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コビッドの嘘 
Working Draft, April 10, 2022 

By Dr. Mike Yeadon 

 

概要 

私は、SARS-CoV-2と名付けられたコロナウイルスに関する主要な叙述はすべ

て嘘であると主張する。さらに、国民に課された「対策」もすべて嘘である

。以下では、これらの主張を科学的に、主に査読付き学術誌の論文を参照し

ながら支持します。2019年、世界保健機関（WHO）の科学者は、医薬品以外

のすべての介入の有用性に関する証拠を再検討し、それらはすべて効果なし

と結論づけた。 

以上を踏まえると、この2年間を善意の過ちと捉えることはもはや不可能であ

る。むしろ、犯人の目的は、デジタルIDの義務化と中央銀行デジタル通貨（

CBDC）のキャッシュレス化によって、国民を全体主義的にコントロールする

ことにある可能性が最も高い。 

医療や公衆衛生上の緊急事態は存在しない。私たちは即座に自由を取り戻す

ことができるし、そうすべきだ。健康な人の検査は中止します。病気の人は

家にいてください。マスクはゴミ箱行きです。コビド19遺伝子ベースの注射

は推奨されないし、強制も義務化もされてはならない。決定的に重要なのは

、ワクチンパスポートのデータベースを破壊しなければならないことです。

経済的な正しさが推奨されます。 

重大な犯罪が行われたことは明らかです。この文書の目的は、現時点では誰

かを告発したり、彼らに不利な証拠を集めたりすることではありません。し

かし、これがすべて解決されたとき、We The Peopleは、これまでよりもずっ

と 、ワシントンに注意を払うことが強く推奨される。 
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ファル

ス 

1. SARS-CoV-2は致死率が高いので、人命救助のために
あらゆる手段を講じる必要があります。 
注）Covid-19は、SARS-CoV-2というウイルスに感染することで発症する病気

です。これらはしばしば同じように使われる。あまり関係ないこともあるが

、 の混乱は意図的に蒔かれたものである。 

 
インポータンス 

前例のない対応を正当化するために、高い殺傷力を主張することが不可欠。

武漢の「倒れる男」を思い出してください。その人は病気だったと言われて

いるが、歩き回った後、うつ伏せになって死んだ。あれは決して現実のもの

ではありません。 あれは劇場だった。 

 
THE REALITY 

初期の推定致死率は非常に高く、「感染致死率」（IFR）が3%という報告もあ

る。季節性インフルエンザの一般的なIFRは0.1%とされています。つまり、シ

ーズンによっては、インフルエンザのIFRが0.3%になることもあれば、0.05%以

下になることもあるのです。 

実際には、これはいつものことだが、コビッド19のIFRの推定値は何度も下方

修正され、現在では一般に0.1〜0.3％の範囲と認識されている。現在では、季

節性インフルエンザの流行と大きく異なるとは言えない。では、なぜ私たち

はこの病気のために現代社会を破壊してしまったのだろうか？ 

 
けつろんづける 

 

 

 犯人は、新しい呼吸器系ウイルス性疾患の致死率の推定値が常に高く始まり

、低下することを知っていた。これは、初期には、感染しても重症化しない

人の数や、全く症状のない感染者の数を推定することができないからである

。 

 そのため、非常に危険な印象を与えるが、それは決して真実ではない。こ

れは非常に重要なポイントであり、一旦それが事実であることがわかると

、他の物語は余計なものとなってしまうからです。 

 John Ioannidis博士は、世界で最も著名な疫学者の一人であり、特に珍しい

致死性のない新種のウイルスに対する不適切な対応について痛烈に批判し

ている。多くの呼吸器系ウイルスと同様、SARS-CoV-2は60歳以下や子供

には深刻な健康上の脅威とはならず、年齢や複数の併存疾患によって人生

の終わりに近い人々にとってのみ深刻な脅威となる1。 

 Ioannidis博士の現在の推定では、世界のIFRは約0.15%である。参考までに、

典型的な季節性インフルエンザの発生時のIFRは約0.1%ですが、悪天候の冬

には著しく悪化することがあります2。 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120307854
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120307854
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120307854
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
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ファル

ス 

2. 新種のウイルスであるため、事前の免疫はないだろう 

を母集団に持つ。 
 

インポータンス 

合理的だと思いませんか？この発言は、初期に何度も繰り返されたもので、

国民にある程度の「事前免疫」があるという考えを打ち砕くことを目的とし

ていた。先行免疫と自然免疫は、2年たった今、 「誤報」とみなされなくなっ

た。 

 
THE REALITY 

数ヶ月の間に、国民の大多数（30％から50％、後にはそれ以上とも言われる）

が、ウイルスタンパク質の様々な断片を認識するT細胞（誰も本物のウイルス

株をもっていなかったので合成したもの）を血液中に持っているということ

が、複数の出版物で発表されたのだ。 

T細胞による認識は機能的な免疫を意味しないと主張する人もいましたが、実

際にはそうなのです。 

私たちは、すでに6種類のコロナウイルスを知っていること、そのうち4種類

は「普通の風邪」の原因であり、高齢者や病弱な人が死亡する可能性がある

ことを知ることを阻まれた。 。 

 
けつろんづける 

 

 

 これは真っ赤な嘘でした。ある集団に先行免疫がないというのは、ほとんど

ありえないことです。なぜなら、ウイルスはそれぞれ以前のウイルスから派

生したものであり、集団の一部はすでにその先行ウイルスを倒していたため

、新しいウイルスを倒すのに免疫があるか、大きな前進をしたことになるか

らである。いずれにせよ、人口のかなりの割合が、心配する必要はなかった

のである。 

 この論文には2020年半ばまでの重要な査読論文がすべて含まれており、その

多くが少なくとも30％～50％が免疫予備軍であることを示しています（評価

に用いる尺度によって異なります）3。 

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563
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ファル

ス 

3. このウイルスは差別をしない。 、誰もが安全
になるまで、誰も安全ではありません。 

 
インポータンス 

自分が「危険人物」ではないと判断する人の数を最小限にすることが意図されています

。 

 
THE REALITY 

この主張は常に不合理であった。このウイルスの致死率は、呼吸器系ウイル

スによく見られるように、若くて健康な人では、 複数の合併症を持つ高齢者

よりも1000倍も低いのです。 

 
けつろんづける 

 

 

 つまり、人生の終わりに近づいていない人は、ほとんど誰も重度の転帰と

死亡のリスクを抱えていなかったのです。中高年者では、他の死因の一握

りであるように、肥満が危険因子となる。 

 この興味深いレビューでは，最初のモデリングがいかに恐怖を引き起こし，

強硬手段，特に「ロックダウン」の口実を与えたかを詳述している4。経験豊

富な公衆衛生の専門家なら誰でも、監禁が不合理で、効果がなく、非常に破

壊的であることを知っていた。このことは、どうしようもないことだ。命令

される前から間違っていたのであり、それを知っていた人たちがなぜ抗議し

なかったのかを検証する必要がある。まるで共謀しているかのように。 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.625778/full
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4.  無症候性感染。 
 

インポータンス 

これが中心的な概念的なごまかしである。もし本当なら、誰もがあなたに

感染し、あなたを殺すかもしれないのです。無症状感染と偽って、マスキ

ング、集団検査、閉鎖、国境制限、学校閉鎖、さらにはワクチン パスポー

トなど、ほとんどすべての侵入行為を強調する。 

 
THE REALITY 

最良の証拠は、陽性と判定された人が家族に感染する頻度を調べた、より多

くの優れた研究のメタ分析から得られている（症状がある人とない人を感染

源となりうる人物として比較した）。症状がある人だけが、家族（ ）に感染

させることができたのです。 

 
けつろんづける 

 

 

 無症状感染は、疫学的には無関係です。絶対に起こらないということを主張

する必要はなく、もし起こるとしても、測定する価値がないほど稀であるこ

とを示せば十分です。 

 このビデオでは、ファウチやWHOの医師もまさにこのことを伝えていま

す6 。また、なぜそのようになるのかも示しています。非常に明確です。 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33315116/
https://www.bitchute.com/video/lIj22KttYq7z/
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ス 

5. PCR検査は、臨床的な の感染者を選択的に特定し
ます。 

 
インポータンス 

これが運用上の中心的なごまかしです。もし本当なら、リスクのある人々を

検出し、隔離することができる。正確に診断し、死亡者数もカウントできる

。 

ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）は、その最たるもので、清浄な試料中の遺伝情

報の存在を確認することができ、そのために科学捜査に役立っている。PCR法

では、増幅のサイクルが繰り返され、各サイクルの最初に出発物質がコピー

される。PCR検査の発明者であるカリー・マリスは、この検査でノーベル賞を

受賞し、ファウチがエイズ患者の診断にこの検査を悪用したことをしばしば

批判した。マリスは、 不適切であると主張している。 

 
THE REALITY 

汚れた」臨床サンプルには、複製する可能性のあるウイルスの一部や全体だ

けでなく、細菌、真菌、他のウイルス、ヒトの細胞などが存在します。細菌

、真菌、他のウイルス、ヒトの細胞、粘液、その他もろもろです。もし、検

査が何度も繰り返されて「陽性」と判定されたとしても、最後に「陽性」と

呼ばれる信号を出すために増幅されたものが何であったかを明確に知ること

は不可能である。 

一般的に使われている大量検査モードでは、いわゆる「陽性対照」をチェイ

ン・オブ・カストディに通す人はいない。それが診断テスト101です。それは

欺瞞です。 

どの検査にも「操作上の偽陽性率」（oFPR）があり、ウイルスが存在しなく

ても何パーセントかの検体が陽性となることがあります。良いOFPRは1％未

満ですが、0.8％でしょうか、それとも0.1％でしょうか？毎日10万件の検体を

検査し、oFPRが0.8％であれば、コミュニティ全体にウイルスが存在しなくて

も、800件の陽性検査または「症例」を得ることができます。多くの場合、陽

性となる検査の割合である「陽性率」は、その範囲、1％以下、あるいは1桁

台前半となる。その多くは、あるいはすべてが偽陽性によって引き起こされ

る可能性があると私は考えています。犯罪者は、検査キットの内容を操作す

ることができるのです。検査条件は、 、CDCのような当局によって変更され

る可能性もあります。 

 
けつろんづける 

 

 

 真に陽性であっても、病気でないことはあり得る。検出下限を下回れば、ウイ

ルスのコピーをいくつか持っていても、臨床的には健康であると宣言されるの

です。ばかげた考えです。 

 ウイルスを持たないのに陽性と判定されることもあります（症状の有無は

問いません）。これらをまとめて、「Covid-19確定症例」と呼びます。28
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日以内に死亡した場合は、原因が何であれ「Covid死亡者」と言われます。 

 市販の検査キットを使っている人は、いわゆる「ブラックボックス」です

。キットに何が入っているかは秘密だからだ。オリジナルの「メソッド論

文」は、ピアレビューと称するものを馬鹿にするように、48時間で出版さ

れた。 
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ドイツのアンゲラ・メルケル首相の科学顧問であるクリスチャン・ドローシュ

テン教授が率いるベルリンの研究所。この論文には、国際的なチームによって

包括的な反論がなされた7。 

 WHOはPCRに関する一連のガイダンスノート8を発表したが、その技術スタ

ッフが、完全に偽陽性を返す可能性があるため、集団での検査を認めていな

いことは明らかであった。確かに、本物の有病率が低いときには、それしか

ありえない。 

 私はしばしば、PCRベースの検査システムが100%の偽陽性を返したにも

かかわらず、ある大病院に数週間にわたって大規模な病気の発生を確信

させたという2007年の実例が、Covid-19の偽装に使われた信頼できない手

法のインスピレーションになったのではないか、と考えている9。 

 ドロステンはまた、無症候性感染という考え方にまつわるテレビでの宣伝も

主導した。一人の幸運な科学者が、コヴィッド19の出来事全体の中で最も重

要な2つの欺瞞の中心にいるのだ！」。 

 Norman Fenton教授は、2つの主要な要素からなる多部構成の講演を行ってい

る10。第一に、症状のない人に対する大量検査が、PCR検査の陽性結果のうち

偽の割合を不可避的に増加させることについて述べている。第二部では、ワク

チン接種後14日間はワクチン未接種とすることで、ワクチンによる死亡を隠そ

うとする一方で、ワクチンの見かけ上の有効性を完全に説明するデータ詐欺の

可能性について述べている。 

https://cormandrostenreview.com/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eumeswill.wordpress.com/2020/08/11/faith-in-quick-test-leads-to-epidemic-that-wasnt/
https://rumble.com/vtxi1h-open-science-sessions-how-flawed-data-has-driven-the-narrative.html
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ファル

ス 

6. このウイルスの感染予防には、マスクが効果的です。 

インポータンス 

これは主に、危険の錯覚を維持するために使われます。他人の仮面を見て、

恐怖を感じるのです。従うということは、 たとえ無駄なことであっても、言

われたことをやるかどうかの指標にもなります。 

 
THE REALITY 

医療現場で着用されるサージカルマスクが呼吸器系ウイルスの感染を阻止し

ないことは、数十年前から知られていた。王立外科大学（英国）の医師が一

連の手術でマスクのテストを行った。マスクの使用による術後感染率の差は

見られなかった。 

布製マスクは、いくつかの大規模な無作為化試験で示されたように、呼吸器

系ウイルスの感染を確実に阻止することはできません。むしろ、肺炎のリス

クを高める。当局も布製マスクについてはほぼ譲歩している。 

飛沫をキャッチする「ソースコントロール」という言い方をする人もいます

。問題は、感染が飛沫によって起こるという証拠がないことです。同様に、

微細なエアロゾルを介して感染が起こるという証拠もない。マスクにも、 

Covid患者の病棟のエアフィルターにも、誰もこのウイルスを発見していない

のです。ウイルスはどこにあるのだろうか？ 

 
けつろんづける 

 

 

 この話題で時間を使う必要はない。フェイスマスクが何の効果もないことは

、Covid-19よりずっと以前から知られていたことだ。 

 医療用の青いマスクはフィルターではないことをご存じない方が多いよう

です。マスクと顔の間で吸気と排気が行き来しています。マスクはスプラ

ッシュガードなのです。 

 呼吸器系ウイルスのマスクに関する知見について、この分野の著名な専門家

による優れたレビューです。効果なし11 

 マスクもロックダウンもウイルスの拡散を防げなかった。このレビ

ューは400の論文を要約したものである12。 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33215698/
https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/
https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/
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7. ロックダウンは感染の拡大を遅らせ、患者や死者の
数 を減らすことができます。 

インポータンス 

最もインパクトがありながら無駄な介入で、何の役にも立たない。 

しかし、経済にダメージを与え、対人関係を悪くしたい加害者側にとっては

好都合であった。この措置は、多くの裕福な国々で驚くほど容認された。「

一時帰国」制度が導入され、多くの人が働かないことで補償を受けたり、在

宅勤務を義務付けられたりしたからである。 

 

THE REALITY 

この措置は、民主主義国家において市民に課された最も抑圧的な行為の一つ

ではあったが、多くの人にとって直感的に合理的であった。これは、情報に

基づかない直感がいかに的外れであるかを示す一例である。 

核となる考え方はシンプルだった。呼吸器系のウイルスは人から人へ感染す

る。平均接触回数を減らせば、確かに感染は減るのでは？実はそうではあり

ません。感染の概念が間違っているからです。感染経路は、症状のある人か

ら感受性のある人への感染です。症状がある人は体調が悪いのです。彼らは

、ほとんどの場合、政府からのアクションもなく、自宅にとどまっている。

感染は、病院、介護施設、家庭など、病人と感受性の高い人々が強制的に接

触する施設（ ）で起こることがほとんどであった。 

 
けつろんづける 

 

 

 一般的なロックダウンは、疫病の蔓延、症例、入院、死亡に検出可

能な影響を与えなかった。 

 これは、ジョンズ・ホプキンス大学によるメタ分析の結果、現在では広

く受け入れられている（興味深いことに、ドイツのジャーナリスト、ポ

ール・シュレイヤーによるパンデミック関連の不正に関するドキュメン

タリーで、日本大学も繰り返し役者として登場する）13。 

 なぜなら、ヒトとヒトとの接触の大部分に関与した人々は健康であり、その

ような接触は感染に至らなかったからである。本質的に、もしあなたが「無

症候性感染」という嘘に騙されたのなら、ロックダウンは理にかなっている

かもしれません。しかし、疫学的には無関係であるため、ロックダウンは決

してうまくいきません。もちろん、膨大な文献がこれを裏付けています。 

 このコンセプトは、複数の公衆衛生学者や医師が明確に知っている。 

そのため、これまで「ロックダウン」が試みられることはなかった。 

 重要なのは、WHOの科学者が2019年にすべての非薬品介入（NPI）の詳細な

レビューを起草し、その報告書のコピーをすべての加盟国に配布したことで

す14。 

 つまり、マスクや戸締まり、国境規制、企業や学校の閉鎖が無駄であること

は、2019年の後半に、ALL加盟国がすでに知っていたのです。病気なら家にい

https://www.acsh.org/news/2022/02/16/johns-hopkins-lockdown-analysis-16135
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329439
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329439
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なさい」だけがまったく機能せず、人々は体調が悪くて外に出られないのだ

から、こんなことを言われる必要はないのだ。 
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ファル

ス 

8. コビドには、残念ながら、病院でのサポート（ ）
以上の治療法はありません。 

 
インポータンス 

ウイルスに感染しないようにすることが肝心だという考えを強めた。 

法的には、新型ワクチンを持ち出す加害者にとって、実行可能な治療法が存

在しないことが不可欠でした。もし1つでもあれば、緊急時使用承認（ ）とい

う規制ルートは利用できなかったでしょう。 

 
THE REALITY 

私の考えでは、これらの措置はすべて破壊的で残酷なものであるが、実験的

に適用されてはいるが、そうでなければ安全で効果的であると知られている

早期治療へのアクセスを積極的に奪ったことが、世界中で何百万人もの回避

可能な死に直接つながったのである。私の考えでは、これは大量殺人の政策

である。 

公式発表とは対照的に、早期治療の治療価値は、2020年春にはすでに理解さ

れ、経験的に実証されていた。それ以来、よく理解され、特許切れで、低コ

ストで安全な経口治療薬が、かなりの数、 特徴づけられている。 

 
けつろんづける 

 

 

 公式見解では、Covid-19という病気は治療できず、患者はしばしば人工呼吸

によって「サポート」されるのみであった。Covid-19はほとんど閉塞性気道

疾患ではないのに、関連する罹患率と死亡率が高いので、人工呼吸は全く不

適切である。酸素マスクが大いに望まれる。 

 私の考えでは、非常に多くの経験的治療と良好なコミュニケーションにより

、Covid-19はこれまでで最も治療可能な呼吸器系ウイルス性疾患であると言え

ます。治療を早期に開始し、合理的に取り組めば、ヒドロキシクロロキン、
亜鉛、アジスロマイシンが経験的に有用であることは、2020年の最初の3カ月

でわかっていました15。 

 を高めることが10年以上前から知られていたことは、非常に重要なことです。 

は、細胞内の亜鉛がウイルスの複製を抑制するように作用している16。 

 特定の溶存ミネラルが細胞膜を通過するためのチャネルを開く化合物、いわ

ゆる「亜鉛イオノフォア」が2003年の重症急性呼吸器症候群（SARS）に有用

であり、SARS-CoV-2感染にも治療上有用であると予想されることを、様々な

政府の上級顧問が知っていたことは間違いないだろう。 

 これは、特にCovid-19,17のすべての臨床試験の出発点となっています。 

イベルメクチンやヒドロキシクロロキン（亜鉛イオノフォアである）18。 

 なお、安全性が確認されている薬剤を優先的に実験目的で使用することは、

常に倫理的に確立された医療行為であり、「適応外処方」と呼ばれている。 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32771461/
https://c19early.com/
https://c19early.com/
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ファル

ス 

9. 何度もウイルスに感染するかどうかは定かではありません。 

インポータンス 

自然免疫という考え方は真っ向から否定され、同じウイルスに2度かかるか

もしれないという不条理な考え方が定着してしまったのです。このことが恐

怖心を煽り、そうでなければ、 、速やかに過ぎ去っていたかもしれない。 

 
THE REALITY 

哺乳類の免疫学について基本的な知識を持っている人なら、この問題に関し

て不確かな言葉で語る政府の上級顧問が嘘をついていることは分かっていた

。確かに、筆者の場合、それは極めて重要なポイントであった。私は、英国

政府の最高科学顧問と同時期に、英国の大学で基礎的な教育を共有した。こ

の共通教育により、我々は同じセットテキストを持っていたことになる。私

は、私が知っていることを彼も知っており、その逆もまた然りだと考えていまし

た。同じウイルス、あるいはその近縁種に感染して、2度も臨床的に体調を崩

すことはあり得ないと、可能な限り確信していた。私は、 、正しかった。彼

は嘘をついていた。 

 
けつろんづける 

 

 

 このテーマに関する専門誌の論文は数多く発表されている19 。臨床的に

重要な再感染は、これまでほとんど確認されていない。 

 呼吸器系ウイルスの感染に打ち勝つと、ほとんどの人が完全かつ強

力で耐久性のある後天性免疫を獲得することができます。 

 血中抗体が重要な役割を担っていることは知られていないが、血中抗体は宿

主の免疫において重要な役割を担っているとは考えられていない。IgAアイソ

タイプの気道表面液中の分泌抗体は確かに重要ですが、最も重要なのはメモ

リーT細胞です20。 

 2003年にSARSに感染した人々は、17年後にも強固なT細胞媒介性免疫の明

確な証拠を示していた21。 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.02.20222778v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.02.20222778v1
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z
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ファル

ス 

10. ウイルスの亜種が出現し、大きな懸念があります。 

インポータンス 

このフィクションの目的は、パンデミックの見かけ上の期間と恐怖を、犯人

が望む限り延長することだったと思います。この点については、変種による

再感染が深刻な問題であると考える医師もおり、論争がありますが、私は、

信頼できない検査や他のウイルスを完全に排除することが、 簡略化された説

明であると考えています。 

 

THE REALITY 

私は、免疫学者としてこの問題に取り組んでいます。その立場からすると、

感染後の回復によって、患者に感染した変異型の配列を超えて、SARS-CoV-2

のすべての変異型に対する免疫が得られることを示す非常に強い前例がある

のです。 

再感染が確認された数は非常に少なく、疫学的に言えば問題にはならない。 

2003年にSARSに感染した人々は、SARSに対する強いT細胞免疫を持つだけで

なく、SARS-CoV-2に対する交差免疫も持っているのです。SARS-CoV-2は間違

いなくSARSの変種であり、配列レベルでは約20%の違いがあるため、これは

非常に重要なことです。 

もし、私たちの免疫システムが、SARS-CoV-2を見たことがないにもかかわら

ず、異物として認識し、免疫反応を起こすことができるなら、それは、20％

異なるウイルスに何年も前に感染したことによって与えられた先行免疫によ

るものであり、デルタやオムロンといったSARS-CoV-2の変種が私たちの免疫

から逃れることはないだろうと考えることができる。 

SARS-CoV-2の変種は、オリジナルのWuhanの配列と3%以上異なるものはなく

、 、おそらくそれ以下であろう。 

 

けつろんづける 
 

 SARS-CoV-2の変異は比較的遅く、自然感染で獲得した免疫を回避できるよう

な変異体は存在しない。 

 これは、ヒトの免疫系がウイルスの20〜30種類の構造モチーフを認識するに

もかかわらず、有効な免疫記憶を呼び起こすのに必要なのはほんの一握りだ

からである23。 

 ミュラーのラチェットとは、ウイルスの複製中に感染者の中で形成されるウ

イルスの変異体（「誤植」があっても修正されない）が、感染力は強いが致

死率は低くなる傾向を示すという現象である。もしそうでなければ、人類の

進化のある時点で、呼吸器系ウイルスのパンデミックによってかなりの割合

の人類が死滅しているはずである。しかし、そのような歴史的記録はない。 

 私は、いわゆるワクチンがあまりにひどい設計で、免疫記憶の確立を妨げて

いる可能性を排除しない。もしそうだとすれば、ワクチンは失敗作というよ

り、繰り返し感染する可能性がある。これは、後天性免疫不全の一種と言え

るでしょう。 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.08.416750v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.08.416750v1
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ファル

ス 

11. パンデミックを終わらせる唯一の方法は、普遍的なワクチン

接種です。 

インポータンス 

これが、パンデミックの捏造の目的であったと私は考えています。これまで

のパンデミックの終わり方は決してそうではありませんでしたし、今回のパ

ンデミックでは、極端なリスクを冒してまで、 何十万、おそらく何百万もの

完全に避けることのできる死を招いたようなことは何もなかったはずです。 

 
THE REALITY 

国民に課された介入は、ウイルスの拡散を防ぐことはできなかった。しか

し、それは明らかに不可能です（入院患者やケアホームの住人は最低限ケ

アされなければなりませんし、さらに国民に食料や医薬品を供給しなけれ

ばなりません）。 

すべての介入は無駄であり、多大な負担を強いるものでした。 

しかし、私たちは多かれ少なかれパンデミックの終息に到達している。もし

、「グレート・バリントン宣言」で提案されたような対策を採用し、発見さ

れた医薬品による治療を行い、さらに、 ビタミンの補給を奨励するなど、公

衆衛生を一般的に改善していれば、より早く、より少ない苦しみと死で、こ

の事態に対処できたことでしょう。 

 
けつろんづける 

 

 

 新規技術のワクチンで「パンデミックを終わらせる」試みは決して適切で

はありませんでした。公衆衛生上の集団介入では、非常に多くの人々がそ

れを受けることになるため、有効性よりも安全性が最優先されるのである

。 

 パンデミックの流行期間中に、長期的な安全性を十分に実証するデータを取

得することは、単純に不可能です。 

 この路線を推し進め、遺伝子ベースの薬剤を何十億人もの罪のない人々に

不必要に注入することを可能にした人々は、人類に対する犯罪の罪を犯し

ているのだ。 

 すぐに、自然免疫の方がワクチンによる防御よりも強いこと24、ほとんどの

人が感染しても深刻な結果を招く危険はないことが明らかになった25。 

 免疫不全の子供でさえ、Covid-19によるリスクは高くないので、そのような

子供にワクチンを接種するべきだという助言は致命的な欠陥がある26。 

 これらのエージェントは、期待に対して明らかに不十分なパフォーマンスしか上げてい

ない27。 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34785268/
https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/
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ファル

ス 

12. 新しいワクチンは安全で効果的です。 

インポータンス 

特にこの主張には強い違和感を覚えます。どちらの要素も嘘である。以下に

、4つの遺伝子ベースの薬剤の毒性が必然であることを概説する。 

それとは別に、臨床試験は完全に不適切でした。安全で効果的なワクチンに

よる保護を最も必要としていない人々を対象に実施された。臨床試験の期間

はあまりにも短かった。エンドポイントは、不十分なPCRテストによって測

定された「感染」のみであり、実際の感染を確認するためにサンガーシーク

エンスによって補強されるべきであった。入院や死亡のような重要なエンド

ポイントを検出するための試験力が不足していた。 

少なくとも1つの重要な臨床試験で不正行為があったという証拠があるのです

。また、製造上の不正行為と規制当局との癒着の明らかな証拠もあると思いま

す。 緊急時使用許可（EUA）が下りるはずがないのです。 

 

THE REALITY 

ワクチンという薬剤の設計は非常に煩わしい。遺伝子ベースの薬剤は、公衆衛

生への応用では新しいものです。もし私が規制当局の立場であったなら、すべ

ての主要な研究開発企業に、大規模な縦断的研究なしには承認しない、つまり

早ければ2022年初頭までにEUAを受けることはできないと伝えたことでしょう

。つまり、早ければ2022年の早い時期にEUAを取得することができないのです

。私は、子どもや妊娠中、感染した人への使用をはっきりと否定したでしょう

。はっきり言って。この姿勢を改めるには、何年も安全に使用する必要があり

ます。 

この新しい活動、遺伝子ベースの成分ワクチンの基本的なルールは、次のと

おりです。(2) 遺伝的に最も安定したウイルスの部分を選択する。そうすれば

、プロパガンダで弄ばれているような、オリジナルとは全く異なる変異体と

いう大誤報を無視することができるだろう。もう一度言いますが、スパイク

・プロテインは即座に選択から外れます。そうしないと、自己免疫の不要な

リスクが先送りされます。 

主役の4人が、合理的な選考基準に反してスパイクプロテインを選んだのは

、癒着と悪意の両方を疑わざるを得ない。 

最後に、自然の力を借りましょう。自然免疫は、ウイルスのどの構成要

素に対するものなのだろうか。私たちは、免疫レパートリーの90％がス

パイクタンパク質以外のものを標的としていることを発見した。 29。 

 

けつろんづける 
 

 

 これらの薬剤は常に有毒であることが予想されます。唯一の問題は、どの程

度なのか、ということでした。発現させるスパイクタンパク質は、血液凝固

を開始させるタンパク質を選択したため、血栓塞栓症の有害事象のリスクが

設計に盛り込まれたのです。 

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(20)30447-7?dgcid=raven_jbs_aip_email
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 ある投与量に反応して作られるスパイクタンパク質の量を制限するものは全

くありません。個人によっては、ほんの少ししか作られない人もいる。一方

、正常な範囲では、大量のスパイク蛋白が長期間にわたって合成されること

になります。この病理学的事象が発生した場所と、そのスペクトラムがどこ

であるかということが、被害者が死を含む有害事象を経験するかどうかに極

めて重要な役割を果たすと私は考えている。 

 mRNA ワクチンの場合、脂質ナノ粒子（LNP）製剤が注射部位から肝臓や卵

巣などの臓器に到達すること31 など、これらの薬剤の設計から生じる病態は

他にも数多くあるが、この証拠で始めるには十分であろう。 

 ブラックロックの元投資アナリストであるエドワード・ダウドが公表した

臨床試験やその他の不正の証拠については、このインタビューを参照され

たい32。 

 公式データの不正の証拠となるビデオ（英国国家統計局）：特に2分45秒

から問題の核心を見ることができる33。 

 製造に関する不正の証拠については、こちらをご覧ください。34 規制当局の

認可を得る際にも同じ手法が用いられており、規制に関する不正も存在する

というのが私の主張です。 

 EUAの発行に使われたファイザーのFDAへの臨床試験説明文書（P40前後）に

は、約2000人の「未確認のコビド疑い例」-つまり、症状はあるが検査を受けて

いない人がいた（さもなければ、検査は陰性であったと記載されている）-が

あったことを示す段落がある。このうち、注射後の最初の7日間で、ワクチン

群に400人、プラセボ群に200人が含まれていました。これらの被験者は、有効

性を評価するために使われたデータセットから除外された。FDAの説明会でも

認めているのです。私の知る限りでは、誰もこのことに注意を払いませんでし

た。 

 また、BMJ（旧British Medical Journal）の副編集長であるPeter Doshi博士

がまとめたように、その臨床試験にはデータ不正の証拠もあるのです。 

 多くの人々は証拠を受け入れず、見ることさえ拒否しますが、コビッド-19ワ

クチン接種後すぐに発生した有害事象と死亡の数は驚くべきもので、2021年

だけでも、過去30年間に米国のワクチン有害事象報告システム（VAERS）に

報告されたすべての有害事象と死亡をはるかに超えていることは明らかです

。以下は、VAERSからのコビドワクチン関連の死亡報告の簡略図である35。 

 法廷用の分析結果を発表するのに慣れている法医学統計学者によるこの優れ

たプレゼンテーションは、ワクチンが有効であるという主張を解体し、毒性

がいかに隠されているかを示している（録画の後半を参照）10。 

 同じグループから発表された別の論文では、ワクチンの有効性に疑問が呈されています

36。 

https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf#page%3D15
https://www.onenewspage.com/video/20220204/14277521/Edward-Dowd-Interview-portion-on-Steve-Bannons-War.htm
https://www.bitchute.com/video/KApFxhjiWLqI/
https://www.bitchute.com/video/4HlIyBmOEJeY/
https://openvaers.com/covid-data/mortality
https://openvaers.com/covid-data/mortality
https://rumble.com/vtxi1h-open-science-sessions-how-flawed-data-has-driven-the-narrative.html
https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination
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コヴィッド19の物語」はどこまで本当だったのか

？その他の考察 

はじめに 

この文書の目的は、Covid-19という病気の原因とされるSARS-CoV-2ウイルス

とそれを制御するために課された措置に関する重要な叙述事項がすべて間違

っていることを証明することである。これらの指摘の出所が科学者、医師、

公衆衛生当局者であることを考えると、彼らが単なる間違いでないことは明

らかである。むしろ、誤解を与えるために嘘をついたのだ。このように、す

べてが嘘で成り立っていることを内面化すれば、「加害者」と呼ぶべき人々

の動機が明らかになると私は考えている。 

ここ数日、2019年から欧州の血液銀行で保管されている血液 にコロナウイル

ス抗体が存在することが速報で示されました1。その意味は重大です。 

 

前代未聞の発表 

コビド事件から3ヵ月後、イギリスのテレビ番組で、科学や医学の上級顧問が

不穏なことを言っているのに気づいたんです。具体的にどのようなことなの

か指をくわえて見ているわけにはいかなかったが、次のような発言があった

。 

 「新種のウイルスなので、免疫がないのでしょう」。 

 "誰もが弱者 "であること。 

 「ウイルスの致死率が非常に高いため、住民を保護する最善の方法を探っ

ている」。 

私は、SARS-CoV-2が中国を中心に広がっていることを知り、すでにいくつか

の重要な結論に達していた。つまり、客観的に見て、私たちが大きな事件に巻

き込まれることはないだろうということだ。私は、その結論のいくつかを、ク

ルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の体験に基づくものとした。乗組員の

死者はなく、感染者さえもごく少数であったことから、事前の免疫がかなりあ

り、年齢と死亡率の関係は急であり、感染致死率（IFR）は過去の呼吸器ウイ

ルス感染症と大差はないことが示唆されたのである。しかし、私の見るところ

、上級生が適切と思われるよりもずっと怯えた様子で行動していたのです。 

このように関心が高まったので、私はパンデミックと言われる現象のあらゆ

る側面を綿密に調べ始めたのである。インペリアル・カレッジが、ニール・

ファーガソンによるモデル論文を発表したとき、私は何か非常に悪いことが

起きていると疑った。この論文では、厳しい「対策」を講じなければ、英国

で50万人以上の人々が死亡すると主張していた。ファーガソン氏は、過去5

回の英国における疾病関連の緊急事態をすべて過剰に予測し、口蹄疫の蔓延

をモデル化し、牛の群れを破壊した張本人であった。 

また、「非医薬品的介入」（NPI）についての本も読んでいたのですが、そ

こで分かったのは、NPIについて語られているものには、マスク以外は実験

的な文献が全くないということでした（マスクは明らかに呼吸器ウイルスの

感染阻止に効果がないのです）。さらに、専門家でない 

https://threadreaderapp.com/thread/1503112014700285953.html


ページ 2231

ページ中 

 

 

主要なメディアは非常に限られた専門家だけを取り上げていますが、その

中に免疫学者がいないことに気がつきました。 

スウェーデンの疫学者、アンデルス・テグネルが、自分のしていることをよ

く理解し、パニックを鎮めたようであったからである。彼は、前任者のヨハ

ン・ギーゼケ（Johan Gieseke）の副官であり、名誉職としてまだ残っている

ことも知っていた。ジーセケも心強いことに冷静だった。 

2020年3月23日、英国首相が初めて「ロックダウン」を開始したことが最後

の砦となった。これは全く前例がないことでした。私は、スウェーデンが 

のロックダウン措置を全く不要であり、極めて有害なものとして拒否して

いることを知っていた。 

 

恐怖心を煽る 

その日から、英国緊急時科学諮問委員会（SAGE）のチームは、毎日1人以上

のメンバーを立てて、首相や保健大臣と一緒に登場した。記者会見は、何の

ためにやるのか分からない蛇足なものであった。質問も、文脈に沿ったもの

ではなく、常に起こりうる事態の外縁を探り、その後に十分な準備もないよ

うな発言をするようなものであった。 

今にして思えば、記者会見をテレビで唯一「必見」のものにすることが目的だ

ったのだろうし、これだけ多くの観客を虜にすれば、一種の恐怖に基づく催眠

術をかけることができたのだろう。後にベルギーの臨床心理学者マティアス・

デスメが、このプロセスを「大衆形成」と呼び、その狙いは確かにあったと教

えてくれた2。このプロセスは、セイラム魔女裁判、悪魔による児童虐待、そ

の他の妄想のように、後に社会の狂気のエピソードであったと認められた出来

事に対する過去の信念のように悪性化することがある。 

現代社会がマス・パニックに陥りやすいのは、コントロールしやすいメッセ

ージング（完全に意図的かつ慎重に計画されているため、正しくは「プロパ

ガンダ」と呼ばれる）の普及が原因であると考える専門家もいる。2021年8月

に発表された「集団精神病-いかにして全人口が精神病になるか」というタイ

トルのアニメーション・ビデオはこの現象を説明している。アニメーション

という形式ではあるが、このビデオはギュスターヴ・ル・ボン、ジークムン

ト・フロイト、エドワード・バーネイズ、スタンリー・ミルグラム、ソロモ

ン・アッシュなどの著名人や、その後の研究者による学術研究に基づいて大

いに貢献している3。 

しかし、「大量生産」の重要性については慎重であるべきである。ある意味

で、それは完全に非人間的なものであり、集団に投げかけられ、多かれ少な

かれ効果的にランダムに人々に降りかかるものであると見なされるかもしれ

ない。 

さらに悪いことに、影響を受けやすいと抵抗できない、という考え方もある。

これとは対照的に、情報技術（IT）、データ、人工知能（AI）は、各個人に合

わせた「デジタル刑務所」を構築することができ、私たち一人ひとりの選択に

よって時間をかけて形成されるとする考え方がある4。しかし、インセンティ

ブと抑止力は、何かを購入する際の支払い方法、小さな報酬のために自分のデ

ータを売るかどうか、自分に提案されたリンクを意識的に開くかどうか、位置

情報サービスを永久に起動したままにするかどうかなど、私たちの無数の決断

と関連しています5。 

https://rokfin.com/stream/9705/Foreign-Agents-10--Covid-and-Mass-Hypnosis
https://rumble.com/vl52me-mass-psychosis-how-an-entire-population-becomes-mentally-ill-by-after-skool.html
https://rumble.com/vl52me-mass-psychosis-how-an-entire-population-becomes-mentally-ill-by-after-skool.html
https://home.solari.com/control-freedom-happen-one-person-at-a-time-with-ulrike-granogger/
https://home.solari.com/control-freedom-happen-one-person-at-a-time-with-ulrike-granogger/
https://home.solari.com/control-freedom-happen-one-person-at-a-time-with-ulrike-granogger/
https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-part-i-with-catherine-austin-fitts/
https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-part-i-with-catherine-austin-fitts/
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大量検査を利用して恐怖心を煽る 

英国でロックダウンが開始されるとすぐに、大量検査、特に症状のない人への

検査に焦点が当てられました。なぜなら、もし偽陽性率を知らずに十分な数の

人々が毎日検査を受けたら、確かにあっという間にパニックになって、自分が

ウイルスに感染しているとは知らずに歩き回っている人々がたくさんいて、他

の人々に感染を広げていると思わせることができるからです。 

ロックダウンが実施されると、検査に加えて、入院患者数、人工呼吸器装着

者数、ひいては「コビドで」毎日亡くなっている人数に記者会見は集中した

。早期治療や生活習慣の改善については、決して語られることはなかった。

最初のロックダウンは12週間続き、ほとんどのオフィススタッフは「一時帰

休」（イギリスではかつて使われたことのない言葉）をもらいながら、自宅

で仕事をするように言われた。恐怖ポルノ」は、コビットの死者がほぼゼロ

になった後も、真夏の間、ずっと続いた。それまでマスクが必要なかったの

に、真夏の暑い時期に公共の場でマスクが義務づけられたのは、私にとって

最後の藁となった。すべては劇場だったのだ。 

その時点で、私は「PCR検査」と「無症候性感染」という2つの中核的な概念

について調査することにしました。しかし、恥ずかしながら、この出来事全

体が、完全にでっち上げられたものではないにしても、「自由民主主義の西

側」全体を欺く目的で、著しく誇張されていることが、恐怖とともに私の心

にはっきり刻まれたのは、2020年の秋になってからでした。数多くの国々が

経済的に圧迫され、死に至っていた。私は、金融の観点から、何千万人もの

人々が自国に留まるよう補助するために十分なお金を借りたり印刷したりす

ることは、通貨を破壊しない限り長くは続かないことを知っていました。不

思議なことに、為替レートはあまり動かず、これも強力な力がこの出来事と

その結果を管理していることを示す手がかりとなった。この頃、各国首脳が

「Build Back Better」を唱え始め、クラウス・シュワブ氏の著書『COVID-19:グ

レート・リセット」が出版された。 

これらのことから、私は「Covidの嘘」というアイデアを思いつきました。ウ

イルスについて聞かされていたことはすべて真実ではなく、また、 、私たち

に課せられたNPIはすべて機能しないため、単なる見せ物に過ぎないように思

えたのです。 

 

ひとつのドミナント・ナラティブ 

すでに述べたように、マティアス・デスメが述べた「集団形成」を扇動する

ためには、反復と恐怖が鍵となる2。デスメによれば、この焦点の絞り込みに

よって、「集団の中にいる」人々（群衆）は文字通り、自分たちが納得して

きた物語に異議を唱えるものを聞くことができなくなるのである。真実以外

のいかなる説明も、合理的な反論を退けるために繰り広げられるのだ。そし

て実際、支配的な物語に挑戦する者は、ソーシャルメディア上で攻撃され、

中傷され、検閲され、取り消され、合理的で独立した声はテレビやラジオで

見聞きされることはなかったのです。 

デスメは、大衆形成が成功するためには、ある種の条件が整っていることが必

要だと主張する。すなわち、自由奔放な不安のレベルが高いこと、社会的孤立

の度合いが強いこと（デバイスが実際の人間関係に取って代わる）、最後に「

意味づけ」のレベルが低いこと、つまり、多くの人々にとって多くのことが意

味をなさないということである。このような状態にある人々の中に危機を落と

し込み、それを何度も繰り返すと、事実上、催眠術をかけることができるので

す。 
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物語が定着したとき、次に何が起こるか？ 

 今、人々の不安は明らかな焦点を持ち、それは安心感として感じられます。 

 マスク、戸締まり、検査、手指の消毒といったルーチンは、ある人にと

っては儀式となり、日々の意味を与えてくれる。 

 最後に、多くの人々が同じように行動し、同じセリフ（テレビ、ラジオ、

新聞、自分のデバイスで何度も聞いたセリフ）を繰り返しているため、人

々はこれまで感じたことのない方法で国家的努力の一部を感じることがで

きます。 

 この組み合わせは、物語に疑問を持ったり、単に従うことを拒んだり

した人に対する目に見える強い罰と相まって、集団思考を強化します

。 

群集心理の専門家によれば、これほど深く「大衆の中にいる」人たちを抽出

することはほぼ不可能だという。しかし、このようなトリックに決して引っ

かからない別のグループが常に存在する。外見は快活でのんびりしているが

、このような人々は概して懐疑的で、権威者に言われたからではなく、自分

にとって意味がある場合にのみ物事に従います。 

また、中間の第三のグループは、何かが間違っていると感じながらも、自分

の信念を貫く勇気がなく、どちらかというと受け身で、言われたことに従う

傾向がある人たちです。彼らは催眠術にかかっているわけではないが、第三

者から見るとそう見えることがある。 

群集心理の専門家は、嘘を見破った人たち（第二グループ）に発言を促し、

それを継続させる。これによって、物語に説得されていない他のすべての人

々が発言することが正当化され、中間グループから何人かが引き出されるか

もしれない。大衆」グループの人々でさえ、物語にさらに深く入り込むこと

を防ぐことができる。そこから、出来事を画策する人々が、そのような人々

に残虐行為を行うよう促すことができるのだ（ ）。 

 

ワクチンの嘘 

2020年後半、話題は来るべきワクチンに移りました。32年間、医薬品の研究

開発（R&D）に携わってきた私は、ワクチンについて言われていることが嘘

ばかりであることを知っていました。十数年かけて丁寧に作ったものを迂回

したり、数カ月に圧縮したりすることは不可能です。これから出てくる製品

は、私の考えでは非常に危険であることがほぼ確実でした。そして、この分

野を読み解くようになってから、私はさらに心配になった。 

私の「コビッドの嘘」コメントでは、物語の主要なポイントだけを切り出して

、そのどれもが真実でないことを示しています。つまり、ちょっとした嘘では

なく、全体の構成が嘘だったということです。そして、その主要なウソをすべ

て説明した上で、加害者側がいかにしてウソをつき通したかを明らかにする。

結論として、この事件は、軽い状況から作られた、あるいは誇張されたもので

あるという私の考えを、読者は共有することになると思う。 

覚えておいてほしいのは、「公共の場」では代替的な意見は一切認められな

かったということだ。実際、パンデミック宣言のかなり前の2019年7月には、

強力なメディア組織のグループがすでに集結し、Trusted News Initiative（

TNI）を設立していた。TNIの目的は、マスメディアのメッセージをコントロ

ールすることと、あらゆる方向からの代替的な声をつぶすことの両方であっ

た(6)。 

https://dailyexpose.uk/2021/08/29/the-trusted-news-initiative-a-bbc-led-organisation-censoring-public-health-experts-who-oppose-the-official-narrative-on-covid-19/
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繰り返しになりますが、コビッドのシナリオはすべて嘘でした。間違いでは

ない。他人の台詞を繰り返した政治家の多くは、専門家に頼って情報を得た

と弁明しようとするかもしれない。米国疾病管理予防センター（CDC）のロ

シェル・ワレンスキー所長が最近行ったのは、CDCがワクチン接種を推奨し

たのは、CNNがファイザー社のプレスリリースを掲載し、そのプレスリリー

スによると、同社の製品は「予防接種を推奨していない」と述べたからだ、

と言ったのだ。 

コビド19ワクチンは95％の有効性があった。(しかし、英国のパトリック・バ

ランス科学顧問や米国のアンソニー・ファウチ国立アレルギー・感染症研究

所（NIAID）所長など、公衆衛生局からこの誤ったシナリオを広めた真の専門

家は、彼らの発言が真実でないことを知っていた。 。 

 

動機の問題 

ここで、動機の問題が出てきます。このような恐怖の状態を作り出すために

、どのような動機があり得たのでしょうか。それを許可したのは誰だったの

でしょうか。 

私は良性の説明を見つけようとしたが、そうすることができなかった。私が導

き出した論理的な結論は、非常に不穏な読み物になっています。私は、あなた

と、いや、誰とでも、この問題について議論することを楽しみにしている。私

がすべての点で正しいとは思えませんが、全体像が極端な欺瞞と高度に組織化

された詐欺であることは確かです。しかも、このような見解に至るのは、私一

人ではない。例えば、ある著者は、"if I were going to conquer you "と題するエッ

セイの中で、自由民主主義諸国を同時に「クーデター」して世界を征服するた

めに、犯人が何をするのかを説明している7。 

大手製薬会社の元役員レベルの科学者で、このような発言をしているのは、

世界中で私一人だけのようです。私は、この不正の重要な要素を特定するた

めに、2年間無償で投資してきました。この不正を広く知らしめ、最終的には

停止させ、正義を貫くために貢献してくれる立派な人たちとつながれること

を心から願っているからです。これらの努力の結果、私は、人命、経済、そ

して人間社会の構造そのものに莫大な犠牲を払って2年間行われた世界規模の

詐欺を説明することができます。これは、一般人の利益にはならない目的の

ために組織された有力者によってのみ行われたはずです（ ）。 

 

その他の観察事項 

すべてが中心ではありませんが、私の結論を補強する多くの付随的な指摘が

あります。以下に、そのいくつかをまとめてみた。このリストは完全なもの

ではなく、 追加される可能性がある。 

 

不正の評価 

5 つの短いビデオシリーズ9 の中で、同じ不正行為に対するカナダのチームの

解釈の著しい類似性を見出すことができる。特に、医薬品以外の介入に関す

る2作目（3.5分）にご注目ください10。 

https://boriquagato.substack.com/p/if-i-were-going-to-conquer-you?s=r
https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/pandemic-alternative/
https://rumble.com/vv3xn6-non-pharmaceutical-interventions-npis.html
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詐欺のリハーサル 

ドイツの調査ジャーナリストであるPaul Schreyerは、この詐欺が長年にわた

ってリハーサルされ、次第に、すべての関係者が現在疑惑のCovid-19 の詐欺

を実行していることを明らかにしている11。 

 

オートプシー 

なぜ、2020年当時も現在も、世界中で検死が強く抑制されたのでしょうか。

私の結論は、Covid-19 死の欠如を隠蔽するためであったということです。ワ

クチン接種後、死亡の大部分はワクチンによるものと判断され、 の剖検の欠

如はそれらも覆い隠しているのです12。 

 

PCRテスト 

ノーベル賞を受賞したPCR検査の発明者であるKary Mullis博士は、PCRをウイ

ルス性疾患の診断に用いてはならないと明言している13。したがって、「症

例」は、その 適切性について多くの議論がある、この一つの検査の結果のみ

によって、どのような根拠で決定されたのだろうか。 

 

死因 

SARS-CoV-2陽性反応後28日以内に何らかの原因で死亡した場合、「Covid 

death」として記録される。このような死因の割り当ては、これまで一度も行

われたことがない。信頼できないPCR検査と、疑わしい「陽性」を何らかの

死因として恣意的に割り当てることは、人々を騙し、怖がらせるのに非常に

効果的な方法であった。多くの人は、人間の気道に感染するウイルスが、普

通の風邪のウイルスでさえも、文字通り何十種類もあり、そのうちのいくつ

かは、高齢者や 病弱な人々に重い病気をもたらすことを知らない。 

 

病院プロトコール 

私が調べたところ、病院の治療プロトコルは、人を殺すために設計されているようです

。 

 英国では、信頼できないPCR検査で全員が検査され、それが入院患者に繰

り返し適用されることから経路が始まる。入院患者の2％が病院で死亡す

ることを考えると、劣悪な検査が繰り返されることで、多くの「Covid 

death」が保証されることになる。 

 コビド陽性と「診断」された患者は、その後隔離され、患者が衰弱するま

で面会は許されない。 

 標準的な治療法は、ミダゾラム（ベンゾジアゼピン系鎮静剤）とモルヒネ

をシリンジドライバーから静脈内投与するもので、その量は、自力で呼吸

できる患者にとって望ましい量の最大10倍にもなる。その結果、呼吸不全

に陥り、直ちに死亡するか、人工呼吸が行われ、すべての治療が中止され

ることがよくある。これは殺人だ。 

英国では、英国国民保健サービス（NHS）が、ミダゾラムを通常発注しなが

ら、2019年の処方を禁止して1年分を備蓄していた証拠がある。2020年4月ま

でに（2カ月以上）全量を使い切った。その後、フランスのジェネリック医薬

品会社からさらに1年分を大量購入し、在庫を一掃した。 

https://wissen-ist-relevant.de/vortrage/paul-schreyer-pandemic-simulation-games-preparation-for-a-new-era/
https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/
https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/
https://www.youtube.com/watch?v=rXm9kAhNj-4&ab_channel=CliveRichardson
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アメリカの病院では、人工呼吸器までの各ステージに合格すると、段階的に

キャッシュボーナスが支給されるようになっている。 

Covid-19は閉塞性肺疾患ではないので、機械的換気が適切であることは稀であ

る。血中酸素の脱飽和は、酸素濃度を高めた非侵襲的なマスクを用いて対処

するのが最善です。2020年2月にイタリアでこれを試したところ、病院は1週

間以内に人工呼吸を中止し、その結果、ほとんどの人工呼吸された患者が死

亡し、ほとんどのマスクされた患者が生存したという、非常に顕著な違いが

ありました。どうやら、イタリアの医療従事者が「武漢の同僚」から教わっ

ていた治療方法は、「武漢プロトコル」と呼ばれるものだったようです。こ

の中では、興奮した患者を早く鎮静・換気すればするほど、患者の可能性が

高まるという指導がなされていた。これは嘘であった。パニックに陥った患

者には抗不安薬（抗不安剤 ）と酸素マスクが必要だったが、その代わりに殺

されてしまったのだ。 

 

実験用ワクチン 

私は、特にコビド回復者、妊婦、小児に対する斬新で実験的な「ワクチン

」の誤用に憤りを感じています。 

 回復した人は免疫があり、体はすでにスパイクタンパク質を発現して

いる細胞を攻撃する態勢にあるため、有害事象のリスクは大幅に上昇

します。 

 妊婦は若く健康であることが多いので、コビド19のリスクが大きく高まる

ことはない。サリドマイド（1956-1962）以来、私たちは妊婦への実験的薬

剤の使用を承認しておらず、生殖毒性学的研究なしに承認したことはあり

ません。どのワクチンにも "Reprotox "パッケージ（化学物質、薬物、物理

剤、生物製剤の生殖への影響に関する要約）が完成していません。私はこ

のテーマについて、America's Frontline Doctors（AFLDS）と共に裁判所に短

い鑑定書を提出しました14。ワクチンメーカーはまた、ADME-Tox（吸収

分布代謝排泄毒性）パッケージと呼ばれるものを完成させていないのです

。2022年3月に情報公開法（FOIA）の要請で入手した文書によると、ファ

イザー社は2021年4月30日の時点で、つまりすでに1億回分近く製造・出荷

した後で、マタニティへのワクチン接種を「研究する予定」であったこと

が示されている。 

 健康な子供にこれらの薬剤を誤用すると、間違いなくリスクとベネフィ

ットが逆転してしまいます。 

もし、正当な公衆衛生活動であれば、このようなことは絶対にしないはずだ

からである。私がこれらの懸念事項を説明した世界初の論文を共著したとき

、当局者は全国放送のBBCやその他のメディアで嘘をつき、私や私のように

疑問を呈していた人々を中傷したのです。なお、欧州医薬品庁（EMA）に提

出された問題の請願書は、2009年に詐欺的な「豚インフルエンザ 」のパンデ

ミックを阻止したドイツの公衆衛生医で小政治家のウォルフガング・ウォダ

ルグ博士が共著者である15。 

 

改訂された定義 

私は、2つの奇妙な出来事を観察した。まず、WHOは「免疫」の定義を

「自然感染またはワクチン接種後に得られるもの」から変更し、ワクチ

ン接種のみに言及し、「自然免疫」を除外したこと16。 

https://home.solari.com/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-of-MikeYeadon-fertility-signed.pdf
https://dryburgh.com/mike-yeadon-coronavirus-vaccine-safety-concerns-petition/
https://peterlegyel.wordpress.com/2021/01/15/who-changes-definition-of-herd-immunity/
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ワクチン接種で目的を達成することができるのです。なぜなら、体はウイル

スのあらゆる部分に触れているので、再感染してもウイルスのどの部分にも

反応するからです。また、「ワクチン」の定義も変更され、従来のワクチン

ではほぼ必ず行われていた感染や伝播の防止が不要になりました。少なくと

も呼吸器系ウイルスの場合、症状が出なければ他の人に感染させることはで

きないからです。 

さらに、WHOは "パンデミック "の定義を変更しました。以前は、"パンデミ

ック "とは、ある病原体が多くの国で同時に蔓延し、多くの患者や死者を出す

ことを意味していた。この定義が変更され、多くの死者を出す必要がなくな

ったのである。(2010年、誇張された豚インフルエンザのパンデミックの後、

イギリスのテレビでインタビューに答えたウォルフガング・ウォダルグ博士

[45分50秒]を参照(私は、これは2020年のCovid-19パンデミックの予行演習だっ

たと今では思っている)。 

なぜなら、PCRはあらゆる病原体に対して設計することができ、多数の偽陽

性が現れるようなプロトコルを採用することが可能だからである。このため

、悪質な行為者は、比較的容易に、ほとんど命令通りにパンデミックと錯覚

させることができるのです。Wodarg博士は、2021年1月のインタビューで、

2009年の経験を振り返り、最近の出来事との興味深い類似点を示している18

。 

多くの人は、専門家が言う「非常に高い割合の陽性が偽陽性である」という話

を、単純に信じない。しかし、私は断言しますが、疑われた流行がすべて幻想

であり、100％の陽性が偽陽性であったという事象は、純粋に数多く存在しま

す。2007年、New York Timesは「そうでない流行」の例を報じたが、それを初

めて読んだとき、私はぞっとした。19 専門家が「迅速かつ高感度の分子テス

トを信頼しすぎて道を誤った」と認めたこの本物の出来事が、現在我々が生き

ている のような大流行を誇張（あるいは完全に偽造）する方法を生んだのだ

ろうか？ 

 

奇想天外な発言 

ビル・ゲイツが「地球上のほとんどの人がワクチンを接種するまで、私たち

は正常な状態に戻れないだろう」と言ったことに早くも気づかされました。

これは、医学的、科学的な訓練を受けていない（というより、大学で何も学

んでいない）人物の発言としては、奇妙なものである。高齢者や病弱な人だ

けが感染すると死の危険にさらされるのに、全人類にワクチンを接種する必

要は決してないのです。また、コビドによる死亡の年齢の中央値は、すべて

の原因による死亡の年齢の中央値と同じか、それ以上であったことに注意し

てください。 

トニー・ブレア前英国首相は、信頼回復のためにはワクチン・パスポートが

不可欠だと主張した。しかし、これもまた不合理なことであった。このこと

が明らかになると、ワクチン接種を強制するケースは消え去り、現在もこの

立場である。感染を恐れるなら、ワクチン接種者ではなく、呼吸器症状もな

く、健康な人が一番安全なのだ。 

https://www.expandingawarenessrelations.com/tag/wolfgang/
https://www.pandata.org/wolfgang-wodarg/
https://www.pandata.org/wolfgang-wodarg/
https://silview.media/2020/12/26/nyt-2007-faith-in-quick-test-leads-to-epidemic-that-wasnt/
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ブースターと抗体 

ブースター（増強剤）"というのは、表向きは免疫力を強化するために不十分

な量の薬剤を次々と投与することであるが、免疫学的な根拠はない。本物の

免疫力は数ヶ月、時には数週間でなくなる。犯人は、毎年のインフルエンザ

・ワクチンに対する一般の人々の理解を利用して、危険で効果もないものを

何とか常態化させようとしている。 

また、早くから免疫の議論では、抗体が議論の対象となり、T細胞は「過激派

の陰謀」であることに気づいていました。これもまた不合理な話です。私は

、呼吸器系ウイルスの感染には血液型抗体は比較的重要ではなく、無関係で

ある可能性があることを、私と一緒に証明してくれる専門家証人を集めるこ

とができます。なぜなら、ウイルスは気道の空気側に感染し、血液型抗体は

血液からこの「区画」に入ることができないからである。血中抗体と呼吸器

ウイルスは、異常な状況下でない限り、決して出会うことはない。逆に、T細

胞は血液から離れ、 、感染した気道組織を移動し、感染細胞を除去する。 

 

ファーガソン社の実績 

インペリアルカレッジのニール・ファーガソン教授は、モデリングと 予測の

実績が乏しい20。 

 

予知能力のある証言 

WHOの元職員であるジェーン・ビュルガーマイスターは、2010年に恐ろしく

予見的な証言をした。彼女の理解では、呼吸器ウイルスのパンデミックは、ほ

ぼ全員にワクチン接種を強制するために利用され、これには不吉な動機があ

るということだった21。 私はこれを最初に見たとき、否定した。私たちの多

くが悪から本能的に目を背けているのは、私たちの論理が語るようなことが他

の人間には可能であると信じることができない、あるいは信じたくないからだ

。しかし、私はもうこの説を否定しません。それは、完全に独立したポール・

シュライヤーのドキュメンタリー（ Schreyer）とあまりによく一致している。 

 

もっと先見性のある証言を 

22 この証言は人口の拒絶を語っており、ジェーン・ビュルガーマイスタ

ーのように、詐欺を概念的な世界政府の中に位置づけている。ここでも

、これを拒否することもできるし、他の情報（ ）と一緒に検討すること

もできる。 

 

結論 

私は、悪の証拠から目をそらすというテーマを発展させる価値があると思い

ます。私が提示した証拠によって、全世界が、予想通り莫大な苦しみと死を

もたらす方法で騙されていることが完全に明らかになった。課された「対策

」のどれもが呼吸器系ウイルスによる病気と死を軽減することはできなかっ

たことを考えると、唯一の結果は市民社会の崩壊と経済・金融システムへの

致命的ともいえるダメージであった。ここでもう一度強調したいのは、WHO

の科学者が2019年の時点で呼吸器系ウイルスの流行とパンデミックに対する

管理策の詳細な見直しを行い、課されたNPI対策は全く違いをもたらさないと

いう結論を出したことだ23。 武漢での管理に関する主張は信用できない。 

https://covid19up.org/neil-ferguson-fear-driven-predictions/
https://covid19up.org/neil-ferguson-fear-driven-predictions/
https://brandnewtube.com/watch/jane-bu-rgermeister-forced-vax-warning-february-15-2010_Con7FXMOCvgW8Or.html
https://brandnewtube.com/watch/jane-bu-rgermeister-forced-vax-warning-february-15-2010_Con7FXMOCvgW8Or.html
https://wissen-ist-relevant.de/vortrage/paul-schreyer-pandemic-simulation-games-preparation-for-a-new-era/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329439
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この行動を承認したはずの利害関係者は、世界の資本と資産の大部分を所有

または支配している。彼らの動機はお金のためであるはずがない。なぜなら

、彼らは中央銀行や民間銀行にあるお金を作り出す装置の上に立っているか

らだ。同様に、国民に対する総体的な支配を得るためでもない。なぜなら、

彼らはすでに明らかにそれを手にしているからだ。少なくとも、強制的なデ

ジタルID（役に立たない「ワクチンパスポート」を装ったもので、いわゆる

ワクチンはどれも感染を減らせないため役に立たない。）これに、現金の引

き揚げと中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入による「金融大リセット」を

加えれば、完全に管理された人口ができあがり、地上での人間の介入なしに

自動的にコントロールできるようになる。必要なのは、国民に健康パスポー

トの提示を求めること、さもなければ、AIアルゴリズムが許可しない限り、

食品店へのアクセスなど、規制された閾値を超えることも、デジタルマネー

を使った取引も許されなくなることである。もし、人類の乗っ取りを行う人

々が、もっともらしい否認権を持って、人口の一部を排除することを望むな

ら、これ以上の好都合なスタート地点はないだろう。 

私は、嘘を見抜けないのは、このシナリオに引っかかる人の欠点だとは思わ

ない。人々は、政府や専門家が、よく知られた欠点や時折発覚する腐敗があ

っても、できる限りのことをしようとしていると信じたいのです。一般市民

を必要以上の存在とみなしている権力者たちがいるという真実を受け入れるこ

とができないのだ。彼らは悪を否定したいのです。なぜなら、このような世界

について考えるのは、気分が悪くなり、悲しくなり、不快になるからです。

現実を否定したいのです。それが彼らの対処法であり、悪の加害者に利用され

ているのです。それは、文字通り、大量殺人を行おうとする人たちに、見えな

いマントを与えるのです。多くの人たちが、それが起こっていないことを想

像しようとするのですから。 

ここで集めた情報をどうすればいいのか、私にはよくわからない。私が「コ

ビッドの嘘」と呼んでいる要約を冷静に検討すれば、心の広い人なら誰でも

、私たちは皆、致命的な結果をもたらす怪しげな詐欺に遭っており、長期に

わたる計画と故意の傷害行為には圧倒的な証拠があることに同意することに

なると思います。それを簡単に言うことはできないが、ワークショップのよ

うに客観的に表現し、参加者が（証拠に導かれつつも）自分なりの結論を導

き出すように教えることは可能である。 

支配的な物語を「真実」だと信じている人々の集団に、講義としてこのような

話をしたところで、まったく反応がないだろうと思う。たとえ、この事件が秘

密警察の経験豊富な専門家によってもたらされ、いくつかのグループを買収す

るために巨額の資金を必要としたことを伝えて打撃を和らげたとしても、誰も

自分が騙されたことを受け入れたくはないでしょう。良い面では、不正行為が

続いていることを見抜く人が増えてきている。特に、金融アナリストのコミュ

ニティでは、不正の証拠となる多くのもののうち、生命保険金請求に言及し

た良い例である24。 

これを無視し、このまま消え去ることを願うのは、ナイーブであり、我々全員

にとって非常に危険である。加害者たちは消えておらず、秋には戻ってくる可

能性が高い。もしその前に、重要な利害関係者がこれまでに起こったことを理

解し、次の恐怖を引き起こすエピソードの多くの可能性に注意を払うよう「予

防接種」をしていなければ、今年か来年に彼らが全体主義的専制政治を行うこ

とになると私は予想しています。 

よろしくお願いします、そして読んでくださってありがとうございます。 

https://rumble.com/vwjmjm-bombshell-naomi-wolf-interviews-edward-dowd-about-pfizer-fraud-and-criminal.html
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マイク・イェドン博士について 

私は、商業用研究開発で32年の経験を積んだ、ライフサイエンス研究開発の

プロフェッショナルです。私がこのようなことを言うのは、それが真実であ

ると信じているからにほかなりません。私はこれまで、何かに賛成したり反

対したりする運動をしたことはありませんし、Covid-19に参加するまでは、

自分の専門的な役割の狭い範囲以外のことについて、公にコメントしたこと

はありませんでした。 

ファイザーで過ごした日々は、とても楽しいものでした。ファイザーは良い

雇用主でしたし、英国の研究開発拠点の閉鎖に伴い、私は素晴らしい条件で

退職することができました。その証拠に、退職した翌年（2012年）にはファイ

ザーと業務提携を結び、最終的に成功した事業に一緒に取り組み、2017年に

全員が利益を得て終了しました25。 

私は、この詐欺の疑いについて発言している、最も高度で広範な資格を持つ

科学者である。私は、 、あらゆるところで国民を欺いていると断言するほと

んどの人たちとは異なり、金銭的な利害関係やその他の利害関係を有してい

ない。 

 

プロフェッショナルプロフィール 

 現在、America's Frontline DoctorsとTruth For Health Foundationのチーフサ

イエンティフィックアドバイザー。 

 ノバルティスが買収したバイオテック「ジアルコ」の元創始者兼CEO（2017年）。 

 元英国ファイザー社副社長兼アレルギー・呼吸器疾患研究ワールドワイド

ヘッド（1995-2011年）。 

 米国を中心に30社以上のバイオテクノロジー企業の独立コンサルタント（2011年～

2021年）。 

 呼吸器薬理学で博士号（1988年）、 生化学と毒物学で1級優等学位をダ

ブル取得（1985年）。 
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