
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セル方式の移動体通信端末を試験するための手順を保有し、該手順に沿って制御情報を
出力する試験手順制御手段（５）と、
　前記制御情報にしたがって所定のメッセージを送るとともに、複数のセル相当の信号を
発生し、該信号のレベルを前記制御情報にしたがって予定された時間経過に応じて変化さ
せて送る送受信手段（３）と、
　前記移動体通信端末からの信号の時間領域波形を測定する受信測定手段（４）と、
　時間経過と共に前記送受信手段と前記移動体通信端末とがメッセージを交信したときの
該移動体通信端末からのメッセージ及び交信時間を取得し、記憶するメッセージログ取得
手段（９）と、
　表示手段（７）と、
　前記表示手段の表示画面を少なくとも第１の領域及び第２の領域に分けて、前記第１の
領域に横軸が時間、縦軸がレベルの第１の座標を、前記第２の領域に横軸が前記第１座標
の前記横軸と同じ時間軸、縦軸を前記移動体通信端末及び前記複数のセルの位置とした第
２の座標を同時に表示する手段（８ｄ）と、前記受信測定手段が測定した時間領域波形を
前記第１の座標に表示する手段（８ａ）と、前記メッセージ取得手段が取得した該移動体
通信端末からのメッセージの前記交信時間における交信を示す交信マーカを前記第２の座
標に表示する手段（８ｂ）とを含む表示制御手段（８）と
を備えた移動体通信端末試験装置。
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【請求項２】
　前記メッセージログ取得手段は、前記移動体通信端末からのメッセージを取得して、少
なくともその一部又は名称を読みとり可能に記憶する手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に表示された第２の座標上を移動して、前記交信マ
ーカの一つを指定できる指定マーカを生成する手段（８ｃ）と、該指定マーカで特定の交
信マーカが指定されたときは、前記メッセ－ジ取得手段から該特定の交信マーカに該当す
るメッセージの少なくとも一部又は名称を読み出して前記表示手段に表示させる手段（８
ｅ）を備えた請求項１記載の移動体通信端末試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信端末と通信接続可能な擬似基地局機能を有し、セル（各基地局の
サービスエリアの単位）間を移動するセル方式の移動体通信端末を想定し、そのセル間の
移動に対応して、移動体通信端末の接続状態が適切にセル間を遷移しているかを試験する
ための移動体通信試験装置に係り、特に、擬似的にセル間を遷移して受信状態を切り換え
る試験における交信状況と移動体端末からの信号とを同時に視覚認識可能にした技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動体通信端末は、図４のように各基地局１、２、３，４・・を含むセルと呼ば
れるサービスエリアである、セル１、２、３、４・・を移動していくときに、該当するセ
ルの基地局に、登録して、通信可能にしている。例えば、移動体通信端末１がセル１から
セル２へ移動したとき、セル１とセル２がダブリの基地局１及び２の双方から通信サービ
スが得られる場合は、いずれか到来電波の電力の大きい方、或いは双方を利用することが
できる。
【０００３】
　移動体通信端末１が製造されたとき、上記のようなセル間を移動したときに移動体通信
端末１が自動的に基地局１から基地局２へ接続状態を切り替える（以下、「接続状態の遷
移」と言う。）が、その切り替えが正しく実施されるかどうかを試験する必要がある。
【０００４】
　そのため、試験にあたっては、移動体通信端末１は移動できず位置が固定なので、試験
装置側において、模擬的にセル１、２、３，４・・・相当の試験信号を発生し、その通信
方式に沿ったプロトコルで移動体通信端末１と擬似的に通信し、接続状態の遷移を試験す
る方法がなされている。つまり、擬似基地局を構成して、移動体通信端末１と通信し試験
する移動体通信端末試験装置がある。
【０００５】
　通信方式における試験方法として、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡの通信方式における規則であ
る、非特許文献に記載の規則にしたがったＲＲＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ）試験、簡単に言い換えれば、基地局との接続試験、或いは、手順試験
（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　Ｔｅｓｔ）がある。その中にランダムアクセスチャネル（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＲＡＣＨ）の検出時間に関する試験がある（Ｒ
ＡＣＨ受信装置等については、特許文献１記載のものがある。）。簡単に言えば、図４に
おいて、移動体通信端末１がセル１を受信している状態からセル２へ受信状態を遷移する
ため、基地局２に対してリクエストし、このリクエストに対し基地局がセル２における送
信電力を上げながら応答しその後、所定タイミングで移動体通信端末からの応答を待ち受
ける。したがって、この所定時間内に応答が検出されるかどうかを調べる試験が上記検出
時間の試験である。
【０００６】
　図５に、その試験方法を実現するための試験装置の従来の構成を示す。図５において、
送受信手段３は、セル１、２、３、４・・に相当する各送受信機の機能を有するとともに
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、その送受信機の機能は、当然ながら基地局同様に移動体通信端末１と所定のプロトコル
で必要なメッセージを交わして通信接続を行う機能を含む。受信測定手段４は、上記送受
信機の機能とともに、その通信接続を通して移動体通信端末１から送られてくる信号を分
析測定して、移動体通信端末１における接続状態の遷移を確認する試験を行う。なお、送
受信手段３と受信測定手段４とは、時間的に同期するようにされている。
【０００７】
　受信測定手段４は、時間測定等の機能を有する。移動体通信端末１は、無線の伝播信号
で送受信するため、無線周波数領域で伝播信号の特性を試験するためのスペクトラム、帯
域、電力測定等（これらを測定可能なスペクトラムアナライザー等を内蔵している。）を
測定できるようにされている。時間測定は、移動体通信端末１からの信号を受けて、その
時刻を測定する。例えば、スペクトラムアナライザーで移動体通信端末１からの受信周波
数を同調受信して中間周波数に変換し、その周波数にて時間掃引することにより、オシロ
スコープ同様の時間領域測定を行って、時間を測定する。
【０００８】
上記のように、送受信手段３及び受信測定手段４は、擬似基地局機能と測定機能（試験機
能）とを併せ持っている。以下、送信手段３及び受信測定手段４を併せたものを一括して
、擬似基地局ということがある。
【０００９】
結合手段２は、ケーブルで双方向に接続してもよいし、アンテナを介して、接続してもよ
い。
【００１０】
　試験手順制御手段５は、上記した通信方式における試験方法、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡの
ＲＲＭ試験手順に沿って、擬似基地局を制御する。
【００１１】
　特に、上記のように移動体通信端末１がセル間を移動したとき、移動体通信端末１は、
所定の時間経過内において、受信セルの切り替え、登録を済まして、所定の品質で受信で
きるように遷移することが定められているので、これらのシーケンシャル動作を満足しな
ければならない。したがって、試験手順制御手段５は、時間設定手段５ａを有し、擬似基
地局に対して、規則に沿ったシーケンシャル動作を行わせるものである。
【００１２】
　判定手段６は、試験手順制御手段５の時間設定手段５ａで設定された通りに擬似基地局
が動作しているとき、移動体通信端末１におけるセル間の遷移が所定時間内に行われてい
るかどうかを判定する。
【００１３】
【特許文献１】特開２００２－２１７８６６号公報（段落「０００２」～「０００４」）
【非特許文献１】「３ＧＰＰ　ＴＳ　３４．１２１」、Ｖ３．１３．０、２００３年６月
、３ＧＰＰ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ（ＡＲＩＢ，ＣＷＴＳ，
ＥＴＳＩ，Ｔ１，ＴＴＡ，ＴＴＣ）、フランス、Ｐ．３１６～３３０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上記の従来技術では、表示手段７への表示は、各測定項目に応じた時間測定の数値デー
タ、判定結果、或いは時間波形表示が、個々に表示されていた。したがって、通常と違っ
た時間に移動体通信端末１が異常な応答をしたとき、或いは数値データに異常があったと
き、移動体通信端末１と送受信手段３との間における交信メッセージ及び信号波形とのタ
イミング関係が、把握し難いという問題があった。
【００１５】
　本発明の目的は、移動体通信端末１の擬似基地局による接続試験等において、試験時の
メッセージの応答状態及び信号波形を同一時間軸上で同時に、視覚的に把握できるように
した移動体通信端末試験装置の提供にある。
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【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の発明は、セル方式の移動体通信端末を試験
するための手順を保有し、該手順に沿って制御情報を出力する試験手順制御手段（５）と
、
　前記制御情報にしたがって所定のメッセージを送るとともに、複数のセル相当の信号を
発生し、該信号のレベルを前記制御情報にしたがって予定された時間経過に応じて変化さ
せて送る送受信手段（３）と、前記移動体通信端末からの信号の時間領域波形を測定する
受信測定手段（４）と、時間経過と共に前記送受信手段と前記移動体通信端末とがメッセ
ージを交信したときの該移動体通信端末からのメッセージ及び交信時間を取得し、記憶す
るメッセージログ取得手段（９）と、表示手段（７）と、前記表示手段の表示画面を少な
くとも第１の領域及び第２の領域に分けて、前記第１の領域に横軸が時間、縦軸がレベル
の第１の座標を、前記第２の領域に横軸が前記第１座標の前記横軸と同じ時間軸、縦軸を
前記移動体通信端末及び前記複数のセルの位置とした第２の座標を同時に表示する手段（
８ｄ）と、前記受信測定手段が測定した時間領域波形を前記第１の座標に表示する手段（
８ａ）と、前記メッセージ取得手段が取得した該移動体通信端末からのメッセージの前記
交信時間における交信を示す交信マーカを前記第２の座標に表示する手段（８ｂ）とを含
む表示制御手段（８）とを備えた。
【００１７】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記メッセージログ取得手段は
、前記移動体通信端末からのメッセージを取得して、少なくともその一部又は名称を読み
とり可能に記憶する手段を備え、前記表示制御手段は、前記表示手段に表示された第２の
座標上を移動して、前記交信マーカの一つを指定できる指定マーカを生成する手段（８ｃ
）と、該指定マーカで特定の交信マーカが指定されたときは、前記メッセ－ジ取得手段か
ら該特定の交信マーカに該当するメッセージの少なくとも一部又は名称を読み出して前記
表示手段に表示させる手段（８ｅ）を備えた。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の発明によれば、試験時のメッセージの交信状況或いは応答状況及び信号
波形を同一時間軸上で同時に表示する構成としたので、視覚的に両者を把握できる効果が
ある。また、いずれかの交信或いは信号が予定した動作とは異なった異常事態であるかど
うかも把握しやすい。
　請求項２記載の発明によれば、どのようなメッセージであるかも、選択的に指定して知
ることができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明の機能構成図である。図２は、移
動体通信端末１のセル間におけるメッセージの交信状態及びそのときの信号波形を表示し
た例を示す図である。図１及び図２を基に、本発明の特徴である、移動体通信端末１のセ
ル間の接続状態の遷移を所定の時間経過の中で試験するにあたり、その時間経過の中で試
験しているときのメッセージの交信状況及び信号波形を同一時間軸上で視覚認識できる構
成について説明する。
【００２０】
　図１を基に本発明の機能構成を説明する。図１において、受信測定手段４及び判定手段
６を除き、背景で説明した図４と同一符号のものは、機能も同一であるので、同一符号の
ものについては、受信測定手段４及び判定手段６を除き説明を省略する。
【００２１】
　図１において、受信測定手段４は、移動体通信端末１が出力する信号を、その信号の周
波数に同調して受信して、時間領域で測定するとともに、測定した波形を記憶する。また
、受信測定手段４は、移動体通信端末１が送受信手段３のセル相当の信号変化に応じてセ
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ルの切り替えを行う時間を計測する。また、判定手段６は、移動体通信端末１における接
続状態のセル間の遷移が所定時間内に行われているかどうかを判定するが、擬似基地局と
通話を行う試験においては、そのメッセージ内容も判断している。判断するときに基準と
なる時間及びメッセージは、試験手順制御手段５から予め受ける。
【００２２】
　メッセージログ取得手段９は、移動体通信端末１が送受信手段３とメッセージの交信を
してそのときに出力するメッセージ（移動体通信端末１が送受信手段３からのメッセージ
に応答して出力するその応答のメッセージを含む。）を送受信手段３で受信し、その送受
信手段３から出力されるされる当該交信（応答）メッセージを取得して、メッセージ内容
を解析して少なくともその一部或いは名称を記憶するとともに送受信手段３とのメッセー
ジの交信時間を取得（測定）する。また、メッセージの少なくとも一部又は名称は、メッ
セージの交信時間、メッセージの送信元及び宛先（メッセージを出したセルを識別すると
ともに、セルからの上りのメッセージか、セルへの下りのメッセージかを識別するための
情報）等を後記する指定マーカ生成手段８ｃにより読み出し可能に識別されて記憶してい
る。
　上記説明では、メッセージログ取得手段９は、移動体通信端末１からのメッセージをだ
けを取り扱っていたが、送受信手段３から移動体通信端末宛に送られるメッセージも移動
体通信端末１からのメッセージと同様に扱ってもよい。メッセージログ取得手段９は、図
１では、機能的に説明するため独立したブロックとしたが、送受信手段３内に設けられて
もよい。いわば、メッセージログ取得手段９は、メッセージ交信記録を取得しており、こ
のメッセージ交信記録と受信測定手段４が測定した信号波形を含めて、信号及びメッセー
ジに係る交信記録を取得することになる。
【００２３】
　表示制御手段８は、本発明の特徴ある部分を構成するものであって、データ表示制御手
段８ａ、交信マーカ生成手段８ｂ、指定マーカ生成手段８ｃ、座標生成手段８ｄ及びメッ
セージログ表示制御手段８ｅを含み構成されている。データ表示制御手段８ａは、受信測
定手段４の測定した数値データや判定手段６の判定結果等を、従来と同様に表示している
。
さらに後記するように本発明に係る表示を行っている。
【００２４】
　座標生成手段８ｄは、予め試験手順制御手段５が、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡの通信方式に
おける規則、３ＧＰＰ　ＴＳ　３４．１２１に沿って記憶している計測手順にしたがって
表示手段７の表示画面に予め予定されている測定の時間経過及びメッセージの交信経過を
表示するための座標を形成する。例えば、図２に示すように、上の段に横軸が時間、縦軸
がレベルで表される第１の座標を表す第１の領域と、下の段に横軸が当該第１の領域の横
軸と同じ時間軸を共通にし、縦軸を移動体通信端末１、セル１及びセル２の位置とした第
２の座標を表す第２の領域とを生成し、表示手段７に同時に表示している。
【００２５】
　そして横軸の時間の値付けは、例えば、試験手順制御手段５に沿って、移動体通信端末
１が送受信装置３からセル１相当の信号を受信している状態から、送受信装置３へリクエ
ストを出し、それに応答して送受信装置３セル２相当の信号のレベルをセル１相当の信号
のレベルより高く変えることにより、セル２相当の信号を受信する状態へ切り替える試験
であれば、送受信装置３がリクエストに応答すべき時間ｔ＝０ｓとし、切り替え完了すべ
き時間ｔ＝１５ｓとして値付けする。これは、試験手順制御手段５からの測定条件、項目
等の情報に決定して、表示する。
【００２６】
　データ表示制御手段８ａは、前記座標生成手段８ｄが生成した表示した表示手段７上の
第１の座標としての第１の領域上に、受信測定手段４が測定した、移動体通信端末１が出
力する信号の時間領域波形を表示する。また、当然ながら、信号があったときは、その信
号のレベル、及び応答時間等の数値データを表示している（図２，３を参照）。
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【００２７】
　交信マーカ生成手段８ｂは、図２の第２の領域に示すように、表示手段７上に表示され
た第２の座標上に、メッセージログ取得手段９が取得した移動体通信端末１と送受信手段
３とのメッセージ交信記録を基に、メッセージがどのセル位置と移動体通信端末１との交
信のものか、メッセージ方向がセルからか移動体通信端末１からか、かつ、そのメッセー
ジが何時に発生されたものか、等が分かるようにそのメッセージ方向に矢印を付した交信
マーカ（図２、図３を参照）を生成して、該当するセルと移動体通信端末１の各位置を結
びつけて、該当する交信時間位置に、その交信マーカを表示する。なお、本発明では、図
２では、送受信手段３から移動体通信端末１宛のメッセージについても交信マーカを表示
している。
移動体通信端末１と送受信手段３との交信状態にあって、一方だけの交信マーカでは、一
方の不具合しか分からないが、双方を表示すれば、いずれが不具合かも判別しやすい。
【００２８】
　指定マーカ生成手段８ｃは、交信マーカ生成手段８ｂによって表示された交信マーカの
いずれかを操作者が選択的に指定できる指定マーカ（図３を参照：星印、交信マーカとは
異なった形状のマーカ）を生成して表示する。指定マーカは、各種の形が考えられるが、
その指定マーカで指定されたとき、指定された交信マーカの色が変化するようにしておく
と、選択済みか未選択が区別しやすい。また、指定マーカ生成手段８ｃは、表示手段７の
表示上で特定の交信マーカを選択したときは、その特定のマーカを指定する識別情報をメ
ッセージログ取得手段９に対して送る。
【００２９】
　メッセージログ取得手段９は、指定マーカ生成手段８ｃで特定された交信におけるメッ
セージの名称或いは一部をメッセージ表示制御手段８ｅに対して送出して、メッセージを
表示させる。
【００３０】
　メッセージ表示制御手段８ｅは、第の１の領域及び第２の領域とは異なり、それらの座
標とは別枠でもしくは重なるように、又は別画面で、メッセージログ取得手段８ eから送
られてくる特定のメッセージの一部又は名称を表示する。例えば、図３における指定マー
カ及びそのマーカで指定された交信マーカに該当するメッセージ名称「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が表示される。
【００３１】
　判定手段６は、受信測定手段で測定された信号の応答時間を受けて、規定の時間に応答
したかどうかを判定する。また、メッセージログ取得手段９で取得されたメッセージ及び
メッセージの応答時間を基に、予定されたメッセージが規定の時間内に応答しているかど
うかを判定する。判定に必要な基準となる時間は、時間設定手段５ａから受信しておく。
また基準となるメッセージは、メッセージ取得手段９を介して送受信手段３から受信して
おく。判定結果は、データ表示制御手段８ａを介して、数値データとともに第１の領域及
び第２の領域と異なる表示枠で一覧表示してもよいし、後記するように、○×で交信マー
カ等と一緒に表示してもよい。
【００３２】
　以下、図２に基づいて、移動体通信端末（ＵＥ）１がセル２からセル１に切り替わる時
間を測定する動作例でその流れを説明する。ここで、図２において、表示画面と記載した
部分が実際に表示手段７に表示され、その他、例えば下段に記載したタイミング関係の表
記は動作を説明するためのものである。
【００３３】
　（１）試験手順制御手段５が予め所有している手順に沿って、各部に対して制御を行う
が、その時間経過は時間設定手段５ａで設定されている。
【００３４】
　（２）当初は、図２下段のタイミング図に示すように、送受信機２（セル２）からのレ
ベル（信号強度）が強く、移動体通信端末１はこのセル２と交信している状態において、
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時刻ｔ０においてセル２のレベルを下げ、セル１のレベルを上げ始める。時刻ｔ１でセル
１とセル２のレベルが同じになる。ここまでは、移動体通信端末１は、セル２を受信して
いる。この時刻ｔ１から移動体通信端末１がセル１を受信するまでの切り替え時間を試験
の評価対象とするため、座標生成手段８は、時刻ｔ１を横軸の開始点（測定開始始点，例
えば０ｓｅｃと表示してもよい）とし、切り替えの規格の時間Δｔとすれば、終了時刻ｔ
７（ｔ１＋Δｔ、例えば１５ｓｅｃと表示してもよい）として表示する。併せて、座標生
成手段８ｄは、第１の領域及び第２の領域に第１の座標及び第２の座標を表示する。
【００３５】
　（３）時刻ｔ２で、移動体通信端末（ＵＥ）１はセル１に応答し、プリアンブルとして
応答信号「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」をセル１に送信する。この
時間ｔ１～ｔ２が移動体通信端末（ＵＥ）１のセル切り替えまでの時間の評価になる。時
刻ｔ２における受信測定手段４及びメッセージログ取得手段９によって測定・取得された
結果を基に、データ表示制御手段８ａ及び交信マーカ生成手段８ｂによって、第１の領域
にはそのレベル波形と、数値データとしてレベル「ＲＡＣＨ　Ｌｅｖｅｌ：５１．２３ｄ
Ｂｍ」とが表示され、第２の領域には、矢印の交信マーカと数値データとして時間「ＵＥ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ：７．６８ｓｅｃ」とが表示される。その後、セル１から移動体通信
端末（ＵＥ）１への応答信号が送信され、その応答を示す矢印の交信マーカが表示される
。
【００３６】
　（４）その後も試験手順制御手段５が予め所有している手順に沿って交信が行われる。
例えば、時刻ｔ３で、移動体通信端末（ＵＥ）１からセル１にデータを送信する。その送
信のレベル波形（時刻ｔ３から時刻ｔ４まで継続）が第１の領域に表示される。
【００３７】
　（５）さらに、時刻ｔ５，時刻ｔ６と、移動体通信端末（ＵＥ）１とセル１との間で交
信を繰り返し試験が終了する。その際、各時刻において、第１の領域には該当時刻におけ
るレベル波形の表示、第２の領域には該当時刻における矢印の交信マーカの表示がされる
。
【００３８】
　（６）その後、上記時刻ｔ１からｔ７までの試験を繰り返し行う。
【００３９】
　このようにして、図２のように、移動体通信端末１の信号波形と、メッセージ交信状態
を示す交信マーカが同一時間上で表示されるため、操作者は、異常が起きたときに、試験
手順制御手段５に予定されている信号及びメッセージが、対応して、予定された時間で、
予定されたセルと、予定されたメッセージで行われているかどうかチェックできる効果が
ある。例えば、予定されていない時間にメッセージが移動体通信端末１から送出されてい
る（例えば、図３のＸにおけるレベル波形と交信マーカを参照）とか、或いは移動体通信
端末１からは、信号が送られてきているがメッセージが送られていないとか、そのレベル
がダウンしていてメッセージが解析されなかったとか、等の異常を知ることができる。
【００４０】
　なお、交信マーカが表示されているときに、操作者が指定マーカ生成手段８ｃにより指
定マーカを特定の交信マーカに重ねることによってを指定する（図３の星印）と、メッセ
ージ表示制御手段８ｅが、その特定の交信マーカに該当するメッセージの名称をメッセー
ジログ取得手段９から読み出して、表示手段７に表示する（図３の星印の交信マーカに対
応したメッセージが図３の第２の領域の中に「メッセージ：ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」として表記される。）。これによって、異常時において、メッセー
ジ内容を確認することができる。
【００４１】
　また、交信マーカの表示に伴って図３のように、予定されていた応答が終了した時点で
スタートから応答したときまでを色、例えば、青色（図３では、便宜上、斜線）で染めて
おいてもよい。この場合、その応答の判定によってその色を変えてもよい。また、判定結
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果を○、×形式で、交信マーカの上に付加しておいてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の機能構成を示す図である。
【図２】本発明に係る表示制御手段８による表示を説明するための図である。
【図３】本発明に係る表示制御手段８による他の表示例を示す図である。
【図４】セル（サービスエリア）及び擬似基地局を説明する図である。
【図５】従来技術を説明するための図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　移動体通信端末、　２　結合手段、　３　送受信手段、　４　受信測定手段、
　５　試験手順制御手段、　５ａ　時間設定手段、　６　判定手段、
　７　表示手段、　８　表示制御手段、　８ａ　データ表示制御手段、
　８ｂ　交信マーカ生成手段、　８ｃ　指定マーカ生成手段、　８ｄ　座標生成手段、
　８ｅ　メッセージ表示制御手段、　９　メッセージログ取得手段
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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