


エルゴノミクスに基づいて独自に設計されたWitty•TIMERは軽量でコンパクト。視認性に優れたグラフィカルなアイコン
とフルカラースクリーン上での直観的な操作が可能です。光電管と組み合わせたWittyタイミングシステムでそれぞれの
周波数を個別に設定すれば、同じエリアで最大8か所まで同時に使用しても混線することはありません。出荷時に設定さ
れている標準テスト（シングルテスト、グループテスト、インラインテスト、ゴー＆バックテスト、カウンターテスト等
々）に加えて、ユーザーが新たなテストプロトコルをタイマー上で作成することも可能です。Witty•TIMERで作成したテ
ストや測定結果はWittyマネージャーソフトウェアにダウンロードしてPC上でより詳細な分析をすることができます。

Wittyキットには、購入後ただちにトレーニン
グセッションを開始するために必要なアクセサ
リーが全て含まれています：

1 Witty•TIMER 1台
2 Witty•GATE ワイヤレス光電管　2式
2 反射板　2式
4 ポータブル三脚　4式
1 バッテリーチャージャー（光電管2式とタイ

マー1台を同時充電可能）
4 USBケーブル　4本
1 運搬用インナーパッド付専用バックパック（

アクセサリーを含むすべてのアイテムを手軽
に持ち運べます）

1 Witty•MANAGER ソフトウェア

　WITTYは最新のトレーニング法に対
応した全ての機能が使用できるようデ
ザインされています。

PRACTICAL AND PRECISE
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150ｍをもカバーする統合トランスミッション機能を備え
たWitty•GATE光電管には類を見ない信頼性があります。信
号の伝達に障害が発生した場合に備えた冗長システムを持
つ無線伝達機能により、データは最大精度（±0.4ミリ秒）
でタイマーまで送信されます。Wittyタイマーは各光電管か
ら送信されるIDナンバーよって遠隔操作で認識します。そ
れにより、どの光電管をスタートにし、中間地点にし、ゴ
ールにするかを簡単に設定することができます。

デュアルゲイト
Wittyシステムは、もちろんデュアルゲイトにも対応。光電
管を上下に2台配置することにより2台の光電管が同時に遮
断された時のみ信号が発生するように設定することができ
ます。これによって腕ではなく胸によって光電管が遮断さ
れた瞬間をとらえることが可能となります。中間タイムを
計測するためのWitty•GATEの設置数は無制限です。

ADVANTAGES OF WITTY
• 直観的で操作しやすいグラフィックインターフェイス
• 操作が簡単ですぐに使い方が理解できる
• 日本語表示でしかもカラーディスプレー
• 最新のトレーニング法に対応した全てのテスト（例えば

スプリント、アジリティー、スピード持久力など）が実
施可能

• シングルまたはデュアルゲイト方式
• 光電管を追加することよる中間地点の計測数は無制限
• 1000分の1秒以下の高い精度で計測
• 高信頼度の無線伝達システム（150m）により、素早く

簡単に光電管の再配置が可能
• タイムだけでなくスピードを表示（km/h、m/s、mph）
• 充電方式バッテリー（10時間駆動）
• USB接続によりWitty•TIMERからPCへの素早いデータ転

送（ランキング、評価、エクスポート）
• Witty•GATE光電管の自動設定
• 複数周波数の同時利用
• 耐水性
• 専用バックパックによる優れた携帯性
• Optojump Nextシステムとの同期
• シングルやデュアル光電管をラップタイム計測のために

追加できるほか、スタートパッド、ディスプレイLEDボ
ード、方向指示器等々との高い拡張性があります。
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THE RIGHT TOOL  
FOR EVERY TRAINER
WittyシステムはそのコンパクトなサイズとWitty•TIMERのエ
ルゴノミックな形状により、フィールドでの使用に最適。
Wittyのワイヤレストランスミッションにより、コーチがトレ
ーニングピッチを移動しながら選手に対してすぐその場で適
切なフィードバックを与えることができます。

MULTI SPORT
Wittyはあらゆるトレーニングとテストで必要とされるタイム
計測に対応可能なように開発されました。タイマーには多く
のトレーニングで使用されている様々な標準テスト(スプリン
ト、アジリティー、持久力、周回コース等々)が予め準備され
ています。さらにコーチがそれぞれの目的に応じて様々な専
門的テストをカスタマイズすることができます。
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Witty•TABは、多目的に使えて軽くポータブルでしかも操作性に優れたディスプレイボードをお探しの方にとって理想
的なデバイスです。13×41.5×6㎝のコンパクトサイズながら、6桁の数値を表示するための7区画(10×5Leds)ドットマ
トリックスLEDが組み込まれています。センサーにより、周りの明るさ応じて照度が自動調整されます。照度は手動
で調整することも可能です。2本の鉛蓄電池によってAC電源に接続することなく約10時間の連続使用が可能です。

Witty•TAB には、内部タイマーが装備されており、さらに無線トランシーバーによりWitty光電管と通信します。アス
リートが光電管を通過すると、光電管は信号（スタート/ラップ/ストップ）をタブに送信します。標準的な条件で通信
範囲は150mです。

Witty•TAB には2つのモードがあります.

• Witty•GATE光電管との組み合わせだけで使用す
るモード：計測した時間が表示されますが、そ
の後のコンピュータでの分析のための保存はで
きません。

• Witty•TIMERも同時に組み合わせて使用するモー
ド：光電管から送信された信号はタブだけでは
なく、タイマーでも受信されます。それによっ
てデータが保存され、Witty•MANAGERーソフト
ウェアを用いたコンピュータでの分析が可能と
なります。
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プログラム
Witty•TABには、アスリートの能力評価やパフォーマンスのモニタリングのさま
ざまな目的や必要性に応じたタイム計測のためのプログラムが内蔵されていま
す。

# 名前 機能
P0 スタート、ゴール スタートからゴールの基本測定（5秒毎の自動リセット機能
P1 1つのラップタイム 1つのラップタイムを含む基本測定
P2 2つのラップタイム 2つのラップタイムを含む基本測定
P3 スピード 任意の距離に置いた2台の光電管間のスピードを表示
P4 光電管1台によるスピード 1つの光電管で周回コースのスピード表示
P5 フリーラップ 最大20までのラップタイム計測
P6 連続計測 制限時間内に何回通過できたかを計測
P7 反応スタート 反応時間を含むスタートとゴール
P8 カウンター ゲート通過を自動カウント
P9 2台同時カウンター 2台の光電管(左と右)のそれぞれの通過をカウント
P10 日付と時刻 日付と時刻を表示
P11 時刻 時刻を表示
P97 LED検査 LEDの状態をチェック
P98 光電管無線信号検査 光電管の通信状態をチェック
P99 設定 明るさ調整、周波数、日付と時刻の表示設定
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ファミリーに新たに加わったWitty•SEMは、7×5配列LEDにより様々な色とシンボルで指示を表示するスマートな信号
機です。Witty•SEMに組み込まれた近接センサーが、これまでの単純な光電管だけでは不可能であった反応トレーニ
ング、反応敏捷性トレーニング、認知-運動能力のトレーニングといった専門的トレーニングを可能にしました。

Witty•SEMが表示できる信号には以下の4種類があります：

• カラー：レッド、グリーン、ブルーの3色

• 異なるカラーと方向で表示される矢印

• 様々なカラーで表示される数字

• 様々なカラーで表示される文字

Witty•SEMは、単体でも使用可能ですが、他のWittyシリーズの機器、例えば光電管、RFID認識システム、Witty•TAB
ディスプレイボードと組み合わせて使用することもできま
す。Witty•SEMはその柔軟な機能性と使いやすさにより、スポ
ーツのトレーニングだけではなく、リハビリテーションにとっ
ても理想的なツールとなります。

Witty•SEMの設定やデータの取得そして分析は、Witty•TIMER
で行います。最大150mをカバーする無線送信システムによ
り、各種のトレーニングと分析を圧倒的な柔軟性と信頼性のも
とに実行することが可能です。1台のWitty•TIMERで最大16台
のWitty•SEMを管理しリアルタイムでデータが収集されます。

Witty•TIMER と Witty•MANAGERソフトウェアを組み合わせて
以下のような様々なタイプのテストをカスタマイズして管理す
ることができます。

• Witty•SEM により、事前に設定した秒数でのカウントダウン
有り、またはカウントダウン無しでのスタート信号機として
使用する。

• 単体もしくは光電管との組み合わせて様々な反応アジリティ
ーテストを実行する。

• 方向転換テストを実行する。

• 競技特異的な認知-運動スキルとコーディネーションスキルの
反応テストを実行する。

Witty•SEMは他の全てのWittyファミリーと同様に最大８チャン
ネルの周波数を区別します。したがって、同じトレーニングエ
リア（例えばスポーツフィールドや体育館）内で異なるグルー
プが別々のトレーニングやテストを実施することが可能です。
例えば、あるグループがスプリントトレーニングを行っている
横で別のグループがアジリティードリルを実施し、またすぐそ
の隣でさらに別のグループが反応ドリルを実施したとしても混
線することはありません。
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START SEMAPHORE
Witty▪SEMはWitty•TIMER を使ってスプリントテスト（スプ
リント、ゴーバック、グループテスト、反復テスト等々）を
行うときにはいつでもそのスタート信号として使用すること
ができます。

Witty•SEMには“スタート”の合図としてのグリーンの信号を
表示させる機能がありますが、そのグリーンの合図が出るま
でに、３・２・１・スタート、といったカウントダウンを
設定することができます。また、このスタート信号が発せら
れてからタイム計測を開始するのか、それともこの合図の後
Witty•GATE光電管を通過してからの時間を計測するのかを決
めることができます。さらに足の一部が移動した瞬間から計
測を開始するような設定も可能です。

AGILITY TEST
ほとんど全てのスポーツのトレーニングでは、ただまっすぐ走るだけではなく、アジリティーのドリルが行われます。ア
ジリティーのトレーニングでは、持久性や筋力・パワーといった能力だけではなくコーディネーションと認知的スキルの
向上が重要となります。こうした目的で行われるトレーニングで用いられるエクササイズは、刺激に対する運動反応の複
雑なプロセスを改善するためにデザインすることになります。

Witty•SEMは、カラーとシンボル（数字、文字、矢印）の様々な組み合わせからなる数パターンの視覚刺激を表示しま
す。それにより、刺激の認知、解釈、処理、運動プログラムの選択といった認知・運動のあらゆる側面におけるトレーニ
ングやテストにWitty•SEMを有効に使用できます。

同時に用いることのできる信号の種類と数、配置、カバーする範囲の広さ等々極めて高い柔軟性によって、現実的なスポ
ーツの練習における様々な用途に直接組み込んで幅広い活用が可能です。

DIRECTION CHANGE TESTS
一例として方向転換テストを挙げることができます。この
トレーニングは選手のコーディネーション能力に対して高
い負荷をかけることになります。図のようなトレーニング
構成はWitty•TIMERで簡単にセッティングできます。

選手が最初に通過した光電管のゲートから発せられるパル
スとその後に移動するべき方向を示す矢印の表示の間にど
れだけのディレイをかけるかがこのトレーニングの鍵とな
り、信号の認知と反応というプロセスのトレーニングの内
容と質が決まります。

GATE
STOP

GATE
START

SEM

RFID WITTY-TIMER
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Witty•SEMは、直接触れることなく、近づくだけで（最大
40cm）物体の近接を感知する特殊センサーを搭載してい
ます。そのため、コーディネーションや反応時間の改善を
目的としたエクササイズにおいて、リハビリテーション、
スポーツトレーニングにも使用できます。不安定板と組み
合わせたり、ラケット、ボールといった専門用具を用いた
りしてWitty•SEMを使用することにより、感覚-運動スキル
の基礎的な能力を向上させるためのトレーニングとして、
さらには様々な反応動作の効率を高めるトレーニングとし
ても有効に使用できます。刺激—認知—解釈-意思決定—動
作の実行というプロセスをチェックするための評価機器と
してだけではなく、それらを改善するためのシステムとし
て柔軟に使用できます。

次々と刺激が表示され、それに反応するというモードだけ
ではなく、刺激の表示間隔を設定できますので、患者や選
手が元のスタートポジションに戻ってから反応するという
状況を簡単に作ることも可能です。

REACTIVITY AND COORDINATION TEST (指示機のみを使用)

REACTIVITY AND COORDINATION TEST （指示機と光電管を使用）

コーディネーションのテストや、スプリントやボールコントロ
ールといったスポーツの専門的なスキルと組み合わせて行うよ
うなテストでは広いエリアが必要となります。こうしたテスト
においては、指示機を光電管の上部に取り付けスタート信号と
して作動させることにより、Witty•SEMの近接センサーによる
タイム計測ではなく、Witty•GATEを選手が通過した瞬間のタイ
ムを計測するという方法を用いることになります。

WITTY-TIMER

CUSTOMISED TESTS 
Wittyシステムは全てWitty•MANAGERというアプリケーションソフ
トによって統括的に管理されます。このソフトウェアを用いること
で、ユーザーが自由にデザインしたコースのテストやトレーニング
をWitty•TIMERに転送して実行することができます。様々な要素（
指示器やマーカーやコーン等々）を用いたコースを設定し、それら
の距離や配置や移動方向を決めることにより、各要素間のスピード
や所要時間を計測することができます。

9



Witty•RFIDは、自動的に選手を識別するためのシステムであり、個人識別リストバン
ドとその情報を読み込むためのRFIDリーダーから構成されます。Witty•RFIDは、コー
チが手動でタイマーをセットする手間を省き、測定をさらに効率化するために開発さ
れました。

選手が各自の手首につけるリストバンドにWitty•MANAGERソフトウェアとリンクし
た選手情報をあらかじめインプットしておきます。これにより、選手がリストバンド
をRFIDリーダーに近づけるだけで、自動的に選手情報が認識されてWitty•TIMERに転
送されます。

リストバンドはウォッシャブルなシリコンラバー素材でできているため繰り返し使用
することができしかも安全です。

Witty•RFIDを用いた測定のプロセスは完全に自動化されているため、コーチは様々な
テストにおける選手の改善度合いやテスト中のコンディションを見極めるといった指
導に集中することが可能となります。

例：事前に情報が入力されたリストバンドをつけた選手がスタートする前に
自分のリストバンドをRFIDリーダーに近づけると（約20cmの距離）、即座に
Witty•TIMERにその情報が転送され表示されます。選手情報が認識されたこと
は、音とグリーンのLEDが光ることで確認できます。後は選手がテストを実行
するだけです。テスト結果は自動的にWitty•TIMERのメモリーに保存されている
その選手のデータとして自動的に保存されます。
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Wittyの基本セットにはウィンドゥズPC対応のWitty•MANAGERというソフトウェアが同梱されてきます。これを用い
ることにより、選手のパーソナルデータやテストの作成・編集、取得した結果の表示等が行えます。このソフトはパ
ーソナルデータ、テスト、結果、WITTYという４つのセクションに分かれています。

テスト
このソフトのメインとなる機能です。テストの内容をカスタマ
イズし名前をつけてWitty•TIMERにダウンロードします。テス
トには以下の３つのタイプがあります。ベーシック、マルチス
タート、そしてカウンターです。
ベーシック：１名ずつ順番にテストを行うテストであり、ほ
とんどのテストで実行できます。必要に応じて、次の３つのい
ずれかに指定します。スプリント（ラップ有りまたはラップ無
しのストレートコースまたは周回コース）、ゴー＆バック（あ
る地点から別の地点まで、もしくはさらに多い地点間の移動）
、リカバリーシャトル（任意の回復時間を挟んで反復するテス
ト）。

マルチスタート: 一人の選手のテスト開始から終了まで長時間を
要する際に、最初の選手がスタートしてゴールする前に次の選
手をスタートさせる必要がある場合に使用します。
カウンター: 一定の時間内に決められたアクションが何回できる
か、または逆に一定回数のアクションをどれだけの時間で完了
できるかを調べるために用います。

結果
すでに実行したテストの結果を見るためのセクションです。
テスト結果は、選手、テストタイプ、テストを実行した日付及
びこれらの組み合わせでフィルターをかけて効率良く表示させ
ることが可能です。例えば選手の名前をタイプすると、その選
手が行ったテスト結果だけが表示されます。
見たいテストが選択すると、Viewモードに入り、テスト結果が
グラフや数値で表示されます。テーブルはあらかじめ設定され
た形式もしくは指定した形式で表示させることが可能です。
表示したデータはそのままプリントできるほか、ワンクリック
で様々なテストをエクスポートすることもでき、レポート形式
で出力することも可能です。出力されるレポートには印刷もし
くはエクスポートしたいデータを指定し、オリジナルロゴマー
クの挿入も可能です。

パーソナルデータ
このセクションでは選手のプロフィールを作成・編集します。
各プロフィールには詳細な情報を記載することができます（個
人データ、特記事項、写真等々）。
さらに、Witty•TIMERに単に選手の名前や情報を転送するだ
けではなく、各選手がそのテストを実施する順序を示す「
スタートリスト」を転送することができます。このリスト
は、Witty•MANAGERに保存されている大量のパーソナルデータ
を幾つかのグループ（例えばチーム）に分割するためにも使用
することができます。

WITTY
これはWitty•TIMERと通信するためのセクションです。例えば
Witty•TIMERに保存されている情報を消去したい時、あるいは
PCからWitty•TIMERにデータをダウンロードしたい時、逆に
Witty•TIMERからPCにアップロードしたい時に使用します。ま
た、Witty•TIMERやWitty•GATE光電管のファームウエアのバー
ジョンアップ時にも使用します。
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質量 238g（バッテリーを含む）
サイズ 83 x 103 x 68 mm
実用温度 0° / +45°C
最小計測精度 4 x 10-5 s (1 / 25000 s)
ディスプレイ •全面マトリクス5×7 高輝度LED RGB,可視領域42×60mm 

• リアライン2×5　高輝度LED RGB
センサー　 近接センサー・周囲光センサー
無線モジュール 多周波トランシーバー 433-434MHz
無線送信形式 デジタルFSK 送信; 情報精度確認及び自動修正機能をもつ冗長符

号
無線周波数 433.1125 MHz—434.7375 MHz
無線送信パワー 10 mW
インパルス通信精度 ±0.4 ms
無線通信距離 約150 meters
処理ユニット 16-ビットマイクロプロセッサー
タイムベース 8 MHz クオーツ、安定性 ±30ppm （0°C～ +45°C）
供給電力 内部リチウムイオンバッテリー、 外部電源供給 5VDC
バッテリー充電 充電器
バッテリー駆動時間 > 10時間
接続端子 • 充電およびPC接続用マイクロ USB タイプ B接続端子

• 外部インプット及びダブル光電管接続用3.5 mm 3-poleジャックコネクター

Witty•SEM

質量 169g（バッテリーを含む）
実用温度 0° C/+45°C
最小計測精度 4 x 10-5 s (1/25000 s)
ディスプレイ 5高輝度RGB LED 
センサー 近接センサー・周囲光センサー
RFIDモジュール 13.56MHz RFIDトランシーバー (ISO 15693)
RFID Module 13.56MHz RFID transceiver (ISO 15693)
無線モジュール 多周波トランシーバー 433-434MHz
無線送信形式 デジタルFSK 送信; 情報精度確認及び自動修正機能をもつ冗長符号
無線周波数 433.1125 MHz—434.7375 MHz
無線送信パワー 10 mW
インパルス通信精度 ±0.4 ms
無線通信距離 約150 meters
処理ユニット 16-ビットマイクロプロセッサー
タイムベース 8 MHz クオーツ、安定性 ±10ppm （0°C～ +45°C）
供給電力 内部リチウムイオンバッテリー、 外部電源供給 5VDC
バッテリー充電 充電器
バッテリー駆動時間 > 10時間
接続端子 • 充電およびPC接続用マイクロ USB タイプ B接続端子

•  外部インプット及びダブル光電管接続用3.5 mm 3-poleジャックコネクター

Witty•RFID

Witty•MANAGER

www.microgate.it/witty

MICROGATE Srl 
via Stradivari, 4 
I-39100 Bolzano (BZ) Italy
Tel. +39 0471 501 532
Fax +39 0471 501 524
info@microgate.it 
www.microgate.it

エスアンドシー株式会社
〒612-0019
京都市伏見区深草平田町7-3-208
Tel. 075-643-7507
Fax. 075-643-7507
info@sandcplanning.com
www.sandcplanning.com
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質量 169g（バッテリーを含む）

サイズ 75 x 103 x 48 mm
実用温度 0° C/+45°C
最小計測精度 0.125 ms
反応ディレイ 1 ms
光線範囲 12 m
無線モジュール 多周波トランシーバー 433-434MHz
無線送信パワー 10 mW
インパルス通信精度 ±0.4 ms

無線通信距離 約150 meters
処理ユニット 16-ビットマイクロプロセッサー
タイムベース 8 MHz クオーツ、安定性 ±30ppm （0°C～ +45°C）
供給電力 内部リチウムイオンバッテリー、 外部電源供給 5VDC
バッテリー駆動時間 > 10時間

接続端子 • 充電およびPC接続用マイクロ USB タイプ B接続端子
• 外部インプット及びダブル光電管接続用ジャックコネクター.

Witty•GATE

質量 2.9 kg(バッテリーを含む)
サイズ 13 x 41.5 x 6 cm (H x W x D)
実用温度  0° C/+45°C
時間計測単位 1/100 s

選択可能スピードm/s – km/h – mph 
計測精度 4 x 10-5 s (1/25000 s)
LEDディスプレイ 6 桁 x 7 セグメント (10 x 5 LEDs) 

 4つのコンマ、小数点
手動/自動輝度調整

無線モジュール 多周波トランシーバー 433-434MHz
無線送信形式  デジタルFSK伝送:情報精度確認及び自動修正機能をもつ冗長符号
無線周波数   433.1125 MHz から 434.7375 MHz
無線送信パワー 10 mW
無線通信距離 約150 meters
処理ユニット 16ビットマイクロコントローラ
タイムベース 12.クォーツ8MHz, 安定性 ±10ppm( 0°C and +45°C)
供給 内部鉛蓄電池×２
バッテリー充電 充 電器
バッテリー駆動時間      10時間
ボタン • スタート/ストップボタン 

• ラップ/リセットボタン
接続端子 PC接続用マイクロUSBタイプB接続端子 

外部入出力ジャックコネクタ

Witty•TAB

重量 337g バッテリーを含む
大きさ 214 x 100 x 36mm
実用温度 0° C/+45°C
計測精度 4 x 10-5 s (1/25000 s)

ディスプレイ
グラフィックカラーTFTディスプレイ
画面サイズ59x44 mm 320x 240 ピクセル
ソフトウェアによるバックライト調整機能付

無線モジュール 多周波トランシーバー 433-434MHz
無線送信パワー 10 mW
処理ユニット 32-bit マイクロプロセッサー2基
タイムベース 12 クオーツ 8 MHz、安定性 ±10ppm（0°C～+45°C）
供給電力 内部ポリマーリチウム電池、外部電力サプライ 5VDC
バッテリー駆動時間 > 10 時間

接続端子 • 充電およびPC接続用マイクロ USB タイプ B接続端子
• 外部インプット用ジャックコネクター

Witty•TIMER

Minimum Recommended
オペレーティングシステム 最低　Microsoft XP SP3 推奨　Vista/7/8(32or64bit)
CPU Atom/Centrino  i3/i5/i7
RAM 1 GB 4 GB
グラフィック解像度 1024×600 1600×900 or higher
USBポート　 1 1


