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Abstract 
要旨 
 
The report presents the results of combined (Mössbauer and mass-spectroscopy) 
qualifying examinations of stable isotope transmutation processes in growing 
microbiological cultures, in the iron-region of atomic masses.  
この論文は、（メスバウアーおよび質量分析）を組み合わせた、成長する微生物群における

安定同位体の元素転換のプロセスの適格な検査結果を提示する。 
 
It is shown that transmutation during the process of growth of microbiological cultures, 
at optimal conditions in microbiological associations, is 20 times more effective than the 
same transmutation process in the form of “One-line" (clean) microbiological cultures.  
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微生物群の成長のプロセスを通した元素転換は、微生物の連携における最高の条件で、「ワ

ンライン」（クリーン）微生物群型の同じ元素転換のプロセスよりも２０倍になることが証

明された。 
 
In the work, the process of direct, controlled decontamination of highly active 
intermediate lifetime and long-lived reactor isotopes through the process of growing 

microbiological associations has been studied.  
作業の中で、成長する微生物の連携のプロセスを通じて、高レベル放射性の中期的な半減

期および長寿命の原子炉の同位体の、直接の、制御された除染を実験の対象とした。 
 
For the first time, an accelerated deactivation rate is observed that is 35 times larger 
than the controlled deactivation of the Cs137 isotope.  

はじめは、Ｃｓ同位体の制御された非活性化よりも３５倍大きく加速された非活性化率が

観測された。 
 
A theoretical model of low-energy nuclear transmutation in biological objects is 
discussed also. 
生物における低エネルギー核転換の理論モデルも検討された。 

 
© 2011 ISCMNS. All rights reserved. 
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1. Introduction and Foundation of the Effect of Isotopes Transmutation in Biological 

Systems 
１．生体系における同位体の元素転換の効果についての導入と基礎 

 
2. Experimental Investigation of Fusion of Ironregion Stable Isotopes in Optimal 

Growing Microbiological Associations 
２．最高の成長する微生物の連携における鉄調整イオンの安定同位体の核融合の実験研究 
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3. Experiments on Controlled Decontamination of Intermediate and Long-Lived Active 

Isotopes in Biological Cells 
３．生物細胞における中長寿命の放射性同位体の制御された除染における実験 
 
3.1. Controlled decontamination of intermediate lifetime reactor isotopes 
３．１．中寿命の原子炉の同位体の制御された除染 
 
3.2. Controlled decontamination of long-lived reactor Cs137 isotopes in biological cells 
３．２．生体細胞における長寿命の原子炉のＣｓ１３７の同位体の、制御された除染 
 
The investigation of controlled decontamination of the long-lived reactor Cs137 isotope 
[7] has been carried out, based on using the identical distilled water but with a process 
that involves Cs137 with an activity of 2×104 bq.  
２×１０４ベクレルの放射能をもつＣｓ１３７を含む同じ蒸留水を使って行った、長寿命の

Ｃｓ１３７同位体を、制御された条件で除染する研究を実施した。 
 
In the experiments, eight identical closed glass flasks with very thin walls and with 10 
ml of the same active water in each were used (see Fig. 8). The MCT compound was 
placed in seven glass flasks. 
この実験では、それぞれに同一の放射性の水を１０ｍｌ入れた、８本の同一の密閉した肉

薄のガラス製のフラスコを使用した。ＭＣＴ（微生物触媒転換体）の顆粒を７本のガラス

製のフラスコに入れた。 
 
In six different flasks, different pure K, Ca, Na, Fe, Mg, and P salts as single admixture 
were added to the active water.  
６本の異なるフラスコには、異なる純粋なＫ、Ｃａ、Ｎａ、Ｆｅ、及びＰの塩を、単体の

添加物として、放射性の水に加えた。 
 
These chemical elements are vitally necessary for any cultures.  
これらの化学元素は、どんな微生物群にも、生存上必須である。 
 
Each of these specific replacements completely blocks all possible transmutation 
channels, in which any of the biochemical analogs of the specific chemical element can 
be used. 
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特定の化学元素のいかなる生化学的類似物を使おうと、これらの固有の置換は、いずれも、

あらゆる可能な転換経路を、完全にブロックする。  
 
Two additional flasks were used for control experiments: one flask contained the active 
water and MCT (but without additional salts) and in another one was only active water 
(without salts and MCT). 
２本の別のフラスコは、対照実験に用いられた。１本のフラスコには,放射性の水とＭＣＴ
（微生物触媒転換体）を入れたが、（塩は添加せず）、もう１本には,放射性の水だけで、（塩
もＭＣＴも入っていない）。 
 
The cultures were grown at the temperature of 20"C.  
微生物群は、２０℃の温度で成長した。 
 
Activity of all closed flasks was measured every 7 days by precise large amplitudes 
using a Ge detector.  
全部の密閉したフラスコの放射能は、７日ごとに大きな計測域のゲルマニウム測定器を使

って、精密で大きな計測域で計測された。 
 
The results to show the change of the relative activity Q(t)/Q(0) of the isotopes are 
presented in Fig. 9 and Table 2. 
同位体の相対的な放射能のＱ（ｔ）／Ｑ（０）比の変化を示す結果は、第９図と表２に示

す。 
 
We have observed increased rates of decay (more precisely accelerated rate of 
utilization) of Cs137 isotopes in all experiments with MCT and in the presence of 
different additional salts during 100 days!  
我々は、ＭＣＴ（微生物触媒転換体）および異なる塩を添加した全ての実験において、１

００日間に及ぶＣｓ１３７同位体の壊変率の増加（より正確には、利用の加速率）を観測

した！ 
 
Table 2. Deactivation of different active isotopes in optimal experiment (MCT + active 
water with presence of Cs137+ CaCO3salt) 
表２．最高の実験（Ｃｓ１３７とＣａＣＯ３塩と共存するＭＣＴ＋放射性の水）における異

なる放射性同位体減衰 
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Figure 7. Activity Q(t) of the same reactor Ba140, La140 and Co60 isotopes in the 
experiment on transmutation (activity Qcultures in pure reactor water in presence of 
metabolically active microorganisms) and in the control one (activity Qcontrol in the 
same pure reactor water without microorganisms). t is the time after extraction of 
radioactive water from the active zone of reactor. 
図７．元素転換の実験における同一の原子炉のＢａ１４０、Ｌａ１４０およびＣｏ６０の

同位体の放射能Ｑ（ｔ）（代謝的放射性微生物が存在するピュアな原子炉の冷却水の放射能

のＱ微生物群）および対照群１(微生物がいない同一のピュアな原子炉の冷却水の放射能の
Ｑ対照群)。ｔは原子炉の反応ゾーンからの放射性冷却水抽出後の時間。 
 

 

 
Figure 8. Study of utilization of active isotopes at different conditions. 
図８．異なる条件下での放射性同位体の利用に関する調査研究。 
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Figure 9. Accelerated deactivation (accelerated rates of decay) of Cs137 isotope in 
“biological cells” in presence of different chemical elements. 
図９．異なる化学元素が存在する中での「生体細胞」の中でのＣｓ１３７同位体の加速さ

れた減衰（壊変の加速率）。 
 
In the control experiment (flask with active water but without MCT), the ”usual” law of 
nuclear decay applies, and the life-time was about 30 years. 
対照群の実験（ＭＣＴを含まない放射性の水のフラスコ）では、「通常の」核壊変の法則が

当てはまるので、半減期は約３０年であった。 
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The most rapidly increasing decay rate, which occurred with effective lifetime =310 
days (involving an increase in rate, and decrease in lifetime by a factor of 35 times) was 
observed in the presence of Ca salt!  
実効半減期が３１０日という最も急速な壊変率の増加（３５倍の増加率と寿命の短縮をも

たらした）は、Ｃａ塩の存在下において観測された！ 
 
In the presence of an abnormal (redundant) quantity of potassium in the nutritious 
media, the process of Cesium transmutation becomes very weak and the life-time of the 
decay was 10 years. 
培養基における過剰な（余剰の）量のカリウムの存在下では、セシウムの転換はきわめて

微弱になり、半減期は１０年だった。 
 
A possible reaction of radioactive Cs137 isotope utilization is 

Cs137 + p1 = Ba138 + 5.5 MeV. 
放射性Ｃｓ１３７同位体の利用について起こりうる反応は、 

Cs137 + p1 = Ba138 + 5.5 MeV. 
である。 
 
The result of this reaction is the creation of a stable Ba138 isotope. 
この反応の結果は、安定したＢａ１３８同位体の生成である。 

 
What is the reason and sense of this reaction for microcultures? 
微生物群のためのこの反応の理由と意味は、何であろうか？ 
 
Each metal has its peculiar oxidizing-reconstructive and/or stereochemical analogue 
among vital microelements, adapted to the particular culture, which are well 
represented components in microorganisms’ metabolism (K+, Na+, Mg2+ and others).  
必須の微量元素の中の微量栄養素中の個々の金属は、固有の酸化還元作用と立体構造の類

似性の一方または両方をもっており、特定の微生物群に適応しており、微生物の代謝にお

ける代表的な成分である（Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｍｇ２＋、その他）。 
 
The oxidizing-reconstructive analogy, or redox analogy, implies proximity or parity of 
redox potentials of reconstructive reactions of a metal and a macro element; 
stereochemical – proximity or parity of ionic radiuses of a metal and a macro element.  
酸化還元反応の類似性、つまり酸化還元の類似性は、金属と多量元素の還元反応の酸化還

元能の近接性ないし等価性、および立体化学的類似性ないし、金属と多量元素のイオン半

径の等価性を暗示している。 
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One of the consequences of the stereochemical analogy and redox analogy is the 
non-peculiar nature of interaction of microorganisms with metals.  
立体化学的類似性と酸化還元の類似性の影響の一つは、微生物の金属との相互作用が固有

的でなくなる性質である。 
 
Receptor and transporting and oxidizingreconstructive systems of a microbial cell make 
“errors” due to proximity of values of ionic radiuses or redox potentials of a metal and a 
macro element, and therefore a metal is either accumulated by a microbial cell in a 
non-peculiar way (by“non-peculiar” we mean accumulation of metals by microganisms 
not adapted to them) or it is reconstructed (often with generation of insoluble in water 
compounds).  
微生物の細胞のレセプターと輸送系と酸化還元システムは、金属と主要元素のイオン半径

の値や酸化還元能に近似性があるために、「エラー」を招き、そのために、金属は微生物の

細胞によって固有でない形で集積され（「固有でない」という表現によって我々が意味する

のは、適応できない微生物による金属の集積のことである）、また（しばしば水溶性化合物

のなかで、不溶性物質を生成する）還元反応を生じる。 
 
Some metals are capable of both accumulation and reconstruction by microorganisms. 
Due to the non-peculiar nature of the aforementioned processes, metals should interact 
with microorganisms, not adapted to them.  
金属によっては、微生物による集積と還元の両方を可能とする。前述のプロセスが、固有

でない性質をもつことで、金属は微生物に適応せず、微生物と相互に作用をすることもあ

りうる。 
 
Stereochemical analogy presumes proximity or parity of ionic radiuses of a metal and a 
macro element. Microorganisms react with metals because of this stereochemical 
analogy. 
立体化学的な類似性は、金属と多量元素のイオン半径の値の近似性を推測させる。微生物

は、この立体化学的類似性のゆえに、金属と反応する。 
 
The Ba2+ and K+ ions are chemically alike and have approximately the same ionic 
radius of the associated ionic state (RBa % 1.4 Å , RK % 1.33 Å).  
Ｂａ２＋とＫ＋は化学的に類似しており、同類のイオン状態の、ほぼ同じイオン半径（Ｒ

Ｂａ＝１．４Å、ＲＫ＝１．３３Å）をもっている。 
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We speculate that substitution of the element K can result in one, among several, 
vitally necessary elements.  
我々は、元素Ｋの置換は、いくつかの必須の元素の候補の中の、一つになりうると推測し

ている。 
 
Ba2+ ions can be created, in principle (as in the last reaction) by substituting elements 

involving K+ ions in metabolic processes while microbiological cultures are growing.  
Ｂａ２＋イオンは、原理的に、（先の反応と同様）、微生物群が成長する際の代謝のプロセ

スにおいて、Ｋイオンを含む元素を置換することによって生成することができる。 
 
This substitution is potentially more effective than the “direct” replacement of 
Potassium for Cesium because the ionic radius of Cesium is RCs % 1.65–1.69 Å which is 

larger than the ionic radius of RK % 1.33 Å of Potassium.  
この置換は、セシウムのイオン半径がＲＣｓ＝１．６５～１．６９Åで、カリウムのイオン

半径ＲＫ＝１．３３Åより大きいので、カリウムとセシウムの「直接的な」置換よりも実現

性が高い。 
 
These ions can replace each other in transporting ions through a membrane to a cell (e.g. 

[8]). A lot is known of such replacements for different ions. 
これらのイオンは、イオンを細胞膜を通して細胞に移送する中で、相互に置換できる（ｅ．

ｇ．[８]）。異なるイオンに関するこうした置換の例は、多く知られている。 
 
What is the reason for increasing the efficiency of transmutation by increasing the 
concentrations of calcium?  

カルシウムの濃度を上げると、転換効率が増す理由は何だろうか？ 
 
These phenomena are probably connected with general problems of metabolic processes 
involving microbiological cultures.  
このような現象は、多分、微生物群を含む代謝のプロセスの一般的な問題に関係している。 
 

Optimal growth of microcultures takes place when a balanced relation of micro 
elements occurs.  
微量元素のバランスのとれた関係が生じている時に、微生物群の最適な成長がもたらされ

る。 
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The phenomenon of low-energy transmutation of chemical elements and isotopes in 
biological systems and creating conditions for sustaining it is based upon the heuristic 
proposition that if some of the required elements or microelements are not present in 
the living environment (or nutrient media), then, given that certain pre-requisites are 
met, it will be synthesized as a result of the transmutation.  
生体系における化学元素と同位体の低エネルギー元素転換の現象と、それを維持するため

の成立条件は、もし生育環境（あるいは培養基）に必要な元素や微量元素のいくつかが存

在しなかった場合、そして、何らかの前提条件が満たされた時に、元素転換の結果として

合成されるであろうという経験則に基づいている。 
 
In fact, such an approach unambiguously suggests that the ratio of all the necessary 
elements in each type of living organisms is fixed. 
実際、このようなアプローチは、それぞれの種類の生物における全ての必須元素の比率は

決まっているということを、一義的に示唆している。 
 
These results reveal a non-trivial nature of interactions of different microelements.  
このような結果は、異なる微量元素間の相互作用の重要な性質を明らかにしている。 
 
By changing the makeup of the nutrient medium, it is possible to control the speed of a 
culture’s growth.  
培養基の組成を変更することによって、微生物群の成長のスピードをコントロールするこ

とができる。 
 
Lacking at least one of the microelements in the nutrient medium hinders the 
development of the entire biological object. 
培養基の微量元素の少なくとも一つが欠けると、生物全体の成長を妨げることになる。 
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