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AntScope2 Quick Start Guide

Downloading and installing

Download installer from software section of our website rigexpert.com. Run installer and 
follow onscreen instructions.

クイックスタートガイド

ダウンロード/インストール
https://rigexpert.com/ja/products/jp-software/antscope2/　よりイ
ンストーラーをダウンロード・起動してください。
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Typical AntScope2 screen

In right side of program you can see three boxes: Frequency, Presets and Measurements.
Frequency is used to set the measuring frequency range (also note that scaling with the 
mouse wheel also changes the frequency range) and have 3 buttons: Settings, Continu-
ous and Single.
Presets is used to save frequently used frequency ranges.
Measurements is used for display measurements and work with them.

Markers

Click mouse left button to go over to install marker and click again to put marker. 
Separate window available to show parameters of markers. You can turn off the display 
of this window in the settings.

AntScope2 主画面

画面の右側に周波数、プリセット、測定の３領域があります。
周波数：周波数範囲ボタンを選択し開始/終止周波数を入力するか、中心、範囲ボタ
ンを選択しそれぞれの周波数を入力します。Sボタンで測定点の数を指定できます。
連続ボタンで繰返し測定、単発ボタンで1回だけの測定が出来ます。
プリセット：測定周波数範囲をプリセット出来ます。
測定：測定結果に名前を付けて保存・削除・消去などの管理が出来ます。

マーカー
グラフ上の希望するポイントにマウスの矢印を移動し左クリックするとマーカーが現
れます。別の画面窓にその点のパラメータを表示もできます。左下の設定ボタンから
表示を止めることも出来ます。
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Auto detect analyzers

In AntSkope2 we have implemented an automatic detection of the analyzer model. You 
only need to connect the analyzer to the computer and after a few seconds you will see 
the analyzer model in the application header. Also after that, buttons such as Single, 
Continuous and other will become available.

F1 - F7 - switch between tabs
F9 - start/stop single measurement
F10 - start/stop continuous measurement
Esc - stop measurement
Delete - delete selected measurement
“+” or “up arrow” - zoom in by horizontally
“-” or “down arrow” - zoom out by horizontally
“ ctrl “ + “+” or “ ctrl “ + “ up arrow “ - zoom in by vertically
“ ctrl “ + “-” or “ ctrl “ + “ down arrow “ - zoom out by vertically
“left arrow” -  move graph by horizontally to the left
“right arrow” - move graph by horizontally to the right

HotKeys

アナライザーの自動検出

ホットキー
SWR～スミスのタブ切替

単発測定の起動/停止
連続測定の起動/停止
測定停止

選択した測定結果の削除

又は "▼" -- 横軸のズームアウト
又は "▲" -- 横軸のズームイン

又は ctrl + "▲" -- 縦軸のズームイン
又は ctrl + "▼" -- 縦軸のズームアウト

"◀" -- グラフを左に移動させる

"▶" -- グラフを右に移動させる

AntScope2はアナライザーを自動検出します。アナライザーをPCに接続すると数秒後
にAntScope2画面の左上にAntScope2のバージョン番号とアナライザーの型名が表示
されます。その状態になれば、画面上の各ボタンは動作します。

F1～F7：SWRタブ～スミスタブに対応して切替可能
F9：単発測定の開始・停止
F10：連続測定の開始・停止
Esc：測定停止
Delete：選択した測定結果の削除
”＋” 又は ”▲”：グラフ横軸のズームイン
”－” 又は ”▼”：グラフ横軸のズームアウト
” Ctrl ” + ”＋” 又は ” Ctrl ” + ”▲”：グラフ縦軸のズームイン
” Ctrl ” + ”ー” 又は ” Ctrl ” + ”▼”：グラフ縦軸のズームアウト
”◀”：グラフを左に移動させる
”▶”：グラフを右に移動させる
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