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Haltiwanger 博士は次のような優れた成果を収めています： 

臨床栄養学者で国際協会科学委員会のメンバー。オーソモレキュラー理事会の認定臨床栄

養士（CNN）。 またワシントン DC のジョージタウン大学の首都大学統合医学教授であり 17

年間、精神科医として認定され、後に Dr. Hans Nieper（ドイツ）医師として研究されました。

Haltiwanger 博士は、細胞再生や成長ホルモン産生における電磁界の利用について幅広く研

究し、生物学的エネルギーや電子栄養に関する広範な講演を行っています。 

  

前書き 

一般消費者や専門家でさえ、根本的に異なる技術や新しい商業製品を誤解したり、無視した

り技術や製品が従来の確立されたアプローチからあまりにも逸脱しているように見えるとき、

新しい商品にはそれぞれ独自の考え方やライフサイクル、人生観があります。 

まず、創造主の心の中で生まれる。次にそれは失敗するか成功するかのどちらかで生産さ

れ販売されます。 市場が根本的に異なる新しい商用製品を受け入れるためには、製品独自

の利点がありそれが市場の他の製品と、どのように異なっているかを示します。  

  

このテキストの目的 

このテキストでは、ライフウェイブパッチ開発の背景にある理論をレビューし、これらのパッチ

を使用した場合の影響について説明します。 

この論文は、技術がどのように働くか、また参考文献を含む科学的資料についての一般的な

議論を含むセクションに分かれています。ライフウェイブのパッチ技術がどのように機能する

のか技術的側面を理解したい場合は、このテキストだけでなく利用可能なその他の記事や研

究を読むこともできます。 

  

次のセクションでは、概念について説明します。   

•パッチの固有の性質  

•この製品を購入して使用する人々の利益は何ですか？  

•パッチのフィールドテスト  

•大学と総合大学の研究  

•社会における情報の役割  

•細胞エネルギーに関する議論  

•エネルギーと情報の概念  



•アナロジー （類推） 

•身体の電気的性質 

•パッチはスタミナを増し、パフォーマンスを向上させる 

•パッチは、脂肪からのエネルギー生産を増加させる  

•身体の制御コード  

•身体が磁場を持っている証拠  

・生体分子による電磁エネルギーの吸収  

•これらの生体電気信号はどのように体内に伝達されますか？  

•共鳴エネルギー移動とセルラ無線の概念  

•ライフウェイブパッチは有機ラジオ局のようなものです 

•細胞が代謝変化を伴う外部周波数に応答できるという概念を支持するデータ  

•生物学的アンテナ  

•細胞との共鳴電気周波数相互作用のメカニズム  

•磁気誘導の原理  

•パッチが体の熱磁場、変圧器の類推  

  

ライフウェイブパッチのユニークな性質 

ライフウェイブパッチは、現在販売されている他のパッチ技術とは異なります。皮膚に貼られ

た他のパッチは体内に物質を送達しますが、ライフウェイブのパッチは経皮パッチではありま

せん。代わりにこの技術は、まったく新しくユニークです。ライフウェイブのパッチは身体に物

質を入れません。 

 

パッチ内に含まれている安全な天然の生物学的物質は、すでに自然発生している特定の生

物学的反応を増強するために、身体の自然磁場を調節する特定の生体信号を作り出すため

に使用される。  特にパッチは、有効であるがほとんど知られていない物理的原理を利用して、

脂肪からのエネルギー生成を改善し、スタミナを増加させるように設計されている。  

 

生物学における新しい発見は、身体の生物学的分子が電子的にも化学的にも働くことを現

在決定している。  

電気または磁場を用いた身体の刺激は、医学分野において広く受け入れられています。ほと

んどの人は、異なる周波数の電気または磁気エネルギーを生成し、身体の外部にある電子

デバイスで体に適用できることを認識しています（Malmivuo and Plonsey、1995）。 

 

興奮性組織/細胞および細胞下成分を活性化するための電気または磁気エネルギーの適用

は、それぞれ電気刺激または磁気刺激と呼ばれる。 ライフウェイブパッチ技術はまた、生体

電気刺激を使用します。刺激は特定の電気的周波数の生成によるものである。 



パッチ内に存在する物質からの身体の自然な磁場によって、パッチの技術は体内に物質を

入れることなく物質の周波数特性を体内に結合させます。本稿では、化学物質や化学物質

の周波数信号による化学反応の活性化について説明します。  

 

ライフウェイブのパッチを発明した David Schmidt は、携帯電話のような身体の電子機能と磁

気機能を利用して、身体の中に非常に弱い生体電気信号を送信し、エネルギーとスタミナを

強化することです。彼の技術的発見は、より多くの強さと耐久力を生み出すエネルギー源とし

ての脂肪の燃焼を促進するために、科学の多くの分野の研究を適用します。これについては

後で詳しく説明します。  

  

パッチを着用した個人で一貫して生み出される特徴的な効果の 2 つは、身体にパッチを配置

して数分以内に発生するエネルギーと強度の持久力の即時で肉体的に実証可能な増加で

す。筋力は、あなたが筋肉群を継続して運動できる器官です。我々の研究で繰り返し報告さ

れている強度耐性の増加は、同化ステロイド薬物の場合のような化学現象ではない。この効

果は、代わりに筋肉を通る電子およびイオンの流れの増加に関連し、その結果から多くの数

の筋線維が特定の時間内に収縮することができる。 

これは、既存の筋肉量がウェイトリフティングなどの活動のパフォーマンスにおいて、より効

率的に利用される動員として知られている生理学的過程である。 

  

あなたがアスリートでスポーツに携わっている選手で、エネルギー生産とスタミナの効率を

20％も向上させるならば、これは勝ち負けに影響するかもしれません。 

  

パッチのフィールドテスト 

高等学校の選手や大学で正式に勉強する前に、ジムで働く人々について多くの非公式の研

究が行われました。  

地元のアトランタジムで非公式のウェイトリフティング研究に参加した 150 人。男性で測定さ

れた強度/耐久性の最低改善は 20％であり、強度の平均的な改善は男性では 30％を超えて

いました。研究中の女性は、強度耐久性の最低改善が 50％であり、女性の典型的な改善を

伴ってさらに顕著な結果を得た。 

パッチを着用している担当者の数が 200％を超えています。  

ジョージア州アトランタのガードナー博士。ライフウェイブパッチが皮膚に触れているときに電

気的変化が体内で起こっているかどうかを調べる 2003 年の調査を行った。 

パッチが手に保持されると、体内の電気的変化が数分以内に測定可能になります。この研究

は、パッチと身体との間に電気的相互作用があることを示した。これについても後で詳しく説

明します。  

  



大学と総合大学の研究 

パッチの正式な二重盲検プラセボ対照研究は、アラバマ州のトロイ州立大学とアトランタのモ

アハウス大学で既に行われている。 

パッチを着用したアスリートとこれらの研究を行った。 

筋力とコンディショナーのコーチは、大学選手がスタミナを増やし、強さの持久力の向上など

これらの研究によりパッチを装着したアスリートが運動能力を改善したことを示した。  

2003 年 6 月から 7 月のトロイ州立大学では、フラットベンチプレス（225 ポンド）とプッシュアッ

プ研究の両方が、主任研究員としてコーチリチャード・ショーネシィと共に行われた。 

フラットベンチプレスの研究では、パッチを身につけたテストグループのアスリートは強度性

能が 43.2％向上しました。プッシュアップ研究では、トロイ大の強さと耐久力のコーチを示して、

大学アスリートは、3 回目の繰り返しセットで平均 54％以上のプッシュアップを見出した。 

パッチを着用しながら。  

Morehouse College of Atlanta、ジョージア州。2003 年に二重盲検プラセボ対照ベンチプレス

研究が行われ、Joseph A. Goodson MS、ATC、Morehouse College の頭部運動トレーナーの

ベンチプレスの研究は、60 分間の重労働トレーニングの後、サッカー選手と一緒に行われま

した。 この調査では、アスリートは 60 分間のエクササイズを行いました。ワークアウトは、ベ

ンチプレス、ダンベルフライ、ショルダープレス、ラッププルダウンなどのエクササイズで構成

され、各エクササイズは 3 回 8 回繰り返しました。 

テスト中に、選手はアンケートを完了し、重量を上げる練習を行っている間に得られた結果を

客観的にも主観的にも報告するよう求められました。情報には、エクササイズの実行中に重

量をどれだけ持ち上げることができたか、エクササイズの間に運動能力を回復できたか、筋

肉の痙攣、痛み、全身感情などが含まれていました。  

  

ベースラインデータは、60 分の運動の後、2003 年 2 月 24 日月曜日の朝に収集された。以前

の経験に基づいて、各運動選手は、185 ポンドのいずれかのベンチプレス重量を選択するよ

うに求められた。または 225 ポンド。この選手の目的は、各競技者が使用した重量で少なくと

も 1 回の反復を行うことができるようにすることでした。 

各競技者は、できるだけ多くの反復を行う 1 組の運動（失敗まで）を行った。  

比較データは、木曜日の午前、2003 年 2 月 27 日に 60 分の運動の後再び収集された。この

研究は、二重盲検プラセボ対照試験。テスト日の前に、60 枚の封筒セットが作成され、番号

が付けられ、ライフウェイブの実際のパッチのいずれかの中にランダムに配置されました。 

（ライフウェイブのパッチと同じ外観の）水または「コントロール」と書かれた紙のみを含むプラ

セボパッチのセット。  

LifeWave Products、LLC は試験のためのパッチを提供しましたが、試験が完了するまで、ど

のパッチが実際のものかプラシーボスなのかについての情報は提供しませんでした。研究の



比較段階では、各競技者は、1組ができるだけ多くの反復を行う（失敗するまで）ベンチプレス

演習（2 月 24 日に使用したのと同じ重量で）を再度実施した。  

さらに、ライフウェイブ技術のテストをより困難にするために、Bench Press テストは、先に説

明した強烈な 60 分間の上半身のトレーニングをアスリートが完了した直後に実施されまし

た。  

CONTROL GROUP は、 2.3％の月曜日から木曜日までの繰り返しの平均改善を経験しまし

た。  

プラシーボグループは、 4.9％の月曜から木曜の繰り返しの平均改善を経験しました。  

LIFEWAVE GROUP は、 34％の月曜から木曜の繰り返しの平均改善を経験しました。  

要約すると、パッチを着用した試験群の被験者は、強度耐久性が平均 34％増加した。  

  

社会における情報の役割 

私たちの社会における情報の制御は、成功に最も重要です。タイムリーな情報は、成功と失

敗の違いを意味します。  

受賞者は、良い情報の取得と利用が個人的およびビジネス的なパフォーマンスを向上させる

ことができることを知っています。  

100 年前の情報伝達は電信、新聞、手紙、図書、口頭で行われましたが、今日の社会では、

ラジオ、テレビ、衛星、ケーブルシステム、電話、ファックス、コンピューター、インターネットが

絶え間なく新しい技術革新が行われており世界中のすべての地域に情報を伝達する。平均

的な人は、毎日これらの技術を使用しています。  

今日の社会では、昔の王様でさえも夢見ることのできない電子驚異にアクセスすることがで

きます。しかし、コンピューター、電話、携帯電話、ファックス、テレビ、ラジオなどが一般的で

す。人々は何かが起こっているのかを見て聞いているので、ラジオ、電話、テレビが機能する

ことを認めています。平均的な人は、ラジオ、テレビ、携帯電話の仕組みを知らないが、彼ら

は仕事をしていることを知っている。 

私たちは、毎日これらの通信機器や他の通信機器に依存して、私たちの個人的および業務

上の効率を上げるために情報を送受信し、私たち自身にパフォーマンスの優位性を与えてく

ださい。  

現時点では、あなたの体に個人的なパフォーマンスを与えることができる新しい技術が歴史

的に使用可能になりました。 

  

ライフウェイブのパッチは、性能向上技術の新たな飛躍です。パッチは、特定の生物学的情

報を作成するように設計されています。 

エネルギーや耐久性を向上させ、人々がスポーツ、ビジネス、または日常生活の他の側面に

かかわらず、彼らのゲームのトップに立つことを助ける信号。  



エネルギーとパフォーマンスを向上させたい場合は、ライフウェイブの新しいバイオフリークエ

ンシー（周波数）技術を活用するために自分自身に力を借りなければなりません。  

 

細 胞 エ ネ ル ギ ー に 関 す る 議 論  

細胞の単一の最も重要な機能は、エネルギーの連続的かつ連続的な産生である。すべての

細胞の生化学的機構を操作する必要があるので、エネルギーは不可欠です。適切なエネル

ギー供給を行うためには、身体の細胞にはバイオ燃料（糖、脂肪、タンパク質）と特定の必須

栄養素が必要です。 

ビタミン、ミネラル、微量元素、およびこれらの燃料の生体触媒として作用してエネルギー生

成に関わる酵素反応を加速させるアミノ酸のようなものである。 

これらの必須栄養素ならびに細胞の酵素および他の生体分子は、独特の化学構造および固

有の電磁気周波数パターンの両方を有する。  

触媒反応を開始させるためには化学物質と酵素が必要であると一般に認められている。基

本的な科学研究では、正確な周波数を用いて周期的な触媒反応をさらに促進することができ

る。この概念については、このレポートの後半で詳しく説明します。  

  

エ ネ ル ギ ー と 情 報 の 概 念  

エネルギーについての科学者の従来の考え方は、仕事をする能力としてエネルギーを定義

することです。数百年前スコットランドの発明家 James Watt は、産業革命を開始したより効率

的な蒸気機関を開発しました。Watt は蒸気機関を発明していないため、蒸気機関をより効率

的にする方法を単に発見しました。  

19 世紀末、ニコラ・テスラはラジオを発明し、イタリアの発明者であるマルコーニがそれを商

品化しました。マルセーニは単にテスラの発見をした。 

もっと効率的。ラジオの発明は、無線通信を使用して電磁エネルギーをある場所から別の場

所に初めて送信することを可能にした。 

ラジオの発明では、電磁エネルギーを使ってある場所から多くの場所に情報を送信すること

ができます。  

私たちは今、ワイヤレス情報転送を当然受け入れています。LifeWave 技術の発明者である

David Schmidt が行ったことは、脂肪を燃焼させてエネルギーを発生させる化学反応をターボ

チャージするために、特定の自然の生物学的周波数を体内に送達する。 

筋肉のスタミナの生成に関わる電気化学反応。この時点で、多くの人々がこのアイデアと

David のライフウェイブ技術を否定するかもしれません。 

人が自分の心を作り、閉じていなければ、私はここで彼らの心を変えるように説得します。し

かし、この論文は興味のある人のために書かれています。 

そのようなことが可能かどうかを調査するのには十分な気がする。  

 



ア ナ ロ ジ ー  （類推） 

これらのパッチの作用機序を理解することは、ほとんどの人にとっては困難です。一般的な

考えでは、体内でのエネルギー生産の増加は、皮膚を介して消費または吸収される物質の

使用によるものです。  

私の経験では、人々はライフウェイブパッチが生体電気信号を除いて体内に何も入れないの

で、パッチが機能するとは信じられません。 

 

特定の周波数で  

ライフウェイブパッチの背後にある技術を理解する方法の 1 つは、ラジオや電気変圧器の概

念のような類推を使用することです。 

これらのパッチの作用メカニズムの基礎となる生物物理学的原理を関連付けるために、これ

らの概念を後で検討する。  

  

身 体 の 電 気 的 性 質  

身体の細胞および組織は、生物学的プロセスの情報および制御のためのシグナルの伝達を

可能にする固有の電気的性質を有する（Malmivuo and Plonsey、1995）。  

体内の情報の流れの通過は、電子とイオンの流れです。視覚、聴覚、触覚はすべて電気情

報の伝達の例腺系が分泌する天然物質である。 

目、耳および皮膚には、光波、音波および機械波を脳に伝導する生体電気信号に変換する

感覚変換器がある（Berne et al。、1993）。  

神経系における情報の伝達モードは、周波数変調（FM）によるものである。脳は、感覚器官

から送られた生体電気信号（活動電位と呼ばれる）に存在する情報を処理し、制御するため

に他の生体電気信号を神経を通して送出することによって応答する。 

筋肉の自発的収縮、身体の器官の活動、ホルモンの放出などが含まれる（Nicholls et al。、

2001）。  

情報が電磁波の形で身体に伝えられることはよく知られている。目が可視光を検出できるこ

と、大気によって運ばれる圧力波から耳が音を検出できること、目と耳の両方から収集され

た感覚情報が生き残りにとって貴重であることは誰も疑いません。 

しかし、可視光と音の両方は、電磁スペクトルの異なる部分にすぎません。結論は論理的で

あり、科学的に証明されています。 

電磁スペクトルの他の部分も有益な生物学的効果を有する。  

電磁スペクトルのこれらの他の有益な部分の利用に必要で重要なステップは、貴重な効果を

促進する特定の電気周波数が含まれます。パッチは基本的に、身体に別のグループを提供

する技術です。 

電磁スペクトルの異なる部分に存在する生物学的に重要な電気周波数である。  

眼および耳の器官の細胞成分は、受信するように調整された電気周波数に応答する。 



パッチによって生み出された生物学的に有用な生体電気周波数は、膜受容体のような小さな

亜細胞成分に共鳴的に結合する。 

筋肉などの他の臓器に存在する酵素などが含まれる。  

筋肉の脂肪からのエネルギー産生を促進するための特定の生体電気周波数の使用は、目

のような器官における細胞構造の活性化に類似している。 

可視光周波数を有する。両方の実施例において、体内への生体信号の結合は、生物学的化

学反応を開始する。パッチは異なる起動のみ生体電気周波数の異なるセットを有する器官。

電池を充電したり、ペーシングレートを変えたりするために、内部的に埋め込まれたペースメ

ーカに外部から電気エネルギーを結合するという概念は、すでに生物医学工学において非

常に確立されている。 

  

パッチで見られる効果の例には、パフォーマンスの向上と強度の耐久性の向上が含まれま

す。あなたが身体活動に関わっているなら、 ライフウェイブ技術はあなたのゲームのトップに

なる貴重な援助を提供することができます。  

 

パッチはスタミナを増やし、パフォーマンスを向上させます。 

身体の筋肉は、各筋肉細胞が神経供給源に接続されるように設計されているので、脳が筋

繊維を収縮または弛緩させることができます（Berne et al 1993）。  

筋繊維が収縮すると、カルシウムイオンが筋線維に放出される神経信号に応答している。こ

のプロセスを励振 - 収縮結合と呼びます。生体電気信号によるカルシウムイオンの放出の

誘発は筋繊維収縮のメカニズムを開始させる。 

筋肉をリラックスさせる必要があるとき、カルシウムイオンは細胞貯蔵場所にポンプで戻され

る。より詳細に関心のある人にとって、興奮 - 収縮カップリングは、筋肉細胞の膜表面に化

学的および電気的シグナルが結合し、カルシウム（Ca 2+）の細胞内放出を引き起こすプロセ

ス。これは筋繊維の収縮を開始する（Fabiato、1985; Catterall、1991）。  

 

脊髄神経からの電気的インパルスは、神経筋接合部として知られる領域で神経伝達物質ア

セチルコリンの放出を引き起こす。 

アセチルコリンが筋細胞膜上の受容体に結合すると、活動電位が発生する。この作用電位

は、T 細管と呼ばれる筋肉細胞膜の陥入における電圧感受性受容体を活性化し、筋肉繊維

へのカルシウムの放出をもたらす。筋繊維収縮の開始（Berne ら、1993）。 

  

上腕二頭筋のような筋肉が重量を上げることによって、また筋力を上げることによって活性

化されると、筋肉の一部が収縮することによって筋肉が反応する。 

しかし、同時に筋肉のすべての繊維が収縮するわけではありません。訓練の目的は、同時に

筋肉繊維を収縮させる筋肉を増強または補充することである。高度に訓練されたアスリート



は、無条件の筋肉よりも多くの筋肉繊維を収縮させることができますが、カルシウムがすべて

の筋肉繊維に同時に放出されないため、収縮しない繊維もあります。  

脂肪燃焼とエネルギー増強効果に加えて、パッチは筋肉のカルシウム放出を増加させる特

定の生体信号を送達するように設計されており、筋繊維のより大きなパーセンテージが同時

に収縮する。  

脂肪代謝を促進することによるエネルギーの増加に伴い、これはより強い耐久性とパフォー

マンスにつながります。  

自転車に乗る、重量を持ち上げる、テニス、ゴルフ、サッカー、野球、フットボールなどをして

いる場合は、トレーニングの途中で疲れていたくない場合は、 レースまたはゲームための代

わりにあなたは持久力、エネルギー、強さを維持したいと思っています。  

大学のフットボールの試合を観戦すると、試合開始時にフィールド上の競技者が力不足して

いるときに、すべてのプレイヤーが興奮し、活気づいていることがわかります。 

しかし、同じチームがハーフタイムの休憩後にフィールドに出てくるのを見れば、彼らは疲れ

ているので、フィールド上で少し遅れて歩いているのが分かるでしょう。もしあなたがコーチな

ら他のチームが疲れているときに、まだ途中で出てくる選手を持っていたいと思っています。  

パッチを使用したコーチは、試合中にプレーヤーが速く疲れないことを発見しました。パッチを

使用するとアスリートのパフォーマンスが向上することが基本的にわかりました。  

パフォーマンスの向上は、この技術の経験を試したほとんどの人にとって、最もエキサイティ

ングなことです。これはパッチが達成しようとしているものです！ 

あなたがプロスポーツ選手、週末の戦士、または買い物に行き、夕食を食べるのに十分なエ

ネルギーを持っているかどうかにかかわらず、パッチはあなたのために設計されました。 

  

パッチは、脂肪からのエネルギー生産を増加させます。 

人体内の主なエネルギー源は、糖の燃焼または脂肪の燃焼です。 

砂糖の燃料値はグラム当たり 4.0 キロカロリーであり、脂肪燃焼はグラム当たり 8.9 キロカロ

リーを産生する（Stipanuk、2000）。人間の体は砂糖を燃やすという自然な好みがあります。 

燃やす砂糖は脂肪の半分以下のエネルギーを生成するので、脂肪燃焼を増加させるどのよ

うな方法でもエネルギーの利用可能性が高まる。  

平均的な人では、運動の持続時間が延長されるにつれて、脂肪の代謝がますます重要なエ

ネルギー源（ATP）の生産になります。 

残念なことに、これは、運動の開始後遅くなるまで脂肪がしばしばほとんどの人にとってエネ

ルギーの準備ができていないことを意味します。  

エネルギー源としての脂肪の燃焼は、カルニチンとそれが相互作用する酵素と呼ばれるアミ

ノ酸に絶対に依存します。  

カルニチンは、体によって生成され食事から得られるアミノ酸である。カルニチンは、心筋お

よび骨格筋の両方において脂肪酸代謝およびエネルギー産生に絶対に必要とされる。体内



でのカルニチンの主な機能は、脂肪を細胞の細胞質からミトコンドリアに運ぶことであり、そこ

で脂肪が燃焼してエネルギーを生成する。細胞がミトコンドリアに脂肪を持てない場合、それ

を燃やすことはできません。従って、カルニチンは脂肪からの細胞エネルギーの生成におい

て中心的な役割を果たすことが分かる（Heinonen、1996）。  

カルニチン輸送機構を最適に機能させることで、体は脂肪を最も速く燃やすことができます。

現時点での科学的な証拠によれば、カルニチンが不足している個体（特に、Hoppel、2003）に

おいて、経口補給によって組織中のカルニチン濃度を増加させると、脂肪燃焼が増加するこ

とが既に示されている。 

例えば、心臓ストレス試験の前に心臓病患者に L-カルニチンサプリメントを投与すると、より

少ない拍動で心臓がより多くの血液をより効率的に汲み出すことが分かっている（Cacciatore 

et al 1991）。  

パッチは、長鎖脂肪酸の細胞のミトコンドリアへの輸送を増加させるために特別に設計され

ました。 

デビッド・シュミットが行ったことは、経口サプリメントを与えることとは根本的に異なっていま

す。その代わりに、彼は生物物理学の原則を適用して、細胞内のカルニチンのような天然物

質の活性を最適化するのに役立つ細胞頻度変調を作り出しています。 

生物電気場効果を使用すると、細胞エネルギー生産において数時間かかるところ数分で顕

著な変化が生じる。この即時の効果はライフウェイブパッチですでに完了している研究調査

で一貫して確認されています。  

パッチのユーザーは、パッチを着用して数分で物理的なスタミナが直ちに実証されました。 

ユーザーから得られた実際の改善は、8％から 400％にも及んでいます。基本的な原則は、

パッチが体内で周波数変調を作り出すことです。  

この周波数変調は、長鎖脂肪酸のミトコンドリアへの輸送を改善し、そこで燃料のために燃

焼され、エネルギーおよびスタミナが改善される。  

ライフウェイブのスポーツパッチの有機材料は、ミトコンドリアのエネルギー産生に関与する

生物学的成分の共鳴および交感神経の周波数に一致するように特に選択されていますが、

この技術の他の主要な目的、すなわちカルシウムイオンの筋肉への流れ運動中の筋肉繊維

の動員を増加させる。  

 

身 体 は コ ー ド に よ っ て 制 御 さ れ ま す  

科学は自然法に基づいています。生物学の認められた法律の 1 つは、すべての生物学的生

命は細胞から成り立ち、それは DNA に含まれる遺伝暗号である。 

細胞の発達および細胞内のタンパク質の産生を制御する細胞の数（Capra、2002）。いくつか

のタンパク質は、細胞に構造を提供する働きをする一方、酵素などの他のタンパク質は、化

学プロセスの触媒として作用することによって細胞を機能させる（Nelson and Cox、2000）。そ

れは酵素の相互作用である。 



エネルギー供給を生み出す食品成分（代謝産物）と、細胞が自己生成組織を維持するため

に細胞が必要とするビルディングブロックとを結びつける。 

Fritjof Capra によると、すべての細胞は、その代謝のための食物として数百の小さな有機分

子の同じユニバーサルセットを使用しています。 

動物は多くの大きくて複雑な分子を摂取するが、細胞の代謝過程に入る前に、常に小さな成

分の同じセットに分解される（Capra、2002）。すべての細胞は同じセットまたはアルファベット

の小分子を使用するだけなので、すべての細胞が同じ化学コードを利用していると言えるで

しょう。  

細胞内の化学反応を制御する機構は、関与する物質の原子の電磁振動または周波数であ

る（Brugemann、1993）。 

ある意味では、すべての生物学的プロセスは化学コードによって制御され、その化学コード

は周波数コードによって制御されると言えるでしょう。  

生体は生物学的プロセスにおいて DNA、RNA、酵素、特定のアミノ酸などの特定の有機分子

群のみを使用するため、周波数コードがシステムに組み込まれ、電気周波数のみが共振周

波数に正確に一致するこれらの分子は吸収される。  

この周波数コードはまた、協調アレイおよび異なる細胞タイプで組み立てられた細胞成分な

どのより複雑な構造も含む。  

すべての人体には数多くの種類の細胞が含まれています。いくつかの細胞は、心臓または

腎臓細胞のように特殊化されています。各セルタイプには固有の固有共振周波数もありま

す。  

物理学の法則によれば、宇宙のすべてが振動状態にあります。材料の共振周波数は、固有

振動数として定義されるか、各物質の頻度を要素または分子とする（Jones and Childers、

1990）。材料間のエネルギー伝達は、その共振周波数（振動）が一致する。さらに、細胞内の

生体分子が、外部から印加された、または内部で生成された電場に曝されるとそれらの共鳴

周波数は電界が分子に結合していると言うことができ、分子はその後電界からエネルギーを

吸収する。細胞膜は、電場と細胞との間の相互作用の主要部位である（Adey、1993a）。  

  

生体は、液晶性を有する有機分子で構成されています。液晶は、中間体または物質の相で

あり、液体と固体の両方の特性を持つ（Collings、1990）。  

細胞内及び細胞外生物学的液晶分子は、本質的に、物理法則に従って共鳴の性質を有す

る。 

生物学的分子、原子および電子は、非常に正確な振動特性のエネルギーによってのみ励起

される特殊な共鳴周波数を有する。 

2 つの発振器が同じ同一周波数に同調されると、一方の発振器は他方の発振器に信号に応

答して振動を開始する。 



共鳴は、発生源から放出された音響または電気振動が吸収周波数と一致するときに、生物

学的分子または細胞全体でさえも起こる 

細胞または細胞成分の固有の振動周波数を増幅するエネルギー移動を生じる受容構造

（Beal、1996a、1996b）を含む。  

細胞のすべての代謝反応は、調節プロセスの複雑な相互作用によって制御される。これらの

調節プロセスは、通常、化学的性質によって生化学で定義されるが、Brugemann によれば、

内部化学調節力は、生物物理的に特異的な電磁振動によって制御される（Brugemann、

1993）。この物理的原理は、影響を与えたい代謝プロセスに関与する化学物質の周波数コー

ドと正確に一致する、非常に弱い電場が身体に加えられるか生成される場合に、非常に特異

的な代謝応答を得ることを可能にする。  

非常に少量の特定のシグナル伝達分子（例えば、プロスタグランジンおよびホルモン）によっ

て細胞内で引き起こされる化学反応の生物学において、多くの例が現在存在する。重要なの

は、関与する物質の量だけではなく、必要な物質が、適切な時期に正確な場所で利用可能

であることです。シグナリング分子の同じ共鳴周波数を有する電場の印加によっても、同じ効

果の一部を達成することができる。  

生物学的分子の共鳴周波数を有する電磁場が体内で生成されると、その特定のタイプの伝

導性分子が電界からエネルギーを吸収し、誘起された電子流を受ける。  

広く理解されていない事実は、身体の細胞が正確に正しい周波数と振幅の電気周波数に絶

妙に反応することである（Adey、1993a、1993b）。 

ロス・アディー（Ross Adey）などの研究者は、身体の細胞が電磁気フィルターを内蔵している

ため、反応するだけであることを発見しました。（Adey、1993a、1993b）。  

電磁結合の原理は、適切な周波数コードが解読されたときに特定の生物学的応答を引き出

す能力を可能にする。 

適切な周波数コードを適用することにより、ミトコンドリアへの脂肪酸の輸送などの生物学的

機能を実行するように身体に信号を送ることが可能になり脂肪酸を燃焼させてエネルギーを

生成させることができる。  

LIFEWAVE パッチは、化学物質を体内に入れないで脂肪をエネルギーに変換するなど、体内

の化学反応に影響を与えることができる。 

体内に化学物質を入れる代わりに、これらのパッチは特定の許可された窓の中にある特定

の生体電界を体内に届けるように設計されています。これは、脂肪からのエネルギー生産の

調節に関与する分子のいくつかと筋細胞におけるカルシウムイオンの放出に正確に一致す

るオルソ分子有機物質を使用することによってパッチ内で行われます。パッチ内の天然物質

は、ある意味でパッチが身体の磁場と相互作用するとき、特定の電気周波数のセットの送信

機として作用する。  

  

 



確たる証拠 

体が磁場を持っていることを示している。 

SQUID（超伝導量子干渉デバイス）磁力計と呼ばれる機器を使用することにより、科学者は

客観的に人体の周りに弱い磁気エネルギー場がある。この生体磁場は、電気的には体積導

体である人体内の生理学的活動のために生じる。  

細胞、組織および血流の生物学的活性は、皮膚表面上で検出され得る身体および電場に電

流を生成する。しかし物理学の法則は、電流の発生が常に周囲空間における対応する磁場

の生成をもたらすことを必要とする。体積導体を流れる電流は常に磁場を発生させる

（Jackson、1975）。  

生体磁気信号は、組織細胞の筋肉収縮または神経興奮によって生成される細胞内電流から

生じると考えられている（Rottier、2000）。 

細胞内で生成された電流は、細胞膜タンパク質結合および細胞イオンチャネルを介して細胞

外に流出し、細胞外マトリックス内に流入し、生体電流が体内に流れる。この自然な電流が

体内を流れると、弱い磁場が身体の外側で生成される（Rottier、2000）。  

数世紀にわたり科学者や実践者は、皮膚に存在する生体電気場を測定するために電子機

器を使用してきました。身体の表面に現れる電場電位は、臨床心電図（ECG）、筋電図

（EMG）、脳波記録（EEG）などの基礎である。 

 磁気成分の検出は、シラキュース大学の研究者が地球磁場の 100 万分の 1 である心臓の

磁場を最初に測定した。1963 年まで待たなければならなかった（Baule et al。、1963）。  

1971 年には、脳の弱い生体磁場（心臓の磁場よりも 100 倍も弱い）を測定するのに十分な感

度のある装置が開発された。（Cohen、1972）。  

LIFEWAVE パッチ技術は、パッシブトランスミッタシステムとしてパッチを利用することにより、

特定の共振周波数を身体に伝えるように設計されている。 

本体の脈動磁場は、ライフウェイブパッチ内の成分によって周波数変調された高周波搬送波

として働く。この考え方については、本書の他のセクションで詳しく説明します。  

  

電 磁 エ ネ ル ギ ー の 吸 収  

生 物 学 的 分 子  

生物学的分子は、エネルギーパケットまたは量子の形で特定の離散周波数でエネルギーを

吸収することができる。これは、共鳴の物理原理に基づいています 

各量子は、その量子の特定の周波数に比例して分子にエネルギーを伝達する（Heynick、

1987）。 

高エネルギー電磁場 

生物組織の加熱、イオン化および破壊を引き起こすことがあるが、より低いエネルギー場は

他のものより微妙な生物学的効果を有する。低いエネルギーレベルでは鳴エネルギー移動

が起こり、電荷の移動は加熱ではなく主効果である。  



量子エネルギー吸収は、本質的に細胞内の分子の化学組成および分子構造が、そのような

吸収が起こりうる特定の周波数または特性スペクトルを決定する微視的な現象である

（Heynick、1987）。  

Louis Heynick によれば低エネルギー周波数は、分子の基本的なアイデンティティを変更また

は破壊することなく、分子の配向および構成を変化させる可能性がある（Heynick、1987）。  

実際に協調的相互作用は、生体細胞内、膜および他の細胞構造内および細胞外液中の分

子のサブユニット間で起こる。 

そのような相互作用において、構造中のある特定の部位（例えば、膜または生体高分子）に

吸収されるエネルギーは、十分ではない可能性がある。 

構造物に蓄積されたエネルギーを放出することによって全体の構造の機能を誘発し、それに

よりエネルギーの入射量子の生物学的増幅を生じさせることができる（Heynick 、1987）。  

生物学的組織における特定の代謝反応に関与する特定の生体分子を共鳴的に活性化する

ためには、電磁波の周波数の選択は実施したい化学反応に関与する分子の吸収スペクトル

に適合し特異的でなければならない。  

生物学的プロセスを活性化するために電磁気周波数を使用するために取り組まなければな

らない。 

重要な概念上の問題は次のとおりです。 

a）影響を与えたい代謝反応に関与する分子/たんぱく質/酵素/反応物を同定する。これは、

生化学反応を記述する生化学テキストを研究することによって達成することができる。 

b）生化学プロセスの活性化が促進されるようにこれらの分子に共鳴を生じさせることができ

る特定の電磁気周波数を同定することは、異なる分子の吸収スペクトルを記述する物理学

の教科書を研究することによって達成することができる。 

c）これらの頻度を体内に効率的に伝達するための効果的な送達システムを開発する。これ

は研究と実験を必要とする。 

  

ライフウェイブパッチ技術は、オルソ分子有機キラル分子の混合物または特定の生化学プロ

セスを配合することによって、これらの概念上の障壁を克服してきました。パッチ内に含まれ

ている天然分子と体の熱磁場との相互作用は、無線信号が送信機から数百万の家庭の無

線機（受信機）に送信されるように、身体に伝達される固有の振動電気信号を生成する。 

既に送信されている周波数に事前に調整された分子は、これらの特定の生体電気信号を受

信する。周波数比エネルギーが吸収されるとこれらの分子によって既に天然に存在する生化

学的反応の活性化を増強することができる。  

 

 

 

  



こ れ ら の 生 体 電 気 信 号 は ど う で す か ？  

体 に 伝 わ っ た ？  

1 つの方法は周波数変調 - ラジオであり、テレビ波は振動する電荷の生成によって生成さ

れる電磁波である（Jones and Childers、1990）。  

米国内のすべてのラジオ局とテレビ局には、連邦通信委員会（FCC）によって特定の放送周

波数が割り当てられています。  

ラジオ局とテレビ局が常に放送する周波数は、搬送波と呼ばれ人がラジオやテレビでチュー

ニングする周波数です （Jones and Childers、1990）。  

信号波として知られている他の波をピギーバックするために、搬送波を使用することができる

ことは 100 年以上前から知られている。 

信号波は、音や画像のような伝達されている情報を運ぶ（Carr、2001）。  

搬送波上の信号波の重ね合わせは、変調として知られている。変調は多くの方法で達成す

ることができる。 

最も広く使用されている方法の 2 つは振幅変調（AM）と周波数変調（FM）である。（AM）変調

では、搬送波の振幅が変調され情報信号によって制御される。周波数変調（FM）では、搬送

波の周波数は情報信号によって変調される（Jones and Childers、1990）。  

そのようなシステムの適切な動作には、搬送波と信号波の組み合わせを送信する送信機と、

正しい周波数で共振するように設定することができる同調回路を含む受信機が必要です。放

送信号の受信は、受信アンテナにおいて小さな電圧を誘発する。送信された信号がチューナ

周波数と一致すると、同調回路を通過して増幅される。  

人体の電子生物学の観点から、身体の細胞は、液晶成分（タンパク質、膜、膜受容体、 

DNA、および RNA）を検出することができます（Beal、1996a、1996b）。ある意味では、本体は

液晶発振器で構成されています。細胞の生物学的液晶分子は、協調的挙動を示す複雑な構

造で組織化されている（Ho、1998）。 

正しい特定の生体電気周波数が身体の細胞に供給されると、これらの液晶分子はエネルギ

ーおよび情報を共鳴的に吸収する 

（Adey、1988、1993a; Beal、1996a、1996b）。  

身体の細胞成分は、電気回路として振る舞う（なぜなら、それらは容量性、誘導性および抵

抗性要素、生体電位電圧源および 

イオン電流および電子電流が流れる）。これにより、電気信号および情報が、生体電気信号

の周波数によって運ばれ、細胞に出入りすることが可能になる。 

細胞はまた、膜、膜受容体、および同調回路として振る舞う細胞骨格タンパク質複合体から

なる成分を有する。これらの細胞の同調 

回路は、特定の周波数および振幅ウィンドウにある非常に特異的な生体電気信号の検出、

共鳴吸収および増幅を可能にする 

（Adey、1981、1988、1993a; Garnett、1998、2002; Ho、1998）。  



  

電気的アンテナ/トランスデューサとして機能する細胞膜受容体の周波数変調は、細胞膜を

横切る電圧変動をもたらす 

（Dallos、1986; Russell et al。、1986）。周波数変調は、電圧に応答する細胞膜の受容体を活

性化する 

これらの受容体は、次に、細胞の電気的、収縮的および代謝的活性を調節する他の膜タン

パク質に結合される。 

細胞膜の電圧変化は、耳の蝸牛の外側有毛細胞の外側細胞壁に位置するタンパク質ベー

スのモーターを駆動すると考えられている 

（Santos-Sacchi and Dilger、1988; Holley and Ashmore、1990; Hallworth et al。、1993）。タン

パク質ベースのモーターは、筋線維、ミトコンドリア膜 

（Rayment et al。、1993、Spudich、1994; Neupert and Brunner、2002）。  

Fritjof Capra のような多くの作家は、自然が働くメカニズムを保存していることに気付いてい

る（Capra、2002）。著者の意見では、細胞膜の電圧変化や内向きの電流の流れなどの生体

電気力は、実際に体内のすべてのタンパク質/酵素ベースのモーターを駆動する可能性があ

ります。この意見は事実に基づいている 

細胞膜とミトコンドリアや DNA などの他の細胞構造との間に内向きの電流が存在することが

知られている（Garnett、1998）。加えて、 

電流は、電気整流器として作用する細胞膜中のイオンチャネルを介して細胞に侵入し、その

結果、カリウムなどの鉱物が入る 

（Nicholls et al。、2001）。これらの内向きの電流を構成する電荷の一部は、細胞骨格の液晶

半導体タンパク質（Oschmann、2000）からなる細胞内振動生体電気回路を通って移動する。  

各細胞の内部は、細胞間結合タンパク質を構成する組み込み構造で構成されており、細胞

間タンパク質は、 

細胞膜、DNA、およびミトコンドリア。これらの液晶細胞骨格タンパク質もまた半導体特性を

有するという事実により、 

細胞膜から DNA およびミトコンドリアのような内部構造に電荷（電流）を伝達する。ある意味

での細胞の細胞骨格 

細胞の全ての成分を固体の生物学的コンピューターに導入する。  

  

共 鳴 エ ネ ル ギ ー 移 動  

セ ル ラ ー 無 線 の 概 念  

あなたが老いている人たちは、有名な Memorex のテープコマーシャルを覚えているかもしれ

ません。エラフィッツジェラルドは特定の音符を歌ってガラスを壊しました。 

Memorex テープのメーカーは、フィッツジェラルドさんを歌いながら録音して増幅しました。こ

のコマーシャルは、 



Memorex のテープはとても良かったので、テープを弾くとガラスが壊れてしまった。タグライン

は：それは生きているのか、それとも Memorex ですか？  

この商業的な理由は、Ella Fitzgerald がガラスの振動の固有振動数で完全なピッチで歌うこと

ができたためです。彼女が歌うとき 

彼女の声で作られた音波がガラスの自然な共鳴周波数と同じ音で、ガラスが粉々になるまで

振動し始めました。 

これは、音波を用いた共鳴エネルギー移動の例である。 

技術的には強制振動共振と呼ばれます。  

共鳴エネルギー移動の現象は、2 つの同一の音叉を使用することによっても実証することが

できる。1 つのフォークを叩いてから近くに置くと、 

しかし、他のフォークには触れないで、打撃されたフォークによって生成された音の振動は、

実際にエネルギーを他の音叉に伝達して、それを同音的に振動させる。  

何かが自然な振動速度を持っている場合、同じ周波数を適用すると、実際にはより多くのエ

ネルギーを送り込むことができます。この同じ概念をある場所から別の場所へ情報を無線で

転送する電子機器。今ライフウェイブパッチの観点から、アイデアは音波でメガネを試して壊

すことではありません。代わりにパッチは身体の磁場と相互作用して、エネルギーを共鳴的

に伝達してオンになる特定の生体電気周波数を生成する。 

エネルギーの燃料源として脂肪を燃やす身体の能力を加速するなど、体内の特定の化学プ

ロセス。 

  

ライフウェイブパッチには、特定の天然有機生化学物質のユニークな製剤が含まれています。

これらのパッチの天然素材は、相互作用するように設計されています 

 身体の自然に振動する磁場と一緒になる。この相互作用によって特定の電気的周波数また

は信号が生成され、それが身体に結合される。 

ラジオ局から無線信号がどのように送信されるのかと同様に、身体の磁場によって決定され

る。  

パッチ材料と身体の自然磁場との相互作用によって生成された電気周波数は、カーラジオが

特定のラジオ局の波に同調できるように、体内の特定の分子および分子構造に変調または

同調される音を受信して生成する。 

私はパッチのこの機能を携帯電話と呼んでいます。  

パッチ内の材料は、脂肪の燃焼に関与する体内の特定の分子の共鳴周波数に一致するよう

に特別に選択されている。 

（脂肪代謝）。パッチが使用されると、身体はエネルギー源としての脂肪の使用を増加させま

す。これは、より多くのエネルギー、より大きなスタミナ、 

よりよい性能。  



体は砂糖を燃やすことよりも脂肪を燃やすことによってエネルギーをより多く得るので

（Stipanuk、2000）、これらのパッチを使用する人は、より耐久性があることがわかります。  

砂糖からエネルギーを得ることとは対照的に、脂肪からエネルギーを得る例を挙げることが

できます。寒い冬の夜だと想像してみましょう。 

電気を持っていないキャビンですが、暖炉、古い新聞の積み重ね、オークの丸太の積み重ね

があります。新聞は燃やす糖を表す。 

オークのログは燃えている脂肪を表します。あなたは新聞や砂糖で火をつけることができま

すが、一晩中そこに座って火の中に新聞を送り続けなければ、熱やエネルギーはほとんど持

続しません。 

しかし、オークのログ/脂肪のいくつかを投げ込むと、新鮮な熱い火を作り出すことができま

す。それは、オークのログ/脂肪が新聞/糖の積み重ねよりもずっと使いやすいエネルギーを

含んでいるからです。あなたがログを燃やすならば、あなたは覆いの下に乗ることができ、す

べての暖かくて厄介な夜を通して眠ることができます。ちょうど使用することにした場合 

新聞はあなたが一晩中火をつけていて、眠らない。  

私たちの使命は暖炉のようなあなたの体を助け、新聞や糖の代わりにオークのログ/脂肪を

燃やして、より多くのエネルギーを得られるようにすることです。 

パッチは、運動をしたり、スポーツに参加したり、終わりにもっとエネルギーを必要としている

人のために表示されます。 

 

ラ イ フ ウ ェ イ ブ パ ッ チ は 次 の よ う な も の で す  

有 機 ラ ジ オ 局  

ライフウェイブパッチがどのように機能するかを理解するのに役立つ 1 つのアナロジーは、そ

れらを有機ラジオ局のように考えることです。 

あなたはラジオ局を所有していると言います。あなたのラジオ局は、連邦政府がキャリアウェ

ーブと呼ばれる特定の周波数を送信するためのライセンスを取得する必要がある放送波。 

あなたのラジオ局が送信する搬送波は、情報信号を含む他の周波数を搬送するか、または

ピギーバックするために使用されます。ライセンスを受けている場合 FM ラジオ局を運用する

には、自局が送信する搬送波に関する情報をエンコードするために周波数変調を使用します。

ラジオのためにあなたのラジオ放送を受信する人々の家庭では、ラジオ局の搬送波にラジオ

を同調させて、情報信号を復調できるようにする必要があります。  

あなたのラジオ局は、電波から呼ぶ電磁スペクトルの特定の部分にある電磁波の周波数を

送信するために、電気のエネルギーを引き出すアクティブな送信機を使用します。ラジオ局

の操作を開始する前に、まずラジオ局に送信する情報を決定する必要があります。誰も聞き

たくない情報を送信することを選択した場合、すぐに失業します。したがって、送信する情報

を非常に選択的にする必要があります。ある場所から信号が送信され、別の場所で受信され

ると情報は正常に送信され受信されます。  



都市の市長があなたのラジオ局に乗って、市民に血が不足していることを伝えるのとちょうど

同じように。 

情報に反応する人々 

彼らは彼らのラジオで受信した赤十字に行くと、血液を寄付することができます。私たちが持

っているのは、ある場所から情報が送信されたという現象です。 

レスポンスが発生します。  

  

ライフウェイブパッチ技術は、身体が分子で構成され、体内の各化学反応がこれらの分子が

特定の周波数信号またはコードに応答するであろうことを意味する。一般に体内の分子は単

離されていない。 

代わりに細胞の液体に溶解した物質は、他の分子と結合してより複雑な構造を形成する。  

体のあらゆる分子と分子複合体は、Memorex の商業用のガラスのようなものです。各分子お

よび分子複合体は、それ自体の特定の周波数を有する。 

情報またはエネルギーを共鳴的に吸収することができる。ある意味では、これらの分子構造

は小型無線受信機のようなものです。これらの分子ラジオが受信するように予め設定されて

いる周波数コードで情報が送信されると、身体の分子に情報またはエネルギーを直接送信

することができる。 

特定の分子複合体へのエネルギー移動のこのプロセスは、これらの分子が関与する化学反

応の活性化を助けることができる。  

  

パッチは、受動的な生体伝達システムとして機能するように設計されています。パッチが皮膚

上に置かれると、パッチ内の材料は、身体の磁場と相互作用して変調し、特定の特定の生体

電気信号を生成する。さらに、身体の自然磁場は、これらの信号を身体に結合するキャリア

です。  

  

パッチ技術は、体内で化学反応を起こさず、既に効率的に働くために起こっている生物学的

反応のみを支援します。David Schmidt は基本的に、特定の生物学的反応を起こすためにど

のような生体電気信号が必要であるかを調査し、これらの生体電気信号を体内に効果的に

結合できるパッチ技術を発明した。  

  

要約すると、ライフウェイブパッチには、人体に自然に存在する有機分子が含まれています。

これらの物質は既に決定されている。 

FDA が安全であることを確認する。しかし実際に分子自体を体内に入れる代わりに、E パッチ

は特定の生体電気信号を生成し、これらの特定の信号を受け取ることができる分子によって

共鳴的に吸収される。  

細胞成分が代謝変化を伴って外部周波数に応答できるという概念を支持するデータ。 



電磁場が活性化するためには 

身体の代謝プロセスは、電界誘起分子変化が起こらなければならない。このセクションでは、

タンパク質の物理的、化学的および電気的特性について議論する 

どのようにして電界がタンパク質の分子構造および機能に影響を与え得るかについて説明

する。「化学反応ではなく、物理的なプロセスが原子レベルにある 

分子構造の中で、生命系におけるエネルギーの移動やシグナルの流れを形作るように見え

る（Adey、1993a）。  

タンパク質は、細胞において重要な構造的および機能的役割を果たす複雑な分子である。タ

ンパク質は、細胞構造、強度および柔軟性を提供するのに役立つ。  

タンパク質はまた、細胞通信のプロセスにおいてシグナル伝達分子として、および細胞の化

学反応において酵素として機能的役割を果たす。 

タンパク質の機能的性質は、それらの三次元構造に依存する（Grattarola et al。、1998）。  

化学反応を触媒するタンパク質は酵素と呼ばれる（Holyzclaw ら、1991）。身体の酵素は、そ

れ自体が使い果たされることなく化学反応を促進する天然の触媒分子である。酵素は特定

の化学物質を特定するため、特定の化学構造を認識するためそれらの三次元形状ならびに

それらの化学的性質の両方によって（Jespersen、1997）。  

シグナルデバイスとして機能する細胞膜に埋め込まれたタンパク質は、受容体と呼ばれる。

受容体は、血流からの化学信号に応答して、細胞内の化学物質の経路を制御し、細胞の内

外への物質の輸送を助ける（Nelson and Cox、2000）。科学的データはまた、受容体電場にも

反応する（Adey、1993a）。  

酵素および膜受容体は、すべてのタンパク質と同様に、三次元構造に折り畳まれる。タンパ

ク質の三次元構造は、各タンパク質アミノ酸のユニークな順序の配列で構成されています。

ヒト細胞のタンパク質は、すべて L-アミノ酸と呼ばれるキラル分子で作られている（Nelson 

and Cox、2000）。  

アミノ酸の位置および配列、負電荷および正電荷の位置および配列、ならびにタンパク質と

水および他の生物学的分子との相互作用は、体の pH でタンパク質の三次元構造を決定す

る（Grattarola ら、1998; Nelson and Cox、2000）。  

Linus Pauling は、蛋白質のアミノ酸の特定の配列がそれをコイル状にしたり巻いたりしてヘリ

カル状にすることができることを発見した最初の科学者でした 

α らせんと呼ばれる（Pauling、1988）。この構造は、細胞膜に包埋されたタンパク質において

特に顕著である（Nelson and Cox、2000）。   

電気的にコイルとヘリックスはインダクタ、トランスデューサ、アンテナです。  

コイルからヘリックスへの移行は、非線形現象である（Grattarola et al。、1998）。これは、絶

対的にわずかな量のエネルギーによって引き起こされることを意味する。  

コイルから螺旋への移行は、2 状態機能と呼ばれる協調現象であり、これは、任意のタイプ

の電子的または生物学的装置の特徴である（Grattarola et al。、1998）。  



酵素および受容体は、電気スイッチのような活性状態と非活性状態との間で前後に変動する

能力を有するタンパク質のタイプである 

オンまたはオフの位置に設定することができます。これらのタイプのタンパク質の活性位置と

休止位置との間のこの周期的な移動は、電荷の分布の可逆的なシフトを伴い、その後、 

これらのタンパク質の 3 次元折りたたみおよび化学的結合部位。構成的または立体配座的

変化と呼ばれるこのタンパク質の折りたたみの変化は、これらのタンパク質の化学的反応性

および電気的性質の変化をともなう（Wuddel and Apell、1995）。  

  

何年もの間、生物学者は、酵素および受容体を活性化させて活性化させる 

および休止状態は、化学物質が互いに電荷を移動させる化学的相互作用を伴う。しかし、新

たな研究が実証された。 

電荷の移動が常に化学キャリアを必要とするとは限らないことである。実際、酵素および受

容体は、直接的に移動した電荷によって活性化することもできる 

 共鳴結合電場（Derényiand Astumian、1998）から得た。 

これは、そのサイクル内でコンフォメーション転移を受ける酵素および受容体で起こる分子内

電荷移動が、これらの分子に振動電場から直接にエネルギーを伝達する能力を伝達するた

めである（Astumian ら、1989）。  

多くの研究者、特に Ross Adey は、弱い電磁界が、細胞内酵素を活性化する最初のメッセン

ジャーシグナルのように作用する細胞膜の糖タンパク質と共鳴的に相互作用することを示し

ている（Adey、1993b）。これらの電磁信号は、これらの膜タンパク質が電磁的周波数と電気

的に結合するときに、細胞膜タンパク質におけるコンフォメーション変化を生じ得る 

（Adey、1993b）。これは、細胞膜タンパク質が、細胞内部の化学プロセスを活性化するオフ電

気スイッチとして振る舞う電気変換器のように作用することを意味する（Adey、

1980,1981,1988,1998b; Adey ら、1982）。  

分子構造の可能な役割は、電荷を運ぶことであり、それは水性環境中で各分子に特有の場

を生成するものであり、そのような共鳴または対立を示すものフィールド 

（「電子構造的結合」）は、遠く離れていても伝達することができる（Benveniste、1993）。  

例えば、Na、K-ATPase などの細胞酵素は、ナトリウムおよびカリウムなどのイオンをポンプ

輸送するためにエネルギーを必要とすることが、生物学者によってよく認識されている 

細胞膜。しかし、新しいデータは、これらの酵素が、ATP 由来の化学的エネルギーによって、

または直接的に吸収されるエネルギーによって活性化され得ることを示す 

（Xie ら、1997）。この場合、電場からのエネルギーは、ATP によって化学的に通常提供される

エネルギーの代わりになる（Derényiand Astumian、1998）。 

体内の化学的な生物学的反応に対する電磁効果は、速度定数の電気的または磁気的周波

数感度に依存する（Weaver ら、2000）。 



膜受容体タンパク質はまた、電界に共鳴的にカップリングすることによって活性化することが

できる（Astumian and Robertson、1989）。  

"フィールドが酵素や細胞に影響を及ぼすことができるならば、現在のものと同じように、治療

剤としての波形を調整することができるはずです 

薬理学的選択性を得ることができ、おそらく医薬品に共通する多くの副作用を控える（Davey 

and Kell、1990）。  

このメカニズムが機能するために必要な重要なステップは、酵素プロセスの共鳴周波数と正

確に一致する、身体内に電場を生成することである 

または膜受容体を刺激して、酵素または受容体が共鳴的に場に結合できるようにします。 

これは、ライフウェイブパッチの動作方法です。  

  

生 物 学 的 ア ン テ ナ  

それらの形状はアンテナを分類することができ、その形状によって放射パターンが決まります。

アンテナは、異なる角度で異なるパワーを放射する（Carr、2001）。  

身体の細胞は、血流によって離れた場所の細胞に運ばれるか、または放出される化学的シ

グナル分子によって互いに伝達される。 

神経線維および局所組織細胞からの細胞表面上に直接的に存在する（Nicholls ら、2001）。  

シグナリング化学物質の細胞膜受容体への結合は、細胞膜イオンチャネルの開口などの増

幅された生物学的応答を誘発し、カルシウムなどのミネラルが細胞に入ることを可能にする。

他の増幅された応答は、酵素および二次メッセンジャーシグナルの活性化を含む（Mehrvar ら、

2000）。  

広く知られているわけではありませんが、細胞膜レセプターや DNA も、電場の信号に応答す

る電気アンテナやトランスデューサのように働くことができます 

（Adey、1993a、1993b）。  

コイル状およびヘリカル状の構成を有するタンパク質からなる細胞膜受容体は、電界ならび

に電気変換器および電気インダクタ用の受信アンテナとして作用することができる。これらの

コンポーネントは、通信（シグナリングおよび情報転送）を容易にする複雑な協調アレイに編

成され、体内の細胞間、細胞と外部環境との間に存在する（Gilman、1987）。 

 

細胞膜バイオセンサー複合体における形質導入要素 

化学的または電気的信号を、ミネラルの細胞への移動または酵素反応のカスケードを含む

生物学的応答に結合させる（Mehrvar ら、2000）。  

ヘリカルアンテナは、直径とコイルの間隔が波長の大きな部分である場合、指向性ビームを

生成する。適度に広い帯域幅を提供します 

（Carr、2001）。ヘリカルアンテナが使用される場合、受信ヘリカルアンテナは、送信側と同じ

方向に巻かれなければならない。 



DNA のようなヘリカルアンテナは積み重ねることができ、このタイプのセルアンテナが各ヘリ

ックス上で数回だけ高い利得を得る方法を可能にします。  

要約すると、細胞の構造は、細胞が信号増幅のプロセスを通じて生物学的応答を誘発する

情報信号として作用する電気的周波数を検出し応答することができる電子的特徴を有する

構成要素を有するという著者の意見である。  

 

細胞との共鳴電気周波数相互作用の機構 

細胞との共鳴電気周波数相互作用の機構には、受容体アンテナ/トランスデューサによる電

気信号/電荷移動の受信が含まれる 

アデニル酸シクラーゼのような細胞内酵素にも結合している膜結合型 G タンパク質に結合し

ている。  

膜に結合した G タンパク質および細胞内酵素は、それらが結合して、それらが受け取るシグ

ナルのための増幅器として作用するタンパク質の複合体を形成する。 

例えば、特定の G タンパク質は、cAMP のような第 2 メッセンジャー系の細胞濃度を増加させ

る特定の細胞内酵素に結合して活性化する。cAMP の細胞レベルの増加は、プロテインキナ

ーゼAと呼ばれる酵素を活性化し、プロテインキナーゼAは、次に、ホルモン感受性リパーゼ 

（Nelson and Cox、2000; Nicholls ら、2001）。  

異なる電気周波数は異なるレセプター、異なる G タンパク質、異なる細胞内酵素および異な

るセカンドメッセンジャーシステムを活性化し、したがって異なる生物学的反応およびカスケ

ードを産生する。  

臨床医が影響を与えたい生物学的反応を電気的に調節することができるようにするために

は、特定のステップを講じなければならない。 

彼または彼女はまず選択し、その生物学的プロセスをオンにすることに関与するシグナルメ

カニズムを活性化する正しい電気的頻度を適用する。さらに、個人食事やサプリメントの適切

な改変によって細胞膜の健康を改善する努力をしている人は、この技術によってさらに大き

な利益を受けるかもしれません。  

  

磁 気 誘 導 の 原 理  

最初の電気パイオニアの 1 人である Michael Faraday は、1831 年に電磁誘導現象を初めて

説明しました。 

彼は、電線の近くで磁石を動かすだけで電線の導体に測定可能な電流を流します。この発

見はファラデーの電磁誘導の基本法則である誘導法則の基礎となった（Jones and Childers、

1990）。 

ライフウェイブのパッチシステムは誘導原理を利用するように設計されています。これらのパ

ッチの天然物質は、小さな電子導体やアンテナとして機能します。身体の振動磁場がパッチ

内のこれらの電気的に活性な分子と相互作用するとき、磁場はファラデー効果を介して電場



の生成を誘発する。この誘導電場は、パッチ内に含まれる材料の特定の共鳴周波数を含む。

さらに、身体の固有の振動磁場は、搬送波のように作用し、これらの周波数を身体に結合す

る。  

  

体の磁場とライフウェイブパッチとの相互作用は、身体の組織における特定の周波数の弱い

生体電気的電流を誘発する。 

パッチによって生成される特定の周波数セットは、特定の化学反応および生物学的プロセス

を活性化するように選択されている。 

この技術は、エネルギー源としての脂肪の使用、筋肉線維の動員を増加させるカルシウムイ

オンによる筋肉の収縮の活性化をサポートすることができる。 

これはより多くのエネルギーとより大きな持久力につながります。  

  

ライフウェイブパッチはどのように機能するか 

体の熱磁場で、 

変圧器の類推 

変圧器は、周波数を変えずに磁気誘導の原理によって、ある電気回路から別の電気回路に

電気エネルギーを伝達する装置です。  

トランスには 2 つの巻線またはコイルがあります。一次巻き線と呼ばれる最初のものは、ある

周波数で電源から電力を引き出すコイルです。二次巻線はエネルギーを負荷に供給するた

めのコイルです。特定の周波数での電圧の磁気伝達は、磁界が振動する/変化する強度

（Van Valkenburgh、Nooger および Neville、Inc.、1992）。  

絶縁トランスは、外向きの信号が入ってくる信号と等しくなるように設計された特殊なトランス

です。ライフウェイブテクノロジーでは、信号が外に出ています。 

体の変動する熱磁場とパッチの有機マトリックスによって形成されたアンテナ/導体との相互

作用によって生成される。  

ライフウェイブテクノロジーパッチのユニークな独自の混合物は、変圧器の一次コイルのよう

に機能するマトリックスアンテナ/導体システムを形成します。 

それが体の磁場と相互作用するときに起こる。体の振動する熱磁場は磁気誘導を生成し、

電気周波数はパッチ周波数の材料から、身体の振動磁場を変調する。  

パッチの身体の振動磁場との相互作用は、パッチが位置する領域上の磁場内に局所的な渦

を生成する。 

磁界はパッチとのこの相互作用によって変調され、高調波の電気エネルギーフィールドの情

報キャリアとして作用する。  

既に正確な周波数に事前に調整された分子との電気信号の共振相互作用は、情報を受信

機に渡すことを可能にする分子。  細胞膜および細胞の分子を受容することは、変圧器の二

次巻線のように機能する。これらの細胞成分はアンテナ、電気トランスデューサおよび電気イ



ンジェクターとして機能し、細胞は共鳴エネルギー移動によって信号情報を復調および受信

する。 

生物学的分子による電気周波数の共鳴吸収は、身体の導電性液晶分子中の電子の流れを

誘導する。  

特定の周波数情報を細胞に共鳴的に伝達することは、細胞機構によって増幅され、この情

報は、電気的周波数の特定のセットを提供するためにパッチ内に配置された物質の選択に

よって活性化のために選択され得る特定の生物学的プロセスを活性化する。 

  

例えば、パッチ中のキラル L-アミノ酸のような天然有機物質の使用は、正確に周波数を有す

る電場の生成を可能にする。 

特定の天然生体分子の共鳴周波数に一致する。  

パッチのライフウェイブテクノロジーは、以前は知られていなかった人間のパフォーマンスを

向上させる新しい方法です。 

この技術は、これらの物理的原理を新規かつ斬新な方法で適用した共振エネルギー伝達、

周波数変調、電磁誘導および無線通信の周知の物理的原理に基づいている。ライフウェイブ

テクノロジーの利点には、人間のエネルギー、スタミナおよび強さの増加が含まれます。エネ

ルギーやパフォーマンスの向上に関心を持つアスリートや個人は、パッチの使用を考慮する

必要があります。  
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