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⼈類の英雄
 

代替療法や⽅法の研究、開発、適⽤、普及のために、多くの⼈々が
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ローなのです。私たちとその次の世代は、この先駆者たちに多くを



負っており、だからこそ、もっと彼らのことを思い出すべきなので
す。
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ヒーリングステートメント、免責事項、ライセ
ンス
 

この書籍、電⼦書籍、ウェブサイト、セミナーやワークショップに
掲載されている情報は、情報提供のみを⽬的としたものであり、治
療や医療⾏為の代替となるものではありません。誤った診断や治療
に伴うリスクは、医療従事者に相談することで初めて軽減されま
す。病気の治療、診断、処置は、法律上、医師、代替医療従事者、
⼼理療法⼠にのみ認められています。
 

当社のページまたはイベントにおいて、特定の処置の適応症、投与
量または適⽤が⾔及されている場合、可能性のある医療上の意図ま
たは処置について責任を負うものではありません。ガイドラインや
推奨事項が特定のケースに当てはまるかどうかは、上記の専⾨家に
ご相談ください。いかなる⽤途、⽤法、療法も、常にユーザー⾃⾝
の責任とリスクで⾏ってください。
 

書籍/電⼦書籍/オンライン提供の内容
著者兼講師のDipl.-Ing.Ali Erhan⽒は、医師や代替医療の専⾨家では
なく、機械エンジニアとITの専⾨家です。この本、電⼦書籍、セミ
ナーやワークショップでは、MMSの発⾒者であるジム・ハンブル⽒
との個⼈的なMMSトレーナー・トレーニングで得た⽂献の要約や発
⾔を紹介しています。
 

さらに、インサイダーであるアンドレアス・カルカー博⼠、ケリ
ー・リベラ、レオ・コーホフ、アンティエ・オズワルド博⼠らへの
インタビューや、さらなる研究成果がこの本に反映されています。
これらはすべて、⾃由で⾃⼰決定的な存在であるあなたにとって、
⾃⼰責任で⾏動するための情報としてのみ役⽴つはずです。著者・
講師は、誰かに物事を⾏うことや控えることを勧めることはありま



せん。著者・講師は、-⾃分で治療法や⽅法を発⾒したり、⾒つけた
りしたわけではなく、⾃分以外の⼈を治療したこともありません。
 

著者・講師は、ここに記載されている⽅法を適⽤したことによるい
かなる損害、特に健康状態の改善や悪化についても責任を負いませ
ん。これらの出版物やイベントは、魅⼒的なヒーリングの知識を議
論し、普及させるためのものに過ぎません。著者は、提供された情
報の時事性、正確性、完全性、品質について責任を負わない権利を
有します。提供された情報（不完全または不正確な情報を含む）の
使⽤によって⽣じた損害に関する賠償請求は拒否されます。
 

記載されている薬剤の使⽤説明書、警告書、安全データシートを遵
守する必要があります。すべてのオファーは変更される可能性があ
り、拘束⼒はありません。著者は、別途発表することなく、ページ
の⼀部またはオファー全体を変更、補⾜、削除したり、⼀時的また
は恒久的に発⾏を中⽌したりする権利を明⽰的に留保します。
 

参考⽂献とリンク
著作者の責任範囲外にある外部ウェブサイトへの直接的または間接
的な参照（ハイパーリンク）の場合、著作者がコンテンツの内容を
知っており、違法なコンテンツの場合には利⽤を防⽌することが技
術的に可能であり、かつ合理的である場合にのみ、責任義務が発⽣
します。著者は、リンクが作成された時点で、リンク先のページに
違法なコンテンツが確認できなかったことを、ここに明⽰的に宣⾔
します。
 

著者は、リンク先のページの現在および将来のデザイン、内容、著
者名などに影響を与えることはありません。したがって、リンク設
定後に変更されたすべてのリンク先ページのコンテンツから、ここ
に明⽰的に距離を置くことになります。この声明は、⾃⾝のインタ
ーネット・オファー内に設定されたすべてのリンクおよび参照に加
えて、ゲストブック、ディスカッション・フォーラム、リンク・デ



ィレクトリ、著者が設定したメーリングリスト、および外部からの
書き込みアクセスが可能なコンテンツを持つその他すべての形態の
データベース内の外部エントリにも適⽤されます。
 

違法、不正確または不完全な内容、および特にそのような種類の提
⽰された情報の使⽤または使⽤しないことから発⽣する損害につい
ては、特にそれぞれの出版物のみを参照している側の提供者のみが
責任を負うものとします。
 

著作権・商標法
著者は、すべての出版物に使⽤されている画像、グラフィックス、
サウンドドキュメント、ビデオシーケンスおよびテキストの著作権
を遵守するよう努めています。さらに、⾃分で作成した画像、グラ
フィック、⾳声資料、ビデオシーケンス、テキストを使⽤するか、
ライセンスフリーのグラフィック、⾳声資料、ビデオシーケンス、
テキストを使⽤するように努めています。
 

電⼦書籍またはインターネットサービスに記載されているすべての
ブランドおよび商標は、該当する場合、第三者によって保護されて
おり、それぞれの有効な商標法の規定およびそれぞれの登録所有者
の所有権に制限なく従うものとします。商標が記載されているだけ
では、その商標が第三者の権利によって保護されていないことを意
味するものではありません著者⾃⾝が作成した出版物の著作権は、
そのページの著者にのみ帰属します。著者の同意なしに、図、⾳
声、テキストなどのオブジェクトを商業的に複製したり、他の電⼦
的または印刷された出版物で使⽤することはできません。
 

本免責事項の法的効⼒
本免責事項は、お客様が参照された書籍、電⼦書籍、インターネッ
ト出版物の⼀部とみなされます。本声明の⼀部または個々の条項が
法的に正しくない場合でも、他の部分の内容や有効性はこの事実に
影響されません。



 

無料版と有料フルバージョンのライセンス
著者は、この本の全⽂を電⼦書籍としてコミュニティに無料で提供
することを決定しました。完全版は、PDFダウンロードまたは通常
の電⼦書籍プラットフォームで⼊⼿でき、MMSをテーマにした重要
な事実、最新のレシピ、アプリケーションプロトコル、リスクや副
作⽤などがすべて含まれています。
 

また、MMSに関する興味深い情報が掲載されており、中にはこれま
で書籍に掲載されていなかったものもあります。⾃分にとっても刺
激的な話題があるかどうかは、⽬次で確認できます。また、フルバ
ージョンは、ハードカバーまたはソフトカバーの印刷版と、モバイ
ルデバイス⽤のすべての電⼦書籍プラットフォームでもご利⽤いた
だけます。実⽤的な電⼦書籍版では、旅⾏や休⽇などに、スマート
フォンやタブレットPCで、常に実⽤的なMMSの知識を⼿に⼊れるこ
とができます。
 

この本の内容の著作権は、著者であるDipl.Ing.Ali Erhanにあります。
ただし、何も削除、追加、変更されていないことを条件に、電⼦メ
ールやダウンロード、個⼈的な⽬的での印刷版など、愛すべき⼈た
ちに⾃由に渡すことができます。配信は常に無償で無条件に⾏われ
ます。有料のフルバージョンを印刷版として配布することは、著者
のみに許されています。各配信プラットフォームの権利が独占的に
適⽤されます。
 

資料・⽂献リスト
本書に記載されているすべての記述は、第三者の研究、出版物、ま
たはその他の検証可能な記述に基づいています。Webページ
www.mms-seminar.com では、約7時間に及ぶウェビナー「Healing
with MMS？」も無料でご覧いただけます。このページでは、各章の
最後に掲載されている情報源の下に、直接リンクとアーカイブ版へ
のリンクの両⽅が掲載されています。



 
 
 

ATTENTION: トランスレーション
この本はもともとドイツ語で書かれたものです。その後、多くの⾔
語に機械翻訳され、プラットフォーム（www.mms-seminar.com）か
らオンラインでダウンロードすることができます。⼿動で修正され
たバージョンは、バージョンにRの⽂字が付加されていることで⾒
分けることができます（例：バージョン5.5.7-R）。⾃動翻訳が不
潔、不正確、または誤解を招くものであった場合、著者はいかなる
種類の責任も負いません。問題となっている箇所を、他の⾔語や原
語で確認してください。もし、あなたが語学に精通しているのであ
れば、私からWord版を受け取り、⾃分で修正することも可能です。
 

 



序⽂
 

⼈や動物を対象としたMMSアプリケーションは、ますます⼈気が⾼
まっています。⾃分たちの成功を原動⼒に、MMSは他の⼈にも勧め
られることが多い。そのため、MMSに興味を持った⼈がどんどん集
まってきます。そして、知識欲が旺盛です。残念なことに、MMSア
プリケーションに関する古い情報と新しい情報は、インターネット
上で隣り合わせに喧伝されており、⼀部⽭盾しています。古いアプ
リケーションプロトコルの中には、投与量が多すぎて、避けること
のできない不快な副作⽤が早く発⽣するものがあります。
 

そのため、Jim Humble⽒は、彼の最初の著書『The Breakthrough!私
のセミナーでは、初⼼者の⽅がこのような時代遅れのプロトコルに
取り組んで、ほとんど成功せず、途中で挫折してしまうことをよく
経験します。残念ながら、この古くなったMMS情報を掲載している
ウェブサイトも多くあります。そこで、この本（電⼦書籍）は、古
くから使っている⼈にも、初めての⼈にも、世界のMMSファミリー
の知識の現状を迅速かつ包括的に伝えることを⽬的としています。
そのため、友⼈や知⼈からこの電⼦書籍を受け取った場合は、常に
最新版も持っているかどうかを www.mms-seminar.com で確認し、
必要に応じて無料でダウンロードしてください。
 

各新バージョンは成⾧し、⼈や動物の健康分野に適⽤するための基
礎知識や新しいMMSの経験レポートを含む新しい章が含まれていま
す。さらに、家庭や庭、休⽇に⼆酸化塩素製品を使⽤する際の実⽤
的なヒントも増えています。また、各新バージョンには、既刊の各
章の誤りの訂正と拡張が含まれています。
 

この本は、何年もかけて⾮常に緻密に編集されたもので、世界の
MMSファミリーというコミュニティの成果でもあります。建設的な



批判、有意義な体験レポート、あるいは新しいMMSのヒントを提供
することで、私たちを助けてください。
 

初めての⽅には、⼆酸化塩素製品の市場概要、活性化、アプリケー
ションプロトコルなどを本当によく勉強していただきたいと思いま
す。ここが⼀番の失敗の原因です。MMSや⼆酸化塩素を使ったアプ
リケーションは、本をざっと読んだだけですぐに⾃⼰処理を⾏うの
には適していません。⾃分が何をしているのかを理解していれば、
この万能でありながら不快な匂いと味を持つ活性物質で、想像を絶
する可能性を⼿に⼊れることができます。
 

あなたの意志と魂の計画に従って、すべてのレベルでの癒しを願っ
ています。
 

ハートライト
あなたのアリ・エルハン
 

...と、どんどんなっていきます!
 
 
 



フォワード2020
 

2020年は、全⼈類に⼤きな激動をもたらした。突然、地球上のすべ
ての⼈々の健康が脅かされたかのように⾒えたのは、「コビッ
ド-19」と呼ばれる病原体でした。 コロナウイルスの仲間であるこの
病原体は、その出現とほぼ同時にパンデミックを引き起こしまし
た。背景にある善と悪の最終決戦や、個々の扇動者の政治的動機に
ついては、ここでは触れたくない。私の知る限りでは、少なくとも2
種類の危険な病原体を使った計画的なパンデミックです。
 

第⼀波では、ヨーロッパではほとんど無害なタイプのものしか受け
取らなかったようです。ここでは、メディアによる極端な誇張報
道、診断に適さないPCR検査、⽇常⽣活への過度な制限などを通じ
て、パンデミックがより広まっていきました。⼀⽅、ボリビアやメ
キシコなど他の地域では、まったく異なる衝撃的な出来事が報告さ
れている。アンドレアス・カルカーによると、ここでは感染者や医
師が数千⼈単位でハエのように死んでいたという。医師⽤の特別な
マスクでさえ、全く防げなかったと⾔われています。このように⾃
分の命が脅かされているときに限って、アンドレアス・カルカーが
南⽶で⾏ったMMS/CDS/⼆酸化塩素に関する多くの講演を思い出し
た医師がいました。彼らは彼と接触した後、経⼜摂取し、⾮常に多
くの⼈が重篤な病気から⽣還した。今度は、苦しみのプレッシャー
が⼤きくなり、CDSを使う医師が増え、成功例が燎原の⽕のように
広がっていきました。アンドレアス・カルカー⽒によると、ボリビ
アではCDSが急遽、コビット19患者の治療薬として法律で承認され
たほどだ。その結果、患者の死亡率が90％以上だったのが、わずか2
ヶ⽉で4％以下になりました。
 

⼆酸化塩素溶液は現在、ボリビアの⼤学で⼤量に⽣産され、住民や
診療所にほぼ無料で配布されています。2020年の終わり頃、アンド
レアス・カルカーは、現在、20カ国以上の約4,000⼈の医師を束ねる



国際的な医学会があり、コヴィド19の患者で14万件以上の治療成功
が報告されていることを報告しました。4⽇間の内服治療の後、すべ
ての患者は症状がなくなり、死の危険性もなくなりました。製薬会
社、マスメディア、政治、それぞれの思惑が交錯していることを物
語っています。⼈類にとって最悪の脅威であるMMS/CDSには、シン
プルで安価、安全で効果が⾼く、信頼できる治療法がここにありま
すが、この知識は⾮常にゆっくりと広まっています。

ヒーローになる！？Save Lives!医者でなくても、ヒーラーでなくても
構いません。この本を⼀⼈でも多くの友⼈・知⼈に転送していただ
ければ結構です。そうすれば、この情報は、死を免れたり、苦しみ
を減らしたりするのに役⽴つ⼈を⾒つけることができるでしょう。
彼はあなたに感謝するでしょう。これは9年以上に渡って私の原動⼒
となってきました。私はそのために攻撃され、糾弾され、かなりの
経済的損失を被りました。しかし、それは今でも私の⼼を動かして
います。あなたが正しいことをしてくれると信じています。



1.MMSで癒される？
 

本製品は、書籍・電⼦書籍「Healing with MMS？」のフルバージョン
V5.5.7です。⼿動で修正された翻訳版は、バージョンにRの⽂字が付
加されていることで識別できます（例：バージョン5.5.7-R）。
 

ストップ!この先を読む前に、まず⾃分が最新のバージョンを持って
いるかどうかを確認してください。いつでも最新版のPDFファイル
を無料でダウンロードできます。www.mms-seminar.com。冊⼦版や
Apple、Google Android、Amazon Kindle向けの電⼦書籍も常に最新の
状態で、そこにリンクされています。義務ではありませんが、そこ
でニュースレターに登録しておけば、常に最新バージョンや最新情
報が間に合います。
 

1.1 従来の医療と個⼈の責任
 

現代の正統派医療には、私にとって2つの顔があります。右の顔は、
⼿術と職⼈の顔です。この50年間の発展は⾮常に速いものでした。
交通事故などで複雑で重度の損傷を受けた場合でも、⾻、関節、
腱、神経、⾎管、⽪膚などの機能を90％以上回復させることができ
る場合がほとんどです。尊敬しています。その点では、今の時代に
⽣きていてよかったと思います。救急・集中治療医学は、⾮常に多
くの⼈の命を救ってきました。
 

残念ながら、⾃然界に存在しない⼈⼯的な物質を使って病気を治療
し、莫⼤な利益を得ようとする従来の医学の左の顔が残っていま
す。ここでは、50年間、実際にはパターンFだけで、外科のような急
激な発展やブレークスルーはありませんでした。基本的には、よく
知られていて効果の⾼い天然物質が、意図的に悪⼜を⾔われ、市場
から禁⽌され、ほとんど効果がなく、かなりの副作⽤を引き起こす
⼈⼯的に作られた物質に置き換えられます。しかし、新しい⼈⼯物



であるため、特許を取得することができ、その結果、とんでもなく
⾼い利益率で販売することができるのです（これ以上の利益率を持
つ産業はありません！）。
 

残念ながら、患者さんは道連れになってしまいます。
 

また、かつては⾃⼰責任が徹底されていました。この50年の間に、
私たちは些細なことでも医者に駆け込み、待合室のクロークで上着
だけでなく個⼈の責任も引き渡すように教育されてきました。そし
て、私たちは⽣贄の⼦⽺の役割を果たすだけであり、医師が私たち
の今後の運命を判断するために、いくつかの検査値とその解釈を緊
張して待ちます。
 

同じ症状の患者さんを5⼈の医師に診せた場合、5つの異なる診断と5
つの異なる治療法が提案されることもあるでしょう。すぐに⼿術を
する」ということから、薬の投与、「まずは家に帰ってしばらく観
察する」ということまで、すべてが可能です。この⽅法は本当に科
学的に正しいのでしょうか？そして何よりも、その知識を応⽤した
際の正確な再現性はどこにあるのか。しかし、これは主治医を⾮難
するものではありません。
 

病気の発症に影響を与える可能性は、通常教えられているよりもは
るかに複雑であり、さらに、すべての⼈は⾮常に個別の⾝体的特徴
を持つ個⼈です。さらに、その医師がいつ訓練を受けたか、どのよ
うな経験を持っているかということも重要なポイントになります。
しかし、患者さんにとっては、「⾜が切れるか、⾜がつくか」の違
い、あるいは⽣存の問題であることが多いのです。
 

⼀⽅、薬の副作⽤や医療過誤は、特に豊かな国では死因の第1位とな
っています（Death by Medicine調査参照）。
 

ですから、今⽇もまた、医師を⽩⾐を着た半神半⼈としてではな
く、良き相談相⼿として⾒なすことが⾮常に重要なのです。もし、



複数のアドバイザーからアドバイスを受けた場合は、恐怖⼼ではな
く、⾃分が適⽤したい療法を⽰唆する直感に導かれるべきである。
なぜなら、この地球上のほとんどの死は、がんや⼼⾎管疾患ではな
く、恐怖という病気によるものだからです。
 

恐怖はあなたを中⼼から外し、バランスを崩し、⼒を奪います。そ
うして初めて、細菌や病気にチャンスが与えられるのです。だから
こそ、⽣き延びるための最も重要な2つのヒントが最初に⽤意されて
いるのです。
 

1.常に信頼関係を保ち、⾃分の直感を信じ、プログラムされた潜在
意識ではなく、⾃分の⼼の声に⽿を傾けましょう
 

2.⾃分と⾃分の体に再び責任を持つ-知識を得て⾃分の健康を強化し
よう
 

これらは、あなたの完全な治癒のための最も重要なステップであ
り、しばしば、より良いと思われる治療に不本意ながらも耐えるこ
とよりも、成功に⼤きく貢献します。
 

事実。
- Death by Medicine研究（薬や治療による死
 

情報源と書誌
本書に記載されているすべての記述は、第三者の研究、出版物、ま
たはその他の検証可能な記述に基づいています。ウェブサイト
（www.mms-seminar.com）では、ウェビナー「Healing with MMS?こ
のページでは、章末の「事実」に掲載されている各資料について、
直接のリンクとアーカイブ版へのリンクの両⽅が掲載されていま
す。



1.2 MMSとは？
 

⼆酸化塩素は、⼈類が知っている中で最も強⼒なウイルスやバクテ
リアのキラーであり、何⼗年も前から世界中で飲料⽔の徹底した安
全な消毒などに使⽤されてきました。医薬未承認のMMSとその有効
成分である⼆酸化塩素を使った⾃⼰治療法は、近年、ジム・ハンブ
ル⽒の著書によって世界的に知られるようになりました。
 

⽶国⼈のジム・ハンブルは、多くの職業を持つカラフルな⼈物であ
る。NASAのエンジニアなどを経て、⾦鉱⼭の採掘プロセスの最適
化に携わった。また、このテーマに関するいくつかの本も書いてい
ます。⽂明から5⽇も離れたジャングルの奥地にある⾦鉱への遠征
中、同僚の2⼈がマラリアにかかってしまったのだ。しかし、この地
域にはマラリアはないはずなので、鎮静剤（マラリアに対する従来
の薬はない）は持っていなかった。
 

そこで、携⾏品や治療薬の⽬録を作り、飲料⽔の殺菌剤に出会っ
た。極めて論理的に問題に取り組み、素晴らしいアイデアを持って
いた彼は、後に著書『MMS-The Breakthrough』で紹介されているよう
に、殺菌剤によるマラリアの治療に成功した。
 

実は、彼はエンジニアらしいアプローチをしていました。エンジニ
アは怠惰な同時代⼈であることを知らなければならない--そう⾔っ
ても許されるのだ。問題を解決しなければならないとき、エンジニ
アはまず、似たような既知の問題を探し、そこにある解決策をなん
とか応⽤できないか、適応できないかを考えます。
 

MMSを発⾒したジム・ハンブル⽒の基本的な考えは次のようなもの
でした。よく知られているのは、飲料⽔として使いたい⽔が激しく
汚染されているという問題です。すでに開発されていたソリューシ
ョンは、重度の汚染⽔でもすべての病原菌を確実に死滅させ、ため



らいなく⽔を飲める飲料⽔⽤殺菌剤でした。現在の問題は、病原体
による社員のマラリア病だった。⼈間の体は約70～80％が⽔分で構
成されています。論理的解決：飲料⽔に含まれるすべての細菌を殺
す薬剤が、⽔中、すなわち⼈間や動物の⾎液や間質液に含まれる病
気の原因となる細菌を殺すことができないのはなぜか。代替⼿段が
ないことと、従業員の命に関わることから、理論はすぐに実践に移
され、従業員は希釈された溶液を⼜にした。
 

わずか4時間で、熱や痛みなどのマラリアの症状がすべてなくなりま
した。その数⽇後、ジム・ハンブルはマラリアにかかりましたが、
このレメディですぐに治すことができました。その後、彼はこの殺
菌剤の実際の有効成分である⼆酸化塩素を発⾒し、鉱物の亜塩素酸
ナトリウム（MMS）から様々な処⽅で製造しました。
 

マラリアには即効性があり、繰り返し効果を発揮しました。ジムは
この知識を多くのアフリカ諸国に広めたが、そのために繰り返し迫
害を受けた。その後、世界中のユーザーから、インフルエンザ、膀
胱や喉、歯や歯根の急性・慢性の炎症、⾷中毒や⾎液中毒、腸内細
菌など、様々な病気にMMSが効果的であるとの報告がありました。
 

数多くの体験談から、従来の医学では知られていない多くの病気
（例えば、がんや糖尿病など）の原因は、細菌や毒であると考えら
れます。成功したジムの周りには瞬く間に⼈々が集まり、世界的な
MMSファミリーが完全に⾮官僚的に発展していった。このファミリ
ーには、活動的な⼀般⼈だけでなく、さまざまな分野で⾼い評価を
受けている数多くの専⾨家が所属しています。この世界的なMMS運
動の⽬的は、この癒しの知識を広めることです。
 

この知識がどれほど早く広まり、今では世界中の多くの⼈々がMMS
を知り、うまく利⽤しているかを、いくつかの数字で⽰してみまし
ょう。MMSファミリーは、2014年末時点で、110カ国163拠点に2,051
⼈以上のアクティブメンバーがいます。これまでに1,465⼈がMMSの



トレーニングを受け、現在82⼈のMMSインストラクターがおり、私
はそのうちの⼀⼈です。⼈種、⾔語、宗教、⽂化の異なる多くの
⼈々をこれほど短期間で結びつけることができるのは、MMSの検証
可能で再現性のある効果だけだと私は考えています。現在、ドイツ
語圏だけでも18冊以上のMMS本があり、総発⾏部数は30万部を超え
ています（2014年時点）。私のMMSセミナーやワークショップに
は、医師、獣医師、歯科医師、代替療法⼠、薬剤師、⼼理療法⼠だ
けでなく、裁判官、弁護⼠、犯罪捜査官、病理学者などが、興味を
持って⼀般の⼈と⼀緒に座っていますが、彼らは提⽰された内容の
説得⼒のある論理に感銘を受けています。そのため、MMSではマ
ス・イマジネーションの現象を完全に排除することができます。
 

ここで、「MMSとは何か」という問題に戻りましょう。MMSやその
活性物質である⼆酸化塩素は、ハーブでもオーガニックでもなく、
Jim Humble⽒によればホメオパシーでもありません。穏やかな治療
法や⽅法を求める現在の傾向には全く合わないのですが、それでも
これらの分野の代表者の多くに受け⼊れられています。
 

⼆酸化塩素（ClO2）は、1つの塩素原⼦と2つの酸素原⼦からなる単
純な化学物質です。揮発性の⾼いガスで、空気よりも重い。そのた
め、通常は使⽤する直前に活性剤である酸を加えて、鉱物の亜塩素
酸ナトリウム（塩化ナトリウム＝⾷卓塩と混同しないように）から
⽣成します。室温では琥珀⾊の気体で、室内プールのような塩素の
ような刺激的な臭いがします。
 

しかし、純粋な塩素とは異なり、⼆酸化塩素は無害ですこれは⾮常
に重要なことです。というのも、不当な評論家たちは、純粋で有害
な塩素や塩素系漂⽩剤と意図的に混同したがるからです。⼆酸化塩
素は、使⽤後しばらくすると、⽔と酸素と無害な普通の塩の成分に
分解されます。⼆酸化塩素は1811年から知られており、その広帯域
性と無害性について⼗分な研究がなされており、パルプ⼯業におけ



る⾮塩素系漂⽩剤、⾷品の殺菌、飲料⽔の殺菌など、世界中で使⽤
されている。
 

つまり、Jim Humbleは何か新しいことを発明したわけではなく、既
知のものを別の⽅法で利⽤しただけなのです。そのため、効果があ
ることも、無害であることも証明する必要がなかったのです。
 

⼆酸化塩素をベースにした飲料⽔の殺菌製品は、⼯業⽤および個⼈
⽤として合法的に利⽤できます。ここに記載されている健康への応
⽤、つまり飲料⽔の殺菌⽤の市販製品を他の⽬的に使⽤すること
は、誰もが⾃分の責任で⾏うことです。
 

MMSや⼆酸化塩素を⾮承認医薬品として禁⽌しようとする熱狂的な
批判者の試みは、⼆酸化塩素製品には完全に合法的な適⽤分野が数
多く存在するため、裁判所レベルですでに何度も失敗している。
 

それにもかかわらず、当局は、メディアでの中傷キャンペーンに関
連して、プロバイダを⽌めたり、妨げたり、脅したりするために、
何度も何度も、⼀部の専⾨家の弁護⼠の意⾒によれば、完全に違法
な⾏為を⾏っています。ここでは、公開されていて検証可能な事実
が、このトピックに関する⾃分の意⾒を形成するのに役⽴つはずで
す。



1.3 MMSの仕組みは？
 

⼆酸化塩素を経⼜または⽪膚から摂取した場合、体内に⼊るのは⾎
漿を介してであり、想定されているように⾚⾎球を介してではない
ので、どこにでも⼊ることができます。つまり、MMSでは、体内で
酸素を運搬できる第⼆のシステムとして、いきなり⼆酸化塩素が登
場することになるのです。
 

MMSやその有効成分である⼆酸化塩素は酸化剤であり、反応相⼿か
ら電⼦を奪い、⽣化学的な構造を破壊します。細菌、真菌、ダニ、
胞⼦、プリオン（BSE）、⼩型寄⽣⾍などを安全に死滅させます。
ウイルスの場合は、タンパク質をブロックすることで、ウイルスの
増殖を⽌めるようです。
 

興味深いのは、⼆酸化塩素（効果：99.9999％）は、例えば家庭⽤洗
剤として有名なサグロタン（効果：99.9％）の約1000倍の殺菌効果が
あるということです。この極めて⾼い洗浄⼒は、⼆酸化塩素1分⼦が
反応相⼿（雑菌）から電⼦を5個奪うことができることにも関係して
いるようだ。
 

"MMSがすべてのバクテリアを殺すのであれば、私の善⽟の腸内細
菌を攻撃しているに違いありません。"これは、MMSの経⼜摂取に
対する最も多い反対意⾒です。しかし、凝縮された体験レポートに
よると、MMSは⾧期間継続して摂取しても、善⽟の腸内フローラを
害することはありません。これは獣医師のダーク・シュレーダー⽒
も、CDS治療の前後に⽝の便を採取して確認しています。
 

科学的に証明された説明はありませんが、説得⼒のある論理的な説
明モデルがあります：⼆酸化塩素は酸化剤です。過酸化⽔素やオゾ
ンは⾮常に強い酸化剤で、体細胞はもちろん、善⽟菌も破壊してし
まいます。次に弱い酸化剤は酸素です。私たちの体細胞や善⽟腸内
細菌（酸化還元電位1.45ボルト）は、強⼒な酸化剤である酸素を前



にしても、電⼦を保持することができます。この電⼦を保持する⼒
を酸化還元電位といいます。
 

そうしないと、呼吸をするたびに体内の何千もの細胞が死んでしま
います。⼆酸化塩素は、より弱い酸化剤です。つまり、細胞が強い
酸化剤に対して電⼦をうまく守ることができれば、より弱い⼆酸化
塩素（酸化還元電位0.95ボルト）に対しても、さらに電⼦を守るこ
とができるのです。
 

興味深いことに、ほとんどの病原菌（ちなみに、病気の原因となる
細菌は嫌気性であることが多く、通常は酸素を使⽤しません）は⼆
酸化塩素よりも酸化還元電位が低いため、MMSによって最初に攻撃
されます。MMSの適⽤プロトコルでは、通常、良好な腸内フローラ
が維持される濃度のみが推奨されます。
 

結論：⼆酸化塩素は⾝体の細胞や善⽟菌を攻撃しない！？
 

引⽤元：MMS/⼆酸化塩素（特許取得済）を⾧年にわたり使⽤して
成功しているスイスのシーガルテンクリニックより
 

"ジオキシクロル "は、ウイルスや細菌、真菌に触れると原⼦状酸素
（O1）を発⽣させ、それによってほとんどの微⽣物の保護膜が破壊
されます（例：ポリオウイルスの場合、すでに1ppm以下の濃度＝100
万個の⽔分⼦の中に1個の⼆酸化塩素が含まれています！）。ジオキ
シクロルの効果で、放出されたリボ核酸やデオキシリボ核酸、特に
そのグアニン核酸塩基も破壊される。これにより、新世代の微⽣物
の発⽣を確実に防ぐことができます。«
 

また、MMSは重⾦属などの環境毒素を酸化させて排除したり、塩を
形成して⽔溶性にし、尿から排泄することができます。そのため、
殺菌・解毒・重⾦属除去の効果があります。また、電気的にもミト
コンドリアを活性化させることで、体の総代謝を⼤幅にアップさせ
るようです。



 

体内のすべてのプロセスが活性化され、加速されます。炎症の原因
を取り除き、私たちを苦しめる細菌の排泄物を中和することで、精
神的・感情的なレベルで⼼地よい明快さと注意深さをもたらし、こ
れらの分野で⾧年蓄積された問題を解決することができます。
 

多くのがんでは、糖分を燃焼させる細胞の発電所であるミトコンド
リアの機能が低下しています。その後、糖分はアルコール発酵にの
み使⽤されます。これもまた、細胞の毒素による深刻な局所中毒を
引き起こす。⼆酸化塩素の化学的な親戚であるジクロロアセテート
（DCA）に関するカナダの研究と同様に、⼆酸化塩素は特にミトコ
ンドリアの機能を刺激し、回復させることができるのです。⼀⽅、
腫瘍細胞は、プログラムされた細胞死（アポトーシス）という⾃殺
⾏為を⾏います。しかし、⼆酸化塩素はDCAと異なり、活性⽔素に
よる⾜のしびれなどの副作⽤がありません。
 

MMS/⼆酸化塩素の5つの効果。
 

1. 酸化によるあらゆる病原菌の死滅
2. 重⾦属の排除・排出（塩分形成     
と環境有害物質

3. 体内の総電気代謝量の増加（エネルギーの増加
4. 癌細胞のプログラムされた細胞死（アポトーシス）は
ミトコンドリアの活性化と酸素の追加で
セル

5. 酸素の増加により、体の過酸化を抑える
6. はpH選択性があります。体内で最もpHが酸性になる場所で
酸素を放出することを好む。興味深いのは、がんがあるとこ
ろはすべてpH酸性だということです。

7. は、精神性の⽬覚めを促進します（その通りです。
これについては別の場所で詳しく説明しています。)

 



結論：MMSは、例えば抗⽣物質よりもはるかにターゲットを絞って
広範囲に作⽤し、さらに⼤きな利点があります：MMSは遺伝⼦変異
した細菌も殺します。現在、病院で（あるいは冷凍鶏で）命に関わ
るようなMRSA菌が蔓延しているような抗⽣物質への耐性は、この
ようにして恐怖を失う。
 

事実。
- ブックヒーリングは可能です、アンドレアス・カルカー博⼠
- がん専⾨医 ヘルムート・エライター博⼠
- ゼーガルテン・クリニック スイス
- ⽣物学的腫瘍センターAllgäu
- ダイオキシン類の研究
- ⽶軍：⼆酸化塩素でエボラ対策
- 会社名 ChlorDiSys



1.4 危険性と副作⽤
 

⼆酸化塩素を経⼜摂取した場合、体内で最⼤2時間以上作⽤すること
はないようです。
 

その結果、⾎液の成分である酸素、⽔、塩に分解されます。
 

そのため、体内で分解・廃棄されなければならない薬のように、残
留成分が全く残らない。主な副作⽤は、過量摂取の場合、吐き気か
ら嘔吐、下痢になることがあります。これは短命であることが多
い。どちらも有効成分に耐性がないというわけではなく、単に徹底
しすぎているということのようです。
 

そして、死滅した細菌や真菌の⼤量の残留物が⾎液中に浮かんでく
るので、それを処分しなければならない。これにより体の中で毒出
しアラームが作動し、体は上下のものをすべて出すという緊急プロ
グラムを開始します。MMSでは、部分的に活性化された亜塩素酸ナ
トリウムのみが関係しており、酸の状態によっては胃の中で何時間
も再活性化され、さらに⼆酸化塩素を⽣成することがあります。こ
れは、すぐに使えるCDSや活性化されたCDSplus®には適⽤されませ
ん。
 

アンドレアス・カルカー博⼠によれば、⼆酸化塩素に関連して⽂献
に記載されている数件の死亡例は、⼤量の⼆酸化塩素ガスの吸⼊
（例えば、技術システムの⽋陥）によるものであり、⼆酸化塩素⽔
溶液の経⼜摂取に起因する死亡例は1件もないという。
 

もう⼀つの副次的効果は、報告された体験談から推測できます。⽪
膚の発疹。⼈によっては、⽪膚を介してデトックスが⾏われること
もあるでしょう。これにより、⾚みを帯びたかゆみのある発疹がで
きます。これは⼀時的なもので、今までのところ後遺症もなく治っ



ています。体内から出ていく⼩さな寄⽣⾍なのか、より攻撃的な毒
素なのかは、まだ調査中です。
 

動物実験では、ラットに400mgの⼆酸化塩素を数週間にわたって飲
ませました。400mgという⽤量は、⼈間が使⽤する量の10倍に相当
します。死亡したり、病気になったりした動物はいませんでした。
⼆酸化塩素を使⽤しない対照群では、数匹の動物が死亡した。
 

⼆酸化塩素の摂取は、実際に寿命を延ばすことになるわけです。
 

そのため、10倍の過剰摂取でも、中毒症状や死亡の兆候は⾒られま
せんでした。⼆酸化塩素⽔溶液をラットが⾃発的に飲んだことにも
驚きました。癌になったネズミはいない。
 

このように、有効成分である⼆酸化塩素は、10倍の過剰投与をして
も毒性や発がん性はありません。
 

その後、ウサギの飼育者が、数千匹の動物に⼆酸化塩素400mgを⾧
期間にわたって投与した。突然変異は⼀つもなく、より多くの健康
な⼦孫（出⽣体重が多い）が⽣まれていました。
 

ですから、⼆酸化塩素も変異原性（遺伝⼦を変化させる）はなく、
⽣殖能⼒を損なうことはありません。
 

Andreas Kalcker⽒によると、400mgという⽤量は、⼈間の⼆酸化塩
素摂取量の約4年分に相当するそうです
 

事実。
- 書籍「MMSハンドブック」、Dr.med.アンティエ・オズワルド
- Book MMSの臨床試験
 
 
 



1.4.1 連邦リスクアセスメント局の警告
 

完全性と公平性のために、2012年7⽉2⽇付で連邦リスクアセスメン
ト局（BfR）からMMSに関する警告が出されていることにも⾔及し
なければなりません。
 

2012年7⽉2⽇付BfRの意⾒書No.025/2012（抜粋
"Miracle Mineral Supplement（以下、MMS）"は、2つの⼩瓶に⼊った溶
液としてインターネット上で販売されています。海外からの報告に
よると、この製品は消費者の健康に影響を与える可能性がありま
す。腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などの胃腸障害、時には⾎圧の乱
れ、⼤量の⽔分喪失などが報告されています。原液や正しく混合さ
れていない使⽤済みの溶液に直接触れると、⽪膚や粘膜の炎症、さ
らには化学的な⽕傷を引き起こす可能性があります。⼀⽅、ドイツ
では、「MMS」を摂取した後に望ましくない影響を受けた個々のケ
ースが知られています。その中には、この⼿段が⽔の殺菌に役⽴つ
という内容も含まれています。⼀部のウェブサイトでは、「MMS」
の使⽤を⽀持する⼈が、製品の経⼜摂取の可能性を指摘している。
BfRは、「ミラクルミネラルサプリメント」（「MMS」）の摂取お
よび使⽤を強く推奨しています（中略）"
 

この警告を詳しく読むと、「ドイツでは⼀⽅で100万⼈以上の⼈が
MMSを知っており、何年も使⽤しているにもかかわらず（2014年時
点）、この事務局は⾃らの調査が必要だとは考えなかった」という
ことがわかります。海外からの警告を引⽤するだけである。実際に
は、各国ともアメリカのFDA（連邦医薬品局）の警告のみを引⽤し
ており、例えば、健康に害を及ぼすアスパルタムの使⽤許可につい
ては、これまで全く問題視していませんでした。そのため、独⾃の
調査が⾏われなければ、脅威のレベルはそれほど⾼くない。今回の
警告では
 

- 死亡者なし



- ⽣死に関わるような状況ではない
- 後遺症が残らない
 

MMSの摂取後にそのため、残るのは⼀時的な幸福感の乱れです。こ
れらは、これまでのMMS本には必ずと⾔っていいほど記載されてい
るように、吐き気から嘔吐、下痢までの症状です。⼀⽅で、不治の
病と⾔われている病気でも、何千もの成功例があります。つまり、
誰もが⾃分の責任で議論を吟味しなければならないのです。
 

要するに、連邦事務局の上記警告は、実はMMS/CDS/⼆酸化塩素の
最適なパッケージインサートなのである。バイエル社は、ベストセ
ラーのアスピリンにこのような無害な添付⽂書を⼊れたいと考えて
います。残念ながら、永久的な⾎球数の変化や胃の出⾎などの醜い
ことが書かれています。ハンブルグにあるアスクレピオス・クリニ
ックのフリードリッヒ・ハーゲンミュラー博⼠は、ドイツ連邦共和
国だけでもアスピリンの副作⽤である胃出⾎による死亡者数は1,000
⼈から5,000⼈と推定しており、報告されていない症例数はもっと多
い可能性があるという。彼もまた、痛みの治療におけるオールラウ
ンダーの有⽤性に疑問を抱いているため、取引の制限を求める運動
をしている。Philipp Mimkes (The Aspirin Lie)によると、16,500⼈の死
亡者を出したこの薬は、2000年にアメリカで最も頻繁に発⽣した15
の死因のうちの1つでした。
 

では、MMS/⼆酸化塩素にはどのような危険性があるのでしょう
か？
 

事実。
- ブックヒーリングは可能です、アンドレアス・カルカー博⼠
- 連邦リスクアセスメント局の警告 BfR
- ハンブルグのクリニック：アスピリンに対する警告
- 研究 フィリップ・ミムケス





1.5 相互作⽤と禁忌
 

極めて稀な塩素アレルギーをお持ちの⽅は、MMSを使⽤しないか、
あるいは⼗分な注意を払ってください。また、MMSには若⼲の⾎液
サラサラ効果があります。このことは、マルクマの患者さんが、特
に⼿術の前に考慮しなければなりません。
 

MMSと抗酸化物質であるビタミンCは、お互いにその効果を打ち消
し合っています。MMSを摂取しすぎた場合は、ビタミンCや対応す
るジュースなどを摂取することで、不快な副作⽤を軽減することが
できます。理論的には、胃の中の⾷べ物や薬との反応が考えられま
すが、これまでのところ、世界中で何年にもわたってMMSが使⽤さ
れてきたにもかかわらず、実際には具体的な相互作⽤は知られてい
ません。
 

しかし、Andreas Kalcker博⼠によると、以下のような特徴を持つ⼈
は、MMS、MMS2、CDSを使⽤しないか、または⼗分な注意を払っ
て治療に臨むべきだという。
 

- ⾧期投薬時
- 塩素アレルギーをお持ちの⽅
- 肝機能障害に
- ⾎友病患者の場合
- 抗凝固剤による治療中
- ガス中毒のトラウマから

 

Klinghardt博⼠(www.ink.ag)が推奨する、朝18時頃までMMSを摂取し、
3～4時間の間隔を空けて必要な薬やサプリメント(NEM)を摂取す
る、つまり21～22時頃までに摂取するという⽅法が⼀番気に⼊って
います。他の医薬品との具体的な相互作⽤については今のところ知
られていない。疑わしい場合には、2～4時間の時間間隔を選択して
ください。



 

過剰摂取や重篤な副作⽤に対する解毒剤
炭酸⽔素ナトリウム（炭酸⽔素ナトリウム、重炭酸ナトリウム、シ
ーザーソーダ、ブルリッチソルトとも呼ばれる）を⼩さじ1杯をコッ
プの⽔に溶かして飲んだり、リンゴを⾷べたりするといい。また、
ビタミンCを摂取することも可能です。
 

エクスペクタント
 

⼆酸化塩素を内部で使⽤して微⽣物を駆除すると、微⽣物は死ぬと
きに多くの毒素を放出します。これらの毒素は、肝臓、腎臓、リン
パ系などの解毒器官を通って体外に排出されなければなりません。
 

⾧期間病気を患っていたり、⽔を⼗分に飲まなかったり、不健康で
精製された⾷品を⾷べていたりする⼈は、解毒器官がブロックされ
ていることが多いです。
 

このような場合には、デトックスレメディーを服⽤して、解毒のチ
ャンネルを開くことが有効です。
 

ハーブを使った良いデトックス⽅法は「ラバージュ」と呼ばれてい
ます。これらのデトックスの改善策や-対策については、2冊⽬の本
で詳しくお話しします。
 

事実。
- 書籍「MMSハンドブック」、Dr.med.アンティエ・オズワルド
- Book MMSの臨床試験
- LAVAGE remedy - www.detoxmetals.com



1.6 ⼆酸化塩素製品の市場概要

1.6.1 開発の第⼀段階：クラシックMMS
 

⼆酸化塩素製品は、⼀定の境界条件の下で飲料⽔の殺菌を⾏うこと
が法的に認められており、合法的に市場に出回っています。⼆酸化
塩素は、空気よりも重く、すぐに逃げてしまう気体です。そのた
め、⾧期間の保存ができず、使⽤する直前に化学反応で⽣成される
ことが多い。そのためには、亜塩素酸ナトリウム溶液NaClO2と活性
化酸が必要です。
 

ジム・ハンブルは、この⽬的のために最初にレモン汁を摂取しまし
た。その後、最初に10％、後に50％のクエン酸を、混合⽐を変えて
勧めた。また、活性剤として酒⽯酸や乳酸を配合したMMSを提供し
ているところもありました。しかし、そのような推奨は、これまで
Jim-Humbleグループでは⼀度も⾏われていないため、ここではサポ
ートしません。
 

⾧い試⾏錯誤の後、Kerri Rivera⽒が、特に敏感な⾃閉症児との相性
が良くなったというポジティブな体験をしたことで、現在では新た
な推奨がなされています。ここでは、活性剤として4～5％の塩酸の
みが推奨されます。これは、飲料⽔の処理に法的に承認されている
唯⼀の無機酸（炭素残基分⼦を含まない）だからです。
 

2013年2⽉現在、Jim Humble⽒は以下のMMS処⽅のみを推奨していま
す。
 

25％亜塩素酸ナトリウム溶液（NaClO2）と
活性剤として4～5％の塩酸（HCl
混合⽐は常に1：1
起動時間は常に45秒

 



今までのMMSキットを廃棄する必要はありませんのでご安⼼くださ
い。⼆酸化塩素は⼆酸化塩素であり、効果があります。しかし、今
後の購⼊の際には、全員が同じ処⽅を使⽤するようにしてくださ
い。そうすれば、再現性のあるアプリケーションプロトコルと同じ
⼆酸化塩素濃度が得られ、このセットではどうするか、あれではど
うするかといった多くのケースの違いやユーザーからの問い合わせ
が最終的に解消されることになります。
活性化と投与量
 

 

MMSの投与量は、すべての書籍やアプリケーションプロトコルで
「活性化滴」の数で⽰されていますが、活性化滴は実際には亜塩素
酸ナトリウム1滴と活性化酸1滴の2滴で構成されています。
 

MMSのデフォルト起動。
 

1. 乾いたきれいなガラス（セラミックは可、⾦属は不可）を取
る。

2. 例えば、亜塩素酸ナトリウム溶液（25％NaClO2）をグラスに
3滴落とします。

3. 同量のアクチベーター塩酸（4～5％塩酸）を瓶に落とす。
4. グラスを斜めに反応させます。
5. 混合物が黄褐⾊に変わり、室内プールのような匂いがするま
で約45秒待つ。

6. 続いて、グラスに好みの量の⽔（約150～250ml）を⼊れる。
7. ⼆酸化塩素というガスが逃げたがっているので、この溶液は
すぐに使う。

 



注意：ガラスに⿐を近づけて、放出されたガスを吸い込まないよう
にしてください。
 

グラスの中にすでに⽔が⼊っていれば、化学反応は起こりません。
どちらを先に⼊れても構いません。使う⽔の量はあなた次第です。
強く薄めて飲むのが好きな⽅は、液体を多めに飲む必要がありま
す。液体があまり飲めないのであれば、味が濃くなります。⼆酸化
塩素の摂取量が常に同じであることが重要である。
 
 

背景
 

純粋な塩素
この反応により、⼆酸化塩素が発⽣するだけでなく、常に少量の純
粋な塩素が発⽣します。純粋な塩素は⾮常に反応性が⾼く、微量の
有毒な塩素酸塩が⽣成されることがあります。このマイクロポイズ
ンは、敏感な⼈が吐き気を感じ始めるもう⼀つの理由になるかもし
れません。
 

強酸性
これまでのMMS関連書籍の記述とは異なり、⼆酸化塩素の製造時に
活性酸は消費されません。そのため、残酸は残らず、完全な酸性と
なり、⽣成された溶液はpH値（2.5～3）が⾮常に酸性となります。
慢性病患者は強い過酸状態にあることが多く、このような理由から
古典的なMMSへの耐性が低くなっています。ここでは、CDSや
CDSplus®のような次のようなさらなる発展が⾮常に役に⽴ちます。



1.6.2 開発の第2段階：すぐに使えるCDSソリューション
 

アンドレアス・カルカー博⼠は農場の動物を治療する際に、MMSの
限界に直⾯しました。胃の⽣化学的境界条件のため、⽜などの反芻
動物には古典的なMMSを⼤量に経⼜投与することはできない。バク
テリアの消化機能が完全に停⽌してしまい、動物が死んでしまう可
能性があります。
 

従来の活性化されたMMSは、pH値が⾮常に低い（2.5～3）ため、注
⼊することができませんでした。そこで、筋⾁内投与⽤のpH中性の
⼆酸化塩素溶液（pH値5.5～7、3,000ppm）を蒸留法で製造した。こ
れをCDS（Chlorine Dioxide Solution）と呼ぶ。蒸留⼯程では、古典的
なMMSはその後⽔を加えることなく活性化されます。次に、得られ
たガスを、⽔が黄⾊くなるまで冷⽔を⼊れた第2の容器に導⼊する。
 

警告：素⼈の⽅は、YouTubeで紹介されているCDSのメーカーの⼿
順を使⽤しないでください。⼀⽅で、実際の⼆酸化塩素濃度の調整
は素⼈には難しい。⼀⽅で、素材の選択を誤ったり、濃度が⾼すぎ
たりすると、爆発的なガス濃度になることも⼗分に考えられます。
⼆酸化塩素ガスを吸いすぎると、命にかかわるチアノーゼになるこ
とがあります。
 

結論：CDSの⾃作は、むしろ技術的に熟練した⼈に任せるべきであ
る。
 

すぐに使えるCDS溶液は、内容物が黄⾊くなった1本のボトルで提供
されます。ここではアクティベーションは必要ありません。
 

CDSの推奨標準濃度は3,000ppmまたは0.3％の溶液です。製品申告の
法律上の理由から、ほとんどのサプライヤーはこの数値をわずかに
下回っています（例えば、0.29％などです）。
 
 



CDSの利点。
 

0. - pH ニュートラル
1. - 低臭気
2. - 味が薄い
3. - より良い許容範囲
4. - 投与量を増やすことができる
5. - 副作⽤が少ない

 

しかし、デメリットもあります。蒸留プロセスには、温度、圧⼒、
時間が影響します。⼆酸化塩素の濃度は、試験紙では希釈してしか
測定できず、⾮常に狭い範囲でしか測定できません。他の測定⽅法
では、⾼価な実験装置が必要です。⼆酸化塩素の濃度（800〜
5,000ppm）がメーカーや製品ごとに⼤きく異なるのは、このためで
す。
 

さらに、充填されたばかりのボトルは、少なくとも⼆酸化塩素の放
出が遅くなるように、供給元では涼しい場所に保管されていなけれ
ばなりません。理論的には、夏場の出荷時にもコールドチェーンを
維持する必要があります。しかし、これは実⽤上の理由からほとん
ど⾏われません。受け取った後、6時間以上冷蔵庫に⼊れずにすぐに
開封してしまうと、⼆酸化塩素の⼤部分が逃げてしまいます。
 

また、使⽤するしないにかかわらず、賞味期限は冷蔵庫で3〜4ヶ⽉
が限度であり、それ以外の⽅法で延⾧することはできません。その
ため、すぐに使えるCDSを備蓄⽤や危機管理⽤に何本も購⼊しても
意味がないことが多いです。有効成分の濃度は、製造⼯程の直後、
保管中、配送中、お客様のもとで着実に減少していきます。
 

結論：世界中で常に同じことが繰り返されるCDSのアプリケーショ
ンプロトコルにおいて、すぐに使⽤でき、耐容性に優れたCDSで常



に同じ⽤量、同じ⼆酸化塩素濃度を達成することは、残念ながら困
難である。
 

背景
 

濃度の変動と減少
残念ながら、このような状況では、すぐに使えるCDSのユーザー
は、常に未知の減少し続ける⼆酸化塩素濃度で作業することにな
り、必然的に異なる投与量と結果になってしまいます。
 

純粋な塩素
すぐに使えるCDS溶液のほとんどは、蒸留プロセス後の活性化され
た古典的なMMSから得られるので、ここでも遊離塩素によるわずか
な汚染が存在する。蒸留の際には、⽬的の⼆酸化塩素ガスだけでな
く、少量の純粋な塩素も溶液中に⼊ります。敏感な⽅には、従来の
MMSと同様のデメリットが考えられます。
 

安定していない
マールブルグ⼤学の研究によると、蒸留法で作られたCDSは安定性
が低く、（冷蔵庫の中でも）すぐに分解されてしまうそうです。
 

UPDATE：すぐに使えるCDSの⽤量について
当初、CDSの⽤量には多くの間違いがありました。アンドレアス・
カルカー博⼠は、スペインの複数の⼤学で豚の胃を使った実験か
ら、MMSを摂取した後、胃酸によって最⼤7倍の⼆酸化塩素が再現
されることを知っている。このため、ドロップベースで1:4または1:7
のMMSとCDSの最初の変換係数はあまりにも弱かった。また、温度
や密度など多くのパラメータが影響する動的なプロセスであるた
め、科学的に正しい変換係数を指定することはできません。
 

Dr.アンドレアス・カルカーは、CDSの投与量をドロップカウントで
はなく、ミリリットル単位でのみ投与することを推奨しています。



世界中で均⼀な投与を⾏うためには、ml表⽰のある投与⽤ピペット
（カニューレのないプラスチックシリンジ）を推奨します。
 
 

MMSからCDSへの⼤まかな換算係数は
 

外付けの場合
MMSを3滴活性化させると、約1mlのCDSに対応します。

(約0.3%の⼆酸化塩素⽔溶液を⽤いたCDSの場合、つまり3,000ppm)
 
 

⼜腔⽤（胃酸の影響あり）。
MMSの活性化した1滴は、約1mlのCDSに対応します。

(約0.3%の⼆酸化塩素⽔溶液を⽤いたCDSの場合、つまり3,000ppm)
 

つまり、これまで古典的なMMSを3滴経⼜摂取していたとすると、
CDSを使⽤することで3mlとなり、3倍の量になるのです。
 



1.6.2.1 新製品：CDSpure®アンプル
 

2021年の中頃から、私が⼤きく関わった、もう⼀つのトレンドを作
る新開発がありました。
 

CDSpure®は2,990ppmの⾼純度⼆酸化塩素⽔溶液で、3,000ppm以降
は警告表⽰を⼤幅に増やす必要がありますので、注意が必要です。
 

そのために、純粋な⼆酸化塩素ガスを特殊な製造⼯程で徹底的に脱
塩し、ナノフィルターをかけた⽔に溶かしています。CDSpure®は
pH中性で、CDSplus®と同様に⾮塩素系です（元素を含まないた
め、毒性のある塩素を含みません）。
 

CDSpure®は、移動式飲料⽔の殺菌⽤に5mlのガラスアンプルで提供
されています。ガラス製のアンプルを使⽤しているため、冷蔵庫に
⼊れずに（！）最低でも5年間は保存することができます。また、ア
ンプルは透明なガラスでできているので、CDS溶液の黄⾊の⾊調、
つまり⼆酸化塩素の含有量を直接⾒ることができます。
 

CDSpure®はすぐに使えるCDS溶液で、従来のCDS/CDL溶液や
CDSplus®と同じように投薬して使⽤します。CDSソリューションに
⽐べて、冷蔵しなくても何年も安定しているという利点がありま
す。
 
 
 
 
 
*legal notice:
CDSpure®および CDSplus®は、 AQUARIUS pro life Limited (www.
aquarius-prolife.com)の登録商標です。
 



1.6.3 推奨されなくなった⼿順
 

以下では、CDSソリューションを作成するための他のいくつかの⽅
法を簡単に説明しますが、その複雑さ、エラーの発⽣しやすさ、よ
り新しい優れたソリューションのため、多くのユーザーにはこれ以
上お勧めできません。
 

MMSの古典的な活性化では、常に酸が過剰になります。そのため、
⾮常に早い段階で、ナイフの先ほどの炭酸⽔素ナトリウム（炭酸⽔
素ナトリウム、カイザーソーダ、ブルリッチソルト、重曹とも呼ば
れる）を加えるなどして、この酸の過剰分を中和しようとしていま
した。その際、短時間で泡⽴ちます。⼀⽅、Jim Humbleグループで
は、⼆酸化塩素の効果を損なうと思われるため、世界的にこれを廃
⽌しました。現在では、MMSの過剰摂取の際には、解毒剤として重
炭酸ナトリウムを使⽤しています。それに、pHを中性にするために
は、もっと良い⽅法や⼿段があるはずです。
 

ゲフェウ法と呼ばれる⽅法では、⼆酸化塩素ガスの収率をできるだ
け⾼くするために、亜塩素酸ナトリウムを、活性剤によって別途計
算される量の酸で完全に活性化します。しかし、この溶液はpH中性
ではなく、その利点は私にとってあまり意味のないものでした。
 

MMSセットは安価に購⼊することができ、⼀家で2年以上使⽤する
ことができるため、⽬的とするコスト削減効果はわずかなもので
す。完全に活性化されたMMSの⽅が効果があるのか、あるいはpHが
低い環境での耐性があるのか、明確な経験は⼗分ではありません。
 

さらに、アンドレアス・カルカー博⼠が発⾒した胃の中でのMMSの
後処理が、より良い効果をもたらしているだけかもしれません（知
恵遅れ）。さらに、ゲフェウ法では酒⽯酸などの酸をアクチベータ
ーとして使⽤することも推奨されているが、Jim Humble⽒はいかな
る時も⾔及せず、推奨もしなかった。有機活性剤は、法律で⾮常に



厳密に規制されている飲料⽔の消毒にも明確に除外されています。
そうすると、溶液中に残留分⼦が残り、全体がより早く再び細菌に
なってしまうからです。特に酒⽯酸の使⽤を明確に警告している代
替医療従事者もいます。また、Jim Humble⽒のMMS/CDS-1000プロト
コルとは全く異なる濃度と⽤量が推奨されています。このような提
⾔をする前に、どこで多くの経験を積んだのだろうか。
 

フォーラムや私のセミナーでも、理解できないという質問が何度も
出てきますが、私はこの⽅法を⼀般の⽅にはお勧めしません。この
独⾃に開発されたサイドアームは、Jim Humbleとは距離を置きつつ
も、同じ病気での成功例を独⾃の⽅法で記録しています。さらに、
私の知る限り、Gefeu⽅式はドイツ以外の世界のMMSコミュニティ
では全く知られていません。
 

CDHは、MMSグループが蒸留で得たCDSの溶液を⾧持ちさせるため
に試みたものだ。そのために、テストストリップで測定した後、
CDSに亜塩素酸ナトリウムを何度も滴下した。これは専⾨家のため
のものであり、⼀般の⼈には複雑すぎると思います。また、この⽅
法はpHが中性でない溶液に再び導くだけです。
 

CDI（Chlorine Dioxide Injections）は、⼆酸化塩素溶液を筋⾁内また
は静脈内に注射するものです。⼆酸化塩素ガスを希釈した海⽔に投
⼊するアンドレアス・カルカー博⼠。そのため、pHは中性で、⾎液
と同じように適切な塩分を含んでいます。さらに、冷たく細かくろ
過された海⽔は、⾮常に爽快で治癒プロセスを促進する効果がある
よ う で 、 Spirit of Health Congress 2014 で Laboratories Quinton
International AlicanteのマネージャーであるFrancisco Coll⽒が発表しま
した。
 

注意：⼆酸化塩素⽔溶液の注⼊は、医師、代替医療従事者、その他
訓練を受けた医療従事者に限られます。これらの作業は、必ず監督



のもとで⾏ってください。市販されているMMS、CDS、CDSplusの
すべてのバリエーションは、輸液には適していません。
 

供給のソース。
www.mms-seminar.com 「供給源」の項をご参照ください。



1.6.4 開発の第3段階：CDSplus®-耐久性のある安定した
CDS
 

CDSplus®と呼ばれる第3の最新の開発段階では、従来のMMSの利点
とCDSの優れた耐性が組み合わされています。ここでは、液体成分
を含むボトルと、正確にマッチした活性化タブレットが別々に供給
されます。低濃度のため、この液体成分は危険ではなく、また腐⾷
性もありません（例えば、MMSのように）。活性化されていない状
態では、従来のMMSと同様に冷蔵せずに何年も保存することができ
ます。
 

アクティベーションCDSplus。
 

         
 

必要に応じて、⼩袋から活性化タブレットを液体成分に投⼊し、ボ
トルを閉じて短く振り、指定された活性化時間を待ちます。室温以
上では約24時間です。
 

このように、ボトルの中⾝全体が⼀度に、そして完全に活性化され
ます。活性化のプロセス⾃体も、⾃然で激しい化学反応や、ガスや
圧⼒が発⽣することはなく、⾮常に安全です。
 

活性化後は、通常の、しかし新鮮な、標準化された濃度3,000ppmの
安定したCDSができあがります。
 

活性化した直後は、pHが中性で無臭・無味であるため、優れた耐性
を持っています。すぐに使えるCDSと同様に、起動後は冷蔵庫で保
存し（メーカーによると約6～9ヶ⽉間保存可能）、従来のすぐに使
えるCDSと全く同じ⽅法で投与されます。
 



保存性以外の⼤きな利点は、活性化後に標準化された⼆酸化塩素濃
度の新鮮なCDSを常に⼊⼿できることです。これにより、世界中で
常に再現性のある同⼀の投与量を製造することがようやく可能にな
りました。CDSplus®の開発は特許※で保護されていますが、世界中
の販売店で販売されるようになっています。
 

UPDATE：CDSplus®の⽤法・⽤量について
CDSplus®は活性化した後は、すぐに使えるCDS溶液とほぼ同じであ
るため、以下のCDSの説明や投与⽅法はすべてCDSplus®にも適⽤さ
れます。
 
 

外付けの場合
MMSを3滴活性化させると、約1mlのCDSに対応します。

(約0.3%の⼆酸化塩素⽔溶液を⽤いたCDSの場合、つまり3,000ppm)
 
 

⼜腔⽤（胃酸の影響あり）。
MMSの活性化した1滴は、約1mlのCDSに対応します。

(約0.3%の⼆酸化塩素⽔溶液を⽤いたCDSの場合、つまり3,000ppm)
 

つまり、これまで古典的なMMSを3滴経⼜摂取していたとすると、
CDSを使⽤することで3mlとなり、3倍の量になるのです。
 

世界中で均⼀に投与するためには、ml表⽰のある投与⽤ピペット
（針のないプラスチックシリンジ）を推奨します。
 
 

背景
 

アクティベーション
CDSplus®では、使⽤前にボトル全体を1回起動する必要がありま
す。
 

標準化された濃度



シンプルで安全なボトルの起動により、必要なときに完全に新鮮な
⼆酸化塩素溶液を供給することができます。液体成分と活性化タブ
レットが正確に⼀致しているため、⼆酸化塩素の濃度は常に⾮常に
正確に0.3％または3,000ppmとなります。どんな素⼈でも同じように
作れるこの濃度でなければ、古典的なMMS適⽤プロトコルのような
再現性は得られません。
 

純粋な塩素
CDSplus®の調合・活性化プロセスは、活性化直後に遊離塩素を測定
できない唯⼀のプロセスです。そのため、MMSやCDSのように塩素
酸塩によるマイクロポイズニングが起こる可能性はありません。
CDSplus®のこの特性は、これまで完全に過⼩評価されていたよう
で、さらに下の最初のフィールドレポートが⽰しています。
 

安定した
CDSplus®に使⽤されている特許取得済みのバッファーシステムによ
り、⽣成される⼆酸化塩素溶液は安定しているため、⼀般的に、す
ぐに使⽤できるCDS溶液（蒸留法で製造）よりも⾧い保存期間を持
つことができます。とはいえ、賞味期限を6〜9ヶ⽉に延ばすために
は、冷蔵庫での保存が望ましい。
 
* Legal Notice
CDSplus®はAQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com)の登
録商標です。



1.6.5 ⼆酸化塩素製品の⽐較
 

ClO2製品   ステージ1：
MMS   ステージ2：

CDS  
ステージ3：
CDSplus®（シー
ディーエスプラス

アクティベー
ション
必要なもの

そう ノー そう

起動前の保存
期間 最⼤5年間 製造から6ヶ

⽉ 最⼤7年

起動後の保存
期間

ガラス瓶で最
⼤24時間

製造から6ヶ
⽉ 9-12ヶ⽉

溶液は安定し
ていますか？ ノー ノー そう

冷蔵保存 ノー はい、いつ
も ノー

化学物質の危
険性 そう ノー ノー

⼆酸化塩素
濃度 再現性が⾼い ⼤きく変わ

る
常に正確に0.29 %/
3,000 ppm

によるpH値
アクティベー
ション

強酸性 
(2–3)

pH ニュート
ラル 
(6,5–7,0)

pH ニュートラル 
(6,5–7,0)

味 強く マイルド マイルド
匂い ⾮常に⼤きく マイルド マイルド
塩素フリー*
アクティベー
ション後

ノー ノー そう

塩素化合物の
⽣成による危
険

そう そう ノー

互換性 45–50 % 80–100 % 90–100 %

価格
100ml×2本 
約18～22ユー
ロ

100ml 
約15～30ユ
ーロ

100ml 約25ユーロ
250ml 約49ユーロ



説明
塩素フリー：従来の考えとは異なり、従来のMMSを活性化する際に
は、⽬的の有効成分である⼆酸化塩素だけでなく、常に少量の純粋
な塩素も⽣成されます。純粋な塩素は、ほとんどすべての反応相⼿
と⾮常に活発に反応し、塩素酸塩を形成する危険性があります。
 

例えばWeed-Exのような塩素系化合物は、少量でも強烈な匂いと味
がするだけでなく、MMSの耐性を低下させる原因にもなります。ま
た、（活性化したMMSから）蒸留して作られたCDSには、少量の遊
離塩素が含まれています。この遊離塩素は、MMSやCDSを摂取する
直前に、少なくとも1滴のDMSOを添加することで、⾮常によく結合
することができます（DMSOについての章を参照）。⼀⽅、新しい
CDSplus®では、特許取得済みのプロセスにより、活性化の際に純粋
な塩素の⽣成が安全に排除されます。
 

1.6.6 いつ何をするか？
 

では、これだけのメリットがあるのに、CDSplus®だけを使うべきな
のでしょうか？私はMMSを使い続けています。例えば、フットバス
やフルバス（CDS/CDSplus®はここでは⾼すぎます）、傷や部屋や
物を燻蒸して消毒したい場合などに使います。
 

⼤量の⼆酸化塩素ガスを発⽣させることができるのは、古典的な
MMSだけです。しかし、経⼜摂取では主にCDSplus®を使⽤していま
す。セミナーに参加すると、MMS療法を始めたばかりの⼈の10⼈に
5～6⼈は、臭いや味、吐き気などの理由で早々にやめてしまうこと
がわかります。⼀⽅、CDSplus®の場合は、10⼈全員が最後まで付き
合ってくれます。
 

さらに、CDSplus®は、急性疾患に対してより⾼⽤量で使⽤すること
ができ、わずかな副作⽤もありません（これまでの経験）。冷却し
なくても（活性化する前に）⾧い保存期間があり、⼆酸化塩素の濃



度が繰り返し同じになることから、中期的には、より実⽤的な
CDSplus®が、すぐに使えるCDS製品よりも優位に⽴つと思われ、価
格も下がることを期待しています。夏が⾧くて暑い国では、すぐに
使えるCDSを何ヶ⽉も出荷できないこともあります。



1.6.7 CDSplus®を使ったファースト・エクスペリエンス・レ
ポート
 

アンドレアス・カルカー博⼠は、CDSの利点として、従来のMMSよ
りも投与量を増やすことができる、つまり1⽇に⼤量の⼆酸化塩素を
体内に取り⼊れることができることを挙げています。この量であれ
ば、MMSの副作⽤として、酸味のために下痢になるでしょう。彼の
著書『CDS/MMS - Heilung ist möglich』（CDS/MMS - Heilung ist möglich）で
は、最終段階にある乳がんの⼥性が、毎⽇⼤量のCDSを摂取するこ
とで、6ヶ⽉以内に極めて稀な⾃然治癒に⾄ったことが報告されてい
ます。CDSの特性は、CDSplus®にも引き継がれています。
 

Cure Autism』という本の著者であるKerri Rivera⽒は、タブレット型
のCDSplus®を使って標準化されたCDSを簡単に作成できることに興
奮しています。活性化されていない状態での保存期間が⾧いこと
は、これまでMMSでしか知られていなかった。化学の知識がなくて
も、計測器がなくても、3,000ppmの⼆酸化塩素⽔溶液を正確に再現
できるからこそ、世界的に標準化されたアプリケーションが可能に
なるのです。また、彼⼥は、CDSplus®の耐性が実際に著しく優れて
いるのは、純粋な塩素が全くないことに基づいているのではないか
と考えています。これまでのMMSやCDSでは、蒸留しても不可能で
した。現在では、1⽇に50mlのCDSを投与することも可能です。
 

セランジンから抽出した代替がん治療薬「ウクライン」を開発した
ワシル・ノウィッキー博⼠は、⾃らの体験を報告した。CDSplus®の
経⼜摂取と擦り込みを3～4⽇続けただけで、古いイボが落ちたこと
に驚いていました。ウグイスの鳴き声で気づいたのだ。体がきれい
なほど、ウクレインは集中的に働くことができます（最⼤で500
倍！）。
 



残念ながら、Nowicky博⼠によると、ウクラインを最初に効率的に投
与した後は、崩壊⽣成物が形成されるため、その後の投与で効果が
減少するとのことです。そのため、現在はUkrainのプロトコルと
CDSplus®の投与を併⽤しています。
 

まずウクラインを5⽇間投与し、次にCDSplus®を20ml/⽇で5⽇間、
CDS-1000の経⼜投与を⾏います。その後、10⽇間のウクライン投
与、さらに10⽇間のウクライン投与と⾼⽤量ビタミンCの投与を⾏
います。その後、CDSplus®を20ml/⽇使⽤したCDS-1000プロトコー
ルを、ウクラインの治療休⽌期間中に20⽇間服⽤します。その後、
20⽇間のウクライン投与と20⽇間のCDSplus®投与を交互に⾏いま
す。注：ウクラインは現在、ウィーンの彼からのみ⼊⼿可能で、医
療研究⽬的にのみ使⽤されています。
 

アメリカとドイツにクリニックを持ち、国際的に著名な代替医療専
⾨家であるDietrich Klinghardt博⼠は、CDSplus®の純度の⾼さ（活性
化後、直接100％塩素を含まない）に驚きました。ハークスハイマー
反応は、⼆酸化塩素⽔溶液を摂取した後に起こるほんの数例の症状
を説明するものである。活性化されたMMSと蒸留されたCDSに含ま
れる純粋な塩素の部分と、それに関連した塩素酸塩の形成の可能性
は、むしろ信頼できる説明があるかもしれない。この純粋な製品で
は、既知の副作⽤なしに、より⾼い投与量が可能になりました。
Klinghardt博⼠は、MMS/CDS-アプリケーション、特に浣腸を治療プ
ロトコルにしっかりと組み込んだ、世界的に有名な最初の代替医師
の⼀⼈です。
 

1.6.8 危機管理のためのMMS
 

現在、意図的に引き起こされているパンデミック、テロリストの脅
威、⾃然災害、通貨の暴落、内戦、太陽活動や気候の変化など、ヨ



ーロッパの中⼼部でも危機的な状況が発⽣する理由はさまざまで
す。
 

危機に際しては、まず無期限の停電が発⽣することが多い。多くの
ウクライナ⼈がこのことについて教えてくれる。⽢やかされたヨー
ロッパで、この事実がどの程度なのかを知る⼈は少ない。電気がな
ければポンプも動かず、⽔圧もかかりません。1階の蛇⼜からは⼀定
時間⽔が出ていても、上の階は別の場所から⽔を汲んでこなければ
なりません。
 

また、危機管理調査によると、ドイツのガソリンスタンドのうち、
⾮常⽤発電機が設置されているのは2％にも満たず、これでは燃料の
汲み上げも給油もできません。その結果、トラックで飲⾷物を運ぶ
ことができなくなり、ゴミも放置されるようになってしまった。
 

⼈間は通常、30⽇までは⾷べなくても⼤丈夫ですが、3⽇も飲まなく
てはいけません。あとは、⾬⽔を集めたり、近くの川や池から⽔を
汲んできて貯めておく必要があります。しかし、貯めておいた⽔
は、数⽇後には藻や雑菌が発⽣し、危険なバイオフィルムを形成し
ます。沸騰させないと命に関わります。
 

ここでは、純度不明の⽔源からの⽔を殺菌し、安全に保管するため
に、モバイルMMSセットが⾮常に役に⽴ちます。しかし、⽔がない
ために個⼈の衛⽣状態や台所の掃除も制限され、衛⽣状態の悪さか
ら病気になることもあります。また、ここでの予防としては、例え
ばフラットのガス抜き（MMS tips参照）や、MMSスプレーを体や物
に吹きかけることが⾮常に有効です。
 

⾧引く危機に備えてアパートを出なければならない場合、⽔圧でし
か機能しない据え置き型の浄⽔器はもう役に⽴ちませんが、持ち運
びが簡単な2つのMMSバイアルが役に⽴ちます。ですから、MMSの



経⼜適⽤の提唱者や積極的な使⽤者でなくても、飲料⽔処理製品を
賢明に使⽤することができます。
 

上記のような平時であっても、⽔道⽔の品質に100％頼ることはでき
ません。残念なことに、2013年末、飲料⽔に含まれるレジオネラ菌
が原因で、ウォースタインでは数百⼈の病⼈が出て、最終的には少
なくとも3⼈が死亡しました。醸造所の排⽔は雑菌で激しく汚染され
ており、その後の下⽔処理場では完全に洗浄することができません
でした。
 

結論：私にとってMMSセットは、危機管理のためだけでも⼀家に⼀
台必要です。安価で耐久性があり、場所を取らず、スイスアーミー
ナイフのような多機能性を備えています。



1.6.9 飲⽤⽔製品の供給源
 

⼆酸化塩素製品は、特に飲料⽔の殺菌⽤として世界的に法的に認め
られており、合法的に市場に出回っています。
 

しかし、Jim Humble⽒によると、プロバイダーにMMSアプリケー
ションのプロトコルを求めないでください。
 

これらの情報は、法的な理由で提供できない場合があり、また提供
することもありません。次亜塩素酸カルシウム（MMS2）をプール
クリーナーとして提供している業者も同様である。このような「別
のタイプ」の薬としての応⽤は認められておらず、このような⾃⼰
治療も必ず⾃⼰責任で⾏われます。
 

危機回避のためのMMS」や「MMSのヒント」の章で説明したよう
に、Jim Humble⽒によれば、健康への応⽤を望まない⼈でも、私に
とってMMSはすべての家庭にあるものです。
 

⼆酸化塩素製品の供給元については、製造者、供給者、配合、品質
が現地で異なる多くの国から要望が寄せられており、すべての製品
を常時テストすることができないため、「AQUARIUS pro life」ブラ
ンドの飲料⽔製品の供給元を以下のように発表します。
 

www.aquarius-prolife.com
 

製品は、厳格なドイツの飲料⽔条例に完全に準拠して製造され、最
新の処⽅と開発段階（CDSplus®を含む）に準拠し、安全に梱包さ
れ、11カ国語の説明書が付属しています。さらに、ウェブショップ
は11カ国語以上で運営されており、何よりも世界中に配信されてい
ます。 

私たちはこれらの製品の品質を知っています。同じようなネーミン
グで⾼品質の製品を提供しているところは他にもあると思います



が、私たちは経験がないので、それらについてはコメントしませ
ん。各メーカーの製品情報や安全データシートに必ず従ってくださ
い。以下の「重要な警告」のセクションでは、古くなった製品や処
⽅に関する警告も記載されています。



1.6.10 重要な警告
 

多くのユーザーは、何かを誤解していたり、間違っていたりするこ
とを⽰す質問を続けます。そのため、ここでは重要な警告をしてい
ます。
 

MMSとCDSplus®を別々に使⽤しないでください。
2液型製品（例：従来のMMSやCDSplus®）では、絶対に1液を単独で
使⽤しないでください。また、CDSplus®のアクティベーション・タ
ブレットは絶対に飲み込まないでください。製品に同梱されている
特殊な液体成分を活性化させるためだけのものです。この液体成分
は純⽔ではありません。
 

3,000ppmまたは0.3%を超える⾼濃度の製品
0.3％や3,000ppmを超える濃度のCDSソリューションを提供している
サプライヤーもあります。かなり⾼い濃度では、ボトルの液⾯上の
ガス濃度が爆発的な値に達することがあります。また、3,000ppmの
適⽤プロトコルに変更する際には、混乱して適⽤量が少なすぎたり
多すぎたりすることがあります。
 

3,000ppmでpHが中性でないCDS/CDL製品
CDSやCDLで宣伝されている製品の多くは、3,000ppmの濃度ではpH
中性ではないため、実際には⾮常に⾼価な活性化された従来のMMS
を数滴購⼊しているに過ぎません。アンドレアス・カルカー博⼠の
定義によると、CDSの主な特性は、約3,000ppmの濃度の⼆酸化塩素
溶液のpH中性である。
 

⾃分でCDS⽤の蒸留液を作らないでください。
YouTubeで公開されているAndreas Kalckerのフィルムによると、CDS
蒸留液は絶対に⾃分で作らないでください。誤ったチューブ素材を
選択しただけで、チューブ同⼠がくっついてしまうことがありま
す。そうすると、ますます圧⼒が⾼まり、⾎管が破裂してしまうの



です。他の蒸留⽅法（例えば、フロートガラスを使った冷蔵庫法）
では、300ppmという弱い濃度しか得られず、すべてのプロトコルで
再度変換する必要があります。
 

⼀度に最⼤30滴のMMSを起動する
クラシックMMSを30滴以上起動してはいけません。⼤きな⾬⽔貯⽔
槽を殺菌する場合など、より多くの量が必要な場合でも、最⼤30滴
を活性化させ、殺菌する⽔に加えます。その後、さらに30滴を活性
化させて、⽔に加えるなどします。30滴以上の量を使⽤する場合
は、必ず⾵通しの良い部屋で⾏ってください。⼀度にすべてを起動
するよりも、段階的にゴールに到達する⽅が良いし、安全である。
 

万が⼀こぼれてしまった場合は、必ず⽔で希釈してください。
活性化された古典的なMMSをこぼしてしまった場合は、pH酸性なの
で必ず⼤量の透明な⽔ですすぎ、洗浄してください。
CDS/CDSplus®ソリューションについても、同様のことが⾔えま
す。CDS/CDSplus®はpH中性ですが、⼆酸化塩素は布地や表⾯をわ
ずかに酸化させ、変⾊させる可能性があります。
 

その他のプロセスとフォーミュレーション
⼆酸化塩素を製造するプロセスは他にもたくさんあり、特に純粋に
乾燥した2つの成分から製造することができます。しかし、私の知る
限り、これらは他の技術的な⽤途に承認されており、ドイツでは飲
料⽔の処理には使⽤されていません。
 

⼯業⽤容器のサイズは使⽤しない
⼯業⽤容器サイズの⼆酸化塩素製品を使⽤するためには、⼆酸化塩
素の取り扱いに関する広範なトレーニングを受けている必要があり
ます。爆発やチアノーゼによる窒息のリスクは、このような⼤量の
有効成分の場合、単純に⾮常に現実的です。このようなリスクを負
うほど、コスト削減効果は⼤きくありません。
 



DMSOはすべてのものを深化させ、⾐服を脱⾊する。
また、活性化剤であるDMSO（ジメチルスルホキシド）の取り扱い
にも注意が必要です。DMSOは強⼒な有機溶媒であるため、多くの
物質を脱⾊します。DMSOをこぼした場合は、必ず吸収するか、多
量の⽔で洗い流してください。DMSOはゴム（例えばゴム⼿袋）を
溶かすことができますが、腐⾷性はありません。DMSOは⼆酸化塩
素だけでなく、汚れを含むすべてのものを組織の深部に運びます。
そのため、適⽤範囲内では常にクリーンな状態で作業を⾏ってくだ
さい。これについては、1.7.3章で詳しく説明します。



1.7 さらなる⽀援

1.7.1 MMS2 - 次亜塩素酸カルシウム
 

MMS1（亜塩素酸ナトリウムと活性酸）やCDSでは効果がない、ある
いは⼗分な効果が得られない重篤な疾患への応⽤の可能性を広げる
ために、Jim Humble⽒はMMS2を推奨していた。また、MMS2は、飲
料⽔の殺菌に認可されている化学物質をベースにしています。次亜
塩素酸カルシウムは、顆粒をカプセルに⼊れて服⽤します。この場
合の活性剤は「⽔」です。このようにして、体内で次亜塩素酸が⽣
成されます。
 

通常、体内の免疫システムは、この次亜塩素酸そのものを使って細
菌を殺す。⽩⾎球が病原菌を取り囲んで、この酸で分解するので
す。さて、理論的には、慢性的な病気の⼈は、例えば、この酸の出
発材料がなくなってしまったために、この酸の⽣成量が少なすぎる
ということになります。実際、ある専⾨医がアンドレアス・カルカ
ー博⼠に「⾎液中のミエロペルオキシダーゼ（MPO）が不⾜してい
る⼈は、⼗分な細菌を殺すことができないほどの弱点がある」と報
告していた。これはぜひとももっと研究されるべきだと思います。
 

MMS2カプセルの摂取プロトコル
Jim Humble⽒は、次亜塩素酸カルシウム400mgを含む1⽇1カプセル×4
個までを、⼤きなグラス2～3杯の⽔と⼀緒に摂取することを推奨し
ています。理想的には、MMS-2000プロトコルを適⽤することが望ま
しい。ここでは、MMS-1000/CDS-1000プロトコルにカプセルを交互
に摂取することで、MMS1/CDSを1回摂取し、次の時間にMMS2カプ
セルを摂取するという⽅法をとっています。オズワルド博⼠は、1カ
プセルあたりの摂取量をもっと少なくするようにアドバイスしてい
ます。
 



注意：破損したカプセルを服⽤しないでください。顆粒に触れた場
合は、多量の⽔で⼗分に洗い流してください。
 

飲み込む際にカプセルが破損した場合や、カプセルを飲んだ後に気
分が悪くなった場合は、必ず多めの⽔を飲むようにしてください。
ここでは、希釈が最も効果的です。
 

私⾃⾝、カプセルを飲んでから20～30分後には必ずゲップの回数が
増え、⽔泳中にプールの⽔を全部飲んでしまったかのような臭いが
広がっていました。多くのワークショップ参加者もこのことを報告
しています。しかし、不快や危険というよりも、むしろ笑い話にな
っています。若⼲の吐き気をもよおす者もいたが、すぐに⼤量の⽔
を飲んで改善した。これまでに他の副作⽤は報告されていません。
 

MMS2の使⽤経験
私たちのMMSに関する知識はすべて、最終的にはユーザーの凝縮さ
れた経験知識とそのフィードバックに基づいています。MMS2の体
験レポートは、MMS1に⽐べて100～200倍ほど少ないです。⽇常の些
細な感染症に服⽤するのではなく、命に関わるような病気の時に服
⽤します。
 

とはいえ、私に報告された体験談の中には、特に、既知の病気を従
来の医学ではどうしても診断できなかった重篤な病気の場合には、
⾮常に期待できるものがあります。私は2⼈のユーザーを知っていま
すが、彼らは病気の進⾏を⽌めることができ、さらに治癒が始まり
ました。さらに、散発的な前⽴腺癌のために数ヶ⽉間MMS2を服⽤
しているユーザーを知っていますが、MMS2ではるかに気分が良く
なり、従来の薬をほとんど使わなくなりました。
 

ベルリンの⼥性は、ボレリア、トリコモナス、モルゲロンなど、寄
⽣⾍のあらゆる種類を持っていて、とても体調が悪かったそうで
す。MMS1とMMS2により、彼⼥の状態は着実に改善されました。ま



だ完全にはできていませんが、MMS2なしでは1⽇を過ごすのがやっ
とだそうです。
 

⾯⽩いことに、⾺で成功したという報告をたくさん受けます。例え
ば、⼤量の⽔にカプセルを溶かして飲ませていました。獣医師から
は、無駄な処置をした後、安楽死させることを勧められていました
が、重度の感染症から回復しました。また、⼀般的な蹄葉炎（蹄の
⾓質の無菌性炎症）では、少量のMMS2顆粒を溶かしたバケツに蹄
を⼊れておくと、⾒事に成功しました。
 

供給源/耐久性
次亜塩素酸カルシウム⼊りのカプセルは、法的には製品を提供する
会社に訓練された安全管理者が必要とされるため、供給源が少なく
なっています。また、MMS2は、酸化的な内容物のためにカプセル
がすぐに脆くなって崩れてしまうため、保存期間が限られていま
す。
 

供給のソース。
www.mms-seminar.com 「供給源」の項をご参照ください。
 

全く違うものを．
もし、私がプールや⾬⽔貯留槽、⾃家⽤井戸を持っていて、いつも
雑菌や藻が発⽣していたら、次亜塩素酸カルシウムを⼩さなバケツ
に⼊った顆粒として購⼊します。私の意⾒では、私のインターネッ
ト調査によると、製品のメルクロライト 70/G（例えば、
www.melkam.de）が最も品質が良いです。必ず、⾬⽔貯留槽専⽤と明
記してください。1キログラムで約10ユーロしかかかりませんが、化
学薬品の送料はもう少し⾼くなります。他のメーカーでは、実験室
で最⼤15％の不溶性成分が測定されました。⽇本製のこの製品は
1.6％しかないので、おそらく市場で最も純度が⾼く、安全に扱える
顆粒だと思います。その後、例えばeBayで0号サイズのゼラチンや、
さらにはセルロースの空カプセルを購⼊すれば、⾃分で消毒ボール



を新鮮に充填することができる。これの良い点は、必要に応じて1/4
または半分に充填したカプセルから投与を開始し、必要な数のカプ
セルだけを作ることができることです。
 

注意：次亜塩素酸カルシウムを取り扱う際には、安全眼鏡と⼿袋を
着⽤し、室内を⼗分に換気する必要があります。このような⼩さな
バケツに⼊った顆粒から出るガスは、⽬や呼吸器を刺激します。ご
⾃⾝の責任とリスクで⾏動し、製品の各安全データシートに従って
ください。
 

...また、なぜ今になってこの話題を思いついたのかもわからない。



1.7.2 次亜塩素酸ナトリウムをベースにしたMMS2の代替品
 

最近では、MMS2の代替品として、弱い（1％未満）次亜塩素酸ナト
リウムの溶液が購⼊できるようになりました。これも、次亜塩素酸
カルシウムベースのMMS2と同様に、最終的には体内で次亜塩素酸
を⽣成します。この溶液は、MMS2でおなじみのカプセルではな
く、液滴で投与されます。また、ここでは⽔が活性剤となります。
 

WHO（世界保健機関）をはじめとする世界の多くの保健機関は、エ
ボラウイルスに汚染された場合（部屋、ベッド、⾐類など）、
5.25％の次亜塩素酸ナトリウム溶液による消毒を推奨しています。
興味深いことに、次亜塩素酸ナトリウムは、飲料⽔の殺菌にも使わ
れるMMS2（次亜塩素酸カルシウム）の親戚です。
 

つまり、次亜塩素酸ナトリウムがすでにエボラウイルスを徹底的に
死滅させているのであれば、その15倍の効果を持つ⼆酸化塩素は、
さらにその効果を⾼めることができるのです（§11 Drinking Water
Ordinance, 2001）。しかし、酸化還元電位が0.95Vの⼆酸化塩素は、
細胞電圧1.4Vの健康な体細胞には絶対に害を与えないが、1.49Vの三
亜塩素酸Naは害を与える可能性があるが、これも濃度による。
 

私もバイアルを⼿に⼊れましたが、時間がなくてまだ試していませ
ん。私⾃⾝の経験と、⼗分な数のユーザーの経験基盤がないため、
ここで推奨することはできませんし、したくもありません。MMS2
カプセルに⽐べて活性物質の濃度が⾮常に低いため、より多くの量
を使⽤できるのではないかと思います（例えば、10滴×2を朝晩に使
⽤するなど）。でも、期待していますよ
 

このソリューションは確⽴されていません。



1.7.3 アクティブエンハンサー DMSO
 

DMSO（ジメチルスルホキシド）は天然の化合物で、透明でニンニ
クのようなわずかに青臭い⾹りがする有機溶剤です。DMSOは⽊の
パルプ化の際に発⽣する。しかし、この天然のDMSOには化学物質
が多く含まれており、除去するにはコストがかかりすぎる。そのた
め、DMSOは必ず⼈⼯的に作られます。しかし、化学構造や効果は
完全に⾃然界と同じです。DMSOは、その物理的・化学的特性から
して、すでに例外的で魅⼒的です。
 

しかし、これらはその多様な⽣化学的特性と作⽤モードによって明
らかに凌駕されています。驚くべきことに、多くの個別の薬や治療
法の効果を1つのソリューションにまとめています。
 

まず、DMSOは⾷卓塩の約5倍の毒性があり、⾮常に安全な治療薬で
す。唯⼀知られている副作⽤は、実際に⽪膚の⾚みや炎症ですが、
これらは常に⼀時的なものです。ごくまれに、DMSOに不耐性の⼈
がいるかもしれませんが、これは使⽤前に簡単なテストを⾏うこと
で除外することができます。そのためには、数滴のDMSOを腕に塗
り、2～3時間待ちます。明らかな肝臓の痛みや⽪膚反応がある場合
のみ、DMSOを使い続けることは好ましくありません。DMSOは外
⽤と内⽤があります。
 

体内で分解される過程で、⾷品として知られるMSM（メチルスルフ
ォニルメタン）も同時に⽣成される。このメチル化された硫黄の成
分が、多くの治療に有益であると考えられます。
 

DMSOの特性
DMSOは⽣体組織にダメージを与えることなく、素早く深く浸透し
ます。そのため、凍結保存などにも使われています。細胞は、氷に
なった細胞の⽔が膨張することで、破裂することなく凍結します。
そのため、移植⽤の臓器はDMSO溶液に⼊れられることが多いので



す。さらに、輸送剤や活性剤増強剤として軟膏にも使⽤されていま
す。
 

注意：DMSOでは、最⼩の不純物が常に体内に運ばれるため、ここ
ではPh.EUR品質の最も純粋な品質が好まれます。多くのサプライヤ
ーは、純度の仕様の割合ではお互いに勝り、同時に価格ではお互い
に下がる。ここでは、最⼤限の注意を払い、ブランド製品を使⽤す
ることをお勧めします。



ここでは、DMSOの効果の⼀部をご紹介します。
 

- ⽣体組織にダメージを与えずに素早く浸透させる
- 他の物質を組織の奥深くまで運ぶ
- 鎮痛剤（アスピリンよりも早く、副作⽤が少ない
- 充⾎除去剤
- 抗炎症
- 殺菌
- 傷の治癒を促進する
- 組織に秩序をもたらす（「MMSの秘訣」の「傷跡対策」を参照
- フリーラジカルを中和する
- の透過性を⾼めます。
  細胞のデトックス効果を⾼めます。
- アレルギー反応を緩和する
- 脱⽔
- 筋弛緩
- また、古い瘢痕組織をほぼ完全に退縮させることができる

 

強⽪症、⽕傷、炎症や痛みの症状、打撲や⾎腫などのスポーツ傷
害、関節炎や関節リウマチ、副⿐腔炎、間質性膀胱炎、ヘルペスや
帯状疱疹、多発性硬化症、全⾝性エリテマトーデス、サルコイドー
シス、甲状腺炎、潰瘍性⼤腸炎、ハンセン病、がんなどの病状に優
れた効果があるとされています。
 

DMSOは約150年前から知られており、その治療効果は60年以上前か
ら研究されてきました。4万件以上の研究や技術論⽂があるので、⼗
分に知られ、認知されていると思われます。とはいえ、医薬品とし
て正式に承認されているのは、⼀部の疾患（膀胱の痛みを伴う炎症
である間質性膀胱炎の治療）に限られています。また、がんの治療
に放射線治療が⾏われている世界各地では、DMSOを緊急時の治療
薬として常備しておく必要があります。これは、⽪膚や組織の放射
線障害を迅速に緩和し、効果的に治療することができるからです。



 

Jim Humble⽒によると、MMS/CDSアプリケーションでは、DMSOは
喜んで使⽤されます。⼀⽅で、1～2滴のDMSOは、古典的なMMSの
活性化の後に、少量の不要な純塩素を結合することができ、他⽅で
は、重要な効果の増幅剤となります。外側と内側の⼆酸化塩素処理
の両⽅に使⽤することができます。
 

その際、DMSOは⼆酸化塩素を素早く深部組織に運び、効果を発揮
させたり、⾎流に乗せて全⾝に⾏き渡らせたりします。これは、
MMS-/CDSマウスリンスで⾮常によくわかります。純粋なMMS/CDS
では、⼜腔粘膜や⾆、歯の表⾯を消毒するだけですが、DMSOを加
えることで、歯茎や顎の⾻、歯の根などの深いところにある炎症も
効率よく治療することができます。また、MMSやCDSの経⼜投与
も、DMSOとの併⽤で⼤幅に強化されます。
 

ただし、DMSOの添加は、従来のMMSを完全に活性化した後（1：1
の滴を混ぜ、45秒待ってから⽔を加える）、常に実際の塗布の直前
にのみ⾏うことができます。例えば、朝、MMS-1000キュアのため
に、1リットルの⽔を⼊れたボトルに活性化したMMSを⼊れて準備
する場合、そこにDMSOを⼊れてはいけません。しかし、ポーショ
ンを注いだたびに、摂取の直前に追加する必要があります。⼆酸化
塩素とDMSOは、短期的にはお互いに助け合うが、⾧期的には混ざ
り合ってむしろ逆効果になる。原則として、MMSを滴下した数と同
じ数のDMSOを滴下してください。
 

DMSOの驚くべき可能性については、ここでは表⾯的にしか触れら
れない。さらに詳しく知りたい⽅は、ハルトムート・フィッシャー
博⼠のDMSOマニュアルを避けて通ることはできません。
 

注意：DMSOは18度以下では結晶性の固体になります。だから、冬
になると中⾝が硬いボトルが出てくるということもあるかもしれま



せん。ぬるま湯で温めてから（電⼦レンジ不可！）、室温で保存し
てください（冷蔵庫不可！）。
 

DMSOを使った外⽤治療はすべて、約70％に希釈したDMSO溶液を
使⽤してください（7部のDMSO 99.9％と3部の⽔）。処理する場所
は清潔でなければならず、溶液が完全に吸収されるまで覆わないで
ください。DMSOは繊維に付着した染料を溶かし、また繊維に導⼊
することができます。同様に、ゴム⼿袋などのゴム製のものも
DMSOに近づけてはいけません。DMSOはゴムを溶かし、その成分
を⽪膚に運んでしまうからです。
 

供給のソース。
www.mms-seminar.com 「供給源」の項をご参照ください。
 

事実。
- 書籍 DMSOマニュアル、ハルトムート・フィッシャー博⼠
- 講演 DMSO, ハルトムート・フィッシャー博⼠
- 著書 DMSO - Nature's Healer, Engl.translation.モートン・ウォーカー博
⼠
- DMSO - 誤解された不思議な薬？ネクサス・マガジン
- ⼆酸化塩素の毒性



1.7.4 ゼオライト、ベントナイト
 

ジム・ハンブル⽒によると、MMSプロトコルに関連して、さらに補
助的な物質が使⽤されることがあります。ゼオライトやベントナイ
トは、その微多孔質構造と電荷により、他の物質を⼤量に吸収・保
持することができます。ここでは、これらの特性を利⽤して、重⾦
属やその他の環境毒素を結合して排除します。オルタナティブ・プ
ラクティショナーのEkkehard Sirian Scheller⽒と協⼒して、この2つの
物質の最適な混合物を開発し、それぞれの効果を⼤幅に⾼めまし
た。
 

⼀⽅で、粒径が⾮常に細かいため、有効⾯が最⼤限に確保されてい
ます。しかし⼀⽅で、ナノ粒⼦は含まれていません。これが
GAIAgold®の誕⽣です。また、代替医療の専⾨家であるEkkehard
Sirian Scheller⽒によると、インフォパシー（障害や刺激を受けたシス
テムのホリスティックな⾃⼰修正のための情報提供）でエネルギー
を供給しています。
 

朝晩、コップ1杯の⽔にティースプーン1杯の粉末を加え、かき混ぜ
て飲みます。スプーンはプラスチック製か⽊製のものを使⽤してく
ださい。⾦属は電荷に悪影響を与え、パウダーの結合⼒を低下させ
ます。
 

砂」や「⽕⼭灰」を溶かしたものを、朝晩最後にコップ1杯飲むとい
い。副作⽤、そう、過剰摂取もここではわかりません。最近では、
ヴィーガン・カプセルの「GAIAgold® CAPS」も販売されていま
す。ここでは、1回の服⽤につき3～4カプセルで⼗分です。
 

この2つの物質とその多くの可能な⽤途については、2冊⽬の書籍
『Back2Balance』で詳しく説明されています。
 
* legal notice:



GAIAgold®はAQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com)と
いう会社の登録商標です。



1.8 外部MMSアプリケーションのプロトコル
 

1.8.1 ⼝中清涼剤
 

⼜腔は、⾷物、熱、⽔分に常に触れているため、体全体の中で最も
汚染されている場所と⾔えるでしょう。ある種の⼼筋の炎症も、従
来の医学では⼜腔内の特定の細菌が原因だとされています。Jim
Humble⽒は、⼜や歯に起因する病気は何百もあると主張していま
す。そのため、彼は予防策として週に3〜4回のMMSマウスリンスを
推奨しています。
 

MMSで。
活性化したMMSを6滴取り、活性化後の⽔（150ml）をグラスの半分
まで⼊れる。
 

CDS/ CDSplus®で。
コップ1杯の⽔（150ml）にCDSまたはCDSplus®を約2～3ml、ドージ
ングピペットで加えます。
 

⼀度に⼀⼜ずつ飲み、3分以内にうがいと⼜をすすぐ。歯の間に溶液
をギュッと詰め込む。また、歯磨き粉をつけずに歯ブラシを使い、
同時に歯ぐきや⼜蓋をマッサージするのもよいでしょう。⼜臭や表
⾯的な雑菌を素早く徹底的に除去します。また、歯⾁炎や出⾎に対
しても⾮常に確実に作⽤します。しかし、歯茎や顎の⾻、さらには
歯根の奥に炎症がある場合、そこにはMMSが届かないため、効果が
ありません。そのためには、活性化した状態の溶液に、有機効果増
幅剤のDMSO（Dimethylsulfoxid）を数滴（MMSと同じくらいの量）
加える必要があります。
 

DMSOは、MMSを組織の2cmの深さまで引き上げます。これで、1⽇
3～4回の洗浄を1～2⽇で⾏うことで、歯根の炎症をうまく治すこと



もできます。頻繁にマウスリンスをする⼈は、MMSから
CDS/CDSplus®に変更した⽅がいいでしょう。なぜなら、酸が多す
ぎると⾧期的には歯のエナメル質を攻撃してしまうからです。
 

1.8.2 フットバスとフルバス
 

MMSは、フットバスやフルバスの添加剤として最適です。全⾝浴の
場合、最初は16滴、後から60滴まで増やしてMMS（CDS/CDSplus®
ではまずいし、ここでは⾼すぎる）を活性化させ、⽔だけを張った
清潔なバスタブに⼊れます-⽯鹸や⼊浴剤は必ず⼊れません。
 

⼼地よい温度、できれば低温で約20分間⼊浴する。なお、熱を加え
すぎると、数分後には⼆酸化塩素というガスが完全に抜けてしま
い、作業ができなくなる。
 

フットバスの場合は、それに応じて少量（10～20滴）を使⽤しま
す。MMSの⼊浴では、MMSの経⼜摂取の耐性を素早く⾼めることが
できます。
 

1.8.3 MMSのガスバッグ
 

この⾯⽩いMMSアプリケーションについては、ドミニカ共和国のジ
ムから教えてもらいました。その⽬的は、⼆酸化塩素を⾎中に取り
込み、体内に⼊れることと、消化管を完全にバイパスすることであ
る。この⽅法は、MMS/CDSの経⼜投与に全く耐えられない⽅や、病
気の進⾏により服⽤できない⽅に特に適しています。⼤きなビニー
ル袋を⽤意して、その中に⾸まで⼊って完全に消えてしまう。
 

必要に応じて、2つの⼤きな袋を開⼜部側にテープで留め、⽚側の底
⾯を切り取ります。近くの⾦物屋に⾏って、単に「⼈が丸ごと⼊る
ビニール袋をください」と頼むのは避けるべきです。これでは、変



な⽬で⾒られるだけでなく、⼈類の脅威として逮捕されてしまうか
もしれませ。
 

袋の他に、中くらいの⼤きさのガラスか陶器のボウルを⽤意しま
す。このボウルに40～60滴のMMSを⼊れて活性化させ、⽔は使わな
いようにします。CDSおよびCDSplus®は、燻蒸プロトコルには対応
していません。開いた袋の真ん中にボウルを置き、ボウルが⾜の間
に⼊って転倒しないように服を脱いで袋に⼊ります。今度はバッグ
を⾸まで引き上げ、⾸の下で⼿を添えて開⼜部を閉じます。
 

この姿勢では、頭だけが閉じたバッグから⾒えるようにします。こ
れは重要なことで、発⽣したガスは肺ではなく⽪膚に付着するはず
です。ただし、この作業は換気の良い場所で⾏ってください。この
状態で10分から15分程度、包み込むようにしてみてください。⼼配
しないでください、痛くないですよ、つまらないスタンディングが
ここでは本当の緊張です。
 

それが難しい場合は、袋の中にスツールを⼊れて、その上に座ると
いう⽅法もあります。そして袋から出て、たっぷりの⽔でシンクに
溶液を流し、部屋を換気する。終わった後にシャワーを浴びること
もできますが、それ以上に清潔で菌のない状態にすることはできま
せん。MMSのガスバッグは、私が個⼈的に経験した中で最も集中⼒
を要するアプリケーションの⼀つです。
 

1.8.4 ⽬薬、⽿薬、⿐薬
 

⽬の炎症（例：結膜炎）、⽿の炎症（例：中⽿炎）、⿐や副⿐腔の
炎症は、MMSで⾮常に簡単かつ効率的に治療することができます。
まず、3つの⽤途に使えるように、希釈した塩基性溶液を⽤意しま
す。
 

MMSで。



活性化させたMMSを2滴、グラスやボトルに⼊れて約150mlの⽔と⼀
緒に与えます。MMSは、その酸性度のため、緊急時にのみ服⽤しま
す。
 

CDS/ CDSplus®で。
約20mlの⽔を⼊れたガラス瓶またはバイアル瓶にCDSplus®を1～2ml
加え、1：10以上に希釈します。
 

ここでは常に、⽪膚や粘膜に刺激を与えない pH中性の
CDS/CDSplus®を選択します。この希釈された⼆酸化塩素⽔溶液
で、以下のような治療を開始することができます。
 

⽬薬
頭を後ろに倒して、下まぶたを指⼀本でポケットのようにします。
次に、このポケットに希釈した溶液をピペットで1～2滴落としま
す。その後、まぶたを閉じて眼球を前後に動かします。急性炎症の
場合は、これを1時間ごとに1⽇12回まで繰り返すことができます
が、通常は3回⽬の使⽤で成功します。
 

冒頭のわずかな⽕照りは、MMSによるものではなく、眼液の塩分濃
度を保ったまま⽔を使⽤していることによるもののようです。⽔の
代わりに0.9%の等張⾷塩⽔を使えば、これも改善されるはずです。
炎症の治療には絶対に必要ではありませんが、念のため記載してお
きます。
 

MMSの成分を単独で、または原液のまま⽬に滴下することは絶対に
避けてください。
 

イヤードロップ
ここでは、⿎膜の奥の炎症にも届くように、上記の希釈した原液を2
～4滴、⿎膜に到達させることが重要です。⽚⽅の⽿を先に治療し、
1～2分横にしたままにしてから、もう⽚⽅の⽿を治療します。そう



しないと、溶液がすぐに⽿から出てしまいます。急性炎症の場合
は、これを1時間ごとに1⽇12回まで繰り返すことができます。
 

アンドレアス・カルカー博⼠は、⿎膜への滴下に問題がある⼈がい
るときに、良いヒントを与えてくれました。古典的なMMSを約6
滴、⽿をすっぽりと包み込むようなグラスに⼊れて起動します。今
度は⽔を⼊れずに、⽴てたグラスの上に頭を横向きに置いて、⽿が
グラスの縁で完全に密閉されるようにして、約1～2分その状態を保
ちます。このようにして得られた⼆酸化塩素ガスは、液体を使わず
に直接⽿に⼊ることができる。活性化された物質はガラスの中に残
り、⽿に触れることはありません。これは局所的な⽿のガス抜き
で、⼆酸化塩素ガスで体の⼀部を局所的にガス抜きすることの特別
な変形である。
 

点⿐薬
前頭洞や副⿐腔の治療には、pH中性のCDSplusを⽬や⽿の治療より
もかなり多くの量を使⽤することができます。これを⾏うには、溶
液が右前頭または副⿐腔に流れ込むように、頭をソファの端に掛け
て横になります。ドリップした後、1～2分この姿勢を保ち、その後
左側に向きを変えます。また、薬局には⿐腔洗浄セットもあり、塩
⽔の代わりにCDSplusを1～2ml⼊れた⽔を⼊れて、それで⿐をすすぐ
こともできます。
 

このアプリケーションは、必要に応じて1⽇に数回⾏うこともできま
す。また、ここでは、最初にわずかな焦げ付きが発⽣する可能性が
ありますが、これはMMS/CDSではなく、⽔に含まれる不⾜した塩分
と関係があるようです。MMSの吸⼊では、この溶液をポンプ式のス
プレーボトルに⼊れてネブライズし、空気と⼀緒にエアロゾルを吸
⼊します。このMMSエアゾールトリートメントは、肺や気管⽀の感
染症に素早く対応できます。
 



1.8.5 腸管・膣内の浣腸
 

浣腸は⼀般的には不快なものとされていますが、ここでは⼆酸化塩
素が⾮常に早く⾎中に吸収されるため、⾮常に⼤きな効果がありま
す。MMSの経⼜摂取に問題がある⼈や、感染症が腸や膣にも限局し
ている⼈には、特にお勧めです。薬局では、プラスチック製の浣腸
セットに、腸管⽤と膣⽤のエンドピースが付いています。浴室の床
に暖かい⽑布を敷き、ラジエーターに浣腸セットの⽔⼊れをベルト
くらいの⾼さのフックで吊るしておくとよいでしょう。
 

エンドピースの導⼊には、ワセリン（または⽯油を含まない製品）
が必要です。⽔は体温でなければなりません。なぜなら、少しでも
ずれていると不快に感じられ、その後、体内で必要なだけ浣腸を保
持することができないからです。
 

腸管浣腸の場合は、まず⽔だけの浣腸を2～3回（必要に応じて⾷卓
塩を⼩さじ1杯）⾏い、腸内を空にします。浣腸を⽴って⾏うことも
できるレプロップクライスター®などを使うとより実⽤的です（下
記参照）。
 

MMSです。
最初はMMSを2滴、後には12滴まで活性化させて、浣腸セットの⽔
容器に⼊れます。Dietrich Klinghardt博⼠は、1リットルあたり20滴ま
で増やすことを推奨していますが、腸の活動に対する重⼤な副作⽤
は認められていません。
 

CDS/CDSplusです。
ここでも私はpH中性のCDSplusを使い、最初は1ml、後に4mlまで
CDSplusを浣腸セットの⽔容器に⼊れます。Klinghardt博⼠とAndreas
Kalcker博⼠によると、ここでも1リットルあたり10mlまでは可能との
ことです。
 



今度は仰向けになって、エンドピースを慎重に挿⼊し、ゆっくりと
バルブを開きます。腸・膣に⽔が全部⼊ったところで、⾻盤を少し
持ち上げ、その状態を1～2分保ちます。腸管浣腸の場合は、すべて
のコイルに届くように横向きに寝ることもできます。1回のパスで2
～3回の浣腸を⾏い、1⽇に2～3回のパスを⾏います。その後、再び
腸や膣を空にします。
 

供給のソース。
- レプロップ®クライスター（ドイツの薬局よりも優れた浣腸セット
www.mms-seminar.com 「供給源」の項をご参照ください。



1.9 内部のMMSアプリケーションプロトコル
 

⼆酸化塩素⽔溶液は、⾮常に強い塩素臭がし、味も⾮常に強い。残
念ながら、これこそが有効成分であり、匂いや味が無くなれば、期
待した効果も⼀緒に無くなってしまうのが普通です。
 

以前は、ジュースやお茶などの飲み物に混ぜて摂取することが推奨
されていました。現在では、ほとんどのジュースが⼆酸化塩素溶液
を弱める効果があるため、この⽅法は完全に廃⽌されました。その
ため、現在の内服⽤プロトコルでは、⽔で希釈して服⽤することが
推奨されています。これは、効果を得ようとするならば、誰もが⾃
分で乗り越えなければならないハードルです。CDSやCDSplusでは、
匂いや味がだいぶ我慢できるようになりました。しかし、これは主
に、これらの溶液の酸成分が不⾜していることに起因すると思われ
ます。MMSを取り扱う際には、必ず換気に注意してください。
 

UPDATEです。
⼜腔⽤（胃酸の影響あり）。

MMSの活性化した1滴は、約1mlのCDSに対応します。
(約0.3%の⼆酸化塩素⽔溶液を⽤いたCDSの場合、つまり3,000ppm)

 

これまで古典的なMMSを3滴経⼜摂取していたとすると、CDSを経⼜
摂取した場合は3mlとなり、3倍の量になります。(Andreas Kalcker)
 

1.9.1 MMS-1000/1000+ プロトコル
 

プロトコル-1000の経⼜摂取は、1回限りの体内の基本的な浄化、重
⾦属の除去、予防措置、急性から重度の感染症・病気の場合など、
90％以上のケースで⼗分な効果が得られます。
 

最初のMMSの本では、数は少ないが1⽇1回の⾼濃度投与が推奨され
ていました。しかし、⼆酸化塩素は通常、体内で2時間以上作⽤せ



ず、その後減衰することが判明したため、これらの推奨事項は修正
されました。⾮常に⾼い投与量は多くの不耐性をもたらし、しばし
ば⾃⼰治療の早期終了につながりました。
 

最新のProtocol-1000では、1回の投与量を⼤幅に減らし、1⽇の摂取回
数を増やしています。これにより、⼆酸化塩素で体内を継続的に洗
い流すことができます。これは、以前のプロトコルよりもはるかに
許容範囲が広く、また効率的です。最初は1滴、後は3滴の活性化し
たものを1⽇8回程度、1回の服⽤を⽬安にしてください。
 

現実的な理由として、例えば職場で同僚が驚く前で1時間ごとに混合
液を活性化させるようなことがないように、1⽇分の全量を朝に混合
し、密閉できるガラス瓶に⽔を⼊れて1⽇中飲み続けます。この治療
法は、少なくとも3～4週間、急性疾患の場合はさらに⾧く続ける必
要があります。
 

MMS-1000 プロトコル
例えば、8×1＝8個の活性化されたドロップから始めます。45秒の活
性化時間の後、少量の⽔を加え、この混合物を約1リットルの⽔と⼀
緒に密封可能なガラス瓶に⼊れます。さて、このボトルを1⽇のうち
に8回程度に分けて飲むようにしましょう。体に合っていれば、3×8
＝24活性化滴になるまで毎⽇滴数を増やし、この⼿順を3～4週間続
けてください。
 

供給のソース。
www.mms-seminar.com 「Sources of Supply」の項を参照。
例えば、イケアのガラス瓶の場合
 

MMS-1000+のプロトコル
⾮常に重症の場合や頑固な病気の場合は、最後に上記のすぐに活性
化するMMS混合液に同数のDMSOを滴下して、経⼜的に飲⽤しま
す。ただし、DMSOは飲むためだけに添加することができ、朝⼀番



にその⽇のために⽤意したボトルで飲むことはできません。これ
は、ヘルペスやカンジダ菌に⾮常に効果的であることが証明されて
います。
 

このクレンジングキュアに加えて、いくつかのお勧めの⽅法があり
ます。60歳までは、健康な⼈の予防策として、6個の活性化された滴
を週に2回単回投与することが有効であり、60歳以降は、6個の活性
化された滴を毎⽇投与することが有効である。アンドレアス・カル
カー博⼠によると、妊娠中（3ヶ⽉⽬以降）であっても、抗⽣物質の
代わりに、1⽇最⼤6滴の活性化したMMSを使⽤することができま
す。
 

⼩児および青年の場合、1⽇あたり体重12kgあたりMMSを1活性化さ
せたものを最⼤⽤量とします。⾚ちゃんの場合、最初の投与量は最
⼤でもMMSの1/2活性滴としてください。半分の量をどのように準
備するのですか？1滴のMMSを1滴の塩酸で活性化し、約150mlの⽔を
加えます。今は、この溶液の半分だけを使⽤しているので、半分の
量になっています。また、⼩動物には強めに希釈して使⽤する必要
があります。
 

1.9.2 CDS-1000 / CDS-101 プロトコル
 

CDS/CDSplusの⽅がはるかに許容範囲が広いため、投与量を少し多
めに設定することができます。1リットルの⽔にピペット（プラスチ
ック製の注射器）を使って、3mlから始めて、10mlまで増やします。
多くの⼈は、5mlまたは10mlから始めても、副作⽤はありません。こ
のボトルも、1⽇のうちに8～14回くらいに分けて飲みます。適⽤期
間は、MMS-1000-プロトコルと同様に3～4週間です。
 

⽣命を脅かす状態では、1⽇あたり50mlのCDSの総量まで投与するこ
とができます。
 



 



1.9.3.CDS 115プロトコル(デングプロトコル)
 

このプロトコルは、Karl Wagner、Carla Perez、微⽣物学者のDamarys
Reyes博⼠によって、デング熱などのウイルス性疾患に特化した世界
的なMMSファミリーから開発されました。マラリアやデング熱は、
蚊によって感染することを知っておく必要があります。デング熱で
はウイルスが、マラリアでは寄⽣⾍が原因となります。マラリアの
寄⽣⾍は⼤きな衝撃量で死滅しますが、ウイルスは数時間かけて摂
取し続けます。幸いなことに、⼆酸化塩素にはこの違いはなく、ど
ちらの病原菌も効果的に死滅させることができます。
 

CDS 115プロトコルでは、3,000ppmのCDS/CDSplusを15分ごとに1ml
ずつ⽔に加えて経⼜摂取します。重度のコースでは、CDS/CDSplus
1mlにつき25％亜塩素酸ナトリウム溶液（クラシックMMS⽤のセッ
ト）を1滴加えることができます。昔のMMSデングプロトコルで
は、最初に6個を1回服⽤し、その後1時間ごとに3個の活性化された
ドロップを服⽤していました。



1.9.4 5/5-100プロトコル（集中プロトコル
 

さらに、アンドレアス・カルカー博⼠による集中プロトコル5/5-100
があります。このプロトコルでは、活性剤増強剤であるDMSO（ジ
メチルスルホキシド）も70％の濃度で使⽤しています。
 

そのためには、99.9％のDMSOを7：3（DMSO7部＋⽔3部）の割合で
⽔で希釈します。まずは、このように70％DMSO溶液を100mlの⽔で
希釈したものを5ml、プレドーズとして経⼜摂取します。
 

そして、約100mlの⽔に5mlのCDS/CDSplusを加え、この分を飲みま
す。この前投与のDMSOと集中投与のCDS/CDSplusの組み合わせ
を、約1～2時間ごとに繰り返し、1⽇12回まで⾏います。他のプロト
コルと同様に、不快感や吐き気がある場合は投与量を減らすことが
有効です。
 

1.9.5 2000プロトコル（MMS1＋MMS2）について
 

急性⽣命疾患のためのこのプロトコルでは、MMS1のドロップと
MMS2のカプセルを1⽇中交互に服⽤します。MMS1は、⼆酸化塩素
を有効成分としたおなじみのMMSセットです。
 

MMS2は、次亜塩素酸カルシウムを出発原料とし、これを⽔で活性
化することで有効成分である次亜塩素酸に変換します。次亜塩素酸
カルシウムは、飲料⽔の殺菌⽤としても認可されており、プール⽤
洗剤としてもよく販売されています。
 

MMS2のアプリケーションについては、すでに別途詳しく説明して
います。基本的にMMS1では、通常のMMS-1000プロトコルを実⾏し
ますが、⼆酸化塩素溶液を毎回摂取する代わりに、MMS2カプセル
を⼤きなグラス2～3杯の⽔と⼀緒に飲みます。ジム・ハンブル⽒
は、次亜塩素酸カルシウムを最⼤400mg含むカプセルを1⽇4個まで



摂取することを勧めています。アンティエ・オズワルド博⼠は、よ
り少量のカプセルを推奨していますが、これは絶対的な上限値で
す。MMS2とこのプロトコルは、がんなどの重篤な疾患や⽣命を脅
かす疾患のために開発されました。



1.9.6 プロトコル3000（MMS1 + DMSO外部
 

プロトコル3000は、ジム・ハンブル⽒が、ニキビ、⽔⾍、湿疹な
ど、ほとんどすべての⽪膚症状に推奨しています。このプロトコル
も元々はMMSの経⼜摂取ができない⼈のために開発されたもので
す。
 

ここでは、⼆酸化塩素溶液（⽔50mlにMMSを20活性滴）を1⽇10回ま
で1時間おきに体の特定の部位に塗布し、その上に約70％のDMSO溶
液（DMSO7部＋⽔3部）を塗布します。その際、この組み合わせを
体の部位に交互に当てていきます（左腕、右腕、左右の脚、腹部、
背中、正⾯から）。
 

⼆酸化塩素は、アクティブブースターDMSOの助けを借りて深部組
織から⾎流に到達し、体内のあらゆる場所に⾏き渡ります。その
後、3⽇ごとに1⽇の休みを取ること。このプロトコルが頻繁に使⽤
されなくなった理由の⼀つは、CDSとCDSplusには、より敏感な⼈に
も耐えられる互換性のあるpH中性の溶液があるからです。
 

1.9.7 プロトコル 4000
 

また、MMS2カプセルを1回の摂取で1⽇数回に分けて摂取すること
をプロトコル-4000と呼ぶこともあります。次亜塩素酸カルシウムを
使ったカプセルは、⾃分で作るのが⼀番です。このようにして充填
量を決定し、1カプセルあたり約400mgまで徐々に増やしていくこと
ができます。これについては別のところで詳しく説明しています。
 

1.9.8 マラリアプロトコル
 

マラリア（沼地熱や交替熱とも呼ばれる）の原因となる寄⽣⾍は、5
種類が知られています。多くの場合、アノフェレス蚊に刺されるこ



とで発症します。マラリアの治療経験のほとんどは、古典的なMMS
によるものです。⼤⼈は18個、⼦供は9個の活性化されたMMSを
⾼々1回分にして飲む。
 

⾮常に稀なケースですが、同様に⾼⽤量の2回⽬の投与が必要となり
ます。それにより、⾼い衝撃量で寄⽣⾍が体内から完全に排除され
ます。健康な⼈にとっては、この⾼い⼀回の投与量はあまりにも⾼
すぎる。そのため、事前にマラリアに感染していることを確認する
必要があります。この⽬的のために、迅速な⾎液検査を使⽤するこ
とができます。
 

1.9.9 クララの6+6プロトコル(ショック療法)
 

⾵邪をひいたときなど、命に関わらない感染症の場合は、クララの
6+6プロトコルが第⼀選択となります。
 

活性化されたMMSを6滴ずつ、2時間から4時間の間隔で2回服⽤しま
す。
 

これは⼣⽅や就寝前に効果的です。そうすれば、吐き気があっても
便利に眠ることができます。このプロトコルでは、感染性細菌の爆
発的な増殖を迅速かつ⼤幅に停⽌させ、免疫システムを迅速に優位
に⽴たせます。ほとんどの場合、朝になると、近づいてくる寒さは
何も残っていません。それでも⾜りない場合は、次の⽇に7＋7滴で
この⼿順を繰り返しますが、それ以上はやめてください。その後、
古典的なプロトコルであるMMS-1000やCDS-1000に切り替える必要が
あるかもしれません。
 

1.9.10 ⼆酸化塩素を⽤いたCDI注射剤のIM/IV投与
 

CDI（Chlorine Dioxide Injection）は、⼆酸化塩素溶液を筋⾁内または
静脈内に注射するものです。⼆酸化塩素ガスを希釈した海⽔に投⼊



するアンドレアス・カルカー博⼠。そのため、pHは中性で、⾎液に
近い塩分を含んでいます。さらに、冷たく細かくろ過された海⽔
は、⾮常に爽快で治癒プロセスを促進する効果があるようで、Spirit
of Health Congress 2014で、Laboratoires Quinton International, Alicanteの
マネージャーであるFrancisco Coll⽒が発表しました。体重80kgまで
の哺乳類には、CDI 3,000ppmを2～5ml、海⽔または⽣理⾷塩⽔と1:5
の割合で混合し、静脈内または筋⾁内に投与することを推奨してい
る。
 

⼀⽅、ハルトムート・フィッシャー博⼠は、MMSを直⽴した注射器
（針が上を向いている）で滴下することで、⼆酸化塩素ガスだけを
0.9％の⽣理⾷塩⽔が⼊った既製の輸液バッグに泡⽴たせ、⼈間の塩
分に適合したpH中性の⼆酸化塩素溶液を得ることができます。
 

注意：このようにして得られた溶液は、通常は純粋に使⽤すること
はできません。完成した⼆酸化塩素⽔溶液から、静脈内や筋⾁内に
投与するためのシリンジを作る場合は、上流に孔径245nmのナノフ
ィルターを接続することをフィッシャー⽒は推奨している。これに
より、発熱や体の炎症の原因となる発⽕性物質（ほこりや浮遊物な
ど）をろ過します。その後、シリンジの内容物は新しい⽣理⾷塩⽔
注⼊バッグに注⼊されます。この希釈された溶液を静脈内に投与し
たり、このバッグからシリンジを引き抜いて筋⾁内や⽪下に使⽤す
ることができます。私⾃⾝、このようなCDIの点滴を点滴で受けた
ことがありますが、特に⽬⽴った副作⽤はありませんでした。
 

注⽬です。
⼆酸化塩素⽔溶液の注⼊は、医師、代替医療従事者、その他訓練を
受けた医療従事者に限られます。これらの作業は、必ず監督のもと
で⾏ってください。ヒトにおける⼆酸化塩素処理の正確な適⽤分野
やメリット・デメリットについては、信頼できる声明を出せるほど
⼗分に研究されていません。
 



いずれにしても、CDS点滴（ハルトムート・フィッシャー博⼠監
修）は私に害を与えず、アンドレアス・カルカー博⼠（著書
「CDS/MMS - Heilung ist möglich」）による⼦⽜の点滴も害を与えませ
んでした。その逆です。ブリーダーは、動物へのワクチン接種や抗
⽣物質の投与にかかる莫⼤な費⽤を節約し、より健康な動物を屠殺
するまで育てることができました。



1.10 MMSに関するFAQ - Q&A
 

Question: ⼆酸化塩素⽔溶液の保存期間とその⽬安を教えてくださ
い。
⼆酸化塩素は茶黄⾊のガスとして⽔に溶けています。通常、溶液は
黄⾊く⾒えます。容器が開いていると、ガスはすぐに抜けてしま
い、透明な溶液が残ります。ですから、溶液が透明であればあるほ
ど、⼆酸化塩素が（まだ）含まれておらず、溶液の効果は弱くなり
ます。容器を閉じたり、冷やしたり（冷蔵庫など）することで賞味
期限を延ばすことができます。CDSは通常、CDSplusほど⾧い保存期
間はありません。
 

質問：私はthe and the diseaseまたはthe and the symptomを持ってい
ます。MMS/CDSplusはどのように服⽤すればいいですか？
申し訳ありませんが、この質問には答えられません。⼆酸化塩素の
⾃⼰処理を⾏うかどうかは、ご⾃⾝で判断していただき、必要であ
ればご⾃⾝の責任で⾏っていただきたいと考えています。
 

私たちはここで誰かに助⾔したり、落胆させたりしたいとは思って
いませんし、誰かのために決断を下したいとも思っていません。こ
れは正統派医療のような古い考え⽅で、「何を、いつ、どれだけ飲
まなければならないかを決めるのは医者だ。私はただの⽣け贄の⼦
⽺です。"お医者さんでも、このシステムには圧倒されることが多い
ようです。
 

⼆酸化塩素を経⼜投与すると、⾮常に広い範囲で効果を発揮し、通
常は⾮常に⾼い忍容性を⽰します。私の知る限りでは、後遺症が残
った⼈はいません。MMS-1000とCDS-1000のプロトコルは、中程度の
炎症の予防から慢性疾患に⾄るまで、90％以上の適⽤例で完全に⼗
分な効果を発揮します。必要に応じて、⾵呂や浣腸などの外⽤薬を
併⽤します。
 



癌などの⽣命に関わる疾患の場合、多くの⼈が1000回または2000回
のプロトコールを使⽤しますが、CDSplusの1⽇の投与量を3～5倍に
増やすこともあります。他のすべてのインテークフォームやプロト
コルは、⾮常に稀なケースでのみ必要となります。例えばマラリア
は、1回の⾼⽤量（⼤⼈⽤18活性化滴、⼦供⽤9活性化滴）を服⽤す
ることで、最短4時間で病原体を排除できる数少ない感染症の⼀つで
す。この問題は、知識の問題ではなく、責任の問題、つまり個⼈の
責任の問題です。
 

質問：私の "良い "腸内細菌はどうですか？
MMSがすべての細菌を殺すのであれば、私の善⽟腸内細菌も攻撃す
るはずです。これは、MMSの経⼜摂取に対する最も多い反対意⾒で
す。しかし、凝縮された体験レポートによると、MMSは⾧期間継続
して摂取しても、善⽟の腸内フローラを害することはないという。
科学的に証明された説明はありませんが、もっともらしい、論理的
な説明モデルがあります。
 

⼆酸化塩素は酸化剤である。過酸化⽔素やオゾンは⾮常に強い酸化
剤で、体細胞はもちろん、善⽟菌も破壊してしまいます。次に弱い
酸化剤は酸素です。私たちの体細胞や善⽟腸内細菌（1.45ボルト）
は、強⼒な酸化剤である酸素を前にしても、電⼦を保持することが
できます。そうしないと、⼀回の呼吸で体内の何千もの細胞が死ん
でしまうからです。
 

⼆酸化塩素は、より弱い酸化剤です。つまり、細胞が強い酸化剤に
対して電⼦をうまく守ることができるなら、より弱い⼆酸化塩素
（0.95ボルト）に対しても、それ以上に電⼦を守ることができるの
です。この電⼦を保持する⼒を酸化還元電位ともいう。⾯⽩いこと
に、ほとんどの病原菌（ちなみに病原菌は酸素を使わない嫌気性の
場合が多い）は⼆酸化塩素よりも酸化還元電位が低いため、MMSに
よって最初に攻撃されます。MMSの適⽤プロトコルでは、通常、良
好な腸内フローラが維持される濃度のみが推奨されます。



 

結論：⼆酸化塩素は⾝体の細胞や善⽟菌を攻撃しない！？
 

質問：MMSの場合、最初に⽔を⼊れてからNaClO2とアクチベータ
ーを滴下してもいいですか？
駄⽬だ!⽔は反応を⾮常に遅くします。上記の指⽰に従って、正確に
順序を守ってください。MMSドロップを⽔に⼊れてはいけません。
⽔を⼊れる前に45秒間、MMSドロップが単独で反応する必要があり
ます。
 

質問：MMS/CDSの経⼜投与の場合、どのくらいの量の⽔を飲めば
いいのでしょうか？
これも基本的には同じです。グラスの中にMMSの活性化された3
滴、またはCDSの1mlが⼊っていて、そのグラスを飲んだ場合、常に
同じ量の⼆酸化塩素を摂取したことになります。グラスに⼊ってい
る⽔の量が少ない場合、例えば100mlだと味が濃くなります。グラス
の中に⽔がたくさん⼊っていると、例えば250mlだと味がマイルドに
なりますが、より多くの液体を飲まなければなりません。
 

質問：クエン酸や酒⽯酸などの酸を10％、50％配合する場合の混合
⽐は？
この質問にはもう答えられない。活性剤としては、最も耐性のある4
～5％の塩酸に落ち着いただけだからだ。ここでは、⽐率は常に1：1
です。
 

質問：MMS/CDSをどのようなフルーツジュース、コーヒー、紅茶
と⼀緒に摂取すればいいですか？
⼀⽅、MMSの摂取は、純粋な飲料⽔でのみ⾏うことが推奨されてい
ます。⼀⾒ピュアなフルーツジュースでも、保存期間を⼤幅に延ば
すために、⼈⼯的なビタミンC（主に遺伝⼦組み換えトウモロコシ
から得られる）をEナンバーで添加し、安定剤と表⽰しています。
ビタミンCと⼆酸化塩素はお互いに効果を打ち消し合うため、Jim



Humble⽒やKlinghardt博⼠はMMS/CDSを⽔で飲むことだけを推奨し
ています。
 

アドバイス：MMSの味や匂いが苦⼿な⽅は、⿐を押さえて飲むか、
pH中性のCDSplusに切り替えると良いでしょう。
 

質問：インターネット上で、活性化したMMSの残留酸を炭酸⽔素ナ
トリウムで中和する⽅法が紹介されていますが、これはやった⽅が
いいのでしょうか？
しかし、MMSの効果を損なう可能性があるため、多くの⼈が再び距
離を置くようになりました。また、オズワルド博⼠は、MMSの過剰
摂取に備えて、解毒剤として炭酸⽔素ナトリウム溶液を摂取するこ
とを推奨しています。
 

質問：MMSをいつ摂取すればいいのか、またどのような⾷品と⼀緒
に摂取すればいいのか。
MMSがまだ少数かつ⼤量に単回投与されていた頃、この質問はより
良い耐性を得るために重要でした。MMS-1000またはCDS-1000プロト
コルでは、1⽇8回までの少量の服⽤で済むので、⾷前か⾷後かはあ
まり重要ではありません。
 

1⽇8回、空腹時に⾏うというのは、断⾷療法でなければできないこ
とです。私はCDSのボトルを単に飲み物として考えています。ま
た、MMSの効果を抑えることができるかどうか、いちいち⾷品をチ
ェックするストレスもありません。たとえパイナップルを1個⾷べた
としても、1⽇8回の服⽤のうち1回分の効果はほんの少しだけ弱ま
る。しかし、4～6週間のプログラムでは、そのようなことは全く関
係ありません。この場合、あまり深く考えずに、プロトコルを継続
してください。
 

質問：プロトコル1000の途中で⼀時停⽌してもいいですか？



クレンジングプログラムなので、抗⽣物質のように、個⼈的な理由
や仕事上の理由で中⽌したからといって、すべての成功を危うくす
ることはありません。またできるときに続けてください。
 

質問：ガラス瓶に⼊っている製品は、プラスチック瓶に⼊っている
製品よりも優れていますか？
MMS運動が始まった当初、⼀部のメーカーや提供者は、無知ゆえに
ペットボトル（ポリエチレンテレフタレート）に亜塩素酸ナトリウ
ムと活性剤を充填していましたが、時間が経つともろくなって破裂
してしまいました。現在、ドイツ語圏でこのような間違いを犯して
いるサプライヤーを私は知りません。HDPE（⾼密度ポリエチレ
ン）はその素材として認められているため、ほとんどのメーカーが
HDPEボトルでも製品を提供しています。HDPEボトルは、⾮常に軽
く、そして何よりも割れないという利点があります。これはアルカ
リや酸を成分とする場合にも⾮常に有効で重要なことです。
 

ガラス瓶を使⽤しているサプライヤーは、製品がよりクリーンで健
康的であるかのような印象を与えます。⾷品グレードの品質を持つ
亜塩素酸ナトリウムと塩酸溶液は、化学業界ではHDPEキャニスタ
ーまたはHDPEドラムでのみ製造、保管、供給されていることを知
っておくことが重要です。サプライヤーのもとでガラス瓶に充填し
ても、品質は向上しません。
 

アンドレアス・カルカー博⼠は、ガラス瓶に⼊ったガラス製ピペッ
ト付きのDMSOに特に注意を促した。ガラスピペットのプランジャ
ーは、ゴムまたはゴム代替品でできていますが、いずれもDMSOに
は適していません。このプランジャーが溶けることで、有害成分が
⼀緒に溶液化され、外⽤の場合は⽪膚にも導⼊されることになる。
 

これは、ガラス製のピペットにゴム状のプランジャーが付いている
CDLの⼀部にも当てはまります。⽬薬、⽿薬、⿐薬などの短期間の
投与には、このようなプランジャー付きのドロッパーを使⽤しても



全く問題ありませんが、⼆酸化塩素溶液をこのようなドロッパーで
永久に密封して保管してはいけません。
 

質問：なぜProtocol-1000には密封できるガラス瓶が推奨されている
のですか？
現在、⼆酸化塩素製品のサプライヤーは、PETとHDPEの違いをよ
く知っている。しかし、⼀般の⼈がこの違いを最初に認識できるわ
けではなく、例えば、家庭で飲料⽤の空のペットボトルを使おうと
すると、間違えてしまう。そのため、私たちは安全性を考慮して、
1000プロトコルを毎⽇摂取するために、IKEAのような密封可能なガ
ラス瓶をお勧めしています ;-)
 

質問：栄養補助⾷品や薬とMMS/CDSの同時摂取についてはどうで
すか？
今のところ、MMSや⼆酸化塩素とビタミンC・ナトリウムの相互中
和以外の相互作⽤は認められていません。Klinghardt博⼠は、
MMS-/CDS-1000プロトコルを朝から午後6時まで⾏い、3～4時間後、
つまり午後9時から22時まで、すべての⾷品サプリメントと必要に応
じて必要な薬を与えることを推奨しています。⼆酸化塩素は通常、
体内で1〜2時間しか作⽤せず、その後、⼀般的な塩、⽔、酸素に分
解されるため、これまでに知られていないが可能性のある相互作⽤
を避けるためには、この時間間隔で⼗分である。
 

質問：歯にアマルガムの詰め物をしていたり、体内に⾦属製の⼈⼯
物を⼊れていてもMMSを摂取できますか？
少量で作⽤時間が短いためか、体内の⾦属製の歯の詰め物、ブリッ
ジ、⼊れ歯、インプラントへのダメージはこれまで報告されていま
せん。もしそうなら、MMSは例えばアマルガム充填物から放出され
た⽔銀を⽔溶性の⾦属塩に酸化させ、腎臓や尿から排泄することが
できる。CDSやCDSplusは、pH値が新しくなったことで、MMSより
もさらに害が少ないと思われます。
 



アマルガムの詰め物について唯⼀知っていることは、重⾦属を除去
するキレート剤のほとんどが、アマルガムの詰め物から⽔銀を取り
除くということです。しかし、HMD™（www.detoxmetals.com）のよ
うに、これをしない天然のキレート剤もあります。
 

質問：MMS/CDSを少しでも摂取すると、すでに⾮常に強い吐き気
や嘔吐、下痢があるのはなぜですか？
これは現在では稀で、いくつかの原因が考えられます。⼀⽅で、ご
く稀に塩素アレルギーが発⽣することがあります。その⼀⽅で、体
の中では⾮常に強く発芽していることがあり、この1回のMMS/CDS
では他の⼈と⽐べてはるかに多くの菌を殺しています。そして、こ
の⾼濃度の細菌性⽼廃物が、腎臓や肝臓に負担をかけることで、副
作⽤を引き起こすのです。そのような場合は、肝臓、腎臓、リンパ
管などの解毒器官を開く効果のある、ラバージュなどの天然ハーブ
の解毒剤を摂取してください（www.detoxmetals.com）。
 

また、塩酸の代わりにクエン酸や酒⽯酸などを使⽤した場合は、活
性剤が原因となります。中には酸⽋気味で、MMSの残留酸に激しく
反応する⼈もいますが、その場合はむしろpH中性のCDSplusに変更
した⽅がいいでしょう。
 

最後の可能性は、寄⽣⾍が侵⼊していることです。寄⽣⾍は⼆酸化
塩素に激しく反応し、⼤量に増殖を始め、慌てて腸内の内容物を私
たちの体内に放出します。これらの寄⽣⾍の排泄物であるアンモニ
ウム、ホルムアルデヒド、ヒスタミン、マニリンなどは、私たちの
免疫系の神経毒となるため、激しい副作⽤を引き起こす可能性があ
ります。ここでは、アンドレアス・カルカー博⼠の寄⽣⾍治療法
（書籍『Back2Balance』参照）などが適応されます。



2.⼈間におけるMMSの成功例
 

⾵邪、インフルエンザ、腸管出⾎性⼤腸菌、豚インフルエンザ、⿃
インフルエンザ、エイズ、肝炎、ヘルペス、結核、⾎液中毒（敗⾎
症）、⾷中毒、破傷⾵、⼦供の伝染病、⽔⾍、腸内細菌、糖尿病、
開脚、がん、⽑球⽩⾎病、⼜やのど、特に歯の炎症など、多くの体
験談や成功事例があります。
 

⼀⽅で、世界中で無数の報告がなされていますが、残念ながら誰も
が体系的に収集し、評価しているわけではありません。これは時
に、民間の健康運動の限界を⽰すものです。私⾃⾝も、アフリカで
の援助プロジェクトに従事していた社員から、実験室で確認された
いくつかのマラリア感染に繰り返し成功したことを報告されまし
た。
 

また、ワークショップの参加者の中には、⽣命を脅かす有⽑細胞⽩
⾎病が完全に治癒したという⾮常に優れた記録が残っています。現
在カリブ海で猛威を振るっているチクングニア熱のように、従来の
医学では治療法が確⽴されていない病気であっても、⼼強い成功例
があります。



2.1 MMSとがん
 

オーソドックスな医学では、がんは家族の気質（遺伝）と、⾷事、
飲酒、スポーツ、アルコール、ニコチン、最近ではストレスなどの
⽣活習慣の危険因⼦によって発症します。このような⼀般的で意味
のない統計的な記述を除けば、従来の医学では、がんの発⽣につい
て⼀貫した詳細で論理的なモデルを提⽰することはできませんでし
た。
 

疑問に思うのは、問題の根源がわからなければ、意味のある治療法
を開発することはできないのではないかということです。MMSのム
ーブメントが起こるずっと前から、代替医療の分野では、がんの起
源についてもっともらしい説がたくさんありました。今から約200年
前、ルイ・パスツールは、細菌のいない健康な体と、外から侵⼊し
てきて病気にする邪悪な細菌というモデルを提唱した。それに対し
て、当時のライバルであったピエール・ジャック・アントワン・ベ
シャンは、「微⽣物はどこにでもいて、⽣命を可能にし、⽣命を構
成している」という⾔葉の⽅がはるかに正しかった。
 

ある微⽣物が増殖し、ベシャンが多形性と呼ぶ形態に実際に変化し
たのは、内部環境のせいだった。
 

しかし、死の床にあるパスツールでさえ、「微⽣物は無であり、環
境がすべてである」という⼀⽂で敵の正しさを証明した。
 

抗⽣物質で細菌に対抗するのではなく（よく知られているように、
抗⽣物質耐性につながる）、環境を調整することで、これらの細菌
がそもそも発⽣したり増殖したりしないようにする基盤を作ること
ができる。
 

内部環境とは、毒物レベル、炎症レベル、組織のpH変化、寄⽣⾍や
微⽣物の負荷レベル、5Gなどの電磁場など、私たちの内部環境の特



徴を指します。これらの要因はすべて、私たちの体の内部環境を変
化させ、微⽣物を善⽟から悪⽟、または病原体（病気の原因となる
もの）へと姿を変えさせます。
 

これらのアイデアはその後、複数の研究者によってさらに発展させ
られた。ギュンター・エンダレン教授は、⾎液中に多形性細菌を発
⾒した。多形性細菌は、環境に応じて体細胞から細菌、真菌へと変
化する。
 

代替医療の専⾨家であるエッケハルド・シリアン・シェラーは、⾎
液中にもカモフラージュされた菌や寄⽣⾍が存在することを発⾒し
ました。多くの種類のがんでは、これらも発症に因果関係があるよ
うです。癌治療の専⾨家であるTulio Simoncini博⼠は、昔、腫瘍の芯
にCandida-albicans菌が存在することを発⾒し、菌を殺す25％の炭酸⽔
素ナトリウム溶液で治療して成功した。
 

あまりにも多くの菌が、環境の乱れによって発⽣する。解毒器官で
ある肝臓、腎臓、肺、腸、⽪膚では、⼗分な排泄も消化も排泄もで
きません。そこで体は、菌を封じ込めるという画期的な延命措置を
とることにしました。そうすれば、⼈も菌もお互いに迷惑をかけず
に⾧⽣きできるのではないでしょうか。
この体のインテリジェントなソリューションであるカプセル化は、
その後、従来の医学では変性腫瘍と呼ばれ、積極的に攻撃されま
す。
 

興味深いことに、多くの外科医が、腫瘍は切るまでは広がらないと
考えています。従来の医学では、がん細胞が三次元の⽯積みから抜
け出して体内を移動し、どこかに新たな転移を起こすと考えられて
いました。多くの研究者は、この移動するがん細胞を⾒たことがな
いと認めています。しかし、実験室のペトリ⽫で真菌の培養物をこ
すってみると、新しい真菌のコロニーがあちこちにできてきます。
そのため、これらの「壊れた」菌類が新たなコロニーを形成し、そ



れが体内に取り込まれて新たな「転移」を形成する可能性の⽅が⾼
いのです。
 

様々な種類やステージの癌に対する多くのMMS成功例は、Enderlein
教授とSimoncini博⼠が正しかったことを⽰唆しています。なぜな
ら、MMSは体内の菌類も確実に殺してくれるからです。そうする
と、MMSを塗布することで腫瘍（内包された菌）が縮⼩することも
説明がつきます。しかし、MMSは、多くの種類のがんのストレート
を、いくつかの⽅法で明確に改善に導くようです。⼀つには、通
常、がん患者ががんを直接原因として亡くなることはほとんどない
ということを知っておく必要があります。これらの解毒器官が⼆次
感染の細胞毒素を処理できなくなり、体内の環境が完全に傾いてし
まうため、通常は肝不全や腎不全で亡くなります。
 

また、化学療法を受けた⼈は、免疫システムが完全に破壊されてい
るため、このような副次的な感染症が体内に多く発⽣し、毒性のあ
る細胞毒素が排泄物として⽣成されます。これらは、病⼈をさらに
病⼈らしく、弱くしてしまいます。
 

MMSはこれらの⼆次感染を速やかに排除し、その結果、多くの⽼廃
物や細胞の毒素を酸化させて排除します。また、⼈間は酸素を吸う
ことで糖分を燃やすため、酸化的な存在です。しかし、慢性疾患患
者、特にがん患者のエネルギーバランスは⾮常に低いレベルで推移
しています。MMSは、細胞内の発電所であるミトコンドリアを活性
化し、酸化プロセスを再開させることで、より多くのエネルギーを
利⽤できるようになります。
 

がんの主な原因は、正常な細胞の呼吸が糖の発酵に置き換わること
です。
 

がん細胞では、ミトコンドリアのスイッチが切られ、アルコール発
酵でエネルギーを得て、さらにがんの成⾧を促進する周辺組織の酸



性化を⽣み出します。しかし、MMSによるミトコンドリアの活性化
は、がん細胞⾃⾝のプログラムされた細胞死（アポトーシス）につ
ながると考えられます。この効果は、⼆酸化塩素の親戚であるジク
ロロアセテート（DCA）を使った実験でも確認されています。
 

この⾃⼰破壊のメカニズムは、もともとすべての細胞に組み込まれ
ていて、変性した細胞が⾃分で⾃分を殺すようになっているのです
が、がん細胞ではそれが阻害されます。新しいがん治療のための最
新のアプローチはすべて、健康な細胞を傷つけることなく、このア
ポトーシスを特異的に誘導しようとしている。MMSは、放出された
活性酸素の他に、この作業を⾏うようです。多くの⼈は、がん患者
にMMSを正統派の薬と並⾏して使⽤していますが、その際、2～4時
間の間隔を空けて使⽤しています。
 

多くの慢性重症患者や癌患者が、⾃⼰治療の最初の数⽇後にはすで
に⼼が澄み渡り、エネルギーと闘志を取り戻しているのは、MMSの
こうした複合的な効果によると思われます。もちろん、がんが3⽇で
なくなるわけではありませんが、毒素を持った多くの衰弱した⼆次
感染が中和され、その結果、肝臓や腎臓の負担が軽減されます。ま
た、酸素も多くなり、体内のエネルギーも多くなります。
 

このようにMMSは、短期的にはより多くのQOL（⽣活の質）と寿
命をもたらします。
 

癌を克服するために、MMSと必要に応じてMMS2を交互に使⽤する
期間は、もちろん個々のケースによって異なります。さらに、⾝体
的な⾯だけでなく、精神的・感情的な⾯でも、他の付随する⼿段を
常に治療に取り⼊れる必要があります。⼼の葛藤やトラウマが病気
の引き⾦になることはよくあります。
 

MMSでは、腫瘍を消失させることができるかもしれませんが、それ
で治ったと⾔えるのでしょうか？多くの⼈は、すでに従来の医療や



代替医療で完全に健康な状態で治療を受けていたにもかかわらず、1
年後、2年後に再発することが多く、いわゆる「再発」と呼ばれてい
ました。これは、体を治療しただけでは、原因となる問題がまだ存
在し、再び病気の発⽣を促進する場合に起こることがほとんどで
す。
 

私の2冊⽬の著書『Back2Balance』では、私がまとめたホリスティック
ながん治療法について詳しく説明したいと思います。3冊⽬の
『Back2Health』は、精神的・感情的なテクニックと、それを使って
原因となる古い重荷を⾒つけて解消する⽅法について書かれていま
す。幸いなことに、この分野ではますます多くの技術があり、現在
では⾮常に短い時間で劇的な結果を得ることができます。
 

癌については、まだ最近の知⾒があります。まず、開発者による
と、PSA検査はがんとの関連性を⽰すものではありません。しか
し、従来の医学では、前⽴腺がんが治療を必要とするかどうかは、
まさにこの検査で判断していました。
 

これまでに何千⼈もの⼈々が、まったく不必要な恐怖や治療を受け
てきました。乳がんの誤診、つまり不必要な治療も同様に多かった
ようです。ここでは、⾼価な機器をより経済的に利⽤するためのマ
ーケティングツールとしての意味合いが強かったようです。
 

しかし、私の経験では、がんから回復するための最も重要なステッ
プは、恐怖という幻想から抜け出すことです。恐怖は、⼈を中⼼と
バランスから遠ざけ、⼒を失わせます。また、思考には⼒があるの
で、ネガティブな思考を繰り返すと、結果的にネガティブな⾃⼰成
就予⾔をしてしまうことにもなります。
 

事実。
- ギュンター・エンダレン教授のウィキペディアの項⽬



- Book BookLive「ブックライブ」の認識されない友⼈、あるいは未
知の敵、Maria-M.ブレッカー
- 本のカンジダリズム、Ekkehard SirianとSabine Scheller
- 著書 がんは菌である 闘莉王シモンチーニ博⼠
- PSAによる前⽴腺がん検診は危険なデマである
- 記事 数百万⼈が誤って「がん」の治療を受けている



2.2 MMSとアルツハイマー病、パーキンソン病、認知症の関
係
 

特に、世界的に有名な代替医療専⾨家であるクリンガルト博⼠や、
著名な治療家であるウーヴェ・カーステット⽒の最新の知⾒によれ
ば、これらの伝染病のように広がる病気の不吉な新しい起源のモデ
ルを、それほど⾧く探す必要はないとのことです。それは、重⾦属
やアルミニウム、グリホサート（殺⾍剤）などの環境有害物質によ
るものである可能性が⾼い。
 

現在、私たちの⾷べ物や環境はこれらの毒素で⾮常に⼤きく汚染さ
れているため、⽂字通り樽が早くいっぱいになってしまうので、病
⼈は常に若くなります。第⼀⼦は⾃動的に母親の約半分の重⾦属を
浴びることになります。例えば、⽔銀は神経細胞や脳細胞に蓄積さ
れ、絶縁体である脂肪を破壊してしまいます。
 

そのため、これらの神経は全く発⽕しなくなったり、完全に協調性
を失ったりします。MMSは重⾦属の酸化作⽤があり、重⾦属を⽔溶
性の塩に変えて腎臓から排泄することができます。しかし、重⾦属
を除去するためには、より良い⼿段や⽅法があります。
 

完全に天然で、科学的に研究された、細胞内キレート剤（細胞内か
ら有害⾦属を引き抜く）であるHMD™と呼ばれる製品は、重⾦属を
除去するために優しく効果的に働きます。発売されてから12年以上
が経過し、世界中の多くの実践者によって⼗分にテストされていま
す（www.detoxmetals.com）。
 

新しい研究によると、特殊な桿菌がアルツハイマー病や糖尿病、⼼
筋梗塞の発症に関与していると⾔われています。これでまた、多く
の病気でMMS/⼆酸化塩素のブロードバンド効果が説明できる。
 

事実。



- 著書 毒を出すのではなく解毒する、ウーヴェ・カーステット
- 著書 脳の中の毒、Dr.med.ディートリッヒ・クリンガート



2.3 精神障害、バーンアウト、うつ病におけるMMS
 

第⼆次世界⼤戦後、いわゆるガレキの⼥たちが家に戻ってきたと
き、家は爆撃で破壊され、夫は倒れ、息⼦は⾏⽅不明になっている
ことが多かった。このような精神的苦痛に加えて、⾷べるものがな
い。しかし、彼⼥たちの中に精神障害を持つ⼈はほとんどいません
でした。⼈間は本来、かなりのことに耐えることができます。
 

今⽇では、多くの同世代の⼈たちを少し鋭く⾒ただけで、すぐに燃
え尽きたり、うつ病などの精神的な問題を抱えてしまいます。これ
は必ずしも現代⼈の回復⼒が低下しているからではなく、ただ毒さ
れているだけなのです。特に、重⾦属中毒に加えて、バランスを崩
したり、リーキーガット症候群などで腸がダメージを受けている場
合はなおさらです。
 

私は⾃分の体を⾒て気づいたのですが、腸がひどく傷ついて敏感に
なっていた時は、精神も⾮常に薄情で敏感になっていました。腸内
環境が改善されたことで、精神的にも再び強くなりました。また、
この分野では常に寄⽣⾍の負担が予想されます。
 

また、MMS/CDS-1000療法で最⼩の寄⽣⾍が体外に出た後、明らか
な改善が⾒られたケースも報告されています。ただし、ここでも
MMS/CDSは重⾦属の排出や腸内フローラの構築に関連してのみ使⽤
する必要があります。また、双極性障害にもMMSは明らかに改善効
果があるようです。
 

事実。
- DVD ザ・アルミナム・ファイル
- 著書 毒を出すのではなく解毒する、ウーヴェ・カーステット
- 著書 脳の中の毒、Dr.med.ディートリッヒ・クリンガート



2.4 MMSと⾃閉症
 

Kerri Rivera⽒の息⼦が⾃閉症と診断されたとき、彼⼥は否定的でし
た。彼⼥はこの問題に⼀⽣懸命取り組み、サポートグループを⽴ち
上げました。何年もかけて⾷⽣活を改善し、グループ内の2⼈の⼦ど
もたちをほぼ無症状にしたのです。これまでの⾃閉症の発症に関す
る正統派医学の説明ではあり得ないことなので、彼⼥は⾃分の道を
進む上で励みになった。
 

そして、MMSグループのJim Humble⽒とAndreas Kalcker博⼠に出会い
ました。まず、ほとんどの親が予防接種後に⾃閉症の特徴に気づく
ことがわかりました。ここには明らかな関連性があった（「危険な
予防接種」の章も参照）。しかし、双⼦のうち1⼈だけが予防接種後
に⾃閉症を発症した場合に限り、アンドレアス・カルカー博⼠は2つ
⽬のきっかけとなる寄⽣⾍の素因を発⾒することができました。
 

従来の医学による寄⽣⾍の特効薬に、代替の寄⽣⾍療法と毎⽇の
MMS/CDS浣腸を組み合わせたところ、その後、画期的な効果が得ら
れました。このパラサイト・キュアについては、 2冊⽬の
『Back2Balance』で詳しく説明しています。⼦どもたちの体がきれい
になったことで、⾃閉症の度合いを⽰すATACスコアも低下しまし
た。
 

その間、世界で150⼈以上の⼦どもたちが⾃閉症から解放され、再び
普通に学校に通えるようになったり、初めて親の愛情を返せるよう
になったりしています。薬物療法も代替療法も、⼆酸化塩素⽔溶液
による腸内浣腸も、私の経験では、何の苦痛も害もありません。こ
のセンセーショナルな躍進を祝うどころか、メディアの代表者たち
は、奇想天外なホラー・シナリオを作り、さらには両親が児童虐待
をしていると⾮難する以外に何も考えられないようだ。
 



例えば、アメリカやイタリアでは、ワクチンメーカーに対していく
つかの損害賠償請求訴訟が成功し、アメリカの規制当局であるFDA
も⾃閉症とワクチン接種の関連性を認めています。
 

ところで、Andreas Kalcker⽒によると、⼿をバタバタさせるなどの⾃
閉症患者の症状の多くは、寄⽣⾍に由来するそうです。これらはア
ンモニアを過剰に発⽣させ、⾃閉症者の肝臓では臭いを分解するこ
とができません。これに対しては、⾷品サプリメントのL-オルニチ
ンが⾮常に有効です。これは、ヘパメルツという薬の主な有効成分
であるオルニチンスパラギンとしても知られています。粉末として
⽔に溶かして飲むこともできますし、救急医療では静脈内に投与す
ることもあります。これで、常に⼿を動かしていたのが嘘のようで
す。しかし、⾷べ物の消化で毎⽇アンモニアが発⽣するため、定期
的に摂取する必要があります。
 

事実。
- 書籍「Cure Autism Part 1」、Kerri Rivera⽒
- Book Cure Autism Part 2, Kerri Rivera
- ブックヒーリングは可能です、アンドレアス・カルカー博⼠
- 著書 毒を出すのではなく解毒する、ウーヴェ・カーステット
 

Spirit of Health Congress 2014（ハノーバー）でのプレゼンテーショ
ン
- ⾃閉症、環境汚染と解毒、ディートリッヒ・クリンガート博⼠
- ⼆酸化塩素、予防接種と⾃閉症、アンドレアス・カルカー博⼠
- Cure Autism, Kerri Rivera



2.5 MMSと体重過多／ヨーヨー効果
 

肥満というと、多くの⼈はまず、⾷べるものや量を控えめにするこ
とができないという性格の弱さを思い浮かべます。ある程度はそう
かもしれません。しかし、なぜこのような⾏動をとる⼈がいるの
か、あるいはどんなダイエットをしてもヨーヨー効果で太ってしま
う⼈がいるのか、ということについては、別の⾮常に興味深い説明
モデルがあります。
 

このモデルは重⾦属中毒を想定しています。重⾦属に対して、私た
ちの体は消化酵素を持たず、解毒器官である肝臓、腎臓、肺、腸、
⽪膚も毒素を処理できない、あるいは⼗分に処理できない。なぜな
ら、⾎液や組織中の⾼濃度の重⾦属は、ほとんどすべての⽣化学的
反応を阻害し、⽣命を脅かすからです。
 

そのため、体にとって有害な物質を排泄したり中和したりできない
場合、残された戦略は安全な保管だけです。そこで体は、⼼臓や脳
からできるだけ離れた⽪膚の下に脂肪細胞を形成し、その中に重⾦
属を蓄えます。脂肪は重⾦属の周りに蓄積され、重⾦属の有害な作
⽤を最⼤限に不活性化します。
 

この問題は、⼈間と鏡や秤がなければ、とりあえず解決してしま
う。男性は⾃分が太りすぎていると思い、ファスティングによる治
療とスポーツを始めます。重⾦属中毒のない⼈は、⾷事やスポーツ
ですぐに体重を⼤幅に減らすことができますし、ダイエット後も問
題なく体重を維持することができます。⼀⽅、重⾦属中毒の⼈は、
⾧い間、⾷事をしても効果を実感できません。
 

なぜなら、体は不快な脂肪細胞を溶かして重⾦属を⾎液中に戻すこ
とを望まないからだ。そのため、毒を盛られた⼈は、早々に断⾷を
やめて余分な体重に耐えるか、対策を強化することになります。明



らかに体重が減っているのに、⾷事制限をしてしまうと、すぐに体
重が戻ってしまうのです。
 

ダイエット後に性格が強かったか弱かったかは関係ありません。体
は重⾦属を再び安全に沈めるために、脂肪細胞を必死に作り直しま
す。ここでは、重⾦属の放電だけが有効です。MMSは、⾧期間服⽤
することで重⾦属を酸化させ、その結果、尿から排泄させることが
できますが、これには他にもっと有効な⽅法があります。これらに
ついては、2冊⽬の『Back2Balance』で、⾁体レベルでの浄化のための
対策について詳しく説明しています。
 

事実。
- 著書 毒を出すのではなく解毒する、ウーヴェ・カーステット
 

2.6 MMSと糖尿病
 

糖尿病の治癒に成功した例も数多く報告されています。しかし、そ
れはMMSがこの病気に対して特別なことができるからではありませ
ん。MMSは、病気の原因となる病原菌を⾝体や体液から取り除くだ
けです。もし、これで糖尿病も治ったということになれば、細菌や
膵臓の炎症が原因である可能性が⾼い。
 

細菌とそれによる炎症が解消されれば、通常は⼗分なインスリンが
再び⽣成され、インスリンの外部添加をどんどん省略することがで
きます。多くの国際的なケーススタディをご覧になりたい⽅は、
YouTube.comで「MMS and diabetes」と検索していただくか、ウェブサ
イトmms-seminar.comで400以上のビデオテストをご覧ください。
 

事実。
- 動画体験談 糖尿病の治療法



2.7 MMSとマラリア
 

2012年末、ウガンダの⾚⼗字局で⾏われたマラリア調査の様⼦が、3
つの独⽴した国際カメラチームによって記録されました。4⽇間で
781⼈が検査を受け、そのうち154⼈がマラリアに感染しました。ま
ず、従来のマラリア迅速検査で感染を判定し、その後、陽性の疑い
のある各症例を顕微鏡下の⾎液検査で明確に確認しました。中に
は、5つのマラリア病原体のうち2つの病原体に⼆重感染している⼈
もいました。
 

⼤⼈には活性化した18滴を、⼦供には活性化した9滴のMMSを1回で
飲ませました。24時間後、マラリアと証明された154⼈のうち、マラ
リアの陽性反応が出たのは11⼈だけでした。他の⼈はすべて症状と
無関係でした。感染したままの11⼈は、全部飲まなかったり、飲ん
だ直後に吐いたりしたと報告しています。監督の下で同量の2回⽬の
投与を⾏い、翌⽇には全員マラリアもなくなっていました。
 

しかし、このよく知られたマラリアの研究が、テレビ報道で疑問視
された。MMSが24時間以内にマラリアを治したという証拠はなく、
それを確認する医師もいなかったと主張した。この主張は、⼊⼿可
能な署名、写真、⽂書によって完全に反論することができます。し
かし、その⼀⽅で、MMSを服⽤したマラリア患者は、実際に全員が
無症状であったことがテレビ報道で認められている。どうすればよ
かったのか？今⽇までの正統派医療では、この短期間でマラリア患
者を無症状にすることはできません。
 

事実。
- マラリア調査、2012年、ウガンダ



2.8 MMSとインフルエンザ
 

インフルエンザはここでは特別なケースです。私はジム・ハンブル
⽒に、なぜMMSやCDSは多くの⼈にとってインフルエンザの早期治
癒につながるが、他の⼈にとってはほとんど改善されないのかを直
接尋ねた。ジムは、インフルエンザには2つの異なる原因があること
を説明しました。原因の⼀つは実際の細菌であり、そこにMMSを使
うことで感染症を素早く叩くことができるという。もう1つの原因
は、⾁体的にも精神的にも⾧時間無理をして、体を回復させなかっ
たことにあります。
 

このインフルエンザも症状は似ていますが、この場合、体は必要な
休息を取ることを主張します。そうなると、あとはベッドでの休養
しかありません。実は、私⾃⾝も後にそのようなケースがありまし
た。インフルエンザの初期症状が出たときに、夜寝る前にクララの6
＋6プロトコルを適⽤しました。迫り来るインフルエンザを簡単に⽌
めることができたことが何度もありました。しかし、今度は頭痛や
⼿⾜の痛みが残り、⿐⽔も出続けました。



2.9 危険な予防接種
 

乳幼児突然死症候群、ADHD、⾃閉症、神経⽪膚炎、アレルギー、
不耐症など、以前はあまり⾒られなかった病気の劇的な増加は、複
数回のワクチン接種との直接的な関連性をますます明確に⽰してい
ます。これはもっと詳しく調べてみる必要があります。
 

この理論によると、⼈は死滅したウイルスの⼀部をワクチンとして
接種され、病気にならずに免疫反応を起こし、その後の本物の感染
から⾝を守ることができます。その間に⼈々は暗黙のうちに⽣ワク
チン接種に切り替えてしまったからだ。つまり、現在では鶏卵から
繁殖させた⽣きたウイルスを注射しているのだ。なぜなら、⾝体の
反応を引き起こすためには、いわゆる効果増強剤を予防接種に加え
なければならなかったからです。
 

しかし、これらの活性増強剤は、アレルギーの原因となるアルミニ
ウムや⽔銀の化合物で構成されており、⾚ちゃんや⼦供に対して
は、これらの物質の成⼈に対する規制値の200倍の濃度で使⽤されて
います。それでも⼗分な効果が得られないため、同じ有効成分のワ
クチンを3回まで接種しています。
 

その結果、特に成⾧期の体にとっては、予測可能なことであるにも
かかわらず、完全に否定されてしまうのです。MMS/⼆酸化塩素は
既知のすべてのウイルスを安全に死滅させることができるので、予
防接種の意味が完全に問われることになります。統計的に可能性が
低いにもかかわらず、すべての健康な⼦供たちに既知のすべての病
原体に対するワクチンを接種しなければならないのでしょうか？そ
れとも、⼀部の病⼈だけがMMSで治療すれば⼗分なのでしょうか？



ワクチン接種に関する重⼤な疑問。
 

なぜ予防接種反対派や予防接種拒否派は排斥され、危険⼈物とし
て分類されるのか？もし、予防接種が本当に効果があるのであれ
ば、予防接種を受けていない⼈が予防接種を受けた⼈を危険にさ
らすことはないでしょう。
 

なぜ、予防接種の添付⽂書を⾒せてくれないのか？
 

今後、医師がこの添付⽂書を⾒ることができなくなるのはなぜで
すか？
 

前回の⿇疹の流⾏時に、ほとんどの病児がきちんと3種混合ワク
チンを接種していたのはなぜか？
 

なぜオバマ⼤統領は、すべてのワクチンメーカーをいかなる責任
追及からも保護する法律を可決したのか？
 

なぜワクチンは、これらのウイルスにとって⾮典型的な⽅法（注
射）で体に届けられるのでしょうか？
 

なぜ2歳までの⾚ちゃんにワクチンを接種するのですか？予防接
種から何かを学ぶことができる彼ら⾃⾝の免疫システムは、この
時点ではまだ形成されていません。
 

⾎液脳関⾨がまだ形成されておらず、重⾦属が直接脳に到達する
可能性があるのに、なぜ2歳以下の⼦供にワクチンを接種するの
でしょうか。
 

なぜ、何万⼈もの兵⼠がスクアレンを強制的に接種され、今も湾
岸戦争症候群に苦しんでいるのか。
 

現在、FRGでは多くの予防接種アドバイザーが国によって養成さ
れていますが、その理由は？
 



ビル・ゲイツの最初の予防接種には、アフリカの⼥性を不妊症に
するホルモンが密かに含まれていたのはなぜか？
 

ビル・ゲイツ⽒は、なぜ第三世界にマラリアのワクチンを接種し
たいのでしょうか？MMSによる安価で100％効果のある治療法が
あるのではないか？

 

事実。
- 著書 ワクチンは打たない！？Michael Leitner
- 動画 ワクチンを打たない！？Michael Leitner



2.10 MMSが成功した疾患のリスト
 

これは、MMS、CDS、CDSplus、⼆酸化塩素、DMSOを使った内的・
外的治療の成功例として報告されている不完全なリストです。⽂明
の利器を使って流⾏する病気のほとんどは、おそらく感染症や⽋乏
症、毒物によるものであることがわかりました。
 

AIDS/HIV
ニキビ
光線性⾓化症
アレルギー
アレルギー性気管⽀アスペルギルス症
アルツハイマー型認知症
筋萎縮性側索硬化症 ALS
アメーバ性⾚痢
狭⼼症
強直性脊椎炎
貧⾎
Anthrax
Aphthae
アポプレックス
関節炎
変形性関節症
喘息
アテローム
⾃閉症
⽬の病気と視覚障害
⾃⼰免疫疾患
サナダムシの感染
基底細胞癌
膵臓の病気



膵臓がん
バザン病
バルトネラ症
未成年のβサラセミア
双極性障害
膀胱炎
⾎液スポンジ
アザ
⾼⾎圧症
ライム病
気管⽀炎
乳がん
乳房炎
カンジダマイコーシス
チクングニア感染症
慢性⾻盤痛症候群 CPPS
慢性的なうつ状態
慢性肥満症
慢性疲労症候群
慢性腎臓病
慢性リンパ性⽩⾎病
⼦宮頸部症候群
潰瘍性⼤腸炎
CORONA/COVID-19感染症
クッシングシンドローム
Dacryocystitis
⼤腸がん
下痢
デング熱
I型およびII型糖尿病
憩いの場



⾜底のいぼ
循環障害
湿疹
エプスタイン・バー・ウイルス病
⾵邪
結節性紅斑
線維筋痛症
フィーバー
沸騰
⼦宮頸がん
関節の痛み・炎症
黄熱病

ジアルジア・ラムリア
痛⾵
淋病
インフルエンザ
帯状疱疹
聴覚障害
抜け⽑
痔
喉の痛み
UTI
⽪膚の発疹
⽪膚真菌
⽪膚がん
酵母菌の感染
ヘリオバクター
A型、B型、C型肝炎
⼜唇ヘルペス、性器ヘルペス
帯状疱疹



動悸
⼼臓不整脈
炎症性⼼疾患
花粉症
ヒト・パピローマウィルス（HPV）について
髄膜炎
甲状腺機能亢進症
坐⾻神経痛
特発性拡張型⼼筋症
間質性膀胱炎
⾍刺され
キャリーズ
⼿根管狭窄症
⽩内障
顎の炎症
⾻の痛み
⾻癌
喉頭炎
膝の痛み
結膜炎
コンジローム
頭痛
静脈瘤（じょうみゃくりゅう）について
各種がん
⾷中毒
⿇痺
リーシュマニア症
Leprosy
⽩⾎病
⽩⾎球増加
Leukytosis



肺炎
肺がん
エリテマトーデス（Lupus erythematosus
リンパ腫
ライム病
胃潰瘍
消化器系感染症
マラリア
扁桃腺炎
メガ⾷道症
メラノーマ
髄膜炎
⾻への転移

転移    性乳癌
偏頭痛
クローン病
クッシング病
モルゲロン
MRSA感染症
デュピュイトレン病
蚊に刺される
疲労
多発性⾻髄腫
多発性硬化症（MS
筋⾻格のリウマチ
筋⾁の緊張
筋⾁痛
筋⾁疲労
筋⾁の緊張

重症    筋無⼒症



⼼筋梗塞
マイコプラズマ疾患
ミオーマ
⽖のカビ
⽖の病気
傷跡の問題
⿐づまり
副⿐腔炎
じんましん
神経⽪膚炎
ニューロパシー
腎臓病
腎臓結⽯
腎不全
腎炎
ノロウイルス感染症
浮腫
オープンレッグ
⽿鳴り
⾷道領域の疾患
⾻粗鬆症
⾻粗鬆症
⾻⾁腫
卵巣嚢腫
歯周病
寄⽣⾍の侵⼊
パーキンソン病
パルボウイルス
キス病
ピック



副⿐腔真菌症
真菌症
花粉症
Polyarthritis
前⽴腺炎
尋常性乾癬
Qフィーバー
レストレスレッグスシンドローム
過敏な膀胱
過敏性腸症候群(IBS)
網膜芽細胞腫
リューマチ性疼痛
⾵疹
Ruhr
サルコイドーシス
スカーレット熱
甲状腺の病気
滑膜炎
重⾦属中毒
脊柱管狭窄症
尋常性乾癬
豚インフルエンザ
敗⾎症
シゲラ症（⾚痢
鎌状⾚⾎球症
副⿐腔炎
胸焼け
⽇光アレルギー
⼜内炎
性器の鵞⼜瘡
脊柱管狭窄症



緊張型頭痛
強直性脊椎炎
声帯神経⿇痺
前頭副⿐腔炎
前頭副⿐腔炎
梅毒
結核(TBC)
破傷⾵
⾎⼩板減少症
⽿鳴り
扁桃腺炎
三叉神経痛
腫瘍
腸チフス
体重過多
⾮互換性
⽪膚熱傷
肌荒れ
毒物混⼊
⼼房細動（Atrial Fibrillation
イボ
おむつかぶれ
⽔疱瘡
創傷治癒障害
歯茎の出⾎
歯茎の炎症
歯の根元の炎症
ダニに刺される
肝硬変
シスト



嚢胞性線維症
 

このリストは、技術的に正しいものでも、完全なものでもありませ
ん。しかし、ほとんどの病気が細菌や毒物によるものであることを
⽰しています。⼆酸化塩素はその両⽅に安全に対応できます。⼀⾒
すると、レメディーがこのようなオールラウンダーであることを疑
ってしまいそうです。しかし、MMSは実際には体の⽔を浄化するだ
けで、ほとんどの病気は消えてしまいます。
 

私は、上記のような病気にかかった場合、MMSが100％効果を発揮
するとは⾔いません。そのためには、個々のケースについて、証拠
に基づいた⼆重盲検試験を数多く⾏う必要があります。また、病気
を発症する理由は⾮常に多様で、個⼈差があります。ある⼈には素
晴らしい効果があっても、他の⼈には少ししか効果がなく、3番⽬の
⼈には全く効果がありません。この件については別の場所で。
 

しかし、個⼈の報告や体験談をまとめたものは多く、少なくとも希
望を与えるものではあります。誰もが少なくともこれらの経験を知
っているはずです。その上で、MMSの⾃⼰処理に賛成するか反対す
るかは、すべて⾃⼰責任で決めてください。
 

結論：MMS/⼆酸化塩素を⽤いた治療法は、世界中のクリニックで
実証され、成功しているものが⾮常に多くあります。根拠のある⼆
重盲検法の研究は少ないが、⼆酸化塩素⽔溶液と効果のない⽐較⽔
溶液を誰もが味と匂いですぐに⾒分けられることなどが理由であ
る。
 

事実。
- ゼーガルテン・クリニック スイス
- マラリア調査
- 書籍「MMSハンドブック」、Dr.med.アンティエ・オズワルド
- Book MMSの臨床試験





2.11 CDSとコロナ・パンデミック
 

危機の背景
2020年は、中国の悪いニュースで始まった。そこでは、⼈々が路上
でハエのように死んでいた。伝えられるところによると、武漢の動
物の週刊市場にいたコウモリから、突然変異した病原体が⼈間に⾶
び⽕したとのことです。それが、あっという間に世界的な⼤流⾏と
なり、⽇常⽣活にかなりの制限がかかるようになりました。ここで
は、政治的な背景ではなく、健康⾯に興味があります。
 

多くの病⼈が呼吸器症候群で亡くなりました。ここでは肺が注⽬さ
れており、肺胞での酸素の取り込みが阻害されたのでしょう。2020
年末に向けて、私の状況は次のようになりました。ヨーロッパの多
くの国、特にドイツでは、健康⾯でのパンデミックではなく、メデ
ィア⾯でのパンデミックでした。どのメディアでも、感染者数や死
亡者数がどんどん増えていく様⼦があふれていました。同時に、本
発明者によれば、使⽤されているPCR検査は、感染、病気、または
感染のリスクを検出することはできません。
 

ドイツにおける2020年の全死亡者数も、統計的には例年に⽐べて増
加しませんでした。これは他の多くのヨーロッパ諸国でも同様でし
た。多くの専⾨家が抗議しましたが、聞き⼊れられませんでした。
このパンデミックを「プランデミック」と呼ぶ⼈もいるほど、頑な
にロックダウンプログラムを続けていました。第⼀波では、病院や
救急室は完全に空になっていました。だから、途中で危険なウイル
スが出てくることはなかった。また、通常のインフルエンザと⽐較
して、合併症の有無を確認する⼈もいました。
 

しかし、メキシコやボリビアなどの南⽶の国々からは、まったく異
なる報告を受けました。ここでは、実際に数千⼈の医師を含む数万
⼈が死亡したと⾔われています。プロの⼜の保護も役に⽴たなかっ



たようだ。ここには明らかに別の原因があったはずだ。これが、コ
ロナウイルスの別バージョンなのか、⽣物・化学兵器の別バージョ
ンなのか、はたまた放射線によるものなのか、今となっては何とも
⾔えない。
 

最新の携帯電話規格である5Gは、肺胞での酸素取り込みが著しく損
なわれることが知られている周波数である60GHz帯での送信も可能
です。いずれにしても、ほとんどの患者は酸素不⾜で窒息の危険に
さらされていた。ここで、何⼈かの医師は、アンドレアス・カルカ
ーが南⽶のほとんどの国で⾏った多くのMMS講義を思い出していま
した。彼に連絡を取り、CDSが役に⽴つこと、そして間違いなく患
者に害を与えないことを確認しました。
 

医師や政治家、将軍などが⾃ら重い病気にかかり、⼆酸化塩素⽔溶
液を経⼜摂取することで全員が回復してから、MMSのブレークスル
ーが始まったのです。ボリビアでは、コヴィド19の患者の治療に⼆
酸化塩素を明⽰的に認める法律が急遽成⽴したほどだ。⼤学では⼆
酸化塩素を⼤量に⽣産し、広く国民に配布するようになった。1⽇
160⼈だった死亡者数は、最終的には1⽇6⼈にまで減少しました。そ
して、アンドレアス・カルカーは、これらの国のほとんどのテレビ
局でインタビューを受けた。アルゼンチンのテレビ司会者、ビビア
ナ・カノーザは、放送の最後に⼆酸化塩素⽔溶液を飲み、それにつ
いて「私は勧めているのではなく、⾃分がやっていることを⾒せて
いるのです。«
 

20カ国から4,000⼈以上の医師が国際協会www.COMUSAV.comを設⽴
しました。彼らは皆、15万⼈以上のCOVID-19患者にCDS/⼆酸化塩
素溶液を使⽤して成功したからです。その結果、わずか4⽇間でほぼ
100％の治癒を達成しました。病⼈をうまく治療できるのに、何のた
めに世界的な予防接種が必要なのか？
 



私の結論：今回のパンデミックには、少なくとも2つの異なるトリガ
ーが存在する。その中には、命に関わるものから致命的なものまで
あります。この病気が伝染性のものであるか、戦薬や放射線の拡散
によって引き起こされるものであるかは、最終的には重要ではあり
ません。⼆酸化塩素で予防的・急性的に危険を回避し、安全にこの
攻撃を乗り切ることができる。
 

ですから、今のところ、これを読んでいる皆さんには、クラシック
なMMSとCDS/CDSplusを⼗分に買い込んでおくことをお勧めしま
す。ロックダウンが再び始まると、最初の波の時のように、宅配便
が過負荷になったり、⼀部の国では単純にシャットダウンされたり
するでしょう。だからこそ、今すぐ在庫を確保してください。
 
 

⼆酸化塩素は本当にコロナウイルスに効くのか？

MMS/⼆酸化塩素を信じる⼈も信じない⼈も、⾃分と家族を守るた
めに、MMSを批判する⼈も、誰もができることを紹介します。⼆酸
化塩素が40ppm（更新：3ppmではない）（parts per million）という
⾮常に低い濃度でコロナウイルスを安全に死滅させることが、中国
の研究で証明されました。Study on the resistance of severe acute respiratory
syndrom-associated coronavirus（重症急性呼吸器症候群関連コロナウイルス
の耐性に関する研究）と題されたこの研究は、2005年6⽉に⾏われた
もので、それまでに知られているすべてのコロナウイルスを対象と
しています。そう、この研究は、⼆酸化塩素が微量であっても、試
験管内の⾎液、尿、便中のウイルスを除去できることを証明したに
過ぎない。これらの成功は、体外のインビトロでの出来事でした。
しかし、科学的に⾔えば、in vivo、つまり体内でも効果があるので
はないかという⼤きな正当な期待もあります。いずれにしても、⼆
酸化塩素はコロナウイルスに対して⾮常に優れた消毒剤であると思
われます。この研究はウェブサイト（www.mms-seminar.com）にリン
クされています。



 

基本的には、これまで本書で紹介してきたMMS／⼆酸化塩素は、⽇
常⽣活のさまざまな場⾯で消毒に使⽤することができます。いくつ
かの例を以下に⽰します。詳細なアプリケーションについては、本
書の対応する章で詳しく説明しています。
 

⾷品の殺菌
⼀部の国では、果物や野菜、⾁や⿂の殺菌に⼆酸化塩素が使われて
います。例えば、清潔なキッチンのシンクに冷⽔を⼊れ、MMSを約
10滴45秒間活性化させ、⽔に加えます。その中に1～2分程度、⾷べ
物を浸します。これで完全に殺菌され、もしグリホサート（収穫直
前に散布されることが多い）が野菜に残っていたとしても、それも
酸化されてなくなっています。ちょっとした嬉しい効果としては、
レタスやキュウリが冷蔵庫で10⽇以上保存できるようになり、しか
も収穫したばかりの新鮮な状態で⾷べられるようになりました。
 
 

物体や表⾯の殺菌・消毒
この⽬的のために、MMSとCDS、CDL、CDSplusの両⽅を消毒剤とし
て使⽤することができます。過剰摂取の可能性があっても無害で
す。例えば、1リットルの冷⽔に20滴のMMSを活性化させます。⼆
酸化塩素⽔溶液で対象物を拭き、約30秒反応させてください。
 

⾞や部屋の消毒
これは従来のMMSでのみ可能であり、CDS、CDL、CDSplusを消毒剤
として使⽤することはできません。重要：部屋の中や⾞の中など、
燻蒸作業中に⼈や動物がいてはいけません。終わったらよく換気し
てくださいね。ここでは、⽔を加えずに2つの物質を混合（約20～30
滴）することで、常に⼆酸化塩素という気体が発⽣し、密閉された
空間に拡散して、⼩さな濃度であらゆるものを殺菌することができ
ます。
 

洗濯物、洗濯機、乾燥機の消毒



通常は、洗剤と温度で多くの細菌を殺すことができるはずです。そ
れでも念のため、例えば6滴のMMSを⽔に溶かして、最後のすすぎ
の際に混ぜてみてください。乾燥機の場合は、布にこの溶液を少量
つけて、空の乾燥機に放り込み、運転を開始します。これにより、
機器のすべての空気通路が消毒されます。終わった後、家電はニュ
ートラルで新品のような⾹りがします。
 

⼿の消毒
念のため、最低でも30ppmを推奨します。このような⼆酸化塩素⽔
溶液は、⼿を洗うために使⽤することができます。そのためには、
ポンプ式のスプレーボトルを使って、数回分を⼿にスプレーして擦
り込むのがベストです。
 

顔の消毒
同じスプレーを⽬を閉じた状態で顔に吹き付けて擦ることもできま
す。
 
 

⽬の消毒
中国⼈医師は、マウスガードをずっとつけていても感染してしまう
と⾔っていました。彼は⽬から感染した疑いがある。ここでは、⾮
常に弱いCDS溶液を作ることができますが、溶液中に酸が残るた
め、MMS溶液は使わないでください。例えば、10～20mlのピペット
ボトルに1～2mlのCDSを取ります。今度は両⽬に1～2滴ずつ垂ら
し、1～2分待ちます。燃えるのは⼆酸化塩素のせいではなく、溶液
に塩分が含まれていないからです。また、シャワーを浴びるときな
ど、普通の⽔道⽔でも⽬が焼けます。
 

⼜の中や喉の除菌
他の感染した可能性のある⼈と接触した⼈や、⾧時間同じ部屋にい
た⼈は、⼜や喉をすすぐべきです。
 

空気、気道、気管⽀の殺菌



より深い気道は気管⽀と肺です。この場合も、ポンプ式のスプレー
ヘッドを使って、空気中にミストを噴霧します。このミストを吸い
込んでください。これを3～5回繰り返すことができます。
 

ボディクレンズ、体内
ここまでくれば、MMSに懐疑的な⼈でも、⾃分の意⾒を捨てずに従
うことができます。しかし、⼀度体内に病原体が⼊ってしまい、適
切な薬やワクチンがない場合はどうすればよいのでしょうか。⼀夜
にして開発された薬やワクチンが使えるようになったとしても、時
間のかかる検査をしなければ安全性は確保できない。したがって、
各個⼈にとっては、Jim Humbleに従った⾃⼰療法が意味のあるもの
になるかもしれません。これは誰もが⾃分で決めなければならない
ことです。ここで間違ったことをせず、⾃分を傷つけることのない
ように、この無料の電⼦書籍を完全に読み通すことが必要です。
 

マスクの消毒
いつも布製のマスクを⼤枚はたいて洗う必要はありません。⼆酸化
塩素による消毒の⽅がはるかに早い。⼩さなガラスのボウルに4～5
滴ずつ⼊れ、⽔を加えずに活性化させます。そして、このボウルの
横にマスクを置き、さらに⼤きなサラダボウルですべてを覆いま
す。約10分後、マスクはガスによって100％殺菌されます。
 

事実。
研究へのリンク
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



動物を使った3つのMMSの成功例
 

⼈間⽤のMMSアプリケーションは、いくつかの特別な機能を除い
て、通常、動物⽤に移植可能です。興味を持った多くの⼈が、すで
に絶望的なケース（獣医に⾒放された）で必死になって動物にMMS
を与えています。そして、その効果に驚いて、⾃分も使ってみよう
と思うことが多いのだそうです。私は⾧い間ペットを飼っていない
ので、Steffi Rein⽒にこの問題について専⾨家のアドバイスを求めま
し た 。 彼 ⼥ は 、 Facebook の 動 物 ⽤ MMS グ ル ー プ
（ https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/）の創設者であ
り、管理者でもあります。また、エネルギッシュなアニマルコミュ
ニケーションや、動物のためのその他の代替的な癒しの⽅法を提供
しています（http://www.energetik-sr.de）。ここでは、彼⼥の体験談
とおすすめポイントをまとめてみました。
 

MMSおよびCDSをご利⽤いただく際の注意事項
MMSとCDSを絶対に混同しないでください。CDSの⽅がはるかに⾼
⽤量です。活性化されたMMSやその単⼀成分は、腐⾷する可能性が
あるため（酸成分）、純粋な状態で提供することはできませんの
で、必ず⽔で希釈してください。⼀⽅、CDSは、pHが中性の溶液で
すが、⽔で希釈して使⽤します。このようにして希釈された溶液
は、カニューレのない注射器で吸い上げられ、動物に経⼜投与され
ることが多い。
 

MMSとCDSはフィードに含まれていません。
⼆酸化塩素の⽔溶液を嫌がる場合は、⾁のスープやクリームに混ぜ
ることができます。必ず最初に⽔を加えてクラシックMMSの活性化
を⽌めてから、これらの液体のいずれかに加えてください。さらに
Steffiは、CDSを再び⽔で薄めます。
 

必要な⽔量



活性化されたMMSを1滴使⽤した動物には、最低でも10mlの⽔を加
えることを推奨しています。滴数が増えれば増えるほど、⽔の量も
増えていきます。彼⼥の経験では、⼈間と⼤型⽝は通常、1回の投与
でMMSを2滴以上、CDSを4ml以上必要としません。CDSの場合は、
メーカーによって異なります。安定化されていないCDSでは、例え
ば4滴で1mlの⽔しか必要ありませんが、安定化されたCDSplusでは、
味のためにこの4滴で少なくとも2mlの⽔が必要です。
 

推奨される⽤法・⽤量
常に最⼩の量から始めて、徐々に増やしていきます。MMS/CDSをど
のくらいの期間投与する必要があるかは、病気や動物の全体的な状
態によって異なります。若くて健康な動物であれば、1～2週間を超
えて投与することはありません。だから、防衛システムも貢献でき
る。癌などで⾧期間投与しなければならない場合は、約3週間後に休
んで抗酸化物質を体内に補給し、その後、最⼩量のMMSやCDSで再
開することを勧めています。MMSは動物の胃の中で数時間後に7倍
の量のガスを発⽣させるので、通常は1⽇2～3回のMMS投与で⼗分
です。
 

3.1 ⼩動物⽤プロトコル
 

うさぎ、モルモット、⿃、ハムスターなどの⼩動物には、Steffi Rein
⽒はCDSの使⽤を推奨しています。動物の⼤きさにもよりますが、
重症の場合は1/2～4滴、1⽇3～5回程度、1～3週間かけて使⽤すると
効果的です。それ以外の場合は、1⽇2回、1～2週間かけて同じ量を
単回投与すれば⼗分です。
 

3.2 猫と⼩型⽝のためのプロトコル
 

キャッツ



⾃⾝の猫の失調症やその他の感染症の経験をもとに、独⾃の猫⽤プ
ロトコルを開発しています。彼⼥のCDS猫⽤プロトコルの投与量
は、どんな癌にも適合します。古典的なMMSから、猫には¼滴で⼗
分であり、次のように調製されます：1滴を活性化し、45秒待った
後、約20mlの⽔を追加します。この溶液から注射器で5mlを抜き取
り、1回の投与量とします。残りは動物のために使わないだけです。
 

軽い痛みに
1⽇3回に分けて投与する。最初の2回は、CDSを4滴（3,000ppmまた
は0.3％）ずつ投与して開始する。3回⽬以降は1滴ずつ増やしてい
き、最⼤で12滴まで増やします。3回の単回投与を朝、昼、晩に⾏う
か、集中プロトコルで3回の投与を1時間間隔で⾏うかです（アンド
レアス・カルカー博⼠の集中プロトコルと同様）。そうすれば、⼀
⽇をより効率的に使うことができます。例えば、朝にホメオパシー
のレメディーを与え、⼣⽅に集中プロトコルを適⽤し、吸収剤を飼
料に加えることができます。吸収剤としてヒーリングアース、ゼオ
ライト、ベントナイトを使⽤していますが、それぞれ⼩さじ1/2程度
を飼料に⼊れています。
 

感染症やがんなどの⽣命を脅かす疾患の場合
最初の3⽇間は、1⽇5～7回の服⽤でここからスタートします。最初
の2回はCDSを4滴から開始し、3回⽬以降は1滴ずつ増やし、最⼤で
20滴まで増やします。4⽇⽬からは1⽇3回のペースで1週間続けま
す。その後、最⼤量を1⽇2回、さらに1週間与えます。
 

プロトコルは良い⼿引きとなりますが、実際には個々の動物に合わ
せて調整することが最良の結果をもたらすことがわかっています。
 

パルボビロシスのように激しい下痢を伴う病気では、MMSやCDSを
すぐには使⽤せず、薬⽤⽯炭を与えるべきです。下痢が治まってか
ら、MMSとCDSを与えることができますが、その場合は時間を遅ら
せて、上記の吸収剤のいずれかを餌に⼊れてください。





3.3 中型・⼤型⽝⽤のプロトコル
 

CDSの単回投与量は1mlから4mlに、MMSは1/2滴から最⼤2滴に増や
してください。感染症、「地中海性疾患」（リーシュマニア症な
ど）、癌、代謝性疾患の場合、Steffi ReinはMMSまたはCDSを1⽇2～3
回、3週間与えることを推奨しています。また、体内には多くの毒素
が含まれているため、⾷事の際には必ず吸収剤を与えるようにして
ください。
 

3.4 ⾺⽤のプロトコル
 

ステフィは⾃分でも⾺にCDSを使うのが好きです。1回の投与量を
4mlから始めて、⾺の⼤きさに応じて10～20mlまで増やすことができ
るそうです。古典的なMMSは、5滴から最⼤20～30滴まで増やしてく
ださい。最⼩量（4mlのCDSと5滴のMMS）から、少なくとも250mlの
⽔で作業してください。MMSの場合は、⾼⽤量のDMSOを1～2滴加
えると効果的です。これにより、塩素酸塩の⽣成を防ぐことができ
ます（「DMSO」の章を参照）。繰り返しになりますが、重要なの
はどれだけ増やすかということではなく、MMSやCDSをどれだけの
頻度でどれだけの期間投与するか、そして動物のために他に何がで
きるかということです。⾺は吐くことができないので、ここでは吐
き気の限界に来るような危険も冒すべきではない。彼⼥⾃⾝の経験
とFacebookのMMS-animalグループからの報告によると、蹄癌、蹄葉
炎とその結果、代謝性疾患、アレルギー、感染症などの重度の病気
は、ここで述べた⼿順で⾮常にうまく治すことができたそうです（1
⽇2～3回、3週間与え、その後2～3週間休み、再び3週間、最⼩量か
ら与えます）。彼⼥がライム病を治療したある⾺には、MMSを1週
間だけ与え、5滴から20滴に増やしました。MMS投与後に有意な改
善が⾒られた。
 



ステフィはMMSの⼤ファンですが、⼀つのレメディーや⽅法で単独
で治療することはなく、常にホリスティックに治療しています。こ
れは、明らかな症状が治まるだけでなく、本当の原因を⾒つけて解
決するための唯⼀の⽅法です。
 

3.5 反芻動物のためのプロトコル
 

反芻動物は、MMSやCDSを経⼜摂取してはならない。なぜなら、森
林胃の腸内細菌叢がどの程度乱されるかは、まだ完全には解明され
ていないからである。また、ガスは⼊ってきたところからルミネー
ションを通って再び出ていくし、吸い込んでしまうこともあるの
で、効果が得られるかどうかも定かではありません。したがって、
ヒツジ、ヤギ、ウシの治療は、浣腸や輸液の経験が⼗分にある専⾨
家の⼿に委ねられているのが現状です。しかし、MMSを10滴活性化
させ、それに200mlの⽔を⼊れ、針のない注射器などで乳頭の乳管を
この溶液で洗い流すことで、乳房の炎症を⾃分で治療することがで
きます。
 

傷の治療
動物が⾃分で舐めることができる場所では、必ず内服するように調
合してください。それ以外にも、100～200mlの⽔にMMSを10～20滴
混ぜることもできます。スプレーができない場合は、紙製のハンカ
チに液を染み込ませて、数分間当てておくのがいいそうです。CDS
は、アウトガスの発⽣が早いため、外⽤治療にはあまり向いていな
いと彼⼥は考えています。
 

動物にMMSやCDSを与えることができず、クリームや⾁のスープで
摂取する場合はどうすればいいのでしょうか？
そして、ここで例外的に亜塩素酸ナトリウム溶液NaCIO2だけを⽔に
⼊れて飲めば、胃の中の塩酸と⼀緒に活性化して、⽬的の⼆酸化塩
素ガスが発⽣します。しかし、これは⼆酸化塩素の⽣成が遅れた形



であり、活性化されたMMSと直接⽐較することはできません。ここ
では、⽔250～500mlに1～5滴、または⽔1リットルに6～10滴がお勧
めです。
 

動物のMMSやCDSの取り扱いでよくある間違い
⽔の量が少なすぎると、将来的に動物がMMSを拒否してしまう可能
性があります。投与量が多すぎて下痢や嘔吐が起こると、動物はこ
れに関連してMMSを受け⼊れようとしなくなります。吸収剤を⼊れ
ずに動物がさらに悪化すると、将来的にMMSが拒否されるというこ
とにもつながります。ドイツ語で：神は知っている、動物は愚かで
はない。
 

ステフィ・ラインは実際には、エネルギー的なヒーリングワークに
加えて、ホメオパシー、シュシュラーソルト、バッハフラワーなど
の他の優しいレメディーや⽅法を好んで使っているだけですが、彼
⼥はMMS/CDSを好んでよく使っています。バイオエナジェティッ
ク・テストの⼿順で、彼⼥は通常、特にそれぞれの動物に可能なす
べてのレメディーをテストします。ここでは、MMSとCDSの動物へ
の適合性や利益が、試験⼿順によって⾮常によく⽰された。そし
て、その微妙な効果にも出会い、時間をかけて理解していったので
す。動物の病気や苦情は、飼い主とその問題に⼤きく関係していま
す。飼い主の葛藤が解消されることで、動物の病気が治ることもあ
ります。そのため、Steffiはオーナーと動物を⼀体として扱うことが
多い。詳しくは彼⼥⾃⾝のウェブサイトwww.energetik-sr.de。
 

⼆酸化塩素を⼤騒ぎせずに使う獣医師が増えています。やはり、⼈
の命を救い、苦しみを和らげることが⼤切なのです。このことを公
表し、当局とトラブルになり、その後、道徳的勇気を⽰した獣医師
の最近の報告を紹介します。



3.6 ⼆酸化塩素に納得した獣医師
 

ハンブルグの著名な獣医師であるダーク・シュレーダー⽒は、⼆酸
化塩素を含む様々な⽅法で動物を治療し、⾮常に成功しています。
罰⾦1万ユーロの脅しを受け、⼆酸化塩素⽔溶液による処理を直ちに
中⽌するよう命じられました。そして、この決定に対して異議申し
⽴てを⾏いました。⼆酸化塩素による治療は、効果が低く⾼価な抗
⽣物質の代わりに使われることもありましたが、絶望的で不治の病
として安楽死を余儀なくされていた動物のためにも使われていまし
た。保健所や消費者保護局の図々しいやり⽅、彼らの専⾨的な無
知、そして最終的には動物を死から救うことを禁⽌していること
が、シュレーダー⽒を活動的にさせた。彼は現在、ハンブルグの検
察庁に地⽅⾃治体を職権乱⽤の理由で刑事告発しています。彼の意
⾒では、すべての医師は、治療上の緊急事態が発⽣した場合、未承
認のものであっても、どんな⼿段や⽅法を使っても⾃由である。
 

理由書の中には興味深い⽂章があります。
"特に亜塩素酸ナトリウム／⼆酸化塩素（MMS）、過酸化⽔素、次
亜塩素酸塩（MMS2など）については、感染症やがんなどの発熱反
応の範囲内で、ヒト／動物の細胞内で⽣理的に発⽣・⽣成されるこ
とが、すでに数⼗年前に免疫学の基礎研究で確⽴されています（⼀
部、ノーベル賞で「栄誉」を与えられています）。酸化剤には、微
⽣物が抵抗性を持たないという決定的な利点があり、「進化」の先
⾒性を感じさせます。逆に⾔えば、⼈間や動物の細胞は、ある程度
の酸化物質には耐えられるが、微⽣物などの抗原（病気の原因とな
る病原体）は、もっと低い濃度で破壊されるということだ。(…)«
 

続けてください。
 

"このような背景から、数⼗年にわたって広く使⽤されてきた酸化剤
に対して、感情的で不当な「魔⼥狩り」が⾏われていることは、事



実上理解できません。基本的な科学情報が著しく⽋如していたから
こそ、懲罰の恐れのある⾏政命令に異議を唱えることができたので
す。«
 

Dirk Schrader⽒のような熱⼼な獣医師だけでなく、代替医療やエネル
ギーを扱うアニマルセラピストがMMS/⼆酸化塩素を単独で使⽤し
て成功していることは、⾮常にエキサイティングなことだと思いま
す。その効果だけでも納得できそうですね。
 

事実。
- 獣医師がMMS禁⽌令を受けて刑事告発



4.MMSメディアベイト
 

2014年4⽉までは、ドイツ語圏ではMMSに関する書籍が多く、すでに
聞いたことがある⼈や使ったことがある⼈が50万⼈から100万⼈いる
と⾔われていました。とはいえ、それはむしろインサイダーの中の
インサイダーの情報だった。私たちはこの状況を変えたいと思い、
Jim Humble Verlag社のLeo Koehof⽒がハノーバーで開催する「Spirit of
Health Congress 2014」の開催を⽀援しました。
 

イベントは⼤盛況で、1,000⼈を超えるお客様にお越しいただきまし
た。急にマスコミの関⼼も⾼まり、いくつかのテレビ局が⼤会に来
てインタビューを⾏った。第⼀報では、MMSに対する警告が掲載さ
れていたが、同時に会議の参加者にも発⾔を求めていた。ある参加
者は、MMSを服⽤してからわずか3ヶ⽉で腫瘍が90％縮⼩したと語
っています（NDRレポート）。
 

これで、ドイツ中がMMSに興味を持ったという効果があった。そし
て驚いたことに、マスメディア（ARD Report、ARD Kontraste、RTL
Mittagsmagazin、RTL Explosiv、Spiegel TV、Spiegel online、T-Online、
NDR Visite、MDR、HAZ、Bild-Zeitung）の論調は、すぐにMMSに対
して鋭くなった。興味深いことに、テレビやネット、紙媒体のレポ
ーターは、いつも同じフレーズ、真実ではないこと、根拠のない⾮
難、古いハト派的な表現を使って、積極的な発⾔者を⾮難してい
た。
このような真実味のない報道は、国民が「嘘つき報道」を今年の
（中略）⾔葉に選んだ理由の⼀つであろう。もはや、独⽴した研究
を⾏っているジャーナリストの質は問われていない。それは、契約
が⼤破し、⼀⽅が他⽅から書き込まれた場合である。そのため、こ
こでは個々の⾮難は、誰もがMMSに対して判断を下すことができる
ように、読み込み可能な事実に基づいて設定されます。私たちは、
プロパガンダではなく、オープン性を重視しています。



 

事実。
- MMSに対するメディアの露⾻な暴⾔集
- Spirit of Health Congress 2014
- Spirit of Health Congress 2015



4.1 MMSが有毒な塩素系漂⽩剤であるという告発
 

ウィキペディアで「塩素系漂⽩剤」を検索すると、興味深いこと
に、純粋な塩素に直接たどり着き、⼆酸化塩素の項⽬にはたどり着
かず、また、MMSの出発物質である亜塩素酸ナトリウムにもたどり
着かない。しかし、素⼈にはそのような微妙な違いはわかりませ
ん。
 

定義：ハンブルグ⼤学によると、塩素漂⽩剤は、塩素漂⽩⽤の灰汁
やJavell's lyeとも呼ばれ、希薄な⽔酸化ナトリウム溶液に（元素的
な、つまり純粋な）塩素を加えて製造される。
 

しかし、MMSのアプリケーションプロトコルでは、塩素系漂⽩剤は
絶対に使⽤しません。原料の亜塩素酸ナトリウムも、MMSの有効成
分である⼆酸化塩素も、定義上は塩素系漂⽩剤ではありません。
 

また、亜塩素酸ナトリウム⽔溶液は、それ⾃体を摂取するのではな
く、酸で活性化してできた⼆酸化塩素のみを摂取するようになって
います。⼆酸化塩素は、私たちの第⼀の⾷材である飲料⽔の殺菌に
100年以上前から使⽤されており、果物や野菜だけでなく、⾁や⿂も
⾧年にわたって⼆酸化塩素で殺菌され、⾧持ちするようになってい
ます（アメリカ）。再度フィルターにかけたり、⾷品から洗い流す
必要もありません。例えば、乳製品やビール、ワインなどの⾷品加
⼯⼯場では、個々の⽣産バッチ間のパイプを殺菌・洗浄していま
す。
 

そのため、私たちの⾷品やそれを⾷べる⼈間や動物に害を与えるこ
とはありません。⼆酸化塩素⽔溶液を経⼜摂取した場合の無毒性
は、国際的に認められたWHOやEPAの研究によって⼗分に証明され
ている（下記参照）。パラケルススはすでに「⽤量が毒を作る」と
述べています。毒性を⽐較すると、⼆酸化塩素はニコチンやコーヒ
ー、アスピリンよりもはるかに毒性が低いことがよくわかります。



 

事実。
- ユニ・ハンブルグ、塩素系漂⽩剤の定義
- ウィキペディアの「⼆酸化塩素」の項⽬
- ウィキペディアの亜塩素酸ナトリウムの項⽬
- ウィキペディアの「塩素」の項⽬
- ⼆酸化塩素の毒性
 

ウィキペディアの「⼆酸化塩素」の項⽬
"⾼等⽣物は⼆酸化塩素を摂取しても⽐較的影響を受けにくい。例え
ば、⼈間を対象とした研究では、健康な男性10⼈が1リットル中
24mgの⼆酸化塩素、または500mlの⽔に2.5mgの亜塩素酸塩を1回摂取
しても、マイナスの変化は⾒られませんでした。これは、ドイツで
の飲料⽔処理の最⼤値である0.2mg/リットルの飲料⽔よりも、それ
ぞれ10倍、100倍⾼い値です。«
 

事実。
- ウィキペディアの「⼆酸化塩素」の項⽬
 

⼆酸化塩素の経⼜摂取に関するWHOの研究
1982/1984年のWHO（世界保健機関）の研究では、⼆酸化塩素⽔溶
液を10⼈の男性に様々な摂取プロトコルと⽤量で12週間経⼜摂取さ
せたものがありますが、これはJim Humble⽒のMMS-1000プロトコル
の3倍の期間です。⾎圧、呼吸数、脈拍、⼜の中の温度がモニターさ
れ、⼼電図、広範な⾎液と尿の分析が⾏われました。
結果：有意な副作⽤は計測されませんでした
 

事実。
- ⼆酸化塩素の経⼜摂取に関するWHOの研究
 

⼆酸化塩素の経⼜摂取に関するEPAの研究
アメリカの環境保護庁（EPA）も、⼆酸化塩素⽔溶液を経⼜摂取し
た場合の影響について、⼈間や動物を対象とした多くの研究を委託



したり、⽂献からまとめたりしていた。
 

結果：法的に飲料⽔として認められている100倍の濃度のClO2でも、
⼈や動物に悪影響を及ぼさないことがわかりました。
 

事実。
- ⼆酸化塩素の経⼜摂取に関するEPAの研究
 

結論：⼈間の保護者や批判的なジャーナリストとして、MMSや亜塩
素酸ナトリウム、⼆酸化塩素を「毒のある塩素系漂⽩剤」と呼び、
意図的に嘘をつき、⼆酸化塩素を経⼜摂取しても無毒であるという
国際的な研究結果を無視している⼈がいます。
 

MMSも出発物質の亜塩素酸ナトリウムも、実際の活性物質である⼆
酸化塩素も、塩素系漂⽩剤ではありません。このように意図的に混
乱させることで、初⼼者や⼀般の⼈に、毒性のない⼆酸化塩素では
なく、危険な塩素系漂⽩剤を使って治療するように誤解させ、その
結果⽣じる損害をMMSコミュニティのせいにしたいのです。
 

これは、故意に体に危害を加えようとしたという犯罪⾏為に該当し
ます。



4.2 MMSは効果がないという主張
 

化学の教科書には、⼆酸化塩素は世界で最も優れたウイルスやバク
テリアのキラーであると書かれています。ジム・ハンブル⽒の当初
の推論によれば、体外で病気の原因となるすべての細菌を確実に殺
すことがわかっているものが、なぜ体の中ではそうではないのか？
医師免許を持つ⼈を含む数万件のポジティブなフィードバックは、
まったく違うイメージを与えます。効果がないという主張だけで、
しっかりとした根拠は⽰されていません。
 

4.2.1 ウガンダのマラリア調査
 

2012年末、ウガンダの⾚⼗字局で⾏われたマラリア調査の様⼦が、3
つの独⽴した国際カメラチームによって記録されました。4⽇間で
781⼈が検査を受け、そのうち154⼈がマラリアに感染しました。ま
ず、従来のマラリア迅速検査で感染を判定し、その後、陽性の疑い
のある各症例を顕微鏡下の⾎液検査で明確に確認しました。
 

中には、5種類のマラリア病原体のうち、2種類の病原体に⼆重感染
している⼈もいました。⼤⼈には活性化した18滴を、⼦供には活性
化した9滴のMMSを1回で飲ませました。24時間後、マラリア感染が
証明された154⼈のうち、マラリア陽性と判定されたのは11⼈だけで
した。他の⼈はすべて症状と無関係でした。それでも感染した11⼈
は、「飲みきれなかった」「飲んですぐに吐いてしまった」と答え
た。
 

監督の下で同量の2回⽬の投与を⾏い、翌⽇には全員マラリアもなく
なっていました。しかし、このよく知られたマラリアの研究が、テ
レビ報道で疑問視された。MMSが24時間以内にマラリアを治したと
いう証拠はなく、それを確認する医師もいなかったと主張してい
た。この主張は、署名や写真によって完全に反論することができま



す。しかし、その⼀⽅で、MMSを服⽤したマラリア患者は、実際に
全員が無症状であったことがテレビ報道で認められている。どうす
ればよかったのか？今⽇までの正統派医療では、この短期間でマラ
リア患者を無症状にすることはできません。
 

4.2.2 ジオキシクロルの臨床使⽤について
 

Dioxychlorは、原⼦状酸素の働きにより、菌類、細菌、ウイルスを破
壊する薬剤です。この製品は、ブラッドフォード研究所とスタンフ
ォード⼤学、⽶国国⽴がん研究所（NCI）、メイヨークリニックの
研究者たちとの緊密な協⼒関係のもと、数多くの試験を経て、製造
⽅法と効果の両⾯でさらに開発され、最適化されました。この酸素
製剤の有効性は、世界中で様々な適応症に対して50,000回以上の輸
液を⾏って証明されています。ジオキシクロルの有効成分は、その
名の通り「⼆酸化塩素」です。
 

引⽤元：シーガルテン・クリニック・スイス
"インフルエンザ"、"ヘルペスI・II"、"B型肝炎"、"エプスタインバ
ー"、"サイトメガロウイルス"、"ポリオ"、"トキソプラズマ"、"結
核"。ジオキシクロルは、Candida albicansやMycoplasmaなどの病原性真
菌、⾎液寄⽣⾍、多発性アレルギーに⾒られる多形性細菌などにも
使⽤されている。さらに、抗⽣物質を⾧期間使⽤した後のフォロー
アップ治療や、慢性疲労症候群（CFS、Epstein-Barr、HHV-6ウイル
ス）など、その影響を受けている分野にも応⽤されています。ヨー
ロッパやアメリカでのジオキシクロル療法の成功により、適応症は
これまで述べてきたものに加えて、歯⾁炎、免疫⼒低下、嚢胞性線
維症、再発性肺炎、感染症を繰り返す気管⽀肺炎などにも拡⼤され
ました。«
 
 



4.2.3 EUで医薬品として承認された亜塩素酸ナトリウム
 

亜塩素酸ナトリウムは、2013年6⽉19⽇より、EU/3/13/1139の番号
で、希少医薬品の共同体登録に医薬品として登録されています。提
出された研究によると、ALS（筋萎縮性側索硬化症）の治療におい
て、その進⾏を⽌める効果があるようです。
 

ウィキペディアによると
"亜塩素酸ナトリウムは、免疫系の⼀部を構成し、炎症プロセスに関
与するマクロファージの機能を阻害します。希少疾患である筋萎縮
性側索硬化症（ALS）では、マクロファージが過剰に活性化し、脳
や脊髄の神経細胞を損傷するサイトカインが⼤量に分泌されると考
えられている。⽶国[10]およびEU[11]では、ALS治療薬である亜塩素酸
ナトリウムはオーファンドラッグステータスを取得しており、製薬
会社にとっては薬の承認という点でメリットがあります。«
 

これ以上、付け加えることはないと思います。
 

4.2.4 HIV/AIDSでの成功例
 

最初の医学博⼠として、クラウス・シュスターダー博⼠は、中央ア
フリカ共和国の保健当局の協⼒を得て、HIV/エイズ患者に対する⼆
酸化塩素の効果に関する研究を⾏いました。医学博⼠のKlaus
Schusterederは、Jim Humbleによる多くの癒しの約束からは距離を置
いていますが、HIV/Aidsの治療における⼆酸化塩素の治療効果は認
めています。
 

⼆酸化塩素による伝染病治療の可能性をより深く理解するために、
政府機関と共同で包括的な臨床研究を⾏うことを提唱している。さ
らに、Dr.med.Schusterederは、⼆酸化塩素の作⽤機序を理解するため
の薬理学的研究を求めている。
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Makrophagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seltene_Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytokine
http://de.wikipedia.org/wiki/Orphan-Arzneimittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelzulassung


このインタビューの中で、Schustereder医学博⼠は、アフリカが以下
の基準を満たすべき治療的アプローチを必要としている理由を説明
しています。効率性、無毒性、費⽤対効果、⽂化的統合性。シュス
ターダー⽒は、⼆酸化塩素がこの基準を満たしていることから、こ
の治療法が第三世界の多くの⼈々を救う可能性があると考えていま
す。
 

⽶国保健社会福祉省の機関である国⽴衛⽣研究所（NIH）は、献⾎
された⾎液の浄化に⼆酸化塩素を使⽤した研究を発表し、実験室で
もその効果を確認しています。特に、⼆酸化塩素（MMS）のエイズ
ウイルスへの影響を調べました。15％の乳酸と約2.8％の亜塩素酸ナ
トリウムの原液を2回に分けて希釈したものを使⽤しました。1:150
の希釈液では、HIV-1を完全に除去することはできなかったが、
1:100の希釈原液では、in vitroで5分以内に⾎液中に存在するAIDSウ
イルスの100％を除去した。
 

結論：Jim Humble⽒が宣⾔した、様々な病気に対するMMSのブロー
ドバンド効果は、研究や体験レポートによって⼗分に証明されてい
ます。
 

事実。
- マラリア調査
- ダイオキシン類の研究
- ゼーガルテン・クリニック スイス
- EUで医薬品として承認された亜塩素酸ナトリウム
- ウィキペディアの亜塩素酸ナトリウムの項⽬
- アフリカにおけるHIV/AIDSの成功例
- ⽶国⽴衛⽣研究所、⼆酸化塩素でAIDS/HIVウイルスを除去
- ⼆酸化塩素による⾎液消毒の特許
- Book MMSの臨床試験



4.3 MMSが純粋な⾦儲けであるという⾮難の声
 

古典的なMMSセットの価格は15～25ユーロで、通常は2～3年使⽤で
きます。奇跡的な治療法で⼤⾦持ちになりたい⼈は、通常、かなり
⾼い⾦額を要求します。例えば、現在、新開発の薬によるC型肝炎
の治療には、病⼈1⼈あたり20万ユーロが必要とされています。この
ために重病⼈に誤った希望を与えることは、最⾼度の不道徳であ
る。ジム・ハンブル⽒は、最初の無料の本で⾃分の知識を⼈類に無
料で提供し、寄付と他の本の販売収益のみで⽣活しています。
 

私も2回ほどお⾒舞いに⾏ったことがあります。私が初めてドミニカ
共和国を訪れたとき、彼はどの観光地からも3時間離れた、地元住民
のスラム街のど真ん中に住んでいた。彼の宿泊施設の設備は、スパ
ルタンとは⾔い難いものだった。50年前のユースホステルでも、も
っと設備が充実していた。今でも彼は⾞を持っていません。また、2
回⽬の訪問時のメキシコでのドミトリーは、シンプルで素朴なもの
と⾔える。今⽇に⾄るまで、彼に⾼級品やシンボルを⾒たことはあ
りません。彼は発⾒以来、⼈類にとって⾮常に重要なこの癒しの知
識を広めるために、全財産を費やしてきた。
 

結論：Jim Humble⽒がMMSによって⼤⾦持ちになり、今頃は贅沢な
⽣活をしていたという証拠は全くありません。
 

事実。
- ブックヒーリングは可能です、アンドレアス・カルカー博⼠
- 記事 C型肝炎治療薬ソバルディ（...）, シュピーゲルオンライン



4.4 ジム・ハンブルとサイエントロジーの疑惑
 

そう、ジム・ハンブルは、⽩いスーツに⽩い帽⼦、そしてラリマー
⽯をトレードマークにして登場するのが⼤好きなのだ。"The show
must go on" 彼は根っからのアメリカ⼈だ。そう、彼はほとんど最初
からサイエントロジストと⼀緒にいたのだ。当時は、ロン・L・ハ
バード⽒の斬新な⼿法（ダイアネティックス）を⽤いて、現世や前
世でのトラウマや恐怖⼼、誤ったプログラミングを⼼の中で浄化す
るという運動でした。その結果、⾃由で⼈を操れない⼈間が⽣まれ
た。
 

その後、この運動は浸透していき、今では「⾦儲けと洗脳のカル
ト」というイメージが定着しています。私はこの協会やそのメンバ
ーと接触したことがないので、これを決定的に判断する⽴場にあり
ません。しかし、ダイアネティックスの本とDVDは⾮常によく調べ
てみましたが、どちらもイデオロギーにとらわれない⾮常に⾯⽩い
ものだと思いました。私はこのことについてジムに尋ねたことがあ
りますが、彼はすべての質問に率直に答えてくれました。
 

この組織で脱落者に対する執拗な悪⼜のような否定的な変化が始ま
ったとき、彼は当時の他の多くの⼈々と同様、サイエントロジスト
を去った。彼にとって、この章は30年間（！）完全に閉じられてい
た。MMSのトレーニングでも、その他のすべてのミーティングで
も、ジムはサイエントロジーの分野のトピックを⾃分で持ち出した
り、⼼を操るようなテクニックを使ったりしたことはありません。
それは間違いなく私が証明します。笑顔が魅⼒的な、ごく普通のお
じさんです。
 

結論：世界的なMMS運動は、サイエントロジーとは何の関係もあり
ませんが、絶対に関係ありません。⼈が何を着ているか、かつて何
を着ていたかは、本当に重要なことでしょうか？それとも、これら



の個⼈的な誹謗中傷は、視聴者（サイエントロジーを描く⼈）がそ
の実際の⽅向性を⽰す内容や声明に対処するのを妨げるためだけの
ものなのでしょうか？
 

事実。
- 書籍「ダイアネティックス」。⼈間の⼼を知るためのガイド
- DVD ダイアネティックスの使い⽅



4.5 Accusation Genesis II Church
 

ジムはアフリカのいくつかの国で多くのMMSボランティアを訓練す
る中で、同じ脅威を何度も経験しました。アフリカの多くの国は政
治的に不安定で、ほとんどの場合、⼀⽅に武装した反乱軍があり、
もう⼀⽅に政府軍があります。このゲームでは、善⼈と悪⼈が誰で
あろうと、何度も何度も、彼と彼の助っ⼈は、政府や反乱軍のスパ
イと⾒られ、銃⼜を向けられて命を狙われた。また、国際的な宗教
援助団体（⾚⼗字、⾚新⽉）のIDを持っている⼈は、IDだけでその
ような疑惑から守られることが多いことを当時⾒ていた。
 

そこで、彼はジェネシスII教会を設⽴し、ヘルパーに適切なIDカー
ドを配布した。未承認の治療薬を⾃由に配布することは、多くの国
で法的にも罰せられる可能性があるため、配布と配布者を法的に保
護するために、MMSで殺菌された⽔は、宗教上の⾃由の下で、不本
意ながら聖餐式（例えば、ウエハースや聖⽔のようなもの）と名づ
けられました。
 

その間に、世界的なMMS運動のほとんどすべての信者がこのアイデ
アを採⽤し、彼らの国にそのような脅威が存在することなく、彼の
「教会」に参加しました。そのため、この国の教会で私たちが想像
しているようなことは⼀切通⽤しません。宗教の問題ではなく、誰
もが以前の信念を保つことができるからです。それは、同じ考えを
持つ⼈たちのゆるやかな集まりのようなものです。メンバーになる
ための唯⼀の告⽩は、"Be good and do good" です。すでにあなたも参
加しています。堅苦しさも官僚主義もありません。
 

MMSのトレーニングを受けた⼈は、レバレンドのステータスを持っ
ています。最低限の⼈数にMMSを使ってトレーニングやカウンセリ
ングを⾏った場合、厚⽣⼤⾂になることができます。それ以上に、
トレーニングをリードしたり、ムーブメントに⼤きな貢献をした⼈



は、まとめてビショップとされます。これらの肩書きには、実際に
は上下関係や権利、責任はなく、ほとんどの⼈は使いもしないし、
使うとしてもニヤニヤしながら使うだけです。誰もがお互いを対等
に⾒ていて、何をするかしないかは⾃分次第。
 

この間、何をすべきか、何をすべきでないか、何を⾔うべきか、何
を⾔うべきでないかについて、何かを⾔われたことは⼀度もありま
せんでした。この地球上のすべての⼈がMMSや⼆酸化塩素による健
康の可能性を知るという共通の⽬標を達成するために、誰もが⾃分
のできること、あるいは望んでいることに貢献しています。そし
て、この知識を使って何をしたいかは、皆さん⾃⾝にお任せし、も
っと知りたいと思っている皆さんをサポートします。また、この
「教会」をいつでも問題なく去ることができる。ジムはこの点を⾮
常に重視している。
 

あなたも、この運動が⽬標を達成するために貢献したいと思いませ
んか？MMSについて話したり、この電⼦書籍を配布したりすること
で、すでにできることがあります。もちろん、寄付はいつでも歓迎
です。



4.6 メディアへの質問 - MMSの効果
 

どんなテーマを研究するにしても、すべての物事はこの⼆⾯性の中
でメリットもデメリットもある。MMSに関する報道では、明らか
に、⼀⽅では可能性のあるデメリットを挙げて誤った⾮難をし、他
⽅では単に意図的に発明したり、混ぜ合わせたりしているように⾒
えます。しかし⼀⽅で、MMSが何度も証明してきた成功例やポジテ
ィブな効果を意図的に無視したり、隠したりしています。これは明
らかに、視聴者や読者の負の感情を意図的に引き起こすために⾏わ
れるものです。これはもはや、独⽴したジャーナリズムや⾃由な報
道とは呼ばれず、単なるプロパガンダである。
 

事実に戻って、マスメディアの代表者たちへの違和感のある反問を
する。
 

4.6.1 ジオキシクロルに関する報告書はどこにありますか？
 

ブラッドフォード研究所とスタンフォード⼤学、⽶国国⽴がん研究
所（NCI）とメイヨークリニックの研究者が緊密に協⼒して、製品
であるジオキシクロル（有効成分：⼆酸化塩素）をさらに開発し、
製造形態と効果の両⽅を最適化するために数多くの試験を⾏いまし
た。この酸素製剤の有効性は、世界中で様々な適応症に対して
50,000回以上の輸液を⾏って証明されています。この⼆酸化塩素の
静脈内使⽤に関する⼤規模な臨床研究とその成功例がなぜ報告され
ないのか？おそらく、⼆酸化塩素の臨床試験は⾏われていないと主
張し続けるためだろう。
 

事実。
- ダイオキシン類の研究



4.6.2 ALSに対するMMSがEUで承認されました!
 

芸能⼈やそう思う⼈たちのおかしなアイスバケツベットについて
は、2014年にテレビやインターネットで⼤々的に報じましたね。冷
たい⽔が⼊ったバケツを頭にかぶると、そこにカメラを向けて、何
週間もかけて⼣⽅のニュース番組にまで登場させたのです。
 

すべては、緊急に必要とされているALSの研究のための寄付を集め
るために始まったとされています。しかし、あなたが散々批判して
きたMMS/亜塩素酸ナトリウムをベースにしたALS治療薬が、アメリ
カでもEUでもすでに有望な承認薬として存在していることについて
は、⼀⾔も発⾔せず、書かないのです。なぜだ？⽚⽬はもちろん、
両⽬も⾒えないのですか？
 

事実。
- EUで医薬品として承認された亜塩素酸ナトリウム
 
 
4.6.3 健康分野における⼆酸化塩素の特許
 

検索エンジンやMMSファミリーで少し調べてみると、⼆酸化塩素を
ベースにした承認済みの医薬品がどんどん出てきます。
 

例えば、⽶国で承認されている動物の傷⼜の消毒⽤スプレー
「Ciderm SP」は、ここではニューヨーク州メルビル11747のFrontier
Pharmaceutical Inc.から⼊⼿できます（www.cidermsp.com）。
 

1977年7⽉12⽇付の特許US-4035483号では、無害な防腐剤として亜塩
素酸ナトリウムを使⽤しています。本⽂では、⾃然な再⽣プロセス
を妨げることなく、⽕傷などの傷の治療や感染症の治療に有⽤であ
ると書かれています。
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf


ドイツのオキソケミー社が1988年2⽉16⽇付で取得した特許US-
4725437は、ハイデルベルクのフリードリッヒ・W・キューネ博⼠が
発明し、オキソフェリンと名付けた物質に関するものです。それを
アメリカの会社に4500万ドルで売却することができ、名前を「WF-
10」に変えて、FDAの承認を得たのです。
 

1955年8⽉2⽇付の特許US-2701781は、⼀般的な臨床使⽤のための防
腐剤溶液の販売に関するものです。
 

1991年5⽉28⽇付の特許US-5019402は、⾎液および⾎液製剤の消毒⽤
に⼆酸化塩素を含む製品を販売するAlcide社に付与されたものであ
る。現在では、主に輸⾎分野で感染症予防のために使⽤されていま
す。こんにちは、ちょっと待ってください。⾎液は私たちの命の源
ですが、それを⼆酸化塩素で処理しても害はないのでしょうか？な
らば、そんなに危険なものではないでしょう？
 

1998年11⽉3⽇付の特許US-5830511は、亜塩素酸ナトリウムを成分と
し、免疫系を刺激することを⽬的とした製品を販売するためのもの
である。今回受賞したBioxy Inc.社の製品は、飼料添加物として動物
に使⽤され、死亡率の減少、窒素の排泄量の減少、抗⽣物質や予防
接種への依存度の減少、免疫システムの強化に寄与することによる
動物の健康状態の改善などの効果があります。
 

1999年5⽉1⽇付の特許US-5855922は、BioCide International社に付与さ
れたもので、治りの悪い、または傷のつかない慢性の傷やその他の
⽪膚疾患の治療に使⽤される製品の販売を⽬的としています。この
経験は、何年も開いたままの脚の場合にも報告されています（主に
糖尿病患者）。
 

2000年8⽉8⽇付の特許US-6099855は、免疫系刺激剤として使⽤され
る製品の商業化に関するもので、Bioxy Inc.に発⾏されました。 この
製品は、動物の健康を改善し、⾷物利⽤を向上させ、死亡率を下

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf


げ、抗⽣物質や予防接種への依存を減らし、免疫状態の改善により
全体的な健康を向上させることを⽬的としています。
 

⼆酸化塩素の経⼜投与によるヒトのアメーバ⾚痢対策製品の販売に
関する1981年10⽉20⽇付の特許US-4296102（メキシコシティのFelipe
Lazoに付与された特許）。
 

2001年6⽉26⽇付の特許US-6251372 B1は、⼜臭予防のための製品を販
売することを⽬的として、Procter & Gamble社に付与されたもので
す。
 

1989年7⽉25⽇付でOxo社に発⾏された特許US-4851222は、⾻髄再⽣
製品の販売を⽬的としています。Phenomenal!
 

1988年4⽉2⽇付の特許US-4737307は、⽪膚疾患における細菌、真
菌、ウイルスとの戦いのための製品の販売を⽬的としています。
 

1982年3⽉2⽇付の特許US-4317814は、メキシコのFelipe Lazoに与えら
れたもので、⽪膚の⽕傷を治療するための医薬品の商業化を⽬的と
しています。
 

1993年10⽉12⽇付の特許US-5252343は、最⼤1,000ppmの⼆酸化塩素を
使⽤した、細菌感染症、特に乳房炎の予防と治療のための製品の販
売に関してAlcide社に付与された。
 

AIDSによる認知症の治療に関する特許US-5877222。
 

神 経 変 性 疾 患 の 治 療 に 関 す る 特 許 （ US-8029826B2 、 US-
7105183B2）。
 

ハンガリーでは、ブダペスト⼯科経済⼤学のゾルタン・ノシュティ
チウス教授率いる科学者グループとヨサ・アンドラーシュ・クリニ
ックが、認可された⾮処⽅箋の医療⽤⼆酸化塩素溶液（300～
1,200ppm）を開発し、特許を取得しました。彼は、「ソルミウム

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4317814.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5877222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8029826.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf


（⼆酸化塩素）は、最も効果的な殺菌剤の⼀つです。細菌、真菌、
原⽣動物、ウイルスなどすべての病原体を死滅させ、しかもすべて
無害で、副作⽤も知られていません。"使⽤分野 "としては、カンジ
ダ、ヘルペス、⽪膚病変、開放創、膀胱炎、⽪膚感染症、真菌性⽪
膚感染症、MRSA、咽頭炎、歯⾁炎、歯周病、⼜臭、歯痛、根管治
療、⼜腔外科、伝染性⼜腔疾患、⿐づまり、扁桃炎、かゆみ、スタ
イ、膣内カウチ＆浣腸などが挙げられます（特許取得。ep2069232;
us-8512671; cn101605720）。)
 

この特許のリストは完全ではありません。また、他の特許を⾒つけ
たら送ってください。
 

事実。
- ホームページの特許明細書へのリンク
- ⼆酸化塩素⼊りの市販薬「ソルミウム
- 局所防腐剤としての⼆酸化塩素の検討
 

4.6.4 ⽶国-軍隊：エボラ出⾎熱対策のMMSが成功！？
 

世界的に活躍するジョンソン・エンド・ジョンソングループは、⼆
酸化塩素に基づく特許を、⼦会社のClorDiSys Systemsを通じて、部屋
や医療機器の消毒⽤に販売しています。
 

⽶軍のウェブサイト www.army.mil ここでは、有効成分である⼆酸
化塩素を次のように紹介しています。
"⼆酸化塩素 "は黄緑⾊の気体で、塩素系漂⽩剤に似たかすかな匂い
があるが、それ以外は全く異なる。" 嗚呼、⾦儲けができるという
ことは、⼆酸化塩素と塩素系漂⽩剤の違いをよく知っているという
ことか！？
 

"ClorDiSys Systems社の技術責任者である Mark Czarneski⽒は、
「ClorDiSysは、アフリカでのエボラ出⾎熱の蔓延防⽌に貢献できる

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf


ことを誇りに思います」と述べています。
 

"⼆酸化塩素は、芽胞、細菌、ウイルス、真菌などを殺傷する広範囲
の殺⽣物剤です。現在までのところ、ClO2に耐性を持つ病原体は⾒
つかっていません。エボラ出⾎熱のようなウイルスよりもはるかに
死滅させるのが難しい細菌の胞⼦に対しても有効に使われていま
す」とクリストファー・ドゥーナ博⼠は報告しています。
 

⼆酸化塩素が体外のすべての細菌を安全に殺すことができるのな
ら、エボラ出⾎熱の病原体も殺すことができるのなら、体内の⽔分
（⾎漿や間質液）にも同じことができるのではないだろうか？MMS
ファミリーの⼀⼈であるアフリカの医師は、すでにエボラ出⾎熱に
苦しむ⼈々の治療に成功しています。しかし、彼を保護するため
に、この時点では彼の名前や場所を⾔及することはありません。
 

事実。
- ⽶軍：⼆酸化塩素でエボラ対策
- 会社名 ChlorDiSys
 

4.6.5 ダブルスタンダードな「塩素化された鶏⾁
 

⼀⽅で、MMSや⼆酸化塩素は、⾮常に有害で危険なものとしてメデ
ィアで紹介されています。その⼀⽅で、同じ物質を、同じ連邦リス
クアセスメント局や同じテレビ局が、その時のプロパガンダの⽬的
に応じて、空に向かって賞賛する。
 

多くの消費者にとって、塩素処理された鶏⾁は、EUと⽶国の間の
TTIP⾃由貿易協定に関する議論の中で、重要な感情的⽀柱となって
います。背景：⽶国では、通常、丸ごとの鶏や鶏⾁の部位は、包
装・冷凍前の最後の⼯程で⼆酸化塩素溶液に浸され、徹底的に殺菌
されます。TTIP協定により、1997年から除外されていたこの⾁も、
EUでの販売が可能になります。⼆酸化塩素は、以前からEUでE926



という番号で防腐剤として承認されていました。アメリカに道を開
くために、ARDは明らかなダブルスタンダードを⾏っている。
 

ジム・ハンブル⽒によると、MMSによる健康法については、出発物
質の亜塩素酸ナトリウムや活性物質の⼆酸化塩素は、⽣命や⾝体に
恐ろしい危険を及ぼす「有毒な塩素系漂⽩剤」であるとのことです
（ARD Kontraste）。しかし、同じ物質がアメリカで家禽の殺菌に使
われた場合、同じ専⾨家や機関がこの物質の無害性を主張すること
になります（ARDレポート）。
 

⽶国の記者たちは、ドイツでも⼆酸化塩素による鶏⾁処理を⾏うべ
きだと、同じ連邦リスクアセスメント局のBfR専⾨家である
Ellerbroek⽒に訴えている。ベルリン⾃由⼤学⾷⾁衛⽣技術研究所の
ラインハルト・フリース所⾧や、ハノーバー獣医科⼤学の疫学者で
あるトーマス・ブラハ⽒など、他の科学者も明確な利点を指摘し、
鶏⾁製品への処理を提唱しています。
 

しかし、この3つの声明に共通しているのは、「塩素化合物による処
理」と「家禽類の塩素処理」だけを意図的に語っていることです。
しかし、純粋な塩素やほとんどの塩素化合物は毒性が強く、また疑
わしい化合物を⽣成します。ここでは、実際に使⽤されている活性
物質である亜塩素酸ナトリウムや⼆酸化塩素については、MMS社の
フリーパスにならないように、あえて明⽰していません。
 

⼆酸化塩素で処理された鶏⾁や飲料⽔などの⾷品は躊躇なく⾷べる
ことができ、プールも⼆酸化塩素で処理された⽔を躊躇なく浴びる
ことができると、実際には「毒性のある塩素系漂⽩剤」であること
を、愚かな消費者にどう説明すればいいのか。体外では効果的で無
毒であることが証明されている薬剤が、体内では効果的でなく毒性
があるのはなぜでしょうか？⼆酸化塩素に関するこれまでの数え切
れないほどの公式研究の⼀つ⼀つが、最終的にはMMSを⽀持する新
たな論拠となっています。



 

⼆酸化塩素で鶏⾁を処理することは、賢明で無害なことだと思いま
す。2013年1⽉、ZDFの雑誌「Zoom」は、ほとんどのスーパーの商
品から、危険な抗⽣物質耐性を持つMRSA菌を発⾒しました。奇妙
なことに、消費者保護を謳っているにもかかわらず、個⼈の家庭で
これらの汚染された製品を処理する際に、特別な注意や衛⽣を促す
専⾨家がいないのです。揚げた、焼いた、茹でた鶏⾁は確かに細菌
がいない。しかし、キッチンの包丁や、例えばまな板はどうでしょ
うか。MMSのヒントでは、例えばMMS/CDSを使って、まな板や包
丁、キッチンスポンジなどを完全に無菌状態にする⽅法を紹介して
います。
 

事実。
- 連邦リスクアセスメント局（BfR）の警告
- 塩素添加鶏⾁のBfR
- 善の枢軸」。ザ・クロリン・ライチョウ - バード・オブ・ザ・イヤ
ー
- Der standard.at: Comes a Chlorine Chicken flown
- ARD political magazine Report Mainz: 塩素処理された鶏は健康に悪い
わけではない
- BUNDが警鐘を鳴らす：七⾯⿃の⾁に潜む細菌



5.レジャー、家事、休⽇のMMSのコツ
5.1 MMSの秘訣その1：家庭内のカビ
 

居住空間にカビが発⽣し、それが不耐性やアレルギー、その他の病
気の原因になっていることは、想像以上に多いのです。カビの原因
は、不適切な外断熱による⽯積みの湿気や、不適切な換気習慣によ
るものです。カビの菌や胞⼦は、通常、⼆酸化塩素では問題になり
ません。申し込み⽅法は2通りあります。
 

⼀⽅で、⼆酸化塩素による燻蒸で問題の部屋を消毒することができ
ます。これに適しているのは古典的なMMSだけで、このMMSだけが
活性化の際に強いガスを発⽣させるからです。部屋の⼤きさにもよ
りますが、ガラスのボウルにMMSを30～40滴⼊れて活性化させます
が、⽔は⼊れません。その代わり、反応を完全に起こさせる。
 

このトレイを部屋の中央に置き、窓やドアなどの隙間を閉めて、数
時間（できれば⼀晩）燻蒸します。⽬に⾒える部分のカビやカビ胞
⼦だけでなく、空気中に浮遊しているカビも安全に死滅させること
ができます。最終的に溶液は透明で、⼆酸化塩素はガス化して分解
された。
 

注意：燻蒸期間中は、この部屋に⼈や動物を⼊れないでください。
燻蒸後、⼆酸化塩素はほとんど分解されていますが、安全のために
まず部屋を⼗分に換気してください。
 

⼀⽅で、活性化したMMSやCDSの溶液を、純粋なものや⽔で1:10に
希釈したものを、スプレーボトルでカビの⽣えた場所に吹き付ける
こともできます。必要であれば、2つの施術を1つずつ組み合わせる
ことも可能です。
 



さらなる応⽤分野
 

病室の除菌
家族が伝染病にかかった場合、病気が治るまでの間と治った後に、
この⽅法で病室を燻蒸して消毒することが有効な場合があります。
これは、他の家族への感染を防ぐために考えられる対策です。
 

強烈なニオイを中和する
有機物が細菌によって分解されると、⾮常に不快な刺激臭が発⽣し
ます。特に、動物の死骸や⼈間の死体が⾧期間部屋に置かれていた
場合には、そのような臭いがします。ここでも部屋の燻蒸は⾼効率
で、再び無臭で完全に殺菌されます。



5.2 MMS-Tip No.2：冷蔵庫、⾞、部屋の消毒
 

このヒントは、ジム本⼈からもらったものです。研修中、彼は私を
ドミニカ共和国のバラホナにある⼩さなアパートに招待してくれ、
とても実⽤的なMMSのヒントを教えてくれました。私は⽬を輝かせ
て、癌のような⽣命を脅かす病気をより早く撲滅するための真新し
いヒントを期待した。その代わりに、MMSで冷蔵庫を殺菌している
ことを説明してくれました。
 

最初はがっかりしましたが、このチップは私のMMSセミナーで⼤好
評でした。ジムによると、⼀度ひっくり返したり、腐らせたりした
⾷品の菌が、新たに保存した⾷品に移ってしまい、賞味期限が短く
なってしまうことが多いそうです。これらの細菌は、健康を害する
こともあります。加えて、特にここでは菌をこすりつけるだけのこ
とが多いので、菌だらけの冷蔵庫をまず念⼊りに掃除してから、湿
ったものを拭き取るのは、彼にとってはあまりにも億劫なことだっ
た。だからこそ、ここにヒントがある。
 

古典的なMMSを10～15滴、ガラスのボウルに⼊れて活性化させ、⽔
を加えず、ボウルを冷蔵庫で⼀晩置く。できました。待って、待っ
て、冷蔵庫の中⾝はどうするの？安⼼してください、何も起きませ
んよ。⼆酸化塩素ガスが部屋全体に充満し、冷蔵庫内のすべての
⾯、つまり果物や野菜、⾁などの上にも殺菌し、⾷品にダメージを
残しません。翌⽇、ボウルの中の溶液は透明になり、冷蔵庫は完全
に殺菌されています。
 

⼆酸化塩素は通常、すべてアウトガスされ、その後分解されます。
活性化したMMSの残りで不要になったものを、Andreas Kalcker博⼠
はキャップを開けたままガラス瓶に⼊れるのが好きだそうです。そ
のボトルを冷蔵庫に⼊れることで、上記の⼀回限りの殺菌とは異な
り、数⽇間かけてゆっくりと永久的な連続殺菌を⾏うことができま



す。そのため、腐った果物や野菜を⾷べることはなく、ゆっくりと
乾燥して枯れていくのです。冷蔵庫の中⾝で実際にダメージを受け
る可能性があるのは、細菌やカビでコーティングされた⾼価な特殊
チーズだけです。
 

さらなる応⽤分野
 

⾞・エアコンの除菌
いつのまにか、換気ホースやカーエアコンのコンデンサーに溜まっ
た結露⽔が汚染され、換気をすると⾞内に嫌な臭いが漂うようにな
ります。
 

また、⽝を飼っている⽅などは、⾞の中、特にチャイルドシートが
臭いという悩みを抱えていることが多いです。これは、よだれなど
の有機物がバクテリアによって分解されることが原因です。ガレー
ジでは、少なくともエアコンや換気パイプの殺菌を70ユーロ程度で
⾏っている。5セントでできる⽅法をご紹介します。
 

定番のMMSを約15～20滴、ガラスのボウルに⼊れて活性化させ、フ
ットウェルの前に置きます。ここで、換気扇を最⾼レベルに切り替
え、外気を取り込まずに室内からのみ換気するように設定します
（換気扇を新鮮な空気ではなく、再循環に設定します）。
 

ここで窓やドアをすべて閉めて、⼆酸化塩素ガスを⾞内に約15～20
分循環させます。スイッチが⼊った状態のブロワーは、⾞のバッテ
リーを敏感に溶かしてしまうので、エンジンを短時間かけておくと
いいでしょう。ならば、必ずしも全体が住宅街で⾏われるべきでは
ない。この⼿順を⾏うことはほとんどないので、アイドリング時の
排気ガスによる環境への影響は、現在の最新エンジンでは無視でき
ると私は考えています。
 

注意：燻蒸期間中は、⼈や動物を⾞内に⼊れないでください。その
後、安全のために⾞内の換気を⼗分に⾏います。





5.3 MMSのヒント3：ホリデーセーバー（CDSスプレーボト
ル
 

1つの病気が、せっかくの休⽇を台無しにしてしまいます。WHOに
よると、休⽇に発⽣する下痢性疾患の多くは、汚染された飲料⽔が
原因とされています。さらに、腐敗した⾷べ物や汚染された⾷べ
物、感染した傷⼜などから感染する感染症もあります。
 

MMSコミュニティには、万能の問題解決者である「CDSスプレーボ
トル」があります。すでにスプレーヘッド付きの10mlのガラス瓶
（⼀部の業者から投薬補助具やセットとして販売されています）が
あり、休⽇は保存されています。
 

MMSです。
10mlのガラス瓶に6～15滴を直接⼊れて活性化させ、残りは⽔で満た
します。
 

または
 

CDS/CDSplusです。
すぐに使える黄⾊の溶液をガラス瓶に2～5ml⼊れ、残りは⽔で満た
します。
 

この混合物をハンドバッグに⼊れておけば、冷蔵しなくても14⽇間
は持ち歩くことができます。スプレーヘッドは、⼆酸化塩素ガスが
早く逃げてしまうのを防ぎます。温度が⾼ければ⾼いほど、上記の
投与量にすることができます。
 

休暇中の⼿続き
- このスプレーボトルを準備するのは、休⽇の直前。
- MMSセットまたは起動したCDSplusをケースに⼊れる。
- このスプレーボトルは、⾶⾏機の中では⼿荷物として



  内容量が100ml以下のため、透明な袋に⼊れています。
 

メモ
以下のほとんどの応⽤分野では、溶液がMMSとCDSのどちらで製造
されるかは基本的に重要ではありません。なぜなら、⼆酸化塩素を
溶解したウォーターミストが噴霧され、純粋で危険な⼆酸化塩素ガ
スは発⽣しないからです。MMSで⽣成された溶液はちょうどpH酸性
で、⼤量に使⽤すると繊維製品を簡単に攻撃してしまう可能性があ
ります（希釈率にもよりますが！）。
 

応⽤が可能です。
 

1.船内のトイレ
最⼤400⼈の乗客に対して、トイレは3〜4個しか⽤意されていませ
ん。それに伴い、衛⽣⾯の状況もドアの取っ⼿やトイレの蓋に1～2
回スプレーすると、数秒で解決します。
 

2.病気になった旅の仲間
⾶⾏機やバスであなたの隣に座っている⼈は、⾵邪をひいていて、
常にくしゃみをしているため、空気中に菌をまき散らしています。
あなたはすでに、他の⼈たちが素敵な旅⾏に⾏っている間に、あな
たが休⽇にずっと薬局で咳や⾵邪の薬を買うために費やしているこ
とを想像しています。1～2ストロークの⾼さで空中にスプレーしま
す。これは空気を殺菌することが証明されています。また、このス
プレーミストを吸い込むことで、呼吸器系に再び細菌が付着しない
ようにすることができます。純粋な⼆酸化塩素ガスではなく、⼆酸
化塩素溶液のエアゾールなので安⼼してください
 

3.ウェルカムドリンク
ホテルに到着すると、ウェルカムドリンクが⽤意されている。これ
は⼤丈夫なことが多いのですが、アイスキューブはそうはいきませ
ん。ほとんどの製氷機は、完全に細菌に侵されています。グラスに1



～2回スプレーして、しばらく待つ--この問題も簡単に解決できま
す。
 

4. ホテルの部屋/バスルーム
ホテルのバスルームは表⾯的にはきれいに⾒えますが、テレビの報
道などで知っています。しかし、紫外線の下では、細菌が擦り込ま
れただけであることがよくわかります。そこで、トイレの蓋や洗⾯
器、⾦具などにスプレーし、しばらく待ってから、洗い流したり、
拭いたりします。休暇中の時間に合わせて、すでに許容範囲のバス
ルームを⽤意しています。
 

5.ホテルの部屋がカビ臭い
湿度の⾼い国では、ホテルの部屋やソファ、ベッドなどがカビ臭い
ことがあります。臭いの原因はほとんどが細菌の腐敗過程によるも
のなので、これは細菌の負荷が⾼いことを⽰しています。この場合
も、数回のスプレーが有効です。部屋全体であれば、以前のMMSの
ヒントでも述べたように、ここでは部屋の燻蒸が有効です。これは
クラシックなMMSでしか使えません。
 

6.エアーコンディショナー
暑い休⽇の国では、エアコンも必ず使われます。暖かい空気は冷た
い空気よりも多くの⽔分を運ぶことができるため、これらの機器に
は結露が付着します。これは時間が経つと発芽しやすいので、エア
コンやその供給ラインも常に部屋を細菌で汚染していることになり
ます。スプレーボトルのもう⼀つの応⽤分野です。
 

7.⾷事・飲料⽔
市場や⼭間部の道路では、安全ではない⽔源からの飲料⽔に頼らな
ければならないこともあります。暖かい国の果物や野菜もA型肝炎
を感染させる可能性があります。飲料⽔や果物・野菜に数回スプレ
ーするだけで、休暇を継続して楽しむことができます。
 



8.傷⼜の消毒
ビーチで⾙殻で切ったり、ハイキング中に傷を負ったりしても、ス
プレーしておけば傷⼜の感染を防ぐことができます。
 

9.体臭・⼜臭
旅⾏先で⾃然に素敵な⼈と出会ったら、CDSを体に吹きかけておく
と成功率が上がります。汗は⽪膚のバクテリアが酪酸に変えて初め
て臭うのです。菌がいないので、体臭もありません。これは、ジム
がドミニカ共和国で経験したことと同じである。また、⼜の中に数
回パフをスプレーして、唾液と⼀緒に1～2分ほど歯の間に染み込ま
せます。もう⼜臭が気になってデートに⾏けないということもあり
ません。ご⼼配なく、⼥性の皆様、⼆酸化塩素の臭いは両⽅とも数
分で完全に消えます。
 

10.腐敗した⿂介類による⾷中毒
悪い⿂介類による⾷中毒は、命に関わります。私⾃⾝、1週間ほど嘔
吐と下痢が続いたことがあります。その時はまだMMSを導⼊してい
ませんでした。アンドレアス・カルカー博⼠⾃⾝も、このような状
況下でMMSを6活性化して滴下し、その後2回、1時間ごとに摂取し
ました。その後、すべての苦情がなくなり、この超感染症では体が
勝利しました。
 

過剰に衛⽣的にすることで、敏感になったり病気になったりするこ
ともありますよね。これは、かつて⼤げさに収集されたもので、
MMSが休暇中に有意義な⽀援を実施することができるすべてのもの
です。誰もがこのスペクトルの中から⾃分の好きなものを選ぶこと
ができる。もっと⾯⽩い可能性を考えられるかもしれません。この
投稿の改善にご協⼒ください



5.4 MMS tip no.4: バスルーム、トイレ、キッチンのバイオ
フィルム
 

バクテリアは個々に泳ぎ回って増殖するというイメージがありま
す。実際、バクテリアはコロニーを形成して⽣活していることが多
く、コロニーの周りには保護⽤のスライム層（バイオフィルム）が
形成されています。これにより、バクテリアは環境のpH値などの極
めて不利な境界条件に対して耐性を持ち、保護される。
 

このバイオフィルムは、外側では多くの殺⽣物剤や抗⽣物質などの
他の脅威から守り、内側では成⾧に最適な⽣活環境を提供します。
例えば、キッチンやバスルームでは、このバイオフィルムがタイル
の⽬地に⾚みを帯びた筋や黒い筋となって現れます。しかし、この
バイオフィルムは、⽔槽や浄⽔器、パイプ、冷蔵庫の⽔切り、いつ
も湿っている台所のスポンジなどにも形成されます。⼆酸化塩素
は、他の多くの殺⽣物剤と⽐べて⾮常に特殊な性質を持っていま
す。
 

⼆酸化塩素はバイオフィルムに素早く浸透し、完全に溶かすことが
できます。
 

つまり、⼆酸化塩素に対して菌は無防備で、徹底的に殺されてしま
うのです。この効果は、ビール⼯場や⽜乳処理⼯場などで使⽤され
ています。そこでは、配管や容器が定期的に⼆酸化塩素で洗い流さ
れ、殺菌されています。
 

同様に、⼈間や動物の体内で病気を引き起こす細菌も、バイオフィ
ルムを形成して⾃分のコロニーを守っています。おそらく⼆酸化塩
素のこの性質は、強い酸化⼒に加えて、体内の殺菌効果が早くて徹
底していることの説明になると思います。抗⽣物質の場合、バイオ
フィルムを突破するためには、より⼤量の抗⽣物質を使⽤しなけれ
ばならず、さらに、突然変異によって耐性を獲得する細菌の適応⼒



とも戦わなければなりません。幸いなことに、⼆酸化塩素はこれら
の問題を解決してくれます。
 



指⽰します。
MMSチップNo.3に従ってMMS/CDSスプレーボトルを⽤意し、10分
ごとに数回バイオフィルムにスプレーして、簡単に洗い流せるよう
になるまで作⽤させるだけです。
 

5.5 MMSのコツ5：DMSOの純度を取り戻す
 

DMSOは純度の⾼いものが多く販売されています（純度約99.9％）。
⾧期間保存していると、⽔分を吸い込んでしまうため、⽔が出てし
まうことがあります。通常、私たちは何かを希釈する⽅法しか知り
ません。また、液体をより⾼く濃縮するには、実は「煮沸」しかあ
りません。
 

ここでDMSOを使ってしまうと、化学構造が崩れてしまうので応⽤
できません。しかし、DMSOのある特性を利⽤することは簡単で
す。DMSOは18度以下で結晶となるため、特に冬場に納品される場
合は固体となります。さて、DMSOボトルを⼀晩冷蔵庫に⼊れてお
くと、中のDMSOは固まりますが、⽔は冷蔵庫の温度ではまだ凍ら
ず、上に沈殿します。あとは、分離した⽔を流してボトルを再封す
るだけ。そして、DMSOボトルを温かいところに置くか、湯せんで
加熱します（電⼦レンジはダメ！）。この簡単な⼿順で、DMSOの
濃度を再び100％近くまで⾼めることができた。



5.6 MMSチップNo.6：DMSO痕跡液
(Hartmut Fischer博⼠による、www.pranatu.de)
 

これは、DMSOのスペシャリストであるハルトムート・フィッシャ
ー博⼠⾃⾝による素晴らしいアドバイスです。怪我や⼿術でできた
何年も前の傷跡も、ほとんど消えてしまいます。どういうわけか、
DMSOは細胞の再⽣に働きかけて、古い細胞の構造と秩序を回復さ
せるようです。また、DMSOは放射線障害などによるDNA損傷を修
復することができるので、放射線治療を受ける際の緊急薬として常
備しておきたい。
 

スカーフ液の混合
まず、35gの塩化マグネシウムを1リットルの⽔に溶かします。次
に、スプレーボトルまたはスポイトボトル（「供給源」の項を参
照）にDMSOを半分⼊れ、プロカインを2アンプル加えます。この混
合物に上記のマグネシウム⽔をボトルがいっぱいになるまで⼊れま
す。DMSOはプラスチックと接触してはいけません。アンプルから
の液体の注⼊には、カニューレ付きのシリンジを使⽤するのが最適
です。そして、この溶液を暗所に保管してくださいこの混合物に
は、100mlのガラス瓶が必要です。
 

傷跡液の塗布。
忍容性が⾼ければ、1⽇1回、傷跡をたっぷりと濡らして（綿棒や
指）、効果が出るまで⾧時間放置してから、再び服を着せます。
 

残ったマグネシウム⽔を保存するか、ショットグラス1杯分を飲み物
に希釈して毎⽇摂取するだけです。⾎管の浄化のための素晴らしい
レメディーです。
 

ところで、どんな⼈にも傷があるものですが、それはおへそのとこ
ろです。私⾃⾝の経験から⾔えることは、これが⾮常に激しい精神
的・⼼理的プロセスの引き⾦になることもあるということです。だ



から、横になって、おへそを隠して、点滴をして、⽬を閉じて、楽
しんでください。
 

供給のソース。
www.mms-seminar.com 「供給源」の項をご参照ください。
- 塩化マグネシウム、DMSO、投与セット（シリンジ、スポイトボト
ル）、2個 プロカインパスコニール、2％、5mlアンプル（薬局



6.結論
提⽰された事実、研究、臨床経験の報告に基づき、以下の検証可能
な結論は説得⼒があります。
 

- ⼆酸化塩素は、純粋な塩素や塩素系漂⽩剤とは異なります。
 

- ⼆酸化塩素は毒性も発がん性もない!

- 最終的には⽔と酸素と⼀般的な塩に分解されます。

- ⼆酸化塩素は、この地球上で最も優れた細菌キラーです。

- ⼆酸化塩素⽔溶液の経⼜摂取は
副作⽤の⼼配もありません。

- ⼆酸化塩素は変異原性がなく、⼦孫にも悪影響を与えない。

- ジム・ハンブルのMMS適⽤プロトコルに従った単回投与は安全
です!(EPA調査)

- MMSアプリケーションのログの持続時間は、ジムに応じて
ハンブルは安全です!(WHO研究)

- ⼆酸化塩素は、健康に良い影響を与えます。
⾝体への影響!

- ⼆酸化塩素は、マラリアなどにも効果を発揮します。
HIV/AIDSやエボラ出⾎熱まで！？

- 意図的に事実と異なる中傷キャンペーンが⾏われています。
マスメディアにMMSが登場

- MMSは、危機管理のためにすべての家庭にあるべきです。
は在庫があります。



さらに、pH中性のCDSやCDSplusなど、MMSをさらに進化させたも
のもあります。⼆酸化塩素⽔溶液で、⾼濃度の薬品を素⼈が扱う必
要はありません。誤った取り扱いによる危険性はほとんどありませ
ん。



さらに、pH中性のCDSやCDSplusなど、MMSをさらに進化させたも
のもあります。⼆酸化塩素⽔溶液で、⾼濃度の薬品を素⼈が扱う必
要はありません。誤った取り扱いによる危険性はほとんどありませ
ん。
 

詩⼈や思想家の国で、徹底した調査に基づく結果公開型の質の⾼い
ジャーナリズムがなくなったのか、あるいは⼆酸化塩素の誤ったイ
メージが意図的に、意図的に描かれているのか。真実の重要な部分
を隠すことは、私にとっては間違いなく意図的な嘘に相当します。
私の質問は、「Cui bono?"これは誰のためになるのか？お⾦の痕跡を
たどると、犯⼈が⾒えてきます。
 

最終的な結論は、誰もが⾃分のためにここで出すことができるし、
そうすべきだ。ここでは、検証可能な事実と情報源に基づいて、私
の個⼈的な要約を述べます。MMSは⾮常に汎⽤性が⾼く、単純な感
染症から、マラリア、⾎液中毒（敗⾎症）、⾷中毒、MRSA感染
症、AIDS/HIV、マラリア、デング熱、SARS、豚インフルエンザ、
エボラ出⾎熱、癌、糖尿病などの命に関わる病気まで、迅速かつ効
率的に助けることができ、またその可能性もあります。変異した抗
⽣物質耐性菌も安全に殺し、腸内フローラにダメージを残さないの
で、抗⽣物質の代⽤としてとても興味深いです。MMSは、パンデミ
ック（世界的⼤流⾏）を引き起こす可能性のある既知の細菌や、将
来的に発⽣する可能性のある未知の細菌から⾝を守ることができま
す。
 

しかし、最⼤の利点は、⼆酸化塩素を推奨されるプロトコル、処
⽅、投与量で経⼜摂取しても、深刻な急性障害や恒久的な障害は知
られていないので、⾮常に多くの⼈が既知の病気や未知の病気に幸
運にもMMSを使⽤できるということでしょう。
 

このような素晴らしい効果があるにもかかわらず、私にとってMMS
は万能薬ではありません。私は、純粋に物理的なレベルでそのよう



なものがあるとは思っていません。私がいつも⾔っているのは、
「MMSは⼈⽣の時間と⼈⽣の質を提供してくれる」ということで
す。この時間を利⽤して、病気の精神的な原因を⾒つけ、それを解
消する必要があります。そうでなければ、MMSを従来の薬のよう
に、純粋に症状の緩和や抑制のため-に使⽤したり、乱⽤したりする
ことになります。しかし、実際の原因に対する治療だけが、永久的
な解決や完全な回復につながるのです。そこで、⼼⾝のバランスを
取り戻すための新しい⽅法として、ウェビナーや電⼦書籍
「Back2Balance」「Back2Health」を紹介します。
 

Back2Balanceでは、体の毒や⽋乏症状につながる5つの主要な経路（例
えば、過酸症やスラグ）を紹介しています。幸いなことに、これら
の経路をすべて逆にして、バランスのとれた状態に戻すこともでき
ます。Back2Healthは、トラウマ、恐怖、フォビア（恐怖症）、神経
症、精神病だけでなく、罪悪感、羞恥⼼、悲しみ、許しなどの問題
を、精神的・感情的なレベルで追跡し、解消するための現代的で迅
速かつ効果的な技術です。これらの知識とこれらの技術があって初
めて、私の経験では、健康と病気に対するホリスティックな⾒⽅の
整った写真を撮ることができます。
 

6.1 MMSのセミナーとワークショップ
 

その間、私はMMSのセミナーやワークショップを開催しなくなりま
した。その代わりに、私は7時間のウェビナーを録画し、ウェブサイ
ト（www.mms-seminar.com）で無料で公開しています。この無料の本
と、多くの⾔語で提供されている何百もの体験ビデオを合わせれ
ば、MMSに興味のある⼈にも⼗分に役⽴つはずです。そこでニュー
スレターに登録し、私のドイツ語の Telegramチャンネル
「AKASHA.TV」を購読してください。
 



そのために、私はAKASHA Congress BACK2HEALTHを交互に開催
します。詳細はwww.akasha-congress.com！こちらをご覧ください。



6.2 MMSウェビナー
 

このエキサイティングなヒーリング知識をさらに広めるために、
MMSのウェビナーもあります。これは、2⽇間のMMSワークショッ
プと同じ内容のオンラインビデオを録画したものです。そのため、
旅費、宿泊費、⾷費、現地でのMMSワークショップの⼊場料などの
費⽤を節約することができます。また、スケジュールや空間の問題
もなくなりました。好きな時に好きな場所でMMSウェビナーを開始
し、⾯⽩い部分は何度でも繰り返すことができます。また、旅費、
宿泊費、部屋の賃貸料、そして⼀部はこうしたイベントの広告費を
節約し、MMSウェビナーを⼤幅に値下げして皆様にお届けしていま
す。個⼈的なミーティングの利点を理解していただけるなら、もち
ろん私のAKASHA Congress BACK2HEALTHのイベントにもご参加
いただけます。
 

6.3 個⼈的なアドバイス
 

セミナーでの経験から、私はホリスティックな健康観を避けられま
せんでした。MMSなどの物理的な対策も必要ですが、精神的・感情
的な⾯でも病気の原因となっているものに働きかける必要がありま
す。オーラの浄化、パワーライト（限界のないレイキの⼀種）、
CQM（ガブリエレ・エッカートによる中国量⼦法）などの精神的・
感情的なテクニックは、私⾃⾝が学び、ボランティアに適⽤したと
ころ、⾮常に興味深い結果が得られました。そのうちに、これらの
テクニックに新しい要素を加えたものが、私の「3-Step-Back」という
テクニックです。機会があれば、このような1対1のセッションを⾏
っていますが、これらの問題や私に共鳴した⼈だけが申し込んでく
ださい。初回は基本的にオーラの浄化と、魂とのつながりを取り戻
すようなことをします。この覚醒が、私の経験では基礎となってい
ます。そうすると、⼈々はより安定し、CQMやその他のスピリチュ



アルなテクニックがより早く、より効率的に⾏われるようになる
か、あるいはもはや必要ないことが多いのです。この最初のセッシ
ョンは1時間半から3時間かかり、寄付ベースで⾏われます。その後
は、あまり無理をしないようにしましょう。これまでの99％のケー
スでは、これが唯⼀のセッションであり、他の問題はすべて⾃分で
対処できるはずだからです。スピリチュアル・ヒーリングは承認さ
れた医療技術ではありませんので、事前に効果をお約束することは
できません。あなたの魂が許す限り、常に起こることです。それ
に、私は何かを癒すのではなく、あなたが⾃分⾃⾝を癒すのを⼿伝
うだけです。
 

6.4 新しいMMSプラットフォーム
 

ウェブサイト（www.mms-seminar.com）の機能を⼤幅に拡充しまし
た。メールアドレスまたはFacebookアカウントで登録すると、MMS
やその他の代替療法や⽅法に関する多くの情報を無料で⼊⼿するこ
とができます。この電⼦書籍以外にも、MMS紹介のウェビナーを無
料で視聴したり、MMSのニュースを読んだり、他のユーザーと情報
交換したりすることができます。さらに、最新の書籍や供給源のリ
ストや、常に増え続ける経験値のデータベースも利⽤できます。こ
れらの無料オファーに加えて、他のホリスティック・ヘルスに関す
るトピックのウェビナーや電⼦書籍が有料で提供されています。
 

6.5 もう寄付の呼びかけはしない！？
 

この本では、代替療法や⽅法についてのみお知らせしています。困
っている⼈に希望を与え、⾃分の責任を⾃分の⼿で取り戻す⽅法を
⽰すことを⽬的としています。これらの情報は、何年にもわたっ
て、多くの愛情、時間、コスト、そして個⼈的な努⼒によって集め
られたもので、ここではほとんど無料で提供されています。
 



もし、この知識があなたやあなたの家族、友⼈・知⼈、ペットのた
めに少しでも役に⽴ったなら、あなたもオルタナティブ・ヒーリン
グの知識の普及、特にジム・ハンブルの世界的な活動を⽀援するこ
とができます。
 

UPDATE: すべてのPayPalアカウントが停⽌され、銀⾏ではなかった
この銀⾏から⽣涯追放されました。私も最初の寄付の直後にイング
ディバのアカウントを解約しました。Andreas KalckerとKerri Riveraは
同じ曲を歌うことができます。そこには、⼆酸化塩素というシンプ
ルな真実に対して、ダークサイドがどれほど恐れているかが⾒て取
れます。
 

そのため、⾦銭的な寄付は⼀切控えています
その⽅が真実が⾒えてきますよ。
 

6.6 あなたの⼒も必要です。
 

翻訳
代替療法や代替⽅法に関する知識がローカルなものにとどまってし
まう主な理由のひとつに、⾔語の壁があります。もしあなたがマル
チリンガルで、この電⼦書籍の内容を他の⾔語の⼈々にも提供した
いとお考えでしたら、この本の翻訳や校正にご協⼒ください。私が
優先するのは、英語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、フラ
ンス語へのネイティブ翻訳です。しかし、他の⾔語も⼤歓迎です。
 

ディストリビューション
この本に書かれている知識を知らない⼈はまだ⾮常に多い。MMSの
話をして、この電⼦書籍をメールで送る。職場やクラブ、他のプラ
ットフォームやソーシャルネットワークなど、あらゆる場所でこの
知識を広めてください。
 



コミュニティ・スピリットを発揮して、共通の利益に貢献してくだ
さい。



6.7 Jim Humble⽒の発⾔
 

"また、多くの⽅が、この世界では多くのことがうまくいかないとい
う印象を持っています。このことは、現代においても同様であり、
さらにエスカレートするでしょう。善と悪の2つの原初的な極の間の
古代の戦いは、クライマックスに向かっています。予⾔されている
いわゆる「黄⾦時代」は、ひとりでにやってくるものではない。天
使やエネルギー存在、地球外⽣命体など、私がその存在を否定した
くないような⾼次の⼒が、私たちを救いに来ることはありません。
 

それは私たち⾃⾝の仕事です。だからこそ、あなたは今、ここにい
るのです。ですから、⾃分⾃⾝、⾃分の⼈⽣、健康、環境に責任を
持ちましょう。⾁体的にも精神的にもまず⾃分を清める。
 

そして、志を同じくする⼈々とのネットワークを築き、ここでの⾃
分の任務を思い出すのです。この最後の⼤きな決戦は、どんな武器
を使っても勝てないし、外でも勝てない。そのためには、⾃分の中
に⼊って、この宇宙には⾃分以上の⼒はないことを認識し、受け⼊
れる必要があります。MMSは終わりではなく、始まりに過ぎませ
ん・・・"
 

2014年12⽉、メキシコでのジム・ハンブル⽒へのインタビューより
抜粋）。
 
- END
 
 



著者について
 
 

機械エンジニアであり、ITコンサルタントでもあるアリ・エルハ
ン⽒は、⾃らの苦しみの中で代替医療に出会いました。MMSの⾃⼰
処理に成功し、発⾒者であるジム・ハンブル⽒のトレーナー・トレ
ーニングを受けたことで、将来の道が⾒えてきました。⾃営業のセ
ミナーリーダーとして、⾧年にわたりドイツ語圏で「MMSによるヒ
ーリング？」をテーマにイブニングセミナーや実践的なワークショ
ップを⾏ってきました。 ここでは、ジム・ハンブル⽒、彼の発⾒、
MMSや⼆酸化塩素の作⽤機序と応⽤についてのすべてを知ることが
できます。

 

このようにして、MMSの可能性だけでなく、リスクや副作⽤、そ
して限界が批判的に指摘されており、これまでに知られている出版
物をはるかに超えています。さらに、耐容性に優れ、pH中性の
CDS（⼆酸化塩素溶液）などの新しい開発についても詳しく説明し
ています。彼にとって重要なのは、もう⼀度⼀⼈ひとりの個⼈的な
責任を強化し、健康と病気になるプロセスについて全体的なイメー
ジを伝えることです。
 
 

...と、どんどんなっていきます!
 
 
 

答えは42です。
Love is the answer!
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