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(57)【要約】
本体を含む電気システムは、両方の螺旋構造の周囲に巻
かれるツイスト導電性ワイヤを有する、二重螺旋と類似
する構造を有し得る。電気システムは、療法を提供する
ことと、生命有機体の成長を促進することとを含む種々
の用途のために有用な電磁効果を生成するために使用さ
れ得る。本発明の一側面は、１つ以上の本体、１つ以上
の電流源、１つ以上の導体、１つ以上の導電性ワイヤ、
および／または他の構成要素を備えているシステムに関
する。個々の本体は、１つ以上のランナを含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　本体であって、前記本体は、
　互いに絡み合わされている第１のランナおよび第２のランナと、
　前記第１のランナの周囲に巻かれている第１の導体であって、前記第１の導体は、ツイ
スト導電性ワイヤの第１のペアを含み、前記ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、第１
のワイヤと、第２のワイヤとを含む、第１の導体と、
　前記第２のランナの周囲に巻かれている第２の導体であって、前記第２の導体は、ツイ
スト導電性ワイヤの第２のペアを含み、前記ツイスト導電性ワイヤの第２のペアは、第３
のワイヤと、第４のワイヤとを含む、第２の導体と
　を含む、本体と、
　第１の交流電流を前記第１のワイヤに、第２の交流電流を前記第２のワイヤに、第３の
交流電流を前記第３のワイヤに、および第４の交流電流を前記第４のワイヤに提供する１
つ以上の電流源と
　を備え、
　前記第１の交流電流と前記第２の交流電流とは、前記第１のランナの周囲を反対方向に
流れ、前記第３の交流電流と前記第４の交流電流とは、前記第２のランナの周囲を反対方
向に流れ、前記システムは、提供されている前記第１、第２、第３、および第４の交流電
流に応答して、電磁効果を生成するように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記第１のランナおよび前記第２のランナは、二重螺旋の形状において互いの周囲に螺
旋状に巻かれている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１の交流電流および前記第２の交流電流は、第１の周波数を有し、前記第３の交
流電流および前記第４の交流電流は、第２の周波数を有する、請求項１に記載のシステム
。
【請求項４】
　前記第１の周波数と前記第２の周波数とは、調和間隔を形成する、請求項３に記載のシ
ステム。
【請求項５】
　前記第２の周波数は、前記第１の周波数の倍数である、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも米国ワイヤゲージ規格（ＡＷＧ
）２０の直径のマグネットワイヤを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも１インチあたり１４４巻きに捩
じられている、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記１つ以上の電流源は、多チャネルオーディオ増幅器に結合されている多チャネル関
数ジェネレータを含み、前記多チャネルオーディオ増幅器は、前記多チャネルオーディオ
増幅器の第１のチャネルが前記第１のワイヤおよび前記第２のワイヤに電気的に結合され
、前記多チャネルオーディオ増幅器の第２のチャネルが前記第３のワイヤおよび前記第４
のワイヤに電気的に結合されるように配置されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記システムは、前記本体に近接した対象に療法を提供するようにさらに構成され、前
記療法は、前記生成される電磁効果を通して提供される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記システムは、前記システムの本体内またはその近くに配置されている生命有機体の
成長を促進するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
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【請求項１１】
　前記第１および第２の周波数は、０Ｈｚ～２０ｋＨｚである、請求項３に記載のシステ
ム。
【請求項１２】
　前記第１および第２の周波数は、ヒトが知覚可能な聴覚感度の範囲内である、請求項３
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記対象の電気生理学的情報に関連する情報を伝達する出力信号を生成するように構成
されているセンサをさらに備え、
　前記１つ以上の電流源は、前記生成される出力信号に対応するように前記第１の交流電
流、第２の交流電流、第３の交流電流、および第４の交流電流のうちの少なくとも１つを
動的に制御するように構成されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記電磁効果は、電磁場を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記提供される療法は、前記対象の周囲の赤外場と相互作用する、請求項９に記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　前記提供される療法は、前記対象のエネルギーの流れと相互作用する、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１７】
　１つ以上の物理プロセッサをさらに備え、前記１つ以上の物理プロセッサは、
　１つ以上のデジタルオーディオファイルを含む情報を得ることと、
　前記得られた情報を処理し、前記得られた情報に基づいて処理された信号を生成するこ
とと、
　前記処理された信号に基づいて、音信号を生成することと
　を行うようにコンピュータ読み取り可能な命令によって構成され、
　前記１つ以上の電流源は、前記生成された音信号に対応するように前記第１の交流電流
、前記第２の交流電流、前記第３の交流電流、および前記第４の交流電流のうちの少なく
とも１つを動的に制御し、それによって、前記第１の周波数および前記第２の周波数のう
ちの少なくとも１つが前記生成された音信号のうちの１つ以上の周波数に対応するように
構成されている、請求項３に記載のシステム。
【請求項１８】
　電磁効果を提供する方法であって、前記方法は、
　対象またはその近くにシステムを配置することであって、前記システムは、本体を含み
、前記本体は、第１のランナと、第２のランナと、第１のワイヤと、第２のワイヤと、第
３のワイヤと、第４のワイヤとを含み、前記第１のワイヤおよび前記第２のワイヤは、ツ
イストワイヤの第１のペアを形成し、前記第３のワイヤおよび前記第４のワイヤは、ツイ
ストワイヤの第２のペアを形成し、前記ツイストワイヤの第１のペアは、前記第１のラン
ナの周囲に巻かれ、前記ツイストワイヤの第２のペアは、前記第２のランナの周囲に巻か
れている、ことと、
　第１の交流電流、第２の交流電流、第３の交流電流、および第４の交流電流が、電磁効
果を生成するように、前記第１のワイヤを通して前記第１の交流電流を、前記第２のワイ
ヤを通して前記第２の交流電流を、前記第３のワイヤを通して前記第３の交流電流を、お
よび前記第４のワイヤを通して前記第４の交流電流を誘発することと
　を含み、
　前記第１の交流電流と前記第２の交流電流とは、前記第１のランナの周囲を反対方向に
流れ、前記第３の交流電流と第４の交流電流とは、前記第２のランナの周囲を反対方向に
流れる、方法。
【請求項１９】
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　前記システムを配置することは、二重螺旋の形状において互の周囲に前記第１のランナ
と前記第２のランナとを螺旋状に互いに絡み合わせることを含む、請求項１８に記載の方
法。
【請求項２０】
　前記第１の交流電流および前記第２の交流電流は、第１の周波数を有し、前記第３の交
流電流および前記第４の交流電流は、第２の周波数を有する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の周波数と前記第２の周波数とは、調和間隔を形成する、請求項２０に記載の
方法。
【請求項２２】
　前記第２の周波数は、前記第１の周波数の倍数である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも米国ワイヤゲージ規格（ＡＷＧ
）２０の直径のマグネットワイヤを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも１インチあたり１４４巻きに捩
じられている、請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１の交流電流および前記第２の交流電流を誘発することは、多チャネルオーディ
オ増幅器の第１のチャネルによって実施され、前記第３の交流電流および前記第４の交流
電流を誘発することは、前記多チャネルオーディオ増幅器の第２のチャネルによって実施
される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２６】
　前記本体に近接した対象に療法を提供することをさらに含み、前記療法は、前記生成さ
れる電磁効果を通して提供される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２７】
　前記システムの本体内またはその近くに配置されている生命有機体の成長を促進するこ
とをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１および第２の周波数は、０Ｈｚ～２０ｋＨｚである、請求項２０に記載の方法
。
【請求項２９】
　前記第１および第２の周波数は、ヒトが知覚可能な聴覚感度の範囲内である、請求項２
０に記載の方法。
【請求項３０】
　前記対象の電気生理学的情報に関連する情報を伝達する出力信号を生成することをさら
に含み、
　前記誘発することは、前記生成される出力信号に対応するように前記第１の交流電流、
前記第２の交流電流、前記第３の交流電流、および前記第４の交流電流のうちの少なくと
も１つを動的に制御することを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
　前記電磁効果は、電磁場を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記療法を提供することは、前記対象の周囲の赤外場と相互作用する前記生成される電
磁効果を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３３】
　前記療法を提供することは、前記対象のエネルギーの流れと相互作用する前記生成され
る電磁効果を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３４】
　１つ以上のデジタルオーディオファイルを含む情報を得ることと、
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　前記得られた情報を処理し、前記得られた情報に基づいて、処理された信号を生成する
ことと、
　前記処理された信号に基づいて、音信号を生成することと、
　前記生成された音信号に対応するように前記第１の交流電流、前記第２の交流電流、前
記第３の交流電流、および前記第４の交流電流のうちの少なくとも１つを動的に制御する
ことと
　をさらに含み、
　それによって、前記第１の周波数および前記第２の周波数のうちの少なくとも１つが、
前記生成された音信号のうちの１つ以上の周波数に対応する、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二重螺旋を形成し得る螺旋状に巻かれたランナを含む本体であって、二重螺
旋は、両方の螺旋構造の周囲に巻かれたツイスト導電性ワイヤを有する、本体、そのよう
な本体を含むデバイス、および／または電磁効果を生成するように構成されているそのよ
うな本体を含む（電気）システムに関する。本発明はさらに、そのような本体、デバイス
、および／またはシステムの製造に関する。本発明はさらに、そのようなデバイスおよび
システムの動作の方法ならびにそれらの用途に関する。本発明はさらに、生成される電磁
効果を使用することによって、患者に療法を提供すること、または生命有機体の成長を促
進することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　渦巻状に巻かれる電気導体は、ある電磁的特性および／または電磁効果を示し得る。例
えば、電磁コイルは、誘導子および／または変圧器の一部としての役割を果たし得、電気
回路内で多くの確立された有用な用途を有する。１つ以上の電磁コイルが、電磁場および
／または他の電磁効果を活用するために使用され得、電磁場および／または他の電磁効果
は、例えば、１つ以上の能動電流源がその１つ以上のコイルに動作可能に結合された場合
に生成される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の一側面は、１つ以上の本体、１つ以上の電流源、１つ以上の導体、１つ以上の
導電性ワイヤ、および／または他の構成要素を備えているシステムに関する。個々の本体
は、１つ以上のランナを含み得る。いくつかの実装では、１つのランナを含む本体は、螺
旋形状に配置されるランナを有し得る。ランナは、トロイダル形状に配置され得る。いく
つかの実装では、個々の本体は、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナを
含み得る。第１のランナが、例えば、支柱によって、第２のランナに結合され得る。個々
のランナが、螺旋形状を有し得る。２つのランナが、二重螺旋を形成するように配置され
得る。二重螺旋は、トロイダル形状に、および／またはトロイダル構造の周囲に配置され
得る。例えば、トロイダル形状および／または構造は、トーラスと同じであるか、または
それに類似し得る。個々の本体は、円形形状、トロイダル形状、および／または他の形状
に配置され得る。１つ以上の導電性ワイヤは、第１のランナ、第２のランナ、および／ま
たはトロイダル構造のうちの１つ以上のものの周囲に渦巻状に巻かれ得る。ツイスト導電
性ワイヤのうちの１つ以上のペアは、第１のランナ、第２のランナ、および／またはトロ
イダル構造のうちの１つ以上のものの周囲に渦巻状に巻かれ得る。１つ以上のランナは、
電流を伝導し、および／または電磁放射を放射するように構成され得る。
【０００４】
　本発明によると、添付される請求項に記載されるように、システムが提供され、システ
ムは、
本体であって、本体は、
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互いに絡み合わされている第１のランナおよび第２のランナと、
第１のランナの周囲に巻かれている第１の導体であって、ツイスト導電性ワイヤの第１の
ペアを含み、ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、第１のワイヤと、第２のワイヤとを
含む、第１の導体と、
第２のランナの周囲に巻かれている第２の導体であって、ツイスト導電性ワイヤの第２の
ペアを含み、ツイスト導電性ワイヤの第２のペアは、第３のワイヤと、第４のワイヤとを
含む、第２の導体と
を含む、本体と、
１つ以上の電流源と
を備え、
１つ以上の電流源は、第１の交流電流を第１のワイヤに、第２の交流電流を第２のワイヤ
に、第３の交流電流を第３のワイヤに、および第４の交流電流を第４のワイヤに提供し、
第１の交流電流および第２の交流電流は、第１のランナの周囲を反対方向に流れ、第３の
交流電流と第４の交流電流とは、第２のランナの周囲を反対方向に流れ、本システムは、
提供されている第１、第２、第３、および第４の交流電流に応答して、電磁効果を生成す
るように構成されている。
【０００５】
　一実施形態では、第１のランナおよび第２のランナは、二重螺旋の形状において互いの
周囲に螺旋状に巻かれる。
【０００６】
　一実施形態では、第１の交流電流および第２の交流電流は、第１の周波数を有し、第３
の交流電流と第４の交流電流とは、第２の周波数を有する。理想的には、第１の周波数お
よび第２の周波数は、調和間隔を形成する。理想的には、第２の周波数は、第１の周波数
の倍数である。
【０００７】
　一実施形態では、ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも米国ワイヤゲージ
規格（ＡＷＧ）２０の直径のマグネットワイヤを含む。
【０００８】
　一実施形態では、ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも１インチあたり１
４４巻きに捩じられる。
【０００９】
　一実施形態では、１つ以上の電流源は、多チャネルオーディオ増幅器の第１のチャネル
が、第１のワイヤおよび第２のワイヤに電気的に結合され、多チャネルオーディオ増幅器
の第２のチャネルが、第３のワイヤおよび第４のワイヤに電気的に結合されるように配置
される、多チャネルオーディオ増幅器に結合されている多チャネル関数ジェネレータを含
む。
【００１０】
　一実施形態では、本システムはさらに、本体に近接した対象に療法を提供するように構
成され、療法は、生成される電磁効果を通して提供される。
【００１１】
　一実施形態では、本システムはさらに、本システムの本体内またはその近くに配置され
ている生命有機体の成長を促進するように構成される。
【００１２】
　一実施形態では、第１および第２の周波数は、０Ｈｚ～２０ｋＨｚである。
【００１３】
　一実施形態では、第１および第２の周波数は、ヒトが知覚可能な聴覚感度の範囲内であ
る。
【００１４】
　好ましくは、本システムはさらに、対象の電気生理学的情報に関連する情報を伝達する
出力信号を生成するように構成されるセンサを備え、１つ以上の電流源は、生成される出
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力信号に対応するように第１の交流電流、第２の交流電流、第３の交流電流、および第４
の交流電流のうちの少なくとも１つを動的に制御するように構成される。
【００１５】
　一実施形態では、電磁効果は、電磁場を含む。
【００１６】
　一実施形態では、提供される療法は、対象の周囲の赤外場と相互作用する。一実施形態
では、提供される療法は、対象のエネルギーの流れと相互作用する。
【００１７】
　好ましくは、本システムはさらに、
１つ以上のデジタルオーディオファイルを含む情報を得ることと、
得られた情報を処理し、得られた情報に基づいて、処理された信号を生成することと、処
理された信号に基づいて、音信号を生成することと
を行うコンピュータ読み取り可能な命令により構成される１つ以上の物理プロセッサを備
え、
１つ以上の電流源は、生成された音信号に対応し、第１の周波数および第２の周波数のう
ちの少なくとも１つが、生成された音信号のうちの１つ以上の周波数に対応するように、
第１の交流電流、第２の交流電流、第３の交流電流、および第４の交流電流のうちの少な
くとも１つを動的に制御するように構成される。
【００１８】
　本発明の別の実施形態では、電磁効果を提供する方法であって、
対象またはその近くにシステムを配置することであって、本システムは、本体を含み、本
体は、第１のランナと、第２のランナと、第１のワイヤと、第２のワイヤと、第３のワイ
ヤと、第４のワイヤとを含み、第１のワイヤおよび第２のワイヤは、ツイストワイヤの第
１のペアを形成し、第３のワイヤおよび第４のワイヤは、ツイストワイヤの第２のペアを
形成し、ツイストワイヤの第１のペアは、第１のランナの周囲に巻かれ、ツイストワイヤ
の第２のペアは、第２のランナの周囲に巻かれている、ことと、
第１の交流電流、第２の交流電流、第３の交流電流、および第４の交流電流が、電磁効果
を生成するように、第１のワイヤを通して第１の交流電流を、第２のワイヤを通して第２
の交流電流を、第３のワイヤを通して第３の交流電流を、および第４のワイヤを通して第
４の交流電流を誘発することであって、第１の交流電流および第２の交流電流は、第１の
ランナの周囲を反対方向に流れ、第３の交流電流と第４の交流電流とは、第２のランナの
周囲を反対方向に流れる、こととを含む方法が提供される。
【００１９】
　一実施形態では、本システムを配置することは、二重螺旋の形状において互の周囲に第
１のランナおよび第２のランナを螺旋状に互いに絡み合わせることを含む。
【００２０】
　一実施形態では、第１の交流電流および第２の交流電流は、第１の周波数を有し、第３
の交流電流および第４の交流電流は、第２の周波数を有する。理想的には、第１の周波数
および第２の周波数は、調和間隔を形成する。理想的には、第２の周波数は、第１の周波
数の倍数である。
【００２１】
　一実施形態では、ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも米国ワイヤゲージ
規格（ＡＷＧ）２０の直径のマグネットワイヤを含む。
【００２２】
　一実施形態では、ツイスト導電性ワイヤの第１のペアは、少なくとも１インチあたり１
４４巻きに捩じられる。
【００２３】
　一実施形態では、第１の交流電流および第２の交流電流を誘発することは、多チャネル
オーディオ増幅器の第１のチャネルによって実施され、第３の交流電流および第４の交流
電流を誘発することは、多チャネルオーディオ増幅器の第２のチャネルによって実施され
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る。
【００２４】
　一実施形態では、本方法はさらに、本体に近接した対象に療法を提供することを含み、
療法は、生成される電磁効果を通して提供される。
【００２５】
　一実施形態では、本方法はさらに、本システムの本体内またはその近くに配置されてい
る生命有機体の成長を促進することを含む。
【００２６】
　一実施形態では、第１および第２の周波数は、０Ｈｚ～２０ｋＨｚである。
【００２７】
　一実施形態では、第１および第２の周波数は、ヒトが知覚可能な聴覚感度の範囲内であ
る。
【００２８】
　一実施形態では、本方法はさらに、
対象の電気生理学的情報に関連する情報を伝達する出力信号を生成することを含み、誘発
することは、生成される出力信号に対応するように第１の交流電流、第２の交流電流、第
３の交流電流、および第４の交流電流のうちの少なくとも１つを動的に制御することを含
む。
【００２９】
　一実施形態では、電磁効果は、電磁場を含む。
【００３０】
　一実施形態では、療法を提供することは、対象の周囲の赤外場と相互作用する、生成さ
れる電磁効果を含む。
【００３１】
　一実施形態では、療法を提供することは、対象のエネルギーの流れと相互作用する、生
成される電磁効果を含む。
【００３２】
　一実施形態では、本方法はさらに、
１つ以上のデジタルオーディオファイルを含む情報を得ることと、
得られた情報を処理し、得られた情報に基づいて、処理された信号を生成することと、
処理された信号に基づいて、音信号を生成することと、
生成された音信号に対応し、第１の周波数および第２の周波数のうちの少なくとも１つが
、生成された音信号のうちの１つ以上の周波数に対応するように、第１の交流電流、第２
の交流電流、第３の交流電流、および第４の交流電流のうちの少なくとも１つを動的に制
御することとを含む。
【００３３】
　本開示のこれらおよび他の目的、特徴、ならびに特性と、構造の関連構成要素および部
分の組み合わせの動作の方法ならびに機能と、製造の経済性は、その全てが本明細書の一
部を形成し、同様の参照番号が種々の図における対応する部分を指定する、付随の図面を
参照して、以下の説明および添付される請求項を検討することによって、より明白となる
であろう。しかしながら、図面は、例証および説明の目的にすぎず、任意の限定の定義と
して意図されないことを明示的に理解されたい。本明細書および本請求項において使用さ
れるように、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈によって明確に別様に
示されない限り、複数指示物を含む。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナを含む例示的本体
の側面図を例証する。
【図２】図２は、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナを含む例示的本体
の等角図を例証する。
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【図３】図３は、同じ円形の軸を共有する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれ
たランナを含む例示的本体の見下げ図を例証する。
【図４】図４は、同じ円形の軸を共有する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれ
たランナを含む例示的本体の等角図を例証する。
【図５】図５は、同じ円形の軸を共有し、ワイヤガイドを有する、２つの互いに絡み合わ
され、螺旋状に巻かれたランナを含む例示的本体の見下げ図を例証する。
【図６】図６は、同じ円形の軸を共有し、ワイヤガイドを有する、２つの互いに絡み合わ
され、螺旋状に巻かれたランナを含む例示的本体の等角図を例証する。
【図７】図７は、同じ楕円形の軸を共有する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻か
れたランナを含む例示的本体を例証する。
【図８】図８は、同じ円形の軸を共有し、その周囲に渦巻状に巻かれる導電性ワイヤを有
する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナを含む例示的本体の見下げ図
を例証する。
【図９】図９は、同じ円形の軸を共有し、本体の両方のランナの周囲に渦巻状に巻かれた
ワイヤを有する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナを含む例示的本体
の見下げ図を例証する。
【図１０】図１０は、同じ円形の軸を共有し、その周囲に渦巻状に巻かれるツイスト導電
性ワイヤのペアを有する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナを含む例
示的本体の見下げ図を例証する。
【図１１】図１１は、１つ以上の実装による、対象に療法を提供するためのシステムを図
式的に例証する。
【図１２】図１２は、１つ以上の実装による、対象に療法を提供するためのシステムを図
式的に例証する。
【図１３】図１３は、１つ以上の実装による、対象に療法を提供する方法を例証する。
【図１４】図１４は、１つ以上の実装による、ランナの周囲にワイヤを配線するための配
線情報を例証する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図８は、例示的本体８５の見下げ図を例証し、本体８５は、二重螺旋形状に螺旋状に巻
かれ、トロイダル形状の周囲に配置される第１のランナ８８および第２のランナ８９を含
み、生命有機体および／または対象に療法ならびに／もしくは電磁効果を提供するように
構成される。図１－７は、本体８５およびその変形例を形成する方法を例証する。
【００３６】
　図１は、例示的本体１５の側面図を例証する。本体１５は、２つ以上の互いに絡み合わ
され、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ１６およびランナ１７）を含み得る。いくつかの
実装では、本体１５に類似した本体が、単一ランナを含み得る。ランナ１６およびランナ
１７は、支柱１８によって結合され得る。本体１５は、本体１５の反対側に配置された２
つの端部（端部２０および端部２１）を含む。ランナ１６および／または１７は、螺旋お
よび／または二重螺旋と類似した、またはそれと実質的に同じ３次元曲線の形状に配置さ
れ得る。螺旋は、曲線に沿った任意の点における接線が、軸と呼ばれる（固定）線と一定
の角度を有するという事実によって特徴付けられ得る。螺旋のピッチは、例えば、螺旋の
軸に平行に測定される、３６０度の螺旋の１巻き（回転としても知られる）の幅であり得
る。互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナは、同じ軸を共有し、合同であり、お
よび／または、例えば、ピッチの半分にあたる、軸に沿った平行移動分だけ異なり得る。
図１に示される２つのランナは、同じ軸２２を共有し、およそ３回の完全な回転の間、水
平に延び得る。ランナ１６およびランナ１７は、二重螺旋を形成し得る。したがって、本
体１５の長さは、端部２０から端部２１に、軸２２に沿って測定されるとき、ピッチ２３
の長さのおよそ３倍であり得る。螺旋形状は、一定のピッチ、一定の半径（軸に垂直な平
面で測定される）、一定の捩じれ率、一定の曲率、一定の曲率対捩じれ率比、および／ま
たは直線軸を有し得る。図１では、本体１５の半径は、直径２４の半分であり得る。本体
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１５の形状は、デオキシリボ核酸（ＤＮＤ）の一般的形状、例えば、二重螺旋に似ている
ことに留意されたい。いくつかの実装では、直径２４は、約２．５ｃｍ（１インチ）、５
ｃｍ（２インチ）、１０ｃｍ（４インチ）、１５ｃｍ（６インチ）、２０ｃｍ（８インチ
）、２５ｃｍ（１０インチ）、３０ｃｍ（１２インチ）、６０ｃｍ（２フィート／２４イ
ンチ）、９０ｃｍ（３フィート／３６インチ）、および／または特定の用途のための他の
好適な直径であり得る。
【００３７】
　非限定的実施例として、本体１５の追加の構造および／または特徴が、「Ｄｏｕｂｌｅ
　Ｈｅｌｉｘ　Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ」と題され、２０１４年２月１８日に発行された、米
国特許第８，６５３，９２５号（参照することによってその全体として本明細書の本開示
に組み込まれる）に説明され得る。本特許はまた、本明細書では「第９２５号特許」とも
称され得る。
【００３８】
　図１では、ランナ１６およびランナ１７の断面の形状は、その高さよりおよそ３倍幅が
広い長方形であり得る。さらに、ランナ１６またはランナ１７の幅は、本体１５の該ラン
ナのピッチのおよそ１／１３であり得る。その結果、本体１５のランナ１７は、（螺旋形
状の軸２２に面する）内面２５と（内面２５と反対に面する）外面２６とを有する、リボ
ンに似ている。本体１５のランナ１６は、（螺旋形状の軸２２に面する）内面２７と（内
面２７と反対に面する）外面２８とを有するリボンに似ている。本開示の実装は、所与の
実施例のいずれによっても限定されるように意図されないことに留意されたい。
【００３９】
　ランナ１６、ランナ１７、および／または支柱１８は、プラスチック；銅、ニッケル、
鉄、軟鉄、ニッケル合金を含む金属を用いてめっきされたプラスチック；光ファイバ材料
；および／または他の材料のうちの１つ以上のものから製造され得る。いくつかの実装で
は、ランナ１６、ランナ１７、および支柱１８は、非導電性材料から製造される。ランナ
１６、ランナ１７、および／または支柱１８は、異なる材料から製造され得る。いくつか
の実装では、ランナ１６、ランナ１７、および／または支柱１８は、可撓性である材料を
含み得る。
【００４０】
　ランナ１６、ランナ１７、および／または支柱１８は、一体型構築を通して製造される
か、または組み立てに先立って別個に形成され得る。いくつかの実装では、ランナ１６、
ランナ１７、および／または支柱１８は、磁気透過性材料を含み得る。いくつかの実装で
は、ランナ１６、ランナ１７、および／または支柱１８は、非強磁性であるが導電性の材
料を含み得る。
【００４１】
　図２は、支柱１８によって結合される、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれた
ランナ（ランナ１６およびランナ１７）を含む例示的本体１５の等角図を例証する。本体
１５は、ここでは、垂直に延びる、両螺旋状に巻かれたランナの軸２２とともに示される
。２つのランナを有する本体１５の描写は、例示的であり、限定することを意図していな
い。
【００４２】
　図３は、同じ円形の軸４２を共有し、両方のランナが、支柱３８によって結合される、
２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ３６およびランナ３７）を
含む例示的本体３５の見下げ図を図示する。本体３５の結果として生じる形状は、トロイ
ダルと称され得る。本体３５は、本体１５と同じまたはそれに類似して形成されるが、本
体を平面円形形状に配置し、図１における両方の端部（端部２０および端部２１）を一緒
に接合することによって、より多くの回転を備え得る。前の記述は、いかようにも、本体
の製造（プロセス）を本体３５と類似した、または実質的に同じものに限定することを意
図していない。いくつかの実装では、本体３５に類似した本体が、単一ランナを含み得る
。
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【００４３】
　図３を参照すると、本体３５の円形の軸の直径４４ならびに円形の軸４２全体に沿って
完全に延びるように要求される、ランナあたりの完全な回転の数は、本体３５の特性測定
値／特徴であり得る。例えば、図３に示されるように、本体３５のランナ３６およびラン
ナ３７は、本体３５の円形の軸４２全体に沿って完全に延びるために、円形の軸４２の周
囲におよそ８回の完全な回転、またはある他の回転数を要求し得る。いくつかの実装では
、直径４４は、約１０ｃｍ（４インチ）、１５ｃｍ（６インチ）、２０ｃｍ（８インチ）
、２５ｃｍ（１０インチ）、３０ｃｍ（１２インチ）、６０ｃｍ（２フィート／２４イン
チ）、９０ｃｍ（３フィート／３６インチ）、１２０ｃｍ（４フィート／４８インチ）、
１８０ｃｍ（６フィート／７２インチ）、２４０ｃｍ（８フィート／９６インチ）、３０
０ｃｍ（１０フィート／１２０インチ）、および／または特定の用途のための他の好適な
直径であり得る。
【００４４】
　いくつかの実装では、本体３５の内径４６および外径４５は、本体３５の特性測定値特
徴であり得る。いくつかの実装では、内径４６は、約２．５ｃｍ（１インチ）、５ｃｍ（
２インチ）、１０ｃｍ（４インチ）、１５ｃｍ（６インチ）、２０ｃｍ（８インチ）、２
５ｃｍ（１０インチ）、３０ｃｍ（１２インチ）、６０ｃｍ（２フィート／２４インチ）
、９０ｃｍ（３フィート／３６インチ）、１２０ｃｍ（４フィート／４８インチ）、１８
０ｃｍ（６フィート／７２インチ）、２４０ｃｍ（８フィート／９６インチ）、３００ｃ
ｍ（１０フィート／１２０インチ）、および／または特定の用途のための他の好適な直径
であり得る。いくつかの実装では、外径４５は、約２．５ｃｍ（１インチ）、５ｃｍ（２
インチ）、１０ｃｍ（４インチ）、１５ｃｍ（６インチ）、２０ｃｍ（８インチ）、２５
ｃｍ（１０インチ）、３０ｃｍ（１２インチ）、６０ｃｍ（２フィート／２４インチ）、
９０ｃｍ（３フィート／３６インチ）、１２０ｃｍ（４フィート／４８インチ）、１８０
ｃｍ（６フィート／７２インチ）、２４０ｃｍ（８フィート／９６インチ）、３００ｃｍ
（１０フィート／１２０インチ）、および／または特定の用途のための他の好適な直径で
あり得る。例えば、いくつかの実装では、内径４６は、約２５ｃｍ（１０インチ）であり
得、外径４５は、約５０ｃｍ（２０インチ）であり得る。
【００４５】
　図３の本体３５の１つ以上の支柱３８は、本体１５の支柱１８には欠けている、中心支
柱要素３９を含むことに留意されたい。中心支柱要素３９は、本体３５の特定の支柱に関
連付けられ得る。いくつかの実装では、図３に描写されるようなランナ３６および３７は
、図１および２のランナ１６および１７による１つ以上の特徴を共有し得る。
【００４６】
　図４は、同じ円形の軸を共有し、両方のランナが、支柱３８によって結合される、２つ
の互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ３６およびランナ３７）を含む
例示的本体３５の等角図を例証する。図３におけるように、図４の本体３５の支柱は、本
体１５の支柱１８には欠けていることもある、中心支柱要素３９を含み得ることに留意さ
れたい。２つのランナを有する本体３５の描写は、例示的であり、限定することを意図し
ていない。
【００４７】
　図５は、同じ円形の軸６２を共有し、ワイヤガイド５６を有し、両方のランナが、支柱
５９によって結合される、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ
５７およびランナ５８）を含む例示的本体５５の見下げ図を例証する。いくつかの実装で
は、本体５５に類似した本体が、単一ランナを含み得る。ランナ５７またはランナ５８の
任意の部分が、ワイヤガイド５６を含み得る。ワイヤガイド５６は、ランナ５７またはラ
ンナ５８上および／またはその中に配置され、ランナ５７またはランナ５８の表面の少な
くとも一部に沿って、（図５に示されない）ワイヤを誘導するように構成された、溝、切
り欠き、突出、スロット、および／または他の構造要素を含み得る。例えば、図８は、２
つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナの周囲に巻かれたワイヤを有する、図
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５の本体５５に似ている（但し、ワイヤガイド５６を伴わない）本体を例証する。
【００４８】
　本説明に含まれる任意の図に列挙される任意のワイヤのように、そのようなワイヤは、
絶縁されることも、絶縁されないこともあり、または、部分的に絶縁されることも、部分
的に絶縁されないこともある。本明細書で使用される場合、「ワイヤ」は、ツイストワイ
ヤの組（これは、「ツイストワイヤ」または「ツイストワイヤのペア」と同義的に称され
得る）を含み、限定ではないが、２つのツイストワイヤの組を含み得る。ランナの１イン
チあたりおよび／または螺旋回転あたりのツイストワイヤの組の巻きの数は、本システム
の特性測定値／特徴であり得る。いくつかの実装では、ツイストワイヤの１ｃｍ（１イン
チ）あたりの捩じれの数は、約２個、約５個、約１０個、約２０個、約１００個、約１５
０個、約２００個、約２５０個、および／または別の好適な捩じれの数であり得る。いく
つかの実装では、ツイストワイヤの１ｃｍ（１インチ）あたりの捩じれの数は、１４４個
の捩じれであり得る。
【００４９】
　いくつかの実装では、交流電流の周波数特性および／または対応する生成される電磁場
は、ツイストワイヤの捩じれの数に基づき、それに比例し、および／またはそれに別様に
関連し得る。例えば、１ｃｍ（１インチ）あたりのより多い数の捩じれは、より高い交流
電流に対する動作周波数ならびに／または対応する生成される電磁効果および／または場
に対応し得る。いくつかの実装では、複数のツイストワイヤ（例えば、第１のランナの周
囲に巻かれる第１のツイストワイヤおよび第２のランナの周囲に巻かれる第２のツイスト
ワイヤ）は、同じ方向の捩じれおよび／または異なる方向の捩じれを有し得る。いくつか
の実装では、複数のワイヤ（例えば、ツイストワイヤ）は、同じランナの周囲に巻かれ得
る。いくつかの実装では、ワイヤは、１つ以上の支柱のいくつかまたは全ての周囲に巻か
れ得る。
【００５０】
　いくつかの実装では、（限定ではないが、ツイストワイヤのペアを含む）導電性ワイヤ
として使用されるワイヤは、約２６の米国ワイヤゲージ規格（ＡＷＧ）、約２５ＡＷＧ、
約２４ＡＷＧ、約２３ＡＷＧ、約２２ＡＷＧ、約２１ＡＷＧ、約２０ＡＷＧ、約１９ＡＷ
Ｇ、約１８ＡＷＧ、約１７ＡＷＧ、約１６ＡＷＧ、約１５ＡＷＧ、約１４ＡＷＧ、約１３
ＡＷＧ、約１２ＡＷＧの直径、および／または特定の用途のために好適な別の直径を有し
得る。いくつかの実装では、（限定ではないが、ツイストワイヤのペアを含む）導電性ワ
イヤとして使用されるワイヤは、少なくとも２０ＡＷＧの直径（すなわち、少なくとも２
０ＡＷＧと同程度に大きい直径）を有し得る。
【００５１】
　図６は、同じ円形の軸を共有し、ワイヤガイド５６を有し、両方のランナが、支柱５９
によって結合される、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ５７
およびランナ５８）を含む例示的本体５５の等角図を例証する。２つのランナを有する本
体５５の描写は、例示的であり、限定することを意図していない。
【００５２】
　図７は、同じ楕円形の軸７８を共有し、両方のランナが、支柱７９によって結合される
、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ７６およびランナ７７）
を含む例示的本体７５を例証する。いくつかの実装では、本体７５に類似した本体が、単
一ランナを含み得る。同じ軸を共有する、２つの（またはそれを上回る）互いに絡み合わ
され、螺旋状に巻かれたランナを含む本体は、円形、卵形、三角形、正方形、長方形、角
のある形状、多角形、および／または他の平面形状を含む任意の平面形状に配置され得る
。代替として、および／または同時に、そのような本体は、（空間曲線としても知られる
）３次元曲線に配置され得る。図７では、本体７５は、本体１５に類似した本体から形成
されるが、本体を平面楕円形の形状に配置し、図１における両方の端部（端部２０および
端部２１）を一緒に接合することによって、より多くの回転を備え得る。前述の記述は、
いかようにも、本体の製造（プロセス）を本体７５と類似した、または実質的に同じもの
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に限定することを意図していない。
【００５３】
　いくつかの実装では、図７に描写されるようなランナ７６および７７は、図１および２
のランナ１６および１７、ならびに／または図３および４のランナ３６および３７による
、１つ以上の特徴を共有し得る。例えば、図７のランナ７６および７７は、可撓性である
材料を含み得る。２つのランナを有する本体７５の描写は、例示的であり、限定すること
を意図していない。
【００５４】
　図８は、同じ円形の軸を共有し、支柱９０によって結合され、その周囲に渦巻状に巻か
れたワイヤ（ワイヤ８６およびワイヤ８７）を有する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋
状に巻かれたランナ（ランナ８８およびランナ８９）を含む例示的本体８５の見下げ図を
例証する。いくつかの実装では、本体８５に類似した本体が、単一ランナを含み得る。い
くつかの実装では、ワイヤ８６および／またはワイヤ８７は、導電性ワイヤであり得る。
本説明に含まれる任意の図に列挙される任意のワイヤのように、ワイヤ８６および／また
はワイヤ８７は、絶縁されることも、絶縁されないこともあり、または部分的に絶縁され
ることも、部分的に絶縁されないこともある。本説明に含まれる任意の図に列挙される任
意のワイヤのように、ワイヤ８６および／またはワイヤ８７は、（ツイストワイヤのペア
とも称される）ツイストワイヤであり得る。本体８５のランナ８８およびランナ８９は、
その周囲に、ワイヤ８６およびワイヤ８７が、渦巻状にそれぞれ巻かれたコアを形成し得
る。したがって、ワイヤ８６およびワイヤ８７は、ランナ８８およびランナ８９とそれぞ
れ一致する軸を有する螺旋形状に配置され得る。
【００５５】
　いくつかの実装では、図８に描写されるようなランナ８８および８９は、図１および２
のランナ１６および１７、ならびに／または図３および４のランナ３６および３７、なら
びに／または図７のランナ７６および７７による、１つ以上の特徴を共有し得る。例えば
、いくつかの実装では、ランナ８８および／または８９は、可撓性材料を含み得る。２つ
のランナを有する本体８５の描写は、例示的であり、限定することを意図していない。
【００５６】
　ワイヤ８６は、少なくとも２つの導線（導線８６ａおよび導線８６ｂ）を含み得る。ワ
イヤ８７は、少なくとも２つの導線（導線８７ａおよび導線８７ｂ）を含み得る。ワイヤ
８６およびワイヤ８７は、伝導性であり得る。いくつかの実装では、ワイヤ８６は、ツイ
スト導電性ワイヤのペアを含む導体であり得る。そのような場合では、ワイヤ８６は、４
つの導線を含み得る。いくつかの実装では、ワイヤ８７は、ツイスト導電性ワイヤのペア
を含む導体であり得る。そのような場合では、ワイヤ８７は、４つの導線を含み得る。
【００５７】
　本体８５と類似するか、または同じ１つ以上の本体は、１つ以上の電力源および／また
は電流源を有する電気システム内で使用され得、電力源および／または電流源は、ワイヤ
８６およびワイヤ８７の一方または両方との電気結合が、例えば、ワイヤ８６の導線８６
ａおよび８６ｂ（および／または図８に描写されないワイヤ８６の任意の他の導線）との
結合を通して、ならびに、ワイヤ８７の導線８７ａおよび８７ｂ（および／または図８に
描写されないワイヤ８７の任意の他の導線）との結合を通して確立され得るように配置さ
れる。ワイヤ８６に供給される１つ以上の電流は、１つ以上の直流電流および／または１
つ以上の交流電流を含み得る。ワイヤ８７に供給される１つ以上の電流は、１つ以上の直
流電流および／または１つ以上の交流電流を含み得る。ワイヤ８６およびワイヤ８７に供
給される電流は、同じ方向または反対方向に流れ得る。交流電流に対して、０Ｈｚ～４０
ＧＨｚの範囲の動作周波数が、想定される。ワイヤ８６およびワイヤ８７に対する動作周
波数は、同じであり得るか、または異なり得る。位相、振幅、電力レベル、および／また
は他の動作特性等のワイヤ８６およびワイヤ８７に供給される電流の他の電気動作特性は
、同じであり得るか、または異なり得る。電気システムは、電力が、本体８５と類似する
か、または同じ１つ以上の本体の１つ以上のワイヤに供給されると生成される電磁場を活
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用するために使用され得る。
【００５８】
　図９は、同じ円形の軸を共有し、両方のランナが、（図９に示されない、あるいは図か
らは不明瞭な）支柱によって結合され、本体９５の両方のランナの周囲に渦巻状に巻かれ
たワイヤ９６を有する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ９
７およびランナ９８）を含む例示的本体９５の見下げ図を例証する。ワイヤ９６は、２つ
の導線（導線９６ａおよび導線９６ｂ）を含み得る。ワイヤ９６を伴う本体９５の結果と
して生じる形状は、螺旋面形状と称され得る。本体９５と類似するか、または同じ１つ以
上の本体は、電源および／または電流源を有する電気システム内で使用され得、電源およ
び／または電流源は、ワイヤ９６との電気結合が、例えば、導線９６ａおよび９６ｂを通
して確立され得るように配置される。ワイヤ９６に供給される電力は、直流電流または交
流電流を含み得る。ワイヤ９６を通して流れる交流電流に対する動作周波数は、０Ｈｚ～
４０ＧＨｚの範囲であると想定される。電気システムは、電力が供給されると生成される
電磁効果および／または場を活用するために使用され得る。いくつかの実装では、ワイヤ
９６は、図９に描写される２つの導線の代わりに、４つの導線を含むツイストワイヤのペ
アであり得る。そのような場合では、異なる電流が、ツイストワイヤのペアの各々に供給
され得る。
【００５９】
　いくつかの実装では、図９に描写されるようなランナ９７および９８は、図１および２
のランナ１６および１７、ならびに／または図３および４のランナ３６および３７、なら
びに／または図７のランナ７６および７７、ならびに／または図８のランナ８８および８
９による、１つ以上の特徴を共有し得る。例えば、図９のランナ９７および９８は、可撓
性である材料を含み得る。
【００６０】
　図１０は、同じ円形の軸を共有し、支柱９０によって結合され、その周囲に渦巻状に巻
かれるツイストワイヤのペア（ツイストワイヤ８６ｘおよびツイストワイヤ８７ｘ）を有
する、２つの互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナ（ランナ８８およびランナ８
９）を含む例示的本体１０５の見下げ図を例証する。ツイストワイヤ８６ｘおよびツイス
トワイヤ８７ｘは、ワイヤ８６ｘおよびワイヤ８７ｘと同義的に称され得る。いくつかの
実装では、ワイヤ８６ｘおよび／またはワイヤ８７ｘは、導電性であり得る。本説明に含
まれる任意の図に列挙される任意のワイヤのように、ワイヤ８６ｘおよびワイヤ８７ｘは
、絶縁されることも、絶縁されないこともあり、または部分的に絶縁されることも、部分
的に絶縁されないこともある。本体１０５のランナ８８および８９は、その周囲に、ワイ
ヤ８６ｘおよびワイヤ８７ｘが、渦巻状にそれぞれ巻かれたコアを形成し得る。したがっ
て、ワイヤ８６ｘおよびワイヤ８７ｘは、ランナ８８およびランナ８９とそれぞれ一致す
る軸を有する螺旋形状に配置され得る。
【００６１】
　いくつかの実装では、図１０に描写されるようなランナ８８および８９は、図１および
２のランナ１６および１７、ならびに／または図３および４のランナ３６および３７、な
らびに／または図７のランナ７６および７７による、１つ以上の特徴を共有し得る。例え
ば、いくつかの実装では、ランナ８８および／または８９は、可撓性材料を含み得る。２
つのランナを有する本体１０５の描写は、例示的であり、限定することを意図していない
。
【００６２】
　ワイヤ８６ｘは、少なくとも４つの導線（導線８６ａ、導線８６ｂ、導線８６ｃ、およ
び導線８６ｄ）を含み得る。ワイヤ８７ｘは、少なくとも４つの導線（導線８７ａ、導線
８７ｂ、導線８７ｃ、および導線８７ｄ）を含み得る。いくつかの実装では、ワイヤ８６
ｘは、１つ以上のツイスト導電性ワイヤのペアを含む導体であり得る。そのような場合で
は、ワイヤ８６ｘは、４つより多い導線を含み得る。いくつかの実装では、ワイヤ８７ｘ
は、１つ以上のツイスト導電性ワイヤのペアを含む導体であり得る。そのような場合では
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、ワイヤ８７ｘは、４つより多い導線を含み得る。
【００６３】
　本体１０５と類似するか、または同じ１つ以上の本体は、１つ以上の電力源および／ま
たは電流源を有する電気システム内で使用され得、電力源および／または電流源は、ワイ
ヤ８６ｘおよびワイヤ８７ｘの一方または両方との電気結合が、例えば、ワイヤ８６ｘの
導線８６ａ－８６ｄ（および／または図１０に描写されないワイヤ８６ｘの任意の他の導
線）との結合を通して、ならびに、ワイヤ８７ｘの導線８７ａ－８７ｄ（および／または
図１０に描写されないワイヤ８７ｘの任意の他の導線）との結合を通して確立され得るよ
うに配置される。ワイヤ８６ｘに供給される１つ以上の電流は、１つ以上の直流電流およ
び／または１つ以上の交流電流を含み得る。ワイヤ８７ｘに供給される１つ以上の電流は
、１つ以上の直流電流および／または１つ以上の交流電流を含み得る。ワイヤ８６ｘおよ
びワイヤ８７ｘに供給される電流は、同じ方向または反対方向に流れ得る。交流電流に対
して、０Ｈｚ～４０ＧＨｚの範囲の動作周波数が、想定される。ワイヤ８６ｘおよびワイ
ヤ８７ｘに対する動作周波数は、同じであり得るか、または異なり得る。位相、振幅、電
力レベル、および／または他の動作特性等のワイヤ８６ｘおよび８７ｘに供給される電流
の他の電気動作特性は、同じであり得るか、または異なり得る。電気システムは、電力が
、本体１０５と類似するか、または同じ１つ以上の本体の１つ以上のワイヤに供給される
と生成される電磁効果（例えば、場）を活用するために使用され得る。
【００６４】
　図１－１０に示される本体および／またはシステムのいずれかが、１つ以上の電気シス
テム内で使用され得る。導体および／または導電性ワイヤは、１つ以上のランナ、１つ以
上の支柱、および／または任意のそれらの組み合わせの周囲に渦巻状に巻かれ、電力が、
導電性ワイヤのうちの１つ以上のものに供給されると、特定の電磁的特性を有する電気シ
ステムを生成し得る。
【００６５】
　本明細書に説明される電気システムのいずれかに対する用途は、植物、動物、および／
または他の（生命）有機体の成長ならびに／または成長率に影響を及ぼすこと、医療用途
、治療用途、エネルギー生産、エネルギー転換、エネルギー変換、アデノシン三リン酸（
ＡＴＰ）生産、ＡＴＰ伝達、ＡＴＰ処理、ならびに／または他の用途を含み得る。いくつ
かの実装では、これらの本体のいずれか（および／またはそれらの複数の事例）を含む電
気システムは、（同調可能）誘導子、（Ｔｅｓｌａ）コイル、変圧器、トランスデューサ
、トランジスタ、レジスタ、ソレノイド、電気モータのための固定子、電磁石、電磁パル
スジェネレータ、電磁アクチュエータ、エネルギー転換デバイス、位置サーボ機構、ジェ
ネレータ、ステッピングモータ、ＤＣモータ、（非接触）線形駆動、軸方向磁束デバイス
、透磁率のための測定デバイス、双極子磁石、ならびに電子および／または粒子軌道を改
変するためのデバイスを含む１つ以上の機能および／または用途を実施する、電気回路内
の構成要素として使用され得る。
【００６６】
　例証として、図１１は、（図８に示される）本体８５と同じであるか、または類似した
本体を含む電気システム１１５を例証する。いくつかの実装では、本体８５は、第１のラ
ンナと、第２のランナとを含み得、これらは、図８に示されるランナ８８およびランナ８
９と類似するか、または同じであり得る。
【００６７】
　図１１を参照すると、いくつかの実装では、本体８５は、トロイダル形状に配置され得
る。導電性ワイヤは、図１１に描写されるランナの周囲に巻かれ得る。電気システム１１
５はさらに、ユーザインターフェース１２０、１つ以上の物理プロセッサ１１０、１つ以
上のセンサ１４２、電子記憶装置１３０、１つ以上の電流源１２、入力構成要素１１１、
再生構成要素１１２、処理構成要素１１３、コネクタ（図示せず）、および／または他の
構成要素のうちの１つ以上のものを含み得る。
【００６８】
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　例証として、図１２は、（図１０に示される）本体１０５と同じであるか、または類似
した本体を含む電気システム１１５ｘを例証する。いくつかの実装では、本体１０５は、
第１のランナと、第２のランナとを含み得、これらは、図１０に示されるランナ８８およ
びランナ８９と類似するか、または同じであり得る。
【００６９】
　図１２を参照すると、いくつかの実装では、本体１０５は、トロイダル形状に配置され
得る。導電性ワイヤは、図１２に描写されるランナの周囲に巻かれ得る。電気システム１
１５ｘはさらに、ユーザインターフェース１２０、１つ以上の物理プロセッサ１１０、１
つ以上のセンサ１４２、電子記憶装置１３０、１つ以上の電流源１２、入力構成要素１１
１、再生構成要素１１２、処理構成要素１１３、コネクタ（図示せず）、および／または
他の構成要素のうちの１つ以上のものを含み得る。
【００７０】
　センサ１４２は、情報を伝達する出力信号を生成するように構成され得る。情報は、電
気生理学的情報および／または他の情報を含み得る。いくつかの実装では、１つ以上のセ
ンサ１４２は、オーディオセンサ、マイクロホン、聴診器、圧力センサ、運動センサ、近
接センサ、電磁センサ、電極、温度センサ、電流センサ、光学センサ、電気光学センサ、
および／または他のセンサのうちの１つ以上のもの、またはそれらの組み合わせを含み得
る。いくつかの実装では、電気システム１１５および／または電気システム１１５ｘは、
１つ以上のセンサ１４２を含まないこともある。
【００７１】
　いくつかの実装では、１つ以上のプロセッサ１１０は、情報処理能力を提供し、および
／または限定ではないが、入力構成要素１１１、再生構成要素１１２、処理構成要素１１
３、および／または他の構成要素を含む、コンピュータプログラム構成要素を実行するよ
うに構成され得る。非限定的実施例として、センサ１４２、プロセッサ１１０、ユーザイ
ンターフェース１２０、電子記憶装置１３０、入力構成要素１１１、再生構成要素１１２
、および／または処理構成要素１１３の追加の構造ならびに／または特徴が、「Ｈｅａｌ
ｔｈ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｂｉｏ－Ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｔ
ｏ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｆｉｅｌｄ」と題され、
２０１４年２月２８日に提出された、米国特許出願第１４／１９４，４１２号（参照する
ことによってその全体として本明細書の本開示に組み込まれる）に説明され得る。この出
願は、本明細書では「第４１２号出願」とも称され得る。
【００７２】
　１つ以上の電流源１２は、限定ではないが、（図１１の）本体８５および／または（図
１２の）本体１０５のランナおよび／またはトロイダル構造の周囲に巻かれる１つ以上の
導体および／または導電性ワイヤの電気導線を含む、電気導線を横断して１つ以上の電流
を誘発するように構成され得る。いくつかの実装では、１つ以上の電流は、１つ以上の交
流電流を含み得る。いくつかの実装では、１つ以上の誘発された電流は、１つ以上のセン
サ生成出力信号に対応し得る。いくつかの実装では、１つ以上の誘発された電流は、トラ
ンスデューサによって生成された１つ以上の信号ならびに／または電気システム１１５お
よび／または電気システム１１５ｘの１つ以上の他の構成要素に対応し得る。いくつかの
実装では、１つ以上の電流源１２は、例えば、図１１における第１のランナおよび第２の
ランナの周囲に渦巻状に巻かれる２つの（ツイスト）ワイヤに、２つの独立した電流をそ
れぞれ誘発するように構成され得る。いくつかの実装では、１つ以上の電流源１２は、例
えば、図１２における第１のランナおよび第２のランナの周囲に渦巻状に巻かれる４つの
（ツイスト）ワイヤに、４つの独立した電流をそれぞれ誘発するように構成され得る。
【００７３】
　いくつかの実装では、導体は、電気システム１１５および／または電気システム１１５
ｘと類似したシステムの本体の互いに絡み合わされ、螺旋状に巻かれたランナの周囲に巻
かれる。そのような導体は、各導体が少なくとも４つの導線を有するように、ツイスト導
電性ワイヤのペアを含み得る。例えば、ツイストワイヤの第１のペアは、第１のランナの
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周囲に巻かれ得、ツイストワイヤの第２のペアは、第２のランナの周囲に巻かれ得る。い
くつかの実装では、１つ以上の電流源１２は、ツイストワイヤの第１のペアにおける第１
のワイヤに第１の交流電流を、ツイストワイヤの第１のペアにおける第２のワイヤに第２
の交流電流を、ツイストワイヤの第２のペアにおける第１のワイヤに第３の交流電流を、
およびツイストワイヤの第２のペアにおける第２のワイヤに第４の交流電流を供給するよ
うに構成され得る。
【００７４】
　図１１および１２を参照すると、いくつかの実装では、本体８５および／または本体１
０５のランナの周囲に巻かれる導電性ワイヤにそれぞれ供給される電流は、限定ではない
が、周波数、振幅、電力レベル、および／または他の電気動作特性を含む、１つ以上の電
気特性に関して、同じであるか、または類似し得る。いくつかの実装では、本体８５およ
び／または本体１０５のランナならびに／もしくはトロイダル構造の周囲にそれぞれ巻か
れる導電性ワイヤに供給される電流の１つ以上の電気特性は、異なり得る。例えば、いく
つかの実装では、１つ以上の電流源１２は、第１の周波数を有する第１の交流電流、第２
の周波数を有する第２の交流電流、第３の周波数を有する第３の交流電流、および第４の
周波数を有する第４の交流電流を供給するように構成され得る。いくつかの実装では、第
１の周波数と第２の周波数とは、同じであり得る。いくつかの実装では、第３の周波数と
第４の周波数とは、同じであり得る。
【００７５】
　いくつかの実装では、１つ以上の電流源１２は、第１の方向を有する第１の交流電流、
第２の方向を有する第２の交流電流、第３の方向を有する第３の交流電流、および第４の
方向を有する第４の交流電流を供給するように構成され得る。いくつかの実装では、第１
の方向と第２の方向とは、反対であり得る。いくつかの実装では、第３の方向と第４の方
向とは、反対であり得る。
【００７６】
　いくつかの実装では、本体８５および／または本体１０５に供給される交流電流は、搬
送信号と、変調信号とを含み得る。いくつかの実装では、交流電流のために使用される搬
送信号は、無線周波数信号であり得る。本明細書で使用される場合、無線周波数は、約３
０ｋＨｚ～約３０ＧＨｚの周波数を指し得る。いくつかの実装では、交流電流のための変
調信号は、振幅変調、周波数変調、位相変調、デジタル変調、および／または他のタイプ
の変調のうちの１つ以上のものを通して変調され得る。
【００７７】
　いくつかの実装では、交流電流内に含まれる１つ以上の周波数は、周波数ジェネレータ
、関数ジェネレータ、および／または（音楽）器具によって生成される、音符、調子、ま
たは和音のオーディオ記録に基づき得る。いくつかの実装では、第１の周波数は、第１の
ランナのために使用され得、第２の周波数は、第２のランナのために使用され得る。例え
ば、第１の周波数は、（Ａ４とも称され、使用される同調システムに応じて、約４３２Ｈ
ｚの周波数を有する音を含み得る）中央Ｃの上のＡを奏でる器具、例えば、ピアノの音に
基づき得る。例えば、第２の周波数は、Ａ４を伴う調和間隔を形成する音符、例えば、約
６４８Ｈｚの周波数を有する音を含み得る、Ｅ５を奏でるある器具、例えば、ピアノの音
に基づき得る。例えば、第３の周波数は、使用される場合、Ａ４を伴う調和間隔を形成す
る音符、例えば、約８６４Ｈｚの周波数を有する音を含み得る、Ａ５を奏でるある器具、
例えば、ピアノの音に基づき得る。いくつかの実装において使用される特定の同調は、ピ
タゴラスチューニングと称され得る。数学的に完全な同調は、３：２の比率を有する音符
を組み合わせ得る。限定ではないが、等しく調律される同調を含む、異なるタイプの同調
（または同調システム）が、使用され、本開示の範囲内であると見なされ得る。
【００７８】
　プロセッサ１１０は、デジタルプロセッサ、アナログプロセッサ、情報を処理するため
に設計されたデジタル回路、中央処理装置、グラフィックス処理装置、情報を処理するた
めに設計されたアナログ回路、および／または情報を電子的に処理するための他の機構の
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うちの１つ以上のものを含み得る。プロセッサ１１０は、単一エンティティとして図１１
および１２に示されているが、これは、例証のみを目的としている。いくつかの実装では
、プロセッサ１１０は、複数の処理装置を含み得る。
【００７９】
　構成要素１１１－１１３は、単一処理装置内の同位置にあるものとして図１１および１
２に例証されているが、プロセッサ１１０が複数の処理装置を含む実装では、構成要素１
１１－１１３の１つ以上のものは、他の構成要素から遠隔に位置し得ることを理解された
い。本明細書に説明される異なる構成要素１１１－１１３によって提供される機能性の説
明は、例証を目的としており、構成要素１１１－１１３のいずれかは、説明されるものよ
りも多いまたは少ない機能性を提供し得るため、限定することを意図していない。例えば
、構成要素１１１－１１３のうちの１つ以上のものは、排除され得、その機能性のいくつ
かまたは全ては、構成要素１１１－１１３の他のものによって組み込まれる、それらによ
って共有される、それらに統合される、および／またはそれらによって別様に提供され得
る。プロセッサ１１０は、以下が構成要素１１１－１１３のうちの１つによる、機能性の
いくつかまたは全てを実施し得る、１つ以上の追加の構成要素を実行するように構成され
得ることに留意されたい。
【００８０】
　入力構成要素１１１は、例えば、１つ以上のデジタルオーディオファイルから、または
代替として、および／または同時に、センサ生成出力信号に基づいて、情報を得るように
構成され得る。いくつかの実装では、情報は、記憶装置から、例えば、電子記憶装置から
得られ得る。記憶装置から得られた情報は、限定ではないが、ＭＰ３、ＷＭＡ、ＷＡＶ、
ＡＩＦＦ、および／または他のオーディオ形式を含む任意の形式における電子オーディオ
ファイルを含み得る。いくつかの実装では、情報は、周波数ジェネレータ、関数ジェネレ
ータ、蓄音機、ＣＤプレーヤ、ＤＶＤプレーヤ、ＡＭラジオ、ＦＭラジオ、および／また
は他の音源を含む音源から得られ得る。
【００８１】
　処理構成要素１１３は、入力構成要素１１１から得られた情報を処理するように構成さ
れ得る。いくつかの実装では、処理構成要素１１３は、入力構成要素１１１から得られた
情報に基づいて処理された信号を生成するように構成され得る。例えば、処理モジュール
１１３は、処理された信号を生成するために、入力モジュール１１１からの情報または信
号を転換、フィルタ処理、修正、および／または別様に変換し得る。
【００８２】
　再生構成要素１１２は、入力構成要素１１１から得られた情報および／または処理構成
要素１１３からの処理された信号のうちの１つ以上のものに基づいて、音信号を生成する
ように構成され得る。再生構成要素１１２によって生成された音信号は、誘発された電流
が音信号に対応するように、および／またはそれらに基づくように、本体１１１０の１つ
以上のランナの周囲に巻かれる１つ以上の導電性ワイヤの導線に電気的に結合され得る。
代替として、および／または同時に、誘発された電流は、再生構成要素１１２によって生
成された音信号によって、および／またはそれらに基づいて制御され得る。いくつかの実
装では、再生モジュール１１２によって生成された音信号は、１つ以上の導電性ワイヤの
導線に電気的に結合される前に、増幅器によって増幅され得る。いくつかの好ましい実装
では、増幅器は、１００Ｗ～４００Ｗの範囲のオーディオ増幅器であり得る。他のタイプ
の増幅器および／または異なる電力範囲を有する増幅器もまた、想定される。
【００８３】
　図１４は、本開示のいずれかに説明されるような、２つ以上の互いに絡み合わされ、螺
旋状に巻かれたランナを有する本体の１つ以上のランナ（図１４に図示せず）の周囲にツ
イストワイヤ１４２１および／またはツイストワイヤ１４２２を配線するための配線情報
１４１１を例証する。例えば、図１０を参照すると、ワイヤ８６ｘは、図１４に示される
ツイストワイヤ１４２１を含み得る（またはそれとして実装され得る）。例えば、図１０
を参照すると、ワイヤ８７ｘは、図１４に示されるツイストワイヤ１４２２を含み得る（



(19) JP 2017-510070 A 2017.4.6

10

20

30

40

50

またはそれとして実装され得る）。本明細書に開示される巻線のいずれかは、図８または
図１０に示されるようなトロイダル構造を有する本体のために使用され得る。図１４を参
照すると、いくつかの実装では、ツイストワイヤ１４２１は、第１のランナ（例えば、図
８または図１０に示されるランナ８８と同じであるか、または類似したもの）の周囲に巻
かれ得る。図１４を参照すると、いくつかの実装では、ツイストワイヤ１４２２は、第２
のランナ（例えば、図８または図１０に示されるランナ８９と同じであるか、または類似
したもの）の周囲に巻かれ得る。１つ以上の電流および／または信号が、（図１４の丸で
囲んだプラスまたはマイナス記号によって示される）各々に４つの導線、または合計で８
つの導線／コネクタを通して、ツイストワイヤ１４２１および１４２２に提供され得る。
ツイストワイヤ１４２１、１４２２に提供される電流および／または信号は、周波数ジェ
ネレータ、関数ジェネレータ、（音楽）器具、および／または別の音源によって生成され
る、音符、調子、または和音のオーディオ記録に基づき得る。いくつかの実装では、ツイ
ストワイヤ１４２１、１４２２に提供される電流および／または信号は、複数のオーディ
オチャネル、例えば、図１４の標識「ａ」および「ｂ」によって例証されるようなチャネ
ル「ａ」ならびにチャネル「ｂ」を支持する、オーディオ増幅器１４１５によって提供さ
れ得る。オーディオ増幅器１４１５のチャネル「ａ」上の信号は、「Ｆ１」と標識化され
る。オーディオ増幅器１４１５のチャネル「ｂ」上の信号は、「Ｆ２」と標識化される。
いくつかの実装では、１つ以上の信号は、関数ジェネレータ１４２０（例えば、周波数ジ
ェネレータ）によってオーディオ増幅器１４１５に提供され得る。例えば、関数ジェネレ
ータ１４２０は、複数のチャネルを独立して提供するように、例えば、（例えば、オーデ
ィオ増幅器１４１５のチャネル「ａ」を駆動するように使用される）信号Ｆ１と類似する
か、または同じ第１の周波数と、（例えば、オーディオ増幅器１４１５のチャネル「ｂ」
を駆動するように使用される）信号Ｆ２と類似するか、または同じ第２の周波数とを提供
するように構成され得る。非限定的実施例として、ツイストワイヤ１４２１および／また
は１４２２に提供される電流および／または信号は、入力構成要素（例えば、図１２に示
される入力構成要素１１１と同じであるか、または類似したもの）によって得られた情報
、処理構成要素（例えば、図１２に示される処理構成要素１１３と同じであるか、または
類似したもの）によって生成された処理された信号、再生構成要素（例えば、図１２に示
される再生構成要素１１２と同じであるか、または類似したもの）によって生成された音
信号、および／またはオーディオ増幅器１４０５からの増幅された信号と類似するか、ま
たはそれらに基づき得る。いくつかの実装では、信号Ｆ１は、実質的に、特定の周波数を
含み、および／またはそれに基づき得る。図１４に示されるように、信号Ｆ１のプラス側
は、ツイストワイヤ１４２１の４つの導線のうちの２つに電気的および／または動作的に
接続され得、その２つの選択された導線は、ツイストワイヤ１４２１の対向する端部上に
ある。信号Ｆ１のマイナス側は、ツイストワイヤ１４２１の４つの導線のうちの残り２つ
に電気的および／または動作的に接続され得、これらは、ツイストワイヤ１４２１の対向
する端部上にあり得る。図１４に示されるように、信号Ｆ２のプラス側は、ツイストワイ
ヤ１４２２の４つの導線のうちの２つに電気的および／または動作的に接続され得、その
２つの選択された導線は、ツイストワイヤ１４２２の対向する端部上にある。信号Ｆ２の
マイナス側は、ツイストワイヤ１４２２の４つの導線のうちの残りの２つに電気的および
／または動作的に接続され得、これらは、ツイストワイヤ１４２２の対向する端部上にあ
り得る。
【００８４】
　ツイストワイヤ１４２２に提供される電流および／または信号は、いくつかの実装では
、ツイストワイヤ１４２１に提供される信号、例えば、Ｆ１信号と同じであり得る。いく
つかの実装では、ツイストワイヤ１４２２に提供される信号は、オーディオ増幅器１４０
５のチャネル「ｂ」によって提供され得る。いくつかの実装では、ツイストワイヤ１４２
２に提供される電流および／または信号は、オーディオ増幅器１４１０の１つ以上のチャ
ネルによって提供され得る。オーディオ増幅器１４１０の信号は、「Ｆ２」と標識化され
る。いくつかの実装では、信号Ｆ２は、実質的に、信号Ｆ１のために使用される周波数と
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は異なる周波数であり得る、特定の周波数を含み、および／またはそれに基づき得る。例
えば、信号Ｆ１は、２５０Ｈｚの周波数に基づき得、信号Ｆ２は、信号Ｆ１の周波数の４
倍の周波数、例えば、１０００Ｈｚに基づき得る。同様に、信号Ｆ１およびＦ２は、それ
ぞれ、非限定的実施例として、２１６Ｈｚおよび８６４Ｈｚであり得る。図１４に示され
るように、信号Ｆ２のプラス側は、ツイストワイヤ１４２２のプラスと標識化される、ツ
イストワイヤ１４２２の対向する端部上の２つの導線に電気的および／または動作的に接
続され得る。信号Ｆ１のマイナス側は、ツイストワイヤ１４２２のマイナスと標識化され
る、ツイストワイヤ１４２２の対向する端部上の２つの導線に電気的および／または動作
的に接続され得る。
【００８５】
　図１１の電気システム１１５および／または図１２の電気システム１１５ｘの電子記憶
装置１３０は、情報を電子的に記憶する電子記憶媒体を備え得る。電子記憶装置１３０の
電子記憶媒体は、その電気システムと一体的に提供される（すなわち、実質的に非取り外
し可能）システム記憶装置、および／または、例えば、ポート（例えば、ＵＳＢポート、
ファイヤワイヤポート等）またはドライブ（例えば、ディスクドライブ等）を介してその
電気システムに接続可能である取り外し可能な記憶装置の一方または両方を含み得る。電
子記憶装置１３０は、光学的読み取り可能な記憶媒体（例えば、光学ディスク等）、磁気
的読み取り可能な記憶媒体（例えば、磁気テープ、磁気ハードドライブ、フロッピドライ
ブ等）、電荷ベースの記憶媒体（例えば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭ等）、ソリ
ッドステート記憶媒体（例えば、フラッシュドライブ等）、および／または他の電子的読
み取り可能な記憶媒体のうちの１つ以上のものを含み得る。電子記憶装置１３０は、ソフ
トウェアアルゴリズム、プロセッサ１１０によって決定された情報、ユーザインターフェ
ース１２０を介して受信された情報、および／または電気システム１１５ならびに／もし
くは電気システム１１５ｘが適切に機能することを可能にする他の情報を記憶し得る。例
えば、電子記憶装置１３０は、（本明細書のいずれかに議論されるような）音情報および
／または電子オーディオファイル、ならびに／もしくは他の情報を記憶し得る。電子記憶
装置１３０は、その電気システム内の別個の構成要素であり得るか、または電子記憶装置
１３０は、その電気システムの１つ以上の他の構成要素（例えば、プロセッサ１１０）と
一体的に提供され得る。
【００８６】
　図１１の電気システム１１５および／または図１２の電気システム１１５ｘのユーザイ
ンターフェース１２０は、ユーザが電気システムに情報を提供し、それから情報を受信し
得る、電気システムとユーザ（例えば、ユーザ１０８、対象１０６、治療提供者、療法決
定者等）との間のインターフェースを提供するように構成される。これは、「情報」と集
合的に称されるデータ、結果、および／または命令、および任意の他の通信可能アイテム
が、ユーザと図１１の電気システム１１５および／または図１２の電気システム１１５ｘ
との間で通信されることを可能にする。ユーザ１０８に伝達され得る情報の例は、再生モ
ジュール１１２によって生成される音信号の音量および／または強度の指示である。ユー
ザインターフェース１２０内に含むために好適なインターフェースデバイスの例は、キー
パッド、ボタン、スイッチ、キーボード、ノブ、レバー、ディスプレイスクリーン、タッ
チスクリーン、スピーカ、マイクロホン、インジケータライト、可聴アラーム、およびプ
リンタを含む。情報は、ユーザ１０８または対象１０６に、ユーザインターフェース１２
０によって、聴覚信号、視覚信号、触覚信号、および／または他の感覚信号の形態で提供
され得る。
【００８７】
　有線または無線のいずれの他の通信技法も、ユーザインターフェース１２０として本明
細書では想定されることを理解されたい。例えば、一実装では、ユーザインターフェース
１２０は、電子記憶装置１３０によって提供される取り外し可能な記憶インターフェース
と統合され得る。この例では、情報は、取り外し可能な記憶装置（例えば、スマートカー
ド、フラッシュドライブ、取り外し可能なディスク等）から図１１の電気システム１１５
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および／または図１２の電気システム１１５ｘ中にロードされ、これは、ユーザが、図１
１の電気システム１１５および／または図１２の電気システム１１５ｘをカスタマイズす
ることを可能にする。図１１の電気システム１１５および／または図１２の電気システム
１１５ｘと使用するためにユーザインターフェース１２０として適合される他の例示的入
力デバイスおよび技法は、限定ではないが、ＲＳ－２３２ポート、ＲＦリンク、ＩＲリン
ク、モデム（電話、ケーブル、イーサネット（登録商標）、インターネット、またはその
他）を含む。要するに、図１１の電気システム１１５および／または図１２の電気システ
ム１１５ｘと情報を通信するための任意の技法が、ユーザインターフェース１２０として
想定される。
【００８８】
　図１３は、対象に療法および／または電磁効果を提供する方法１３００を例証する。以
下に提示される方法１３００の動作は、例証であることを意図している。ある実装では、
方法１３００は、説明されていない１つ以上の追加の動作を伴って、および／または議論
される動作の１つ以上のものを伴わずに遂行され得る。加えて、図１３に例証され、以下
に説明される方法１３００の動作の順序は、限定することを意図していない。
【００８９】
　ある実装では、方法１３００は、１つ以上の処理デバイス（例えば、デジタルプロセッ
サ、アナログプロセッサ、情報を処理するために設計されたデジタル回路、情報を処理す
るために設計されたアナログ回路、および／または情報を電子的に処理するための他の機
構）内で実装され得る。１つ以上の処理デバイスは、電子記憶媒体上に電子的に記憶され
る命令に応答して、方法１３００の動作のいくつかまたは全てを実行する、１つ以上のデ
バイスを含み得る。１つ以上の処理デバイスは、方法１３００の動作の１つ以上のものの
実行のために具体的に設計されるべき、ハードウェア、ファームウェア、および／または
ソフトウェアを通して構成される１つ以上のデバイスを含み得る。
【００９０】
　方法１３００に関して、動作１３０２において、システムが、対象またはその近くに配
置される。本システムは、本体を含む。本体は、第１のランナと、第２のランナと、第１
のワイヤと、第２のワイヤと、第３のワイヤと、第４のワイヤとを含む。第１のランナお
よび第２のランナは、二重螺旋において互の周囲に螺旋状に互いに絡み合わされ得る。第
１のワイヤおよび第２のワイヤは、ツイストワイヤの第１のペアを形成する。第３のワイ
ヤおよび第４のワイヤは、ツイストワイヤの第２のペアを形成する。ツイストワイヤの第
１のペアは、第１のランナの周囲に巻かれる。ツイストワイヤの第２のペアは、第２のラ
ンナの周囲に巻かれる。いくつかの実装では、動作１３０２は、（図８、１０、１１、お
よび１２に示され、本明細書で説明される）本体８５および電気システム１１５ならびに
／または本体１０５および電気システム１１５ｘと同じであるか、または類似する電気シ
ステムおよび／または本体によって実施される。
【００９１】
　動作１３０４において、第１の交流電流、第２の交流電流、第３の交流電流、および第
４の交流電流が電磁効果を生成するように、第１の交流電流は、第１のワイヤを通して、
第２の交流電流は、第２のワイヤを通して、第３の交流電流は、第３のワイヤを通して、
および第４の交流電流は、第４のワイヤを通して誘発される。第１の交流電流と第２の交
流電流とは、第１のランナの周囲を反対方向に流れ得る。第３の交流電流と第４の交流電
流とは、第２のランナの周囲を反対方向に流れ得る。いくつかの実装では、動作１３０４
は、（図１１および１２に示され、本明細書に説明される）電流源１２と同じであるか、
または類似する１つ以上の電流源によって、および／またはそれを通して実施される。例
えば、いくつかの実装では、動作１３０４は、図１４に描写される配線情報に従って実施
され得る。
【００９２】
　本発明は、現在、最も実践的かつ好ましい実装であると見なされるものに基づいて、例
証の目的のために詳細に説明されたが、そのような詳細は、その目的のためにすぎず、本
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発明は、開示される実装に限定されず、むしろ、添付される請求項の精神および範囲内に
ある、修正および均等物配置を網羅することを意図していることを理解されたい。例えば
、本発明は、可能な範囲において、任意の実装の１つ以上の特徴が、任意の他の実装の１
つ以上の特徴と組み合わせられ得ることを想定することを理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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