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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル発生システムであって、
　　エアロゾル発生物品と連携するエアロゾル発生装置と、
　　前記エアロゾル発生物品が、
　　　管状の多孔性要素および前記管状の多孔性要素上に収着された送達促進化合物を含
む、第一のシールされた区画と、
　　　揮発性液体を含む第二の区画とを備え、
　　前記エアロゾル発生装置が、
　　　前記エアロゾル発生物品を受けるように適応された外側ハウジングと、
　　　前記エアロゾル発生物品の前記第一の区画と前記第二の区画を貫通するための細長
い貫通部材とを備え、
　　　ここで、前記細長い貫通部材が、
　　　　前記細長い貫通部材の遠位端に隣接した貫通部分と、
　　　　軸部分と、
　　　　前記細長い貫通部材の近位端に隣接した遮断部分とを備え、
　　　　前記貫通部分の最大直径は前記軸部分の直径よりも大きく、前記遮断部分がエア
ロゾル発生物品がエアロゾル発生装置内に受けられたときに、前記物品の前記管状の多孔
性要素内に適合するような外径を持つ、エアロゾル発生システム。
【請求項２】
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　前記第一の区画の上流の少なくとも一つの空気吸込み口と、前記第二の区画の下流の少
なくとも一つの空気出口とをさらに備え、前記少なくとも一つの空気吸込み口および前記
少なくとも一つの空気出口が、少なくとも一つの空気吸込み口から少なくとも一つの空気
出口へと延び、前記遮断部分を避けて前記第一の区画の前記管状の多孔性要素を経由して
、また前記軸部分を避けて前記第二の区画を経由する空気の流れ経路を画定するように配
列されている、請求項1に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項３】
　前記第二の区画が管状の多孔性要素を含み、前記システムが前記第二の区画の上流の少
なくとも一つの空気吸込み口と、前記第一の区画の下流の少なくとも一つの空気出口とを
さらに備え、前記少なくとも一つの空気吸込み口および前記少なくとも一つの空気出口が
少なくとも一つの空気吸込み口から少なくとも一つの空気出口へと延び、前記遮断部分を
避けて前記第二の区画の前記管状の多孔性要素を経由し、前記軸部分を避けて前記第一の
区画を経由する空気の流れ経路を画定するように配列されている、請求項1に記載のエア
ロゾル発生システム。
【請求項４】
　前記遮断部分が前記管状の多孔性要素内で締りばめを形成するような直径を持つ、請求
項1、2または3に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項５】
　前記遮断部分の長軸方向の長さが、前記管状の多孔性要素の前記長軸方向の長さの25%
～75%である、請求項1～4のいずれか1項に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項６】
　前記管状の多孔性要素が中空円筒である、請求項1～5のいずれか1項に記載のエアロゾ
ル発生システム。
【請求項７】
　前記貫通部分の最大直径が、前記中空円筒の内径の75%～100%の最大直径を持つ、請求
項6に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項８】
　請求項1または2に依存するとき、前記第二の区画が中空円筒であり、かつ前記貫通部分
の最大直径が、前記第二の区画の内径の50%～75%である、請求項1～7のいずれか1項に記
載のエアロゾル発生システム。
【請求項９】
　前記細長い貫通部材の長軸方向の長さが前記第一の区画と前記第二の区画の合計長軸方
向の長さよりも大きい、請求項1～8のいずれか1項に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１０】
　前記貫通部分が円錐体である、請求項1～9のいずれか1項に記載のエアロゾル発生シス
テム。
【請求項１１】
　前記物品が少なくとも一つのさらなる要素をさらに含む、請求項1～10のいずれか1項に
記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つのさらなる要素がマウスピースを含む、請求項11に記載のエアロゾ
ル発生システム。
【請求項１３】
　前記第一の区画の第一の端が壊れやすいバリアによってシールされ、前記第一の区画の
第二の端と前記第二の区画の第一の端との間の界面が少なくとも一つの壊れやすいバリア
によりシールされ、前記第二の区画の第二の端が壊れやすいバリアによってシールされる
、請求項1～12のいずれか1項に記載のエアロゾル発生システム。
【請求項１４】
　それぞれの壊れやすいバリアが金属膜で製造される、請求項12に記載のエアロゾル発生
システム。
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【請求項１５】
　エアロゾル発生システムで使用するためのエアロゾル発生装置であって、
　　エアロゾル発生物品を受けるように適応された外側ハウジングであって、前記物品が
管状の多孔性要素を持つ第一のシールされた区画と、第二の区画とを持つものと、
　　物品が前記外側ハウジング内に受けられたときに、前記物品の前記第一の区画と前記
第二の区画を貫通するように構成された細長い貫通部材とを備え、
　　ここで、前記細長い貫通部材が、
　　　前記細長い貫通部材の遠位端に隣接した貫通部分と、
　　　軸部分と、
　　　前記細長い貫通部材の近位端に隣接した遮断部分とを備え、
　　前記貫通部分の最大直径は前記軸部分の直径よりも大きく、前記遮断部分が、物品が
前記装置内に受けられたときに、前記物品の前記管状の多孔性要素内に適合するような外
径を持つ、エアロゾル発生装置。
【請求項１６】
　エアロゾル発生システムのためのエアロゾル発生物品であって、
　　第一の端および第二の端を持つ第一のシールされた区画であって、管状の多孔性要素
に収着された酸を含む前記管状の多孔性要素および送達促進化合物を含む区画と、
　　前記第一の区画の前記第二の端と隣接する第一の端とニコチン剤を含む揮発性液体を
含む第二の端とを持つ、第二のシールされた区画とを備え、
　　第一の区画の前記第一の端が壊れやすいバリアによってシールされ、前記第一の区画
の前記第二の端と前記第二の区画の前記第一の端との間の界面が少なくとも一つの壊れや
すいバリアによりシールされ、前記第二の区画の前記第二の端が壊れやすいバリアによっ
てシールされる、エアロゾル発生物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアロゾル発生装置およびエアロゾル発生物品を備えた、エアロゾルをユー
ザーに送達するためのエアロゾル発生システムに関連し、エアロゾル化したニコチン塩粒
子をユーザーに送達するための喫煙装置に特に関連する。本発明はさらに、エアロゾル発
生物品を受けるためのエアロゾル発生装置に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　WO 2008/121610 A1は、ニコチンを被験者に送達するための装置および方法を開示して
いるが、その内部では送達促進化合物がガス相でニコチンと反応して、ニコチン塩粒子の
エアロゾルを形成する。送達促進化合物を保持するために、収着エレメントを提供でき、
その上で送達促進化合物が吸着される。揮発性送達促進化合物は、送達促進化合物が位置
する区画をシールすることで、酸化、加水分解またはその他の望ましくない反応によって
劣化することなく保存できる。
【０００３】
　ところが、ニコチンの送達促進化合物エアロゾルとのより完全な反応を得るには、ガス
相での反応物の混合について対処する必要がある。
【０００４】
　こうして、エアロゾル発生システムの使用時に揮発性送達促進化合物とニコチンまたは
その他の医薬の十分な混合を可能にするエアロゾル発生システムを提供することが望まし
い。
【０００５】
　貯蔵の間、揮発性送達促進化合物およびニコチンまたはその他の医薬の一方または両方
の保持が改善される、WO 2008/121610 A1において開示されたタイプの使用者にニコチン
またはその他の医薬を送達するためのエアロゾル発生システムを提供することも望ましい
。また、貯蔵の間、揮発性送達促進化合物およびニコチンまたは他の医薬の一方または両
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方の安定性が維持される、WO 2008/121610 A1で開示されたタイプの使用者にニコチンま
たは他の医薬を送達するためのエアロゾル発生システムを提供することも望ましい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の第一の態様によれば、エアロゾル発生物品と連動するエアロゾル発生装置を備
える、エアロゾル発生システムが提供されている。エアロゾル発生物品は、管状の多孔性
要素および管状の多孔性要素に吸着された送達促進化合物を含むシールされた第一の区画
と、揮発性液体を含む第二の区画とを備える。エアロゾル発生装置は、エアロゾル発生物
品を受けるように適応された外側ハウジングと、エアロゾル発生物品の第一の区画と第二
の区画を貫通するための細長い貫通部材とを備える。細長い貫通部材は、細長い貫通部材
の遠位端に隣接した貫通部分と、軸部分と、細長い貫通部材の近位端に隣接した遮断部分
とを備える。貫通部分の最大直径は軸部分の直径よりも大きく、遮断部分はエアロゾル発
生物品が装置内に受けられたときに、物品の管状の多孔性要素内に適合するような外径を
持つ。
【０００７】
　これは、エアロゾル発生システムを通した空気の流れを制御することにより、送達促進
化合物と揮発性液体の混合を改善しうる。
【０００８】
　「エアロゾル発生装置」という用語は本明細書で使用されるとき、エアロゾル発生物品
と相互作用して、ユーザーの肺にユーザーの口を通して直接吸入可能なエアロゾルを発生
するエアロゾル発生装置を意味する。
【０００９】
　「収着された」は本明細書で使用されるとき、送達促進化合物が管状の多孔性要素の表
面上に吸着された、または管状の多孔性要素中に吸収された、または管状の多孔性要素上
に吸着されて多孔性要素中に吸収されたことを意味する。
【００１０】
　エアロゾル発生システムは、エアロゾル発生物品の第一の区画の上流の少なくとも一つ
の空気吸込み口と、エアロゾル発生物品の第二の区画の下流の少なくとも一つの空気出口
とをさらに備えうるが、少なくとも一つの空気吸込み口および少なくとも一つの空気出口
は、エアロゾル発生物品の第一の区画の管状の多孔性要素を経て、エアロゾル発生装置の
細長い貫通部材の遮断部分を避けて、またエアロゾル発生物品の第二の区画を経て、エア
ロゾル発生装置の細長い貫通部材の軸部分を避けて、少なくとも一つの空気吸込み口から
少なくとも一つの空気出口へと延びる空気の流れ経路を画定するように、エアロゾル発生
物品がエアロゾル発生装置内に受けられたときに配列されている。第二の区画は、使用時
にエアロゾル発生物品を通して引き出される空気の流れが、第一の区画を通過してから第
二の区画を通過するように、第一の区画の下流としうる。
【００１１】
　別の実施形態で、第二の区画は 管状の多孔性要素を含むことが好ましく、使用時にエ
アロゾル発生物品を通して引き出される空気の流れが第二の区画を通過してから第一の区
画を通過するように、第二の区画は第一の区画の上流としうる。この代替的な実施形態で
、第二の区画は、管状の多孔性要素上に収着される揮発性液体を持つ管状の多孔性要素を
含む。遮断部分は第二の区画の管状の多孔性要素内に適合する。
【００１２】
　この別の実施形態において、エアロゾル発生システムは、エアロゾル発生物品の第二の
区画の上流の少なくとも一つの空気吸込み口と、エアロゾル発生物品の第一の区画の下流
の少なくとも一つの空気出口とをさらに備えうるが、少なくとも一つの空気吸込み口およ
び少なくとも一つの空気出口は、エアロゾル発生物品の第二の区画の管状の多孔性要素を
経て、エアロゾル発生装置の細長い貫通部材の遮断部分を避けて、またエアロゾル発生物
品の第一の区画を経て、エアロゾル発生装置の細長い貫通部材の軸部分を避けて、少なく
とも一つの空気吸込み口から少なくとも一つの空気出口へと延びる空気の流れ経路を画定
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するように、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生装置内に受けられたときに配列されて
いる。
【００１３】
　「上流」「下流」および「遠位」および「近位」という用語は本明細書で使用されると
き、本発明によるエアロゾル発生物品、エアロゾル発生装置およびエアロゾル発生システ
ムの構成要素、または構成要素の部分の相対位置を、その使用時にエアロゾル発生物品、
エアロゾル発生装置およびエアロゾル発生システムを通過して引き出される空気の方向に
関連付けて説明するのに使用される。当然ながら、「遠位」および「近位」という用語は
、細長い貫通部材の構成要素の相対位置を説明するために使用されるとき、貫通部分が遠
位（「自由」）端にあり、遮断部分が装置に接続されている近位（「固定」）端にあると
いうように使用される。
【００１４】
　「長軸方向」という用語は本明細書で使用されるとき、エアロゾル発生物品またはエア
ロゾル発生装置の下流または近位端とそれに向かい合った上流または遠位端との間の方向
を描写するために使用され、また「横断」という用語は、長軸方向と直角を成す方向を描
写するために使用される。
【００１５】
　エアロゾル発生物品の上流端と下流端は、ユーザーがエアロゾル発生物品の近位端また
は口側の端を吸う時の気流に関連して定義される。遠位端または上流端でエアロゾル発生
物品内に吸い込まれる空気は、エアロゾル発生物品を通過して下流に向かい、近位端また
は下流端でエアロゾル発生物品を抜け出る。
【００１６】
　「空気吸込み口」という用語は本明細書で使用されるとき、それを通して空気がエアロ
ゾル発生システム内に引き出されうる1つ以上の開口部を描写するために使用される。
【００１７】
　「空気出口」という用語は本明細書で使用されるとき、それを通して空気がエアロゾル
発生システムから引き出されうる1つ以上の開口部を描写するために使用される。
【００１８】
　こうした実施形態で、第一の区画と第二の区画は、エアロゾル発生システム内で空気吸
込み口から空気出口まで直列に配列されている。すなわち、第一の区画は空気吸込み口の
下流であり、第二の区画は第一の区画の下流であり、空気出口は第二の区画の下流である
。使用時に、空気の流れは、空気吸込み口を通してエアロゾル発生システム内に引き出さ
れ、第一の区画と第二の区画を通して下流に流れ、空気出口を通してエアロゾル発生シス
テムを出る。
【００１９】
　別の実施形態で、第二の区画と第一の区画は、エアロゾル発生システム内で空気吸込み
口から空気出口まで直列に配列されている。すなわち、第二の区画は空気吸込み口の下流
であり、第一の区画は第二の区画の下流であり、空気出口は第一の区画の下流である。使
用時に、空気の流れは、空気吸込み口を通してエアロゾル発生システム内に引き出され、
第二の区画と第一の区画を通して下流に流れ、空気出口を通してエアロゾル発生システム
を出る。
【００２０】
　「直列」は本明細書で使用されるとき、使用時にエアロゾル発生物品を通して引き出さ
れる空気の流れが、第一の区画と第二の区画のうち一方を通過してから、第一の区画と第
二の区画のうちもう一方を通過するように、第一の区画と第二の区画がエアロゾル発生物
品内に配列されることを意味する。送達促進化合物蒸気は、第一の区画内の送達促進化合
物からエアロゾル発生物品を通して引き出される空気の流れ内に放出され、揮発性液体蒸
気は第二の区画からエアロゾル発生物品を通して引き出される空気の流れ内に放出される
。送達促進化合物蒸気は気相で揮発性液体蒸気と反応して、エアロゾルを形成し、これが
ユーザーに送達される。



(6) JP 6345714 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【００２１】
　貫通部材はエアロゾル発生装置の中心縦軸に沿って、外側ハウジング内に位置すること
が好ましい。
【００２２】
　遮断部分の直径は、エアロゾル発生システムを通過する大半の空気の流れが管状の多孔
性要素を通過して流れるように、管状の多孔性要素の内径に比例する直径であることが好
ましい。このように、送達促進化合物は、より効果的に空気に含有されうる。この空気の
流れを達成するために、遮断部分の直径が管状の多孔性要素の内径よりも小さい場合に、
遮断部分と管状の多孔性要素の内部表面と境を接する経路の引き出し抵抗は、管状の多孔
性要素の引き出し抵抗よりも大きい。遮断部分の直径は、管状の多孔性要素の内径の約90
%～約100%としうる。
【００２３】
　一つの好ましい実施形態で、遮断部分は管状の多孔性要素内で締りばめを形成するよう
な直径を持つ。「締りばめ」という用語は本明細書で使用されるとき、「締りばめ」を有
する構成要素間で実質的に空気の流れを阻止するはめ合いを意味するのに使用される。遮
断部分の直径は、管状の多孔性要素の内径の約100%～約150%としうるが、約110%～約140%
であることが好ましい。一つの好ましい実施形態で、遮断部分の直径は、管状の多孔性要
素の内径の約133%である。
【００２４】
　管状の多孔性要素の内径は約2 mm～約5 mmであることが好ましく、約2.5 mm～約3.5 mm
であることがより好ましい。一つの好ましい実施形態で、管状の多孔性要素の内径は約3 
mmである。
【００２５】
　遮断部分の直径は約1.5 mm～約7.5 mmであることが好ましく、約3 mm～約5 mmであるこ
とがより好ましい。一つの好ましい実施形態で、遮断部分の直径は約4 mmである。
【００２６】
　貫通部分の最大直径は遮断部分の直径と等しいかまたは小さいことが好ましい。貫通部
分の最大直径は、遮断部分の直径の約75%～約100%であることがより好ましく、遮断部分
の約90%～約100%であることがなおさらに好ましい。
【００２７】
　貫通部分の最大直径は軸部分の直径の約105%～約125%であることが好ましい。貫通部分
の最大直径は軸部分の直径の約110%～約120%であることがより好ましい。一つの好ましい
実施形態で、貫通部分の最大直径は軸部分の直径の約120%である。
【００２８】
　遮断部分の長軸方向の長さは、管状の多孔性要素の長軸方向の長さの約25%～約75%であ
ることが好ましい。遮断部分の長軸方向の長さは、管状の多孔性要素の長軸方向の長さの
約40%～約60%であることがより好ましく、一つの実施形態では、遮断部分の長軸方向の長
さは管状の多孔性要素の長軸方向の長さの約50%である。
【００２９】
　エアロゾル発生物品が装置内に受けられ挿入されたときに、遮断部分は管状の多孔性要
素内の中心に装置の縦軸に沿って配置されるように配列されることが好ましい。
【００３０】
　管状の多孔性要素の長軸方向の長さは約7.5 mm～約15 mmであることが好ましく、約9 m
m～約11 mmであることがより好ましく、好ましい実施形態では管状の多孔性要素の長軸方
向の長さは約10 mmである。
【００３１】
　遮断部分の長軸方向の長さは約1.5 mm～約9.5 mmであることが好ましく、約3 mm～約7 
mmであることがより好ましく、好ましい実施形態では遮断部分の長軸方向の長さは約5 mm
である。
【００３２】
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　一つの好ましい実施形態で、管状の多孔性要素は中空円筒である。中空円筒は中空直円
筒であることが好ましい。
【００３３】
　貫通部分の最大直径は中空円筒の内径の約75%～約100%であることが好ましい。
【００３４】
　一つの好ましい実施形態で、貫通部分は円錐体である。ただし、当然のことながら、貫
通部分はエアロゾル発生物品の区画を貫通するのに適した任意の形状でありうる。貫通部
分が円錐体である場合、貫通部分の最大直径は円錐の基礎円の直径に対応する。
【００３５】
　貫通部分の最大直径は約1.5 mm～約5 mmであることが好ましく、約1.75 mm～約3.5 mm
であることがより好ましい。一つの好ましい実施形態で、貫通部分の最大直径は約3 mmで
ある。
【００３６】
　第二の区画は中空円筒であることが好ましく、また貫通部分の最大直径は第二の区画の
内径の約50%～約75%であることが好ましい。
【００３７】
　第二の区画の内径は約4 mm～約8 mmであることが好ましく、約5 mm～約7 mmであること
がさらに好ましい。一つの好ましい実施形態で、第二の区画の内径は約6.5 mmである。
【００３８】
　第二の区画の長軸方向の長さは約20 mm～約50 mmであることが好ましく、約30 mm～約4
0 mmであることがさらに好ましい。一つの好ましい実施形態で、第二の区画の長軸方向の
長さは約35 mmである。
【００３９】
　細長い貫通部材の長軸方向の長さは、第一の区画と第二の区画の長軸方向の合計長さよ
り大きいことが好ましい。こうした長さを持つ貫通部材を提供することで、エアロゾル発
生物品の第一の区画と第二の区画が細長い貫通部材のみを使用して貫通できるようになる
。
【００４０】
　貫通部材の軸の直系は約1 mm～約3 mmであることが好ましく、約1.5 mm～約2.5 mmであ
ることがさらに好ましい。一つの好ましい実施形態で、軸の直径は約2 mmである。貫通部
材の軸は、使用時に、空気が軸の周りを、また貫通部分によって第一および第二の区画内
に形成された穴を通して流れるように、貫通部分の最大直径よりも小さな直径が備わって
いる。
【００４１】
　第二の区画はシールされることが好ましい。
【００４２】
　第一の区画の第一の端は壊れやすいバリアによってシールされ、第一の区画の第二の端
と第二の区画の第一の端との間の界面は少なくとも一つの壊れやすいバリアによりシール
され、および第二の区画の第二の端は壊れやすいバリアによってシールされることが好ま
しい。一つの好ましい実施形態で、第一の区画の各端および第二の区画の各端は壊れやす
いバリアによってシールされる。
【００４３】
　第一の区画と第二の区画のそれぞれは各端で壊れやすいバリアを含むことが好ましい。
壊れやすいバリアは、エアロゾル発生物品がユーザーによってエアロゾル発生装置に挿入
される時、バリアを貫通部材が貫通できるように構成される。
【００４４】
　それぞれの壊れやすいバリアは、金属膜で製造されることが好ましく、またアルミニウ
ム膜で製造されることがより好ましい。
【００４５】
　エアロゾル発生物品の第一の区画と第二の区画は互いに隣接することが好ましい。別の
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方法として、第一の区画と第二の区画は間隙を介しうる。
【００４６】
　第一の区画と第二の区画の容積は同一または異なる容積としうる。一つの好ましい実施
形態で、第二の区画の容積は第一の区画の容積よりも大きい。
【００４７】
　エアロゾル発生物品はさらに、少なくとも一つのさらなる要素を含むことが好ましい。
エアロゾル発生物品は、一つ、二つ、三つ、四つ、五つまたはそれ以上のさらなる要素を
さらに備えうる。さらなる要素は、フィルター要素、第三の区画、エアロゾル発生チャン
バー、および中空管のいずれでもよい。一つの好ましい実施形態で、さらなる要素はマウ
スピースを含む。マウスピースは、エアロゾル発生物品の近位端でシールされうる。
【００４８】
　マウスピースは、適切な任意の材料または材料の組み合わせを含みうる。適切な材料の
例は、例えばポリプロピレン、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）およびポリエチレン
など、食品または医薬品の用途に適した熱可塑性樹脂を含む。
【００４９】
　一つの好ましい実施形態で、エアロゾル発生装置の外側ハウジングは、エアロゾル発生
物品を受けるよう構成されたくぼみを含む。くぼみの長軸方向の長さは、細長い貫通部材
の長軸方向の長さよりも大きいことが好ましい。このように、貫通部材の貫通部分は露出
されず、ユーザーによるアクセスはできない。
【００５０】
　エアロゾル発生装置のくぼみは実質的に円筒形であることが好ましい。エアロゾル発生
装置のくぼみは適切な任意の形状の横断断面を持ちうる。例えば、くぼみの横断断面は、
実質的に円形、楕円形、三角形、正方形、菱型、台形、五角形、六角形または八角形とし
うる。
【００５１】
　エアロゾル発生装置のくぼみの横断断面は、くぼみで受けられるエアロゾル発生物品の
横断断面と実質的に同一形状であることが好ましい。
【００５２】
　エアロゾル発生システムは電源、少なくとも一つのヒーター、および制御回路をさらに
備えうる。制御回路は、送達促進化合物および揮発性液体が十分に気化して、エアロゾル
の発生が可能となるように、少なくとも一つのヒーターへの電力供給を制御するように構
成されることが好ましい。
【００５３】
　エアロゾル発生システムの全体的寸法は、紙巻たばこ、葉巻、細い紙巻きたばこ、また
はその他任意のこうした喫煙物品など、従来の喫煙物品と類似したものとしうる。
【００５４】
　使用時、ユーザーはエアロゾル発生物品をエアロゾル発生装置の外側ハウジングに挿入
する。ユーザーがエアロゾル発生物品を挿入すると、貫通部材は、第一の区画の第一の端
を貫通し、管状の多孔性要素の中空中心部分を通過した後、第一の区画の第二の端を貫通
する。次に、貫通部材は、第二の区画の第一の端（含まれている場合）を貫通し、第二の
区画を通過した後、第二の区画の第二の端（含まれている場合）を貫通し、および遮断部
分は、本明細書で説明した空気の流れ経路を画定するように管状の多孔性要素内に適合す
る。次に、ユーザーはエアロゾル発生物品の近位端を吸い、空気が空気の流れ経路に沿っ
て流れるようになり、第一の区画の多孔性の管状の要素上に収着された送達促進化合物か
らの送達促進化合物蒸気、および第二の区画内の揮発性液体からの揮発性液体蒸気を混入
させる。エアロゾルは、ガス相で揮発性液体蒸気と反応する送達促進化合物蒸気によって
発生する。エアロゾルの発生については、下記にさらに詳しく説明する。
【００５５】
　別の実施形態で、第二の区画が管状の多孔性要素を含み、かつ第二の区画が第一の区画
の上流である場合、エアロゾル発生システムは以下の通り機能する。使用時、ユーザーは
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エアロゾル発生物品をエアロゾル発生装置の外側ハウジングに挿入する。ユーザーがエア
ロゾル発生物品を挿入すると、貫通部材は、第二の区画の第一の端を貫通し、管状の多孔
性要素を通過した後、第二の区画の第二の端を貫通する。次に、貫通部材は、第一の区画
の第一の端を貫通し、第一の区画を通過した後、第一区画の第二の端を貫通する。別の実
施形態を参照しながら本明細書で説明した空気の流れ経路を画定するように、遮断部分は
第二の区画の管状の多孔性要素内に適合する。次に、ユーザーは、エアロゾル発生物品の
近位端を吸い、空気が空気の流れ経路に沿って流れるようになり、第二の区画内の管状の
多孔性要素上の揮発性液体からの揮発性液体蒸気を混入させ、第一の区画の多孔性の管状
の要素上に収着された送達促進化合物からの送達促進化合物蒸気を混入させる。エアロゾ
ルは、ガス相で揮発性液体蒸気と反応する送達促進化合物蒸気によって発生する。
【００５６】
　本発明のさらなる態様によれば、本明細書で説明したエアロゾル発生システムのための
エアロゾル発生装置が提供されている。エアロゾル発生装置は、エアロゾル発生物品を受
けるよう適応された外側ハウジングであって、そのエアロゾル発生物品が管状の多孔性要
素を持つ第一の区画と、第二の区画とを持つものと、エアロゾル発生物品が外側ハウジン
グに受けられたときに、エアロゾル発生物品の第一の区画と第二の区画を貫通するように
構成された細長い貫通部材とを備える。細長い貫通部材は、細長い貫通部材の遠位端に隣
接した貫通部分と、軸部分と、細長い貫通部材の近位端に隣接した遮断部分とを備える。
貫通部分の最大直径は軸部分の直径よりも大きく、遮断部分はエアロゾル発生物品が装置
内に受けられたときに、エアロゾル発生物品の第一の区画の管状の多孔性要素内に適合す
るような外径を持つ。
【００５７】
　「エアロゾル発生装置」という用語は本明細書で使用されるとき、エアロゾル発生物品
と相互作用して、ユーザーの肺にユーザーの口を通して直接吸入可能なエアロゾルを発生
するエアロゾル発生装置を意味する。
【００５８】
　本発明のなおさらなる態様によれば、エアロゾル発生システムのためのエアロゾル発生
物品が提供されている。エアロゾル発生物品は、第一の端および第二の端を持つ第一の区
画であって、管状の多孔性要素と、多孔性の管状の要素上に収着された酸を含む送達促進
化合物とを含むものと、ニコチン剤を含めた揮発性液体を含む第二の区画であって、第一
の区画の第二の端に隣接した第一の端と、第二の端とを持つものとを備える。第一の区画
の第一の端は壊れやすいバリアによってシールされ、第一の区画の第二の端と第二の区画
の第一の端との間の界面は少なくとも一つの壊れやすいバリアによりシールされ、および
第二の区画の第二の端は壊れやすいバリアによってシールされる。
【００５９】
　第一の区画と第二の区画それぞれの各端が壊れやすいバリアでシールされることが好ま
しい。第一の区画と第二の区画は、別個に形成され、第一の区画の第二の端を第二の区画
の第一の端と隣接させ、ラッパー材料内に両方の区画を包むことによってまとめて結合さ
れることが好ましい。ラッパー材料は、カードまたはその他任意の適切な材料としうる。
ラッパー材料は、第二の区画の第二の端を通過して延び、マウスピースまたはエアロゾル
発生チャンバーを形成しうる。
【００６０】
　エアロゾル発生物品の第一の区画は、揮発性送達促進化合物を含むことが好ましい。「
揮発性」は本明細書で使用されるとき、送達促進化合物の蒸気圧が少なくとも約20 Paで
あることを意味する。特に明記しない限り、本明細書で言及したすべての蒸気圧は、ASTM
 E1194 - 07に従い測定された25°Cでの蒸気圧である。
【００６１】
　揮発性送達促進化合物の25°Cでの蒸気圧は、少なくとも約50 Paであることが好ましく
、少なくとも約75 Paであることがより好ましく、少なくとも100 Paであることが最も好
ましい。
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【００６２】
　揮発性送達促進化合物の25℃での蒸気圧は約400 Pa以下であることが好ましく、約300 
Pa以下がより好ましく、約275 Pa以下がさらにより好ましく、約250 Pa以下が最も好まし
い。
【００６３】
　一定の実施形態で、揮発性送達促進化合物の25℃での蒸気圧は、約20 Pa～約400 Paの
間としうるが、約20 Pa～約300 Paの間がより好ましく、約20 Pa～約275 Paの間がさらに
より好ましく、約20 Pa～約250 Paの間が最も好ましい。
【００６４】
　その他の実施形態で、揮発性送達促進化合物の25℃での蒸気圧は、約50 Pa～約400 Pa
の間としうるが、約50 Pa～約300 Paの間がより好ましく、約50 Pa～約275 Paの間がさら
により好ましく、約50 Pa～約250 Paの間が最も好ましい。
【００６５】
　さらなる実施形態で、揮発性送達促進化合物の25℃での蒸気圧は、約75 Pa～約400 Pa
の間としうるが、約75 Pa～約300 Paの間がより好ましく、約75 Pa～約275 Paの間がさら
により好ましく、約75 Pa～約250 Paの間が最も好ましい。
【００６６】
　なおさらなる実施形態で、揮発性送達促進化合物の25℃での蒸気圧は、約100 Pa～約40
0 Paの間としうるが、約100 Pa～約300 Paの間がより好ましく、約100 Pa～約275 Paの間
がさらにより好ましく、約100 Pa～約250 Paの間が最も好ましい。
【００６７】
　揮発性送達促進化合物は単一の化合物を含みうる。別の方法として、揮発性送達促進化
合物は2つ以上の異なる化合物を含みうる。
【００６８】
　揮発性送達促進化合物が2つ以上の異なる化合物を含む場合、2つ以上の異なる化合物の
組み合わせの25℃での蒸気圧は少なくとも約20 Paである。
【００６９】
　揮発性送達促進化合物は揮発性の液体であることが好ましい。
【００７０】
　揮発性送達促進化合物は、2つ以上の異なる液体化合物の混合物を含みうる。
【００７１】
　揮発性送達促進化合物は、1つまたは複数の化合物の水溶液を含みうる。あるいは、揮
発性送達促進化合物は、1つまたは複数の化合物の非水溶液を含みうる。
【００７２】
　揮発性送達促進化合物は2つ以上の異なる揮発性化合物を含みうる。例えば、揮発性送
達促進化合物は、2つ以上の異なる揮発性液体化合物の混合物を含みうる。
【００７３】
　あるいは、揮発性送達促進化合物は、1つまたは複数の不揮発性化合物および1つまたは
複数の揮発性化合物を含みうる。例えば、揮発性送達促進化合物は、揮発性溶媒中の1つ
または複数の不揮発性化合物の溶液または1つまたは複数の不揮発性液体化合物および1つ
または複数の揮発性液体化合物の混合物を含みうる。
【００７４】
　送達促進化合物は酸または塩化アンモニウムを含むことが好ましい。送達促進化合物は
酸を含むことが好ましい。送達促進化合物は20°Cで少なくとも約5 Paの蒸気圧を持つ酸
を含むことがさらに好ましい。酸は20°Cでニコチンよりも高い蒸気圧を持つことが好ま
しい。
【００７５】
　送達促進化合物は、有機酸または無機酸を含みうる。送達促進化合物は有機酸を含むこ
とが好ましい。送達促進化合物はカルボン酸を含むことがさらに好ましい。送達促進化合
物はαヒドロキシ酸、αケト酸または2-オキソ酸を含むことが最も好ましい。
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【００７６】
　好ましい実施形態で、送達促進化合物は、乳酸、3-メチル-2-オキソ吉草酸、ピルビン
酸、2-オキソ吉草酸、4-メチル-2-オキソ吉草酸、3-メチル-2-オキソブタン酸、2-オキソ
オクタン酸およびこれらの組み合わせから成る群より選択される酸を含む。特に好ましい
実施形態で、送達促進化合物はピルビン酸を含む。
【００７７】
　管状の多孔性要素は、酸または塩化アンモニウムが収着される収着エレメントであるこ
とが好ましい。
【００７８】
　管状の多孔性要素は、適切な任意の材料、または液体を収着するための材料の組み合わ
せから形成されうる。管状の多孔性要素は、多孔性プラスチック材料、多孔性重合体繊維
および多孔性ガラス繊維から成る群より選択された1つ以上の多孔性材料を含みうる。1つ
以上の多孔性の材料は、毛管材料であってもなくてもよく、また酸または塩化アンモニウ
ムに関して不活性であることが好ましい。好ましい特定の多孔性材料は、酸または塩化ア
ンモニウムの物理的特性に依存することになる。1つ以上の多孔性の材料は、異なる物理
的特性を持つ異なる酸とともに使用されるように、適切な任意の空隙率を持ちうる。例え
ば、収着エレメントは、ガラス、ステンレス鋼、アルミニウム、ポリエチレン（PE）、ポ
リプロピレン、ポリエチレンテレフタラート（PET）、ポリブチレンテレフタレート（PBT
）、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）、延伸ポリテトラフルオロエチレン（ePTFE）
およびBAREX（登録商標）の1つまたは複数を含みうる。
【００７９】
　適切な多孔性の繊維質材料には、セルロース綿繊維、酢酸セルロース繊維および結合ポ
リオレフィン繊維（ポリプロピレンおよびポリエチレン繊維の混合体など）が含まれるが
、これに限定されない。
【００８０】
　管状の多孔性要素のサイズ、形状および組成物は、望ましい量の揮発性送達促進化合物
が管状の多孔性要素上に収着されるのを可能にするように選んでもよい。
【００８１】
　好ましい実施形態で、約15 μl～約200 μlの間、より好ましくは約40 μl～約150 μl
の間、最も好ましくは約50 μl～約100 μlの間の揮発性送達促進化合物は、管状の多孔
性要素上に収着される。
【００８２】
　管状の多孔性要素は、揮発性送達促進化合物のための貯蔵所としの役割を都合よく果た
す。
【００８３】
　第二の区画はニコチン供与源を含むことが好ましい。よって、第二の区画内の揮発性液
体は1つ以上のニコチン、ニコチン塩基、ニコチン塩、またはニコチン誘導体を含むこと
が好ましい。
【００８４】
　ニコチン供与源は天然ニコチンまたは合成ニコチンを含んでもよい。ニコチン供与源は
ニコチン塩基、ニコチン-HCl、ニコチン酒石酸塩またはニコチン二酒石酸塩などのニコチ
ン塩、またはその組み合わせを含みうる。
【００８５】
　ニコチン供与源は電解質形成化合物をさらに含みうる。電解質形成化合物はアルカリ金
属水酸化物、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、水酸化ナトリウム（NaOH）
、水酸化カルシウム（Ca(OH)2）、水酸化カリウム（KOH）およびその組み合わせから成る
群から選択されうる。
【００８６】
　代替的または追加的に、ニコチン供与源は天然フレーバー、人工フレーバーおよび酸化
防止剤を含むがこれに限定されないその他の成分をさらに含みうる。
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【００８７】
　第二の区画は液体ニコチン剤を含むことが好ましい。第二の区画は約5マイクロリット
ル～約50マイクロリットルの液体ニコチン剤を保持するよう構成されることが好ましく、
約10マイクロリットルの液体ニコチン剤を保持するよう構成されることがさらに好ましい
。
【００８８】
　液体ニコチン剤は純粋なニコチン、水性溶媒または非水溶媒あるいは液体たばこ抽出物
におけるニコチンの溶液を含みうる。
【００８９】
　液体ニコチン溶液はニコチン塩基、ニコチン塩（ニコチン-HCl、ニコチン-重酒石酸塩
、またはニコチン-二酒石酸塩など）および電解質形成化合物の水溶液を含みうる。
【００９０】
　第二の区画は収着エレメントおよび収着エレメント上に吸着されたニコチンを含みうる
。一つの好ましい実施形態で、第二の区画は揮発性液体ニコチン供与源を含む。
【００９１】
　一つの好ましい実施形態で、エアロゾル発生物品はさらに、第一の区画と第二の区画と
流体連通したエアロゾル発生チャンバーを含む。使用時、一つの好ましい実施形態で、ニ
コチンはエアロゾル発生チャンバー内でガス相で酸または塩化アンモニウムと反応して、
エアロゾル化したニコチン塩粒子を形成する。
【００９２】
　別の方法として、送達促進化合物蒸気は第二の区画内でニコチン蒸気と反応しうる。こ
うした実施形態で、エアロゾル発生物品は第二の区画の下流に第三の区画をさらに備える
ことができ、送達促進化合物蒸気は代替的または追加的に第三の区画内でニコチン蒸気と
反応してエアロゾルを形成しうる。
【００９３】
　本発明により、コスト効果の高い、コンパクトで使用しやすいエアロゾル発生システム
の提供が許容される。その上、本発明によるエアロゾル発生物品で送達促進剤として酸ま
たは塩化アンモニウムを使用することにより、ニコチンの薬物動態学的レートは有利なこ
とに増大しうる。
【００９４】
　当然のことながら、エアロゾル発生システムはエアロゾル送達システムとしても見なさ
れうる。すなわち、エアロゾル発生システムは、揮発性液体（ニコチン剤など）および送
達促進化合物（ピルビン酸など）を混合して、エアロゾルを発生するための手段を提供す
るが、エアロゾルを活発に発生しない。エアロゾル発生物品が第三の区画を含む実施形態
では、第三の区画は第二の区画の下流であることが好ましい。物品がエアロゾル発生チャ
ンバーを含む場合には、第三の区画はエアロゾル発生チャンバーの下流であることが好ま
しい。第三の区画は風味供与源を備えうる。別の方法としてまたは追加的に、第三の構成
要素は、第三の区画を通して引き出されたエアロゾル化したニコチン塩粒子と混合した未
反応の酸または塩化アンモニウムがあればその少なくとも一部を除去する能力のある濾過
材料を備えうる。濾過材料は活性炭などの吸収材を備えうる。理解される通り、要望に応
じて任意の数の追加的な区画を提供しうる。例えば、物品はフィルター材料を含む第三の
区画と、風味供与源を含む第三の区画の下流の第四の区画とを備えうる。
【００９５】
　理解される通り、多くの要因がニコチン塩粒子の形成に影響を及ぼす。一般に、ニコチ
ン送達を制御するために、ニコチン剤および酸または塩化アンモニウムの気化を制御する
ことが重要である。また、ニコチンおよび酸または塩化アンモニウムの相対数量を制御す
ることが重要である。好ましい実施形態で、エアロゾル発生チャンバー内での酸のニコチ
ンに対するモル比は約1:1である。送達促進化合物として酸または塩化アンモニウムを使
用すると、気化器に供給される等価の電力で、ユーザーに対するニコチンの送達レートが
およそ2倍になることが判っている。
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【００９６】
　酸または塩化アンモニウムの気化は、第一の区画内の酸または塩化アンモニウムの濃度
により制御され、および第一の区画内の酸または塩化アンモニウムの交換表面積により制
御される。酸または塩化アンモニウムの気化は、エアロゾル発生物品の第一の区画を加熱
することにより、またはエアロゾル発生物品の第一の区画を通過する前に装置を通して引
き出された周囲空気を加熱することにより制御しうる。第一の区画がピルビン酸を含む好
ましい実施形態で、一服当たり約60マイクログラムのピルビン酸が気化されることが好ま
しい。
【００９７】
　遮断部分を提供することで、一服当たりの送達促進化合物の量を、こうした遮断部分の
ないエアロゾル発生システムと比較して増大させることができる。
【００９８】
　物品は不透明な外側ハウジングを含むことが好ましい。このことは有利にも、光への暴
露による酸または塩化アンモニウムおよびニコチン剤の劣化のリスクを低減する。
【００９９】
　カートリッジは再充填可能ではないことが好ましい。こうして、エアロゾル発生物品の
第二の区画内のニコチン剤が使い尽くされた時、エアロゾル発生物品が交換される。
【０１００】
　ある一定の実施形態では、装置もエアロゾル発生物品と同様に使い捨てとしうる。
【０１０１】
　有利なことに、装置のすべての要素は酸または塩化アンモニウムまたはニコチン供与源
と潜在的に接触し、エアロゾル発生物品が交換されると変化する。これにより、装置内で
の異なるマウスピースと異なるエアロゾル発生物品（例えば、異なる酸またはニコチン供
与源を含むエアロゾル発生物品）との間での一切の二次汚染が回避される。
【０１０２】
　第二の区画内のニコチン剤は有利にも、ニコチン剤の劣化のリスクが著しく低減される
ように、酸素（貫通部材によって貫通されるまでは、酸素は一般的に第二の区画のバリア
を通過できないため）および一部の実施形態では光に対する暴露から保護されうる。従っ
て、高いレベルの衛生が維持できる。
【０１０３】
　エアロゾル発生物品は実質的に円筒形の形状であることが好ましい。エアロゾル発生物
品は適切な任意の形状の横断断面を持ちうる。エアロゾル発生物品の横断断面は実質的に
円形または実質的に楕円形であることが好ましい。エアロゾル発生物品の横断断面は実質
的に円形であることがより好ましい。
【０１０４】
　エアロゾル発生物品の横断断面は、エアロゾル発生装置のくぼみと実質的に同一形状で
あることが好ましい。
【０１０５】
　エアロゾル発生物品のハウジングは、紙巻たばこ、葉巻、細い葉巻またはパイプなどや
、紙巻たばこパックの形状や寸法をまねてもよい。一つの好ましい実施形態で、ハウジン
グは紙巻たばこの形状および寸法をまねたものである。
【０１０６】
　エアロゾル発生装置およびエアロゾル発生物品は、連携されたときに、解除できるよう
にまとめてロックされるように配列されうる。
【０１０７】
　装置の外側ハウジングは、適切な任意の材料または材料の組み合わせから形成しうる。
適切な材料の例には金属、合金、プラスチックまたは1つ以上のそれらの材料を含む複合
材料が含まれるが、それらに限定されない。外側ハウジングは軽量であり、壊れやすくな
いことが好ましい。
【０１０８】
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　エアロゾル発生システムおよび装置は携帯型であることが好ましい。エアロゾル発生シ
ステムは、葉巻たばこや紙巻たばこなど、従来型の喫煙物品に匹敵するサイズおよび形状
を持ちうる。
【０１０９】
　本発明の一つの態様のいずれの特徴も、任意の適切な組み合わせにおいて本発明のその
他の態様にも適用されうる。特に、方法の態様は装置の態様に適用でき、その逆もまた可
である。さらにまた、一つの態様における任意の一部および／またはすべての特徴は、任
意の適切な組み合わせにおいて、任意のその他の態様の任意の一部および／またはすべて
の特徴に適用されうる。
【０１１０】
　当然ながら、本発明の任意の態様において説明および定義された種々の特徴の特定の組
み合わせを独立して実施および／または供給および／または使用できる。
【０１１１】
　本発明は、以下の添付図面を参照しながら、例証としてのみであるがさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】図1（a）および1（b）は、本発明によるエアロゾル発生システムの略図を示す。
【図２】図2は、本発明によるエアロゾル発生装置に挿入されている、本発明によるエア
ロゾル発生物品を示す。
【図３】図3は、図1のエアロゾル発生システムを通過する空気の流れ経路を示す。
【図４】図4は、流量制限器としての役目をする遮断部分を持つエアロゾル発生システム
用の改良型ニコチン送達を示すテストデータのグラフを示す。
【図５】図5は、本発明によるエアロゾル発生システムの代替的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１１３】
　図1（a）はエアロゾル発生システム100の略図を示す。システム100は、エアロゾル発生
装置102およびエアロゾル発生物品104とを備える。エアロゾル発生物品104は、細長い円
筒形形状を持ち、揮発性送達促進化合物供与源を含む第一の区画106と、揮発性液体ニコ
チン供与源を含む第二の区画108とを含む。第一の区画106および第二の区画108は、直列
に配列され、軸方向に整列して相互に隣接する。第一の区画106はエアロゾル発生物品104
の遠位（または上流）端に位置する。第二の区画108は第一の区画の下流に位置する。マ
ウスピースまたはこれに類するものの形態でのさらなる要素（図示せず）を第二の区画の
下流端に提供しうる。
【０１１４】
　エアロゾル発生物品104の第一の区画106および第二の区画108の上流端および下流端は
それぞれ、壊れやすいバリア110、112および114、116でシールされる。壊れやすいバリア
はアルミニウムなどの金属膜で製造される。
【０１１５】
　エアロゾル発生装置102は、エアロゾル発生物品104を受けるよう構成された細長い円筒
形くぼみを持つ外側ハウジング118を含む。物品104の近位（または下流）端がくぼみから
突出するように、くぼみの長軸方向の長さは物品104の長さよりも短い。
【０１１６】
　装置102はさらに細長い貫通部材120を含む。貫通部材は、エアロゾル発生装置のくぼみ
内の中央に位置し、くぼみの長軸方向軸に沿って延びる。近位端で、貫通部材120は円形
基部を持つ円錐の形態の貫通部分122を含む。遠位端で、貫通部材はさらに、使用時に、
流量制限器としての役目をし、および望ましい空気の流れ経路を形成する遮断部分124を
さらに含む。貫通部分122および遮断部分124は軸126上に取り付けられる。
【０１１７】
　空気吸込み口（図示せず）は、エアロゾル発生装置102の遠位（上流）端に提供される
。空気出口（図示せず）はエアロゾル発生物品104の近位（下流）端に提供される。
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【０１１８】
　図1（b）は、図1（a）に示したものと類似のエアロゾル発生システム128を示し、同様
の番号が類似の構成要素を言及するのに使用されている。図示した通り、遮断部分130の
直径は、管状の多孔性要素106内に適合して、本明細書で説明した通り、流量制限器とし
ての役目を果たし、要望される空気の流れ経路を形成するものとなっている。
【０１１９】
　図2（a）～（e）は装置102に挿入される物品104を示す。図2（a）は物品104と連携する
貫通部材120を示す。貫通部分122は壊れやすいバリア110を壊し、貫通部分の最大直径と
ほぼ等しい直径を持つバリアに穴を開ける。貫通部分の最大直径は貫通部分を形成する円
錐の基礎円の直径である。図示した通り、物品104の外径に対する装置くぼみの内径は、
物品がくぼみ内の中央に位置するようになっている。
【０１２０】
　図2（b）は、第一の区画106の第二の壊れやすいバリアと連携する貫通部分を示す。こ
の場合もやはり、貫通部分は壊れやすいバリア112を壊し、貫通部分の最大直径とほぼ等
しい直径を持つバリアに穴を開ける。図示した通り、貫通部分の最大直径は管状の多孔性
要素106の内径とほぼ等しい。この段階で、貫通部分は第二の区画108の第一の壊れやすい
バリア114も壊して貫き、貫通部分の最大直径とほぼ等しい直径を持つバリアに穴を開け
る。
【０１２１】
　図2（c）は第二の区画の第二の壊れやすいバリアと連携する貫通部分である。この場合
もやはり、貫通部分は壊れやすいバリア116を壊し、貫通部分の最大直径とほぼ等しい直
径を持つバリアに穴を開ける。
【０１２２】
　図2（d）は管状の多孔性要素106と連携する遮断（流量制限器）部分124を示す。図示し
た通り、遮断（流量制限器）部分の外径は、管状の多孔性要素内で締りばめを形成するよ
うに、管状の多孔性要素の内径よりも大きい。締りばめの主な機能は、下記にさらに詳細
に説明する通り、空気の流れ経路を画定することであるが、締りばめは使用中に物品を装
置内に保持する助けもしうる。
【０１２３】
　図2（e）は、装置内に完全に挿入されて、使用する準備が整った物品104を示す。図示
した通り、遮断（流量制限器）部分は管状の多孔性要素106内の中心に位置し、貫通部分1
22は第二の区画の近位（下流）端を通過して延びる。
【０１２４】
　図3に示す通り、使用時に、エアロゾル発生物品104がエアロゾル発生装置102に完全に
挿入された時、空気の流れ経路（矢印200で示す）はエアロゾル発生システムを通して形
成される。空気の流れ経路は、エアロゾル発生物品104の遠位（上流）端から、空気吸込
み口を通って、物品104の近位（下流）端に延びる。遮断（流量制限器）部分124は空気の
流れ経路が管状の多孔性要素106を通して延びることを確保する。
【０１２５】
　使用時に、また上述の通り、エアロゾル発生物品104がエアロゾル発生装置102のくぼみ
に挿入されると、貫通部材120はエアロゾル発生物品104に挿入され、およびエアロゾル発
生物品104の第一の区画106および第二の区画108の上流端および下流端にある壊れやすい
バリア110、112、114および116を貫通する。これにより、ユーザーは、エアロゾル発生物
品にその遠位（上流）端の空気吸込み口を通して空気を引き出し、管状の多孔性要素106
および第二の区画108を通して下流に流し、その近位（下流）端の空気出口を通して物品
から出すことができる。遮断（流量制限器）部分124は空気の流れ経路が管状の多孔性要
素106の多孔性材料を通して延びることを確保する。空気の流れ経路は、貫通部分122によ
って壊れやすいバリア112、および114に作られた穴を経由して貫通部材の軸付近に延びる
。空気の流れ経路は、貫通部材の軸付近を第二の区画の近位（下流）端で壊れやすいバリ
ア116に作られた穴を経由してさらに延び、さらに貫通部分122付近に延びる。貫通部分の
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最大直径よりも小さな直径を持つ軸を提供することで、空気の流れ経路は壊れやすいバリ
アの領域で軸の周りに延びることができる。
【０１２６】
　好ましい実施形態でピルビン酸を含む送達促進化合物蒸気は、管状の多孔性要素106上
に吸着された送達促進化合物からエアロゾル発生物品104を通して引き出される空気の流
れ内に放出され、ニコチン蒸気は第二の区画108の揮発性液体ニコチン供与源からエアロ
ゾル発生物品104を通して引き出される空気の流れ内に放出される。送達促進化合物蒸気
は、第二の区画108内にある気相内のニコチン蒸気と反応してエアロゾルを形成するが、
これがエアロゾル発生物品104の近位（または下流）端を通してユーザーに送達される。
【０１２７】
　図4は、貫通部材に遮断（流量制限器）部分がある場合とない場合の、エアロゾル発生
システムの5回の吸入当たりのニコチン送達を比較した実験データを示す。図示した通り
、遮断（流量制限器）部分を含めると、合計15回の吸入で送達されるニコチンの全体質量
が100%を超えて増加する。
【０１２８】
　図5はエアロゾル発生システム500の略図を示す。システム500は、上記で図1～3に関連
して説明したものと同じエアロゾル発生装置102と、エアロゾル発生物品502とを含む。エ
アロゾル発生物品502は、細長い円筒形形状を持ち、送達促進化合物供与源を含む第一の
区画504と、揮発性液体ニコチン供与源を含む第二の区画506とを含む。第一の区画504お
よび第二の区画506は、直列に配列され、軸方向に整列する。第一の区画504および第二の
区画506はそれぞれ、その内部に貯蔵されるそれぞれの液体を収着するための管状の多孔
性要素を備える。
【０１２９】
　第一の区画504はエアロゾル発生物品502の近位（または下流）端に位置する。第二の区
画506は第一の区画の上流に位置する。理解される通り、この実施形態での区画の順序は
、図1～3に関連して説明した実施形態での区画の順序とは逆である。この場合もやはり、
マウスピースまたはこれに類するものの形態でのさらなる要素（図示せず）を第二の区画
の下流端に提供しうる。
【０１３０】
　エアロゾル発生物品502の第一の区画504および第二の区画506の上流端および下流端は
それぞれ、壊れやすいバリア508、510および512、514でシールされる。壊れやすいバリア
はアルミニウムなどの金属膜で製造される。
【０１３１】
　空気出口（図示せず）はエアロゾル発生物品502の近位（下流）端に提供される。
【０１３２】
　この実施形態で、遮断部分124は第二の区画506の管状の多孔性部分に適合し、気流経路
516が第二の区画506の管状の多孔性要素を通して延びることを確保する。気流はニコチン
を混入させ、次に送達促進化合物を含む第一の区画504を通過する。送達促進化合物は、
第一の区画504内にある気相内のニコチン蒸気と反応してエアロゾルを形成するが、これ
がエアロゾル発生物品502の近位（下流）端を通してユーザーに送達される。
【０１３３】
　本発明は、円錐状の貫通部分を持つ貫通部材を含むエアロゾル発生装置を備えたエアロ
ゾル発生システムを上記で参照しながら例示されてきた。ところが、当然のことながら、
本発明によるエアロゾル発生システムおよびエアロゾル発生装置は、その他の形態の貫通
部分を備えうる。
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