
＃１５７：財政・金融上の陰謀により撒かれたと、「中国

コロナウイルス2020年」暗号は語る。 

●重大な暗号解読プログラムの問題 

このマトリクスは実はページ始めのマトリクスと同一だ。使用のプログ

ラムは文字開始位置が調節できるようには出来ていない。そのため

各重要キーワードが離れて見える。本当は「コロナ、ウイルス、2020

年」は密接していて色々な暗号情報が隠されていると思うが、解読プ

ログラム自体は弄れない。なのでページ始めのマトリクスでできる限り

頑張るしかない。※同様問題は「#112イランの核災害」で説明した。 

つまりマトリクスは平面ではなく、円柱形の立体と考

えると分かりやすい。右端のキーワードと左端の

キーワードは平面では最も離れて見えるが、実際

は最も近いのである。地図図法だと丁度「メルカトル

図法」（１６世紀にゲラルドゥス・メルカトルが考えた

地図で地球儀を円筒に描いたもの）のようなものだ。 

●「中国発コロナウイルス」は暗号化されていた。 ʤʰʥʸʥʷ＝コロナ

corona ʱʥʸʩʥ＝ウイルスVirus ʯʠʤʥʥ＝Wuhan武漢 ʩʰʩʱ＝Chinese ※

西暦2019～2020=ユダヤ歴5780 マトリクス画像を見ると、「ウイルス」

と「中国（の）」が幾重にも絡まっている。キーワード「コロナ」「中国

（の）」「2020」は重複交差している。 

●年代記述の意味 年代の出現までは期待していなかったのだが、

明確に「2019～2020年」との記述があった。実は神による年代記述に

は特別の意味があると思っている。「私の存在と全知全能を信ぜよ」

という、はっきりとした意思を思う。311暗号にもそういった「神の特別

署名」があった。この事件は「ただでは終わらない」予感がある。 
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●最小スキップ数からの分析 暗号の意味の基本は聖書表面テキス

トに託されている。 

エゼ37:8 わたしが見てい

ると、その上に筋ができ、

肉が 生じ、皮が こ れをお

おったが、息はその中にな

かった。 37:9 時に彼はわ

たしに言われた、「人の子よ、息に預言せよ、息に預言して言え。主なる神は

こう言われる、息よ、四方から吹いて来て、この殺された者たちの上に吹き、彼

らを生かせ」。◆枯れた骨の復活k 

列王下3:1 ユダの王ヨシャ

パテの第十八年にアハブ

の子ヨラムはサマリヤでイス

ラエルの王となり、十二年

世を治めた。 3:2 彼は主の

目の前に悪をおこなったが、その父母のようではなかった。彼がその父の造っ

たバアルの石柱を除いたからである。 3:3 しかし彼はイスラエルに罪を犯させ

たネバテの子ヤラベアムの罪につき従って、それを離れなかった。◆イスラエ

ルの王ヨラムk 

歴代上20:2 そしてダビデ

は彼らの王の冠をその頭

から取りはなした。その金

の重さを量ってみると一タ

ラント、またその中に宝石

があった。これをダビデの頭に置いた。ダビデはまたその町のぶんどり物を非

常に多く持ち出した。 20:3 また彼はそのうちの民を引き出して、これをのこぎ

りと、鉄のつるはしと、おのを使う仕事につかせた。ダビデはアンモンびとのす

べての町々にこのように行った。そしてダビデと民とは皆エルサレムに帰っ

た。 20:4 この後ゲゼルでペリシテびとと戦いが起った。その時ホシャびとシベ

カイが巨人の子孫のひとりシパイを殺した。かれらはついに征服された。 20:5 

ここにまたペリシテびとと戦いがあったが、ヤイルの子エルハナンはガテびとゴ

リアテの兄弟ラミを殺した。そのやりの柄は機の巻棒のようであった。 20:6 ま

たガテに戦いがあったが、そこにひとりの背の高い人がいた。その手の指と足

の指は六本ずつで、合わせて二十四本あった。彼もまた巨人から生れた者で

あった。◆アンモン、アラムとの戦いk 

ヨシ21:10 これらはレビび

とに属するコハテびとの氏

族の一つである、アロンの

子孫に与えられた。最初

のくじが彼らに当ったから

である。 21:11 すなわちユダの山地にあるキリアテ・アルバすなわちヘブロン

およびその周囲の放牧地を彼らに与えた。このアルバはアナクの父であった。 

21:12 ただし、この町の畑と、それに属する村々とは、すでにエフンネの子カ

レブが、それを受けて所有していた。 21:13 祭司アロンの子孫に与えたのは、

人を殺した者の、のがれる町であるヘブロンとその放牧地、リブナとその放牧

地、 21:14 ヤッテルとその放牧地、エシテモアとその放牧地、 21:15 ホロンと

その放牧地、デビルとその放牧地、 21:16 アインとその放牧地、ユッタとその

放牧地、ベテシメシとその放牧地など、九つの町であって、この二つの部族の

うちから分け与えたものである。 21:17 またベニヤミンの部族のうちから、ギベ

オンとその放牧地、ゲバとその放牧地、 21:18 アナトテとその放牧地、アルモ

ンとその放牧地など、四つの町を与えた。 21:19 アロンの子孫である祭司たち

の町は、合わせて十三であって、それに属する放牧地があった。 21:20 その

他のコハテびとであるレビびとの氏族は、くじによって、エフライムの部族のう

ちから町を獲た。◆レビ人の町k 

 創世46:7 こうしてヤコブ

はその子と、孫および娘

と孫娘などその子孫をみ

な 連 れ て、エ ジ プ ト へ

行った。 46:8 イスラエル

の子らでエジプトへ行った者の名は次のとおりである。すなわちヤコブとその

子らであるが、ヤコブの長子はルベン。 46:9 ルベンの子らはハノク、パル、ヘ

ヅロン、カルミ。 46:10 シメオンの子らはエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾ

ハル及びカナンの女の産んだ子シャウル。 46:11 レビの子らはゲルション、コ

ハテ、メラリ。 46:12 ユダの子らはエル、オナン、シラ、ペレヅ、ゼラ。エルとオ

ナンはカナンの地で死んだ。ペレヅの子らはヘヅロンとハムル。 46:13 イッサ

カルの子らはトラ、プワ、ヨブ、シムロン。 46:14 ゼブルンの子らはセレデ、エロ

ン、ヤリエル。 46:15 これらと娘デナとはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ

子らである。その子らと娘らは合わせて三十三人。 46:16 ガドの子らはゼポ

ン、ハギ、シュニ、エヅボン、エリ、アロデ、アレリ。 46:17 アセルの子らはエム

ナ、イシワ、イスイ、ベリアおよび妹サラ。ベリアの子らはヘベルとマルキエル。 

46:18 これらはラバンが娘レアに与えたジルパの子らである。彼女はこれらを

ヤコブに産んだ。合わせて十六人。 46:19 ヤコブの妻ラケルの子らはヨセフと

ベニヤミンとである。◆ヤコブのエジプト下りk 

＜最小スキップ数からの分析・・その結果＞ ◆スキップ①マトリクス

のテーマは「枯れた骨の復活」。現在の福音派の聖書理解では「現

在イスラエル国の再興」と理解されて、終末のユダヤ人の悔い改めと

解されると思うが、これはローマ異教考案のシオニズム礼賛であり間

違いだ。暗号は明確にディスペンセーションを否定する（#25）。①か

らは「コロナは莫大な死者を出すが結果は霊的復活に繋がっていく」

と読める。 

◆スキップ②マトリクスのテーマは「イスラエルの王ヨラム」。コロナ禍

の原因を「罪につき従って、それを離れなかった」と言っているように

も理解可能。 

◆スキップ③マトリクスのテーマは「神の敵との闘い」。神の型である

ダビデ王の圧倒的勝利の箇所に暗号化することによって、人間歴史

の終末に神がサタン（六本指の巨人の喩え）を完全に滅ぼすことが

予測できる。コロナ禍はその一過程と理解できる。（#番外「単純な数

字６について」参照） 

◆スキップ③④マトリクスについては、テキスト範囲が広くなった影響

もあるが、暗号化意図が読めない。 
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●検索方針 ページ初めに載せた全面マトリクスの関連語句検索

は、かなりの時間がかかることと、キーワードから離れた検索語句につ

いての信用度の問題が出るので、最も信頼度の高い「コロナ」周辺で

の関連語句検索に絞った。 「コロナ」に交差したり重複したりする語

句に意味が出るように、神は暗号設計されているのを長年確認してい

るので、これは発見確率と信頼度が極めて高い手法である。 

●発見した暗号内容 ほとんど全ての語句が「コロナ」に交差・重複し

ている。 ・コロナは「悪性であり毒性が強く、致命的」である。・コロナ

は「生体工学」による。・コロナの「実行は熟練した者たち」による。無

論「中国の」が二か所交差しているので、中国のウィルス研究機関が

無関係とは思えない。・コロナは結果として「過度であり行き過ぎ」

た。・コロナは「厳罰・報復（攻撃）」を受ける。・コロナは「財政上の・金

融上の」課題によって起こされた。・コロナには「割礼を受けた（人た

ち）」が関わっている。 

●結論 コロナの発生は中国だが、これは世界規模の財政上、金融

上の陰謀によってある人々（割礼を受けた人々）によりウィルス（生体

工学）に熟練した機関を使って行われた言わば「テロ」である。「報復

攻撃」があれば一層世界は破壊と混沌が進む。 ただヘブル語六文

字の「ハレルヤ」の暗号化が気にかかる。偶然出現確率は通常語句

の数十分の一だ（滅多に現れないが、現れた場合の信頼度は非常

に高いということ）。この事件も「神の手の中にあり神への賛美に終わ

る」との理解は正しいと思う。 


