Coverity Static Analysis を 使 い、各 チ ー ム は そ の IDE（Integrated

レッジを追いかけるのではなく、たとえば変更されたコードや、変更により

Development Environment）の範囲内で、またはビルド・プロセスの一部

おり、さらに自動車関連の技術革新のうち90％をソフトウェアや電子機器が

最先端のディベロップメント・テスト・プラットフォームを提供します。

影響を受けたコードなど、そのプログラム中の最も重要なコンポーネントに

として、要求されるポリシーに照らしたテストを行うことができます。静的

その努力を集中させることができるようになります。Test Advisor を使うこ

解析テストは、ソフトウェア・コーディング・ガイドラインや設計方針、

占めるようになると予想されています。ソフトウェアは、ブレーキやパワー・
ステアリングなどのセーフティクリティカル・システムから、ドアやウィン

さらに、Coverity と Test Advisor は、セーフティクリティカル・ソフトウェ

とで、自動テストのための一貫性のあるポリシーを設定してこれを強制する

実装方針が遵守されていることを検証するための、要求される手法の1つです。

ドウの制御といった基本的な自動車の制御、さらにはV2V（Vehicle-to-Vehicle）
、

アの開発およびテストに関し、IEC 61508 および ISO 26262 の該当する

ことができ、また統一されたワークフローを確立して開発プロセスの中に

Coverity Connect に含まれる不具合管理のための集中開発ワークフローを

V2I（Vehicle-to-Infrastructure）や複雑・高度化したインフォテインメント・

要件についてTÜV® SÜD Product Service GmbHの認定を受けています。

シームレスに組み込むことができます。

使い、開発者はその ASIL レベルに応じた不具合を短時間で検索できます。

ISO 26262

もので、これにより開発者は、すべてのコード行を平等に扱う単純なカバ

メント・チームのニーズに合わせたソリューションを組み込んだ、業界

ガイドラインへの適合

シノプシスは、各組織が ISO 26262 に準拠できるよう、開発チームやマネジ

いますが、この先 10 年間でその規模は 3億行にまで増えるものと予測されて

News Release

現在、平均的な自動車には 1,000 万行ものソフトウェア・コードが含まれて

ニュースリリース

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォーム
によるISO 26262 ガイドラインへの適合

たとえば、ASIL レベル D に区分されるすべての反復不具合を検索したり、

システムやテレマティクスなど、あらゆるものの制御に使われます。しかし、

ASIL レベル C のすべての不具合を検索したりすることができます。

Coverity Static Analysis は、業界で最も正確な静的解析ソリューションで

伴います。平均的な自動車には最大で 150,000 個ものバグが残るものと

す。これは C / C++、Java、C# のコードに潜む不具合をより早く見つけて

推定されており、その多くはブランドへのダメージとなり、お客さまの満足感

修正するためのもので、世界中の開発者に使われ、コード品質の向上と

を損ない、さらに極端な場合には悲惨な故障へとつながります。高級車の

全 体 コ ス ト の 低 減 に 役 立 て ら れ て い ま す。各 組 織 はCoverity Software

安全性要求レベル（Automotive Safety Integrity Level = ASIL）

トップ・ブランドであるジャガーは、重大なソフトウェア障害を発見後、

Development Kit（SDK）を使い、その独自の要件に合うように解析ルール

ISO 26262 ではリスクを許容可能な範囲内に抑えるために、その項目または

テスト実施上の何らかの不備は自動的に特定され、標準開発ワークフローの

18,000 台に近い X タイプのリコールを余儀なくされましたが、この障害は、

をカスタマイズできます。静的解析は、コーディング・ガイドラインが遵守

要素に必要とされる安全要求レベルをASILレベル（A ～ D）で規定しており、

一部として、解決のため担当開発者に送られます。また、ステージゲートの

ドライバーがクルーズ・コントロールを切ることができなくなり、乗員が

されていることを確認するための正式な検証手法として ISO 26262 に規定

レベル D が最も厳しく、レベル A が最も緩い要求レベルです。ASIL レベルが

判定基準を設け、QA へのリリース前に重要なコードをすべて自動テストに

危険にさらされる可能性のあるものでした。

されており、安全関連のデータが格納されているメモリー・ロケーションに

D の要素に対しては、最も厳格なテストが行われることになっています。

かけるよう強制することができます。

本 ISO 規格第 6 ～ 9 節の要求に基づき、開発チームは Test Advisor を使用
して、重要なコードが単体テストで網羅されているかどうかを確認できます。

新製品
Custom Compiler

ISO 26262要件へのシノプシス ソフトウェア
インテグリティ・プラットフォームの適用

ソフトウェアの急激な規模拡大には、ソフトウェアの不具合の劇的な増加も

アクセスする個々のコードをISO 26262付録D（ソフトウェア・パーティショ
ニングによる干渉の排除）の規定に従って確認するものです。

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームでは、ソフト
ウェア・コンポーネント単位で注釈を付けることにより、各コンポーネント

ソフトウェアのモデリングと
コーディングのガイドライン

自動車の安全性向上のため、国際標準化機構（ISO®）は自動車機能安全規格

Coverity Architecture Analysis は、ソフトウェア・アーキテクチャの

に該当する ASIL レベルを可視化できます。また Coverity Policy Manager

ISO 26262 を発行しました。この規格は、システム的な故障や偶発的ハード

複雑さを可視化して管理するためのもので、ISO 26262の必須コンポーネント

を使えば、ASIL レベルに応じて要求される単体ソフトウェアの設計と実装の

ソフトウェア・レベルでの製品開発フェーズの開始時の手続きの1つとして、

ウェア故障のリスクを避けるために役立つ、実行可能な要件やプロセスを

の 1 つです。アーキテクチャ上の複雑さを管理するだけでなく、コード構造

ためのコーディング・ガイドラインや設計方針に基づく一貫したポリシーを

ISO 26262 にはコーディングとモデリングのガイドラインが設定されて

示したガイダンスとして制定されています。ISO 26262 は、従来の機能安全

を可視化して依存関係の矛盾やインターフェイス違反を明らかにしたり、

設定して強制することができます。管理者は ASIL レベルごとに可視化され

おり、ソフトウェア開発モジュールの表 1 に公開されています。シノプシス

規格である IEC 61508 をベースとし、電源、センサーなどの入力デバイス、

ポリシーの強制を通じてコードの過度な複雑さやソフトウェアの脆弱性を

た階層構造の形でポリシーへの適合性をチェックできるため、各チームは

ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームはこれらガイドラインに

データ・ハイウェイなどの通信経路、アクチュエータなどの出力デバイス

解消したり、関数呼び出しのグラフを提供してデバッグ時間を短縮したりする

プロジェクト中のリスクの高い部分に素早く対処することができます。

対応しており、その詳細は以下のとおりです。

など、各種の電気的、電子的な構成要素のアプリケーション・セクターに

ことができ、ソフトウェア・アーキテクチャの設計者やソフトウェア開発者

おけるニーズに適合するよう変更を加えたものです。本稿では、ISO 26262

にとってもリスクの軽減に役立ちます。

レベル（Automotive Safety Integrity Level = ASIL）に対応する不具合を

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの製品で

特定し、さまざまなコード分岐の中からその不具合が発生する場所を見つけ

ある Coverity ® と Test Advisor が最も直接的に関係するのはパート 6 の

ることができます。自動車産業ではコードの再利用が一般的なことから、

CSA = Coverity Static Analysis
CAA = Coverity Architecture Analysis
CPM = Coverity Policy Manager
TA = Test Advisor

「製品開発 － ソフトウェア・レベル」です。

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ
プラットフォームの概要

この機能は開発チームにとって重要な時間節約の手段になります。
Coverity Policy Manager を使うことで、各組織は ISO 26262 に規定
された各 ASIL レベルの安全要件に対応する一貫性のあるポリシーを確立し、
これを強制することができます。ユーザーは、この規格の重要な要件を満

ISO 26262 表 1：モデリング / コーディング・ガイドラインの対象となる項目
題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

複雑度低減の強制（1a）

CSA はコードを解析し、循環複雑度とハルステッドのメトリクスを計算します。次に

ディベロップメント・テストは、品質や安全上の問題を、開発期間やコスト、

たすための、明確で分かりやすいポリシーを定義できます。このように

CPM を使い、複雑度を下げるためのポリシーを設定して強制することができます。

顧客満足に悪影響を与えることなくソフトウェア・ライフサイクル中の早期

ポリシーが設定されれば、Coverity の各種ディベロップメント・テスト・

さらに CAA を使い、循環依存関係や過度の複雑さを見つけて複雑度を下げることがで

（ソフトウェア・プログラムの作成中）に容易に発見して修正できるよう、

ソリューションを利用して各ポリシーに照らしたテストを行い、プロジェクト

きます。

開発者や経営陣、企業に役立ててもらうためのものです。

中のリスク部分を、コンポーネントごと、ASIL レベルごとに素早く可視化
できます。管理者や経営幹部はリスクの階層構造を見て、不具合への対処に

ディベロップメント・テストは、品質保証（QA）のための機能テストや性能

要する労力を把握でき、具体的な問題点のピンポイントでの掘り下げや、

テスト、セキュリティ監査といった従来のテストを補強するもので、開発

特定の安全要件が満足されているかどうかの確認ができます。

チームは作成したプログラム・コードに不具合がないかを素早く、容易に、
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++ は強く推奨されることを示します
+ は推奨されることを示します
o は必須ではないことを示します

かつ過度の負担がない方法でテストできるため、重要なコードを正しく確実

Test Advisor － 自動車産業も含め、ソフトウェアのビジネスにかかわる多

にテストすることが可能です。その結果、開発者は常に新規開発の部分に

くの企業は、開発中にコードをテストする必要性を強く認識するようになり

集中でき、経営陣は可視化を通じて開発サイクル中の問題点を早期に発見し、

ます。多くの場合、これは相当に困難な仕事です。すなわち、開発者にはそ

よりよい意志決定を行うことができます。さらに企業は継続して高品質な

れをどこから始めたらよいのか、どこでテストが終わるのかが分からないた

製品を市場に供給できるので、競争上の優位性確保につながります。

めです。Test Advisor は、このような単体テストのプロセスに知性を与える

検証編

廃棄などを含む自動車安全ライフサイクルの全体を幅広くカバーしています。

Support Q&A

表の凡例

の適切な処置を行うことができます。開発者や管理者は該当する安全性要求

フィジカル編

開発者や管理者はソースコード中の不具合を素早く見つけ、その解決のため
この規格は10のパートで構成され、マネジメント、開発、生産、運用サービス、

Support Q&A

Coverity Connectは、集中型の不具合管理ワークフローを提供するもので、

論理合成編

テグリティ・プラットフォームの活用方法についてご説明します。

Support Q&A

に示されたガイドラインを満足するためのシノプシス ソフトウェア・イン

What's New
in DesignWare IP?

ISO 26262の概要

言語サブセットの利用（1b）

CSA は標準的でない言語による構成を検出し、処置が必要な不具合として開発者に伝え
ます。

ASIL
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B
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D
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++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Coverity SDK を使い、その他のチェック項目を生成できます。
強い型付けの強制（1c）

C および C++ は、暗黙の型変換や明示的な型変換に対応しているため、Java などの
言語に比較して型付けが弱いとされています。
CSA は安全でない型付けを自動的に見つけ、その発生を不具合として伝えます。
Coverity SDK を使い、その他のチェック項目を生成できます。たとえば、型付けが許
されない場合には、カスタム・チェッカを作成し、型付け動作の都度、不具合を通知す
ることも可能です。
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ISO 26262 にはコーディングとモデリングのガイドラインが設定されて

示したガイダンスとして制定されています。ISO 26262 は、従来の機能安全

を可視化して依存関係の矛盾やインターフェイス違反を明らかにしたり、

設定して強制することができます。管理者は ASIL レベルごとに可視化され

おり、ソフトウェア開発モジュールの表 1 に公開されています。シノプシス

規格である IEC 61508 をベースとし、電源、センサーなどの入力デバイス、

ポリシーの強制を通じてコードの過度な複雑さやソフトウェアの脆弱性を

た階層構造の形でポリシーへの適合性をチェックできるため、各チームは

ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームはこれらガイドラインに

データ・ハイウェイなどの通信経路、アクチュエータなどの出力デバイス

解消したり、関数呼び出しのグラフを提供してデバッグ時間を短縮したりする

プロジェクト中のリスクの高い部分に素早く対処することができます。

対応しており、その詳細は以下のとおりです。

など、各種の電気的、電子的な構成要素のアプリケーション・セクターに

ことができ、ソフトウェア・アーキテクチャの設計者やソフトウェア開発者

おけるニーズに適合するよう変更を加えたものです。本稿では、ISO 26262

にとってもリスクの軽減に役立ちます。

レベル（Automotive Safety Integrity Level = ASIL）に対応する不具合を

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの製品で

特定し、さまざまなコード分岐の中からその不具合が発生する場所を見つけ

ある Coverity ® と Test Advisor が最も直接的に関係するのはパート 6 の

ることができます。自動車産業ではコードの再利用が一般的なことから、

CSA = Coverity Static Analysis
CAA = Coverity Architecture Analysis
CPM = Coverity Policy Manager
TA = Test Advisor

「製品開発 － ソフトウェア・レベル」です。

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ
プラットフォームの概要

この機能は開発チームにとって重要な時間節約の手段になります。
Coverity Policy Manager を使うことで、各組織は ISO 26262 に規定
された各 ASIL レベルの安全要件に対応する一貫性のあるポリシーを確立し、
これを強制することができます。ユーザーは、この規格の重要な要件を満

ISO 26262 表 1：モデリング / コーディング・ガイドラインの対象となる項目
題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

複雑度低減の強制（1a）

CSA はコードを解析し、循環複雑度とハルステッドのメトリクスを計算します。次に

ディベロップメント・テストは、品質や安全上の問題を、開発期間やコスト、

たすための、明確で分かりやすいポリシーを定義できます。このように

CPM を使い、複雑度を下げるためのポリシーを設定して強制することができます。

顧客満足に悪影響を与えることなくソフトウェア・ライフサイクル中の早期

ポリシーが設定されれば、Coverity の各種ディベロップメント・テスト・

さらに CAA を使い、循環依存関係や過度の複雑さを見つけて複雑度を下げることがで

（ソフトウェア・プログラムの作成中）に容易に発見して修正できるよう、

ソリューションを利用して各ポリシーに照らしたテストを行い、プロジェクト

きます。

開発者や経営陣、企業に役立ててもらうためのものです。

中のリスク部分を、コンポーネントごと、ASIL レベルごとに素早く可視化
できます。管理者や経営幹部はリスクの階層構造を見て、不具合への対処に

ディベロップメント・テストは、品質保証（QA）のための機能テストや性能

要する労力を把握でき、具体的な問題点のピンポイントでの掘り下げや、

テスト、セキュリティ監査といった従来のテストを補強するもので、開発

特定の安全要件が満足されているかどうかの確認ができます。

チームは作成したプログラム・コードに不具合がないかを素早く、容易に、

4

++ は強く推奨されることを示します
+ は推奨されることを示します
o は必須ではないことを示します

かつ過度の負担がない方法でテストできるため、重要なコードを正しく確実

Test Advisor － 自動車産業も含め、ソフトウェアのビジネスにかかわる多

にテストすることが可能です。その結果、開発者は常に新規開発の部分に

くの企業は、開発中にコードをテストする必要性を強く認識するようになり

集中でき、経営陣は可視化を通じて開発サイクル中の問題点を早期に発見し、

ます。多くの場合、これは相当に困難な仕事です。すなわち、開発者にはそ

よりよい意志決定を行うことができます。さらに企業は継続して高品質な

れをどこから始めたらよいのか、どこでテストが終わるのかが分からないた

製品を市場に供給できるので、競争上の優位性確保につながります。

めです。Test Advisor は、このような単体テストのプロセスに知性を与える

検証編

廃棄などを含む自動車安全ライフサイクルの全体を幅広くカバーしています。

Support Q&A

表の凡例

の適切な処置を行うことができます。開発者や管理者は該当する安全性要求

フィジカル編

開発者や管理者はソースコード中の不具合を素早く見つけ、その解決のため
この規格は10のパートで構成され、マネジメント、開発、生産、運用サービス、

Support Q&A

Coverity Connectは、集中型の不具合管理ワークフローを提供するもので、

論理合成編

テグリティ・プラットフォームの活用方法についてご説明します。

Support Q&A

に示されたガイドラインを満足するためのシノプシス ソフトウェア・イン
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ISO 26262の概要

言語サブセットの利用（1b）

CSA は標準的でない言語による構成を検出し、処置が必要な不具合として開発者に伝え
ます。

ASIL
A

B

C

D

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Coverity SDK を使い、その他のチェック項目を生成できます。
強い型付けの強制（1c）

C および C++ は、暗黙の型変換や明示的な型変換に対応しているため、Java などの
言語に比較して型付けが弱いとされています。
CSA は安全でない型付けを自動的に見つけ、その発生を不具合として伝えます。
Coverity SDK を使い、その他のチェック項目を生成できます。たとえば、型付けが許
されない場合には、カスタム・チェッカを作成し、型付け動作の都度、不具合を通知す
ることも可能です。

5

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームによるISO 26262ガイドラインへの適合

防御的な実装技法の使用（1d）

CSA は、関数の返り値がチェックされていないとき、これをエラーとして明示するこ
とで防御的プログラミングを強制します。なお、これには単にヌルをチェックするだ

ASIL
A

B

C

D

o

+

++

++

けでなく、返り値に間違いがないかの検証やテストも含まれます。
確立された設計方針の利用（1e）

ようにするための可視化と統制を可能にします。

+

+

スタイルガイドの使用（1g）

拡張性のあるシノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームには、

+

++

++

++

Coverity SDK を使い、命名規則に対する違反を点検するためのカスタム・チェッカ
を作成できます。

動的オブジェクトまたは動的

CSA はコードを自動分析し、動的オブジェクトの使用方法がその作成時に正しく

変数がないこと、もしあればそ

テストされているかどうかを確認します。たとえば、ユーザーがコードを分析し、

の作成時にオンラインでテスト

malloc() が 使 わ れ て い る か ど う か、使 わ れ て い る 場 合 は そ の リ タ ー ン が 必 ず
チェックされているかを確認できます。

+

++

++

++

++

++

++

++

CSA はコードの自動テストを行い、初期化されていない変数がないか確認します。

変数名が重複使用されていない

CSA は、たとえばローカル変数によるローカル変数の隠蔽、ローカルに隠れたパラ

こと（1d）

メータ、結合衝突などの問題について自動的にパース警告を生成し、開発者が処置す

グローバル変数の使用を避ける

Coverity SDK を使い、グローバル変数の使用を点検するためのカスタム・チェッカ

こと、また避けられない場合は

を作成できます。

Coverity SDK を使い、ポインタの算術演算に制限を課すためのカスタム・チェッカ

暗黙の型変換がないこと（1g）

Coverity SDK を使い、暗黙の型変換の追加がないか点検するためのカスタム・
チェッカを作成できます。

隠されたデータフローや制御

Coverity SDK を使い、隠されたデータフローや制御フローがないことを確認するた

ウェア安全性要件を実現するためのアーキテクチャ設計を行うことです。アーキテクチャ設計では、すべてのソフトウェア・コンポーネントと個々のコンポーネント

フローがないこと（1h）

めのカスタム・チェッカを作成できます。たとえば、このチェッカでコードを解析し

間の相互作用を階層構造の形で示します。すべてのソフトウェア・コンポーネントについて、そのインターフェイスやデータ経路といった静的な局面を記述する
だけでなく、プロセス・シーケンスやタイミング動作などの動的な局面を記述することも必要です。Coverity Architecture AnalysisとCoverity Policy Managerは、
モジュール化、カプセル化、単純化といった目標の達成に役立ちます。

インターフェイスのサイズ制限

CAA は、インターフェイスの大きさを可視化できます。

ソフトウェア・コンポーネント

拡張性のある Coverity プラットフォームには、ソフトウェアのコヒージョンに特化し

内における高いコヒージョン

たサードパーティ製のツールを組み込めます。

無条件ジャンプがないこと（1i）

反復がないこと（1j）

ASIL
A

B

C

D

++

++

++

++

++

++

++

++

も可能です。

（1c）

CAA を使い、コンポーネント間の関係や依存関係を表示させることができます。

間の結合の制限（1e）
適切なスケジューリング

拡張性のある Coverity プラットフォームには、スケジューリング・プロパティを扱う

プロパティ（1f）

サードパーティ製のツールを組み込めます。

割り込みの使用制限（1g）

Coverity SDK を使い、システム・ハードウェアへの割り込みなどの挙動を調べる
カスタム・チェッカを作成できます。

Coverity SDK を使い、無条件ジャンプがないか、GOTO 文を検出して点検するため

+

+

+

+

+

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

++

CSA は反復がないか自動でチェックし、発生した場合は処置の必要な不具合として
示します。
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+

+

++

++
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+
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+

++
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++

+
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++

+

+

++
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B

C

D

ISO 26262 表 9：ソフトウェアのユニット設計と実装の検証手法
ASIL

題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

制御フロー解析（1e）

CSA の詳細解析は、制御フロー中の全経路を網羅しています。

+

+

++

++

データフロー解析（1f）

CSA の詳細解析は、データフロー中の全経路を網羅しています。

+

+

++

++

静的コード解析（1g）

CSA は静的コード解析を自動で行います。

+

++

++

++

コードの意味解析（1h）

CSA はコードの意味解析を自動で行います。

+

+

+

+

ソフトウェア単体テスト

（結束性）
（1d）
ソフトウェア・コンポーネント

++

ソフトウェアの単体テストは、ISO 26262 規格の重要な要件の 1 つです。ソフトウェアの単体テストは、計画し、その仕様を定め、実行しなければなりません。
Test Advisor には命令網羅の機能があり、セーフティクリティカル・コードやリスクのあるコード（変更されたコードや、変更の影響を受ける従来のコードなど）
には必ず単体テストを付属するようにできます。テストが不十分な部分があれば、その速やかな解決を求めて担当の開発者に自動で通知できます。

ソフトウェア・ユニットの設計と実装
アーキテクチャ設計の完了後、ISO 26262 規格の次の段階はソフトウェア・ユニットの設計と実装です。

検証編

カスタム・チェッカを作成して許容最大サイズを超えたモジュールを特定すること

++

Support Q&A

のサイズ制限（1b）

++

フィジカル編

CPM は、ソフトウェア・コンポーネントの大きさをグラフィック表示でき、さらに

++

Support Q&A

ソフトウェア・コンポーネント

++

論理合成編

します。

++

Support Q&A

の階層構造（1a）

++

て「GOTO ポインタ」を見つけ、不具合の可能性としてこれらを示すことも可能です。

のカスタム・チェッカを作成できます。

ISO 26262 表 3：ソフトウェア・アーキテクチャ設計の方針

CAA と CPM を使い、ソフトウェア・コンポーネントの階層構造をグラフィックで表示

+
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製品設計フェーズが開始されると、ガイドラインとしての次のステップはソフトウェア・アーキテクチャ設計への対応になります。このフェーズの目的は、ソフト

ソフトウェア・コンポーネント

++

その使用を正当化すること（1e）
ポインタの使用制限（1f）

ソフトウェア・アーキテクチャ設計

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

++

できます。
変数の初期化（1c）

を作成できます。

題目

++

べき不具合として表示します。

のユーザーインターフェイス経由でスタイルガイドに対する違反を管理できます。
命名規則の使用（1h）

++

新製品
Custom Compiler

たとえばスタイルガイドなどのサードパーティ製ツールを組み込むことができ、共通

D

1 個ずつしかないこと（1a）

++

使用など、特定の設計方針に対する具体的な違反がないかをテストできます。
このガイドラインは、C / C++、Java、C には適用されません。

または出力点が存在していないかを判定します。

C

Coverity SDK を使い、カスタム・チェッカを作成してヒープ割当のコールを特定
+

Coverity SDK を利用してカスタム解析ルールを作成し、たとえばグローバル変数の
明白なグラフィックの使用（1f）

は、入力点と出力点がそれぞれ

すること（1b）

CAA は、設計者がこれを利用して設計方針を確立するためのもので、設計仕様が時間
経過とともに劣化してしまわないよう、また開発中に不要な依存関係が入り込まない

CSA は、リターン文を自動分析し、1 個のコンポーネントまたは関数に複数の入力点

B

ISO 26262

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

サブプログラムおよび関数に

ASIL
A

ガイドラインへの適合

題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

News Release

ISO 26262 表 1：モデリング / コーディング・ガイドラインの対象となる項目

題目

ニュースリリース

ISO 26262 表 8：ソフトウェアのユニット設計と実装の設計方針

前ページより続く

ISO 26262 表 15：ソフトウェア単体レベルでの構造カバレッジ・メトリクス
題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

1a

Test Advisor により、命令網羅（ステートメント・カバレッジ）が得られます。

ASIL
A

B

C

D

++

++

+

+

まとめ
各組織は生産する自動車の機能安全性を保証するため、シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームを利用して ISO 26262 規格に定められた

6

この規格にはソフトウェアの設計と実装に関する数多くのガイドラインが示されていますが、その目的は、正しい順序によるプログラムの実行、インターフェイス

コーディング・ガイドライン、アーキテクチャ設計、および単体テストの各要件への適合を図るとともに、プログラム・コードの複雑化に適切に対処することが

の一貫性、データフローと制御フローの正確性、簡潔性、可読性、包含性、堅牢性を保証することにあります。

できます。

7

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームによるISO 26262ガイドラインへの適合

防御的な実装技法の使用（1d）

CSA は、関数の返り値がチェックされていないとき、これをエラーとして明示するこ
とで防御的プログラミングを強制します。なお、これには単にヌルをチェックするだ

ASIL
A

B

C

D

o

+

++

++

けでなく、返り値に間違いがないかの検証やテストも含まれます。
確立された設計方針の利用（1e）

ようにするための可視化と統制を可能にします。

+

+

スタイルガイドの使用（1g）

拡張性のあるシノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームには、

+

++

++

++

Coverity SDK を使い、命名規則に対する違反を点検するためのカスタム・チェッカ
を作成できます。

動的オブジェクトまたは動的

CSA はコードを自動分析し、動的オブジェクトの使用方法がその作成時に正しく

変数がないこと、もしあればそ

テストされているかどうかを確認します。たとえば、ユーザーがコードを分析し、

の作成時にオンラインでテスト

malloc() が 使 わ れ て い る か ど う か、使 わ れ て い る 場 合 は そ の リ タ ー ン が 必 ず
チェックされているかを確認できます。

+

++

++

++

++

++

++

++

CSA はコードの自動テストを行い、初期化されていない変数がないか確認します。

変数名が重複使用されていない

CSA は、たとえばローカル変数によるローカル変数の隠蔽、ローカルに隠れたパラ

こと（1d）

メータ、結合衝突などの問題について自動的にパース警告を生成し、開発者が処置す

グローバル変数の使用を避ける

Coverity SDK を使い、グローバル変数の使用を点検するためのカスタム・チェッカ

こと、また避けられない場合は

を作成できます。

Coverity SDK を使い、ポインタの算術演算に制限を課すためのカスタム・チェッカ

暗黙の型変換がないこと（1g）

Coverity SDK を使い、暗黙の型変換の追加がないか点検するためのカスタム・
チェッカを作成できます。

隠されたデータフローや制御

Coverity SDK を使い、隠されたデータフローや制御フローがないことを確認するた

ウェア安全性要件を実現するためのアーキテクチャ設計を行うことです。アーキテクチャ設計では、すべてのソフトウェア・コンポーネントと個々のコンポーネント

フローがないこと（1h）

めのカスタム・チェッカを作成できます。たとえば、このチェッカでコードを解析し

間の相互作用を階層構造の形で示します。すべてのソフトウェア・コンポーネントについて、そのインターフェイスやデータ経路といった静的な局面を記述する
だけでなく、プロセス・シーケンスやタイミング動作などの動的な局面を記述することも必要です。Coverity Architecture AnalysisとCoverity Policy Managerは、
モジュール化、カプセル化、単純化といった目標の達成に役立ちます。

インターフェイスのサイズ制限

CAA は、インターフェイスの大きさを可視化できます。

ソフトウェア・コンポーネント

拡張性のある Coverity プラットフォームには、ソフトウェアのコヒージョンに特化し

内における高いコヒージョン

たサードパーティ製のツールを組み込めます。

無条件ジャンプがないこと（1i）

反復がないこと（1j）

ASIL
A

B

C

D

++

++

++

++

++

++

++

++

も可能です。

（1c）

CAA を使い、コンポーネント間の関係や依存関係を表示させることができます。

間の結合の制限（1e）
適切なスケジューリング

拡張性のある Coverity プラットフォームには、スケジューリング・プロパティを扱う

プロパティ（1f）

サードパーティ製のツールを組み込めます。

割り込みの使用制限（1g）

Coverity SDK を使い、システム・ハードウェアへの割り込みなどの挙動を調べる
カスタム・チェッカを作成できます。

Coverity SDK を使い、無条件ジャンプがないか、GOTO 文を検出して点検するため

+

+

+

+

+

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

++

CSA は反復がないか自動でチェックし、発生した場合は処置の必要な不具合として
示します。

+

++

++

++

+

+

++

++

o

+

+

++

+

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

+

+

++

++
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D

ISO 26262 表 9：ソフトウェアのユニット設計と実装の検証手法
ASIL

題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

制御フロー解析（1e）

CSA の詳細解析は、制御フロー中の全経路を網羅しています。

+

+

++

++

データフロー解析（1f）

CSA の詳細解析は、データフロー中の全経路を網羅しています。

+

+

++

++

静的コード解析（1g）

CSA は静的コード解析を自動で行います。

+

++

++

++

コードの意味解析（1h）

CSA はコードの意味解析を自動で行います。

+

+

+

+

ソフトウェア単体テスト

（結束性）
（1d）
ソフトウェア・コンポーネント

++

ソフトウェアの単体テストは、ISO 26262 規格の重要な要件の 1 つです。ソフトウェアの単体テストは、計画し、その仕様を定め、実行しなければなりません。
Test Advisor には命令網羅の機能があり、セーフティクリティカル・コードやリスクのあるコード（変更されたコードや、変更の影響を受ける従来のコードなど）
には必ず単体テストを付属するようにできます。テストが不十分な部分があれば、その速やかな解決を求めて担当の開発者に自動で通知できます。

ソフトウェア・ユニットの設計と実装
アーキテクチャ設計の完了後、ISO 26262 規格の次の段階はソフトウェア・ユニットの設計と実装です。

検証編

カスタム・チェッカを作成して許容最大サイズを超えたモジュールを特定すること

++

Support Q&A

のサイズ制限（1b）

++

フィジカル編

CPM は、ソフトウェア・コンポーネントの大きさをグラフィック表示でき、さらに

++

Support Q&A

ソフトウェア・コンポーネント

++

論理合成編

します。

++

Support Q&A

の階層構造（1a）

++

て「GOTO ポインタ」を見つけ、不具合の可能性としてこれらを示すことも可能です。

のカスタム・チェッカを作成できます。

ISO 26262 表 3：ソフトウェア・アーキテクチャ設計の方針

CAA と CPM を使い、ソフトウェア・コンポーネントの階層構造をグラフィックで表示

+

What's New
in DesignWare IP?

製品設計フェーズが開始されると、ガイドラインとしての次のステップはソフトウェア・アーキテクチャ設計への対応になります。このフェーズの目的は、ソフト

ソフトウェア・コンポーネント

++

その使用を正当化すること（1e）
ポインタの使用制限（1f）

ソフトウェア・アーキテクチャ設計

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

++

できます。
変数の初期化（1c）

を作成できます。

題目

++

べき不具合として表示します。

のユーザーインターフェイス経由でスタイルガイドに対する違反を管理できます。
命名規則の使用（1h）

++

新製品
Custom Compiler

たとえばスタイルガイドなどのサードパーティ製ツールを組み込むことができ、共通

D

1 個ずつしかないこと（1a）

++

使用など、特定の設計方針に対する具体的な違反がないかをテストできます。
このガイドラインは、C / C++、Java、C には適用されません。

または出力点が存在していないかを判定します。

C

Coverity SDK を使い、カスタム・チェッカを作成してヒープ割当のコールを特定
+

Coverity SDK を利用してカスタム解析ルールを作成し、たとえばグローバル変数の
明白なグラフィックの使用（1f）

は、入力点と出力点がそれぞれ

すること（1b）

CAA は、設計者がこれを利用して設計方針を確立するためのもので、設計仕様が時間
経過とともに劣化してしまわないよう、また開発中に不要な依存関係が入り込まない

CSA は、リターン文を自動分析し、1 個のコンポーネントまたは関数に複数の入力点

B

ISO 26262

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

サブプログラムおよび関数に

ASIL
A

ガイドラインへの適合

題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

News Release

ISO 26262 表 1：モデリング / コーディング・ガイドラインの対象となる項目

題目

ニュースリリース

ISO 26262 表 8：ソフトウェアのユニット設計と実装の設計方針

前ページより続く

ISO 26262 表 15：ソフトウェア単体レベルでの構造カバレッジ・メトリクス
題目

シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームの対応

1a

Test Advisor により、命令網羅（ステートメント・カバレッジ）が得られます。

ASIL
A

B

C

D

++

++

+

+

まとめ
各組織は生産する自動車の機能安全性を保証するため、シノプシス ソフトウェア・インテグリティ・プラットフォームを利用して ISO 26262 規格に定められた

6

この規格にはソフトウェアの設計と実装に関する数多くのガイドラインが示されていますが、その目的は、正しい順序によるプログラムの実行、インターフェイス

コーディング・ガイドライン、アーキテクチャ設計、および単体テストの各要件への適合を図るとともに、プログラム・コードの複雑化に適切に対処することが

の一貫性、データフローと制御フローの正確性、簡潔性、可読性、包含性、堅牢性を保証することにあります。

できます。
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