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ノーベル賞受賞者が
DNAの量子場効果を発見
NES Healthの情報転写プロセスの背景としてのエビデンス基礎を強化する

Through Energy & Information

何世紀もの間、従来の科学と最先端科学の間の扉は閉ざされた状態にあり、
それぞれの分野の科学者は自身の専門分野の中で孤立した状態
で、互いに根本的にまったく異なる生物学と物理学の研究を続けてきました。従来型の科学は物質と生化学過程に特化し、最先端科学はエネル
ギーフィールドと情報フィールドに特化した研究を行ってきました。私達NESは、ついにこの両者を隔てていた扉が広く開放されたことをここに報
告します。
そして、
あらゆる先端科学者はこのことを祝うに違いありません。物質における“目に見えない”エネルギーと情報のシグナルが伝統科
学の研究室で検知され、従来型の科学者達は自らの信念と理論的枠組みがその根底から揺るがされていることに騒然としています。

この10年間以上の間、NESの研究はリアリティーはすべて波動に基

から出る７ヘルツ（地球の自然界の磁場周波数と同様）
という非常

づくものであること、エネルギーフィールドと情報フィールドがすべ

に弱い極低周波の電磁場にさらして18時間放置しました。
この工程

ての物質の基礎を成し、水やミネラルなどの物質は、
フィールドにお

の後、DNAサンプルのエネルギー特性はどういうわけか他方の試

ける歪みを調整するボディー・フィールドにおいて使用される物質

験管内の精製水に“伝達された”か、あるいはDNAサンプルの情報

からフィールド信号をコード化させ、身体の持つ自己回復能力を増

が精製水に“インプリントされた”のです。その後、酵素はその電磁

進するという考え方を支持してきました。私達は従来型の科学者達

特性を使ってDNAを再構築することができるようになりました。モ

が自ら実験する日を長い間心待ちにしてきましたが、ついに今、その

ンタニエ氏は、
このような情報伝達現象を説明するものは量子コヒ

日を迎えたのです。

ーレンス効果しかないと主張しています。

“世界中で”よく知られた実験
では、それほどまでに多くの科学者を騒然とさせるような実験とは
一体どんなものなのでしょうか？それは、
ノーベル賞を受賞した生
物学者リュック・モンタニエ（Luc Montagnier）氏により成し遂げら
れNew Scientist 誌（2011年1月12日発行）、並びに他の有名紙で報
告されました。モンタニエ氏はまだ詳細を明らかにしておらず、現在
審査中の学術誌において自身の論文が承認されるまで詳細の公表
を控えるとしていますが、彼の研究の骨子は広く一般に掲載され、
彼が導き出した結論はすでに激しい議論のテーマとなり、同時に疑
惑の的ともなっています。彼の主張では、同僚の研究者達と共に
DNAの特徴を水に伝達させることに成功し、DNAを複製する際、あ
たかも実在の分子と接触しているかのような状態で複製させること
のできる酵素によって、DNA分子の電磁的なインプリントを検出し
た、
と述べています。
具体的な工程を述べると、モンタニエ氏はまず、ある試験管にDNA
サンプルを吊り下げて液体で満たし、それを12倍に希釈しました。
一方、別の試験管には精製水を入れ、2つの試験管を銅線のコイル
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ここで重要なことは、
この効果は高希釈の状態では導き出されない
ということです。そのためこの実験は極めて高い度数の希釈を使用
することの多いホメオパシーを広く支持するものではありません。
しかし一方で、以前フランスの研究者、
ジャック・ベンベニスト
（
Jacques Benveniste）氏によって行われた実験に対する信憑性を高
めるものだといえます。その実験では、物質からの情報が、
まるで水
が記憶力を持つかのようにインプリントされる様子が明らかにされ
たのですが、伝統的科学ではまったく相手にされませんでした。実
際、ベンベニスト氏は自身の研究所から追い出され、名声を傷つけ
られました。そして自らの実験の正当性を示せないままに亡くなっ
てしまいました。モンタニエ氏の研究に対しても現在伝統科学者達
から懐疑の念が嵐のように巻き起こっているため、モンタニエ氏の
研究がベンベニスト氏の実験の正当性をも証明できるかどうかは、
現在のところまだ分かりません。科学者達は、他からの反響も見た
うえで、モンタニエ氏の研究に関する詳細が公開されたら文献を読
み、彼の主張の正当性を見極めたいとしています。
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モンタニエ氏チームの研究
リュック・モンタニエ（Luc Montagnier）氏はフランスのウイルス学

この実験では様々な病気を持った患者から採取された血漿から

者で、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の発見、およびHIVと後天性免疫

DNAを分離したましたが、その結果から、血漿と抽出されたDNA

不全症候群（AIDS）の関連性の発見でフランソワーズ・バレ＝シヌ

とは互いに類似したEMSを生成することが分かりました。同様の

シ（Françoise Barré-Sinoussi）氏、ハラルド・ツア・ハウゼン（Harald

効果はアルツハイマー病やパーキンソン病、多発性硬化症、
リウ

zur Hausen）氏とともに2008年ノーベル生理学・医学賞を授与さ

マチ性感染炎などを患う患者から採取したサンプルでも見られ

れました。
しかし、それまでの研究経歴にも関わらず彼は論争を巻

ました。研究者達は、EMSの効果により、細菌感染症が上記の疾

き起こす存在となっています。過去に彼のチームがＨＩＶを発見

患の根底にある可能性が示されたとしています（ただし、
これら

した際にその功績の分かち合いで職業倫理に反していたこと、
さ

の疾患に見られる構造的、あるいは生化学的な変化が何らかの

らには、物質から電磁信号を読み取るテクノロジーを開発した同

原因で人体から放出される電磁場を改変してしまっている可能

僚との取引関係でモラルに反していたかもしれないというクレー

性もあります）。

ムを受けた故に、彼は物議の対象になっています。
もちろん、NESの理論は常に、物質はエネルギー体 -つまりヒュー
モンタニエ氏は長い年月をかけ、徐々に従来型の科学から脱却し

マン・ボディー・フィールド（以下HBF）-と相互依存し、病気の症状

てきました。かれは従来型の生物学から脱却して生物の電磁特性

や疾患は、HBFを構成するエネルギーと情報フィールドの歪みが

について研究する
「フィールドの」生物学を目指し、人が健康にな

正されなかった結果として引き起こされるという見解を保ってき

ったり病気になったりする過程においてこの分野がどのように関

ました。
また、DNAは物質の主制御装置ではなく、HBFこそがそれ

わるかを研究する方へシフトしていったのです。

である、
との見方も示してきました。そして、HBFは量子場効果を

2009年に発表された学術論文「電磁信号はバクテリア性DNA配列

されたうちのいくつかは、NESのエナジェティック・インテグレータ

から由来する水成ナノ構造から生成される」
でモンタニエ氏と彼の

ーの理論に非常に類似しているのです！よく悪魔は細部に宿る
（

介して物質と繋がっているのです。モンタニエ氏の実験により示

同僚であるラバリー氏はある一定の条件下では、微生物を含んだ

物事は細部が難しい）
と言われますが、要はモンタニエ氏がこれ

生体液はたとえ微生物を殺すように設計されたプロセスを経たと

まで行ってきた実験は、最新のものも含め、NESの理論を裏づけ

しても感染症を引き起こすことがある、
との所見を述べています。

る確かな証拠を提供してくれているようだ、
ということです。

つまり、ある種のエネルギー特性が液体の中で生物学的に活性な
状態でとどまっているように思われる、
ということなのです。
滅菌溶液に関する研究においてモンタニエ氏は、
もし溶液が希釈
され特定の方法で撹拌された場合、電磁信号（EMS）
と呼ばれる再
現可能な低周波の電磁波を放出することを発見しました。

最新の実験が騒動の発端に
この現象は、New Scientist誌の記事中、“テレポーテーション”と

希釈と撹拌のプロセスにおいて、生物由来物質とそれが混合され

いう言葉を使って、非常に漠然とではありますが表現されていま

ている水との相互作用によって新しい微小の「構造物」
（溶液中の

す。
しかし、分子からの情報はある場所から別の場所へ単に移動

規則性のあるパターン）が生成されるのです。殺菌プロセス中でバ

したのではなく、空間を伝ってインプリントされたのだということ

クテリアは死滅しているので、信号は溶液中に存在するDNA分子

が実験データから読み取ることができます。実際のところ、モンタ

から発生していると考えられています。モンタニエ氏はまた、たい

ニエ氏のチーム内の物理学者によると、DNAは分子構造を水に

ていの疾患を引き起こすバクテリアのDNAフラグメントがこの電

インプリントする低周波の電磁波を放出しているということです。

磁信号を発生させることができるということも発見しました。面白
いことに、
この研究でEMSはサンプルが測定装置から放出される“

このことはNESの開発者ピーター・フレイザー（Peter Fraser）氏が

バックグラウンド”の電磁波と相互に作用した場合にのみ発生しま

提唱した、“マッチング”プロセスを通して空間を伝うインプリンテ

した。
このことは、EMSはこの“バックグラウンドノイズ”との共鳴に

ィング（情報転写）理論に匹敵するものであるといえます。そのプ

よって引き起こされる可能性があるということを示唆しています。

ロセスでは電磁場の存在とキネティックエネルギーの追加が必
要とされます。

モンタニエ氏のチームはさらに実験を進め、EMS（フィールド）が
人体によって生成されるということを証明しました。
参考文献：
http://newscientist.com/articleimages/mg20927952.900/1scorn-over-claim-of-teleported-dna.html または
http://arxiv.org/PS̲cache/arxiv/pdf/1012/1012.5166v1.pdf
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結論：
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最後に、新しい科学者のご紹介：

2009年に発表された学術論文の抜粋で、論文の編者達は“ヒトと動

「もし結果が正しければー」オーストラリア・シドニー大学の理論化

物の疾患における慢性細菌感染症を検知する、非常に感度の高い

学者ジェフ・ライマー（Jeﬀ Reimers）氏は言います。
「これは過去90

システムの開発”を予想しており、NES Healthでもこの考えに非常に

年間に行われた実験の中で最も意義深いものといえるでしょう。現

高い関心を持っています。
というのも、
これまで私達は長きに渡り身

代化学の概念的枠組み全体の再評価を必要とするものなのです

体フィールドにおける歪みを見つけ出すシステムの開発に取り組ん

から。」

でおり、細菌感染やウイルス感染における歪みではなく、一人の人

まさにその通りです！

間を全体とみてアクセスできるシステムの開発を目指してきたから
です。私達はこのシステムをNESProvisionとして既にリリースし、そ
れに続くデバイスとしてNES miHealthもまもなく発表されます。
エネルギー医学や情報医学に携わるのは非常に心躍る経験であり
、他の方によってこういった基礎的研究がさらに進み報告されるこ

出典/参考文献：
ジョン・E・ダン著

Techworld
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とを期待しています。

http://news.techworld.com/personal-tech/3256631/dnamolecules-can-teleport-nobel-prize-winner-claims/

2009年Science magazine社とのインタビューの中でモンタニエ氏

http://www.newscientist.com/article/mg20927952.900why-we-have-to-teleport-disbelief.html

は、同僚から見て自分は疑似科学に手を染めているように見えると
思うか、
という質問を受けましたが、それに対して断固として次のよ
うに答えています。-「思いません。なぜなら私が行っていることは
疑似科学ではないからです。決してインチキなどではありません。そ
こで起こっていることは、
さらなる研究に値するだけの実質的現象
です」そう、大切なのはここです。
さらなる研究（さらに言うとこの類
の研究のための潤沢な資金提供）、それこそまさにこの科学技術の
さらなる発展の為に必要とされているものなのです。

http://en.wikipedia.org/wiki/Luc̲Montagnier
http://www.i-sis.org.uk/electromagneticSignalsFromHIV.ph
リュック・モンタニエ他著 “Electromagnetic signals are
produced by aqueous nanostructures derived from
bacterial DNA sequences.” Interdisciplinary Sciences:
Computational Life Sciences, 2009年
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