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Covid-19パンデミックは存在しません
パートI

ホームページ（デスクトップ版）のトップバナーにある「ウェブサイトの翻訳」ドロップダウンメニューを有効

にすると、すべてのグローバルリサーチの記事を51の⾔語で読むことができます。

Global Researchのデイリーニュースレター（選択した記事）を受け取るには、 ここをクリックしてください。

Instagramの@crg_globalresearchにアクセスしてフォローしてください。

検索エンジンによる検閲の対象であるこの重要な記事を転送してください。

。

。

序章

いわゆるCovid-19「パンデミック」の性質に関して多くの混乱と偽情報があります。

パンデミックの定義が政府や企業メディアによって⾔及されることはめったにありません。 

パンデミックの存在を確認するのは、Covid-19の影響を受けた⼈々の数だけでなく、「複数の国または⼤陸を含む」広い地理的領域に広がって
いる病気の発⽣の信頼できる証拠でもあります。

「パンデミックは、⾮常に蔓延し、地域全体、⼤陸、または世界に影響を与える流⾏です」（⾃然） 

上記の定義は 、SARS-CoV-2の蔓延の疑いを説明するものではありません 。  

パンデミックはありませんでした

私は2020年1⽉からこの問題を徹底的に調査し、関連する定義、コロナ危機の歴史、およびパンデミックは⼀度もなかったという「Covid陽性症
例」の公式WHO「推定」に基づいて結論を出しました。

コロナ危機の発⽣当初、いわゆる確認された陽性症例の数は⾮常に少なく、中国国外の83の陽性症例 （64億⼈）から始まりました。 これらの途
⽅もなく低い数字はそれにもかかわらず（2021年3⽉11⽇に世界的パンデミックの公式宣⾔に6週間後に⾄るまでの世界的な公衆衛⽣緊急事態の
1⽉30⽇2020年の打ち上げを正当化するために使⽤された44279 covid正例 外中国の）。

テスト、テスト、テスト

パンデミックの公式発表（2020年3⽉11⽇）をきっかけに、Covid-19の症例数が急増しました。そしてそれは、世界の主要な地域への病気の蔓
延とは何の関係もありませんでした。 

⾼度に組織化されたCovid試験装置が確⽴されました。任務はテストテストテストでした。 

⼀⽅、ゲイツ財団は他の億万⻑者の慈善家と⼀緒に 、PCR-RTテストへの多額の投資に惜しみなく資⾦を提供しました

スクリーンショット、フォーブス、2021年7⽉1⽇
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ポリメラーゼ連鎖反応試験（PCR-RT） 

「カスタマイズされた」⽋陥のあるPCR-RTテスト（いかなる状況でもSARS-CoV-2ウイルスを特定しない）は、世界中で何百万もの誤った
Covid陽性症例を⽣成するために使⽤されてきました。後者はその後、パンデミックの疑いが現実のものであり、SARS-CoV-2ウイルスが世界の
すべての主要地域に絶え間なく広がっているという幻想を維持するために使⽤されました。 

誤った数に基づくこの評価は、恐怖キャンペーンの先頭に⽴つために使⽤されました。 

陽性症例の誤った数字は、いわゆるCovid-19死亡率に関する偽のデータと相まって、巨⼤なデータベースの⼀部になっています。

次に、これらの数百万の肯定的な事例は、封鎖、労働⼒の閉じ込め、社会的距離、フェイスマスク、学校、⼤学の閉鎖など、2020年3⽉以降に採
⽤されたすべてのCovid-19関連ポリシーを正当化するために使⽤されます。⽂化イベントやスポーツイベントの停⽌など。  

Covid正例この集計は、2020年3⽉、「正当化する⼝実として使⽤された閉鎖」 容疑者の命を節約する観点から、世界経済（国際連合加盟国の
190の国家経済の同時「閉鎖」）のを。

そして2020年12⽉以来、疑惑の「Covid-19パンデミック」は 、Covid-19ワクチン（ワクチンパスポートと組み合わせて）が病気の蔓延を抑制す
るための「解決策」であることを世界中の⼈々に納得させるために使⽤されています。

パンデミックの定義

：Covid-19危機の進化を分析するには、我々は三つの重要な概念を区別する必要があり 、⼤規模感染病の流⾏およびパンデミック。  

発⽣は以下を 構成します：

「病気の発⽣率の突然の上昇」であり、通常、局所的な領域または特定の⼈々のグループに限定されます。アウトブレイクがより深刻にな

り、局所化が少なくなると、エピデミックとして特徴付けられる可能性があります。それがさらに広がり、⼈⼝のかなりの部分に影響を与

える場合、この病気はパンデミックとして特徴付けられる可能性があります。ウェブスター-メリアム

エピデミックは、病気の発⽣として定義されています。

「⼈⼝、コミュニティ、または地域内の不釣り合いに多数の個⼈に同時に影響を与える、または影響を与える傾向がある」

パンデミックは、エピデミックの延⻑として広く定義されています。

「広い地理的領域（複数の国や⼤陸など）で発⽣し、通常は⼈⼝のかなりの割合に影響を与える病気の発⽣」（Webster-Merriam、強調追
加）

 
 

 
上記の定義と同様に、正例に関連する中国の保健当局が発表したデータに基づいて、そこにいた病の流⾏ で 武漢、湖北省は2019年12⽉下旬
に。

2020年3⽉11⽇にパンデミックを宣⾔するというWHOの公式決定に⾄るまでのデータを検討すると、次のことが確認されます。

「複数の国や⼤陸などの広い地理的領域で」 Covid-19が発⽣したことを特徴とするパンデミックの証拠はありません。
 Covid-19の蔓延の疑いに関するWHOの公式に発表されたデータは、流⾏もパンデミックの存在も確認していません。 

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2021/11/Screen-Shot-2021-11-08-at-14.04.18.png
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pandemic
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pandemic
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国際的に懸念される公衆衛⽣上の緊急事態（PHEIC）

病気の潜在的な広がりに関する偽のコンセンサスを構築するための最初のステップは、国際懸念の公衆衛⽣緊急事態（PHEIC）を宣⾔するとい
うWHOの決定により、2020年1⽉30⽇に開始されました。

2005年の国際保健規則（IHR）の下で、WHOの加盟国は「PHEICに迅速に対応する法的義務」を負っています。

証拠の細断処理せずに、宣⾔の局⻑ 、PHEICを 指し

「病気の国際的な広がりを通じた他の国への公衆衛⽣上のリスク、そして潜在的に調整された国際的な対応を必要とする」。

この警告は、パンデミックの発⽣の可能性を⽰していました。

中国国外の83のCovid-19陽性症例に基づく世界的な健康緊急事態

2020年1⽉30⽇の PHEICは、パンデミックの可能性を⽰唆しています。 2019年12⽉19⽇（武漢発⽣のわずか2週間前）に発表された勧告で、
WHOはPHEICの定義を再確認しました。 

「次のような状況：

深刻な、突然の、異常な、または予期しない;
影響を受ける州の国境を越えて公衆衛⽣に影響を及ぼします。

早急な国際⾏動が必要になるかもしれません。」

PHEICの召集は、WHOの局⻑であるテドロスアダノムゲブレイエス博⼠の不正な決定でした。どうし
て？なぜなら、2020年1⽉30⽇に、64億⼈の⼈⼝に対して中国国外で83件のCovid陽性症例があったから
です。

18カ国で83例、そのうち7例のみが中国への旅⾏歴がありませんでした。（WHO、2020年1⽉30⽇を参
照）。

「証拠」は詐欺を⽰しています

即時の国際的⾏動を必要とする「深刻な、突然の、異常な、または予期しない」ものは何もありませんで

した。

 メディアによって⾔及されなかったこれらの途⽅もなく少ない数は、世界的な恐怖キャンペーンの開始
を妨げませんでした。

この歴史的なWHOの決定の前の週に。PHEICは、世界経済フォーラム（WEF）、ダボス（1⽉21〜24
⽇）での「協議」の対象でした。WHOの局⻑であるテドロス博⼠がダボスに出席しました。これらの協
議は、1⽉30⽇にPHEICを宣⾔するというWHOの歴史的な決定に影響を与えるのに役⽴ちました。

WHOによって定義された利害の対⽴はありました か？WHOの最⼤のドナーはビルアンドメリンダゲイ
ツ財団であり、WEFおよびCEPIとともに、歴史的な1⽉30⽇のPHEICの発売前に、ダボスでCovid-19ワ
クチンの開発をすでに発表していました。

WHOの総局⻑は、ビル＆メリンダゲイツ財団、ビッグファーマ、世界経済フォーラム（WEF）の⽀援を受けました。（Michel
Chossudovsky、Eブック、第II章を参照）

WHO内の「部⾨」

PHEICを宣⾔するというWHO事務局⻑の決定は、22⽇のWHO緊急委員会のジュネーブ1⽉22⽇の会議と重複して、ダボスでの世界経済フォーラ
ム（WEF）（1⽉21〜24⽇）の傍らで⾏われたという 兆候があります。  2020年1⽉。この会議の議事録（以下の抜粋）によると、緊急委員会内
にはPHEICの召集に関して部⾨がありました。

1⽉22⽇、緊急委員会のメンバーは、このイベントがPHEICを構成するかどうかについて異なる⾒解を表明しました。当時、このイベントは
PHEICを構成するものではないというアドバイスがありましたが、委員会のメンバーは状況の緊急性に同意し、状況をさらに調査するため
に数⽇以内に委員会を再召集することを提案しました。

「異なる⾒解」は控えめな表現です。PHEICの実施には固い反対がありました。1⽉30⽇の83件の陽性症例は「PHEICを構成しない」。 

最初のPHEICは2009年にさかのぼります。これは、詐欺であることが判明したH1N1豚インフルエンザのパンデミックに関連してWHOによって
発⾜されました。

2020年1⽉29⽇には、（PHEICの打ち上げ前⽇WHOによって記録された）が、ありましたドイツではフランスのカナダ、4で⽶国、3、4、5のケ
ースは。 

世界的な公衆衛⽣上の緊急事態の開始を正当化する「科学的根拠」はありませんでした。

また、上記の数値は、論争の的で論争の的となっているPCR-RT⽅法論によって⽣成されたCovidの肯定的な推定に基づいていることを覚えてお
いてください。

WHOテーブルのスクリーンショット、2020年1⽉29⽇、（PDFドキュメントは利⽤できなくなりました）

2020年1⽉31⽇：中国との空の旅を⼀時停⽌するというトランプ⼤統領の決定
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そして、これらの途⽅もなく少ない数のCovid陽性症例は、翌⽇（2020年1⽉31⽇）に中国への空の旅を⼀時停⽌するためにトランプ⼤統領によ
って使⽤されました。

…トランプは、「過去14⽇間に中国を旅⾏した」中国⼈と外国⼈の両⽅の⽶国への⼊国を拒否すると発表しました。これはすぐに空の旅、
輸送、⽶中貿易関係、そして貨物と海運の取引の危機を引き起こしました。

…⽶国での5つのいわゆる「確認された事件」は、⻄側世界全体で中国⼈に対する憎悪キャンペーンを引き起こしながら、中国への空の旅を
⼀時停⽌するというトランプ⼤統領の2020年1⽉31⽇の決定を 「正当化」するのに⼗分でした。（ミシェル・チョスドフスキー、電⼦書籍
第2章）

この歴史的な2020年1⽉31⽇の決定は、国際的な商品貿易の混乱と、空の旅に対する世界的な制限の賦課への道を開きました。それはまた、世
界中の主要な航空会社、ホテルチェーンおよび観光産業の破産につながりました。 

そして、彼らが必要としたのは、83のCovidPositiveケースだけでした。

COVID-19サーガの次のステップは、2020年2⽉20⽇に展開されます。

2020年2⽉20-21⽇。テドロス博⼠はパンデミックが差し迫っていることをほのめかします。中国国外での1073Covid陽
性症例

2⽉20⽇⽊曜⽇の午後（CET時間）の記者会⾒で、WHOの総局⻑であるジュネーブでのブリーフィングが⾏われました 。 テドロス・アダノム・
ゲブレイエス博⼠は、

「コロナウイルスの発⽣を封じ込めるチャンスが「閉じている」ことを懸念して…

「チャンスの窓はまだそこにあると思いますが、窓は狭くなっています。」

ナンセンスで完全な嘘。 O N博⼠Tedrosの歴史的な記者会⾒の⽇（2020年2⽉20⽇）の記録数中国外の確認例は、621はダイヤモンドプリンセス
クルーズ船の乗客と乗組員は、そのうち1073出ていた（⽇本の領海で⽴ち往⽣）。 

その同じ⽇ に、Worldwide Covid-19の「確認された症例」の57.9％は、世界的な「統計的傾向」をほとんど表していないダイヤモンドプリンセ
スからのものでした。統計的な観点から、「世界中にウイルスが広がる」可能性を指摘するWHOの決定は意味がありませんでした。

巡洋艦に検疫が課されていました 。NCBIの調査を参照してください。多くの乗客はボートに閉じ込められたために病気になりました。ダイヤモ
ンドプリンセスのすべての乗客と乗組員がPCRテストを実施しました。 ダイヤモンドプリンセスのデータ
がなければ、 2020年2⽉20⽇に中国国外で確認されたいわゆる症例は、64億⼈の⼈⼝のうち、452⼈のオ
ーダーでした 。  （国際的な利便性（ダイヤモンドプリンセス）を⽰す下のグラフを参照してください）

⾔うまでもなく、このいわゆるデータは、2020年2⽉の間に恐怖キャンペーンと⾦融市場の崩壊を先導す
るのに役⽴ちました。
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スクリーンショット、WHO記者会⾒、2020年2⽉20⽇

注：2020年2⽉20⽇の上記の表形式のデータは、1073件のケースを⽰しています。WHO記者 会⾒で1076件）

テドロス博⼠の声明（⽋陥のある概念と統計に基づく）は、2⽉20⽇から21⽇までの株式市場の崩壊の舞
台を設定しました。

これらは、パンデミックが差し迫っているというテドロスの警告を裏付けるために使⽤された数字（表右）で

す。

2020年3⽉上旬

記録されたcovid陽性の症例は⾮常に低いままです。で 3⽉5⽇、  WHO局⻑の確認中国の外にあることを2055例
は33カ国で報告しました。これらの症例の約80％は、3か国（韓国、イラン、イタリア）からのものでした。

Covid-19パンデミックの正式な開始の3⽇前の3⽉8⽇、⽶国での「確認された症例」（感染および回復）の数は
430のオーダーであり、2020年3⽉8⽇に約600に増加しました。

これらの途⽅もなく低い数値をインフルエンザBウイルスに関連する数値と⽐較してください。CDCは2019-
2020年に「少なくとも1500万[⽶国]のウイルスインフルエンザの病気…140,000⼈の⼊院と8,200⼈の死亡」と推定しています。（ヒル）

注⽬に値するのは、3⽉初旬に、中国で報告された新しい症例が2桁に減少したことです。3⽉7⽇に99件の症例が記録されました。  湖北省以外
の新規症例はすべて「輸⼊感染症」（海外から）に分類されました。データの信頼性はまだ確⽴されていません。

湖北省で74件を含む99件の新たに確認された症例…新しい症例には、⽢粛省で17件、北京で3件、上海で3件、広東省で1件の24件
の輸⼊感染が含まれていました。

湖北省での発⽣は事実上終わったが、3⽉11⽇に始まった中国国外での偽のパンデミックが始まっていた。

2020年3⽉11⽇：歴史的なCovid-19パンデミック、44,279「確認された症例」 

WHOは、中国国外で44,279件の確認された症例 （⼈⼝64億⼈）があったときに、世界的⼤流⾏を公式に宣⾔しました。 世界的⼤流⾏を宣⾔す
るというWHOの決定に関するWHO事務局⻑の正当性は次のとおりです。

⽉曜⽇に⾔ったように、症例数と影響を受けた国の数を⾒ただけでは、完全な話にはなりません。

114か国で世界的に報告された118,000件の症例のうち、90％以上がわずか4か国で発⽣しており、そのうち2件（中国と韓国）ではエピデミ
ックが⼤幅に減少しています。

81カ国は症例を報告しておらず、57カ国は10症例以下を報告しています。 

無意味で⽭盾した声明。パンデミックが発⽣している証拠はありません。

これらは、命を救う⽬的で、190の国家経済の封鎖と閉鎖を正当化するために使⽤される数字です。

2020年3⽉11⽇に記録された⽶国では、ジョン・ホプキンスによると、1,335⼈の「症例」と29⼈の死亡が
ありました （「推定」とPCRが確認されました）。

2020年3⽉11⽇のパンデミックの証拠はありません。 

2020年3⽉11⽇のWHOの発表の直後、恐怖キャンペーンが本格化しました。翌⽇、株式市場は崩壊した：
ブラックサーズデイ。

2020年 3⽉18⽇、⽶国で封鎖が開始されました。 

 

2020年3⽉11⽇の封鎖をきっかけにしたCovidポジティブの上昇傾向

下の図で観察できることは、2020年3⽉11⽇のパンデミックの公式宣⾔の前に記録されたCovid陽性症例は⾮常に低かったことです： 中国国外で
44,279症例。存在しない「パンデミック」と戦う⼿段として封鎖を開始することには、まったく正当化がありませんでした。

2020年3⽉11⽇の時点で、封鎖後、各国政府は、世界中でcovid陽性の症例数を増やすことを⽬的として、PCR-RT検査を⼤規模に実施するよう
求められました。

テスト、テスト、テスト：偽の統計をどんどん⽣成することを⽬的として、数が増え始めました。

下の表を⾒てください。3⽉上旬の⾮常に少数の陽性症例。そして、2020年4⽉、5⽉6⽉の時点で、Covidの陽性症例が急増しています。

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-on-20-february-2020
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https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---5-march-2020
https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/480089-coronavirus-sparks-panic-as-flu-poses-greater-threat-to
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/07/c_138853686.htm
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200312-sitrep-52-covid-19.pdf
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