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FieldWiz 使用 全体の流れ

• ※データ取得前にアカウント登録・チーム作成・選手情
報作成を行って頂くと、分析がスムーズに進みます。(P9
から参照)

• ※ウェブアプリケーションの使用にはインターネット環
境が必要です。

• ※ブラウザは「Google Chrome」のみ対応しています。

• ※計測中のデバイスの落下・紛失にご注意ください。

• 室内での使用はできません。
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ウェブアプリケーション

新規アカウントの登録・ログイン
:http://analyze.fieldwiz.com のページにアクセスする

アカウントをお持ちの方は①E-mailアドレスとパスワードを入力しLogin

- ご自身のアカウントをお持ちでない場合は, ②"Sign up here" をクリックしてくださ

い。

- アカウントの作成手順につきましては次ページのアカウントの作成をご覧ください。
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アカウントの作成

http://analyze. feldwiz.com ホームページを表示します。

⇒“Sign up here”をクリックします

1. E-メールアドレスを入力

2. パスワードを入力

3. 確認用のパスワードを入力

4. "Create Account"をクリック

確認メールが届きましたら、link（リンク）をクリックします。

メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。

※初めてログインを行った場合「プライバシーポリシーの同意」

を求められます。チェックを入れて「Proceed」をクリックしてください。

ソフトウェアチュートリアルやユーザーマニュアル(英語)を見ることがで

きます。不要な場合は「I’m ready・・・」をクリックします。
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チームの作成方法

はじめにTeam(チーム)の作成を行います。

Teams ⇒ Add Team＋をクリックしてください。

チームの写真やロゴを選択してください。

チーム名を入力してください。
競技を選択してください。

速度ゾーンを設定する際の段階的な上が
り幅と上限の速度を設定します。

例えば、Show every 5km/h Upper Limit 30
に設定すると5;10;15;20;25;30㎞/hの速度

ゾーンが設定されます。

速度ゾーンを細かく設定できます。
数字の間には；を入力してください。

速度ゾーン
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チームの作成方法

加速度の閾値1つ目を設定してください。

加速度の閾値を2つ以上に
分けたい場合設定してください。

※推奨は２段階(例 3と4)

2つ以上スプリントの定義を分けたい場
合は設定してください。

スプリントの定義を速度ゾーンで
設定した速度の中から設定します。

例) 25㎞/h

加速度の閾値設定

スプリントの定義設定

高強度ランの閾値設定

設定した速度以上で走った距離が後に
レポートに反映されます。
最大2段階まで設定可能です。
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チームの作成方法

最大心拍数を元にゾーン分けをします。
設定を行ってください。

グラフを区切る時間の設定です。
左の例では5分毎のグラフが表示されます。

推奨：5

心拍ゾーン設定

グラフの時間設定

データテーブルの設定を行います。チェックマークを入れた項目のみ表示されるようになります。
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SAVEをクリックして保存します。



FieldWiz 心拍数の取得・表示方法

※心拍計測用コネクテッドシャツが必要となります。

• Teams⇒チーム選択⇒選手情報の編集で誕生日情報を入力し、Track
Heart Rate？に☑を入れます

• そしてSaveで保存すれば、心拍数が取得できます。

※心拍計測を設定するには申請が必要になります。

心拍計測をご希望の方はTeam Name、アカウントのEmailアドレス、
使用人数を担当スタッフまでご連絡ください。

・最大心拍数を設定すると結
果画面で、それに基づいて5段
階にゾーン分けされます。

・Target Heat Rateを設定する
と、結果画面で白点線が表示
されます。



アスリートの作成方法 必要な人数分アスリートの登録を行ってください。

初回はチーム設定後、最低ひとり作成する必要
があります。(1チーム最大30名まで。チームの
追加は有料となります。)

名前を入力します。(ローマ字表記)

選手の写真を
設定してください。

入力した選手データを保存します

ポジションを設定します。(任意)

最大心拍数を設定します。

目標の心拍数を設定します。

最大走行速度を設定します。

ポッドの番号を設定します。
2桁で入力してください。

例,Pod No. 01

生年月日を設定します。

体重を設定します。

選手の背番号を設定します。
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性別を設定します。

身長を設定します。

チームが30人以上などで、各Podに選手を対応させない場合は
名前をA Aなどに設定し、使用の際に誰が何番のPodを使用したか
を記録してください。

Add Player+で選手を追加登録できます。



①

②

デバイスをUSBケーブルでPCに接続し、
Connect Deviceをクリックします。

PCにデバイスが接続されているとデバイス名が表示されるので選手と同期した
いデバイスを選択します。

③

Connectionをクリックします。

選手情報とデバイスの情報が同期
されているか確認してください。

測定準備：デバイスの登録

上記の手順をデバイス個数分繰り返します。
必ず使用前にこの手順を行ってください。



測定：Pod（デバイス）の使用

・屋外で電源ボタンを長押し⇒上部に緑色LEDが点滅します。
・しばらく放置して点滅のしかたが変わるのを待ちます。

・点滅がゆっくり⇒速いに変わったら衛星の信号を受信している状態です。
測定開始の時間をメモなどで記録してください。

・どの選手が何番のPodを使用しているか記録してください。

・ビブスの背部ポケットに入れます。（上下が正しい方向になるように入
れて下さい。）

・のちの分析時にピリオド分けする場合、時間情報はメモなどで記録して
ください。
例）前半開始13:05、前半終了13:51、練習2対2 14:32～

・測定が終了したら、電源ボタンを3回素早く押して電源をOFFにします。

※再びONにするとデータが上書きされます。ご注意ください。



ドッキングステーション使用方法

• データシンクロの手順

1．電源プラグを挿す前に、ドッキングステーションにセンサーが全
て接続されている状態にします。USBメモリはまだ接続しないでく
ださい。

2．電源プラグをさします。自動で電源が入ります。

3．ドッキングステーションが起動するまでお待ちください(30秒程度
かかります)

4．②の表示が出たらUSBメモリを接続します。③の表示の後にUSBを
抜き、PCでデータ分析を行ってください。

①

②

③



Charging Sensors：センサーの充電

• チャージ(雷)マーク：充電中

• グリーン：フル充電

USB内に取得したデータファイル

• 前ページの方法でUSB内に「.dkg」ファイルが作成されます。

• PCにUSBを挿入し、UBS内のファイルがあるか確かめてくだ
さい。

• PCにファイルを移動します。例えばデスクトップに
「FieldWizデータ」などのフォルダを作り、そこに移動しま
す。この時にファイル名を日付など(220321practiceや
22Mar21Game)に変えることをオススメします。後程この
ファイルをWebソフトで分析します。

• 次回測定時にはUSB内は空の状態でデータ取得を行ってくだ
さい。



データのアップロード

V2ポッドを使う場合: USB-Cケーブルをつないでデータをアップロードしま

す。

V2ドッキングステーションを使用する場合：USBに吸い上げ作成した.dkg

データファイルを入れます。
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※ Google Chromeのみ対応

をクリックします。

使用したデバイスを選択します。

FieldWiz V1 FieldWiz V2 V1ドッキングステーション V2ドッキングステーション

Webアプリケーション



試合・練習の指定

1.タイトルを入力（例：vs 〇〇FC、20171104Trainingなど）

2.セッションの記録されたアクティビティを選択します。

(分析したいSessionを選択してください)

3.GameもしくはPracticeを選択します。

-Game：ヒートマップディスプレイを作成するため、ピッチを指定します。

-Practice：ピッチを定義する必要はありません。

4. をクリックします

1

2
3
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ピッチの指定

"Game"にのみ必要

・GPS画像上で赤色のコーナーフラッグをピッチの四隅にドラッグします。
・指定された日付と時刻のGPS座標で正確なピッチエリアが自動的に確定されラインが表示され

ます。
（サッカーならタッチライン、ゴ ールライン、ハーフェイライン、ペナリティーエリアが、ラ

グビーな らタッチライン、ゴールライン、ハーフウェイライン、10m、22m、5m、15m
ラインなど。）

・指定が完了したらSAVEをクリックします。

Webアプリケーション



．

1 2

3
4

5

１.必要なピリオドを追加します。バーをドラッグアンドドロップして、練習

や試合の時間に配置します。ここでは全選手に適応されます。

2.ピリオド名を変更できます。（4vs4、Game1など）

3.バーを動かすことで、各選手個人の出場時間などを調整します。そのピリ

オド中に選手が何もしなかった場合は、✖をクリックしてピリオドを削除す

ることができます。

4.作成した選手から選択してください。鍵のマークをクリックするとその選

手のデータが反映されないようになります。

5.個人でピリオドを追加することができます。セッションを削除した後でも

元に戻ることができます。

6.すべての選択が完了したら、SAVEをクリックして下さい。

7. Calculate Staticsでデータ分析を行います。
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ピリオドの設定

6

7

Webアプリケーション



．

・ピリオドの確認

設定したピリオドの確認を行ってください。複数選手を登録している場合、

複数のグラフとデータテーブルが表示されます。

・Team Statistics

様々なデータをグラフや数値で確認できます。

3種類エクスポートできます。
PDF形式(レポート)
Raw形式(生データ)

Xml形式(外部使用データ)

全体のデータが表示されます。総走行距離や速度ゾーンごとの走行距離、
加減速の回数、高強度での走行距離、平均走行速度、最大走行速度。

ピリオド毎に変更することもできます。
心拍数をゾーンごとに見る

ことができます。

表示項目の選択を行います。

エクセルファイルまたはCSV形式でエクスポートすることができます。
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Webアプリケーション



．

・Interactive Stats
時間ごとの速度や加速回数などをグラフで表示できます。速度のみ下図の
ような縦棒グラフになります。速度以外は画面左側にある項目と同じグラ
フが表示されます。

・Distance(㎞)、Acceleration、Deceleration、Sprint >25km/h、Max Speed (km/h)

Avg Speed (km/h)、High Intensity Distance (15km/h)

グラフまたはデータテーブルで走行距離や加減速の回数を確認できます。

Overallは積み上げ式の棒グラフです。

3種類の形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

ピリオド毎に表示することもできます。

グラフとデータテーブルを切
り替えることができます。

選手名をクリックすると
その選手のデータを非表示
にすることができます。

表示項目を変更できます。
ピリオド別で表示することも可能です。

印刷することができます。
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Webアプリケーション



．

・Intensity/time 指定した時間ごと(例では5分毎)の走行距離をグラフで表示します。

・Heart Rate ハートレートモニターを使用した場合、グラフで表示されます。選手ごと

の最大心拍数を元に設定された心拍ゾーンが色分けされて表示されます。ターゲット心

拍数は白い点線で表示されます。

ピリオド別で表示することも可能です。

PDF形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

印刷することができます。

PDF形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

印刷することができます。

ピリオド別で表示することも可能です。
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Webアプリケーション



．

・Individual Player

選手ごとにレポートを見ることができます。Team Statisticsで表示できる

数値をすべて一覧で表示することが可能です。チーム全体の傾向を見るに

は、Team Statisticsをご使用いただき、個人ごとにデータを分析する場合

はIndividual Playerをご使用ください。

ピリオド別で表示することも可能です。

速度ゾーンごとの走行距離が表示されます。

時間におけるゾーンごとの割合をグラフで表示します。
グラフの下には最低心拍数、平均心拍数。最大心拍数が

表示されます。PDF形式でエクスポートすることが可能です。
※選択しているピリオドのみエクスポートされます。

このページを印刷することができま
す。

各データの一覧が表示されます。

時間ごとの走行距離がグラフで表示されます。

スプリントを行った時間、継続
時間、最大速度が表示されます。

ピッチ上でのエリアごとの走行距離と全
体に占める割合を表示します。
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画面右上や左下のアイコンで各種データをダウンロードできます。

Webアプリケーション



．

・Replay

選手の動きを確認することができます。

表示する選手を①で選択し、時間を②で調整します。
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Webアプリケーション

①
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仕様

GNSSセンサー(位置情報センサー)

・Concurrent reception of GPS, Galileo, 

GLONASS, BeiDou
・-167 dBm navigation sensitivity
・72 channels
・Up to 18Hz update rate
・30 cm relative position accuracy
・Speed accuracy of 0.05m/s

IMU (inertial motion unit) :慣性センサー

「3軸加速度計」
Up to 250Hz sampling frequency (configurable)
16-bits output data

「3軸ジャイロスコープ」
Up to 250Hz sampling frequency (configurable)
16-bits output data

「3軸地磁気センサー」
Up to 250Hz sampling frequency (configurable)
16-bits output data


