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(57)【要約】
　電子タバコを提供する。電子タバコは吸引部（１）と
吸引部（１）に接続された本体部（２）とを備える。電
子タバコはまた、外部被覆層（３）を有する。吸引部（
１）と本体部（２）に同軸に、接続部（４）が形成され
ている。外部被覆層（３）は接続部（４）と、接続部（
４）に隣接する辺縁領域とを覆っている。このように構
成された電子タバコは、外観が美しく、しかも、吸引部
（１）と本体部（２）とを強固に接続することができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引部と、
　該吸引部に接続された本体部と、
　前記吸引部と前記本体部の間に同軸に設けられた接続部と、
　該接続部および該接続部に隣接する辺縁領域を覆う外部被覆層とを備える、電子タバコ
。
【請求項２】
　前記外部被覆層の外表面には、不均一なパターンおよび／または文字が表記されている
、請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項３】
　前記外部被覆層は、その両端部までの領域が、前記接続部および該接続部に隣接する前
記辺縁領域を覆うことになる位置に取り付けられている、請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項４】
　前記吸引部および前記本体部には、前記外部被覆層を配置するため凹部が設けられてい
る、請求項３に記載の電子タバコ。
【請求項５】
　前記凹部の形状は前記外部被覆層の形状に適合するよう形成され、前記凹部の深さは前
記外部被覆層の厚さに等しく、該外部被覆層は前記凹部に埋め込まれている、請求項４に
記載の電子タバコ。
【請求項６】
　前記外部被覆層の外表面は滑り止め層で被覆されている、請求項１または５に記載の電
子タバコ。
【請求項７】
　前記外部被覆層の外表面は透明防護層で覆われており、該透明防護層の外表面は滑り止
め層で被覆されている、請求項４に記載の電子タバコ。
【請求項８】
　前記透明防護層は前記凹部に埋め込まれており、前記外部被覆層と前記透明防護層との
厚さの合計は前記凹部の深さに等しい、請求項７に記載の電子タバコ。
【請求項９】
　前記吸引部を覆う前記外部被覆層の長さと、前記本体部を覆う前記外部被覆層の長さは
、それぞれ２ｍｍ～１５ｍｍの範囲である、請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項１０】
　前記吸引部と前記本体部とは、分離可能に接続されている、請求項１に記載の電子タバ
コ。
【請求項１１】
　前記吸引部と前記本体部とは、螺合、バックル接続、磁力接着、または干渉嵌合のいず
れかにより互いに接続されている、請求項１０に記載の電子タバコ。
【請求項１２】
　前記外部被覆層は、チップペーパー、銅版紙、プラスティック紙、または合成紙のいず
れかで形成されている、請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項１３】
　前記吸引部は単一の吸引ノズルで構成され、前記本体部はアトマイザー装置と、該アト
マイザー装置に電力を供給する電源とを有する、請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項１４】
　前記吸引部は吸引ノズルとアトマイザー装置とを有し、前記本体部は前記アトマイザー
装置に電力を供給する電源を有する、請求項１に記載の電子タバコ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は電子発熱装置に関し、より具体的には電子タバコに関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存の電子タバコには通常、吸引部と本体部との間に継ぎ目が設けられている。このよ
うな継ぎ目は見た目を損ねるだけでなく、本体部と吸引部とが分離可能に接合されている
ために外力の作用によって電子タバコが簡単に開いてしまうこととなる。
【発明の概要】
【０００３】
　電子タバコの見た目が悪く、かつ外力の作用によって開いてしまうという従来技術にお
ける問題点を解消するべく、本発明は外見が美しく、吸引部と本体部とが強固に接合され
た電子タバコを提供するものである。
【０００４】
　本発明の、上記のおよび他の目的は、下記の構成により達成される。
【０００５】
　すなわち、吸引部と、該吸引部に接続された本体部と、前記吸引部と前記本体部の間に
同軸に設けられた接続部と、該接続部および該接続部に隣接する辺縁領域を覆う外部被覆
層とを備える電子タバコが提供される。
【０００６】
　前記外部被覆層の外表面には、不均一なパターンおよび／または文字が表記されている
。
【０００７】
　前記外部被覆層の両端部は、前記接続部および該接続部に隣接する前記辺縁領域を覆う
ように結合されている。
【０００８】
　前記吸引部および前記本体部には、前記外部被覆層を配置するため凹部が設けられてい
る。
【０００９】
　前記凹部の形状は前記外部被覆層の形状に適合するよう形成され、前記凹部の深さは前
記外部被覆層の厚さに等しく、該外部被覆層は前記凹部に埋め込まれている。
【００１０】
　前記外部被覆層の外表面は、滑り止め層で被覆されている。
【００１１】
　前記外部被覆層の外表面は透明防護層で覆われており、該透明防護層の外表面は滑り止
め層で被覆されている。
【００１２】
　前記透明防護層は前記凹部に埋め込まれており、前記外部被覆層と前記透明防護層との
厚さの合計は前記凹部の深さに等しい。
【００１３】
　前記吸引部を覆う前記外部被覆層の長さと、前記本体部を覆う前記外部被覆層の長さは
、それぞれ２ｍｍ～１５ｍｍの範囲である。
【００１４】
　前記吸引部と前記本体部とは、分離可能に接続されている。
【００１５】
　前記吸引部と前記本体部とは、螺合、バックル接続、磁力接着、または干渉嵌合により
互いに接続されている。
【００１６】
　前記外部被覆層は、チップペーパー、銅版紙、プラスティック紙、または合成紙で形成
されている。
【００１７】
　前記吸引部は単一の吸引ノズルで構成され、前記本体部はアトマイザー装置と、該アト
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マイザー装置に電力を供給する電源とを有する。
【００１８】
　前記吸引部が吸引ノズルとアトマイザー装置とを有し、前記本体部が前記アトマイザー
装置に電力を供給する電源を有していてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明による電子タバコを実現することにより、以下のような利点が達成できる。電子
タバコに外部被覆層を設け、この外部被覆層で接続部と当該接続部に隣接する辺縁領域を
覆うことによって、電子タバコの美観が向上する。さらに、外部被覆層によって、吸引部
と本体部との接合が強化される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明を以下の図面に基づいて説明する。
【図１】本発明の実施形態による電子タバコの全体構造図である。
【図２】本発明の別の実施形態による電子タバコの全体構造図である。
【図３】本発明による電子タバコと外部被覆層の分解図である。
【図４】本発明による電子タバコに防護層を設けた状態を示す構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の技術的特徴、目的及び効果をより完全に示すべく、本発明の実施形態を図面に
基づき詳細に説明する。
【００２２】
　図１および図２に示すように、本発明による電子タバコは吸引部１と、吸引部１に接続
された本体部２とを備える。接続部４が吸引部１と本体部２の間に同軸に設けられている
。電子タバコには、接続部４および該接続部に隣接する辺縁領域を覆う外部被覆層３が設
けられている。
【００２３】
　当然ながら、吸引部１は吸引ノズルのみを有してもよく、または吸引ノズルとアトマイ
ザー装置とを有していてもよい。吸引部が吸引ノズルのみを有する場合、本体部２はアト
マイザー装置と、アトマイザー装置に電力を供給する電源とを有する。吸引部１が吸引ノ
ズルとアトマイザー装置とを有する場合、本体部２はアトマイザー装置に電力を供給する
電源のみを有することとなり、この場合、吸引部１内部にアトマイザー装置を収容するた
め吸引部１は軸方向に長くなる。
【００２４】
　外部被覆層３の外表面に不均一なパターンおよび／または文字を印刷してもよい。当然
、外部被覆層３の外表面に平坦なパターンおよび／または文字を印刷してもよい。外部被
覆層３は、例えばチップペーパー、銅版紙、プラスティック紙、または合成紙で形成され
ている。本発明の好適な実施形態においては、プラスティック紙が外部被覆層３として採
用されている。具体的には、外部被覆層３はステッカーやロゴ等として形成される。
【００２５】
　外部被覆層３を備えることにより、吸引部１と本体部２との接合が強化される。
【００２６】
　外部被覆層３は、その両端部までの領域が、接続部４および接続部に隣接する辺縁領域
を覆うことになる位置に取り付けられている。外部被覆層３の両端部が、このように取り
付けられているため、外部被覆層３は容易に取り外したり交換したりすることができる。
外部被覆層３は接着剤またはバックル接続によって配置できる。または、両面接着剤を外
部被覆層３と、吸引部１および本体部２の間に設けてもよい。
【００２７】
　湿気の多い状態、または濡れた状態のときに電子タバコが手から脱落しにくくなるよう
に、外部被覆層３の外部表面をさらに滑り止め層で被覆してもよい。
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【００２８】
　外部被覆層３は、電子タバコの外表面を直接覆っていてもよい（図２参照、この場合外
部被覆層３は電子タバコの外表面から盛り上がる）。
【００２９】
　図３に示すように、外部被覆層３を配置するための凹部５が、吸引部と本体部に形成さ
れている。凹部５の形状は外部被覆層３の形状に適合するよう形成され、凹部５の深さは
外部被覆層３の厚さに等しく、外部被覆層３は凹部に埋め込まれた状態となる。このため
電子タバコの外表面は面一となり、美観が向上する。
【００３０】
　図４に示すように、外部被覆層３の外表面に透明防護層６を設けてもよく、この場合、
透明防護層６の外表面に滑り止め層が設けられる。
【００３１】
　当然ながら、透明防護層６を備えた場合、外部被覆層３と透明防護層６とを合わせた厚
さは限定されない。当該厚さの合計は凹部５の深さと同じでもよく、図４に示すように透
明防護層６が凹部５に埋め込まれた状態でもよい。この場合、透明防護層６の外表面が電
子タバコの外表面全体と面一となり、美観が向上する。また、図２に示すように透明防護
層６が電子タバコの外表面から盛り上がっていてもよい。
【００３２】
　上記の実施形態において、透明防護層６は塑性セメント層、シリコーンゴム層、または
プラスティック層で形成することができる。透明防護層６を弾性材料で形成した場合、環
状の溝である凹部５に適合するスリーブとして用いることができる。もしくは、透明防護
層６を凹部５と外部被覆層３とに直接接着してもよい。好ましくは、透明防護層６の軸方
向長さを、外部被覆層３の軸方向長さ以上とするとよい。
【００３３】
　透明防護層６の両端部もまた結合されていてもよく、これにより透明防護層６を容易に
取り外すことができ、さらに外部被覆層３も容易に取り外すことができる。
【００３４】
　透明防護層６は、吸引部１と本体部２の外側に取り付けられてもよい。
【００３５】
　具体的には、外部被覆層３の両側からそれぞれ軸方向に突出する二つの突起部６１を、
透明防護層６の両側に設けてもよい。二つの突起部６１の内壁に凸部を設け、吸引部１と
本体部２の凸部に対応する位置に凹部を設け、凸部と凹部とを嵌合させてもよい。もしく
は、二つの突起部６１の内壁に凹部を設け、吸引部１と本体部２の凹部に対応する位置に
凸部を設け、凸部と凹部とを嵌合させてもよい（不図示）。
【００３６】
　外部被覆層３の外側に透明防護層６を配置することにより、外部被覆層３に掻き傷がつ
いたり破れたりすることが防止できる。外部被覆層３の外側に滑り止め層を設けることで
、湿気の多い状態、または濡れた状態のときに電子タバコが手から容易に滑り落ちること
を防止できる。
【００３７】
　上記の実施形態において、外部被覆層３が吸引部１と本体部２とにそれぞれ外挿される
部分の長さは、いずれも２ｍｍ～１５ｍｍの範囲である。透明防護層６の両端に設けられ
た二つの突起部６１の長さはそれぞれ２ｍｍ～１０ｍｍの範囲である。本発明の好適な実
施形態において、外部被覆層３が吸引部１と本体部２とにそれぞれ外挿される部分の長さ
は、いずれも１０ｍｍである。また透明防護層６の両端に設けられた二つの突起部６１の
長さはそれぞれ５ｍｍである。このようにすれば、外見上の美観と、吸引部１と本体部２
との強固な接合とが実現できる。
【００３８】
　吸引部１と本体部２とは、一体的に形成されても、分離可能に接続されていてもよい。
吸引部１と本体部２を分離可能に接続する場合、螺合、干渉嵌合、バックル接続、磁力接
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【００３９】
　螺合により接続する場合、吸引部１の内部に雌ネジを形成し、本体部２に雄ネジを形成
してもよく、または吸引部１に雄ネジを形成し、本体部２に雌ネジを形成してもよい。
【００４０】
　干渉嵌合を用いる場合、吸引部１を干渉嵌合によって本体部２に嵌め込んでもよく、ま
たは本体部２を干渉嵌合によって吸引部１に嵌め込んでもよい。
【００４１】
　上記のまとめとして、電子タバコは、吸引部１と本体部２との接続部４、および当該接
続部４に隣接する辺縁領域を覆う外部被覆層３を備える。これにより、電子タバコの美観
が向上し、吸引部と本体部との接合が強化される。
【００４２】
　本発明を上記の実施形態に基づき説明したが、本発明はそれらに限定されない。上記の
実施形態は例示であって、限定を意図したものではない。本発明の開示に基づき、当業者
であれば本発明の趣旨および請求の範囲から逸脱することなく他の実施形態に想到できる
であろう。このような実施形態もすべて、本発明の保護されるべき範囲に包含される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【国際調査報告】
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