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WITTY・WITTY-SEM 簡易操作ガイド
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［動画ガイドQRコード］
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WITTY基本操作方法

マイクロゲートキー

・長押しでON/OFF
・前の画面に戻る
・テストを終了する

確認・OKキー

ファンクションキー

・はい/いいえの選択
・画面下部の表示の選択

電源ボタン

・長押しでON/OFF
・チャンネル変更
・電波強度の変更

USBケーブル接続口

ナンバーキー

・数値の入力に使用

・充電
・PCとの接続

ロックキー

・画面上部に鍵マークが付き、信号を受け取らない

▲メイン画面

操作部(タイマー) 光電管(GATE)

マイクロゲートボタンで電源をONにした後、
「何かボタンを押してください」の表示が
出るまではボタンを押さないで下さい。

・光電管は電源をONにするとビープ音がなります。リフレク
ターと正しく向き合わせると音が止まります。

・操作部の電源の消し忘れにご注意ください。

・充電は付属のUSBケーブルとアダプタをご使用下さい。

・詳しい情報は付属のUSB内のマニュアルをご確認下さい。
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WITTY-SEM概要

電源ボタン ON/OFF

外部信号入力ジャック

USBケーブル接続口

状態LED

チャンネル変更の方法(光電管WITTYと同様)

・OFFの状態から電源ボタンを5秒以上長押しして赤ランプ点滅状態にする

・タイマーの「設定」→「無線」→「周波数」から番号を入力

・保存を押すと光電管から音が鳴り、設定完了

※各センサーのアルファベット設定はPCソフト上で行います。

※ご使用後の電源の消し忘れにご注意ください。

WITTY-SEM

・長押しでON/OFF
・チャンネル変更
・電波強度の変更

・充電
・PCとの接続

▼3色の矢印表示(4方向)

▼アルファベット表示
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GATE(光電管)とSEMの準備：三脚への取り付け

1.〇を回して台座を外す 2.光電管・リフレクター・SEM
に台座を取り付ける

3.台座を三脚に取り付ける
↑□を引くと脚が180°開きます。

押すと一定の角度までしか開か
ない状態で固定できます。

・脚部分は鍵の開くマークの方向に回すと伸ばすことができ、閉じるマークの方向に回すと
固定できます。
・4段階まで伸ばすことができます。(回してロック解除⇒1段伸ばす⇒さらに回してロック解
除⇒1段伸ばす。の要領で1段ずつ伸ばして下さい。)
強く回し過ぎると故障の原因となりますのでご注意ください。

・一般的には光電管 - リフレクターが選手の腰の位置に来るように高さを設定しますが、
用途に応じて高さを変更してください。

・光電管とリフレクターの距離は２～３mが目安です。
・WITTY-SEMの反応アジリティテストは、目的に応じて高さを決めて下さい。



5

GATE(光電管)とSEMの準備：三脚の高さ設定

・地面からセンサー中心までの距離

①一番低い(足を伸ばさない)：約43.5㎝
②首部分のみ伸ばした状態：約60㎝
③脚1段階伸ばした場合：約60㎝
④脚2段階伸ばした場合：約80㎝
⑤脚3段階伸ばした場合：約97.5㎝
⑥脚を全て(4段階)伸ばした場合：約115㎝
⑦脚全て+首部を伸ばした場合：約132㎝

・光電管は走者の腰の高さあたりに設定してく
ださい。
・SEMは表示が見やすい高さに設定してくださ
い。

①②

③

④

⑤
⑥

⑦



6

シンプルテストで計測

START STOP

1

光電管とリフレクターを設置
します。

タイマー(操作部)の「テス
ト」を選択します。

シンプルテストを選択します。

↑の画面になったら計測を開
始します。選手が光電管を通
過するとタイムが計測されま
す。

2度目の通過で数秒間タイム
が止まります。(計測は続いて
おり、数秒後にタイムが動き
ます。)
0に戻す場合はF1キーで「新
規」を選択します。

F1キーで「はい」を選択しま
す。0.00の画面に戻ります。

テスト終了時にはマイクロ
ゲートキーを押します。
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テストを作成する：「テスト」→「新規テスト作成」

※機器の配置は
次ページを参照
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セッティング：10mスプリントテスト

スタートからゴールの距離：10m

光電管と反射板の間隔：
2m～3m

走者の構えた足の位置から
スタートラインまで：10㎝～20㎝
(手でセンサーを切らない位置)
反動を付けずにスタートすること

三脚の高さ：60㎝～1m程度
※脚1段階～2段階伸ばし

※走者の腰あたりの高さに設定

全力で走り抜けるため

ゴールゲートの後方に
スペースを作る：
5m～10m程度



9

テストを作成する：プロアジリティ・反応スプリント

※このテストはWITTY-SEMを使用します。

※機器の配置は
次ページを参照
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セッティング：プロアジリティ(5-10-5テスト)

左右のマーカーの距離：10m

光電管と反射板の間隔：
2m～3m

走者の構えた足の位置から
スタートラインまで：10㎝～20㎝
(手でセンサーを切らない位置)

三脚の高さ：60㎝～1m程度
※脚1段階～2段階伸ばし
※走者の腰あたり

①

③

②

・スタートからAまで走り、方向転換してBまで走る。
Bで方向転換してゴールを駆け抜ける。
・スタートからゴールまでの時間を記録とする。
・左右のマーカー(もしくはライン)を手でタッチ
・切り返しの脚をAとBで変える
(Aで右脚で切り替えしたらBは左脚)AB

スタートラインから
マーカーの距離：５m
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テストを作成する：WITTY+SEM1センサーで方向転換走

指示器として使用するWITTY-SEMは「A」のみです。
「B」以降は方向転換後のゴールとして使用することができます。
(青の■が点灯します)

機器の配置は次ページを参照
※このテストはWITTY-SEMを使用します。

▲ T字方向転換走のセッティング
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セッティング：Y字方向転換走

スタートの光電管と反射板
の間隔：2m

ゴールの光電管と反射板
の間隔：5m

スタートゲートから
走者の足まで：10cm～30㎝

ゴールの通過範囲
左右それぞれ1m

SEMはゴールラインより後方
スタートの直線上に設置

・スタート通過から0.3秒後にSEMに方向指示が表示されます
・スタート位置を後ろにして、加速をつけると難易度が上がります
・スタートからゴールまでの距離を短くすると難易度が上がります

スタートからゴールラインまで
直線距離：5m
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スプリントで時速・秒速を表示する

・タイマーの「設定」⇒「単位」⇒「スピード」を選択します。
・秒速の場合は「m/s」、時速の場合は「km/h」に設定し、保存(F1)を押します。

・テスト実施中にオプション(F4)を押し、「複数ゲート」を選択します。

・スタート-ストップ：ゴールまでの距離を入力します。(〇m〇cm)

・中間に追加ゲートが入る場合は 、ゲートを追加(F3)を押します。
ラップ地点の距離を入力します。保存(F1)を押し、Microgateキー(右側の黄色ボタン)で戻り
ます。
・計測時にタイムの下に区間の平均速度が表示されます。

スタート-ストップ= 20m0cm

ゲートラップ1 =10m0cm

▼20m走で10mラップを含んだ場合の設定
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DUAL TEST：2レーン計測

・「テスト」⇒「既存テスト」⇒「Standard Tests」の「Dual
Test」を選択します。
・ゲート設定を行います。F1「はい」を選択し、使用す
る光電管を通過します。
・レーン(Track)の1か2を選択し、F1(保存)を選択しま
す。
・画面左にレーン(Track)1、右側にレーン(Track)2が表
示されます。

・既存テストのDual Testでは、タイムは各レーンで光
電管を2度通過した時点で止まります。

※WITTYタイマーバージョン2.37もしくは3.37以降に対

応しています。既存のテストに入っていない場合は
WITTYタイマーをソフトウェアでアップデートする必要
があります。

ソフトウェアに関しましては付属のUSBにマニュアル
が入っていますのでご確認下さい。



ワイヤレス光電管WITTY：タイム参考値

◀10mスプリント Test
・スタートダッシュを計測する重要なテストです。
・完全に静止した状態からスタートします。
・構えた状態で赤外線を遮断しないよう、スター
トの光電管より10～20㎝程度後方からスタート
します。
・光電管の高さは膝上から胸の高さの間に設定し
ます。

①

◀アローヘッドテスト
・直線に10m走り①で90°ターンし、②のコーン

を外回りします。
・③のコーンを外回りしてスタートまで15m直線

に走ります。
・左右両方行います。
※大回りしないよう、コーンで膨らむのは1m以

内とします。

左右のタイムを足した数値が結果となります⇒

タイム(秒) 評価

14.0以下 Excellent

14.1～15.0 Very Good

15.1～16.0 Good

16.1～17.0 Moderate

17.1～18.0 Low

18.0以上 Poor

タイム(秒) 評価

1.69 以下 Excellent

1.70～1.76 Very Good

1.77～1.83 Good

1.84～1.91 Moderate

1.92～1.99 Low

2.00 以上 Poor

大学サッカー参考値

大学サッカー参考値②

③
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WITTY-SEMの設定をPCソフト
WITTYマネジャーで行う方法

付属のUSBからPCへソフト「WITTYマネージャー」をインストールします。
WITTYマネージャーを起動させ、WITTY-SEMをUSBケーブルでPCと接続すると、バージョン情報等
が表示されます。「アップデートしてください」と表示されている場合は画面左の「WITTY-SEMの
アップデート」を実行します。

チャンネルやSEMの初期表示文字を変更する場合は、SEMをチャンネル変更待機状態(電源OFF
から電源ボタン長押し)にしてからPCと接続します。

Addressとチャンネルを選択して「送信」をクリックするとSEM本体の設定が変わります。
※4センサーで反応テストを行う場合はA～Dを使用します。
※反応スタートセンサーとしての使用、方向転換指示としての使用にはAを使用してください。



チャンネル=周波数の変更
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複数個所で同時計測をする場合に周波数を変更します。(タイマーが複数台必要です)

• 変更する光電管の電源ボタンをOFFの状態から5秒以上長押ししてグラデーションの点滅状態にします

(2重のビープ音がなります。)複数台同時の変更も可能です。

• タイマーの「設定」→「無線」→「周波数」から番号を入力します(1～８まで使用可)

• 保存を押すと光電管から音が鳴り、設定完了です。

• 「信号の確認」で電波の状態が100%か確認してください。

ModeとRadio Powerの変更
• 光電管とリフレクターの距離を遠くする場合、5mなどの短距離を計測する場合などに使用します。

• 変更する光電管の電源ボタンをOFFの状態から5秒以上長押ししてグラデーションの点滅状態にします

(2重のビープ音がなります。)複数台同時の変更も可能です。

• タイマーの「設定」→「無線」→「モード」を選択します。

• 「ModeはStrong」にすると、光電管とリフレクターの距離を最大12ｍまで離すことができます。(Normalは最大

6m)

• 「Radio Power」をShortにすると、光電管通過間が0.4秒以上で感知します、(Normalは1.2秒以上)

• F1の「保存」を押すと、光電管から音が鳴り、設定完了です。


