
⼩型LEDデバイスWITTY-SEM
▪ WITTY-SEMは視覚による反応能⼒の向上と
アジリティー改善のための⼩型LEDデバイスです。
スポーツに必要とされる、反応時間を計測、トレーニングできます。

▪ スタートシグナルとして使⽤する
WITTYと組み合わせることで、スタートシグナルとして使⽤することが
でき、反応時間を計測できます。

▪ 瞬間視野、周辺視野、短期記憶など認知機能に
特化したトレーニングを⾏える
WITTY-SEM単体でも使⽤することができ、4⽅向へのアジリティー
トレーニングや認知機能にアプローチしたトレーニング⽅法を⾏えます。

▪ ⾃由なテスト作成
WITTY-SEMは⼩型で持ち運びも簡単です。三脚に取り付ければ、
⾃由な場所に設置することができ、好きな範囲でテストを⾏うことが
できます。

▪ どこでも⾒える明るいLED搭載
WITTY-SEMには⼩型LEDが複数搭載されており、⽇向や暗所、
遠くからでも⾒やすく、認知しやすいです。



WITTY-SEMを活⽤して成功のための隠れた要素をトレーニングする

▪ スポーツパフォーマンスにおいて最も⾒過ごされている要素を数値化する
知覚・認知という要素は普段意識はしていても具体的にイメージすることが難しいものです。
しかし、WITTY-SEMを使えば、選⼿の隠れた認知機能を数値化し、競技パフォーマンスを評価しやすくなり、
それに向けたトレーニング⽅法を明確にしてくれます。

▪ 真のアジリティー
本当の意味でのアジリティーとは効率的な判断に基づいて⾏われる動作のことを⾔います。
WITTY-SEMがこの判断材料となります。

▪ “測れないものは改善できない”
何かを改善したい場合は必ずそれを測り、明確なトレーニング⽬的をもって、改善する必要があります。
ストップウォッチでは測れない、認知要素を測ってトレーニングを⾏ってください。



タイム計測光電管WITTYの組み合わせ テスト例

▲反応スプリントテスト
・スタートからゴールのタイム計測を
⾏う、単純なスプリントテストです。

・WITTY-SEMをスタートのシグナル
として使⽤するとシグナルが表⽰され
た瞬間から、スタートするまでの時間
を測定でき、反応時間を計測できます。

・多くのスポーツにおいてスタートの
反応は重要です。単純なスプリントの
測定だけでは評価できない選⼿の能⼒
を測定できます。

▲反応プロアジリティーテスト
・WITTY-SEMを使⽤することで、
プロアジリティーテストのスタート
⽅向をランダムで⽰すことができます。

・普段⾏われている反応を伴わない
プロアジリティーテストはテスト結果
が⽅向転換の能⼒よりも、⾛る速さに
依存する可能性があるため、反応要素
を取り⼊れることで真のアジリティー
能⼒を測定することができます。

▼ Y字アジリティーテスト
・Y字アジリティーテストは⼀つ⽬のWITTY
を通過した瞬間にWITTY-SEMに⽅向転換⽤
の⽮印が表⽰されます。選⼿は、⽮印の⽅向
に⽅向転換し、駆け抜けます。反応を伴わな
いテストよりも、各選⼿の個⼈差が表れやす
いテストです。
左右、左右上下などの表⽰設定や緑、⾚、⻘
などの⾊の表⽰設定など選択肢を増やすこと
もできるため、使⽤する対象者に合わせて
テストを作成できます。



盗塁を模したタイム計測︓反応時間+スプリント

• 反応スプリントテスト
・スタートからゴールのタイム計測を⾏う、単純なスプリントテストです。

・WITTY-SEMをスタートのシグナルとして使⽤し、シグナルが表⽰された瞬間から

スタートするまでの時間を「反応時間」として評価します。

・トップアスリートレベル︓0.3秒台前半(0.33〜0.35)
・スピード系アスリートレベル︓0.3秒台後半(0.36〜0.39)
・アスリートレベル︓0.4秒台
・スポーツ経験者レベル︓0.5秒台

・スタートから5mまでの⾛タイムも計測できます。

・トップアスリートレベル︓0.9秒台前半(0.93〜0.95)
・スピード系アスリートレベル︓0.9秒台後半(0.96〜0.99)
・アスリートレベル︓1.0秒台
・スポーツ経験者レベル︓1.1秒台



WITTY-SEM4センサーで⾏うテスト①
◀ アジリティーテスト
・4⽅向(直線・四⽅など置き⽅は⾃由)にWITTY-SEMを設置し、
緑に光ったSEMをタッチします。
・表⽰を複雑にしてテストの難易度を上げることができます。

例)すべてのセンサーに表⽰が出る中から緑の3のみをタッチする。

・上記2種類(単純反応と選択反応)の10回タッチテストの
タイム差で認知機能(判断の能⼒)を評価することもできます。

▪ 反応アジリティ①単純反応と

反応アジリティ②選択反応のタイム差を評価

(②-①/①)=差%

▪ 例)②15.0秒-①13.0秒/①13.0秒＝0.15=15%

評価 1 2 3 4 5 6 7 8

差 40% 30% 25% 20% 15% 10% 6% 3%
未満



WITTY-SEM4センサーで⾏うテスト②
◀ Hawk Eye︓ホークアイテスト
・視界にWITTY-SEM4センサーが全て⼊るように設置します。

・表⽰される⿃の中から⼀⽻だけ配⾊の異なる取りを⾒つけ、
表⽰が消えてからその場所(異なる取りが表⽰されていたセン
サー)をタッチします。

・連続で正解すると表⽰時間がどんどん短くなります。

・アスリートレベル︓0.03秒台まで正解
・優秀レベル︓0.1秒台まで正解
・スポーツ選⼿レベル︓0.3秒台まで正解
・⼀般レベル︓0.5秒台まで正解



WITTY-SEM4センサーで⾏うテスト③
◀ ジャッグルファクターテスト
・視界にWITTY-SEM4センサーが全て⼊るように設置します。

・表⽰される番号とその場所を記憶します。
・表⽰終了後に1〜順に表⽰されていた場所をタッチします。
・連続で正解すると表⽰される数が増えます。

・優秀レベル︓7以上正解
・⼀般レベル︓5まで正解

全ての表示が終了後、1から順に
表示場所を回答(タッチ)



WITTY-SEM 認知機能トレーニング
BrainHQ
数々の研究で効果が実証されている認知機能トレーニング
「BrainHQ」の中から、スポーツに必要な能⼒のトレーニング
6種類がWITTY-SEMを使⽤して⾏うことができます。

・瞬間視
・周辺視野
・瞬間記憶
・⼆重認識
・瞬間判断

など競技に必要な能⼒をトレーニングすることができます。
正答すれば表⽰時間が短くなり、難易度が上がります。
誤答の場合は表⽰時間が⻑くなり、難易度が下がります。
正解できるギリギリの難易度に⾃動的に調整されるため、
効果的なトレーニングとなります。



WITTY-SEM BrainHQ
◀ Hawk Eye- ホークアイ
・いくつかの⿃の中から、⾊の異なる⿃を探し、タッチします。

2回正解するごとに⿃が表⽰される時間が短くなります。瞬間視野を
トレーニングできます。特に、格闘技やフェンシングの選⼿などは
このトレーニングの結果が他の競技⼈⽐べて優秀です。

・Easy、Medium、Difficultの3種類から難易度が選択できます。
難しくなればなるほど、⿃の⾊合いが紛らわしくなり、表⽰時間が
短くなります。難しすぎると選⼿にとって効率的なトレーニングに
ならないため、選⼿がぎりぎりクリアできる難易度に設定すること
が重要です。

Eye For Detail - アイフォーディテール ▶
・順番に蝶が表⽰され、ランダムで同じ柄の蝶が2表⽰されます。
このペアが表⽰されたSEMを覚えてタッチします。右の図では
左から1つ⽬と2つ⽬がペアとなります。

・瞬間的に記憶する能⼒である短期記憶を鍛えることができます。
⼀瞬で味⽅や敵の位置を把握しなければならない場⾯でずっと
同じ⽅向を⾒ていることが難しいこともあります。サッカーで
は常に様々な⽅向に頭を振り、視野を広げることが必要となる
ため、⼀瞬で⾒た光景を覚えることは⾮常に重要です。

・ Easy、Medium、 Difficultの3種類から難易度が選択できます。
難しくなればなるほど、表⽰される蝶の柄が紛らわしくなり、
表⽰される時間が短くなります。

WITTY-SEMを使った、認知機能に
特化したトレーニング⽅法です。



商品⾦額（送料別）
商品名 定価(税込)

WITTY バッグ
（収納バッグ） ¥33,000 

WITTY-RFID
（選⼿管理⽤タグ） ¥220,000 

WITTY-SEM
（反応計測⽤デバイス） ¥220,000 

WITTY-SEM
４センサーセット ¥770,000 



商品⾦額（送料別）
商品名 商品画像 定価(税込)

WITTY 基本セット
（スタート→ゴールを計測） ¥440,000 

WITTY 追加ゲート
（ラップタイム計測） ¥165,000 

WITTY-TAB
（⼩型電光掲⽰板）

¥308,000 

WITTY タイマー
（操作部） ¥198,000 
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