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あらゆる5G自動テストニーズに対応する 
グラフィックスクリプト作成ツール

R&S®CMsequencer
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背景
無線業界で、自動テストの重要性を過小評価することはできま
せん。自動テストは非常に重要です。アプリケーションの数は膨
大であり、数えきれないほどのツール、アプリケーション、およ
び自動化フレームワークが、こうしたテストのために開発され
ています。5G R&S®CMX500 無線機テスタによるテストにおい
ては、それがFR1 RFパラメトリックテストであれFR2 OTA測定
であれ、あるいはE2E最大IPスループットテストであろうと、自
動テストツールは5Gテストのあらゆる側面をカバーする必要
があり、ミッションクリティカルな要素です。

これまでは、共通部分がなく、互いに完全に切り離された個別
のツール／アプリケーションによって、さまざまなテスト領域に
対応してきました。この場合、ユーザー設定のためのユーザー
インタフェースやタイプ、DUTの自動化やテストプランの取り扱
い、結果の出力方法などのすべてが異なる場合があります。こ
のような比類なき多様性により、多くの場合、ユーザーがその
すべてを習得するのは困難であり、途方もない作業が発生しま
す。同じネットワークエミュレーターを使用している場合でも、
ハードウェア機能を設定したりテストしたりするのに必要とな
る多種多様なツールの習得には膨大な時間と労力がかかり、
効率が著しく低下します。

テストをグラフィカルに作成して実行する新しい時代
歴史を繰り返す必要はありません。ローデ・シュワルツは、あら
ゆるテスト、自動化、結果管理のニーズに対応する、自動5Gテス
ト用の単一のグラフィックスクリプト作成アプリケーションを提
供しています。R&S®CMX500は、直観的で柔軟性の高い独自
のユーザーインタフェースを備えているため、ユーザーは複数
のツールを操作する必要はありません。統一されたユーザーイ
ンタフェースを使用してさまざまなテストのユースケースを扱
えるので、習得が容易になり、断片的なアプリケーションにより
強いられていたテストの限界を超える機会が広がります。

今後はより統一的な手法が確立され、あらゆる種類の5Gテス
トに必要なすべての機能を、単一のグラフィカル・ユーザーイン
タフェースから使用できるようになります。

ローデ・シュワルツのR&S®CMsquares シーケンサ
（R&S®CMsequencer）は、テストシーケンスを作成するため
の独自の直観的な方法を提供して、幅広いテストのユースケ
ースに対応します。例えば、5G RFパラメトリックテスト、3GPP 
RFテスト、プロトコル検証、およびE2E IPテストなどが可能で
す。R&S®CMsequencerは、R&S®CMsquares 対話モードとシ
ームレスに連携しています。そのため、自動化環境におけるテス
トスクリプトやテストプランの作成および実行がシンプルです。
ユーザーは、カラーコード化された機能ブロックを次々に並べ
ることで、最初から最後まで非常に簡単にテストを構成できま
す。5Gテストが、今までになく簡単になります。

R&S®CMsequencerは、R&S®CMX500 無線機テスタ上で、テストスクリプトの作成、設定、および実行
を行うグラフィックスクリプト作成インタフェースです。R&S®CMsequencerは、R&S®CMX500のパワ
フルなユーザーインタフェースおよびコントロールセンターであるR&S®CMsquaresの一部です。

概要

R&S®CMsequencerは、ウェブベースの
R&S®CMsquaresにネスト構造で組み
込まれます。これにより、シンプルさ
と柔軟性を兼ね備えたグラフィカル
スクリプトを利用できます。
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利点
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R&S®CMsequencerは、R&S®CMX500を使用する多くのテストに最適です。R&S®CMsequencerは、チッ
プセットメーカー、モジュールメーカー、OEM、ネットワークプロバイダー、規制機関、サービスお
よび修理会社など、ほぼすべてのユースケースをサポートします。R&S®CMsequencerはワークフ
ローを簡素化して、テストスクリプトおよびテストケースの作成と実行を支援し、実行結果をク
リアに表示します。

将来の変化にも対応できる最先端のソフトウェア
ソフトウェア業界のトレンドは、ウェブアプリケーションへと向かっています。R&S®CMsequencerおよびR&S®CMsquares 
対話モードは、ウェブベースのアプリケーションで、あらゆるオペレーティングシステム上で動作することができます。

単一のグラフィカルアプリケーションで完全なテストカバレッジを実現
RFパラメトリックテスト、3GPP RFテスト、スループットテスト、モビリティーテスト、障害シナリオ、または 
それらのあらゆる組み合わせに対して、R&S®CMsequencerでは1か所でテストの作成と実行が可能です。

内蔵の自動キャンペーン管理
R&S®CMsequencerは、テストキャンペーンの作成、リモート実行中のDUT処理の自動化、 
およびFR2用の3D測定チャートを含む結果コレクションなどの高度な機能を備えています。

外部機器の制御方法を簡素化
R&S®CMsequencerを使用すれば、FR2テスト用のOTA電波暗室やバッテリー寿命テスト用の電源などの 
外部機器の制御と取り扱いが容易になります。

DUTでサポートされているバンドの組み合わせテスト
DUTでサポートされているすべてのバンドの組み合わせ全体を容易にスキャンして、バンドの組み合わせごとに
KPI（RF、Tputなど）を検証します。
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ブロックによりテストの障壁を打開
R&S®CMsequencerのブロックは、最大ユニットと最小ユニッ
トの両方から形成されます。テストキャンペーンからスケジュー
ル変更まで、OTA電波暗室でのポジショナーの制御からユー
ザープロンプトの追加まで、あらゆる操作にブロックを使用す
ることができます。単一のユニットで、単純なものからかなり複
雑なものまで、テストシーケンスを効率的に作成することがで
きます。

ブロックはカテゴリーに配置され、特定のカテゴリーのブロッ
クにはルールが適用されます。テストスクリプトブロックには、
シグナリング、またはRF測定ブロックを含めることができます
が、別のテストスクリプトブロックを含めることはできません。 
テストプランブロックには、複数のテストスクリプトブロックを
含めることができます。

機能ブロックは、わかりやすいようにカラーコード化されてい
ます。例えば、LTEブロックは橙色で、NRブロックは緑色です。
すべてのブロックは、特定のパラメータをカバーしています。ユ

ーザーは、それらを設定することで、ブロックの動作だけでな
く、R&S®CMX500の設定やDUTシグナリングの相互通信を制
御できます。例えば、NRセルプロパティー（バンド、帯域幅、SCS
など）を、NRセルブロックの設定で設定することができます。

ライブまたはオフラインでイベントと測定値を表示
テストシーケンスは通常、単に合否判定を提供するだけでは十
分ではありません。レポートでは多くの場合、実行中に発生し
た重要なイベントの概要をまとめる必要があります。RF測定ま
たはE2E測定の実行時には、測定値を表かグラフィカルチャー
トで表す測定レポートも有益な場合があります。

個々のテストスクリプトを実行している時には、実行中にこの
ようなレポートを確認することが重要です。ライブレポートは、
テストスクリプトの実行終了まで待たずに、ただちに結果のフィ 
ードバックをユーザーに提供することができます。しかし、自動
化環境における連続テストやテストプランの実行では、後解析
と最終結果の出力のためのオフラインテストレポートが不可欠
です。

R&S®CMsequencerの特長
R&S®CMsequencerは、ローデ・シュワルツのR&S®CMsquares ウェブインタフェースコンセプトに組
み込まれます。これを使用して、ユーザーは、対話モードでもグラフィック・スクリプト・モードで
もシームレスで統一的なテストを実行できます。

ブロックに詳細なパラメータを設定
してシーケンシャルに並べることで
テストのスクリプトを作成する手順
は、これ以上ないほどに簡単です。
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R&S®CMsequencerでは、その両方が可能です。グラフィカル・
ユーザーインタフェースから実行すると、ライブレポートの矩形
領域に、重要なイベントと測定結果が表とグラフの両方で表示
されます。FR2レポートには、3D測定グラフも表示されます。す
べてのテスト終了時には、さまざまなフォーマット（pdf、.csv、.
html）でオフラインレポートが作成されます。

自動テストキャンペーンの管理
テストを作成するために使用したものと同じグラフィカルイ
ンタフェースを使用して、テストを自動連続テストキャンペ
ーンに追加できるので、多くの時間を節約することができま
す。外観と使い勝手を熟知している環境で、テストシーケン
スをテストプランに追加して、ワンクリックで実行することが
できます。R&S®CMsequencerで作成したものでもXLAPI 
Pythonインタフェースを使用して作成したものでも、両方の
スクリプトを実行することができます。R&S®CMsequencer
は、R&S®CMsquares ソフトウェアツールチェーンでデフォルト
のキャンペーン管理ツールです。

R&S®CMX500上でテス
トキャンペーンを管理
するための機能は、テ
ストスクリプトの作成
に使用したインタフェ
ースに関係なく堅牢
です。

スクリプト実行中のライブアップデート。オプションで、さまざまなファイルフォーマットのレポートをダウンロードできます。
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3GPP RF自動テスト
TS 38.521（プリコンフォーマンス）に準拠した3GPP RFテスト
ケースの検証は、最も基本的で重要な5Gテストのユースケー
スの1つです。セクション6および7のTX/RXテストの検証は、デ
バイスのRF特性の基本的な正常性テストを提供します。

R&S®CMsequencerは、これらのテストを容易に自動作成し
て、ワンクリックでテストを実行できるソリューションを実現して
います。3GPP TS 38.521における設定とテストポイントに準拠
した特殊な3GPPブロックにより、デバイスのRF機能をすぐにテ
ストすることができます。R&S®CMsequencer 3GPPブロックで
は、デフォルト設定の変更も可能で、規格に準拠しない設定を
テストできる柔軟性も備えています。

3GPPテストの設定と実行を容易にできることも重要ですが、
これらのテストの包括的な測定レポートもまた非常に重要で
す。R&S®CMsequencerの測定レポートはさまざまなフォーマッ
トで出力可能で、すべての3GPP測定が表形式で表示され、そ
の右側に各測定の判定が付記されます。結果と判定は、すべて
の3GPPテストのサマリー判定と一緒にすぐに使用することが
できます。

複数のEval、BLER、および感度テストが可能
R&S®CMsequencerは、RFアプリケーションを重視した研究開
発用のRFパラメトリックDUTテストを徹底的に検証するための
ブロックを提供しています。R&S®CMsequencerでは、EVM、ス
プリアルエミッション、RX感度などの送受信特性テストをすぐ
に実行できます。R&S®CMsequencerを使用すれば、反復ごと
に、チャネル、バンド、帯域幅、TX/RXテストを掃引するのも非常
に簡単です。短時間で周波数を変更できるので、このような掃
引テストの時間が最適化された性能を実現できます。

3GPPテストと同様に、包括的なテストレポートを.csvフォーマッ
トで出力して後解析に使用できます。これらのテスト（3GPP
テストなど）の実行は、R&S®CMsequencerでもカスタム自動
化フレームワークでも自動化することができます。画面なしの
R&S®CMsequencerを使用して、R&S®CMsequencerのテスト

スクリプトおよびテストプランの実行、テスト結果のコレクショ
ンを、任意のカスタム自動化フレームワークに統合することが
できます。
 

注意：R&S®CMsequencerは、3GPPテストブロックとR&D RF測定ブロックを混
ぜて使用できる完全な柔軟性を備えています。すべての5Gテストのユース
ケースに対して単一のテスト作成／自動化ツールを使用することで、ユー
ザーは、完全な柔軟性を利用して自信を持ってテストニーズを満たすこと
ができます。

エンドツーエンドのアプリケーションテスト
E2Eスループット、オーディオテスト、またはバッテリー寿命テス
トなどの上位KPIの検証は、5G DUTにとって極めて重要です。
これらのテストニーズを満たすために、R&S®CMsequencerは、
自動的にこのような上位KPIを検証できるブロックと機能を提
供しています。

R&S®CMsequencerでは、E2E IPレベルのスループット（TCP/
UDP）を使用したキャリアアグリゲーション（CA）、VoNR、LTEへ
のEPSフォールバック、バッテリー消費電力モニタリング、オーディ
オコーデックなどのテスト機能を容易に作成してテストできま
す。R&S®CMsequencerは、これらの機能をテストするための追
加機器も直接制御できます。R&S®CMsequencerでは、外部機
器の設定と制御に対応している快適な環境から、以上のすべて
を実行できます。テストレポートは、テスト中に生成されたすべ
てのデータを、表とチャート（グラフ）として記録できます。

テストのユースケース

3GPP RF自動テストは、3GPPに準拠したRFテストケースをテストするため
の高度な手法で、テストポイントの設定を変更することができます。

関連するすべてのTX/RX測定をすぐに実行できます。
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R&S®CMsequencerのShuffler機能は、DUTから報告されたバ
ンドやバンドの組み合わせを対象とした自動反復処理に使用
することができます。これを利用すれば、サポートされるすべて
の組み合わせのRF機能やプロトコル機能をテストするために
必要なユーザーの時間と労力、およびテストスクリプトの数を
大幅に削減することができます。

オンラインおよびオフラインのログ解析
R&S®CMXmarsで、テストスクリプトの実行をトラッキングする
ことができます。メッセージシーケンスチャートの簡略表示、ユ
ーザー機器の機能表示、およびメッセージコンテンツツリーの
詳細表示により、実行しているテストの意味をリアルタイムに
理解できます。当然、同じメッセージログはオフラインでも表示
でき、測定レポートと一緒にダウンロードすることもできます。

 

注意：E2EアプリケーションがR&S®CMsequencerにより設定されている場合、
測定は自動的にR&S®CMsquares 対話モードに反映されます。ユーザーはシ
ームレスに対話モードに切り替えて、対話型テストを継続することができ
ます。

デバイスのMRDCバンドの組み合わせに対する反復処理
DUTでサポートされるバンドやバンドの組み合わせが増加して
いるため、個別のバンドやバンドの組み合わせで機能をテスト
するだけでなく、そのようなすべてのバンドまたはすべてのバン
ドの組み合わせでテストすることが不可欠になっています。こ
れにより、テストスクリプトは容易に数百および数千まで増加
し、メンテナンスが困難になります。特に、すべてのDUTは各々
さまざまな組み合わせを報告するので、報告されるバンドおよ
びバンドの組み合わせに基づいてテストを選択する必要があ
ります。

エンドツーエンドのアプリケーションテスト：R&S®CMsequencerでは、最大ス
ループットまでの徹底的なエンドツーエンドIPレベルのテストを行うことが
できます。

オンラインおよびオフラインのログ解析：R&S®CMXmarsは、解析およびデバッグに必要なすべての機能セットをカバーしています。

R&S®CMsequencerのShuffler機能では、デバイスのMRDCバンドの組み合わせに
対する反復処理が可能です。これにより、完全に自動化された方法でDUTの
正常性を確認することができます。



高付加価値のサービス
► 世界に広がるサービス網
► 各地域に即した独自性
► 個別の要望に応える柔軟性
► 妥協のない品質
► 長期信頼性
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Certified Quality Management

ISO 9001
Certified Environmental Management

ISO 14001

永続性のある製品設計
	► 環境適合性と環境負荷の低減
	► 高エネルギー効率と低排出ガス
	► 長寿命かつ所有コストの最適化

ローデ・シュワルツ
ローデ・シュワルツはテクノロジーグループとして、電子計測、
テクノロジーシステム、ネットワーク／サイバーセキュリティの
分野の最先端ソリューションを提供することで、安全でつなが
り合った世界の実現を先導する役割を果たしています。創業か
ら85年を超えるこのグループは、全世界の産業界と政府機関
のお客様にとっての信頼できるパートナーです。本社をドイツの
ミュンヘンに構え、独立した企業として、70か国以上で独自の
販売／サービスネットワークを展開しています。
 
www.rohde-schwarz.com/jp

ローデ・シュワルツ カスタマーサポート
www.rohde-schwarz.com/support 

ローデ・シュワルツ トレーニング
www.training.rohde-schwarz.com
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