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用具 こんばんは、先日も書き込みしたものです。１０年ぐらい
前の弓（リムが互換性のない時代）のｽﾄﾘﾝｸﾞﾊｲﾄは各
メーカー９インチ前後でしたが、現在はいくつぐらいなん
でしょうか。他メーカーのリムをつけたら変更しなくてはな
らないんでしょうか。現在は、ホイットアバロンプラスにＧ
３リムです。中古で購入したため資料がありません。

〇〇さんの弓の情報量が少ないので概略的な情報でお話すると、弓の長さにもよります
が６６”から６８”では８インチから９インチぐらいでしょう。基本的に調整は以下の傾向から
ストリングの長さで使いやすいところにあわすことになります。もちろんメーカー相違の互
換品であればより検討する必要があるでしょう。
ストリングハイトを高くすると以下の傾向（いまは理屈ははずしましょう）
１．矢に与えるエネルギーが減少する＝矢速が落ちる
２．集中性は増す
３．リムに対するストリングの干渉が少なくなる＝弦がリムにあたる音を小さくする。
４．その他
昔は良くわかりませんが矢速を上げるためか現在のメーカーは多少低めが基準のようで
す。ただし、実際には上げ下げして自分なりの適正位置を判断するしかないですね。ヤマ
ハの資料ですが決め方は畳から２ｍくらい離れて矢を発射してポイントの位置よりノックが
右にくればハイトが高すぎる・・・というのがありました。実射して微調整しかないようです
ね。
余計かもしれないけど、アヴァロンにG3リムならHoyt同士の組合せですからメーカーサイ
トからマニュアルをDownLoadしてチェック！
ｐｄｆファイルでありましたね　やはり範囲で示していますから気持ちの良い点を見つける作
業は必要ですね。
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情報
初心者です！！ 射場案内を参考にﾄﾞﾗｲﾌﾞがてら射場め
ぐりしてきます。情報ありがとうございました。

射場めぐりですか・・・よいですね～ ただ　弓を持っていかれるなら事前に連絡して使用形
態や利用情報を確認していかれたほうががっかりが少ないでしょう。

2

情報 あまりに進歩が遅い限りですが このまえの練習でやっと
３０Ｍ、３０２点が出ました＾－＾ｂ ２７０～２８０あたりをうろ
うろしていたので嬉しい限りです。 いままでたまに大きく
２や３を射つことがあったのですが ノッキングポイントが
緩んで広がっており矢の取りつけ位置が上下２～３ミリ遊
びがあったのが原因のようでした。

ノッキングポイントの遊びによるずれについては安定しているに越したことはありませんが
２－３ｍｍであれば30ｍで２点まで外れる要因にはなりにくいですね。せめて７点ぐらいま
でではないでしょうか？
原因として考えられるポイント
1.とり掛けの指がノックをつかむことがある
2.リリースの指の挙動で人差し指より中指が残り気味のときがある
3.アンカーの場所が安定していない
4.その他
対策は原因が絞り込んでから・・・・・っと練習張り切ってください　　では～
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情報 何がどうなったのか、 近得点が急降下してしまい気付
けば二ヶ月前に比べて１００点以上も下がっていました；
７０ｍで２８０が平均得点だったのも、今では２５０程度に
もなっていてショックが大きくストレスにもなってきてるん
です；；
どう改善したらよいのでしょうか？
チューニングやフォームもひとつひとつ勉強して得点アッ
プ目指してもなかなか思うようにならないのもあるのです
が、精神面に問題があるのでしょうか？こういった期間が
続いてしまうことがとても不安です。意気込みをもってま
た復活したいです★
調子悪いなかですが・・・・ ☆心意気→一射入魂☆ ＜一
射一射丁寧に打つために”呼吸”にこだわってみる。かな
り個人差がありますが、?吸う時は吸いすぎない?はきな
がらゆ～くり‘めいいっぱい‘肩を降ろす＞ラインに入る前
にやるだけで全然変わってくると思います♪もし少しでも
改善方法がありましたらお願いします！！それでわ☆

・気付けば二ヶ月前に比べて１００点以上も下がっていました
　シングルでということですね
・７０ｍで２８０が平均得点だったのも、
　たぶん女性の方でしょうか？
・７０ｍで２８０が平均得点だったのも、今では２５０程度にもなっていてショックが大きくスト
レスにもなってきてるんです
　単距離だけではなく各距離の得点を教えてください。
・アーチェリー継続年数と大学生か高校生など教えてください。
・その他　チューニングやフォームや精神面も得点に影響するポイント
原因はいくらでもありますが一度には解決できませんしもぐらたたきをしていく作業になり
ます。どちらにしても簡単にすっきりとはいきませんから自分で考えられる状況からつぶし
ていきませんか？それを教えてください。
ＰＳ　得点は生き物で環境や体調、弓具の状態などにも簡単に変化を与えますから結果で
ストレスやショックを感じるより前向きになぜそうなったのかまたは変化したことなど思い浮
かべて見ましょう。もちろん色々入手した情報を取り込んでみて改善すればそれはそれで
ＯＫでしょう！！
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用具 こんばんは、サイトピンについてお聞きしたいと思いま
す。リカーブボウのサイトピンはリングの中に上下左右ど
ちらか一方からステーが出て先端に赤いピンがあるのが
普通ですよね、（中には糸で吊ってるのもあるとか）私は
このステーがじゃまできらいです、そこで自作しようと思い
ますが、たとえばサイトリングの代わりに透明なプラ板を
使い丸い円を書き、真ん中に赤い点を付けるようなもの
はルール上違反ではありませんか。違反でなければ早
速作ろうと思います。

作ったことがあります。ルール上は中心がひとつの同心円状の形態であれば問題はない
と思います。ただし、参考に経験上の問題点を書いておきますので製作される時の参考に
なれば・・・・
 ちなみに材質は透明アクリル板でしたがほかに蛍光材質のものや蛍光ファイバーを仕込
んだものも作ってみました。
ポイント
１．空間上に点などを設けられますが透明部分もないよりは暗くなる。
２．厚みによる視差が出る（まっすぐ垂直になれば少なくはなりますが）
３．穴あけをした場合は熱ひずみで穴の周囲がひずんで見える
４．サイトウインドウの関係で余り大きなものには出来ない
まあ参考になるかはわかりませんが自作品の画像もアップしてみましょ？
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情報 サイトピンの製作に付いて
海外での試合で、板がゼロ倍率である事の証明を求めら
れ、証明する術がなかったため使用しなかった例を知っ
ています。

倍率の話であれば大きくも小さくもないとなれば１倍ということになりますが、例　０．５倍
２倍　・・・・
 どちらにしても等倍であることの証明というと素材の材料を持っていっただけではだめな
のかな？メーカーが作ったとしても証明にはならないだろうし・・・第三者機関の証明をもっ
てといっても現物と同じとは限らないですよね？現場の弓具検査で倍率があることを確認
できなければ良いのでは？検査した審判が判断できないものはだめというローカルルー
ルを通せば仕方がないですが・・・・
基本的に作った本人はルールに違反すれば失格することを知って製作しているわけで（知
らなくても抵触すれば失格）明らかなルール違反が判断できないものはグレーゾーンにし
てほしいものです。
有罪か無罪かを判断できないから無罪の証明を相手に求めるのですか？明らかに倍率
があるかどうかは判断できると思いますけどね？？？
国内では特にその点はいままでローカル大会では問題ありませんでしたがわざとレンズを
加工するものが出てくると困りますけどね・・・・リカーブでは。さてさて・・・
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掲示板の疑問質問コーナー２（あなたの質問もあったかな？）

掲示板からの質問・問い合わせなどから再構築ベースで内容を参考に加筆訂正しています。Ｑ＆Ａ集とダブりはご愛嬌で・・・・回答は独断もはいっ
ていますので参考程度に・・今後とも掲示板ともども情報提供？（質問等）よろしくお願いします。質問していただいた方々に感謝感謝・・・・・・今後も
不定期に増加予定。そのためにも質問など書き込みよろしくお願いします。



情報 色々資料を読み返してみて、少なくとも2003年のNYで
あったFITAのCongress以降は大丈夫そうですね。以下
はその時のIRISについての下りの抜粋ですが、
The glass plate containing the aiming dot is not
considered a lens. For a piece of transparent material to
be considered a lens, it must have at least one curved
surface　and have the ability to manipulate light rays
passing though it. Flat transparent material is not
considered a lens and provides no optical aid or
advantage.
と言うわけです。ただしんちゃんさんの写真の物のように
もうひとつのぽちっとしたやつがプレート上にあると、
range finding deviceと見なされる場合があるので、フィー
ルドでは駄目出しされる場合があるかもしれません。ただ
個人的にはルールについて、ローカルルールやグレー

英文内容を翻訳機に通して見ました。
”目的とするドットを含むガラスプレートはレンズであると考えられません。 それは、1個の
透けて見える生地がレンズであると考えられるために、少なくとも1つの曲面を持ってい
て、もっとも、それを通過する光線を操る能力を持たなければなりません。 平坦な透けて
見える生地は、レンズであることは考えられないで、またどんな光の援助も利点も前提とし
ません。”
資料ありがとうございます。
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用具 撃つ距離によってサイトピンが左右にずれるというのは
何が原因でしょうか？？　またストリング（リム）のセンタリ
ングがずれてるとどんな問題が生じるのですか？？

＞撃つ距離によってサイトピンが左右にずれるというのは何が原因でしょうか？？
　　ＲＣであれば経験がありますが原因の考え方は弓を左右どちらかにに傾けている場合
と弦サイトを利用する場合、顔向けを傾けている場合が考えられます。私の経験では顔向
けが原因でしたが練習によって顔向けとアンカーポイントを変更することを直すとほぼまっ
すぐにはなりました。ただし、ターゲット競技で距離か固定している場合はサイトピンの出
入りも安定しているならメジャーでその都度あわせればよいわけでいいのですが３６射の
なかで安定しなくて左右にバラけるなら練習を考えなければなりません。ですから原因は
弓の問題ではなくあなた自身の問題です。対応用にサイトバーの傾斜冶具を作ってみまし
た。
＞ストリング（リム）のセンタリングがずれてるとどんな問題が生じるのですか？？
　　程度の問題と変化していくのスピードを考えなければ判断できませんが、極端な場合、
リムのねじれでの影響ではストリングが外れやすくなったりします。センタリングのずれる
原因からくる問題とずれたために出る影響がありますのでどちらが主ですか？

近のハンドルはポケット部分に多少のリムのねじれによるずれは補正できる機構をもっ
たものが多いですが、固定型では強制的に直さない限りだんだん条件が悪くなるでしょう。
ストリングの返りは出来ればハンドルのセンター部分をトレースして返るほうが矢の飛び
は素直のような気がします。短期間での変化が出る場合はリムやハンドルにトラブルの可
能性があるので点検してください。
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用具 いきなりですいませんが、プランジャーは何のためについ
ているんですか？教えてください

（クッションプランジャー）弓のハンドル部分にねじ込んであるものが多く、矢や羽根がハン
ドルに当たることを緩和する部品。専門的にはリリース時のアーチェリーパラドックスの影
響で矢がたわみますが、スパインの多少のずれによる矢のたわみの周期が矢の発射動
作に与える影響を押さえるための部品。スパインが合わない矢を使用する目的ではない。
ちょっと専門的に書いていますからわかりにくい部分もあると思います。単語などでもわか
らなかったら用語集を見るかここに書き込んでみてね！！ だからきっちり矢のチューニン
グできている場合やリリースがすばらしいときはあまり関係はない（ばねが硬くても柔らく
ても）ですが凡人が放す矢の多少の暴れを緩和してくれる効果がありますがつければよい
というのではなく位置やばねの固さなど収束性がよくなる点に調整が必要です。調整方法
はまた別に・・・
リカーブの場合、指でストリングをリリースするためにアーチェリーパラドックスを発生する
ことと矢の共振の関係で矢がたわんで飛んでいくことが理解できていない方はこちらの
メーカーさんの高速度撮影されたリリースの瞬間のビデオを見ればわかると思います。
重要なのはその瞬間からたわんだ矢の共振とプランジャーなどのクリアについて見てくだ
さい。もちろんちゃんとチューニングされた状態ですから矢がプランジャーに干渉するよう
なことはありませんし素直に抜けていっています。
参考サイト　Ide-Teknik　http://www.ide-teknik.com/eindex.htm
スエーデンのメーカーですが参考になる画像（動画）があります。
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環境 アーチェリー関係で地球環境保全活動について行ってい
ることって何かありませんか？？

あいまいなことなので具体的になりませんか？
1.アーチェリー関係とは？
　　メーカー、競技団体、大会運営、クラブなど　個人など何を表しているのでしょう？
2.地球環境活動って？
　世の中にはいろいろあるようですが対象範囲と具体的な例が・・・・
基本的にあいまいすぎて答えようがありません。もちろん企業の代表でも団体の代表でも
ありません。1個人としての考え方を聞きたいのなら具体的に質問してください。それと聞
いた情報の利用は何に使うのかと言うことも・・・・
基本的に競技として考えると大量のエネルギーを使うわけでも自然環境を大幅にいため
るわけでもないし、有害物質の排出もないに等しいし、何を期待されているのでしょう？
ＪＯＣではセミナーを行ってスポーツ団体に対して啓蒙しているようです。
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トレーニ
ング

セットアップは比較的楽に出来るのですが、クリッカーが
切りにくく、クリッカーが切れると押し手が緩んでしまいま
す。オープンスタンスなので押し手が弱く、肩が逃げてし
まうのかな？などとは思っているのですが、よくわかりま
せん。 原因、対策などご指導頂ければと思います。

ご指導というほどではないですが知っている内容を書いてみます。
１．クリッカーの目的を考える
引き尺を同じにするために使う用具ですが、切れる位置に考え方があります。
Ａ，あまり一杯一杯に引き込んだところにあわせている場合
この場合は、少しでも疲れてくると切れにくくなるため、切れた瞬間緩みやすくなります。対
応、できれば余裕のあるフォームの中で切る位置を決められませんか？単純にはクリッ
カーの位置を前に 初から合わせておく。もちろんフォームがおかしくなるような位置では
いけませんが。。。。
 　Ｂ．クリッカーが切れると前後にかかわらず緩む
早気のような症状では、クリッカーの位置の問題ではないのでクリッカーにコントロールさ
れないような練習　クリッカーなしでリリースできるかどうかできるならばたまにはなしを組
み込んで練習する。実際押し手や引き手が緩んでいなければそんなにサイトは変化しま
せん。または引き込みからリリースまでを連続で考えサイトピンを早めにゴールドにつけ、
十分余裕のあるところで切れるようにして、切れたところでリリースする。エイミングに止め
ないということ・・またはわざとクリッカーが切れても1-2秒遅らせてリリースしてクリッカーに
コントロールされない練習をする。たまに練習に組み込む。
Ｃ．その他・・・
２．強すぎではないかどうか？
Ａ．リムの強さが筋力に対して余裕がない場合、クリッカーを切ることに体力を消耗します
ので、切れた瞬間緩みやすくなります。筋力アップは強くない弓でも練習のタイミングと練
習量で効果的に挙げる方法がありますがこつこつ練習する人向けです。必要なら。。。。
３．オープンスタンスの問題
　オープンスタンスはストレートに比べて骨格を効果的に利用しにくくなるのでその分押し
ての筋力に負担がかかります、が、オープンスタンスは私のように体が大きい場合や女性
の胸が大きいなど体格的な問題をクリアするために利用するのも仕方がないことです。も
ちろんその分耐えるだけの筋力をアップできればクリアできます。
まだ物理的原因か（筋力不足など）精神的問題なのか区別したいですね・・・ まあ、程度や
割合などまたは 初からなのかなどなど教えてくださいね。よろしく　あまりまとまりのない
書き込みですが参考になればと・・
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情報 アーチェリー歴10ヶ月のコンパウンドアーチャー♂です。
初はベアボウとコンパウンドで迷った後、コンパウンド

を選んだのですが 近フィールドのイベントなどでベア
ボウを見て、また興味がわいてきました。 ベアボウ、
フィールドを前提として弓の選び方を教えていただけない
でしょうか。 身長164cm程度、普通の体型なので66"の
弓になると思いますが、 安定重視：23"ハンドル+Mリム
矢速重視：25"ハンドル+Sリム という感じでよいのでしょう
か。 一般論で結構です。よろしくお願いします。

さて　ベアボウですがフィールドでは面白いのでもっぱらベアボウ（ＢＢ）で大会に参加して
おります。 弓についてであれば、リカーブ（ＲＣ）からの転向であればクリッカーなしでリ
リースできるかという点が問題ですが、コンパウンド（ＣＰ）からではその点問題ないでしょ
う。 ＢＢで重要なのはセンターなどのスタビライザーがつかえませんので弓の強さもさるこ
とながら弓の重量が重要になります。そのため弓が重いものが好まれます、ルールに従っ
てウエイトを追加することもできます。 弓の強さにもよりますが、ＢＢでは 長５０ｍなので
その点を考慮して弓と矢の選定をします。 矢の長さはねらいを定めるためにも長くなりま
すから今までの矢とは根本的に異なりますからチューニングは必要です。 組み合わせに
もよりますがハンドルとリムの組み合わせはリムが長い方が良いとは思います。それより
重要なのは弓の重量とバランスです。
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情報 矢の種類によると思いますが、ベアボウで50m射つには
弓の強さの目安は何ポンドぐらいなのでしょうか？

弓の強さはカーボンのＡＣＣかＡＣＥを使うのであれば３０ポンド以上あれば届くでしょうが、
距離読みなどの誤差を縮小させるためにもできれば強い方がよいでしょう。シングル並み
の・・・・38-40ポンド がよいでしょうが無理はできませんね。
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情報 形から始めようと思うのですが、インチとかポンドとか選
ぶときには何を基準に考えるのですか？自分の身長とか
体重ですか？教えてください。

初心者ではなく経験者が弓と矢を選択する基準は、 競技をする種目で 大の距離が決ま
ります。たとえば女性でターゲット競技に出場するとすると 長は７０ｍ先の的に届かない
と話になりません。そうするとそこに届いて戦える矢の発射速度から弓の強さがほぼ決ま
りますが本人のリーチに関係して矢の長さが決まります。矢の種類を決めると長さから弓
の長さが決まります。矢の長さから弓の強さが決まります。そこから余裕分をどれだけ設
けるかは本人の体力筋力などに影響されます。
 インチ？＝矢の長さ（これは本人が引いているときの弓の強さと長さが影響します）か　弓
の大きさをいいますが　６６　６８　７０インチ
ポンド？＝通常弓の強さ（リムの強さ）をいいますが実際は本人が引いている長さで決ま
るので表示どおりに出るかは引き尺で決まります。体重は選択肢には関係ありませんが
軽いと風に弱くなりますしふくよかだとフォームを工夫する必要があります。 ですから 終
の矢の長さ強さは徐々に練習をしてフォームや筋力がついた後でないと決定できません。
段階的に選択することになります。 初心者であれば引くことができる弱い弓（１５-２５ポン
ド）で十分な長さ（殆んどアルミ矢）の矢ということになるでしょう。
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用具 こんばんは、サイトピンについてお聞きしたいと思いま
す。リカーブボウのサイトピンはリングの中に上下左右ど
ちらか一方からステーが出て先端に赤いピンがあるのが
普通ですよね、（中には糸で吊ってるのもあるとか）私は
このステーがじゃまできらいです、そこで自作しようと思い
ますが、たとえばサイトリングの代わりに透明なプラ板を
使い丸い円を書き、真ん中に赤い点を付けるようなもの
はルール上違反ではありませんか。違反でなければ早
速作ろうと思います。

作ったことがあります。ルール上は中心がひとつの同心円状の形態であれば問題はない
と思います。ただし、参考に経験上の問題点を書いておきますので製作される時の参考に
なれば・・・・ちなみに材質は透明アクリル板でしたがほかに蛍光材質のものや蛍光ファイ
バーを仕込んだものも作ってみました。
ポイント
１．空間上に点などを設けられますが透明部分もないよりは暗くなる。
２．厚みによる視差が出る（まっすぐ垂直になれば少なくはなりますが）
３．穴あけをした場合は熱ひずみで穴の周囲がひずんで見える
４．サイトウインドウの関係で余り大きなものには出来ない
まあ参考になるかはわかりませんが自作品の画像もアップしてみましょ？良いものが出来
れば教えてくださいね～
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用具 撃つ距離によってサイトピンが左右にずれるというのは
何が原因でしょうか？？

　　ＲＣであれば経験がありますが原因の考え方は弓を左右どちらかにに傾けている場合
と弦サイトを利用する場合、顔向けを傾けている場合が考えられます。私の経験では顔向
けが原因でしたが練習によって顔向けとアンカーポイントを変更することを直すとほぼまっ
すぐにはなりました。ただし、ターゲット競技で距離か固定している場合はサイトピンの出
入りも安定しているならメジャーでその都度あわせればよいわけでいいのですが３６射の
なかで安定しなくて左右にバラけるなら練習を考えなければなりません。ですから原因は
弓の問題ではなくあなた自身の問題です。対応用にサイトバーの傾斜冶具を作ってみまし
た。
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情報 ストリング（リム）のセンタリングがずれてるとどんな問題
が生じるのですか？？

　　程度の問題と変化していくのスピードを考えなければ判断できませんが、極端な場合、
リムのねじれでの影響ではストリングが外れやすくなったりします。センタリングのずれる
原因からくる問題とずれたために出る影響がありますのでどちらが主ですか？ 近のハ
ンドルはポケット部分に多少のリムのねじれによるずれは補正できる機構をもったものが
多いですが、固定型では強制的に直さない限りだんだん条件が悪くなるでしょう。ストリン
グの返りは出来ればハンドルのセンター部分をトレースして返るほうが矢の飛びは素直の
ような気がします。短期間での変化が出る場合はリムやハンドルにトラブルの可能性があ
るので点検してください。
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用具 いきなりですいませんが、プランジャーは何のためについ
ているんですか？教えてください

（クッションプランジャー）弓のハンドル部分にねじ込んであるものが多く、シャフトや羽根が
ハンドルに当たることまたは挙動を落ち着かせるなどを緩和する部品。専門的にはリリー
ス時のアーチェリーパラドックスの影響で左右に矢がたわみますが、スパインの多少のず
れによる矢のたわみの周期が矢の発射動作に与える影響を押さえるための部品。スパイ
ンが合わない矢を使用する目的ではない。ちょっと専門的に書いていますからわかりにく
い部分もあると思います。単語などでもわからなかったら用語集を見るかここに書き込ん
でみてね！！  だからきっちり矢のチューニングできている場合やリリースがすばらしいと
きはあまり関係はない（ばねが硬くても柔らくても）ですが凡人が放す矢の多少の暴れを
緩和してくれる効果がありますがつければよいというのではなく位置やばねの固さなど収
束性がよくなる点に調整が必要です。調整方法はまた別に・・・
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情報 こんにちは、質問です。有名な選手であるチョン・ジェホ
ン、パク・スンヒョン、守屋龍一、山本博の弓具一式が知
りたいです。元々は後輩が知りたがっていたんですが、
結構自分も気になってしまいました。自分の好みで弓具
を選ぶことは大切ですが、参考程度に。皆さんご協力お
願いします。

その時の有名どこの選手の弓のセッティング状態は、雑誌”アーチェリー”でも参照すれば
写真で紹介しているでしょう。たとえば守谷は２００５．９、パクさんは２００５．１など・・・ 多く
の選手は長年やっていることと、練習量のことなどで数年ごと変更することは十分考えら
れますし、弓の特性からチューニングのこともありますので一概に参考になるとは考えら
れませんよ。 ハンドルやリム程度からスタビライザやサイト程度ならそれらで確認できるで
しょう。 弓の強さや矢の長さが同じならばいくらか参考になるでしょうが、・・・・同じ物を購
入しても同じ点にはなりませんよ？

19

用具 リムと弓は、どのメーカーの組み合わせでも使えるので
すか？教えて下さい・・・。

さしあたってリカーブでお話します。 基本的には同じメーカーの同じタイプのハンドルに使
用推奨のリムを使うのが本筋です。カタログで性能保証は同じメーカーのして組み合わせ
だけです。ヤマハの殆んど、やニシザワなどは対応する同じメーカーのものでないと構造
が違うのでまったく合いません。論外です。 ただし、弓のメインメーカーとなったホイットの
互換性を持たせた後発他社のリムやハンドルを生産してきました。理由は後発メーカーは
交換需要を考えてメーカーが似た形状で生産していることにあります。 もちろんハンドル
だけ生産して、リムは相当品を買ってくださいというスタンスのメーカーもありますが、注意
してほしいのはホイットから見ればほかのメーカーのハンドルに使われたリムに付いては
確認もしていないでしょうし、保証もありません。後発メーカーも互換性と歌ってもホイット
から保証はないでしょうから誤差の範囲で入りにくかったりがたがあっても仕方がないです
ね。 組み合わせが出来たとしても、性能を保証するものは結果しかありませんから自己
責任の範囲です。それでもよければ検討してみてください。 まあ、ホイットの製品そのもの
もばらつきはあるでしょうから、組み合わせも予算や性能の違いを許容できる範囲なら検
討することは可能でしょう。 互換性を言っているメーカーでも組みつけられるだけで、違う
メーカーの組み合わせの性能やトラブルの保証はしていませんから、予算の都合や段階
的調整中などのポンドアップ中などのコスト低減などに利用するには考え方によっては利
用価値があるでしょう。 簡単に言っても、違うメーカの組み合わせでは実質ポンドの保証
もないしすべての組み合わせを評価している後発メーカーもないでしょう。 そこいら辺を許
容できるなら選択肢は出てきます。
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情報 ベアシャフトチューニングで、プランジャーの硬さを変えて
もある程度（15ｍの距離で10cmくらい）しか近づきませ
ん。明らかに硬くしすぎてもそれ以上変わりません。これ
はやはり射型にも問題があるのですか？

さて　ベアシャフトチューニングですか・・・ 矢のスパインがあっていない場合、特にやわら
かい場合はたわみが多くなりばらつきが出やすくなりますが、チューニングがあっていると
プランジャーにかかる力が少なくなるので影響が少なくなります。少し前まではプラン
ジャーなどはなかったのですから如何にマッチングに気をつけていたかがわかります。
マッチンがよいとプランジャーを硬くしても矢が通過する時は殆んど干渉しませんから影響
が少なくなります。 ちなみにチューニングをやってみるきっかけは何かありました？
　ＰＳ　射形はあまり影響はないと考えます。リリースが安定してないか引っ掛ける場合は
別ですがよくなる傾向ではないと・・・
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工夫 早速なんですが、寒くて外射ちが出来なくなりました。冬
メ二ュー到来で、2.3日インドアの行射、その他の時間は
筋トレになる予定なのです。  それで筋トレは一通りして、
なおかつアーチェリーに必要な筋力にあった練習も多少
はあるのですが、これはアーチェリーをする上でやってみ
てもいい筋トレはありますか？

さて　筋トレといっても目的や考え方でやり方が違うと思います。
目的
１．筋力維持　２．筋力増強　３．筋肉の障害予防　４．その他
場所
筋力の付けたいとか増強したい場所か筋力増強の目的など考えがあれば？教えてくださ
い。通常、ベース的に土台となる下半身のトレーニングなどは弓を使った練習の後に行う
ことは＋になるでしょうが、筋トレだけで弓のフィーリングを維持するのは難しいですよ。補
完的に筋トレを取り入れる考え方の方が・・・・・
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用具 リカーブのリムで「奥が」硬い／柔らかいという話をよく聞
きますが、 「奥が硬い」というリムはfx曲線があるところか
ら立ち上がるためにそこからは強く感じる、ということなの
でしょうか。だとすると「奥が硬い」と言われるリムでも、引
尺が短い場合には そこまで達しないため「硬くならない」
と感じるのでしょうか。

ｆｘ曲線上、同じ引き尺で引きに対して強さが直線的にあがることと手前側で上がって引き
尺ぐらいで上昇傾斜が下がる場合を奥がやわらかいということと逆に手前側がゆるく上が
り引き尺近くで傾斜がきつくなる場合を奥が硬いと表現していますが、リムやハンドルの組
み合わせで引き尺に対するｆｘ曲線は変わるので目的とする引き尺とリムの性能を発揮で
きる引き尺が合わせるほうがよいでしょう。 あまり急に変更するポイントは適正位置でな
い場合が多い、少しの引き尺で実質ポンドが変化しやすいことになるのであまり短いリム
や長いリムは面白くないかもしれません。 引き尺が同じの40ポンドであれば、手前側に上
がりがきついと重く感じるでしょうが引き尺近くでのポンド変化が少ないので調製しやす
い。逆に手前側がゆるい場合は引き安いでしょうが引き尺近くで急に強くなる傾向が出る
でしょう。もともとどのようなコンセプトで設計されたりムかで決まりますから好みの問題で
はありますが・・・・・ さて　性能を発揮できない長さで使用するのはなんとも・・・・
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用具 初は奥が柔らかいといわれるリムを選んでみるのが無
難なんでしょうか。 引尺が短いので、手前側で上がって
先がなだらかな方が実質ポンドが出やすいのかな、 など
と考えてしまいますが、実際に引いてみないとわからない
んでしょうね。

同じばね係数ならｆｘ曲線の描く面積が矢に与えるエネルギーをあらわしますから到達点
の強さが同じならば中ほどが高くなっている方が矢に与えるエネルギーが多くなります。
矢速の影響があるポイントは矢（ポイント・シャフト・などのパーツ）、リム（材質、強さ）、スト
リング（ハイト・材質）、ストランド数、引き尺などなど・・ ただし矢は重いほどエネルギー効
率が上がりますが矢速は落ちます、軽いほど効率は下がりますがリムやストリングの戻り
速度が利いてきます。 実質タイプやメーカーが異なる場合で矢が軽い場合は実質ポンド
だけでは正確にはあらわされないでしょうが傾向は同じです。 私が使っているＰＳＥのリム
は途中が硬くエンド付近の変化率は低いタイプですが重いといわれます。ちなみにホイッ
トのシンタックス以降は途中は引きやすいように下がっていますが正規の引き尺ぐらいで
硬めになってきます。まあ好みによりますがはっきりとした方向性があれば選択範囲も狭く
なるでしょう。
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用具 コンパウンドのストリングにストリングセーバー（サイレン
サー）やスピードボール等を取り付ける場合 上下に各１
個、つまり２個つけることになりますが、コンパウンド部門
の用具の通則、弦の項にある ・・・リップマークまたはノー
ズクリップ、ピープホール、ピープホールホールインライン
装置、 ループストリング等としてそれぞれ１個の付着物
を弦につけることが許される。の「１個」に抵触しないので
しょうか？

競技規則にかかれていることがすべてではありませんが、何らかのトラブルが発生した
後、回避するため改定されてきています。書かれていない内容はその場で判断することに
なります。この質問の場合の考え方を検討してみると、ルールにかかれているストリング
の内容は特に的中性を向上するためにアンカー時の安定性や距離によって変化するスト
リング側の位置を段階的に変えさせない、言い換えればサイトピンを複数つけることと同じ
効果になるため禁止されているものと思います。  ＞・・・リップマークまたはノーズクリッ
プ、ピープホール、ピープホールホールインライン装置、 ループストリング等としてそれぞ
れ１個の付着物を弦につけることが許される。
質問された用具の目的を考えてみましょう
１、ストリングセーバー
　　スパイダーみたいなものとすれば、ストリングに振動吸収させる付着物でリムの上下近
いところであれば、ストリングの返りが遅くなる傾向が出る。狩猟には必要かもしれません
があまり的中性は向上することは期待できない。もしカムタイミングなどで音が大きいなら
そちらの調整を・・・・
２、スピードボール
　　これもウインドウに入らない範囲で上下につけた金属ウエイトだったような・・・これもス
トリングの返りを早くさせる効果だと思いますが特に的中性を向上させるものではない。
１も２も特に着けたからといって特に優位になるものではない（ほかに対応する方法がある
し）ので競技規則には抵触しないでしょうが、出来れば弓はシンプルな方が良いと思いま
すよ。 終的にはそのときの審判の判断によりますが。。。。
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用具 色々な所を覗いていたところ、ハンドルとリムを組み合わ
せて弓のポンドが決まる事が分かりました。そこで私が
購入した道具を見たところ、ポンド調整ねじが付いていま
した。ということは、表示されている所定のポンド数を発
生させる、基準位置があるはずではないのか？と考えま
した。またオークションで購入した為、初期位置が何処
だったのか？前に使用していた人がどのように使用した
のか等分かりません。おまけに素人の為にこんなものだ
という経験値もありません。。。 そこであのポンド調整ね
じをどのように調整すればよいのか、教えて欲しいので
す。 ちなみにハンドルはHOYTのマトリックスの25インチ、
リムはHOYTのショートで38ポンドです。

オークションで購入することはお勧めできませんが、アーチェリー暦半年ということで、弓
の強さや引き尺は自分にあっている範囲であると判断できるとしてお話します。 弓　ハンド
ルはHOYTのマトリックスの25インチ、リムはHOYTのショートで38ポンドとすると、ポンド調
整ねじは締めこむ方向でアップします、調整範囲は通常＋－５％程度と考えて、可変出来
ますが本来の目的はリムの上下のバランスを調整して上下のティラーハイトを調整するこ
とですから、締めこみすぎも少なすぎもリムやハンドルに対して悪影響を及ぼします。ま
た、リムやハンドルに対してもばらつきがありますから基準の引き尺で実質ポンドを表示
程度まで合わせることを調整できるようになっていると考えるべきです。リカーブでは・・・・
リムは２ポンド刻みで準備されていることを考えると実質+-１ポンド調整できれば問題がな
いことがわかります。つまりリムのばらつきを調整で逃げるための工夫であるのです。
新しい弓を購入した時の方法としては、
１．ハンドルの調整ねじをそのままかほぼ中心的に合わせておく
２．リムを装着して、リムの対して規定付近のストリングを取り付ける
３．数回近射が良いですが、ちゃんと挿入できたら、ストリングハイトとアッパーおよびロ
アーハイトを計測する。
４．規定の引き尺か自分の引き尺で実質ポンドを計測する。
５．３と４の計測値が希望の値でない場合は必ず一度ストリングをはずした後に調整ねじ
の増減（１-２回）で変化を確認しながら、繰り返してあわせることになります。
６．希望の強さとハイトのバランスが取れたら、もう一度ノッキングポイントを調整して仕上
げます。
実際、ハンドルもリムのまた経年変化やばらつきや選手に合わせる作業の中でまったく同
じになることはないので、こつこつあわせることになります。ハイトの高さやノッキングポイ
ントの位置、などはフィストメルゲージの使い方を含めて数値的基本情報が必要になりま
すが、さしあたって・・・・ どちらにしてもＲＣではそんなにポンド調整する範囲はありません
ので弓をチューニングするための調整機構であると考えてください。
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情報 １.自分の引き尺で実質ポンドを測る方法
２.ハイトの高さや長さ、ノッキングポイントの位置、などは
フィ　ストメルゲージの使い方を含めて数値的基本情報
はどうすれば　入手できるものなのでしょうか？またこの
掲示板にて教えていただけると、大変助かります。

自力でやってみますか？経験や助言およびそれなりの用具も必要になりますが自己責任
ということで経験してみます？ 基本情報を教えてください
１．クリッカーを使っているなら切れるまでのノックのストリング部分からポイントを除いた
シャフトの先端までの長さ（引き尺）、クリッカーがないなら安定して引き込んでいる時のプ
ランジャーから前のシャフトまでの長さをあわせて確認する。
２．実質ポンドはそのときの状態をはかりで計る必要があります。こちらでは２０ｋｇのばね
ばかりを使って計りましたが、市販品もあります。ただバネばかりの場合は一人では計り
にくいですが・・・
３．計ったｋｇを０．４５３６でわればポンドになります。
４．ストリングハイトとアッパーティラーハイト（ＵＴＨ）とロアーティラーハイト（ＬＴＨ）を計測し
た値を教えてください。
５．ストリングハイトはわかっていると思いますのでＵＴＨとＬＴＨはハンドルの端からゲージ
でストリングまでの一番短くなる長さたぶんストリングから直角になると思います。長さはＣ
Ｍでもインチでも良いです
６．ストリングハイトの高さはメーカー推奨の範囲はありますが実際はチューニングの中で
調整します。通常7-9インチの間でしょう。
ノッキングポイントの位置はストリングの長さやハイトが決まってから調整しましょう。
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情報 ありがたいお返事ありがとうございます。計測したポンド
数は３６．７ポンドになりました。 UTHは16.2mm、LTHは
15.7mmになりました。ストリンハイトは8　3/4になってま
す。

引き尺がわかりませんが、リムの表示が３８＃で実測が３６．７ＬＢなら少し引き尺が短い
のかポンド調整の関係かわかりませんね。
１．ＵＴＨが１６２ｍｍでＬＴＨが１５７ｍｍなら差が５ｍｍでＬＴＨが低いですから逆転もして
いないので特に問題はないでしょう。通常０から１０ｍｍくらいの差でしょう。
２．ＳＨ　8-3/4ではさしあたって問題はないでしょうが、この部分を変えるためにはストリン
グを作り変える必要があります。
変更したい方向性がありますか？ポンドアップとかマッチング確認とか？ ちなみにＫｇをＬ
Ｂに変更する場合は０．４５３６で割ってください。２０ｋｇは４４．０９ポンドになります。 この
状態で特に練習には問題はないようですが何か変更する部分がないならノッキングポイン
トはプランジャーセンターをとおるストリングから直角におろしたポイントから1/8から1/4イ
ンチの間で上側にポイントがノックの中心になるようにノッキングポイントを作ってください。
正確には５－１０ｍはなれて矢の立ち方などを見て修正することになります。
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用具 質問です。センターロッド・ダブルロッド・Ｍロッドはそれぞ
れ長いのと短いのどちらが良いですか？？

各部品の機能についてわかって決めていく必要があります。もちろん開発されたものの材
質などで機能の追加がありますが基本的な点をお話しましょう。 センターロッドは前後のう
ち前側に重心を移動させることと慣性モーメント（ＸＹ方向）の増加、 ダブルロッドは重心の
後方側移行と慣性モーメント（ＸＺ方向の）の増加、ＭロッドはセンターやＷロッドが固定さ
れた後の追加ならセンターの長くなる効果とＷロッドの重心の前側に移動する働き 個々
の材質による固有振動の変化による感覚の変化と重量の変化と各先端につけるウエイト
による総合的な状態変化を使用する弓のセッティングの中で使用する人の性能にもかか
わって選択しますから一概に長い方が良いとか短い方が良いとかはいえません。使う人
の使いやすさとその許容される範囲で 大の目的を発揮させる条件を選択するだけで
す。 もっとミクロ的な問題点でしたらもう少しはっきりお話できるかもしれません、ただし、
どの組み合わせであっても必要とする機能を享受すると同時にそれを使うための必要と
する（筋力や体力など）ものや問題点も抱えますから・・・単純に慣性モーメントを考えると
重ければ重い方が同じ500ｇでも鉄棒のそのものより軽量のパイプの端にウエイトをつけ
てあわせて500ｇの方がモーメントは大きくなる。
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用具 リカーブのリムの特性について教えてください。 リムの中
心部分に木の材質を使っているウッドコアタイプのリム
と、中心部分に新素材を使用しているリムの比較した場
合、 返りの初速やねじれが違うとよく耳にしますが、どち
らもそれぞれメリットとデメリットってありますよね。 練習
仲間に、ウッドコアは経験の浅い人用とか決め付けてい
る人がいる事に少し納得がいかないのです。 リリースが
下手だからウッドコアだなんて理屈に合っているのでしょ
うか？

リムについて
リムの構成はウッドコアとホイットから始まったプラスチック素材のものにガラス繊維や炭
素繊維などをラミネートした積層リムが主流で価格や性能でいくらか区分がありますね。も
ちろんそれ以上に新素材を席そうしたものも開発されています。 質問のリムの中心素材
については現在ではそれほど重要な部分ではないのではないのでしょうか？主の性質は
表面に積層している素材が中心ですから・・ もちろん後から開発されたのはプラスチック
系ですから改善する目的があるわけで、しいて言うならば改善点は雨に強いとか耐久性
が高くなったなどいくつかあるでしょうが、通常使用するには取り扱いさえ注意すればウッ
ドでも遜色はないと思いますよ。メーカーとしてもわずかな改善点でも価格を上げるために
改良点をＰＲするでしょうし、強いて言うなら初心者には 終段階のポンドに合わせる段階
でない時に多くの出費を抑えるのにランクを下げることを進めることはあるかも知れませ
ん。 ハンドルは固定してもリムは数段階で 終段階にアップしなければならないのでその
目的の段階では納得するものを選択すればよいでしょう。 リリースが下手だから早い帰り
のリムで軽い矢ではタイミングが取れ難いことはありますが、それならリムではなく重い矢
の選択をすれば必然的に矢速が遅くなりますからそれなりにタイミングをずらすことは出
来ますがおそい返りのリムで矢速を上げるには選択範囲が狭くなります。ですからリリー
スの件は一概には言えません。 どちらにしてもウッドコアに固執することはないのですけ
どね～ 現状の段階と方向性でリムの性能を選択すればよいでしょう。
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用具 サイトピンで「光ファイバー」がありますよね？あれってど
ういう効果（？）があるんですか？やはり普通のサイトピ
ンとは違うのでしょうか？回答よろしくお願いします。

サイトピンは通常金属のリングの内側に薄い金属などで中心部分に明るいような塗料か
樹脂で中心を表示していますが、周囲が暗い環境の場合、暗めの室内大会やフィールド
の森の中などではピンの中心がはっきり見えない場合があります。このときはっきりとした
光の点として中心を表示させるものです。通常蛍光ファイバーはファイバーの直線部分か
ら周囲の光を取り込んでファイバーの端面に伝わって端面を光らせます。ルール上電気
関係の部品は使用できないため、普通の光ファイバーでランプ光を利用してできないので
す。 長くなればそれなりに明るくなりますが取り扱いが面倒になりますので合理的な長さ
で使用します。実際自作されるならルールに規定がありますので長さや構造に注意してく
ださい。 アウトドアの炎天下でもそれなりに明るくなりますので使用できますが目立ちすぎ
て嫌う選手もいます。
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トレーニ
ング

アーチェリーで使う筋肉ってどういう風なトレーニングをす
れば身に付きますか??家で腕立て・腹筋・背筋などをして
｢次の日、うわぁ筋肉痛だわぁ…｣と思って弓を引いてみる
と筋肉痛で痛かった箇所は全然使われていないのか、
痛くないんです。普通に弓が引けちゃいます。どうせ鍛え
るなら使う箇所を鍛えたいです。 これからアウトドアシー
ズンに入るので本格的に練習もしなければいけないと
思ってますし････教えてください

　アーチェリーで使用する筋肉は通常の生活ではあまり使用しない部分が多いので、普通
に考える練習をしても効果は面白くありません。
簡単でよい方法
　練習前後のストレッチを十分したあと弓を使用した実射や素引きなどが一番手っ取り早
いです。実際使用する部分を使いますから・・・
面白くない練習
　腕立て伏せなど害があっても役に立たない練習をしないでください。その他エキスパン
ダーの通常の使い方など筋肉の使い方が逆なので意味がありません。
それなりに役に立つ練習
下半身の筋肉は弓を使って矢を発射する時の土台ですから、弓を使った練習の後に、ス
クワットやランニングなど練習はかまいません。
　一応・・・一応背筋や腹筋は側として役には立ちますが、弓自身を引き込んだりするには
あまり関係ないので直接の役には立たないでしょう。 弓は一番引き込んでいる状態で一
番筋力を使っている時に、遠くの的に照準を合わせてリリースする動作をしますので、筋
力だけではないメンタル的な面も重要になります。強い弓は使いこなせれば有利に働きま
すが、弱い弓でも１０点にあたれば勝ちですから・・・・あたって何ぼの世界です。シングル
では１４４射１０点にはいれば満点です。 まずはこの辺でいかがでしょう？弓を引くことが
出来なければ矢は発射できませんが、引けることが目的ではなく当てることが目的ですか
ら・・・・
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今まではハスコのバランスコントロールのＳを使っていま
したが、それが少し小さくて手に合わないみたいなので
今度はキャバリアのコードバンエリートのＭを買おうと思
いました。 しかし、キャバリアはアメリカ人の手に合わせ
て作っているため、日本製より少し大きいという噂を聞き
ました。だからキャバリアを買う場合、ＳとＭどっちがいい
か迷っています。「Ｓを買ったら小さかった」や「Ｍを買っ
たら大きかった」という問題は絶対避けたいです。 「キャ
バリアはアメリカ人の手に合わせて作っているため、日
本製より少し大きい」←このことについての真実を知って
るかたは教えて下さい。ご協力お願いします。

タブはリカーブにとっては人間と弓との接点になる用具のため、感触や使いやすさが重要
になります。さて、 タブの選択
ここの部分は実際使ってみないとわからない部分で 低でも手にとって選択したいところ
です。そうしても何年かのうちには何種類か換えながら使いやすいものに到達するのが現
状です。ショップではサンプルを手にとって確認できるとは思いますが通販などではなかな
か難しいですね。
キャバリエのエリートタブについて
このタブはＳＭ　ＭＥＤ　ＬＧ　ＸＬＧの４種類ありますから手の大きな方でも選択でサイズは
選べます。ただ実際的にはＳＭかＭＥＤというところでしょう。私はＭＥＤですがベースとな
るアルミのベースの上下寸法は約66ｍｍありますから第２関節の人差し指から薬指まで
の３本の幅がこれより狭いならＳＭでしょうし5ミリも大きいならＬＧもありでしょう。 ただし私
みたいに指が短い場合はそのままではカンタピンチが使えない（指の又にあたってストリ
ングが浅かけになる）ですから移動させる工夫（標準では移動できない）か使用しないの
選択が必要になることがあります。一度いまお使いのタブの上下寸法と指の幅を計ってみ
ませんか？アメリカの開発といっても手の小さい人もいるわけで使えるのを選択すればよ
いだけです。
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用具 弓全体の長さは64・66・68・70と色々ありますが、引き尺
（矢尺）がどれくらいだと前記のどれに適しているか教え
て下さい。

まず基本情報
矢の長さ　　ノックのストリングがさすところからシャフトと先端まででポイントの長さを含ま
ず。
引き尺（人間系）　　グリップのピボットポイントから引き手のフルドローの時のノックの位置
まで
引き尺（矢から見て）　レストの位置からノッキングポイントまでとレストから前（オーバーハ
ング）の長さを加えた長さでフルドロー時に矢がレストから落ちないこと。
弓の大きさ　現在は海外製品が殆んどなので基本は28インチ引いた状態でリムの表示ポ
ンドが設定されている　ヤマハは日本人に合わせてもう少し短い長さで設定してあった。
ハンドルによる調整　プランジャの位置やレストの位置が可変できるものがある
矢の調整　弓の組み合わせ（リム・ハンドル）がすめば引き尺における実質ポンドからスパ
インに合わせたシャフトの選定と矢の長さやポイントなどの選択によってマッチングを行う
ことになる。というところで、レストからフルドロー時のノックまでの長さが650ｍｍくらいなら
66＃でも68＃でも可能なくらい（経験値） 68＃の方がフルドロー時の取りかけの指にかか
るストリングの角度が大きくなるので楽ではあるが、極端だとリムのＦＸ曲線上の特性を発
揮できないことになる。同上であまり短いリムも引きすぎることになりリムに負担をかける
ことになる。70＃は 近になってリーチの長い選手が増えてきたために準備されたもので
ある。
 ドローレンスの標準
ＡＭＯ規格では　２８インチでは　ピボットポイントからノックまでの長さ２６.２５インチに１.７
５インチのオ バ ハングを加えた長さであらわします 実際には人間に引き代は個々に
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用具 質問なんですが、サミックマスターズにウイネックスをさし
たところ、リムの股とハンドルのポンドの調整する棒のク
リアランスが悪いんです。一度ハメて弦張ると、本気で
引っ張らないとリムが抜けません。ここは削るべきです
か？ それとも、おとなしくウィンのハンドル買うて使うべき
ですか？

はめ込んだ状態が弓としての性能を満足していて、リムをほかのハンドルに組替えないな
らば削ることも自己責任でＯＫでしょう、ただ　後にＷＩＮのハンドルに戻した時にがたが出
ることは考えられますから・・・ 純正の組み合わせであってもサイズにばらつきは多少あり
ますからいくらかはスリあわせを考えるものはありますが、細かな構造が異なる場合は性
能に影響するかもしれません。 私が使っている組み合わせでも（スピギャレリのハンドル
のレヴォリューションにＰＳＥのリムの場合もかなり硬かったので自己責任でペーパーやや
すりかけて抜きやすくしました。一応ホイット互換のもの同士ですけどね・・・・・
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用具 現在HOYTのShort、38lbsのリムと25”のハンドルを使用
しています。またストリングは16本ので40回ほどねじって
います。ストリングハイトは９ｉｎで使用しているのですが、
このあいだバネ秤で実質ポンドを測ってみたら、34lbsし
かありませんでした。この際やはり34lbsしか出ていない
のでしょうか？

実質ポンドの件　出ない理由を考察
　Ａ.ホイットのハンドルと純正のリムとして考えても許容誤差は+-1ポンドはあると考えま
す。純正リムでない場合はもっと誤差があると考えます。
　Ｂ.ストリングの本数とねじり回数は安定性はともかく短期的には影響はないと考えます。
　Ｃ.ストリングハイトは許容の範囲であれば特に問題はありませんが、ストリングの長さを
変えると影響が出てきますが高い方なので下がる方ではないと考えます。
　Ｄ.バネばかりの精度が十分あれば換算した値が34ポンドなら実施ポンドが34ポンドとい
うことになります。
　Ｅ.引き尺はいくらでしたか？計測はクリッカーが切れるときのノックの入った位置からレ
ストまでとそのときのレストから前のシャフトの先端までの長さ。標準の引き尺がなければ
実質ポンドは下がるのはあたりまえですから・・・
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トレーニ
ング

射形のことです。セットアップしてドローイングしていく際、
サイトピンから的を外すことなくドローイングを続け、ク
リッカーが落ちる寸前のところまででドローイングをや
め、エイミングをする。と教わったのですが、このようにす
るのがやはり基本なのでしょうか？

射形というよりエイミングの考え方ということで・・
　　多くはそのように（　セットアップしてドローイングしていく際、サイトピンから的を外すこ
となくドローイングを続け、クリッカーが落ちる寸前のところまででドローイングをやめ、エイ
ミングをする。）と少し前はそのように指導していましたが、今では、韓国流というかドロー
イングからピンにつけてそのままノンストップでクリッカを切ってリリースする考えもありま
す。流れを止めると肩が詰まったり余計なエネルギーを消耗するなどの考えのようです。
いろいろやってみて自分に会うスタイルを検討してみるのもいいのではないでしょうか？も
ちろんどれが理想というものはありませんが自分自身に疑問や問題点があるなら改善す
べく情報収集するのもありですね。 指導されるなら基本形は一応ステップで教えて実際は
それを流れを止めないように進めていく動作になります。頭で理解するにはステップが良
いですが実際は練習の中でフィーリングとして身についていく動作になります。
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情報 引き尺の解釈がよく分かりません。実際の使用している
矢を引いて、クリッカーが落ちた時の値が３４ポンドでし
た。ちなみに矢の長さは２７．１インチです。

引き尺と矢の長さ
まず矢の長さを考えるとノック＋シャフト＋（インサート）＋ポイントで構成されていると思い
ますが、通常矢の長さとはノックのストリングの入る部分からポイント側のシャフトまでの長
さを言います。ポイントは含みません。 次に引き尺とはその矢を番えてクリッカーを切った
時のノックのストリングのはいっている位置からプランジャーまたはレストまでのシャフトの
長さをいいます。全長がわかっているならそのときのレストから前側のシャフトの長さ｢オー
バーハング｣量を測ってください。 作った矢の長さは見かけ上長く作ることは出来ますが引
き尺は矢に関係なくほぼ固定されますから・・・ ポイントまで含んだ全長が27.1インチなら
オーバーハングも1-1.5インチあるでしょうから基準の引き尺より短いと思われます。その
点でも数パーセント低下傾向が考えられます。もちろん弓の種類によってはリムポケットの
調整機構で数ポンドはアップの可能性はあります。過去にあげていなければ・・・
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工夫 グリップの雨対策 通常のグリップはプラスチック製が多く雨や汗をかくとピボットポイントがずれて気持ち悪く
なります。そこでグリップを対策するアイデア
ポイント1.　グリップは基本的にはもとに戻せるようにしたい
ポイント2.　あまりごつくならないようにしたい
ポイント3.　コストもあまりかけない
ポイント4.　修理が簡単
色々工夫しましたが現在まで残っているものは
 1.薄手なら　テニスのグリップテープのうち（通常のものは段差があったり、ぬれれば滑る
物もあります）ＷＩＮＧＨＡＲＴのドライタイプが汗を吸い取るタイプのフラットのグリップテー
プです。この場合は薄手の両面テープを張ってからグリップに合わせて重ならないように
貼り付けて使用します
2.クッションが特に必要なら　スキーブーツ用のインナーのカットシートが糊付きで切って貼
れます。特に感触とクッション製をよく判断して選択しましょう。
3.短期間であれば靴擦れ防止用のクッションシートもつかえますがグリップに使用すると耐
久性がいまいちなので応急用に・・
いづれもうまくいかないとはがせますのでやった物勝ちということで・・・
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工夫 子供は小学5年生です。 　練習に一緒に連れて行ってい
た小学２年生の妹もなんとなくはじめてしまい、５ｍくらい
の的に向かって楽しんでやってます。 ただ、下の子は片
目がつむれなくて苦労しているみたいですが…

この件、いくつかの方法があります。
1.両目でもかまわないやり方、この場合、両目で見て遠くの的に焦点を合わせると、サイト
ピンは少しボケて２つ左右に見えますから、効き目側を確認して覚えておくと（手前の指を
両目で見ながら片方ずつ目を隠して指の挙動を見る方法あり）その状態でもサイトピンは
つかえます。
2.どうしても効き目だけで使う場合は、ルールでも認められていますアイパッチを付けて行
うこともあります。
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工夫 はじめまして　高校からアーチェリーをはじめようと思う者
ですが、質問させていただきます。 いつも２年、３年の先
輩の練習をみると的に向かって矢を射つことしかしてい
ません。見ている方としてはすぐにあきてしまいそうで
す。 高いお金をかけて弓を買うので 低高校３年間は楽
しみたいのですが同じ事ばかりであきてしまいそうです。
大丈夫でしょうか？ また、どうしたらあきずに続けられま
すか？ 御意見おねがいします。

まず　性格と考え方と環境で左右されますが、ちゃんと目標を持って努力するなら何年で
も楽しめます。 基本的な考え方
1.シューティングゲームは基本的には本人意外面白くありません。たとえばダーツもボーリ
ングも射撃も・・・アーチェリーも見ている人は１０分もいると帰ってしまいます。でも、矢を
自分で放して目標にシュートする感覚は見ている比ではありません。
２.楽しみたいという感覚は目標を達成すると言うことなら、数多くのステップはありますか
らそれらをクリアしていく楽しみはあります。他人と比較しないならゴールドバッチを目指す
というのも大会で入賞すると言うのもＯＫ、 終は国体や世界大会まであり、オリンピック
の競技まであります。目標がなくだらだら射るだけでは飽きるでしょう。県内１番？国内１
位？世界１位を目指しますか？通常３年では間に合わないと思いますが・・・
３.もちろん周囲の射場環境にもよりますが、大きくアウトドアー、インドア、およびフィールド
もあり、弓のカテゴリも大別２種部門で３種に分かれていますから、それらの部門はそれぞ
れ努力は必要ですが楽しみの種類はあります。
　　基本的にはアーチェリーは用具を使う競技で用具の性能に対して人間がいかにうまく
使えるかで得点が変わってきます、頭も使うし、工夫もいるし、努力やトレーニングも必要
になってきます。まずは同じ大会に出ることが出来る弓と矢を使えるようになるまでの訓練
が待っています。男性で 長は90ｍはなれた12ｃｍの丸の中が１０点で３６射してすべて
入れれば満点ですが、それだけでも如何に達成することに対して難しいことかわかってく
ると思います。雨でも風でも・・・ 　他人はともかく自分で目標を持ってそれを順にクリアす
ることを前向きに達成していかなければ楽しくありませんよ。人によれば山本選手と争って
みたいことを目標にする人もいるでしょうし、・・ 少しアーチェリーの情報を集めてみましょ
う！
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情報 弦サイトの事なのですが、やっと弦サイトを確認出来るよ
うになったのですが、弦が弓の左側の端よりもまだ左の
空中の所にあります。弓の左側の端の所に合わせたいと
思うのですが、どのように顔向けなどを調整したら良いの
でしょうか。身近の人に聞いてみたのですが良く分からな
いとの事でした。初めてなのに質問など失礼かと思いま
すが、聞く人もいないのでよろしくお願いします。

弦サイトの合わせ方
　矢は弓につけられたストリングを引いてその弾性で飛んでいくわけですが、矢はレストの
支点とノッキングポイントの位置で発射角度が決まるわけですが人間の目では確認できな
いため、前側はサイトピンでノッキングポイント側はアンカー位置（上下方向）弦サイト（左
右方向）で安定させようとします。アンカーの位置を変えなければ顔向けを変えてもあまり
変わりませんのでアンカーの位置が安定しているならハンドルに合わせるのでなくサイト
ピンの左右などもっと正面側を使うのもありです。基本はフォームに従って繰り返しであわ
せやすいところにすればよいです。どうせ目の前のストリングは太くてボケていますのでそ
んなにクリチカルにあわせられませんからそれよりアンカーの位置や顔向けなどを固定す
る方が重要です。
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情報 　はじめまして、いつも利用させて頂いてます。色々な情
報をありがとうございます。まだ、初心者ですが何時かは
大会などにも出てみたいと思っています。関東地方です
が大会情報などがあまり見つかりません。是非、出場し
やすい大会などの情報もよろしくお願いします。

大会に出ると言うこと・・・
 　　 低でも所属の団体に選手として登録されないと出場できません。選手には何らかの
方法で大会の案内があります。通常よそのエリアの大会には参加できない場合が多いの
でローカル大会の案内は公開されません。で、関東地方といわれても各都道府県にアー
チェリー協会がありその下部組織に市や区のアーチェリー協会がありその下にクラブ形式
の団体が素属されている場合もあります。ですから自分が住んでいる地区のアーチェリー
協会かクラブに入会する必要があります。初心者段階では緩和される場合もありますが
基本は入会することです。ただし、高校生は高体連で、大学生は学連と言う組織からアー
チェリー連盟に傘下しています。ですからロビンさんが所属しやすい団体に入会してみま
しょうそうすると大会の情報も入手できるはずです。具体的な市か区までと社会人かなど
教えていただければもう少し具体的な話が出来るかも？
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用具 エリートとノーマルどちらがいいですか？ また矢飛びの
違いなどあれば教えてください。

メーカーのうたい文句ではエリートのほうが固い材質で形状と合わせてより回転力をつけ
るということですから考え方によると収束性はあがる可能性はありますが失速することも
考えなければいけません。 実際、どちらも使ったことがありますが、特に回転がとか失速
がと言うふうには感じませんが、アルミ蒸着の上の塗装が両面テープがはがれる時つい
てくるので結果的にははがれやすかったです。エリートは形状のため材質が透明素材に
コーティングしてあったためだと思います。 まあ、ノーマル（メーカーではオリジナルと言い
ます）がやわらかいならカーリーベーンもくせはありますが選択の余地はあります。 　どち
らにしても自分の目的とする特性をもってはがれにくく耐久性があるのが良いのではない
でしょうか？参考になれば・・・
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情報 クラブへ所属するのが良いのか、それとも協会へ直接所
属するのが良いかということです。その辺の話をお聞か
せ願えたら幸いです。こちらは群馬県の太田市で、社会
人です。おすすめの処がありましたら教えて下さい。それ
にしても、大会に出られるほどの弓の強さには到底及び
ません。小学生並みのポンド数のようです。何時になった
ら強い弓が引けるようになるのか先が思いやられます。
出来ましたら、その辺の話もお聞かせ願えたらと思いま
す。

選手登録（全日本アーチェリー連盟）略して全ア連 、　全ア連の下に各都道府県のアー
チェリー協会（連盟）があり、その下部組織に市ア協や支部形式を取る場合と倶楽部形式
を傘下に入れる場合がありますから所属する協会に相談してみてください。群馬県アー
チェリー協会
http://www.gunma-sports.or.jp/contents/club/18/club.html
まあお近くの射場が見つかれば一番良いのですが・・・　弓の強さ　大会は大きく分けてア
ウトドアターゲット（男子は 長９０ｍ）とフィールド（ 長６０ｍ）およびインドア（通常18ｍ）
があります。もちろん初心者扱いの部門もありますので弱い弓でも選手登録してもそれな
りに楽しめる競技もありますが、ある程度は練習をまじめにやって筋力アップをしながら段
階的に強い弓にあげていくのが普通です。はじめる年齢や目標とする強さやもって行く期
間（６月とか１年とか）が決まれば練習もパターンは決まってきます。筋力をつける考え方
はうちのサイトにまとめていますので参考に！本気でシングル目指すならかなりの努力は
必要ですが半年くらいで出られるくらいでまあまあには1－２年はかかります。
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情報 　弦サイトの話、ありがとうございました。なぜ、弦サイト
が必要なのか良く分りました。それで少しお聞かせくださ
い。「サイトピンの左右などもっと正面側を使うのもありで
す」との事ですが、つまり弓の中心位置に近い所でも良
いと言う事でしょうか。弦サイトを一定の位置に決める事
で顔向けが一定になるという事のようなのですが、その
調整が出来ません。もっとも、おっしゃっているようにスト
リングは太くてぼやけているのです。しばらくの間、良く見
えませんでした（汗）。是非、この辺の話もお聞かせ願え
たらと思います。よろしくお願いします。

　弦サイト
　いかに矢を繰り返し安定させて発射させるかと言うことですが、土台の人間の安定性を
如何に確保するかまたは安定していることを確認できるようにするかと言うことなので、結
局は自分が確認できる２点を見つけることなので、一点はぼやけたストリングとするとスト
リングに合わせるポイントを自分のフォームから合わせやすい点を見つけましょう。ただ
し、そのために顔や首などを動かしてはいけませんスタンスからドローイングする時点で
サイトピンを的に合わせて引き込んでいくときには顔向けは固定しておかなければ矢は安
定しませんヨ。 　フォームが見えませんのでできればフォームを見ていただける経験者が
お近くにおられれば良いですね、フォームをある程度固定しなければ弦サイトといって
も・・・・難しいですね。
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情報 題名どおり皆さんにヘリックスの評価を聞かせてほしい
のですが、カタログを見る限りへリックスはHoyt社の 高
傑作と書かれていて、実際のところどうなのかが気になっ
たので投稿させていただきました。ちなみに私の周りの
友人達の間ではヘリックスのことをあまりよく言われてい
ません。私自身グリップが細くてやりにくそうとは思うんで
すが実際に使ったことは無いので判断できない状態で
す。

結論から言えば使ってみないとわかりません。 メーカーのカタログは新しいものを開発し
た以上いくらか改良点はあるでしょうがうたい文句と思った方がいいでしょう。売れないと
開発費も出ませんから・・・使った選手が良い点が出るかどうかは二の次です。 特徴があ
る設計をすればするほど合わない場合が出てきます。ですから必ずしも高価な弓が高得
点につながるとは限りません。チューニングさえしっかりして人間側が安定していれば十
分な点を出す弓はそれほど高価な弓ではなくても大丈夫でしょう。グリップは細い場合は
通常加工して選手に合わせるので使い込んだ選手ほど手を入れています。ですから細い
から使いにくいということは自分に合わせて調整をしないということを言っているだけです。
開発側から言えばピボットポイントを重心上前側にしたかったのかもしれませんね。
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用具 今度、矢をACEからX10に変えようと思っています。しかし
僕の周りの人からは「サイト下がる」とか「すぐ壊れる」と
か「ただ高いだけであまり変わらない」などのマイナス方
向の意見が飛び交っています。でも僕はそうは思いませ
ん（というか思いたくないです）。この事の真実を知ってる
方ご返答お願いします。あとX10の場合ピンノックとバイ
ターノックどちらがいいですか？今僕は実質40ポンド、シ
ングル自己ベスト1261点です。ご協力お願いします。

矢をＸ10に変更する理由は具体的に何なのでしょうか？目的に合っていればその矢の
持っている良い面と悪い面の相殺ができるでしょう。
・サイトが下がる　ＡＣＥに比較すると重くなるため特に９０ｍでは下がる傾向があるようで
す。サイトがぎりぎりの場合は面白くないかもしれません。
・すぐ壊れる　ノックがいくつかタイプがありますがタイプによっては後ろからのノックにあ
たった場合にシャフトまで破損するタイプがあります。 ・ただ高いだけで変わらない　シン
グルで得点を考えた場合まとめるとあまり変わらないかも知れません。Ｘ10のシャフトの開
発目的は細く重くして70ｍのオリンピックラウンドに特化したシャフトと言うことと聞いていま
す。つまり横風に対してシャフトが流れにくくしたものであるということ。ＡＣＥよりチューニン
グは許容部分が少ないため難しいかもしれません。
 ・ノックは好みのこともありますから一概には言えませんが・・・構造によっておかまを掘っ
た時ダメージが少ないことを考えることはあります。 Ｘ10はオールマイティではないようで
すからあなたの主たる目的にコストアップ部分が折り合いがつくなら・・・・ いろいろな情報
が知りたいなら雑誌アーチェリーの2003.5と2004.9を参考にどうぞ。
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用具 マトリックス＋G3リムを使用しているのですが、 近エイ
ミング時にセンターロッドが右に向いていることに気づき
ました。 今まではそのようなことはなかったのでリムかハ
ンドルのどちらかがねじれてしまったのかと思います。 こ
ういう場合の弓の矯正方法はあるのでしょうか？

考えることはセンターロッドが右に向いているということは何に比較してなのかによります
が、現物を確認できない以上考えられることを書いてみますのでまずは確認してみてくだ
さい。
1.ハンドルからねじ込んでいるスタビライザーが曲がっている。
　　確認　この場合ハンドル単体にセンターをつけて水平な机などの置いて確認してみま
しょう。ねじ部分のセンター側かハンドル側がトラブルの可能性。
２.組み込んでいる状態でリムゲージで確認してハンドルのセンターをストリングが通ってい
ない。
　　確認　リムゲージがなければ安定した椅子などにおいて少しはなれて確認してみましょ
う。
３.ハンドルがねじれている？
　　通常の使用ではハンドルは静止状態ではねじれているような状態にはなりにくいと思
います。もちろんリリース時の振動による共振は別ですがそれでも直接ひずむ可能性は
少ないですね。金属疲労で別の弓が折れたことはありますが・・・
◎マトリックスのハンドルのリムポケットには多少のリムのねじれによるセンターの調整の
ために機構がありますのでリムそのもののねじれであればある程度はセンター補正できま
す。ただし、リムのひずみであればセンターが左右に向くのではなく矢が左右に向くのです
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情報 アーチェリーをやりたくてオークションで購入したのです
が、弦？を装着することができません、何か特別なつけ
かたがあるのでしょうか？それともこつがあるのでしょう
か？教えてくださいお願い致します。

弦のつけ方をお話する前に・・
まったく初めてでしたら、お近くのアーチェリー教室か練習場に行っていっしょにやれる方
を探しませんか？タイミングがよければ初心者教室がある場合があります。その中で弓の
組み方や取り扱い方及び弓の使い方などを指導されます。 オークションで購入するのは
使う方の条件に会う合わないなどがありますからお勧めできません。出す方が使えないか
ら出す場合が多く中古などでも問題がある場合があることも考えられます。 ちなみにリ
カーブでしたら弦はストリンガーという用具を使うと力がない場合も安全に取り付けできま
すが、組み方を間違えたり不完全では危険になりますので避けてください。また付属品な
ども安全であることも確認できないならば同様です。大会に使用するような強さの弓でした
らまず初心者では使えませんのでその弓はそのままで初心者段階からはじめましょう。も
しよろしければ購入した弓の型式や強さなど書いていただければ少しは判断できます。
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用具 そして質問があります。このＨＰにある用語集も拝見させ
てもらったのですが、ノッキングハイトのことがいまいち良
く分からないのです。特に、正しいノッキングハイトの位
置（高さ）についてが不安で・・・。 宜しければご回答お願
いします。

やればやるほど気になることや知りたいことが増えてくるスポーツですね。用具を使う競技
なのでそのチューニングということもレベルに応じて行う必要が出てきます。 さてノッキン
グハイトですが技術のページのチューニングのところに書いておきましたので参考になれ
ばと思います。 フィストメルゲージ（持っているかな？）で確認することになりますが、日ご
ろから確認していると急な変化で用具の不具合が発見できる場合もあります。
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情報 初めまして！！僕はまだ始めて数週間ですが、道具って
初心者用だと全部でいくらぐらいなんでしょうか。よろしく
お願いします！

いくつか確認したいことがあります。その内容によって考え方が違ってくるのです。
1.高校生？中学生？社会人？その他（　　）
2.アーチェリーの 終をどのレベルまでやってみたいですか？
シングル大会参加　50ｍ30ｍ競技程度　初心者クラスか室内競技まで　お遊び程度まで
3.どのくらいの間隔で練習してますか？
　毎日数時間　週３日　週２日　週１日　月１－２回
競技を考えて、段階と考えると通常初心者というか初期段階の用具は購入はできればし
ません。なぜなら多くのものは次のステップで不要になるからです。ですから中古や備品
などでステップアップする方が良いのですが、使えるものがなくて初期段階のものが必要
な場合は次のステップ使えるものの購入とレンタルを組み合わせたり 終の考え方で出
費を抑えることを考えます。一番難しいのは楽しむ程度で上を目指さないスポーツで考え
るなら上のステップでは使えないというか耐久性や精度で劣るというものは安価であること
はあります。 上を目指す場合でも 初からすべての用具は必要なくステップアップしていく
時購入していくものもありますから個別で聞かれたほうが答えやすいですね。よくある質問
で即答できない部分なのです。 教えてもらっているところで必要なもののリストを書き出し
てもらえればわかりやすいですね。同じ用具でも選択で数倍の差が出てくるし高いものが
必ずしも現状に合っているとも限りません。 単純に５０ｍ程度までの競技を考えると安価
なものを揃えて10-15万円というところかな？すべて購入するとなると・・・もちろん消耗品
は追加が必要ですが・・
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情報 道具について   すいません！いくつかわからないことが
あったようで・・・・。
1　中学生です！
2　３０ｍぐらいでしょうか・・・。
3　週に１～２回です！
再度もうしわけございません！！できればもう一度教え
てください！

はじめるに当たって何が必要かわかりますか？
弓（ハンドル・リム） 矢、サイト、ストリング、ボウスリング、タブまたはグローブ ,チェスト
ガード、アームガード、ストリンガー、ボウスタンド、クイーバー ,クッションプランジャー、レ
スト、ボウケース、多分今は必要ない　クリッカー　センタースタビライザー　Ｖバー　Ｗ
バー　スコープ 抜けているものもあるかもしれませんが・・・ 必要と思われるものをリスト
アップできますか？できればそれらの価格を調べることは出来ます。殆んど何が何かわか
らないようでしたら今指導受けている方がおれば聞かれますか？ お近くのショップで相談
されるのも良い情報を入手する方法です。
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トレーニ
ング

明日から通うのですが、 初はやっぱり近射ですよね？
どのくらい上達したら近射を卒業するのでしょうか？

ある程度の期間の教室などでしたら近射の前に素引きやフォームの練習が入ります。で、
近射は卒業はなく距離を射つ様になってもフォームのチェックや調整などに行いますか
ら・・・・・ね。 長い距離を練習していくのは徐々に矢がまとまってくるようになってくると指導
者の方が距離を少しづつはなしながら距離を伸ばしていきます。これは人それぞれですか
ら一概に期間は回答できません。
距離を離すということは
1.人間側の筋力のアップやフォームの安定性
2.弓の強さを筋力の強さと距離に合わせて変更していく
3.弓の強さを替えると矢も変更することになります
 筋力もフィーリングも身につけるには十分な期間と練習時間が必要ですあせらず楽しみ
ながら練習してください。

54



トレーニ
ング

私は今月でアーチェリーを始めて約5ヶ月になります。 現
時点の問題点は、距離を射つ時にアンカーに入れる前に
ストリングを離してしまうことです。 近射での練習の際は
アンカーにちゃんと入れられてエイミングが出来るのです
が・・・、どうしたら距離の時も近射の時のように射てるの
でしょうか？ こんな質問で大変恐縮でありますがお返事
の程、よろしくお願いします。

その状態はいくつかパターンはありますがはやけの一種ですね。
 現状を少し情報をください。
2.今使っている弓の実質ポンド（わからなければリムに表示している値でも）はいくらでしょ
う？
3.リリースするきっかけは何かな？
　　A.　サイトピンが的についたら・・
　　B.　引き込みをしてある強さになったら・・
　　C.　クリッカーがあれば鳴ったら離す・・
　　D.　その他
4.現在　社会人　学生さん？
はやけはアーチェリーをやっていくとき多くの方が越していかなければならない山です。う
まく乗り越えないと面白くなくなりますから・・・
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用具 大学を卒業し早10年弱。 再びアーチェリーを始めたいの
ですが、 どこから手をつければ・・・ ハンドルやリムは使
えるものなのでしょうか？ 東京多摩地区にショップ情報
あれば教えてください！！！

都内はいくつかショップなどありますからお近くのところで弓を点検してもらってください。
通常現役のときの強さのリムはすぐには引けませんでしょうし、メーカーなどによってはメ
ンテナンスができないものもありますので情報を探しましょう。現在お持ちの弓の強さと型
式を教えていただければそれなりに回答できます。 現在結構１０年以上のブランクの方が
再開されてがんばっていますのでエンジョイのブログ関係を覗いてみてください。情報交
換するのもよい方法です。 安全にはじめるなら20-25ポンドぐらいから体を立ち上げるの
がよいかと思います。お近くの練習場を探しましょう。 東京にはいくつかのショップがあり
ますがここエンジョイのショップのデーターベースから相談しやすいところを見つけてみま
しょう。多摩地区にはあいにくありませんが寄りやすいところか練習場で練習に来ている
方に相談するのも良い方法です。
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トレーニ
ング

早速ですが現状の情報は
１：週６の１日約３時間　休日の時は６時間です。
２：約３９ポンドです。
３：Ｂ 引き込みをしてある強さになったら・・
４：学生です。
今日の練習中はアンカーに入れられる事が出来ました
が、たまに試合中等に再発します。

高校生と仮定して初めて５ヶ月ということですが、現時点クリッカーをつけているのでしょう
か？
1.つけていないときは、つけてクリッカーにタイミングをつけてもらう
2.つけている場合　はやけを起こすとクリチョンしている？ことになりますね
自己観察してミスで放すきっかけはわかりますか？ただ単にホールドできないのであれば
ポンドアップが早すぎなのかもしれませんが？実際の射を見ることが出来ないので分析し
てみましょう。原因の推定が出来ないと対策の方向性があいまいになります。 とりかけの
指のトラブルはないものと考えますが原因の推定の中にあるなら・・・・
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用具 ショートハンドルとロングハンドルではなにか違いがある
のですか？

リカーブで考えるとリーチが長い人や短い人がいるとき弓の種類を考えなければなりませ
んがリムの長さを固定した場合、ハンドルの長さで引き尺の範囲を広げるために準備して
いるものです。ですからリムの性能を発揮するためにもリーチが短いときに長いハンドル
や逆の場合も面白くはありません。さしあたって・・・
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用具 また質問なんですが、リカーブボウでM１リムを使ってる
のですがリムの性能を生かすのにどれくらいの値段のハ
ンドルを使えばいいのですか？

ホイットのＭ1リムは良いリムだと思いますがハンドルは性能を発揮させるには同じメー
カーのホイット製でリム構造が同じのハンドルであれば問題はないと思います。ハンドルで
は特に的中性に影響は少ないと思います。重量および重量バランスや振動吸収および耐
久性（経年安定性）などで選択するのでしょう・・・同じ構造の他社のハンドルの場合はある
意味バクチ性はありますが相性がよければそれなりに使えるでしょう。
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トレーニ
ング

教室で、いままでハイアンカーでやってきたのですが、い
きなりローアンカーで撃てといわれました。これは何か意
味があるのでしょうか？

初心者は狙いやすいのでハイアンカーで指導する場合がありますが、同じ強さの弓で矢
を遠くに届かせるためには発射角度を取れるローアンカーが有利です。もう一つ的中性を
向上させるためにストリングのアンカー位置を固定できることと弦サイトを利用できるため
に精度が上げられることなどです。 ただし、距離が50ｍまでのフィールドのベアボウ部門
ではサイトがつかえないために矢尻側から狙いやすいハイアンカーやミドルアンカーを使
う人が多くなります。 90ｍまでがあるかつ発射精度をサイトを利用して上げるためには
ローアンカーが有利なのです。ターゲット競技では99％以上に選手はローアンカーでやっ
ていますのでふつーのことなのです。ただハイアンカーのままでもかまいませんが長距離
の場合かなり強い弓を引くことになります。
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情報 私はアーチェリーを始めて1年と8ヶ月になります。テスト
とかがない時はほぼ毎日2時間ほど部活で練習していま
す。 それが、急にうてなくなってしまったのです。肩が痛
いわけでもなく、疲れているわけでもないのです。 はじめ
はクリッカーがおちなくて、もっと伸びようと練習していた
のですが、今ではアンカーに入れるどころか引き始めて
すぐに引き戻してしまう状態です。もともと引き戻しはあま
りしないタイプだったので、こんなことは初めてなんです。
少しアーチェリーから離れるべきか、クリッカーなしで練
習を続けるか考えています。 なにかアドバイスなどがあ
りましたら教えてください。

一種の早気　（ターゲットパニック）と考えますかね？
原因を絞り込むために少し情報をください。
1.過去に何かクリッカー関係でトラブルを経験されていませんか？
2.重要な大会などで切れないために打ち残したとか・・
3.クリッカーが切れるとサイトピンに関係なくリリースするとか・・
4.フォームは見ることは出来ませんがあまりにも引き尺を伸ばすことで無理な位置にして
いませんか？
5.その他
用具や筋力などが問題なければ精神的な問題ということになります。 傾向と対策案は方
向性を見極めてアイデアを出し合っていきましょう！！アーチェリーを嫌いにならないため
に♪
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情報 １、クリッカーでのトラブルはありません。
２、まだ 近のインドアの試合で、第一部と第二部に出た
のですが、第二部で体力がもたなくて、何度も引き戻しと
クリチョンをしてしまいました。この試合の後から徐々に
ひけなくなってしまったのです。
３、今はクリッカーをつけずにアンカーに入れる練習をし
ているのですが、前はクリッカー音に反応してしまって、ク
リッカーがおちるとすぐにリリースしていました。
４、前のフォームでは無理なことはありませんでした。
簡潔に答えられなくてすみません(・_・;) クリッカーなしで、
しかも引いてる途中ではなしてしまって、とても不完全燃
焼です。もともと体力には自信がないのですが、この場
合だとやはりメンタル面に問題があるかと思っています。

２と３が問題のようで、あまりにもクリッカーに頼ったリリースになっていたものでクリッカー
が使えなくなったことでトラウマの一種かも。
さしあたって
1.クリッカーなしでリリースすることを現時点すぐには身につけないでしょうが、クリッカーを
切って１－２秒ホールドしたあとリリースすることを練習の中に取り入れるとクリッカーにコ
ントロールされない自分の意志でリリースする感覚を身に付けることが出来ます。
２.もちろん大会に必要な十分な体力筋力のアップする努力は必要です。特にインドアは距
離が短いので狙いこみやすくフィーリングより体力を使うようです。体力も考え、省エネも
考えましょう。
３.急にクリッカーなしでリリースすることはクリッカーでタイミングを合わせている選手には
難しいでしょう。一度弱い弓でクリッカーにコントロールされないリリースを練習してみませ
んか？
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情報 引き手がアンカーまでいかないんです。引き始めに問題
は無いと思いますが、弦が顔の近くにきたらリリースをし
てしまいます。弦を鼻につけることも出来ません。 素引き
もこわくて出来ませんでした。アーチェリーをやる前は弓
道をやっていたのですが、弓道の弓での素引きはできま
した。私はアーチェリーをこわがっているのでしょうか。

早気の一種でしょう　考えられるメカニズム
1.サイトピンがゴールドの合わせるまたはピンを合わせるとリリースする
2.クリッカーが切れるとどこを狙っていてもリリースする
3.クリッカーの切れる音がすると反応してリリースする
4.クリッカーの切れる位置まで引くとリリースする
5.その他
空射ちは弓に良くありませんから、引き込み練習でしたらストレッチバンドでやってみます
か？現在のリリースするきっかけを解析してみましょう。 和弓の場合はリリースはかけの
爪にかけているので一種の暴発リリーサー状態ですから指にストリングをかけて開いて放
すという動作がありません。ですから素引きが出来たものと思われます。引き込みが出来
てアンカーリングができるようになればよいですね。自分の弓で行う場合は近射ができる
安全な状態でサイトをはずしてクリッカーをはずして矢を番えて引き込んで見ますか？正
面が安全なら目をつむったり・・・ ちなみに弓の強さを 近あげていませんよね？？
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情報 現在、クリッカーはつけずに練習しているのですが、サイ
トピンが合ってなくても弦が顔に近づくだけではなしてし
まいます。なんだかよくわからいのですが、とても不思議
な気持ちになってはなしてしまいます。はなすときは、無
理やりではありますがリリースになっています。 目をつ
むってうつのはやってみました。こんど、サイトをはずして
やってみます！ 弓の強さは変えていません。表示は34
ポンドですが、実質は30ポンド前後だと思います。

方向性いろいろ　　まあ　思いついた状態で大きな対応を考えてみると
1.練習関連
　・リリースしても安全に練習できるフォーマスタをセットして練習する
　・前にも書いたけど　ストレッチバンドでアンカーリングの練習をする
　・簡単には5ｍｍくらいのロープで輪を作ってフルドローの位置に長さを合わせて引いて
みる
　・何も持たずシャドウでとりかけからフォロースルーまでを繰り返す
　・その他
２.弓として
　・右から左に変える
　・弓のタイプをＲＣからＣＰに変更
　・その他
気になること
　1.引き込んでいるとき途中でリリースするのはわかりましたがリリースする（放す）位置や
タイミングやきっかけは安定していますか？それとも何かきっかけらしきものがあります
か？ためしに早めに切れる位置にクリッカーをセットした場合切れるとき我慢してリリース
を止められますか？極端な情報も載せていますが改善できない場合のいろいろな選択が
あるということで・・・・  多分何か重要なきっかけがあるのだと思うのですが。。。精神的な
部分が絡むと自己分析も必要になりますが、現実を一緒に見てくれる方は？いればよい
ですね。 まあ何かやって変化や発見があれば書き込んでみてください。
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情報 おとといの練習で、はじめはほっぺたのところまで引き手
をはこんでくることができました。でも、しばらく練習を続
けているとはっぺたにもつかなくなりました。なので安定
していません。 昨日からはストレッチバンドを中心に練習
しています。一緒に練習している友達がいるので、協力し
てもらっています。しばらくの間はストレッチバンドでの練
習を続けようと思っています。

ストレッチバンドでの練習の時　このようなことも組み込んでみましょう
1.アンカーリングや引き込んでホールドして数秒我慢して、ゆっくり引き戻す。　自分の意
志で戻す
2.左側でも練習してみる（右利きなら）　逆なら出来てフィーリングがつかめるかも
3.目をつむるか真っ暗のところでもやってみる　視覚を殺すため
とにかくパニック状態から自分の意志でリリースしたりホールドできることを組み込んだ練
習する。 ちなみにリリースするときはずるっとした感じですかパット開く感じですか？
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情報 僕は腕も目も右利きで、右利き用ハンドルで射っていま
す。目は左目を閉じて右目だけ開けて射っています。両
目を開けて狙えるのが理想的だと言われています。僕の
場合、試しに両目を開けて的を狙おうとすると、極度の乱
視のように的が何重にも見えてどうしても狙いが定まりま
せん。ですが、左射ちの体勢で両目を開けて的を狙った
場合は、普通に的を狙え何重にも見えません。寧ろその
方が狙い易く感じます。マスターアイは確かに右です。こ
んな事って有り得ますか？どういう訳なんでしょうか？左
射ちの方が向いているのでしょうか？

両目とも乱視がないとすればエイミング中に両目で的に焦点を合わせていれば的は一つ
にしか見えませんがサイトピンは２つに見えます。逆にサイトピンに焦点を合わせると的は
２つに見えます。これは両目の視差を利用して距離と奥行きを計測するシステムためで、
アーチェリーでは的に焦点を合わせてぼやけたサイトピンのきき目側を的にあわせるよう
にして狙います。そのためピンは小さくはっきり見えるものが好まれます。 右と左では目の
方がなれていないので左の方がちゃんと的を見ているということではないでしょうか？ 両
目で狙うと私の製作したピンの周囲が見えないサイトピンでも透かして使うことが出来ま
す。 弓を持たないと両目で見ても的は一つでしょう？
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情報 要するに「両目で見た時の左右の目の使い方が慣れて
いないだけでは？」という事ですね。もう一度試してみま
す。 因みに僕の両目は乱視で、右目の方が乱視の度合
いが強いです。射つ時は、乱視用のソフトコンタクトレン
ズを装着しています。

効き目が右でも悪いほうが右なら体というか頭のほうは適当に視力の良いほうに使うこと
がありえます。特に疲れたり無意識の場合はある意味自動調整機能ですから・・・・通常の
視力でも焦点が遠点（的）と近点（サイトピン）を考えるとどちらに焦点をあわせてもその反
対側は二つに見えることになります。それもボケた状態で、的を狙うわけなのでボケるの
はピンになりますが、それに乱視が入ると複数の虚像が入ってくるので（程度不明）コンタ
クトで補正してどの程度になっているかで影響の差が出るでしょう。  コンタクトのことはよく
わかりませんが通常正面から見ることを設定して設計されているでしょうが、アーチェリー
の場合エイミング中はかなり横目で見ることになります。眼鏡屋さんでそのときの補正状
態を聞かれたほうがよいかもです？？
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情報 リリースの時は、ぱっと開く感じです。 2週間以上もこの
状態なので、友達がひいているのを見るだけでなんだか
ドキドキしてしまいます。次のインドアの試合には出ない
と決めたのですが、インターハイ予選も近くなってくるの
で少し焦りを感じています。焦ってはいけないとは分かっ
ているんですけど。

リリースの主導権を自分の意志に取り戻すことが重要です
この手の問題は時間が掛かることが多いです、焦らないことです。 アーチェリーは長くでき
るスポーツですから気長に対応してみましょう。自分の弓を使って単にまったく同じことを
繰り返すことは元に戻すことには難しいかもしれません。部分的にできることはありません
か？
1.ストレッチバンドならホールドできる
2.シャドウならアンカーできる
3.ロープを輪にしたものでアンカーする
4.ストレッチバンドなら自分のタイミングの意志でリリースできる
5.その他　できること
部分的にもできることを教えてください。
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情報 弓を持たなければできます。なのでストレッチバンドなど
ではできるのです。自分の意志でリリースしたり、戻した
りすることもできました。その他できることはあまり思いつ
きませんが、ストレッチバンドでは以前のように引けまし
た。

ストレッチバンドでホールドから時間を待って自分の意志でリリースできるならばフィーリン
グを上げるということで、
1.ストレッチバンドの強さをヘビーやＸヘビーまたはＷでやってみる
　　　強さをあげてみるというもの
2.初心者用の１５－２０ポンドのゆみで矢をつけて近射してみる
　　　弓で行えるかどうか
3.それから・・・
実際自分で起こっている状態の分析は出来ていますか？ つまりクリッカーが問題なのか
サイトピンが問題なのか筋力低下が問題なのか対策の方向性を出すためにも自己分析
は必要です。原因に近づくと症状が出やすくなるでしょうが見つける必要があります。見つ
けられなくても想定する必要があります。 ちなみにストレッチバンドでもやらないよりは
フィーリングは維持できますが十分フォロースルー時間を持って正しいフォームを意識しな
がらステップにしたがって行いましょう。
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情報 初心者用の弓は今ないので、ストレッチバンドでやってみ
ます。 私的には、やはり精神面に原因があると思いま
す。サイトをはずしてやった時もアンカーに入れれません
でした。クリッカーは、今つけていないので意識の中には
入ってないと思います。それとテストで1週間以上うたな
かった後でもうてていたので、急な筋力低下はないと思
います。 少し前に弓を持って引く時に怖いと思いました。
頭では絶対に引く！と思っていても、体が言うことをきい
てくれません。体が引きたくないって言っている感じです。

怖いというのは
1.リリースすることで体にダメージがあることが経験している
　　　ストリングが腕に当たるとか・・・
2.重要な大会などでミスをして点数が出なかった
　　　思うように矢を発射できず失敗した
3.その他
　　　怖いと思う結果が知りたいですね 分析分析・・・・・もう少し あせらずに体が楽しいこと
で前向きになるように時間がほしいかもしれませんね。アーチェリーが楽しいなら・・・
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情報 たぶん大会の時に点数がでなかったのと、その時に変な
うち方をしたことで弓具や矢にとても申し訳なく思ったこと
だと思います。 アーチェリーは大好きです！目標にして
いる先輩もいて、うまくなりたいと思っています。今うてな
くなって、うてていた時がどんなに楽しかったかと思って
います。うちたいとはと思っているのですが。。。

大好きなら前向きに考えてのんびりやりましょう。
リリースに関して
1.リリースまでのホールド状態の引き手の手首や指は力を入れてはいけません。かぎ型に
曲げた人差し指と中指と薬指でストリングを引っ掛けています。
2.指は曲げているだけの力で十分保持できます。
3.リリースの時は自分の意志で指を開く感じで引っ掛けが外れて行きます。
リリースのタイミング考
1.クリッカーが切れた音 　　2.サイトピンがゴールド付近についたこと
3.アンカー位置に引き込んだとき 　　4.引き強さが十分感じられた場合
5.その他
通常いくつかの条件が揃ってリリースの動作にスイッチが入りますが、一つに敏感になっ
ているとほかの条件が揃わなくてもリリースしてしまいます。これがはやけとも言います。
まあ、逆にリリースできなくなる場合もあります。
自己的な前向きな得点の考え方考
1.所詮アーチェリーは個人競技ですから自分の責任においてその場その場で精一杯競技
するしかありません。
2.用具は重要で大切なものです。精密な部分もありますから丁寧に扱いますが結果はそ
の時点の努力の成果ですから前向きに判断しましょう
3.成果は用具や天候、環境及び人間の体調など変化要素はありますので記録は常に前
上がりということはありません、山あり谷ありです、ただ、環境の変化などに対応する努力
をしていれば荒れる範囲を狭めることは出来るでしょう。
まあノーマルな大会でも重要な大会でもレベルによってコンデションはあわせにくいもので
す、結果はやって見なければわからない要素はあります。多くは重要な大会ほど点数は
低いかもしれません。色々要素が重なりますから・・・・
ですから頭の切り替えも重要なポイントです。大会の結果から問題点や改善点を見出せ
ば次はそれを克服してみることでより上を狙うことの繰り返しですね。安定している選手ほ
ど高レベルの選手でしょう。それは個々の問題点に経験的に対応するカードを持っている
ということでしょう。
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情報 今日自分の弓具で素引きができました！！ちゃんとアン
カーに入れて引き込めました！でも、矢をつがえるとうて
ないままでした。。。

さてと　練習方向について考えてみましょう
1.素引きができる　　　良い傾向だとおもいます
2.矢を番えるとうてない　？？　症状が・・・？
　　　・アンカーに入る前にリリースする
　　　・入るけど自分の意思でなくリリースしてしまう
　　　・リリースできない　怖い
　　　・その他
症状の傾向でステップの練習が変わると思います。 うまくリリースできないならあまり強い
ポンドで（自分の弓）で回数を繰り返さない方が良いです。弱い弓または安全な用具で
フィーリングをつかんでステップアップしましょう。 まあ慌てずぼちぼち行きましょう弓を使う
練習は・・
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情報 素引きが出来て、少し安心しました。 アンカーに入る前
にリリースしてしまします。 弱い弓や、安全な用具がない
ときはストレッチバンドでの練習でいいと思いますか？

ストレッチバンドで練習OKです そのときも弓を持っていることをイメージして、ステップにし
たがって 後のフォロースルーまで同じ間隔で行ってください。体にイメージを取り戻すた
めなので急いだりするとだめです。 押し手側が重さが物足らないなら500か1000のペット
ボトルを手首からぶら下げるか輪を作ったロープを左足先と押しての間でほぼ水平になる
ように掛けるとおしてを少し上げようとするとウエイトがかかります。 わかり難かったら返
事ください。
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情報 アーチェリーを始めて3年の学生なのですが、半年くらい
前から中指の第一関節より前の部分が常に軽くしびれて
いるような感じになっています。 何も触れていなければ
わからなく、物に触れたときにほかの指とは感覚が違うと
いうレベルです。 腱鞘炎かと思い、湿布を貼ったことも
あったのですがあまり良くはなりませんでした。 今はそれ
ほど多い頻度で練習はしていませんが、1ヶ月もしたら、
週５とかになり、より悪化するのではないかと心配してい
ます。 改善方法等ございましたら教えていただけません
でしょうか？

医者や看護士ではありませんので聞いたような情報ということでお話します。もちろん気に
なれば整形外科のほうで判断して頂いてください。 ただ痛みや腫れまで出ていませんの
で通常の指屈筋腱鞘炎というほどの状態ではないような気がします。腱鞘炎になっても適
切な治療で２－３週間で治癒するようですが・・・ さて、指の第一関節の先がしびれるよう
な感じというのは私もやり始めたころ練習のあとはそんな感じでした。もちろん違和感を感
じたら練習量を考えましたが・・・ どちらにしても指先に負担が掛かっているようですから以
下の当てはまる項目があるか考えて見ましょう。
1.近々に弓の強さを上げた
2.タブを替えた
3.練習量（本数）を上げた
4.リリースするまでのホールド時間が長くなった
5.とりかけの位置を浅かけにした
6.アンカーからリリース時にストリングをずらす感じがある
7.とりかけの３本の指のバランスを替えた
8.その他変更した点など
まず情報ください。原因の推定がすんだら対応を考えましょうネ。
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情報 問題点　　矢の羽根がギザギザに敗れてくるそうです では　確認点 　さて　羽根の件ですが、いくつかの条件が重なると 発生することがありま
す。専門用語があるほうが知っている方は わかりやすいと思いますので思いついたことを
書いて見ましょう
1.羽根が傷つくのは３枚ある羽根のうち１枚だけで決まっていると思います
2.羽根は弓のレストまたはプランジャーという矢を載せている部分で干渉していると思いま
す
3.矢が柔らかいなどスパインがあっていない場合当たりやすくなります
4.リリースの切れが悪い場合アーチェリーパラドックスが大きく出て干渉しやすくなります
5.スピン羽根の向きが悪い場合干渉しやすくなります
6.プランジャーのバネの硬さなどやわらかすぎる場合干渉しやすくなります
7.その他
生活習慣やフォームは良くわかりませんが一番影響があるのは弓の強さを上げたのに矢
の調整をしなかった場合などスパインが合わなかった場合になりやすくなります。 アー
チェリーは用具を使う競技なので人間に合わせたセッティングを行うことが重要なこともあ
ります 簡単なことでしたら弓型式と実質ポンド 引き尺 矢の種類 矢の長さをおしえてく
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情報 症状なのですが、ご指摘された中から当てはまるもの
は、ホールド時間が長いという点です。  力のバランスは
変えたつもりはないですが、変化したのかもしれません。
位置は、中指第一関節の数ミリ先端側で、人差し指側は
痛まないのですが、薬指側の半分くらいが痛みを伴うよう
になっています。(普段は痛くないですが、射ち始めてし
ばらくすると痛みが出てきます) そのため、 近ではホー
ルディングの時間を短くするように心がけています。

中指の痺れ考
痺れの度合いが半日も立てば元に戻るなら練習量が増えてきて逆に指先が鍛えられて丈
夫になっていくかもしれませんが、痛みが出て程度が悪くなるような練習はいけません。
取りかけの位置ももう少し内側の第一と第二の間くらいから始まってアンカー時に第一に
入っていくぐらいがよいのではないでしょうか？ また意図的にテンションがかかっていると
き、ずらすようなことをすると筋を痛めます。また感触が悪くはなりますがタブの皮は２枚と
か厚手のものに変えてみるのも手です。 指先にあまり負担を掛けないように練習してみま
しょう。
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情報 理由あって新年早々、僕は右射ちから左射ちに変えまし
た。ハンドルやレストやタブ等は左用に変えましたが、矢
のピッチ（角度）はそのままにして射っていました。ある知
人の選手から矢のピッチも変えないといけないと言われ
ました。右射ちのピッチのままで左で射つと、矢の回転が
途中で変わり、グルーピングが悪くなるそうです。どうして
右で射つのと左で射つのとでは、矢の回転が変わるので
すか？またピッチを変えないと、どの程度の影響がある
のでしょうか？しんちゃん、詳しく教えて下さい。どうぞよ
ろしくお願いします。

＞ある知人の選手から矢のピッチも変えないといけないと言われました。
　正確には私もピッチを替える必要性は認識していません。もちろん発射時のストリングか
ら離れた矢がパラドックス現象を起こしながらプランジャーからレストを干渉しないように羽
根の角度を調整する必要性はわかりますが左右で変える理由はもう少し経験者に聞いて
みます。理解できたなら情報追加してみます。
＞右射ちのピッチのままで左で射つと、矢の回転が途中で変わり、グルーピングが悪くな
るそうです。
　この内容は理解できません。スピンの様に 初から左右が形状が異なる羽根もあります
がソフトや鳥はねなどピッチだけで回転方向を決めるタイプもあります。矢は発射された速
度と空気抵抗によって羽根のピッチなどにより回転する力を得て回り始めます。ですから
回転力は初速は０でだんだん加速されますが矢速も低下しますのであるところで限界がく
るでしょう。で、基本的には 初から回転方向を設定して羽根を取り付けますから左右ど
ちらにしても途中で回転が変わるような設定は間違えない限りありえないでしょう。可能性
があるとすればスピンなど右仕様の羽根に逆のピッチをつけた場合はありうるかもしれま
せんが論外です。 ピッチの関係で回転数が上がれば直進性が増すことは考えられますが
その分、矢の失速を受けますからバランスを考える必要があるでしょう。スピンベインの
メーカー設定では風の吹く方向でも羽根のピッチを変えてみませんかとアドバイスがあり
ます。失速を防ぐ意味でしょうけど・・・
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情報 しんちゃんもそう思いますか。僕も左と右で羽根のピッチ
を変える必要性があるとは思いません。でも変える必要
性が見付かったら教えて下さい。引き続きどうぞよろしく
お願いします。

”ハネのピッチ”
ピッチとは矢にハネ(ベイン）を貼る時に、シャフトの長さ方向に対して角度を付けることで
す。その目的は飛翔中の矢に回転を与えるためです。独楽（コマ）が廻っている時は倒れ
ないのと同じで、矢にも独楽の原理が働き、回転することでより以上の安定が与えられる
のです。 　しかし、この回転は多ければ多いほど良いというものではなく、１秒間に７回転
が必要十分条件といわれています。そして必要以上の回転はそれが外部からの空気抵
抗によるものだけに、逆に「失速」という悪影響生み出してしまいます。とはいっても、ノー
ピッチ（角度を付けないハネの貼り方）の矢を射っても矢はきれいに飛ぶように、実はフィ
ンガーリリースの場合、リリース時の指の動きやストリングの蛇行が潜在的に矢にある程
度の回転を生み出すのも事実です。 近、ハネにあまりピッチを付けなくなってきました。
昔アルミアローの頃はハネの接着面がシャフトから浮き上がらない程度にピッチを付ける
ことが、１秒間に７回転程度の空気抵抗を作り出す条件と合致していました。ところが、
カーボンアローが主流になることでシャフトの直径が極端に小さくなり、昔のようなピッチを
付けたのでは接着面が小さくなり、ハネが浮き上がり満足な接着が出来ないという物理的
要因が生まれてしまいました。ピッチを大きく付けたのでは、ハネが剥がれ易いのです。し
かし、幸いなことに７回転の必要条件はカーボンアローの初速の速さなどによって、小さい
ピッチでも確保できるようになったのもまた事実です。 　もうひとつ、ピッチをあまり付けなく
なった理由があります。「スピンウイング」と呼ばれるフィルム製のカールしたハネの場合、
昔からある「３枚バネ」に代表されるハネに比べて大きい回転量を生み出すのです。それ
は回転を生み出す方法が異なるからですが、形状からも容易に想像できるようにノーピッ
チであっても回転が起こるのです。そして、この種のハネにピッチを大きく付けると必要以
上の大きな回転が生まれ、失速を含んだ悪い条件ともなります。そこで特にこの種のハネ
ではあえて危険を冒さず、無難な選択としてノーピッチかそれに近い小さなピッチを推奨し
ているのです。 　一般にスピンウイングも通常の３枚バネ同様に１２０度の角度で１枚の
ハネがプランジャーチップとは逆に向くように取り付けるように言われますが、スピンウイン
グの場合、それでは上側にくるヴェインがチップやレストに当たり傷んだり、矢飛びに悪影
響がでることがよくあります。これはスピンウイングが高回転を生み出すためにノックがスト
多分多くの右射ちアーチャーの場合は少し時計回りに回転が起き出しているでしょう。
しかし、何度もそして何日かおきに試しても、稀に左回転を起こす右射ちアーチャーもいます
右射ちアーチヤーで左回転用のスピンウイングを使用することは適しません。このことも、左
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情報 うてなくなって、一からやり直しました。 学校から弱い弓
を借りて、ひたすらアンカーに入れれるよう練習しまし
た！ おかげさまで、だいぶ回復してきました！！昨日、
自分の弓でクリッカーをつけて50/30を少しですがうちま
した。 まだ引く時にドキドキしたり、少し引くだけでかなり
疲れたりと問題も多いですが、がんばれそうです！ 本当
にありがとうございました！！(＠´ω｀)！！

よかったですね～ 楽しみながらやっていきましょう。 79

用具 しんちゃんに是非質問したい事があります。僕は 近サ
イトピンを変えました。TITANのりカーブ用スコープに変え
ました。レンズ（拡大率ゼロ）の中心に短いファイバーピン
が付いている物です。そのファイバーピンの周りに蛍光
オレンジの小さなリング状のシールをレンズの上に貼り
付けて使っています。つまりリング状のシールの中心に
ファイバーピンが出ている状態です。 近射場で「この場
合ファイバーピンとリング状のシールでダブルサイトにな
るのでは？」と言われましたが、実際のところどうなんで
しょうか？ダブルサイトに該当するのでしょうか？またス
コープの外周リングも含めるとトリプルサイトになる可能
性もあるのでは？

その形状ではダブルサイトではありません。中心点に対して同心円状にある場合は問題
ないと思います。 複数の照準点がある場合がまずいことになります。ファイバーでも複数
あるとＮＧです。 同一面に複数ある場合はフィールド競技などにカット量の調整などに利
用すると勘ぐられます。 また、同一線上に複数ある場合はその２点に対して合わせて狙う
ことが出来るという簡単に言えば通常のサイトピンに対してピープを使うなど場合が考えら
れます。ＣＰの場合はＷサイトの規制が無いので問題ありませんけど・・・ＣＰでも同一面上
に複数の照準点がある場合はだめでしょう。 通常Ｗサイトとは同一直線状（前後方向）に
対して複数の照準点がある場合をいいます。 狩猟用のサイトのような距離に対してサイト
ピンが複数取り付けてあるものは競技では使用できません。これはＷサイトではなく複数
の照準点があると判断されます。ですからこれはＣＰでも競技には使用できません。
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用具 はじめまして。僕は 近カーボン矢を買ったのですが、作
り方がよく分かりません。ノックやポイントの付けかたは
分かるのですが、ベインのつけ方が不安です。スピンウィ
ングヴェインなのですが、付け方と、出来たら矢の組み立
て順序も知りたいです。お願いします。

基本的にはアルミ矢もカーボン矢も作業はほぼ同じですが・・・
１.シャフトをカットする
２.カットした端面のバリやかえりを取る
３.シャフト表面とポイントインサート部分の脱脂を行う　アセトンかアルコール
４.ポイントをホットメルトなどで接着する
５.位置を確認してノックをインサートする
６.場合によってはこの時点でシャフトにネーミングを行う
７.シャフトの羽の取り付け部分をもう一度脱脂する
８.フレッチャーなどで３等分の羽根を貼る基準ラインを引く　鉛筆かマーカーなどで
９.スピンベインの接着部分を脱脂する
１０.スピンベインに付属か専用の両面テープを貼り付ける　少し長めに張って不要部分を
カットしておく
１１.剥離紙をはがして接着面を出した羽根をシャフトの基準ラインに合わせて貼り付ける
１２.等分に貼り付けられたことを確認して　羽根の前後に止めテープを貼り付けることも可
１３.羽の干渉をしないようにノックの位置を再度調整する。
＊　特に脱脂をしてはがれにくくする事と脱脂したところは触って油をつけないでください。
スピンベインはソフトベインとノックの回転位置が異なるのでプランジャーやレストなどの干
渉を実射しながら位置を決めてください。英文ですが説明書も入っていると思います。
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用具 追加で申し訳ないのですが、レストがよく折れます。これ
は、羽根があたっているからなのでしょうか？原因がよく
分から無いので、教えて頂けないでしょうか？レストは
AREです。

ＡＲＥのレストというと一応金属レストの仲間ですよね、矢が乗っているところは金属のは
ず・・・ 矢は高速で変化するのでリリース時のレスト部分の挙動は高速度撮影でないと判
断しにくいですが、考えられることをいくつか・・・
1.矢のスパインがあっていないため矢がうまくクリアーできない
2.プランジャーのバネがやわらかすぎまたは位置が内側過ぎる場合
3.羽根がレストに干渉するほど大きい？
4.シャフトが太い
5.リリースが悪くパラドックス量が大きい
6.レストの耐久性が少ない
7.その他・・・
矢のスパインが合っているとパラドックスが発生してもある程度は羽根がレスト部分を通
過するときは外側にはなれているはずで干渉しにくいですがプランジャーの調整はある程
度は緩和させられますが矢のマッチングの悪さを許容するものではありません。弓のスト
リングがセンターを通っていない場合も良い傾向にはなりません。 50ｍ以上を練習して矢
のとびが荒れているかどうか見てもらえる方はいませんか？スピンの場合ソフトと違って
羽根が干渉するとすぐに変形しますからわかりますが交換しなければなりません。いたん
だ羽根は極端に矢のばらつきを発生させます。  まあ考えられることをつぶしていくしかな
いですが・・・・
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情報 迷っています！！ だからアーチェリーの魅力を教えても
らえませんか？中学生です

中学生からアーチェリーがやれる環境はよいですね～ アーチェリーは個人競技なので自
分でこつこつ練習をやったり工夫をしてするなどまた用具についてなどたくさん知っておく
ことがありますがはまる人ははまりますからやってみてはいかがでしょうか？ 見ているだ
けではわかりません、せっかく興味を持ったのですから・・・
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情報 行ってみたんですけど うちの学校（中学）は普通？の弓
を使っていました！ 引っ張ってみたんですが・・・半分ぐ
らいしか引っ張ることができませんでした・・・ だから入部
したら７月ぐらいまで筋肉つけるんだって！！ だから７月
まで弓を握らせてもらえない・・・・・ でもアーチェリーをす
ることにしました！

そうですね、特に弱い弓がない場合は、入ってしばらくは悪いフォームがつかないようにし
ながら筋トレになるでしょう！！ 一番面白くない期間になりますから辛抱してくださいね。
早くアップしたいといっても過負荷にすると筋肉をいためますからアップさせるタイミングが
必要ですからしばらくはがんばってみてください。
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用具 以前どこかのブログかHPで、読んだ記憶があるのです
が、「スピンウィング」は そのベインの色によって　修正
力？が違うので、三枚同色が良い とか　書いてあったよ
うな気がします。どこで見たのかは忘れてしまいました
色によって違うのは事実でしょうか　 そして　何色が修正
力が強くまたは　弱いのでしょうか

　　多分白が少しやわらかく、色物が少し硬い程度でしょう。ということは白と組み合わせを
しなければバランスがよい程度ではないでしょうか？　あまり気にしなくてもよいと思いま
す。 カーリーは別の意味の問題がありますが・・・・純正のスピンであれば・・・
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用具 スタビライザーの　適正の長さってありますか？ ６６”６
８”　７０”なら　センタースタビは何インチが良いとか　基
準値がないでしょうか 終的には　本人の好みや　射っ
た感じが良いものになると思うのですが　 一緒に練習し
ている方々をみると　７０の弓で　センターが２６インチ短
い人もいれば　６８の弓でセンター３０インチと長い人もい
ます　　全部弓の全長に比べて見た目判断ですが・・・

端的にいえば適正の長さはありません。機能を発揮させるための用具です。目的がありま
すから効果がわからないなら使わない方がいいです。格好ではありませんから・・・ スタビ
ライザーに何の機能を持たせるかで材質や構造及び重量を選択するべきです。 持たせる
機能
1.弓全体の重量バランスを整える　ウエイトを含めて
2.矢を発射した時の振動を吸収する　固有振動数に関係
3.重量を増すことによる慣性モーメントの効果を上げる
単純に長くなると重くなりますがその先に錘をつけるとよりローリングなどに対する慣性
モーメント効果を上げることが出来ます。ですから同じ総重量では軽くて長いスタビライ
ザー先端に錘をつけることで効果的になります。もちろん長さや材質で固有振動数は異な
りますから効果は好みになるかはわかりません。あまり長いと取り扱いが難しくなります。
また、ＭロッドはＶバー・サイドロッドに対して重心を前に持っていく効果が出ますが全体の
重量バランスで決めるべきです。ですから絶対的なセオリーはないと思います。 で私は
カーボンのスタビライザーで長めでウエイトの重さや弓全体の重量バランスと全体重量を
考えながらセットしていくつか組み合わせを検討して弓の飛び出しや発射後の弓の挙動
ローリングやピッチングなどモーメントの効果と筋力を考えならがセットしていきました。
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