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1 はじめに

プロジェクト SNKは当研究室の独自アーキテクチャである SNKプロ
セッサを中心としたシステムにおいてオペレーティングシステムとして
Linux を実装することを目標として進められているプロジェクトである．
このような独自アーキテクチャへの Linux の移植に際しては，オペレー
ティングシステムやアプリケーションを利用できるようにするためのコ
ンパイラが必要となるが，独自アーキテクチャである SNKプロセッサで
動作するコンパイラは我々で構築しなければならない．ここではプロジェ
クト SNKの先任の研究をふまえ，その上でさらに必要となるアセンブラ
の移植や複雑な命令のアセンブラ記述についての調査，研究を行った．
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2 GCC ライブラリのためのアセンブラ記述

プロジェクト SNKでは Linuxの実装におけるベースとなるコンパイラ
として Linux標準の GNU Cコンパイラ (GCC)が選択されている．GCC

は対象とするアーキテクチャの Machine Description を利用することに
よってさまざまなマシンに柔軟に対応することができという特徴を持つ．
また GNU プロジェクトのソフトウェアであるため，フリーソフトウェ
アであり，ソースコードが改変可能となっていることから新しいマシン
アーキテクチャの移植に適していると言える．

GCCではアーキテクチャに依存する部分をターゲットマクロ (Target-

Macro)とマシンディスクリプション (Machine Description)と呼ばれる
ファイルに集約しており，新規のアーキテクチャを GCC がサポートす
るためには GCC においてプロセッサ依存部分の記述がされているこれ
らを対象アーキテクチャ用に作成する必要がある．
これらのは GCCソースの ”config/ターゲットアーキテクチャ名”ディ

レクトリ下に存在するファイル ”ターゲット.md”にマシンディスクリプ
ション，”ターゲット.tm”にターゲットマクロの記述がなされている．こ
の記述を SNKプロセッサ向けに作成することによって GCCの移植が進
められる．
このマシンディスクリプションはGCCの中間言語となる RTL :レジス
タ転送と呼ばれる記法で記述されており，この記述により GCCのアーキ
テクチャ依存部分の各機能を記述されている．以下は RTL による SNK

プロセッサのマシンディスクリプションの例である．マシンディスクリ
プション記述については先任により研究が行われており，その概要を以
下に示す．詳細については参考文献の項を参照されたい．

○ 中間言語 RTL による SNK プロセッサの ADD 命令の記述

(define_insn "snk_add"

[(set (match_operand:SI 0 "register_operand" "=r")

(plus:SI (match_operand:SI 1 "register_operand" "%r")
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(match_operand:SI 2 "register_operand" "r")))]

""

"ADD %0,%1,%2"

)

このように define insnによって定義した SNK の命令に対し，その動
作の RTL 式が記述され，また出力されるアセンブラコードが記述されて
いる．
前述の命令の記述では GCCの加算をしめす標準命令に対して SNKが
実装する加算命令が同じ働きをするものであったため，

"ADD %0,%1,%2"

と対応する命令を簡単に記述をすることが可能であった．しかし減算，
乗算，除算と言った SNKプロセッサに実装されていない複雑な命令はこ
のような簡単な記述は出来ない．
このような命令では複数の命令を組み合わせて命令をエミュレートす
る必要がある．このため SNKプロセッサに実装されていない 乗算，除
算，剰余算について SNKプロセッサに実装されている命令のみでその機
能をエミュレートするアセンブラ記述を行った．

2.1 アセンブラ記述

アセンブラ記述を行うにあたって対象となる SNK プロセッサは当研
究室が有する既存の独自プロセッサであり，CPU の研究・開発に利用さ
れている．シンプルなノンパイプラインの 32bit RISC型プロセッサであ
り，命令数 16命令と必要最低限の命令のみ実装している．また乗算器や
除算器のような複雑な命令は実装しておらず，GCCの移植に際してはコ
ンパイラ側で乗算，除算のエミュレートをしてサポートする必要がある．
記述に必要な SNKプロセッサの仕様を以下に示す．詳細については参考
文献の項を参照されたい．

2.1.1 SNKプロセッサ

• 命令セット
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SNKの命令セットは 16種が実装されている．命令には I 形式と R

形式の二種類の命令があり，それぞれの仕様を以下に示す．

– I 形式命令
I形式命令では，4bit長のOP(Operation)と 8bit長の Function

により命令の種類が判別され，それぞれの汎用レジスタの位置
を示す 3bit長の Base Register: RB，Source Register: RS と
18Bit長の Immidiate: IMMで構成されている．Immidiateは
即値であり，レジスタ指定と違い格納されている値そのものを
命令として利用する．I 形式命令では，RS で指し示すレジス
タの値と IMM に格納されている値を OP の意味する計算を
行って RD へ格納する処理を行う．

– R 形式命令
R 形式命令では，4bit長のOP(Operation) により命令の種類
が判別され，それぞれの汎用レジスタの位置を示す 3bit長の
Distination Register: RD，Base Register: RB，Source Regis-

ter: RSから構成されている．R 形式命令では，RS と RB の
指し示すレジスタの値を OP の意味する計算を行って RD へ
格納する．
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表 1: SNK 命令セット

ニーモニック I/Rタイプ 命令動作
ADD R-Type RD <- RB + RS

AND R-Type RD <- RB & RS

SLT R-Type RD <- (RB < RS)

NOT R-Type RD <- !RB

SR R-Type RD <- RB >> 1

LD I-Type RB <- MEMORY(RS + IMM)

ST I-Type RB -> MEMORY(RS + IMM)

SB I-Type RB -> MEMORY(RS + IMM)

LDA I-Type RB <- RS + IMM

RI I-Type PC <- IR

IN I-Type RB <- IO(RS + IMM)

OUT I-Type RB -> IO(RS + IMM)

BZ I-Type if(!RB) PC <- RS + IMM

BAL I-Type RB <- PC +1, PC <- RS + IMM

BRR I-Type RB <- Byte(RB) >> (RS + IMM)

BRL I-Type RB <- Byte(RB) << (RS + IMM)
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• レジスタセット
SNKではその回路規模を小さくするために必要最低限の以下のレ
ジスタのみ実装されている．

– プログラムカウンタ (PC)

プログラムカウンタ PCは命令アドレスをさすレジスタである．

– 命令レジスタ (op)

命令レジスタ opはメモリよりフェッチした命令が記憶される
レジスタである．

– 割り込みレジスタ (ir)

割り込みレジスタ irは割り込み発生時の PC の値を保持する
レジスタである．

– 汎用レジスタ (gr0-7)

汎用レジスタはプログラムによって汎用的に使われるレジスタ
であり，SNKプロセッサでは gr0から gr7 の計 8つの汎用レ
ジスタが用意されている．ただし，I 形式命令に置いては gr0

の値は常に 0 として扱われる．
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2.1.2 アセンブラ記述

以上のような命令を実装する SNK での 乗算，除算，剰余算を実現す
るためのアセンブラ記述を行った．アセンブラ記述の動作検証は SNKプ
ロセッサがハードウェア記述言語 SFLで記述されているため，SFLシス
テム上でのシミュレーションを使用して行われている．

• 乗算命令
乗算命令は SNK 実装されている加算とシフト命令を用いてエミュ
レートした．アルゴリズムは以下のようになる．

まず乗数，被乗数をレジスタに収め，その積を格納するレジスタは
0に初期化する．次に乗数の最下位ビットが 1の場合は被乗数を積
に加え，被乗数レジスタを左シフトさせ，乗算レジスタを右シフト
する．

SNKは 32bitプロセッサであるからこのステップを 32 回繰り返す
ことで解を得る事が出来る．また SNKには左シフト命令は実装さ
れていないため対象となる値にその値を加算して二倍し左シフトを
実現している．乗算の符号を解決するためには計算前に乗数と被乗
数を正に変換し，両方の符号を保存する．そして計算後にこれらの
値を使って符号を付ければよい．

このアルゴリズムを元にして，SNKでのアセンブラ記述を行うと
以下のようになる．

○ 乗算命令をエミュレートするアセンブラ記述

# シミュレーションのための処理
LDA r7 1024 r0 # 適当な SPを r7に格納
LDA r1 ( ) r0 # 被乗数を r1に格納する
LDA r2 ( ) r0 # 乗数を r2に格納する
ST r1 0 r7 # メモリに被乗数を格納する
ST r2 4 r7 # メモリに乗数を格納する
LDA r0 0 r0 # レジスタの初期化
LDA r1 0 r0

LDA r2 0 r0
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LDA r3 0 r0

LDA r4 0 r0

LDA r5 0 r0

LDA r6 0 r0

ST r0 -4 r7 # レジスタの待避
ST r1 -8 r7

ST r2 -12 r7

ST r3 -16 r7

ST r4 -20 r7

ST r5 -24 r7

ST r6 -28 r7

LD r1 0 r7 # メモリから被乗数を r1にロードする
LD r2 4 r7 # メモリから乗数を r2にロードする
LDA r3 0 r1 # 被乗数を r3にコピー
LDA r4 0 r2 # 乗数を r4にコピー

SLT r1 r1 r0 # 符号判定のためのフラグを生成する
SLT r2 r2 r0

ADD r2 r1 r2

LDA r5 1 r0

AND r2 r2 r5

SLT r5 r3 r0 # 被乗数が負で有れば補数をとり正にする
BZ r5 L1 r0

NOT r3 r3

LDA r3 1 r3

L1:

SLT r5 r4 r0 # 乗数が負で有れば補数をとり正にする
BZ r5 L2 r0

NOT r4 r4

LDA r4 1 r4

L2:

LDA r6 30 r0 # ループ数の初期化
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loop:

LDA r5 1 r0

AND r5 r4 r5

BZ r5 askp r0 # 乗数の最下位ビットが 0の場合はジャンプ
ADD r1 r1 r3 # 被乗数を積に加える
askp:

ADD r3 r3 r3 # 被乗数レジスタを左シフト
SR r4 r4 r0 # 乗算レジスタを右シフト

LDA r6 -1 r6 # ループ数カウンタを減算
LDA r5 0 r0

SLT r5 r6 r5

BZ r5 loop r0 # カウンタが 0 になればジャンプ

BZ r2 end r0 # 符号フラグに 1であれば
NOT r1 r1 # 補数を取り積の符号を反転
LDA r1 r1 r1

end: # 終了

このアセンブラ記述をシミュレーションの結果，乗数，非乗数に任
意の値を与えてレジスタ r1に解を得ることが出来た．

この記述では SNKプロセッサで前述のアルゴリズムを実現するた
めにいくつか修正を行っている．SNKではレジスタ数は 8 である
ため，符号判定のための被乗数，乗数の保存を行うとレジスタが不
足し計算ができなくなる．このため計算前に正負の判定をするため
のフラグを生成してレジスタに格納した．このフラグは入力の乗数，
被乗数が正-正，負-負のどちらかであれば 0とし，計算結果はその
まま解となる．また正-負，負-正のどちらかであれば 1とし，計算
結果は補数を取って解としている．
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• 除算命令
除算命令については以下のようなアルゴリズムを用いてエミュレー
トした．

まず除数，被除数をレジスタに収め，その商を格納するレジスタは
0に初期化する．次に剰余レジスタから除数レジスタを引いて結果
を剰余レジスタに収める．結果が負で有れば剰余レジスタに除数レ
ジスタを加えて値を元に戻し，商レジスタを 0拡張で右シフトする．
結果が正で有れば商レジスタを左シフトし 1を加える．

乗算と同様にステップを 32 回繰り返すことで解を得る事が出来る．
このアルゴリズムを元にして，除算命令の SNKでのアセンブラ記
述を行うと以下のようになる．

○ 除算命令をエミュレートするアセンブラ記述

# シミュレーションのための処理
LDA r7 1024 r0 # 適当な SPを r7に格納
LDA r1 ( ) r0 # 被除数を r1に格納する
LDA r2 ( ) r0 # 除数を r2に格納する
ST r1 0 r7 # メモリに被除数を格納する
ST r2 4 r7 # メモリに除数を格納する

LDA r0 0 r0 # レジスタの初期化
LDA r1 0 r0

LDA r2 0 r0

LDA r3 0 r0

LDA r4 0 r0

LDA r5 0 r0

LDA r6 0 r0

ST r0 -4 r7 # レジスタの待避
ST r1 -8 r7

ST r2 -12 r7

ST r3 -16 r7

ST r4 -20 r7
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ST r5 -24 r7

ST r6 -28 r7

LD r1 0 r7 # メモリから被除数を r1にロードする
LD r2 4 r7 # メモリから除数を r2にロードする

LDA r3 0 r1 # 符号判定のための被除数，除数を保存する
LDA r4 0 r2

SLT r5 r3 r0 # 被除数が負で有れば補数をとり正にする
BZ r5 L1 r0

NOT r3 r3 r0

LDA r3 1 r3

L1:

SLT r5 r0 r4 # 除数が負で有れば補数をとり正にする
BZ r5 L2 r0

NOT r4 r4 r0

LDA r4 1 r4

L2:

LDA r6 0 r0 # 各レジスタの初期化
LDA r7 0 r0

LDA r1 0 r0

LDA r2 1 r0

NOT r2 r2 r0

LDA r2 1 r2

loop:

LDA r5 32 r0

SLT r5 r6 r5

BZ r5 end r0 # カウンタが 0 になればループを終了する
ADD r1 r1 r1

ADD r7 r7 r7

SLT r5 r3 r0 # r3の MSBが 1で有るかどうかをチェック
BZ r5 skp r0

LDA r7 1 r7

skp:

ADD r3 r3 r3 # 被除数を左シフト
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ADD r5 r7 r4

SLT r5 r2 r5

BZ r5 skp2 r0

ADD r7 r7 r4

LDA r1 1 r1

skp2:

LDA r6 1 r6

BZ r0 loop r0 # ループ開始にもどる
end: # 終了

• 剰余算命令
剰余算命令は除算命令と同じアルゴリズムでエミュレートすること
が出来る．除算命令の計算終了時には，その剰余レジスタに剰余結
果が出力されるためこの値をもって剰余算命令とすることが出来る．
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3 Gnu ASsembler (GAS) について

3.1 GAS移植の目的

まず C言語プログラムのコンパイル処理の流れは以下のようになる．
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このように，C言語プログラムはアセンブル処理において入力として
アセンブラ言語ソースコードを取り込み，機械語プログラムに変換しオ
ブジェクトファイルを生成する．
このアセンブラ処理について独自アーキテクチャへのCコンパイラを移
植する場合は独自アーキテクチャ用のアセンブラの作成も必要となる．コ
ンパイラによってはアセンブラ機能を組み込んでいる場合もあるが GCC

にはアセンブラは含まれず，別ユーティリティである GAS(Gnu ASsem-

bler) を内部的に呼び出している．
この GASは GCCに含まれるフリーのアセンブラの一部であり，アー
カイバ，アセンブラ，リンカなどコンパイラを構築する際に必要となる
バイナリユーティリティ binutilsに含まれている．

Cコンパイラの移植に際してはこのアセンブラの移植も必要となるが，
プロジェクト SNKでは GCCと同様に GASを SNK へ移植することで
アセンブラを作成する．そのため移植に際して記述が必要となる GASの
アーキテクチャ固有の記述について調べた．
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3.2 GASの構成

GASの移植は binutils ソース内の gas/ ディレクトリに集約されたプ
ロセッサ固有の記述をすべきファイルを作成することで行うことが出来
る．ここでは binutils-2.13.tar.gz を使用した．

binutils の GAS 関連部分のソースは以下のような構成になっている．

• gas/

このディレクトリ以下が GAS のソースコードとなる．

• gas/as.c

gas/as.cは GAS のメインプログラムである．
as.cは 後述する as.h をインクルードし，またプロセッサ固有の動
作をする関数を呼び出す．

• gas/read.c

gas/read.cは様々なソースファイルを読み込むためのプログラムで
ある．
read.cは後述するプロセッサ固有の動作をする関数を呼び出す．

• gas/write.c

gas/write.cは GASにより生成されたオブジェクトファイルを生成
するプログラムである．
write.cは 後述するプロセッサ固有の動作をする関数を呼び出す．

• gas/messages.c

gas/messages.cはエラーメッセージのレポート行うプログラムであ
る．
プログラム動作中にエラーが発生した場合場合，messages.c 中の関
数が呼び出され，メッセージの出力と共に警告やプログラムの停止
が行われる．

• gas/as.h

gas/as.hは as.cによりインクルードされるヘッダファイルである．
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このコードでは as.c 以下で使用されるマクロや構造体の定義がさ
れている．また後述するヘッダファイル tc.h をインクルードする．

• gas/tc.h

gas/tc.hは target cpu dependent，すなわちターゲットとなるアー
キテクチャ固有の情報を生成するためのヘッダファイルである．
tc-CPU名.c で定義される関数のプロトタイプの定義が記述されて
いる．

• gas/config/tc-CPU名.h

gas/config/tc.hは Macros and type defines，つまりターゲットとな
るアーキテクチャ固有の情報の記述がされている．
このヘッダファイルは Makefile 中に記述されており，tc-CPU名.h

など，対象アーキテクチャの CPU名を含むファイルは configure時
に指定された対象アーキテクチャにあわせたファイルが使用される．

• gas/config/tc-CPU名.c

gas/config/tc-CPU名.cは 対象アーキテクチャ固有のアセンブラを
記述する際のコメントアウトを表す文字列等の定義や，as.c read.c

write.c 等から呼び出される関数の記述などが含まれるプログラム
である．

• opcodes/CPU名-opc.c

opcodes/CPU名-opc.cはターゲットとなるCPUにおけるオペコー
ドテーブルが格納されているファイルである．

• opcodes/CPU名-ext.h

opcodes/CPU名-ext.hはターゲットとなるCPU固有の構成要素と
なる拡張データの定義がされているファイルである．

• include/opcode/CPU名.h

include/opcode/CPU 名.h はヘッダファイルは opcodes/CPU 名-

opc.c から呼び出され，オペコード中で設定されるマクロや構造体
の定義が行われるファイルである．
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3.3 GASの移植の記述

3.3.1 gas/config/tc-[CPU名].c

gas/config/tc-[CPU名].cにはターゲットとなるアーキテクチャ固有の
記述をすべき定数，関数が定義されており，GAS移植の際にはこの tc-

[CPU名].cを中心としてアーキテクチャ固有の記述をすることとなる．そ
のために tc-[CPU名].c 記述の作成が必要となる定数，関数について調査
した．結果以下のような項目の記述が必要と考えられる．

• tc-[CPU名].cに定義される定数

tc-[CPU名].c内には以下のようなアーキテクチャ固有の定数が定義
されている．

– char comment chars[]

comment chars はコメントアウトを開始させる文字を保持す
る配列であり，GCCで設定したコメントアウトとなる文字列
を指定すればよい．もしコメントアウトが ”#”から開始され
るので有れば

comment_chars[] = "#";

といったように定義される．

– char line comment chars[]

line comment chars は行の先頭のみでコメントを開始するを
文字を保持する配列であり，GCCで設定したコメントアウト
となる文字列を指定すればよい．もし行頭のコメントアウトが
”#”から開始されるので有れば

line_comment_chars[] = "#";

といったように定義される．

– char line separator chars[]

line separator chars は行中の複数のコマンドを分けるために
使われる文字を保持する配列である．
特に必要がなければ設定されない．
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– char EXP CHARS[]

EXP CHARSは浮動小数点数における指数を示すために使わ
れる文字を保持する配列である．
SNKプロセッサは浮動小数計算を実装しておらず，ここでの
設定は現状で意味をなさないと思われる．もし浮動小数を扱う
場合はソフトウェアでのエミュレーションが必要となるだろう．
他の多くのアーキテクチャでは以下のように定義されている．

EXP_CHARS[] = "eE";

– char FLT CHARS[]

FLT CHARS は浮動小数点数において定数を意味する文字を
保持する配列である．
浮動小数に関する設定であるから EXP CHARSと同様に意味
をなさないと思われる．定義はアーキテクチャによって異なる
が，いくつかのアーキテクチャでの定義の例を以下に挙げる．

FLT_CHARS[] = "dD";

FLT_CHARS[] = "fd";

FLT_CHARS[] = "rRsSfFdDxXpP";

• tc-[CPU名].cに定義される関数

tc-[CPU名].c内には以下のようなアーキテクチャ固有の関数が定義
されている．関数名に ”md ” を冠するものはメインプログラムで
ある gas/as.c や gas/read.c，gas/write.c から呼び出されて使用さ
れるアーキテクチャ固有の関数であり，移植にあたっては対象とな
るプロセッサに合わせたこれら関数を作成することになる．

– md parse option

md parse option 関数はターゲットとなるプロセッサ固有のコ
マンドラインオプションを定義する．
A,B,Cという三種類のコマンドラインオプションがあり，それ
ぞれの場合にフラグとなる変数を Trueにする場合，以下の例
のように記述される．この関数は as.cから呼び出される．

int
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md_parse_option (c, arg)

int c;

char *arg;

{

switch (c)

{

case ’A’:

flag1 = 1;

break;

case ’B’:

flag2 = 1;

break;

case ’C’:

flag3 = 1;

break;

return 1;

}

コマンドラインオプションによりコンパイラ内での動作を変更
するような記述を行う場合，md parse option 関数の定義が必
要になってくるだろう．移植を目指す SNKプロセッサにバリ
エーションはなく，コマンドラインオプションによる条件の変
更も必要ないと思われるためここでの設定は現状では不要であ
ろう．

– md show usage

md show usage 関数は定義したコマンドラインオプションに
ついて usage を表示する．A,B,Cという三種類のコマンドラ
インオプションがあり，それぞれの usageを表示する場合以下
の例のように記述される．この関数は as.cから呼び出される．
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void

md\_show\_usage (stream)

FILE *stream;

{

fprintf (stream, "

SNK Options:\n\

-A Option A\n\

-B Option B\n\

-C Option C\n\

}

md parse option 関数と同様にコマンドラインオプションを設
定しなければ md show usage 関数の記述は意味をなさない．
ここでは SNKプロセッサのアセンブラであることが表示され
れば良いであろう．

– md begin

md begin関数はアセンブラ起動時に一度呼び出され，オペコー
ドのハッシュテーブルへの挿入などアセンブラが必要とする
アーキテクチャ固有のテーブルやマシン記述に必要なパーツ等
をセットアップが行われる．
また md parse option関数による特定のオプションの組み合わ
せや，その他の状態によっては gas/messages.c に定義されて
る as warn 関数や as fatal 関数を呼び出し md begin で警告
を行う．この関数は as.cから呼び出される．

void

md_begin ()

{

～ アーキテクチャ固有処理 ～
}

md begin 関数の内容はアーキテクチャごとにまったく異なる
ものとなっており，各アーキテクチャに必要な初期化動作が有
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る場合，ここに記述することとなる．

– md assemble

md assemble 関数はそれぞれの命令をアセンブルするために
呼び出される，アセンブラ本体となる関数である．この関数は
read.cから呼び出される．この関数は入力されたアセンブラ記
述を一文字ずつ読み取り後述するオペコードテーブルが定義さ
れた数値を用いてオペコードとオペランドを解析，データのバ
イナリを生成し，実際のアセンブル処理を行う．md assemble

関数はアセンブラそのものの処理であり，GAS 移植にあたっ
てはこの関数の作成が主となると考えられる．

– md atof

md atof 関数は input line pointer の示すアドレスに格納され
た文字を浮動小数の定数に変え格納する．また LITTLENUMS

に定義された番号が sizePの示すアドレスに格納される．この
とき正常に終了すれば NULLが返り，そうでなければエラー
メッセージが返される．この関数は read.cから呼び出される．

– md number to chars

md number to chars 関数はアーキテクチャに適切なエンディ
アンを用い，オブジェクトファイルへ値を書き出しを行う．こ
の関数は read.c ehopt.c dwarf2dbg.c tc.h write.cから呼び出さ
れる．下の例では target big endianが Trueで有る場合，ビッ
グエンディアンとして，Falseで有る場合，リトルエンディア
ンとしてオブジェクトファイルへ値を書き出しを行っている．

void

md_number_to_chars (buf, val, n)

char *buf;

valueT val;

int n;

{

if (target_big_endian)

number_to_chars_bigendian (buf,val,n);
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else

number_to_chars_littleendian (buf,val,n);

}

number to chars bigendian，number to chars littleendianは write.c

に定義された関数であり，それぞれのエンディアンでオブジェ
クトファイルへ値を書き出しを行っている．SNKプロセッサ
はリトルエンディアンであるから，上例のようなエンディアン
による分岐は不要である．md number to chars 関数は以下の
ように記述できるだろう．

void

md_number_to_chars (buf, val, n)

char *buf;

valueT val;

int n;

{

number_to_chars_littleendian (buf, val, n);

}

– md section align

md section align 関数は適切な境界にセクションのサイズを切
り上げる関数である．この関数は write.cから呼び出される．

– md convert frag

md convert frag 関数はマシン依存するフラグの変換のみ行う
関数である．この関数では何も生成されることはない．write.c

から呼び出される．

– md operand

マシン固有のオペランドを解析する．GASが認識できないい
くつかの記述がある時この関数が呼び出される．この関数が呼
び出されたとき，入力される変数 input line pointerは文字列
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の行頭のアドレスを表している．
例えばこの文字列の行頭が ”%”である時に処理が必要な場合，
以下のような記述となる．

void

md_operand (expression)

expressionS *expression;

{

char *p = input_line_pointer;

if (*p == ’%’)

～処理～

}

特にこのような記述が無いときは md operand関数を定義する
必要はなく，tc-アーキテクチャ名.h中の#define md operand(x)

のみの定義を行う．また誤った命令がなされた場合のエラーメッ
セージをレポートするためにも利用される．この関数は expr.c

から呼び出される．

– md undefined symbol

md undefined symbol関数は与えられたシンボルのテーブルか
ら対応するレジスタ名が与えられる．またレジスタ名を取得す
る必要がない場合はこの関数では何も行われない．この関数は
read.c symbols.cから呼び出される．

– md pcrel from

md pcrel from 関数はプログラムカウンタが相対的なジャンプ
をする場所を与えられたプログラムカウンタから計算し，再配
置するポイントを決定する．この関数は read.c symbols.cから
呼び出される．

• tc-[CPU名].cにおけるその他の記述

23



tc-[CPU名].c には先述の定数，関数の他に，”md ” 関数で利用さ
れるアーキテクチャ固有の関数やこれらは各アーキテクチャにより
必要な記述がなされており，SNK での記述を進める際には適宜必
要な記述をしていけばよい．

3.3.2 opcodes/[CPU名].h

opcodes/[CPU名].h は gas/opecodes/[CPU名]-opc.c で利用されるオ
ペコードテーブルのためのマクロや構造体の定義がなされる．SNKプロ
セッサでは以下のように定義が出来ると考えられる．

○ opcodes/snk.h

/* 命令タイプに対する値の定義 */

#define SNK\_R\_TYPE 0

#define SNK\_I\_TYPE 1

/* オペコードテーブルを保持する構造体配列 */

struct snk\_opcode

{

/* オペコード名 */

const char *name;

/* オペコードの値 */

int opcode;

/* I 形式命令におけるファンクションの値 */

int function;

/* オペコードタイプの定義 */

int type;

};

SNKプロセッサではオペコードテーブルにそのニーモニックと値，ま
た R 形式，I 形式の二形式の命令があり，I 形式の場合のファンクション
の情報も加えたオペコードテーブルの構造体となる．

24



3.3.3 gas/opecodes/[CPU名]-opc.c

opecodes/[CPU名]-opc.c は opcodes/[CPU名].h で定義した構造体型
でターゲットなるCPUのオペコードテーブルの定義等がされている．オ
ペコードテーブルとなる構造体には各アーキテクチャ命令のニーモニッ
クやそのタイプ，またそれに対応する値の定義がなされている，また op-

codes/[CPU名].h で定義されたマクロが展開される．
先述の opcodes/snk.hに従い，SNKプロセッサのオペコードテーブル

として考えられる構造体を以下に示す．

○ gas/opecodes/snk-opc.c

const struct snk_opcode snk_opcodes[] = {

{ "ADD", "(0x0)", "(0x00)", SNK_R_TYPE },

{ "AND", "(0x0)", "(0x01)", SNK_R_TYPE },

{ "SLTU", "(0x0)", "(0x02)", SNK_R_TYPE },

{ "SLT", "(0x0)", "(0x03)", SNK_R_TYPE },

{ "NOT", "(0x0)", "(0x04)", SNK_R_TYPE },

{ "SEQ", "(0x0)", "(0x05)", SNK_R_TYPE },

{ "SR", "(0x0)", "(0x06)", SNK_R_TYPE },

{ "RBL", "(0x5)", "", SNK_I_TYPE },

{ "RBR", "(0x6)", "", SNK_I_TYPE },

{ "SB", "(0x7)", "", SNK_I_TYPE },

{ "LD", "(0x8)", "", SNK_I_TYPE },

{ "ST", "(0x9)", "", SNK_I_TYPE },

{ "LDA", "(0xa)", "", SNK_I_TYPE },

{ "RI", "(0xb)", "", SNK_I_TYPE },

{ "IN", "(0xc)", "", SNK_I_TYPE },

{ "OUT", "(0xd)", "", SNK_I_TYPE },

{ "BZ", "(0xe)", "", SNK_I_TYPE },

{ "BAL", "(0xf)", "", SNK_I_TYPE }

};

ここで定義したオペコードテーブルは gas/config/tc-[CPU名].cのmd assemble

関数等で呼び出されアセンブラ処理に利用される．
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4 まとめ
GASの移植については移植に必要な記述箇所に実際に動作させるため

には具体的な記述が必要となる．
また binutils の移植に当たっては前述の部分以外にも以下をアーキテク
チャ依存部分も作成，修正が必要になるため，これらのファイルの記述
も必要となる．

• Makefileファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の追加．

• configureファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の追加．

• bfd/Makefileファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の
追加．

• bfd/configureファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の
追加．

• bfdにおけるヘッダファイル，プログラムファイルの修正．

• bfd におけるアーキテクチャ固有ファイル cpu-[CPU名].c，elf32-

[CPU名].c の作成．

• gas/Makefileファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の
追加．

• gas/configureファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の
追加．

• ld/Makefile ファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の
追加．

• ld/configure ファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記述の
追加．

• ldにおけるヘッダファイル，プログラムファイルの修正．

• libibertyにおけるヘッダファイル，プログラムファイルの修正．

• opcodes/Makefileファイルに置ける新規アーキテクチャに関する記
述の追加．
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• opcodes/configure ファイルに置ける新規アーキテクチャに関する
記述の追加．

これらの記述を行い，binutilsの移植を進める必要がある．
またそれに並行して乗算命令等，GCC本体のアセンブラコードの出力が
不完全な部分についてマシン記述を訂正し，正常に出力させる必要がある．
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