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概要 

 本研究では、弓道界で昔から最も厄介な射癖とされている「早気」といわれる心の病気

について高校生を対象に調査した。今まで早気は的中に対する欲により発生するため、欲

をなくし無心で引くよう指導されてきた。しかし、本研究により的中に対する欲が一概に

悪いとは言い切れないと言うことが分かった。 

 また、研究対象者の生徒を早気の経験別に Ｂ．早気未経験群 Ｃ．早気克服群 Ｄ．

早気群の三つのグループにわけ比較調査したところ、今まであまり知られていなかった違

いがいくつか発見された。至らないところも多々在るやもしれないが弓道を指導する方に

はぜひ一度目を通していただきたい。 

 

序論 

 自身も早気になった経験があり、周囲にも早気に苦しむ人を多く見てきた。にも関わらず明確な

克服法がないのが現状だ。そのため早気で苦しむ生徒を少しでも減らすためにはその予防が一番

であると言える。 

 また、弓道に関する書籍は多数出回っているが指導者へ向けた早気に関するものはあまりない。

そこで「早気と指導者～早気の予防～」という研究テーマで早気の予防について取り組むことにし

た。本研究で早気の関連性・規則性などを発見・立証し、弓道指導上の有益なものにしたいと考え

ている。 

 

研究方法 

 本研究はアンケートを中心におこない、事前調査は本学の弓道部員 19名と熊本県立南稜高等

学校の弓道部員 19名の計 38名に実施した。本調査は、平成 24年度関東個人選抜弓道大会に

おいて男女いずれかが出場した千葉県内の高等学校の弓道部員で、弓道修練開始から半年以

上が経過している者（計 1８０名）をアンケート対象とした。また、指導者へのアンケートは、平成 24

年度関東個人選抜弓道大会において男女いずれかが千葉県代表として出場した高等学校の指

導者（計 26名）から回答を得た。 

 そして、アンケートのデータから読み取れることや考えられることを諸先生方や参考文献を元に早

気の予防に生かせるようまとめた。 

 

 本研究では早気の経験別に３つのグループに分けた。   （本調査アンケート人数） 

  B・・・早気未経験群                        70名 

  C・・・早気克服群                         59名 

  D・・・早気群                           51名 

                                  計 180名 
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本論 

 

１．本調査：生徒対象 

 

１．早気に陥った原因・時期 

① 因 

 早気の原因として事前調査で多かった意見を元に以下の 5項目を作成した。回答者には

以下の選択肢から選んでもらい、あわせて自由記述によるコメントも求めた。本調査では早

気克服群 59名、及び早気群 51名 、計 110名に複数回答可で選んでもらった。 

 Ⅰ．弓力を上げたから  

 Ⅱ．的中が出始めたから  

 Ⅲ．的中を意識し始めたから  

 Ⅳ．あせっていたから  

 Ⅴ．その他  

 

図１は早気克服群及び早気群が認識する早気の原因である。 

 

 図１ 早気克服群、早気群が認識する早気の原因 

 

 回答者から寄せられた各項目に対する意見は以下の通りである（※一部省略）。 

 【Ⅰ．弓力を上げたから】 

・筋力がまだないのに弓力を上げ引けなくなった。 

・弓力を上げた数日後、会で腕がもたなくなった。 

・弓が強く辛いので早く離した。 

・弓力を上げると的中が出るようになったが中てに走ってしまい会の長さがバラバラ 

 になってしまった。 

・以前の弓では的に届かなかったので弓力を上げたら力が足らず早気になった。 
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 【Ⅱ．的中が出始めたから 】 

・的中が出始め矢数を多くかけたいと思うようになった。 

・的中が出てきたが中らないとレギュラーから外されると思い中りに集中した。 

・レギュラーに選ばれるようになりよい成績・結果を求めるようになった。 

・いままで中っていなかったが 2年生になると的中がよくなり的中を意識した。 

・的中が出始めた頃、気づいたら早くなっていて意識するともっと早くなった。 

・的中が出るようになり感覚で引くようになった。 

・この辺りで中るだろうという慢心から。 

・早気でも中ったから。 

  

【Ⅲ．的中を意識し始めたから】 

・射形も安定してきて「中てないと」「中てたい」という気持ちが強くなった。 

・射場に上がると的中を意識してしまう。 

・中ったり中らなかったりで（的中がよかったころ）的中を意識しだした。 

・すべて的中を意識したら早くなった（会が保てなくなった） 

・まったく中っていなかったのに早く引いたら中ったから。 

・的中した後の 1本は早くなりやすかった。 

・会に入り狙いを決めるとすぐに離したため。 

・会を長く保とうとすると緩んでしまうから。 

・会を保たなくても中るので楽な方へと逃げた。 

・上押しがあまり利かないので会を短くして下へ飛ばした。 

・大会まえだった。最後の大会に向けて。 

・大会に出たかった。 

・肉体的感覚を忘れた。 

 

 【Ⅳ．あせっていたから】 

・大会前日だった。 

・特に 3年生になる頃、的中を得られないと大会に出られない焦りから。 

・初めての遠征や審査があり焦っていた。 

・大会で焦ってコントロールができなくなった。 

・中てないといけないと思い焦った。 

・大会の制限時間に収めようと焦った。 

・仲のよい友人の的中がよくなり焦った。 

・周りが中るようになってきて焦った。 

・1年生にしては中っているほうだと言われていたが的中が落ち始め焦った。 

・中らないと中てたくて仕方なくなり焦って確認を十分にせずに離してしまう。 
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・よく的を見ていない。 

・離れのことを考えすぎてしまう。 

・中らないときに癖の意識をすると早くなる。 

 

 【Ⅴ．その他】 

・力がまだついていなかった。 

・耳、顔、腕をはらった。 

・発射が怖かった。 

・怪我をして早く離れを出すことを覚えてしまった。 

・射癖矯正のために何十本も連続で巻藁を引いていたら狙いを付ける感覚を忘れた。 

・寒くなり体が動かし辛かった。 

・無意識。 

 

 同じコメント内容でもⅠ～Ⅴのどの項目に該当するかは人それぞれであるが、的中への

意識や焦りなどの心的状態が原因と答えた人が多く、心と早気が密接な関係にあることが

分かる。 

 

 ②早気発症時期 

 早気発症時期を弓道修練開始の経過月数で答えてもらい、修練開始 1ヶ月目を 4月とし

てグラフにした。これは弓道の修練開始が高等学校の入学時にほぼ一致するからである。

弓道は学校教育の部活動として始める者が多く、入学時に始める者が多い。 

 

 

図２ 早気克服群及び早気群の早気発症時期 

 図Ⅱが示すように、早気発症は大きく①５～7月、②８～9月、③11～12月、④１～2月、⑤

翌年５～６月の 5つの波に分けることができる。 

 早気の原因やそれに対する意見を受け①５～７月の波に見られる早気は的前で引けるよ

うになり的中への意識や欲が芽生え始めたことが原因となっていることが考えられる。ま
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た、射形の未修得や筋力不足もこの時期に見られる早気の原因と考えられる。したがって

修練初期型早気とよぶことにする。 

 そして、②８～9月、③11～12月、④１～2月、⑤翌年５～６月の波は千葉県高等学校体育連

盟弓道専門部 HPの年間行事予定を見ると千葉県の高校生の大会は以下の様になっており波の

前後には大きな大会があることがわかる。したがって大会欲型早気とよぶことにする。 

 

・ ４月 中旬から下旬 （関東大会県予選） 

・ ５月 上旬から下旬 （春季高校審査） 

・ ６月 上旬     （関東高等学校弓道大会） 

     上旬から中旬 （全国高校総体県予選） 

     中旬から下旬 （国体最終予選選考会） 

・ ７月 下旬     （高校遠的大会） 

・ ８月 上旬     （全国高校総体） 

            （夏季高校審査） 

     中旬     （国体関東ブロック予選会） 

            （関東個人県予選） 

・ ９月 上旬     （関東個人） 

・１０月 上旬     （国体） 

     上旬から下旬 （秋季高校審査） 

     下旬     （千葉県高等学校新人戦地区予選） 

・１１月 上旬     （千葉県高等学校新人戦地区予選） 

・１２月 下旬     （全国高等学校弓道選抜大会） 

・ １月 下旬     （千葉県高校選手権大会） 

            （東日本大会県予選） 

・ ３月 下旬     （東日本大会） 

 

 早気になった原因をみても大会がきっかけとなっているという意見が多く見受けられることから、

大会が生徒たちの心に与える影響は大きいと言える。 

 修練初期型早気も大会欲型早気も的に中てたいという願望、中てなくてはいけないというプレッ

シャー、中らなかったらどうしようという不安、会を保つことの恐怖が強まり、これらが組み合わさるこ

とによって心と体を自らの意思でコントロールできなくなってしまうようだ。 

 

 

 

 

 



8 

 

２．修練開始初期 

 ①．取り組んだ内容 

 弓道修練初期において自主的・積極的に取り組んだことについて以下の６項目から複数

回答で選んでもらった。すると以下のような結果が得られた。 

 Ⅰ．教本・指導書を読んだ 

 Ⅱ．指導者に頻繁に指導を仰いだ 

 Ⅲ．矢数を多くかけるようにした 

 Ⅳ．筋力トレーニングを行った 

 Ⅴ．その他（ ） 

 Ⅵ．特に何もしていない 

 

図３ 修練初期における修練内容 

 

 早気未経験群は３グループの中でもっとも分散のバランスがよい。また、早気未経験群

は修練初期において指導者からの指導を積極的に受けた上で矢数をかけている傾向にある

が、早気克服群・早気群は指導者からの指導を受けた人数より矢数をかけた人数の方が多

い。このことから早気克服群・早気群は射形の未修得や弓力の不適合が発生する可能性が

早気未経験群よりも高くなると考えられる。 

 早気克服群はⅢの「矢数を多くかけるようにした」の他にⅠの「教本や指導書読んだ」

Ⅳの「筋力トレーニングを行った」も多く３グループの中では自分の力で上達したいとい

うモチベーションが一番高いと考えられる。 

 早気群は矢数をかける練習に重点を置いている点では早気克服群と同じであるが、次い

で多いのがⅡの「指導者に頻繁に指導を仰いだ」で以下Ⅰの「教本・指導書を読んだ」 

Ⅳの「筋力トレーニングを行った」と続いていることから早気克服群よりも自分の力で上

達したいというモチベーションが低いと考えられる。 
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 ②．取り組んだ課題の数 

 弓道修練初期において自主的・積極的に取り組んだ課題の数をグループ別に比較してみ

た。 

 

図４修練初期における修練の数  

 

 すると早気経験群は他のグループよりも取り組んでいる数が多いことが分かった。これ

は取り組んだ内容でも現れていた様に修練初期において早気経験群は複数のこと取り組む

タイプが多いということが分かる。 

 

 以上の結果から修練初期においての早気未経験群は矢数よりも行射を行うための取り組

みに重点を置いていると考えられる。また、取り組んだ数を見てみると早気克服群・早気

群よりも数が少なくひとつのことをじっくり行えるタイプが多いと言える。 

 早気克服群は意欲的に取り組むがタイプが多いゆえに的中への欲も強く早気に陥りやす

いと考えられる。しかし、弓道に対する意欲が強い分、一度早気に陥っても克服できるの

ではないかと考えられる。また、取り組んだ数が３グループの中でもっとも多いことから、

早気に陥った時に射形や練習方法の工夫・見直しを柔軟に行えるタイプが多いことも早気

を克服できた要因のひとつではないかと考えられる。 

 早気群は矢数をかけるタイプが多いわりに教本や指導書・筋力トレーニングなど自らレ

ベルアップをはかる行動をとるタイプが他のグループより少なく、指導者（他者）に頼る

タイプが多い。また、取り組んだ数を見るとＢグループと同じタイプではあるがＤグルー

プの場合、早気に陥りやすいタイプであるにもかかわらず射形や練習法を変えない傾向が

強いと言える。 
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 ③．個人志向性・社会志向性 PN尺度 

 早気発症と性格に関係があるかを事前調査で個人志向性・社会志向性 PN尺度により測定

した。 

 個人志向性・社会志向性 PN尺度とは 

  P尺度・・・個人の健康的な側面における社会的特性と自己実現特性 

  N尺度・・・個人の否定的側面における個人志向性・社会志向性 

 のことをいい人格発達や適応の過程で個人が重視する基準に個人化を目指すものを「個

人志向性タイプ」、社会化を目指すものを「社会志向性タイプ」とし、その結果は以下のよ

うになった。 

 

 早気未経験群  （４名）   早気克服群 （１９名）    早気群 （１３名） 

P尺度の方が高い   75％ 

N尺度の方が高い   25％ 

P尺度の方が高い   100％ 

N尺度の方が高い     0％ 

P尺度の方が高い   92％ 

N尺度の方が高い    8％ 

社会志向性タイプ   75％ 

個人志向性タイプ    25％ 

社会志向性タイプ    89％ 

個人志向性タイプ    11％ 

社会志向性タイプ   92％ 

個人志向性タイプ    8％  

表１個人志向性・社会志向性 PN尺度表 

 

 どのグループにおいても個人志向性・社会志向性 PN尺度に著しい特徴は見られなかった。

また、個人志向性タイプ・社会志向性タイプにおいても同様であった。 

 そのため、指導時において早気発症を性格の違いから予測するのは難しく、修練初期の

練習方法や取り組む姿勢・内容から指導者は予測することが求められる。 

 

３．早気克服期間  

 早気克服群に早気発症から克服するまでの期間を聞いたところ以下の結果が出た。 

 

図５早気克服期間 

 

 



11 

 

 早気発症後１ヶ月以内に克服しているものが最も多く、時間が経つにしたがいその数は

減っていくことが分かった。事前調査でも克服期間の最高は１年未満であった。そのため、

早気は早期発見早期克服しなければ克服できる可能性は著しく低下することがいえる。 

 また、早気発症後８ヶ月目に克服するものが増えているが、その明確な理由については

現段階ではわからない。 

 

４．早気克服のきっかけ 

 早気克服群における早気を克服したきっかけについて事前調査を参考に以下の５項目を

設定し複数回答可で調査したところ次のような結果が出た。 

 Ⅰ．早気の原因に気がついた 

 Ⅱ．悔しさをばねに練習に励んだ 

 Ⅲ．射形を正した（工夫した） 

 Ⅳ．ある日ふと治った 

 Ⅴ．その他 

 

図６早気克服のきっかけ 

各項目の意見 ※一部省略 

【早気の原因に気がついた】 

 ・なぜ早気になるのかを落ち着いて考えた 

 ・先輩方にアドバイスを頂き治った 

 ・的中ばかりに意識がいっていたことに気がついた 

 

【悔しさをばねに練習に励んだ】 

 ・大会で何度も失敗したため 

 ・最後の大会に向けて会を持てば中るとこじつけて練習した 

 ・周囲はうまくいっているのに自分だけ早気なのが悔しくて治した 

 ・射が汚いのが嫌で治した 
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 ・とにかく悔しかった 

 

【射形を正した（工夫した）】 

 ・友人のアドバイスで工夫した 

 ・先輩に呼び出され早気を治すことに特化したスパルタ教育を受けた 

 ・先輩に射形が汚いと言われ正した 

 ・的中を意識しすぎて射が汚くなったので一度基本からやり直した 

 ・全身鏡で確認したり、指導を頂いたりした 

 ・耳をうつ癖を治していたら持てるようになった 

 ・射形を治したら持てるようになった 

 ・早気では中らないと気づいたので会を持つことを心がけた 

 ・とりあえず射形全体を見直し、ゆっくりと引いてみたら治った 

 ・射形を気にしながらひたすら練習した 

 ・体で引くことを意識したら治った 

 

【ある日ふと治った】 

 ・筋力がついたからだと思う 

 ・持つことに慣れてきた 

 ・休み明けに引いたら治っていた 

 

【その他】 

 ・弓道をしている人に「背中にテンションを持ち続ける」と教えてもらい治った 

 ・伸び合いを意識していくうちに治った 

 ・会で好きな食べ物を思い浮かべ述べてから離れる練習をした 

 ・指導者に「会が伸びた」と言われたのがうれしくて会を持とうと思った 

 ・早気であることに怒りを感じて気合で治した 

 ・筋力トレーニングをして弓のキロ数になれるようにした 

 ・早気になった当初は緊張してしまって頭の中が真っ白だったので会を保つことが考え 

  られなかっただけかもしれない 

 ・ものすごく意識した（現在も） 

 ・友達に見てもらっているうちに治った 

 

 早気に陥った原因同様に同じコメントであってもどの項目に該当するかその認識は、回

答者それぞれであった。また、指導者・先輩からの助言や指導がきっかけとなり克服でき

たものも多数おり、早気は指導次第では予防又は軽度のうちに克服できるものであるとい

える。 
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５．克服意欲度 

 早気発症時の克服に対する意欲の度合いを以下の５項目に設定し自身に近いものを選ん

でもらい早気経克服群・早気群それぞれに調査し比較した。 

 Ⅰ．思わなかった 

 Ⅱ．あまり思わなかった 

 Ⅲ．どちらともいえない 

 Ⅳ．思った 

 Ⅴ．強く思った 

 

図７早気発症時克服意欲度 

 

 すると早気発症時において若干ではあるが早気経験群の方が克服意欲が高く、早気群の

方は低い傾向にあることが分かった。３．の早気克服期間で分かったように早気は発症後

速やかに克服に向けて取り組まなければならない。意欲が低ければそれだけ克服する可能

性が低くなる。そのため早気は早気を克服しにくいのではないかと考えられる。 

 

 また、各項目の意見は次のようになっている。 

【思わなかった】 

 無し 

 

【あまり思わなかった】 

 ・早気の自覚が当初あまりなかったため。 

 ・早気で多く的中が出たから。 

 ・早気でも的中は得られるし、ずっと的を見ていたら不安になるから。 

 ・始めは自然に治るだろうと思っていた。 

 ・先生に言われるまでは治そうと思わなかった。 

 ・なるようになると思った。 

 ・早気でも治ると思った。すぐに治ると思っていた。 
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 ・的中が出ていたのですぐに治そうとは思わなかった。 

 

【どちらともいえない】 

 ・他の癖も治したかった。 

 ・早気でも今の的中を保ちたいと思うこともあった。 

 ・早気はだめだと思ったが中っていたのですぐに治そうとは思わなかった。 

 

【思った】 

 ・元の射に戻したかった。 

 ・早気は弓道ではないから。 

 ・基本どおりに引けるようにしようと思った。 

 ・早気では中らないから。 

 ・早気では射が汚くなるから。 

 ・射が汚くなってしまい成長が止まってしまうと思った。 

 ・会で充分に伸びることが出来ない。的中は別として落ち着いて引き会をつけるよう 

にしたい。 

 ・早気は本番で中るかどうかが分からないし、早気が嫌いだった。 

 ・的中は下がる一方だし、伸びきれず矢が的に届かないのが嫌だった。 

 ・当初は的中も出ていてよいと思っていたが次第に中らなくなったので治した。 

 ・いろいろな人に言われたので治そうと思った。 

 

【強く思った】 

 ・早気での高的中は一瞬だから。 

 ・早気が悪いことは知っていたから。 

 ・早気だと確認しながら引けないので安定しない。 

 ・早気はタイミングがいいだけで中っても嬉しくないし、駄目だと思ったから。 

 ・みっともないし、狙いを合わせられず伸びもなくなる。 

 ・的中が下がる。 

 ・射形が崩れるのが嫌だった。また、会がなければ中らないと感じたため。 

 ・審査で不利になるから。 

 ・早気は正射ではないから。 

 ・指導者に早気は駄目だと言われた。また、早気は顔をはらってしまったから。 

 ・的付けが出来ないから。 

 ・早期に治さなければ癖になると思った。 
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６．克服時の的中欲強度 

 早気と的中欲が密接に関係していると分かったので早気克服群における「早気発症前」

「早気克服時」「早気克服後」の三つの時期それぞれの的中欲強度を比較した。 

 

図８早気克服時の的中欲強度 

 

 すると、早気になる前よりも早気になってからの方が的中欲強度は増していることが分

かった。これまで的中欲が高くなることで早気が発症しやすくなるというデータが出てい

たため克服時には的中欲強度は低くなると予想していたが意外な結果となった。 

 つまり、早気は的中欲が高くなるために発症しやすくなるが、早気を克服するためには

それ以上の高い的中欲が必要であるということが分かった。 

 

２．本調査：指導者対象 

１．指導者の早気発症時期と原因の認知 

 指導者が感じている早気の発症時期と原因は共に生徒への調査データとほぼ一致してい

た。 

 

２．早気防止について 

 早気の予防について技術面・精神面それぞれにどのような指導を行っているか調査してみ

た。すると次のような回答が寄せられた。 

 

 ①．技術面における指導 

   ・会で考えることを個人個人に具体的に与え、最後に丹田に意識をおいた状態で離れる 

    ように指導している。 

 ・的から目を切らせない。 

 ・会に入ったとき息がないと辛いのでわざと会に入ったら息を吸うように指導している。 

 ・口割り・頬付け・的付けの指示 

 ・伸び合い・詰め合いを理解・自覚するように指導している。 
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 ・初心者のうちから少しでも伸び合いが不十分な射が出たら口すっぱく戒める。 

 ・初心者には１０秒以上持つように数え、少しでも短くなってきたらそのつど注意している。 

  （ですが、１年も経てば５秒以下になってしまう） 

 ・不安のない取り懸け・会で引き尺を変えないよう指導している。 

 ・会の状態において両肩に手を乗せ離せないようにして保たせる。 

 ・丁寧に引かせ、必ず大三を３秒以上とらせる。 

 ・初心の頃から上押しをしっかり固めてきちんと狙いを付けた上で馬手を思いっきり飛ばす 

  よう指導している。 

  狙いについては籐の何番目かを必ず確認させています。 

 ・今できることと、達成すべき内容を認識させ一つ一つ「出来る」という実感を味わえる技術  

  習得を重ねるよう指導している。 

 ・呼吸法を意識させる。 

 ・引き分け時に目を閉じさせる。 

 ・伸び合いの際にパートナーに数を数えさせる。 

 ・的前で引かせない。 

 ・いろいろ試し選手にあった治し方をしている。 

 ・弓の強さを見直し、巻き藁へ一ヶ月程度戻し射位に立たせない。 

 ・少しでも早気の気配が見えたら試合（練習試合等）にも出さない。 

 ・的前では離れさせず引き戻すよう指導している。 

 ・弓の強さを弱くする。 

 

②．精神面における指導 

 ・リラックスして引くよう指導している。  

 ・早気になったらレギュラーを外すと伝えている。  

 ・緊張感をどうとらえているのかよく話をする。  

 ・「中っても喜ぶな、抜いてもがっかりするな。平常心。」と強調する。  

 ・生活と結びつけて指導している。  

 ・的中主義にならないための講話を開き、早気が最悪の癖であることを悟らせる。  

 ・「会なし」は弓道ではないことを訴え続ける。  

 ・日ごろの生活態度を正して、自分の人間性に自身を持たせる。  

 ・早気では中っていても試合には出さないと指導している。  

 ・上級者になったら「全国レベルの大会の勝負矢が早気で引けるか。」をイメージさせる。  

 ・離すことを前提に弓を引くことを心がけるよう指導している。  

 ・早気を克服するかは本人次第だと指導している。  

 ・「充実した会が的中につながる」「早気は治らない・中らない」というすり込み。  

 ・早気を克服するためには一度的中を捨てるよう指導している。  
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 ・伸び合うように何度も何度も言い聞かせる。  

 ・早気はメンタルの問題だと思うので常に早気はいかにダメかを伝えている。  

 ・「的に自分の携帯電話があると思って離さないようにしなさい。」など言い、絶対に早気 

  だけにはならぬよう指導している。 
 

 ・「早気」という単語を使わないようにしている。  

 ・「会は○秒以上持たなければならない」というような指導はしないようにしている。  

 ・早気で中った矢は誉めないようにしている。逆に早気の生徒が確認すべきことを確認し 

  たうえで離れたら必ず誉めるようにしている。 
 

 ・試合に出て活躍したいという目標から審査で昇段するという目標に変えさせる。退配等  

  の重視で存在感を見つけ出すよう指導している。 
 

 ・自分にどれだけ周りが期待しているかを自覚するような指導をしている。  

 

 技術面においては早気克服群の克服方法にあったものと一致しているものもあり、予

防・克服に一定の効果はあるものと考えられる。しかし、精神面における指導では修練開

始初期から早気は絶対の悪とし、早気になった生徒は大会に出さないといった指導法が目

立った。また、早気発症後は伸び合いや会の重要性を重視する指導者もいるのに対し、的

中に対する欲をよしとしない指導者もいることが分かった。また、次のグラフは的中欲強

度Ⅴ（強く求めていた）のＢ．早気未経験群・Ｃ．早気克服群・Ｄ．早気群それぞれの弓

道修練開始後を月別にグラフにしたものである。 

 

 どの群も修練開始から時間が経過するに従い的中欲強度は強くなっていることが分かる。

修練が進むにつれ的中欲強度が強くなるのはごく自然なことである。そこに「的中を求め

てはいけない」というような指導をすると生徒は混乱してしまう可能性がある。 

 

３．早気と指導者 

 早気と指導者には関係があると思いますかという問いに指導者２６名中ありと答えたの

は１７名、なしと答えたのは９名であった。 

 「なし」と答えた指導者の意見では 

・初心者には早気の者はいないから。 
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・あくまで弓を引く本人の問題であるとおもうから。 

・「持て」と言うとただ持っているだけになり張りがなくなる。治そうとしてなかなか治せ 

 ないもの。 

・多くの場合、まじめで熱心な生徒が自主的に練習するなかでいつの間にか早くなる。 

・早気は程度の強弱に関わらず弓を引く人全員に経験があるものだと思うから。 

・そもそも弓道は自身との戦いである。会の重要な要素は分かっているはず。 

という意見が多くあった。 

 

 たしかに早気に陥るのも克服するのも弓を引く本人次第である。しかし、指導者がどれ

だけ生徒のことを見ているかは生徒のモチベーションにも関わってくるものであり高校生

（初心者）の場合、指導者からの指導はパフォーマンスにより大きな影響を及ぼす。その

ため指導者は早気と指導者が関係ないと決して思ってはいけない。 

 

４．早気への独自の取り組み 

 指導者に早気について独自に情報を得たり、研究をしたことがあるかという調査を行っ

た結果２６名中「ある」と答えたのは６名であった。その中でも具体的に他の研究結果や

他の指導者からの情報・自身の師範からの教えを元に指導していると答えたのは２名で残

りの４名はこれまでの経験から独自に編み出していた。 

 その他の２０名は「特になし」「いろいろ試してはいるものの効果的な方法はない」「気

合です」との回答が主であり、指導者自身暗中模索の状態でいることが浮き彫りになった。 

 

考察 

 早気は高校生の場合では主に初心者～中級者の段階で発症することが分かった。また、初

心者や中級者に早気に陥る者が多いのは内在的フィードバックがうまく出来ていないからではない

かと考えられる。内在的フィードバックとは運動の遂行に伴って必ず生起する感覚情報のことであ

る。例えば、バスケットボールのシュートの場合、初心者はボールがどこに飛んだかにだけ注意を

向け、ボールが飛ぶ軌道は見えているがほとんど意識していない。そのような場合、投げる方向や

力の修正では対処できず、軌道を山形になるように修正しなければならない。つまり、ボールが飛

んだ軌道が重要な情報になるが、初心者はそれが学習に必要なフィードバックであることを知らな

いため利用できないのである。 

 弓道の場合、的中にのみ注意が向いてしまい、それまでの過程、会、離れ、弦音、矢勢、矢飛び

から得られる重要な情報に気づかずに矢数をかけた結果早気を発症してしまう可能性が高い。そ

のため予防としては「体力にあった弓を使用させる」「基本（射法八節）の徹底した習得」

「量より質を重視した指導」「生徒のみでの練習や個人での行射はさせない」といった指導

があげられる。 

 また、指導者がフィードバックを行う場合は同時的フィードバック（行射中の指示）よ
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りも最終的フィードバック（行射終了後）の方が成績が良くなることが明らかにされてい

る。さらに行射後フィードバックするまでの時間は行射後２～３秒後から数分以内が効果

的であるとされている。しかし、フィードバックを与えるまでの間に他の運動を挿入する

と学習に障害を受けることも分かっており指導に当たっては注意が必要である。 

 イップスを専門に扱う心理カウンセリングではまずイップス患者の心の奥にある不安や

願望を導き出し、それらを認識させることからはじまる。その後理想と現実の差や、許せ

ない自分を受け入れさせ受け流すようカウンセリングは進んでいく。しかし、指導者の多

くは生徒が早気に陥ると「中て気を捨てなさい。」という指導をされているようだった。し

かし、これでは生徒がうまくモチベーションを保つことが出来ない。的中欲の強化を無理

に抑制しようとするのではなく、生徒自身に的中欲の強化を認めさせ受け入れるよう促し、

その上でそのためにはどのような姿勢で取り組まなければならないかを指導しなければ生

徒の可能性をつぶしてしまうことにもなる。 

 早気克服は早期発見早期治療がもっとも重要であるが、初心者～中級者が自らの会が短

くなっていることに気づくのは難しく、指導者の細かな監視が必要になってくる。また、

早気は症状の段階に応じた指導が必要だ。修練初期型早気の生徒には気発症初期にまず会

が短くなっていることを生徒に自覚させることが望ましい。方法としては言語的フィード

バックがポピュラーではあるが、視覚的フィードバック（イラスト・写真・ビデオ撮影等）

が最も効果的であることが分かっている。視覚的フィードバックはビデオを使った方法が

一番簡単であると思うが、実行するにあたっては以下の三つに注意していただきたい。 

 

①どこを見るかを指摘する 

どこを見るかをはっきりと指摘して見せないと、特に初心者の場合は映像を見てもど 

 こがよくないのかが分からず効果は薄くなる。例えば、「君の○○は○○になっているだ 

 ろう。」という見える箇所を指摘するとともに「もっと○○を○○して。」というような 

 修正情報を与えることが大切である。 

 ②継続的に使用する 

ある研究結果にビデオを使用した５０以上の研究を観察して、効果が認められなかっ

た研究の多くはビデオの試用期間が短いことを指摘し、５週間以上継続して使用するこ

とを勧めている。 

 ③動機付け効果を利用する 

例えば、普通では見ることの出来ない自分の動きが映像としてよく分かることからく 

 る練習意欲の向上、撮られているという意識からくる練習への集中などに効果があると 

分かっている。ビデオを使用するときは、始めの頃の動きとうまくなった動きを比較し 

て見せたり、お互いに撮りっこをしたり、部員みんなで見たりするなど、動機付け効果 

を最大限に利用するとよい。 

以上の注意点を留意しながら指導することで早気発症初期の克服意欲度は格段に高まる。
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この方法は大会欲型早気予防にも効果があると考えられるが大会欲型早気の場合は自覚さ

せることプラス、メンタルを整える手助けが必要である。 

 また、早気発症後期になってくると早気を自覚させたり叱ったりしてはいけない。この

頃になると生徒自身早気であることは十分に自覚している。保ちたいのに保てない心的に

不満な状態でいる生徒に不の情報を与えることは何のメリットもない。このような状態の

者には正情報（一般的に「うまい」「いいぞ」「ナイスタイミング」といった誉め言葉）を

積極的に与えることが望ましい。生徒は正情報が与えられることで自分がうまくなってい

ることが実感でき、有能感が高まって内発的に強く動機づけられる。 

  

今後の課題 

 今回の研究調査では早気を予防するために修練開始初期から早気という言葉を用い指導

している指導者大部分を占めていた。確かに早気になりかけている生徒に早気を自覚させ 

ることは必要である。しかし早気というものをよく理解していない生徒へは早気という言

葉自体に不の効果があるため、生徒たちは自己教示をかけてしまい必要以上に早気に悩ま

されてしまう可能性がある。自己教示とは行うべき行動を自分で自分に言葉で言い聞かせ

ることであり、運動学習を促進されることが報告されているがかけかた次第ではマイナス

の効果をもたらすことがある。例えば、バスケットボールでは左手でボールが操作できれ

ば非常に有利である。そこで選手にドリブルやシュートが必要なときに「左手、左手」と

自己教示しながら練習を行うグループと、自己教示しないで普通に練習を行うグループを

比較して効果を調べた研究がある。結果は前者（自己教示グループ）のほうが試合場面で

圧倒的に左手を多く使うようになっていたことが分かった。また、自己教示は一時的なも

のでは効果が薄いことも分かっている。このように自己教示はパフォーマンスに大きな影

響をあたえる。そのため生徒が正の自己教示をかけやすいような指導を心がけたほうがよ

い。 

 また、生徒の本調査において指導者への要望や意見はありませんかとの問いに「一度に

多くの指示を出すのではなく生徒自身に考えたり、突き詰めたりする時間がほしい」とい

う意見が複数あった。私自身、大学にて高校生との合同練習を行った際や高校生の試合会

場へ足を運んだ際に「足踏み」から「残心・身」にいたるまで各所に指示を出す指導者を

見かけることがあった。考察の（予防）で述べたように同時的フィードバックはあまり効

果をもたない。さらに同時に多くの指示を出すことも効果がないことが分かっているばか

りか、生徒はその多くの情報を処理しきれず症状が悪化してしまう恐れさえある。このよ

うに本調査では生徒と指導者との間に相違があることが分かった。また、早気にも種類や

度合いがあり、それに合わせた指導が必要なことも分かったが実際にそのような指導をさ

れている指導者の方は少なかった。 

 早気は生徒自身の心の問題ではあるが、早気を予防し軽度のうちに克服することは指導

によって可能なはずである。しかし、指導者自身どうしてよいか分からず、「ほかの先生方
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はどのような指導をしているのか知りたい」という意見も多数あった。このようなことか

ら、今後の課題としては指導者同士の情報交換や指導者への指導が可能な環境の実現など

があげられる。またさらに、早気発症は心的要因が大きくかかわっているが生徒の体力・

筋力不足も一因にあることが本研究で明らかになった。そのため修練初期における弓力の

設定方法や筋力トレーニング法の研究も本研究と平行して行われることを今後も期待した

い。 

  

結論 

 早気とは弓道を修練し上達していく中で心と身体の成長速度にズレが生じた時におこる

現象である。指導者へのアンケートで「同じ初心者でも大人よりも高校生のほうが早気に

なることが多いような気がする。」という意見があった。これはあくまで私の推測であるが

大人よりも高校生は精神的に未熟である一方、物事に熱中し意欲的に取り組むことができ

るエネルギーを持っている。そのため現段階の技量以上の結果を求めたり、プレシャーを

感じることで脳からの指令通りにパフォーマンスできなくなることが多くなるのだ。 

 「たまごを持つように」という著書の中で主人公早弥の友人実良が早気に陥っていると

き同じ弓道部員の父親であるロバートさんがある話をする場面がある。【「私は昔、こうい

う話を聞いたことがありますよ。ヨーロッパの登山隊のことです。」そう前置きして、ロバ

ートさんは話を始めた。「ヨーロッパ隊は、地元のシェルパたちといっしょに彼らのスケジ

ュールに従って、どんどん山を登っていました。でもある日、シェルパは急に動かなくな

ってしまいました。登山隊はびっくりした。そして困った。そして、一生懸命どうしてか

と聞きました。『もっとお金が欲しいのですか』『仕事がきついのですか』でもそのどれに

も、シェルパたちは首を振ったのです。」「なんで？」耳を傾けていた実良は、顔を上げた。

ロバートさんはにこっと笑って、続けた。「彼らはこう答えたのです。『あんまり早く登っ

てきたので、自分たちの魂が追いついてこない。だから、待っている』と」「そんなことあ

るんですか」早弥にはよくわからなかった。「さあ、それはわたしにもわかりません。ただ、

何日かたったある日、シェルパたちは、さっさと支度をして、進み始めましたのです。登

山隊は驚きました。そして『どうして急に進むことにしたのですか？』とききました。彼

らは答えた。『やっと魂が追いついたから』と」】ｐ９の３、早気克服期間において早気発

症後８ヶ月目に早気を克服する生徒が多かったのは、高校生の年齢だと心と身体の成長ス

ピードがおおよそ８ヶ月で一致するようになることが多いのではないかと考えられる。 

 今回の調査では全体の約６４％もの生徒が早気になったことがある又は早気であると回

答があり、じつに半数以上の生徒が早気に苦しんだ経験があるという事実にとても驚いた。

早気克服者に克服方法を質問したところ十人十色様々な克服方法があったが共通していた

のは「試合に出たい」「安定した的中が出るようにしたい」「負けたくない」「もっと深い射

になりたい」といった強い想いだった。早気克服に大切なものは単に克服方法だけではな

く生徒自身がどれだけ本気で取り組めるかということだと思う。 
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 私自身、高校生の頃早気を経験し、大学生になってからは３年間ビクに悩まされた。そ

のこともありスポーツの心理学に興味を持ち本研究にいたったのだ。様々な資料に目を通

し弓道部員やイップス専門のカウンセラーに話を聞くなどして分かったことは「早気に陥

る人は心が弱いのではなく不器用なだけである」ということだ。高校弓道は３年間と短い。

その限られた期間の中で上達し結果を残したいというのはきっと指導者も生徒も同じであ

ると思う。しかし、全員がその範囲内で開花するわけではない。指導者にはそんな不器用

なところも個性としてあきらめないで指導にあたってほしいと願う。 
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