
PIC18F から PIC24F への移行と性能向上ガイド

注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください。
新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います。
はじめに

本書では PIC18F と PIC24F のアーキテクチャの特長
を説明します。各種周辺モジュールの相違点と類似点
を示し、PIC18F から PIC24F へ移行する際に考慮す
べき要因を説明します。また、PIC18F のアーキテク
チャには多くの更新が加えられており、その中でも
も重要なものがダイレクト メモリアクセス (DMA) の
追加です。本書では、古いデバイス (DMA なし ) と新
しいデバイス (DMA あり ) 間の相違と、PIC24F との
相違を説明します。 

CPU コア

PIC24F と PIC18F のアーキテクチャは大きく異なりま
すが、PIC24F MCU は PIC18F の拡張版と見なす事が
できます。本書はファミリ間で移行する際の不安解消
に役立ちます。データビット幅、命令ワードサイズ、命
令クロッキング方式、スタックおよびコアレジス等ほ
とんどの変更は、主にアセンブリ ベースのプログラム
に影響します。その他のハードウェアは処理性能を向
上させるために追加されています。表 1 に変更点をま
とめます。

表 1:  CPU コアの比較

移行に関する注意

PIC18F から PIC24F へ移行する際の一番の注意点は、
PIC18Fコアが命令クロックとしてFOSC/4を使うのに
対し、PIC24F コアは命令クロックとして FOSC/2 を使
う事です。これにより、同じ入力クロック速度での命
令レートは実質的に 2 倍になりますが、命令クロック
をベースとして使う多くの周辺モジュールのベースク
ロックも変わります。移行後も周辺モジュールが期待
通りに機能するように、この周波数の変化を考慮する
必要があります。その他のほとんどの PIC18F と
PIC24FのCPUの変更はコンパイラによって自動的に
処理され、C 言語で書かれたプログラムには影響しま
せん。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

新旧PIC18Fのコアにはいくつかの相違点があります。
これらの相違点により新旧デバイス間または PIC24F
への移行パスが変わる事があります。

Note: 本書では PIC18F から PIC24F への移行に
ついて詳しく説明します。デバイスによっ
ては一部の機能は使えない場合がありま
す。詳細は各デバイスのデータシートを参
照してください。デバイス データシートと
エラッタは以下の Microchip 社ウェブサイ
トからダウンロードできます。 
http://www.microchip.com.

全 PIC18F PIC24F

命令サイズ 16 ビット 24 ビット

命令クロックサイクル TCY = FOSC/4 TCY = FOSC/2
ワーキング レジスタ 1 (W、WREG) 16 (W0 ～ W15)
STATUS レジスタ 1 (STATUS) 2 (STATUS、CORCON)
スタック ハードウェア、32 レベル ソフトウェア

ハードウェア乗算器 8x8 17x17
ハードウェア除算器 No DIVと REPEATを使った

ハードウェア支援除算

ビットシフト / ローテート 1 ビット、左または右、
ローテートのみ

大 15 ビットのバレルシフト、
左または右、シフトまたはローテート

PSV (Program Space Visibility) No Yes
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メモリマップとプログラムメモリ

PIC18F と PIC24F のアーキテクチャはどちらもプロ
グラムメモリ空間には同種のアクセス方法を使いま
す。両者ではバス幅が異なる他、PIC24F ではデータ
空間のアドレスレンジを拡張する機能を組み込んでい

ます。空間の構成と非プログラムメモリの位置も若干
異なりますので、アプリケーション移植時は注意する
必要があります。表 2 に、PIC18F と PIC24F のメモ
リ構成の主な違いを示します。

表 2:  メモリ構成の比較

移行に関する注意

1つ目の注意点はプログラム カウンタ (PC)のサイズで
す。PIC18F は 22 ビット、PIC24F は 24 ビットです。
この違いは、プログラム カウンタに直接書き込むアプ
リケーションには大きく影響します。これらのデバイ
スの実際のプログラムメモリ容量はファミリ間で異な
り、PIC18F でも PIC24F でも本質的に大きくはないか
らです。2 つ目の注意点は、PIC18F がベクタ割り込み
をサポートしていない場合、同様の PIC24F よりも割
り込み用の予約済み空間が非常に小さくなる点です
(PIC18F では 00h、08h、18h のみ、PIC24F では 00h
～ 1FFh)。3 つ目の注意点は、ほとんどの PIC18F は
ハードウェアで専用ブートブロック ( 当該セクション
専用の書き込み /コード保護制御あり )をサポートして
いますが、PIC24F はサポートしていない点です。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

新旧 PIC18F のプログラムメモリにはいくつかの相違
があります。これらの相違点により新旧デバイス間ま
たは PIC24F への移行パスが変わる事があります。

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F PIC24F

構成 16 ビット、
バイトアドレス指定可能

16 ビット、
バイトアドレス指定可能

24 ビット、
ワードアドレス指定可能

総アドレス指定可能レンジ 4 MB (22 ビット幅 ) 4 MB (22 ビット幅 ) 8 MB (24 ビット幅 )
大利用可能ユーザ 

プログラム空間
( 上限アドレス )

2 MB (1FFFFFh) 2 MB (1FFFFFh) 8 MB (7FFFFFh)

ブートブロック サポート ほとんどのデバイス ほとんどのデバイス No
割り込み / リセット / ト
ラップベクタ

00h, 08h, 18h 00h, 08h, 18h
( レガシーモードの場合 )、 

IVTBASE による制御 
( ベクタモードの場合 )

00h ～ 1FFh

コンフィグレーション 
ワードの位置

300000h ～ 30000Fh 300000h ～ 30FFFFh( 領域全
体が予約済み、ほとんどのデ
バイスではこの一部を利用 )

フラッシュ プログラム
メモリが 後に 実装され

た位置

デバイス ID の位置 3FFFFEh と 3FFFFFh 3FFFFEh と 3FFFFFh FF0000h と FF0002h
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データメモリ空間

表 3:  データメモリ空間の比較

アドレスレンジと分割

古い PIC18F は、12 ビットのアドレスレンジを持つ
データメモリ空間を備えています。理論上は、このデー
タ空間は線形レンジを持っており PIC18F の命令で直
接アドレス指定できます。しかし、このデータ空間の
ほとんどの部分は分割された空間として機能します。
PIC18F の命令のほとんどはデータアドレスの下位 8
ビットしか格納できないため、データ空間は実質的に
256 バイトずつ 16 個のバンクに分割されます。正確
なメモリ位置はバンクセレクト レジスタ(BSR)にも依
存します。このレジスタはアドレスの上位 4 ビットを
格納しています。データ空間全体は 4 KB であり、こ
の一部または全てをデータRAMとして実装できます。

一部の新しい PIC18F は、14 ビット アドレスレンジ
のメモリ空間を備えています。これらは古い PIC18F
と同じように動作しますが、256 バイトのバンクが
大 64 個あり、BSR が 4 ビットではなく 6 ビットであ
る点が異なります。このため、データ空間全体は 4 KB
ではなく 16 KB です。 
これに対して、PIC24F のデータ空間は単一の線形ア
ドレスレンジとして実装されています。ほとんどの命
令はバンク選択を使わずに先頭 8 KB 内のアドレスに
直接アクセスできます。データ空間全体は 64 KBです。
この中で先頭の 32 KB のみがデータ RAM として実装
されており、上位 32 KB は PSV に使う仮想メモリ空
間です ( セクション「Program Space Visibility
(PSV)」、p.4 を参照 )。表 3 に、PIC18F と PIC24F の
データメモリ構成の違いを示します。 

SFR の位置

PIC18F のアーキテクチャでは、全ての SFR は概ね連
続するブロックとしてデータメモリの 上位に位置し
ています。実際のアドレスはデバイスによって異なり
ます。既に述べたように、新しいデバイスはより広い
データレンジを備えています。PIC24F のアーキテク
チャでは、SFR はメモリ空間の 下位 2 KB(0000h ～
07FFh) に格納されています。 

特殊アクセス領域

PIC18F ではデータ空間が分割されており、SFR およ
びアプリケーション データにすばやくアクセスする
ためには何らかの方法が必要です。これを実現するた
め、アクセス RAM( 仮想データ空間バンク ) を作成し
ます。このバンクは下位バンクの下位半分と上位バン
クの上位半分で構成されます。このスキームにより、
BSR の内容に関わらず、SFR 空間が常に利用可能と
なります。アクセス RAM の使用は PIC18F のアセン
ブリ言語に引数として含まれており、命令のオペコー
ドにハードコードされています。PIC24F ではデータ
RAM の先頭 8 KB(0000h ～ 1FFFh) をニアデータ空間
と呼んでいます。この空間内のアドレス ( 全 SFR を含
む ) へは、全 Direct Memory Access (DMA) 命令から直
接アクセスできます。 

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F PIC24F

アドレス指定レンジ 
( サイズ )

12 ビット 
( 大 4,096 バイト )

14 ビット 
( 大 16,384 バイト )

16 ビット 
( 大 65,536 バイト )

分割 線形レンジ、バンク付きアド
レス指定、一部の命令に対す
る線形アドレス指定

線形レンジ、バンク付きアドレ
ス指定、一部の命令に対する線
形アドレス指定

線形レンジ、 分割なし

特別アクセス領域 アクセス RAM
( 下位バンクの下部、 上位
バンクの上部 )

アクセス RAM
( 下位バンクの下部、 上位
バンクの上部 )

ニアデータ空間 ( 下部 8 k)

SFR の位置 上位 n バンク ( 周辺モジュー
ル /SFR の数によって異なる )

上位 n バンク ( 周辺モジュー
ル /SFR の数によって異なる )

ニアメモリ全体に割り当てる

スタック ハードウェア、32 レベル、
メモリ空間には割り当てられ
ていない

ハードウェア、32 レベル、
メモリ空間には割り当てられ
ていない

ソフトスタックの開始は
0800h、スタックの終了は設
定可能

データアクセス バイト ( 直接または間接 ) バイト ( 直接または間接 ) ダブルワード、ワード、
バイト ( 全て直接または間接 )

ハードウェア PSV No No Yes
 データ空間の上半分へ
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Program Space Visibility (PSV)
PIC18F と PIC24F のどちらのアーキテクチャでも、プ
ログラムメモリ空間にデータとして格納されている情
報に直接アクセスできます。PIC18F の場合、プログ
ラムメモリのデータはTBLRDコマンドでデータ空間に
読み出し、アクセスはワード単位です。PIC24F の場
合、プログラムメモリもハードウェアによる Program
Space Visibility (PSV) でアクセスします。使う場合、
プログラム空間の任意の 32 KBセグメントをデータ空
間の上位 32 KB 領域に読み取り専用で割り当てます。
PSVはハードウェア レジスタ (PSVPAG) を使って、割
り当てるプログラムメモリのページを定義します。
PSV はソフトウェアを使って PSV ビット (CORCON)
で制御します。

プログラム スタック

セクション「CPU コア」、p.1 で説明したように、
PIC18F はプログラムフロー管理にハードウェア ス
タックを使います。このスタックはメモリがマッピン
グされておらず、サイズは固定で 32 レベルですが、
Top-of-Stack (TOS)はTOS U/H/LおよびSTKPTR SFR
を介して割り当てられます。PIC24Fのアーキテクチャ
では、割り当てた全データ空間にスタックをマッピン
グできます。スタックはニアデータ空間の 0800h(SFR
領域のすぐ外側 ) から始まり、W15 レジスタを専用ポ
インタとして使って高位のメモリアドレスに進みま
す。スタックサイズは SFR レジスタ (SPLIM) でユー
ザが定義します。このレジスタは、スタック オーバフ
ロー トラップ用のアドレスを設定します。 

データアクセス

PIC18F のアーキテクチャはバイト単位のデータのみ
扱えます。これに対して、2 バイトワードで構成され
る PIC24F のデータ空間では、多くの命令がデータを
バイト、ワード、ダブルワード (32 バイト ) として処
理できます。データ型は命令で使う引数によって決ま
ります。
DS00002991A_JP-p.4  2019 Microchip Technology Inc.



割り込みコントローラ

PIC24F の割り込みコントローラは、レガシー PIC18F
のいくつかの拡張機能を実装しています。また新しい
PIC18F は、割り込みの機能を拡張した「ベクタ割り込
み」機能を実装しています。表 4 に、デバイス間の違
いをまとめます。

表 4:  割り込みコントローラの比較

PIC24F 割り込みの特長

• ユーザ割り当て可能な優先度 : 割り込みごとに 8 レ
ベルある優先順度の 1 つを指定して、自然順序優先
度を上書きできます。

• ソフトウェアが割り当てるコア優先度 : CPUが割り
込みに応答するしきい値優先度を設定する事もでき
ます。

• 割り込みのネスティング : 自然順序優先度とユーザ
割り当て優先度を使う事により、複数の割り込みイ
ベントをネスティングできます。この機能は選択的
に無効にする事もできます。

• ハードトラップとソフトトラップ : 高自然順序優先
度を持つ 大8つのノンマスカブル ハードトラップ
により、算術 (0 による除算 )、スタック オーバフ
ロー / アンダーフロー、アドレスまたはデータのア
ライメント、オシレータ障害等、深刻な可能性のあ
るイベントにフラグを立てる事ができます。

• 優先度による省電力モードの終了 : 割り込み優先度
によってアプリケーションに通常コードを再開また
は ISR へジャンプさせます。

サポートされていない PIC18F の機能

PIC24F の割り込みコントローラは、DMA なし PIC18F
の割り込み機能を全てサポートしています。PIC24F の
割り込みコントローラは割り込みベクタテーブル アド
レス オプションを 2 つしか備えていません。DMA あ
り PIC18F は、より多くの制御可能な再配置可能割り
込みベクタテーブル ベースアドレスを備えています。

ノンマスカブル トラップ

PIC24F のアーキテクチャには、割り込み無効化不可の
以下4つのハードウェア トラップイベントがあります。

• アドレスデコード エラー
• オシレータ障害
• スタックエラー
• 算術 ( オーバフロー ) エラー

これらのエラーが発生すると、特定の割り込みベクタ
に即時ジャンプします。 も重大な 2 つのエラー ( ア
ドレスデコード エラーとオシレータ障害 ) はハードト
ラップです。これらをクリアしない限り、CPU の実行
を継続する事はできません。各トラップフラグビット
は別々です。PIC24F のアーキテクチャは、これらの
アンマスカブル イベントに加え 大4つのトラップを
追加できるように拡張予定です。PIC18F のアーキテ
クチャはハードウェア トラップと同等の機能を備え
ていません。PIC18F のスタックエラー イベントはリ
セットとして扱われます。

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F PIC24F

割り当て可能割り込み優先度 High または Low High または Low 8 レベル、ユーザ定義

割り込みレイテンシ 3 または 4 TCY 2 TCY ( ベクタ割り込み 
無効 ) または 3 TCY ( ベクタ 

割り込み有効 )

5 TCY ( 固定 )

優先度によるスリープおよびアイドル
モードからの終了

No No Yes

割り込みネスティングとディセーブル 
オプション

No No Yes

ソフトウェアで選択可能なコア割り込み
優先度 (IPL)

No(1) No(1) Yes

トラップベクタ No No Yes (4)
一意の割り込み / トラップ要因 No Yes

割り込みベクタテーブル (IVT)
Yes

代替割り込みベクタテーブル (AIVT) No Yes
ベクタテーブル ベースアドレ

スは完全に再配置可能

Yes 選択肢は 2 つ

自然順序優先度アンマスカブルまたは
ノンマスカブル割り込み

No No Yes

特定 TCY 数の間割り込みディセーブル可
能

No No Yes

Note 1: 高優先度の割り込みは、低優先度の割り込み処理に割り込む事ができます。

Note: トラップの詳細はデバイス データシート
を参照してください。
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ビット名の変更と割り当て

PIC24F の割り込みビット命名法は PIC18F と同じで
すが、2 つ重要な違いがあります。どちらのファミリ
も、xxxIE、xxxIF、xxxIP(xxx は割り込み要因のニーモ
ニック ) と呼ぶ割り込みイネーブル、フラグ、優先度
ビットを使います。1 つ目の違いは、PIC18F では各割
り込み要因に対して割り込み優先度ビットは 1 つです
が、PIC24F の場合は 3 つという事です。xxxIP2 ～
xxxIP0 と名付けたこれらのビットにより、割り込みを
8 つの優先度の 1 つに割り当てる事ができます。2 つ
目の違いは割り込み要因数です。多くの割り込みが
PIC18Fと同じ (またはよく似た )名前を持っています
が、新規のものもあります。PIC18F の割り込みと似
た名前なのに意味が異なるものもあります。割り込み
名とその意味、PIC24F のデバイス データシートを参
照する必要があります。

割り込みの設定と有効化

以下は、PIC18F で割り込みを設定、有効にするため
の手順です。

1. 対応する PIRx または INTCONx レジスタで、関
連周辺モジュールの割り込みフラグ ステータ
スビットをクリアします。

2. 対応する PIEx または INTCONx レジスタで、対
応する割り込みイネーブル制御ビットをセット
して割り込み要因を有効にします。

オプション手順 :
1. RCON レジスタの制御ビットを書き込むと、割

り込み要因にユーザ割り当て優先度を選択でき
ます。対応する IPRx レジスタで優先度ビット
を設定し、優先度を選択します。割り込み優先
度は IPEN ビット (RCON[7]) をセットすると有
効になります。

2. ( 新しい PIC18F では )MVECEN コンフィグレー
ション ビットを使って割り込みベクタテーブル
を有効 / 無効にし、割り込みベクタテーブル位置
で IVTBASE レジスタを設定します。

以下は PIC24F で割り込みを設定、有効にするための
手順です。

1. 割り込みをネストしない場合、NSTDIS ビット
(INTCON1[15]) をセットします。

2. 対応する IFSx レジスタで、関連周辺モジュー
ルの割り込みフラグ ステータスビットをクリ
アします。

3. 対応する IECx レジスタで、有効にする割り込
み要因の割り込みイネーブル制御ビットをセッ
トします。

オプション手順 :
対応する IPCxレジスタの制御ビットを書き込む事で、
割り込み要因のユーザ割り当て優先度を選択します。
優先度は、アプリケーションと割り込み要因のタイプ
によって決まります。複数の優先度を設定する必要が
ない場合、全ての有効割り込み要因の IPCx レジスタ
制御ビットをゼロ以外の同じ値に設定できます。

ユーザ割り込みの無効化

PIC18F で割り込みを無効にするには、GIE ビットを
クリアするだけで十分です ( 優先度を使っている場合
は GIEH または GIEL)。
PIC24F でユーザ割り込みを無効にするには、以下の
手順が必要です。

1. PUSH命令を使って現在のSTATUSレジスタ(SR)
をソフトウェア スタックへプッシュします。

2. STATUSレジスタの下位バイトと値0Ehで論理
OR 演算を行って、CPU の優先度を強制的に 7
に設定します。ユーザ割り込みを有効にするに
は、POP命令を使って以前の STATUS レジスタ
値を復元します。

移行に関する注意

PIC18F アーキテクチャでは、個別の要因に高優先度
または低優先度の割り込みを割り当てる事のみ可能で
す。PIC24F アーキテクチャでは、割り込みに複数の
優先度を割り当てる事ができます(優先度0～7はユー
ザ定義、優先度 8 ～ 15 はハードウェア定義 )。少なく
とも、ネイティブ PIC18F アプリケーションで割り込
みを再検討し、PIC24F アーキテクチャに沿った形で
再定義する必要があります。

PIC18F と PIC24F のどちらも RETFIE 命令は割り込
みサービスルーチン (ISR) を終了しますが、この命令
は MCU によって動作が若干異なります。PIC18F で
は、この命令はグローバル割り込みが再度有効になる
ように GIE ビットをセットします。PIC24F では GIE
ビットが存在せず、この命令は以前の優先度を復元し
ます。

Note: 割り込みフラグは、ISR を終了する前に
もクリアする必要があります。

Note: 割り込み / トラップフラグは、ISR を終了
する前にクリアする必要があります。

Note: 全ての割り込みはリセット時に既定値の
優先度 4 に設定されます。

Note: DISI命令を使うと、優先度 1 ～ 6 の割り
込みを一定期間無効にできます。
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シリアル ペリフェラル インターフェイ
ス (SPI)
PIC24F の SPI モジュールは PIC18F アーキテクチャ
のスーパーセットであり、多くの機能が似ています。
DMA ありの PIC18F は、PIC24F の SPI 機能に近い機
能をより多く備えています。表 5に、PIC18FとPIC24F
の SPI モジュールの違いを示します。

PIC24F の SPI モジュールは「スタンドアロン」の周辺
モジュールと見なす事ができます。PIC18F では、より
大きな MSPP( マスタ同期シリアルポート ) モジュール
に SPI 機能が含まれており、I2C も含まれています。し
かし、DMA あり PIC18F は、PIC24F ファミリと似た
スタンドアロンの SPI モジュールを備えています。

表 5:  SPI の比較

移行に関する注意

移行時に一番注意すべき事は、マスタモードのクロッ
ク周波数計算です。PIC24F の命令クロックは FOSC/2
ベースのため、PIC18F のアーキテクチャと周辺モ
ジュールのクロックレートが異なります。デバイス
データシートの「SPI( シリアル ペリフェラル インター
フェイス )」に記載している数式を使って SPI クロック
スピードを計算する必要があります。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

PIC24Fと同じく、DMAありのPIC18Fは共用のMSSP
モジュールではなく、SPI モジュールと I2C モジュー
ルを別々に備えています。この SPI は FIFO や送受信
別々のバッファ等の機能も備えているため、DMA あり
PIC18F から PIC24F への移行はより簡単です。 

PIC18F
PIC24F

MSSP 内蔵
スタンドアロン SPI 内

蔵

マスタおよびスレーブモード Yes Yes Yes
クロックの極性とエッジの選択 Yes Yes Yes
FIFO No Yes Yes
送受信別々のバッファ No Yes Yes( 拡張モード )
専用 baud レートカウンタ No Yes Yes
DMA 動作 No Yes Yes(2)

データ転送幅 8 1 ～ 8 ビット 8/16
フレームモードのサポート No No Yes
PPS( ペリフェラル ピンセレクト ) No Yes Yes(1)

I2S No No Yes(2)

Note 1: 一部のデバイスは PPS を備えていません。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。

2: I2S は、PIC24FJ128GA310、PIC24FJ128GB204、PIC24FJ256GB410/412、PIC24FJ1024GA/GB610
等の PIC24F のみが備えています。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。
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I2C (INTER-INTEGRATED CIRCUIT)
PIC18F と PIC24F のどちらのアーキテクチャも、7/10
ビットアドレス指定モード、ジェネラルコール アドレ
ス指定、クロック ストレッチ、100/400 kHz データ
レート、マルチマスタ ネットワークをサポートしてい
ます。表 6 に、PIC24F と PIC18F の比較を示します。

表 6:  I2C の比較

移行に関する注意

PIC24F と PIC18F の I2C モジュールの違いにより、移
行時に問題が起きる可能性があります。よく起きる問
題は、I2CxMSK および I2CxADD レジスタでのアドレ
スシフトが考慮されていない事が原因です。

PIC18F SSPxADDレジスタの 下位ビット I2Cアドレ
スビットは「1」で、PIC24F I2CxADD レジスタの場
合は「0」です。アドレス書き込み前または読み出し
後にシフトさせれば、この違いを解消できます。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

PIC24F と同様、DMA あり PIC18F は共用の MSSP モ
ジュールではなく、SPI モジュールと I2C モジュール
を別々に備えています。この I2C は 10 ビットアドレ
ス指定やジェネラルコール サポートも実装しており、
DMA あり PIC18F から PIC24F への移行はより簡単で
す。PIC18Fのスタンドアロン I2CモジュールはSMBus
3.0 の入力レベルもサポートします。

PIC18F
PIC24F

MSSP あり スタンドアロン I2C あり

サポートしているバス速度 100 kHz/400 kHz 100 kHz/400 kHz/1 MHz 100 kHz/400 kHz/1 MHz
10 ビットアドレス指定モード No Yes Yes
マルチマスタのサポート Yes Yes Yes
設定可能なアドレス マスキング 6 ビット 7/10 ビット 7/10 ビット

ジェネラルコールのサポート No Yes Yes
クロック ストレッチ Yes Yes Yes
DMA 動作 No Yes No
スルーレート制御 Yes Yes Yes
I2C/SMBus 入力レベル Yes Yes Yes
予約済みアドレスサポート Yes(1) Yes Yes
バスリピータ モード No No Yes
ファームウェア モード Yes No No(2)

Note 1: 特定のデバイスで予約されているアドレスについては、各デバイスのデータシートを参照してください。

2: PIC24F の I2C モジュールは、ファームウェア制御のマスタモード コンフィグレーション (SSPM[3:0] = 
1011の PIC18F モードと同様 )を実装していません。従って、PIC24F の I2C ファームウェア実装ではポー
ト入力 (VIH、VIL) レベルを使う必要があります。
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DMA(ダイレクト メモリアクセス )
PIC24F と一部の PIC18Fは DMA 機能をサポートして
います。DMA( ダイレクト メモリアクセス ) モジュー
ルは、CPU を介さずにメモリ領域間でデータを直接転

送できます。CPU はデータ転送用の割り込みを処理す
る必要がないため、他のタスクにより多くの時間をか
ける事ができます。表 7に、PIC18FとPIC24F のDMA
の違いを示します。

表 7:  DMA の比較

移行に関する注意

PIC18F と PIC24Fの間には DMA の機能と動作モード
にいくつかの違いがあります。以下に主な違いを説明
します。

1. PIC18F と PIC24F の DMA の大きな違いの 1 つ
は、PIC18F にはフラッシュ プログラムメモリ
とデータ EEPROM メモリに読み出しアクセス
できる事です。PIC24F では、データは SFR と
データ RAM 間でのみ転送できます。PIC18F で
は、SMT[1:0] (DMAxSSA) ビットを使ってソー
スデータ読み出し先を指定できます。SMTx
ビットを使うと、SFR/GPR、EEPROM、プロ
グラム フラッシュからのデータの読み出しを
指定できます。

2. もう 1 つの違いは、通信するデータのカウン
トまたはサイズです。PIC24F にはカウントま
たはサイズ用のレジスタが一つしかありません
が、PIC18F にはデスティネーション
(DMAxDSZ) とソース (DMAxSSZ) でサイズレ
ジスタが別々にあります。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMA は新しい PIC18F に追加された機能です。

PIC18F
PIC24F(1)

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F
DMA No Yes Yes
マルチ DMA チャンネルのサポート No Yes Yes
転送モード 
( データメモリから SFR へ /SFR からデータメモリへ )

No Yes Yes

EEPROM/ フラッシュからのデータ読み出し No Yes No
アドレス指定可能なソースとデスティネーション No Yes Yes
ソフトウェアトリガによる開始 No Yes Yes
割り込みトリガによる開始 No Yes Yes
ソースアドレス インクリメント / デクリメント モード No Yes Yes
デスティネーション アドレス インクリメント / デクリ
メント モード

No Yes Yes

ソースとデスティネーションで別々のカウンタ No Yes No
DMA 中止割り込みトリガ No Yes No

Note 1: DMA は、PIC24FJ128GA310、PIC24FJ128GB204、PIC24FJ256GB410/412、PIC24FJ1024GA/GB610
等の PIC24F のみが備えています。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。
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LCD (液晶ディスプレイ )
PIC24F と一部の PIC18F は LCD モジュールをサポー
トしています。以下で PIC18F と PIC24F の LCD 機能
を比較します。両者の LCD 機能は非常に似ており、

PIC18F から PIC24F への移行は簡単です。表 8 に、
LCD モジュールのいくつかの機能、動作、比較を示し
ます。

表 8:  LCD の比較

移行に関する注意

PIC18F と PIC24F の LCD の機能と動作モードは非常
によく似ています。唯一注意すべき点は、システムク
ロックがLCDクロックとして使われているかどうかで
す。デバイスクロックによっては、LCD の動作が許容
レンジ内に収まるように LCD のプリスケーラ クロッ
クを修正する必要があります。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

現在、LCD モジュールをサポートしている DMA あり
PIC18F はありません。

PIC18F(1) PIC24F(1)

LCD Yes Yes
スリープ中の LCD 動作 Yes Yes
静的、1/2、1/3 のバイアス Yes Yes
4 COM と 8 COM の多重化 (2) Yes Yes
チャージポンプによるバイアス (3) Yes Yes
外付け抵抗によるバイアス Yes Yes
内部抵抗ラダーによるバイアス (4) Yes Yes
タイプ A および B のサポート Yes Yes
LCD プリスケーラ オプション Yes Yes
複数の LCD クロック オプション Yes Yes

Note 1: 一部のデバイスは LCD をサポートしていません。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。

2: 一部の LCD デバイスは 8 COM の多重化をサポートしていません。詳細は各デバイスのデータシートを
参照してください。

3: チャージポンプは、VDD が LCD グラスの仕様値を下回った場合の LCD 駆動用に利用します。一部のデ
バイスはこの機能をサポートしていません。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。

4: 内部抵抗は LCD モジュールに必要なバイアス電圧を内部で生成します。これにより、基板面積とコスト
を抑える事ができます。動的な抵抗の切り換えは、電流消費低減というユーザニーズに基づいて実装さ
れています。詳細はデバイス データシートを参照してください。一部のデバイスにはこの機能が実装さ
れていない可能性があります。
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UART (UNIVERSAL ASYNCHRONOUS 
RECEIVER TRANSMITTER)
PIC24Fと一部のPIC18FはUARTモジュールをサポー
トしています。表 9 に、PIC18F と PIC24F の UART
の比較を示します。

表 9:  UART の比較

PIC18F(1)
PIC24F(1)

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

以下の機能を備えた非同期 ( 全二重 ) 動作 :
• 文字受信による自動復帰
• 自動 baud レート校正
• 12 ビットブレーク文字送信

Yes Yes Yes

TX/RX ピンを介した全二重 8/9 ビットデータ
転送

Yes Yes Yes

アドレス検出付き 9 ビットモードをサポート
( 第 9 ビット = 1)

Yes Yes Yes

UxCTS ピンと UxRTS ピンによるハードウェ
ア フロー制御

No Yes Yes

ストップビット数 1 1, 1.5, 2 1, 2
アイドル時の極性指定 No Yes Yes
baud レート ジェネレータ 専用の 8/16 ビット 専用の 8/16 ビット 16 ビット

BRG プリスケーラ Yes Yes Yes
IrDA® エンコーダ / デコーダロジック No No Yes
IrDA サポート用の 16 倍 baud クロック出力 No No Yes
FIFO 送信データバッファ No Yes Yes
FIFO 受信データバッファ No Yes Yes
診断用ループバック モードのサポート No No Yes
ハードウェア パリティのサポート (8 ビット
データ )

No No Yes

パリティエラー検出 No Yes Yes
ハードウェア同期バイトの生成 Yes Yes Yes
同期 / ブレーク文字をサポート Yes Yes Yes
復帰イネーブル Yes Yes Yes
フレーミングおよびバッファ オーバーラン エ
ラー検出

Yes Yes Yes

割り込みオプション 送受信 送受信および UART
エラーイベント

送受信および UART
エラーイベント

DMX No Yes Yes
DALI No Yes Yes
LIN No Yes Yes

Note 1: 一部のデバイスはこれらの機能を備えていません。 詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。

Note: PIC24F の UART は同期通信をサポートしていません。同期シリアル通信が必要な場合、SPI モジュール
を使う必要があります。
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移行に関する注意

PIC18F から PIC24F へ移行する際は、以下を考慮す
る必要があります。

1. 基本命令サイクルレートが異なるため (PIC24F
は FOSC/2、PIC18F は FOSC/4)、PIC18F から
PIC24F へ移植するプロジェクトは baud レート
を再計算する必要があります。

2. 9 ビット通信のルーチンを変更する必要があり
ます。PIC18F の USART では、第 9 ビットを別
のレジスタから読み書きする必要があります。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMA あり PIC18F には、ハードウェア プロトコル サ
ポート (DMX、DALI、LIN/J2602) と、PIC24F への移
行がより簡単に行えるいくつかの機能が追加されてい
ます。さらに、PIC24F の UART と同じで、古い PIC18F
がサポートしている同期モードはサポートしません。 
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RTCC (リ アルタイム クロック /カ レ
ンダ )
RTCC は校正可能なリアルタイム クロック / カレンダ
です。

表 10 に、PIC18F と PIC24F の RTCC の主な違いを示
します。

表 10:  RTCC の比較

移行に関する注意

PIC18F から PIC24F へ移行する際は、以下を考慮す
る必要があります。

1. RTCC モジュールの機能はデバイス間で非常に
似ていますが、PIC24F はいくつかの追加機能
を実装しています。レガシーRTCC の属性には
大きな違いはありません。RTCC 入力クロック
のオプションについては、各デバイスのデータ
シートを参照してください。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

現在のDMAありPIC18FはRTCCモジュールをサポー
トしていません。

PIC18F(1) PIC24F(1)

RTCC(1) Yes Yes
時刻の更新 : 時、分、秒 Yes Yes
24 時間フォーマット Yes Yes
カレンダ : 曜日、日、月、年 Yes Yes
設定可能なアラーム Yes Yes
年のレンジ : 2000 ～ 2099 Yes Yes
うるう年補正 Yes Yes
コンパクトなファームウェアのための BCD
フォーマット

Yes Yes

低消費電力動作 Yes Yes
ユーザ校正 Yes Yes
50/60 Hz の外部入力 No Yes
ユーザ校正の有効化 ( 秒 ) 60 秒ごと 15 秒ごと

アラームリピート Yes
大 255 回

Yes
大 255 回

アラームマスク Yes Yes
RTCC 電源制御 No Yes
選択可能なクロック源 Yes Yes

Note 1: 一部の PIC24F と PIC18F は RTCC モジュールをサポートしていません。詳細は各デバイスのデータ
シートを参照してください。RTCC を実装している PIC18F は、PIC18F46J11、PIC18F46J50、
PIC18F87J94、PIC18F87J90、PIC18FX7J13、PIC18F87J72 ファミリ等です。RTCC を実装している
PIC24F は、PIC24FJ128GA010、PIC24FJ128GA310、PIC24FJ128GB410、PIC24FJ128GB204、
PIC24FJ256GA610、PIC24FJ64GA006、PIC24FJ32MC104、PIC24FJ256GA705 ファミリ等です。
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巡回冗長検査 (CRC)ジェネレータ

PIC24F の CRC モジュールでは、ハードウェアによる
CRC チェックサムの計算が可能です。ソフトウェア帯
域幅を使う必要はありません。PIC18F はハードウェ

ア CRC サポートを備えていませんが、DMA あり
PIC18F は PIC24F とよく似た CRC モジュールを備え
ています。表 11 に、CRC モジュール間の違いを示し
ます。

表 11:  CRC の比較

移行に関する注意

PIC18F から移行する際の主な注意点は、PIC18F の
CRCモジュールは主にNVMスキャナを使ってプログ
ラムメモリで CRC チェックサムを計算するという事
です。PIC24F の CRC モジュールは PIC18F モジュー
ルのようにスキャナを内蔵していないため、同じ機能
を実行するにはソフトウェアまたは別のモジュール
を使う必要があります。さらに、PIC24F の CRC モ
ジュールは入力にレジスタ 1 セットではなく FIFO を
備えているため、モジュールへのデータ入力が若干異
なります。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMAありPIC18Fのみがこのモジュールをサポートし
ています。

PIC18F
PIC24F

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

多項式サイズ N/A 大 16 大 16
割り込み N/A CRC 完了およびスキャナ完了時 CRC 完了時

NVM スキャナ N/A プログラムメモリまたは
EEPROM をスキャンし、 

CRC エンジンにデータを供給

No

入力 FIFO N/A No 8 段、16 ビットまたは 16 段、
8 ビット
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タイマ

PIC24F のタイマは非同期 / 同期カウンタモード、タイ
マ /ゲート付きタイマモード、32 kHz水晶振動子サポー
ト等の Timer0 および Timer1/3/5 が備えている PIC18F
の基本的なタイマ機能を広くサポートしています。
PIC24F のタイマはより多くの汎用機能に対応するよ
うに設計されていますが、PIC18F のタイマは特定用途
向けに設計されています。DMA あり PIC18F のタイマ
は特定用途向けの性格が強くなっており、ハードウェ

ア リミット機能および信号計測タイマ付きの新しい 8
ビット Timer2/4/6 モジュール、キャプチャ / コンペア
の実行と入力デジタル信号計測用の32ビットタイマ等
が追加されています。一方、PIC24F の各 16 ビットタ
イマはそれぞれ周期レジスタ、選択可能なプリスケー
ラ、周期一致フラグを備え、汎用カウンタモードまた
はタイマモードで動作できます。PIC24F の 16 ビット
タイマ2個を連結して32ビットタイマを形成する事も
できます。表 12 に、PIC18F と PIC24F のタイマモ
ジュールの違いを示します。

表 12:  タイマの比較

移行に関する注意

移行時の 大の注意点は、PIC18F と PIC24F ではタイ
マ機能が同じタイマに設定されていない事がある点で
す。周期レジスタは、PIC24Fでは全てのタイマ、PIC18F
では一部のタイマにしかありません。プリスケーラは
どちらのアーキテクチャにも存在しますが、PIC18F で
はタイマごとに異なり、PIC24F では全タイマで同じで
す。 後に、PIC24F のタイマはポストスケーラを備え
ていませんが、PIC18F の多くのタイマがこの機能を備
えています。PIC24Fで同じタイマ周期を実現するには、
ソフトウェアによる方法または別のプリスケーラ/周期
を使う必要があります。 

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMA あり PIC18F は旧製品より多くのタイマ機能を備
えているため PIC24F に近く、移行が簡単です。現在、
全てのタイマで非同期モード、同期モード、32 kHz 水
晶振動子サポートが使えます。より多くのタイマが周
期レジスタを備え、Timer1/3/5 はゲート付きタイマ機
能を備えています。これらの機能により、DMA あり
PIC18F と PIC24F はほとんどの機能を共有しており、
DMA あり PIC18F から PIC24F への汎用タイマコード
移行時の手間がさらに少なくなりました。

新しいPIC18Fは用途がより特定された新規タイマを備
えています。DMA あり PIC18F の Timer2/4/6 モジュー
ルは周期レジスタ付き 8 ビットタイマです。このタイ
マは、( 別の周辺モジュールまたは外部ピンからの ) 外
部信号により開始、実行、フリーズ、リセットできま
す。このモジュールはワンショット モードと単安定
モードも備えています。これらのタイマを PWM と一緒
に使うと、パルス密度変調等のより高度な波形制御が
可能です。PIC24Fには同じようなタイマはありません。

DMA あり PIC18F は各種デジタル信号パラメータ ( パ
ルス幅、周波数、デューティ サイクル等 ) の計測用お
よび同期タイマまたは非同期カウンタとして使える
24 ビットタイマである SMT も備えています。ゲート
付きタイマ機能と周期一致レジスタも備えています。
PIC24F に同様のタイマはありませんが、PIC24F の 32
ビットタイマは信号計測機能を除く SMT 機能を持ち
ます。従って、SMT がタイマとして使われている場
合、基本的に PIC24 タイマと同じです。

PIC18F
PIC24F

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F
タイマ幅 8/16 ビット 8/16/24 ビット 16/32 ビット

汎用タイマモード 全タイマ 全タイマ 全タイマ

非同期カウンタモード Timer1/3 全タイマ Timer1/2/4
同期カウンタモード Timer0/1/3 全タイマ 全タイマ

周期レジスタ Timer2/4 Timer0/2/4/6、SMT 全タイマ

32 kHz 水晶振動子サポート Timer1 全タイマ Timer1
その他のクロック源 No 全タイマ No
タイマゲート オプション No Timer1/3/5 全タイマ

プリスケーラ 全タイマ 全タイマ 全タイマ

ポストスケーラ Timer2/4 Timer0/2/4/6 No
特殊イベントトリガ Yes Yes Yes
システムクロック源レート FOSC/4 FOSC/4 FOSC/2
ハードウェア リミット機能 No Timer2/4/6 No
信号計測機能 ( パルス幅、エッジ間の
時間 )

No SMT No
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構成可能なロジックセル (CLC)
PIC24F の CLC モジュールを使うと、複数の信号を選
択してロジック機能に入力し、そのロジックからの出
力を使って他の周辺モジュールまたは I/O ピンを制御

できます。レガシー PIC18F には等価な機能はありま
せんが、DMA あり PIC18F は CLC モジュールを備え
ています。DMA あり PIC18F と PIC24F の CLC モ
ジュールはほぼ同じです。表 13 に、CLC モジュール
の違いを示します。 

表 13:  CLC の比較

移行に関する注意

PIC18F から PIC24F へ CLC を移行する際の唯一の注
意点は入出力です。PIC24F の CLC への入力にはより
多くの制約があります。PIC18F の CLC モジュールで
は 大 64 の入力が可能で、その全てが 4 つのデータ
ゲートに接続可能ですが、PIC24Fの入力は32であり、
そのうち各ゲートに接続できるのは 8 つのみです。さ
らに、PIC18F の CLC の入出力ピンは PPS で割り当
てを変える事ができますが、PIC24F の CLC ピンは固
定されています。 後に、PIC24F の CLC は出力ピン
が固定されているため、CLC を外部ピンに出力する際
は考慮しなければならない出力イネーブルピンを別途
備えています。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMA あり PIC18F のみがこのモジュールを備えてい
ます。

PIC18F
PIC24F

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

入力数 ( 総数 ) 0 大 64 大 32
入力数 ( データゲート単位 ) 0 大 64 大 8
他の周辺モジュールへの論理出力 N/A Yes Yes
CLC 出力ピン N/A PPS で再配置可能 固定ピン

割り込み N/A 立ち上がり / 立ち下がり
エッジ

立ち上がり / 立ち下がり
エッジ

出力イネーブル N/A PPS で制御 独立した制御ビット
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キャプチャ /コンペア /PWM 
(CCPと ECCP)
PIC24Fのキャプチャ/コンペア モジュールは、PIC18F
のCCP/ECCPモジュールと同じ機能を備えています。
表 14 に、PIC18F と PIC24F の CCP モジュールの違
いを示します。

表 14:  CCP/ECCP の比較

PIC24F の入力キャプチャ / 出力コンペア モジュールは
Timer2またはTimer3を使えますが、PIC18Fのモジュー
ルは Timer1 または Timer3 を使えます。キャプチャ イ
ベントは ICx ピンの立ち上がり、立ち下がり、第 4 立
ち上がり、第 16立ち上がりエッジごとに生成できます。

シングルコンペア一致モードを選択する場合、どちら
のアーキテクチャでもOCxピンの初期状態を選択でき
ます。一致時、ピンを遷移またはトグルできます。両
アーキテクチャの各モードで、出力コンペア割り込み
フラグがセットされます。

PIC24FはPIC18Fの全PWMモードをサポートしてい
ます。大きな違いは、各出力コンペア モジュールは 1
つの出力のみ生成できる事です。従って、ハーフブリッ
ジのサポートには 2 個、フルブリッジのサポートには
4 個のモジュールが必要です。

PIC24F の PWM モードは出力コンペア モジュールの
拡張機能です。このモードはシングル出力コンペア
モードと似ており、フォルト保護ピン、OCFA、OCFB
を追加すると、パルストレインを停止できます。これ
は、PIC18F の PWM モードと似ています。

一部の PIC24F は、MCCP/SCCP( マルチまたはシング
ル キャプチャ / コンペア モジュール ) と呼ばれる専用
モジュールを備えています。これらのモジュールを備
えたデバイスは複数の動作モードを備え、タイマ、キャ
プチャ、コンペア、PWM オプションとして動作でき
ます。これらのデバイスには複数の入力クロック機能

があります。MCCP/SCCP モジュールが内蔵されてい
るかどうかは各デバイスのデータシートを参照してく
ださい。

移行に関する注意

PIC24F の出力コンペア モジュールのクロック源は
FOSC/2 ベースであり、PIC18F の FOSC/4 クロック源
とは異なっています。製品データシートに記載されて
いる数式を各種クロック源の計算に使うように注意す
る必要があります。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

レガシーPIC18FとDMAありPIC18FのCCPモジュー
ルの主な違いは、CCP に直接関係したものではなく、
タイマに関係したものです。Timer1 と Timer2 はどち
らもレガシーデバイスとは異なっており、CCP の動作
に影響を与える可能性があるため考慮する必要があり
ます。DMA あり PIC18F は、デッドバンド付き PWM
をサポートする相補波形ジェネレータ (CWG) モ
ジュールも備えています。

PIC18F(1) PIC24F(1)

CCP/ECCP 機能 Yes Yes
ソースタイマの指定 Yes Yes
キャプチャピン プリスケーラ 1、4、16 1、4、16
キャプチャ バッファ Yes Yes
キャプチャタイマ幅 Yes Yes
割り込みごとに選択可能なキャプチャ Yes Yes
選択可能な出力コンペアピン ステート Yes Yes
特殊イベントトリガ Yes Yes
周辺モジュールごとの PWM 出力数 Yes Yes
ハーフブリッジ / フルブリッジ PWM のサポート Yes Yes
PWM デッドバンドのサポート No(2) Yes

Note 1: 機能がサポートされているかどうかは各デバイスのデータシートを参照してください。

2: CWG( 設定可能な波形ジェネレータ ) と COG( 設定可能な出力ジェネレータ ) 付きは、デッドバンドを
サポートしています。この機能がサポートされているかどうかは各デバイスのデータシートを参照して
ください。
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I/Oポ ート

PIC24F と PIC18F の I/O ポートはよく似ていますが、
大きな違いがあります。どちらのデバイスファミリも
データ PORT/LAT/TRIS レジスタを実装しています。
どちらのデバイスファミリもアナログ / デジタル周辺
モジュールを備えています。PIC18F と PIC24F の I/O
ポートの違いを表 15 に示します。

表 15:  I/O ポートの比較

サポートされていない PIC18F 機能

PIC24F のポート アーキテクチャは、ポート出力に周
辺モジュール入力を駆動させません。ピンを周辺モ
ジュール入力またはポート出力として設定する必要が
ありますが、両方同時に設定する事はできません。

移行に関する注意

• 設定可能なオープンドレイン オプション付きのピ
ンでデジタル / アナログ入出力を有効にしても、プ
ルアップは自動的に無効にはなりません。ピンに設
定可能なオープンドレイン オプションが付いてい
る場合、プルアップは無効になりません。プルアッ
プが不要な場合、ソフトウェアで無効にする必要が
あります。

• アナログ機能を備えていないピンの 大入力電圧は
5.5 V です。このため、PIC18F から移行する際に
ハードウェアの変更が 小限で済みます。高い出力
電圧を生成するには、ピンに外付けプルアップ抵抗
を加え、データラッチにゼロを書き込みます。TRISx
ビットをセットすると出力が電源電圧まで上昇し、 
TRISx ビットをクリアするとデジタルゼロが出力さ
れます。

• 駆動能力、スルーレート、入力電圧しきい値は、周
辺モジュールが有効になると自動的に変更されま
す。デバイス間の違いについては、各データシート
を確認する必要があります。

• PIC24F のほとんどの入力バッファはシュミットト
リガ (ST) です。関連部品の出力レベルが ST 入力 
電圧しきい値を満たしている事を確認してくださ
い。

• ピンをアナログにするかデジタルにするかはデバイ
スによって異なります。一部の PIC18F は、この制
御を ADC レジスタに備えています。一部の PIC24F
は、同じ機能を実装するために ADxPCFG と呼ぶレ
ジスタを備えています。一部のPIC18FとPIC24Fは、 
ピンをアナログまたはデジタルにするために各パッ
ド専用のレジスタを備えています (ANSELx レジス
タ )。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMA あり PIC18F と DMA なし PIC18F には、I/O ポー
トの制御に関する違いはほとんどありません。 

PIC18F(1)
PIC24F(1)

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

制御レジスタ : PORTx、LATx、
TRISx

Yes Yes Yes

内部プルアップ PORTB のみ 全ポート 全ポート

リセット時に入力に設定 Yes Yes Yes
オープンドレイン制御 No Yes Yes
PPS Yes(1) Yes Yes
状態変化割り込み 一部のピン Yes Yes

Note 1: 一部のデバイスはこの機能を備えていません。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。
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オシレータ

PIC24F のオシレータ システムは PIC18F の多くの機
能をサポートし、新しい機能もいくつか追加していま
す。どちらのアーキテクチャも、3 つの主要クロック
源 ( プライマリ オシレータ、内部 RC オシレータ、4x
PLL 周波数マルチプライヤ ) をサポートしています。

さらに、両方ともソフトウェア制御クロック切り換え、
フェイルセーフ クロックモニタ (FSCM)、2 段階起動
等、アプリケーションの堅牢性を高める機能もサポー
トしています。PIC24F では初期クロック設定、ソフ
トウェア制御クロック切り換え、PLL の使い方の柔軟
性が向上しています。表 16 に、PIC18F と PIC24F の
オシレータの違いを示します。

表 16:  オシレータの比較

プライマリ オシレータ (POSC)
PIC18Fでは、オシレータモードはFOSC[3:0]コンフィ
グレーション ビットで選択します。一部の新しい
PIC18F では、FEXTOSC[2:0] で POSC モードを選択
し、RSTOSC[2:0] でブートアップ オシレータを選択
します。PIC24F では、プライマリ オシレータモード
はコンフィグレーション ビット FNOSC[2:0] と
POSCMD[1:0] の組み合わせで選択します。

セカンダリ オシレータ (SOSC)
全ての PIC18F は、セカンダリ クロック源として
Timer1 オシレータを使えます。 も代表的なパターン
では、ピン T1OSI と T1OSO の間に低電力 32 kHz 水
晶振動子を接続します。オシレータは、これとは別に
T1OSCEN(T1CON[3])でデバイスクロックで制御され
ます。

PIC24F は、Timer1 オシレータと同じ機能を持つセカ
ンダリ オシレータも備えています。違う点は、
OSCCONレジスタのSOSCENビットで制御する事の
みです。水晶振動子入出力ピンは SOSCI と SOSCO
に名前が変更されています。 

内部 RC オシレータ (INTOSC/FRC、
INTRC/LPRC)
PIC24F と PIC18F はどちらも、2 つの独立した内部
オシレータ ( 高効率の 31 kHz オシレータと高精度高
速の 8 MHz オシレータ ) を備えています。一部の新し
いデバイスは 1 ～ 64 MHz で周波数を選択できます。
どちらのアーキテクチャも、8 MHz クロック源で駆動
する設定可能なポストスケーラを使って、31 kHz ～
4 MHz のクロック周波数レンジ ( または分周しない
8 MHz 出力 ) を出力できます。どちらのアーキテク
チャもソフトウェアで 31 kHz または 8 MHz オシレー
タから選択し、各種システム機能に 31 kHz クロック
を提供できます。

PIC18F と PIC24F はどちらも、一部のクロック源で
使う 4x PLL 周波数マルチプライヤをサポートしてい
ます。全てのケースで、PLL の出力が安定するのは入
力周波数が 4 ～ 10 MHz の場合のみです。PLL 動作の
詳細はデバイス データシートを参照してください。

PIC18F(1)
PIC24F(1)

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

プライマリ ( 外部 ) オシレータモー
ド

HS、XT、EC、LP、 
外部 RC(2)

HS、XT、LP、EC HS、XT、EC 
( 全デバイス )

セカンダリ (Timer1) オシレータ Yes Yes Yes
8 MHz 内部 RC オシレータ Yes (INTOSC) Yes (HFINTOSC) Yes (FRC)
32 kHz 内部 RC オシレータ Yes (INTRC) Yes (MFINTOSC/

LFINTOSC)
Yes (LPRC)

4x PLL オプション :
• XTPLL (MSPLL)
• ECPLL
• INTOSCPLL/FRCPLL

No
一部のデバイスのみ
一部のデバイスのみ

No
Yes
No

Yes
Yes
Yes

ソフトウェア クロック切り換え クロック源間のみ (1) Yes Yes
Doze モード No Yes Yes
フェイルセーフ クロックモニタ Yes(1) Yes Yes
2 段階起動 Yes(1) Yes Yes

Note 1: 一部のデバイスはこの機能を備えていません。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。

2: 一部の PIC18F は外部 RC オシレータを備えていません。各デバイスのデータシートを参照してくだ
さい。
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2 段階起動

2 段階起動は PIC18F と PIC24F で同じように実装さ
れています。どちらも、2 段階起動は IESO コンフィ
グレーション ビットで制御します。一部の新しい
PIC18F は 2 段階起動機能を備えていません。詳細は
デバイス データシートを参照してください。

フェイルセーフ クロックモニタ

フェイルセーフ クロックモニタも両デバイスファミ
リが備えている機能です。この機能は、実行時クロッ
ク切り換えと一緒にコンフィグレーション ワード
ビットで制御します。実装方法は PIC18F と PIC24F
でよく似ており、プライマリ オシレータが停止すると
システムクロックが自動的に FRC に切り換わります。

クロック切り換え

クロック切り換えは、PIC18F と PIC24F で大きく異
なります。概念的には、どちらのアーキテクチャも 3
種類のオシレータ ( プライマリ (OSC ピンに接続され
た外付け部品 )、セカンダリ (T1OSC または SOSC ピ
ンに接続された外付け水晶振動子 )、内部RC)をサポー
トしています。

PIC18F では、定義できるプライマリ オシレータタイ
プは 1 つのみです。これは、デバイス起動時とリセッ
ト時に使うオシレータです。その後は、ソフトウェア
制御によりデバイスがプライマリ、セカンダリ、内部
オシレータを切り換える事ができます。新しいPIC18F
ファミリでは、RSTOSC で起動時のオシレータを設定
し、FEXTOSC でオシレータ タイプを選択します。

起動時オシレータを定義したら、デバイスを再プログ
ラムしない限り変更はできません。

PIC24F では、3 つの主要クロック源のいずれかを既定
値の起動時オシレータとして設定できます。プライマ
リ オシレータに限定される事はありません。実行時は、
ソフトウェア制御によりデバイスがオシレータを切り
換える事ができます。すなわち、プライマリ クロック
モードとその PLL 間の切り換えも可能です。2 つの特
定のリテラルが OSCCON の上位または下位バイトに
書き込まれると、PIC24F は対応する OSCCON の書き
込みロックを解除します。OSCCON への書き込みとク
ロック切り換えの詳細は、コンパイラ マニュアルとデ
バイス データシートを参照してください。

移行に関する注意

PIC24F への移行時は、水晶振動子クロック源を使う
アプリケーションのオシレータ動作と安定性を再評
価する必要があります。アプリケーションで予測され
る電圧、温度、プロセスのばらつきのレンジに対して、
水晶振動子の性能が信頼できるか確認する事が重要
です。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

概念的には、DMA あり PIC18F と DMA なし PIC18F
の間でオシレータの違いはほとんどありません。設定
/ コンフィグレーション レジスタで若干の違いがある
のみです。
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省電力機能

PIC24F の省電力機能は、PIC18F XLP デバイスの省電
力モードによく似ています。どちらのアーキテクチャ
も、システムクロックの実行時切り換え、アイドル / ス
リープモード、リセットおよび割り込みによるアイド
ル /スリープモードの終了を備えています。PIC24Fは、
これらの機能を若干異なる方法で構成し、電力消費を
低減するための追加機能をサポートしています。表 17
に、PIC18F と PIC24F の省電力機能の相違点を示しま
す。

実行時クロック切り換え

PIC18F と PIC24F は、同じタイプのシステムクロック
源 ( プライマリ、セカンダリ、内部オシレータ ) を全て
備えています。さらに、スリープ / アイドルモードも
同じ方法で定義されています。クロック切り換えプロ
セスは PIC18F と PIC24F で異なります。クロック切り
換えの手順は各デバイスのデータシートを参照してく
ださい。

表 17:  省電力の比較

PIC18F(1)
PIC24F(1)

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

実行時クロック切り換え Yes Yes Yes
アイドルモード Yes Yes Yes
モジュールごとにアイドル選択可 No No Yes
スリープモード Yes Yes Yes
低電圧スリープ ( リテンション ス
リープ )

Yes(1) Yes Yes(1)

ディープスリープ Yes(1) No Yes(1)

Doze モード No Yes Yes
PMD オプション No Yes Yes

Note 1: 一部のデバイスはこの機能を備えていません。詳細は各デバイスのデータシートを参照してください。
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リセット

PIC24F のリセットシステムは、PIC18F とほとんど同
じです。以下に示す同じレガシー リセットが同一また
は機能的に等しい方法でサポートされています。 
• パワーオン リセット (POR)
• ブラウンアウト リセット (BOR)
• 外部マスタクリア リセット (MCLR)
• ソフトウェア リセット (RESET命令 )
• ウォッチドッグ タイマ (WDT) リセット

• スタックエラー リセット (オーバフローまたはアン

ダーフロー )
PIC24Fにはいくつかのリセット要因 /状態および拡張
レポート機能が追加されています。SFR のリセット状
態とリセットからの起動タイミングも若干異なりま
す。さらに、DMA あり PIC18F は、PIC24F とは異な
るリセットシステムの機能拡張を備えています。表 18
に、主な違いを示します。

表 18:  リセットの比較

移行に関する注意

レガシーPIC18F の全リセットは、PIC24F でもサポー
トされており、さらにリセット要因が追加されていま
す。移行時の 1 つ目の注意点は、PIC24F によるスタッ
ク オーバーフロー / アンダーフローの処理方法です。
PIC18F ではリセットをトリガしますが、PIC24F アー
キテクチャではトラップとして実装されています。こ
れにより、理論的にはスタックオーバーフロー / アン
ダーフロー インスタンスの処理が柔軟となりますが、
スタック オーバーフロー時にリセットを必要とする
アプリケーションでは注意する必要があります。2 つ
目の注意点は、PIC24F は設定可能な起動タイマを備
えていないため、必要に応じて起動タイマをコードで
実装する必要がある事です。3つ目の注意点は、PIC18F
とPIC24Fではリセットのポーリングが異なる点です。
PIC24F のリセットフラグはアクティブ High、PIC18F
はアクティブLowビットです。PIC24Fのリセットビッ
トより少ない要因で定義されています。PIC18F では
しばしば全リセットフラグを読み出してリセットの原
因を決定する必要がありますが、PIC24F では 1 つの
フラグを読み出すだけで済みます。 

DMAなしとDMAありPIC18Fの違い

DMA あり PIC18F は、DMA なし PIC18F にはない 2
つのリセット要因を備えています。1 つ目はウォッチ
ドッグ タイマウィンドウ違反リセットです。これにつ
いては本書のセクション「WDT(ウォッチドッグ タイ
マ )」」で説明しています。2 つ目はメモリ実行違反リ
セットです。これは、コアが実装済みのプログラムメ
モリ外のアドレスから、または特別に指定された記憶
領域フラッシュからコードを実行しようとすると発生
します。PIC24F はこれらのリセットを備えていませ
ん。これら 2 つのリセット要因以外は、DMA ありと
DMA なし PIC18F のリセットは同じように動作しま
す。

PIC18F
PIC24F

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

レガシー リセットタイプ POR、BOR、MCLR、RESET命令

その他のリセットタイプ コンフィグレーション 
ワード不一致

(PIC18FXXJ フラッシュ 
デバイス )

メモリ違反、ウォッチドッグ 
タイマウィンドウ違反

不正オペコード / 未初期化 W、
コンフィグレーション ワード
不一致、トラップ多重発生

BOR の設定 設定可能、 
多くのデバイスでソフト

ウェア制御可能

設定可能、 
多くのデバイスでソフトウェア 

制御可能

内蔵レギュレータに接続 (1)

スタック アンダーフロー /
オーバーフロー リセット

リセット 別々のリセット アンマスカブル トラップ

SFR リセット状態 リセットタイプに依存 リセットタイプに依存 全リセットタイプで同じ

起動タイマ 設定可能 設定可能 レギュレータ設定に依存

フラグビット位置 RCON/STKPTR PCON0/1 RCON/INTCON1

Note 1: 一部のデバイスには、BOR を有効 / 無効にする機能があります。詳細は各デバイスのデータシートを参
照してください。
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ADC (A/Dコンバータ )
PIC24F の ADC は、PIC18F よりも性能と機能が大幅
に改善されています ( 表 19 参照 )。この改善には、高
変換レート (sps)、自動チャンネル スキャンモード、
16 ビット変換データ格納バッファが含まれます。

表 19:  ADC の比較

PIC24F と PIC18F の ADC モジュールは同じ機能を備
えています。どちらも 10 ビット逐次比較型レジスタ
(SAR) 型 ADC を実装しており、参照電圧として参照ピ
ン (VREF+、VREF-) とアナログ電源ピン (AVDD、AVSS)
の組み合わせを使えます。どちらも A/D 変換ステータ
スビット、選択可能な A/D クロック分周比、専用 A/D
RC、サンプル時間が選択可能な自動サンプリング、ア
ナログ / デジタル入力選択、実行時に選択可能な A/D
入力を備えています。変換はソフトウェア、外部割込
み、出力コンペアイベントでトリガできます。

移行に関する注意

• PIC24F モジュールのソース インピーダンスは 2.5
kΩ です。PIC18F の多は 10 kΩ ですが、2.5 kΩ を推
奨します。

• PIC24F モジュールの内部サンプリング コンデンサ
は 4.4 pF (typ.) です。PIC18F モジュールでは 25 pF
(typ.) です。静電容量が小さいほど、アナログ入力
に対する外部静電容量の影響が大きくなります。

• A/D が変換クロックを使うように設定する場合、い
くつかの要因がPIC24Fの分周比選択に影響します。
例えば TAD と命令レートの低下です。PIC24F の変
換クロックは命令クロック TCY/2、PIC18F は FOSC/
2 がベースです。 
システムクロック周波数に対する命令レートが異な
るため、PIC24F の A/D クロック分周比の 小周期
は 1 FOSC 周期、PIC18F は 2 FOSC 周期です。

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMA あり PIC18F では、ADC モジュールに機能が追
加されています。1 つ目はハードウェア CVD 制御で
す。これにより、静電容量式タッチ アプリケーション
で ADC モジュールを活用できます。2 つ目はハード
ウェア計算エンジン (ADC 機能 ) です。これにより、
コアから独立したハードウェアによる平均化と ADC
結果のローパス フィルタ処理が可能です。 

PIC18F
PIC24F

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

分解能 10/12 ビット 12 ビット 10/12 ビット

変換スループット (ksps) 100 ksps — 500 ksps
利用可能な参照電圧源 内部 / 外部 内部 / 外部 内部 / 外部

選択可能な A/D クロック分周比 Yes Yes Yes
A/D RC オシレータ Yes Yes Yes
自動サンプリング Yes Yes Yes
プログラマブル サンプリング時間 Yes Yes Yes
個別に選択可能なアナログ入力 No Yes Yes
特殊イベントトリガ No Yes Yes
マルチチャンネル スキャン No Yes Yes
FIFO バッファ No Yes (2 段 ) Yes
複数の結果フォーマット No Yes Yes
差動チャンネル ( 比較 ) 変換 No No Yes
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WDT(ウォッチドッグ タイマ )
PIC24F の WDT( ウォッチドッグ タイマ ) モジュール
は、DMA なし /DMA あり PIC18F の WDT とほぼ同じ
です。全デバイスに同様の制御 ( コンフィグレーショ

ン ビットとソフトウェア ) と影響があります。WDT
は電力管理モードを終了するリセットとしても使えま
す。PIC24F の WDT は、DMA あり PIC18F が備える
機能に加えていくつかの独自機能を備えています。
表 20 に、このモジュールの比較を示します。

表 20:  ウォッチドッグ タイマの比較

移行に関する注意

1 つ目の注意点は、PIC24F の WDT カウンタはメイン
クロック源の切り換え時にリセットされる事です。
PIC18FのWDTカウンタは様々な条件でリセットされ
ます。詳細は PIC18F のデバイス データシートの
「ウォッチドッグ タイマ (WDT)」セクションに記載さ
れています。2 つ目の注意点は、PIC18F の WDT リセッ
トフラグはアクティブ Lowですが、PIC24Fはアクティ
ブ High という事です。従って、WDT リセットを正し
く検出するには、POR または BOR でこれらのビット
を Low に初期化する必要があります。レガシーPIC18F
から移行する場合、PIC24F で 1:128 プリスケーラ設定
を使って、同じポストスケーラ設定を使うようにしま
す。DMA あり PIC18F から移行する場合、周期を手計
算してPIC24Fのプリスケーラ /ポストスケーラにより
PIC18F の周期と一致させる必要があります。さらに、
DMA あり PIC18F から PIC24F へウィンドウ式ウォッ
チドッグ タイマを使ったアプリケーションを移行する
場合、PIC24F のウィンドウは非プログラマブルで 75
% ウィンドウ遅延に固定されている事に注意する必要
があります (PIC18Fのウィンドウ式ウォッチドッグ タ
イマのウィンドウ設定は「0b001」に対応します )。 

DMAなしPIC18FとDMAありPIC18Fの違い

DMA あり PIC18F には WDT に追加機能があり、設定
に少し違いがあります。主な違いはポストスケーラで
はなくプリスケーラで周期を設定する事、プリスケー
ラでは 1 ms ～ 256 s で対数的 (1 ms、2 ms、4 ms、
大 256 s)に設定する事です。つまり、DMAありPIC18F
では 131 s 周期は設定できません。さらに、DMA あり
PIC18F は PIC24F とよく似たウィンドウ式ウォッチ
ドッグ タイマ機能を備えています。このため、DMA
あり PIC18F と PIC24F のウォッチドッグ タイマはよ
く似ていると言えます。 

PIC18F
PIC24F

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

設定可能なタイムアウト周期 Yes ( ポストスケーラ使用 ) Yes ( プリスケーラ使用 ) Yes ( プリスケーラ /
ポストスケーラ使用 )

ソフトウェア イネーブル Yes Yes Yes
電力管理モードの終了 Yes Yes Yes
タイムアウト レンジ 4 ms ～ 131s 1 ms ～ 256s 1 ms ～ 131s
ウィンドウ式 WDT No Yes Yes
選択可能な入力クロック No Yes No
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コンパレータおよびコンパレータ参照電
圧モジュール

PIC18F と PIC24F のコンパレータ モジュールは多く
の点で似ています。表 21 に、PIC18F と PIC24F の機
能の比較を示します。それぞれ設定の選択が可能なコ
ンパレータを 2 つ備えています。PIC18F は 8 つの選

択のみ可能で、その 1 つはコンパレータを無効にする
事です。PIC24F はより柔軟な設定が可能で、PIC18F
では固定されている多くのオプションを個別に制御で
きます。コンパレータ モジュールに加え、PIC18F と
PIC24F は抵抗ラダー回路ベースのコンパレータ参照
電圧生成器を備えています。

表 21:  コンパレータの比較

移行に関する注意

DMA あり PIC18F は、DMA なし PIC18F よりも多機能
です。DMA あり PIC18F はより多くの入力を選択でき、
正 / 負コンパレータ出力遷移で割り込みを生成できま
す。コンパレータの反転 / 非反転入力に専用のレジス
タを選択する事もできます。レジスタは出力ピンの状
態も反映します ( 読み出し専用ステータスビット )。
CVREF ピンは使わないため、内部 CVREF とは異なりま
す。これに代わる方法として、専用の DAC 出力を入力
ピンに接続する事もできます。

一部の PIC18FJ デバイスは、PIC24F と同じくコンパ
レータ制御ビットを実装しています。1 つのコンパ
レータ制御レジスタで両方のコンパレータを制御する
のではなく、各コンパレータは専用のコンパレータ制
御レジスタを持っています。これらの制御ビットの詳
細は各デバイスのデータシートを参照してください。

PIC18F(1)
PIC24F(1)

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

コンパレータ 2 2 2/3
出力反転制御 Yes Yes Yes
コンパレータ別のイネーブル Yes(2) Yes Yes
I/O ピンにコンパレータ出力 Yes Yes Yes
複数の入力選択 Yes Yes Yes
個別のコンパレータ出力状態
の変化検出

一部に要ファームウェア対応
あり

ハードウェア ハードウェア

Note 1: 機能がサポートされているかどうかは各デバイスのデータシートを参照してください。

2: 一部の PIC18FJ ファミリデバイスは PIC24F と似たコンパレータを備えています。詳細は各デバイスの
データシートを参照してください。
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コンパレータ参照電圧モジュール

コンパレータ参照電圧モジュールはコンパレータと一
緒に使います。内部で制御された参照電圧をコンパ
レータ入力に供給します。これにより、ソフトウェア
による参照電圧の制御が可能です。このモジュールは
PIC24F と PIC18F 間で互換です。表 22 に、PIC18F と
PIC24F の機能の比較を示します。

表 22:  コンパレータ参照電圧の比較

PIC18F
PIC24F

DMA なし PIC18F DMA あり PIC18F

抵抗ラダー 16 タップ N/A(1) 16 タップ

2 つのレンジから選択 Yes N/A(1) Yes
アナログ電源または MCU 電源
から参照電圧を選択

Yes N/A(1) Yes

参照電圧出力イネーブル Yes N/A(1) Yes

Note 1: DMA あり PIC18F では CVREF モジュールは使わず、専用 5 ビット DAC からコンパレータ入力に参照電
圧を供給します。
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補遺 A:  改訂履歴

リビジョン A (2019 年 3 月 )
本書は初版です。
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NOTE:
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Microchip社製デバイスのコード保護機能に関して以下の点にご注意ください。

• Microchip社製品は、該当するMicrochip社データシートに記載の仕様を満たしています。

• Microchip社では、通常の条件ならびに仕様に従って使用した場合、Microchip社製品のセキュリティ レベルは、現在市場に

流通している同種製品の中でも も高度であると考えています。

• しかし、コード保護機能を解除するための不正かつ違法な方法が存在する事もまた事実です。弊社の理解では、こうした手法

は全てMicrochip社データシートにある動作仕様書以外の方法でMicrochip社製品を使用する事になります。このような行為

は知的所有権の侵害に該当する可能性が非常に高いと言えます。

• Microchip社は、コードの保全について懸念を抱いているお客様と連携し、対応策に取り組んでいきます。

• Microchip社を含む全ての半導体メーカーで、自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません。コード保

護機能とは、Microchip社が製品を「解読不能」として保証するものではありません。

コード保護機能は常に進歩しています。Microchip社では、常に製品のコード保護機能の改善に取り組んでいます。Microchip社の

コード保護機能の侵害は、デジタル ミレニアム著作権法に違反します。そのような行為によってソフトウェアまたはその他の著作

物に不正なアクセスを受けた場合、デジタル ミレニアム著作権法の定める所により損害賠償訴訟を起こす権利があります。
本書に記載されているデバイス アプリケーション等の情報

は、ユーザの便宜のためにのみ提供されるものであり、更新

によって無効とされる事があります。お客様のアプリケー

ションが仕様を満たす事を保証する責任は、お客様にありま

す。Microchip 社は、明示的、暗黙的、書面、口頭、法定のい

ずれであるかを問わず、本書に記載されている情報に関して、

状態、品質、性能、商品性、特定目的への適合性をはじめと

する、いかなる類の表明も保証も行いません。Microchip 社は、

本書の情報およびその使用に起因する一切の責任を否認しま

す。Microchip 社の明示的な書面による承認なしに、生命維持

装置あるいは生命安全用途にMicrochip社の製品を使用する事

は全て購入者のリスクとし、また購入者はこれによって発生

したあらゆる損害、クレーム、訴訟、費用に関して、Microchip
社は擁護され、免責され、損害をうけない事に同意するもの

とします。暗黙的あるいは明示的を問わず、Microchip 社が知

的財産権を保有しているライセンスは一切譲渡されません。
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( オレゴン州 ) の本部、設計部およびウェハー製造工場そしてカリ
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