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ハーバード大学の科学者チャールズ・リーバー博士、ナノワイヤ、DoD、
CCP、Wuhan、covid、5G、ナノチューブなど。 

 

話を簡単に要約すると、ハーバード大学の科学者チャールズ・リーバー博士が、

武漢の技術研究所に自分の画期的な技術を提供した際に、共産主義の中国から数

百万ドルを受け取ったと当局に嘘をつき、昨日 6つの訴因すべてで有罪判決を受
けたというものです。 
 

リーバー博士は天才的な科学者で、エキゾチックなナノワイヤー技術を専門と

し、それが人間の神経学や生物学とどのように結びつくかを研究しています。彼

の実際の特許タイトルと番号の一部を紹介します。 
 

9,029,836 モノリシックに統合されたグラフェン構造の制御された合成 
 

10,369,255 細胞、組織、その他の用途のための、ナノエレクトロニクスコンポー
ネントからなるスカフォールド 
 

9,595,685 センシング等の用途におけるナノスケールワイヤ、ナノスケールワイヤ
FETデバイス、ナノチューブ-電子ハイブリッドデバイス 
 

この技術は、人間の神経系とインターフェースするナノメッシュの格子を、内蔵

された AIシステムが制御することで、人間の監視と制御の両方を可能にしま
す。この技術は中国に移転されていた。 
 

ナノメッシュの格子はワクチンに挿入され、いったん注入されると自己組織化し

て、人間の神経を読み取って制御するニューラリンクのようなコンピュータ・イ

ンターフェース・システムになるのではないかと考えられている。 
 

https://www.naturalnews.com/2021-12-22-harvard-scientist-dr-charles-lieber-nanowires-dod-ccp-
wuhan-covid-5g-vaccine-bioweapons.html 
 

ハーバード大学の科学者チャールズ・ リーバー博士、ナノワイヤ、 、 、DoD CCP Wuh
、 、 、カーボンナノチューブ（ ） 、軍用ワクチン、an covid 5G CNT SpFN 

スパイクフェ リチンナノ粒子など。  
 

年 月 日（ 水） ：2021 12 22  by マイク・ アダムス  

(Natural News 真の陰謀) "  
の下にすべてをファイルします。このニュースの詳細については、以下の つのポッドキャストをご覧く ださい。私" 2
は今日、アレックス・ ジョ ーンズ・ ショ ーに 回出演し、この件についてさらに詳しく 説明5 しました。その模様は、ブ
ライトンから配信されますので、以下に掲載します。  

この話の背景を知るためには、少なく とも下記の「 Part 1 Situation 
」 のポッドキャストを聞いて、スピード感を身につける必要があります（ 約 分） 。Update 45  



簡単に要約すると、ハーバード大学の科学者であるチャールズ・ リーバー博士が、自分の画期的な技術を武漢の技術研
究所と共有した際に、共産主義の中国から数百万ドルを受け取ったと当局に嘘をつき、昨日 つの訴因すべてで有罪判6
決を受けたというものです。(また、ボストンのローガン空港から生物兵器（ と ） を密輸MERS SARS しようとした
人物も逮捕されました。）  

リーバー博士は天才的な科学者で、エキゾチックなナノワイヤー技術を専門とし、それが人間の神経学や生物学とどの
ように結びつく かを研究しています。彼の実際の特許タイトルと番号の一部を紹介します。  

モノリシックに統合されたグラフェン構造の制御された合成9,029,836  
細胞、組織、およびその他の用途のためのナノ電子部品10,369,255  

からなる足場 
センシングおよびその他の用途のためのナノスケールのワイヤ、9,595,685 ナノスケールのワイヤ デバイス。FET  
細胞、組織、その他の用途の9,457,128  

ためのナノエレクトロニクスコンポーネントからなる足場 
ナノワイヤの半径方向のアドレッシングを提供する装置、方法、およびコンピュータプログラム製品。9,252,214  

米国司法省の発表を引用したTownhall.comより。  

ハーバード大学化学・ ケミカルバイオロジー学科の学科長であるチャールズ・ リーバー博士（ 歳） は、60 今朝逮捕さ
れ、重大な虚偽の、架空の、詐欺的な記述を行ったという つの罪で刑事告訴されました。1    

中国国籍のYanqing 
Ye（ 歳） は、本日の起訴により、ビザ詐欺、虚偽の陳述、外国政府の代理人としての活動、および共同謀議の各29 1
件の罪で起訴されました。 は現在、中国に滞在しています。Ye  

中国人のZaosong 
Zheng（ 歳） は、 年 月 日にボストンのローガン国際空港で逮捕され、30 2019 12 10 生物学的研究の 本のバイアルを21
中国に密輸しよう としたとして刑事告訴されました。   

年月 日、 は、米国から物品を密輸した 件の罪と、虚偽、架空または不正な声明を出した 件の罪で起2020 1 21 Zheng 1 1
訴されました。 年 月 日から勾留されています。  2019 12 30  

「 裁判資料によると、 年以降、ナノサイエンス分野を専門とするハーバード大学のリーバー研究グループの研究2008
責任者を務めてきたリーバー博士は、米国国立衛生研究所（ ） および国防総省（ ） から、 万ドル以上NIH DOD 1,500
の助成金を受けています。   
これらの助成金は、外国政府や外国の団体からの資金援助など、外国の重大な金銭的利益相反の開示を要求しています
」 と、 は明らかにしています。DOJ  

年からハーバード大学が知らないうちに、2011 リーバーは中国の武漢理工大学（ ） の「 戦略的科学者」 となりWUT
、 年頃から 年まで中国の「 千人計画」 の契約参加者となっていまし2012 2017 た。   
中国の千人計画は、中国の科学的発展、経済的繁栄、国家安全保障を促進するために、ハイレベルの科学的才能を引き
寄せ、採用し、育成することを目的とした、最も著名な中国の人材確保計画の一つです。" 

ナノメッシュ、神経学的なインターフェース制御システム、ナノワイヤーの

「放射状アドレス」。 

リーバー博士の別の特許 

ナノワイヤの放射状アドレスを提供する装置、方法およびコンピュータプログラム製品9,252,214  

これにより、人間の神経系とインターフェースするナノメッシュの格子を制御する システムを組み込み、人間の監AI
視と制御の両方を行うことができる。この技術は中国に移転されていた。  



ナノメッシュの格子はワクチンに挿入され、いったん注入されると自己組織化して、人間の神経を読み取って制御する
ニューラリンクのようなコンピュータ・ インターフェース・ システムになるのではないかと考えられている。  

この技術により、マーク・ ザッカーバーグは、ゴーグルを使わずに、自分の「 メタ」 ユニバースをあなたの脳内に投影
することができるようになるのです。これは完全なマトリックスのシナリオであり、これらのナノワイヤー組み込み/
計算機システムは、最終的にあなた自身のプライベートな思考（ 内なる対話） を読み、あなたが持っている最もプライ
ベートなもの、つまりあなたの心を監視することができるのです。  

この技術は、トランスヒューマニズムと人類の「 ボーグ化」 を象徴しています。神経レベルでの完全な奴隷化とマイン
ドコントロールの最終目標である。この技術は、「 ワクチン」 と偽った皮下注射の針を使って体内に挿入することがで
きます。 これは、すべてのワクチン注射がナノワイヤーのペイロードであることを意味するものではなく 、ナノワイ(
ヤーのペイロードは、そのナノスケールのサイズのためにそのような針に挿入することができるということです） 。  

5Gで活性化するカーボンナノチューブの "ペイロード "リリースシステム 

カーボンナノチューブ（ ） と、それがどのようにして「 ペイロード」 を細胞に届けるのかについて読んでみましCNT
ょう。これらの は、CNT 特定の個人を対象とした 放送などの外部信号によって活性化する5G ことができます。  

FBcoverup.comから、 のサーバーにミラーリングされていますNN 。  

研究タイトル反応性分子動力学シミュレーショ ンと の観点から見たカーボンナノチューブ内の水沸騰による薬物DFT
放出の分子的起源 

この研究から 

年に1991 カーボンナノチューブ（ ） が発見されて以来、CNT それ以前の 年には が注目されるようになり、1952 CNT
現在ではその有用性が見出されています。中空の円筒形構造を輸送体や容器として利用するアイデアは、長年にわたっ
て提案されてきた。最近では、これらの新規材料の特殊な特性が医学界で発見され、タンパク質、核酸、その他の生物
学的活性分子などの小さな治療薬のための新しいドラッ グデリバリーシステムの開発が期待されている。 は、そCNT
のユニークな特性により、ドラッグデリバリー、ドラッグデリバリーエージェントとしてのセンサー、温度上昇による
腫瘍の破壊、コレステロールや血糖値の測定、抗原の識別、毒性のない 結合DNA などに使用されている。細胞内での
の潜在的な能力を考えると、 の潜在的なアプリケーショ ンは、毒性作用のない薬剤や抗体の輸送や送達に使CNT CNT

用されます。  

前述したように、レーザー光によって に与えられた熱エネルギーを利用して、チューブ内の分子の動きを加速さCNT
せ、その結果、ナノチューブからの放出を促進することができると提案されています。また、 と分子の相互作用CNT
を弱めたり、破壊したりするのにも利用できる。また、レーザーの照射強度を調整することで、ナノチューブ周辺の局
所的な温度を制御し、標的となる生体細胞の死を防ぐことができる。  

この技術とリーバー博士のナノワイヤー「 メッシュ」 システムを組み合わせて、十分に複雑なレベルにまで進化させれ
ば、人間の細胞内に放出される「 ペイロード」 を外部から電磁的に制御することが可能になり、事実上、二元的な武器
システムを構築することができる。  

ワクチンの針が を運ぶことができる。 タワーは を起動することができますCNT 5G CNT 。問題は、ペイロードが何で
あるかということです。  



米軍がスパイク・フェリチン・ナノ粒子の「万能」ワクチンを展開-最後の殺し

文句？ 

現在、国防総省の資金と の助成金を使ってNIH 過去 年間に開発された20 リーバー博士の技術と思われるものを使い、
すでにコビドワクチンで現役兵士を大量に殺害しようとしている米軍は、チャールズ・ リーバー博士の研究に基づいて
いると思われるナノテクノロジーの「 万能ワクチン」 を発表しました。  

年 月 日、2021 12 16 Army.milより。  

最近発表された一連の前臨床試験結果によると、ウォルター・ リード陸軍研究所（ ） の研究者らが開発したWRAIR ス
パイク・ フェ リティ ン・ ナノ粒子（ ）SpFN COVID-
ワクチンは、19 強力な免疫反応を引き起こすだけでなく 、懸念されているSARS-CoV-
の亜種や他のコロナウイルスに対しても幅広い防御効果を発揮する可能性があります。2  

のWRAIR Emerging Infectious Diseases Branch 
(EIDB)の科学者たちは、現在のパンデミックに対処し、懸念されている亜種や将来出現する可能性のある類似のウイ
ルスに対する最初の防御策として機能することを目的とした、先見性のある「 pan-

」 戦略の一環として、フェリチン・ プラットフォームをベースにしSARS た ナノ粒子ワクチンSpFN を開発しました。  

このように、軍は合成ナノ粒子であるスパイク・ フェリチン・ ナノ粒子を使って体内の細胞に侵入し、ペイロードを届
けているのだ。もちろん、これは救命技術として説明されていますが、軍は 年以上前から兵士の大量殺人を行って100
きました。黒人兵士への医学実験の歴史を見れば、衝撃的な事実がわかるだろう。  

トランプ氏が「 ワープ・ スピード作戦」 を発動し、米軍を使ってコビットワクチンを記録的なスピードで配布・ 配備す
ることを自慢していたことを忘れてはいけない。トランプ氏は最近でも、通常「 年から 年」 かかるワクチンの研究5 12
期間をわずか「 ヶ月」 に短縮したことを自慢していますが、これは驚く べきことだと思います。これを実現するため9
に、彼は製薬会社と に、FDA 安全性の研究をすべて省略して、何十億人もの人々 に大量注射する真の医療実験を行う
ように命じただけです。  

トランプ大統領がワクチンを 倍にしたことについては、こちらで詳しく 紹介して3 います。  

米軍は 1918 年に「プランデミック」を行い、「スペイン風邪」と銘打ったが、

実際にはワクチンが原因だった 

年のいわゆる1918 「 スペイン風邪」 は、スペインとは関係ありませんでした。カンザス州フォートライリーで米軍兵
士に接種されたワクチンが原因で発生した、コビトのような「 プランデミッ ク」 だったのだ。ウイルス」 で死亡したの
は、実際にワクチンを接種された人たちであり、今日と同じように、兵士たちはワクチンを接種された後、数分で死亡
し始めた。この事件は、ロックフェラー医学研究所の包括的な製薬会社の支配下で行われました。  

Eleanora I. McBean 著, PhD, N.D. 「 」Swine Flu Expose より。  

第一次世界大戦は期間が短かったので、ワクチンメーカーはすべてのワクチンを使い切ることができなかった。そこで
、アメリカ史上最大のワクチン接種キャンペーンを展開した。そこで、アメリカ史上最大のワクチン接種キャンペーン
を展開した。それを正当化する疫病はなかったので、彼らは他のトリックを使った。外国から帰ってきた兵士はあらゆ
る病気にかかっているので、全員が市場に出回っているすべての予防接種を受けなければならない、というプロパガン
ダである。  

人々 が彼らを信じたのは、まず医者を信じたかったからであり、次に帰還兵が確かに病気になっていたからであった。
軍医はそのようなことを教えてく れないので、医師が作ったワクチンによる病気だとは知らなかったのである。帰還兵
の多く は、これらの薬剤による病気のために生涯にわたって障害を負っていました。ワクチン接種後の脳炎で精神を病



んだ者も多かったが、多く の者がアメリカの地を離れたことがないにもかかわらず、医師たちはシェル・ ショ ックと呼
んでいた。  

これほど多く の種類のワクチンを使用した予防接種は初めてだったので、医師たちは困惑した。彼らが作り出した新し
い病気は、人間に注射されたすべての病気の症状を持っていた。腸チフスの特徴である高熱、極度の衰弱、腹部の発疹
、腸の不調などである。ジフテリアワクチンでは、肺のうっ血、悪寒と発熱、偽膜で詰まった喉の腫れと痛み、呼吸困
難による窒息、続いて喘ぎ声が出て死に至り、窒息の段階で酸素を奪われた血液が滞留して体が黒く なった。初期には
黒死病と呼ばれていた。他のワクチンは、麻痺、脳障害、ロックジョ ーなど、それぞれの反応を引き起こします。  

腸チフスの症状をより強いワクチンで抑えようとしたところ、より悪い形の腸チフスが発生
し、それをパラチフスと名付けたのである。しかし、その腸チフスを抑制するために、より
強力で危険なワクチンを作ったところ、さらに悪い病気が発生してしまい、名前が付けられ
ませんでした。何と呼ぶべきか？彼らはその正体を人々に伝えようとはしなかった。自分た
ちがワクチンと抑制剤で作ったフランケンシュタインの怪物である。自分たちの責任を回避
するために、「スペイン風邪」と名付けたのである。確かにスペイン由来のものではなく、
スペインの人々は、当時世界的に流行していた病気を自分たちのせいにされることに憤りを
感じていた。しかし、この名前は定着し、アメリカの医師やワクチンメーカーは、この広範
囲にわたる惨事-1918 年のインフルエンザの流行-の罪を疑うことはなかった。近年になって、
研究者たちが事実を掘り起こし、責任の所在を明らかにしている。 

 
 

また、読む価値があります。Dr. Sal Martingano, FICPAによるこのブログエントリー 

著『Eleanor McBean, PhD, N.D. Vaccination 
』 では、Condemned 年の「 スペイン風邪」 の大流行時の個人や家族の体験が詳細に記されています。1918   

マクビーン氏は、記者として、またワクチンを受けていない生存者として、 年の「 スペイン風邪」 を取材しまし1918
たが、この出来事の歴史的根拠を「 陰謀論」 としてではなく 、「 髪の毛に火をつける」 ような証拠をもって再検討する
必要があります。    

数年前、エレノア・ マクビーンの別の本に出会いました。"Vaccination...The Silent Killer 
である。マクビーンは、 年の「 スペイン風邪」 だけでなく 、「" 1918 ポリオ」 や「 豚インフルエンザ」 の歴史的な出来
事も危ういものだったという証拠を示しています。  

ブログ記事の全文はこちら  

このグラフは、米国で が追跡しているすべてのワクチンによる死亡者数VAERS を示しています。コビドワクチンが
、すべてのワクチンによる死亡者数の半分以上を占めていることがわかります。  



 

ポッドキャストとビデオはこちらでご覧いただけます。 
 

この件に関する Situation Updateのポッドキャストの全文は 2部構成になっています。 
 

第 1部：Brighteon.com/37bd11cd-701d-4d52-96c3-eeba54d9914b 

 
 

第 2部：Brighteon.com/206d9961-2847-438e-91de-1b7d8778de91 

 



その他のビデオも順次公開していきます。アレックス・ ジョ ーンズ・ ショ ーでのインタビューや、オーウェン・ シュロ
イアー（ ） のインタビューなど。これらは数時間以内に掲載・ 更新されます。War Room  

明日のポッドキャストでは、新たな情報をもとにさらに詳しくお伝えします。 
https://www.brighteon.com/channels/hrreport 
 
バイオ兵器に関するニュースを見る  
ハーバード大学の科学者チャールズ・リーバー博士、ナノワイヤ、DoD、CCP、Wuhan、covid、5G、
カーボンナノチューブ（CNT）、軍用ワクチン、SpFN スパイクフェリチンナノ粒子など。 
ワクチンは今、忘れっぽい民主党員を排除しているが、不法移民はワクチンから保護されているので、

死んだ民主党員の代わりになる。 
暴露された。COVID-19 が世界中で大流行し、何百万人もの犠牲者を出した後も、ファウチの事務所
は中国のコロナウイルス研究に資金を提供し続けていた。 
暴露された。CDC、NIH 関係者が EcoHealth 社と提携し、武漢でコウモリのコロナウイルスに関する
違法な機能獲得研究を実施 
カナダでコビドワクチンの接種率が高かった地域では、死産が 28倍に増加 
RFK Jr:CIA が主導したパンデミックへの「軍事的対応」は、世界から民主主義を追い出し、世界的
な全体主義を導入するためのものだった 
乳児死亡率が上昇："covid "検査を受ける妊婦の増加に伴い、乳児死亡率が上昇。 
COVID「ワクチン」がプリオン病を引き起こすことの証明 
2022 年以降の OMICRON「バリアント」10 大予測...グローバリズム・権威主義のプレイブックを丸
裸にする 
アメリカ政府は、永続的な危機を作り出すために天然痘の生物兵器「死の天使」を放出する準備をし

ている。 
 


