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ビル・トッテン
の

言いたい放題

～メディアは事実を報じない～



本講演は、ビル・トッテンによるもので株式

会社アシストの意見を代表するものではあ

りません。



新型コロナについて



日本における全死者数

出所:   
死者数：厚生労働省 人口動態調査 
人　口：総務省統計局

年 死者数(人) 人口(人) 死亡率(%)

2018  1,362,482 126,443,180 1.1

2019  1,381,098 126,167,000 1.1

2020  1,372,649 125,710,000 0.9

2021  1,451,448 125,440,000 1.2



米国における全死者数

年 死者数(人) 人口(人) 死亡率(%)

2018 2,839,205 327,096,265 0.87%

2019 2,854,838 329,064,917 0.87%

2020 2,835,533 331,965,664 0.85%

2021 2,863,095 331,568,147 0.86%

（CDC調べ）



年 死者数(人) 人口(人) 死亡率(%)

2018 57,584,214 7,631,091,113 0.75%

2019 58,460,376 7,713,468,205 0.76%

2020 59,334,008 7,794,798,729 0.76%

2021 60,204,113 7,874,965,731 0.76%

出所: https://www.populationpyramid.net/ja/世界/2018/
https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/death-rate

世界における全死者数



ワクチン接種率
（2022年1月7日現在）

出所: Here Comes China
https://mailchi.mp/herecomeschina.com/defense-budget-jumps-13462159



出所: Here Comes China
https://mailchi.mp/herecomeschina.com/defense-budget-jumps-13462159

新型コロナ死者数
（100万人当たり）



中国 日本 米国

感染者数 10万6千人 220万人 7,100万人

死者数 4,600人 1万8千人 87万人

感染者数 1   21   670
死者数 1     4   188

感染者数 1 241 2,905
死者数 1   46    814

新型コロナにおける感染者数と死者数
（2022年1月25日現在）

対中国比

対中国比（人口比）

出所：https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/



新型コロナ死者数 
（100万人当たり）

出所: 
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-mi
llion-inhabitants/

米国 2,418人
英国 2,184人

フランス 1,708人
ドイツ 1,272人
日本 145人
中国 4人
（2021年12月13日現在）



出所: https://pbs.twimg.com/media/FISDIP4WUAICHBw?format=jpg (UK Health Security Agency) 
https://www.nakedcapitalism.com/2022/01/links-1-5-2022.html

英国：オミクロン株の入院患者数
（2021年12月29日現在）



出所: 
https://americasbestpics.com/picture/death-rates-10-59-by-vaccine-status
-ons-data-published-UUuATvT69?s=cl

英国：10－59歳の死亡率



＜スコットランド＞
2021年12月から1月の新型コロナ死亡者の87%は
ワクチン接種済

＜イスラエル＞
新型コロナ感染開始以来、最も重症者数が増加

＜デンマーク＞
新型コロナ感染が始まって以来最大の感染者数

ワクチン接種の進んだ国で感染が爆発

出所： https://alexberenson.substack.com/p/vaccine-failure-in-two-charts-and/comments



なぜ？

特に、米英の感染者数と死亡者数は
日本や中国よりも圧倒的に多いのは

なぜか？ 



＊米CDCは新型コロナウイルスを検出・識別する
検査としてPCR法を2021年12月31日で撤回した

＊米CDCはPCR検査では新型コロナウイルスと
インフルエンザウイルスを区別できないことを
認めている

＊中国では核酸増幅検査（NAT）が行われている

出所: 
https://www.globalresearch.ca/invention-of-the-covid-narrative-the-pcr-test-sust
ains-the-myth-of-a-global-pandemic-it-serves-to-maintain-fear/5762311



1月7日、CDCのワレンスキー所長は新型

コロナで死亡したと分類された人の75％
には少なくとも4つの基礎疾患があった

ことを認めた。 
75％以上の人が少なくとも4つの合併症

を持っていた、つまりこれらの人たちは

もともと病気だったのである。

ビデオ： https://youtu.be/MJRNMlgltN0



新型コロナ患者の併存疾患と死亡率

出所: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34929892/



　新型コロナ死者数は人為的に増やされている。
　世界各国では「新型コロナによる死亡」を

　　「陽性反応が出てから28日 / 30日 / 60日
　　　以内に何らかの原因で死亡した場合」

　と定義している。

出所： 
https://off-guardian.org/2020/04/05/covid19-death-figures-a-substantial-over-estimate/



米国政府（FDA アメリカ食品医薬局）は
コロナの治療薬を承認していない

出所：
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-iverme
ctin-treat-or-prevent-covid-19
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-cautions-against-use-hyd
roxychloroquine-or-chloroquine-covid-19-outside-hospital-setting-or

　ヒトや動物における新型コロナの予防や治療
　にイベルメクチンを使用することを許可・承認
　していない

　新型コロナに対するヒドロキシクロロキン
　またはクロロキンの使用に注意を促している



2020年米国におけるコロナ経済的結果

労働者 420兆円を失った　
億万長者 433兆円を得た　
新たに493人が億万長者になった
8百万人の米国人が貧困線以下に落ちた

　年収
 　- 1人家族 　146万円　 
 　- 2人家族　 198万円　 

 　- 3人家族　 250万円　

米国では人口の11%、3,700万人が貧困線以下で
生活している

出所: 
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines/prior-hhs-poverty-
guidelines-federal-register-references/2021-poverty-guidelines



出所: 
https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-r
eflecting-poorly#access
(EXHIBIT 1)

医療制度ランキング（2021年）

  1. ノルウェー
  2. オランダ
  3. オーストラリア
  4. 英国
  5. ドイツ
  6. ニュージーランド
  7. スウェーデン
  8. フランス
  9. スイス
10. カナダ
11. 米国



平均寿命

日本　85歳
米国　79歳
中国　77歳
世界　73歳

出所：https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/



米国と中国の平均寿命の推移



出所
：https://www.nbcnews.com/health/health-news/u-s-life-expectancydecreased-al
arming-amount-during-pandemic-n1272206



新型コロナの事実に関するまとめ

    　*  これは詐欺だったし、今でも詐欺である
    　*  米国政府がすでに撤回した「PCR検査」に
       　基づくものだった
    　*  いわゆる「コロナ死亡者」の75％は別の
       　病気を持っていた
    　*  東洋より西洋諸国の方がはるかに悪かった
      　（と思われた）  
    　*  すべての国に大きな不幸をもたらした
    　*  飲食など中小企業は大打撃を受けた
    　*  超富裕層（ワクチン供給者を含む）だけが
       　得をした 



米国、英国、その他いくつかの国は投票が
政治を左右する民主主義国家ではなく、お
金が政治を左右する金権主義国家であり、
この新型コロナというショー全体は主要な新
型コロナワクチンメーカーを潤すために行わ
れている

ビル・ゲイツ、ジョージ・ソロス、ダボス会議
のクラウス・シュワブのような人々が主導す
る世界の人口を大幅に減らすための優生学
の策略である



https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2017/05/capitalismo.jpg



日本・中国・米国について



出所:
日本　国民生活基礎調査　（厚生省）
米国　https://fred.stlouisfed.org/series/MEHOINUSA672N
中国　https://www.statista.com/statistics/278698/annual-per-capita-income-of-households-in-china/

可処分所得（中国都市部）
世帯所得中央値（米国/日本）

の伸び



出所: Here Comes China
https://www.herecomeschina.com/how-communist-is-china-or-is-it-really-capitalist-how-ca
n-we-tell/

中国の実質年間GDP成長率



出所: Here Comes China
https://www.herecomeschina.com/how-communist-is-china-or-is-it-really-capitalist-how-ca
n-we-tell/



出所: 
https://wolfstreet.com/2021/02/08/us-trade-deficit-in-2020-worst-since-2008-goods-deficit-
worst-ever-despite-first-ever-petroleum-surplus-services-surplus-drops-again/



出所: Here Comes China (April 16, 2021)
https://www.herecomeschina.com/is-xi-jinping-better-than-hu/

中国：製造業の平均年収



出
所:https://mcusercontent.com/a3fd090b5e883b8b0b7c3ff75/images/eeabc2bf-ae92-2ae4
-fd47-267fc150ce4b.png

貧困線以下の人口の割合



出所: 
https://assets.zerohedge.com/s3fs-public/styles/inline_image_mobile/public/i
nline-images/2021-10-17_10-47-31.jpg

人口に占める
割合

富の占有率

１％　　 46％　　

11％　　 39％　　

33％　　 14％　　

55％　　 1％　　

米　国



出所： https://www.zerohedge.com/political/real-threat-democracy-corrupting-wealth-inequality

米 国
上位0.1%が所有する富は下位80%よりも多い



出所:“Why Did China Become Capitalist?” by Godfree Roberts (March 28, 2021)
https://www.herecomeschina.com/how-communist-is-china-or-is-it-really-capitalist-how-can-we-tell/

減少する公共財産
（国富における公共の富の割合：2015年）



民営化されたもの（日本）

　 鉄道
　 通信
　 郵便局
　 地下鉄

　 水道



出所:“How Communist is China?” by Godfree Roberts (June 16, 2021)
https://www.herecomeschina.com/how-communist-is-china-or-is-it-really-capitalist-how-can-we-tell/

持ち家比率



出所: https://mailchi.mp/herecomeschina.com/defense-budget-jumps-13352759

GDPにおける研究開発投資の割合
中国 vs 米国



出所:“Why was $100 billion squandered on China?” by Godfree Roberts (March 18, 2021)
https://www.herecomeschina.com/we-wasted-100-billion-on-china/

GDPにおける政府の研究開発費の割合
中国 vs 米国



出所: “How China's mines rule the market of critical raw materials”
https://www.dw.com/en/how-chinas-mines-rule-the-market-of-critical-raw-materials/a-57148375

中国が優位を占める原材料市場



出所: http://www.lilasteel.com/newsinfo/733353.html

フォーチュン・グローバル500における
中国企業の数



出所: https://top1000worldbanks.com/

世界の銀行：上位20行



出所: “What level of democracy does China have?” by Godfree Roberts (February 28, 2021) 
https://www.herecomeschina.com/what-level-of-democracy-does-china-have/

出生時の健康寿命



出所： 
https://www.axios.com/china-stem-phd-students-5bdd84bf-3362-4bb0-a0d3-7011b15caccb.html

　STEM博士号取得卒業者数（年間）
＊STEM：科学・技術・工学・数学 4分野の総称



出所： "Here Comes China”
https://mailchi.mp/herecomeschina.com/defense-budget-jumps-13361720

世界数学団体選手権の勝者は  米国！
しかし全選手は  中国人留学生



出所：日米 https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/cmd

日本 米国

小・中・高 約114万円 約160万円

大学 約216万円 約390万円

小学校 　　約   1万 8千円

中学校 　　約   2万 2千円

高校 　　約   5万 ～  9万円

大学 　　約 18万 ～27万円

＜日本と米国の教育費（年間）＞

＜中国の平均的教育費（年間）＞
　※ほとんどの学校は公立



出所:“How Communist is China?” by Godfree Roberts (June 16, 2021)
https://www.herecomeschina.com/how-communist-is-china-or-is-it-really-capitalist-how-can-we-tell/

国際学習到達度調査（PISA)
テスト結果：15歳（2018年）



出所:  Our World in Data
https://ourworldindata.org/co2/country/japan

日中米の二酸化炭素排出量
（１人当たり）



出所: 
https://www.pewresearch.org/global/2021/07/21/economic-attitudes-improve-in-many-nations-
even-as-pandemic-endures/

ほとんどの国が子供たちは将来
親世代よりも経済的に悪くなると思っている



出所: https://www.zerohedge.com/geopolitical/visualizing-us-military-spending-relative-rest-world

米国軍事費
～その他の国との比較～



出所：https://wikimili.com/en/List_of_countries_by_military_expenditure_per_capita

１人当たりの軍事費

（1ドル＝113円で換算）

国 （円）

米国 430,000     

サウジアラビア 204,000

韓国 97,000

フランス 87,000

英国 81,000

ドイツ 67,000

ロシア 50,000

日本 42,000

中国 21,000

インド 8,000



出所:“WHEN CHINA TAKES THE LEAD IN THE WORLD ?” by Godfree Roberts
(February 28, 2021)
https://www.herecomeschina.com/when-china-leads-the-world/





出所： https://twitter.com/eslemanabayy/status/1473002465637322761

”中国は世界平和を脅かす”？
米中がこれまでに戦争・攻撃した国



出所： "Here Comes China" 
https://mailchi.mp/herecomeschina.com/defense-budget-jumps-13361988

台湾は国家（中華民国）vs 中国（中華人民共和国）



  1 ベリーズ(1989)
  2 グアテマラ(1960)
  3 ハイチ(1956)
  4 ホンジュラス(1965)
  5 マーシャル諸島(1998)
  6 ナウル(1980–2002, 2005)
  7 ニカラグア(1990)
  8 パラオ(1999)
  9 パラグアイ(1957)
10 セントクリストファー・ネイビス(1983)
11 セントルシア(1984–1997, 2007)
12 セントビンセント及びグレナディーン諸島(1981)
13 エスワティニ(旧スワジランド)(1968)
14 ツバル(1979)
15 バチカン(1942)

台湾を国家として認めている国

出所
：https://www.worldatlas.com/articles/which-countries-recognize-taiwan-as-a-country.html



出所:  日米貿易／日中貿易　https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time_latest.htm

日本の 対米・対中 貿易額



出所:  中米貿易　https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2021

中国の対米貿易額



会社
中国での

生産台数

中国での

販売台数
比率

日系A社 1,876,879 1,626,972 1.15

日系B社 1,273,058 1,456,738 0.87

日系C社 1,537,670 1,797,487 0.86

中国での自動車生産台数と販売台数

出所： https://www.sankei.com/article/20210108-LSWCRUKW6NO4JEBO7YGBFJFTNE/　ほか



出所: https://www.statista.com/statistics/1074142/industrial-robots-global-installations-by-country/

世界の産業用ロボット出荷台数（2020年）



出所: https://robohub.org/robot-density-nearly-doubled-globally/

製造業で使われているロボットの割合（2020）



出所：”Here Comes China”
https://mailchi.mp/herecomeschina.com/defense-budget-jumps-13456599?e=65663530be

米国社会



殺人発生率
（10万人当たり）

出所： https://worldpopulationreview.com/country-rankings/murder-rate-by-country

米国 4.96
フランス 1.20
英国 1.20
ドイツ 0.95
中国 0.53
日本 0.26



出所： https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/drug-use/by-country/

麻薬使用による死亡率
（10万人当たり）

米国 10.8　　
英国 3.7　　
ドイツ 2.0　　
中国 1.8　　

フランス 1.7　　
日本 0.3　　



 ビル・トッテンのブログ（英語）
  https://billtotten.wpcomstaging.com/

 賀茂川耕助のブログ　（日本語）
  https://kamogawakosuke.info/

 LARRY ROMANOFF　（英語）
「Nations Built on Lies」
  https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/4646/



ご視聴ありがとうございました。

ビル・トッテン  


