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インテル® C++ コンパイラー Standard 
Edition for Embedded Systems 
with Bi-Endian Technology
ビッグエンディアン・プラットフォームとソフトウェアの依存性によるレガシー・プラット
フォームの制約を回避してリトルエンディアン・アーキテクチャーへ簡単に移行する

Kittur Ganesh インテル コーポレーション ソフトウェア・テクニカル・コンサルティング・エンジニア 

インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technology 
は、ビッグエンディアン・ソフトウェアの依存性によりレガシー・プラットフォームを使い続けている開発
者を支援するために開発されたツールで、レガシー・アプリケーションをビッグエンディアン・アーキテ
クチャーからリトルエンディアン・アーキテクチャーへ簡単に移行することが可能です。アプリケーショ
ンのコードベース全体を書き直すのではなく、最小限のコード変更でコードを再利用し、ビッグエンディ
アン・アーキテクチャーとリトルエンディアン・アーキテクチャーで共通のコードベースを利用して、ス
ムーズに移行することができます。
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インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technology は、
インテル® C++ コンパイラーの長所を活用して、最高のアプリケーション・パフォーマンスを提供します。

この記事では、レガシー・アプリケーションをリトルエンディアン・アーキテクチャーのシステムへ移行す
るときに注意すべき問題を含む、主な機能の概要を説明します。

はじめに
1990 年代前半から中頃は、ビッグエンディアンの RISC アーキテクチャー (SPARC*、MIPS*、
PowerPC* など) が組込み市場を支配しており、コンピューター・ネットワーキング、テレコミュニケー
ション、セットトップ・ボックス、DSL、ケーブルモデムなどで広く使用されていました。実際、ほとんど
のアプリケーションはこれらのシステム向けに開発されていました。しかし、より高速でスケーラブル
な新世代の x86 アーキテクチャー・プロセッサーがリリースされたことで、多くの開発者は、これら
のアプリケーションをリトルエンディアンの x86 アーキテクチャー・システムに移植する最適な方法
のジレンマに直面することになりました。

アプリケーションは標準化された高水準言語 (C/C++) で開発されていますが、従来のコンパイラー
は単一エンディアンのアーキテクチャー向けにのみコンパイルすることができます。ソースコードに
エンディアン・バイト順の依存性がある場合、ターゲット・アーキテクチャーで実行したときに重大な
ランタイム問題が発生するため、あるエンディアンのアーキテクチャーから別のエンディアンのアー
キテクチャーへの移植は問題となります。これらの依存性に対応するには、開発者は発見が困難な
バイト順依存コードを特定して、エンディアン中立コードまたはターゲット・アーキテクチャーのエン
ディアンに対応するコードに手動で変換する必要があります。

パフォーマンスのほうが市場投入までの時間 (TTM) よりも優先される場合、手動変換による移行は、
ミスを引き起こしやすくコストを上昇させます。アプリケーションがすでにエンディアン中立の場合
は、エンディアンがあいまいな EEMBC* ベンチマーク・サンプルのようなアプリケーションの再コン
パイルのみ問題になります。

エンディアンの依存性を含むアプリケーションの場合は、インテル® C++ コンパイラー Standard 
Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technology を使用すると、優れたパフォーマン
スを保ちながら、正しいコードを生成することができます。移植では、関数プロトタイプや変数宣言
などのデータ・エンディアンの種類を調整し、手動による移植プロセスには、ビットフィールド・アクセ
スやシフト操作などを扱う煩わしい作業が含まれます。

通常のインテル® C++ コンパイラーと異なり、インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for 
Embedded Systems with Bi-Endian Technology は、コンパイラー使用モデルの一部である言
語拡張 (後述) により依存データのエンディアン・バイト順を指定することで、開発者がソースコード・
ベースのバイト順でアプリケーションをコンパイルできます。コンパイラーは、適切なランタイム実行
のため、必要に応じてバイト順依存コードにバイトスワップ命令を挿入して、メモリーにあるネイティ
ブ・エンディアン・アーキテクチャーのデータがターゲット・エンディアン・アーキテクチャーのバイト
順に変換されるようにします。
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インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technology は、
開発者がビッグエンディアン・アーキテクチャーからリトルエンディアン・アーキテクチャーへアプリケー
ションを移行できるように特別に設計された、Linux* をホストとし、Linux* をターゲットとする、コマン
ドライン・ベースのスタンドアロン・コンパイラーです。

次のような長所があります。
 • 素早く簡単な移行。インテル® アーキテクチャー (リトルエンディアン) へ素早く移行できます。
 • 最小限のコード変更。アプリケーションのコードベース全体を書き直すのではなく、最小限のコード変更により
ビッグエンディアン・コードを再利用できるため、実装と検証にかかる労力が軽減されます。

 • 共通のコードベース。ビッグエンディアン・アーキテクチャーとリトルエンディアン・アーキテクチャーを 1 つのコー
ドベースで管理できます。

インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technology 
は、インテル® C/C++ コンパイラー for Linux* に似ており、共通の最適化とパフォーマンス・モデルに関
する基本テクノロジーを使用しています。インテル® C/C++ コンパイラー for Linux* との大きな違いは、
バイエンディアン・テクノロジーをサポートしていることです。

使用モデルの主な機能については、移植プロセスで注意すべき一般的な問題を含め、コード例を
用いて後述します。主な機能を理解することは、インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for 
Embedded Systems with Bi-Endian Technology を利用して、レガシー・アプリケーションをインテル® 
アーキテクチャーにシームレスに移行するのに役立つでしょう。

バイト・エンディアンのソリューションとバイト順の基本
バイト・エンディアンとは、マルチバイト・アクセスに関連するメモリーのデータレイアウト表現を指す
システム・アーキテクチャー特性です。リトルエンディアン変数は、最下位バイトがメモリー・バイト・ア
ドレスの最下位に格納され、ビッグエンディアン変数は、最下位バイトがメモリー・バイト・アドレスの
最上位に格納されます。ここでは、ビッグエンディアン・モデルは、メモリーでビッグエンディアンとリト
ルエンディアンの両方のデータを受け付けるものとします。

図 1 は、メモリー上のデータ 0x89ABCDEF を、リトルエンディアン変数とビッグエンディアン変数で表
現しています。ビッグエンディアン変数では、リトルエンディアン変数と逆のバイト順を使用し、最下位バ
イト (EF) がメモリー・バイト・アドレスの最上位に格納されることが分かります。
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1   リトルエンディアンとビッグエンディアン

図 2 は、ビッグエンディアンとリトルエンディアン・アーキテクチャーのシステムで異なる結果を生成す
る、バイト順の依存性を含むサンプルコードです。ポインター ap は、リトルエンディアンのシステムでは
最下位バイトの 78 を指し、ビッグエンディアン・システムでは最上位バイトの 12 を指します。この場合、
プログラマーは、バイト順依存コードをエンディアン中立コードまたはターゲット・アーキテクチャーの
エンディアンに対応するコードに手動で変換することができます。しかし、手動プロセスでは、レガシー・
アプリケーションの数百万行のコードの中からバイト順依存コードを識別しなければならず、膨大な時
間と労力が必要であり、ミスも引き起こしやすくなります。

図 3 は、インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian 
Technology による 図 2 のエンディアンの依存性問題に対するソリューションです。プログラマーがし
なければならないことは、コンパイラーがビッグエンディアン・バイト順のセマンティクスを使用し、どち
らのアーキテクチャーでも同じ結果を生成できるように、言語構造 (-big-endian オプション) を使用し
てデータのバイト順を識別することだけです。

図 3 のコードで、値「a」は、コードを実行するシステムに依存しないビッグエンディアン形式で格納さ
れます。リトルエンディアンのシステムでは、値「a」は必要なときにコンパイラーによりバイトスワップ
されます。インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian 
Technology は、パフォーマンス・オーバーヘッドを抑え、生成される命令を最小限にするため、必要な
場合にのみビッグエンディアンをエミュレートするバイトスワップ (bswap) 命令を挿入します。
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3   ビッグエンディアン・システムとリトルエンディアン・システムで同一の結果

    
2   バイト順に依存したコード実行
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4   エンディアンが混在したコードの開発

使用モデルと言語サポート
インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technology 
は、ビルトイン型や typedef、コード領域、変数宣言などのデータのバイト順 (型属性) を指定できるよう
に、バイエンディアン言語拡張を提供します。これらの言語拡張は、ターゲット・アーキテクチャーでの実
行時に、指定されたデータ型で適切なバイト順のセマンティクスを強制します。

図 4 に示すように、インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-
Endian Technology では、コマンドライン・オプション、プロローグ/エピローグ・ファイル・メカニズム、
プラグマ、属性サポートなど、さまざまな方法でプログラムコードのバイト順を指定できます。

インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian 
Technology は、明示的または暗黙的な使用モデルによるビッグエンディアンあるいはリトル
エンディアン変換を使用してデータアクセスを解決します。暗黙的なモデルは、-big-endian や 
-little-endian のようなコマンドライン・オプションにより、ファイルまたはアプリケーション全体の
バイト順を指定したり、プロローグ/エピローグ・ファイル・メカニズムを使用して、ファイル全体ま
たはディレクトリーで暗黙のエンディアン・モードを設定します。移行プロセスを単純にし、迅速に
行えるように、できるだけ暗黙的なモデルを使用することを推奨します。

明示的なモデルは、pragma byte-order と属性によりエンディアンが混在した開発をサポートします。
プログラマーは、さまざまな粒度で変数と関数のバイト順を指定できます。粒度を柔軟に指定できるた
め、明示的なモデルではエンディアンが混在した開発が可能です。

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
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5   プロローグとエピローグ機能を使用した暗黙的なモード

図 5 は、プロローグ/エピローグオプションを使用してディレクトリーのエンディアン・バイト順を指定
するサンプルコードです。また、図 6 は、明示的な宣言により、より細かい粒度でコマンドライン・オプ
ション -big-endian、#pragma byte_order、および属性を使用するサンプルコードです。コマンドラ
イン・オプション -big-endian は、より細かい粒度で、プログラム全体のエンディアン順をビッグエン
ディアン・バイト順に設定します。#pragma byte_order (push, little-endian) は、# pragma 以降の
インクルード・ファイルを含むすべての宣言にリトルエンディアン・バイト順を指定します。ただし、エン
ディアン属性によりビッグエンディアンと指定されている変数 b は除きます。同様に、float、配列、構
造体、ビットフィールドを含む構造体などの異なるデータ型にバイト順を割り当てることもできます。

一般に、インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian 
Technology のバイエンディアン機能は、次のように要約できます。コードがビッグエンディアンと指定
された場合、コンパイラーは、あたかもそのコードがビッグエンディアン・システムで実行されるかのよ
うに扱い、必要な場所にバイトスワップ命令 (bswap) を挿入します。また、パフォーマンスを向上する
ため、排除可能なコードを取り除きます。同様に、リトルエンディアンと指定されたコードはネイティブ
コードとして実行され、bswap 命令は不要なため挿入されません。プログラマーは、アプリケーション
でリトルエンディアンとビッグエンディアンのコードを混在させることができます。

図 6 は、互換性のないエンディアン・データ型 (msg) の不一致を含むサンプルコードです。この問題を
解決するには、-symcheck オプションを指定して bepostld ツールを起動し、アプリケーションで使
用されているすべてのシンボルの型チェックを実行します。型の不一致が見つかると、エラーメッセー
ジとエラーの修正に役立つ詳細な情報が出力されます。bepostld ツールは、バイエンディアン・ポ
スト・リンク・ユーティリティーです。グローバル変数と関数の互換性のない型定義を検出したり、スタ
ティック・ビッグエンディアン・ポインターの初期化を行います。
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6   より細かい粒度でのバイト順属性の使用法

    
7   典型的な使用例

インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for  
Embedded Systems with Bi-Endian Technology の採用
前述のように、1990 年代には、SPARC*、MIPS*、PowerPC* のようなビッグエンディアン・アーキテク
チャー向けのアプリケーションが多く見られました。これらのレガシー・アプリケーションの多くは、エン
ディアンが混在する開発環境でまだ使用されています。インテル® C++ コンパイラー Standard Edition 
for Embedded Systems with Bi-Endian Technology は、インテル® アーキテクチャー・システムへの
古いレガシーコードの移植を支援します。

図 7 は、そのような組込み環境における典型的な使用例です。

組込みオペレーティング・システム 
– システム・ライブラリーおよび GNU* libc (リトルエンディアン) 
– ハードウェア・インターフェイス (リトルエンディアン) 
– ユーザー空間のルーティング・コード (ビッグエンディアン) 
– バイエンディアン・インターフェイス (Linux* および libc) 
 o 抽象化レイヤーを利用したシステム/libc 呼び出し 
 o 使用されている libc およびシステムサービスを呼び出すためのラッパー (カスタマイズ)

ベアメタル 
– 独自のオペレーティング・システムとルーティング・コード (ビッグエンディアン) 
– ハードウェア・インターフェイス (リトルエンディアン) 
– ハードウェア・インターフェイスを利用したバイエンディアン・インターフェイス

https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp
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注意すべき主な問題
大規模なレガシー・アプリケーションは、ディレクトリーのエンディアンが正しく設定されていると、コン
パイラーによるバイト順の不一致に関するすべての警告が排除され、bepostld ツールによるモジュー
ル間のエンディアンの不一致エラーも排除され、関数プロトタイプが正しく実装されるため、移植が容
易になります。以下は、移行プロセス中によくある問題です。

1. プロトタイプの省略。図 8 は、プロトタイプの省略の例です。コンパイラーは、atoi() と printf() がリ
トルエンディアンであることを知らないため、バイトスワップした正しくない引数を渡します。そのた
め、このサンプルを実行すると、プログラムはクラッシュします。
解決策: stdio.h および stdlib.h インクルード・ファイルを追加します。

2. 誤ったキャスト。図 9 は、仮引数と実引数のサイズが異なる場合のサンプルコードです。

解決策: -param-byte-order=little-endian を指定してコンパイルします。

    
8   プロトタイプの省略

    
9   誤ったキャスト
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3. ポイント先の型の不一致。図 10 は、sscanf() がリトルエンディアン値をビッグエンディアン変数 
�i� に代入しているため、型の不一致になります。

解決策: �i� をリトルエンディアンとして宣言し、�sscanf� のラッパー内部の値をスワップします。ある
いは、-resolve-byte-order-mismatch を指定してコンパイルし、コンパイラーに自動的に問題を解
決させることもできます。

4. ポインター型のバイト順の省略。図 11 は、バイト順が指定されていないポインターを含むサンプル
コードです。この問題を解決するには、図 11 に示す属性を使用して、�end� ポインターをリトルエン
ディアンとして指定します。

5. 可変長引数。図 12 は可変長引数を含むサンプルコードです。vprintf() は vargs をリトルエンディ
アン・バイト順で読み取りますが、�foo� はビッグエンディアン引数で呼び出されるため、バイト順
の不一致が発生します。コンパイラーは、va_list で渡される引数のバイト順を自動調整しません。
また、可変長引数は同じバイト順で渡し、読み取るべきです (図 13)。

    
10   ポイント先の型の不一致

    
11   ポインター型のバイト順の省略
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6. main() 関数の引数とバイト順に関する注意点:

• デフォルトでは main の引数はリトルエンディアンとして扱われます。 
typedef __attribute__((littleendian)) int leint; 
int main( leint argc, char __attribute__((littleendian)) **argv )  { }

• ビッグエンディアン引数が必要な場合は次のように指定します。 
typedef __attribute__((bigendian)) int beint; 
typedef  __attribute__((bigendian)) char  *pIntel C++ Compiler Standard    
    Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technologyhar; 
int main (beint argc,  pIntel C++ Compiler Standard Edition for Embedded  
    Systems with Bi-Endian Technologyhar *argv __attribute__((bigendian)) {}

注: ビッグエンディアン型がコードで明示的に設定されているため、インテル® C++ コンパイラー 
Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian Technology は上記の診断や警告は
行いません。

    
12   可変長引数

    
13   可変長引数 (続き)
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7. インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian 
Technology による移植のヒント:

• ファイルとディレクトリーの正しいエンディアンを保証します。
• バイト順の不一致に関する警告をすべて排除します。
•  bepostld ユーティリティーによりレポートされたエラーを修正します。
• サイズの不一致 (16 と 32)、可変長引数、関数ポインター、型キャストなどにより発生するビッグエ
ンディアンの問題に注意します。

• 適切なエンディアン・バイト順の正しい関数プロトタイプを保証します。

まとめ
イン テ ル® C++ コ ン パ イラー Standard Edition for Embedded Systems with Bi-Endian 
Technology は、ビッグエンディアン・ソフトウェアの依存性によるプラットフォームの制約を解消しよ
うとしている開発者を支援するために開発されたツールで、大規模なレガシー・アプリケーションを
リトルエンディアン・アーキテクチャーへ移行できます。ここでは、バイト順に依存するアプリケーショ
ンをビッグエンディアン・アーキテクチャーからリトルエンディアン・アーキテクチャーへ移行する際に
注意すべきいくつかの問題について述べました。インテル® C++ コンパイラー Standard Edition for 
Embedded Systems with Bi-Endian Technology は、従来のインテル® C/C++ コンパイラー for 
Linux* と共通の最適化とパフォーマンス・モデルに関する基本テクノロジーを使用し、優れたパフォー
マンスを実現します。

インテル® C++ コンパイラー Standard 
Edition for Embedded Systems with 
Bi-Endian Technology を評価する 
詳細 >
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