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SuperTest Vermeer Update 1 の注目点 

SuperTest VermeerリリースのUpdate 1では、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) 

を用いた設定と実行、結果の検証が行えるようになりました。また、これまで ABI-Tester とし

て提供されていた関数呼び出し規約のテストを「呼び出し規約テスター (Calling Convention 

Tester)」としてテストドライバ strun から実行できるようにしました。 

本資料では、GUI と呼出し規約テスターについて、SuperTest User Documentation の対応す

る部分 (第 10 章、15 章) を抜き出して紹介します。 
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第 10 章 

stgui グラフィカルユーザーインターフェース 

SuperTestのグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) である stguiは、strun (第 9章) 

のフロントエンドで、SuperTestの処理フロー (第 3章) で述べている多くの手順を一つのインタ

ーフェースで提供するものです。GUIでSuperTestを設定して検証を実行することができ、strun

設定のデバッグや結果が予期しない場合に調査できます。 

最も重要なことは、stgui で生成された SuperTest の構成設定は strun で提供するコマンド

ラインインターフェースと完全に互換であることです。GUI によって生成した構成はテスト実

行自動化のときに変更なく使用できます。 

本章では、詳細には立ち入らず、stguiの概観を説明します。 
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10.1 stgui の起動 

Windows では SuperTest GUI は、stgui アイコンをクリックするかスタートメニューから起

動できます。stgui は起動時、使用するトップレベルのコンフィグレーションファイル (.cfg) 

を要求します。 

コマンド stguiでトップレベルコンフィグレーションファイル (.cfg) の名前をオプションで

指定して起動することもできます。.cfg ファイルが指定されない場合、カレントディレクトリ

にある default.cfg をオープンに行き、見つからなければファイル選択ダイアログが表示され、

GUIは選択されたトップレベルのコンフィグレーションファイルで起動します。 

10.2 SuperTest GUI の三つのモード 

GUI には以下の三つの操作モードがあり、GUI 画面の最上部左のタブで制御します。図 10.1

をご覧ください。 

• Configureモードは、SuperTestの構成設定を検査・変更・デバッグするのに使用します 

• Execute モードでは、テストリストを構築して、現在のコンフィグレーションでテスト実

行し、実行結果を確認できます 

• Inspectモードは、個々のテストで調査・デバッグするのに使用します 

 

図 10.1 GUI を制御する三つのタブが左側にあります。中央には、モードによって変わるア

クションボタンがあります。右側にサブウインドウの見掛けを制御する三つのボタンがあり

ます 

これら三つのモードすべてにおいて、トップレベルコンフィグレーションファイルは右側

のパネルで変更できます。 

10.2.1 Execute モード 

stguiは Execute モードで開始します。図 10.2が Executeモードの画面です。 

コンフィグレーションファイル (.cfg) の設定項目とその値のキーバリューペアがこのGUI

ウインドウの右側のパネルに示されており、その大部分がGUIから編集できます。 

選択したテストの変更 

設定ファイルの TESTSETEXPR フィールドは特別で、右側のパネルでは編集されず Test Set

とマークされた中央のパネルで編集します。中央のパネルはこのTest Setに対するリストを表

示しています。 
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TESTSETEXPRはまた、左側パネルの SETと Suiteセレクタで拡張できます。SETか Suiteが

選択されると、そこに含まれるテスト群が左側の 3 番目のパネル(追加されます)に表示されま

す。左下の set-add (+) や set-subtract (-)、sent-intersection (&) ボタンを使って TESTSETEXPR式

を指示どおりに変更することができます。集合の演算順序を指定するのに TESTSETEXPR フィ

ールドに括弧 ( 、) を直接を加えたり、変更したりする必要があるかもしれません。 

ログペイン 

中央下のペインではstguiと strunのログ出力を示します。最初はGUI開始時の出力を表

示しています。ここの内容は編集できません。ログペインは他の二つのモードでも見えます。 

テスト実行 

テストの実行は GUI ウインドウの最上部中央のアクションボタンで制御します。モードに

対応してアクションボタンがあり、アクションボタンによってTest Set内のすべてのテストを

実行し、テスト実行を中断したり、Test Set ペインでマウスで選んだテストを実行したりでき

ます。中央の Test Setペインでは連続しない複数のテストを選択できます。 

 

図 10.2 GUI は Execute モードで開始し、このモードでテストリストの作成とテスト実行

ができます 
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テストの実行中にテスト成功/失敗が Test Set ペインに表示されます。Test Set ペインの右

上のセレクタで全テストセットの部分集合を表示できます。これによって x-テストだけである

とか失敗したテストだけとかなど、レビューが容易になります。 

ステータス行 

GUI ウインドウの最下部にステータス行があり、選択されたテストの個数や編集ファイル

の現在行などといったコンテキスト依存の情報を表示します。 

 

図 10.3 Configure モードでは複数のコンフィグレーションを編集できます。3 つのアク

ションボタンでテスト実行の初期化処理をステップごとに確かめられます 

10.2.2 Configure モード 

Configureモードではテスト実行の構成設定を行って、それをデバッグできます。図10.3に

示すように、GUI 画面の右側にトップレベルのコンフィグレーションが表示されています。

これは他のモードでも見えます。 

中央のペインはエディタウインドウで、TARGET ディレクトリのファイルにあるコンフィグ

レーションを示しています。ここには strun テストドライバとインターフェースを調整する
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stplugins.py、コンパイラの実装依存の設定を定義する cvaltarget.h － これはテストごと

に含まれます、そしてテストごとの追加コード (通常、テストのスタートアップやレポート、

終了に関連するもの) となる user.hです。 

これらの設定ファイルは、この中央ペインで編集できます。編集された設定は、マウスフ

ォーカスがこの編集ウインドウを外れると自動的に保存されます。 

この三つのアクションボタンでテスト実行の初期化の３ステップを実行します。Execution

モードでは、この初期化はテスト実行のスタートアップ時に自動的に行われます。

Configurationモードでは手動で起動することもでき、一つのステップが正常に終了すると、そ

のアクションボタンが緑色になります。 

Verify Script アクションは、stplugins.py ファイルが正しく定義されているかチェックし

ます。 

Test Config アクションは null-test をコンパイル・実行します。これは、コンパイラが呼び

出せて、生成されたプログラムが実行できることを確かめるものです。 

Compile Library アクションは診断用ライブラリを生成し、各テストにリンクして使用でき

ることを確かめます。 

どれかのアクションがフェイルしたら、下部にあるログペインでその理由に関する詳細情

報が出力されます。 

10.2.3 Inspect モード 

Inspectモードは、個々のテストを解析、デバッグするのに使用します。図10.4で右側がト

ップレベルコンフィグレーションの設定です。左側にTest Setが表示されています。これは、

Execute モードでの中央ペインのスモールバージョンです。この Test Setペインではテストが

一つ選択されます。 

Execute モードからショートカットで Inspect モードに入ることもできます。Execute モー

ドの中央ペインでテストをダブルクリックすると、選択したテストで Inspect モードに入りま

す。 

Inspect モードでは、中央ペインで選択されたテストを表示します。これは編集可能なコピ

ーで、実験に使うことができます。ここでの変更は、SuperTest スイート内のオリジナルのテ

ストには反映されません。 

右側の Settingsペインに「Shadow config」タブがあります。これでコンフィグレーション

設定のサブセットの変更をアクティベートでき、オリジナルの設定を変更せずに実験できます。

このペインの下部のボタンによってコンフィグレーション設定をシャドウとオリジナル間でコ

ピーできます。オリジナルとシャドウの設定値の違いを色で示します。 

Inspect モードにはシングルアクションがあり、選んだテストをコンパイル・実行できます。

ログウインドウにこのアクションの詳細が出力されます。 
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図 10.4 Inspect モードでは、テストのコピーが変更されて、動作が調査されます。アク

ションボタンでテストプログラムをコンパイル・実行します 
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実行例 

以下、Windows 10で gccを使用した場合のGUIでの実行例を示します。 

SuperTest GUI を起動すると、デフォルトで default.cfg のコンフィグレーションが選択

され、そこで指定されている TARGETフォルダにある設定で指定される内容で動作します。 

 

このままで、パスが設定されている gcc のテストが実行されます。（この例では、環境変数

Path に C:\MinGW\bin として設定されており、PC にインストールされている MinGW の gcc 

3.2がテストされます） 

ExecuteAllTestボタンでテストが開始され、テスト結果が以下のように示されます。 

 

中央の Test Set ペインでテストリストと結果が順に色付けされて示され、テスト OK は行

が黄緑色であり、 (コンパイル、実行とも) テストエラーは赤色で表示されます。黄色は、コ

ンパイルで警告は出すが実行ファイル生成まで通ったもので「チェック」となっているもので

す。 

LOG ファイルにはエラーやチェックの内容が出力されています。なお、ここで示されてい

る#29のチェックは gcc 3.2で発生するもので、最近のバージョンでは発生しません。 

 

TESTING: suite\3\3\2\3\x5.c 
 
   const qualified struct member 
+++ stderr ++++++++++++++++++++++ 
x5.c: In function `fail_1_2': 
x5.c:27: warning: assignment of read-only member `x' 
 
   Compilation incorrectly passed with warnings 
RESULT: 3\3\2\3\x5.c                                                      CHECK 



  

8 

上記の出力が LOG フォルダに出力されていますが、GUI のログペインでも見ることがで

きます。 

 

Inspect タブに移ると、選択したテストプログラムの内容が中央ペインに表示されます。

（ここで、対象とする#29は黄色表示ですが、選択したため青色になっています） 

このプログラムは、警告があり実行されてはいけませんが、CVAL_HEADER("const 

qualified struct member")が実行され、このメッセージが出力されています。 

 



 

 

第 15 章 

呼出し規約テスター 

コンパイラの呼出し規約は、関数が、それを呼び出した関数から、どのようにしてパラメ

ータを受け取って結果を返すか、を規定するものです。呼出し規約は、言語が規定している抽

象化を実装したものですので、言語規格ではありません。関数呼び出しをできるだけ効率的に

するため、この実装は非常に複雑なものになることもあります。多くの場合、これは呼出し規

約がレジスタ割り付けと密接に結びついていることを意味します。 

それゆえコンパイラの検証では、呼出し規約が正しく実装されているかテストすることが

重要です。このために呼出し規約テスターが calltest コマンドとして実装されており、使用

できます。呼出し規約テスターはコンパイル・リンクされる C のテストファイルを生成して

実行時の正しさをセルフチェックします。 

呼出し規約テスターは対となる C ソースファイル群を生成します。対の一方は関数への呼

び出しを含んでおり、引数はランダムに生成された値です。もう一方には、その関数の実装が

あり、入力の引数が予期されたものであるかをチェックします。関数実装は次に、ランダムに

生成した値を返し、それが最初のファイルにある呼出し元でチェックされます。 

生成された実引数リストと返却値は、ポインタや配列、可変引数、共用体、構造体、そし

て入れ子になった型やビットフィールドを含む構造体など (呼出し規約の観点で) 雑多で複雑

な型で構成されます。 

呼出し規約テスターはオプションで、対のファイルそれぞれを別のコンパイラ (同じコンパ

イラの別のバージョンということもあります) でコンパイルするよう構成設定できます。異な

るコンパイラでコンパイルされたコンポーネントを含むプログラムのリンクと実行が正しいこ

とを保証してライブラリを利用できるようにするため、双方のコンパイラは同じ呼出し規約に

従わなければなりません。一緒にリンクされて実行されたときに、同じ呼出し規約に従ってい

ることが検証されます。詳しくは 15.2.1を見てください。 

生成された C ソースファイルの対を以下に示します。ここで、表 15.1 は呼出し元で、表

15.2 は呼出し先を示します。この例では二つの値-47と-102が、呼出し元によって t0の文字

列配列 v0に書き込まれ、関数 funcに実引数として渡されます。呼出し先 (func) では、それ

ぞれ同じ値が得られているかがチェックされます。 

これは、返却値のない簡単な例です。 
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 表 15.1 呼出し元 表 15.2 呼出し先 

呼出し規約テスターでは生成する実引数リストや使用される型の種類が豊富に構成設定で

きます。15.1と15.2でstrunテストドライバによる呼出し規約テスターの使用について、15.3

でランダムジェネレータの構成設定について、それぞれ説明します。 

15.1 構成設定ファイル 

ジェネレータが使用する構成設定ファイルは行ベースのもので、設定オプションは複数行

にまたがることができません。「#」でコメントが開始され、その行末まで続きます。1024 文

字を超える行は切り縮められます。構成設定ファイルの各行は次の形式です。 

 <option> = <value>  

ここで、<option>は設定可能なオプション、<value>は対応する値です。 

15.1.1 構成設定値の型 

構成設定値はオプションに依存します。15.1.2 で構成設定オプションを説明する前に、そ

れらの型を説明します。 

数 

[-][0-9]+ 

数は十進数字の並びで先頭にマイナス記号がつくことがあります。 

型マスク 

([+-]*<type-id>)* 

型マスクは、生成プロセスで使用される特定の C の型のリストを指定するものです。表

15.3a で使用可能なプリミティブ型を示し、15.3b で使用可能な集成型を示します。型マ

スクは、空白、もしくは符号「+」か「-」で区切られます。リストは左から右に評価さ

れ、符号が続く場合は最後のものが採用されます。「+」は現在の型マスクに１つ型を加

え、「-」は現在の型マスクから１つ型を減じます。たとえば、利用可能な集成型に all

#include "def.h" 
 
typedef union { 
  signed char v0[2]; 
} t0; 
 
MAIN 
{ 
  t0 v0; 
  v0.v0[0] = -47; 
  func(v0); 
} 

#include "def.h" 
 
typedef union { 
  signed char v0[2]; 
} t0; 
 
extern void func(t0 v0); 
 
void func(t0 v0) 
{ 
  CVAL_VERIFY(v0.v0[0] == -47); 
  CVAL_VERIFY(v0.v0[1] == -102); 
  v0.v0[1] = -102; 
  func(v0); 
} 
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がありますが、-all は現在の型マスクを空にし、+all は型リストがすべての型を含む

ようにします。 

 

型 id 対応する C の型 実装 

schar signed char 8 ビット 

sshort signed short 16 ビット 

sint signed int 32 ビット 

slong signed long 32 ビット or 64 ビット 

slong2 signed long 64 ビット 

uchar unsigned char 8 ビット 

ushort unsigned short 16 ビット 

uint unsigned int 32 ビット 

ulong unsigned long 32 ビット or 64 ビット 

ulong2 unsigned long 64 ビット 

bool _Bool 1 ビット 

float float 最小限 10ˆ19 

double double 最小限 10ˆ19 

ldouble long double 最小限 10ˆ19 

dpointer  void * 32 ビット or 64 ビット 

fpointer  void (*)(void)  

struct  struct ..  

union union ..  

array .. [N]  

(a) プリミティブ型 

型 id 集成型 

all 全てのプリミティブ型 

signed schar, sshort, sint, slong slong2 

unsigned uchar, ushort, uint, ulong, ulong2 

integral signed, unsigned, bool 

char schar, uchar 

short sshort, ushort 

int sint, uint 

long slong, ulong 

long2 slong2, ulong2 

floating float, double, ldouble 

pointer dpointer, fpointer 

composite record, union, array 

(b) 集成型 

表 15.3 型マスクで使用できる型 



 

12 

型マスクは常に-allもしくは+allで始まり、それぞれベース setとして何もなしか、す

べてかを使用するようにします。たとえば、float 型か float 型を含む struct 型だけ

を生成するには次の型マスクを使用します。 

  -all+struct+float 

同様に、union型とlong型以外のすべての型を使用するテストを生成するには次の型マ

スクを使用します。 

  +all-union-long2 

15.1.2 構成設定オプション 

次の構成設定オプションをサポートしています。以下では、構成設定オプションの名前を

リストし、オプションの値は( )内に示します。[ ]内がデフォルトのオプション値で、[]の

後ろの( )内でオプション値に対する追加の制約が指定されます。 

max_test (number) [300] (max_test > 0) 

生成するテスト数の最大値 

max_param (number) [8] (max_param > 0) 

生成される関数のパラメータ個数の最大値 

new_mask (type mask) [+all] 

パラメータと返却値に使用できる型。この型には最低限 1 つのプリミティブ型を含むこ

とが必要です。C90にはlongと_Bool型はないので、C90のコンパイラのテストではこ

のオプションを除くよう修正が必要です。 

data_model (number) [32] (data_model == 32 || data_model == 64) 

long とポインタ型の値を生成する場合に使用するデータモデルで、32 ビットもしくは

64ビットです。 

min_array (number) [2] (min_array > 0) 

配列の長さの最小値 

max_array (number) [17] (max_array >= min_array) 

配列の長さの最大値 

mask_bitfield (type mask) [-all+int+bool] (must only contain integral types) 

ビットフィールドに対して使用できる型で、すべて汎整数型です。型が指定されない場

合、ビットフィールドは生成されません。デフォルトはC99 (以降) 準拠です。C90には

_Bool がありませんので、C90 準拠のコンパイラをテストする場合には変更しなければ

なりません。このオプション値は new_mask オプションで定義されない型を含んではい

けません。 

min_vararg (number) [0] (min_vararg >= 0) 

関数プロトタイプの可変長引数リストのパラメータの個数の最小値 
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max_vararg (number) [5] (max_vararg >= min_vararg && max_vararg < max_param) 

関数プロトタイプの可変長引数リストのパラメータの個数の最大値。min_vararg と

max_vararg両者が 0に設定された場合、可変長引数関数は生成されません。 

min_bitfield (number) [1] (min_bitfield > 0) 

生成されたビットフィールドのビット数の最小値 

max_bitfield (number) [31] (max_bitfield >= min_bitfield) 

生成されたビットフィールドのビット数の最大値 

15.2 呼出し規約テスターの使用 

呼出し規約テスターはstrunテストドライバを使用し、--calltestオプションをつけてコ

マンドラインから呼び出します。 

strun default.cfg --calltest 

追加で、SuperTest のコンフィグレーションファイルに CALLTESTCONFIGオプションを設定

しなければなりません。このオプションは呼出し規約テスター用の構成設定をもつファイルの

パスを指定するもので、デフォルトでは SuperTest の TARGET ディレクトリにある

calltest.cfgを使用するようになっています。 

CALLTESTCONFIG=calltest.cfg 

テストは SuperTest の LOG ディレクトリのサブディレクトリ gendir に生成されます。パ

スしたテストはテストドライバが削除し、フェイルしたテストだけが残ります。 

15.2.1 2 つのコンパイラで呼出し規約テスターを使用 

呼出し規約テスターの実行では、一つのコンパイラで一方のファイルをコンパイルし、別

のコンパイラで他方のファイルをコンパイルするように設定することができます。この設定に

より、リンクして実行するときに双方のコンパイラが同じ呼出し規約に従っていることを検証

します。二つのコンパイラで呼出し規約テスターを使用する設定例が、SuperTest のインスト

ールディレクトリのサブディレクトリ configs/calltest/にあります 1。 

この設定ファイルの例では、コンパイラを構成設定する通常の CC と CFLAGS オプションに

加えて、二つ目のコンパイラを構成設定する CC2 と CFLAGS2 設定オプションを使用します。

さらに、LINKER オプションで生成されるオブジェクトファイルをリンクするためのリンカコ

マンドを設定します。これは、CC や CC2 オプションと同様か、よりリンカコマンドに特有の

ものになります。 

設定例のstplugins.pyスクリプトではcompileAndLinkモジュールを改造して、呼出し元

を含むファイルを CC オプションで設定されたコンパイラを使用してコンパイル、CC2 オプシ

 

1  SuperTest Demoには呼出し規約テスターの設定例や stplugins.pyの変更例は含まれていません。 
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ョンによるコンパイラ設定を使用して呼出し先を含むファイルをコンパイルします。

SuperTest のライブラリのソースのような他のファイルはすべて、CCオプションで設定された

コンパイラでコンパイルされます。 

15.3 乱数ジェネレータのシードの設定 

呼出し規約テスターは疑似乱数ジェネレータを使用して、型を選択し、その型に代入する

乱数値を生成します。疑似乱数ジェネレータが前のものと同じシードで開始され、その他の点

で構成設定が同じであれば、同じ関数プロトタイプと値が生成されます。 

乱数ジェネレータのシードは strunテストドライバの LOGディレクトリの calltest.seed

ファイルで指定され、ジェネレータ開始時にこのファイルが存在しない場合はタイムスタンプ

を使ってシードを指定します。呼出し規約テスターを上手く完了させるには、次回の実行で異

なるファイルが生成されるようにシードファイルを更新することに注意してください。 

生成されたテストファイルそれぞれで、乱数シードはファイルの先頭のコメントに記載さ

れ、そのシードを strunテストドライバの LOGディレクトリの calltest.seedファイルに置

くことで、テストファイルを再生成することができます。スタートアップ時にstrunはデフォ

ルトでLOGディレクトリを空にすることに注意してください。これを防ぐためには、strun に

--keepオプションを渡します。 

15.4 完全な Test Set の生成 

デフォルトでは、呼出し規約テスターは設定オプションmax_testで指定される数を限度と

してテストをランダムに生成しますが、可能なテストファイル集合すべてを生成することもで

きます。変数や引数に代入される数値はランダムですが、プログラムの型と形状は完全に数え

上げられます。そうするためには構成設定ファイルで次のオプションを指定します。 

generate_random = 0 

これで、テストファイルはランダムではなく順番に生成されます。生成されるテストの数

は、設定オプション max_test で指定される数を限度としますが、max_test を-1 とすること

でジェネレータはテストケースを数え上げて行き、すべての可能なテストファイルが生成され

ると停止します。これを行う場合、非常に制限された構成設定 (すなわち、new_maskオプショ

ンで型を 1 つか 2 つ使用するだけなど) で開始して、生成されるファイルの数を妥当な限度に

抑えることを推奨します。 
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呼出し規約テスターの実行例 

以下、Windows 10で gccを使用した場合の呼出し規約テスターの実行例を示します。 

Demoでは、あらかじめ生成された呼出し規約用のテストプログラム (テストスイートフォ

ルダ内の calltest フォルダに置かれています) を実行するだけであり、以下のようにテスト

リスト内で「calltest」として指定します。 

 

先に『呼出し規約テスターは対となる C ソースファイル群を生成します。対の一方は関数

への呼び出しを含んでおり、引数はランダムに生成された値です。もう一方には、その関数の

実装があり、入力の引数が予期されたものであるかをチェックします』とありますが、以下の

ような処理が行われます。 

呼出し規約のテストプログラムは次のようにtest.genのような名称になっています。.gen

はジェネレータで生成されるテストプログラムを表す拡張子です。この.gen ファイルはスク

リプトとして解釈され、先頭行の #!cvalsplit によって、(callerと calleeを分割する) cvalsplit 

プログラムでこのファイルを処理し、テストファイルの対をワークディレクトリに作成します。 

@CVALCOMPFILE でコンパイラに渡すファイルが指定されます。この例では、t1.c と t2.c

になり、t1.cが callerで t2.cが calleeになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# TEST  PROPERTIES 
 
2/2/1/1/t100.c [suffix(2)] 
 
 
C99/6/8/6/4/t2.c [suffix(C99)] 
 
# Add these if the compiler can switch to C++ mode based on the suffix, 
# and link to a library that is compiled in C mode. 
# 
#iso14882/18/2/1/t01.C  [suffix(Cpp)] 
#iso14882/23/3/2/1/t01.C [suffix(Cpp)] 
calltest 

～
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GUIでの実行は Execute All Testをクリックすることで、同じです。 

テストで calltest が実行されると、SuperTest 実行の環境でこの 2 つのソース t1.c と t2.c

がそれぞれコンパイル・リンクされて実行されます。 

コンパイラとオプションの指定は、.cfg での CC と CFLAGS で行いますので、caller、callee

とも同じコンパイラの同じコンパイルオプションが適用されることになります。 

別オプションや別コンパイラでのテストを実行するため、.cfgで CC2および CFLAGS2を指

定することによって、callee を CC2コンパイラの CFLAGS2オプションによってコンパイルし、

さらに LINKERで指定されたリンカでリンクしてテスト実行できます。（なお、Demo には CC2

や CFLAGS2、LINKERを反映するスクリプトが提供されていません） 

コンパイラのバージョン違いで呼出し規約のエラーが検出される実行例を示します。この

例は gccのバージョン違いのために発生するものです。 

呼出し元 (caller)：MinGW（gcc 10.1） 

呼出し先 (callee)：MinGW（gcc 3.2） 

 

#!cvalsplit 
 
@CVALCOMPFILE t1.c 
#include "def.h" 
 
typedef union { 
  signed char v0[2]; 
} t0; 
 
MAIN 
{ 
  t0 v0; 
  v0.v0[0] = -47; 
  func(v0); 
} 
 
@CVALCOMPFILE t2.c 
#include "def.h" 
 
typedef union { 
  signed char v0[2]; 
} t0; 
 
extern void func(t0 v0); 
 
void func(t0 v0) 
{ 
  CVAL_VERIFY(v0.v0[0] == -47); 
  CVAL_VERIFY(v0.v0[1] == -102); 
  v0.v0[1] = -102; 
  func(v0); 
} 
 

callerを t1.cとして生成 

calleeを t2.cとして生成 

test.gen ファイル 
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なお、呼出し関係を逆 (callerが gcc 3.2、calleeが gcc 10.1) にした場合、エラーは出ません。 
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