
JP 2018-68601 A 2018.5.10

(57)【要約】
【課題】ヒトケラチン物質の状態について使用者に知ら
せるための方法を提供すること。
【解決手段】ヒトケラチン物質、特に皮膚または毛髪の
状態について使用者に知らせるための方法であって、a)
測定デバイスを介して評価中の領域についての測定デー
タを取得するステップと、b)測定データを整形して整形
データを取得するステップと、c)好ましくはリアルタイ
ムで、整形データに基づき音声および/または触覚の使
用者信号を生成するステップであって、使用者信号の周
波数は前記整形データに依存する、ステップとを含む方
法。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトケラチン物質、特に皮膚または毛髪の状態について使用者に知らせるための方法で
あって、
　a)測定デバイスを介して評価中の領域についての測定データを取得するステップと、
　b)前記測定データを整形して整形データを取得するステップと、
　c)前記整形データに基づき音声および/または触覚の使用者信号を生成するステップで
あって、前記使用者信号の周波数は前記整形データに依存する、ステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記生成するステップはリアルタイムで行われる、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記整形することは前記測定データをフィルタリングすることを含む、請求項1または2
に記載の方法。
【請求項４】
　前記整形することは測定データの参照データとの比較に基づきデータを生成することを
含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記測定データは皮膚の状態を測定するように構成された測定デバイスにより生成され
る、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記皮膚の状態は、皮膚の粗さ、皮膚のしわまたは毛穴の粗さの度合い、皮膚の艶、皮
膚の色の不均一性、皮膚または頭皮の炎症、皮膚の構造変化、皮膚の含水量、皮膚の色、
経表皮水分蒸散量、皮膚の水和度、皮膚の色素沈着、皮膚の弾性特性、および皮膚の構造
からなる群から選択される、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記測定デバイスは毛髪の状態に関係する測定データを生成するように構成される、請
求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記毛髪の状態は、毛髪表面の損傷、毛髪の艶、毛髪の色の不均一性、毛髪の構造変化
、毛髪の多孔性、毛髪の構造、および毛髪の摩擦係数からなる群から選択される、請求項
7に記載の方法。
【請求項９】
　前記使用者信号は音符を含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記使用者信号はメロディを含む、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　高さ、振幅、包絡線、および音質の変動は、前記整形データと参照データの比較結果に
基づき生じる、請求項9および/または10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は前記整形データに基づきスペクトログラムを生成するステップと、前記スペ
クトログラムに基づき音声および/または触覚の使用者信号を生成するステップとを含む
、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記音声または触覚の使用者信号はカスタマイズされた使用者プロファイルに基づき生
成される、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項1から13のいずれか一項に記載の方法を実施するためのデバイスであって、
　-　ヒトケラチン物質に関する測定データを生成するための収集手段と、
　-　前記測定データを処理し、整形データを生成するための処理手段と、
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　-　前記整形データに基づき、好ましくはリアルタイムで、音声および/または触覚の使
用者信号を生成するための生成手段であって、前記使用者信号の周波数は前記整形データ
に依存する、生成手段と
を備えるデバイス。
【請求項１５】
　美容処置の美容効果を評価するための方法であって、
　a)請求項1から13のいずれか一項に記載の方法でヒトケラチン物質の状態の評価を実施
するステップと、
　b)前記美容処置を実施するステップと、
　c)請求項1から13のいずれか一項に記載の方法で同一状態の評価を実施するステップと
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヒトケラチン物質、より具体的には皮膚および毛髪を評価し、かつ前記物質の
状態について使用者に知らせるための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケラチン基質の物理的評価は年月とともにますます正確に、複雑になり、複数分野(民
俗学、環境など)における分析が行われ、療法の純粋な全体的効果が説明され、これによ
り主張が裏付けされている。顔全体の皮膚または毛髪に対する影響について、厳密かつ全
体的な結論を出すため、いくつかの寸法の組合せが必須となることが非常に多い。
【０００３】
　局所的に適用された製品の効果の評価において、これらすべての技法(科学的専門知識
を伴う)により得られた結果は、たいていの場合、法的主張の実証に必要な部分、すなわ
ちしばしば市場に出す権利を制限する公式調査書類を構成している。しかしながら、これ
らの技法はその複雑さを増していることに加え、多くの人々の科学的知識レベルが不十分
あるいは低いことにより、社会全体(化粧品の消費者または皮膚科の患者)に対する情報伝
達が非常に困難なままである。
【０００４】
　米国特許出願公開第2015/0201889号では、脳のスキャン結果を解釈するためのソニフィ
ケーションの利用法を説明している。音声は検査、分析、診断のための相補的ツールとし
て機能する。
【０００５】
　特開2012-226472では、主に信号処理の手法を用いて、音声により対象物の特徴を識別
する方法および装置を説明している。
【０００６】
　米国特許第8,440,902号は、多次元的数値データを、複数の音質可変チャネルを介して
可聴周波数の波形で表すための方法に関する。使用者はこの可聴周波数の波形を音声とし
て認識する。
【０００７】
　したがって、皮膚、毛髪、または他のヒトケラチン物質の状態の評価結果に対する使用
者の認識をさらに向上、促進することが必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第2015/0201889号
【特許文献２】特開2012-226472
【特許文献３】米国特許第8,440,902号
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第1の態様によれば、本発明は、ヒトケラチン物質、特に皮膚または毛髪の状態につい
て使用者に知らせるための方法であって、
　a)測定デバイスを介して評価中の領域についての測定データを取得するステップと、
　b)測定データを整形して整形データを取得するステップと、
　c)好ましくはリアルタイムで、整形データに基づき音声および/または触覚の使用者信
号を生成するステップであって、使用者信号の周波数は前記整形データに依存する、ステ
ップと
を含む方法に関する。
【００１０】
　本発明のおかげで使用者によって認識しやすい知覚信号が生成される。
【００１１】
　これにより、皮膚科学および美容の分野における消費者体験を転換し、向上することが
できる。さらに、使用者に効果の表れや診断結果を伝達しやすくなり、個別化および潜在
性指導が拡大する。
【００１２】
　あらゆる種類の客観的評価、または物理データ(たとえば皮膚のしわまたは毛穴の粗さ
、毛髪表面の損傷、皮膚および毛髪の艶、皮膚および毛髪の色の不均一性、皮膚および頭
皮の炎症、皮膚または毛髪の構造変化、皮膚の含水量、毛髪の多孔性など)を、スマート
フォンなどのすべてのデジタルサポートにおいて提供され得る選択された動的知覚方法(
連続音、動く画像、触覚振動など)で変換可能にすることは、消費者に診断や美容処置の
効率性を理解し、感じ取ってもらうことによって消費者体験を個別化する手段である。
【００１３】
　測定データの整形は測定データのフィルタリング、好ましくは低域フィルタによるフィ
ルタリングを含んでもよい。測定データから使用者信号生成に適した整形データを生成す
るために他のあらゆるフィルタリング技法を用いてもよい。たとえば、高域フィルタ、帯
域消去フィルタ、オフセットなどである。
【００１４】
　使用する測定デバイスによっては、測定デバイスによって生成されたデータがすでに整
形データであってもなくてもよい。
【００１５】
　整形は使用者信号生成に役立つあらゆる所望の変換、たとえば空間の時間領域への変換
も含んでよい。これは使用者の音声信号が整形データに基づきリアルタイムで直接生成さ
れる場合に特に役立つことがわかるであろう。
【００１６】
　整形は測定データと参照データの比較に基づくデータの生成を含んでもよく、たとえば
整形データは参照データとの比較に基づく様々な既定形式または内容を含む。参照データ
は様々な状態の程度、たとえば毛髪表面の損傷の程度に関係してよい。
【００１７】
　整形は、音声または触覚の使用者信号を生成するために用いるデバイス、たとえば触覚
型デバイスへの、フィルタ処理された測定データの適合に基づくデータ生成を含んでもよ
い。たとえば、フィルタ処理された測定データは振動曲線の形式をとる。これらの曲線は
触覚型デバイスへ適合するように調整および/またはオフセットされる。触覚の使用者信
号はこの適合に基づいて生成される。
【００１８】
　測定データは皮膚の状態を測定するように構成された測定デバイスによって生成されて
よい。
【００１９】
　そのような皮膚の状態は、特に、皮膚の粗さ、皮膚のしわまたは毛穴の粗さの程度、皮
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膚の艶、皮膚の色の不均一性、皮膚または頭皮の炎症、皮膚の構造変化、皮膚の含水量、
皮膚の色、経表皮水分蒸散量、皮膚の水和度、皮膚の色素沈着、皮膚の弾力性、皮膚の構
造の中から選ばれてよい。
【００２０】
　測定デバイスはまた、毛髪の状態に関する測定データを生成するように構成されてもよ
い。
【００２１】
　そのような毛髪の状態は、毛髪表面の損傷、毛髪の艶、毛髪の色の不均一性、毛髪の構
造変化、毛髪の多孔性、毛髪の構造、毛髪の摩擦係数の中から選ばれてよい。
【００２２】
　本発明は、皮膚または毛髪の評価に限定されるものではなく、唇や爪などの他のヒトケ
ラチン物質にも適用される。
【００２３】
　好ましくは、使用者信号は音楽変換に基づき生成された音声配列を含む音声信号である
。
【００２４】
　言い換えれば、使用者信号は、好ましくは使用者が評価中のケラチン物質の様々な状態
を識別しやすくする音声配列である。
【００２５】
　方法は評価中のケラチン物質の状態のそれぞれの程度に依存する様々な音声配列を備え
る使用者信号を生成するステップを含んでよい。使用者信号は、測定デバイスが作動され
るのと同時に、リアルタイムで生成されてよい。
【００２６】
　たとえば、状態は毛髪への損傷レベルであり、音声配列は損傷レベルに依存した様々な
高さ、振幅、包絡線、および/または音質の音声を含む。
【００２７】
　したがって、高さ、振幅、包絡線、および/または音質の変動は、整形データと参照デ
ータの比較結果に基づいて生じてよい。
【００２８】
　使用者信号は音符および好ましくはメロディを含んでよい。
【００２９】
　変形において、音声または触覚の使用者信号は信号変換、たとえば空間から時間および
周波数領域への変換により生成される。これにより、空間領域におけるデータのプロファ
イルに依存する音声を簡単に生成することができる。
【００３０】
　方法は整形データに基づきスペクトログラムを生成するステップと、スペクトログラム
に基づき音声および/または触覚の使用者信号を生成するステップを含んでよい。
【００３１】
　音声または触覚の使用者信号はカスタマイズされた使用者プロファイルに基づき生成さ
れてよい。方法は使用者選好、たとえば楽器の好みなどの収集を含んでよく、音声使用者
信号はこの使用者選好、たとえばこの楽器で演奏された音符に基づき生成されてよい。
【００３２】
　さらに本発明は、上で定義された本発明による方法を実施するためのデバイスであって
、
　-　ヒトケラチン物質に関する測定データを生成するための収集手段と、
　-　測定データを処理し、整形データを生成するための処理手段と、
　-　整形データに基づき、好ましくはリアルタイムで、音声および/または触覚の使用者
信号を生成するための生成手段であって、使用者信号の周波数は整形データに依存する、
生成手段と
を備えるデバイスを対象とする。
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【００３３】
　収集手段はヒトケラチン物質の状態、たとえば皮膚または毛髪の状態を測定するように
構成されたあらゆる測定デバイスを備えてよい。
【００３４】
　収集手段は、ヒトケラチン物質、たとえば皮膚または毛髪の一部に沿って動かされ、か
つ測定デバイスと評価中の部分との間の相互作用に依存する測定データを生成するように
構成されたデバイスを備えてよい。
【００３５】
　測定デバイスは摩擦に対する感度が高く、ヒトケラチン物質のしわの程度、たとえば皮
膚のしわの程度または毛髪の摩擦係数を表す情報を提供してよい。
【００３６】
　測定デバイスは皮膚または毛髪に沿って測定デバイスをこすりつける間の圧力変化を捉
えるセンサを備えてよい。これらの圧力変化の変動はいくつかの数学的変換を介して音楽
などの使用者信号に変換されてよい。
【００３７】
　測定デバイスは比色計、蒸発計、インピーダンスまたは容量測定センサ、強度測定デバ
イス、OCT(光干渉断層計)、および超音波デバイスの中から選ばれてよい。
【００３８】
　処理手段は必要とされる動作を実行できるあらゆる電子回路であってよい。
【００３９】
　処理手段は測定デバイス、または測定デバイスに結合された使用者デバイスの一部であ
り得、かつ使用者デバイスからデータを受け取る集積回路、たとえばマイクロプロセッサ
またはマイクロコントローラを備えてよい。
【００４０】
　たとえば、処理手段は、有線接続またはワイヤレス接続、たとえばブルートゥース(登
録商標)、WiFiまたはLiFiのようなあらゆる接続手段を介して測定デバイスが接続される
パーソナルコンピュータである。
【００４１】
　処理手段はまた、測定デバイスが接続される携帯電話も備えてよい。
【００４２】
　生成手段は、処理手段がすでに音声および/または触覚の機能を持つ場合、処理手段と
は別のデバイスまたは処理手段と同じデバイスであってよい。
【００４３】
　たとえば、処理手段および生成手段は、測定デバイスに結合された同じ携帯電話で構成
されている。
【００４４】
　生成手段はまた、音声処理カードおよびスピーカを搭載したコンピュータであってもよ
い。
【００４５】
　使用者信号が触覚信号である場合、信号は触覚型スクリーンを搭載した携帯電話により
、触覚型スクリーンの振動機能を用いて生成されてよい。
【００４６】
　触覚信号は、電気的振動、電気的誘引力、または電気的潤滑などのような、圧電素子を
用いた触覚パターンを生成するように構成された適切なインターフェースによって生成さ
れたあらゆる触覚信号であってよい。
【００４７】
　さらに本発明は、美容処置の美容効果を評価するための方法であって、
　a)上で定義された本発明の方法でヒトケラチン物質の状態の評価を実施するステップと
、
　b)美容処置を実施するステップと、
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　c)上で定義された本発明の方法で同一状態の評価を実施するステップと
を含む美容処置の効果を評価するための方法も対象とする。
【００４８】
　ステップa)およびc)において、使用者は、好ましくはリアルタイムで、評価中の領域の
状態を表す音声または触覚信号を受け取ってよい。
【００４９】
　使用者は生成された使用者信号の中の差異を認識してよく、あらゆる助言または説明が
自動的にまたは第三者によって使用者に与えられてよく、また処置の効果について使用者
に示してよい。
【００５０】
　美容処置は皮膚、毛髪、爪および/または唇の少なくとも一つに対する化粧品の塗布を
含んでよい。
【００５１】
　美容処置はまた、ケラチン物質の洗浄も含んでよい。
【００５２】
　美容処置は測定デバイスとは異なるあらゆるデバイスを用いて実施されてよい。変形に
おいて、美容処置を実施するために使用されるデバイスはまた、測定機能を有し、測定デ
ータを生成することができる。
【００５３】
　本発明のさらなる利点および特徴は、以下の本発明の非限定的な実施形態の説明に関し
て、および下記に説明する添付の図面に鑑みて現れ得る。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明による例示的方法のブロック図である。
【図２】測定生データを示すグラフである。
【図３】図2の生データのフィルタ処理後の整形データを示すグラフである。
【図４】摩擦係数データから音符分解への変換を示す図である。
【図５】データの音声配列を示す図である。
【図６】音声の使用者信号を生成するさらなるデータ配列を示す図である。
【図７】単純な音声信号としての摩擦データの表現を示す図である。
【図８Ａ】測定データの例の空間プロファイルを表す図である。
【図８Ｂ】測定データの例の空間プロファイルを表す図である。
【図９Ａ】図8Aのデータの数学的変換後の時間領域におけるプロファイルを示す図である
。
【図９Ｂ】図8Bのデータの数学的変換後の時間領域におけるプロファイルを示す図である
。
【図１０Ａ】図9Aのデータのさらなる変換を示す図である。
【図１０Ｂ】図9Bのデータのさらなる変換を示す図である。
【図１１Ａ】人間が認識できる音響信号を生成するための図10Aのデータの最終変換を示
す図である。
【図１１Ｂ】人間が認識できる音響信号を生成するための図10Bのデータの最終変換を示
す図である。
【図１２】測定データの触覚の使用者信号への変換の例のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　本発明による方法は図1に図示したような、皮膚または毛髪のようなケラチン物質の領
域についての測定データを測定デバイスを介して取得するステップ10を含む。
【００５６】
　測定デバイスはたとえば毛髪に対してこすりつけられるように構成され、たとえば高感
度触覚型プローブ(HRT、株式会社トリニティラボ、東京都)の下で利用可能である。
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【００５７】
　そのようなデバイスは、デバイスが毛髪の軸に沿ってこすりつけられた場合、図2に図
示したような測定生データを生成する。
【００５８】
　本発明による方法は、測定データを、ステップ30にてさらに処理して音声および/また
は触覚の使用者信号を生成することができる適切な整形データへと整形するステップ20を
さらに含む。
【００５９】
　図2の生データの例においては、整形するステップ20はノイズをフィルタリングで除去
するための低域フィルタを含んでよい。生データは、たとえば250msごとのレートでサン
プリングされる。低域フィルタのおかげで、それぞれの2つの隣接する点の間の値が平滑
化され、図3に示すようにフィルタ処理されたデータが得られる。
【００６０】
　生成するステップ30は図4に図示したようにフィルタ処理済みデータから音符分解への
第1の変換を含んでよい。この変換は、一例においては、マッピングの中で、毛髪繊維に
対して同定された摩擦の最大値と最小値との間の88の主音で構成されてよい。摩擦の最大
および最小値は、ヘアトリートメントを施した後の高度に損傷した毛髪および自然の毛髪
の摩擦値に基づき同定される。
【００６１】
　このステップにおいて、250msごとに求められ、マッピングされた音符からなる音声が
生成されてもよい。したがって、データの各ピークが88の主音の一つに対応する。
【００６２】
　好ましくは、音符変換は聴くことが困難なほど過度に広い音域を生成し得る過度に高い
分解能を回避するために行われる。
【００６３】
　変換は低すぎて聞きづらいまたは使用者に悪いイメージを与える音の生成を回避しても
よい。同時に、変換はノイズの多い音声や、使用者の不快感を回避するように行われる。
【００６４】
　生成するステップ30は音符の範囲を縮小した後、楽器および音量の選択をさらに含んで
よい。
【００６５】
　楽器の選択はたとえば音域によって事前に設定してもよい。好ましくは、楽器はカスタ
マイズされた使用者プロファイルに基づき選択される。したがって方法は、音声信号を生
成する前に使用者選好の入力を含んでよい。使用者選好は好適な楽器に関係してよい。
【００６６】
　音声はまた、ブランドの特徴に基づき生成されてもよい。たとえば、化粧品の広告に既
定の楽器のメロディを使用する場合、このブランドの製品の販売時点で評価が行われ、音
声の使用者信号は広告用の楽器と同じ楽器を用いて生成されてよい。
【００６７】
　方法はまた、図5に図示したように、初めにマッピングされた88の音符の中の音符一式
の選択をさらに含んでよい。選択の基準は各基質および測定方法のための旋律豊かな音を
得ることである。
【００６８】
　たとえば、図5は毛髪の摩擦に関係している。各音符の範囲は選択された音符の総量と
最小および最大電位値との間で比例するよう固定される。
【００６９】
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【数１】

【００７０】
　摩擦値が音符の範囲内にある場合、対応する音符が演奏される。
【００７１】
　たとえば、様々な楽器で演奏された、あらかじめ録音された音符を含む音声データベー
スから、ピーク値に対応する音符が250msごとに演奏される。背景音楽を最終的な音声に
追加することができ、その音量は調整可能である。
【００７２】
　図6の例においては、毛髪の損傷は各損傷レベルに対応する4つのカテゴリにマッピング
され、音声は使用者に対応するカテゴリに基づき生成される。
【００７３】
　したがって、図6上では、整形データが損傷レベル2の下限および損傷レベル3の上限の
範囲内にある極値間で展開されるので、使用者は損傷レベル2および損傷レベル3の規定の
音声に対応する音声を聴く。
【００７４】
　音符変換は使用者に自身の毛髪の状態について知らせる好適な方法であるが、本発明の
範囲を逸脱することなく、音符変換なしで音声の使用者信号を生成することが可能である
。
【００７５】
　たとえば、図7に図示したように、毛髪の摩擦係数の値は周波数領域において1つまたは
複数の主周波数を示すスペクトログラムに変換され、これらの周波数に基づき音声が生成
される。
【００７６】
　図7の例においては、生成された音声は摩擦係数値に対応する2つの測定データに対し、
下側の曲線で0.4程度、上側の曲線で0.5程度異なることがわかる。
【００７７】
　数学的変換の別の例を図8A～図10Bを参照して説明する。
【００７８】
　図8Aおよび図8Bは皮膚表面のしわの程度を測定するために皮膚に対してこすりつけられ
た測定デバイスで得られたプロファイルを示す。プロファイルは指紋上で得られた縞の投
影画像から抽出された実際の粗さプロファイルである。約18×14mmの皮膚領域が測定され
、14μmの分解能で3次元取得によりプロファイルが得られる。
【００７９】
　1000ピクセルの5つの並行プロファイルがプロットされ、各プロファイルの長さは14mm
である。5つのプロファイルは連結されて70mmのプロファイルを形成する。
【００８０】
　図8Aは第1の測定時間T0における測定データに対応し、図8Bは第2の測定時間T1における
測定データに対応する。
【００８１】
　図9Aおよび図9Bは、図8Aおよび図8Bの空間プロファイルを時間プロファイルに数学的変
換した後のプロファイルに対応する。数学的変換の第1の部分は、補間を用いて十分な数
の点を追加している。プロファイルは同じままであるが、高度なサンプリングができる。
数学的変換の第2の部分はプロファイルの複製に関する。プロファイルの複製により擬似
周波数が生じるが、下記に説明する「帯域消去フィルタ」のおかげで、この擬似周波数の
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問題は補正される。補間および複製の最後に、22KHzでサンプリングされたかなりの持続
時間を有する信号が得られる(ここでは約10秒)。
【００８２】
　図10Aおよび図10Bは、フーリエ変換によるさらなる数学的変換の後の図9Aおよび図9Bの
データに対応する。フーリエ変換の後、わずかな増幅を適用し、信号強度を改善してもよ
い。プロファイル複製が行われたときに導入された擬似周波数を除去するためにフィルタ
リングを適用してもよい。このさらなる数学的変換の目的は、測定により最も影響を受け
るスペクトルの部分を分離することである。フィルタリングは帯域消去フィルタリングで
あってよい。
【００８３】
　図11Aおよび図11Bは、20～40Hzから20KHzの範囲の可聴信号への数学的変換の後の図10A
および図10Bの周波数成分に対応する。ここでの数学的変換は逆フーリエ変換である。
【００８４】
　図11Aおよび図11Bは逆フーリエ変換後に得られる信号の一種を示す。逆フーリエ変換か
ら修正された信号を取得した後、「.wav」形式の音声ファイルがエクスポートされる。
【００８５】
　本発明は音声信号である使用者信号に限定されない。使用者信号は触覚信号であっても
よい。
【００８６】
　図12は触覚の使用者信号を生成するための方法を示す。この例における初期測定は毛髪
表面に関係する。ステップ38における毛髪表面の事前3次元画像形成およびステップ39に
おける表面プロファイルの計算に基づき、ステップ40において毛髪の粗さプロファイルが
生成されてもよい。ステップ41におけるFFTまたはFWTのような数学的変換およびステップ
42におけるフィルタ処理および/またはオフセット適用により、触覚型インターフェース
のための振動曲線43が生成されてもよい。これらの曲線は、所望の触覚パターンを触覚型
インターフェース上に生成できるように、適宜さらに適合されてもよい。触覚型インター
フェースはスマートフォンの触覚スクリーンの一部であってよい。
【００８７】
　本発明は開示した実施形態に限定されない。
【００８８】
　特に、本発明は多様な測定デバイスおよびヒトケラチン物質の状態に適用される。
【００８９】
　たとえば、本発明は比色計および皮膚の色の状態に適用することができる。皮膚の色は
日光への曝露および古典的な脱色について明らかにするための重要な特徴である。
【００９０】
　電子インターフェースにより、比色計から調べた皮膚の部位のL*およびa*の値(L*が高
いほど皮膚は青白く、a*が高いほど皮膚は赤い)を抽出することができ、これらの値は数
学的変換によりさらに音声に変換される。L*およびa*の値の変化(0から1、0から2もしく
は3単位、またはそれ以上)のしきい値は都合に応じて固定してもよく、したがって使用者
に、考えられる警告(日光への過度の曝露)として音声周波数の変化を検出し、聴かせるこ
とができる。
【００９１】
　同様に、古典的な脱色法として局所的に適用されたコルチコイドの皮膚科学的副作用ま
たは化粧品の美白作用も音声に変換することができる。
【００９２】
　さらに、本発明は日焼け防止にも使用することができる。本発明の方法と結合されたUV
センサは音声の使用者信号を生成し、日光に曝露された対象に対して皮膚の健康状態につ
いて警告するのに役立てることができる。このUVセンサは音声の使用者信号を生成するた
めの携帯電話などの接続機器にさらに結合することができる。
【００９３】
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　本発明はさらに、蒸発計および皮膚の状態を表す経表皮水分蒸散量(TEWL)に適用できる
。皮膚の最外層を流れる無感覚の水分の流れ(単位g/m2/hour)は音声で示すことができる
。
【００９４】
　本発明はさらに、
　-　インピーダンス測定センサおよび皮膚水和度の状態
　-　強度測定デバイスおよび皮膚色素沈着の状態
　-　生物物理学的記録デバイスおよび皮膚の弾性特性の状態
　-　領域測定デバイス(顔、唇、毛髪)の全体状態および艶の状態
に適用できる。
【符号の説明】
【００９５】
　T0、T1　測定時間

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０Ａ】
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