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リュック・モンタニエ博士を追悼して
In Memory of Dr. Luc Montagnier

根本 泰行 Dr. Yasuyuki Nemoto
ＩＨＭ＆オフィス・マサル・エモト顧問

Advisor to IHM & Office Masaru Emoto
生命システム研究所・代表

Director of Life System Laboratory

世界水まつり－World Water Festival
2022年10月16日-17日、Oct 16-17, 2022
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故・リュック・モンタニエ
博士の研究

Research by the late 
Dr. Luc Montagnier

「水の情報記憶」
“Water Memory”

リュック・モンタニエ博士 Dr. Luc Montagnier
（1932年8月18日生 - 2022年2月8日没：89歳）

（Aug 18, 1932 – Feb 8, 2022：aged 89）

• モンタニエ博士は、HIVウイルス（エイズの原因ウイルス）を発見したことで、
２００８年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。

• Dr. Montagnier received the Novel Prize in Physiology or Medicine in 

2008, because of his discovery of HIV virus (causative virus of AIDS).

DNAが電磁波情報を発しており、その電磁波を受け取った水に対し
て、PCRを行うと、元のDNAが増幅されてくることを示した

モンタニエ博士らの論文（2011年6月22日）
Scientific Report by Montagnier et al. showing that DNA is emitting 
specific electromagnetic signals (EMS) and that the original DNA is 

recovered by PCR from pure water exposed to this EMS (Jun 22, 2011)

PCRとは何か？(What is PCR?)

少なくとも１分子のDNAが存在すると、
そのDNA分子は何億倍にも増幅される。
When at least one molecule of DNA 

exists, it is amplified billion times.

１分子もDNAが存在しないと、もちろ
んDNAはまったく増幅されない。
If no DNA exists, nothing is 

amplified at all.

PCR 

反応液
Reaction

Mixture

DNAが増幅される
DNA is amplified.

何も増幅されない
Nothing is amplified.

PCR = ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction）

PCR 

反応液
Reaction

Mixture

DNAの波動と水: ステップ 1
(DNA Waves and Water: Step 1)

• 従来型の測定機器を用いて調
べたところ、このDNA水溶液は、
特異的な電磁波信号 (EMS) 

[周波数は500～3,000ヘルツ] 

を発していることが分かった。
• It was found that the DNA 

solution is emitting 

specific Electro-Magnetic 

Signals (EMS) [Frequency: 

500 – 3,000 Hz].

電磁波信号 (EMS)
（ElectroMagnetic Signal）

ATAGCTACCG・・・ (末端からの文字配列：例として、Example)

• 遺伝子工学技術を用い
て、既知の文字配列を
持ったDNA断片（長さ
104文字）を作成し、そ
の水溶液を調製した。

• A DNA fragment (104 

letter long) with a 

known sequence 

was synthesized, 

and its aqueous 

solution was 

prepared.

既知のDNA断片（長さ１０４文字）
Known DNA Fragment (104 Letters)
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• １８時間後には、
近傍に置かれた
純粋な水が、同じ
電磁波信号
(EMS) を発する
ようになった。

• After 18 hr, the 

pure water 

placed nearby 

started to emit 

the same 

Electro-

Magnetic 

Signals (EMS).

純粋な水
（Pure Water）

EMS EMS

EMSを通じての情報伝達
(Information transfer through EMS)

１８時間後

(after 18 hr)

DNAの波動と水: ステップ 2
(DNA Waves and Water: Step 2)

DNA水溶液
（DNA Solution）

• PCRによって、
元々のDNAと同
じ長さ（104文字）
のDNAが回収さ
れた。

• With PCR, DNA

with the same 

length as the 

original one 

(104 letters) 

was recovered.

EMS

PCRによるDNAの増幅
(DNA Amplification with PCR)

PCR 

反応液
Reaction

Mixture

DNAの波動と水: ステップ 3
(DNA Waves and Water: Step 3)

EMSを出すようになった
純粋な水（Pure Water

Emitting EMS）

DNAテレポテーション実験
DNA Teleportation

DNAの配列解析(暗号解読)

DNA Sequence Analysis

• DNAの配列解析により、文字の並びは、元のDNAと98%

同一であることが分かった（104文字のうち102文字が同一
であった）。

• It was found that the DNA sequence was 98% 

identical with the original DNA (102 out of 104).

この実験で増幅された
DNA

Amplified DNA

元のDNA

Original DNA

ATAGATACCG

ATAGCTACCG

複製の誤り
Error

• この実験は12回繰り返され、同じ結
果が得られている。

• This experiment was repeated 

12 times with the same results.

DNAの波動と水: ステップ 4
(DNA Waves and Water: Step 4)

Pure Water 純水

DNAの波動と水: ステップ 5
(DNA Wave and Water: Step 5)

Lab A: Information of DNA is RECORDED as Electromagnetic 

Signals (EMS). DNAの情報を電磁波として記録する。

Lab B: Information of DNA is PLAYED to Pure Water 

as Electromagnetic Signals (EMS). 

DNAの情報を電磁波として、水に再生する。

インターネットを通してデジ
タルファイルを送付した。

（Digital file is sent 

through the Internet）

PCR

反応液
Reaction 

Mixture

？

DNA 

• PCRによって、
元のDNAと
同じ配列を
持ったDNA

が回収された。
• The same 

sequence 

of DNA as 

the original 

one was 

recovered 

by PCR.

2014年に作られたフランスの記録映画「ON A RETROUVÉ LA MÉMOIRE DE 
L‘EAU （水の記憶を取り戻す）」の「英語版」がYouTubeにアップされています！
English Version of a French Documentary 「ON A RETROUVÉ LA MÉMOIRE 

DE L‘EAU （Recovery of Memory of Water）」 made in 2014 
is uploaded on YouTube！ (51分36秒－51 min 36 sec)

https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0

稼働していた頃のジャック・ベンベニストの研究室
Dr. Benveniste is showing his laboratory.
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誰もいなくなったジャック・ベンベニストの研究室跡を訪れる
リュック・モンタニエ博士

Dr. Montagnier visiting the remains of Dr. Benveniste’s laboratory

DNAが発する電磁波を“録音”する
“Recording” of the electromagnetic signals emitted by DNA

DNAが発する電磁波を“再生”する
“Playing” of the electromagnetic signals emitted by DNA

DNAが発する電磁波を“再生”するソフトウエア
Software to “Play” the electromagnetic signals emitted by DNA

DNAが発する電磁波信号を浴びた水に対してPCRを行う
PCR of water that was exposed to 

the electromagnetic signals emitted by DNA

PCRによって増幅されたDNAを
ゲル電気泳動によって解析しているところ

Analysis of DNA Amplified by PCR with Gel Electrophoresis

DNAの長さは元のDNAと同じであった。The length of the amplified 
DNA was the same as the original DNA
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PCRによって増幅されたDNAの文字配列を解析しているところ
Analysis of Sequence of the DNA Amplified by the PCR

９８％正確であった。Its fidelity was 98%.

⚫ モンタニエ博士の実験により、以下が示された。
The followings are demonstrated by Dr. Montagnier’s 

experiment.

➢ DNAの情報は、電磁波信号として、水に転写す
ることができる。
The information of DNA can be transferred to water

as electromagnetic signals.

➢ このようにして水に転写されたDNAの情報は、
再物質化することができる。
The information of DNA, transferred to water this 

way, can be re-materialized.

⚫ 「水が薬となる時代」の到来を示している。
It shows that the era is coming when “water becomes 

a drug”.

結 論 (Conclusion)

水には以下の２つの働きがある。
WATER has the following two functions.

新しい水の科学：New Science of Water

1. 【リュック・モンタニエ博士：Dr. Luc Montagnier】

水は情報を記憶し、伝達する。
WATER memorizes and transmits INFORMATION.

2. 【ジェラルド・ポラック博士：Dr. Gerald Pollack】

水はエネルギーを貯蔵し、変換する。
WATER stores and converts ENERGY.

⚫ これら＜２つの働き＞は、生命において、もっとも根源的なものであり、生物
学・医学・薬学において、近い将来、極めて重要なものになってくるであろう。

⚫ It seems to me that these two functions of water are the most

fundamental in LIFE and that they will become very critical in

biology, medicine and pharmacology in near future. 22

故・リュック・モンタニエ
博士の人となり

Personality of
the late Dr. Luc Montagnier

1932年8月18日 - 2022年2月8日 (89歳)
Aug 18, 1932 – Feb 8, 2022 (aged 89)

2015年9月24日 - Sep 24, 20152014年10月11日 - Oct 11, 2014

2014年10月10日 - Oct 10, 2014

• 常に真実を語る科学者と
して、私は尊敬申し上げて
おりました。

• I respected him so much, 

as he was always sincere in 

science talking only the 

TRUTH.

フランスのテレビ局における
リュック・モンタニエ博士の発言

2020年4月17日

Comments 

by Dr. Luc Montagnier 

at a French TV program
Apr 17, 2020



5

(En Subs) - Nobel Prof. Montagnier : COVID-19 caused by 
a vaccine experiment gone bad - 2020.04.17

（英語字幕付き）モンタニエ博士－ワクチンの実験によって引き起こされた
COVID-19が悪い結果をもたらした （2020年4月17日）

フランスのテレビ局CNEWSによるリュック・モンタニエ博士へのインタビュー
FULL INTERVIEW of Medecine Nobel Prize Luc Montagnier 

on French mainstream channel CNEWS

https://youtu.be/-a7nld57f2M

司会者の質問とモンタニエ博士のコメント (1)
Question by MC and Answer by Dr. Montagnier (1)

2020年4月17日－Apr 17, 2020

Q: Have you reached any conclusions? 何らかの結論に達したのですか？

M: We have come to the conclusion that, indeed, there was a manipulation done on 
this virus.
私たちは、「このウイルスは人工的に操作されたものである」との結論に達しました。

Q: What do you mean? それは一体どういう意味ですか？

M: There’s a pattern that is obviously the classic virus and there it is a model 
especially coming from bats. But on this model, someone added on top of that 
some sequences including HIV, the virus for AIDS.
従来型のウイルスのパターンが含まれているのは明らかであり、それはコウモリ由
来のものです。しかしながら、このパターンに対して、何者かが、エイズウイルスであ
るHIVの遺伝子配列を加えています。

Q: It‘s not natural, is that what you mean? 自然なものではないということですか？

M: No, it is not natural, it was a job of professional, a job of molecular biologists. It‘s a 
very meticulous job, we can say of precision if you look at the sequences.
はい、これは自然に生じた配列ではありません。プロの仕業であり、分子生物学者
の仕業です。細部まで行き届いた仕事です。遺伝子の配列を見れば、このことは確
かです。

司会者の質問とモンタニエ博士のコメント (2)
Question by MC and Answer by Dr. Montagnier (2)

2020年4月17日－Apr 17, 2020

Q: Because it was said that…a rumor has been going around that it was of human 
origin after all, and then it was rebutted from most of the scientific authorities 
anyway?
このウイルスは人工のものであるとの噂が流れましたが、でも、権威ある科学者たち
からは、その説は否定されたと思いますが。

M: There‘s still a will to cover this up, if you will, the works. We’re not the first. A 
group of Indian researchers, very renowned, had published the same thing. They 
were forced to retract it.
この事実を隠そうとする動きがまだあるのです。この事実を明るみに出したのは、我
々が最初ではありません。インドの研究者たちが同じことを既に発表していました。
ですが、彼らはそれを取り下げるように強制されたのです。

***

M: I am, shall we say, out of age, and a Nobel Prize winner, and I can work freely. And 
so there‘s no pressure that can work on me.
私は老齢であり、ノーベル賞受賞者であることもあって、自由に仕事をすることがで
きるのです。私に対して、誰も圧力をかけることはできません。

司会者の質問とモンタニエ博士のコメント (3)
Question by MC and Answer by Dr. Montagnier (3)

2020年4月17日－Apr 17, 2020

Q: What do you think are the means to fight the contagion? 感染に対してどのように
対策したら良いのでしょうか？

M: It is that the waves can modify the frequencies. Certain wave frequencies can 
change the presence of these sequences. As they are foreign, maybe we can 
distinguish them from the rest of the coronavirus and selectively destroy them.
波動は周波数を修正することができます。ある種の波動の周波数は、これらの遺伝
配列を変化させることができます。これらの遺伝子配列は外来のものなので、コロナ
ウイルス本来の遺伝子配列と区別して、それらだけを選択的に破壊することができ
るのです。

Q: What do you call “the waves”? Waves are electromagnetic waves, right? 波動とは
何ですか？ それは電磁波のことですか？

M: We‘re surrounded by electromagnetic waves. Why don’t we just use some of 
these waves to destroy sequences, selectively, of RNA or DNA? That‘s one 
possibility, but it’s not a certainty, of course.
私たちは電磁波に囲まれています。それらの電磁波の一部を使って、RNAやDNAな
どを選択的に破壊するために活用することはできないでしょうか。これは一つの可
能性です。勿論、100%確実なことではありませんが。

新型コロナウイルスにHIVの配列が含まれていることを
示したペレツ博士とモンタニエ博士の論文（2020年7月30日）

Scientific Report by Perez & Montagnier showing that the COVID-
19 genome contains sequences from HIV (Jul 30, 2020)

2022年1月13日のルクセンブルク議会でのモンタニエ博士の発言
連新社@HimalayaJapan, Jan 22, 2022 (GETTR)

Comment by Dr. Montagnier at the Luxembourg Parliament on Jan 13, 2022

https://gettr.com/post/ppwqsr7203

• 今回のワクチンは毒薬であり、本物のワクチンではない。
• This vaccine is a poison, not a genuine vaccine.

https://youtu.be/-a7nld57f2M
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2022年1月16日のLuc Montagnierからのツイート
Tweet from Luc Montagnier on Jan 16, 2022

https://twitter.com/LucMmontagnier/status/1482464493674409988

2022年1月16日のDANNYからのツイート
Tweet from DANNY on Jan 16, 2022

THANKS TO THE DOCTOR
A GREAT DOCTOR who ALWAYS 
HONORED the HIPPOCRATES OATH ...!

ドクター、ありがとう！

ヒポクラテスの宣誓を常に尊重した
偉大な医師...！

https://twitter.com/DanyDannydrive/status/1482386549257949186

2022年2月10日のモンタニエ博士チームからのツイート
Tweet from Team@LucMmontagnier on Feb 10, 2022.

彼が始めたことが、彼の死によって終
わることのないように、願っています！
- チーム＠LucMmontagnier

https://twitter.com/LucMmontagnier/status/1491718378393726977

2022年2月8日、パリのアメリカ病院にて、モンタニエ博士逝去。
死因は公開されていない。

Dr. Montagnier passed away at ｔhe American Hospital of Paris on Feb 8, 2022.
Cause of Death is not publicized.

【結論】 オミクロンの変種は人工的に遺伝子操作された産物である可能性が非常に高い。
【Conclusion】 The Omicron variant is highly likely a product of artificial genetic modification.

2022年9月10日－掛谷英紀（筑波大学）＆松本義久（東京工業大学）
2022年3月30日 Ver 1, 2, 3 / 2022年9月10日 Ver 4

Sep 10, 2022－Hideki Kakeya (University of Tsukuba) & Yoshihisa Matsumoto (Tokyo Institute of Technology)
Mar 30, 2022 Ver 1, 2, 3 / Sep 10, 2022 Ver 4

⚫ 常に真実のみを語る本物の科学者だったと思います。I believe that he was 

a genuine scientist talking only the truth always.

⚫ 水の情報記憶という分野は、その仕組みについて、ほとんど未知であるからこそ、
科学的に探究していく意義があると言われていました。He was saying that 

the research area of water memory is worth exploring, 

because its mechanism is mostly unknown.

⚫ 新型コロナウイルスや新型コロナワクチンについても、他からの圧力などを一切
忖度することなく、真実を語ってくれました。He talked about the truth 

even on the novel coronavirus and its vaccine without any 

consideration on the unreasonable pressures given from 

outside.

⚫ 波動的な技術によって、DNAやRNAの情報配列すらも修正できると考えていま
した。Even he was thinking that the sequence of DNA/RNA can 

be modified by vibrational technologies.

⚫ 私たちは、モンタニエ博士が取り組んでこられた「水の情報記憶」という研究テー
マを引き継いで行く必要があるでしょう。We need to continue the work 

that he had been doing, that is, the memory of water.

⚫ ご冥福を祈ります。May he rest in peace.

モンタニエ博士への追悼メッセージ
Memorial Message to Dr. Montagnier Thank you for 

your attention !

ご静聴、ありがとうございます。

I love you.

I thank you.

I respect you.

IHM&オフィス・マサル・エモト／生命システム研究所
yasuyuki.nemoto@hado.com

ynemoto@life-system-labo.com

https://life-system-labo.com/
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