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(57)【要約】
【課題】エアロゾル形成基材（１１５、５０５）を貯え
るための貯蔵部（１１３、５０１）を備えたエアロゾル
発生装置が提供される。
【解決手段】本装置は、エアロゾル形成基材（１１５、
５０５）を加熱するための気化器（１１９、５０９）と
、毛細管作用によって貯蔵部（１１３、５０１）から気
化器（１１９、５０９）に向けてエアロゾル形成基材（
１１５、５０５）を運ぶための毛細管材料（１１７、５
０７）と、毛細管材料（１１７、５０７）と気化器（１
１９、５０９）との間にある多孔性材料（２０１、３０
１、４０５、５１１）と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部と、
　前記エアロゾル形成基材を加熱するための気化器と、
　毛細管作用によって前記貯蔵部から前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶ
ための毛細管材料と、
　前記毛細管材料と前記気化器との間にある多孔性材料と、
を含む、エアロゾル発生装置。
【請求項２】
　前記エアロゾル発生装置が電気作動式であり、前記気化器が、前記エアロゾル形成基材
を加熱するための電気加熱器を備える、請求項１に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項３】
　前記多孔性材料が耐熱性材料を含む、請求項１又は２に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項４】
　前記気化器が多孔性部材内に位置し、該多孔性部材が前記多孔性材料を含む、請求項１
から３の何れか１項に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項５】
　前記毛細管材料が、前記貯蔵部から前記気化器に向けてエアロゾル形成基材を運ぶため
の細長い毛細管本体を含み、該毛細管本体が、前記貯蔵部内に延びる第１の端部と、該第
１の端部とは反対側の第２の端部とを備え、前記気化器が、前記毛細管本体の第２の端部
において前記エアロゾル形成基材を蒸発させるように構成される、請求項１から４の何れ
か１項に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項６】
　前記多孔性材料が、前記毛細管本体の前記第２の端部を実質的に囲む多孔性材料のスリ
ーブを含む、請求項５に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項７】
　前記多孔性材料が、前記毛細管本体の前記第２の端部を実質的に覆う多孔性材料のキャ
ップを含む、請求項５又は６に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項８】
　前記貯蔵部が内部通路を含み、前記気化器が、前記貯蔵部の内部通路の少なくとも一部
を通って延び、前記毛細管材料が、前記内部通路を少なくとも部分的に裏打ちする毛細管
界面を含む、請求項１から４の何れか１項に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項９】
　エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部と、
　前記エアロゾル形成基材を加熱するための気化器と、
　毛細管作用によって前記貯蔵部から前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶ
ための毛細管材料と、
　前記毛細管材料と前記気化器との間にある多孔性材料と、
を含む、カートリッジ。
【請求項１０】
　前記エアロゾル発生装置が電気作動式であり、前記気化器が、前記エアロゾル形成基材
を加熱するための電気加熱器を備え、該電気加熱器は、前記エアロゾル発生装置において
電源に接続可能である、請求項９に記載のカートリッジ。
【請求項１１】
　前記多孔性材料が耐熱性材料を含む、請求項９又は１０に記載のカートリッジ。
【請求項１２】
　前記気化器が多孔性部材内に位置し、該多孔性部材が前記多孔性材料を含む、請求項１
０又は１１に記載のカートリッジ。
【請求項１３】
　前記毛細管材料が、前記貯蔵部から前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶ
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ための細長い毛細管本体を含み、該毛細管本体は、前記貯蔵部内に延びる第１の端部と、
該第１の端部とは反対側の第２の端部とを備え、前記気化器が、前記毛細管本体の第２の
端部において前記エアロゾル形成基材を蒸発させるように構成される、請求項９から１２
の何れか１項に記載のカートリッジ。
【請求項１４】
　前記貯蔵部が内部通路を含み、前記気化器が、前記貯蔵部の内部通路の少なくとも一部
を通って延び、前記毛細管材料が、前記内部通路を少なくとも部分的に裏打ちする毛細管
界面を含む、請求項９から１２の何れか１項に記載のカートリッジ。
【請求項１５】
　カートリッジと協働するエアロゾル発生装置を備え、前記カートリッジ又は前記エアロ
ゾル発生装置が、エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部を含み、前記カートリッジ又
は前記エアロゾル発生装置が、前記エアロゾル形成基材を加熱してエアロゾルを形成する
ための気化器を含み、前記カートリッジ又は前記エアロゾル発生装置が、毛細管作用によ
って前記貯蔵部から前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶための毛細管材料
を含み、前記カートリッジ又は前記エアロゾル発生装置が、前記毛細管材料と前記気化器
との間にある多孔性材料を含む、エアロゾル発生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアロゾル形成基材を加熱するためのエアロゾル発生装置に関する。詳細に
は、限定ではないが、本発明は、液体エアロゾル形成基材を加熱するための電気作動式エ
アロゾル発生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際公開特許２００９／１３２７９３号では、電気加熱式喫煙システムを開示している
。液体は、液体貯蔵部に貯えられ、毛細管芯は、液体貯蔵部内に延びて内部の液体と接触
する第１の端部と、液体貯蔵部から外に延びる第２の端部と、を有する。加熱要素は、毛
細管芯の第２の端部を加熱する。加熱要素は、らせん状に巻かれた電気加熱要素の形態で
あり、電源と電気的に接続され、毛細管芯の第２の端部を囲む。使用時、加熱要素は、ユ
ーザが電源のスイッチを入れることによって作動可能である。ユーザがマウスピースを吸
引することにより、空気が毛細管芯及び加熱要素を横切って電気加熱式喫煙システム内に
吸い込まれ、その後ユーザの口腔に入る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開特許２００９／１３２７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、エアロゾル発生装置又はシステムにおけるエアロゾルの形成を改善す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つの態様によれば、エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部と、エアロゾ
ル形成基材を加熱するための気化器と、毛細管作用によって貯蔵部から気化器に向けてエ
アロゾル形成基材を運ぶための毛細管材料と、毛細管材料と気化器との間の多孔性材料と
、を備えるエアロゾル発生装置が提供される。
【０００６】
　本発明の別の態様によれば、エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部と、エアロゾル
形成基材を加熱するための気化器と、毛細管作用によって貯蔵部から気化器に向けてエア
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ロゾル形成基材を運ぶための毛細管材料と、毛細管材料と気化器との間の多孔性材料と、
を備える、カートリッジが提供される。
【０００７】
　エアロゾル発生装置及びカートリッジが協働して、エアロゾル形成基材を蒸発させるた
めのエアロゾル発生システムを提供する。カートリッジ又は装置は、エアロゾル形成基材
を貯えるための貯蔵部を備えることができる。気化器、毛細管材料及び多孔性材料は、エ
アロゾル発生装置内に収容することができる。また、気化器、毛細管材料及び多孔性材料
は、カートリッジ内に収容することができる。
【０００８】
　本発明の別の態様によれば、エアロゾル発生システムが提供され、エアロゾル発生シス
テムは、カートリッジと協働するエアロゾル発生装置を備え、カートリッジ又はエアロゾ
ル発生装置は、エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部を備え、カートリッジ又はエア
ロゾル発生装置は、エアロゾル形成基材を加熱してエアロゾルを形成するための気化器を
備え、カートリッジ又はエアロゾル発生装置は、毛細管作用によって貯蔵部から気化器に
向けてエアロゾル形成基材を運ぶための毛細管材料を備え、カートリッジ又はエアロゾル
発生装置は、毛細管材料と気化器との間に多孔性材料を備える。
【０００９】
　本発明の全ての態様において、貯蔵部は、液体貯蔵部とすることができる。本発明の全
ての態様において、エアロゾル形成基材は、液体エアロゾル形成基材とすることができる
。
【００１０】
　代替的に、エアロゾル形成基材は、例えばガス基材又はゲル基材、或いは様々なタイプ
の基材の何らかの組み合わせなど、他の何れかの種類の基材とすることができる。
【００１１】
　エアロゾル発生装置又はシステムは、エアロゾル形成基材を蒸発させてエアロゾルを形
成するように構成される。カートリッジ又はエアロゾル発生装置は、エアロゾル形成基材
を含み、又はエアロゾル形成基材を受けるように適合することができる。当業者には公知
であるように、エアロゾルは、空気のような気体中における固体粒子又は液滴の懸濁体で
ある。
【００１２】
　好ましくは、毛細管材料は、貯蔵部においてエアロゾル形成基材と接触するように構成
される。１つの実施形態において、毛細管材料内の液体は、加熱器により蒸発されて過飽
和蒸気を形成する。過飽和蒸気は、空気流と混合されてその中に担持される。流れの間に
、蒸気が凝縮してエアロゾルを形成し、エアロゾルは、ユーザの口腔に向けて運ばれる。
液体エアロゾル形成基材は、表面張力及び粘度を含む好適な物理的特性を有し、これによ
り液体を毛細管作用により毛細管材料を通って運ぶことができる。
【００１３】
　本発明は幾つかの利点をもたらす。第１に、多孔性材料は、毛細管材料のための構造的
支持を提供し、毛細管材料が、例えば分裂、曲がり又は平坦化などの損傷を受けるのを防
ぐことができる。これは、毛細管材料が可撓性材料であり多孔性材料が剛性材料である場
合に、特に当てはまる。毛細管材料が損傷から保護される場合、エアロゾル発生装置を複
数回使用してもエアロゾル形成は一貫している可能性が高い。第２に、毛細管材料は、単
純で比較的安価な材料とすることができるので、製造コストを低減することができる。多
孔性材料は、より堅牢で高価な材料を含むことができる。従って、より高価な材料は、少
量の多孔性材料でのみ使用することができ、装置の大部分に対しては比較的安価な材料を
使用することができる。
【００１４】
　毛細管材料は、エアロゾル形成基材を気化器に向けて運ぶことが可能なあらゆる好適な
材料又は材料の組み合わせを含むことができる。毛細管材料は、多孔性材料であることが
好ましいが、これは必須ではない。毛細管材料は、繊維性又はスポンジ状構造を有するこ
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とができる。毛細管材料は、毛細管の束を含むことができる。例えば、毛細管材料は、複
数の繊維又は線条、或いは、他の微細ボア管を含むことができる。代替的に、毛細管材料
は、スポンジ状又は発泡材料を含むことができる。毛細管材料の構造は、複数の小さなボ
ア又は管体を形成し、ここを通ってエアロゾル形成基材を毛細管作用によって貯蔵部から
気化器に向けて移送することができる。特に好ましい１つ又は複数の毛細管材料は、エア
ロゾル形成基材の物理的特性によって決まることになる。好適な毛細管材料の実施例には
、スポンジ材料又は発泡材料、繊維又は焼結粉体の形態のセラミック又は黒鉛系材料、発
泡金属又は発泡プラスチック材料、例えば、酢酸セルロース、ポリエステル、又は結合ポ
リオレフィン、ポリエチレン、テリレン又はポリプロピレン繊維、ナイロン繊維又はセラ
ミックなど、紡績又は押し出し繊維で作られた繊維性材料が挙げられる。毛細管材料は、
異なる液体物理的特性と共に使用されるようにあらゆる好適な毛細管現象を有することが
できる。液体は、限定ではないが、粘度、表面張力、密度、熱伝導率、沸点及び蒸気圧を
含む適切な物理的特性を有し、これにより液体を毛細管材料を通って移送できるようにな
る。
【００１５】
　多孔性材料は、エアロゾル形成基材に対して透過性があり、エアロゾル形成基材が毛細
管材料から気化器に移動できるようにする、任意の好適な材料又は材料の組み合わせを含
みことができる。また、材料又は材料の組み合わせは、エアロゾル形成基材に対して不活
性である。多孔性材料は、毛細管材料とすることができ、又は毛細管材料でなくてもよい
。多孔性材料は、エアロゾル形成基材の分布及び広がりを改善するように親水性材料を含
むことができる。これは、一貫したエアロゾル形成を助けることができる。特定の好まし
い１つ又は複数の材料は、エアロゾル形成基材の物理的特性によって決まる。好適な材料
の実施例は、例えば、スポンジ材料又は発泡材料、繊維又は焼結粉体の形態のセラミック
又は黒鉛系材料、発泡金属又は発泡プラスチック材料、例えば、酢酸セルロース、ポリエ
ステル、又は結合ポリオレフィン、ポリエチレン、テリレン又はポリプロピレン繊維、ナ
イロン繊維又はセラミックなど、紡績又は押し出し繊維で作られた繊維性材料などの毛細
管材料である。多孔性材料は、異なる液体物理的特性と共に使用されるようにあらゆる好
適な多孔率を有することができる。
【００１６】
　多孔性材料と毛細管材料は、異なる材料を含みことが好ましい。好ましくは、毛細管材
料と多孔性材料は、これは液体の良好な移送を提供する理由から接触状態にある。
【００１７】
　貯蔵部は、エアロゾル形成基材を周囲空気から保護することができる（空気は一般に液
体貯蔵部に侵入できないので）。貯蔵部がエアロゾル形成基材を光から保護することがで
きるので、エアロゾル形成基材が劣化する危険性が大幅に低下する。更に、高レベルの衛
生状態を維持することができる。貯蔵部は詰め替え可能でなくてもよい。従って、貯蔵部
内のエアロゾル形成基材が使い果たされると、カートリッジを交換する。代替的に、貯蔵
部は詰め替え可能であってもよい。この場合、カートリッジは、貯蔵部を何回かの詰め替
え後に交換することができる。貯蔵部は、所定数の吸煙の間エアロゾル形成基材を保持す
るように構成することが好ましい。
【００１８】
　好ましい実施形態において、エアロゾル発生装置は電気作動式であり、気化器は、エア
ロゾル形成基材を加熱するための電気加熱器を備える。
【００１９】
　電気加熱器は、単一の加熱要素を備えることができる。代替的に、電気加熱器は、１つ
よりも多い加熱要素、例えば２つ、又は３つ、又は４つ、又は５つ、又は６つ、或いはそ
れよりも多くの加熱要素を備えることができる。１つ又は複数の加熱要素は、エアロゾル
形成基材を最も効率よく加熱するように適切に構成することができる。
【００２０】
　少なくとも１つの電気加熱要素は、電気抵抗材料を備えるのが好ましい。好適な電気抵
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抗材料には、限定ではないが、ドープセラミックスのような半導体、電気的に「伝導性の
」セラミックス（例えば、二ケイ化モリブデンのような）、炭素、黒鉛、金属、金属合金
、及びセラミック材料と金属材料で作製された複合材料が挙げられる。このような複合材
料は、ドープセラミックス又は非ドープセラミックスを含むことができる。好適なドープ
セラミックスの実施例としては、ドープ炭化ケイ素が挙げられる。好適な金属の実施例と
しては、チタン、ジルコニウム、タンタル、及び白金族の金属が挙げられる。好適な金属
合金の実施例としては、ステンレス鋼、コンスタンタン、ニッケル含有合金、コバルト含
有合金、クロム含有合金、アルミニウム含有合金、チタン含有合金、ジルコニウム含有合
金、ハフニウム含有合金、ニオブ含有合金、モリブデン含有合金、タンタル含有合金、タ
ングステン含有合金、スズ含有合金、ガリウム含有合金、マンガン含有合金、及び鉄含有
合金、並びにニッケル基超合金、鉄基超合金、コバルト基超合金、ステンレス鋼、Ｔｉｍ
ｅｔａｌ（登録商標）、鉄－アルミニウム基合金、及び鉄－マンガン－アルミニウム基合
金が挙げられる。Ｔｉｍｅｔａｌ（登録商標）は、コロラド州デンバー市Ｂｒｏａｄｗａ
ｙ　Ｓｕｉｔｅ　４３００所在のＴｉｔａｎｉｕｍ　Ｍｅｔａｌｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎの登録商標である。複合材料では、任意選択的に、電気抵抗材料は、エネルギ伝達の
動力学及び要求される外部物理化学特性に応じて、絶縁材料に埋め込まれ、カプセル封入
され、又はコーティングすることができ、逆もまた同様である。加熱要素は、不活性材料
の２つの層の間で絶縁された金属エッチング箔を含むことができる。この場合、不活性材
料は、Ｋａｐｔｏｎ（登録商標）、全ポリイミド箔又はマイカ箔を含むことができる。Ｋ
ａｐｔｏｎ（登録商標）は、米国デラウェア州　１９８９８　Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎの１
００７　Ｍａｒｋｅｔ　Ｓｔｒｅｅｔに所在のＥ．Ｉ．　ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍ
ｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙの登録商標である。
【００２１】
　代替的に、少なくとも１つの電気加熱要素は、赤外線加熱要素、光子源又は誘電加熱要
素を含むことができる。
【００２２】
　少なくとも１つの電気加熱要素は、あらゆる好適な形態とすることができる。例えば、
少なくとも１つの加熱要素は、加熱ブレードの形態とすることができる。代替として、少
なくとも１つの電気加熱要素は、異なる導電部を有するケーシング又は基板、もしくは電
気抵抗性金属管体の形態とすることができる。代替として、少なくとも１つの電気加熱要
素は、ディスク（エンド）加熱器、或いはディスク加熱器と加熱ニードル又はロッドとの
組み合わせとすることができる。代替として、少なくとも１つの電気加熱要素は、可撓性
シート材料を含むことができる。他の代替形態は、加熱ワイヤ又はフィラメント、例えば
、Ｎｉ－Ｃｒ、白金、タングステン又は合金ワイヤ、或いは加熱プレートを含む。任意選
択的に、加熱要素は、剛性担体材料中に又はその上に堆積させることができる。
【００２３】
　少なくとも１つの電気加熱要素は、吸熱及び蓄熱し、その後経時的に放熱してエアロゾ
ル形成基材を加熱することができる材料を含む、ヒートシンク又はヒートリザーバを含む
ことができる。ヒートシンクは、好適な金属又はセラミック材料等のあらゆる好適な材料
から形成することができる。好ましくは、材料は、高い熱容量を有する（顕熱蓄熱材料）
か、又は吸熱後に高温相変化のような可逆プロセスによって放熱することができる材料で
ある。好適な顕熱蓄熱材料には、シルカゲル、アルミナ、炭素、ガラスマット、ガラス繊
維、無機物、及びアルミニウム、銀、もしくは鉛等の金属又は合金、並びに紙などのセル
ロース材料が挙げられる。可逆的相変化によって放熱する他の好適な材料には、パラフィ
ン、酢酸ナトリウム、ナフタレン、ワックス、ポリエチレンオキシド、金属、金属塩、共
晶塩の混合物、又は合金が挙げられる。
【００２４】
　ヒートシンクは、貯蔵部から運ばれたエアロゾル形成基材と直接接触して、蓄熱をエア
ロゾル形成基材に直接伝達できるように配置することができる。代替として、ヒートシン
ク又はヒートリザーバに貯えられた熱は、金属管体のような熱伝導体によってエアロゾル
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形成基材に伝達することができる。
【００２５】
　少なくとも１つの加熱要素は、熱伝導によりエアロゾル形成基材を加熱することができ
る。加熱要素は、エアロゾル形成基材と少なくとも部分的に接触することができる。代替
として、加熱要素からの熱は、熱伝導体によりエアロゾル形成基材に伝導することができ
る。
【００２６】
　代替として、少なくとも１つの加熱要素は、使用時にエアロゾル発生装置を通って引き
込まれた流入周囲空気に熱を伝達することができ、この熱が対流によってエアロゾル形成
基材を加熱する。周囲空気は、エアロゾル形成基材を通過する前に加熱することができる
。代替として、周囲空気は、最初にエアロゾル形成基材を通って引き込まれた後に加熱す
ることもできる。
【００２７】
　しかしながら、本発明は、加熱気化器に限定されず、機械式気化器（例えば、限定では
ないが圧電式気化器又は加圧液体を用いた噴霧器）によって蒸気及び結果的に生じるエア
ロゾルが生成されるエアロゾル発生装置及びシステムで使用することができる。
【００２８】
　気化器が電気加熱器を備える場合は、多孔性材料は、耐熱性材料を含むことが好ましい
。好ましくは、電気エネルギは、１つ又は複数の加熱要素が約２００°Ｃから４４０°Ｃ
の温度に達するまで１つ又は複数の加熱要素に供給される。このことは、タバコ及びシガ
レットラッパーの燃焼が８００°Ｃに達する従来のシガレットとは対照的である。従って
、本明細書における用語「耐熱性」は、顕著な劣化を生じることなく、約２００°Ｃより
も高い、より好ましくは薬２５０°Ｃよりも高い、更に好ましくは最大で約４４０°Ｃの
温度に耐えることができる材料を意味する。好適な材料の一例はセラミックである。
【００２９】
　従って、本発明のこの実施形態の別の利点は、多孔性材料が毛細管材料に対する熱損傷
を阻止できることである。また、多孔性材料は、改善された均一な熱分布をもたらすこと
ができる。これは、一貫したエアロゾル形成を助けることができる。好適な耐熱性材料は
高価な場合がある。しかしながら、多孔性材料が毛細管材料と電気加熱器との間に耐熱障
壁を提供するので、毛細管材料は、毛細管－多孔性界面における温度に耐えることで十分
である。これらの温度は、１つ又は複数の加熱要素における温度よりも低い。従って、潜
在的に高価な耐熱材料の使用をより少量にすることができる。これにより製造コストが低
減される。耐熱性材料は、加熱器と毛細管材料との間に断熱部を提供する。
【００３０】
　好ましくは、多孔性材料は、電気絶縁性材料を含む。気化器が電気加熱器を備える場合
、これにより加熱要素のあらゆる短絡が阻止される。
【００３１】
　１つの実施形態において、多孔性材料は、単に、気化器と毛細管材料との間に多孔性材
料の層を構成する。代替の実施形態において、多孔性材料は、気化器を覆う多孔性材料の
コーティングを構成する。代替の実施形態において、気化器は多孔性部材内に位置し、多
孔性部材は多孔性材料を含む。従って、気化器は多孔性部材の内側に配置され、気化器と
毛細管材料との間の多孔性部材の部分が、多孔性材料を形成する。気化器及び多孔性部材
は、一体的に形成することができる。用語「一体的に形成」とは、気化器及び多孔性部材
の両方が一体部品で共に製造されていることを意味する。
【００３２】
　特に好適な実施形態において、エアロゾル発生装置は電気作動式であり、気化器は、エ
アロゾル形成基材を加熱するための電気加熱器を備え、電気加熱器と多孔性材料を含む多
孔性部材は一体的に形成される。１つの構成において、多孔性部材が毛細管材料に隣接す
る場合、電気加熱器と毛細管材料との間の多孔性部材の部分が多孔性材料を形成するよう
に、電気加熱器は多孔性部材の内側に配置される。当該実施形態では、多孔性部材は耐熱



(8) JP 2017-18146 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

性材料を含む。
【００３３】
　１つの実施形態において、毛細管材料は、液体エアロゾル形成基材を液体貯蔵部から気
化器に向けて運ぶための細長い毛細管本体を備え、毛細管本体は、液体貯蔵部内に延びる
第１の端部と、第１の端部とは反対側の第２の端部とを有し、気化器は、毛細管本体の第
２の端部において液体エアロゾル形成基材を蒸発させるように構成される。
【００３４】
　この実施形態において、使用時には、液体は、液体貯蔵部から、毛細管作用により毛細
管本体の第１の端部から毛細管本体の第２の端部に移送される。多孔性材料は、毛細管本
体の第２の端部と気化器との間に設けられる。毛細管本体の第２の端部及び多孔性材料に
おける液体は、蒸発して過飽和蒸気を形成する。毛細管本体は芯の形態を有することがで
きる。毛細管本体は、エアロゾル発生装置又はシステムの長手方向でほぼ整列した繊維又
は線条を備えることができる。代替として、毛細管本体は、ロッド形状に形成されたスポ
ンジ状又は発泡状材料を含むことができる。ロッド形状は、エアロゾル発生装置又はシス
テムの長手方向に延びることができる。
【００３５】
　好適な実施形態において、毛細管材料は、液体エアロゾル形成基材を液体貯蔵部から運
ぶための細長い毛細管本体を備え、毛細管本体は、液体貯蔵部内に延びる第１の端部と、
第１の端部とは反対側の第２の端部とを備え、気化器は、毛細管本体の第２の端部におい
て液体エアロゾル形成基材を加熱するように構成された電気加熱器を備える。毛細管本体
の第２の端部と電気加熱器との間に多孔性材料が設けられる。加熱器が作動されると、毛
細管本体の第２の端部及び多孔性材料における液体は、加熱器により蒸発し過飽和蒸気を
形成する。
【００３６】
　１つの実施形態において、多孔性材料は、毛細管本体の第２の端部を実質的に囲む多孔
性材料のスリーブを構成する。
【００３７】
　多孔性材料のスリーブは、毛細管本体が気化器と接触状態にならないように、毛細管本
体の第２の端部を十分に囲むことができる。これは、毛細管材料が耐熱性でない場合があ
るので、気化器が電気加熱器を備える場合に特に重要である。多孔性材料のスリーブは、
毛細管本体のための保護及び支持を提供することができる。多孔性スリーブは、毛細管本
体を損傷する可能性がある毛細管本体と気化器との間のあらゆる接触を阻止する限り、毛
細管本体全体を囲む必要はない。
【００３８】
　代替的に又はこれに加えて、多孔性材料は、実質的に毛細管本体の第２の端部を囲む多
孔性材料のキャップを構成することができる。
【００３９】
　多孔性材料のキャップは、毛細管本体が気化器と接触状態にならないように、毛細管本
体の第２の端部を十分に囲むことができる。これは、毛細管材料は耐熱性でない場合があ
るので、気化器が電気加熱器を備える場合に特に重要である。多孔性材料のキャップは、
毛細管本体のための保護及び支持を提供することができる。例えば、毛細管本体が複数の
繊維又は線条を備える場合、多孔性材料のキャップは、毛細管本体の分裂又は破断の可能
性を低減することができる。多孔性キャップは、毛細管本体を損傷する可能性がある毛細
管本体と気化器との間のあらゆる接触を阻止する限り、毛細管本体全体を囲む必要はない
。
【００４０】
　１つの特に好適な実施形態において、カートリッジはマウスピースを備え、電源及び電
気回路が装置内に配置され、毛細管材料は、エアロゾル形成基材を液体貯蔵部から運ぶた
めの細長い毛細管本体を構成し、毛細管本体は、貯蔵部内に延びる第１の端部と、第１の
端部とは反対側の第２の端部とを備え、気化器は、毛細管本体の第２の端部でエアロゾル
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形成基材を加熱するために電源に接続可能な電気加熱器を備え、貯蔵部、毛細管本体及び
電気加熱器はカートリッジ内に配置される。
【００４１】
　貯蔵部、並びに任意選択的に毛細管本体及び電気加熱器は、エアロゾル発生システムか
ら単一部品として取り外し可能とすることができる。
【００４２】
　１つの実施形態において、貯蔵部は内部通路を含み、気化器は、貯蔵部における内部通
路の一部を通って延び、毛細管材料は、内部通路を少なくとも部分的に裏打ちする毛細管
界面を構成する。
【００４３】
　この実施形態において、使用時には、液体は、毛細管作用によって液体貯蔵部から内部
通路を裏打ちする毛細管界面を通って移送される。毛細管界面の内側面は、液体貯蔵部内
の液体エアロゾル形成基材と接触状態にあることが好ましい。多孔性材料は、毛細管界面
の外側面と気化器との間に設けられる。毛細管界面の外側面の近く及び多孔性材料におけ
る液体は、蒸発して過飽和蒸気を形成する。毛細管界面は、管体形状に形成された何らか
の好適な毛細管材料を含む。毛細管材料の管体は、液体貯蔵部における内部通路の長さの
全体又は一部に沿って延びることができる。
【００４４】
　好ましい実施形態において、液体貯蔵部は内部通路を有し、気化器は、液体貯蔵部にお
ける内部通路の少なくとも一部を通って延びる電気加熱器を備え、毛細管材料は、内部通
路を少なくとも部分的に裏打ちする毛細管界面を構成し、電気加熱器は、毛細管界面の外
側面の近くの液体エアロゾル形成基材を加熱するように構成される。多孔性材料は、毛細
管界面の外側面と電気加熱器との間に設けられる。加熱器が作動されると、毛細管界面の
外側面の近くの液体は、加熱器により蒸発して過飽和蒸気を形成する。
【００４５】
　当該実施形態において、好ましくは、多孔性材料は、毛細管界面の内側にあって、液体
貯蔵部の内部通路を裏打ち又は部分的に裏打ちする多孔性材料の管体を備える。
【００４６】
　多孔性材料の管体は、毛細管界面の外側面が気化器と接触状態にならないように位置付
けることができる。これは、毛細管界面の毛細管材料は耐熱性でないことがあるので、気
化器が電気加熱器を備える場合に特に重要である。多孔性材料は、気化器の近くで障壁と
して機能すれば十分である。
【００４７】
　１つの特に好ましい実施形態において、カートリッジはマウスピースを備え、電源及び
電気回路が装置内に配置され、液体貯蔵部は内部通路を有し、気化器は、電源に接続可能
で且つ液体貯蔵部における内部通路の少なくとも一部を通って延びる液体エアロゾル形成
基材を加熱するための電気加熱器を備え、毛細管材料は、内部通路を少なくとも部分的に
裏打ちする毛細管界面を構成し、液体貯蔵部、毛細管界面及び電気加熱器はカートリッジ
内に配置される。
【００４８】
　液体貯蔵部、並びに任意選択的に毛細管界面及び加熱器は、エアロゾル発生システムか
ら単一部品として取り外し可能とすることができる。
【００４９】
　液体エアロゾル形成基材は、好ましくは、装置、カートリッジ又はシステムでの使用に
好適な物理的特性（例えば沸点及び蒸気圧）を有する。沸点が高すぎると液体を蒸発させ
ることができない場合がるが、沸点が低すぎると液体を過度に容易に蒸発する場合がある
。液体は、加熱時に液体から放出される揮発性タバコ香味化合物を含むタバコ含有材料を
含むことが好ましい。代替的に又はこれに加えて、液体は、非タバコ材料を含むことがで
きる。液体は、水溶液、エタノールのような非水溶媒、植物性抽出物、ニコチン、天然又
は合成香味、又はこれらのあらゆる組み合わせを含むことができる。好ましくは、液体は
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、エアロゾルフォーマを含む。好適なエアロゾルフォーマの実施例は、グリセリン及びプ
ロピレングリコールである。
【００５０】
　エアロゾル発生装置又はカートリッジは、少なくとも１つの空気入口を備えることがで
きる。エアロゾル発生装置又はカートリッジは、少なくとも１つの空気出口を備えること
ができる。エアロゾル発生装置又はカートリッジは、空気入口と空気出口との間にエアロ
ゾル形成チャンバを備え、これによりエアロゾル形成チャンバを介して空気入口から空気
出口への空気流通路を定めるようになり、エアロゾルを空気出口及びユーザの口腔内に運
ぶことができるようになる。液体貯蔵部が内部通路を備える実施形態において、空気入口
から空気出口への空気流通路は、内部通路を通ることが好ましい。エアロゾル形成チャン
バは、単に、エアロゾルの生成を支援又は促進する。
【００５１】
　エアロゾル発生装置は、電気作動式とすることができ、更に電源を備えることができる
。エアロゾル発生装置は、電気回路を更に備えることができる。１つの実施形態において
、電気回路は、ユーザが吸煙していることを表す空気流を検出するセンサを備えることが
できる。この場合、好ましくは、電気回路は、センサがユーザの吸煙を検知したときに電
流パルスを気化器に供給するように構成される。好ましくは、電流パルスの時間期間は、
蒸発するのに望ましい液体量に応じて事前セットされている。電気回路は、好ましくは、
この目的のためにプログラム可能である。代替として、電気回路は、ユーザが吸煙を開始
するための手動スイッチを備えることができる。好ましくは、電流パルスの時間期間は、
蒸発するのに望ましい液体量に応じて事前セットされる。電気回路は、この目的のために
プログラム可能であることが好ましい。
【００５２】
　好ましくは、装置又はカートリッジ又はシステムは、ハウジングを備える。好ましくは
、ハウジングは細長である。エアロゾル発生装置又はカートリッジが毛細管本体を含む場
合、毛細管本体の長手方向軸とハウジングの長手方向軸とは実質的に平行とすることがで
きる。１つの実施形態において、ハウジングは、液体貯蔵部、毛細管本体及び加熱器を備
えた取り外し可能な挿入体を含む。当該実施形態において、これらの部品は、単一部品と
してハウジングから取り外すことができる。これは、例えば、貯蔵部の詰め替え又は交換
に有用とすることができる。
【００５３】
　ハウジングは、何らかの好適な材料又は材料の組み合わせを含むことができる。好適な
材料の実施例は、金属、合金、プラスチック又はこれらの材料のうちの１つ又はそれ以上
を含有する複合材料、もしくは食品又は製薬用途に好適な熱可塑性物質、例えばポリプロ
ピレン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、及びポリエチレンが挙げられる。材
料は、軽量で非脆性であることが好ましい。
【００５４】
　好ましくは、エアロゾル発生装置又はカートリッジは、個別に又は協働して携行可能で
ある。好ましくは、エアロゾル発生装置は、ユーザが再利用可能である。好ましくは、カ
ートリッジは、例えば、液体貯蔵部内に液体がもはや含まれていない場合にユーザによっ
て処分することができる。装置及びカートリッジは、協働して喫煙システムであるエアロ
ゾル発生システムを形成することができる。装置は、従来のシガー又はシガレットに相当
するサイズを有することができる。カートリッジは、従来のシガー又はシガレットに相当
するサイズを有することができる。喫煙システムは、約３０ｍｍと約１５０ｍｍとの間の
全長を有することができる。喫煙システムは、約５ｍｍと約３０ｍｍの間の外側直径を有
することができる。
【００５５】
　好ましくは、エアロゾル発生システムは、電気作動式喫煙システムである。
【００５６】
　本発明によれば、エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部と、エアロゾル形成基材を
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加熱してエアロゾルを形成するための気化器と、毛細管作用によって貯蔵部から気化器に
向けてエアロゾル形成基材を運ぶための毛細管材料と、毛細管材料と気化器との間の多孔
性材料と、を含むエアロゾル発生システムが提供される。この実施形態において、エアロ
ゾル発生システムは、別個の装置及びカートリッジを備えていない。
【００５７】
　特に好ましい実施形態において、毛細管材料はポリプロピレンを含み、多孔性材料は、
例えばアルミナ（酸化アルミニウム）であるセラミック材料を含む。
【００５８】
　本発明の１つの態様に関して説明した特徴は、本発明の別の態様にも適用可能とするこ
とができる。
【００５９】
　単に例証として、添付図面を参照しながら本発明を更に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】エアロゾル発生システムの１つの実施例を示す図である。
【図２】図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装置
と共に使用するカートリッジの第１の実施形態の概略断面図である。
【図３】図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装置
と共に使用するカートリッジの第２の実施形態の概略断面図である。
【図４】図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装置
と共に使用するカートリッジの第３の実施形態の概略断面図である。
【図５】図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装置
と共に使用するカートリッジの第４の実施形態の概略断面図である。
【図６】エアロゾル発生システムの３つの構成に関する加熱時間対温度のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
　図１は、エアロゾル発生システムの１つの実施例を示す。図１には明示していないが、
エアロゾル発生システムは、好ましくは使い捨てのカートリッジと協働する、好ましくは
再利用可能なエアロゾル発生装置を備える。図１において、システムは、電気作動式喫煙
システムである。図１の喫煙システム１００は、カートリッジ１０３である第１の端部と
、装置１０５である第２の端部と、を有するハウジング１０１を備える。装置において、
バッテリ１０７の形態の電源と、ハードウェア１０９及び吸煙検出システム１１１の形態
の電気回路とが設けられる。カートリッジにおいて、液体１１５を収容する貯蔵部１１３
、細長い毛細管本体１１７の形態の毛細管材料、及び加熱器１１９の形態の気化器が設け
られる。図１では加熱器は概略的に示されている点に留意されたい。図１に示す例示的な
実施形態において、毛細管本体１１７の一方端は、液体貯蔵部１１３内に延び、毛細管本
体１１７の他方端は、加熱器１１９によって囲まれる。加熱器は、接続部１２１を介して
電気回路に接続され、該接続部は、液体貯蔵部１１３の外側に沿って通ることができる（
図１には示されていない）。また、ハウジング１０１は、空気入口１２３と、カートリッ
ジ端部の空気出口１２５と、エアロゾル形成チャンバ１２７と、を含む。
【００６２】
　使用時において、動作は以下の通りである。液体１１５は、毛細管作用により液体貯蔵
部１１３から、液体貯蔵部内に延びた毛細管本体１１７の一方端から加熱器１１９により
囲まれた毛細管本体の他方端に運ばれる。ユーザが空気出口１２５上で吸引すると、周囲
空気が空気入口１２３を通って吸い込まれる。図１に示す構成において、吸煙検出システ
ム１１１は、吸煙を検出して加熱器１１９を作動させる。バッテリ１０７は、加熱器１１
９に電気エネルギを供給して、加熱器によって囲まれる毛細管本体１１７の端部を加熱す
る。毛細管本体１１７の当該端部における液体は、加熱器１１９により蒸発して過飽和蒸
気を生成する。同時に、蒸発された液体は、毛細管作用により毛細管本体１１７に沿って
移動する別の液体に置き換えられる（これは「ポンプ作用」と呼ばれる場合もある）。生
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成された過飽和蒸気は、空気入口１２３からの空気流と混合されて運ばれる。エアロゾル
形成チャンバ１２７において、蒸気が凝縮して吸入可能エアロゾルを形成し、該エアロゾ
ルが空気出口１２５に向けて運ばれてユーザの口腔に入る。
【００６３】
　図１に示した実施形態において、ハードウェア１０９及び吸煙検出システム１１１は、
プログラム可能であることが好ましい。ハードウェア１０９及び吸煙検出システム１１１
を用いて、エアロゾル発生作動を管理することができる。
【００６４】
　図１は、本発明によるエアロゾル発生システムの１つの実施例を示す。しかしながら、
多くの他の実施例が実施可能である。エアロゾル発生システムは、単に、貯蔵部に収容さ
れた液体エアロゾル形成基材と、液体エアロゾル形成基材を加熱するための気化器と、液
体エアロゾル形成基材を気化器に向けて運ぶための毛細管材料と、毛細管材料と気化器と
の間のある種の多孔性材料（図２から図６を参照して後述する）とを含むか又は受けるこ
とで十分である。例えば、システムは、電気作動式である必要はない。例えば、システム
は、喫煙システムである必要はない。加えて、システムは、加熱器を含む必要はなく、こ
の場合、液体エアロゾル形成基材を蒸発させる別のデバイスを含むことができる。例えば
、毛細管材料の構成は異なることができる。例えば、吸煙検出システムは設ける必要がな
い。その代わりに、システムは、手動操作で作動することができ、例えば、ユーザが、吸
煙する際にスイッチを作動させる。例えば、ハウジングの全体の形状及び大きさは変更可
能である。
【００６５】
　上述のように、本発明によれば、毛細管材料と気化器との間にある多孔性材料が提供さ
れる。ここで、多孔性材料を含む本発明の実施形態について図２から図６を参照して説明
する。実施形態は、図１に示した実施例に基づくが、他の実施形態にも適用可能である。
図１から図５は、本質的に概略図である点に留意されたい。詳細には、図示の構成要素は
、個々に又は互いに対して必ずしも縮尺通りではない。
【００６６】
　図２は、図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装
置と共に使用するカートリッジの第１の実施形態の概略図である。カートリッジ２００は
、貯蔵部１１３、毛細管本体１１７及び加熱器１１９を含む。液体貯蔵部１１３は、液体
エアロゾル形成基材１１５を収容する。図２において、加熱器１１９は、加熱コイルの形
態であり、電気接続部１２１を介して電気回路（図示されない）に接続される。加熱器１
１９及び電気接続部１２１は、図２において概略的に示され、電気接続部が液体貯蔵部１
１３の外側に沿って通っているが、これは図２には示されていない。更に、液体貯蔵部１
１３から突出した毛細管本体１１７の端部を囲む多孔性スリーブ２０１の形態の多孔性材
料が設けられる。
【００６７】
　多孔性スリーブ２０１は、毛細管本体１１７に構造的支持を提供する。好ましくは、多
孔性スリーブ２０１は、剛性材料を含む。従って、多孔性スリーブ２０１は、毛細管本体
１１７が損傷（例えば、分裂、曲がり、平坦化）を受ける可能性を排除又は低減する。多
孔性スリーブ２０１は、カートリッジがエアロゾル発生装置と組み立てられたときに、エ
アロゾル発生装置又はカートリッジのハウジング又は他の部分にスロットを形成すること
によって所定位置に保持することができる。多孔性スリーブ２０１は、好ましくは、毛細
管本体１１７が加熱器によって潜在的熱損傷を受けるのを防ぐことができる耐熱性材料を
含む。こうして、多孔性スリーブは、熱障壁として機能する。また、多孔性スリーブ２０
１は、熱分布を改善することができる。多孔性スリーブ２０１は、エアロゾル発生システ
ムの温度が上昇するにつれて、液体移送の効率を向上させることができる。図２において
、多孔性スリーブ２０１のサイズは、毛細管本体１１７のサイズと比べてより小さい。従
って、少量の耐熱性材料のみ必要とすることができる。耐熱性材料は高価である場合があ
るので、これは製造コストを低減することができる。この実施形態において、多孔性スリ
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ーブ２０１は、加熱コイルの両端で短絡しないように電気絶縁材料を含む。
【００６８】
　図２において、多孔性スリーブ２０１は、毛細管本体１１７の終端部を覆っていない。
図２では、多孔性スリーブ２０１は、液体貯蔵部１１３から突出した毛細管本体の端部全
体を囲むが、多孔性スリーブは、毛細管本体１１７の熱損傷を防ぐために、単に加熱器１
１９の近くで毛細管本体を覆うだけでよい。多孔性スリーブ２０１の必要な直径は、毛細
管本体１１７及び液体貯蔵部１１３のサイズによって決まることになる。多孔性スリーブ
２０１の必要な長さは、加熱器１１９のサイズによって決まり、加熱器１１９のサイズは
、蒸発するのが望ましい液体量によって決まる。多孔性スリーブ２０１の必要な厚さは、
必要とされる絶縁特性及び多孔率によって決まることになる。
【００６９】
　図３は、図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装
置と共に使用するカートリッジの第２の実施形態の概略図である。カートリッジ３００は
、貯蔵部１１３、毛細管本体１１７及び加熱器１１９を含む。液体貯蔵部１１３は、液体
エアロゾル形成基材１１５を収容する。図２と同様、図３において、加熱器１１９は、加
熱コイルの形態であり、電気接続部１２１を介して電気回路（図示されない）に接続され
る。加熱器１１９及び電気接続部１２１は、図３では概略的に示され、電気接続部は液体
貯蔵部１１３の外側に沿って通ることができるが、これは図示されていない。更に、液体
貯蔵部１１３から突出した毛細管本体１１７の端部を囲み且つ毛細管本体１１７の終端部
を覆う多孔性キャップ３０１の形態の多孔性材料が設けられる。
【００７０】
　多孔性キャップ３０１は、毛細管本体１１７に構造的支持を提供する。好ましくは、多
孔性キャップ３０１は、剛性材料を含む。従って、多孔性キャップ３０１は、毛細管本体
１１７が損傷（例えば、分裂、曲がり、平坦化）を受ける可能性を排除又は低減する。詳
細には、毛細管本体１１７の終端部が覆われているので、毛細管材料が分裂する可能性が
実質的に低減される。多孔性キャップ３０１は、カートリッジがエアロゾル発生装置と組
み立てられたときに、エアロゾル発生装置又はカートリッジのハウジング又は他の部分に
スロットを形成することによって所定位置に保持することができる。多孔性キャップ３０
１は、好ましくは、毛細管本体１１７が加熱器によって潜在的熱損傷を受けるのを防ぐこ
とができる耐熱性材料を含む。こうして、多孔性キャップは熱障壁として機能する。また
、多孔性キャップ３０１は、熱分布を改善することができる。多孔性キャップ３０１は、
エアロゾル発生システムの温度が上昇するにつれて、液体移送の効率を向上させることが
できる。図３において、多孔性キャップ３０１のサイズは、毛細管本体１１７のサイズと
比べてより小さい。従って、少量の耐熱性材料のみ必要とすることができる。耐熱性材料
は高価な場合があるので、これは製造コストを低減することができる。この実施形態にお
いて、多孔性キャップ３０１は、加熱コイルの両端で短絡しないように電気絶縁材料を含
む。
【００７１】
　図３において、多孔性キャップ３０１は、液体貯蔵部１１３から突出した毛細管本体の
端部全体を囲み、また、毛細管本体１１７の終端部を覆っている。しかしながら、多孔性
キャップは、毛細管本体１１７の熱損傷を防ぐために、単に加熱器１１９の近くで毛細管
本体を覆うだけでよい。多孔性キャップ３０１の必要な直径は、毛細管本体１１７及び液
体貯蔵部１１３のサイズによって決まることになる。多孔性キャップ３０１の必要な長さ
は、加熱器１１９のサイズによって決まり、加熱器１１９のサイズは、蒸発するのが望ま
しい液体量によって決まることになる。多孔性キャップ３０１の必要な厚さは、必要とさ
れる絶縁特性及び多孔率によって決まることになる。
【００７２】
　図４は、図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装
置と共に使用するカートリッジの第３の実施形態の概略図である。カートリッジ４００は
、液体貯蔵部１１３及び毛細管本体１１７を含み、図２及び図３と同様に、液体貯蔵部１



(14) JP 2017-18146 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

１３は液体エアロゾル形成基材１１５を収容している。更に、液体貯蔵部１１３から突出
した毛細管本体１１７の端部を囲む多孔性部材４０１が設けられる。多孔部材４０１内に
は、１つ又は複数の加熱ブレード４０３が配置される。１つ又は複数の加熱ブレード４０
３と毛細管本体１１７との間にある多孔性部材４０１の一部が多孔性材料４０５を形成す
る。加熱ブレード４０３は、電気接続部１２１を介して電気回路（図示されない）に接続
される。加熱ブレード４０３及び電気接続部１２１は、図４では概略的に示され、電気接
続部は、液体貯蔵部１１３の外側に沿って通ることができるが、これは図示されていない
。
【００７３】
　多孔性部材４０１は、毛細管本体１１７に構造的支持を提供する。好ましくは、多孔性
部材４０１は、剛性材料を含む。従って、多孔性部材４０１は、毛細管本体１１７が損傷
（例えば、分裂、曲がり、平坦化）を受ける可能性を排除又は低減する。多孔性部材４０
１は、カートリッジがエアロゾル発生装置と組み立てられたときに、エアロゾル発生装置
又はカートリッジのハウジング又は他の部分にスロットを形成することによって所定位置
に保持することができる。多孔性部材４０１は、好ましくは、毛細管本体１１７が加熱ブ
レード４０３によって潜在的熱損傷を受けるのを防ぐことができる耐熱性材料を含む。こ
うして、加熱ブレード４０３と毛細管本体１１７との間にある多孔性部材４０１の部分４
０５は、熱障壁として機能する。また、多孔性部材４０１は、熱分布を改善することがで
きる。多孔性部材４０１は、エアロゾル発生システムの温度が上昇するにつれて、液体移
送の効率を向上させることができる。図４において、多孔性部材４０１のサイズは、毛細
管本体１１７のサイズと比べてより小さい。従って、少量の耐熱性材料のみ必要とするこ
とができる。耐熱性材料は高価な場合があるので、これは製造コストを低減することがで
きる。この実施形態において、多孔性部材４０１は、１つ又は複数の加熱ブレードの両端
で短絡しないように電気絶縁材料を含む。
【００７４】
　図４において、多孔性部材４０１は、液体貯蔵部１１３から突出した毛細管本体の端部
全体を囲む。しかしながら、多孔性部材４０１は、毛細管本体の露出部分よりも短くても
よい。図４において、多孔性部材４０１は、毛細管本体１１７の終端部を覆っていないが
、図３の実施形態と同様に、毛細管本体の終端部を覆うことは可能である。加熱ブレード
４０３は、毛細管本体１１７及び多孔性部材４０１内の液体エアロゾル形成基材を加熱す
るのに好適な任意の形態をとることができる。多孔性部材４０１の必要な直径は、毛細管
本体１１７及び液体貯蔵部１１３のサイズによって決まることになる。多孔性部材４０１
の必要な長さは、加熱ブレードのサイズ及び形状によって決まり、該加熱ブレードのサイ
ズ及び形状は、蒸発するのが望ましい液体量によって決まることになる。多孔性部材４０
１、特に多孔性材料４０５の必要な厚さは、必要とされる絶縁特性及び多孔率によって決
まることになる。好ましくは、加熱ブレード４０３及び多孔性部材４０１は、一体的に形
成され、すなわち、一体部品で共に製造される。これにより製造が簡単になる。
【００７５】
　図５は、図１に示すようなエアロゾル発生システムを製作するためにエアロゾル発生装
置と共に使用するカートリッジの第４の実施形態の概略図である。しかしながら、図５に
示した実施形態は、図１から図４に示したカートリッジとは極めて異なる形態を有する。
図５において、カートリッジ５００は貯蔵部５０１を備え、貯蔵部は、内部通路５０３を
有する容器の形態である。図５において、液体貯蔵部５０１は、液体エアロゾル形成基材
５０５を収容する。好ましくは、カートリッジは、エアロゾル発生装置と好適に協働し、
内部通路５０３は、１つ又は複数の空気入口１２３（図１参照）に流入して空気出口１２
５（図１参照）に向かう空気のための空気流通路の一部を形成する。内部通路５０３は、
毛細管界面５０７の形態の毛細管材料で裏打ちされ又は部分的に裏打ちされる。加熱器５
０９は、内部通路５０３を貫通して延びる。図５において、加熱器５０９は、加熱コイル
の形態である。加熱コイルは、電気接続部（図示されない）を介して電気回路（図示され
ない）に接続される。更に、内部通路５０３を裏打ちし又は部分的に裏打ちし且つ加熱器
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５０９と毛細管界面５０７との間に障壁を提供する多孔性管体５１１の形態の多孔性材料
が設けられる。好ましくは、加熱器５０９は、多孔性管体５１１と接触状態にあり、多孔
性管体５１１は、毛細管界面５０７と接触状態にある。これにより、液体エアロゾル形成
基材が液体貯蔵部５０１から加熱器５０９に向けた良好な移送が確保される。
【００７６】
　図５に示した実施形態の動作は、図１から図４において示した実施形態の動作と同様で
ある。使用時には、エアロゾル形成基材５０５は、液体貯蔵部５０１から毛細管作用によ
って、液体と接触している毛細管界面５０７側から多孔性管体５１１と接触している毛細
管界面５０７側に運ばれる。ユーザが空気出口で吸引すると、周囲空気が内部通路５０３
を通って吸い込まれ、加熱器５０９が作動する。加熱器５０９は、毛細管界面５０７内及
び多孔性管体５１１内でエアロゾル形成基材５０５を加熱し、多孔性管体５１１は、毛細
管界面５０７を熱損傷から保護する。液体は、加熱器により蒸発されて過飽和蒸気を形成
し、同時に、蒸発した液体は、毛細管界面５０７を通って移動する別の液体で置き換えら
れて多孔性管体５１１に入る。過飽和蒸気は、内部通路を通る空気流と混合されて運ばれ
てユーザの口腔に入る。
【００７７】
　多孔性管体５１１は、毛細管界面５０７に構造的支持を提供する。好ましくは、多孔性
管体５１１は、剛性材料を含む。従って、多孔性管体５１１は、毛細管界面が損傷（例え
ば、分裂、曲がり、平坦化）を受ける可能性を排除又は低減する。また、多孔性管体５１
１は、毛細管界面５０７が内部通路５０３を裏打ちする所定位置に確実に留まるのを助け
ることができる。多孔性管体５１１は、好ましくは、毛細管界面５０７が加熱器５０９か
らの潜在的熱損傷を受けるのを防ぐことができる耐熱性材料を含む。こうして、多孔性管
体５１１は、熱障壁として機能する。また、多孔性管体５１１は、熱分布を改善すること
ができる。多孔性管体５１１は、エアロゾル発生システムの温度が上昇するにつれて、液
体移送の効率を向上させることができる。図５において、多孔性管体５１１の長さは、毛
細管界面５０７の長さと比べてより短い。従って、少量の耐熱性材料のみ必要とすること
ができる。耐熱性材料は高価な場合があるので、これは製造コストを低減することができ
る。この実施形態において、多孔性管体５１１は、加熱コイルの両端で短絡しないように
電気絶縁材料を含むことができる。
【００７８】
　図５において、多孔性管体５１１は、液体貯蔵部５０１及び毛細管界面５０７の長さに
沿って延びていないが、これは実施可能である。多孔性管体５１１は、加熱器５０９の近
くで毛細管界面５０７に熱障壁を提供する限り、液体貯蔵部５０１及び毛細管界面５０７
の任意の長さに沿って延びることができる。多孔性管体５１１の必要な直径は、液体貯蔵
部５０１の内部通路５０３のサイズによって決まることになる。多孔性管体５１１の必要
な長さは、加熱器５０９のサイズによって決まり、加熱器の大きさは、蒸発するのが望ま
しい液体量によって決まることになる。多孔性管体５１１の必要な厚さは、必要とされる
絶縁特性及び多孔率によって決まることになる。
【００７９】
　図２から図５に示した実施形態は、毛細管材料及び多孔性材料を含む。毛細管材料は、
液体エアロゾル形成基材を加熱器に向けて運ぶことができるあらゆる好適な材料又は材料
の組み合わせを備えることができる。毛細管材料の好適な実施例は、スポンジ材料又は発
泡材料、繊維又は焼結粉体の形態のセラミック又は黒鉛系材料、発泡金属又は発泡プラス
チック材料、例えば、酢酸セルロース、ポリエステル、又は結合ポリオレフィン、ポリエ
チレン、テリレン又はポリプロピレン繊維、ナイロン繊維又はセラミックなど、紡績又は
押し出し繊維で作られた繊維性材料が挙げられる。毛細管材料は、異なる液体物理的特性
で使用できるように、何らかの好適な毛細管作用を有することができる。
【００８０】
　多孔性材料は、液体エアロゾル形成基材に対して透過性があり、液体エアロゾル形成基
材が毛細管材料から加熱器に移動できるようにする、あらゆる好適な材料又は材料の組み
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合わせを含むことができる。多孔性材料は、例えばアルミナ（酸化アルミニウム）のよう
なセラミック材料である本質的に多孔性の材料を含むことができる。代替として、多孔性
材料は、液体エアロゾル形成基材が気化器に移動できる複数の製造小孔を有する材料を含
むことができる。多孔性材料は、液体エアロゾル形成基材の分布及び広がりを改善するよ
うに親水性材料を含むことができる。特定の好適な１つ又は複数の材料は、液体エアロゾ
ル形成基材の物理的特性によって決まることになる。好適な材料の実施例には、例えばス
ポンジ材料又は発泡材料、繊維又は焼結粉体の形態のセラミック又は黒鉛系材料、発泡金
属又は発泡プラスチック材料、例えば、酢酸セルロース、ポリエステル、又は結合ポリオ
レフィン、ポリエチレン、テリレン又はポリプロピレン繊維、ナイロン繊維又はセラミッ
クなど、紡績又は押し出し繊維で作られた繊維性材料などの毛細管材料が挙げられる。多
孔性材料は、異なる液体物理的特性で使用されるように、あらゆる好適な多孔率を有する
ことができる。図２から図５に例示した実施形態において、多孔性材料は、別個の部品で
ある。しかしながら、多孔性材料の他の形態も想定することができる。例えば、多孔性材
料は、加熱器又は加熱器の一部を覆う多孔性コーティングを含むことができる。また、他
の実施形態も可能である。
【００８１】
　図２から図５は、本発明によるエアロゾル発生装置と共に使用するカートリッジを示し
ている。他の実施例も実施可能である。好ましくは、カートリッジは、使い捨てであり、
再利用可能なエアロゾル発生装置と協働するよう配置される。カートリッジは、液体が使
用される場合には詰め替え又は交換することができる。従って、カートリッジ内の液体エ
アロゾル形成基材が使い果たされると、カートリッジは、廃棄されて新しいカートリッジ
と交換されるか、又は空のカートリッジを詰め替えることができる。しかしながら、エア
ロゾル発生装置は、別個のカートリッジと連動して動作するように設計されていない場合
がある。或いは、エアロゾル発生装置は、貯蔵部内に液体エアロゾル形成基材を含むか又
は受けて、液体エアロゾル形成基材を加熱するための気化器、液体エアロゾル形成基材を
気化器に向けて運ぶための毛細管材料、及び気化器と毛細管材料との間の多孔性材料を含
むことができる。すなわち、エアロゾル発生装置は、カートリッジに関連して説明したあ
らゆる部品を備えることができる。加えて、エアロゾル発生装置は、電源及び電気回路を
備えることができる。
【００８２】
　図１から図５において、気化器は電気加熱器を備え、多孔性材料は、毛細管材料を熱損
傷から保護する。また、多孔性材料は熱分布を改善し、結果としてより一貫したエアロゾ
ル形成がもたらされる。１つの好ましい実施形態において、毛細管材料はポリプロピレン
を含み、多孔性材料はセラミックを含む。本発明の発明者らは、ポリプロピレン毛細管材
料及びセラミック障壁上を覆う熱分布パターンを、多孔性材料を備えない構成の熱分布パ
ターンと比較した。毛細管材料がポリプロピレンであり、多孔性材料が設けられない場合
には、たった２秒の加熱後に、毛細管材料の温度がポリプロピレンの融点を超えることが
分かった。温度は一様ではなく、急な温度勾配及びホットスポットがある。従って、ポリ
プロピレンは、毛細管材料で使用するのに好都合で（比較的安価な）材料であるが、溶融
することになるので（多孔性材料なしでは）使用することができない。他方、毛細管材料
がセラミックであり、多孔性材料が提供されていない場合には、２秒だけの加熱後、毛細
管材料の温度はセラミックの融点（ポリプロピレンの融点よりもはるかに高い）を越えな
いことが分かった。従って、セラミックは、毛細管材料として理想的な材料ではあるが、
比較的高価である。本発明の１つの実施形態によれば、毛細管材料はポリプロピレンを含
み、セラミック多孔性材料が提供される。当該実施形態において、ポリプロピレン毛細管
材料の温度は、セラミック障壁が毛細管材料を保護するので、ポリプロピレン毛細管材料
単独で分かっている温度よりも相当に低いことが分かった。また温度は適度に一様である
ことが分かった。従って、必要な材料の大部分は（比較的安価な）ポリプロピレンとする
ことができるが、ポリプロピレンは、セラミック障壁によってその融点を超える温度から
保護することができる。
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【００８３】
　図６は、上述した３つの構成の各々に関する加熱時間（秒）対温度（°Ｃ）のグラフで
ある。図６は、２秒加熱した後に達する最高温度を示す。曲線６０１は、ポリプロピレン
毛細管材料を含み且つ多孔性材料を含まない構成に関する加熱曲線である。２秒加熱した
後の毛細管材料の到達温度は、ほぼ４００°Ｃである。曲線６０３は、セラミック毛細管
材料を含み且つ多孔性材料を含まない構成に関する加熱曲線である。２秒加熱した後の毛
細管材料の到達温度は、１００°Ｃよりも低い。曲線６０５は、ポリプロピレン毛細管材
料とセラミック障壁を共に含む本発明の実施形態に関する加熱曲線である。毛細管材料が
達する最高温度は、約１５０°Ｃに過ぎない。従って、本発明の実施形態により、毛細管
材料が達する最高温度が有意に低下すると同時に、高価なセラミック材料を大量に必要と
するのが回避される。
【００８４】
　従って、本発明によれば、エアロゾル発生装置又はカートリッジもしくはシステムは、
毛細管材料と気化器との間に多孔性材料を含む。多孔性材料は、毛細管材料に対し構造的
支持を提供し、製造コストを低減することができ、気化器が加熱器を備える場合、毛細管
材料を熱損傷から保護することができる。多孔性材料の実施形態について、図２から図６
を参照して説明してきた。１つの実施形態に関して説明した特徴はまた、別の実施形態に
も同様に適用することができる。
【符号の説明】
【００８５】
１００　エアロゾル発生システム
１０１　ハウジング
１０３　第１の端部（カートリッジ）
１０５　第２の端部（装置）
１１３　貯蔵部
１１５　液体
１１７　毛細管本体
１１９　加熱器
２００　カートリッジ
２０１　多孔性スリーブ
３０１　多孔性キャップ
４０１　多孔性部材
５０７　毛細管界面
５１１　多孔性管体



(18) JP 2017-18146 A 2017.1.26

【図６】 【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(19) JP 2017-18146 A 2017.1.26

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月2日(2016.11.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部と、
　前記エアロゾル形成基材を加熱するための気化器と、
　毛細管作用によって前記貯蔵部から前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶ
ための毛細管材料と、
　前記毛細管材料と前記気化器との間にある多孔性材料と、
を含む、エアロゾル発生装置。
【請求項２】
　前記エアロゾル発生装置が電気作動式であり、前記気化器が、前記エアロゾル形成基材
を加熱するための電気加熱器を備える、請求項１に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項３】
　前記多孔性材料が耐熱性材料を含む、請求項１又は２に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項４】
　前記気化器が多孔性部材内に位置し、該多孔性部材が前記多孔性材料を含む、請求項１
から３の何れか１項に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項５】
　前記毛細管材料が、前記貯蔵部から前記気化器に向けてエアロゾル形成基材を運ぶため
の細長い毛細管本体を含み、該毛細管本体が、前記貯蔵部内に延びる第１の端部と、該第
１の端部とは反対側の第２の端部とを備え、前記気化器が、前記毛細管本体の第２の端部
において前記エアロゾル形成基材を蒸発させるように構成される、請求項１から４の何れ
か１項に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項６】
　前記多孔性材料が、前記毛細管本体の前記第２の端部を実質的に囲む多孔性材料のスリ
ーブを含む、請求項５に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項７】
　前記多孔性材料が、前記毛細管本体の前記第２の端部を実質的に覆う多孔性材料のキャ
ップを含む、請求項５又は６に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項８】
　前記貯蔵部が内部通路を含み、前記気化器が、前記貯蔵部の内部通路の少なくとも一部
を通って延び、前記毛細管材料が、前記内部通路を少なくとも部分的に裏打ちする毛細管
界面を含む、請求項１から４の何れか１項に記載のエアロゾル発生装置。
【請求項９】
　エアロゾル形成基材と、
　前記エアロゾル形成基材を加熱するための気化器と、
　毛細管作用によって前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶための毛細管材
料と、
　前記毛細管材料と前記気化器との間にある多孔性材料と、
を含む、カートリッジ。
【請求項１０】
　前記気化器が、前記エアロゾル形成基材を加熱するための電気加熱器を備え、該電気加
熱器は、電気作動式のエアロゾル発生装置において電源に接続可能である、請求項９に記
載のカートリッジ。
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【請求項１１】
　前記多孔性材料が耐熱性材料を含む、請求項９又は１０に記載のカートリッジ。
【請求項１２】
　前記気化器が多孔性部材内に位置し、該多孔性部材が前記多孔性材料を含む、請求項１
０又は１１に記載のカートリッジ。
【請求項１３】
　前記エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部をさらに含む、請求項９から１２の何れ
か１項に記載のカートリッジ。
【請求項１４】
　前記エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部をさらに含み、前記毛細管材料が、前記
貯蔵部から前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶための細長い毛細管本体を
含み、該毛細管本体は、前記貯蔵部内に延びる第１の端部と、該第１の端部とは反対側の
第２の端部とを備え、前記気化器が、前記毛細管本体の第２の端部において前記エアロゾ
ル形成基材を蒸発させるように構成される、請求項９から１２の何れか１項に記載のカー
トリッジ。
【請求項１５】
　前記エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部をさらに含み、前記貯蔵部が内部通路を
含み、前記気化器が、前記貯蔵部の内部通路の少なくとも一部を通って延び、前記毛細管
材料が、前記内部通路を少なくとも部分的に裏打ちする毛細管界面を含む、請求項９から
１２の何れか１項に記載のカートリッジ。
【請求項１６】
　カートリッジと協働するエアロゾル発生装置を備え、前記カートリッジ又は前記エアロ
ゾル発生装置が、エアロゾル形成基材を貯えるための貯蔵部を含み、前記カートリッジ又
は前記エアロゾル発生装置が、前記エアロゾル形成基材を加熱してエアロゾルを形成する
ための気化器を含み、前記カートリッジ又は前記エアロゾル発生装置が、毛細管作用によ
って前記貯蔵部から前記気化器に向けて前記エアロゾル形成基材を運ぶための毛細管材料
を含み、前記カートリッジ又は前記エアロゾル発生装置が、前記毛細管材料と前記気化器
との間にある多孔性材料を含む、エアロゾル発生システム。
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