
マスター・アイ 
 

マスター・アイについては古くから右射手の場合“右眼がマスター・アイの人は目か 
くし板を使用せず両眼照準がよい“とか“左目がマスター・アイの場合目かくし板が必要 
である“といった次元での話が主流であった。目かくし板については、標的に対する集中

のため絶対に必要な装備であり、現実に世界選手権やオリンピック大会に出場するような 
選手の中で、目かくし板を使用せずに両眼照準を行っている選手など存在しない。 

マスター・アイについては残念ながら日本では射撃に関連しての研究は行われていな

いので,ここで 1981 年 5 月に米国射撃協会機関誌,“アメリカン・ライフルマン”に帽載さ

れたフリードリック・S・ダニエルの報告を紹介しておく。 
 

《マスター・アイと射撃競技》（原語はドミナント・アイ） 
 

人間という生物は誰でも右利き、左利きという特性を持っていることは万人の認める

ところである。中には左右どちらでも不自由しないという両手利きの人もいるかもしれな

いが、これはかなり稀なケースである。利き腕と同様に、ほとんどの人間は利き目(マスタ

ー・アイ)を持っている。人が何か物体を凝視する際、どちらか片方の目がほとんどの働き

をするのである。もう一方の目は全体の像のバランスを保つために働くので、物体の周囲

の像は両国に等しく見えるように感ずるのである。 
 
研究によると 85%の人々は、利き腕とマスター・アイが一致しているのであるが(例=

右利きで、マスター・アイも右目である人=同一側生)残りの 15%の人々は利き腕とマスタ

ー・アイが反対になってしまっている。このような手と目のコンビネーションを反対側生

(CONTRALATERAL DOMlNANCE)と呼び、この人々は一般に運動能力もバランスに関

してよくない。 
 

ポラックとコーレン(1976)は、標的を凝視する際の精度は同一側生の人々の方がよいと

報告している。又彼らは特にライフル射撃に関する研究に於て、同一側生の人々の方が反

対側生の人々より正確に射撃をする事実を指摘している。更に彼らは、マスター・アイを

閉じたり、アイ・パッチで覆ってしまうと、一般視界像の消滅のために体のバランスが微

細にくるわされることも述べている。その際他の限も単独で仕事をすることに憤れていな

いため、一般視界が他方の眼から脳に伝っている時と比べて、例えばサイトを標的に合わ

せる、といった能力が低下するのである。 
 
このように両眼のコーディネーションを破壊すると、照準映像・手の位置・体のバラ

ンスに影響するとされている。また、マスター・アイと逆側の眼は、長いあいだ主眼たる



働きをしていないため、マスター・アイに比べて疲れやすい特性を持つ。疲労は特に試合

において集中カと姿勢に対して影響する。 
 
このような多くの現象は科学的に裏付けられているにもかかわらず、コーチやインス

トラクターによっては研究が全くなされていない。長い間コーチやインストラクターは教

則本より更に重要な物があることを認めなかった(少年たちの利き腕か利き目に関して)。同

一側生の少年たちに対しての決定は簡単である。しかし反対側生の者に対しては問題が出

てくる。あるコーチは「マスター・アイの問題は、とるに足らないことであり、インスト

ラクションはむしろよりスムーズに銃を構えられる利き腕を中心になされるべきである」

と主張する。又他のコーチは「トーレーニングによりマスター・アイとは別の目を射撃の

バランスを崩すことなく使えるようになれる」と信じている。 
 
コーレンとダックマン(1975)、ポラックとコーレン(1976)そしてシャペロ(1975)は、マ

スター・アイを変えることは不可能であり、そして仮に多大の犠牲を払ってマスター・ア

イを変えることの出来る人がいたとしても、そこには何らかの不都合が現われることを指

摘している。 
 
トック(1960)・デューク・エルダー(1952)そしてポラックとコーレン(1976)は,「マスタ

ー・アイを変えるための労カは余りにも多大であり成功する可能性も極めて低い」と予言

している。 
 
マスター・アイの左右によって,右利き・左利きのどちらで射撃をするか決定する要因 

にしているコーチは,反対側生の人々に同一側正の人々に劣らない、むしろ高い成果を上げ

させている。例えば、なかなか中級レベルから上達できなかった若いスモールボア射手に

ついて次のような例がある。その若い射手のコーチはその射手が反対側生であり、利き腕

の方で射撃をしていることに気付き、マスター・アイの方で射撃をするように、ポジショ

ンを左右全く逆に変えさせたのである。初めは大きな抵抗感があったが、彼はすぐさま新

しい姿勢を覚え、あっという間に以前よりはるかに高いレベルに到達したのである。現在

彼はステート・チャンピオンである。 
 
ペンシルバニア州立大学運動工学研究室の主任ダニエル・M・ランダース博士とスタッフ

の研究発表によると、世界選手権とオリンピックのライフル、ピストル選手団の全員が同

一側生の射手であったこと、各種目のベスト 50 の中にほんの数人の反対側生の射手がいる

ことがわかる。反対側生と分類された射手は全て利き腕で撃っているが、マスター・アイ

では撃っていないという組み合わせの射手である。 
 



同一側生と反対側生における射撃競技成功度比較 
ランク 同一側生の射手 反対側生の射手 

オリンピック・世界選手権に 
於てメダルを獲得した人 

14(100%) 0(0%) 

オリンピック・世界選手権・ 
パン・アメリカンゲームの代 
表になった人 

44(96%) 2(4％) 

U.S.チャンピオン・(UIT ル

ールによる)になったこと 
のある人 

125(91%) 11(9％) 

U.S.チャンピオンになった

ことのない人 
170(85％) 25(15％) 

 
利き目と利き腕の問題が初心者を指導する際どのような要素を含んでいるかについて、 

私はペンシルバニア州立大学の基本射撃クラスの学生を対象にテストしてみることにした。 
私は何年か C 級インストラクターとして射撃を教えていたので、毎学期クラスの冒頭に学

生 1 人 1 人の利き腕と利き目を調べることにした。利き腕は左右どちらの手で字を書くか、

或いはどちらの手で床に落ちた物をひろいあげるかで決定した。利き目のチェックは“ミ

ラー・コーン・テスト'で決定した。これは、まず両手を顔の前で合わせ、親指と人差指の

すき間を作り、そのすき間を目の前に 
もってくる。すなわち射手は狭いすき間の中 
から前方の何かを見るわけである。インスト 
ラクターは射手から 2～3ｍ先に立ち,鉛筆のような細長い物を持ち、射手は手のすき問 
からその物を両眼を開けたまま凝視する。その状態でアシスタントがインストラクターの 
持つ鉛筆の後ろに行き、射手のどちらの眼が手のすき問を通して見えるかを調べるのであ 
る。このテストでは、射手が無意識にこの行動をとる限り、利き目を調べることは容易か 
つ正確である。 
 

ライフル・クラスの学生は総勢 100 名であった。そしてそのうち 16 人が反対側生であ

ることがわかった。反対側生の学生には利き腕、利き目どちらを優先して射撃を習いたい

か選ぱせた。私が今まで述べたことは事前に彼らに説明した。16 人中 9 人は利き目を優先

に姿勢をとり、残りは利き腕を優先し、一方の眼はアイ・パッチでふさいで射撃を始めた

のである。 
 
クラスは週 3 回、1 回 75 分、全部で 5 週間のコースで行われた。C クラス指導プログ

ラムにより、6 つの段階でポジション・シューティングの指導がなされた。姿勢は伏射、膝 



射、立射の順で行った。学生達は A-17 号の標的(50 フィート・インドア用標的、50 メー 
トル ISU の縮小標的)、22 口径スタンダード・ライフル、そして射撃コートを使用した。 
成績の評価は 15 シリーズの伏射よりよいものから 10 シリーズ、8 シリーズの膝射よりよ

いものから 2 シリーズ、5 シリーズの立射より最もよい 1 シリーズを採用して行った。イン 
ストラクターは、学生達に課された課題を、一部の学生達が途中で苦労しても全て一律に 
行った。また学生違は、グルーピングが小さくなるまで採点射撃は許れなかったのであ 
る。その過程でインストラクター達は、利き腕で姿勢を選んだ学生達が、利き目で姿勢を 
とった学生達と比較して更に苦心しているのを発見したのである。 
 

グループ 伏射 10 シリーズ 膝射２シリーズ 立射１シリーズ 合計 
学生 1 910 164 68 1142 
学生 2 934 177 65 1176 
学生 3 916 160 73 1149 
学生 4 941 183 70 1194 
学生 5 973 175 84 1232 
学生 6 961 181 80 1222 
学生 7 927 190 78 1195 
学生 8 904 176 69 1149 

利
き
目
で
姿
勢
を
選
ん
だ
射
手 

学生９ 941 171 81 1193 
学生 A 873 149 66 1088 
学生 B 861 155 46 1062 
学生 C 891 133 53 1077 
学生 D 874 146 56 1076 
学生 E 913 160 71 1144 
学生 F 884 157 43 1084 

利
き
腕
で
姿
勢
を
選
ん
だ
射
手 

学生 G 854 141 46 1041 
 

表は、16 人の反対側生射手達の射撃成績である。彼らの中で競技用ライフル銃を扱っ

たことのある者は 1 人もおらず、3 人がライフル銃を撃った経験がある。これによると、利

き目で姿勢を選んだ学生達が、利き腕で姿勢を選んだ学生達に比べて、はるかによい成績

を挙げていることがわかる。 
 
ライフル射撃が学生達にとって生れて初めての体験であることを考慮すると、逆の手

で銃を操作したとしても、利き腕で操作した場合と比べて不利はない。トリガー・コント

ロールを訓練する際も、それが元来すべての学生にとって調和のとれていない動作である

ので、利き眼で姿勢を選んだグループの方がうまく行っている。利き目を使っている射手



にとって、サイトを一列に並べることは非常に易しいが、反対の眼を使っている学生達の

中には.サイトを正しくのぞくための頭のポジションを決めるのに苦労した人もいる。 
 

このような差は、5 週間のプログラムが終了するまで続いた。利き腕で射撃を開始した 
学生達は、よいバランスが得られず、他の射手にくらべて銃がフラフラ動くといったこと 
を述べた。逆に利き目で姿勢を選んだ学生達は非常にうまく姿勢をとり、彼ら自身も良い 
フィーリングで射撃ができた。利き目を使用しないことでバランス感覚がとれず、姿勢そ 
のものの安定性に影響するものと思われる。このデータから利き眼を優先して姿勢を選 
ぶ方が安定した姿勢を得るために有利であり、成績も利き腕を優先させて射撃をしている

人より一般に高く安定したものが得られることがわかる。 
 

すでに射撃を行っている人々の姿勢の左右を入れ替えるのは非常に困難かつ苦労する 
ものではあるが、成績向上の可能性を秘めた方法である。もっとも、この結果が反対側生 
の人が利き目を優先すべきだという結果を明白に表わしているとはいえ、この結果はあく 
まで途中経過にすぎないといえる。将来においては今一度テストを繰り返し、利き腕を優 
先させた人が射撃開始後何年かの間に、確かに進歩が遅いという証明がなされなければ 
最終結論とはいえないだろう。しかしながら現在では、このペンシルバニア州立大学のレ 
ポートが、一般的な射手とエリート射手を分かつ一因を明確に表わしたものであるといえ 
るだろう。 
 
 
 


