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測定までの流れ

準備 テスト作成 テスト実行

・WITTY-SEM、WITTY
タイマーの充電
・光電管の設置
・SEMの設置
・チャンネル設定
・単位など各種設定

・テストタイプ
・モード
・終了方法
・ゲート通過回数/終了時間

・テストの開始と終了
・エラーの除外
・結果の表示

WITTY-SEMを使用して測定できること

【1センサー】
・方向転換走
・直線スプリントのスタート反応

【4センサー】
・各種反応テスト
・認知機能トレーニング3種
・・・etc
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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

・充電
・PCとの接続

ロックキー

・信号を受け取らない

▲メイン画面

チャンネル変更の方法

・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

タイマー 光電管

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。
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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。

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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光電管and SEMの準備

1.三脚の台座を外す 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

※注意点

・微調整がしやすいように、三脚のハンドルが光電管・リフレクターの肯面に位置するように取り付ける。

・取り外す時に、台座が光電管・リフレクターに付いたままになっていないか確認する。

・台座が無い三脚もあります。
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OBO三脚の取り扱い

①雲台：光電管取り付け部
②雲台取り外しネジ
③ヘッド部可動調節ネジ
④脚固定パーツ
⑤高さ延長調節ネジ
⑥脚部先端

②を回して①を取り外し、①に光電管や
リフレクターを取り付けます。

高さを高くする場合は⑤を緩めてヘッド部
を引き伸ばします。逆方向に回すと固定
することができます。

脚を伸ばす場合は、⑥をカギ解除マーク
方向に回して脚を引き伸ばします。同様
の方法で３段階引き伸ばすことが可能で
す。逆方向に回転させることで延長した
脚を固定することができます。

※各種調整ネジは無理やり回さない様に
ご注意ください。※各種可動部で指など
を挟まない様にご注意ください。

⑤

① ②

③

⑥

④
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直線スプリントテスト(SEMによるスタート信号)

スタートの反応時間を含めたスプリントの測定を図の通りに作成します。
テストタイプ「Basic」、モード「リニア」、トライアルの終了「ゲート通過回数」、
ゲート通過回数「2」、WittySem「Enabled」。

※複数SEMのセンサーがある場合は「A」ひとつのみを使用します。 ⇒次ページへ続く

<F3>

2
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直線スプリントテスト(SEMによるスタート信号)

Without Start：スタート信号は表示されますが、タイマーは

光電管を通過した際に作動します。

With Start：スタート信号の表示と同時にタイマーが作動し

ます。

With random Start：カウントダウン後にランダムで信号が

表示されます。信号の表示でタイマーが作動するため、反

応時間も計測できます。

Countdown repetit. Time：自動でカウントダウンが始まる

周期を設定できます。周期を設定していても手動でカウン

トダウンを開始することもできます。

Random time： カウントダウン終了後からスタート信号が

表示されるまでの時間です。例えば00mm07ssに設定して

いると、カウントダウンの3.2.1.のあと0～７秒の間のどこか

でスタート信号が表示されます。

Countdown Template：カウントダウンの秒数を選択します。
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方向転換走(左右どちらかに1回反応)

走りながら指示に反応して方向転換を行うスプリント測定を上図の通り
に作成します。
テスト新規作成→テストタイプ「WITTY SEM」、モード「Change Direction」、
Delay「05」、ゲート通過回数「1」、Direction「Right/Left」
※Delay Timeとはひとつめのゲートを通過してからWittySemに矢印が
表示されるまでの時間です。上記の5の場合は通過後0.5秒で指示矢印
が表示されます。

これでスタートゲートを切った0.5秒後に左右どちらかの矢印が出て、
ゴールゲートを切るとタイマーが止まる、というテストができます。
記録タイムはスタート-ゴール間です。

※複数SEMセンサーがある場合は「A」ひとつのみを使用します。

or
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WITTY-SEM 4センサーで反応テスト

4つのWittySemを使用した反応テストを作成します。(A～DのSEMを使用します。)
テストタイプ「WittySem」、モード「Agility」を選択します。
Sequenceの
Random：4つのSemのうちひとつだけ信号がでます。
Malti color：全てのセンサーに色が異なる同じシンボルが表示されます。
Malti symbol：それぞれのセンサーに同じ色で異なるシンボルが表示されます。
Malti color and Malti symbol：様々な色とシンボルが表示されます。
Number of WittySem：使用するWittySemの数
Delay：信号が出る間隔です。
トライアルの終了：「ゲート通過回数」「終了時間」を設定します。
その後、<F3>キーを押してWittySemの設定を行います。⇒次ページへ

4

10

<F3>
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WITTY-SEM 4センサーで反応テスト

<F3>キーを押してWittySemの設定を行います。
Catch the color:正解となるWittySemの色
Catch the symbol from：表示されるシンボルの種類
Catch the symbol：正解となる数字やアルファベット
上記を選択して、保存します。(上図の場合はグリーンの■が正解となります。)

※一度保存したテストは編集できません。正解のシンボルを変更する場合は新た
にテストを作成する必要があります。
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WITTY-SEMテスト作成一覧

◆直線スプリント+スタート信号

SEMをスプリントスタート信号として使用
例)SEMの反応でスタート、スタートと
ゴールに光電管。
結果：SEMの点灯-スタートまでのタイム
スタートからゴールまでのタイム

【新規テスト作成】方法

テストタイプ：Basic
モード：リニア
トライアルの終了：ゲート通過回数
ゲート通過回数：2
Witty・SEM：Enabled

オプション→Witty・SEM
Start type:With random Start
Countdown Repetit.time: 00分00秒
Ramdom time : 00分03秒
Countdown Template ：Countdown 3s
Start Mode：■

[保存]

◆スプリント中に左右に方向転換

SEMを方向指示機として使用
例) スタートゲートを通過0.3秒後にSEMに

左右矢印が表示され、その方向のゴール
ゲートを通過。T字走、Y字走
結果：スタートからゴールまでのタイム(左
右を記録しておくことで左右差を比較)

【新規テスト作成】方法

テストタイプ：Witty SEM
モード：Change Direction
Delay：03 1/10 sec
ゲート通過回数：1
Direction：Left/Right
反復回数：1

[保存]

◆スタート反応プロアジリティテスト

左右の矢印に反応してその方向にスター
トするプロアジリティテスト

結果：方向指示が出てからスタートするま
での時間とプロアジリティテスト終了まで
の時間

※スタート位置の光電管をPCソフトWITTY

マネジャーで「ノーマリークローズド」に設
定する必要があります。

【新規テスト作成】方法

テストタイプ：Basic
トライアルの終了：ゲート通過回数
ゲート通過回数：3
Witty・SEM：Enabled

オプション→Witty・SEM
Start type:With Start
Countdown Repetit.time: 00分00秒
Countdown Template ：Countdown 3s
Start Mode：◀ ▶

[保存]
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WITTY-SEM４センサーテスト作成一覧

◆４センサー反応テスト単純反応

点灯したSEMに手をかざす

結果：既定の時間終了までに反応できた
回数、または既定の回数終了までにか
かった時間。

【新規テスト作成】方法

テストタイプ：Witty SEM
モード：Agility
Sequence：Random
Number of Witty・SEM：4
Delay：03 1/10 sec
トライアルの終了：ゲート通過回数or終了
時間
ゲート通過回数：10
終了時間：00分20秒

オプション→Witty・SEM
StartType:Automatic
Catch the color:Green
Catch the symbol from:Number & chars
Catch the symbol:■

保存

◆４センサー反応テスト選択反応1

同色に点灯したSEMの内、指定の番号
(記号)に手をかざす。

結果：既定の時間終了までに反応できた
回数、または既定の回数終了までにか
かった時間。

【新規テスト作成】方法

テストタイプ：Witty SEM
モード：Agility
Sequence：Random Multisymbol
Number of Witty・SEM：4
Delay：03 1/10 sec
トライアルの終了：ゲート通過回数or終了
時間
ゲート通過回数：10
終了時間：00分20秒

オプション→Witty・SEM
※青の「6」のみに反応する場合
StartType:Automatic
Catch the color:Blue
Catch the symbol from:Number & chars
Catch the symbol: 6

保存

◆４センサー反応テスト選択反応2

点灯したSEMの内指定の番号(記号)に手をか
ざす

結果：既定の時間終了までに反応できた回数、
または既定の回数終了までにかかった時間。

【新規テスト作成】方法

テストタイプ：Witty SEM
モード：Agility
Sequence：Random Multisymbol and 
Multicolor
Number of Witty・SEM：4
Delay：03 1/10 sec
トライアルの終了：ゲート通過回数or終了時間
ゲート通過回数：10
終了時間：00分20秒

オプション→Witty・SEM
※赤の「c」に反応する場合
StartType:Automatic
Catch the color:Red
Catch the symbol from:Number & chars
Catch the symbol: c

保存



14

WITTY-SEM 4センサー以上で認知機能トレーニング

【Cognitive Test-認知機能テスト(トレーニング)】

・WITTY-SEMを4台以上セットします。

(最大16センサー使用可)

①Double Decision
中央の二つに車かトラックが表示され、
外側のセンサーのいずれかが点灯します。
上記二つを同時に認識します。

②Hawk Eye
全てのセンサーに同時に表示される鳥から、
一羽だけ柄の異なる鳥を見つけるテストです。
正解が続くと表示時間が短くなります。

③Eye for Detail
順番に表示される蝶の中から柄が同じ
2匹を見つけるテストです。



Double Decision
ダブルディシジョンテスト
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・右図のようにAとBが中央に来るように並べます。A
とBは横向きになるようにします。

・テスト開始時は②のように中央にトラックと車、それ
以外のセンサーにサイン(難易度によって変化)が表

示されます。どこかに手をかざすとテストが始まりま
す。

・テストはまず③のように中央のふたつに「トラック」も
しくは「車」のどちらかが表示されます。
同時に他のどこか一か所にサインが表示されます。

・表示が消えて、中央ふたつにトラックと車が表示さ
れます。先ほど表示されていたものを選びます。(図
の場合は正解は「車」)
・⑤次にサインが表示されていた場所を選びます。
(図の場合は右側が正解)

・車種の表示とサインの位置、両方に正解し続ける
と、表示時間が短くなり難易度が上がります。
1.0秒から始まり、最短で0.032秒になります。

※Easy, Medium, Difficultで表示の種類が異なります。

①

②

③

④

⑤



Hawk Eye
ホークアイテスト
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・WITTY-SEMを4センサー以上並べます。

・テスト開始時は全てのセンサーに鳥が表示され、
ひとつ異なる柄の鳥が表示されます。どこかのセ
ンサーに手をかざすとテストがスタートします。

( 右図はレベル3：Difficult)

・テストは全てのセンサーに同時に鳥が一定時間表
示され、消えて緑の点が表示されます。

・先ほど表示されていた鳥の内、柄の異なる一羽が
いたところに手をかざします。
(図の場合は左から3番目が正解)
・間違った場合、正解の場所に鳥が表示されます。

・正解し続けると、表示時間が短くなり難易度が上
がります。
1.0秒から始まり、最短で0.032秒になります。

▲レベル１:Easy ▲レベル2:Medium



Eye for detail
バタフライテスト
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・テスト開始時は①のようにすべてのセンサーに柄
の異なる蝶が表示されます。どこかに手をかざすと
テストが始まります。

・テストは、センサーに順番に蝶が表示されます。
Easyでは3つ、Mideumでは４つ表示され、表示後に
⑤のように緑の点の表示になります。

先ほど現れた蝶の中で、柄が同じだった箇所に手を
かざします。
正解であれば表示が緑のフラッシュと共に消えます。

間違えた場合、表示された全ての蝶が同時に表示
されます。
正解を連続すると表示時間が短くなります。

蝶の柄と正解の場所を同時に記憶しておく必要が
ありますので、短期記憶のトレーニングになります。

※2017年6月現在、Difficultのみ対応しておりません。

①

②

③

④

⑤
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WITTY-SEMの設定をPCソフト
WITTYマネジャーで行う

・PCソフトウェアWITTYマネジャーを起動させます。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「オプション」の画面左の
「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。
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WITTY-SEMを使用する反応アジリティー
テストで鍛えられる運動プロセス

刺激 認知 解釈
意思

決定

動作

実行

表示「ランダム」のみでは刺激・認知→動作実行のプロセスが重視

されますが、「マルチカラー、マルチシンボル」といった「選択」が含
まれるテストでは解釈・意思決定のスピードが要求されます。


