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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．両端部および両端部の間を延び内部に空洞を形成する中空の中央部分を有し、前記
両端部のうちの少なくとも一方（４２）が外側へ向けて広がっている、所定のサイズおよ
び色の１つまたは複数の円筒形のチューブ（４０）を、細長いシャフト（５２）と、該シ
ャフトの一端に設けられ該シャフトより大きい直径を有するハンドル（５８）と、前記シ
ャフトの他端に設けられるフック付き部分（５４）とを有する挿通ツール（５０）に、前
記広がった端部を前記ハンドルに向けて、挿通するステップと、
　ｂ．前記挿通ツール（５０）の前記フック付き部分（５４）内で頭髪（３８）の平坦に
された束を捕捉するステップと、
　ｃ．前記チューブ（４０）を、前記挿通ツール（５０）に沿って前記フック付き部分（
５４）上を頭皮に向かって滑動させるステップと、
　ｄ．前記挿通ツール（５０）から頭髪の束を解放し、頭髪を前記チューブ（４０）の前
記広がった端部（４２）から延びたままにするステップと、
　ｅ．前記広がった端部（４２）を通って、前記空洞内にヘアエクステンションの取付け
端部（３６）を挿入するステップと、
　ｆ．前記チューブ（４０）を、上側顎部および下側顎部および前記上側顎部および前記
下側顎部の対向する平坦な平行面を有し且つ前記対向する平坦な平行面上に隆起および溝
を備える平坦化ツール（６０）の、前記隆起と前記溝との間に配置し、前記チューブ（４
０）を前記隆起と前記溝との間で圧縮することによって、該チューブ（４０）をクリンプ
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するステップと、
　ｇ．前記平坦化ツール（６０）の前記上側顎部および前記下側顎部の前記対向する平坦
な平行面の間に、クリンプされた前記チューブを配置するステップと、
　ｈ．前記平坦化ツール（６０）を使用し、前記チューブに圧力を加え、前記チューブを
圧縮し、前記チューブを横切る、該チューブに沿った平坦な部分を作成して、クリンプさ
れた前記チューブ内で頭髪（３８）および前記ヘアエクステンションの挿入された部分を
捕捉するステップと、
を含む、毛髪または人工繊維補足物を頭髪に追加するための方法。
【請求項２】
　前記チューブが、その長さの全部分に沿ってクリンプされる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　頭髪に追加される毛髪または人工繊維補足物は複数のヘアエクステンション（３０）を
含み、該複数のヘアエクステンション（３０）は、それぞれ、毛髪の複数の房の束（３２
）と、該毛髪の複数の房の束の一方の端部が結合されている前記取付け端部（３６）の結
束材料（３４）とを含み、前記複数のヘアエクステンションが、頭皮に装着可能なバンド
（８２）またはヘアピース（９０）に取り付けられた請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記結束材料（３４）が、前記毛髪または繊維の複数の房の端部に、水溶性または水膨
潤性のポリマーを付けることによって形成される請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　毛髪または人工繊維および頭髪の組合せが、前記空洞を実質上満たす請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　頭髪にヘアエクステンションを付けるための取付けシステムであって、該取付けシステ
ムは、
　各々が、天然のまたは人工の毛髪の複数の房の束（３２）と、該天然のまたは人工の毛
髪の複数の房の束の一方の端部が結合されている取付け端部（３６）の結束材料（３４）
と、を有している、ヘアエクステンション（３０）と、
　前記ヘアエクステンションの前記結束材料（３４）を受け入れるようにサイズ決めされ
た第２の開口した端部と、頭髪の束（３８）を受ける前記第２の開口した端部の反対側に
ある第１の開口した端部と、前記第１の開口した端部と前記第２の開口した端部との間の
中央部分とを有する、１つまたは複数の円筒形の圧縮可能なチューブ（４０）であって、
前記チューブの前記第２の開口した端部が前記中央部分より外側に向かって広がっている
、チューブ（４０）と、
　頭髪を、前記チューブの前記第１の開口した端部の中へ、そして前記チューブの前記第
２の開口した端部を通して外へ引っ張るための、頭髪の束（３８）を捕捉するフック付き
部分（５４）を有する挿通ツール（５０）と、
　上側顎部（６２）および下側顎部（６４）を有し、前記上側顎部および下側顎部によっ
て前記チューブを把持して潰す、平坦化ツール（６０）と、を備え、
　前記チューブ（４０）は、最小内直径（ＤＩ）が約０．１１２ｃｍから約０．１８８ｃ
ｍであり、
　前記取付け端部（３６）は、前記チューブ（４０）の前記最小内直径（ＤＩ）の約６５
％から１００％の直径（ＤＥ）を有する、取付けシステム。
【請求項７】
　前記ヘアエクステンション（３０）の前記結束材料（３４）はしなやかなポリマーを用
いて形成される、請求項６に記載の取付けシステム。
【請求項８】
　前記結束材料（３４）は、前記天然のまたは人工の毛髪の複数の房の束（３２）の前記
一方の端部を覆う水溶性または水膨潤性のポリマーを含む、請求項６に記載の取付けシス
テム。
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【請求項９】
　前記結束材料（３４）と前記頭髪の束（３８）との組合せが、前記チューブ（４０）の
前記中央部分の断面部分をほぼ満たす、請求項６に記載の取付けシステム。
【請求項１０】
　前記チューブ（４０）の前記第２の開口した端部の直径（ＤＯ２）は、前記チューブ（
４０）の前記最小内直径（ＤＩ）の約１．７倍より大きい、請求項６に記載の取付けシス
テム。
【請求項１１】
　頭髪にヘアエクステンションを付けるための取付けシステムであって、該取付けシステ
ムは、
　各々が、天然のまたは人工の毛髪の複数の房の束（３２）と、該天然のまたは人工の毛
髪の複数の房の束の一方の端部が結合されている取付け端部（３６）の結束材料（３４）
と、を有する、ヘアエクステンション（３０）と、
　前記ヘアエクステンションの前記結束材料（３４）を受け入れるようにサイズ決めされ
た第２の開口した端部と、頭髪の束（３８）を受ける前記第２の開口した端部の反対側に
ある第１の開口した端部と、前記第１の開口した端部と前記第２の開口した端部との間の
中央部分とを有する、１つまたは複数の円筒形の圧縮可能なチューブ（４０）であって、
前記チューブの前記第２の開口した端部が前記中央部分より外側に向かって広がっている
、チューブ（４０）と、
　頭髪を、前記チューブの前記第１の開口した端部の中へ、そして前記チューブの前記第
２の開口した端部を通して外へ引っ張るための、頭髪の束（３８）を捕捉するフック付き
部分（５４）を有する挿通ツール（５０）と、
　上側顎部（６２）および下側顎部（６４）を有し、前記上側顎部および下側顎部によっ
て前記チューブを把持して潰す、平坦化ツール（６０）と、を備え、
　前記チューブ（４０）の前記第２の開口した端部は、約０．２２１ｃｍから約０．３６
１ｃｍの直径（ＤＯ２）を有し、
　前記取付け端部（３６）は、前記チューブ（４０）の前記第２の開口した端部の前記直
径（ＤＯ２）の約３５％から約５５％の直径（ＤＥ）を有する、取付けシステム。
【請求項１２】
　前記ヘアエクステンション（３０）の前記結束材料（３４）はしなやかなポリマーを用
いて形成される、請求項１１に記載の取付けシステム。
【請求項１３】
　前記結束材料（３４）は、前記天然のまたは人工の毛髪の複数の房の束（３２）の前記
一方の端部を覆う水溶性または水膨潤性のポリマーを含む、請求項１１に記載の取付けシ
ステム。
【請求項１４】
　前記結束材料（３４）と前記頭髪の束（３８）との組合せが、前記チューブ（４０）の
前記中央部分の断面部分をほぼ満たす、請求項１１に記載の取付けシステム。
【請求項１５】
　前記チューブ（４０）の前記第２の開口した端部の前記直径（ＤＯ２）は、前記チュー
ブ（４０）の最小内直径（ＤＩ）の約１．７倍より大きい、請求項１１に記載の取付けシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛髪の外観を長くまたは濃くするために、個人の頭部に生えている天然の毛
髪に、天然または人工のヘアエクステンション、ヘアピースまたはその他の毛髪補強構造
を取り付けるためのシステム、およびこのシステムを使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　頭髪のより豊かなまたは長い外観を個人に提供する多種多様な技術および手法がある。
天然の毛髪の成長を補足する本発明および方法を説明する際に、個人の頭部に生えている
天然の毛髪は、「頭毛（ｓｃａｌｐ　ｈａｉｒ）」と呼ばれ、医学的には頭毛（ｃａｐｉ
ｌｌｉ）とも呼ばれている。最も簡単な手法は、かつらを付けること、またはポニーテー
ル、三つ編みまたはウェフトなどのヘアピースを付加することである。恒久的な手法は、
外科的に埋め込まれるヘアプラグの使用である。より長い時間に適した一時的な方法は、
天然の毛髪または人工の毛髪代替物の房を、頭皮上に生えている通常の毛髪内に縫い込む
または編み込むことである。別法として、ヘアエクステンションは、頭皮または頭皮から
生えている毛髪に接着固定されてもよい。さらに別の方法は、頭髪の複数の束に、ヘアエ
クステンションと呼ばれる毛髪の房または束を取り付けるために小さなクランプまたはク
リップを使用することである。
【０００３】
　米国特許第４，９３４，３８７号は、熱可塑性の糊の使用を示しており、米国特許５，
０７２，７４５号は、熱溶融接着剤の使用を開示しており、米国特許第５，５７５，２９
８号は、接触接着剤を使用しており、米国特許第５，８６８，１４５号は、シアノアクリ
レート接着剤とともに液体ラテックスを使用しており、米国特許第６，４０５，７３６号
および米国特許出願公開２００２／０１８５１４６号、２００１／００３５１９２号およ
び２００１／００３７８１３号はそれぞれ、エクステンションまたは複数のエクステンシ
ョンを頭皮に取り付けるための粘着テープを開示している。米国特許第５，１０７，８６
７号は、熱収縮チューブと組み合わせた熱硬化性接着剤の使用を記載している。これらの
技術は、取付けプロセスを逆転させるために熱および／または溶剤の使用を必要とする。
【０００４】
　米国特許第５，１２１，７６１号は、頭皮に取り付けられた毛髪の複数の束にアンカー
を固定し、ヘアエクステンションを上側編込み部分を有する単一の幅広のヘアピースに形
成し、その編込み部分をアンカーに取り付けることを最初に必要とする、ヘアエクステン
ションを取り付ける方法を記載している。
【０００５】
　米国特許第５，８９４，８４６号は、熱収縮チューブを使用する結び目を付けられた頭
髪の房へのヘアエクステンションの取付けを記載している。毛髪は、チューブの収縮を生
じさせるために熱が加えられた後でチューブ内に容易に捕捉される拡大部分を形成するた
めに最初に結ばれる。
【０００６】
　Ｔａｉｎｔｉｎｇｅｒに対する米国特許第５，７５２，５３０号は、頭皮の近くの集め
られた毛髪の房にヘアエクステンションの緩い房を一時的に締め付けるためにクランプツ
ールを使用すること、挿通ループを通って結合されたヘアエクステンションおよび頭髪の
束を配置し、次にその組合せを直線状の円筒形スリーブを通って引っ張ることを含む、ヘ
アエクステンションを頭髪に取り付けるためのプロセスを記載している。次に、ヘアエク
ステンションおよび頭髪は、最初に、ＵまたはＶ字型の底部が（毛髪の房に対して平行な
）円筒形スリーブの長さに沿って延びた状態で円筒形スリーブをＵまたはＶ字型に潰して
房を緩く把持し、スリーブが頭皮に近づくまで房に沿ってスリーブを滑動させ、次にスリ
ーブをそれ自体の上に折り曲げ（すなわち、スリーブを長手方向に半分に折り曲げ）、し
たがってＵまたはＶ字型を圧縮し、毛髪の房を、潰された、折り曲げられたスリーブ内に
捕捉することによってスリーブ内で捕捉される。一方の面にＵまたはＶ字型の溝を備える
特別なプライヤと、プライヤ顎部の他方の面内の、適合するアンビル状の延長部が、再形
成された中空のシリンダ内に毛髪を備える所望のＵまたはＶ字形状にチューブを形成する
ために使用されている。次に、プライヤ顎部の別の部分が、折り曲げられたＵまたはＶ字
型のシリンダの形成を完了させるために使用される。プロセスをやり直す（ヘアエクステ
ンションを取外す）ために、プライヤの尖った先端を使用し、折り曲げられたＵまたはＶ
字型を広げ、頭髪およびヘアエクステンションへの圧縮力を解放する。
【０００７】
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　これらの参照された文書で開示されている技術のそれぞれは、本発明によって対処され
る、使用および取り付け速度の問題点を有する。前の公開されている手順に記載されてい
るヘアエクステンションを取付けまたは取外しするために必要とされる接着剤および熱ま
たは化学薬品の使用は、天然の毛髪および頭皮に損傷を与えることがある。また、接着材
料はまた、埃または天然の肌の油分を保持し、それらを清潔に維持することを困難にする
。熱収縮チューブは、特に毛髪が結び目を必要とするとき取外すのが困難であり、エクス
テンションを取外すために天然の毛髪を切る必要がある。他のチューブを固定する方法は
、エクステンションを取付けるための追加工具を必要とし、個人が取りつけおよび取外し
をすることは困難であり、極めて時間がかかる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、ヘアエクステンションを付加するための簡単で、迅速かつ容易な取り付け
技術が必要とされている。本発明の特徴を具現化するデバイスおよび手法は、これらの必
要性に対処している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　ヘアエクステンションは、広がった円筒形チューブと、挿通フックと、特定の設計のク
リンプツールを使用して個人の頭皮上に生えている天然の毛髪に取りつけられる。クリン
プチューブが、クリンプチューブ内に嵌合するように設計された取外しツールを容易に受
けるため、エクステンションはいかなるときも容易に取り外すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の特徴を具現化するヘアエクステンション３０を適用するための取付けシステム
は、様々なサイズの一組の広がったチューブ４０と、広がったチューブ４０を通って頭髪
を引くのに使用するための挿通ツール５０と、広がったチューブ４０内に頭髪およびヘア
エクステンションの両方を固定するためのクリンプツール６０と、ヘアエクステンション
３０の取外しのために広がったチューブ４０を後で開放するための解放ツール７０とを備
える。
【００１１】
　図１０に示す代表的なヘアエクステンション３０は、天然の毛髪の複数の房３２を備え
る。これは、取付け端部３６でエクステンションの上または中で結束材料３４によって別
個の束に保持された所定の長さの人間または動物の毛、または人工繊維であってもよい。
典型的な結束材料は、ポリエチレンなどのしなやかなポリマー、またはその他の、室温で
非液体であるが、少なくとも約５１．７℃（１２５°Ｆ）以上の上昇した温度で溶融され
る熱可塑性ポリマーである。別法として、溶媒ベースの溶媒システムが使用されることが
できる。多糖類、アルギン酸塩、ゴム、蛋白質、セルロースエーテル、でんぷん誘導体、
ポリアクリルアミド、ポリビニールアルコール、ポリビニールピロリドン、ポリアクリル
酸、またはポリリン酸といった天然の、調整された天然または人工の水溶性または水膨潤
性のポリマーが好ましい。しかし、このリストは、包括的であることを意図されておらず
、当業者は、ここに示した教示を基にして、ここで説明した本発明の有用な結果が得られ
ること、およびここで説明した方法が、様々な結合材料でヘアエクステンションを使用す
ることができることを理解するであろう。エクステンション３０の房３２の色は、ヘアエ
クステンションを受ける個人の頭皮２８から生えている天然の毛髪３８の色に適合するま
たは補足するように通常選択される。図２０は、本発明の特徴を組み込んだ方法およびデ
バイスを使用して個人の頭へ取り付けた後の、単一のヘアエクステンション３０の例を示
している。本発明の範囲の広がったチューブで使用するための典型的なヘアエクステンシ
ョンは、約０．０７６から約０．１７８ｃｍ（０．０３０から約０．０７０インチ）の範
囲の挿入端部直径ＤＥを有し、結合材料が、エクステンションの端部の約０．５０８から
１．２７ｃｍ（０．２から約０．５インチ）を覆っており、約５０から約２５０の毛髪ま
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たは繊維の房から成る。束のサイズは、選択された広がったチューブの寸法を基にして選
択される。しかし、これよりも小さいまたは大きい束が、ここに開示した本発明内で使用
されることができる。
【００１２】
　エクステンション取付け手順の様々な実施形態および段階で図１および２、および図３
～９、１８および１９に示されている複数の広がったチューブ４０は、複数のへアエクス
テンション３０を頭髪３８に固定するために使用される。好ましい広がったチューブ４０
は、少なくとも１つの広がった端部４２を有する薄壁の円筒形チューブである。広がった
端部は、チューブを挿通し、ヘアエクステンションの取付け端部３６を挿入するのを助け
る。この広がり部分はまた、図４に示すようにチューブをわずかに開いて保持するように
機能し、それによって取外しツールの鋭利な端部が、取外しプロセスの一部として挿入さ
れることができる。これらのチューブ４０は、可鍛性の銅、アルミニウムまたはその他の
容易に曲げることができるが脆弱ではない金属または合金で好ましくは形成され、ヘアエ
クステンション３０および／または個人の頭髪３８の色に適合するまたは補足するように
着色されている。これらはまた、エクステンション３０の取付け端部３８を挿入すること
をより容易にするその内部表面上の、摩擦の少ないコーティング、または広がったチュー
ブの中空の中央部分（空洞）４４内で頭髪３８またはエクステンション３０を保持するの
を助けるための接着性または吸水膨張性の特性を有するコーティングを有する。適切な寸
法に関する一例として提供されており、本発明の範囲を限定するように意図されてはいな
い、４つの典型的な広がったチューブの寸法が、表１に列挙されている。当業者は、ここ
に記載した教示を基にして、多種多様な寸法の組合せが、様々なサイズのヘアエクステン
ション３０、または作成しようと望まれる外観に適合するように選択されることができる
ことを理解するであろう。表１にはまた、様々なチューブ内直径に適した典型的なエクス
テンション取付け端部３６の寸法ＤＥが含まれている。しかし、これよりも大きいまたは
小さい束が、より多いまたは少ない頭髪とともに様々なチューブとともに使用されてもよ
い。
【００１３】
【表１】

【００１４】
　図１６～１８は、広がったチューブ４０の空洞４４を通って頭髪３８を挿通するために
使用される挿通ツール５０の実施形態を示している。これは、その直径が、容易な操作の
ためにきつ過ぎたり、緩過ぎたりすることなく、様々な直径の広がったチューブを容易に
受けるように選択され、第１の端部が毛髪の束を掴むためのフック付き部分５４を有する
、細長いシャフト５２を備える。広がったチューブ４０を通って毛髪の束が引かれるとき
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、毛髪の束をフック付き部分５４内に保持するのを助けるキーパー５６を備えてもよい。
キーパー５６は、図示した実施形態では、図１６に示すような開放位置から図１７に示す
ような閉鎖位置へ自由に揺動するようにヒンジ結合されている。大きな直径のハンドル５
８が、挿通ツール５０を把持し、挿通ツール５０のシャフト５２上に配置された広がった
チューブ４０が第２の端部から落ちるのを防止するために、シャフトの他方の端部に配置
されている。
【００１５】
　いったん頭髪３８およびヘアエクステンション３０の取付け端部３６が広がったチュー
ブ４０内に配置されると、広がったチューブ４０内で毛髪３８およびエクステンション３
０を保持するためにチューブが潰される。このことは、平坦化またはクリンプツール６０
を使用して達成される。図１１～１３に示した実施形態が一例である、様々なデバイスが
使用されることができる。クリンプツール６０は、把持圧力をハンドル６９に加えること
によって広がったチューブ４０の中央部分を把持および潰すための上側顎部６２と下側顎
部６４を有するプライヤ様のデバイスである。図１１の丸囲み部分に示され、図１２およ
び１３で拡大されている好ましい実施形態では、上側顎部６２は、顎部６２の表面を横切
って延びる隆起６６を有し、下側顎部６４は、第１の顎部６２上の隆起６６を受けるよう
にサイズ決めされた、下側顎部６４の表面を横切って延びる適合する溝６８を有する。
【００１６】
　ヘアエクステンションの取付けは、恒久的であるように意図されてはいない。したがっ
て、毛髪またはヘアエクステンションが切られることを必要としない、ヘアエクステンシ
ョンを取外すための容易で効率的な方法が必要とされる。図１５および１６に、顎部の代
わりに、チューブ４０の今は潰されている中央部分４４の両端に、またはそれに対して挿
入することができる第１および第２の尖った延長部７２を有するプライヤ様の解放ツール
７０が示されている。上述したように、広がった端部の存在により、尖った延長部７２を
受けるために潰した後、その広がった端部でチューブの内壁の間に空間が提供される。解
放ツール７０のハンドル７４に把持圧力を加えることによって、潰れたチューブが延びる
ことができる。図１４および１５に示した実施形態では、尖った延長部７２は、図２１に
示すような潰れたチューブの端部に挿入するための尖った端部を作成するために、斜めに
切られたロッドを備える。別法として、一方または両方の延長部７２が、より中心に配置
された尖った端部７６を有してもよい。さらには、延長部７２の一方のみが尖った端部７
６を有し、第２の延長部７２が、潰れたチューブの一方の端部を受けるために平坦な表面
、または他方の延長部７２上の尖った端部７６を相補するくぼんだ表面７８を有し、尖っ
た端部が、潰れたチューブ４０の広がった端部４２内に挿入されてもよい。
【００１７】
　ヘアエクステンションを頭髪に取り付けるためには、個人の毛髪が、清潔で、油分がな
く、乾燥していることが好ましい。毛髪は、好ましくはくしで梳かされ、それに沿って複
数の頭髪が所望のサイズの束に分割されることができる分け目が付けられている。各頭髪
の束が、ヘアエクステンションを受けることになる。頭髪の典型的な束は、個人の毛髪の
厚さ、用いられるエクステンションの厚さおよび使用される広がったチューブの厚さに応
じて、それに取り付けられるように意図されているエクステンション内の毛髪の房の数の
約１／４から１／２を有する。ヘアエクステンションの挿入部分４２の直径および頭髪の
束のサイズは、その組合せが、広がったチューブの内直径ＤＩをほぼ満たすように選択さ
れる。本発明の特徴を組み込んだ取付けシステムを使用してヘアエクステンション３０を
頭髪３８に付けるための好ましい手順は以下のステップを含む。
１．所望のサイズおよび色の１つまたは複数の広がったチューブが、広がった端部４２を
ハンドル５８に向けて挿通ツール４０上に挿通される。
２．好ましくは、およそチューブの内直径の幅である、頭髪３８の平坦な束が、挿通ツー
ル４０のフック部分５４内に捕捉される（図１８）。
３．次に、広がったチューブが、好ましくは、頭皮の０．６３５ｃｍ（１／４インチ）以
内へ頭皮２８に向かって挿通ツール４０上で滑動され、チューブ４０の広がった端部４２
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から延びる頭髪３８を残して、頭髪３８の束が、挿通ツール４０から解放される（図１９
）。
４．広がったチューブ４０およびフレア４２の下方に延びる頭髪を把持しながら、ヘアエ
クステンション３０の取付け端部３６を、広がった端部４２を通ってチューブ４０内へ挿
入する（図１９）。
５．次に、広がったチューブ４０が、クラッシュまたはクリンプツール６０の上側および
下側顎部６２、６４の平坦な部分６３、６５の間に配置され、チューブを圧縮するために
ハンドル６９に圧力が加えられ、図３、７、８および９に示すように、チューブのいくつ
かまたはすべてを横切ってまたはそれに沿って、平坦な部分を作成し、頭髪３８およびヘ
アエクステンションの挿入部分３６を潰されたまたはクリンプされたチューブ内に捕捉す
る。別法として、チューブは、溝６８内に配置され、隆起６６によってクリンプされるこ
とができる。次に、チューブは、上側および下側顎部６２、６４の平坦な隣接する平行な
部分６３、６５の間で圧縮することによってさらに平坦にされる。いずれの例でも、チュ
ーブの中央部分の最初の外直径の約１／２の幅を有する平坦にされたチューブが作成され
る。
【００１８】
　図２０は、単一のエクステンションの取りつけのためのこのような手順の結果を示して
いる。次に、所望の数のエクステンションが加えられるまでプロセスが複数回繰り返され
る。手順はまた、段付けの効果、および毛髪のより豊かに見える頭部を作成するために、
頭皮上の複数の分け目を横切って、またはランダムに繰り返される。取り付けられたヘア
エクステンションは、完成した頭髪にハイライティングおよびシェーディングを提供する
ために様々な直径または様々な色であってもよい。
【００１９】
　ヘアエクステンションの付加を逆転させるために、解放ツール７０の尖った延長部７２
の一方が、わずかに開いた、潰れたチューブの広がった端部４２内に挿入され、第２の延
長部７２が次に、チューブの他方の端部内に挿入または他方の端部にあてて配置され、圧
縮力が解放ツール７０のハンドル７４に加えられ、潰れたチューブを拡げる。次に、広が
ったチューブおよびヘアエクステンションを頭髪の束から取外すために、チューブが頭皮
から遠ざかるように頭髪の束を滑動することができる。このプロセスは、プロセス中にチ
ューブにいくらかの熱を加え、チューブを回転させることによって助けられてもよい。
【００２０】
　当業者は、ここに記載した教示を基にして、ここで説明した取付けシステムおよびその
使用方法が、上述したヘアエクステンション３０の取付けに限定されないことを理解する
であろう。たとえば、図２３は、装着バンド８２に取り付けられた複数のヘアエクステン
ション３０を備える幅広のヘアエクステンション８０を示している。別法として、幅広の
ヘアエクステンション８０は、装着バンド８２に取り付けられた、平坦にならんだ、いく
つかの毛髪の房を備えてもよい。装着バンド８２は、材料の別個の部片であってもよい、
または毛髪の房８４の上側端部を、個人の頭部に装着するのに適した形状の幅広のヘアエ
クステンションを保持するのに適した構造に編み込むまたは結ぶことによって形成されて
もよい。複数の広がったチューブ４０が、糊着、縫製などによって束に取り付けられる。
幅広のヘアエクステンション８０を付けるために、頭髪３８が、広がったチューブ４０の
それぞれを通って挿通され、チューブが、上述したようにクリンプされまたは潰される。
別個のヘアエクステンションが、チューブを潰す前に、上述したように、広がったチュー
ブ４０内に挿入されてもよい。幅広のヘアエクステンション８０は通常、約１．２７ｃｍ
から１５．２４ｃｍ（約１／２インチから６インチ）の幅を有するが、それよりも広いま
たは狭いエクステンション８０が使用されてもよい。
【００２１】
　さらに別の実施形態は、かつらまたはヘアピース９０を取り付けるためのエクステンシ
ョン取付けシステムを使用している。好ましいヘアピースは、それを通って頭髪３８の房
を引き出すための開口９６を備える。図２４では、これらの開口９６は、ヘアピース９０
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ュまたは織られた構造から成るヘアピース９０の中央部分内の空間である。ヘアピースを
個人の頭部に装着するために、頭髪３８の束が、開口を通って引き出され、ヘアエクステ
ンション３０が上述したように頭髪３８に追加される。また、ヘアピース９０からの毛髪
または繊維９２の小さな束が、頭髪３８とともに集められ、上記で説明したような方式で
広がったチューブを通って互いに挿通され、ヘアエクステンション３０が、頭髪３８とヘ
アピース繊維９２の組合せに加えられる。
【００２２】
　ここでは明示的に説明されない本発明の多くの追加の実施形態が、本発明の範囲内にあ
り、当業者の心に浮かぶことは上記のことから明らかである。たとえば、本発明。したが
って、本発明が頭記の特許請求の範囲のみによって限定されることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】頭髪およびヘアエクステンションを受けるための、本発明の特徴を組み込んでい
る広がったチューブの実施形態の部分切断側面図である。
【図２】図１のチューブの広がった端部の図である。
【図３】頭髪およびそこから延びるヘアエクステンションによって平らにクリンプされた
図１の広がったチューブの透視側面図である。
【図４】図３の線４－４に沿った図３の広がったチューブの底部端面図である。
【図５】図３の線５－５に沿った図３の広がったチューブの底部端面図である。
【図６】中央長手軸の周囲に９０°回転され、長手方向に切り取られた図３の図である。
【図７】頭髪およびそこから延びるヘアエクステンションと水平方向のクリンプの後の図
１の広がったチューブの側面図である。
【図８】頭髪およびそこから延びるヘアエクステンションとの長手方向のクリンプの後の
図１の広がったチューブの側面図である。
【図９】頭髪およびそこから延びるヘアエクステンションと斜めのクリンプの後の図１の
広がったチューブの側面図である。
【図１０】ヘアプラグの側面図である。
【図１１】本発明の特徴を組み込んでいるクリンプツールの透視図である。
【図１２】図７のクリンプツールの第１の顎部の拡大図である。
【図１３】図７のクリンプツールの第２の顎部の拡大図である。
【図１４】クリンプされたチューブからヘアエクステンションを解放するために使用され
る本発明の特徴を組み込んだ開放ツールの実施形態の透視図である。
【図１５】図１４の開放ツールの挿入部分の拡大図である。
【図１６】広がったチューブを通って頭髪を供給するためのその開放形状での挿通ツール
の実施形態のフック端部の側面図である。
【図１７】その閉鎖形状での図１６の挿通ツールの側面図である。
【図１８】広がったチューブの配置の前に頭髪を保持する挿通ツールの側面図である。
【図１９】ヘアエクステンションの挿入前のカラー内の頭髪を示す図である。
【図２０】本発明のヘアエクステンションシステムおよび方法を使用して個人の頭髪に取
り付けられたヘアエクステンションを示す図である。
【図２１】クリンプチューブを開放する解放ツールの先端の第１の実施形態を示す図であ
る。
【図２２】クリンプチューブを開放する解放ツールの先端の第２の実施形態を示す図であ
る。
【図２３】本発明の特徴を組み込み、取付け可能であり、使用している広いヘアエクステ
ンションを示す図である。
【図２４】本発明の特徴を使用して取付け可能であるヘアピースを示す図である。
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