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1. アンテナ
Connecting
RigExpert
1.
アナライザー
Antenna Analyzer to your
とPCの接続
computer

RigExert アンテナ
2000/2003/XP/Vista/7/8/10
PC およびMAC
RigExpert
Antennaアナライザーは、Windows
Analyzer can be connected
to a computer running
Windows
OS
(Ver.
10.6
以降)
PCと接続できます。
2000/2003/XP/Vista/7/8/10, as well as Mac OS (version 10.6 or higher) operating
systems.

The
latest version of the software may be found
at the Downloads section of the
最新版のAntScope2は、https://rigexpert.com/ja/
のダウンロード頁から入手ください。
rigexpert.com
website.
Windows and Mac OS are available as separate downloads.
Windows用とMAC
OS用は別個にダウンロードください。

Important:
To avoid damage caused by possible electrostatic discharge,
always follow this sequence:
1. Connect the coaxial cable to the antenna connector of your
analyzer.
2. Connect the analyzer to the USB port of your computer.
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2. Updating
the firmware

2. ファームウェア更新

A Firmware update tool available at the Downloads section of our website will
automatically download latest versions of the firmware. Just run the program and
follow on-screen instructions.
You may also download binary files of the firmware for the off-line updating, if
necessary.
The LCD of the analyzer will flash during the firmware update process.

Notice:
It is safe for the analyzer to cancel the firmware update process
at any time, and then start it over.

RigExpert Antenna Analyzer
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3. AntScope2 プログラム
program
3.AntScope2
AntScope 2プログラムを使えば、RigExpert製アンテナ アナライザーの
The main function of the AntScope2 program is to show measurement results on the
測定結果を「大きなPC画面」に表示できます。これはプロ機並み機能の
“big screen”. The AntScope2 is a great companion to your RigExpert analyzer which adds
無償入手に相当します。
functions previously available in expensive, professional grade equipment only.

3.1. Quick
start
起 動
1. Connect your analyzer to the PC as described in section 1 of this manual. Make
1. アナライザーを接続し電源を入れて、１章の要領でインストールした
sure the analyzer is turned on.
AntScope2を起動する。
2. Run AntScope2. Under Windows, the program will automatically detect the
2.analyzer
アナライザーは自動認識され、AntScope2のVer.番号に続いてアナラ
type. The analyzer name will be dispayed at the window’s title bar near the
version
of the AntScope2.
イザーの型名が表示される。
3. Enter
start and stop frequencies in the Frequency window. You can click
3.
測定したい周波数範囲を、周波数範囲（開始・終止）または中心、範
Center,Range button and enter center frequency and measurement range instead
で指定する。連続または単発ボタンを押して
of囲（中心・範囲（＋/－))
limits.Next click Single to perform
scan.Any further scans will be added to the
Measurements
list
and
stay
on
display
to perform comparison easily. They can be
測定開始。結果は右下の測定欄に年月日時のファイル名で表示される。
saved or removed any time later.
測定欄外の４つのボタンを使ってファイル操作を行える。
4. After the scan is complete, use F1 to F7 keys to switch between charts displaying
4.various
ファンクションキーF1～F7は、SWR・位相・・スミスの各タブに対応
parameters (or click appropriate tab): SWR, phase angle, complex
impedance
(parallel and serial models), return loss, impulse and step responses,
しており、F1～F7を押すだけでグラフ表示を切り替えられる。
and reflection coefficient at Smith chart.
5. 縦軸（除く位相・TDR・スミス）と横軸（除くスミス）の各目盛は、
5. You can freely zoom the chart by pressing + and - keys or scrolling the mouse
マウスホイールまたは＋/ーボタンで拡大・縮小できる。
wheel.
To change vertical zoom just hold the Ctrl key and press + and - keys or
scroll the mouse wheel. You can pan/zoom chart using the cursor moving keys.
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AntScope2の画面・・左下の設定ボタンから日本語表示にできる。
The screen
shot below shows a typical AntScope2 screen:

3.2. データ画面
Data window
You will see a pop-up data window when the cursor is moved over the graph,
子画面にはマウスポインターで指定した箇所の各種パラメータが表
displaying various parameters of a load:
示される。

RigExpert Antenna Analyzer
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3.3. データの保存/読出し
Saving/loading data

測定結果は保存ボタンでファイルとして保存でき、保存したファイルは開
Click Save button in Measurements section to save current measurement to a file,
くボタンで読出せる。多数のファイルを個別に開いて、同一画面上で比較
then
click Open button to retrieve the saved data. You can load multiple measurements
to検討できる。測定欄で選択したファイルのグラフは太線で表示される。
perform on-screen comparison. Selected measurement will be displayed as a bold
line.
保存したファイルの拡張子はAntScope2独自の.asdです。画面左下の書出
Please notice that data is saved in native AntScope2 format (.asd files), which cannot
しボタンで他のソフトでも開ける拡張子を選択し保存できる。例えば、
be
open in other programs. Use Export button to export data in various formats.
CSVファイル；各測定周波数でのR（抵抗）とX（リアクタンス）はCSVフ
For instance, CSV data can be easily imported into a Microsoft Excel sheet. R and X
ァイルに変換・保存され、SWR等の算出に供せられる。
(active and reactive parts of impedance) values are saved into the CSV file for each
point on the graph. To calculate SWR or other parameters, use corresponding formulas.

画像の保存
3.4. Saving
images
To paste the graph to other software (such as Microsoft Word, a graphical editor, or
画面下中央のスクリーンショットボタンでAntScope2の画面をワードなど
an e-mail message editor), just use Screenshot button, it will save exact screenshot of
他のソフトに貼り付けられる。グラフだけを保存するには、画面下中央の
the
AntScope2 window.
You
may use te Print button to save or print only graph data.
印刷ボタンを使います。
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スクリーンショット
3.5. Analyzer
screen shots
To take a screen shot of the analyzer, click the Screenshot from AA button. The screen
AAのスクリーンショットボタンでアナライザー画面の保存ができる。保
shot is placed to the clipboard automatically and may be saved to file.
存先フォルダーを指定（生成）してPDFまたはBMP形式で書出せる。

アナライザーメモリー
3.6. Analyzer
memory
You may download a previously save graph from one of memory slots of your analyzer.
Make
sure the analyzer is connected to your computer, then click Data from AA button.
アナライザーをPCに接続しAntScope2画面下側のAAからのデータボタン
Press
Read all button or select a memory slot from the list then press OK to download
でアナライザーメモリーに保存したデータのメモリースロットを個別に選
the
data.
択しOKするか、読んでから全保存ボタン（要：保存先の選択・形成）を
押す。

RigExpert Antenna Analyzer

9

マーカー
3.7. Markers
Click the graph window to create a new marker then click to select the marker position.
3.2 データ画面の要領で表示した点をクリックすると、それに応じて
Markers
enumerates sequentally from one (1,2,3, ... etc.).
1.2.・・とデータが順次マーカー画面に表示される。
There is floating window showing marker’s data:

To remove marker just click X button in the markers window.
マーカー画面内の左端のXボタンを押すと、表示したデータを削除できる。
表示した各マーカーのデータは、画面下の印刷ボタンでグラフと共に印刷
Markers
data is also present in the images, produced by the Print function (see p.3.4
for more data).
できる。
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TDR(時間軸反射計)モード
3.8. Time
domain reflectometer (TDR) mode
This mode (press F6) displays impulse response and step response graphs which
F6キーを押すかTDRタブをクリックすると、インピーダンス不連続点の
show how electromagnetic wave reflects from discontinuities in a cable. Additionally,
a反射の様子をインパルス応答とステップ応答のグラフで表示する。子画面
tool tip near the cursor shows estimated value of the impedance of a cable at the
corresponding
distance. This will let you know if your cable is in a good or a bad
にはマウスポインタ―で指したケーブル位置のインピーダンスが表示さ
condition.
れ、ケーブル良否判断の目安となる。
For best results, perform a scan over the full frequency range with 1000 or more
points. Make sure the characteristic impedance and the velocity factor of the cable
測定点を増やせば精度は上がるがその分時間が掛かる。設定ーケーブル画
are set in the Settings – Cable window. This will let you see the exact distance to
面で事前にケーブルの特性インピーダンス速度係数を設定して置くと、ケ
the
discontinuity. For TDR measurements, it is not important if the cable ends with
antenna,
open circuit or short circuit.
ーブルの不連続点が正確に判る。TDRモードでは、ケーブルの遠方端の終
The
following screen shot was taken in the real measurement. It shows 33 meters of 50
端状況はアンテナ、開放、短絡の何れでも構わない。
Ohm coaxial cable, antenna switching relay, and additional 35 meters of cable ending
with an HF antenna.
次のスクリーンショットは実測結果で、16ｍ同軸とモービルホイップを接
続した時の様子。

RigExpert Antenna Analyzer
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Ifもし不連続点が見つかっても、インパルス応答とステップ応答のグラフで
the discontinuity is found, impulse response and step response graphs will not let
you
know the exact reason of the problem, but will help in finding its location. You
ケーブルの不具合箇所は分るが、問題発生のの原因は教えてくれない。ケ
could see how discontinuities of different nature affect impulse response and step
ーブル・コネクター・負荷などを測定すればグラフ形状からインピーダン
response graphs by experimenting with various cables, connectors and loads.
スの大小・L性/C性不連続などが類推できるようになる。

3.9. 較正モード（校正）
Calibration mode
Although RigExpert analyzers are designed to provide suitable precision without any
RigExpert製のアナライザーは較正をしなくても十分な測定精度を発揮す
calibration, a simple “open-short-load” calibration method may be used to improve
るが、簡単な開放・短絡・負荷法による較正を行えばより良い測定結果
the
result. Moreover, this method may be used to remove the effects of a cable, so
accurate
measurements at the far end of the cable become possible.
が得られる。ケーブルの影響をキャンセルしケーブル端に接続されてい
るアンテナの物理定数をより正確に測定できる。
For this method, three calibration standards are required: an “open”, a “short” and
a “load” (usually, a 50-Ohm load). For better results, these standards should be of a
この較正法には、３つの基準すなわち開放・短絡・負荷（通常５０Ωダ
good quality. Additionally, physical length of all loads should be the same.
ミー）が必要です。より良い結果を得るには３基準の物理特性は安定し
良質なものが望まれる。
To perform OSL calibration just press Settings button, select OSL Calibration tab then
press Start button and follow on-screen instruction.
較正を行うには、画面左下の設定ボタン⇒OSL較正タブ画面で開始ボタ
ンを押し画面の案内に従ってOSL較正をする。
You
can turn on and off OSL calibration any time just pressing Turn On/Off button in
Settings - OSL Calibration window.
較正値を適用するしないは、設定ボタン⇒OSL較正タブ画面の適用する
ボタンを押す度に状態が反転します。
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3.10. Presets
プリセット

You can save frequently used bands to quickly pick them later. Just enter band as
頻繁に使うバンドを予め設定・保存しておけば、後で迅速に呼出せます。
usual typing start and stop frequencies or zooming the graph then press Add button
in Presets window.
周波数範囲（開始/終止または中心/範囲）を指定してプリセット(KHz)窓
To
retreive saved preset just double click on it in the Presets list. The graph will be
の追加ボタンで希望するバンド情報を保存する。
zoomed to selected band automatically.
呼出しはプリセット(KHz)窓保存されている片方の数字をダブルクリック
します。
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