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誰も語らないmRNAショットの副作用 
COVID 
mRNAのショットには「コドンの最適化」という見過ごされがちな側面があり、これが事実上、予想

外の結果をもたらします。COVIDのショットに含まれる特定のコドン（タンパク質を生成するコード

）は最適化されており、多くの深刻な長期的影響を引き起こす可能性があります。 
 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/02/15/codon-optimization.aspx?ui=eae2457e000d73037 
89479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&sd=20210904&cid_source=dnl&cid_medium=email 
&cid_content=art1ReadMore&cid=20220215_HL2&mid=DM1108850&rid=1408247173 

スーパーショットと「モラル・ピル」はCOVID
を終わらせることができるか？ 

ジョセフ・マーコラ博士に

よる分析 
215,月  2022 
PDFダウンロード 

 

ストーリーの概要 
> 何年もの間、ビッグファーマはmRNA遺伝子導入技術に注目してきました。2019年、ミルケン研究所

のパネルでは、従来のワクチン開発から新規のmRNA技術への移行をどのように実現するかが具体的

に議論されました 

> COVIDの導入から1年が経過し、科学者たちのこの注射に対する理解がいかに不足しているかが

わかってきた。さらに悪いことに、科学者たちは理解していても、それがもたらすダメージを気に

していない。 

> COVIDの注射には、SARS-CoV-
2ウイルスに含まれる同一のmRNAは含まれていない。このmRNAは、「コドン最適化」と呼ばれ

る遺伝子操作が行われており、このプロセスによって、全く予期しない副作用が生じることが知ら

れています。 

> コドン最適化は、タンパク質のミスフォールディングを引き起こし、神経変性疾患や心不全など

の致命的な症状につながる可能性があります。 

> ファイザー社は、コドン最適化を最も積極的に行ったようです。FDAに提出したリスク管理計画の

中で、ファイザー社は、コドン最適化を行った結果、心不全の初期マーカーであるγ-
グルタミルトランスフェラーゼ（GGT）が上昇したことを認めています。 

何年もの間、ビッグファーマはmRNA遺伝子導入技術に注目してきました。2019年、ミルケ

ン研究所のパネルは、従来のワクチン開発から新しいmRNA技術への移行をどのように実現

するかを具体的に議論しました。1その会議の主要な抜粋を以下のビデオで聞くことができ

ます。 

https://everlast.mercolamarket.com/r/?id=h53f02585%2C2f5d8f17%2C2fc836de&mid=DM1108850&rid=1408247173&p1=eae2457e000d7303789479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&p2=20210904
https://everlast.mercolamarket.com/r/?id=h53f02585%2C2f5d8f17%2C2fc836e0&mid=DM1108850&rid=1408247173&p1=eae2457e000d7303789479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&p2=20210904
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/02/15/codon-optimization.aspx?ui=eae2457e000d7303789479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&sd=20210904&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20220215_HL2&mid=DM1108850&rid=1408247173
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/02/15/codon-optimization.aspx?ui=eae2457e000d7303789479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&sd=20210904&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20220215_HL2&mid=DM1108850&rid=1408247173
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/02/15/codon-optimization.aspx?ui=eae2457e000d7303789479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&sd=20210904&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20220215_HL2&mid=DM1108850&rid=1408247173
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/02/15/codon-optimization.aspx?ui=eae2457e000d7303789479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&sd=20210904&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20220215_HL2&mid=DM1108850&rid=1408247173
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/02/15/codon-optimization.aspx?ui=eae2457e000d7303789479da39617c5eac0ea0780ec910502bcd2754855e620c&sd=20210904&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20220215_HL2&mid=DM1108850&rid=1408247173
https://www.mercola.com/forms/background.htm
https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2022/February/PDF/codon-optimization-pdf.pdf


米国国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）のアンソニー・ファウチ所長や、米国生物医学

先端研究開発機構（BARDA）の前所長で、現在はロックフェラー財団のパンデミック防止・

対応担当上級副社長であるリック・ブライト博士らが参加しました。 

ブライトは、「官僚的な枠組みやプロセスにとらわれない、完全に破壊的な刺激的な存在

が必要とされているかもしれないし、緊急に必要とされているかもしれない」と提案しま

した。 



行間を読むと、ブライトは、パンデミックがこのリスクの高い移行を可能にすると示唆して

いるように思えます。なぜなら、「官僚的な紐帯やプロセス」を回避することは、急性の危

機に直面しても受け入れられる可能性が高いからです。 

その結果、ブライト氏とファウチ氏は望みを叶え、世界の人々は、官僚主義や予防原則を無

視した決断の代償を払うことになったのです。多くの医師や科学者は、mRNAを使った「ワ

クチン」は助言に欠け、時期尚早であると警告していました。 
 

医療史上最悪の設計上の欠陥 
悲惨な展開から1年が経過した今、科学者たちがこのショットについてどれほど理解してい

ないかがわかってきた。さらに悪いことに、科学者たちは理解していても、それがもたらす

ダメージを気にしていないのです。 
2英国のサイバーセキュリティ研究者であるEhden 
Biber氏は、2021年8月のSubstackの記事の中で、mRNAショットがどのように作られたかを

検証し、「人類史上最悪の設計上の欠陥」ではないかと考えている点に着目しました。 

このmRNAは「コドン最適化」と呼ばれるプロセスで遺伝子操作されており、このプロセス

は全く予期しない副作用を引き起こすことが知られています。「Prizer社、Moderna社、Astr
aZeneca社、Janssen社などは、自分たちも規制当局も未知の結果を引き起こすことがわかっ

ている技術をなぜ使っているのでしょうか」。とBiberは問いかけます。この目からウロコ

の記事を抜粋します。 

「体内でタンパク質を生成させようとするのは、さまざまな理由で困難です。その一
つは、タンパク質の情報を、そのコードを処理してタンパク質を生成するリボソーム
を介して実行しようとすると、非常に時間がかかったり、途中で止まってしまったり
するということです。 

幸いなことに、科学者たちはこの問題を克服する方法を見つけました。それは、コード
置換を行うことです。つまり、元の遺伝コードを使ってタンパク質を生成するのではな
く、コードの文字を変えてコードを最適化するのです。これを「コドン最適化」といい
ます。 

コドンは3つのヌクレオチドで、ヌクレオチドはDNAの構成要素です。コドン最適化
の例を示します。コドンの60％が変更され、ヌクレオチドの22％が変更されました。
しかし、最終的にはリボソームが同じタンパク質を生成しているのです同じ？という
と、そうではありません。 

2011年、Nature Medicine誌に「Breaking the 
Silence」という記事3が掲載されました。その記事では、この同義的なDNAの変化
を利用したコドン最適化が、さまざまな形で病気の引き金になることが紹介され
ていました。 

コドン最適化の際に製造されたタンパク質は、折り畳み方や3次元形状が異なり、「例
えば、臨床試験の後期や承認後でないと見られないような免疫原性を引き起こす可能性



がある」ことが判明したのです。この記述は、通常の承認サイクルに関するものです。
COVIDワクチンは、加速されたサイクルを経ています。" 

Biber氏は、米国食品医薬品局の主任研究員であるChava Kimchi 
Sarfaty博士の言葉を引用しています。「私たちは、コドンを最適化しても、そのタンパク質

が本来の形と同じように動作するとは考えていません」。 



要約すると、コドン最適化は、タンパク質の折り畳み方や機能を変化させる可能性があり、

Sarfaty氏は、"変化した形は、例えば、免疫原性を引き起こす可能性があるが、それは臨床

試験の後期、あるいは承認後にならないとわからないだろう 
"と警告しています。4もしFDAが2011年にこれらのことを知っていたのなら、なぜCOVID 
jabの製造にコドン最適化が使われていることに異議を唱えなかったのでしょうか？ 

タンパク質のミスフォールディングは多くの疾患に関係している 
Biberはさらに、タンパク質のミスフォールディングを、アルツハイマー病やパーキンソン病

、心不全に見られる神経変性など、さまざまな深刻な病態と関連付ける多くの研究を引用し

ています。52017年の論文「Protein Misfolding Diseases」で説明されている通りです。6 

「タンパク質分子の大部分は、機能的な活性を得るために、定義された三次元構造に折
りたたまれる必要がある。しかし、タンパク質鎖は様々な構造をとることができ、生物
学的に活性な構造はわずかにしか安定していないことが多い。 

転移しやすいタンパク質は、可溶性オリゴマーや線維状のアミロイド沈着など、毒性の
ある凝集体を形成しやすいミスフォールド種を形成する傾向があり、アルツハイマー病
やパーキンソン病などの神経変性に関係している。 

"そんなに問題があるなら、なぜメーカーはそれを使うのか？"とBiberは問いかけます。その

答えは、注射を効かせるためには、自然に可能なレベルよりも高いタンパク質の発現が必要

だからです。 

"ファイザー社は、緊急使用許可を得るためにFDAに提出したBNT162b2/Comirnatyリ
スク管理計画の中で、彼らが行ったコドン最適化により、心不全の初期マーカーであ

るγ-グルタミルトランスフェラーゼ（GGT）が上昇したことを認めています。" 

ファイザー社は、コドンの最適化を最も積極的に行ったようですが、mRNAを大きく変化さ

せることで、タンパク質のミスフォールドや "スプライシング・アノマリー 
"を引き起こす可能性があることは周知の事実です。3月の論文2021でも指摘されている。7 

「COVID-
19に対するBNT162b2ワクチンは、6つのセクションに分かれた4284個のヌクレオチドを
持つRNAで構成されており、このRNAは、SARS-CoV-
2が宿主に感染する際に使用するSスパイクタンパク質の工場を作るための情報をもたら
します。その後、これらのタンパク質は細胞外に誘導され、免疫反応と抗体産生の引き
金となる。 

問題は、mRNAの激しい改変である。免疫系を欺くためにウラシルをプソイドウリジ
ンに置き換えたり、タンパク質合成の速度を極端に上げるために、すべてのコドン3
連の文字をCまたはGに置き換えたり、いくつかのアミノ酸をプロリンに置き換えたり
、未知の変化を持つ配列（3'-UTR）を追加したりする。 ... 

最終的な誤訳は、様々な病気の病態生理に影響を与えます。さらに、注入されたmRNA
はプレmRNAであり、複数の成熟mRNAになる可能性があります。これらは代替スプラ
イシング異常であり、ヒトの健康に長期的に深刻な害を及ぼす直接的な原因となりま
す。 

つまり、作られるものはプロテインSスパイクと同じものではないかもしれません。翻
訳解読のエラー、コドンの誤読、異なるアミノ酸の生成、そしてタンパク質の生成に
より、DNAは変更されず、変更されたmRNAが届く細胞質ではなく細胞核にあるにもか
かわらず、人間の健康に深刻な長期的ダメージを与えることになります。" 

ファイザー社のジャブが早期死亡マーカーを上昇させる 
ファイザー社は、緊急使用許可を得るためにFDAに提出したBNT162b2/Comirnatyリス

クマネジメントプランの中で、コドンの最適化を行った結果、心不全の初期マーカー



である8γ-グルタミルトランスフェラーゼ（GGT）が上昇したことを認めています。 

GGTの上昇は、インスリン抵抗性、心血管疾患、9肝臓疾患10、慢性腎臓病の指標にもなり

ます。11GGTが上昇しているということは、肝臓にストレスがかかっているということで

もあります。GGTの理想的なレベルは、男性では1リットルあたり16ユニット（U/L）以

下、女性では9U/L以下とされています。男性で25U/L、女性で18U/Lを超えると、慢性疾

患のリスクが大幅に高まります。 

さらに、GGT値が上昇すると、グルタチオンが減少します。これが、GGTの上昇が健康を害

することを説明する方程式の一部です。グルタチオンレベルを上げることで、GGTを下げる

ことができます。 



しかし、ファイザー社はこれらのリスクを認めているにもかかわらず、薬理学的安全性

、遺伝毒性、発がん性を評価するための試験を実施しませんでした。「どうやって試験

を回避したのか？と、ビーバーは問いかけます。12その答えは衝撃的としか言いようが

ありません。 

重要な研究が省略された 
通常、薬理学的安全性、遺伝毒性、発がん性の研究は、動物実験中に行われます。COVID 
jabでは動物実験が行われなかったため、これらの研究も行われませんでした。迅速な対応

のおかげで、mRNA jabはそのままヒトでの臨床試験に入りました。 
また、FDAは、コドンの最適化による健康への影響を調べるテストをファイザー社に要求する

つもりはないようです。ビーバーが指摘するように。 

「メーカーは潜在的なリスクを知っています。規制当局も潜在的なリスクを知っています。し
かし、規制当局はV社の製品を遺伝子治療としてテストせず、コドン最適化によるリスク軽減
策を導入していません。リスクを測定しなければ、それはなくならない」。 

深刻な問題を引き起こす可能性があることを承知の上で、世界中の何十億人もの人々にこの

注射を配布したことは、驚くべきことです。 

Biber氏の論文で指摘されているもう一つの問題は、細胞の種類によってコーダーの使い方

が大きく異なるため、ある組織でmRNAがどのように翻訳されているかを調べても、別の組

織での翻訳動態については何もわからないということである。COVID社のジャブメーカー

は、利用可能なすべての組織タイプ（全部で51種類）で製品をテストしたことはない。 
"translational kinetics 
"は翻訳の一時停止を引き起こす可能性があり、これはタンパク質のコンフォメーショ
ンを調節する役割を持ち、構造変化を引き起こし、免疫原性を高め、性能を変化させる
可能性があります。これは90年代から報告されています。安全ですよね？"とBiberは書

いている。13 

概要 
つまり、できるだけ簡潔にまとめると、ファイザー、モデナ、ヤンセンの3社は、体内で作ら

れる結果としてのスパイクタンパクがより安定するように、また、ウイルスの複製を防ぐ細

胞内の保護機構を回避するために、RNAの遺伝子コードを変更したのです。 

この変更がなければ、細胞がスパイク状のタンパク質を生成する前に、免疫システムがmR
NAを破壊してしまいます。問題は、このコドンの最適化、つまり遺伝子の書き換えが、細

胞内でタンパク質を合成する機械であるリボソームがコードを処理する際に翻訳エラーを引

き起こすことです。 

このような翻訳エラーは、タンパク質のミスフォールドや機能不全の原因となる。神経変

性疾患や突然の心不全には、タンパク質のミスフォールドが関与していることがわかって

います。しかし、COVIDの注射によって生じたミスフォールドタンパク質がどのような影

響を及ぼすのかは、まったくわかっていません。その結果は、他のタンパク質のミスフォ

ールドと同じかもしれませんし、まったく新しい状態になるかもしれません。 

この記事の冒頭に掲載されている、フランス国立衛生研究所の遺伝学者・研究者であるア

レクサンドラ・アンリオン・コード博士の「Planet 
Lockdown」インタビューをぜひお聞きください。彼女は、RNAとは何か、COVID注射がど

のように作用するかという理論、そしてその使用をめぐる主な懸念事項について説明して

います。 

彼女が指摘するのは、もしワクチンを作ろうと思ったら、ウイルスの中で最も変異しやすい部

分（スパイクタンパク）をターゲットにしないだろうということです。変異が起こりにくい部

分を選ぶはずです。スパイクタンパクをターゲットにしたことで、突然変異に対応するために

複数のワクチンを製造しなければならない状況になり、スパイクタンパクを選択したのは経済



的な判断だったのかもしれません。 

さらに、スパイクタンパクを標的にすることで、ウイルスの中でも最も毒性の高い部分を生

成するように体をプログラムすることにしたのです。スパイクタンパク質だけでも、他のウ

イルスがなくても、血栓や異常出血などの病原性があることがわかっています。血栓や異常

出血は、スパイクタンパクを産生する血管系の細胞を免疫系が攻撃して破壊することが原因

です。 



COVIDジャブが出た場合の対処法は？ 
上述したように、ワクチンに使用されたスパイクタンパク質のmRNAを「より効果的」にする

ために改変したため、翻訳エラーによって、非常に深刻な健康被害をもたらすミスフォールド

のタンパク質が生じる可能性があります。 

幸いなことに、体にはこのミスフォールドを修正するプロセスが備わっています。とい

うのも、体で作られるタンパク質の約3分の1は、作られた瞬間からミスフォールドして

いるからです。 

これらのタンパク質をリフォールディングまたは除去するためには、2つの簡単な方法があ

ります。1つ目の方法は、これまでにも何度かご紹介してきましたが、時間制限のある食事

です。これは、就寝の3時間前までの6〜8時間の間にすべての食事を済ませるというもので

す。そうすることで、寝ている間や朝の断食時間を過ぎても、オートファジーというプロセ

スが促進されます14。 

2つ目は、あまり知られていない方法ですが、定期的にサウナに入ることです。サウナの温

度が十分に高ければ、体はヒートショックプロテインを作り、誤って折り畳まれたタンパ

ク質を再構成したり除去したりします。サウナの温度が十分に高く、大量の汗をかいてい

るかどうかを確認する必要があります。あなたが測定できるバイオメトリクスは、経口体

温計による体温を華氏101～102度程度まで上げることです。 

さらに、汗をかくことで1～2ポンドの減量にもなるでしょう。水分を十分に取り、失った塩

分を補給するようにしてください。また、多くのサウナには高い電磁波が含まれていますの

で、サウナ選びには注意が必要です。新しい赤外線サウナの多くは磁場を除去していますが

、事実上すべてのサウナに高電界があり、問題になることがあります。 

反対意見を抑制するための道徳的な薬？ 
COVIDワクチンについては、明らかに懸念すべき点があると思います。急性の場合も、長

期的な場合も、非常に深刻な健康問題を引き起こす可能性があることは疑う余地がありませ

ん。にもかかわらず、ワクチンメーカー、国家保健機関、政治家たちは、すべての男女と子

供たちに何度も投与することを求めて、推進しています。 
COVID 
jabは、人類史上最大の実験であることは間違いありません。その影響はすでに壊滅的なも

のを超えていますが、その全貌がどうなるのかは本当にわかりません。 

同じことが、世界共通のマスキングや社会的な距離の取り方、ロックダウンなど、他のあら

ゆるパンデミック対策にも言えます。有効性を示す科学的な根拠があるものは一つもなく、

それらがもたらした被害の評価については、まだ表面をなぞったに過ぎません。 

この非倫理的な人体実験に対する反対意見を抑えるために、「道徳の薬」というと

んでもなく過激なアイデアを提案した人がいました。基本的には、国民を薬で服従

させる。2020年8月にフォーブスが報じたとおりだ。14 

生命倫理学者のParker 
Crutchfield氏は、パンデ15ミックに立ち向かうための議論を呼んでいるアプローチ、す
なわち「道徳の薬」を提案しています。具体的には、精神活性剤を広範囲に投与するこ
とで、マスクの着用や社会的距離を置くガイドラインの遵守などの社会的規範を守る可
能性を高める「道徳的強化」ができると提案しています。 ... 

クラッチフィールドは、「道徳的強化を必要とする人は、それにサインする可能性が
最も低い人でもある」と［指摘］しています。そこで彼は、道徳の薬を飲むことを法
的に義務づけたり、水道を使って秘密裏に薬を投与するなど、非自発的な方法を検討
しています。 

言い換えれば、人々に「道徳の薬」を飲むことを義務づけても、提案されている政
策の基本的な道徳的計算を変えることはできないのです。それは単に、当局にとっ



て良い（または悪い）法律の施行を容易にするだけである。" 

クラッチフィールドの提案は、ディストピア小説からそのまま抜け出してきたようなもの

だが、テクノクラートのイデオロギーにはぴったり合っている。テクノクラートとは、ト

ランスヒューマニズムによって不老不死を実現できると信じている少数の強力なエリート

であり、他の誰よりも賢く、生きる価値があるため、大衆に道徳的真理を説く権利がある

というものだ。 

編集部注：クラッチフィールドの道徳的な薬に関するコメントに批判が集中したため、Forbes
は 



202216年2月、記事の見出しを「COVIDパンデミックを止めるために『道徳薬』を使うのは

やめよう」に変更し、著者の個人的な立場を「より明確に示す」ために見出しを変更したこ

とを説明する著者注を追加しました。 

普遍的なスーパーショットを求めて 
多くの専門家はパンデミックが終わったことを認めています17が、パンデミック産業複合体

は真新しい金のガチョウを手放そうとしません。2019年のミルケン研究所の会合で議論され

たように、彼らは普遍的なmRNAベースの "スーパーショット "を追い求めています。 

2019年、Fauci氏が注目したのは、世界共通のインフルエンザワクチンでした。今日、目標

としているのは、古い株と新しい株の両方を防御する普遍的なCOVIDジャブです。18そのた

めの一つの方法として、現在のようにスパイクではなく、ウイルス内部にあるヌクレオカ

プシドタンパク質（n-protein）を標的にすることが考えられます。 

ウイルスの中でも、株から株へとあまり変異しない部分をターゲットにすれば、結果的に幅

広い保護が得られるかもしれません。問題は、なぜ最初からそうしなかったのかということ

です。あるいは、もっと良い質問があるかもしれません。これは、NIAID所長のアンソニー

・ファウチ博士が2021年12月に発表した「有望な」mRNA 
HIVワクチンと何か関係があるのだろうか？ 

このワクチンの研究論文の共著者であるファウチ氏は、COVID 
mRNA注射と同様の働きをしますが、スパイクタンパク質の指示はしません。このワクチン

は、2つの重要なHIVタンパク質にコード化された指示を与え、筋肉細胞の中で自分自身が

ウイルスのような粒子を作るように仕向けるものです。19 

今度のHIV 
mRNAワクチンがどのように作用するかは別にして、何十年にもわたる努力にもかかわらず

、多価ワクチンはすべて失敗に終わっています。現行のCOVID 
jabでの怠慢なアプローチを考えると、ワクチン開発者と規制当局が安全で効果的な多価ワ

クチンの製造を信頼できるかどうか疑問に思われます。 
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