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　帰還できたとしてもそれがいつなのか不明なミッション

に、マーフは激しく反対する。クーパーはマーフとの和解

の機会を得られないまま、出発の日を迎えてしまう。クー

パーはマーフに「必ず戻ってくる」とだけ言い残し、人工

知能ロボットを乗せた最後の探査船レインジャーに搭乗

し地球を後にする。

　

　新天地をめざすクーパーたちだったが、仲間の裏切り

に遭い瀕死の危機が訪れる。このとき、ワームホールは地

球の過去、現在、未来全ての時間と連結している空間で

あると気付き、クーパーは過去のマーフの部屋へ重量波

を操作して本棚から本を落とし交信を試みる。本棚から本

が落ちる怪奇現象は、クーパー本人が〝STAY　俺を行

かせるな〟と発信していたのだ。それでも娘を置いてミッ

ションに出発する自分の過去を変えることができない。

　焦る中、彼は自身が過去を変えるためではなく、未来を

変えるためにこれまで収集した特異点のデータを、現在

のマーフの時計の秒針にモールス信号で知らせることに

した。幼い彼女にそのデータの真意が理解できるのか？

しかしクーパー信じていた。「あいつはただの女の子じゃ

ない。俺の娘だ」と。データを送り続けたその結果・・・
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映画『インターステラ―』あらすじ

　近未来の地球。巨大砂嵐が日常的に発生する異常気

象により植物・農作物の大量枯死が発生し、人類は滅亡

の危機に晒されていた。元宇宙飛行士クーパーは、息子

トム、娘マーフと暮らしている。あるとき、マーフは自分の

部屋の本棚から本が勝手に落ちる現象を見る。マーフは

これは幽霊のせいだと話す。幽霊など信じないクーパー

は、はじめは気にせず過ごしていたが、やがてふとそれ

が二進数のメッセージであることに気付く。

　クーパーとマーフはメッセージを解読し、それが指し示

している秘密施設にたどり着くが、最高機密に触れたとし

て身柄を拘束される。

人類救済のためには犠牲は覚悟で・・・

　その秘密施設でクーパーはかつての仕事仲間のブラン

ド教授と再会し、大昔に無くなったはずのＮＡＳＡが秘密

裏に復活し活動を続けていることを知らされる。ＮＡＳＡは

土星近傍のワームホールを通り抜けて、別の銀河に人類

の新天地を求めるプロジェクト、ラザロ計画を遂行してい

たのだった。教授は、第二の地球となり得る惑星を探す

ミッションにパイロットとして参加するようクーパーを説得

する。

時間の矢が示す『新型コロナ』

今、解き明かされる！

怪奇現象は意味あるメッ
セージだった！しかし進
展するほど、重大な問題
に差し掛かる。

これは人類に課せら
れた試練だ。自分が
率先しなければ・・・。
正義感が彼を行動さ
せるのだった。

ワームホールでは時
間の矢は変わる。数
時間の滞在が、遠く
離れた地球では数十
年に及ぶ。



コロナ感染、選り好み戦略

　新型コロナウイルスが流行する以前の話。見えない感

染の実態を把握するための調査が、2016年の秋から

2018年の春にかけて米ニューヨーク市で行われていた。

市内の複数箇所の214人を対象に毎週、かぜの原因と

なる従来型のコロナウイルスやインフルエンザウイルス

等、18種類の呼吸器系ウイルスの検査を実施。1年半の

調査の結果、陽性のケースのうち、なんと55%が無症状

であり、ほとんどのウイルスにおいて無症状感染の割合

は70%を超えた。

　「インフルエンザウイルスの潜伏期間は1、2日です。感

染はすばやく起こり、多くの場合、症状は軽く済みます。

患者の行動歴をたどって感染した経緯を調べようと思っ

ても、大変難しいものです」。

　新型コロナウイルスの感染していることを告げられると、

そう言えば全く症状がなかったわけではない、と考え直

す人がいる。「症状について聞かれて初めて、体調が良

くなかったことを思い出すのです。喉がイガイガする、頭

痛があるなどの軽い症状や、調子が悪いものの、感染に

よる症状なのか寝不足のせいなのかよくわからない、と

いうグレーゾーンがあるのです」
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/080300456/

　ウイルスにしてみれば宿主の半数以上が無症状、また

はよくある不調と感じさせる程度であることはウイルスに

とっては最も重要なことで、宿主＝エサ場が活発に自分

たちを拡散し続け、宿主の個体数を維持する能力に長

けていること。早い話、元気な若者がウイルスにとっての

上得意様で、上得意様にはほとんど無症状というサービ

スが特典として付与される。

　一方、ウイルスにとっては高齢で生殖能力なく、あるい

は基礎疾患のある人、とどのつまりウイルスをばら撒いて

くれない非協力な人たちはウイルスにとって邪魔者でし

かない。なので、彼らに特典や褒美を与えるはずもなく、

「さよなら、居なくて結構」と冷酷な対応をとるのである。

コロナワクチン、その生い立ち

　新型コロナmRNAワクチンはウイルスが宿主細胞のチャ

ンネルと結合するところの遺伝情報を基に培養して脂質

膜で覆い、人体に直接筋肉注射する新しいタイプのワク

チンです。

　とは言うものの、すでに１０年ほど前から遺伝情報を体

内に入れてウイルス複製を阻害するという薬が開発され

使用されています。インフルエンザ治療薬アビガン（一

般名：ファビピラビル）がそれです。しかし、使用法には

注意、いえ警告が付されています。

「動物実験において、本剤は初期胚の致死及び催奇形性が

確認されていることから、妊婦又は妊娠している可能性のある

婦人には投与しないこと（「禁忌」及び「妊婦・産婦・授乳婦等

への投与」）。妊娠する可能性のある婦人に投与する場合は、

投与開始前に妊娠検査を行い、陰性であることを確認した上

で、投与を開始すること。また、その危険性について十分に説

明した上で、投与期間中及び投与終了後7日間はパートナー

と共に極めて有効な避妊法の実施を徹底するよう指導するこ

と。なお、本剤の投与期間中に妊娠が疑われる場合には、直

ちに投与を中止し、医師等に連絡するよう患者を指導するこ

と。本剤は精液中へ移行することから、男性患者に投与する

際は、その危険性について十分に説明した上で、投与期間中

及び投与終了後7日間まで、性交渉を行う場合は極めて有効

な避妊法の実施を徹底（男性は必ずコンドームを着用）するよ

う指導すること。また、この期間中は妊婦との性交渉を行わせ

ないこと。」（医療用医薬品添付文書より）

　アビガンは生殖可能年齢の男女の避妊勧告、特に妊

娠中、授乳中、または妊娠を予定する人には死産や奇

形児が生まれる可能性があることが動物実験で確認され

ているので使用できません。

　

何となく不調。
「疲れが溜まったせいかな？」
ぐらいに考えていると・・・

若くて、イケメン、年収が高い
人がいいわ！
あとの人は用なしね・・・

ウイルス女子

直接遺伝子複製を阻害すると
いう新規なメカニズムを有する
ファビピラビル（アビガン）。
（日本臨床微生物学会2019）

画期的な反面、副作用が・・・

図出典：富山化学工業(株)「非
臨床試験の統括評価：アビガ
ン錠200mg」



　ファイザー社の新型コロナmRNAワクチン「コミナティ―

筋注」の一般名は「コロナウイルス修飾ウリジンRNAワク

チン（SARS-CoV-2）」といいます。アビガンの推定作用

機序シュード・ウリジン（偽のウリジンという意味）同様、修

飾ウリジンが回路を効率化しているとみられています。で

すから、アビガンもコミナティ―も言わば「腹違いの兄弟」

みたいなものらしい。

日本ECOMnet情報、コロナ死の実情

　日本COVID-19対策ECMOnet(https://www.ecmonet.jp/)

からの紹介。「COVID-19重症者状況の集計」では2020

年2月9日から2021年6月16日までの16か月間に、人工

肺ECMO及びその他の人工呼吸器を使用してお亡くな

りになった方が1354例報告されています。エクモネットは

全国の８割の病院をカバーしていますので、全国での実

数は約1700人でないかと推測されます。

　政府の発表では新型コロナ死は同期間約14300人に

なっていますので、１割強がエクモほか人工呼吸器を

使ったが助からなかった人ということになります。

　では残りの９割弱の人は、どのようにして亡くなった？

「重症病棟に入る前に亡くなった」「政府の用意したホテ

ルで・・・」「自宅待機中に・・・」「突然死」本当ですか？

　新型コロナ死に関して厚生労働省は、「新型コロナウイ

ルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡く

なった方については、厳密な死因を問わず、死亡者数と

して全数を公表するようお願いいたします。」（新型コロナウイ

ルス感染症対策推進本部　令和２年６月18日）と通達しています。

　がんの末期であっても、まもなく老衰で・・・という人も、

PCR検査でコロナ陽性だったら新型コロナ死としてカウン

ト？新型コロナ死亡者数には、真の死因が別にある人が

一定数含まれているのでは？

コロナワクチンで死んだ人はいない？

　６月９日に厚生科学審議会より「新型コロナワクチン接

種後の死亡例の概要」が発表され、196例の死亡報告が

ありました。内、139例が専門家評価が済んでおり、残る

57例については未評価となっています。

　専門家の評価が下りた139例の内、「ワクチンとの因果

関係が否定できないもの」０件、「因果関係が認められな

いもの」０件、「因果関係が評価できないもの」１３９件とい

う内容になっています。つまり、すべて「評価できない」の

です。全く不思議、何を評価したのでしょうか？

　未評価まで含めた全体では、接種後当日と翌日にお

亡くなりになられた方が３割、５日以内まで含めると７割、

因果関係は本当にないのでしょうか？

　症状名欄の内訳で見ると、「老衰」が５例あります。今ま

さに命の灯が消えようとしている人にワクチン接種する必

要ありますか？もっと不思議なのは「自殺」が３例含まれ

ることです。自殺する以外に選択肢がない人が、ワクチ

ン接種を希望しますか？

新型コロナに感染⇒善玉抗体と悪玉抗体？

　3月30日に厚生労働省が発表した第2回抗体保有調査

では、新型コロナウイルスの抗体保有率が依然として低

い状況にある。東京都1.35％、大阪府0.69％、宮城県

0.14％、愛知県0.71％、福岡県0.42％で、前年6月の同

調査と比較してもそれほど上昇がない。

　一方で、新型コロナウイルスに感染すると感染を防ぐ中

和抗体以外に、感染を増強させる抗体（感染増強抗体：

ADE）ができることが知られていて、先頃、大阪大学の研

究グループがそのしくみを解明した。

　そのADEは、中和抗体がウイルス感染から守る力を弱

らせることが判明。新型コロナウイルス感染症の重症化

の一因と推測されます。

　問題なのは、コロナワクチン接種でも同じことが起きると

いうこと。ワクチン接種が終わった人が、変異株の侵襲を

受けると、瞬く間に重症・・・ということも考えられる。

長期安定性等（≒長期
の副作用）に係る情報は
限られている（≒不十分
な）ため、・・・引き続き情
報を収集中（≒治験中）
である。

アビガンも新型コロナワ
クチン「コミナティ―」も腹
違いの兄弟！？

ＥＣＭＯ治療の後

２２５人

他の人工呼吸器治療の後

１，１２９人

国
内
の
新
型
コ
ロ
ナ
死厚生労働省発表（6月16日現在）　１４，２６４人

合計 1，354人
データ80％を補正再計算

推計 1，692人

「あの人、自殺だって」
「わからないものね」

守る仲間たちのはずが
後になって悪玉に変貌？

ウイルス　　善玉抗体　　悪玉抗体？　

国内感染者累計数 約 ８０万人（国民の0.6%）

抗体保有率 ほぼ１％未満

地方は99％以上の人が　新型コロナと縁を断っている



映画『インターステラ―』あらすじ（つづき）

　旧家に戻ったマーフは、幼い頃に部屋で起こった重力

現象が父親からのメッセージだったことに気付く。秒針の

動きからそれをモールス信号だと紐解き、その特異点の

データを使い、マーフは誰も成し得なかった重力問題に

解を見つける。

…（場面転換）…

　クーパーは土星の軌道上に建造された巨大スペース

コロニー内部の病室で目覚める。そのコロニーの名前は

クーパー・ステーション。彼は宇宙に放り出され漂流中に

たまたま探索中だった宇宙船に発見され、酸素の切れる

直前に救助されていた。マーフの功績でスペースコロ

ニーの建造と打ち上げが成功し地球の人類が救済され

たのだ。コロニーにはマーフの功績を称え、彼女がかつ

て地球に住んでいた頃の家が再現されていた。

　クーパーはコロニーの病室で年老いた自分の娘マーフ

と彼女の大勢の子や孫たちとともに再会を果たす。

【未来記事】 東京オリ・パラ２０８０、大盛況

記者：「オリンピックで観客動員数が１千万人を超えるの

は久しぶりじゃないですか？」

委員：「前回59年前に行われた東京大会のときは、コロ

ナウイルス問題で、最低でも無観客だとか油に火

を注ぐようなものだとかギクシャクしてましたから」

記者：「そうだったみたいですね。コロナウイルスのことを

『新型』とか呼んでいたらしいですね」

委員：「今はそもそも『新型』とか『旧型』なんで区別はあり

ませんし、細菌やウイルスを指導する教育係がしっ

かりしていますから、コロナウイルスぐらいで開催が

危ぶまれるなんて考える人はいませんしね」

記者：「お疲れさま。今日は真っ直ぐ帰宅ですか？」

委員：「それがまだ自分もコロナが10億もいるもんですか

ら、家に帰る前に『健康院』に寄って指導受けてこ

ようと思ってます」

記者：「あっ、知ってますよ！昔『病院』と呼ばれていたと

ころでしょ」

委員：「『病人』って悪者扱いじゃ問題解決しません。だ

から『健康院』で再教育するんでしょ。オリ・パラと

同じですよ。犯人探ししてたら開催なんて最初から

できない」

　人間の体のなかにどれぐらいの細菌やウイルスがいる

か？腸内だけでも共生菌が100兆個、皮膚にも良性の常

在菌が無数いて共益関係にある。

　一部の病原性細菌、ウイルスを排除するために一律に

薬剤を投与すると、体内環境を一定に保つホメオスター

シス（恒常性の維持）が変調するだけでなく、共生してい

る細菌類にも影響が及ぶ。

　もともと細菌やウイルスを「汚染」と考える斜めな見方で

なく、生物学・環境学的な視座が求められているのでは

ないかと思います。

hello@hasebe-kenko.com
https://hasebe-kenko.com

クーパーが宇宙でのわ
ずかな時間の任務の間
に、自分の娘マーフは
老婆になっていた。

新型コロナウイルスの一本鎖
RNAをモールス信号に変換す
ると「未来からのメッセージ」が
見えてくる！？
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