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(57)【要約】
　ＴＣＭ施術者を雇うことなく、ＴＣＭの原理に基づいて、ユーザの肌組成を分類するた
めに、ユーザをから取得された年齢、性別、体感、肌の状態及び色つや、睡眠パターン、
食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身体の健康状態及び情緒的健康等の生物学的
及び／又は心理学的情報を統計的に分析することによって、伝統中国医学（Traditional 
Chinese Medicinal：ＴＣＭ）の原理に基づいて、特定のユーザの肌組成を判定するコン
ピュータ援用システム及び方法を提供する。特定のユーザの肌組成の分類は、好ましくは
、特定のユーザの肌の陰陽の均衡又はその欠如を示している。本システム及び方法では、
更に、特定のユーザの肌組成に適切な１つ以上の局所的なスキンケア養生法及び／又は摂
取可能な肌に効果がある製品を推薦してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝統中国医学（Traditional Chinese Medicinal：ＴＣＭ）の原理に基づいて、特定の
ユーザの肌組成を判定するコンピュータ援用診断システムにおいて、
　（１）特定のユーザから取得された、前記特定のユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌
苔の色、唇色、肌の状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、ストレス
レベル、身体の健康状態及び情緒的健康からなるグループから選択された生物学的及び／
又は心理学的情報を含む臨床データセットを前記システムに入力するように構成されたデ
ータ入力モジュールと、
　（２）前記データ入力モジュールと通信し、前記臨床データセットに統計的分類処理を
適用して、ＴＣＭの原理に基づいて特定のユーザの肌組成を分類するように構成されたデ
ータ処理モジュールと、
　（３）前記データ処理モジュールと通信し、前記データ処理モジュールによって判定さ
れた特定のユーザの肌組成を表示するように構成された出力モジュールとを備えるコンピ
ュータ援用診断システム。
【請求項２】
　前記特定のユーザの肌組成の分類は、前記特定のユーザの肌の陰陽の均衡又はその欠如
を示している請求項１記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項３】
　前記特定のユーザの肌組成は、３個の異なる分類の１つ又は５個の異なる分類の１つで
ある請求項１記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項４】
　前記データ処理モジュールは、更に、前記特定のユーザの肌組成に適切な１つ以上の局
所的なスキンケア養生法及び／又は摂取可能な肌に効果がある製品を推薦するように構成
されている請求項１記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項５】
　前記臨床データセットにおける生物学的及び／又は心理学的情報の少なくとも幾つかは
、前記特定のユーザの年齢、性別、体感、肌の状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、
エネルギレベル、ストレスレベル、身体の健康状態及び情緒的健康からなるグループから
選択された１つ以上の項目に関連する質問を含むアンケートに記入を促された前記特定の
ユーザの自己評価を介して取得される請求項１記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項６】
　前記自己評価は、前記特定のユーザがオンラインでアンケートに記入することによって
、遠隔から行われる請求項５記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項７】
　前記自己評価は、前記特定のユーザが小売の現場でアンケートに書き込むことによって
、オンサイトで行われる請求項５記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項８】
　前記臨床データセットにおける幾つかの生物学的及び／又は心理学的情報は、トレーニ
ングされたホリスティック美容の専門家による前記特定のユーザの評価を介して取得され
る請求項５記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項９】
　前記評価は、前記トレーニングされたホリスティック美容の専門家による前記特定のユ
ーザとの対話型の診察を介して行われる請求項８記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項１０】
　前記評価は、小売の現場において、前記トレーニングされたホリスティック美容の専門
家によってオンサイトで行われる請求項８記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項１１】
　前記臨床データセットの生物学的及び／又は心理学的情報の幾つかは、１つ以上の肌パ
ラメータを測定する電子機器による前記特定のユーザに対する測定を介して取得される請
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求項５記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項１２】
　前記統計的分類処理は、弁別的分析、ロジスティック回帰、ナイーブベイズ分類器、サ
ポートベクトルマシン、二次分類器、ニューラルネットワーク、パーセプトロン、決定木
、ベイジアンネットワーク、隠れマルコフモデル及びこれらの組合せからなるグループか
ら選択される分類法を採用する請求項１記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項１３】
　前記統計的分類処理は、それぞれが特定の肌組成に関連する複数の分類関数を含み、前
記複数の分類関数のそれぞれは、ユーザが各分類関数に関連する特定の肌組成を有すると
してＴＣＭ施術者によって分類される尤度を表す前記ユーザのための分類スコアを算出す
るために使用され、前記ユーザについて最も高い分類スコアが得られる分類関数に関連す
る肌組成が、前記ユーザの肌組成として分類される請求項１記載のコンピュータ援用診断
システム。
【請求項１４】
　前記分類関数は、一次関数又は二次関数のいずれかである請求項１３記載のコンピュー
タ援用診断システム。
【請求項１５】
　前記分類関数は、弁別的分析によって構築され、前記弁別的分析は、
　（ａ）ユーザの母集団から選択されたトレーニングサンプル内の複数のユーザの生物学
的及び／又は心理学的情報及び前記ユーザの肌組成に関するＴＣＭの原理に基づくＴＣＭ
施術者による前記ユーザの分類を含むトレーニングデータセットを取得し、
　（ｂ）それぞれが前記トレーニングサンプル内のユーザの生物学的及び／又は心理学的
情報の１つのタイプを表す独立変数のグループを特定し、
　（ｃ）前記独立変数のグループ内の各独立変数について、前記独立変数のグループ内の
分散の平均に対する前記独立変数のグループ間の分散の比率として算出される、ＴＣＭ施
術者が判定する異なる肌組成のユーザの異なるグループの間の弁別における前記独立変数
の能力を示すＦ比率を算出し、
　（ｄ）Ｆ比率が最大の独立変数を選択し、
　（ｅ）残りの独立変数についてＦ比率を算出し、
　（ｆ）Ｆ比率が有意のプリセットレベルより大きい全ての独立変数が選択されるまで（
ｄ）～（ｅ）のステップを繰り返し、
　（ｇ）前記選択された独立変数を用いて、複数の分類関数を構築する請求項１３記載の
コンピュータ援用診断システム。
【請求項１６】
　前記各分類関数は、特定の肌組成に関連する定数をＣｘとし、選択された独立変数をＶ

１～Ｖｍとし、それぞれが肌組成について前記選択された独立変数の１つに対応し、各分
類関数を用いて分類スコアを算出する際の選択された変数の相対的な重みを示す係数をＷ

ｘ１～Ｗｘｍとして、一般式Ｃｘ＋Ｗｘ１×Ｖ１＋Ｗｘ２×Ｖ２＋…＋Ｗｘｍ×Ｖｍを有
する１次関数である請求項１５記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項１７】
　前記分類関数は、トレーニングサンプルと同じ母集団から選択されるが、異なるユーザ
のグループを含む検証サンプル内の複数のユーザの生物学的及び／又は心理学的情報と、
ＴＣＭ施術者による前記ユーザの肌組成に関する分類とを含む検証データセットを用いて
検証される請求項１５記載のコンピュータ援用診断システム。
【請求項１８】
　伝統中国医学（Traditional Chinese Medicinal：ＴＣＭ）の原理に基づいて、特定の
ユーザの肌組成を判定するコードを含むコンピュータが読取可能な媒体であって、前記コ
ードは、
　特定のユーザから取得された臨床データセットに統計的分類処理を適用して、ＴＣＭの
原理に基づいて前記特定のユーザの肌組成を分類する命令を含み、前記臨床データセット
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は、前記特定のユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌苔の色、唇色、肌の状態及び色つや
、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身体の健康状態及び情緒的
健康からなるグループから選択された生物学的及び／又は心理学的情報を含むコンピュー
タが読取可能な媒体。
【請求項１９】
　前記特定のユーザの肌組成の分類は、前記特定のユーザの肌の陰陽の均衡又はその欠如
を示している請求項１８記載のコンピュータが読取可能な媒体。
【請求項２０】
　前記特定のユーザの肌組成は、３個の異なる分類の１つ又は５個の異なる分類の１つで
ある請求項１８記載のコンピュータが読取可能な媒体。
【請求項２１】
　前記特定のユーザの肌組成に適切な１つ以上の局所的なスキンケア養生法及び／又は摂
取可能な肌に効果がある製品を推薦する命令を更に含む請求項１８記載のコンピュータが
読取可能な媒体。
【請求項２２】
　前記統計的分類処理は、それぞれが特定の肌組成に関連する複数の分類関数を含み、前
記複数の分類関数のそれぞれは、ユーザが各分類関数に関連する特定の肌組成を有すると
してＴＣＭ施術者によって分類される尤度を表す前記ユーザのための分類スコアを算出す
るために使用され、前記ユーザについて最も高い分類スコアが得られる分類関数に関連す
る肌組成が、前記ユーザの肌組成として分類される請求項１８記載のコンピュータが読取
可能な媒体。
【請求項２３】
　前記各分類関数は、特定の肌組成に関連する定数をＣｘとし、それぞれが前記ユーザの
生物学的及び／又は心理学的情報の１つのタイプを表す選択された独立変数をＶ１～Ｖｍ

とし、それぞれが肌組成について前記選択された独立変数の１つに対応し、各分類関数を
用いて分類スコアを算出する際の選択された変数の相対的な重みを示す係数をＷｘ１～Ｗ

ｘｍとして、一般式Ｃｘ＋Ｗｘ１×Ｖ１＋Ｗｘ２×Ｖ２＋…＋Ｗｘｍ×Ｖｍを有する１次
関数である請求項２２記載のコンピュータが読取可能な媒体。
【請求項２４】
　伝統中国医学（Traditional Chinese Medicinal：ＴＣＭ）の原理に基づいて、特定の
ユーザの肌組成を判定する方法において、
　（１）前記特定のユーザから、特定のユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌苔の色、唇
色、肌の状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身
体の健康状態及び情緒的健康からなるグループから選択された生物学的及び／又は心理学
的情報を含む臨床データセットを取得するステップと、
　（２）前記特定のユーザの臨床データセットに統計的分類処理を適用して、ＴＣＭの原
理に基づいて前記特定のユーザの肌組成を分類するステップと、
　（３）判定された前記特定のユーザの肌組成を出力するステップとを有する方法。
【請求項２５】
　前記特定のユーザの肌組成の分類は、前記特定のユーザの肌の陰陽の均衡又はその欠如
を示している請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記特定のユーザの肌組成は、３個の異なる分類の１つ又は５個の異なる分類の１つで
ある請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記特定のユーザの肌組成に適切な１つ以上の局所的なスキンケア養生法及び／又は摂
取可能な肌に効果がある製品を推薦するステップを更に有する請求項２４記載の方法。
【請求項２８】
　前記臨床データセットにおける生物学的及び／又は心理学的情報の少なくとも幾つかは
、前記特定のユーザの年齢、性別、体感、肌の状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、
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エネルギレベル、ストレスレベル、身体の健康状態及び情緒的健康からなるグループから
選択された１つ以上の項目に関連する質問を含むアンケートに記入を促された前記特定の
ユーザの自己評価を介して取得される請求項２４記載の方法。
【請求項２９】
　前記自己評価は、前記特定のユーザがオンラインでアンケートに記入することによって
、遠隔から行われる請求項２８記載の方法。
【請求項３０】
　前記自己評価は、前記特定のユーザが小売の現場でアンケートに書き込むことによって
、オンサイトで行われる請求項２８記載の方法。
【請求項３１】
　前記臨床データセットにおける幾つかの生物学的及び／又は心理学的情報は、トレーニ
ングされたホリスティック美容の専門家による前記特定のユーザの評価を介して取得され
る請求項２８記載の方法。
【請求項３２】
　前記評価は、前記トレーニングされたホリスティック美容の専門家による前記特定のユ
ーザとの対話型の診察を介して行われる請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
　前記評価は、小売の現場において、前記トレーニングされたホリスティック美容の専門
家によってオンサイトで行われる請求項３１記載の方法。
【請求項３４】
　前記臨床データセットの生物学的及び／又は心理学的情報の幾つかは、電子機器による
前記特定のユーザに対する測定を介して取得される請求項２８記載の方法。
【請求項３５】
　前記統計的分類処理は、弁別的分析、ロジスティック回帰、ナイーブベイズ分類器、サ
ポートベクトルマシン、二次分類器、ニューラルネットワーク、パーセプトロン、決定木
、ベイジアンネットワーク、隠れマルコフモデル及びこれらの組合せからなるグループか
ら選択される分類法を採用する請求項２４記載の方法。
【請求項３６】
　前記統計的分類処理は、それぞれが特定の肌組成に関連する複数の分類関数を含み、前
記複数の分類関数のそれぞれは、ユーザが各分類関数に関連する特定の肌組成を有すると
してＴＣＭ施術者によって分類される尤度を表す前記ユーザのための分類スコアを算出す
るために使用され、前記ユーザについて最も高い分類スコアが得られる分類関数に関連す
る肌組成が、前記ユーザの肌組成として分類される請求項２４記載の方法。
【請求項３７】
　前記分類関数は、一次関数又は二次関数のいずれかである請求項３６記載の方法。
【請求項３８】
　前記分類関数は、弁別的分析によって構築され、前記弁別的分析は、
　（ａ）ユーザの母集団から選択されたトレーニングサンプル内の複数のユーザの生物学
的及び／又は心理学的情報及び前記ユーザの肌組成に関するＴＣＭの原理に基づくＴＣＭ
施術者による前記ユーザの分類を含むトレーニングデータセットを取得し、
　（ｂ）それぞれが前記トレーニングサンプル内のユーザの生物学的及び／又は心理学的
情報の１つのタイプを表す独立変数のグループを特定し、
　（ｃ）前記独立変数のグループ内の各独立変数について、前記独立変数のグループ内の
分散の平均に対する前記独立変数のグループ間の分散の比率として算出される、ＴＣＭ施
術者が判定する異なる肌組成のユーザの異なるグループの間の弁別における前記独立変数
の能力を示すＦ比率を算出し、
　（ｄ）Ｆ比率が最大の独立変数を選択し、
　（ｅ）残りの独立変数についてＦ比率を算出し、
　（ｆ）Ｆ比率が有意のプリセットレベルより大きい全ての独立変数が選択されるまで（
ｄ）～（ｅ）のステップを繰り返し、
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　（ｇ）前記選択された独立変数を用いて、複数の分類関数を構築する請求項３６記載の
方法。
【請求項３９】
　前記各分類関数は、特定の肌組成に関連する定数をＣｘとし、選択された独立変数をＶ

１～Ｖｍとし、それぞれが肌組成について前記選択された独立変数の１つに対応し、各分
類関数を用いて分類スコアを算出する際の選択された変数の相対的な重みを示す係数をＷ

ｘ１～Ｗｘｍとして、一般式Ｃｘ＋Ｗｘ１×Ｖ１＋Ｗｘ２×Ｖ２＋…＋Ｗｘｍ×Ｖｍを有
する１次関数である請求項３８記載の方法。
【請求項４０】
　前記分類関数は、トレーニングサンプルと同じ母集団から選択されるが、異なるユーザ
のグループを含む検証サンプル内の複数のユーザの生物学的及び／又は心理学的情報と、
ＴＣＭ施術者による前記ユーザの肌組成に関する分類とを含む検証データセットを用いて
検証される請求項３８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００９年１０月５日に出願された米国仮出願番号第６１／２４８，５０３
号の優先権を主張する。
【０００２】
技術分野
　本発明は、伝統中国医学（Traditional Chinese Medicinal：ＴＣＭ）の原理に基づい
て特定のユーザの肌組成（skin composition）を判定するコンピュータ援用診断システム
及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　化粧品産業では、肌に局所的に塗布することによって、にきび除去、脂分除去及びセル
ライト除去に効果がある天然の植物に由来する成分を含む製品の開発に注目が集まってい
る。肌の外観を美しくする植物ベースの化粧品の需要は高まっている。スキンケア効果を
有する有効な成分又は組成は、植物全体又は植物の様々な部分から得ることができ、これ
らの部分には、例えば、種子、針葉、葉、根、樹皮、球果、幹、根茎、カルス細胞（call
us cells）、原形質体（protoplasts）、器官及び器官系及び分裂組織があり、これらは
、乾燥した粉末であっても、抽出された液体であってもよく、局所用組成物（topical co
mpositions）に混合することができる。
【０００４】
　伝統中国医学（Traditional Chinese Medicinal：以下、ＴＣＭとする。）は、数千年
の歴史を有し、主に、人類の経験の蓄積に基づいて、天然の植物及び動物からの抽出物を
用いて、様々な病気を治療するものである。近年、西洋でも、特に慢性の病状の治療につ
いて、ＴＣＭの施術が注目されるようになった。あるＴＣＭ原料（TCM ingredient）は、
数千年前から、スキンケア効果を有することが知られており、このようなＴＣＭ原料を含
む化粧品又はスキンケア製品の人気が高まっている。ＴＣＭ原料は、全て天然由来であり
、副作用及び合成化合物の環境への悪影響を心配する顧客にとって魅力的である。
【０００５】
　但し、ＴＣＭの基本的な原理は、西洋医学とは極めて異質のものであることを理解する
必要がある。例えば、ＴＣＭは、人体の全体観（holistic view）を取り入れ、ＴＣＭで
は、人間の健康のためには、内部の生理的な均衡を維持する必要があり、全ての病気は、
１つ以上の種類の不均衡によって生じ、各種類の不均衡は、識別可能な兆候のパターンに
現れ、修正のために特定の治療の組を必要とすると考えられている。通常、ＴＣＭ施術者
は、様々な非侵襲的な手法によって個々の患者を調べ、これらには、このような患者のあ
る生理特徴を観察すること、患者の声を聞くこと、患者の体臭又は体温の何らかの変化を
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感じ取ること、患者の脈を調べること、病歴及び病状の進行に関する様々な質問を行うこ
と、患者の健康状態に関係する可能性がある他の何らかの情報を集めることを含み、この
後、患者が患っている特定の種類の不均衡又は病気に関する所見を作成する。そして、Ｔ
ＣＭ施術者は、病気の様々な症状を治療し、患者の内部の生理的な均衡を回復させるため
に、複数の薬草原料を調合する。換言すれば、ＴＣＭ施術では、「万人向け（one-size-f
its-all）」の手法に代えて、個別化された治療法が選択される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在市販されている天然由来のＴＣＭ原料を含むスキンケア製品は、全ての消費者に向
けて大量販売されており、ＴＣＭの個別化された治療法を実現していない。したがって、
特定のユーザの外観及び肌状態の向上において、ＴＣＭの個別化された治療法を採用した
、ＴＣＭ原料を含む新たな化粧品及びスキンケア製品を提供することが望まれている。
【０００７】
　但し、ＴＣＭの個別化された治療法を実現する際の主な障壁は、正しい診断のために、
非常に複雑なＴＣＭの原理を正しく適用する必要がある点であり、この原理は、数千年間
の試行錯誤を経て確立されたものであり、現在でも西洋では深く理解されていない。非常
に経験豊富なＴＣＭ施術者だけがこのような診断技術を修得することができるが、各小売
の現場で、患者を診断し、個々の患者に適するスキンケア製品を推薦するＴＣＭ施術者を
雇うことは、コストを考慮すると不可能である。
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、各小売の現場でＴＣＭ施術者を雇うことなく、ＴＣＭの
原理に基づいて、特定のユーザの肌組成を速やかに正確に判定し、オプションとして、特
定のユーザの肌組成に適するスキンケア製品を推薦するコンピュータ援用診断システム及
び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明一側面においては、本発明は、伝統中国医学（ＴＣＭ）の原理に基づいて、特定
のユーザの肌組成を判定するコンピュータ援用診断システムに関連し、このシステムは、
（１）特定のユーザから取得された、特定のユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌苔の色
、唇色、肌の状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル
、身体の健康状態及び情緒的健康からなるグループから選択された生物学的及び／又は心
理学的情報を含む臨床データセットをシステムに入力するように構成されたデータ入力モ
ジュールと、
　（２）データ入力モジュールと通信し、臨床データセットに統計的分類処理を適用して
、ＴＣＭの原理に基づいて特定のユーザの肌組成を分類するように構成されたデータ処理
モジュールと、
　（３）データ処理モジュールと通信し、データ処理モジュールによって判定された特定
のユーザの肌組成を表示するように構成された出力モジュールとを備える。
【００１０】
　特定のユーザの肌組成の分類は、好ましくは、特定のユーザの肌の陰陽の均衡又はその
欠如を示している。データ処理モジュールは、更に、特定のユーザの肌組成に適切な１つ
以上の局所的なスキンケア養生法及び／又は摂取可能な肌に効果がある製品を推薦するよ
うに構成してもよい。
【００１１】
　他の側面では、本発明は、伝統中国医学（ＴＣＭ）の原理に基づいて、特定のユーザの
肌組成を判定するコードを含むコンピュータが読取可能な媒体に関連し、このコードは、
特定のユーザから取得された臨床データセットに統計的分類処理を適用して、ＴＣＭの原
理に基づいて特定のユーザの肌組成を分類する命令を含み、臨床データセットは、特定の
ユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌苔の色、唇色、肌の状態及び色つや、睡眠パターン
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、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身体の健康状態及び情緒的健康からなるグ
ループから選択された生物学的及び／又は心理学的情報を含む。
【００１２】
　更に他の側面において、本発明は、伝統中国医学（ＴＣＭ）の原理に基づいて、特定の
ユーザの肌組成を判定する方法に関連し、この方法は、
　（１）特定のユーザから、特定のユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌苔の色、唇色、
肌の状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身体の
健康状態及び情緒的健康からなるグループから選択された生物学的及び／又は心理学的情
報を含む臨床データセットを取得するステップと、
　（２）特定のユーザの臨床データセットに統計的分類処理を適用して、ＴＣＭの原理に
基づいて特定のユーザの肌組成を分類するステップと、
　（３）このようにして判定された特定のユーザの肌組成を出力するステップとを有する
。
【００１３】
　上述したユーザの生物学的及び／又は心理学的情報は、異なるソースを介して収集する
ことができる。例えば、臨床データセットにおける生物学的及び／又は心理学的情報の少
なくとも幾つかは、特定のユーザの年齢、性別、体感、肌の状態及び色つや、睡眠パター
ン、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身体の健康状態及び情緒的健康からなる
グループから選択された１つ以上の項目に関連する質問を含むアンケートに記入を促され
たユーザの自己評価を介して取得される。このような自己評価は、ユーザがオンラインで
アンケートに記入することによって遠隔で行ってもよく、小売の現場でオンサイトで行っ
てもよい。また、幾つかの生物学的及び／又は心理学的情報は、トレーニングされたホリ
スティック美容の専門家による特定のユーザの評価によって取得してもよく、このような
評価は、インターネットを利用した対話型の診察を介して遠隔で行ってもよく、小売の現
場でオンサイトで行ってもよい。更に、臨床データセットの生物学的及び／又は心理学的
情報の幾つかは、電子機器による特定のユーザに対する測定を介して取得してもよい。
【００１４】
　本発明で使用される統計的分類処理は、弁別的分析、ロジスティック回帰、ナイーブベ
イズ分類器、サポートベクトルマシン、二次分類器、ニューラルネットワーク、パーセプ
トロン、決定木、ベイジアンネットワーク、隠れマルコフモデル及びこれらの組合せ等の
適切な如何なる分類法を採用してもよい。統計的分類処理は、それぞれが特定の肌組成に
関連する複数の分類関数を含んでいてもよく、複数の分類関数のそれぞれは、ユーザが各
分類関数に関連する特定の肌組成を有するとしてＴＣＭ施術者によって分類される尤度を
表すユーザのための分類スコアを算出するために使用され、ユーザについて最も高い分類
スコアが得られる分類関数に関連する肌組成が、ユーザの肌組成として分類される。分類
関数は、一次関数又は二次関数のいずれであってもよい。
【００１５】
　必要条件ではないが、本発明の好ましい実施の形態では、分類関数は、弁別的分析によ
って構築され、この弁別的分析は、
　（ａ）ユーザの母集団から選択されたトレーニングサンプル内の複数のユーザの生物学
的及び／又は心理学的情報及びユーザの肌組成に関するＴＣＭの原理に基づくＴＣＭ施術
者によるユーザの分類を含むトレーニングデータセットを取得し、
　（ｂ）それぞれがトレーニングサンプル内のユーザの生物学的及び／又は心理学的情報
の１つのタイプを表す独立変数のグループを特定し、
　（ｃ）独立変数のグループ内の各独立変数について、独立変数のグループ内の分散の平
均に対する独立変数のグループ間の分散の比率として算出され、ＴＣＭ施術者が判定する
異なる肌組成のユーザの異なるグループの間の弁別における独立変数の能力を示すＦ比率
を算出し、
　（ｄ）Ｆ比率が最大の独立変数を選択し、
　（ｅ）残りの独立変数についてＦ比率を算出し、
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　（ｆ）Ｆ比率が有意のプリセットレベルより大きい全ての独立変数が選択されるまで（
ｄ）～（ｅ）のステップを繰り返し、
　（ｇ）選択された独立変数を用いて、複数の分類関数を構築する。
【００１６】
　本発明のより好ましい実施の形態では、各分類関数は、特定の肌組成に関連する定数を
Ｃｘとし、選択された独立変数をＶ１～Ｖｍとし、それぞれが肌組成について選択された
独立変数の１つに対応し、各分類関数を用いて分類スコアを算出する際の選択された変数
の相対的な重みを示す係数をＷｘ１～Ｗｘｍとして、一般式Ｃｘ＋Ｗｘ１×Ｖ１＋Ｗｘ２

×Ｖ２＋…＋Ｗｘｍ×Ｖｍを有する１次関数である。
【００１７】
　本発明の他の側面及び目的は、確実な説明、具体例及び特許請求の範囲から、より明ら
かになる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　導入
　ＴＣＭ施術では、健康は、自然界において、互いに結びつき、互いに依存し、交互に互
いを誘引する相反する力である陰（Yin）と陽（Yang）の均衡として表される。これらの
２つの力は、森羅万象の二元論的な発現を表し、このため、一方が存在するには、他方が
現れる必要がある。個人の体内では、陰と陽との間で絶えず変化する均衡を保つ必要があ
る。一方の力が他方の力より恒常的に優勢になると、患者の健康が損なわれ、病気や疾病
を患うことになる。したがって、ＴＣＭ施術者は、患者を診断する場合、通常、最初に陰
／陽の不均衡の正確な性質を判定し、針療法、薬草療法、運動、食事療法及び生活習慣の
改善によってこれを修正する。一旦、体内の均衡が回復すると、健康も回復する。
【００１９】
　したがって、ＴＣＭの原理に基づけば、患者の肌組成は、陰－陽均衡又はこのようなユ
ーザの肌の不均衡に基づいて分類できる。例えば、ユーザの肌組成は、陽優勢（Yang-dom
inant）、均衡（balanced）及び陰優勢（Yin-dominant）を含む３つの範疇の１つに分類
できる。他の具体例では、ユーザの肌組成は、陽優勢、均衡－陽、均衡、均衡－陰、陰優
勢を含む５つの異なる分類の１つに分類できる。
【００２０】
　経験豊富なＴＣＭ施術者は、通常、例えば、舌色、舌苔の色、唇色、肌状態及び色つや
等、患者の様々な生理的な特徴を観測することによって患者の陰陽の均衡又は不均衡を判
定する。更に、ＴＣＭ施術者は、患者の体感、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、
ストレスレベル、身体の健康状態及び情緒的健康に関する様々な質問を行い、これらの回
答は、患者が経験している陰陽の均衡又は不均衡の正確なタイプをＴＣＭ施術者が判定す
る際に役立つ。また、ＴＣＭ施術者は、患者の声を聞き、患者の体臭又は体温の何らかの
変化を感知し、患者の脈を取り、及び非侵襲的な手法で、患者の健康状態に関連する他の
何らかの情報を集め、これらの情報も診断の際に考慮される。
【００２１】
　例えば、均衡のとれた肌組成は、通常、滑らかで、つやがあり、柔らかく、きめが細か
く、張りがあり、肌の色が一様な肌として特徴付けられ、また、均衡のとれた肌組成を有
する被験者は、通常、唇及び下が薄紅色（light red）であり、舌苔が薄く、青白色（ペ
ールホワイト：pale white）である。陽優勢の肌組成は、通常、赤い頬、赤みがかった肌
、脂性肌、アレルギ発症の傾向、にきび、しみ、若くして出るしわによって特徴付けられ
る。また、陽優勢の肌組成を有する患者は、唇及び舌は薄紅色であるが、舌苔が黄色であ
り、多くの場合、冷たい飲み物を好み、喉が渇きやすく、口内に苦味を有し、夜間の就寝
中に発汗しやすく、短気になりやすく、体内の熱（internal heat）に悩まされることが
多い。対照的に、陰優勢の肌組成は、通常、青白い（pale）肌の色、吸水性及び保水性が
低く、乾燥して落屑しやすい肌、並びにしみ及び若くして出るしわが発露しやすい傾向に
よって特徴付けられる。陰優勢の肌組成を有する患者は、唇が青白く又は青く、舌が薄紅
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色であり、舌苔が白色であり、通常、温かい飲み物を好み、手足が比較的冷たく、温度の
低下に敏感であり、疲れや眠気を感じやすい。
【００２２】
　ＴＣＭの原理に基づくユーザの陰陽の均衡又は不均衡の判定は、非常に複雑な作業であ
り、経験豊富なＴＣＭ施術者でなければ、正確で迅速な診断を行うことができない。この
ために、特定のユーザの個別の肌組成に基づいて、そのユーザの肌の陰陽の均衡を維持又
は回復を補助するＴＣＭベースの化粧品及びスキンケア製品を特定のユーザ向けに提供す
ることは、化粧品産業にとって困難になっている。
【００２３】
　本発明は、ユーザのグループに対し、これらのユーザについて学習された何らかの生物
学的及び／又は心理学的情報に基づいて、ユーザのグループの肌組成に関するトレーニン
グサンプルから、経験豊富なＴＣＭ施術者が行った診断を統計的にモデル化し、次に、新
たなユーザの生物学的及び／又は心理学的情報に基づいて、このユーザの未知の肌組成を
推定又は分類するために、コンピュータ援用システム及び方法を用いることができるとい
う驚くべき発見に部分的に基づいている。幾つかの側面では、本発明は、統計的アルゴリ
ズムを用いて、ＴＣＭの原理に基づいてユーザの肌組成を特定の範疇に分類する。他の側
面では、本発明は、統計的アルゴリズムを用いて、ユーザの肌組成が特定の範疇に属する
可能性を排除し、ユーザの肌組成を異なる範疇に分類することを補助する。
【００２４】
　定義
　ここでは、以下に示す用語は、以下に説明する意味を有する。
【００２５】
　「分類（classifying）」は、サンプルを肌組成によって「推定（predict）すること」
又は「範疇化（categorize）すること」を含む。幾つかの実例では、「分類」は、統計的
証拠、経験的証拠又はこれらの両方に基づいて行われる。ある実施の形態では、本発明の
システム及び方法は、ＴＣＭの原理に基づいて、経験豊富なＴＣＭ施術者が診断した既知
の肌組成を有する所謂トレーニングサンプルを使用し、このトレーニングサンプルから、
ＴＣＭ施術者が診断を行う際に用いることができるある生物学的及び／又は心理学的情報
を収集する。トレーニングデータセットは、一旦、確立されると、基礎、モデル又はテン
プレートとして機能し、これを肌組成が未知のユーザの生物学的情報と比較し、ＴＣＭ施
術者が、ＴＣＭの原理に基づいて、このユーザの肌組成をどの範疇に分類する可能性が高
いかを推定する。ある具体例では、特定のユーザを分類することは、ユーザの肌組成を判
定することを意味する。ある他の具体例では、ユーザを分類することは、ユーザの肌組成
を他の種類の肌組成から区別することを意味する。
【００２６】
　ここで使用する「肌組成」という用語は、ＴＣＭの原理に従ったユーザの陰陽の均衡又
は不均衡に基づくユーザの肌の様々な範疇を指す。本発明の２つの特定の実施の形態では
、母集団の肌組成は、陽優勢、均衡及び陰優勢の３つの範疇、又は陽優勢、均衡－陽、均
衡、均衡－陰及び陰優勢の５つの範疇に分類される。但し、範疇の実数は、ここに示す特
定の実施の形態に制限されるわけではない。
【００２７】
　ここで使用する用語「生物学的情報」は、特定の肌組成に関連するユーザの弁別的特徴
又は特性を表す生理的又は生物学的なデータのあらゆるセットを指す。例えば、ユーザの
生物学的及び／又は心理学的情報は、ユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌苔の色、唇色
、肌状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身体の
健康状態及び情緒的健康を含んでいてもよい。
【００２８】
　実施の形態の説明
　本発明は、ＴＣＭの原理に基づいて、ユーザの肌組成を正確に分類するシステム及び方
法を提供する。本発明は、ＴＣＭ施術者を雇うことなく、ＴＣＭの原理に基づいて、新た
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なユーザの肌組成を予測する統計的分類処理を実現する。本発明の統計的分類処理は、広
く使用されている１つ以上の分類法に基づいて行うことができ、既知の肌組成（これは、
経験豊富なＴＣＭ施術者によって診断される。）を有するトレーニングサンプル内のユー
ザから収集されたデータを使用して、トレーニングサンプル内のユーザの生物学的及び／
又は心理学的情報又はデータを、ＴＣＭ施術者が診断した肌組成に最良に相関させる１つ
以上の分類関数を構築する。そして、このような分類関数を用いて、ＴＣＭ施術者の関与
なく、新たなユーザの生物学的及び／又は心理学的情報又はデータのみに基づいて、新た
なユーザの肌組成を予測することができる。
【００２９】
　生物学的情報の収集
　経験豊富なＴＣＭ施術者の診断を統計的にモデル化するために、本発明では、ユーザの
肌組成を決定する際にＴＣＭ施術者を補助するために有用なユーザの様々な生物学的及び
／又は心理学的情報を収集する。例えば、このような生物学的及び／又は心理学的情報は
、以下に限定されるものではないが、ユーザの年齢、性別、体感、舌色、舌苔の色、唇色
、肌状態及び色つや、睡眠パターン、食習慣、エネルギレベル、ストレスレベル、身体の
健康状態及び情緒的健康を含んでいてもよい。
【００３０】
　少なくとも幾つかの生物学的及び／又は心理学的情報は、特定のユーザに自己評価を行
わせ、上に列挙したトピックに関連する質問を含むアンケートに記入させることによって
収集することができる。アンケートは、特定のユーザが、小売の現場でオンサイトで記入
してもよく、遠隔からオンラインで記入してもよい。幾つかの実施の形態では、アンケー
トは、特定のユーザに対し、ＴＣＭ施術者が患者を診断する際に通常考慮に入れる臨床的
症状に関する回答を求める一組の質問を含む第１のセクションを含む。例えば、特定のユ
ーザが経験するある体感、例えば、手のひらが温かくなる感覚、（全体的、又は特定の部
位、例えば、手又は足における）汗のかきやすさ、喉の渇き及び飲み物を欲しがる傾向、
疲れ及び眠気を感じる傾向、体内の熱（のぼせ又は口内炎として発露する。）に悩まされ
る傾向、口内で苦みを感じる傾向、自ら感じるエネルギレベル等についての質問を行って
もよい。また、特定のユーザについて観察可能な生理的な兆候、例えば、舌、舌苔又は唇
の色、総合的な肌の色つや等に関する質問を行ってもよい。アンケートは、特定のユーザ
に対し、ユーザが悩んでいる肌の不調により直接的に関連する回答を求める一組の質問を
含む第２のセクションを含んでいてもよい。例えば、肌の乾燥及び／又は赤み、にきび、
毛穴のサイズ、肌の色合いのむら、望ましくないしみ、皮脂分泌、筋及びしわの有無、弛
み、敏感肌等に関する質問を行ってもよい。アンケートは、特定のユーザに対し、ユーザ
のライフスタイル、例えば、睡眠パターン、食習慣（喫煙、飲酒、ビタミン摂取、カフェ
イン摂取等を含む。）、身体の健康状態（運動頻度及び強度を含む。）、ストレスレベル
、情緒的健康等に関連する回答を求める一組の質問を含む第３のセクションを含んでいて
もよい。オプションとして、ユーザがアンケートの質問、例えば、舌色、舌苔の色、唇色
、肌の色、ユーザの肌の不調に関連する質問に回答する際、１人又は複数のトレーニング
されたホリスティック美容の専門家がユーザを補助してもよい。ユーザがアンケートの記
入を完了すると、質問に対する回答は、後のデータ処理のために数値に変換できる。
【００３１】
　必要条件ではないが、評価の客観性及び正確度を向上させるために、幾つかの生物学的
及び／又は心理学的情報、特にユーザの舌色、舌苔の色、唇色、肌の色及び肌の不調に関
連する情報は、トレーニングされたホリスティック美容の専門家がユーザを調べ、写真格
づけスケール（photo grading scales）に基づいて、ユーザの特定の特徴又は特性を評価
することによって収集することが好ましい。トレーニングされたホリスティック美容の専
門家は、ユーザの評価を、小売の現場でオンサイトで行ってもよく、（例えば、ｉＣｈａ
ｔ又はＳｋｙｐｅ等、ビデオ通話能力を有する広く利用されているインスタントメッセー
ジングアプリケーションソフトウェアを用いて）インターネットを介する特定のユーザと
の対話型の診察によって遠隔で行ってもよい。
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【００３２】
　更に、オプションとして、特定のユーザについての何らかの測定値を取得する電子機器
を用いて、幾つかの生物学的及び／又は心理学的情報を収集してもよい。例えば、様々な
イメージングデバイスを用いて、ユーザの体のある部分、例えば、顔、頬、唇、舌、舌苔
等の色を量的に測定してもよい。他の具体例として、様々な医療器具を用いて、ユーザの
脈、心拍数、血圧、血糖値、体脂肪率、エネルギーフィールド、総合的な循環血液又は局
所的な循環血液等を量的に測定してもよい。情報の収集のために使用できる様々な電子機
器の幾つかの具体例は、肌表面の保水性を測定するＣｏｒｎｅｏｍｅｔｅｒ（商標）ＣＭ
８２５、肌表面の皮脂を測定するＳｅｂｕｍｅｔｅｒ（商標）ＳＭ８１５、肌の弾性を測
定するＣｕｔｏｍｅｔｅｒ（商標）、Ｓｋｉｎ－ｐＨ－Ｍｅｔｅｒ（商標）ＰＨ９０５、
メラニン及び／又は紅斑を測定するＭｅｘａｍｅｔｅｒ（商標）ＭＸ１８、肌温度を測定
するＳｋｉｎ－Ｔｈｅｒｍｏｍｅｔｅｒ（商標）ＳＴ５００、Ｔｅｗａｍｅｔｅｒ（商標
）ＳＴ５００、赤みを測定するＣｏｌｏｒｉｍｅｔｅｒＣＬ４００、つや／くすみを測定
するＧｌｏｓｓｙｍｅｔｅｒＧＬ４９０を含み、これらは全て、ドイツのＣｏｕｒａｇｅ
＋Ｋｈａｚａｋａ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ＧｍｂＨ社から市販されている。そして、こ
のような測定結果は、ユーザの肌組成を分類するための潜在的予測因子（potential pred
ictors）としてユーザの臨床データセットに組み入れることができる。
【００３３】
　トレーニングデータセットの確立
　新たなユーザの肌組成を正確に予測するための統計的モデルを確立するためには、まず
、トレーニングサンプルからの複数のユーザの生物学的及び／又は心理学的情報、及びＴ
ＣＭの原理に基づいて、ＴＣＭ施術者が判定した、これらのユーザの肌組成を含むトレー
ニングデータセットを取得する必要がある。トレーニングサンプルは、通常、新たなユー
ザが選択される予定の同じ母集団から選択され、トレーニングサンプル内のユーザの肌組
成は、ＴＣＭの原理に基づいて、ＴＣＭ施術者によって既に分類されているため、「既知
である」とみなされる。このようなトレーニングデータセットは、新たなユーザの生物学
的及び／又は心理学的情報に基づいて、そのユーザの未知の肌組成を予測又は分類するた
めの線形又は非線形の分類関数を定式化するための統計的分類処理又は分析を適用できる
トレーニングモデルを提供する。
【００３４】
　統計的分類分析
　ここで使用する用語「統計的分類処理」又は「統計的分類分析」は、被験者に固有の約
１つ以上の特徴又は特質に関する知識に基づいて、被験者を範疇に仕分ける既知のあらゆ
る分類法を含む。固有の特徴又は特質は、通常、独立変数とみなされ、予測因子（Ｘ）と
呼ばれ、被験者が分類される範疇は、通常、従属変数とみなされ、グループ化変数（Ｙ）
と呼ばれる。統計的分類処理又は分析の目的は、新たな被験者に関連する一組の予測因子
Ｘ及び先にグループ化されている被験者のトレーニングセットに基づいて、新たな被験者
のグループ変数Ｙを予測することである。本発明では、予測因子は、ＴＣＭ施術者の関与
なく取得できるユーザの生物学的及び／又は心理学的情報であり、グループ化変数は、Ｔ
ＣＭの原理に基づいてＴＣＭ施術者が判定したこのようなユーザの肌組成である。
【００３５】
　必要条件ではないが、好ましくは、本発明の統計的分類処理又は分析は、弁別的分析、
ロジスティック回帰、ナイーブベイズ分類器、サポートベクトルマシン、二次分類器、ニ
ューラルネットワーク、パーセプトロン、決定木、ベイジアンネットワーク、隠れマルコ
フモデル及びこれらの組合せからなるグループから選択される１つ以上の分類法を使用す
る。特定の分類法の性能は、分類されるデータの特徴に強く依存する。全ての所定の問題
に対して最良に働く単一の分類法はない。分類法の性能を比較し、分類法の性能を最適化
するデータの特徴を見出すために様々な経験的検定を行った。但し、所与の問題について
の適切な分類法を決定することは、現時点の科学の水準では困難である。
【００３６】
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　本発明では、ＴＣＭの原理に基づくユーザの肌組成の分類には、弁別的分析、より正確
には、マルチクラス線形判別分析（multi-class linear discriminant analysis）が特に
有効であることがわかった。具体的には、弁別的分析は、上述したようなトレーニングデ
ータセット、すなわち、ユーザの母集団から選択されたトレーニングサンプル内の複数の
ユーザの生物学的及び／又は心理学的情報及びこのようなユーザの肌組成に関するＴＣＭ
の原理に基づくＴＣＭ施術者によるユーザの分類を含むトレーニングデータセットを取得
することによって実行される。独立変数又は予測因子（Ｖ）のグループを特定し、各変数
又は予測因子は、トレーニングサンプル内のユーザの１つの種類の生物学的及び／又は心
理学的情報を表す。独立変数のグループ内の各独立変数について、ＴＣＭ施術者が判定す
る異なる肌組成のユーザの異なるグループの間の弁別における独立変数の能力を示すＦ比
率（F ratio）を算出する。詳しくは、特定の独立変数についてのＦ比率は、このような
独立変数のグループ内の分散の平均に対するこのような独立変数のグループ間の分散の比
率として算出される。最初に、Ｆ比率が最大の独立変数が選択され、独立変数のプールか
ら取り出される。選択された独立変数は、分類関数に含められ、分類関数は、ユーザの異
なるグループ間の独立した有意の弁別的な変数の全てを選択することによって構築される
。そして、残りの独立変数（既に選択された独立変数を除くプール）についてのＦ比率を
算出し、これらのうち、Ｆ比率が最大の独立変数を選択し、独立変数のプールから取り出
す。算出及び選択のステップは、Ｆ比率が有意のプリセットレベルより大きい全ての独立
変数が選択されるまで繰り返される。
【００３７】
　そして、選択された独立変数を用いて、分類関数を構築し、この分類関数は、新たなユ
ーザが肌組成のどの範疇に属する可能性が高いかを判定するために使用することができる
。分類関数の数は、肌組成の範疇の数と同数である。各分類関数は、特定の肌組成の範疇
に関連しており、新たなユーザの生物学的及び／又は心理学的情報を入力することによっ
て、このような新たなユーザのために分類スコアを算出するために使用することができる
。各分類関数によって出力される分類スコアは、このような新たなユーザが各分類関数に
関連する特定の肌組成を有するとしてＴＣＭ施術者によって分類される尤度を表す。換言
すれば、各分類関数は、各新たなユーザについて、分類スコアを算出し、最も高い分類ス
コアが得られる分類関数に関連する肌組成がユーザの肌組成である。
【００３８】
　分類関数は、一次関数であっても二次関数であってもよい。本発明の好ましい実施の形
態では、分類関数は、一般式Ｃｘ＋Ｗｘ１×Ｖ１＋Ｗｘ２×Ｖ２＋…＋Ｗｘｍ×Ｖｍで表
される一次関数であり、ここで、Ｃｘは、特定の肌組成に関連する定数であり、Ｖ１～Ｖ

ｍは、選択された独立変数であり、Ｗｘ１～Ｗｘｍは、それぞれが各肌組成について選択
された独立変数の１つに対応する係数であり、各分類関数を用いた分類スコアの算出にお
ける、選択された変数の相対的な重みを示す。例えば、肌組成を３つの範疇Ａ、Ｂ、Ｃに
分割でき、分類関数を構築するために５つの独立変数Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５が選
択されていると仮定すると、それぞれに特定の肌組成範疇が関連する３つの分類関数があ
る。独立変数Ｖ１～Ｖ５について、特定の値の組を有する特定のユーザについて、３つの
分類スコアＹＡ、ＹＢ、ＹＣは、以下のように算出される。
【００３９】
ＹＡ＝ＣＡ＋ＷＡ１×Ｖ１＋ＷＡ２×Ｖ２＋ＷＡ３×Ｖ３＋ＷＡ４×Ｖ４＋ＷＡ５×Ｖ５

ＹＢ＝ＣＢ＋ＷＢ１×Ｖ１＋ＷＢ２×Ｖ２＋ＷＢ３×Ｖ３＋ＷＢ４×Ｖ４＋ＷＢ５×Ｖ５

ＹＣ＝ＣＣ＋ＷＣ１×Ｖ１＋ＷＣ２×Ｖ２＋ＷＣ３×Ｖ３＋ＷＣ４×Ｖ４＋ＷＣ５×Ｖ５

　算出された全ての３つの分類スコア内でＹＡが最大である場合、特定のユーザは、肌組
成Ａを有すると分類される可能性が高いと結論づけられる。一方、算出された全ての３つ
の分類スコア内でＹＣが最大である場合、特定のユーザは、肌組成Ｃを有すると分類され
る可能性が高いと結論づけられる。
【００４０】
　上述した弁別的分析は、ＳＰＳＳ、ＳＡＳ等の広く用いられている統計的なコンピュー
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タソフトウェアプログラムを用いて容易に実行することができる。オプションとして、こ
のように構築された分類関数を検証データセットを用いて更に検証してもよく、検証デー
タセットは、検証サンプル内の複数のユーザの生物学的及び／又は心理学的情報と、ＴＣ
Ｍの原理に基づいてＴＣＭ施術者が判定したこのようなユーザの肌組成とを含む。検証サ
ンプルは、トレーニングサンプルと同じ母集団から選択されるが、異なるユーザのグルー
プを含む。分類関数を用いて行われた予測と、検証サンプル内のユーザについてＴＣＭ施
術者が判定した実際の肌組成とを比較し、分類関数を用いて作成された予測の正しさのパ
ーセンテージを示す予測スコアを算出してもよい。予測スコアがプリセットの閾値、例え
ば、７０％、８０％又は９０％より高い場合、分類関数は、有効であり、臨床的な使用に
適するとみなされる。
【００４１】
　検証サンプルとトレーニングサンプルとは、同時に選択してもよい。更に、検証フェー
ズ及びトレーニングフェーズは、必ずしも分離及び固定する必要はない。システムは、対
話型であってもよく、可能な限り最良の予測を達成するために、弁別的分析を微調整する
ようにトレーニング及び検証を相互に組合せてもよい。
【００４２】
　コンピュータベースのシステム
　本発明のコンピュータベースのシステムは、コンピュータを含んでいてもよく、コンピ
ュータは、ワークステーション又はパーソナルコンピュータのいずれであってもよい。こ
のようなコンピュータは、好ましくは、例えば、キーボード又はタッチスクリーン等のデ
ータ入力モジュールを含み、これによって、ユーザ又はホリスティック美容の専門家は、
ユーザの生物学的及び／又は心理学的情報を直接入力することができる。また、データ入
力モジュールは、直接接続（例えば、ＵＳＢ、ファイアワイヤー（ＦｉｒｅＷｉｒｅ）又
は他のインタフェース）であってもよく、ネットワーク接続（例えば、モデム又は他のネ
ットワーク接続）であってもよく、例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）又はデジタルバ
ーサタイルディスク（ＤＶＤ）等の携帯型の媒体を介して、又はインターネットを介して
ユーザに関連する生物学的な及び／又は心理学的なデータを送信及び受信するものであっ
てもよい。
【００４３】
　コンピュータは、更に、例えば、データ入力モジュールと通信する中央演算処理装置（
ＣＰＵ）等のデータ処理モジュールを含む。データ処理モジュールは、データ入力モジュ
ールを介して入力されるユーザデータに上述した統計的分類処理を適用し、これによって
、ＴＣＭの原理に基づいて、特定のユーザの肌組成を分類するように構成される。より詳
しくは、データ処理モジュールは、コード化された命令を含むコンピュータが読取可能な
媒体の制御の下で、このような統計的分類処理をユーザデータに適用する。
【００４４】
　コンピュータは、更に、データ処理モジュールと通信し、判定された結果、すなわち、
可能性が高いユーザの肌組成を表示する出力又は表示モジュールを含む。このような出力
又は表示モジュールは、結果を視覚的に表示するコンピュータ表示画面、結果を印刷する
ためのプリンタ、又は遠隔位置に結果を出力するネットワーク接続を含んでいてもよい。
【００４５】
　オプションとして、コンピュータは、異なる肌組成に適切な様々な局所的なスキンケア
養生法及び／又は摂取可能な製品に関する情報を保存するメモリモジュールを有する。一
旦、データ処理モジュールが特定のユーザの肌組成を判定すると、このような特定のユー
ザの肌組成に適切なスキンケア養生法及び／又は摂取できる製品に関する情報をメモリモ
ジュールから読み出して、判定された肌組成と共に、ユーザに推薦されるスキンケアとし
て出力することができる。
【００４６】
　このようにして、本発明は、ＴＣＭの原理に基づいて、各小売の現場でＴＣＭ施術者を
雇うことなく、特定の肌組成を有するユーザの何らかの分集団（例えば、何らかの領域、



(15) JP 2012-523947 A 2012.10.11

10

国、都市内のユーザ）に向けて、ＴＣＭベースのスキンケア製品を適確に推薦できる。
【００４７】
　実施例１
　検査のために、２２～５１歳の１３３人のアジア人女性の参加者のグループを募集した
。登録の後、参加者の生物学的及び心理学的な状態の様々な側面をカバーする４８個の質
問を含むアンケートを各参加者に配布した。例えば、アンケートでは、回答者の年齢、知
覚的な感覚（例えば、寒気／熱感（fear of cold/heat）、手のひらが温かくなる感覚、
手のひらの汗、汗をかくパターン渇きの感覚、口内で苦みを感じる感覚、体内の熱による
悩み等）、睡眠パターン、食習慣、肌状態（例えば、肌の色／色合い、乾燥／脂性等）、
顔のつや／色合い（例えば、赤み、くすみ等）、肌の不調（例えば、にきび、毛穴、肌の
色合いのむら、しみ、黒ずみ、過敏性、乾燥斑点（dry patches）、筋／しわ、弛み等）
、エネルギレベル、ストレスレベル、身体的及び情緒的健康等を参加者に尋ねてもよい。
本発明を実施するために使用できる例示的なアンケートを以下に示す。これは、例示的な
目的で示すものであり、本発明の範囲に何らかの制限を課すものではない。
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【表１】

【００４８】
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【００５１】
　各参加者は、アンケートの質問への回答を書き込んだ後に、トレーニングされた肌の専
門家の面談を受け、肌の専門家は、０～１０のスケールに基づいて、以下のような参加者
の肌状態を評価した。
【００５２】
（１）にきび
（２）毛穴
（３）肌の色合い
（４）しみ
（５）赤み
（６）顔の全体的なしわ
（７）目尻のしわ
（８）保湿性
（９）はり
（１０）くすみ－つや
（１１）肌の色のむら
　１３３人の参加者をサンプリングしたアジア人の分集団の肌状態の経験的観察に基づい
て、専門家による評価を目的として標準の写真スケールを作成した。
【００５３】
　肌の専門家による評価の後に、各参加者をＴＣＭ医師に面談させ、ＴＣＭ医師が参加者
にＴＣＭ診断の目的のために典型的な様々な質問を行い、参加者の様々な生理的な特徴（
例えば、脈、舌色、舌苔の色、顔の色つや等）を観測し、ＴＣＭの原理に基づいて、参加
者について、このような参加者の肌組成に関する診断を行った。具体的には、ＴＣＭ医師
は、診断によって、各参加者を５つの肌組成範疇、すなわち、陽優勢、均衡－陽、均衡、
均衡－陰、陰優勢の１つに範疇化した。
【００５４】
　また、例えば、肌表面の水分量（skin surface hydration）、皮脂のレベル、肌の弾性
、肌のｐＨ値皮膚細胞に含まれたメラニンの量、紅斑、皮膚温、経皮的な水分損失量（tr
ansdermal water-loss：ＴＥＷＬ）、肌の赤み、並びに肌のつや及びくすみ等、参加者の
様々な生理的なパラメータを測定する様々な機器及び器具を用いて、参加者に対する検査
も行った。
【００５５】
　そして、段階的なマルチクラス線形判別分析（step-wise, multi-class linear discri
minant analysis）を行い、上述のようにして収集された検査データを分析した。ＴＣＭ
の医師の診断に基づき、１３３人の参加者を５つのグループ、すなわち、陽優勢、均衡－
陽、均衡、均衡－陰、陰優勢の１つに範疇化した。アンケートの４８個の質問に対する参
加者の回答及びトレーニングされた肌の専門家による０～１０のスケーリングで評価され
た参加者の肌状態は、全て独立変数又は予測因子（Ｖ）として扱われ、これらのそれぞれ
は、後の分析において、参加者の生物学的及び／又は心理学的なパラメータの１つのタイ
プを表している。特定の肌組成の参加者の各グループの独立変数（Ｖ）の中央値／平均値
及び分布を個別に算出した。
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【００５６】
　そして、ＴＣＭ施術者による判定の際に様々な肌組成の参加者の異なるグループを区別
するための特定の独立変数（Ｖ）のそれぞれの能力の指標として、これらの独立変数（Ｖ
）のそれぞれについて、Ｆ比率を算出した。最初に、Ｆ比率が最大の独立変数を選択し、
独立変数のプールから取り出した。そして、残りの独立変数（既に選択された独立変数を
除くプール）についてのＦ比率を再計算し、これらのうち、Ｆ比率が最大の独立変数を選
択し、独立変数のプールから取り出した。算出及び選択のステップを繰返し、複数の独立
変数を選択し、これらの独立変数を用いて、新たなユーザの肌組成がどの範疇に属する可
能性が高いかを判定するための分類関数を構築した。肌組成には、５つの範疇、すなわち
陽優勢、均衡－陽、均衡、均衡－陰、陰優勢があるので、５つの異なる分類関数が構築さ
れ、これらのそれぞれが特定の肌組成範疇に対応し、これらのそれぞれを用いて、新たな
ユーザの生物学的及び／又は心理学的情報を入力することによって、新たなユーザの分類
スコア（Ｙ）を算出した。
【００５７】
　具体的には、このように構築された５つの異なる分類関数は、以下の通りである。
【００５８】
（１）ＹＡ＝ＣＡ＋ＷＡ１×Ｖ１＋ＷＡ２×Ｖ２＋ＷＡ３×Ｖ３＋…ＷＡ５２×Ｖ５２＋
ＷＡ５３×Ｖ５３

（２）ＹＢ＝ＣＢ＋ＷＢ１×Ｖ１＋ＷＢ２×Ｖ２＋ＷＢ３×Ｖ３＋…ＷＢ５２×Ｖ５２＋
ＷＢ５２×Ｖ５３

（３）ＹＣ＝ＣＣ＋ＷＣ１×Ｖ１＋ＷＣ２×Ｖ２＋ＷＣ３×Ｖ３＋…ＷＣ５２×Ｖ５２＋
ＷＣ５３×Ｖ５３

（４）ＹＤ＝ＣＤ＋ＷＤ１×Ｖ１＋ＷＤ２×Ｖ２＋ＷＤ３×Ｖ３＋…ＷＤ５２×Ｖ５２＋
ＷＤ５３×Ｖ５３

（５）ＹＥ＝ＣＥ＋ＷＥ１×Ｖ１＋ＷＥ２×Ｖ２＋ＷＥ３×Ｖ３＋…ＷＥ５２×Ｖ５２＋
ＷＥ５３×Ｖ５３

ここで、変数Ｖ１～Ｖ５３は、弁別的分析を介して選択された変数であり（なお、アンケ
ートへの回答の幾つかは、２つ以上の変数に分割され、したがって、変数の総数は、質問
の数より多い）、ＹＡ、ＹＢ、ＹＣ、ＹＤ及びＹＥは、新たなユーザについて算出される
分類スコアであり、それぞれ、そのユーザが陰優勢（以下に、「Ａ」と呼ぶ）、均衡－陰
（以下に、「Ｂ」と呼ぶ）、均衡（以下に、「Ｃ」と呼ぶ）、均衡－陽（以下に、「Ｄ」
と呼ぶ）、陽優勢（以下に、「Ｅ」と呼ぶ）の肌組成と範疇化される尤度を示し、ＷＡ１

～ＷＡ５３は、それぞれが選択された独立変数Ｖ１～Ｖ５３の１つに対応する肌組成Ａ（
すなわち、陰優勢）についての係数であり、ユーザが肌組成Ａ（すなわち、陰優勢）を有
すると範疇化される尤度を算出するために第１の分類関数（１）を使用して分類スコアＹ

Ａを算出する際の選択された変数の相対的な重みを示し、ＷＢ１～ＷＢ５３は、それぞれ
が選択された独立変数Ｖ１～Ｖ５３の１つに対応する肌組成Ｂ（すなわち、均衡－陰）に
ついての係数であり、ユーザが肌組成Ｂ（すなわち、均衡－陰）を有すると範疇化される
尤度を算出するために第２の分類関数（２）を使用して分類スコアＹＢを算出する際の選
択された変数の相対的な重みを示し、ＷＣ１～ＷＣ５３は、それぞれが選択された独立変
数Ｖ１～Ｖ５３の１つに対応する肌組成Ｃ（すなわち、均衡）についての係数であり、ユ
ーザが肌組成Ｃ（すなわち、均衡）を有すると範疇化される尤度を算出するために第３の
分類関数（３）を使用して分類スコアＹＣを算出する際の選択された変数の相対的な重み
を示し、ＷＤ１～ＷＤ５３は、それぞれが選択された独立変数Ｖ１～Ｖ５３の１つに対応
する肌組成Ｄ（すなわち、均衡－陽）についての係数であり、ユーザが肌組成Ｄ（すなわ
ち、均衡－陽）を有すると範疇化される尤度を算出するために第４の分類関数（４）を使
用して分類スコアＹＤを算出する際の選択された変数の相対的な重みを示し、ＷＥ１～Ｗ

Ｅ５３は、それぞれが選択された独立変数Ｖ１～Ｖ５３の１つに対応する肌組成Ｅ（すな
わち、陽優勢）についての係数であり、ユーザが肌組成Ｅ（すなわち、陽優勢）を有する
と範疇化される尤度を算出するために第５の分類関数（５）を使用して分類スコアＹＥを



(21) JP 2012-523947 A 2012.10.11

算出する際の選択された変数の相対的な重みを示し、ＣＡ、ＣＢ、ＣＣ、ＣＤ、ＣＥは、
定数であり、それぞれが特定の肌組成Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅに関連付けられている。
【００５９】
　以下の表は、各独立変数Ｖ１～Ｖ５３を説明する表、及び各分類関数についてこれに関
連する対応する係数及び定数を示す表である。
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【表３】

【００６０】
　各分類関数から算出される分類スコアＹＡ、ＹＢ、ＹＣ、ＹＤ、ＹＥは、新たなユーザ
が各分類関数に関連する特定の肌組成Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅを有するとしてＴＣＭ施術者に
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よって分類される尤度を表す。換言すれば、新たなユーザのそれぞれについて、各分類関
数は、分類スコアを算出し、最も高い分類スコアが得られる分類関数に関連する肌組成が
ユーザの肌組成である。
【００６１】
　好ましい実施の形態に基づいて本発明について説明したが、本発明の範囲は、上述した
特定の形式に限定されるわけではなく、これらの代替、変更及び均等物は、添付の特許請
求の範囲によって定義される本発明の精神及び範囲内に含まれると解釈される。
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