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• 5-1. Chen et al. An Empirical Comparison of Compiler 
Testing Techniques. In Proceedings of ICSE 2016, 180-
190.

• 5-2. Menendez and Nagarakatte. Termination-Checking 
for LLVM Peephole Optimizations. In Proceedings of 
ICSE 2016, 191-202.

• 5-3. Sun et al. Finding and Analyzing Compiler 
Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016, 203-213. 

• 5-4. Lin et al. iDice: Problem Identification for 
Emerging Issues. In Proceedings of ICSE 2016, 214-224.

以下の4論文を紹介します



An Empirical Comparison of 
Compiler Testing Techniques

著者： Junjie Chen, Wenxiang Hu, Dan Hao, Yingfei Xiong,

Hongyu Zhang, Lu Zhang, Bing Xie

Peking University + Microsoft Research, China

要約：コンパイラのバグを探す3つの
既存手法を empirical に比較評価した

紹介者：東芝 遠藤 侑介 @ ICSE勉強会’16

5-1



コンパイラテスト手法1：DOL (Different Optimization Levels)

ランダム生成した
Cソースコード

gcc –O0 gcc –O2gcc –O1

バイナリ バイナリバイナリ

動作が違ったら
バグ発見

色んな最適化レベルでビルドして動作比較
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コンパイラテスト手法1：DOL (Different Optimization Levels)

ランダム生成した
Cソースコード

gcc –O0 gcc –O2gcc –O1

バイナリ バイナリバイナリ

動作が違ったら
バグ発見

わかったこと：
最適化がらみのバグを
見つけるのが得意

色んな最適化レベルでビルドして動作比較

5-1



コンパイラテスト手法２：RDT (Randomized Differential Testing)

ランダム生成した
Cソースコード

GCC LLVM clang

バイナリ バイナリ

異なるコンパイラでビルドして動作比較

動作が違ったら
どちらかはバグ
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コンパイラテスト手法２：RDT (Randomized Differential Testing)

ランダム生成した
Cソースコード

GCC LLVM clang

バイナリ バイナリ

異なるコンパイラでビルドして動作比較

動作が違ったら
どちらかはバグ

わかったこと：
最適化の絡まない

バグを見つけるのが得意
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コンパイラテスト手法3：EMI (Equivalence Modulo Inputs)

オリジナルの
Cソースコード

GCC GCC

バイナリ バイナリ

改変ソースを作って動作比較

改変ソースコード
（挙動は同じ）

動作が違ったら
バグ発見
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コンパイラテスト手法3：EMI (Equivalence Modulo Inputs)

オリジナルの
Cソースコード

GCC GCC

バイナリ バイナリ

改変ソースを作って動作比較

改変ソースコード
（挙動は同じ）

動作が違ったら
バグ発見

知見：全然ダメ
テストの質も量も
ランダム生成に負け
ただし本手法でしか見つからないバグも少数ながらあった
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新しい評価指標：Correcting Commits

• 既存指標：「バグを発見した回数」
–同じバグの再発見を重複カウントするのがダメ

• 提案指標：「発見したバグを修正したコミット数」
–同じバグを再発見しても修正コミットは 1 つだけ

• 紹介者の所感：当たり前なことでも定量評価重
要

DOL RDT EMI

バグ発見回数 1008 1223 498

修正コミット数 31 26 16

90時間テストした実験結果
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Finding and Analyzing 
Compiler Warning Defects
著者：Chengnian Sun, Vu Le, Zhendong Su

University of California, Davis

要約：コンパイラのワーニングの
バグを探す差分テスト手法を提案

紹介者：東芝 今井 健男@ ICSE勉強会’16
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例えばこんなの

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 1より引用

GCCはワーニングを出すが、Clangは出さない

5-3



やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

テストプログラム生成
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

別々のコンパイラ

（あるいは別々の最適
化オプション、別々の

バージョン）で
コンパイル

別々のコンパイラ

（あるいは別々の最適
化オプション、別々の

バージョン）で
コンパイル
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

別々のコンパイラ

（あるいは別々の最適
化オプション、別々の

バージョン）で
コンパイル

ワーニングメッセージ
（自然言語）をパーズ

して整形
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

不整合（別種のワー
ニングペア、片方にし
かないワーニング）を

見つけて出力
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

重複している不整合
やfalse positiveを除去
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やってること

※Sun et al. Finding and Analyzing Compiler Warning Defects. In Proceedings of ICSE 2016 Fig. 3より引用

テストプログラムpをバ
グ報告用に圧縮
（数千行⇒数行）
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その他
• プロジェクト期間6ヶ月

– 4ヶ月：過去のバグ観察（GCC150個、Clang80個）
＋ツールの開発

– 2ヶ月：実際のバグ検出

• GCCのバグ60個発見（38個が開発元で新規バグ
と確認）、Clangのバグ39個発見（14個確認）

紹介者の所感
– アイデアはすごく素朴
– 「ワーニングのバグ」という誰も手をつけてなかった
着眼点

– 地道にやって、practicalな成果
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Termination-checking for
LLVM peephole optimizations

著者： David Menendez, Santosh Nagarakatte
Rutgers University

要約：ピープホール最適化での
無限ループをSMTで発見

紹介者：東芝 酒井政裕 @ ICSE勉強会’16
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概要と所感

• 現実のコンパイラには大量のピープホール最適
化が組み込まれているが、バグの温床

• ⇒ [著者らの先行研究]
– 個々のピープホール最適化をDSLで記述→ 

SMTソルバで検証→ LLVM向けのC++コード生成

• ⇒ [この論文]
– 上記を拡張、複数のピープホール最適化を組み合わ
せた際の停止性もSMTソルバで検証

• 所感:
– どう見てもPLDIの論文です。本当にありがとうござい
ました。
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ピープホール最適化

• ピープホール最適化

– source ⇒ target の形

– sourceパターンに合致する命令列
(正確にはDAG)をtargetに置き換える

– LLVMでは千個以上存在

• LLVM のピープホール最適化パス

–いずれかのピープホール最適化に合致する箇所
がある限りそれを適用し、収束するまで繰り返し

–ある最適化による変換を、他の最適化が戻してし
まったりすると、止まらなくなる

Pre: C2 == ~C1
%w = or %p, C2
%x = xor %w, C1
%y = add %x, 1
%r = add %y, %q
=>
%a = and %p, C1
%r = sub %q, %a

著者ら提案の
Aliveでの記述例
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非停止性の検出例
最適化O1

最適化O2

最適化O3=O1O2

Pre: true
%p1 = xor %W, C1
%r1 = and %p1, C2

=>
%q1 = and %W, C2
%r1 = xor %q1, (C1 & C2)

Pre: true
%p2 = and %X, %Y
%r2 = xor %p2, %Y

=>
%q2 = xor %X, -1
%r2 = and %q2, %Y

Pre: (C2 == (C1 & C2))
%p1 = xor %X, C1
%r1 = and %p1, C2

=>
%q2 = xor %X, -1
%r1 = and %q2, C2

Pre: ((C2 == (C1&C2))
&&(C2 == (-1 & C2))
%p1 = xor %X, C1
%r1 = and %p1, C2

=>
%q2 = xor %X, -1
%r1 = and %q2, C2

最適化
O4=O3O3

自己結合

• O4の事前条件は
充足可能

• O3のパターンより
O4のパターンが
大きくない

O3は無限に
適用可能

define i8 @foo(i8 %X){
entry:
%p1 = xor i8 %X, 255
%r1 = and i8 %p1, 0
ret i8 %r1

}

再現用の具体的な
コード(LLVM IR)を生成
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まとめ

• ……というのをシステマティックにやれば良い
– この例では長さ2だったが長さKまで生成、他工夫色々

– http://github.com/rutgers-apl/alive-loops

• 結果
– 計184個の停止しないシーケンスを発見

(それらに含まれる最適化は38種類)

– 主な原因: 事前条件が弱かったこと

– そのうち179個は実際に再現、残りの5個は優先順位の
高い別最適化によってシャドーイングされ再現せず

• 紹介者の所感
– 著者らはLLVMのコード生成周りで継続的にトップ会議で
発表。テーマの広げ方とか参考にすると良いのでは。
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iDice: problem identification
for emerging issues

著者： Qingwei Lin, Jian-Guang Lou, Hongyu Zhang, Dongmei Zhang
Microsoft Research, Beijing, China

要約：急増しているイシューを特徴
付ける属性の組み合わせを検出
(→早期原因特定→サポートコスト低減)

紹介者：東芝 酒井政裕 @ ICSE勉強会’16
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巨大オンラインサービスの
テクニカルサポート

• ソフトウェアや設定は頻繁に更新

• 何か問題が起こると、顧客から技術サポート
チームにイシューが報告される
–広範に利用されるサービス(例: Office 365)だと大量

• 原因を特定して対処することが必要
– もし対応が遅れると……

• 顧客満足度の低下

• レポート数が更に増えていき、サポートのコストが上昇

イシュー中で急増している属性組合せを検出
例: { Country=India; TenantType=Edu; DataCenter=DC6 }

そこで
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提案手法 (1)
Time TenantType ProductFeature ProductVersion Country DataCenter ClientOS …

5 Dec 11:01 Home Admin V15 RTM India DC1 Win8.1

6 Dec 15:01 Edu Modify V16 SP1 USA DC1 WinXP

7 Dec 10:22 Enterprise Edit V16 SP2 UK DC3 Win7

…

出現数が一定以上(例: >1%)の属性の組合せを列挙

データ例

(Apriori系の幅優先探索アルゴリズム)
{ }

{ TenantType=Edu } { TenantType=Home } …

{ TenantType=Edu;
Country=India }

… … … …

非頻出

頻出

…

頻度が低いものは

インパクトも小さいの
で枝刈り
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提案手法 (2)

{ Country=India;
TenantType=Edu;
DataCenter=DC6 }

得られた属性の組合せ

{ Browser=IE7;
ProductFeatrure=Admin }

…

それぞれについて、時系列での変化点検出

ここで変化してそう

一般化尤度比検定を使用
(GLR : Generalized likelihood ratio)

θ0 : 通常時の分布のパラメータ

arg max
𝑡

max
𝜃

𝐿 𝜃 𝑦𝑡,𝑡+1,…

𝐿 𝜃0 𝑦𝑡,𝑡+1,…

→ 変化がない組合せは枝刈り

グラフは iDice: problem identification for emerging issues (Qingwei Lin, et. al.) の Figure 1 より引用
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提案手法 (3)

• 冗長な組合せの枝刈り
–属性組合せ X に対して、Isolation Power 指標を
定義。直観的にはイシューを以下に分類する際
のエントロピーの小ささ

–属性組合せの親子関係の中で、これが極大にな
る組み合わせのみを残す

• 結果をランキングして提示 (略)

変化点以前 変化点以後

Xに該当

Xに非該当
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結果と所感
• 評価

– 既存技術(Emerging Pattern Mining)で変化点を所与と
した場合と比較

– Recallはほぼ同等だが、Precisionが大幅に向上
(Isolation Powerによる枝刈りに起因)

• サクセスストーリー
– MSのあるサービスの過去データで、ある問題の原因

(モバイルクライアントの新バージョンのバグ)を特定。
同サービスのチームに導入され、二重課金の問題の
原因特定につながった。

• 紹介者の所感
– アルゴリズム等の掘り下げはイマイチな気がするが、
産業的に影響のある問題を実際に解決してるのは強
い。アタックする問題を選ぶことの重要性。
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