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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第１５回 「水の記憶」の科学者ジャック・バンヴェニストとリュック・モンタニエ 

 

矢倉英隆 

 

「証拠の不在は不在の証拠にはならない」 

――カール・セーガン 

 

2006年末、これからを模索するためにパリを訪問した。パスツール研究所で友人と

話し込んでいる時、この話題が出た。アレルギーを起こす IgE抗体を含む血清をどん

どん薄めていき、その中に抗体の一分子も含まないところまで希釈した段階でアレル

ギー反応を起こす活性を調べたところ、驚くべきことに陽性の反応を観察したフラン

ス人がいたというのである。その成果は 1988 年に Nature 誌に発表され、マスコミは

この現象を水にはその中を通ったものを記憶する能力があるとしてセンセーショナ

ルに報じた。しかしその後、公開実験までやったが再現性は見られず、その人はフラ

ンスの科学界から排斥され、不遇のうちに亡くなったという。免疫学者ジャック・バ

ンヴェニスト（Jacques Benveniste, 1935-2004）博士の話である。今ではバンヴェニス

ト事件と言われているこの話を聞いた時、感受性が過度に研ぎ澄まされた状態にあっ

たこともあり、実に不思議な感覚が襲ってきた。そして、この発見は最初に「水には

記憶がある」という前提がなければできないはずで、一体どこからそのような発想が

出てきたのかに強い興味が湧いたのである。ただ、当時は自らの将来の模索に追われ、

その後は学生生活に忙殺される中、詳しく調べるところまで行かなかった。 

 

そして、2008年春。放射線治療学が専門のモーリス・テュビアナ（Maurice Tubiana, 

1920-）博士の手になる『医学思想史』（Histoire de la pensée médicale, Flammarion, 1999）

を読んでいる時、陶器で有名なドイツはマイセンの絵付師の息子として生まれた医師

サミュエル・ハーネマン（Samuel Hahnemann, 1755-1843）に関する次のような記述が

現れた。 
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「一般の治療はアロパシーと言われ、熱を下げるために解熱剤を用いるように、ある

症状を抑えるにはそれに対抗する薬剤を用いる。しかし、ハーネマンは健康な人に症

状を起こす物質こそ病気の治療に使えるという『類似の法則』を導き出し、ホメオパ

シーという療法を開発した。その際、症状を起こす物質の濃度を段階希釈で極端に薄

め、出来上がった液体の中にはその物質が 1 分子も含まれないという条件のもと

に・・・」 

 

 

ジャック・バンヴェニスト博士 

ⒸAssociation Jacques Benveniste pour la Recherche 

 

この件を読んだ時、バンヴェニスト博士のことが蘇ってきた。博士の発想は 2世紀前

のハーネマンの思想にあることがわかっただけではなく、ホメオパシーがわたしの意

識の外にあったことに気付いたのである。バンヴェニスト博士の死後に出された人生

総括の書『「水の記憶」に関するわたしの真実』（Ma vérité sur la « mémoire de l’eau », 

Albin Michel, 2005）によると、このプロジェクトは研究室に来ていたホメオパシー専

門医の提案で始められたもので、博士の最初の反応は、やりたければやってもよいが

結果は当然のことながらネガティブだろうというものだった。しかし、驚くべき結果

が出て、その謎に深入りすることになったのである。 
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この直後、近くにある市の図書館で新聞や雑誌の切り抜きファイルを何気なく捲っ

ている時、雑誌 Enjeux les Echos で「20世紀の医学はその蓄えを使い果たした」と語

るエイズウイルス発見者リュック・モンタニエ（Luc Montagnier, 1932-）教授のイン

タビュー記事が目に入り読み進むと、現代医学の現状を分析した後、こう続けていた。 

 

「わたしは理性的で偏見も持たない。植物エキスを治療に使ったわれわれの祖先の智

慧をまだ科学的に検討できていない。分子生物学は多くの成果を上げたがほぼ限界に

来ていて、すべてを説明することにはなっていない。ホメオパシーもまだ謎のままで

ある。祖先の経験を否定するところからは何も生まれず、むしろ現代医学と結びつけ

る試みが大切である。細菌やウイルスの間でも『水の記憶』と同様の情報交換が行わ

れていることを推測させる現象を見つけており、バンヴェニスト博士の仕事を再検討

していきたい。生物学と物理学の交差するところに新たな領域があり、新しい概念に

基づく研究所の設立を考えている」 

 

モンタニエ教授は科学界から完全に葬り去られたバンヴェニスト博士を「現代のガリ

レオ（Galileo Galilei, 1564-1642）」と呼び、その名誉を回復しようとしていたのであ

る。これらの詳細は、その著書 『生命の戦い』（Les Combats de la vie, Jean-Claude Lattès, 

2008）に詳しい。この中にはフランス人の 5 人に 1人がホメオパシー療法の信奉者で

あり、ホメオパシーを実践する医師はフランス国内で 18,000人になるという記述があ

り、日本との違いに驚いたことも遠い昔に感じられる。 

 

 ここで、バンヴェニスト博士の歩みを改めて振り返ってみたい。バンヴェニスト博

士は 1970 年代前半に血小板活性化因子（PAF）を発見するなどの業績を挙げ、フラ

ンスではノーベル賞の可能性があるという意味で « nobélisable » な科学者に数えら

れていた。『「水の記憶」に関するわたしの真実』を読むと、政治的関心が強く、医

療の政策決定の過程にも関わり、フランス科学界の重鎮支配やそこから生まれる閉鎖

性、さらに臨床研究、応用研究の軽視に苛立ちを隠さない野心的な科学者の姿が浮か

び上がってくる。そして、「水の記憶」の論文以降、彼の人生は大きな渦に巻き込ま

れることになる。1986 年春、ヒトの好塩基球を使い、IgE抗体の高希釈液が誘導する

脱顆粒をトルイジンブルー染色で検討した問題の論文は Nature誌に投稿された。当時

の編集長ジョン・マドックス（John Maddox, 1925-2009）氏の反応はネガティブであ

ったが、他の研究室で再現性が確かめられた場合という異例の条件付きで受理される

ことになった。バンヴェニスト博士はミラノ、トロント、テル・アビブの研究室で行
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なわれた再現実験の結果とともに再投稿し、論文は 1988年 4月に受理された。翌月、

ストラスブールの学会で彼の発表を聴いたル・モンドの記者が「水の記憶」という言

葉に翻訳したところから世界中に広まることになった。しかし、6 月中旬にマドック

ス氏から連絡が入り、論文は 6月下旬に発表するが、新たな条件として研究室を訪問

して実験状態を調査するという二度目の異例の提示をしてくる。つまり、内容は信じ

ていないが発表する、しかしこれから確認するという姿勢であった。論文は 6 月 30

日に発表され、7 月 4 日から 5 日間の調査訪問が行われたが、そのメンバーは物理学

者に加えて、科学者ではない不正行為を調べる専門家と奇術師の 3 名だった。編集長

の頭の中を理解したバンヴェニスト博士の頭には、もし信じていないのであれば、な

ぜ発表前に調査をしなかったのかという疑問が去来するのである。 

 

マドックス氏のグループがパリを訪問した際、フランス科学界の重鎮を交えた会食

が開かれたという。バンヴェニスト博士は自らの研究が擁護されることを期待してそ

の席に参加するが、彼の期待は完全に裏切られる。フランス科学界に恥をかかせる行

いだと断罪され、そのサークルから見捨てられる儀式だったことを悟るのである。7

月 28 日の Nature 誌に調査報告が発表されてからは表向きの批判だけではなく、それ

まで接触のあった科学者も彼との距離を取るようになる。また、研究を支援していた

会社もその打ち切りを表明し、博士は四面楚歌の状態に置かれる。米国の NIH

（National Institutes of Health）に相当する INSERM（Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale）もこのような状態はフランス科学界のイメージを傷つけるもので

あり、将来のフランス人のノーベル賞受賞にも影響しかねないとの懸念を表明。1989

年 7月、INSERM は研究室の存続についてアメリカとイギリスの研究者に依頼してあ

った評価をもとに、研究計画の不備と研究成果に対する疑義に十分に答えていないこ

とを理由に契約を 4年残して暫定的に年内までとする旨の決定をする。これは研究者

バンヴェニストにとっての死刑宣告になったとご本人が書き残している。1993 年 12

月には同じ Nature 誌に博士のグループの論文タイトルの否定形をタイトルとする研

究がロンドン大学のグループから出され、高希釈 IgE抗体を用いた好塩基球脱顆粒の

システムに関係する仕事を受理する雑誌はなくなった。博士は “publish or perish”をも

じり、Nature誌がやったことは « publier puis périr »（発表し、そして死ぬ）だと厳し

く指摘している。 

 

実験系を変える必要を感じていた博士は、1990 年から 19 世紀末に開発された摘出

心臓のランゲンドルフ潅流系を用いて研究を進める。具体的には、ヒスタミンや卵白
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アルブミンで感作したモルモットの心臓を摘出し、高希釈ヒスタミンやアルブミンが

摘出心を収縮できるか否かを解析するものである。その結果、この系でも高希釈材料

が効果を示すことが明らかになる。そして、これらの現象は分子そのものに因るので

はなく、分子から生まれる電磁シグナル（electromagnetic signal: EMS）が水に捉えら

れた後に放出されるとの仮説を採用する。しかし、それまでの研究がアーティファク

トによるもの、あるいは疑似科学とされたため、博士が「科学の検閲」と形容するよ

うに正統科学の中で発表する機会は失われ、1993年末で彼の研究室は閉鎖された。博

士はその後も一つの試験管に入れた分子（アルブミン、アセチルコリン）から出され

る EMS を捕捉、増幅して別の試験管に移動させランゲンドルフ潅流系で確認する実

験、さらには音を CD に録音するように EMS を CD に記録するという「デジタル生

物学」（la biologie numérique）の研究を続けられた。しかし、これらの研究も科学界

に受け入れられることはなかった。新しい考えを受け入れようとしないシステムにな

った現在の科学は破壊しなければならないと語る博士の姿に深い孤独と怒りさえ見

る思いがする。 

 

 

リュック・モンタニエ教授 

ⒸUNESCO Danica Bijeljac. JPG 

 



医学のあゆみ（2013.4.13） 245 (2): 203-206, 2013 
 

6 
 

モンタニエ教授の記事を読んで暫くして、ある方から最新の研究成果を紹介された。

論文はMontagnier L, et al.: Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures 

derived from bacterial DNA sequences, Interdisciplinary Sciences: Computational Life 

Sciences 1: 81–90, 2009 である。この研究は、マイコプラズマ（Mycoplasma pirum）に

感染したヒトのリンパ球培養上清を濾過で無菌化した材料には非感染リンパ球を感

染させる能力があることをもとに始められた。マイコプラズマに加え、大腸菌などの

細菌を用い、培養上清を濾過した材料を希釈して EMS の発生条件や性状などを調べ

ている。その結果、低希釈では見られない EMS が高希釈では発生すること、低希釈

と高希釈のものを混合するとEMSが見られなくなることから低希釈材料にはEMS発

生を抑制する効果があること、同じ細菌の低希釈と高希釈材料を別のプラスチック・

チューブに入れ、隣り合わせにして 1 日室温で放置すると高希釈材料の EMS 発生が

抑制されるが、チューブの間にシールドを入れると抑制が解除されること、デオキシ

リボヌクレアーゼ処理で EMS が消失するが、DNAを幅広い間隔で切断する酵素処理

では EMS の抑制は起こらないので短い DNA 配列か稀な配列が EMS の発生過程に関

与している可能性があること、さらに EMS を発生する細菌は病原性を持つものが多

く、ラクトバシラスなどでは EMS が発生しないことなどを報告している。生物学だ

けの素養では俄かには信じられない現象が観察されている。バンヴェニスト博士によ

ると、ジャック・モノー（Jacques Monod, 1910-1976）、フランソワ・ジャコブ（François 

Jacob, 1920-）の伝統のためかフランスの中心では基礎研究が重視され、古典的な手法

を用いる研究や臨床研究、応用研究は低く見られる傾向があったという。その意味で

は、モンタニエ教授もこの空気の中で戦っていた可能性があり、お二人の主流に抗す

る気質には共振するものがあるのかもしれない。 

 

ところで、モンタニエ教授の言葉を最初に読んだ時、ノーベル化学賞と平和賞を受

賞しているライナス・ポーリング（Linus Pauling, 1901-1994）博士が晩年に行ったビ

タミン C の研究が頭に浮かんできた。実はバンヴェニスト博士の『「水の記憶」に関

するわたしの真実』の序を書いている方も 1973 年にノーベル物理学賞を受賞してい

るブライアン・ジョゼフソン（Brian Josephson, 1940-）ケンブリッジ大学教授で、そ

の言葉を読むと主流の研究から外れた領域での発見について深く考えることなく陶

片追放することを戒める心が見えるかのようである。ノーベル賞受賞者が特にその晩

年、疑似科学とも言えるような研究を行うことをノーベル病（Nobel disease）と呼ぶ

人もいるが、このお三方はその患者に数えられるのだろうか。そして、この病気をど

う捉えればよいのだろうか。このシリーズでも取り上げたことのあるイリヤ・メチニ
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コフ（Élie Metchnikoff, 1845-1916）も晩年に寿命延長のために乳酸菌（ヨーグルト）

を推奨し、オーギュスト・コント（Auguste Comte, 1798-1857）は人間精神の最も未熟

な状態にあるとご自身が唱えていた宗教を始めている。人間というものはその晩年、

それまでの囚われの心から自由になり、奇抜なアイディアによる研究への欲求が解き

放たれるのだろうか。このような現象を科学の外から眺めると、そこには百花繚乱の

研究が生まれる可能性があるように感じ、一概に否定するよりはその営みの跡を探っ

てみたい誘惑に駆られる。それとは別に、年を重ねて締まりがなくなることへの戒め

も生まれる。 

 

今回のお話では、科学に内在する異端を排除する力の激しさを見せつけられる思い

がした。フランス科学界の高みにいた科学者が石もて追われた時の孤独感、屈辱感は

どのようなものだったのだろうか。鬱と悲しみが漂っているバンヴェニスト博士晩年

の写真が苦しみの深さを表しているように見える。いつの日か、モンタニエ教授が形

容するように「20世紀のガリレオ」としてバンヴェニスト博士が蘇り、『「水の記憶」

に関するわたしの真実』が科学史に残る本になることはあるのだろうか。静かに時の

流れを眺めたい。 

 

（2013 年 3月 5日） 
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