
2022 年 1 月掲載 
 

「Better Eyesight・1925 年１月号から」 
「Sun Treatment」 

  「目の日光浴」 
 

いつも日光などの強い光を避けていると、目やマブタの周辺の皮膚が化膿に対する抵抗力
の弱まることはよく知られている事実です。日光がたまにしか当たらないような薄暗い部屋
に住んでいる子供達は、光を嫌うようになり普通の明るさにも耐えられなくなり、目を手で
覆ったり、枕に顔をうずめたり自分で光を避けるために出来る限りの工夫をします。その結
果、盲目になる恐れのある角膜の炎症を起こします。数百のこうしたケースの子供達が診療
所へ連れてこられて私は診察をしました。 

子供たちを薄暗い部屋で過ごさせるのは間違いです。私の経験したこれ等のケースで最も
良い治療効果が得られた措置は、この幼児患者を励まして、戸外で日光に顔を向けて、遊べ
るようになった時です。大概、直ぐに子供たちは太陽の光に当たって楽しく遊ぶことが出来
るようになります。太陽光は、小児の角膜炎に良いだけでなく、成人にも同様によい効果が
あります。 

光が眩しすぎて普通の明るさでも耐えられないと訴える多くの大人たちのケースで可能な
治療法は、患者が充分にリラックスして下を向いている時に、上マブタを緩やかに持ち上げ
ると、白目の部分が出現し光線が直接眼球の白い部分に当たります。光度を強める方法とし
て、ほとんどのケースで可能なことは、凸レンズを使って光線を注意深く高速で動かし，熱
を避けて，眼球の白目部分に当てることです。この治療の後、大概の患者は直ぐに光に対し
て目を楽に開けていることが出来るようになります。 

 
Q and A 

 
Q１、私は老眼で細かい字が読めないどころか、字が見えないのです。どうにかして視力を  
   上げることが出来ますか？ 
A１，はい、あなたの視力を上げる方法は、純白の雪のような白い線を瞬間的に思い出すこと

です。最初に雪の白さを想像し直ぐに行間の白い線を見る、を交互にします。そして、
目を閉じてその白さを少し長引かせて想像します。記憶力と想像力を使う訳です。 

 
Q2、幼い息子がパーミングをすると直ぐにソワソワと落ち着かなくなるのですが、良い方法

はありませんか？ 
A2、貴方の息子は一回に数分間だけパーミングをしましょう。同時に左右に体を揺らす、ス

ウェーも試してください。 



２０２２年２月掲載 
 

「Better Eyesight・1925 年２月号から」 
「The Baby Swing」  

  「赤ちゃんと一緒にスウィングする方法」 
 

赤ちゃんも、身体のどこかの筋肉の緊張と共に起きた目の緊張を経験して非常に苦しみま
す。赤ちゃんのイライラした落ち着きのない動きは、目の緊張のせいである場合がありま
す。 

ある日、私のクリニックに来たイタリア人の母親と、落ち着きのない赤ちゃんについて話
しました。彼女の赤ちゃんはいつも、とても静かでリラックスしているのに、他の多くの赤
ちゃん達は落ち着けなくて不満そうなのは、どうしてでしょうね、と私が尋ねました。する
と彼女は、“あのね、私は赤ちゃんを幸福にしたいから、赤ちゃんが笑顔になるまで優しく
抱いて揺すってあげるの”と言いました。 

私は、“そうでしょうね。けれど、向こうにいるあのお母さんも赤ちゃんを抱いて揺すっ
てあげているけれど、泣き叫び続けているよ”と言うと、イタリア人のお母さんは、“本当に
ね、だけど、赤ちゃんの動かし方が少し違うのですよ”と言いました。 

そのお母さんは、左右に赤ちゃんを投げるような早い勢いでバタバタと繰り返し動かし、
赤ちゃんは動かされれば動かされるほど激しく泣き叫びました。 

”先生、私を見ていてください“と彼女は言い、泣いている赤ちゃんを抱くと、左右に早く
投げる代わりに、ゆっくりと大切な重い物を動かす時のように短い曲線を描きながらその赤
ちゃんを、自分と一緒にリズミカルにスウィングの動きをしました、一分もすると、泣いて
いた子が静かになりました。 

    
  

Q and A 
 

Ｑ１、メガネなしでは、何も見えないほどの近視の時は何をしたら良いしょうか？ 
Ａ１、5 分間のパーミングを出来るだけ頻繁にして下さい。一日に十回以上して下さい。 
 
Q２、ショート・スウィングとロング・スウィングの違いは、何ですか？ 
A２、スウィングをする長さによって、見ている物の動く幅が違ってきます。 

ショート・スウィングをすると、見ている物の動く幅は２,５センチ以内ですが、ロ
ング・スウィングでは、２,５センチ以上動くように見えます。 

 
 



「Better Eyesight・1925 年 3 月号から」 
The Elliptical Swing」  

  「楕円形にスウィングする方法」 
 
正常な目が普通に物を見た時には見えた物が、常に左右に或いは上下に 5 ミリ位、ゆっく

りと無理なく揺れ動いている、と想像できます。このような想像によって起きる目と物の動
きをスウィングと呼びます。スウィングが継続する間、動いている目は横に少し長い楕円形
の軌道の中にいます。 

両目に白内障が始まりかけた７７歳の患者の目を検査したときのことです。視力検査表を
正面からではなく横に置いて試すと、0,02 でした。字が正面にあると見え方が悪くなった
り、時にはほとんど見えなかったりすると言って、彼女は不満そうでした。 

体を横揺れさせながら読むようにと勧めましたが、彼女は体が右へ行ったところで止ま
り、左へ行ったところでまた止まり一文字を見詰めました。 

このように彼女の動きが止まると、目がリラックス出来ないので、効果がありませんでし
た。目を往復させる代わりに目を楕円形の軌道に沿って動かす様にすると、その瞬間から驚
くほど字がよく見えました。彼女が正面から楕円形の軌道に沿って目を動かすと視力が上が
りましたが、カードの右端または左端で折り返す時に彼女の場合は即座に視力が落ちたので
す。 

１６歳で進行性近視の治療に１年以上通ってきていた男性がいました。暫くの間は視力が
上がり続けたものの、数か月間、視力向上がストップし、完全な状態に至らず停滞していま
した。パーミングもスウィングも効き目がないようでした。 

私の気付いたことは、彼が左右に頭を動かして方向転換をする時に目の動きを止めて瞬時
そこを見詰めることでした。そこで彼に視線を折り返さないで楕円形の軌道で左右の方向転
換をすることを提案し、その練習した時に、彼は見詰める癖を止めました。すると直ちに彼
の視力が上がりはじめ安定したて向上を続けました。 

 
Q and A 

Q1、見詰める事がいけないと言われますが、自覚なしに凝視しているので、どうしたら
やめられるかわかりません。説明してください。 

A1, マバタキを頻繁にし、特に本を読む時は、意識してマバタキを続けます。 
Q2、パーミングで、眼球が押し付けるので痛みます。ゆるく目を覆うと光が入ります。 
A 2、手のひらをゆるくカーブさせて指の間が開かないように、眼球を押さないようにし

ます。少々の光が入っても目を閉じているので、黒が見えます。 
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「Better Eyesight・1925 年４月号から」 
「FLOATING SPECKS」  

「視界に浮かんでいる斑点」 
 

患者が明るい表面にある物を見ようとして目を緊張させると、見たい物と一緒に、点々と
か黒い糸くずとか涙のような水滴とかが視界に浮かんで見えます。そのサイズは５ミリ位か
少し大きめで、変化にとんだ形で現れます。 

これ等を見たり、想像したりする可能性は、子供から大人まで年齢には関係なくありま
す。子供たちが天気の良い日に地面に仰向けに寝ころんで、明るい雲を見上げると、斑点を
想像しやすいので、それを見て数時間も楽しんでいることが知られています。 

これ等の斑点は、無意識に或いは意識して想像するから見えるのですが、それを知らない
大人たちはこの空中に浮かんでいる斑点を見たくない、と不平を言います。浮かんでいる斑
点の起こる原因は、完全に見えた物を不完全に記憶している所為ですから、逆に斑点を見た
ことのない正常な視覚の人に、どうしたら字や他の違った色や物が見えるかを教えることが
出来ます。 

その方法は、目を緊張させて色のついた字や不完全な種々の物体を想像して見ることで
す。逆に、患者が浮いている斑点を意識して想像しながら、そこにある物を正常に見る 
ことが出来ないという事でそれが証明されます。 

飛蚊症の患者の治療において大切なことは、斑点が見えていると患者自身が想像している
だけで、実際には見えてはいないのだと、徹底的に納得させる事が重要です。 

また浮かんでいる斑点を見る為には膨大な緊張が必要であり、その時には今までに見たり
記憶したり想像した多くの場所での全ての物について完全な記憶力を失ってしまうというこ
とを患者の心に印象付ける事が必要です。それが非常に良い助けになります。 

 
Q and A 

 
Q, 毎朝、私の目は腫れて見えにくい状態になります。睡眠の睡眠時間は 8～9 時間です 
  が目が休んだように感じません。 
 
A, あなたの目やマブタの腫れは、睡眠中に目を緊張させるからでしょう。確かに睡眠時

間は十分な長さですが、気持ちが休まっていないので、眠りの質が良くないのです。 
 



87 
 

「Better Eyesight・1925 年５月号から」 
「Fundamentals」 

「基本的な、そして重要な視力向上法」 
 

１、メガネを掛けない・・・永久に、緊急の場合でもメガネを掛けないと決心する事。 
２、良い照明度・・・・・・目から印刷物までの距離は、人によって違うので、薄暗く

てもよく見えるならば良い照明と言える。 
３、中心視・・・・・・・・中心視をすると、見ている所が一番鮮明になる。 
４、シフテング・・・・・・正常な目はいつも動いている。視線を動かし続ける練習を

意識して習慣付ける。    
５，スウインギング・・・・目が高速、又はゆっくりと左右に動くと、静止している物

が目と反対方向に動くように見えることを意識する。 
６，ロング・スウイング・・30 センチくらい両足を開いて立つ。体が右に向いたら、左

の踵が自然に上がる。体を左に向けると右の踵が上がる。
この動きを就寝前に５０回以上すると目がリラックス
する。正しい動きであるから、体が良く休み、痛み、疲
労、欠陥のある見え方の症状等が軽減される。 

７，自分が動くと静止している物が動いているように見える状態に慣れること。正常な
目は絶え間なく動いているから、全部の物はいつも動いて
いると想像しなければならない。静止している物は動かな
いように見えるのだ、と思ってはいけない。 

８，パーミング・・・・・・閉じた目を更に片手又は両手のひらで覆っても良い。患者
が楽しいことを考えると目は休む。 

９、マバタキ・・・・・・・正常な目はマバタキを頻繁にする、誰でもマバタキをしな
いと、見え方が悪くなる。 

 
Q and A 

 
Q、スウィングをするときに頭全体を動かしますか、目だけですか？ 
A、頭全体を動かします。頭だけでなく目、頭そして全身の向きを変えて、動かしても

よいのです。  
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「Better Eyesight・1925 年６月号から」 
「ALTERNATE」  

  「視線を前後左右に遊ばせて物を見る」 
 

見えたもの、或は、知っている物ではないかと思って、視線を動かさずにジーっと見続け
ることで、その物を心に残しておくことは不可能です。従って視力測定の際に、表の中の一
文字だけを見続けて記憶するとか，はっきり見ようとすることは役に立ちません。 

記憶に残して置くには、その文字を幾つかの小さな部分に分けて、上下左右へ視線を滑ら
せ、シフテイングをすることで、一文字を鮮明に見続けることが可能になります。 

字の右側から左側へ、また右へと交互に視線を動かすことで、目と反対方向に字が動くと
想像できます。このような字の動きは“目のスウィング”と呼ばれています。ゆっくりと、し
かし、楽々と、左右へ５ミリ弱の動きのスウィングが行われた場合でも、スウィングの続く
限り、その字に対して最良の視力が維持されるのです。目がさめている限り私たちは何気な
く考えたり、頭にある絵を思い出したりして過ごします。 

実際に運悪く、良く見えない場所を動き回らなければならない場合等は、特別な努力が必
要で、全神経が緊張し、視線を固定させて不快感に耐えなければなりません。 

ところが、平穏な気持ちの時は、本人は気が付いていませんが、自然に視線は一つの映像
から他の映像に移ります、この様な視線の移動はリラックスであり休みであります。記憶や
想像を、一つの物に限るとそれらの映像の質が良くなります、中心視になるからでしょう、
この中心視を維持するために、微かな目の動きが続くよう目を自由にしておく必要がありま
す。 

視力向上に一番よい方法の一つは、視力シートの一字を見て、直ぐに目を閉じて１０秒間
その字を想像する、または思い出すかをします。このように目を交互に開けたり閉じたりす
ることによって、想像した字が瞬間的にハッキリ見える経験をします。視線の移動を続けて
いると、ハッキリ見える時間が次第に長くなり、視力があがります。 

 
Q and A 

Q1, 私は 8～9 時間眠りますが、目が毎朝腫れています。 
A 1, あなたの目やマブタが毎朝腫れているのは、長い間眠っていると同じように目を閉

じていても、気持ちが休まっていなくて眼の緊張が続いているからです。 
Ｑ２，目を細めて字を 1 

見ると少しハッキリ見えますが、こうして読むことで目は良くなりますか？  
Ａ２，いいえ、その方法はよくありません、何故ならば、目を細めている間中、目を緊張

させて眼球の形を無理に変化させていることになりますから。 
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「Better Eyesight・1925 年７月号から」 
「SWAYING＝スウエーイング」 

「体を揺らし視線を上下左右に動かして、物や字を見る方法」 
 
例えば少し離れた所にある文字や絵の詳細を２，３分間でもジーっと見つめると視力が落

ちるので、痛み、不快感、疲れ等を感じます。こんな辛い経験をしないで、遠くにある文字
を読むことが出来たらもっと気軽に遠距離文字が見えるかどうか試せます。 

字や絵の小さな部分を見て、目を閉じて少したつと、誰でも、その絵や字を思い出したり
想像したりは出来なくなるものです。また目を閉じたまま思い出す努力を続けると、想像し
た部分が静止したままの不自然な状態で動かなくなることもあります。 

その場合に，以下の方法を試しましょう、目を開けて実際に見ている字の右側に同じ字が
あると想像してみます、次に左側にも同じ字を想像してみます。この想像を繰り返すと、字
が左右に往復するように見えてきます。患者は、字が流れるのを見ている時、字の詳細を覚
えています。 

これまでに証明されていることは、静止している字や物は常に、完全に記憶した場合でさ
えも徐々に不完全になっていきます。視線が継続して動いていなければ、どんな物でも完全
に記憶したり想像したりは出来ないと言う証明です。見た物が、単純に短くゆっくりと動い
ていると想像した時には覚えていられるのです。 

凝視する癖のある患者の場合は、恐らく視線が動かないで固定しているので、目を動かす
ことがとても難しくなります。お勧めできることは、まっすぐ立って全身を左右に揺らせま
す。すると、目が一緒に無理なく左右に揺れるので、凝り固まった凝視の癖が、スウーイン
グする体と共に揺れて正常になります。 

 
Q and A 

 
Q１、もしメガネを掛けなかったら、目は今より見えなくなっているでしょうか？ 
A１，メガネを掛けていた人がメガネを取ると、メガネを掛ける前より視力は必ず下がってい

ます。 
Ｑ２，メガネを掛けていた人がメガネを外すと、その人の目と顔つきがぼんやりするように

見えますが、何故ですか？ 
A２、メガネを掛けていると目を動かさないでいるからです。 
Q 3、目が悪いのは眼球の形が悪くなったからだと聞きましたが、ベイツ・メソッドで眼球の

形が良くなりますか？ 
A3 ベイツ・メソッドで目は正常になり、リラックスした正常な眼球になります。眼球も正

常で、長すぎたり短かすぎたりしません。 
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「Better Eyesight・1925 年８月号から」 
「FEAR」 

「不安と恐怖」 
 

近視度の進行を予防するためにはメガネを、常に必ず、かけている必要があると、近視

の人たちは度々きかされています。それを聞いているから、それが真実であろうと信じ、

近視の進行を恐れるあまり、メガネを永久にかけないと言う決断はなかなかできず、躊躇

するのは無理がないどころか当然かもしれません。 
私の患者の一人は、度々ひどい頭痛に苦しむ、頭痛が非常に強く、重病のようにベッド

で休まなければならない状態が、少なくとも週に一回は起きました。メガネを掛けている

間も頭痛は続いたが、もしメガネを外したら、頭痛はもっとひどく成るのではないかと恐

れていました。 
私に勇気づけられて、メガネを外し、パーミングとスウインギングをし、その後で見た

物を正確に記憶する練習をしたら、直ちに見え方が良くなり頭痛も回復しました。メガネ

を再度かけた途端に不快感と共に痛みが戻ってきたので、彼女は、これからは眼鏡を外し

て、永久に掛けないと決心しました。彼女の頭痛は消えたように止まりました。 
数年前のこと、ある検眼医が頭痛について私に相談してきました。彼のメガネを調べて

みると、レンズは両方とも素通しのガラスでした。彼は、そのメガネを掛けると頭痛が軽

くなると言いました。彼の奥さんが、彼の言うことは真実ではない、彼がそのメガネを掛

けた時には、彼はもっと苦しそうで困っているようだから、彼はそのメガネに恐れを抱い

て居ると私に打ち明けました。後に私は彼にまた会った、そして彼は私の提案通りにあの

メガネを永久に掛けないことにしました。頭痛から解放されたいと言いました。 
これは私が習慣にしていることだが、メガネを掛けない結果として何か悪いことが起こ

るのでは、と恐れている患者達には、彼ら自身の行動針で信実の証明をしてもらう。そし

て真実が分ると、恐怖が消える。そのようなケースでは頭痛の原因を患者に教えることは

非常に簡単である。 
Q and A 

 
Q１、もしメガネを掛けなかったら、見え方が悪くなっていくのですね？ 
A１、メガネを掛けていて、それを取るとメガネを掛ける前より視力が落ちています。  
 
Q2、眼球の形がベイツメソッドで良くなりますか？ 
A2、ベイツメソッドで目が良くなった時には、目がリラックし、眼球は正常な形になり

ます。 
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「Better Eyesight・1925 年９月号から」 
「OPTIMISM」 

「楽天主義」 
 

目のあまり良くない人でも、楽観的な考え方が思いがけない程の非常に大きな助けにな

って、視力を回復することがあります。 
１０年ほど前に私はある患者の白内障の治療をしました。この女性患者の目には、緑内

障もあり症状が複雑でした。患者は２週間ほど治療に毎日通いましたが、見え方が非常に

良くなり、案内してくれる人が居なくても街を歩けるようになりました。この時、彼女の視

力は、ようやく光が見える程度から 0,05 に視力が向上していました。 
パーミングとスィングをし、そして完全に見えた物を記憶する練習をしたことで、彼女

はもっと良く見えるようになりました。この視力向上に勇気づけられて帰宅しましたが、

出来る限りの努力をし、熱意をもって治療と練習を続け、自分で可能な限りの視力に到達

すると決心しました。 
家に帰ったすぐ後で、家庭内で患者が憂鬱になるような問題が起きて、彼女は毎日の練

習をする気がしなくなりました。彼女の娘は、母親の視力が実質的に向上し続け、もう少し

で完全に回復すると感じながら母親を見守っていましたので、母親の話を 30 分以上も熱心

に聞いてあげてから、練習をし続けるようにと励ましました。患者は娘の励ましに応えよ

うとして熱意をもって練習を再開したので、練習を休んでいる間に後退した見え方を取り

戻しただけでなく、毎日段階的に進歩を続けるようになりました。 
時折、母親は非常に悲観的になりました。母親がよく見えるようになる訳はないことを

自身で良く知っていたのだと、不平の繰り返しを言い始めると、いつも娘は楽観論で話を

し始めたのです。 
或る日差しの良く晴れたある朝のこと、母親が起き上がって、ダイヤモンド・タイプで印

刷されている小さな字のカードを何気なく手に取って見ると驚いたことに、その字が、何

故かハッキリ見えたのです。それから 3 か月後には、遠くの物も正常に見えるようになり

ました。 
 

Questions and Answers 
 
Q1
Ｑ １

, ベイツメソッドで目が良くなると、本が早く読めるようになりますか？ 
   また遅すぎる読み方は目を緊張させますか？ 
A、字が良く見えれば見えるほど読む速度は早くなります。 

又、読み方が遅すぎると、目は緊張しやすいです。 
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「Better Eyesight・1925 年 10 月号掲載」 
『ＲEAD FINE PRINT」 
「細かい字を読みましょう」 

 
あなたが、多くの近視の患者たちのように、ダイアモンド・タイプの細かい印刷文字

を、目から 25センチ以内の距離で、難なく正確に迅速に読める場合の視力向上法です。 
先ず、視力検査カードを自分から 75センチ（3フィート）の位置に置き、そのカード
の最下段の小さな文字が読めることを確かめましょう。次に、ダイアモンド・タイプの印

刷文字を手に持ち、ゆっくりと読んでから、視線を移して視力検査カードの最下段の字を

見ます。 
上記のように、ダイアモンド・タイプで印刷された文字と 75センチ先の視力検査カー
ドの字の間を繰り返し数回、視線を動かして読みましょう。常に、手元のダイアモンド・

タイプの字を見てから、視力カードの字を見ます。視力カードとダイアモンド・タイプの

字の間の距離を少し狭くしたり、或いは広くしたりします。４メートル 50以上の距離ま
で視力カードから離れて、カードの字と手元の小さい字と交代でゆっくりと見ます。 
この方法で視力が向上します、最初は一時的ですが、繰り返し試していると、見る能力

が多分に安定し、離れた所の小さな文字が完全に読めるようになります、こうして、小さ

い字が遠くからでも読める事実を自覚するのは、大きな価値があります。 
実際に、正常な視力に戻るのは、最初はホンの一瞬ですが、後には正常な視力が続くよ

うになります。 
細かい字を読むことが視力回復に役立って、近視から回復した患者達も、他の方法で近

視から回復した人達も「細かい字を凝視すると、大概の場合、視力が下がる、そして遠く

のどんな字でも物でも凝視をすると同じように視力が下がる。」と証言します。また「ハ

ッキリ見えた時にだけ、見えた物を完全に記憶できる。」とも証言します。 
要するに、人々はハッキリ見えた時には、その記憶したものを思い出せるのです。この

様に完全な視覚によって、想像力と創造力を体得します。 
大勢の人達は想像力（イマジネーション）について疑いを抱いているようです、そし

て、想像したものは、絶対に真実ではないと感じるので、自分の想像も他の人の想像も価

値があると思いません。そういう人たちにとって大きなショックになるのは、知っている

字を完全に想像出来た時に視力が上って、それまで読めなかったテストカードの字が見え

て来ることです。そして遠くにある、初めて見る物でさえも見えるようになることです。 
実際には、誰でも完全にリラックスすれば、細かい字を遠くから完全に読めるのです。

本当のリラックスで、目の緊張をほぐすと、目の痛み、不快感と言った目の疲れを治すだ

けでなく、全身の神経がリラックスし、効率よく働きだすのです。 
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２０２２年 1１月掲載 
「Better Eyesight・1925 年 1１月号掲載より」 

『MOVING」 
「物体の動きについて」 

 
世界中の物が動いていることを受け入れましょう。人々も一日中動いています。 
それが正常で道理にかなっている、実に正しい普通のことです。ちょっと試しに、頭、手

の指または足の指一本も動かさないでいましょう、或いは、両眼を見開いたままでマバタ

キをしないで居ましょう。もし、あなたが、小さな字をジッと見つめていたら、どうなる

と思いますか？ 
これらを試した大概の人は、気持ちが落ち着かなくなって、見え方が悪くなり、目の痛み

と疲れを感じ始めます。 
窓に向かって立ちましょう、そして、カーテンの紐と背景の位置関係に注意を向け、右

側に大きく一歩動きます、カーテンの紐の背景が変わりました。今度は左へ大きく一歩動

きます。紐の背景がまた変わりました。カーテンの紐を見て、カーテンを無視して左右に

動いている間中、カーテンの紐があなたの動きと反対方向に、左、右、と動くように感じ

られます。そのつもりで練習をすると、動かに静止している物が，視野の中で連続して動

いているかのように誰にでも、見えるようになります。 
想像したものや思い出したもの等、すべてがゆっくりと短く、楽々と、スィングをして

いると想像出来るようになります、これがユニバーサル・スィングと名付けられている動

きです。これが出来ることは非常に好ましいことです。 
その理由は、目を開いていても閉じていても、この動きを想像しながら、同時に痛み、

疲れを感じたり、不完全な映像を見たりはできない筈です。 
ユニバーサル・スィングをあなたがしていても、目立ちません。親指を 1センチ位、左
右に動かしている手をもう片方の手で隠し、両方の目で動いている指を追います。また目

の前にある静止している物が左右に動いていると想像することも出来ます。 
あなたが速足で歩いている時に床や脇にある物が，あなたの後ろへ動いていきます。こ

れ等の想像した物の動きを意識するようにしましょう。 
あなたが動いても、停止している物の動く筈がない、と想像することが目の緊張を引き

起こし視力が下がるのです。 
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「Better Eyesight・1925 年 1２月号掲載より」 
DIZZINESSIZZINESS 
「めまいが起きた時」 

 
めまいは目の緊張によって起きます。大概の人は家の屋根に立って下を見ると、目が緊

張するのでめまいを感じます。しかし、めまいは時々緊張を意識していない時に起きるの

です。とは言えジッと見つめたり、遠くでも近くでも目を細めて力を入れたりして意識し

て起こすことも出来ます。 
人によってはエレベーターに乗ると何時もめまいや、頭痛がして物が良く見えなくなり

吐き気その他の神経質な不快感に襲われる人もいます。 
６０歳の女性が私に、いつもエレベーターに乗ると、めまい、頭痛それに目の痛みが起

きると言いました。メガネなしで検査して見ると、遠近共に正常でした。実際に現場で確

かめたかったので、彼女と一緒にエレベーターで建物の屋上から地下迄、そして地下から

屋上までを乗ってみました、その間、私は彼女の目を細かく観察しました。すると彼女

は、エレベーターの動きと反対方向に動くように見える自分の足元の床を真剣に見つめて

いました。「なぜあなたは通り過ぎていく階ごとの床を真剣に見ているのですか」と彼女

に質問すると、彼女は「その階ごとの床が動いて見えるのが嫌なので、それらの床が動か

ないで静止しているという錯覚をつくりあげるのに真剣になっていたのです、けれど、動

かないようにと一生懸命になればなるほど嫌な感じが強くなります。」 
私の彼女に「エレベーターの内部の一部を見るように、そして通り過ぎて行く床の数々

を見ないようにと言いました。すると、彼女の不快感が直ぐになくなり彼女は回復しまし

た。 
めまいの全てのケースで見られる確かな証拠は，緊張して凝視していることです。凝視

や緊張が緩まったり予防できたりすると、めまいは起きなくなります。年令が進むと、瞬

間的な盲目、眩暈状態が、若い世代の人より多く起きます。瞬間的な全ての盲目状態と眩

暈の治癒は、スィングを想像すること、以前に見た物を確実に思い出すこと、或いはパー

ミングをすること等で比較的簡単に治癒されます。 
 

Question and answer 
 

Q どうしたら太陽のまぶしさに悩まされなくなるのでしょうか？ 
A はじめは、裸眼でチラリと太陽を見る練習をして、徐々にマバタキをしながら裸眼で

太陽を見るのに慣れていって下さい。サングラスを使わないことです。 
 


