を受けた可能性があります。開発環
境では、電子部品に悪影響が及ぶ事が少なくありません。ターゲットボードを交換して
再試行します。
Microchip 社は、ほとんどの MCU をサポートするデモボードを提供しています。MPLAB
PICkit 4 インサーキット デバッガの動作を検証するには、正常動作が確認済みのこれら
のアプリケーションを使うのも 1 つの方法です。
デバッガの動作を確認し、アプリケーションを正しくセットアップしてください。詳細
は第 2 章「動作」を参照してください。
回路に対してプログラム速度設定が速過ぎる可能性があります。MPLAB X IDE で [File]
> [Project Properties] を選択して [Categories] で [PICkit 4] を選択し、[Option categories]
で [Program Options] の [Program Speed] ドロップダウン メニューから適切な速度を選
択してください。既定値は「Normal」です ( 下図参照 )。

© 2018 Microchip Technology Inc.

図 4-1:

7.

[PROGRAM SPEED]の オプション

デバッガが正常に動作しておらず、ファームウェアのダウンロードまたはデバッガの再
プログラミングが必要な場合があります。以下のセクションを参照して適切な操作を判
断してください。

4.4.2

ブートローダモードの呼び出し方

MPLAB X IDE または MPLAB IPE がデバッガと通信できない場合、デバッガをブートローダ
モードへ移行させる事が必要な場合があります ( 新しいファームウェアのダウンロード )。以下
の理由が考えられます。
• セクション 4.4.1「全般」のステップ 1 ～ 5 でデバッガの問題が修正されなかった。
• MPLAB X IDE 出力ウィンドウで「Application version」番号の横にアスタリスク (*) が表示さ
れる場合、デバッガのファームウェアが最新ではありません。

[Project Properties Firmware] オプションの [Use Latest Firmware] ボックスにチェックが入っ
ておらず、MPLAB X IDE バージョンに新しいファームウェア バージョンがあれば、このよ
うに表示されます。

この場合、[Use Latest Firmware] ボックスにチェックを入れ、MPLAB X IDE のダッシュボー
ドの表示で [Refresh Debug Tool Status] アイコン
をクリックします。これを行っても
「Application version」番号の横にアスタリスク (*) が表示される場合、またはデバッガの問題
が解決しない場合、以下のブートローダモードのステップを実行します。
ライトバーのモードとブートローダエラーに関する詳細はセクション B.2.2「インジケータ ラ
イトバー」も参照してください。
以下のステップを実行してデバッガをブートローダモードに移行させます。
1.
2.

3.

デバッガから Micro B USB ケーブルを取り外します。
MPLAB PICkit 4 ロゴを押しながら、Micro B USB ケーブルを差し込みます。ライトバー
が紫色に点滅します。ライトバーが紫色に常時点灯するまで押し続けます。これでブー
トローダ モードになりました。
MPLAB X IDE または MPLAB IPE から通信の再確立を試みます。通信が確立されると、
ファームウェア更新がダウンロードされます。ダウンロードが完了し LED が青に点灯す
ると、デバッガは動作可能状態です。
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4.4.3

ハードウェア ツール エマージェンシー ブート ファームウェア リ
カバリ ユーティリティの使い方

WARNING
このユーティリティは、ハードウェア ツール ブート ファームウェアを工場出荷時状態に戻
す場合に使います。
ハードウェア ツールがどのマシンでも動作しない場合にのみ使います。
まれにデバッガをリカバリブート モード ( 再プログラム ) に移行させる事が必要な場合があり
ます。例えば、デバッガがコンピュータに接続されている時に以下の状況が発生する場合に必
要です。
• デバッガの LED が点灯しない
• セクション 4.4.2「ブートローダモードの呼び出し方」の手順が成功しなかった
エマージェンシー リカバリ ユーティリティを使うには MPLAB X IDE V4.15以 降が必要です。
メインメニュー オプション [Debug] > [Hardware Tool Emergency Boot Firmware Recovery] を
選択し、MPLAB X IDE に記載されている手順を慎重に実行します。

図 4-2:

エマージェンシー ユーティリティの選択

図 4-3 に、エマージェンシー リカバリボタンの場所を示します。

図 4-3:

エマージェンシー リカバリボタン

手順が成功した場合、リカバリ ウィザードが成功した事を示す画面を表示します。MPLAB
PICkit 4 は動作準備が整い、MPLAB X IDE と通信できる状態です。
手順が失敗した場合、再試行します。それでも失敗する場合、以下の Microchip 社サポートに
お問い合わせください。
https://support.microchip.com.
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第 5 章 よく寄せられる質問 (FAQ)
5.1

はじめに
本章では、MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムについてよく寄せられる質問と
その回答を紹介します。
• 動作に関する FAQ
• トラブルに関する FAQ

5.2

動作に関する FAQ
• MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガは通信にデバイス内のどの機能を利用
しているのですか。
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガは、ICSP™ インターフェイスを介して
フラッシュ デバイスと通信します。そして、プログラムメモリまたはテストメ
モリにダウンロードしたデバッグ実行プログラムを使います。
• デバッグ実行プログラムを動作させるとプロセッサのスループットにどのような
影響がありますか。
デバッグ実行プログラムは実行モードでは動作しないため、コード実行時にス
ループットは低下しません。つまり、デバッガがターゲット デバイスの実行サ
イクルを「奪う」事はありません。
• MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガには、他のインサーキット エミュ
レータ / デバッガのような複雑なブレークポイントがありますか。
いいえ。しかし、特定のデータメモリ アドレスに格納された値またはプログラ
ム アドレスに基づいてブレークを実行する事はできます。
• MPLAB PICkit 4 は光学的または電気的に絶縁されていますか。
いいえ。現在のシステムにフローティング電圧または高電圧 (120 V) を印加する
事はできません。
• MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガによってコードの実行速度は低下しま
すか。
いいえ。デバイスはデータシートに記載されている速度で動作します。
• dsPIC DSC を任意の速度で動作させてデバッグを行う事はできますか。
MPLAB PICkit 4 は、デバイスのデータシートに記載されている任意の速度でデ
バイスを動作させてデバッグを実行できます。

5.3

トラブルに関する FAQ
• デバイスのプログラミング後にベリファイを実行すると不合格になります。これ
はプログラミングの問題ですか。
[Run Main Project] アイコン (
) を選択した場合、デバイスはプログラミン
グ直後に自動的にコード実行を開始します。従って、コード実行によってフラッ
シュメモリが書き換えられた場合、ベリファイが失敗する可能性があります。プ
ログラミング後のコード実行を防ぐには、[Hold in Reset] を選択します。
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• コンピュータが省電力 / 休止モードに移行した後、デバッガが動作しなくなりま
した。どうしたのでしょうか。
デバッガを ( 特にデバッガとして ) 長時間使う場合、お使いのコンピュータのオ
ペレーティング システムの電源オプション設定画面で休止モードを無効にして
おいてください。Windows XP の場合、[ 電源オプションのプロパティ ] ダイア
ログ ボックスの [ 休止状態 ] タブで [ 休止状態を有効にする ] のチェックを外し
ます。これにより、全ての USB サブシステム コンポーネントで全ての通信を維
持できます。
• 周辺モジュールに [Freeze on Halt] を設定していないのに突然フリーズしてしま
います。なぜでしょうか。
dsPIC30F/33F と PIC24F/H の場合、デバッガは周辺モジュール制御レジスタの
予約済みビット ( 通常は bit 14 または 5) を Freeze ビットとして使います。レジ
スタ全体に書き込みを実行した時に、このビットが上書きされた可能性がありま
す ( このビットはデバッグモード中にユーザアクセス可能です )。
この問題を防ぐには、レジスタ全体を書き換える命令 (MOV) ではなく、アプリ
ケーションで変更が必要なビットだけを書き換える命令 (BTS、BTC) を使います。
• 16 ビットデバイスを使用中に予期しないリセットが発生しました。どのように
すれば原因を特定できますか。
以下を確認してください。
- RCON レジスタを確認してリセット要因を特定する。
- 割り込みサービスルーチン (ISR) でトラップ / 割り込みを処理する ( 例えば、以下の
ような trap.c コードを挿入する )。
void __attribute__((__interrupt__))
:
void __attribute__((__interrupt__))
:
void __attribute__((__interrupt__))
{
INTCON1bits.OSCFAIL = 0;
while (1);
}
:
void __attribute__((__interrupt__))
{
INTCON1bits.OSCFAIL = 0;
while (1);
}
:

_OscillatorFail(void);
_AltOscillatorFail(void);
_OscillatorFail(void)
//Clear the trap flag

_AltOscillatorFail(void)

- アサートを使う
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第 6 章 エラーメッセージ
6.1

はじめに
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガは各種のエラーメッセージを生成します。エラーメッ
セージには、特別な対処が必要なもの、一般的な対処法で解決できるものがあります。エラー
メッセージの下に説明がある場合はそれらをお読みください。説明を読んでも問題を解決でき
ない場合、または説明がない場合、以下のセクションを参照してください。
• エラーメッセージのタイプ
• 一般的な対処方法

6.2

エラーメッセージのタイプ
6.2.1

デバッガとターゲット間の通信エラー

Failed to send database ( データベースの送信に失敗しました )
対処法 :
1.
2.

もう一度ダウンロードする ( 一過性エラーの可能性があるため )。
最も番号の大きい .jam ファイルの手動ダウンロードを試みる。

説明を読んでも問題を解決できない場合、または説明がない場合、セクション 6.3.2「デバッガ
とターゲット間の通信エラーの対処方法」を参照してください。

6.2.2

インストール ファイルの破損 / 期限切れエラー

Failed to download firmware( ファームウェアのダウンロードに失敗しました )
Hex ファイルが存在する場合の対処法 :
• 再接続してもう一度試してみる。
• それでも解決しない場合、ファイルが破損している可能性があります。MPLAB X IDE を再
インストールしてください。
Hex ファイルが存在しない場合の対処法 :
• MPLAB X IDE を再インストールする。

Unable to download debug executive( デバッグ実行プログラムをダウンロードで
きません )
デバッグ時にこのエラーが表示された場合の対処法 :
1.
2.
3.
4.

MPLAB ICD 4 のデバッグツールとしての選択を解除する。
プロジェクトを閉じて MPLAB X IDE を終了する。
MPLAB X IDE を再起動して再度プロジェクトを開く。
MPLAB ICD 4 をデバッグツールとして再度選択し、ターゲット デバイスのプログラミ
ングを再試行する。
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Unable to download program executive( プログラム実行プログラムをダウンロー
ドできません )
プログラミング時にこのエラーが表示された場合の対処法 :
1.
2.
3.
4.

MPLAB PICkit 4 のプログラマとしての選択を解除する。
プロジェクトを閉じて MPLAB X IDE を終了する。
MPLAB X IDE を再起動して再度プロジェクトを開く。
MPLAB PICkit 4 をプログラマとして再度選択し、ターゲット デバイスのプログラミン
グを再試行する。

説明を読んでも問題を解決できない場合、または説明がない場合、セクション 6.3.4「インス
トール ファイルが破損している場合の対処方法」を参照してください。

6.2.3

デバッグ障害エラー

The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit
settings and program the device before proceeding. ( ターゲット デバイスはデ
バッグできる状態ではありません。コンフィグレーション ビットの設定を確認し、
デバイスをプログラミングしてからデバッグしてください )
このメッセージが表示されるのは、デバイスを一度もプログラムせずに実行しようとした場合
です。このような場合、またはデバイスのプログラミング直後にこのメッセージが表示された
場合、セクション 6.3.6「デバッグ障害の対処方法」を参照してください。
デバイスはコード保護されています。
デバイスのコード保護が有効になっている場合、コードの読み書きと変更 ( 読み出し、書き込
み、ブランクチェック、ベリファイ ) はできません。コード保護に関するコンフィグレーショ
ン ビットの設定を確認します ([Windows] > [Target Memory Views] > [Configuration Bits])。
コード保護を無効にするには、該当するコンフィグレーション ビット ( デバイスのデータシー
ト参照 ) をコード内または [Configuration Bits] ウィンドウ内でセットまたはクリアします。そ
の後で、デバイス全体を消去してから再プログラムします。
これらの対処法で問題が解決しない場合、セクション 6.3.2「デバッガとターゲット間の通信エ
ラーの対処方法」とセクション 6.3.6「デバッグ障害の対処方法」を参照してください。

6.2.4

その他のエラー

MPLAB PICkit 4 is busy. Please wait for the current operation to finish. (MPLAB
PICkit 4 がビジーです。実行中の動作が終了するまで待機してください )
MPLAB PICkit 4 をデバッガまたはプログラマとしての選択から解除しようとしてこのエラー
が表示された場合の対処法は以下の通りです。
1.
2.
3.
4.
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MPLAB PICkit 4 が実行中のアプリケーション タスクを終了した後に、MPLAB PICkit 4
の選択解除を再度試みる。
( デバッグ セッションの終了 ) を選択して動作中のアプリケーションを全て停止す
る。MPLAB PICkit 4 の選択解除を再度試みる。
MPLAB PICkit 4 とコンピュータ間の接続ケーブルを抜いた後に、MPLAB PICkit 4 の選
択解除を再度試みる。
MPLAB X IDE を終了する。

© 2018 Microchip Technology Inc.

6.2.5

エラーメッセージの一覧

表 6-1: エラーメッセージ ( アルファベット順 )
AP_VER=Algorithm Plugin Version ( アルゴリズム プラグイン バージョン )
AREAS_TO_PROGRAM=The following memory area(s) will be programmed: ( 以下のメモリ領域をプログラムします :)
AREAS_TO_READ=The following memory area(s) will be read: ( 以下のメモリ領域を読み出します :)
AREAS_TO_VERIFY=The following memory area(s) will be verified: ( 以下のメモリ領域をベリファイします :)
BLANK_CHECK_COMPLETE=Blank check complete, device is blank. ( ブランクチェック完了、デバイスはブラン
クです )
BLANK_CHECK_FAILED=Blank check failed. The device is not blank. ( ブランクチェック失敗、デバイスはブラン
クではありません）
BLANK_CHECKING=Blank Checking... ( ブランクチェック実行中 ...)
BOOT_CONFIG_MEMORY=boot config memory ( ブートコンフィグ メモリ )
BOOT_VER=Boot Version ( ブートバージョン )
BOOTFLASH=boot flash ( ブートフラッシュ )
BP_CANT_B_DELETED_WHEN_RUNNING=software breakpoints cannot be removed while the target is
running.The selected breakpoint will be removed the next time the target halts. ( ターゲット動作中にソフトウェア ブ
レークポイントを削除する事はできません。選択したブレークポイントは、次のターゲット停止時に削除されます )
CANT_CREATE_CONTROLLER=Unable to find the tool controller class. ( ツール コントローラ クラスが見つかりま
せん )
CANT_FIND_FILE=Unable to locate file %s. ( ファイル %s が見つかりません )
CANT_OP_BELOW_LVPTHRESH=The voltage level selected %f, is below the minimum erase voltage of %f.The
operation cannot continue at this voltage level. ( 選択した電圧レベル %f は最小消去電圧 %f を下回っています。
この電圧レベルでは動作を継続できません )
CANT_PGM_USEROTP=The debug tool cannot program User OTP memory because it is not blank. Please exclude
User OTP memory from the memories to program or switch to a device with blank User OTP memory. ( デバイスがブ
ランクではないため、デバッグツールがユーザ OTP メモリを書き込めません。メモリからユーザ OTP メモリを除
去するか、ユーザ OTP メモリがブランクのデバイスに切り換えてください )
CANT_PRESERVE_PGM_MEM=Unable to preserve program memory: Invalid range Start = %08x, End = %08x.
( プログラムメモリを保存できません。無効なレンジ : 開始値 = %08x、終了値 = %08x)
CANT_READ_REGISTERS=Unable to read target register(s). ( ターゲット レジスタを読み出せません )
CANT_READ_SERIALNUM=Unable to read the device serial number. ( デバイスシリアル番号を読み出せません )
CANT_REGISTER_ALTERNATE_PNP=Unable to register for PnP events for multiple USB product Ids. ( 複数の
USB 製品 ID の PnP イベントを登録できません )
CANT_REMOVE_SWPS_BUSY=The PICKit 4 is currently busy and cannot remove software breakpoints at this
time.(PICKit 4 は現在ビジーです。ソフトウェア ブレークポイントは削除できません )
CHECK_4_HIGH_VOLTAGE_VPP=CAUTION: Check that the device selected in MPLAB IDE (%s) is the same one
that is physically attached to the debug tool.Selecting a 5V device when a 3.3V device is connected can result in
damage to the device when the debugger checks the device ID.Do you wish to continue?
( 注意 : MPLAB IDE (%s) で選択したデバイスとデバッグツールに物理的に接続したデバイスが同じである事を確
認してください。3.3 V デバイスを接続した状態で 5 V デバイスを選択すると、デバッガがデバイス ID をチェック
する際にデバイスが損傷する可能性があります )
CHECK_PGM_SPEED=You have set the program speed to %s.The circuit on your board may require you to slow
the speed down.Please change the setting in the tool properties to low and try the operation again. ( プログラム速度
は %s に設定されています。現状の回路では速度を下げる必要があるようです。ツールプロパティで設定を Low に
変更し、再試行してください )
CHECK_SLAVE_DEBUG=Debugging may have failed because the, "Debug" check box in the Slave Core settings of
the master project has not been enabled. Please make sure this setting is enabled. ( マスタプロジェクトの [Slave
Core] 設定で [Debug] にチェックが入っていないためデバッグが失敗した可能性があります。この設定にチェック
が入っている事を確認してください )
COMM_PROTOCOL_ERROR=A communication error with the debug tool has occurred. The tool will attempt to
recover momentarily. ( デバッグツールとの通信エラーが発生しました。ツールはすぐに復旧を試みます )
COMMAND_TIME_OUT=PICKit 4 has timeout out waiting for a response to command %02x. (PICKit 4 は、コマンド
%02x への応答を待機中にタイムアウトしました )
CONFIG_BITS_MASKS=CfgRequiredBitsMask Values:

© 2018 Microchip Technology Inc.

DS50002751C_JP-p.41

MPLAB® PICkit™ 4 ユーザガイド
表 6-1: エラーメッセージ ( アルファベット順 ) ( 続き )
CONFIGURATION=configuration ( コンフィグレーション )
CONIFGURATION_MEMORY=configuration memory ( コンフィグレーション メモリ )
CONNECTING_TO=Connecting to MPLAB PICkit 4 (MPLAB PICkit 4 に接続中 )
CONNECTION_FAILED=Connection Failed. ( 接続に失敗しました )
CORRUPTED_STREAMING_DATA=Invalid streaming data has been detected.Run time watch or trace data may no
longer be valid.It is recommended that you restart your debug session. ( 無効なストリーミング データが検出されま
した。ランタイム ウォッチまたはトレースデータは無効になった可能性があります。デバッグ セッションをリス
タートする事を推奨します )
CPM_TO_TARGET_FAILED=An exception occurred during ControlPointMediator.ToTarget().
(ControlPointMediator.ToTarget() 実行中に例外が発生しました )
DATA_FLASH_MEMORY=Data Flash memory ( データ フラッシュメモリ )
DATA_FLASH=data flash ( データフラッシュ )
DEBUG_INFO_PGM_FAILED=Could not enter debug mode because programming the debug information
failed.Invalid combinations of config bits may cause this problem ( デバッグ情報のプログラミングに失敗したためデ
バッグモードに移行できません。コンフィグレーション ビットの無効な組み合わせが原因である可能性があります )
DEBUG_READ_INFO=Reading the device while in debug mode may take a long time due to the target oscillator
speed.Reducing the range that you'd like to read (under the PICkit 4 project properties) can mitigate the situation.The
abort operation can be used to terminate the read operation if necessary. ( ターゲットのオシレータ速度により、
デバッグモード中のデバイスの読み出しに時間がかかる可能性があります。(PICkit 4 のプロジェクト プロパティ
で ) 読み出すレンジを狭めると時間を短縮できます。必要であれば中止して読み出し動作を終了できます )
DEVICE_ID_REVISION=Device Id Revision ( デバイス ID リビジョン )
DEVICE_ID=Device Id ( デバイス ID)
DEVICE_INFO_CONFIG_BITS_MASK=Address = %08x, Mask = %08x
DEVICE_INFO_MEMBERS=DeviceInfo: pcAddress = %08x, Vpp = %.2f, useRowEraseIfVoltageIsLow = %s,
voltageBelowWhichUseRowErase = %.2f, deviceName = %s, programmerType = %s
DEVICE_INFO_MEMINFO_MEMBERS= DeviceInfo: mask = %04x, exists = %s, startAddr = %08x, endAddr =
%08x, rowSize = %04x, rowEraseSize = %04x, addrInc = %04x, widthProgram = %04x
DEVICE_INFO=DeviceInfo: Values:
DEVID_MISMATCH=Target Device ID (0x%x) is an Invalid Device ID.Please check your connections to the Target
Device. ( ターゲット デバイス ID (0x%x) は無効なデバイス ID です。ターゲット デバイスとの接続を確認してくだ
さい )
DFU_NOT_SUPPORTED=MPLAB X has detected the tool connected has capabilities that this version does not
support. Please download the latest version of MPLAB X to use this tool. ( 接続されたツールに、本バージョンがサ
ポートしていない機能がある事を MPLAB X が検出しました。このツールを使うには、MPLAB X の最新バージョ
ンをダウンロードしてください )
DISCONNECT_WHILE_BUSY=The tool was disconnected while it was busy. ( ツールが動作中に切断されました )
EEDATA_MEMORY=EEData memory (EEData メモリ )
EEDATA=EEData
EMPTY_PROGRAM_RANGES=The programming operation did not complete because no memory areas have been
selected. ( メモリ領域が選択されていないため、プログラミング動作は完了しませんでした )
EMULATION_MEMORY_READ_WRITE_ERROR=An error occurred while trying to read/write MPLAB's emulation
memory: Address=%08x
(MPLAB エミュレーション メモリの読み書き中にエラーが発生しました : アドレス =%08x)
END=end ( 終了 )
ENSURE_SELF_TEST_READY=Please ensure the RJ-11 cable is connected to the test board before continuing.
( 続行する前に、RJ-11 ケーブルがテストボードに接続されている事を確認してください )
ENSURE_SELF_TEST_READY=Please ensure the RJ-11 cable is connected to the test board before continuing.
Would you like to continue? ( 続行する前に、RJ-11 ケーブルがテストボードに接続されている事を確認してくだ
さい。続行しますか )
ENV_ID_GROUP=Device Identification ( デバイスの識別情報 )
ERASE_COMPLETE=Erase successful ( 消去に成功しました )
ERASING=Erasing... ( 消去中 ...)
FAILED_2_PGM_DEVICE=Failed to program device ( デバイスのプログラムに失敗しました )
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表 6-1: エラーメッセージ ( アルファベット順 ) ( 続き )
FAILED_CREATING_COM=Unable create communications object (RI4Com).
( 通信オブジェクト (RI4Com) を作成できません )
FAILED_CREATING_DEBUGGER_MODULES=Initialization failed: Failed creating the debugger module
( 初期化に失敗しました : デバッガ モジュールの作成に失敗しました )
FAILED_ERASING=Failed to erase the device ( デバイスの消去に失敗しました )
FAILED_ESTABLISHING_COMMUNICATION=Unable to establish tool communications
( ツールの通信を確立できません )
FAILED_GETTING_DBG_EXEC=A problem occurred while trying to load the debug executive.
( デバッグ実行プログラム読み込み中に問題が発生しました )
FAILED_GETTING_DEVICE_INFO=Initialization failed: Failed while retrieving device database (.pic) information
( 初期化に失敗しました : デバイス データベース (.pic) 情報の取得に失敗しました )
FAILED_GETTING_EMU_INFO=Initialization failed: Failed getting emulation database information
( 初期化に失敗しました : エミュレーション データベース情報の取得に失敗しました )
FAILED_GETTING_HEADER_INFO=Initialization failed: Failed getting header database information
( 初期化に失敗しました : ヘッダデータベース情報の取得に失敗しました )
FAILED_GETTING_PGM_EXEC=A problem occurred while trying to load the program executive.
( プログラム実行プログラム読み込み中に問題が発生しました )
FAILED_GETTING_TEX=Unable to obtain the ToolExecMediator (ToolExecMediator を取得できません )
FAILED_GETTING_TOOL_INFO=Initialization failed: Failed while retrieving tool database (.ri4) information ( 初期化
に失敗しました : ツールデータベース (.ri4) 情報の取得に失敗しました )
FAILED_INITING_DATABASE=Initialization failed: Unable to initialize the tool database object
( 初期化に失敗しました : ツールデータベース オブジェクトを初期化できません )
FAILED_INITING_DEBUGHANDLER=Initialization failed: Unable to initialize the DebugHandler object
( 初期化に失敗しました : DebugHandler オブジェクトを初期化できません )
FAILED_PARSING_FILE=Failed to parse firmware file: %s
( ファームウェア ファイル : %s の構文解析に失敗しました )
FAILED_READING_EMULATION_REGS=Failed to read emulation memory. ( エミュレーション メモリの読み出し
に失敗しました )
FAILED_READING_MPLAB_MEMORY=Unable to read %s memory from %0x08 to %0x08. (%0x08 から %0x08 に
%s メモリを読み出せません )
FAILED_READING_SECURE_SEGMENT=A failure occurred while reading secure segment configuration bits
( セキュア セグメント コンフィグレーション ビット読み出し中にエラーが発生しました )
FAILED_SETTING_PC=Unable to set PC. (PC を設定できません )
FAILED_SETTING_SHADOWS=Failed to properly set shadow registers.
( シャドウレジスタの適切な設定に失敗しました )
FAILED_SETTING_XMIT_EVENTS=Unable to synchronize run time data semiphores.
( ランタイムデータ セマフォを同期できません )
FAILED_STEPPING=Failed while stepping the target. ( ターゲットのステップ動作に失敗しました )
FAILED_TO_GET_DEVID=Failed to get Device ID.Please make sure the target device is attached and try the
operation again. ( デバイス ID の取得に失敗しました。ターゲット デバイスが接続されている事を確認し、操作を
再試行してください )
FAILED_TO_INIT_TOOL=Failed to initialize PICkit 4 (PICkit 4 の初期化に失敗しました )
FAILED_UPDATING_BP=Failed to update breakpoint:\nFile: %s\naddress: %08x ( ブレークポイントの更新に失敗
しました :\n ファイル : %s\n アドレス : %08x)
FAILED_UPDATING_FIRMWARE=Failed to properly update the firmware.
( ファームウェアの適切な更新に失敗しました )
FILE_REGISTER=file register ( ファイルレジスタ )
FIRMWARE_DOWNLOAD_TIMEOUT=PICkit 4 timeout out during the firmware download process.
( ファームウェア ダウンロード処理中に PICkit 4 がタイムアウトしました )
FLASH_DATA_MEMORY=Flash data memory ( フラッシュデータ メモリ )
FLASH_DATA=flash data ( フラッシュデータ )
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表 6-1: エラーメッセージ ( アルファベット順 ) ( 続き )
FRCINDEBUG_NEEDS_CLOCKSWITCHING=To use FRC in debug mode the clock switching configuration bits
setting must be enabled.Please enable clock switching and retry the requested operation. ( デバッグモードで FRC
を使うには、クロック切り換えコンフィグレーション ビットの設定を有効にする必要があります。クロック切り換
えを有効にし、要求動作を再試行してください )
FW_DOESNT_SUPPORT_DYNBP=The current PICkit 4 firmware does not support setting run time breakpoints for
the selected device.Please download firmware version %02x.%02x.%02x or higher. ( 現在の PICkit 4 ファームウェ
アは、選択されたデバイスに対するランタイム ブレークポイントの設定をサポートしていません。ファームウェア
バージョン %02x.%02x.%02x 以降をダウンロードしてください )
GOOD_ID_MISMATCH=Target Device ID (0x%x) is a valid Device ID but does not match the expected Device ID
(0x%x) as selected. ( ターゲット デバイス ID (0x%x) は有効なデバイス ID ですが、選択した要求デバイス ID
(0x%x) と一致しません )
HALTING=Halting... ( 停止中 ...)
HIGH=High
HOLDMCLR_FAILED=Hold in reset failed. ( リセット維持に失敗しました )
IDS_SELF_TEST_BOARD_PASSED=PICkit 4 is functioning properly.If you are still having problems with your target
circuit please check the Target Board Considerations section of the online help. (PICkit 4 は正常に動作しています。
ターゲット回路の問題が解決しない場合、オンラインヘルプの [Target Board Considerations] セクションを確認し
てください )
IDS_ST_CLKREAD_ERR=Test interface PGC clock line read failure. ( テストインターフェイス PGC クロックライ
ンの読み出しエラーです )
IDS_ST_CLKREAD_NO_TEST=Test interface PGC clock line read not tested. ( テストインターフェイス PGC ク
ロックラインの読み出しテストはしていません )
IDS_ST_CLKREAD_SUCCESS=Test interface PGC clock line read succeeded. ( テストインターフェイス PGC ク
ロックラインの読み出しに成功しました )
IDS_ST_CLKWRITE_ERR=Test interface PGC clock line write failure.Please ensure that the tester is properly
connected. ( テストインターフェイス PGC クロックラインの書き込みエラーです。テスタが正しく接続されてい
る事を確認してください )
IDS_ST_CLKWRITE_NO_TEST=Test interface PGC clock line write not tested. ( テストインターフェイス PGC ク
ロックラインの書き込みテストはしていません )
IDS_ST_CLKWRITE_SUCCESS=Test interface PGC clock line write succeeded. ( テストインターフェイス PGC ク
ロックラインの書き込みに成功しました )
IDS_ST_DATREAD_ERR=Test interface PGD data line read failure. ( テストインターフェイス PGD データラインの
読み出しエラーです )
IDS_ST_DATREAD_NO_TEST=Test interface PGD data line read not tested. ( テストインターフェイス PGD デー
タラインの読み出しテストはしていません )
IDS_ST_DATREAD_SUCCESS=Test interface PGD data line read succeeded. ( テストインターフェイス PGD デー
タラインの読み出しに成功しました )
IDS_ST_DATWRITE_ERR=Test interface PGD data line write failure. ( テストインターフェイス PGD データライン
の書き込みエラーです )
IDS_ST_DATWRITE_NO_TEST=Test interface PGD data line write not tested. ( テストインターフェイス PGD デー
タラインの書き込みテストはしていません )
IDS_ST_DATWRITE_SUCCESS=Test interface PGD data line write succeeded. ( テストインターフェイス PGD
データラインの書き込みに成功しました )
IDS_ST_LVP_ERR=Test interface LVP control line failure. ( テストインターフェイス LVP 制御ラインのエラーです )
IDS_ST_LVP_NO_TEST=Test interface LVP control line not tested. ( テストインターフェイス LVP 制御ラインのテ
ストはしていません )
IDS_ST_LVP_SUCCESS=Test interface LVP control line test succeeded. ( テストインターフェイス LVP 制御ライン
のテストに成功しました )
IDS_ST_MCLR_ERR=Test interface MCLR level failure. ( テストインターフェイス MCLR レベルエラーです )
IDS_ST_MCLR_NO_TEST=Test interface MCLR level not tested. ( テストインターフェイス MCLR レベルのテスト
はしていません )
IDS_ST_MCLR_SUCCESS=Test interface MCLR level test succeeded. ( テストインターフェイス MCLR レベルテ
ストに成功しました )
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表 6-1: エラーメッセージ ( アルファベット順 ) ( 続き )
IDS_TEST_NOT_COMPLETED=Interface test could not be completed.Please contact your local FAE/CAE to SAR
the unit. ( インターフェイス テストを完了できませんでした。修理については販売店または Microchip 社にお問い
合わせください )
INCOMPATIBLE_FW=The PICkit 4 firmware in not compatible with the current version of MPLAB X software. (PICkit
4 ファームウェアが MPLAB X ソフトウェアの現バージョンと互換ではありません )
INVALID_ADDRESS=The operation cannot proceed because the %s address is outside the devices address range
of 0x%08x - 0x%08x. (%s アドレスがデバイスアドレス レンジ 0x%08x - 0x%08x を外れているため、動作を実行で
きません )
JTAG_NEEDS_JTAGEN=The JTAG Adapter requires the JTAG enable configuration bit to be turned on.Please
enable this configuration bit before continuing. (JTAG アダプタが、JTAG イネーブル コンフィグレーション ビット
の有効化を必要としています。続行する前に、このコンフィグレーション ビットを有効にしてください )
MCLR_HOLD_RESET_NO_MAINTAIN_POWER=WARNING: You are powering the target device from PICkit 4 and
have not selected the, "Maintain active power" option on the PICkit 4's Power property page.Without this option, the
state of MCLR (hold/release from reset) cannot be guaranteed after the current session has ended.
( 警告 : ターゲット デバイスへは PICkit 4 からから給電していますが、PICkit 4 の [Power] プロパティページで
[Maintain active power] が選択されていません。このオプションを選択しないと、現在のセッション終了後の
MCLR のステート ( ホールド / リセットからのリリース ) を保証できません )
MCLR_OFF_ID_WARNING=If you are using low voltage programming and the MCLRE config bit on the target
device is set to OFF, this may explain why the device ID is incorrect.In this case, please switch to the, \"Use high
voltage programming mode entry\" Program mode entry setting on the PICkit 4 Program Options property page and
try the operation again. ( デバイス ID が正しくないとの警告が出た場合、低電圧プログラミングを使っているのに
ターゲット デバイスの MCLRE コンフィグレーション ビットを OFF にしている可能性が考えられます。この場
合、[PICkit 4 Program Options] プロパティページでプログラムモード エントリを \"Use high voltage programming
mode entry\" に切り換えてから再試行してください )
MCLR_OFF_WARNING=If you wish to continue with MCLRE configuration bit set to OFF, switch to the, \"Use high
voltage programming mode entry\" Program mode entry setting on the PICkit 4 Program Options property page
(MCLRE コンフィグレーション ビットを OFF にしたまま続行する場合、[PICkit 4 Program Options] プロパティ
ページでプログラムモード エントリの設定を \"Use high voltage programming mode entry\" に切り換えてください )
MEM_INFO=DeviceInfo: MemInfo values:
MEM_RANGE_ERROR_BAD_END_ADDR=Invalid program range end address %s received.Please check the
manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property page. ( 無効なプログラムレンジ終了
アドレス %s を受信しました。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手動プログラムレン
ジを確認してください )
MEM_RANGE_ERROR_BAD_START_ADDR=Invalid program range start address %s received.Please check the
manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property page. ( 無効なプログラムレンジ開始
アドレス %s を受信しました。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手動プログラムレン
ジを確認してください )
MEM_RANGE_ERROR_END_LESSTHAN_START=Invalid program range received: end address %s < start
address %s.Please check the manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property page.
( 無効なプログラムレンジを受信しました : 終了アドレス %s < 開始アドレス %s。デバッグツールの [Memories to
Program] プロパティページで手動プログラムレンジを確認してください )
MEM_RANGE_ERROR_ENDADDR_NOT_ALIGNED=Invalid program range received: end address %s is not
aligned on a proper 0x%x address boundary.Please check the manual program ranges on the debug tool's,
"Memories to Program" property page. ( 無効なプログラムレンジを受信しました : 終了アドレス %s が正しい 0x%x
アドレス境界にアラインメントされていません。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手
動プログラムレンジを確認してください )
MEM_RANGE_ERROR_STARTADDR_NOT_ALIGNED=Invalid program range received: start address %s is not
aligned on a proper 0x%x address boundary.Please check the manual program ranges on the debug tool's,
"Memories to Program" property page. ( 無効なプログラムレンジを受信しました : 開始アドレス %s が正しい 0x%x
アドレス境界にアラインメントされていません。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手
動プログラムレンジを確認してください )
MEM_RANGE_ERROR_UNKNOWN=An unknown error has occurred while trying to validate the user entered
memory ranges. ( ユーザが入力したメモリ領域検証中に不明なエラーが発生しました )
MEM_RANGE_ERROR_WRONG_DATABASE=Unable to access data object while validating user entered memory
ranges. ( ユーザが入力したメモリ領域検証中にデータオブジェクトにアクセスできませんでした )
MEM_RANGE_OUT_OF_BOUNDS=The selected program range, %s, does not fall within the proper range for the
memory area selected.Please check the manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program"
property page. ( 選択したプログラムレンジ %s は、選択したメモリ領域の正しいレンジから外れています。デバッ
グツールの [Memories to Program] プロパティページで手動プログラムレンジを確認してください )
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MEM_RANGE_STRING_MALFORMED=The memory range(s) entered on the, "Memories to Program" property
page (%s) is not formatted properly. ([Memories to Program] プロパティページで入力したメモリ領域 (%s) が正しく
フォーマットされていません )
MISSING_BOOT_CONFIG_PARAMETER=Unable to find boot config start/end address in database. ( データベース
内にブート コンフィグレーションの開始 / 終了アドレスが見つかりません )
MUST_NOT_USE_LVP_WHEN_LVPCFG_OFF=MPLAB has detected that the low voltage configuration bit on the
device is off and you have selected the low voltage programming option on the debug tool's property page.If you wish
to use the low voltage programming option you must first do the following:\n* Turn off the low voltage programming
option on the debug tool's Program Options property page\n* Program the low voltage configuration bit to on\n* Turn
on the low voltage programming option on the debug tool's Program Options property page (MPLAB がデバイスの低
電圧コンフィグレーション ビットは OFF である事を検出しましたが、デバッグツールのプロパティページでは低
電圧プログラミング オプションが選択されています。低電圧プログラミング オプションを使用する場合、まず以
下の操作を実行する必要があります。\n* デバッグツールの [Program Options] プロパティページで低電圧プログラ
ミング オプションを OFF にする \n* 低電圧コンフィグレーション ビットを ON に設定する \n* デバッグツールの
[Program Options] プロパティページで低電圧プログラミング オプションを ON にする )
MUST_SET_LVPBIT_WITH_LVP=The low voltage programming feature requires the LVP configuration bit to be
enabled on the target device.Please enable this configuration bit and try the operation again. ( 低電圧プログラミング
機能では、ターゲット デバイスで LVP コンフィグレーション ビットを有効にする必要があります。このコンフィ
グレーション ビットを有効にしてから再試行してください )
NEW_FIRMWARE_NO_DEVICE=Downloading firmware ( ファームウェア ダウンロード中 )
NEW_FIRMWARE=Now Downloading new Firmware for target device: %s ( ターゲット デバイス : %s の新しい
ファームウェアをダウンロードしています )
NMMR=NMMR
NO_DYNAMIC_BP_SUPPORT_AT_ALL=The current device does not support the ability to set breakpoints while the
devices is running.The breakpoint will be applied prior to the next time you run the device.
( ご使用のデバイスは、動作中のブレークポイント設定機能をサポートしていません。ブレークポイントは次のデ
バイス動作前に適用されます )
NO_PGM_HANDLER=Cannot program software breakpoints.The program handler has not been initialized.
( ソフトウェア ブレークポイントをプログラムできません。プログラムハンドラが初期化されていません )
NO_PROGRAMMING_ATTEMPTED=MPLAB's memory is blank so no programming operation was attempted
(MPLAB のメモリはブランクです。従って、プログラミング動作は試行されませんでした )
NORMAL=Normal
OP_FAILED_FROM_CP=The requested operation failed because the device is code protected. ( デバイスがコード
保護されているため動作は失敗しました )
OpenIDE-Module-Name=PICkit 4
OpenIDE-Module-Name=PICkit 4
OPERATION_INFO_MEMBERS=OperationInfo: Type = %s, Mask = %08x, Erase = %s, Production Mode = %s
OPERATION_INFO_TRANSFER_INFO_MEMBERS=OperationInfo: Start = %x, End = %x, Buffer Length = %d,
Type = %s, Mask = %08x
OPERATION_INFO=OperationInfo: Values:
OPERATION_NOT_SUPPORTED=This operation is not supported for the selected device ( この動作は選択したデ
バイスではサポートされていません )
OUTPUTWIN_TITLE=PICkit 4
PERIPHERAL=Peripheral ( 周辺モジュール )
POWER_ERROR_NO_9V=The configuration is set for the tool to provide power to the target but 9V is not detected
at the 9V power jack.Please ensure the external 9V power supply adapter is connected to the tool. ( ツールからター
ゲットに給電するように設定されていますが、9 V 電源アダプタで 9 V が検出されませんでした。ツールに外部 9
V 電源アダプタが接続されている事を確認してください )
POWER_ERROR_NO_POWER_SRC=The configuration is set for the target board to supply its own power but no
voltage has been detected on VDD.Please ensure you have your target powered up and try again. ( ターゲットボー
ドは自己給電するように設定されていますが、VDD に電圧が検出されません。ターゲットに給電されている事を
確認してから再試行してください )
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表 6-1: エラーメッセージ ( アルファベット順 ) ( 続き )
POWER_ERROR_POWER_SRC_CONFLICT=The configuration is set for the tool to provide power to the target but
there is voltage already detected on VDD.This is a conflict.Please ensure your target is not supplying voltage to the
tool and try again. ( ツールからターゲットに給電するように設定されていますが、VDD には既に電圧が検出されま
した。ターゲットからツールに給電していない事を確認してから再試行してください )
POWER_ERROR_SLOW_DISCHARGE=We have detected some residual VDD voltage at the connector interface.
( コネクタ インタフェースで残留 VDD 電圧を検出しました )
POWER_ERROR_UNKNOWN=An unknown power error has occurred. ( 不明な電源エラーが発生しました )
POWER_ERROR_VDD_TOO_HIGH=The VDD voltage desired is out of range.It exceeds the maximum voltage of
5.5V. ( 要求 VDD 電圧がレンジ外です。最大電圧 5.5 V を上回っています )
POWER_ERROR_VDD_TOO_LOW=The VDD voltage desired is out of range.It is below the minimum voltage of
1.5V. ( 要求 VDD 電圧がレンジ外です。最小電圧 1.5 V を下回っています )
POWER_ERROR_VPP_TOO_HIGH=The VPP voltage desired is out of range.It exceeds the maximum voltage of
14.2V. ( 要求 VPP 電圧がレンジ外です。最大電圧 14.2 V を上回っています )
POWER_ERROR_VPP_TOO_LOW=The VPP voltage desired is out of range.It is below the minimum voltage of
1.5V. ( 要求 VDD 電圧がレンジ外です。最小電圧 1.5 V を下回っています )
PRESERVE_MEM_RANGE_ERROR_BAD_END_ADDR=Invalid preserve range end address %s received.Please
check the manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property page. ( 無効な保存領域終了
アドレス %s を受信しました。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手動プログラムレン
ジを確認してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_ERROR_BAD_START_ADDR=Invalid preserve range start address %s
received.Please check the manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property page. ( 無効
な保存領域開始アドレス %s を受信しました。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手動
プログラムレンジを確認してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_ERROR_END_LESSTHAN_START=Invalid preserve range received: end address %s
< start address %s.Please check the manual program ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property
page. ( 無効な保存領域を受信しました : 終了アドレス %s < 開始アドレス %s。デバッグツールの [Memories to
Program] プロパティページで手動プログラムレンジを確認してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_ERROR_ENDADDR_NOT_ALIGNED=Invalid preserve range received: end address
%s is not aligned on a proper 0x%x address boundary.Please check the manual program ranges on the debug tool's,
"Memories to Program" property page. ( 無効な保存領域を受信しました : 終了アドレス %s が正しい 0x%x アドレス
境界にアラインメントされていません。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手動プログ
ラムレンジを確認してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_ERROR_STARTADDR_NOT_ALIGNED=Invalid preserve range received: start
address %s is not aligned on a proper 0x%x address boundary.Please check the manual program ranges on the
debug tool's, "Memories to Program" property page. ( 無効な保存領域を受信しました : 開始アドレス %s が正しい
0x%x アドレス境界にアラインメントされていません。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページ
で手動プログラムレンジを確認してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_ERROR_UNKNOWN=An unknown error has occurred while trying to validate the user
entered preserve ranges. ( ユーザが入力した保存領域検証中に不明なエラーが発生しました )
PRESERVE_MEM_RANGE_ERROR_WRONG_DATABASE=Unable to access data object while validating user
entered memory ranges. ( ユーザが入力したメモリ領域検証中にデータオブジェクトにアクセスできません )
PRESERVE_MEM_RANGE_MEM_NOT_SELECTED=You have selected to preserve an area of memory but have
not selected to program that area.Please check the preserved ranges on the debug tool's, "Memories to Program"
property page, and make sure that any preserved memory is also designated to be programmed. ( メモリ領域の保存
を選択しましたが、その領域へのプログラムを選択していません。デバッグツールの [Memories to Program] プロ
パティページで保存領域を確認し、保存メモリのプログラムも指定しているか確認してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_OUT_OF_BOUNDS=The selected preserve range, %s, does not fall within the proper
range for the memory area selected.Please check the manual program ranges on the debug tool's, "Memories to
Program" property page. ( 選択した保存領域 %s は、選択したメモリ領域の正しいレンジから外れています。
デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで手動プログラムレンジを確認してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_STRING_MALFORMED=The preserve memory range(s) entered on the, "Memories to
Program" property page (%s) is not formatted properly. ([Memories to Program] プロパティページで入力した保存メ
モリ領域 (%s) が正しくフォーマットされていません )
PRESERVE_MEM_RANGE_STRING_MALFORMED=The preserve memory range(s) entered on the, "Memories to
Program" property page (%s) is not formatted properly. ([Memories to Program] プロパティページで入力した保存メ
モリ領域 (%s) が正しくフォーマットされていません )
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PRESERVE_MEM_RANGE_WONT_BE_PROGRAMMED_AUTO_SELECT=Some or all of the preserve memory
ranges (%s) entered on the, "Memories to Program" property page, do not fall under the indicated program range(s)
(%s) for the memory selected.Please deselect the \u201cAuto select memories and ranges\u201d option on the
\u201cMemories to Program\u201d property page, change to manual mode and adjust your range(s) accordingly
([Memories to Program] プロパティページで入力した保存メモリ領域 (%s) の一部または全部が、選択したメモリ領
域の指定プログラム領域 (%s) から外れています。[Memories to Program] プロパティページの [Auto select
memories and ranges] オプションの選択を解除し、手動モードに変更して適切なレンジに調整してください )
PRESERVE_MEM_RANGE_WONT_BE_PROGRAMMED=Some or all of the preserve memory ranges (%s)
entered on the, "Memories to Program" property page, do not fall under the indicated program range(s) (%s) for the
memory selected.Please check the preserved ranges on the debug tool's, "Memories to Program" property page.
([Memories to Program] プロパティページで入力した保存メモリ領域 (%s) の一部または全部が、選択したメモリ領
域の指定プログラム領域 (%s) から外れています。デバッグツールの [Memories to Program] プロパティページで保
存レンジを確認してください )
PROGRAM_CFG_WARNING=WARNING: You have selected to program configuration memory.Programming invalid
values into any of the configuration fields may have unintended consequences.Please make sure that EVERY
configuration field has a valid value.If you are not sure, you can read the configuration values off of device first and
then change only the fields you are concerned with.Would you like to continue programming? ( コンフィグレーショ
ン メモリのプログラミングが選択されました。コンフィグレーション フィールドに無効な値をプログラミングす
ると予期せぬ結果が生じる可能性があります。全てのコンフィグレーション フィールドに有効な値が書き込まれて
いる事を確認してください。確信がない場合、まずデバイスからコンフィグレーションの値を読み出し、目的の
フィールドのみ変更してください。プログラミングを続行しますか )
PROGRAM_COMPLETE=Programming/Verify complete ( プログラミング / ベリファイが完了しました )
PROGRAM_MEMORY=program memory ( プログラムメモリ )
PROGRAM=program ( プログラム )
PROGRAMMING_DID_NOT_COMPLETE=Programming did not complete.
( プログラミングは完了しませんでした )
READ_COMPLETE=Read complete ( 読み出しは完了しました )
READ_DID_NOT_COMPLETE=Read did not complete. ( 読み出しは完了しませんでした )
RELEASEMCLR_FAILED=Release from reset failed. ( リセットからのリリースに失敗しました )
REMOVING_SWBPS_COMPLETE=Removing software breakpoints complete
( ソフトウェア ブレークポイントの消去が完了しました )
REMOVING_SWBPS=Removing software breakpoints... ( ソフトウェア ブレークポイント消去中 ...)
RESET_FAILED=Failed to reset the device ( デバイスのリセットに失敗しました )
RESETTING=Resetting... ( リセット中 ...)
RISKY_CFG_RANGE_REMOVED=The configuration memory will not be included in the program operation because
the, "Exclude configuration memory from programming" option is set.To change this, go to the Memories to Program
property page and uncheck the setting.\nWARNING; Programming configuration values on this device can cause
unintended consequences if all of the configuration values are not properly set.It is advised that you read the
configuration values off of device first and then change only the fields you are concerned with.
([Exclude configuration memory from programming] オプションが設定されているため、コンフィグレーション メモ
リはプログラム動作に含まれません。変更するには、[Memories to Program] プロパティページでこの設定のロッ
クを解除します。\nWARNING: このデバイスでコンフィグレーションの値をプログラミングした場合、全てのコン
フィグレーション値が正しく設定されていないと、予期せぬ結果が生じる可能性があります )
RUN_INTERRUPT_THREAD_SYNCH_ERROR=An internal run error has occurred.It is advised that you restart your
debug session.You may continue running but certain run time features may no longer work properly.
( 内部実行エラーが発生しました。デバッグ セッションをリスタートする事を推奨します。動作は続行可能ですが、
一部のランタイム機能が正常に機能しなくなる可能性があります )
RUN_TARGET_FAILED=Unable to run the target device. ( ターゲット デバイスを動作させる事ができません )
RUNNING=Running ( 動作中 )
SERIAL_NUM=Serial Number:\n ( シリアル番号 :\n)
SETTING_SWBPS=Setting software breakpoints....... ( ソフトウェア ブレークポイント設定中 .......)
STACK=stack ( スタック )
START_AND_END_ADDR=start address = 0x%x, end address = 0x%x
( 開始アドレス = 0x%x、終了アドレス = 0x%x)
START=start ( 開始 )
TARGET_DETECTED=Target voltage detected ( ターゲット電圧を検出しました )
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TARGET_FOUND=Target device %s found. ( ターゲット デバイス %s が見つかりました )
TARGET_HALTED=Target Halted ( ターゲットが停止しました )
TARGET_NOT_READY_4_DEBUG=The target device is not ready for debugging.Please check your configuration
bit settings and program the device before proceeding. ( ターゲット デバイスはデバッグの準備が完了していませ
ん。コンフィグレーション ビットの設定を確認し、デバイスをプログラミングしてからデバッグしてください。
一般的に、このエラーはオシレータと PGC/PGD の両方またはどちらか一方の設定が原因で発生します )
TARGET_VDD=Target VDD: ( ターゲット VDD:)
TEST=test
TOOL_INFO_MEMBERS=ToolInfo: speedLevel = %d, PGCResistance = %d, PGDResistance = %d, PGCPullDir =
%s, PGDPullDir = %s, ICSPSelected = %s
TOOL_INFO=ToolInfo: Values:
TOOL_IS_BUSY=PICKit 4 is busy.Please wait for the current operation to finish (PICKit 4 がビジーです。実行中の動
作が終了するまで待機してください )
TOOL_SUPPLYING_POWER=PICKit 4 is supplying power to the target (%.2f volts). (PICKit 4 がターゲットに給電し
ています (%.2f V))
TOOL_VDD=VDD:
TOOL_VPP=VPP:
UNABLE_TO_OBTAIN_RESET_VECTOR=PICKit 4 was unable to retrieve the reset vector address.This indicates
that no _reset symbol has been defined and may prevent the device from starting up properly. (PICKit 4 はリセット
ベクタアドレスを取得できませんでした。_reset シンボルが未定義でデバイスの正常起動が妨げられている可能性
があります )
UNKNOWN_MEMTYPE=Unknown memory type ( 不明なメモリタイプ )
UNLOAD_WHILE_BUSY=PICKit 4 was unloaded while still busy.Please unplug and reconnect the USB cable before
using ICD 4 again. (PICKit 4 がまだビジーの間にアンロードされました。USB ケーブルを一度抜いて挿し直してく
ださい )
UPDATING_APP=Updating firmware application... ( ファームウェア アプリケーション更新中 ...)
UPDATING_BOOTLOADER=Updating firmware bootloader... ( ファームウェア ブートローダ更新中 ...)
USE_LVP_PROGRAMMING=NOTE: If you would like to program this device using low voltage programming, select
Cancel on this dialog.Then go to the PICkit 4 node of the project properties and check the Enable Low Voltage
Programming check box of the Program Options Option Category pane (low voltage programming is not valid for
debugging operations). ( 低電圧プログラミングを使ってこのデバイスをプログラムする場合、このダイアログで
「Cancel」を選択します。その後、プロジェクト プロパティの PICkit 4 ノードで [Program Options Option
Category] ペインの [Enable Low Voltage Programming] チェックボックスにチェックを入れます ( 低電圧プログラ
ミンがデバッグ動作に対して有効になっていません ))
USERID_MEMORY=User Id Memory ( ユーザ ID メモリ )
USERID=user Id ( ユーザ ID)
VERIFY_COMPLETE=Verification successful. ( ベリファイが成功しました )
VERIFY_FAILED=Verify failed ( ベリファイに失敗しました )
VERSIONS=Versions ( バージョン )
VOLTAGE_LEVEL_BAD_VALUE_EX=You have entered an invalid value %s for the Voltage Level on the PICkit 4
Power property page.Please fix this before continuing. (PICkit 4 の [Power] プロパティページで [Voltage Level] に無
効な値 %s が入力されました。続行する前に、これを修正してください )
VOLTAGE_LEVEL_BAD_VALUE=Unable to parse the voltage level %s.Please enter a valid voltage entry. ( 電圧レベ
ル %s を解析できません。有効な電圧を入力してください )
VOLTAGE_LEVEL_OUT_OF_RANGE=The target voltage level you have entered, %.3f, is outside the range of the
device %.3f - %.3f. ( 入力したターゲット電圧レベル %.3f は、デバイスのレンジ %.3f ～ %.3f から外れています )
VOLTAGES=Voltages ( 電圧 )
WOULD_YOU_LIKE_TO_CONTINUE=Would you like to continue? ( 続行しますか )
WRONG_PICKit 4_FLAVOR=Your PICkit 4 hardware needs updating please contact PICKit
4_Update@microchip.com to get a replacement. ( お使いの PICkit 4 ハードウェアは更新が必要です。PICKit
4_Update@microchip.com に連絡してください )
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6.3

一般的な対処方法
以下の一般的な対処法で問題を解決できる場合があります。
•
•
•
•
•
•
•

読み書きエラーの対処方法
デバッガとターゲット間の通信エラーの対処方法
デバッガとコンピュータ間の通信エラーの対処方法
インストール ファイルが破損している場合の対処方法
USB ポート通信エラーの対処方法
デバッグ障害の対処方法
内部エラーの対処方法

6.3.1

読み書きエラーの対処方法

読み書きエラーが発生した場合、以下を確認してください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[Debug] > [Reset] をクリックしませんでしたか。これによって読み書きエラーが発生す
る場合があります。
同じ操作を繰り返します ( 一過性エラーの可能性があるため )。
ターゲットに電源が供給されており、デバイスの電圧レベルが適正である事を確認しま
す。デバイスに必要な電圧レベルは、デバイスのデータシートで確認します。
デバッガとターゲット間が正しく接続されている事 (PGC と PGD が接続されている事 )
を確認します。
書き込みエラーの場合、デバッガ用の [Program Options] で [Erase all before Program]
にチェックが入っている事を確認します ( セクション A.3.2「Debug」参照 )。
ケーブルの長さが適切である事を確認します。

6.3.2

デバッガとターゲット間の通信エラーの対処方法

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガとターゲット デバイスが同期していない可能性があ
ります。
1.
2.

[Debug] > [Reset] を選択してから同じ操作を再試行します。
使っているケーブルの長さが適切である事を確認します。

6.3.3

デバッガとコンピュータ間の通信エラーの対処方法

MPLAB PICkit 4インサーキット デバッガとMPLAB X IDEが同期していない可能性があります。
1.
2.
3.
4.

デバッガとコンピュータ間の接続ケーブルを一度抜いて挿し直します。
デバッガに再接続します。
同じ操作を繰り返します ( 一過性エラーの可能性があるため )。
インストールされている MPLAB X IDE のバージョンが、MPLAB PICkit 4 インサーキッ
ト デバッガに読み込まれているファームウェアのバージョンに対応していない可能性
があります。セクション 6.3.4「インストール ファイルが破損している場合の対処方法」
の手順を実行します。

6.3.4

インストール ファイルが破損している場合の対処方法

ほとんどの場合、この問題は MPLAB X IDE のインストールが不完全であるか、インストール
したファイルが破損した事が原因で発生します。
1.
2.
3.

DS50002751C_JP-p.50

全てのバージョンの MPLAB X IDE をコンピュータからアンインストールします。
最新バージョンの MPLAB X IDE を再インストールします。
問題が解決しない場合、販売代理店にお問い合わせください。
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6.3.5

USB ポート通信エラーの対処方法

ほとんどの場合、このエラーは通信ポートに問題があるか、存在しない通信ポートを指定して
いる事が原因で発生します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガを再接続します。
デバッガのオプションで適切な USB ポートが選択されている事を確認します ( セクショ
ン A.3「デバッガ オプションの選択」を選択 )。
デバッガ設定で適切な USB ポートが選択されている事を確認します。
指定した USB ポートを他のデバイスが使っていない事を確認します。
USB ハブを使う場合、電源が供給されている事を確認します。
USB ドライバがインストールされている事を確認します。

6.3.6

デバッグ障害の対処方法

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガでデバッグを実行できない場合、各種の原因が考え
られます ( セクション 4.3「デバッグに失敗する主な理由」とセクション 4.4「その他の確認事
項」を参照 )。

6.3.7

内部エラーの対処方法

内部エラーは想定外のエラーであり、通常は発生しません。これらは主に Microchip 社内の開
発で使います。
多くの場合、インストール ファイルの破損が原因です ( セクション 6.3.4「インストール ファ
イルが破損している場合の対処方法」参照 )。
また、システムリソースの枯渇によって発生する場合もあります。
1.
2.

システムを再起動してメモリを解放します。
HDD に十分な空き容量がある事、過度なフラグメンテーションが発生していない事を確
認します。

問題が解決しない場合、販売代理店にお問い合わせください。

© 2018 Microchip Technology Inc.

DS50002751C_JP-p.51

MPLAB® PICkit™ 4 ユーザガイド
NOTE:

DS50002751C_JP-p.52

© 2018 Microchip Technology Inc.

MPLAB® PICkit™ 4ユ ーザガイド
第 3 部 – リファレンス
補遺 A デバッガ機能の一覧 ........................................................................................... 55
補遺 B ハードウェア仕様............................................................................................... 61
補遺 C 改訂履歴 ............................................................................................................. 69

© 2018 Microchip Technology Inc.

DS50002751C_JP-p.53

MPLAB® PICkit™ 4 ユーザガイド
NOTE:

DS50002751C_JP-p.54

© 2018 Microchip Technology Inc.

MPLAB® PICkit™ 4ユ ーザガイド
補遺 A デバッガ機能の一覧
A.1

はじめに
ここでは、MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの機能をまとめます。
• デバッガの選択と切り換え
• デバッガ オプションの選択

A.2

デバッガの選択と切り換え
プロジェクトで使うデバッガの選択および切り換えには [Project Properties] ダイアログを使い
ます。コンピュータに複数のデバッガを接続している場合にのみ、デバッガの切り換えが可能
です。MPLAB X IDE はシリアル番号を表示する事で 2 つのデバッガを区別します。
プロジェクトで使うデバッガを選択または切り換えるための手順は以下の通りです。
1.

2.
3.

A.3

以下のいずれかの方法で [Project Properties] ダイアログを開きます。
- [Projects] ウィンドウでプロジェクト名をクリックして、[File] > [Project Properties]
を選択する。
または
- [Projects] ウィンドウ内でプロジェクト名を右クリックし、「Properties」を選択する。
左側の [Categories] に表示される [Conf:[default]] を展開して PICkit 4 を表示させる。
[Hardware Tool] に表示される [PICkit 4] の中から、プロジェクトで使うデバッガのシリ
アル番号 (SN) をクリックし、[Apply] をクリックする。

デバッガ オプションの選択
デバッガのオプションは [Project Properties] ダイアログで設定します。[Categories] に表示さ
れる PICkit 4 をクリックすると、[Options for PICkit 4] が表示されます ( 図 A-1 参照 )。[Options
categories] のドロップリストを使ってオプションを選択します。オプション名をクリックする
と、下の [Option Description] に説明が表示されます。オプションを選択または変更するには、
オプション名の右側をクリックします。
Note:
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使えるオプションのカテゴリとカテゴリ内のオプションは、選択したデバイスに
よって異なります。
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図 A-1:

MPLAB PICKIT 4の オプション

オプションの設定が完了したら、[Apply] または [OK] をクリックします。MPLAB X IDE ダッ
シュボードの表示で [Refresh Debug Tool Status] アイコン
をクリックしても、変更を適用
できます。
以下のオプション カテゴリがあります。
•
•
•
•
•

Memories to Program
Debug
Program
Freeze Peripherals
Power

•
•
•
•
•

Programmer To Go( 実装予定 )
Secure Segment
Firmware
Clock
Communication

A.3.1

Memories to Program

プログラミングするターゲットのメモリを選択します。
表 A-1: [Memories to Program] オプション カテゴリ
[Auto select memories and ranges]
[Allow PICkit 4 to Select Memories] – ユーザが選
択したデバイスと既定値設定に基づいて、デバッガ
がプログラミングする内容を判断します。
[Manually select memories and ranges] – プログ
ラミングするメモリのタイプとレンジを選択します
( 以下参照 )。
[Configuration Memory]
チェックを入れると、コンフィグレーション メモリ
をプログラミングします。
[Boot Flash (always programmed in
メモリ領域内にコンフィグレーション メモリを含め
debug mode)]
てプログラミングします。
[ID]
チェックを入れると、ユーザ ID をプログラミング
します。
[Program Memory]
チェックを入れると、下の [Program Memory Start
(hex)] と [Program Memory End (hex)] で指定した
ターゲット プログラムメモリ領域に対してプログラ
ミングを実行します。
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表 A-1: [Memories to Program] オプション カテゴリ ( 続き )
[Program Memory Range(s) (hex)]
プログラミングするプログラムメモリのレンジで
す。各レンジは、開始アドレスと終了アドレスを表
す 2 つの 16 進数をダッシュ文字「-」で区切りま
す。レンジ間はコンマ (,) で区切ります ( 例 : 0-ff,
200-2ff)。レンジは 0x800 アドレス境界にアライン
メントする必要があります。
Note: ここで指定したアドレスレンジは消去機能に
は適用されません。消去機能はデバイスの全データ
を消去します。
[Preserve Program Memory]
このオプションにチェックを入れると、MPLAB X
IDE のメモリにデバイスのプログラムメモリを読み
出し、プログラミング完了後にターゲット デバイス
に書き戻します。保存するプログラムメモリのレン
ジは、以下の [Preserve Program Memory Range(s)]
オプションで設定します。
[Preserve Program Memory Range(s) 保存するプログラムメモリのレンジです。各レンジ
(hex)]
は、開始アドレスと終了アドレスを表す 2 つの 16
進数をダッシュ文字「-」で区切ります。レンジ間は
コンマ (,) で区切ります ( 例 : 0-ff, 200-2ff)。MPLAB
X IDE に領域を読み出す事で保存しておき、プログ
ラミング時に書き戻します。そのため、保存領域は
プログラミング対象のメモリレンジ内にある事が必
要です。
[Preserve ID Memory]
チェックを入れると、そのタイプのメモリはプログ
ラミング時に消去されません。メモリのタイプは以
下から選択できます。EEPROM、ID、ブートフラッ
シュ、補助メモリ

A.3.2

Debug

このオプションがプロジェクト デバイスで使える場合、選択するとソフトウェア ブレークポ
イントが使えます。
表 A-2: [Debug] オプション カテゴリ
[Use Software
ソフトウェア ブレークポイントを使う場合、チェックを入れます。
Breakpoints]
ハードウェア ブレークポイントを使う場合、チェックを外します。
どちらのブレークポイントが適当かは、下表を参照してください。

A.3.3

Program

プログラミング前にメモリ全体を消去するのか、それともコードをマージするのかを選択し
ます。
表 A-3: [Program] オプション カテゴリ
[Erase All Before Program] チェックを入れると、デバイス全体を消去してから MPLAB X
IDE からのデータをプログラミングします。保持するように指
定したメモリ領域はデバイス消去前に読み出し、プログラミン
グ時に書き戻します。
新しいデバイスまたは消去済みデバイスに書き込む場合を除
き、このボックスには必ずチェックを入れてください。チェッ
クを入れないとデバイスは消去されず、デバイス上で既存の
コードと新しいコードがマージされます。
[Programming mode entry] このオプションは、プログラミング モードでターゲット デバ
イスに対して PICkit 4 が使うメソッドを指定します。低電圧メ
ソッドの場合、VPP は VDD 電源電圧を超過しません。代わり
に VPP でテストパターンを使います。高電圧メソッドの場合、
9 V を超える電圧が VPP に印加されます。
[LED Brightness Setting]
輝度のレベルを 1( 最小 ) から 10( 最大 ) まで選択します。
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表 A-3: [Program] オプション カテゴリ ( 続き )
[PGC Configuration]
このオプションは、PGC ラインに適用する抵抗のタイプを決
定します (「pull down」、「pull up」、「none」)。既定値は「pull
down」です。抵抗値は下の PGC 抵抗値オプションによって求
めます。
[PGC resistor value
レジスタ値を 0 ～ 50 のレンジ内で入力します。既定値は 4.7
(kOhms)]
kΩ です。上の [PGC Configuration] が「none」に設定されてい
る場合、この値は無視されます。
[PGD Configuration]
「none」、「pull up」、「pull down」から選択します。既定値は
「pull down」です。抵抗値は下の PGD 抵抗値オプションに
よって求めます。
[PGD resistor value
レジスタ値を 0 ～ 50 のレンジ内で入力します。既定値は 4.7
(kOhms)]
kΩ です。上の [PGD Configuration] が「none」に設定されてい
る場合、この値は無視されます。
Program Speed
ターゲットをプログラミングする速度を「Low」、「Normal」、
「High」から選択します。既定値は「Normal」です。プログラ
ミングが失敗する場合、1 段階遅い速度を使うと問題が解決す
る場合があります。

A.3.4

Freeze Peripherals

コード実行停止時に周辺モジュールをフリーズさせるかどうかをリストから選択します。利用
可能な周辺モジュールはデバイスごとに異なります。

PIC12/16/18 MCU デバイスの場合
[Freeze Peripherals] チェックボックスにチェックを入れると、実行停止時に全ての周辺モ
ジュールがフリーズします。一部の周辺モジュールは Freeze on Halt 機能をサポートしておら
ず、デバッガから制御する事はできません。そのような周辺モジュールはチェックを入れても
停止しません。

dsPIC、PIC24、PIC32 デバイスの場合
停止時にフリーズさせたい周辺モジュールは、[Peripherals to Freeze on Halt] リストでチェッ
クを入れます。プログラムが停止しても動作を継続させたい周辺モジュールは、チェックを外
します。停止させたい周辺モジュールがリストにない場合、[All Other Peripherals] にチェック
を入れます。一部の周辺モジュールは Freeze on Halt 機能をサポートしておらず、デバッガか
ら制御する事はできません。そのような周辺モジュールはチェックを入れても停止しません。
[All Other Peripherals] を含め、全ての周辺モジュールを選択するには、[Check All] をクリック
します。[All Other Peripherals] を含め、全ての周辺モジュールの選択を解除するには、[Uncheck
All] をクリックします。

A.3.5

Power

電源オプションを選択します。
表 A-4: [Power] オプション カテゴリ
[Power target circuit from
チェックを入れると、PICkit 4 がターゲット回路の電源となり
PICkit 4]
ます。チェックを外した場合、外部電源を使う必要があります
( セクション 2.3.4「デバッガからターゲットに給電する場合の
注意点」参照 )。
[Voltage Level]
上の [Power target circuit from PICkit 4] チェックボックスに
チェックを入れた場合、デバッグからターゲットに供給する
VDD (1.2 ～ 5.5 V) を選択します。

A.3.6

Programmer To Go1

Programmer To Go オプションを使う場合、プログラミングに使うファイル名を [Image Name]
フィールドに入力します。
1. この機能はMPLAB X IDEを介した本製品のファームウェア更新で近日中に提供する予定です。
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A.3.7

Secure Segment

デバッガのファームウェアを選択して読み込みます。
表 A-5: [Secure Segment] オプション カテゴリ
[Segments to be
以下の中から 1 つを選択します。
Programmed]
「Full Chip Programming」( 既定値 )、「Boot, Secure and General
Segments」、「Secure and General Segments」、「General
Segment Only」

A.3.8

Firmware

デバッガのファームウェアを選択して読み込みます。MPLAB X IDE は、プロジェクトに適し
たファームウェアを自動的にダウンロードします。この設定は、自動選択ではうまくいかない
場合にのみ変更します。
表 A-6: [Firmware] オプション カテゴリ
[Use Latest Firmware]
最新のファームウェアを使う場合、チェックを入れます。
下の [Frimware File] でファームウェア バージョンを選択す
る場合、チェックを外します。
[Firmware File]
右側にあるテキストボックスをクリックして、デバッガに
対応するファームウェア ファイル (.jam) を検索します。

A.3.9

Clock

このオプションを設定する事で、ターゲット デバイスの高速内部 RC クロックを使います。
表 A-7: [Clock] オプション カテゴリ
[Use FRC in Debug mode]
デバッグ中のクロックとして、アプリケーションが指定する
(dsPIC33F/E と PIC24F/H/E オシレータの代わりに、デバイスの高速内部 RC (FRC) を使
のみ )
います。これはアプリケーション クロックが低速の場合に便
利な機能です。
このボックスにチェックを入れると、アプリケーションは低
速で動作しますが、デバッグはより高速な FRC 速度で実行で
きます。
この設定を変更した後は、再プログラミングが必要です。
Note: フリーズしていない周辺モジュールは、デバッグ中に
FRC 速度で動作します。

A.3.10

Communication

デバイスとターゲットの通信タイプに使うオプションを設定します。
表 A-8: [Communication] オプション カテゴリ
[Interface]
利用可能なオプションからインターフェイスを選択します。
[Speed (MHz)]
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インターフェイスがサポート可能なレンジ内の速度を入力し
ます。
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補遺 B ハードウェア仕様
本章では、MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガシステムのハードウェア仕様と電気的仕
様について詳しく説明します。
内容は以下の通りです。
•
•
•
•

B.1

USB コネクタ
MPLAB PICkit™ 4 インサーキット デバッガ
通信ハードウェア
ターゲットボードに関する注意事項

USBコ ネクタ
MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガは、バージョン 2.0 準拠の Micro B USB コネクタを
介してホストコンピュータに接続します。Micro B USB コネクタはデバッガ上部にあります。
この USB インターフェイスを使ってファームウェアをリロードできます。
システムへの電源は USB インターフェイスから供給します。このデバッガは USB 仕様の「ハ
イパワー システム」に分類され、全てのモード ( デバッガ / プログラマ ) で動作するには 50 mA
をやや上回る電力を USB から供給する必要があります。
Note:

MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガには、Micro B USB コネクタを介して給
電します。ターゲットボードには別の電源から給電します。ただし、ターゲットの
消費電流が 50 mA 未満の場合に限り、MPLAB PICkit 4 からターゲットボードに給
電する事ができます。

ケーブル長 – コンピュータとデバッガ間のケーブルは、正常動作が得られる長さのものをデ
バッガキットに同梱しています。
セルフパワード ハブ – USB ハブを使う場合、バスパワードではなくセルフパワード タイプを
使います。コンピュータ キーボードが内蔵する USB ポートでは、デバッガに十分な電力を供
給できません。
コンピュータの休止 / 省電力モード – USB 接続によるコンピュータとデバッガ間の通信を維持
するため、コンピュータの省電力モード ( 休止モード等 ) は無効にします。

© 2018 Microchip Technology Inc.
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B.2

MPLAB PICKIT™ 4イ ンサーキット デバッガ
本デバッガは内部メインボード、外部 Micro B USB コネクタ、RJ-45 コネクタ、8 ピン SIL コ
ネクタで構成されています。デバッガ筐体の表面にはインジケータ ライトバーと、ロゴの下に
押しボタンがあります。

図 B-1:

MPLAB PICkit 4イ ンサーキット デバッガ

1.
2.
3.
4.
5.

ランヤード接続 - 上面脇のランヤード ( 別売 ) 用接続口
エマージェンシー リカバリボタン - 必要に応じ、この埋め込みボタンを使ってリカバリ
ブート モードを呼び出す
Micro B USB コネクタ - 付属の USB ケーブルで MPLAB PICkit 4 とコンピュータを接続
する
インジケータ ライトバー - MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの動作モードを表
示する ( セクション B.2.2「インジケータ ライトバー」参照 )
ボタン領域 - シールドロゴ中央部は Programmer-To-Go1オプションとブートローダモー
ド呼び出し用に使う ( セクション 4.4.2「ブートローダモードの呼び出し方」参照 )

1. この機能はMPLAB X IDEを介した本製品のファームウェア更新で提供予定です。
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6.
7.
8.

ピン 1 マーカー - コネクタの位置合わせに使う 1 ピンの位置を示す
プログラミング コネクタ - ターゲット デバイスに接続する 8 ピン SIL ヘッダ (0.100" 間
隔 ) コネクタ ( ピン配置は表 B-6 を参照 )
MicroSD カードスロット 1 - 各種速度要件の多様な microSD カードに対応

B.2.1

メインボード

メインボードの特長は以下の通りです。
• ARM® Cortex®-M4 コアを使う 32 ビット MCU
• 480 Mbps の伝送が可能な USB 2.0 インターフェイス
• プログラム コード イメージを格納する SRAM: このイメージは内蔵フラッシュ デバイスの
プログラミングに使います。
• 1× LED

B.2.2

インジケータ ライトバー

MPLAB PICkit 4 デバッガの起動シーケンスは以下の通りです。
1.
2.

紫 - 約 4 秒間点灯します。
青 - 点灯します。デバッガは動作準備が整っています。

インジケータ ライトバーは以下を示します。
表 B-1: 通常のライトバー
色

説明

青

デバッガは電源が接続され、スタンバイ状態です。

橙

[Power target circuit from PICkit 4] にチェックが入っている場合

緑

[Power target circuit from PICkit 4] にチェックが入っていない場合

赤

デバッガにエラーが発生すると点灯します。

下表に、インジケータライトとブートローダエラーを示します。
表 B-2: その他の場合のライトバー
ライトバー

説明

ノーマルモード
青

デバッガは電源が接続され、スタンバイ状態です。

橙

[Power target circuit from PICkit 4] にチェックが入っている
場合 ( 表 A-4)

緑

[Power target circuit from PICkit 4] にチェックが入っていな
い場合 ( 表 A-4)

紫

ブートローダが動作中です。

黄

デバッガはビジーです。

赤

動作不良です。

紫

速い点滅は、デバッガをブートローダ モードに移行中であ
る事を示す時間ウィンドウを表示しています。
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表 B-3: ブートローダエラーの説明
ブートローダエラー

B.3

説明

赤、遅い点滅

デバッガのシリアル EEPROM にアクセスできません。

赤、速い点滅

ブートローダ API コマンドを処理できません。

白、速い点滅

ツール ファームウェアでランタイム例外が発生しました。

通信ハードウェア
ターゲットとの標準デバッガ通信 ( セクション 2.2「デバッガとターゲット間の通信」と「標準
ICSP™ デバイス通信」) では、MPLAB PICkit 4 デバッガを直接ターゲットに接続するかヘッダ
経由で接続します。デバッガは 8 ピン SIL コネクタを備えています。ターゲットが 6 ピンコネ
クタを備えている場合、ピン 1 を合わせて差し込みます。

B.3.1

標準通信

標準通信は、デバッガとターゲット プロセッサ間のメイン インターフェイスです。このイン
ターフェイスはターゲット デバイスのプログラミングと通信に必要な高電圧(VPP)ライン、VDD
検出ライン、クロックライン、データラインを含みます。
VPP 高電圧ラインは、エミュレーション プロセッサの電圧要件に応じて 0 ～ 14 V の電圧を生
成できます。
VDD 検出ラインにはターゲット プロセッサからの電流が流れます。Vdd 検出ラインはターゲッ
トの電圧を監視するためにのみ使い、実際の電力は MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガ
システムから供給します。
クロックとデータは、以下の特性を備えたインターフェイスを介して接続します。
• クロックおよびデータ信号ラインは高インピーダンス モードである ( たとえ MPLAB PICkit
4 インサーキット デバッガシステムが電源 OFF 中であっても高インピーダンスに維持 )。
• ターゲット システムの不良または不適切な接続による過電圧からクロックおよびデータ信
号を保護する。
• プロトタイプまたはターゲット システムの電気的短絡によって生じる高電流からクロック
およびデータ信号を保護する。
B-4:
論理信号の電気的仕様
VIH = VDD x 0.7V (min.)
論理入力
VIL = VDD x 0.3V (max.)
論理出力
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VDD = 5V

VDD = 3V

VDD = 2.3V

VDD = 1.4V

VOH = 3.8 V min.

VOH = 2.4V min.

VOH = 1.9V min.

VOH = 1.0V min.

VOL = 0.55 V max. VOL = 0.55 V max. VOL = 0.3V max.

VOL = 0.1V max.
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図 B-2:

MPLAB PICkit 4デ バッガのコネクタのピン配置

Pin 1 Indicator

MPLAB PICkit 4

MPLAB PICkit 4 ピンの説明 *

B.3.2

1 = MCLR
2 = VDD

1
2
3
4
5
6
7
8

3 = Ground
4 = PGD
5 = PGC
6 = 接続禁止
7 = ICSP では未使用
8 = ICSP では未使用

インターフェイスのピン配置

プログラミング コネクタのピン機能はデバイスとインターフェイスに応じて異なります。下表
に、デバッグおよびデータストリーム用インターフェイスのピン配置を示します。
Note:

その他の情報および図については、お使いのデバイスのデータシートとインター
フェイスのアプリケーション ノートを参照してください。

表 B-5: デバッグ用インターフェイスのピン配置

VTG

3

GND

GND

GND

4

PGD

DAT

TDO

5

PGC

CLK

TCK

SWCLK

6

TAUX

AUX+

7

TTDI

TDI

8

TTMS

TMS
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AVR
ISP(&Dw)

TPI

MCLR

VIO_REF

DW(IRE)

MCLR

VDD

AW

MCLR

TVDD

UPDI

TVPP

2

UPDI

1

AVR
JTAG

CORTEX
SWD

MIPS
EJTAG

デバッグ
ICSP
(MCHP)

ピン
名

ピン番号

コネクタ

MPLAB PICkit 4

VTG

VTG

VTG

VTG

VTG

GND

GND

GND

GND

GND

GND

MISO

DAT

DAT

DATA

VTG

VTG

GND

GND

SWO

TDO

SWDIO

TCK

SCK

RESET

RESET

TDI

MOSI

DAT
CLK

CLK

dW

RST

TMS

DS50002751C_JP-p.65

MPLAB® PICkit™ 4 ユーザガイド
表 B-6: データストリーム用インターフェイスのピン配置
MPLAB PICkit 4
ピン番号

データストリーム
DMCI / DGI U(S)ART / CDC

DGI SPI

1
2

VTG

3

GND

4

MISO

5

SCK

6

図 B-3:
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(SCK)

7

TX

MOSI

8

RX

SS

デバッガ ターゲット アダプタボードのピン配置

© 2018 Microchip Technology Inc.

B.4

ターゲットボードに関する注意事項
ターゲットボードには、デバイスとアプリケーションの要件を満たす電源を供給する必要があ
ります。
Note:

デバイス データシートの「絶対最大定格」を超える条件は、デバイスに恒久的な
損傷を生じる可能性があります。これはストレス定格です。本書の動作表に示す条
件外でのデバイス運用は想定していません。
絶対最大定格条件を超えて長期間曝露
させるとデバイスの信頼性に影響する可能性があります。

デバッガはターゲットの電圧を検出します。
デバッガとターゲット間の通信方法によっては、ターゲットボードの回路に関して何点かの注
意事項があります。詳細は以下のセクションを参照してください。
• セクション 2.3.2「ターゲット接続回路」
• セクション 2.3.5「デバッガの正常動作を妨げる回路」
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NOTE:
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補遺 C 改訂履歴
リビジョン A (2018 年 5 月 )
本書の初版です。

リビジョン B (2018 年 8 月 )
• セクション 1.4「MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガの構成要素」にデバッグ アダプ
タボードの情報を追加
• 表 B-5 に追加インターフェイスのピン配置を追加
• セクション B.3.2「インターフェイスのピン配置」とセクション 2.3「ターゲットとの通信接
続」に、デバッグ インターフェイスに関してデバイス データシートとアプリケーション ノー
トを参照するように示す Note を追加

リビジョン C (2018 年 10 月 )
• 図 B-2:「MPLAB PICkit 4 デバッガのコネクタのピン配置」の図を更新
• 表 B-5:「デバッグ用インターフェイスのピン配置」の情報を更新
• PICkit 4 と各種インターフェイスで使う際のデバッガ アダプタボード (AC102015) のピン配
置情報を提供するために図 B-3:「デバッガ ターゲット アダプタボードのピン配置」を追加
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サポート
はじめに
以下のサポートについて説明します。
•
•
•
•

保証登録
Microchip 社のウェブサイト
お客様向け変更通知サービス
カスタマサポート

保証登録
ご購入になった開発ツール パッケージに保証登録カードが同梱されている場合、必要な事項を
記入したカードを今すぐご送付ください。折り返し、製品のアップデート情報をお届けします。
ソフトウェアのマイナー リリースは弊社ウェブサイトで提供しております。

MICROCHIP社 のウェブサイト
Microchip 社はウェブサイト (https://www.microchip.com/) を通してオンライン サポートを提供
しています。このウェブサイトからファイルや情報を簡単に入手できます。インターネット ブ
ラウザから以下の内容がご覧になれます。
• 製品サポート – データシートとエラッタ、アプリケーション ノート、サンプルコード、設計
リソース、ユーザガイドとハードウェア サポート文書、最新ソフトウェア リリース、ソフ
トウェア アーカイブ
• 一般的技術サポート – よく寄せられる質問 (FAQ)、技術サポートのご依頼、オンライン ディ
スカッション グループ、Microchip 社のコンサルタント プログラムおよびメンバーリスト
• ご注文とお問い合わせ – 製品セレクタと注文ガイド、最新プレスリリース、セミナー / イベ
ントの一覧、お問い合わせ先 ( 営業所 / 販売代理店 / 工場 ) の一覧

お客様向け変更通知サービス
Microchip 社の変更通知サービスは、お客様に Microchip 社製品の最新情報をお届けする配信
サービスです。ご興味のある製品ファミリまたは開発ツールに関する変更、更新、エラッタ情
報をいち早くメールにてお知らせします。
以下のリンクからサービスに登録し、変更通知の配信をご希望になる製品カテゴリをお選びく
ださい。
https://www.microchip.com/pcn
よく寄せられる質問 (FAQ) と登録方法の詳細も、上記のリンク先ページからご覧になれます。
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配信を希望する変更通知の製品カテゴリをお選びになる際に、
「Development Systems」を選択
すると、開発ツールのリストがご覧になれます。ツールの主なカテゴリは以下の通りです。
• コンパイラ – Microchip 社の C コンパイラ、アセンブラ、リンカ、その他の言語ツールの最
新情報を提供します。これには MPLAB C コンパイラ全製品、MPLAB® アセンブラ全製品
(MPASM™ アセンブラを含む )、MPLAB リンカ全製品 (MPLINK™ オブジェクト リンカを含
む )、MPLAB ライブラリアン全製品 (MPLIB™ オブジェクト ライブラリアンを含む ) が含ま
れます。
• エミュレータ – MPLAB REAL ICE™ エミュレータの最新情報を提供します。
• インサーキット デバッガ – Microchip 社製インサーキット デバッガの最新情報を提供しま
す。これには MPLAB ICD 3 および MPLAB ICD 4 インサーキット デバッガと PICkit™ 3 お
よび MPLAB PICkit 4 インサーキット デバッガが含まれます。
• MPLAB® X IDE – Microchip 社の MPLAB X IDE( 開発システムツール向けマルチ プラット
フォーム (Windows®、macOS™、Linux®) 統合開発環境の最新情報を提供します。
• プログラマ – Microchip 社製プログラマの最新情報を提供します。これには MPLAB REAL
ICE インサーキット エミュレータ、MPLAB ICD 4 インサーキット デバッガ、MPLAB PICkit
4 インサーキット デバッガ、MPLAB PM3 デバイス プログラマ等の量産プログラマが含まれ
ます。また、PICkit 3 等、量産向けではない開発用プログラマも含まれます。
• スタータ / デモボード – これには MPLAB スタータキット ボード、PICDEM デモボード、そ
の他の各種評価用ボードが含まれます。

カスタマサポート
Microchip 社製品をお使いのお客様は、以下のチャンネルからサポートをご利用頂けます。
• 正規代理店
• 弊社営業所
• 技術サポート
サポートは販売代理店までお問い合わせください。各地の営業所もご利用になれます。本書の
最後のページに各国の営業所の一覧を記載しています。最新の営業所一覧は、弊社ウェブサイ
トでご確認ください。
技術サポートは以下のサポート ウェブページからもご利用になれます。
https://support.microchip.com
本書の内容に関して、誤りやご意見がございましたら、docerrors@microchip.com までメール
でお知らせください。
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用語集
A
絶対セクション (Absolute Section)
リンカで変更されない固定 ( 絶対 ) アドレスを持つ GCC コンパイラのセクション。

絶対変数 / 関数 (Absolute Variable/Function)
OCG コンパイラの @ address 構文を使って絶対アドレスに配置される変数または関数。

アクセスメモリ (Access Memory)
PIC18 のみ - PIC18 でバンクセレクト レジスタ (BSR) の設定に関わらずアクセスできる特殊な
レジスタ。

アクセス エントリポイント (Access Entry Points)
リンク時に定義されていない可能性のある関数に、セグメントの境界を越えて制御を渡すため
の手段。ブートセグメントとセキュア アプリケーション セグメントを別々にリンクする方法
を提供する。

アドレス (Address)
メモリ内の位置を一意に特定する値。

アルファベット文字 (Alphabetic Character)
アルファベットの小文字と大文字の総称 (a, b, …, z, A, B, …, Z)。

英数字 (Alphanumeric)
アルファベット文字と 0 ～ 9 の 10 進数 (0,1, ･･･ ,9) の数字の総称。

AND 条件ブレークポイント (ANDed Breakpoint)
プログラムの実行を停止するために設定する AND 条件 ( ブレークポイント 1 とブレークポイン
ト 2 が同時に発生した場合のみプログラム実行を停止する )。AND 条件で実行が停止するのは、
データメモリのブレークポイントとプログラムメモリのブレークポイントが同時に発生した場
合のみ。

匿名構造体 (Anonymous Structure)
16 ビット C コンパイラ - 無名の構造体。
PIC18 C コンパイラ - C 共用体のメンバーである無名の構造体匿名構造体のメンバーは、その
構造体を包含している共用体のメンバーと同じようにアクセスできる。例えば以下のサンプル
コードでは、hi と lo は共用体 caster に含まれる匿名構造体のメンバーである。
union castaway
int intval;
struct {
char lo; //accessible as caster.lo
char hi; //accessible as caster.hi
};
} caster;

DS50002751C_JP-p.73

© 2018 Microchip Technology Inc.

MPLAB® PICkit™ 4 ユーザガイド
ANSI
American National Standards Institute ( 米国規格協会 ) の略。米国における標準規格を策定し承
認する団体。

アプリケーション (Application)
PIC® マイクロコントローラで制御されるソフトウェアとハードウェアを組み合わせたもの。

アーカイブ / ライブラリ (Archive/Library)
アーカイブ / ライブラリは、再配置可能なオブジェクト モジュールの集まり。複数のソース
ファイルをオブジェクト ファイルにアセンブルした後、アーカイバ / ライブラリアンを使って
これらオブジェクト ファイルを 1 つのアーカイブ / ライブラリ ファイルにまとめると生成され
る。アーカイブ / ライブラリをオブジェクト モジュールや他のアーカイブ / ライブラリとリン
クすると、実行コードが生成される。

ASCII
American Standard Code for Information Interchange の略。7 桁の 2 進数で 1 つの文字を表現
する文字セットエンコード方式。大文字、小文字、数字、記号、制御文字等を含む。

アセンブリ / アセンブラ (Assembly/Assembler)
アセンブリとは、2 進数のマシンコードをシンボル表現で記述したプログラミング言語。アセ
ンブラとは、アセンブリ言語のソースコードをマシンコードに変換する言語ツール。

割り当てセクション (Assigned Section)
リンカのコマンドファイルで特定のターゲット メモリブロックに割り当てられた GCC コンパ
イラのセクション。

非同期 (Asynchronously)
複数のイベントが同時には発生しない事。一般に、プロセッサ実行中の任意の時点で発生する
割り込みに言及する際に使う。

非同期スティミュラス (Asynchronous Stimulus)
シミュレータ デバイスへの外部入力をシミュレートするために生成されるデータ。

属性 (Attribute)
GCC の C プログラムの変数または関数の特徴を表す情報で、マシン固有の特性を記述する目
的で使う。

属性 ( セクション属性 ) (Attribute、Section)
「executable」、「readonly」、「data」等、GCC のセクションの特徴を表す情報。アセンブラの
.section ディレクティブでフラグとして指定できる。

B
2 進数 (Binary)
0 と 1 の数字を使う、2 を底とした記数法。一番右の桁が 1 の位、次の桁が 2 の位、その次の
桁が 22 = 4 の位を表す。

ブックマーク (Bookmark)
ファイル内の特定の行に簡単な操作でアクセスできるようにする機能。
[Editor] ツールバーの [Toggle Bookmarks] を選択してブックマークを追加または削除する。こ
のツールバーの他のアイコンをクリックすると、次または前のブックマークに移動する。

ブレークポイント (Breakpoint)
ハードウェア ブレークポイント : 実行するとファームウェアの実行が停止するイベント。
ソフトウェア ブレークポイント : ファームウェアの実行が停止するアドレス。通常、特別な
Break 命令で実行が停止される。
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ビルド (Build)
全てのソースファイルのコンパイルとリンクを行ってアプリケーションを作成する事。

C
C/C++
C 言語は、簡潔な表現、現代的な制御フローとデータ構造、豊富に用意された演算子等を特長
とする汎用プログラミング言語。C++ とは、C 言語のオブジェクト指向バージョン。

校正メモリ (Calibration Memory)
PIC マイクロコントローラの内蔵 RC オシレータやその他の周辺モジュールの校正値を格納す
るための特殊機能レジスタ。

中央演算処理装置 (Central Processing Unit)
デバイス内で、実行する正しい命令をフェッチし、デコードして実行する装置。必要に応じて、
算術論理演算装置 (ALU) と組み合わせて命令実行を完了する。プログラムメモリのアドレスバ
ス、データメモリのアドレスバス、スタックへのアクセスを制御する。

クリーン (Clean)
クリーンする事により、アクティブなプロジェクトのオブジェクト ファイル、HEX ファイル、
デバッグファイル等、全ての中間ファイルが削除される。これらのファイルは、プロジェクト
のビルド時に他のファイルから再構築される。

COFF
Common Object File Format の略。このフォーマットのオブジェクト ファイルは、マシンコー
ドの他、デバッグ等に関する情報を含む。

コマンドライン インターフェイス (Command Line Interface)
プログラムとユーザのやり取りをテキストの入出力だけで行う方法。

コンパイルド スタック (Compiled Stack)
コンパイラが管理するメモリの領域で、この領域内で変数に静的に空間を割り当てる。ターゲッ
ト デバイス上にソフトウェア スタックまたはハードウェア スタックのメカニズムを効率的に
実装できない場合、コンパイルド スタックがソフトウェア スタックまたはハードウェア ス
タックに置き換わる。

コンパイラ (Compiler)
高級言語で記述されたソースファイルをマシンコードに変換するプログラム。

条件付きアセンブリ (Conditional Assembly)
アセンブリ言語で、ある特定の式のアセンブル時の値に基づいて含まれたり除外されたりする
コード。

条件付きコンパイル (Conditional Compilation)
プログラムの一部を、プリプロセッサ ディレクティブで指定した特定の定数式が真の場合のみ
コンパイルする事。

コンフィグレーション ビット (Configuration Bits)
PIC MCU と dsPIC DSC の動作モードを設定するために書き込む専用ビット。コンフィグレー
ション ビットは事前プログラミングされている場合とされていない場合がある。

制御ディレクティブ (Control Directives)
アセンブリ言語コード内で使うディレクティブで、指定した式のアセンブル時の値に基づいて
コードを含めるか除外するかを決定する。

CPU
「中央演算処理装置」を参照。
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相互参照ファイル (Cross Reference File)
シンボルテーブルとそのシンボルを参照するファイルリストを参照するファイル。シンボルが
定義されている場合、リストの最初のファイルがシンボル定義の位置となる。残りのファイル
はシンボルへの参照を含む。

D
データ ディレクティブ (Data Directives)
アセンブラが行うプログラムメモリまたはデータメモリの割り当てを制御するディレクティ
ブ。データ項目をシンボル ( 意味のある名前 ) で参照する手段として使う。

データメモリ (Data Memory)
Microchip 社の MCU と DSC では、データメモリ (RAM) は汎用レジスタ (GPR) と特殊機能レ
ジスタ (SFR) で構成される。EEPROM データメモリを内蔵したデバイスもある。

データ監視および制御インターフェイス (DMCI: Data Monitor and Control
Interface)
MPLAB X IDE 内のツール。このインターフェイスは、プロジェクト内のアプリケーション変
数の動的な入力制御を提供する。4 つの動的に割り当て可能なグラフィック ウィンドウを使っ
て、アプリケーションが生成するデータをグラフィカルに表示できる。

デバッグ / デバッガ (Debug/Debugger)
「ICE/ICD」を参照。

デバッグ情報 (Debugging Information)
コンパイラとアセンブラでこのオプションを選択すると、アプリケーション コードのデバッグ
に使える各種レベルの情報を出力できる。デバッグ オプションの選択の詳細はコンパイラまた
はアセンブラのマニュアルを参照。

非推奨の機能 (Deprecated Feature)
後方互換性確保のためにサポートしているだけで現在は使っておらず、いずれ廃止になる事が
決まっている機能。

デバイス プログラマ (Device Programmer)
マイクロ コントローラ等、電気的に書き込み可能な半導体デバイスをプログラミングするため
のツール。

デジタルシグナル コントローラ (Digital Signal Controller)
デジタル信号処理機能をサポートしたマイクロコントローラ。Microchip 社の dsPIC DSC 等。

デジタル信号処理 / デジタルシグナル プロセッサ (Digital Signal
Processing/Digital Signal Processor)
デジタル信号処理 (DSP) とは、デジタル信号をコンピュータで処理する事。通常は、アナログ
信号 ( 音声または画像 ) をデジタル形式に変換 ( サンプリング ) して処理する事をいう。デジタ
ルシグナル プロセッサとは、信号処理用に設計されたマイクロプロセッサの事。

ディレクティブ (Directives)
言語ツールの動作を制御するためにソースコードに記述する命令文。

ダウンロード (Download)
ホストから別のデバイス ( エミュレータ、プログラマ、ターゲットボード等 ) にデータを送信
する事。

DWARF
Debug With Arbitrary Record Format の略。ELF ファイルのデバッグ情報フォーマット。
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E
EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory の略。電気的に消去可能なタイプの
PROM。データの書き込みと消去をバイト単位で行う。EEPROM は電源を OFF にしても内容
を保持する。

ELF
Executable and Linking Format の略。この形式のオブジェクト ファイルはマシンコードを含
む。デバッグその他の情報は DWARF で指定する。ELF/DWARF の方が COFF よりも最適化し
たコードのデバッグに適している。

エミュレーション / エミュレータ (Emulation/Emulator)
「ICE/ICD」を参照。

エンディアン (Endianness)
マルチバイト オブジェクトにおけるバイトの並び順。

環境 (Environment)
MPLAB PM4 - デバイスのプログラミングに関する設定ファイルを保存したフォルダ。このフォ
ルダを SD/MMC カードに転送できる。

エピローグ (Epilogue)
コンパイラで生成したコードのうち、スタック領域の割り当て解除、レジスタの復帰、ランタ
イムモデルで指定したその他のマシン固有の要件を実行するコード部分。関数のユーザコード
の後、関数リターンの直前にエピローグを実行する。

EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory の略。再書き込みが行えるタイプの ROM で、消
去は紫外線照射で行うものが主流。

エラー / エラーファイル (Error/Error File)
プログラムの処理を継続できない問題が発生するとエラーとして報告される。可能な場合、エ
ラーは問題が発生したソースファイル名と行番号を特定する。エラーファイルは、言語ツール
から出力されたエラーメッセージと診断結果を格納する。

イベント (Event)
アドレス、データ、パスカウント、外部入力、サイクルタイプ ( フェッチ、R/W)、タイムスタ
ンプ等、バスサイクルを記述したもの。トリガ、ブレークポイント、割り込みを記述するため
に使う。

実行可能コード (Executable Code)
読み込んで実行できる形式のソフトウェア。

エクスポート (Export)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE のデータを標準フォーマットで外部に出力する事。

式 (Expression)
算術演算子または論理演算子で区切った定数または記号の組み合わせ。

拡張マイクロコントローラ モード (Extended Microcontroller Mode)
拡張マイクロコントローラ モードでは、内蔵プログラムメモリと外部メモリの両方が利用でき
る。プログラムメモリのアドレスが PIC18 の内部メモリ空間より大きい場合、自動的に外部メ
モリの実行に切り換わる。
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拡張モード (Extended Mode) (PIC18 MCU)
コンパイラの動作モードの 1 つ。拡張命令 (ADDFSR、ADDULNK、CALLW、MOVSF、MOVSS、
PUSHL、SUBFSR、SUBULNK) とリテラル オフセットによるインデックス アドレス指定を利用
できる。

外部ラベル (External Label)
外部リンケージを持つラベル。

外部リンケージ (External Linkage)
関数または変数が、それ自身を定義したモジュールの外部から参照できる場合、外部リンケー
ジを持つという。

外部シンボル (External Symbol)
外部リンケージを持つ識別子のシンボル。参照の場合と定義の場合がある。

外部シンボル解決 (External Symbol Resolution)
リンカが全ての入力モジュールの外部シンボル定義を 1 つにまとめ、全ての外部シンボル参照
を解決しようとするプロセス。外部シンボル参照に対応する定義が存在しない場合、リンカエ
ラーとなる。

外部入力ライン (External Input Line)
外 部 信号 に 基 づ い てイ ベントを設定するための外部入力信号ロジックプローブ ライン
(TRIGIN)。

外部 RAM (External RAM)
デバイス外部にある、読み書き可能なメモリ。

F
致命的エラー (Fatal Error)
コンパイルがただちに停止するようなエラー。エラーの発生後はメッセージも出力されない。

ファイルレジスタ (File Register)
汎用レジスタ (GPR) と特殊機能レジスタ (SFR) から成る内蔵のデータメモリ。

フィルタ (Filter)
トレース ディスプレイまたはデータファイルにどのデータを含めるか / 除外するかを選択する
もの。

フィックスアップ (Fixup)
リンカによる再配置後にオブジェクト ファイルのシンボル参照を絶対アドレスに置き換える
処理。

フラッシュ (Flash)
データの書き込みと消去をバイト単位ではなくブロック単位で行えるタイプの EEPROM。

FNOP
Forced No Operation の略。Forced NOP サイクルは、2 サイクル命令の 2 サイクル目で発生す
る。PIC マイクロ コントローラのアーキテクチャはパイプライン構造となっており、現在の命
令を実行中に物理アドレス空間の次の命令をプリフェッチする。しかし、現在の命令によって
プログラム カウンタが変化した場合、プリフェッチした命令は明示的に無視され、Forced NOP
サイクルが発生する。

フレームポインタ (Frame Pointer)
スタックベースの引数とスタックベースのローカル変数の境界となるスタック番地を指し示す
ポインタ。ここを基準にすると、現在の関数のローカル変数やその他の値に容易にアクセスで
きる。
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フリー スタンディング (Free-Standing)
複素数型を使っておらず、ライブラリ (ANSI C89 規格第 7 節 ) で規定する機能の使用が標準
ヘッダ (<float.h>、<iso646.h>、<limits.h>、<stdarg.h>、<stdbool.h>、
<stddef.h>、<stdint.h>) の内容のみに限定されている厳密な規格合致プログラムを受理
する処理系。

G
GPR
General Purpose Register( 汎用レジスタ ) の略。デバイスのデータメモリ (RAM) のうち、汎用
目的に使える部分。

H
Halt
プログラム実行を停止する事。Halt を実行する事は、ブレークポイントで停止する事と同じ。

ヒープ (Heap)
動的メモリ割り当てに使うメモリ空間。メモリブロックの割り当てと解放は実行時に任意の順
序で行う。

HEX コード /HEX ファイル (Hex Code/Hex File)
HEX コードは、実行可能な命令を 16 進数形式のコードで保存したもの。HEX ファイルは、HEX
コードを格納したファイル。

16 進数 (Hexadecimal)
0 ～ 9 の数字と A ～ F( または a ～ f) のアルファベットを使った、16 を底とした記数法。16 進
数の A ～ F は、10 進数の 10 ～ 15 を表す。一番右の桁が 1 の位、次の桁が 16 の位、その次
の桁が 162 = 256 の位を表す。

高級言語 (High Level Language)
プログラムを記述するための言語で、プロセッサから見てアセンブリよりも遠い位置関係にあ
るもの。

I
ICE/ICD
インサーキット エミュレータ / インサーキット デバッガの略。ターゲット デバイスをデバッ
グおよびプログラミングするためのハードウェア ツール。エミュレータは、デバッガよりも多
くの機能 ( トレース等 ) を備える。
インサーキット エミュレーション / インサーキット デバッグとは、インサーキット エミュレー
タまたはデバッガを使った作業の事を指す。
-ICE/-ICD: インサーキット エミュレーション / デバッグ用の回路を内蔵したデバイス (MCU ま
たは DSC)。このデバイスは必ずヘッダ基板にマウントし、インサーキット エミュレータまた
はデバッガによるデバッグ用に使う。

ICSP™
In-Circuit Serial Programming の略。Microchip 社製の組み込みデバイスをシリアル通信を利用
して最小限のデバイスピンでプログラミングする方法。

IDE
Integrated Development Environment の略。MPLAB IDE/MPLAB X IDE の IDE。

識別子 (Identifier)
関数または変数の名前。

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers の略。
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インポート (Import)
Hex ファイル等の外部ソースから MPLAB IDE/MPLAB X IDE にデータを取り込む事。

初期化済みデータ (Initialized Data)
初期値を指定して定義されたデータ。C では、
int myVar=5;
として定義した変数は初期化済みデータセクションに格納する。

命令セット (Instruction Set)
特定のプロセッサが理解できるマシン語命令の集合。

命令 (Instructions)
CPU に対して特定の演算を実行するように指示するビット列。演算の対象となるデータを含め
る事もできる。

内部リンケージ (Internal Linkage)
関数または変数が、それ自身を定義したモジュールの外部からアクセスできない場合、内部リ
ンケージを持つという。

国際標準化機構 (International Organization for Standardization)
コンピューティングや通信をはじめ、多くのテクノロジとビジネス関連の標準規格の策定を
行っている団体。一般的に ISO と呼ぶ。

割り込み (Interrpt)
CPU に対する信号の一種。この信号が発生すると、現在動作中のアプリケーションの実行を一
時停止し、制御を割り込みサービスルーチン (ISR) に渡してイベントを処理する。ISR の実行
が完了すると、通常のアプリケーションの実行を再開する。

割り込みハンドラ (Interrupt Handler)
割り込み発生時に専用のコードを実行するルーチン。

割り込みサービス要求 (IRQ: Interrupt Service Request)
プロセッサの通常の命令実行を一時的に停止し、割り込みハンドラルーチンの実行開始を要求
するイベント。プロセッサによっては複数の割り込み要求イベントを持ち、優先度の異なる割
り込みを処理できるものもある。

割り込みサービスルーチン (ISR: Interrupt Service Routine)
言語ツールの場合、割り込みを処理する関数。
MPLAB IDE/MPLAB X IDE の場合、割り込みが発生すると実行されるユーザ作成コード。通常、
発生した割り込みの種類によってプログラムメモリ内の異なる位置のコードを実行する。

割り込みベクタ (Interrupt Vector)
割り込みサービスルーチンまたは割り込みハンドラのアドレス。

L
左辺値 (L-value)
検査または変更が可能なオブジェクトを示す式。左辺値は代入演算子の左側で使う。

レイテンシ (Latency)
イベントが発生してからその応答までの時間の長さ。

ライブラリ / ライブラリアン (Library/Librarian)
「アーカイブ / ライブラリ」を参照。
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リンカ (Linker)
オブジェクト ファイルとライブラリを結合し、モジュール間の参照を解決して実行可能コード
を生成する言語ツール。

リンカ スクリプト ファイル (Linker Script Files)
リンカのコマンドファイル。リンカのオプションを定義し、ターゲット プラットフォームで利
用可能なメモリを記述する。

リスティング ディレクティブ (Listing Directive)
アセンブラのリスティング ファイルのフォーマットを制御するディレクティブ。タイトルや改
ページ指示等、リスティング ファイルに関する各種の設定を行う。

リスティング ファイル (Listing File)
ソースファイルにある各 C ソース ステートメント、アセンブリ命令、アセンブラ ディレクティ
ブ、マクロに対して生成されたマシンコードを記述した ASCII テキストファイル。

リトル エンディアン (Little Endian)
マルチバイト データで最下位バイト (LSB) を最下位アドレスに格納するデータ並び順方式。

ローカルラベル (Local Label)
マクロ内で LOCAL ディレクティブを使って定義されたラベル。ローカルラベルは、マクロの
同一インスタンス内でのみ有効。すなわち、LOCAL として宣言されたシンボルとラベルには、
ENDM マクロ以降はアクセスできない。

ロジックプローブ (Logic Probes)
Microchip 社製エミュレータには、最大 14 のロジックプローブを接続できるものがある。
ロジックプローブは、外部トレース入力、トリガ出力信号、+5 V、共通グランドを提供する。

ループバック テストボード (Loop-Back Test Board)
MPLAB REAL ICE インサーキット エミュレータの動作をテストするために用いる。

LVDS
Low Voltage Differential Signaling の略。銅線を使って低ノイズ、低消費電力、低振幅でデータ
を高速伝送 (Gbps) する方法。
標準の I/O シグナリングでは、データストレージは実際の電圧レベルに依存する。電圧レベル
は信号線の長さに影響を受ける ( 信号線が長いと抵抗が増え電圧が下がる )。これに対し LVDS
では、電圧レベルでなく差動入力の電位差が正か負かでのみデータの意味を区別する。従って、
長い信号線でもクリアで安定したデータストリームを維持した伝送が可能。
出典 : http://www.webopedia.com/TERM/L/LVDS.html

M
マシンコード (Machine Code)
コンピュータ プログラムをプロセッサが実際に読み出して解釈できる形式で表現したもの。2
進数のマシンコードで記述されたプログラムは、マシン命令のシーケンス ( 命令間にデータを
挟む事もある ) から成る。ある特定のプロセッサで使える全ての命令の集合を「命令セット」
という。

マシン語 (Machine Language)
ある CPU が翻訳を必要とせず実行できる命令の集合。
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マクロ (Macro)
マクロ命令。一連の命令シーケンスを短い名前で表現した命令。

マクロ ディレクティブ (Macro Directives)
マクロ定義の中で実行とデータ割り当てを制御するディレクティブ。

make ファイル (Makefile)
プロジェクトの Make に関する指示をファイルにエクスポートしたもの。このファイルは、
MPLAB IDE/MPLAB X IDE 以外の環境で make コマンドを実行してプロジェクトをビルドする
際に使う。

Make Project
アプリケーションを再ビルドするコマンド。前回の完全なコンパイル後に変更されたソース
ファイルのみを再コンパイルする。

MCU
Microcontroller Unit の略。マイクロコントローラの事。「µC」と表記する事もある。

メモリモデル (Memory Model)
C コンパイラの場合、アプリケーションで利用可能なメモリを表現したもの。PIC18 C コンパ
イラの場合、プログラムメモリを指し示すポインタのサイズに関する規定を記述したもの。

メッセージ (Message)
言語ツールの動作に問題が発生した事を知らせる文字列。メッセージが表示されても処理は停
止しない。

マイクロコントローラ (Microcontroller)
CPU、RAM、プログラムメモリ、I/O ポート、タイマ等、多くの機能を統合したチップ。

マイクロコントローラ モード (Microcontroller Mode)
PIC18 マイクロコントローラで設定可能なプログラムメモリ構成の 1 つ。マイクロコントロー
ラ モードでは、内部実行のみを許可する。つまり、マイクロコントローラ モードでは内蔵プ
ログラムメモリしか使えない。

マイクロプロセッサ モード (Microprocessor Mode)
PIC18 マイクロコントローラで設定可能なプログラムメモリ構成の 1 つ。マイクロプロセッサ
モードでは、内蔵プログラムメモリは使わない。プログラムメモリ全体を外部にマッピングする。

ニーモニック (Mnemonic)
マシンコードと 1 対 1 で対応したテキスト命令。オペコードとも呼ぶ。

モジュール (Module)
プリプロセッサ ディレクティブ実行後の前処理済みのソースファイル出力。翻訳単位とも呼ぶ。

MPASM™ アセンブラ (MPASM Assembler)
PIC マイクロコントローラ、KeeLoq®、Microchip 社のメモリデバイスに対応した Microchip 社
の再配置可能なマクロアセンブラ。

MPLAB ( 言語ツール名 ) for ( デバイス名 ) (MPLAB Language Tool for Device)
特定のデバイスに対応した Microchip 社の C コンパイラ、アセンブラ、リンカ。言語ツールは、
アプリケーションで使うデバイスに対応したものを選択する必要がある。例えば PIC18 MCU
用の C コードを作成する場合、「MPLAB C Compiler for PIC18 MCU」を使う。
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MPLAB ICD
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と組み合わせて使う Microchip 社のインサーキット デバッガ。
「ICE/ICD」を参照。

MPLAB X IDE
Microchip 社の統合開発環境。エディタ、プロジェクト マネージャ、シミュレータが付属する。

MPLAB PICkit™ 4 インサーキット デバッガ
MPLAB X IDE を使わなくてもデバイスをプログラムできる Microchip 社の次世代インサーキッ
ト デバッガ。サポートしているデバイスの種類は、各ツールの Readme ファイルを参照。

MPLAB PM4
Microchip 社のデバイス プログラマ。PIC18 マイクロ コントローラと dsPIC デジタルシグナル
コントローラのプログラムに対応。MPLAB IDE/MPLAB X IDE と一緒に使う事も、単体で使う
事も可能。PROMATE II の後継製品。

MPLAB REAL ICE™ インサーキット エミュレータ
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と組み合わせて使う Microchip 社の次世代インサーキット エミュ
レータ。「ICE/ICD」を参照。

MPLAB SIM
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と組み合わせて使う Microchip 社のシミュレータで、PIC MCU と
dsPIC DSC に対応する。

MPLAB Starter Kit for ( デバイス名 ) (MPLAB Starter Kit for Device)
特定のデバイスでの作業を開始する上で必要となるものを全てセットにした Microchip 社のス
タータキット。書き込み済みアプリケーションの動作を確認し、一部を変更してカスタム アプ
リケーションとしてデバッグとプログラムを行える。

MPLIB™ オブジェクト ライブラリアン (MPLIB Object Librarian)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE と組み合わせて使う Microchip 社のライブラリアン。MPLIB ライブ
ラリアンは、MPASM アセンブラ (mpasm または mpasmwin v2.0) または MPLAB C18 C コン
パイラで作成した COFF オブジェクト モジュールに使うオブジェクト ライブラリアン。

MPLINK™ オブジェクト リンカ (MPLINK Object Linker)
Microchip 社の MPASM アセンブラと C18 C コンパイラに対応したオブジェクト リンカ。
Microchip 社の MPLIB ライブラリアンとの併用も可能。MPLAB IDE/MPLAB X IDE と一緒に使
う事を前提に設計されているが必須ではない。

MRU
Most Recently Used の略。最近使ったファイルとウィンドウの事。MPLAB IDE/MPLAB X IDE
のメインメニューで選択できる。

N
ネイティブ データサイズ (Native Data Size)
ネイティブ トレースの場合、[Watches] ウィンドウで使う変数のサイズは選択したデバイスの
データメモリと同じサイズ (PIC18 の場合は同じバイトサイズ、16 ビットデバイスの場合は同
じワードサイズ ) である必要がある。

入れ子の深さ (Nesting Depth)
マクロに他のマクロを入れ込める階層の数。

ノード (Node)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE のプロジェクトを構成するコンポーネント

非拡張モード (Non-Extended Mode) (PIC18 MCU)
コンパイラの動作モードの 1 つ。拡張命令もリテラル オフセットによるインデックス アドレ
ス指定も使わない。
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非リアルタイム (Non Real Time)
ブレークポイントで停止中、またはシングルステップ実行中のプロセッサ、あるいはシミュレー
タ モードで動作中の MPLAB IDE/MPLAB X IDE を指す。

不揮発性ストレージ (Non-Volatile Storage)
電源を OFF にしても内容が失われないストレージ デバイス。

NOP
No Operation の略。実行してもプログラム カウンタが進むだけで何も動作を行わない命令。

O
オブジェクト コード / オブジェクト ファイル (Object Code/Object File)
オブジェクト コードとは、アセンブラまたはコンパイラが生成するマシンコードの事。オブ
ジェクト ファイルとは、マシンコードを格納したファイル。デバッグ情報を含む事もある。そ
のまま実行できるものと、他のオブジェクト ファイル ( 例 : ライブラリ ) とリンクしてから完
全な実行プログラムを生成する再配置可能形式のものがある。

オブジェクト ファイル ディレクティブ (Object File Directives)
オブジェクト ファイル作成時にのみ使うディレクティブ。

8 進数 (Octal)
0 ～ 7 の数字のみを使う、8 を底とした記数法。一番右の桁が 1 の位、次の桁が 8 の位、その
次の桁が 82 = 64 の位を表す。

オフチップメモリ (Off-Chip Memory)
PIC18 で選択できるメモリオプション。ターゲットボードのメモリを使うか、または全てのプ
ログラムメモリをエミュレータから供給する。[Options] > [Development Mode] の順にクリッ
クして [Memory] タブでオフチップメモリを選択する。

オペコード (Opcodes)
Operational Code の略。「ニーモニック」を参照。

演算子 (Operators)
定義可能な式を構成する際に使う「+」や「-」等の記号。各演算子に割り当てられた優先順位
に基づいて式を評価する。

OTP (One-Time-Programmable)
One Time Programmable の略。パッケージに窓のない EPROM デバイス。EPROM を消去する
には紫外線照射が必要なため、パッケージに窓のあるデバイスしか消去できない。

P
パスカウンタ (Pass Counter)
イベント ( 特定のアドレスの命令を実行する等 ) が発生するたびに値をデクリメントするカウ
ンタ。パスカウンタの値がゼロになると、イベントの条件を満たす。パスカウンタはブレーク
ロジック、トレースロジック、複合トリガダイアログの任意のシーケンシャル イベントに割り
当てられる。

PC
パーソナル コンピュータまたはプログラム カウンタの略。

ホスト PC (PC Host)
サポートされた Windows オペレーティング システムが動作する PC。
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永続データ (Persistent Data)
クリアも初期化もされないデータ。デバイスをリセットしてもアプリケーションがデータを保
持できるようにするために使う。

ファントムバイト (Phantom Byte)
dsPIC アーキテクチャで、24 ビット命令ワードを 32 ビット命令ワードと見なして扱う場合に
使う未実装バイト。dsPIC の hex ファイルに見られる。

PIC MCU
Microchip 社の全てのマイクロ コントローラ ファミリの総称。

PICkit 3
Microchip 社の開発用デバイス プログラマで、Debug Express によるデバッグ機能を備える。
サポートしているデバイスの種類は、各ツールの Readme ファイルを参照。

プラグイン (Plug-ins)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE では、標準コンポーネントにプラグイン モジュールを追加する事
で、各種ソフトウェア / ハードウェア ツールに対応する。一部のプラグインツールは、[Tools]
メニューから利用できる。

ポッド (Pod)
インサーキット エミュレータまたはデバッガの筐体。丸型の場合パック (Puck) と呼ぶ事もあ
る。あるいはプローブ (Probe) とも呼ぶが、「論理プローブ」と混同せぬよう注意が必要。

パワーオン リセット エミュレーション (Power-on-Reset Emulation)
データ RAM 領域にランダムな値を書き込んで、初回電源投入時の RAM の非初期化値をシミュ
レートするソフトウェア ランダム化処理。

プラグマ (Pragma)
特定のコンパイラにとって意味を持つディレクティブ。一般に、実装で定義した情報をコンパ
イラに伝達するために使う。

優先順位 (Precedence)
式の評価順を定義した規則。

量産プログラマ (Production Programmer)
デバイスを高速にプログラミングできるようにリソースを強化したプログラマ。各種電圧レベ
ルでのプログラミングに対応し、プログラミング仕様に完全に準拠している。量産環境では応
用回路が組み立てラインにとどまる時間をなるべく短くする必要があるため、デバイスへの書
き込み時間の短縮が特に重要である。

プロファイル (Profile)
MPLAB SIM シミュレータにおいて、実行したスティミュラスをレジスタ別に一覧表示したも
の。

プログラム カウンタ (Program Counter)
現在実行中の命令のアドレスを格納した場所。

プログラム カウンタユニット (Program Counter Unit)
16 ビットアセンブラ - プログラムメモリのレイアウトを概念的に表現したもの。プログラム カ
ウンタは 1 命令ワードで 2 つインクリメントする。実行可能セクションでは、2 プログラム カ
ウンタユニットは 3 バイトに相当する。読み出し専用セクションでは、2 プログラム カウンタ
ユニットは 2 バイトに相当する。

プログラムメモリ (Program Memory)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE - デバイス内で命令を保存するメモリ空間。また、エミュレータま
たはシミュレータにダウンロードしたターゲット アプリケーションのファームウェアを格納
するメモリ空間もプログラムメモリと呼ぶ。16 ビット アセンブラ / コンパイラ – デバイス内
で命令が保存されるメモリ領域。
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プロジェクト (Project)
アプリケーションのビルドに必要なファイル ( ソースコードやリンカスクリプト ファイル等 )
一式と、各種ビルドツールやビルドオプションとの関連付けをまとめたもの。

プロローグ (Prologue)
コンパイラで生成したコードのうち、スタック領域の割り当て、レジスタの退避、ランタイム
モデルで指定したその他のマシン固有の要件を実行するコード部分。プロローグは、関数のユー
ザコードの前に実行する。

プロトタイプ システム (Prototype System)
ユーザのターゲット アプリケーションまたはターゲットボードの事。

Psect
GCC のセクションに相当する OCG の用語。プログラム セクション (program section) の略語。
リンカが 1 つのまとまりとして処理するコードまたはデータのブロック。

PWM 信号 (PWM Signals)
パルス幅変調 (Pulse Width Modulation) 信号。一部の PIC MCU は周辺モジュールとして PWM
を内蔵している。

Q
修飾子 (Qualifier)
パスカウンタで使ったり、複合トリガにおける次の動作前のイベントとして使ったりするアド
レスまたはアドレスレンジ。

R
基数 (Radix)
アドレスを指定する際の記数法 (16 進法、10 進法 ) の底。

RAM
Random Access Memory の略。データメモリ。任意の順にメモリ内の情報にアクセスできる。

生データ (Raw Data)
あるセクションに関連付けられたコードまたはデータを 2 進数で表現したもの。

読み出し専用メモリ (Read Only Memory)
恒久的に保存されているデータへの高速アクセスが可能なメモリ ハードウェア。ただし、デー
タの追加や変更は不可。

リアルタイム (Real Time)
インサーキット エミュレータまたはデバッガが Halt 状態から解放されると、プロセッサの実
行はリアルタイム モードとなり、通常のチップと同じ挙動をする。リアルタイム モードでは、
エミュレータのリアルタイム トレースバッファが有効になり、選択した全てのサイクルを常時
キャプチャする。また、全てのブレークロジックが有効になる。インサーキット エミュレータ
またはデバッガでは、有効なブレークポイントで停止するか、またはユーザが実行を停止する
までプロセッサはリアルタイムで動作する。
シミュレータでは、ホスト CPU でシミュレート可能な最大速度でマイクロ コントローラの命
令を実行する事をリアルタイムと呼ぶ。

再帰呼び出し (Recursive Calls)
直接または間接的に自分自身を呼び出す関数。

再帰 (Recursion)
定義した関数またはマクロがそれ自身を呼び出す事。再帰マクロを作成する際は、再帰から抜
けずに無限ループとなりやすいため注意が必要。
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再入可能 (Reentrant)
1 つの関数を複数呼び出して同時に実行できる事。直接または間接再帰、あるいは割り込み処
理中の実行によって起こる事がある。

緩和 (Relaxation)
ある命令を、機能が同じでよりサイズの小さい命令に変換する事。コードサイズを抑えるため
に便利である。最新の MPLAB XC16 には、CALL 命令を RCALL 命令に緩和する機能がある。
現在の命令から +/- 32k 命令ワード以内にあるシンボルを呼び出す場合にこの変換を行う。

再配置可能 (Relocatable)
アドレスがメモリの固定番地に割り当てられていないオブジェクト。

再配置可能セクション (Relocatable Section)
16 ビットアセンブラ - アドレスが固定されていない ( 絶対アドレスでない ) セクション。再配
置可能セクションには、再配置と呼ばれるプロセスによって、リンカがアドレスを割り当てる。

再配置 (Relocation)
リンカが絶対アドレスを再配置可能セクションに割り当てる事。再配置可能セクション内の全
てのシンボルを新しいアドレスに更新する。

ROM
Read Only Memory の略。プログラムメモリ。メモリの内容を変更できない。

Run
エミュレータを Halt から解放するコマンド。エミュレータはアプリケーション コードを実行
し、I/O に対してリアルタイムに変更、応答を行う。

ランタイムモデル (Run-time Model)
ターゲット アーキテクチャのリソースの使用を記述したもの。

ランタイム ウォッチ (Runtime Watch)
アプリケーション実行中に [Watches] ウィンドウで変数の値がリアルタイムに変化する事。ラ
ンタイム ウォッチの設定方法は各ツールの関連文書を参照。ランタイム ウォッチをサポート
していないツールもある。

S
シナリオ (Scenario)
MPLAB SIM シミュレータでスティミュラス制御を具体的に設定したもの。

項目
OCG の psect に相当する GCC の用語。リンカが 1 つのまとまりとして処理するコードまたは
データのブロック。

セクション属性 (Section Attribute)
GCC のセクションの特徴を表す情報 ( 例 : access セクション )。

シーケンス ブレークポイント (Sequenced Breakpoints)
シーケンスで発生するブレークポイント。ブレークポイントのシーケンスはボトムアップ方式
で実行される。つまり、シーケンスの最後のブレークポイントが最初に発生する。

SQTP (Serialized Quick Turn Programming)
デバイス プログラマでマイクロ コントローラをプログラムする際に、各デバイスに異なるシ
リアル番号を書き込めるようにする機能。この番号はエントリコード、パスワード、ID 番号と
して使う事ができる。
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シェル (Shell)
MPASM アセンブラにおいて、マクロアセンブラへの入力を行うためのプロンプト インター
フェイス。MPASM アセンブラには DOS 用シェルと Windows OS 用シェルの 2 種類がある。

シミュレータ (Simulator)
デバイスの動作をモデル化するソフトウェア プログラム。

シングルステップ (Single Step)
コードを 1 命令ずつ実行するコマンド。1 命令を実行するたびに、MPLAB IDE/MPLAB X IDE
がレジスタ ウィンドウ、ウォッチ変数、ステータスの表示を更新するため、命令実行を解析し
てデバッグできる。C コンパイラのソースコードもシングルステップ実行できるが、その場合
MPLAB IDE/MPLAB X IDE は 1 命令ずつ実行するのではなく、高級言語の C で記述されたコー
ドの 1 行から生成される全てのアセンブリレベル命令をシングルステップで実行する。

スキュー (Skew)
命令実行に対応する情報は、異なる複数のタイミングでプロセッサバスに表れる。例えば、実
行されるオペコードは直前の命令の実行時にフェッチとしてバスに現れる。ソースデータのア
ドレスと値、並びにデスティネーション データのアドレスは、オペコードが実際に実行される
時にバスに現れる。デスティネーション データの値は次の命令の実行時にバスに現れる。ト
レースバッファは、1 インスタンスでバス上に存在する情報をキャプチャする。従って、トレー
スバッファの 1 エントリには 3 つの命令の実行情報が含まれる。1 つの命令実行で、ある情報
から次の情報までにキャプチャされるサイクル数をスキューと呼ぶ。

スキッド (Skid)
ハードウェア ブレークポイントを使ってプロセッサを停止する場合、ブレークポイント以降の
命令を実行してプロセッサが停止する事がある。ブレークポイントの後に実行する命令の数を
スキッドと呼ぶ。

ソースコード (Source Code)
人間が記述したコンピュータ プログラム。プログラミング言語で記述されたソースコードは、
マシンコードに変換して実行するか、またはインタプリタで実行される。

ソースファイル (Source File)
ソースコードを記述した ASCII テキストファイル。

特殊機能レジスタ (SFR: Special Function Register)
I/O プロセッサ機能、I/O ステータス、タイマ等の各種モードや周辺モジュールを制御するレジ
スタ専用に使うデータメモリ (RAM) 領域。

SQTP
「Serialized Quick Turn Programming」を参照。

スタック、ハードウェア (Stack, Hardware)
PIC マイクロコントローラで関数を呼び出す時にリターンアドレスを格納する場所。

スタック、ソフトウェア (Stack, Software)
アプリケーションが戻りアドレス、関数パラメータ、ローカル変数を保存するのに使うメモリ。
このメモリはプログラムでの命令の実行時に動的に割り当てられる。これによって、再入可能
な関数の呼び出しが可能になる。
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コンパイルド スタック (Stack, Compiled)
コンパイラが管理し割り当てるメモリの領域で、この領域内で変数に静的に空間を割り当てる。
ターゲット デバイス上にソフトウェア スタックのメカニズムを効率的に実装できない場合、ソ
フトウェア スタックがコンパイルド スタックに置き換わる。このメカニズムでは、関数は再
入可能ではなくなる。

スタティック RAM (SRAM) (Static RAM or SRAM)
Static Random Access Memory の略。ターゲットボード上の読み書き可能なプログラムメモリ。
頻繁に書き換える必要のないプログラムを書き込む。

ステータスバー (Status Bar)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE ウィンドウの一番下にあるバーで、カーソル位置、開発モードとデ
バイス、アクティブなツールバー等に関する情報が表示される。

ステップイントゥ (Step Into)
Single Step と同じコマンド。Step Over とは異なり、Step Into では CALL 命令が呼び出すサブ
ルーチン内もステップ実行する。

ステップオーバー (Step Over)
Step Over を実行すると、サブルーチン内をステップ実行せずにコードをデバッグできる。Step
Over では、CALL 命令があると CALL の次の命令にブレークポイントが設定される。何らかの
理由によりサブルーチンが無限ループになる等正しく戻らない場合、次のブレークポイントに
は到達しない。CALL 命令の処理以外は、Step Over コマンドと Single Step コマンドは同じ。

ステップアウト (Step Out)
現在ステップ実行中のサブルーチンから抜け出すためのコマンド。このコマンドを実行すると、
サブルーチンの残りのコードを全て実行し、サブルーチンの戻りアドレスで実行が停止する。

スティミュラス (Stimulus)
シミュレータへの入力、すなわち外部信号に対する応答をシミュレートするために生成する
データ。通常、テキストファイルにアクションのリストとしてこのデータを記述する。スティ
ミュラスの種類には非同期、同期 ( ピン )、クロック動作、レジスタがある。

ストップウォッチ (Stopwatch)
実行サイクルを計測するためのカウンタ。

記憶域クラス (Storage Class)
指定されたオブジェクトに対応する記憶場所の持続期間を決定する。

記憶域修飾子 (Storage Qualifier)
宣言されるオブジェクトの特別な属性を示す ( 例 : const)。

シンボル (Symbol)
プログラムを構成する各種の要素を記述する汎用のメカニズム。関数名、変数名、セクション
名、ファイル名、struct/enum/union タグ名等がある。MPLAB IDE/MPLAB X IDE では、主に変
数名、関数名、アセンブリラベルをシンボルと呼ぶ。リンク実行後は、シンボルの値はメモリ
内の値となる。

絶対シンボル (Symbol, Absolute)
アセンブリの .equ ディレクティブによる定義等、即値を表す。

システム ウィンドウ コントロール (System Window Control)
ウィンドウと一部のダイアログの左上隅にあるコントロール。通常、このコントロールをクリッ
クすると、[ 最小化 ]、[ 最大化 ]、[ 閉じる ] 等のメニュー項目がポップアップ表示される。
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T
ターゲット (Target)
ユーザ ハードウェアの事。

ターゲット アプリケーション (Target Application)
ターゲットボードに読み込んだソフトウェア。

ターゲットボード (Target Board)
ターゲット アプリケーションを構成する回路とプログラマブルなデバイス。

ターゲット プロセッサ (Target Processor)
ターゲット アプリケーションの基板で使われているマイクロコントローラ。

テンプレート (Template)
後でファイルに挿入するために作成するテキスト行。MPLAB エディタでは、テンプレートは
テンプレート ファイルに保存する。

ツールバー (Tool Bar)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE の機能を実行するためのボタン ( アイコン ) を縦または横に並べた
もの。

トレース (Trace)
プログラム実行を記録するエミュレータまたはシミュレータの機能。エミュレータはプログラ
ム実行のログをトレースバッファに記録し、これを MPLAB IDE/MPLAB X IDE のトレース ウィ
ンドウにアップロードする。

トレースメモリ (Trace Memory)
エミュレータが内蔵するトレース用のメモリ。トレースバッファとも呼ばれる。

トレースマクロ (Trace Macro)
エミュレータ データからのトレース情報を提供するマクロ。これはソフトウェア トレースの
ため、トレースを利用するにはマクロをコードに追加し、コードを再コンパイルまたは再アセ
ンブルし、ターゲット デバイスにこのコードをプログラムする必要がある。

トリガ出力 (Trigger Output)
任意のアドレスまたはアドレス範囲で生成でき、トレースとブレークポイントの設定から独立
したエミュレータ出力信号の事。トリガ出力の設定数に制限はない。

トライグラフ (Trigraph)
「??」(2 つの連続した疑問符 ) で始まる 3 文字のシーケンス。ISO C で定義されており、1 つの
文字に置換される。

U
未割り当てセクション (Unassigned Section)
リンカのコマンドファイルで特定のターゲット メモリブロックに割り当てられていないセク
ション。リンカは、未割り当てセクションを割り当てるターゲット メモリブロックを検出する
必要がある。

非初期化データ (Uninitialized Data)
初期値なしで定義されたデータ。C では、
int myVar;
は、非初期化済みデータセクションに格納される変数を定義する。

アップロード (Upload)
エミュレータやプログラマ等のツールからホストコンピュータへ、またはターゲットボードか
らエミュレータへデータを転送する事。
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USB
Universal Serial Bus の略。2 本のシリアル伝送線で PC と外部周辺機器の通信を行う外部周辺
インターフェイス規格。USB 1.0/1.1 は最大 12 Mbps のデータレートをサポートしている。USB
2.0 ( ハイスピード USB) は最大 480 Mbps のデータレートをサポートしている。

V
ベクタ (Vector)
リセットまたは割り込みが発生した時にアプリケーションのジャンプ先となるメモリ番地。

Volatile
メモリ内の変数へのアクセス方法に影響を与えるコンパイラの最適化を抑制する変数修飾子。

W
警告 (Warning)
MPLAB IDE/MPLAB X IDE - デバイス、ソフトウェア ファイル、装置に物理的な損傷を与える
可能性のある状況で、ユーザに注意を促すために表示されるメッセージ。
16 ビットアセンブラ / コンパイラ - 問題となる可能性のある状態を警告として報告するが、処
理は停止されない。

ウォッチ変数 (Watch Variable)
デバッグ セッション中に [Watches] ウィンドウで監視できる変数。

[Watches] ウィンドウ (Watches Window)
ウォッチ変数の一覧を表示し、ブレークポイントで毎回表示を更新するウィンドウ。

ウォッチドッグ タイマ (WDT: Watchdog Timer)
PIC マイクロコントローラに内蔵されたタイマの 1 つで、ユーザが設定した期間が経過すると
プロセッサをリセットする。WDT の有効化または無効化、設定はコンフィグレーション ビッ
トで行う。

ワークブック (Workbook)
MPLAB SIM シミュレータにおいて、SCL スティミュラスの生成に関する設定を保存したもの。
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Tel: 39-049-7625286
オランダ - ドリューネン
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340
ノルウェー - トロンハイム
Tel: 47-7289-7561
ポーランド - ワルシャワ
Tel: 48-22-3325737
ルーマニア - ブカレスト
Tel: 40-21-407-87-50
スペイン - マドリッド
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91
スウェーデン - ヨーテボリ
Tel: 46-31-704-60-40
スウェーデン - ストックホルム
Tel: 46-8-5090-4654
イギリス - ウォーキンガム
Tel: 44-118-921-5800
Fax: 44-118-921-5820
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