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ソリューション ソフトウェア診断サービス

お客先の困り事(ご要望)とソフトウェア診断サービス
お客様の困り事 診断サービス

①ソースコード診断

③クラス間依存関係分析支援(Java)

⑤性能分析支援(Java)

⑦Windows移行支援

お客様の困り事 診断サービス
②テスト自動化支援

④テスト品質向上支援

⑥テスト設計支援

⑧テスト設計者育成

・テストをすり抜ける
(再現性が低い)バグを

検出してほしい
・重要なバグだけ

見つけてほしい

・共通メソッド修正後、
動作不安定なアプリ発生

・共通メソッドをどの
アプリが使ってる︖

・本番環境にツール等は
インストール出来ないが
遅い機能や月末処理時
遅くなる原因は︖

・Windowsの移行等、
人海戦術による
動作確認工数
を減らしたい

・ツールと熟練技術者の目検にて検出
→ツールでの検出率︓約70%(過去実績)

・診断結果は、要修正、要確認、他に分類
・ C/C++,Java,.Net等をサポート
・スパゲッティプログラムの数値化

・Javaクラスのメソッド単位に
順呼び出し/逆呼び出しの一覧化

・表形式/ツリー形式にてレポート

・本番環境に特殊なツール等をインストール
せずに性能分析

※性能改善したい機能や時間帯をターゲット
に情報採取後、分析

・人海戦術にて行っていた移行動作確認を
自動化

・パイロット業務から自動化範囲拡大
・Edge Firefox chrome 対応可

・テスト工数を
減らしたい

・テスト自動化の導入を
支援してほしい

・本当にテストした︖
開発者の負荷を最小限
に留め、テスト実行の
エビデンスを採取したい

・テスト漏れ無く、
ダブり無い、
テスト項目を
最適化したい

・過去の勘・経験での
テスト設計から
脱却したい。

・社員を育成
してほしい

・自動テスト環境の構築、画面操作(GUI)の
記録、自動テストスクリプト編集＆期待値
登録、自動テスト実行、期待値との差異
発生時、バグ情報自動出力

・作成したスクリプトの利用方法説明

・テスト品質の定量化(網羅率を％表示)
→テスト未実施箇所が一目で目視可能

・Linux、Windows(Java/.NETﾌﾚｰﾑﾜｰｸ)
※アプリの修正不要

・テスト計画/設計の観点漏れ等を洗い出し
・テスト設計技法をマスターした要員が

テスト項目を最適化
・テスト項目600項目に対し、900項目追加

・グループ演習中心の実践型教育
・お客様指定場所にて1日教育(9時-17時)
・同値分割/境界値分析、複合条件の考え方

観点例を伝授(知っている→使っている)

▐ ソフトウェアの品質問題により、お客様の損益悪化等を招く事例が報告されています。
お客様の困り事やご要望に対し、官公庁～製造・流通業～制御案件等
様々な支援実績を基に、サービスを組合せ、問題/課題解決をご支援します

※要修正とは、第三者視点にてバグと想定する項目です。上記以外に、 「テスト実行支援」「品質管理支援」「プロマネ支援」も対応可能です。
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本サービスの特長、ソースコード診断

▐ 過去の診断実績例と成果報酬型診断
静的解析診断(標準)

バッファオーバーラン等のツールでは
見落とす障害箇所を目検にて検出

ソースコード品質の定量化
複雑度≧50は、潜在バグの可能性大

複雑度診断(標準)

クローンコード行を一覧化、共通化を
図らない場合、修正漏れに活用可能

クローンコード診断(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

不要コード数と箇所を一覧化、ソース
コード行とモジュールのスリム化

デッドコード診断(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

※QAC,CWE,CERT-CやVB/ASP等の診断実績有り。
※開発環境（ビルド手順含）と開発アプリ等、全てをご提供願います。

脆弱性診断(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
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CrossSiteScripting
等のソースコード上
の脆弱性箇所を
一覧化

●診断例︓デッドロック障害(技術者の目検にて)
SELECT～FOR UPDATE文で行ロックをかける行の選択条件とUPDATE文で
更新対象とする行の選択条件が同一でSELECT文の方はポート番号順にロックを
かけているが、UPDATE文の方は順不動(Oracleの挙動に依存)でロックをかけて
いるため、お互いにロックをかける行の順番が異なっていたために
デッドロックが発生

▐ 複雑度解析の測定方法
McCabe氏が推奨する循環的複雑度にて解析を行い
下記の式にて複雑度を算出
複雑度 = エッジ － ノード ＋2 (下記例:15-14+2=3)
A1 public int euclid(int m, int n) {

int r;
A2 if (n > m) {
A3 r = m;
A4 m = n;
A5 n = r;
A6 }
A7 r = m % n;
A8 while (r != 0) {
A9 m = n;
A10 n = r;
A11 r = m % n;
A12 }
A13 return n;
A14 }

エッジの数︓１５ ノードの数︓１４

※複雑度とは、スパゲッティプログラムの数値化

短期間で要修正(バグ)箇所を洗い出す
診断サービスをメニューに追加
①診断規模は、最大200KL
②診断期間は、1～2週間
③診断言語は、C,C++,C#,VB.NET
④検収金額は、要修正件数に応じ変動

検収金額の上限値有り
⑤本診断は、全てのバグを検出する

サービスではありません。

成果報酬型診断 NEW

複雑度 　複雑度の説明 件数
75以上 バグが存在する可能性大 5
50～74 テスト漏れの可能性大 21
30～49 構造に問題有り 47
29以下 構造上問題無し 156

計 229

クローン数
Ａモジュール 123
Ｂモジュール 48

重複ライン数 , 重複語数
AAA.C AAA1.C Duplication 65 Lines,296 Tokens
BBB.C BBB2.C Duplication 32 Lines,166 Tokens

ファイル名 デッドコード数
AAA.C 15
BBB.C 8

ファイル名
デッドコード

開始行
デッドコード

終了行
AAA.C 57 117
AAA.C 128 129

ｵﾌﾟｼｮﾝ
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サービスの特長、ソースコード診断

▐ 本サービスの特長
ツールと熟練技術者の目検にて実行時エラーを検出します。
(言語別一例)

C,C++
●目検でしか検出できない指摘例

●ツールによっては、検出できない場合があるが、目検により検出できる指摘

●ツールによっては、検出できない一例

項番 種別 指摘内容例

1 ロジックの問題 処理対象の誤り

2 配列初期値のコンマ記載漏れ

3 配列の範囲外アクセス 特定条件で配列の添え字が -1、または配列の要素数を

超える

4 配列の要素数を確認せずにアクセス

5 分岐処理の条件漏れ 分岐処理の条件漏れ

項番 種別 指摘内容例

1 2重解放 解放後のNULL設定漏れ

2 NULLポインタアクセス ファイルオープン処理の失敗時の考慮漏れ

3 外部変数や関数パラメータのNULLチェック漏れ

4 バッファオーバーラン バッファの有効領域サイズを確認しないで値を書き込み

5 メモリリーク エラー処理やクラスのデストラクタでのメモリ解放漏れ

6 配列の解放処理誤り

7 リソース解放漏れ オブジェクト使用後のリソース解放処理漏れ

8 ロジックの問題 解放済みメモリ領域へのアクセス

9 条件式の誤り（”==”ではなく”=”を使用）

10 浮動小数点数の等価比 浮動小数点演算の誤差の考慮漏れ

    int    Data_a[10];   /*  配列定義 */

{

    int    n;    /*  index */

    for (n = 0; n < sizeof(Data_a); n++) {　←　s izeof (Data _a)の値は40

        if (Data_a[n] & status_bit) {　←　添え字が１０を超えると範囲外アクセス

            return (n);

        }

    }

    return (-1);

}

C#,VB.NET
●目検でしか検出できない指摘例

●ツールによっては、検出できない場合があるが、目検により検出できる指摘

●ツールによっては、検出できない一例(C#)

項番 種別 指摘内容例

1 クラス／メソッドの実装誤

り

フィールドの定義誤り

2 分岐処理の条件漏れ switch文のcaseの実装漏れ

3 ロジックの問題 0除算

4 ループ処理内のカウンタ値未使用

5 誤った値の代入

6 誤った戻り値の返却

7 終了処理漏れ

項番 種別 指摘内容例

1 null参照 例外経路でnull 値を利用

2 クラス／メソッドの実装誤

り

IDisposable インターフェイスの実装誤り（リソース解放漏

れにつながる可能性）

3 Finalize メソッドの実装漏れ

4 メモリリーク 例外発生時のメモリ領域の解放漏れ

5 リソース解放漏れ ループ処理内でオブジェクトのリソース解放処理漏れ

6 例外発生時のストリームのクローズ漏れ

7 データベースリソースの解放に失敗する可能性(closeメ

ソッドはif文等の分岐文中に記述)

8 ロジックの問題 文字列操作の誤り(比較時の考慮不足)

9 例外処理時のRollbackメソッド漏れ

    switch(i) {

        case 1:        /* case 1 */

        case 2:        /* case 2 */

        case 3:        /* case 3 */

        case 4:        /* case 4 */

            処理１;    

            break;

        case 5:        /* case 5 */

            処理２;    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　←breakが無い

        case 6:        /* case 6 */

            処理３;    

            break;

    }

活用時、下記を教えてください
1.OSとそのバージョン（CentOS release5等）
2.コンパイラとそのバージョン（gcc 3.4.6等）
3.ビルドをするためにOS標準機能以外に

インストールが必要なソフトウェア
4.開発言語
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診断レポート例、診断実績例、問合せ先

▌診断レポート例

▌診断実績例

▌成果報酬型コード診断

▌問合せ先
①要修正(バグ)摘出実績 ②診断規模(1案件)

ＡＶＥ 4KL当り1.0件
ＭＡＸ 1KL当り1.3件

20KL～1350KL

＜熟練技術者の目検＞
要修正の25%以上を
技術者の目検にて
検出した事例が多数あります

NEC クラウドプラットフォーム事業部
URL: http://jpn.nec.com/SystemDirectorEnterprise/

http://jpn.nec.com/SystemDirectorEnterprise/

