動的テストツール

CERTIFIED

C/C++対応 単体テスト・統合テスト
自動化ツール「Cantata」で
安全規格への準拠対応を加速

組込みソフトウェアの
品質向上

業界リーダーたちに「Cantata」が
選ばれる理由
規格準拠対応にかかるコストを削減
Cantataは、ソフトウェア安全規格の動的テスト要件を満たしており、
単体テストと統合テストの両方をホスト上およびターゲットプラット
フォーム上で実施することができるソリューションです。
開発ツールの認証取得には多大なコストがかかります。その点、
Cantataは独自にSGS-TÜV SAAR GmbHの認証を受けているため、
ツール認証に必要なものはすべて、追加費用なしに提供されます。

TÜV認証取得済み規格
› ISO 26262:2011 (自動車)
› EN 50128:2011 (鉄道)
› IEC 62304:2006 (医療)
› IEC 61508:2010 (一般産業)
› IEC 60880:2006 (原子力)

ソフトウェア安全規格への準拠方法は複雑で、その理解には時間が
かかります。しかし、Cantataには各種規格の動的テスト要件を満
たす方法を説明した手引書も付属しているため心配はありません。
規格準拠に必要な作業を遅滞なく実施することができます。

上記以外の対応可能規格
› DO-178B
› DO-178C / DO-330
› 要望に応じてその他もサポート

ソフトウェアの不具合発生リスクを低減
ソフトウェアの不具合によって製品のリコールが発生したり、ブランドや企業の評価が損なわれてしまった
場合の損害は、個々のアプリケーション開発にかかるコストをはるかに上回ります。アプリケーションコー
ドをテストし、製品にバグが入り込むのを防ぐためには、単体テストの実施が最も確実です。
プロジェクトで発生しうるコスト超過や遅れなどのリスクの中には、ソフトウェアの開発ライフサイクルの
できるだけ早い段階で単体テストを行うことで回避できるものがあります。単体テストを実施して、コン
ポーネントの統合をより簡単かつ予測可能なものにすることで、プロジェクトがテスト工程に入ってから、
遅れが発生するようなリスクを抑えることができます。
（製品やサービスが利用者のニーズを満たさず）訴訟に繋がってしまうリスクは、近年増加傾向にありま
す。Cantataを用いた単体テストのような、業界で一般的に認められれている手法を採用していなかった場
合、技術水準に基づく反論（抗弁）の主張が裁判において認められなくなります。

テストにかかるコストを削減
開発ライフサイクルの早い段階でのテストの実施は、後に必要となるコード修正を最小限に抑え、コストの
削減につながります。開発者はコンポーネントの用意が整い次第すぐに、Cantataを使った単体テストや統
合テストで、不具合の検出を開始できます。
単体テストや統合テストを特定の規格に準拠した形で実施するには膨大なコストがかかりますが、プロセスの自
動化により、そのコストを劇的に削減することができます。Cantataで下記の作業を自動化することで、安全規
格の動的テスト要件をすばやく満たすことができます。
› テストフレームワークの生成
› テストケースの生成

› ホスト上およびターゲットプラットフォーム上でのテスト実行
› テスト結果の分析とレポートの作成

ツールのツールチェーンへの組み込みが、実は隠れたテストコストになっていることがあります。その点
で、クロスコンパイル環境と密接に連携し、Eclipse®GUIやコードエディタで直観的にC/C++テストの実
施が可能なCantataは、どんなツールチェンにも簡単に組込むことができます。これにより、ツールの使い
方を習得するのにかかる時間を短縮し、テスト作業を円滑に進めることができるため、全体としてのテスト
コストを抑えることができます。

製品化にかかる時間を短縮
業界のリーダーたちは、品質を損なうことなく、少しでも早く製品を市場に出すことの必要性をよく理解し
ています。Cantataを使用すると、この時間短縮の観点で以下のようなメリットがあります。
› 体系的で一貫性のあるテストの実施や認証取得にそのまま使えるレポートの作成が可能になることで、
開発チーム間の協力体制が強化され、作業効率も向上します。
› 個別にテスト済のソフトウェアコンポーネントを統合することで、統合にかかる時間の予測と短縮が
容易になります。

「Cantata」はさまざまな環境で使用可能
「Cantata」の特長
› 自動テストとテストケース生成
› 幅広いプラットフォームのサポート
とツール連携

› 使いやすいEclipse® GUIとC/C++言語
対応のテスト
› 要件との双方向トレーサビリティ
› 独自の呼出しインターフェース制御
による呼出しシミュレーションと割
込み
› ユーザーコードの柔軟な挿入
› コードカバレッジ解析機能の搭載
› 自動回帰テスト
› コード変更に応じたテスト管理
› 主要な安全規格に対応した無償の
ツール認証キットの提供

Cantataは、Built-on-Eclipse IDEでWindows®やLinux®のホストOSにイ
ンストールされます。また、Eclipse-Ready®プラグインセットとしてのイ
ンストールも可能です。GCCおよびMicrosoft Developer Studio®コンパ
イラをサポートし、以下のようなさまざまな組込み開発ツールチェーンと
連携します。




IDE/RTOS
クロスコンパイラ
デバッガ





ビルド/継続的インテグレーション
ソフトウェア構成管理
要件管理

お使いのツールやプラットフォームの対応については、東陽テクニカ技術
サポート（ss_support@toyo.co.jp）までお問い合わせください。

どんな組込みターゲットでも対応可能
Cantataは、標準搭載のウィザードを利用して、さまざまなテスト環境で
使用したり、デプロイメントすることができます。ライセンスによる制限
はありません。Cantataのデプロイメントは、安全に関連するプロジェク
トにおいて使用する上で問題ないことが保証済みのライブラリと設定オプ
ションで構成されており、自作のコードとシームレスに連携します。デプ
ロイメントの切り替えにより、特定の製品用に用意したテストをまとめ
て、派生品のテストにも簡単に流用することができます。

ターゲットに合わせた簡単かつ柔軟なテスト
Cantataによるテスト（プラットフォームに依存しないC/C++言語で記述
されたテストスクリプトとプラットフォームごとのデプロイメント）
は、C/C++言語の実行ファイルとしてビルドされ、自作のコードを以下
にダウンロードして実行するのと同じ使用感で、テスト対象のプラット
フォーム上で使うことができます。


シミュレータ―



エミュレーター



物理ターゲットボード

機能テストやコードカバレッジ解析の結果は、診断およびレポート作成の
ためにホストに送り返されます。このプロセスは、CantataのMakefileや
テストスクリプト、プラットフォームごとのカスタマイズによって完全に
自動化されています。これにより、簡単かつ柔軟にターゲットに合わせた
テストがGUIやCLIから実行できます。

対応可能なテスト
ブラックボックステスト
ホワイトボックステスト
正常系/異常系テスト
要件/堅牢性テスト
単一入力/大容量入力データセット
手続き型/オブジェクト指向型テスト
呼出し/割り込みテスト
アイソレーションテスト
統合テスト
ホスト実行/ターゲット実行テスト新
機能テスト
回帰テスト

ユーザー作成のコードは、移植性の高いテストスクリプトとターゲットに
対応したライブラリと共に実行されます。また、ひとつのテスト実行ファ
イルとしてビルドされ、さなざまなホストおよびターゲットプラットマ
ォーム上で実行できます。ホワイトボックステストにおけるアクセスや
コードカバレッジ解析では、Instrumentationが使用されるため、本番用
のコードがテストのために変更されるようなことはありません。

柔軟なテストフレームワーク
柔軟なテストフレームワーク（テストスクリプトと対応
するライブラリ）により、多種多様な組み合わせで単体
テストや大規模な統合テストを実施できます。GUIから
でも、直接C/C++コードを変更することでもテストを
編集し、実行ファイルとして組込みターゲット上および
ホストプラットフォーム上で実行することが可能です。

ブラック＆ホワイトボックステスト
高度に自動化されたテストケースが、ブラックボックス
テストを強力かつ精密なものに、ホワイトボックステス
トをより効率的かつ徹底したものにします。ブラック
ボックステストは、ユーザ指定または定義済みのパラ
メータ化されたループテスト、組み合わせによる影響測
定、大容量のデータセットのCSV入出力によって実現さ
れます。
Cantataのinstrumentationを用いた正確なホワイトボッ
クステストでは、テストスクリプトから直接、条件付き
コンパイルなしに、カプセル化されたコードへのアクセ
スが自動的に行われるため、静的およびプライベートな
関数・データの両方を制御することができます。本番
用コードに変更を加えることなく、テスト用のコードを
（instrumentationを介して）追加で挿入することも可能で
す。

独自の呼出し制御
Cantataは、テスト対象のソフトウェアからのすべての
関数呼出し（シミュレート（スタブ）および割込み
（ラップ））を自動的に制御し、以下を実現します。
›
›
›
›
›

自動チェックを行うパラメーターやデータの選択
さまざまなインスタンスでの差分呼び出し
テストケースごとの柔軟な呼出し順序検証
インターフェースエラーの検出と挿入
カップリングテストの制御

呼び出されるオブジェクトの（仮定ではなく）実際の動
作やシミュレーションされた動作を検証する目的でラッ
パーインターセプトが呼び出されます。シミュレーショ
ンができない場合や望ましくない場合（統合時の内部的
な呼出しやOSからの呼び出し、ハードウェアインター
フェースなどの場合）は、Cantata独自のパワフルな呼
出し制御がラッパーによって行われます。

堅牢性テスト
テストケースのループ中に、基本データ型用に事前定義
された値（ルールセット）を利用することで、簡単に堅
牢性のテストを行うことができます。アクセス可能なグ
ローバルデータはすべて自動的に、意図しない変更が
されていないかチェックされます。

オブジェクト指向テスト
Cantataのオブジェクト指向テストは、”クラス”として
実装されており、メソッドやテンプレート、またはクラ
スのクラスタのテストに利用できます。特長として、以
下の自動化機能があります。

要件の追跡
要件またはテストプランのセットが、Cantataサーバー
にインポートされます。ドラッグ＆ドロップで関係性を
割当てて、Cantataのテスト結果やコードカバレッジ情
報と合わせて出力し、双方向的にトレーサビリティを確
保することができます。

› 継承階層を用いたテストケースの再利用
› テストクラスの継承
› 抽象基底クラス（ABC）や純粋仮想メソッド
（PVM）の具現化
› コードから直接呼び出されない未定義な参照への
依存の解消

自動テスト
Cantataは、データやパラメータ、呼出し順序をチェッ
クすることで、カバレッジ率の高い単体テスト用スクリ
プトを自動生成します。費用のかかるシステムテストへ
の依存を低減し、コードカバレッジにおけるギャップを
自動的に解消することで、回帰テストの課題解決に役立
ちます。

ワークフローやお使いの要件管理ツール(例︓IBM®
Rational® DOORS®、 PTC Integrity®、 Polarion®
REQUIREMENTS™、Intland codeBeamer®)に合わせ
て、CSVやMicrosoft Excel®、要求変換形式
（ReqIf）でのインポート/エクスポートが可能です。

コードカバレッジ解析
テストの際にソースコードが実行された割合を
（Cantataによるテスト実行でなくても）客観的
に計測することができます。Instrumentation、
データのレポート化、要求されるコードカバレッ
ジレベルでの統合チェックを自動化するための
ルールセットが規格ごとに用意されています。

静的解析との同期
Cantataは、静的解析ツールである
QA-CやQA-C++と連携し、動的および
静的テストプロセスを同期することがで
きます。
CantataとQA Frameworkの両方をインストール
した環境であれば、Cantataのワークスペース上で
変更したソースコードのQA-C/QA-C++による再解
析を自動的に実施して、行われた変更が静的解析に
おける要件に合致しているかを即座に
チェックすることができます。

診断とレポート作成
コードカバレッジは下記のメトリクスをもとに計測されます。
›
›
›
›
›

入口
呼出しに対する戻り値
文（ステートメント）
基本ブロック
判定（ブランチ）

›
›
›
›

条件
MC/DC
ループ
関係演算子

各行のコード構成をテストケースやテストラン、メ
トリクスタイプ、（継承関係、スレッド、状態、
データカプリングなどの）コードのコンテキストご
とに深く分析することで、計測結果にフィルターを
かけたり、カバレッジを集めて完全なるプロジェク
トコードツリーを完成させることも可能です。テス
トケースの自動最適化は、大量のデータセットの中
から適切なテストケースベクターを選択し、回帰テ
ストの工数を削減する上で役立ちます。

継続的テスト
Cantataでテストを作成すると、コンパイルからリ
ンク付け、デプロイメント、実行、テストスイー
ト用の結果の抽出までをバッチモードで行うため
のMakefileが自動生成されます。このMakefileは
既存のMakefileと共に利用することが可能で、
オープンソースおよび商用の継続的インテグレー
ションツールとの連携も簡単です。

コード変更の解析
Canataは単体テストの管理を自動化するのにも役
立ちます。既 存 の テ ス ト に 影 響 を 及 ぼ す 変 更
を特定し、そこから適切な更新の提案を行
い、テストスクリプトのリファクタリングま
でを自動で実施します。

Cantataで取得したテストやコードカバレッジ解析の
結果は、Eclipse® GUIを使ってさまざまなフィルタ
をかけることができます。また、XMLやHTML、認証
取得時にそのまま使えるASCIIテキスト形式でのカス
タマイズレポートの作成も可能です。

Team Reporting -

管理者向けアドオン製品

クライアントサーバ構造とWebインターフェース、
REST APIを備えたCantata Team Reportingを利用
することで、現在のテスト状況と過去の傾向を、複数
のコードベースにまたがる形で確認できます。詳細は
Team Reportingデータシートをご参考ください。

お客様の声
「航空電子分野から軍事分野、さらには医療分野においても、Cantata
が高い信頼性の求められるソフトウェアのテストに利用されてきた実績
には非常に感心させられました。Cantataを選んだのは我々にとっては
ある意味、当然の選択でした。」
Urs Reidt, Research and Development Director
「セーフティクリティカルな航空関連のソフトウェアのテストや検証に、もう
何年もCantataを使っていますが、非常に優秀で、できることは非常に複雑で
あるにもかかわらず、ツール自体はシンプルです。」「Cantataはすぐに、
そして簡単に使えるツールです。」
Johnny Johansson, Validation & Verification Tools Manager
「Cantataを体系的に利用することで、単体テストにかかる時間を最大
限に短縮し、大幅なコスト削減も実現できました。」
Philippe Lomazzi, Head of Software Development
「さまざまなプラットフォームや言語での単体テストにCantataを使用して
きましたが、[......]自信を持ってクライアントに勧められるツールです。」
Padmakumar TV, Senior Engineering Specialist
「控えめに言っても、支払った額の倍以上の価値はあったと思います。」
John Duckett, Special Projects Manager

Bosch Engineering GmbH

「ソフトウェアの複雑さが増してきていることで、開発の早い
段階でのモジュールテスト実施の重要性が高まっています。

Cantataを実際に使用してみて、単体テストの大幅な効率アップに成功しました。QA Systems社の
Canataは、単体テストや統合テストの作成および実行に加えて、カバレッジ解析においても、理想的
なソリューションを提供してくれます。」
Matthias Schmidt, Testmanagement, Verification and Validation

デモをリクエスト
デモをご希望のお客様は
お気軽に東陽テクニカ
(ss_sales@toyo.co.jp)
までご連絡ください。

無料トライアル

製品の詳細

お客様のコードと環境で
Cantataのすべての機能をお試
しいただけます。トライアル
中でも、無償で技術サポート
を受けることができます。

製品の詳細については、下記の
Webページをご参照ください。

株式会社 東陽テクニカ
〒103-8284

www.toyo.co.jp/ss/products/
detail/cantata

ソフトウェア・ソリューション

東京都中央区八重洲1-1-6

TEL. 03-3279-0771 FAX. 03-3246-0645
www.toyo.co.jp/ss/

E-Mail: ss_sales@toyo.co.jp

