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「Better Eyesight・1924 年 1 月号から」 
 

「Questions」 
「質問をする」 

 
物が不完全に見える人が多くの質問するのは当然のことです。視力改善をたらす重要、

或いは必要なことを知るためです。不完全な見え方の起こる原因をもう一度、此処で強調

させてください。全ての不完全な視覚は、緊張、努力、凝視、集中をするためであること

が証明されています。 
 
物が不完全に見えてしまう場合は苦労をします、良く思い出せない記憶や、いくら想像

しても当てはまらない字などがあり、いつも努力が必要です。その時には緊張が非常に強

くなったことを、あなたが少しの間だけでも思い出したならば、現在の貴方の記憶力や想

像力が弱くなるでしょう。物や字を完全に見ることが可能なのは、緊張や努力をしていな

い時です。努力によって、色々な物を記憶したり想像したりするは不可能です。 
 
質問を良い質問と、不適当または価値のない質問との二つに分けてみます。数え切れな

い程の不完全な映像の様子を見たり描写したりするのは患者にとって時間の浪費であり苦

しみだけが残ります。これまでの症状の詳細、変動を思い出すことは患者が努力を強いら

れるのだと理解しなければなりません。この様な努力が目を更に悪くします。快方に向か

うための公式を作ることは全く役立ちません。患者の症状とか、悪い見え方に関する質問

は避けます。 
 
完全に見える目に関する質問は、患者の為になります。次のような質問をしましょう。

どのくらいの時間を‘完全な記憶’のための練習に使わなければならないでしょうか？ 
また‘完全な想像’のための練習はどのようにしますか？ 
そして最近見た完全な景色が、再度現れたことについてどのように思いますか？ 
これらの質問に対する答えを考えることは、患者にとって有益です。 
 

Q and A 
Q１、明るい太陽の光は赤ちゃんの目を傷つけますか？ 
A１、いいえ、傷つけません。 
Q2、暗い部屋で目を開けているのは、パーミングと同じ効果がりますか？ 
A2、いいえ、効果はありません。パーミングをする時は、暗い部屋でも静かに目を閉じ 
  て下さい。 
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「Better Eyesight・1924 年２月号から」 
 

「THE TRINITY」 
「三位一体」 

 
正常な目は大概、無意識に行っているのですが、よい視力を保ち続けるために絶対に必

要な三つの大切な目の動きを紹介します。   
（１）ロング・スウィング 
（２）ショート・スウィング 
（３）マバタキ 

ロング・スウィングは繰り返し説明しているので、大概の人は練習を上手にしていま

す。特によく見えるようになった人は申し分のないロング・スウィングを無意識に繰り返

している筈です。もし貴方の目が、時には不完全に見えるような段階の場合はこの動きの

良さを充分に理解するのが困難かもしれません。実際に、患者によってはロング・スウィ

ングをするのは難しいと云う人もいます。 
その人たちにも、窓から外を見て明るい背景が得られる所では、良いロング・スウィン

グが出来ます、試して下さい。頭、目、全身をまっすぐにして立ちます。ゆっくりと全身

を左右に動かし続けると、窓の日除けから垂れ下がっている紐は、貴方が右に動くと左に

動き、貴方が左に動くと右に動くという様に、反対方向に動くように見えてきます。そし

て、この経験をした後で、暗い室内の物体を見た時にも、その物体が貴方の動きと反対方

向に動くように見えます。 
良いロング・スウィングがテストシートを見ながら維持出来ると、凝視しない限り、テ

ストシートの全部の字の黒色が増してより濃く見えるでしょう。またテストシートの上と

下を交代で見るロング・スウィングを続けると目がリラックスします。ロング・スウィン

グの練習が、最高の視力状態を与えてくれます。ロング・スウィングの練習の時は、凝視

したり字を読もうとしたりは絶対にしないこと。時間を掛けてゆっくりと身体の横揺れ幅

を狭くしてゆくとシートの揺れも少なくなります。そして、チラリと字が見える可能性が

あります。シートの揺れ方を 2 センチ以下にできたら、それがショート・スウィングで

す。1 センチ以下のスウィングをすると複雑な漢字の明細がハッキリ見えます。 
 

Q and A 
Q1, 細かい字を容易に読めるようになるために、何を練習したらいいですか？ 
A1、毎日必ず、細かい字を読むことです。 
Q2、視力を上げる最高の方法は何ですか？ 
A2、スウィングとマバタキです。 
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「Better Eyesight・1924 年３月号から」 
 

「MENTAL PICTURES」 
「頭の中の絵について」 

 
不完全にしか見えない患者の多くが、目を閉じて白いシートに書かれた黒い字を思い出

そうとする。すると黒いシートに書かれた白い字がいつも目を閉じた視野に浮かぶので、

その失敗に我慢できません。ところが、シートは白く字は黒い、と知っているだけでな

く、白色と黒色を見て、完全に記憶出来た時には視覚が格別に向上し、色の区別が見える

ようになります。記憶力、想像力、視力等の不完全さの全部が緊張によって起ります。 
 
ある患者は白いカバーの掛かった枕を思い出せませんでした。それで、枕が目に入った

時に、最初に一つの白い角だけをハッキリと見ました、すると他の角が見えにくい状態に

なります、視線を滑らせて次の角へ行きつくと、その角はよく見えるけれども、他の角や

部分は見え辛くなる、という見方をしながら枕を一周しました。次に一つの角だけをよく

見てから、目を閉じてその角を思い出しました、残りの三つ角も、そうして回り、ようや

く四角の白い枕のメンタル・ピクチャー（頭の中で描いた絵）が完成しました。 
 
中心視をする時は、目がよく休んでいて、リラックスしていることが必要です。視力シー

トの一番大きな字が目を閉じて思い出せなかった患者は、自分の好きな花の色を思い出し

ました、すると視力シートの字が見えてきました。思った通りに頭の中でその絵を描くた

めには、それを完全に見て記憶していなければなりません。リラックスが頭の中で絵を描

くことを助けてくれるのです。考慮に入れておくべきことは，一つの物を完全に思い出せ

ない場合は、それ以外の物の記憶も不完全なのです。 
私が書いた本の中に、物がよく見えないという女性のケースがあります。彼女は、目を閉

じると黄色いバターカップの花が完全に見えるのに、目を開けて視力シートの字を見た瞬

間に緊張して、その黄色いバターップの記憶がなくなるのでした。 
 

Q and A 
 

Q・・パーミングに成功するためには、黒色を記憶しているか、または黒色を見ようと努力
する必要がありますか？ 

A・・いいえ、パーミングに成功する時には、目も気持ちもリラックスしている筈ですから、
普通は自然に黒が見えてきます。見るためのどんな努力でも緊張を伴いますから失敗

してしまいます。静かに楽しく目を閉じて手のひらで覆いましょう。 
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「Better Eyesight・1924 年４月号から」 

 

「Distance of the Test Card」 

「テストシートからの距離」 

 

患者からテストシートまでの距離はかなり重要であり一考を要します。 

多くの患者は、1,５メートルから３メートル間で、距離を短くしたり長くしたり変えてそ

の都度読めるかどうかを試します。そのような練習をすることで、効率よく迅速に視力を

向上させます。しかし、距離を変化させても、その恩恵を何も受けない人もいます。 

あるケースでは、非常に近い 30 センチのところにシートを置いた時に良い成果が得ら

れました。私は視力の極端に弱い患者のことを思い出しますが、テストシートを３メート

ル以上の距離に置くと、色々な工夫をしても視力の向上が全然みられませんでした。しか

し、約 15 センチにシートを近付けた時から著しい視力の向上が始まりました。15 センチ

で字が読めた後で視力を上げるコツを理解したらしく、６メートルの正常な視力まで一気

に大幅な視力向上をとげました。 

視力の弱い幾つかのケースでは、３メートル以上、或いは 30 センチ以下では視力が変

わりませんでした。けれどもシートが中間距離の 2,5 メートルから３メートル位に置かれ

た時に良い反応を示した人がいました。ほかの人達は、３メートルでは全然視力の変化が

なかったにも拘らず６メートルとか 30 センチの練習は有効でした。 

近視の 20 ダイオプターの患者に、3メートルの距離で奇妙なことが起きたことを思いだ

いします。数々の字が 6メートルでも 30 センチでも、全部正常なサイズに見えました

が、中間の 3メートルからは全部の字が 5分の 1の小さなサイズに見えたのです。それ

で、シートを６メートルの位置に遠ざけたり、30 センチに近付けたりしました、その工夫

で彼は距離に対する視覚の調節が出来るようになりました。３メートルに置かれたままの

シートで練習するよりも効果があった訳です。 

患者によっては毎日、常に同じ距離から読む練習をします。逆に毎日、シートまでの位

置を変えた方が効果の上がった人もいます。 

 

Q and A 

Q1 メガネをやめたばかりで、視力が弱いのですが，何の練習をしたらよいでしょうか？ 

A1 パーミングです。目をよく休ませてリラックスさせることです。 

 

Q2 イマジネーションがよく出来るようになるには、何をしたらよいですか？ 

A2 記憶力を上げることです。ある字をよく覚えて目を閉じた時に、完全な形で想像で

きるように、忘れずに度々訓練して下さい。  
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「Better Eyesight・1924 年 5 月号から」 

 

「TIME TO PRACTICE」 

「練習する時間」 

 

忙しく働いている多くの人は、ベイツ・メソッドを練習する時間がないと不満を云い、

メガネを掛けている方が楽で早いし簡単だとも云います。けれども正常な目の人達、或い

はメガネを掛けていないで暮らしている人たちは、目がさめている間はいつでも無意識で

時には意識的に、目を正しく使う練習をしていることにあなたは気がついていますか？ 

 

物や字が完全に見える時には目は休んでいます。視力を上げようとする全ての努力は必

ず視力を下げます。目は本当に休んでいる時にだけ見え方が完璧になります。目の良くな

い人たちは、見ようとして目を緊張させるので物が不完全に見えるのです。頭痛や他の不

快な症状が目や身体の他の部分にある人は、見るために緊張を持続しているにも拘らず、

その自覚が普通はありません。 

 

患者がベイツ・メソッドの練習をする暇がないと云うのは思い違いです。一日中 24 時

間、目を正しく使うことも、あるいは間違って使うことも出来るわけです。目を適切に使

うのも不適切に扱うのも時間の長さは同じです。この事実に気づいた時に、練習の時間が

ないと苦情をいうのは思い違いであり、自主的に選択ができるのだと思い直して下さい。 

 

多くの患者は、仕事をするためには、自分の目が充分に良く見えないだろうと思う不安

から、メガネの使用中止を躊躇します。それで練習することを休暇が取れるまで延期しな

ければならないと考えてしまいます。 

 

幾人かの目のとても悪い私の患者たちは、それでもメガネなしで過ごす時間を、何とか

長くして裸眼で練習をします。近眼 15 ダイオプター、視力０,０５の学校の先生は、仕事

に支障をきたさないように時間を作って練習をしています。事実、不便でもそうして仕事

をしていたので、間もなく、以前よりも良い仕事をメガネなしで出来るようになりまし

た。 

Q and A 

 

Q1、まぶたにできる肉芽の原因と治療法を教えてください。 

A1、目を緊張させることが原因で肉芽がまぶたにできます。治療法は、ユニバーサル・

スィングをすることと、パーミングその他の目の緊張を取る方法を試すことで完全

に治癒されます。 

 

Q2、読書中に目が霞んできたときに、どうすればいいですか？ 

A2、度々パーミングをすること。又、読んでいるページの行間の白さが、ぺージの上

下、左右の余白より、一段と白いと想像することです。 

 

Q3、緑内障は治療可能ですか？ 

 A3、はい、緑内障は治ります。幾つかのケースでは、長い期間が掛かりましたがパーミ

ングをすることで、完全に治りました。 

 

Q4、白内障は、目をリラックスさせると白い曇りが、眼内に吸い込まれるのですか？ 

A4、完治した白内障のケースでは、水晶体の曇りが徐々に消えて、再び正常な水晶体に

なりました。 



76 
 

「Better Eyesight・1924 年６月号から」 

「BLINKING」 

「まばたきをする」 

 
正常な目は、物が良く見えている時には、絶えず開けたり閉じたりしています。その時

に目は休んでいます。目を閉じている間隔が、長かったり短かったりします。その間隔を

速くした時はマバタキとなります。普通、目が正常に見える時に数秒、或いは一分以内で

もマバタキをしないでいると常に視覚が不完全になります。それで遠景でも近景でもマバ

タキをしなければよく見えなくなることが分ります。大概の人達のマバタキは、無意識な

一瞬なので、物は継続して見えています。人によっては一秒以内に 5 回以上もマバタキを

します。マバタキの頻繁さは色々な条件によって決まります。 
 
正常な目がマバタキの回数を増加させたり、長い間マバタキをし続けたりするのは、見

る条件の悪い時です。照明が悪い、見ている物の距離が遠い、或いは印刷された字のイン

キが薄いとかの状態で読みづらい、または会話や雑音、光の反射、途中に置かれたれたも

のが邪魔になって見えにくい等々の全部が頻繁なマバタキをさせる原因になります。もし

悪条件下や他の原因でマバタキの頻度が下がると直ぐに見え方が悪くなります。 
 
良く見えない或いは見え方が不完全になった場合には、マバタキが正常な目より少なく

なっています。じっと見つめる時はマバタキが止まります。またユニバーサル・スウィン

グやロング・スウィング、ショート・スウィングの速度が緩められたり止められたりする

と、何時もマバタキの頻度が少なくなります。以下の詩はドクターベイツの作品です。 
 

Blink in the morning, 
Blink when the sun sets in the night; 

Blink when the sun is dawning, 
But be sure you do it right 

 
. 

Question and Answer 
 

Q 黒い点を思い出そうとすると、点がぼやけた後で色々な他の色が出てきます。 
A 黒い点を、目を閉じて思い出すことに失敗したら、もう一度、黒い点を見てから 
「直ぐに目を閉じて見直すと一瞬だけ黒い点が見える」。これを繰り返して下さい。 
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「Better Eyesight・1924 年７月号から」 
 

「CURABLE CASE」 
「治療が可能な症状」 

 
目の不完全さを軽くするためにメガネを掛けている患者たちの目が回復した時には、今まで経

験したことがなかったほどに、裸眼で良く見えるようになる可能性があります。 
遠距離は支障なく以前と同じに良く見えるけれども中年になって、近景はメガネが必要になっ

たという人の目も治療が可能です。 
また、メガネを掛ければ良く読めるので支障はないと云っている患者たちが不平を云うのは目

に一番良い一定の距離に見ている頁を保たなければならないことを原則としている。正常な目は
読む字までの距離範囲は、普通３０センチ位です。 

人によっては、本、新聞など読書用メガネが必要ですが、距離があるともう一つのメガネがな
ければ判明に見えません。 

遠距離用のメガネの他に、もう一つのメガネが必要になります。例えば音楽家には、読書用の
メガネだけでは、ピアノを弾きながら楽譜を読むことが出来ませんから 30 センチよりも近くを見
るためにもう一つ別のメガネが必要になります。また、もっと遠くを見るためにも、別のメガネ
が必要です。幾人かの患者は、私におびただしい数のメガネを見せ、それぞれが特別の距離に対
して使われるのだと云いました。そのような人たちにとって視力の回復は、大きな安堵です。何
故ならば遠距離の物がはっきり見えるだけでなく、たとえば１５センチで見える印刷物を遠くへ
移しても同様に見えるようになります。 

正常な視力の人は、いかなる距離に対しても、不快感なしに焦点を自由に変更できるのです。
白内障、緑内障その他の目の症状の人は眼鏡を掛けても見えない可能性があります。私の療法で
回復した患者は、明るい光、薄暗い処など、全ての照明の下で物を正常に見ることが出来ます。
目の痛み、疲れ、その他の不快感は全て和らぎます。 

 
Q and A 

 
Q1, 視力シートの下から 2 段目が見える日もあるのに、時には下から５,６段目しか見えませ

ん、何故でしょうか？ 
A１、目の緊張が少ない時は、いつでも視力が上がり遠くも良く見えるのです。 
 
Q2、ベイツメソッドの指示に従えば、白内障は眼科医に相談しなくてもよくなりますか？ 
A2、はい、良くなります。 
 
Q3、 記憶と想像は同じものですか？ある物を見た時、それを心に描いてみるべきですか？ 
A３、はい、その物を思い出して、瞬間的に心に描いてください。完全に記憶した場合は、あな

たが見た物をいつでも思い出せます。 
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「Better Eyesight・1924年８月号から」 
 

「The prevention of myopia」 
「近視の予防」 

 
８月号は、小学生のために近視を治す事と近視にならないように予防する事、その問題だ

けを特別に書きます。ベイツメソッドによる近視予防の大きな価値について強調したいの
は、事実、このメソッドを使った学校では子供たちの目がいつも向上しました。そして視力
が上がる時には、勿論、目の不完全さも予防されるのです。覚えておいてほしいのは、今ま
で小学生の近視予防に、ベイツメソッドだけが成功したことです。２０年以上の間、継続し
てニューヨーク市と他の町でベイツメソッドは、教えられています。 

 
一日一回、あるいは数回、子どもたちは視力シートを読みます、最初は片方の目、次は他

方の目というように、片方ずつの目で読みます。手で覆った目を押さないように注意して、
その目に光が全然入らないようにします。 

 
両目を覆って黒色を見ることをパーミングと云います。私の本をよく研究したり、私の患

者だったりしたことのある先生は、パーミングを理解しているので、学校で５分間のパーミ
ングを一日に３,４回しています。生徒の心がパーミングで静かになり、頭が働き、記憶力と
想像力が視力と同様に上がると先生たちは云います。 

また、目の良い生徒にもパーミング、スウィング、マバタキの仕方を教えるべきです。そ
うすると視力シートがより良く見えるようになります。 

 
このメソッドは、幼稚園児、中、高校生徒にも教える価値があります。先生、専門学校

生、大学生も練習すべきものであると私は考えます。 
 

質問と答え 
 
質問１，濃い色のサングラスの効果は何ですか、それを掛けることで害がありますか？ 
答え１，濃い色のサングラスは目を傷めます。 
 
質問 2、ベイツメソッドで視力が上がりましたが，向上が止まってしまいました。次は何

をしたら良いのですか？ 
答え２，スウィンギングを一日中いつでも練習しなさい。 
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「Better Eyesight・1924 年９月号から」 
 

「Permanent Improvement」 
「良くなり続ける視力」 

 
多くの患者たちは、パーミングを長い時間したり他の視力向上法を試したりすると、見え

方がよくなるのは割合簡単だと思いますが、向上した視力を持続するのは難しいと気がつき
ます。物を見続けることが出来たのは、短い、ゆっくりとした無理のないスウィングをし続
けたからだと云うことです。このスウィングは、自覚してと云うよりは、無意識でおこなわ
れたのを、覚えておくと良いでしょう。 

正常な目でも物が不完全に見える時は、常に目が緊張した為にスウィングが止まったから
であると証明できます。物が良く見える時は、目が休み、神経も休んでいるので全身が心地
よく感じられます。スウィングが止まった時はいつも多かれ少なかれ不快な感じになりま
す。 

完全な映像が得られるのは、努力をしないで楽に見ている時に限られます。不完全な見え
方の時は、常に見ようとする緊張と努力が要求されるためスウィングがストップしていま
す。近くの細かい字を読むときには正常な目になる近視の患者達は、完全に見ることのでき
ない遠くの物を見るよりは、近くの細かい字を読んでいるほうが快適であると、自分に注意
を向けた時には、この事実に気が付くでしょう。 

川の流れに乗っているように動くドリフテイング・スウィングの大きな恩恵の一つは、快
適なリラックスした感じを運んできてくれることです。努力して見ようとしない時にレチノ
スコープは、常にその目が、近視でなくなることを示します。 

目が不完全にしか見えない人たちが問題を解決するためには、起きている時は必ず、気持
ちが良いと感じながら正常な目の人を見習って完全な記憶、完全な想像、それに、スウィン
グを意識して練習しなければならないことです。繰り返しになりますが、問題が何なのかを
知ることで、それの矯正が可能になります。 

 
Q and A 

 
Q1, 網膜剥離はベイツメソッドに反応しますか？ 
A1, はい、但しケースによっては一年か一年以上掛かることもあります。 
 
Q２、幼女の目の白内障を、スウィンギングとマバタキで治すことが出来ますか？ 
A2, はい、出来ます。しかし、メガネを掛けていない正常な目の人に見てもらいながら毎

日、数時間の練習を数か月間、続けなければならないでしょう。 
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「Better Eyesight・1924 年 10 月号から」 
 

「The Rabbit‘s Throat」 
「兎の喉」 

 
過去 10 年間に、ある呼吸法を習得して多くの患者たちが視力を向上させるのに成功しま

した、それは、他の方法での視力向上を失敗した後の経験です。この呼吸法は、次のように
構成されています。 

先ず唇をしっかり結び、口の中の舌の先の筋肉と、下あごの先端の筋肉の両方を同時に下
あごに押し付けながら、同時に鼻から息を吸い込み、喉も広く開けて、いびきをかくような
音を立てます。 

そして、睨みつけるのではなく、自然に目を大きめに開きます。耳，鼻、喉の通路が開き
ます。喉から中耳へ通じる管が広く開いてくるので、他の療法に反応を示さなかった慢性の
難聴が改善されたりします。これが正しく出来た時は肺に入っていく空気が冷たく感じられ
ます。 

もし親指を顎の下に置き、人差指を下唇の直下に置いたならば、筋肉が固くなるのと同時
に膨らむのがハッキリと親指に感じられます。練習を重ねると、ふくらみと硬さが増してい
きます。兎の喉を表題に挙げたのは兎のノドの膨らみを作ることを私は提案しているからで
す。喉の部分以外の体中の緊張がゆるんできますから、素晴らしい筋肉のコントロールが出
来るようになります。 

声楽の先生たちは私に、喉の筋肉がリラックスするので歌う声が以前より良くなってくる
と云いました。消化器官の不随意筋が、思いがけない方法でリラックスできたことによっ
て、不快な多くの症状が緩和されます。目の周辺、耳、鼻と喉，それ以外の体中の粘膜質の
赤みと炎症が、兎の喉の助けで数分以内に緩和されます。 
 
 

Q and A 
 

Q--1 私は意識してマバタキをするのに緊張してしまいます。と云うのは、目を閉じると目
を動かさないようにするからです、少し長く目を閉じていてもマバタキの効用がありま
すか？ 

A—1 いいえ、マバタキの効用はありません。正常なマバタキは意識しても無意識でも早
く、努力も緊張もなしで行われるものです。 
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「Better Eyesight・1924 年 1１月号から」 
 

「Eye Strain During Sleep」 
  「睡眠中の目の緊張」 
 
朝起きて、まず目が疲れていると感じ、頭痛もして、物が良く見えないので困ると多くの

人が云います。睡眠中の目を検眼機で調べましたが、多くの人達は目を何故そんなに緊張さ
せるのかと驚いた発見をしています。起きている時よりも眠っている間の目の方が強い緊張
状態なのです。もちろん睡眠中の緊張ですから，何故この状態にするのか本人も知りませ
ん。 

睡眠中の目の緊張の予防はとても難しい。人によっては、床に就く寸前に 30 分位のパー
ミングをして、そのまま眠りにつく方法で良く、他の人達は。ロング・スウィングの練習を
15 分すると、後で目の緊張のゆるんでくるのに気づいたと云います。 

普通より目の緊張程度が強く、眠った後でも良く物が見えない状態の場合は、パーミング
やロング・スウィングでは目の緊張が充分に予防できない、それで目覚まし時計の助けを借
りて睡眠時間を途中で中断して、緊張を避けることで快方に向かった事実が報告されていま
す。 

その人は夜中の 3 時にアラームをセットしました。そしてアラームで起き上がって、パー
ミングとロング・スウィングを交代でした後で、残りの時間を気持ちよく眠りましたので、
翌朝起きた時には、睡眠中の緊張と不快感が残っていませんでした。 

またほかの人が語ったことは、眠る前に 30 分ぐらいの軽い筋肉運動をすることで睡眠中
の目の緊張が実質的に減少したと云いました。筋肉が充分に動かされて軽い疲労感が出るく
らいまで続けた方がいいとのことでした。 

 
Q and A 

 
Q1, もし太陽と明るい光が目に良いのならば、何故あなたはこの二つの光源をパーミン

グの時に避けるのですか？ 
A1,  リラックスを得る為です。太陽は目を強くします。そしてパーミングは目をリラッ

クスさせます。 
 
Q2, パーミングを 10 分間すると目は休みますが、眠くなるので困ります。 
A2,  貴方の場合、パーミングだけでは目が完全に休まないようですね。目を閉じ、静止

している物が、揺れ動いていると想像してください。 
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「Better Eyesight・1924 年 12 月号から」 
 

「Suggestions」 
「私が皆さんに奨励すること」 

 
１，見える物の全部が動いていると想像しなさい。 

電車に乗って窓から外を見た時、貴方には電柱や他の静止している物が動いているよう
に見えます。これを止めることは不可能で、その動きを止めようとする努力は不快感を
伴います。そして努力をすればするほど不快感が増します、そして頭痛や吐き気を起こ
すことさえあります。貴方の頭と目が動いた時には、このように静止している物が動い
ているように見える、という証明になるでしょう。 

 
２、マバタキを頻繁にしなさい。 

マバタキというものは両目の開閉を素早くすることです。軽いマバタキが適切にでき
ると、物は継続して見えていながらも、物はあらゆる方向に、いつも飛び跳ねている
ように見えます。マバタキを止めて静止している物を見ていることは目にはとても辛
いので、いつも視力が下がります。 

 
３、視力テストシートを、出来るだけ朝と夜の 2 回、4 メートル 50 センチの距離から、

ゆっくりと良く見て、読みなさい。小学生たち、それ以外の人達も、度々このように
親しみのある視力シートで視力を向上させることが出来ます。テストシートを読むと
きは、最初は両目で、次に左右片眼ずつで読みます。この唯一の方法が、小学校の子
供たちの目を近視から守りました。 

 
4、朝晩、毎日細かい字を目から 15 センチに近づけて読みない。 

読めない場合も、15 センチになるように努めましょう。ページの字を読まずに行間
の白いスペースを目で追うだけでも、目が徐々に慣れるので効果があります。 

 
5、毎日、都合の良い時間に 5 分間ずつを 10 回、パーミングをしましょう。 

 
 

 
 


