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(57)【要約】
　プレベイパー製剤を収容するように構成される、プレ
ベイパー製剤タンク（２２）であって、それを通る流路
（２８）を画定する、プレベイパー製剤タンク（２２）
を備える、不燃性ベイピング要素が提供される。不燃性
ベイピング要素はまた、プレベイパー製剤タンク（２２
）に結合され、プレベイパー製剤の少なくとも一部分を
加熱して蒸気にするように、かつ流路（２８）の第一の
部分に蒸気を提供するように構成される、発熱体（３４
）と、流路（２８）の第二の部分にあり、蒸気を受ける
ように位置付けられる、たばこ要素（８０）と、を備え
る。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレベイパー製剤を収容するように構成される、プレベイパー製剤タンクであって、そ
れを通る流路を画定する、プレベイパー製剤タンクと、
　前記プレベイパー製剤タンクに結合され、前記プレベイパー製剤の少なくとも一部分を
加熱して蒸気にするように、かつ前記流路の第一の部分に前記蒸気を提供するように構成
される、発熱体と、
　前記流路の第二の部分にあり、前記蒸気を受けるように位置付けられる、たばこ要素と
、を備える、不燃性ベイピング要素。
【請求項２】
　前記たばこ要素および前記発熱体が、前記流路の対向する端にある、請求項１に記載の
不燃性ベイピング要素。
【請求項３】
　前記たばこ要素が、前記流路内に挿入されるように構成される着脱可能なインサートで
あり、前記着脱可能なインサートが、たばこ風味材料を含む、請求項１または２に記載の
不燃性ベイピング要素。
【請求項４】
　前記着脱可能なインサートが、前記たばこ風味材料の端にフィルターを含む、請求項３
に記載の不燃性ベイピング要素。
【請求項５】
　前記着脱可能なインサートが、前記フィルターおよび前記たばこ風味材料と重なるチッ
ピングペーパーを含む、請求項４に記載の不燃性ベイピング要素。
【請求項６】
　前記チッピングペーパーが、前記フィルターおよび前記たばこ風味材料の外側表面領域
を覆う、請求項５に記載の不燃性ベイピング要素。
【請求項７】
　前記チッピングペーパーが、前記たばこ風味材料の外側表面領域全体を覆う、請求項５
または６に記載の不燃性ベイピング要素。
【請求項８】
　前記着脱可能なインサートが、少なくとも一つの風味剤を保持する香味材料を含む、請
求項３～７のいずれかに記載の不燃性ベイピング要素。
【請求項９】
　前記プレベイパー製剤がニコチンを含む、請求項１～８のいずれかに記載の不燃性ベイ
ピング要素。
【請求項１０】
　電力を供給するように構成される、電源セクションと、
　前記供給された電力を受けるように構成される、不燃性ベイピング要素であって、
　プレベイパー製剤を収容するように構成される、プレベイパー製剤タンクであって、そ
れを通る流路を画定する、プレベイパー製剤タンク、
　前記プレベイパー製剤タンクに結合され、前記供給された電力を用いて、前記プレベイ
パー製剤の少なくとも一部分を加熱して蒸気にするように構成される、発熱体であって、
前記流路の第一の部分に前記蒸気を提供するように構成される、発熱体、および
　前記流路の第二の部分にあり、前記蒸気を受けるように位置付けられる、たばこ要素を
含む、不燃性ベイピング要素と、を備える、不燃性ベイピング装置。
【請求項１１】
　前記たばこ要素および前記発熱体が、前記流路の対向する端にある、請求項１０に記載
の不燃性ベイピング装置。
【請求項１２】
　前記たばこ要素が、前記流路内に挿入されるように構成される着脱可能なインサートで
あり、前記着脱可能なインサートが、たばこ風味材料を含む、請求項１０または１１に記
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載の不燃性ベイピング装置。
【請求項１３】
　前記着脱可能なインサートが、前記たばこ風味材料の端にフィルターを含む、請求項１
２に記載の不燃性ベイピング装置。
【請求項１４】
　前記着脱可能なインサートが、前記フィルターおよび前記たばこ風味材料と重なるチッ
ピングペーパーを含む、請求項１３に記載の不燃性ベイピング装置。
【請求項１５】
　前記チッピングペーパーが、前記フィルターおよび前記たばこ風味材料の外側表面領域
を覆う、請求項１４に記載の不燃性ベイピング装置。
【請求項１６】
　前記チッピングペーパーが、前記たばこ風味材料の外側表面領域全体を覆う、請求項１
４または１５に記載の不燃性ベイピング装置。
【請求項１７】
　前記着脱可能なインサートが、少なくとも一つの風味剤を保持する香味材料を含む、請
求項１２～１６のいずれかに記載の不燃性ベイピング装置。
【請求項１８】
　前記プレベイパー製剤がニコチンを含む、請求項１０～１７のいずれかに記載の不燃性
ベイピング装置。
【請求項１９】
　プレベイパー製剤を収容するように構成される、プレベイパー製剤タンクであって、そ
れを通る流路を画定する、プレベイパー製剤タンクと、
　前記プレベイパー製剤タンクに結合され、前記プレベイパー製剤の少なくとも一部分を
加熱して蒸気にするように、かつ前記流路の第一の部分に前記蒸気を提供するように構成
される、発熱体と、
　着脱可能なインサートが、前記蒸気を受けるように位置付けられるように、前記流路の
第二の部分において前記流路内に挿入されるように構成される、着脱可能なインサートで
あって、前記着脱可能なインサートが、少なくとも一つの風味剤を保持する香味材料を含
み、前記着脱可能なインサートが、前記受けた蒸気内に前記少なくとも一つの風味剤を放
出するように構成される、着脱可能なインサートと、を備える、ｅベイピング要素。
【請求項２０】
　前記プレベイパー製剤がニコチンを含む、請求項１９に記載のｅベイピング要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　例示的な実施形態は、電子ベイピング装置、ｅベイピング装置、および不燃性ベイピン
グ装置に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　電子ベイピング装置（ＥＶＤ）としても本明細書で言及するｅベイピング装置は、携帯
型ベイピング用に成人電子ベイピング使用者によって使用され得る。ｅベイピング装置内
の香味付きの蒸気は、ｅベイピング装置によって生成されうる蒸気とともに香味を送達す
るように用いられ得る。香味付きの蒸気は、香味システムを介して、送達され得る。
【０００３】
　ｅベイピング装置は、プレベイパー製剤を蒸発させて蒸気を生成するヒーターを含む。
ｅベイピング装置は、電源と、カートリッジまたはヒーターを含むｅベイピングタンクと
、加えてプレベイパー製剤を保持することができる貯蔵部とを含むいくつかのｅベイピン
グ要素を含み得る。
【発明の概要】
【０００４】
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　いくつかの例示的な実施形態によると、不燃性ベイピング要素は、プレベイパー製剤タ
ンクと、プレベイパー製剤タンクに結合される発熱体と、たばこ要素と、を含み得る。プ
レベイパー製剤タンクは、プレベイパー製剤を収容するように構成され得る。プレベイパ
ー製剤タンクは、それを通る流路を画定し得る。発熱体は、プレベイパー製剤タンクに結
合されてもよく、プレベイパー製剤の少なくとも一部分を加熱して蒸気にするように、か
つ流路の第一の部分に蒸気を提供するように構成されてもよい。たばこ要素は、流路の第
二の部分にあり、蒸気を受けるように位置付けられてもよい。
【０００５】
　たばこ要素と発熱体は、流路の対向する端にあり得る。
【０００６】
　たばこ要素は、流路内に挿入されるように構成される着脱可能なインサートであっても
よく、着脱可能なインサートは、たばこ風味材料を含む。
【０００７】
　着脱可能なインサートは、たばこ風味材料の端にフィルターを含み得る。
【０００８】
　着脱可能なインサートは、フィルターおよびたばこ風味材料を覆うチッピングペーパー
を含み得る。
【０００９】
　チッピングペーパーは、フィルターおよびたばこ風味材料の外側表面領域を覆い得る。
【００１０】
　チッピングペーパーは、たばこ風味材料の外側表面領域全体を覆ってもよい。
【００１１】
　着脱可能なインサートは、香味材料を含み得る。香味材料は、少なくとも一つの風味剤
を保持し得る。
【００１２】
　プレベイパー製剤は、ニコチンを含んでもよい。
【００１３】
　いくつかの例示的な実施形態によると、不燃性ベイピング装置は、電力を供給するよう
に構成される電源セクションと、供給される電力を受けるように構成される不燃性ベイピ
ング要素と、を含み得る。不燃性ベイピング要素は、プレベイパー製剤を収容するように
構成されるプレベイパー製剤タンクと、プレベイパー製剤タンクに結合される発熱体と、
たばこ要素と、を含み得る。プレベイパー製剤タンクは、それを通る流路を画定し得る。
発熱体は、供給された電力を用いて、プレベイパー製剤の少なくとも一部分を加熱して蒸
気にするように構成され得る。発熱体は、流路の第一の部分に蒸気を供給するように構成
され得る。たばこ要素は、流路の第二の部分にあってもよく、蒸気を受けるように位置付
けられてもよい。
【００１４】
　たばこ要素と発熱体は、流路の対向する端にあり得る。
【００１５】
　たばこ要素は、流路内に挿入されるように構成される着脱可能なインサートであり得る
。着脱可能なインサートは、たばこ風味材料を含み得る。
【００１６】
　着脱可能なインサートは、たばこ風味材料の端にフィルターを含み得る。
【００１７】
　着脱可能なインサートは、フィルターおよびたばこ風味材料を覆うチッピングペーパー
を含み得る。
【００１８】
　チッピングペーパーは、フィルターおよびたばこ風味材料の外側表面領域を覆い得る。
【００１９】
　チッピングペーパーは、たばこ風味材料の外側表面領域全体を覆ってもよい。
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【００２０】
　着脱可能なインサートは、香味材料を含み得る。香味材料は、少なくとも一つの風味剤
を保持し得る。
【００２１】
　プレベイパー製剤は、ニコチンを含んでもよい。
【００２２】
　いくつかの例示的な実施形態によると、ベイピング要素は、プレベイパー製剤を収容す
るように構成されるプレベイパー製剤タンクと、プレベイパー製剤タンクに結合される発
熱体と、着脱可能なインサートと、を含み得る。プレベイパー製剤タンクは、プレベイパ
ー製剤を収容するように構成され得る。プレベイパー製剤タンクは、それを通る流路を画
定し得る。発熱体は、プレベイパー製剤の少なくとも一部分を加熱して蒸気にするように
、かつ流路の第一の部分に蒸気を提供するように構成されてもよい。着脱可能なインサー
トは、着脱可能なインサートが蒸気を受けるように位置付けられるように、流路の第二の
部分において流路内に挿入されるように構成され得る。着脱可能なインサートは、少なく
とも一つの風味剤を保持する香味材料を含み得る。着脱可能なインサートは、受けた蒸気
内に少なくとも一つの風味剤を放出するように構成され得る。
【００２３】
　プレベイパー製剤は、ニコチンを含んでもよい。
【００２４】
　本明細書の非限定的な実施形態の様々な特徴および利点は、詳細な説明を添付の図面と
併せて検討すると、より明らかになるはずである。添付の図面は単に図示の目的のために
提供され、請求項の範囲を制限するものと解釈されるべきではない。添付の図面は、明示
的に注記されていない限り、実寸に比例して描かれていると考えられるべきでない。明瞭
化の目的で、図面の様々な寸法は誇張されている場合がある。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】図１Ａは、一部の例示的な実施形態によるｅベイピング装置の側面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａの、線ＩＢ－ＩＢ’に沿ったｅベイピング装置の断面図であ
る。
【図１Ｃ】図１Ｃは、いくつかの例示的な実施形態によるｅベイピング装置の分解組立図
である。
【図２Ａ】図２Ａは、いくつかの例示的な実施形態によるプレベイパー製剤タンクセクシ
ョンの断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、いくつかの例示的な実施形態によるプレベイパー製剤タンクセクシ
ョンの断面図である。
【図３】図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃおよび図３Ｄは、いくつかの例示的な実施形態による香
味インサートの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　いくつかの詳細な例示的な実施形態が本明細書で開示されている。しかしながら、本明
細書に開示されている特定の構造面および機能面の詳細は、例示的な実施形態を説明する
ことを目的とした単なる典型である。しかしながら、例示的な実施形態は、数多くの代替
的な形態で具体化されることができ、本明細書に記載の実施形態のみに限定されるものと
解釈されるべきではない。
【００２７】
　従って、例示的な実施形態は、様々な修正および代替的形態が可能である一方で、その
実施形態は例として図面に示されており、本明細書で詳細に説明する。ところが、当然の
ことながら、開示された特定の形態に対する例示的な実施形態に限定する意図はなく、反
対に、例示的な実施形態は、例示的な実施形態の範囲の中に収まるあらゆる修正、均等物
、代替物が網羅される。同様の数字は、図の説明の全体で同様の要素を意味する。
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【００２８】
　要素または層が別の要素もしくは層「の上にある」、「に接続される」、「に結合され
る」、または「を覆う」と言及される時、これはもう一方の要素もしくは層の上に直接あ
る、それに直接的に接続される、それに直接的に結合される、またはそれを直接的に覆う
、あるいは介在する要素もしくは層が存在してもよいことが理解されるべきである。対照
的に、要素が別の要素もしくは層「の上に直接ある」、「に直接的に接続される」、また
は「に直接的に結合される」と言及される時、介在する要素もしくは層は存在しない。同
様の数字は、明細書の全体で同様の要素を指す。
【００２９】
　第一の、第二の、第三のなどという用語は、様々な要素、領域、層、またはセクション
を記述するために本明細書で使用されてもよいが、これらの要素、領域、層、またはセク
ションはこれらの用語によって限定されないことを理解するべきである。これらの用語は
、一つの要素、領域、層、またはセクションを別の要素、領域、層、またはセクションと
区別するためにのみ使用される。それ故、下記で考察される第一の要素、領域、層、また
はセクションは、例示的な実施形態の教示内容から逸脱することなく、第二の要素、領域
、層、またはセクションと呼ぶこともできる。
【００３０】
　空間的関係の用語（例えば、「下に」、「下方に」、「下部」、「上方に」、「上部」
、およびこれに類するもの）は、図中で図示する際に、一つの要素または特徴と他の要素
または特徴との間の関係を説明しやすくするために本明細書で使用されてもよい。空間的
関係の用語は、図に図示されている方向に加えて、使用時または動作時に装置の異なる方
向を包含することが意図されていることを理解するべきである。例えば、図中の装置をひ
っくり返した場合、他の要素または特徴の「下方に」または「下に」と説明されている要
素は、その後は他の要素または特徴の「上方に」方向付けられることになる。従って、用
語「下方に」は上方および下方の両方の方向を包含する場合がある。装置は、その他の方
法で（９０度回転して、または他の方向で）方向付けられる場合があり、本明細書で使用
される空間的関係の記述語は適宜に解釈される。
【００３１】
　本明細書で使用される用語は、様々な例示的な実施形態を説明する目的のみのものであ
り、例示的な実施形態の制限を意図しない。単数形「一つの（ａ）」、「一つの（ａｎ）
」、および「その（ｔｈｅ）」は本明細書で使用される場合、複数形も含むことが意図さ
れているが、文脈によって明らかにそうではないことが示される場合はその限りではない
。本明細書で使用される時、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎ
ｇ）」「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、および「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」
という用語は述べられた特徴、整数、工程、動作、または要素の存在を特定するが、一つ
以上の他の特徴、整数、工程、動作、要素、またはこれらの群の存在または追加を除外し
ないことがさらに理解されるであろう。
【００３２】
　例示的な実施形態は、例示的な実施形態の理想的な実施形態の概略図（および中間構造
）である断面図を参照して本明細書で説明される。このように、例えば製造技法または許
容差の結果として得られた図の形状からの変化が予想される。従って、例示的な実施形態
は、本明細書に図示された領域の形状を限定するものとして解釈されるべきでなく、例え
ば製造に起因する形状の逸脱を含む。
【００３３】
　その他の方法で定義されない限り、本明細書で使用されるすべての用語（技術的用語お
よび科学的用語を含む）は、例示的な実施形態が属する当該技術分野の当業者が通常理解
しているものと同じ意味を有する。用語（一般的に使用されている辞書で定義された用語
を含む）は、関連する技術分野の文脈でのそれらの用語の意味と一致する意味を有するも
のと解釈されるべきであり、理想的なまたは過度に正式な意味で解釈されないが、本明細
書で明示的にそのように定義されている場合はその限りではないことがさらに理解される
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であろう。
【００３４】
　図１Ａは、一部の例示的な実施形態によるｅベイピング装置６０の側面図である。図１
Ｂは、図１Ａの、線ＩＢ－ＩＢ’に沿ったｅベイピング装置の断面図である。図１Ｃは、
いくつかの例示的な実施形態によるｅベイピング装置の分解組立図である。ｅベイピング
装置６０は、２０１３年１月３１日に出願されたＵ．Ｓ．Ｐａｔｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．２０１３／０１９２６２３　ｔｏ　Ｔｕｃｋ
ｅｒ　ｅｔ　ａｌ．、および２０１３年１月１４日に出願されたＵ．Ｓ．Ｐａｔｅｎｔ　
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．２０１３／０１９２６１９　
ｔｏ　Ｔｕｃｋｅｒ　ｅｔ　ａｌ．において述べられる特徴のうち一つ以上を含み得、そ
のそれぞれの全内容が参照により本明細書に組み込まれる。本明細書で使用される「ｅベ
イピング装置」という用語は、形態、大きさ、または形状にかかわらず、すべての種類の
電子ベイピング装置を含む。いくつかの例示的な実施形態では、ｅベイピング装置６０は
不燃性ベイピング装置である。
【００３５】
　図１Ａ～図１Ｃを参照すると、ｅベイピング装置６０は、時々「ｅベイピングタンク」
として本明細書で言及される、交換可能なプレベイパー製剤タンクセクション（または第
一のセクション）７０と、再使用可能な電源セクション（または第二のセクション）７２
と、香味インサート８０と、を含む。セクション７０、７２は、それぞれのセクション７
０、７２の相補的な境界面７４、８４で一緒に連結され得る。香味インサート８０は、プ
レベイパー製剤タンクセクション７０の流路２８の開口部５０ｂ内に挿入されることによ
って、プレベイパー製剤タンクセクション７０に結合され得る。香味インサート８０は、
開口部５０ｂ内に挿入されることに基づいて、流路２８の出口部分に位置付けられ得る。
香味インサート８０は、流路２８の出口部分に位置付けられることに基づいて、プレベイ
パー製剤タンクセクション７０によって形成される蒸気を受けるように位置付けられ得る
。
【００３６】
　いくつかの例示的な実施形態では、境界面７４、８４は、ねじ状のコネクタである。境
界面７４、８４が、限定されないが、滑り嵌め、戻り止め、クランプ、差込みピン、また
は留め金のうちの少なくとも一つを含む、任意のタイプのコネクタであってもよいことは
認識されるべきである。
【００３７】
　プレベイパー製剤タンクセクション７０は、プレベイパー製剤タンク２２および受接管
９０を含み得る。プレベイパー製剤タンク２２および受接管９０は、コネクタ素子２９、
１２ａ（例えば、それぞれの雄および雌ねじ接続部）を介して、それぞれ接続され得る。
接続要素２９、１２ａは、相補的なコネクタであり得る。受接管９０は、境界面７４を含
み、境界面７４と８４、さらに境界面２９と１２ａの結合を通じて、電源セクション７２
にプレベイパー製剤タンク２２を結合する。
【００３８】
　図１Ａ～図１Ｃをさらに参照すると、プレベイパー製剤タンク２２は、長手方向に延在
する外側管（またはハウジング）２４と、長手方向に延在する内側管２５と、プレベイパ
ー製剤タンク２２の出口端部を画定するガスケット組立品５１と、を含む。プレベイパー
製剤タンク２２の対向する端部（先端部）は、外側ハウジング２４および内側管２５のそ
れぞれの先端部を含む。
【００３９】
　いくつかの例示的な実施形態では、外側ハウジング２４は、プレベイパー製剤タンクセ
クション７０と電源セクション７２の両方を収容する単一の管であってもよく、またｅベ
イピング装置６０全体を使い捨てとすることができる。図１Ａ～図１Ｃに示す例示的な実
施形態に示されるように、外側ハウジング２４は、概して円柱状の断面を有し得る。いく
つかの例示的な実施形態では、外側ハウジング２４は、プレベイパー製剤タンクセクショ
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ン７０および電源セクション７２のうち一つ以上沿う全体的に三角形の断面を持ち得る。
いくつかの例示的な実施形態では、外側ハウジング２４は、ｅベイピング装置６０の出口
端部における円周または寸法よりも大きい先端部における円周または寸法を有し得る。
【００４０】
　内側管２５は、プレベイパー製剤タンク２２を通る流路２８の少なくとも一部分を画定
し得る。内側管２５の先端部は、流路２８の先端部分（または「第一の部分」）に開口部
５０ａを画定し得る。図１Ｂに示すように、内側管２５の出口端部は、ガスケット組立品
５１と結合して、流路２８の出口部分（または「第二の部分」）に開口部５０ｂを画定す
る。いくつかの例示的な実施形態では、内側管２５は、ガスケット組立品５１を通じて延
在して、流路２８の出口部分を画定する。いくつかの例示的な実施形態では、ガスケット
組立品５１は流路５１ｃを含む。図１Ｂに示す例示的な実施形態では、内側管２５の出口
端部は、ガスケット組立品流路５１ｃを通じて延在して、流路２８の出口部分および流路
２８の開口部５０ｂを画定する。
【００４１】
　いくつかの例示的な実施形態では、ガスケット組立品５１は、ガスケット組立品流路５
１ｃおよび内側管２５が流路２８の個々の部分を画定し、またガスケット組立品流路５１
ｃが流路２８の開口部５０ｂおよび出口部分の両方を画定するように、内側管２５と結合
し得る。
【００４２】
　いくつかの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤タンク２２は、貯蔵部２３の形態
のプレベイパー製剤貯蔵部を含む。図１Ａ～図１Ｃに示す例示的な実施形態を含むいくつ
かの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤タンク２２は、環状の貯蔵部２３を含む。
貯蔵部２３は、外側ハウジング２４の内側表面、内側管２５の外側表面、プレベイパー製
剤タンク２２の出口端部におけるガスケット組立品５１、ならびにコネクタ素子１２ａお
よび１５を介してそれぞれ外側ハウジング２４および内側管２５に結合される、受接管９
０に含まれるガスケット組立品８によって画定される。
【００４３】
　ガスケット組立品５１は、外側ハウジング２４および内側管２５のそれぞれの出口端部
に結合されて、貯蔵部２３の出口端部を画定する。図１Ｂに示すように、ガスケット組立
品５１は、流路５１ｃを含み、それは、ガスケット組立品５１を通じて延在する流路２８
の出口部分を画定し得る。
【００４４】
　図１Ａ～図１Ｃに示す例示的な実施形態では、貯蔵部２３は、中央の空気流路２８の周
りに位置付けられる環状部である。流路２８は、内側管２５の内側表面によって少なくと
も部分的に画定される。流路２８は、貯蔵部２３にプレベイパー製剤を加えるために、プ
レベイパー製剤タンク２２の内部にアクセスするための開口部を提供し得る。プレベイパ
ー製剤タンク２２は、プレベイパー製剤タンク２２を連続的に再利用するために、任意の
市販のプレベイパー製剤を用いて貯蔵部の開口部を介して、再充填可能であり得る。いく
つかの例示的な実施形態では、貯蔵部の開口部は、ガスケット組立品５１に含まれ、ガス
ケット組立品５１を通るプレベイパー製剤タンク２２の外部から貯蔵部２３へのアクセス
を可能にする。
【００４５】
　プレベイパー製剤タンク２２の少なくとも一部分は、透明な壁を有し、それは、，貯蔵
部２３内のプレベイパー製剤の量の手動の観察および監視を可能にし得る。例えば、外側
ハウジング２４の少なくとも一部分は、透明材料、半透明材料、いくつかのそれらの組み
合わせ等であり得る。内側管２５の少なくとも一部分は、透明材料、半透明材料、いくつ
かのそれらの組み合わせ等であり得る。図１Ａ～図１Ｃに示すように、外側ハウジング２
４は、貯蔵部２３内に保持されているプレベイパー製剤の量の視覚的に観察可能な表示を
提供し得る、一組の目盛線７１を含み得る。
【００４６】
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　図１Ｃに示すように、プレベイパー製剤タンク２２は、外側ハウジング２４および内側
管２５のそれぞれの先端部の間に画定される、貯蔵部の開口部５０ｄを含み得る。図１Ｃ
に示すように、貯蔵部の開口部５０ｄは、内側管２５によって画定される流路２８の周り
に延在する、環状の開口部であり得る。貯蔵部の開口部５０ｄは、成人ｅベイピング装置
使用者がプレベイパー製剤タンク２２の内部にアクセスして、貯蔵部２３内に一つ以上の
プレベイパー製剤を加えるための開口部を提供し得る。こうした加えることには、プレベ
イパー製剤タンク２２と受接管９０を分離すること、開口部５０ｄを通じて、貯蔵部２３
にプレベイパー製剤を加えること、およびプレベイパー製剤タンク２２と受接管９０とを
一緒に再結合することが含まれ得る。
【００４７】
　ガスケット組立品５１は、香味インサート８０がガスケット組立品５１の通路を通じて
挿入された時に、香味インサート８０をｅベイピング装置６０に結合して、流路２８の出
口端部に香味インサート８０を位置付けるように構成される、一つ以上のコネクタ素子５
２を含む。いくつかの例示的な実施形態では、コネクタ素子５２は、流路２８の内側表面
の周りに延在する。
【００４８】
　プレベイパー製剤タンク２２は、外側ハウジング２４の先端部にコネクタ素子２９を含
み得る。コネクタ素子２９は、受接管９０のコネクタ素子１２ａと結合するように構成さ
れる。内側管２５の先端部は、受接管９０のコネクタ素子１５と結合するように構成され
得る。示されるように、外側ハウジング２４および内側管２５のうち一つ以上は、個々に
形成される、耐熱性プラスチックまたはガラス繊維織布で構成された自立型の（個別の）
中空体を含み得る。
【００４９】
　図１Ａ～図１Ｃをさらに参照すると、受接管９０は、ガスケット組立品８、分配境界面
３２、発熱体３４および境界面７４を含む。示されるように、受接管９０は、コネクタ素
子９１と、電気リード線３６－１および３６－２と、をさらに含む。電気リード線３６－
１および３６－２は、境界面７４およびコネクタ素子９１のそれぞれに発熱体３４を結合
する。
【００５０】
　コネクタ素子９１は、絶縁材料９１ｂと導電性材料９１ａを含み得る。導電性材料９１
ａは、リード線３６－２を電源１２に電気的に結合してもよく、リード線３６－２と境界
面７４との間の電気的短絡の可能性が低減されるか防止されるように、絶縁材料９１ｂは
導電性材料９１ａを境界面７４から絶縁してもよい。例えば、コネクタ素子９１がｅベイ
ピング装置６０の長手方向軸に直交する円筒形の断面を含む場合、コネクタ素子９１に含
まれる絶縁材料９１ｂは、コネクタ素子９１の外側環状部分にあってもよく、導電性材料
９１ａは、絶縁材料９１ｂが導電性材料９１ａを囲んで導電性材料９１ａと境界面７４と
の間の電気的短絡の可能性を低減または防止するように、コネクタ素子９１の内側円筒形
部分にあってもよい。
【００５１】
　ガスケット組立品８は、内側管２５の先端部と結合するように構成される、ノーズ部３
０を含む。ガスケット組立品８は、ノーズ部３０を通じて延在し、流路２８の先端部分を
画定する内側管２５の内部に開口する、流路１４を含む。
【００５２】
　受接管９０は、ガスケット組立品８の後部部分に内部空間１０を含む。空間１０は、受
接管９０の外側ハウジング３８、境界面７４、ガスケット組立品８、およびコネクタ素子
９１によって画定される。空間１０は、通路１４と、ガスケット組立品８とコネクタ素子
９１との間に位置される一つ以上の空気吸込み口ポート４４との間の連通を確実にする。
コネクタ素子９１は、境界面７４内に含まれ得る。
【００５３】
　いくつかの例示的な実施形態では、少なくとも一つの空気吸込み口ポート４４は、境界
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面７４に隣接して外側ハウジング３８に形成され、成人ｅベイピング装置使用者の指が空
気吸込み口ポート４４のうちの一つを塞ぐ可能性を最小にし、またベイピングの間の引き
出し抵抗（ＲＴＤ）を制御し得る。いくつかの例示的な実施形態では、空気吸込み口ポー
ト４４は、それらの直径が、製造時に正確に制御されて、一つのｅベイピング装置６０か
ら次のものへと複製されるように、精密な工具を用いて外側ハウジング３８内に機械加工
され得る。
【００５４】
　いくつかの例示的な実施形態では、空気吸込み口ポート４４は、超硬合金ドリルビット
またはその他の高精密な道具もしくは技術を用いて穴をあけられ得る。いくつかの例示的
な実施形態では、外側ハウジング３８は、空気吸込み口ポート４４のサイズおよび形状が
、製造作業、包装および蒸気の吸引の間に変化しなくなり得るように、金属または金属合
金で形成され得る。したがって、空気吸込み口４４は、一定したＲＴＤを提供することが
できる。いくつかの例示的な実施形態では、空気吸込み口ポート４４は、ｅベイピング装
置６０が約６０ミリメートルの水～約１５０ミリメートルの水の範囲においてＲＴＤを有
するように、サイズ設定され、また構成され得る。
【００５５】
　図１Ｂに示すように、ガスケット組立品８は、受接管９０がコネクタ素子１２ａおよび
１５を通じてプレベイパー製剤タンク２２結合された時に、貯蔵部２３の先端部を画定す
るように構成される。ガスケット組立品８は、流路１４の内側表面に結合されるコネクタ
素子１５を含む。コネクタ素子１５は、内側管２５の先端部をガスケット組立品８に結合
して、空間１０および流路１４、２８から貯蔵部２３を密封する、または実質的に密封し
得る。
【００５６】
　ガスケット組立品８は、貯蔵部２３からプレベイパー製剤を引き出すように構成される
分配境界面３２、および引き出されたプレベイパー製剤を気化して、蒸気９５を形成する
ように構成される発熱体３４を含む。分配境界面３２と発熱体３４は、気化器組立品とし
て集合的に言及され得る。
【００５７】
　分配境界面３２は、分配境界面３２が流路１４にわたって横軸方向に延在し得るように
、ガスケット組立品８に結合される。図１Ｂに示す例示的な実施形態では、分配境界面３
２は、ノーズ部３０に結合され、ノーズ部３０内に流路１４を通じて延在する。
【００５８】
　分配境界面３２は、ガスケット組立品８の側部分を通じて突出する一つ以上の端部を含
んでもよく、そのため分配境界面３２の一つ以上の端部は、受接管９０がプレベイパー製
剤タンク２２に結合された時に、貯蔵部２３の内部に露出され得る。分配境界面３２の一
つ以上の端部は、貯蔵部２３内に保持されているプレベイパー製剤に浸され得る。図１Ｂ
に示す例示的な実施形態では、例えば、受接管９０は、分配境界面３２の中央部分（「ト
ランク」）が流路１４を通じて延在し、かつ分配境界面３２の端部分（「根元」）がノー
ズ部３０の個々の外側表面から延在するように、ガスケット組立品８のノーズ部３０に結
合される、分配境界面３２を含む。図１Ｂに示すように、分配境界面３２の端部分は、受
接管９０とプレベイパー製剤タンク２２が一緒に結合された時に、貯蔵部２３内に位置付
けられ、そのため分配境界面３２は、貯蔵部２３からプレベイパー製剤を引き出すように
構成される。
【００５９】
　発熱体３４は、分配境界面３２に結合され、熱を発生するように構成される。図１Ｂに
示す例示的な実施形態に示すように、発熱体３４は、ガスケット組立品８の対向する部分
間の流路１４にわたって横軸方向に延在し得る。いくつかの例示的な実施形態では、発熱
体３４は、流路１４の長手方向軸に平行に延在し得る。
【００６０】
　分配境界面３２は、貯蔵部２３からプレベイパー製剤を引き出すように構成され、その
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ためプレベイパー製剤は、発熱体３４による分配境界面３２の加熱に基づいて、分配境界
面３２から気化され得る。
【００６１】
　ベイピングの間、プレベイパー製剤は、分配境界面３２の毛細管作用によって、貯蔵部
２３および貯蔵媒体のうちの少なくとも一つから発熱体３４の近傍に移動され得る。発熱
体３４が作動されて、熱を発生した時に、分配境界面３２のその中央部分の中のプレベイ
パー製剤が発熱体３４によって気化され、蒸気９５を形成し得るように、発熱体３４は分
配境界面３２の中央部分（「トランク」）を少なくとも部分的に囲み得る。
【００６２】
　図１Ａ～図１Ｃをさらに参照すると、受接管９０はコネクタ素子９１を含む。コネクタ
素子９１は、陰極コネクタ要素および陽極コネクタ要素のうち一つ以上を含み得る。図１
Ｂに示す例示的な実施形態では、例えば、電気リード線３６－２はコネクタ素子９１に結
合される。図１Ｂにさらに示すように、コネクタ素子９１は、電源セクション７２に含ま
れる電源１２と結合するように構成される。境界面７４、８４が一緒に結合される場合、
コネクタ素子９１および電源１２が一緒に連結されてもよい。コネクタ素子９１と電源１
２を一緒に連結することによって、電気リード線３６－２と電源１２が一緒に電気的に連
結され得る。
【００６３】
　いくつかの例示的な実施形態では、境界面７４および境界面８４のうち一つ以上は、陰
極コネクタ素子および陽極コネクタ素子のうち一つ以上を含む。図１Ｂに示す例示的な実
施形態では、例えば、導線３６－１は境界面７４に結合される。さらに図１Ｂに示すよう
に、電源セクション７２は、制御回路１１を境界面８４に結合するリード線９２を含む。
境界面７４と境界面８４が一緒に結合された時に、結合された境界面７４、８４は、一緒
に電気リード線３６－１および電気リード線９２に電気的に結合され得る。
【００６４】
　境界面７４と境界面８４が一緒に結合されると、プレベイパー製剤タンクセクション７
０および電源セクション７２を通る一つ以上の電気回路が確立され得る。確立された電気
回路は、少なくとも発熱体３４、制御回路１１、および電源１２を含んでもよい。電気回
路は、電気リード線３６－１および電気リード線３６－２、リード線９２、ならびに境界
面７４、８４を含み得る。
【００６５】
　図１Ａ～図１Ｃをさらに参照すると、貯蔵部２３は、風味剤を含まないプレベイパー製
剤を含んでもよく、そのため発熱体３４が分配境界面３２内のプレベイパー製剤を気化し
て、蒸気９５を形成した時に、その蒸気９５（「発生した蒸気」として本明細書でまた言
及される）は、実質的に香味を有さなくてもよい。こうした貯蔵部２３に保持されている
プレベイパー製剤内に風味剤がないことは、発熱体３４によるプレベイパー製剤の加熱の
結果の気化に基づく、貯蔵部２３内のプレベイパー製剤材料と風味剤との間の化学反応の
軽減をもたらし得る。
【００６６】
　ｅベイピング装置６０は、香味インサート８０が流路２８の出口部分に位置付けられ、
流路２８を通過する蒸気９５を受けるように構成されるように、プレベイパー製剤タンク
セクション７０に結合されるように構成される香味インサート８０を含む。プレベイパー
製剤タンクセクション７０は、流路２８の対向する端に、香味インサート８０および気化
器組立品（分配境界面３２および発熱体３４を備える）を位置決めするように構成される
。図１Ｂに示すように、例えば、分配境界面３２および発熱体３４は、流路２８の先端部
分における開口部５０ａの近位にある。さらに、香味インサート８０は、流路２８の出口
部分における開口部５０ｂの近位にある。
【００６７】
　図１Ｂに示すように、香味インサート８０は、香味インサート８０の内部を囲む容器構
造８２を含み得る。香味インサート８０は、香味材料８５を含み得る。香味材料８５は、



(12) JP 2019-522479 A 2019.8.15

10

20

30

40

50

一つ以上の風味剤を含み得る。香味インサート８０は、香味インサート８０の内部を通過
する蒸気から一つ以上の特定のタイプの物質を除去するように構成される、一つ以上のフ
ィルター要素８６を含み得る。
【００６８】
　本明細書で使用される場合、「風味剤」という用語は、香味またはアロマのうちの少な
くとも一つを成人ｅベイピング装置使用者に提供しうる、化合物または化合物の組み合わ
せを説明するために使用される。いくつかの例示的な実施形態では、風味剤は、少なくと
も一つの成人ｅベイピング装置使用者の知覚受容体と相互作用するように構成される。風
味剤は、オルソネイザル刺激およびレトロネイザル刺激のうちの少なくとも一つを介して
、知覚受容体と相互作用するように構成され得る。風味剤は、一つ以上の揮発性香味物質
を含み得る。
【００６９】
　少なくとも一つの風味剤は、天然風味剤または人工（「合成」）風味剤のうち一つ以上
を含み得る。少なくとも一つの風味剤は、一つ以上の植物抽出物材料を含み得る。いくつ
かの例示的な実施形態では、少なくとも一つの風味剤は、タバコフレーバ、メントール、
ウインターグリーン、ペパーミント、ハーブフレーバ、フルーツフレーバ、ナッツフレー
バ、リカーフレーバ、およびその組み合わせのうち一つ以上である。いくつかの例示的な
実施形態では、風味剤は、植物性材料に含まれる。植物性材料は、一つ以上の植物の材料
を含み得る。植物性材料は、一つ以上のハーブ、スパイス、果実、根、葉、草等を含み得
る。例えば、植物性材料は、オレンジ皮材料およびセイヨウコウボウ材料を含み得る。別
の実施例では、植物性材料はたばこ材料を含み得る。いくつかの例示的な実施形態では、
たばこ風味（「たばこ風味剤」）である風味剤は、合成材料および植物抽出物材料のうち
の少なくとも一つを含む。たばこ風味剤に含まれる植物抽出物材料は、一つ以上のたばこ
材料から抽出され得る。
【００７０】
　いくつかの例示的な実施形態では、たばこ材料はタバコ属に属する任意の数の材料を含
み得る。いくつかの例示的な実施形態では、たばこ材料は二つ以上の異なるたばこ品種の
ブレンドを含む。使用されうる適切なタイプのたばこ材料の例には、火力乾燥たばこ、バ
ーレー種たばこ、ダークたばこ、メリーランド種たばこ、オリエント葉たばこ、希少たば
こ、特殊たばこ、その混合物、およびこれに類するものが含まれるが、これに限定されな
い。たばこ材料は、たばこラミナ、加工たばこ材料（ボリュームエクスパンデッドまたは
パフトたばこなど）、加工たばこ茎（カットロールドまたはカットパフトステムなど）、
再生たばこ材料、その混合物、およびこれに類するものを含め、これに限定されない適切
な任意の形態で提供されうる。いくつかの例示的な実施形態では、たばこ材料は実質的に
乾燥したたばこの塊の形態である。
【００７１】
　いくつかの例示的な実施形態では、たばこ風味材料８５を含む香味インサート８０は、
たばこ要素と言及される。いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０は、一
つ以上のタイプのたばこである香味材料８５（たばこ風味材料８５とまた言及される）を
保持する、たばこロッドである。たばこロッド８０は、たばこ風味材料８５の少なくとも
一部分が燃焼し、たばこロッド８０の端部の外へ方向付けられるように、少なくとも部分
的に燃焼するように構成され得る。たばこロッド８０は、紙巻たばこ、葉巻、細い葉巻、
いくつかのそれらの組み合わせ等のうち一つ以上を含み得る。たばこロッド８０は、少な
くともたばこ風味材料８５の燃焼の一つ以上の生成物を含む蒸気から一つ以上の実例の特
定の物質を除去するように構成される、フィルター要素８６を含み得る。
【００７２】
　いくつかの例示的な実施形態では、少なくともプレベイパー製剤タンクセクション７０
は、少なくとも発生した蒸気９５を形成するように構成される、不燃性ベイピング要素で
ある。不燃性ベイピング要素７０は、流路２８を通じ、また流路２８の出口部分に位置付
けられるたばこロッド８０を通るように、発生した蒸気９５を方向付けて、そのため一つ
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以上の風味剤が、たばこロッド８０のたばこ風味材料８５から発生した蒸気９５内に溶出
して、香味付きの蒸気９７を形成し得る。不燃性ベイピング要素７０は、たばこ風味材料
８５のいくつかの燃焼と無関係に、こうした溶出を可能にするように構成される。
【００７３】
　いくつかの例示的な実施形態では、発生した蒸気９５は、香味材料８５の温度と比較し
て高温であり得る。発生した蒸気９５が香味インサート８０を通過する時に、発生した蒸
気９５は、香味材料８５に熱を伝達し得る。いくつかの例示的な実施形態では、香味材料
８５から発生した蒸気９５への風味剤溶出は、発生した蒸気９５による香味材料８５の加
熱に基づいて、向上し得る。発生した蒸気９５内への風味剤の向上した溶出に基づいて、
香味付きの蒸気９７は、香味材料８５が未加熱である例示的な実施形態と比較して、増加
した量の溶出された風味剤を含むことができ、それにより、ｅベイピング装置により提供
される知覚体験が向上し得る。
【００７４】
　図１Ａ～図１Ｃの例示の実施形態に示されるように、香味インサート８０は、流路２８
内に開口部５０ｂを通じて挿入され、そのため香味インサート８０は、その中の一つ以上
のコネクタ素子５２と結合し得る。コネクタ素子５２は、香味インサート８０の容器構造
８２と流路２８の内側表面との間に気密な、または実質的に気密なシールを形成し、その
ため流路２８を通過する蒸気９５は、方向付けされて、香味インサート８０の内部を通じ
てｅベイピング装置６０から抜け出ることができる。
【００７５】
　いくつかの例示的な実施形態では、一つ以上のコネクタ素子５２は存在せず、香味イン
サート８０の容器構造８２は、香味インサート８０が流路２８内に挿入された時に、流路
２８の内側表面との気密な、または実質的に気密なシールを形成する。流路２８の内側表
面は、香味インサート８０の容器構造８２との摩擦ばめを形成して、それにより、香味イ
ンサート８０とプレベイパー製剤タンクセクション７０を結合し、流路２８の出口部分に
おける適所に香味インサート８０を保持するように構成され得る。
【００７６】
　いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０は、一つ以上の香味インサート
８０がｅベイピング装置６０から取り替えられ得るように、流路２８と取り外し可能に結
合されてもよい。いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０は、着脱可能な
インサートと言及され得る。
【００７７】
　図１Ｂに示すように、開口部５０ｂを通じて流路２８の出口端部に位置付けられる香味
インサート８０は、分配境界面３２の中央部分およびそれに結合される発熱体３４が位置
される流路１４と流体連通して位置付けられる。流路２８は、流路１４内に形成された発
生した蒸気９５を方向付けて、流路２８の出口端部で香味インサート８０の内部を介して
プレベイパー製剤タンクセクション７０から抜け出るように構成され得る。
【００７８】
　香味材料８５は、一つ以上の実例の香味材料８５を含む多孔性構造であってもよい。多
孔性構造は、流路２８と流体連通して風味剤を保持することができ、その結果、プレベイ
パー製剤タンクセクション７０内に形成され、流路２８を介して香味インサート８０で受
けられ、香味インサート８０を通過する発生した蒸気９５は、多孔性構造を少なくとも部
分的に通り、多孔性構造によって保持される風味剤と流体連通し得る。発生した蒸気９５
は、溶出剤として作用し、香味インサート８０から、発生した蒸気９５へ風味剤を溶出し
て、溶出物を形成し得る。溶出物は、発生した蒸気９５および風味剤を含み得る。こうし
た溶出物は、香味付きの蒸気９７として言及され得る。
【００７９】
　いくつかの例示的な実施形態では、発生した蒸気９５に溶出される風味剤は、微粒子相
である。微粒子相は、液相、位相等を含み得る。いくつかの例示的な実施形態では、発生
した蒸気９５に溶出される風味剤は、蒸気相、気相等である。風味剤は、揮発性香味物質
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を含んでもよく、揮発性香味物質は、発生した蒸気９５に溶出され得る。いくつかの例示
的な実施形態では、発生した蒸気９５に溶出される風味剤は、不揮発性香味物質を含む。
【００８０】
　いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０が、プレベイパー製剤タンクセ
クション７０から分離される風味剤を保持し、プレベイパー製剤タンクセクション７０が
、発生した蒸気９５の形成に続いて香味インサート８０を通る発生した蒸気９５を導くよ
うに構成される場合、発生した蒸気９５は、流路１４における初期段階での温度から冷却
され得る。香味インサート８０を通過する発生した蒸気９５が初期段階での温度から冷却
される場合、発生した蒸気９５に溶出される風味剤と発生した蒸気９５の要素との間の化
学反応は、少なくとも部分的に軽減され、それにより、香味付きの蒸気９７の望ましい香
味の損失を軽減することができる。
【００８１】
　いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０は、香味インサート８０を通る
発生した蒸気９５を冷却するように構成される。香味インサート８０は、発生した蒸気９
５から発生した蒸気９５に溶出される風味剤および香味インサート８０に含まれる材料の
うちの少なくとも一つへの熱伝達に基づいて、未加工の蒸気９５を冷却し得る。いくつか
の例示的な実施形態では、発生した蒸気９５から香味インサート８０に含まれる風味剤お
よび材料のうちの少なくとも一つへの熱伝導は、発生した蒸気９５に溶出される風味剤の
量を増加する。増加した量の溶出された風味剤を有する香味付きの蒸気９７は、向上した
知覚体験を提供し得る。いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０を出る香
味付きの蒸気９７は、香味インサート８０に入る発生した蒸気９５よりも冷たくあり得る
。香味インサート８０に入る発生した蒸気よりも冷たい香味付きの蒸気９７は、香味付き
の蒸気９７の減少した温度に基づいて、向上した知覚体験を提供し得る。
【００８２】
　いくつかの例示的な実施形態では、風味剤は、プレベイパー製剤がその中に含まれたプ
レベイパー製剤タンクセクション７０から分離される香味インサート８０に含まれるので
、ｅベイピング装置６０に含まれる風味剤は、プレベイパー製剤タンクセクション７０内
のプレベイパー製剤と無関係に交換可能であり得る。香味インサート８０は、別の香味イ
ンサート８０と取り替えられて、それにより、成人ｅベイピング装置使用者にとって望ま
しいｅベイピング装置６０に含まれる風味剤と取り替えられ得る。香味インサート８０は
、別の香味インサート８０と取り替えられて、それにより、プレベイパー製剤タンクセク
ション７０、その中に保持されるプレベイパー製剤、またはその両方を取り替えることな
く、ｅベイピング装置６０内の風味剤を補充することができ、ここにおいて、貯蔵部２３
は、十分なプレベイパー製剤を含み、追加的なベイピングを支持し得る。
【００８３】
　さらに図１Ａおよび図１Ｂを参照すると、電源セクション７２は、長手方向に延在する
外側ハウジング１７と、ｅベイピング装置６０の自由端または先端に隣接する空気吸込み
口ポート４４ａを介して電源セクション７２に引き込まれる空気に反応するセンサー１３
と、少なくとも一つの電源１２と、制御回路１１と、を含む。電源１２は再充電可能電池
を含み得る。センサー１３は、圧力センサー、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）センサ
ー等のうち一つ以上であってもよい。
【００８４】
　いくつかの例示的な実施形態では、電源１２は、ｅベイピング装置６０内で陽極が陰極
の下流となるように配置された電池を含む。コネクタ素子９１は電池の下流端部と接触す
る。発熱体３４は、少なくとも二つの間隔をおいて配置される電気リード線３６－１およ
び３６－２、境界面７４、８４、コネクタ素子９１、電気リード線９２、ならびに制御回
路１１によって、電源１２に結合され得る。
【００８５】
　電源１２は、リチウム－イオン電池またはその別形のうちの一つ、例えばリチウム－イ
オンポリマーバッテリーでもよい。あるいは、電源１２は、ニッケル・水素電池、ニッケ
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ル・カドミウム電池、リチウムマンガン電池、リチウム・コバルト電池、または燃料電池
であり得る。ｅベイピング装置６０は、電源１２のエネルギーが消耗されるまで、または
リチウムポリマー電池の場合には、最小の電圧カットオフレベルが達成されるまで、成人
ｅベイピング装置使用者によって有用であり得る。
【００８６】
　さらに、電源１２は再充電可能であってもよく、外部充電装置による電池の充電を可能
にする回路を含んでもよい。ｅベイピング装置６０を再充電するため、ユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）充電器または他の適切な充電器アセンブリが使用されてもよい。
【００８７】
　プレベイパー製剤タンクセクション７０と電源セクション７２との間の接続の完成に基
づいて、少なくとも一つの電源１２は、センサー１３の作動に基づいて、プレベイパー製
剤タンクセクション７０の発熱体３４に電気的に接続され得る。空気は主に、一つ以上の
空気吸込み口ポート４４を通してプレベイパー製剤タンクセクション７０の中へと引き出
される。一つ以上の空気吸込み口ポート４４は、第一のセクション７０と第二のセクショ
ン７２の外側ハウジング３８と外側ハウジング１７に沿って、または結合される境界面７
４、８４のうち一つ以上に、位置され得る。
【００８８】
　センサー１３は、空気圧力の降下を感知し、電源１２から発熱体３４への電圧の印加を
開始するよう構成され得る。図１Ｂに図示した例示的な実施形態に示すように、電源セク
ション７２の一部の例示的な実施形態は、発熱体３４が起動した時に、光るよう構成され
るヒーター作動灯４８を含む。ヒーター作動灯４８は、発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み
得る。さらに、ヒーター作動灯４８は、ベイピングの間、成人ｅベイピング装置使用者か
ら見えるように配置され得る。加えて、ヒーター作動灯４８は、ｅベイピングシステムの
診断に、または再充電の進行を示すために利用することができる。ヒーター作動灯４８を
、成人ｅベイピング装置使用者がプライバシーのためにヒーター作動灯４８を作動する、
作動停止する、または作動および作動停止するようにも構成することもできる。図１Ａ～
図１Ｃに示すように、ヒーター作動灯４８は、ｅベイピング装置６０の先端部に位置して
もよい。例示的な実施形態によっては、ヒーター作動灯４８は、外側ハウジング１７の側
部に位置してもよい。
【００８９】
　さらに、少なくとも一つの空気吸込み口ポート４４ａは、センサー１３が、ｅベイピン
グ装置６０の出口端部を通して引き出された蒸気を示す気流を感知しうるように、センサ
ー１３に隣接して位置され得る。センサー１３は、電源１２およびヒーター作動灯４８を
起動させて、発熱体３４が作動していることを示し得る。
【００９０】
　いくつかの例示的な実施形態では、制御回路１１は、センサー１３に応答して発熱体３
４への電力の供給を制御し得る。いくつかの例示的な実施形態では、制御回路１１は、最
大時間リミッターを含み得る。いくつかの例示的な実施形態では、制御回路１１は、成人
電子ベイピング使用者が手動でベイピングを開始するための手動で操作可能なスイッチを
含んでもよい。発熱体３４への電流供給の時間は、気化させたいプレベイパー製剤の所望
の量に応じて予め設定されてもよい。いくつかの例示的な実施形態では、制御回路１１は
、センサー１３が圧力降下を検出する限り、発熱体３４への電力供給を制御することがで
きる。
【００９１】
　発熱体３４への電力の供給を制御するため、制御回路１１は、コンピュータ実行可能プ
ログラムコードの一つ以上のインスタンスを実行してもよい。制御回路１１は、プロセッ
サおよびメモリを含んでもよい。メモリは、コンピュータ実行可能コードを保存するコン
ピュータ可読記憶媒体であってもよい。
【００９２】
　制御回路１１は、プロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、コントローラ、算術論理演算
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装置（ＡＬＵ）、デジタル信号プロセッサ、マイクロコンピュータ、フィールドプログラ
マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、システムオンチップ（ＳｏＣ）、プログラマブル論理
装置、マイクロプロセッサ、または規定の方法で、命令に応答し実行可能な任意の他の装
置を含むがそれに限定されない、処理回路を含んでもよい。例示的な実施形態によっては
、制御回路１１は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）とＡＳＩＣチップの少なくとも一
つであってもよい。
【００９３】
　制御回路１１は、記憶装置に保存されたコンピュータ可読プログラムコードを実行する
ことにより専用機械として構成されてもよい。プログラムコードは、上述の制御回路１１
の一つ以上のインスタンスなどの一つ以上のハードウエア装置により実装可能なプログラ
ムまたはコンピュータ可読命令、ソフトウェア構成要素、ソフトウェアモジュール、デー
タファイル、データ構造などのうちの少なくとも一つを含んでもよい。プログラムコード
の例として、コンパイラによって作成される機械コードおよびインタープリタを使用して
実行される高水準プログラムコードの両方が挙げられる。
【００９４】
　制御回路１１は、一つ以上の記憶装置を含んでもよい。一つ以上の記憶装置は、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、永久大容量記憶装置（ディ
スクドライブなど）、ソリッドステート（例えば、ＮＡＮＤフラッシュ）装置のうちの少
なくとも一つなどの有形の、または非一時的なコンピュータ可読記憶媒体、またはデータ
を記憶し、また記録することができる任意のその他の同様なデータ記憶機構でありうる。
一つ以上の記憶装置は、一つ以上のオペレーティングシステム用、本明細書に説明する例
示的な実施形態の実施用、またはその両方用にコンピュータプログラム、プログラムコー
ド、命令またはその一部の組み合わせを保存するよう構成されてもよい。コンピュータプ
ログラム、プログラムコード、命令またはその一部の組み合わせはまた、ドライブ機構を
使用して、独立したコンピュータ可読記憶媒体から一つ以上の記憶装置、一つ以上のコン
ピュータ処理装置、またはその両方にロードされてもよい。こうした独立したコンピュー
タ可読記憶媒体は、ＵＳＢフラッシュドライブ、メモリスティック、ブルーレイ／ＤＶＤ
／ＣＤ－ＲＯＭドライブ、メモリカード、またはその他のコンピュータ可読記憶媒体のよ
うなものの少なくとも一つを含んでもよい。コンピュータプログラム、プログラムコード
、命令、またはいくつかのそれらの組み合わせは、ローカルなコンピュータ可読記憶媒体
を介するのではなくネットワークインターフェースを介して、リモートデータ記憶装置か
ら、一つ以上の記憶装置、一つ以上のコンピュータ処理装置またはその両方へロードされ
得る。その上、コンピュータプログラム、プログラムコード、命令またはその一部の組み
合わせは、ネットワークを通じてコンピュータプログラム、プログラムコード、命令また
はその一部の組み合わせを伝送、分配、または伝送および分配するよう構成されるリモー
トコンピューティングシステムから、一つ以上の記憶装置、一つ以上のプロセッサ、また
はその両方に、ロードされてもよい。リモートコンピューティングシステムは、有線イン
ターフェース、無線インターフェースまたは任意のその他の同様の媒体のうちの少なくと
も一つを介して、コンピュータプログラム、プログラムコード、命令、またはいくつかの
それらの組み合わせを伝送する、分配する、または伝送し、かつ分配し得る。
【００９５】
　制御回路１１は、コンピュータ実行可能コードを実行して発熱体３４への電力供給を制
御するよう構成される、特殊用途機械であってもよい。発熱体３４への電力の供給を制御
することは、発熱体３４を作動させることとして互換的に本明細書で言及され得る。
【００９６】
　プレベイパー製剤は、ベイパーへと変換され得る材料または材料の組み合わせである。
例えば、プレベイパー製剤は、水、ビーズ、溶媒、活性成分、エタノール、植物抽出物、
天然または人工の香料、グリセリンおよびプロピレングリコールなどのベイパー形成体、
ならびにこれらの組み合わせ（ただしこれらに限定されない）を含む、液体製剤、固体製
剤、またはゲル製剤のうちの少なくとも一つであってもよい。プレベイパー製剤は、２０
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１４年７月１６日に出願されたＵ．Ｓ．Ｐａｔｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｕｂ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．２０１５／００２０８２３　ｔｏ　Ｌｉｐｏｗｉｃｚ　ｅｔ　
ａｌ．、および２０１５年１月２１日に出願されたＵ．Ｓ．Ｐａｔｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．２０１５／０３１３２７５　ｔｏ　Ａｎｄ
ｅｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．において説明されるものを含んでもよく、そのそれぞれの全内
容が参照により本明細書に組み込まれる。
【００９７】
　いくつかの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤は、プロピレングリコール、グリ
セリンおよびその組み合わせのうち一つ以上である。
【００９８】
　プレベイパー製剤は、ニコチンを含んでもよく、またはニコチンを含まなくてもよい。
プレベイパー製剤は、一つ以上のたばこ風味を含んでもよい。プレベイパー製剤は、一つ
以上のたばこ風味とは別の一つ以上の風味を含んでもよい。
【００９９】
　一部の例示的な実施形態において、ニコチンを含むプレベイパー製剤はまた、一つ以上
の酸も含んでもよい。一つ以上の酸の組み合わせは、ピルビン酸、ギ酸、シュウ酸、グリ
コール酸、酢酸、イソ吉草酸、吉草酸、プロピオン酸、オクタン酸、乳酸、ソルビン酸、
リンゴ酸、酒石酸、コハク酸、クエン酸、安息香酸、オレイン酸、アコニット酸、酪酸、
ケイ皮酸、デカン酸、３，７－ジメチル－６－オクテン酸、１－グルタミン酸、ヘプタン
酸、ヘキサン酸、３－ヘキサン酸、トランス－２－ヘキサン酸、イソ酪酸、ラウリン酸、
２－メチル酪酸、２－メチル吉草酸、ミリスチン酸、ノナン酸、パルミチン酸、４－ペン
テン酸、フェニル酢酸、３－フェニルプロピオン酸、塩酸、リン酸、硫酸およびそれらの
組み合わせのうちの一つ以上を含み得る。
【０１００】
　貯蔵部２３は、いくつかの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤を保持し得る、貯
蔵媒体を含み得る。貯蔵媒体は、綿、ポリエチレン、ポリエステル、レーヨン、およびこ
れらの組み合わせのうちの少なくとも一つを含む繊維質材料であってもよい。繊維は、約
６ミクロン～約１５ミクロン（例えば、約８ミクロン～約１２ミクロン、または約９ミク
ロン～約１１ミクロン）のサイズの範囲である直径を有してもよい。貯蔵媒体は、焼結材
料、多孔性材料、または発泡性材料であってもよい。また、繊維は吸入できないようにサ
イズが決められてもよく、またＹ字形状、十字形状、クローバー形状、または任意の他の
適切な形状の断面を有してもよい。いくつかの例示的な実施形態では、貯蔵部２３は、い
くつかの貯蔵媒体が不足しており、プレベイパー製剤のみを収容して充填されたタンクを
含み得る。
【０１０１】
　貯蔵部２３は、ｅベイピング装置６０が少なくとも約２００秒間の蒸気の吸引のために
構成され得るように、十分なプレベイパー製剤を保持するようにサイズ設定され、また構
成されてもよい。ｅベイピング装置６０は、各ベイピングが最大で約５秒持続することが
可能となるように構成され得る。
【０１０２】
　分配境界面３２は、芯を含み得る。分配境界面３２は、プレベイパー製剤を引き出す能
力を有するフィラメント（またはスレッド）を含み得る。例えば、分配境界面３２は、一
束のガラス（またはセラミック）フィラメント、ガラスフィラメント等の一群の巻回を含
む束である芯であってもよく、そのすべての配置は、フィラメント間の隙間間隔による毛
細管作用によって、プレベイパー製剤を引き出すことを可能にし得る。フィラメントは、
ｅベイピング装置６０の長軸方向に対して垂直な（横軸する）方向に概して整列されても
よい。いくつかの例示的な実施形態では、分配境界面３２は、１～８のフィラメントスト
ランドを含んでもよく、各ストランドは、互いにねじれた複数のガラスフィラメントを含
む。分配境界面３２の端部は、可撓性で、貯蔵部２３の境界内に折り畳めてもよい。フィ
ラメントは、略十字型、クローバー型、Ｙ字型、または任意の他の好適な形状の断面を有
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する。
【０１０３】
　分配境界面３２は、芯の材料として本明細書でまた言及される、任意の適切な材料また
は材料の組み合わせを含み得る。好適な材料の例として、ガラス、セラミック系、黒鉛系
材料を挙げることができるが、それに限定されない。分配境界面３２は、密度、粘性、表
面張力および蒸気圧といった異なる物理特性を有するプレベイパー製剤に適応するように
、適切な任意の毛細管引き出し作用を有する場合がある。
【０１０４】
　いくつかの例示的な実施形態では、発熱体３４はワイヤーコイルを含み得る。ワイヤー
コイルは、流路１４内の分配境界面３２を少なくとも部分的に囲み得る。ワイヤーは、金
属ワイヤーであってもよい。ワイヤーコイルは、分配境界面３２の長さに沿って全体的ま
たは部分的に延在し得る。ワイヤーコイルは、分配境界面３２の周囲に全体的または部分
的にさらに延在し得る。いくつかの例示的な実施形態では、ワイヤーコイルは、分配境界
面３２との直接的な接触から分離されていてもよい。
【０１０５】
　発熱体３４は、任意の適切な電気抵抗性材料で形成され得る。好適な電気抵抗性材料の
例としては、限定するものではないが、チタン、ジルコニウム、タンタル、および白金族
由来の金属が挙げられる。好適な合金の実施例としては、ステンレス鋼、ニッケル含有、
コバルト含有、クロミウム含有、アルミニウム－チタン－ジルコニウム含有、ハフニウム
含有、ニオビウム含有、モリブデン含有、タンタル含有、タングステン含有、スズ含有、
ガリウム含有、マンガン含有、および鉄含有合金、ならびにニッケル系、鉄系、コバルト
系、およびステンレス鋼系の超合金が挙げられるがそれに限定されない。例えば、発熱体
３４は、ニッケルアルミナイド、表面上にアルミナの層をもつ材料、鉄アルミナイドおよ
び他の複合材料で形成されてもよく、電気抵抗性の材料は、必要とされるエネルギー伝達
の動態学および外部の物理化学的性質に応じて、随意に断熱材料に埋め込み、封入、また
は断熱材料で被覆されてもよく、もしくはその逆であってもよい。発熱体３４は、ステン
レス鋼、銅、銅合金、ニッケル－クロム合金、超合金、およびこれらの組み合わせからな
る群から選択される少なくとも一つの材料を含み得る。いくつかの例示的な実施形態では
、発熱体３４はニッケル－クロム合金または鉄－クロム合金で形成され得る。いくつかの
例示的な実施形態では、発熱体３４は、その外側表面上に電気的抵抗性層を有するセラミ
ックヒーターとしてもよい。
【０１０６】
　発熱体３４は、分配境界面３２内のプレベイパー製剤を熱伝導によって加熱してもよい
。あるいは、発熱体３４からの熱は、熱伝導要素によってプレベイパー製剤へと伝導され
てもよく、または発熱体３４は、ベイピングの間にｅベイピング装置６０を通して引き出
される入ってくる周囲空気へと熱を伝達してもよく、その結果プレベイパー製剤を対流に
よって加熱する。
【０１０７】
　分配境界面３２を使用する代わりに、プレベイパー製剤タンクセクション７０は、多孔
性材料であり、迅速に熱を生成することができる高い電気抵抗を有する材料で形成された
抵抗ヒーターと一体となる発熱体３４を含んでもよいことが認識されよう。
【０１０８】
　いくつかの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤タンクセクション７０の一つ以上
の部分は、交換可能であり得る。こうした一つ以上の部分は、プレベイパー製剤タンク２
２、受接管９０、およびたばこ要素８０のうち一つ以上を含み得る。別の言い方をすると
、香味インサート８０の風味剤またはプレベイパー製剤タンクセクション７０のプレベイ
パー製剤のうちの一つが涸渇すると、香味インサート８０またはプレベイパー製剤タンク
セクション７０のみが、それぞれ取り替えられてもよい。いくつかの例示的な実施形態で
は、ｅベイピング装置６０は、貯蔵部２３または香味インサート８０のうちの一つが涸渇
するとすべてが処分され得る。



(19) JP 2019-522479 A 2019.8.15

10

20

30

40

50

【０１０９】
　いくつかの例示的な実施形態では、ｅベイピング装置６０は、約８０ミリメートル～約
１１０ミリメートルの長さ、および約７ミリメートル～約８ミリメートルの直径とし得る
。例えば、いくつかの例示的な実施形態では、ｅベイピング装置６０は、約８４ミリメー
トルの長さであってもよく、約７．８ミリメートルの直径を有してもよい。
【０１１０】
　いくつかの例示的な実施形態では、ｅベイピング装置６０が、プレベイパー製剤タンク
２２から分離される風味剤を保持する香味インサート８０を含む場合、ｅベイピング装置
６０は、風味剤とプレベイパー製剤タンク２２の一つ以上の要素との間の化学反応の可能
性を軽減するように構成され得る。こうした化学反応は、風味剤の一つ以上の部分の間の
化学反応を含み得る。そのような化学反応の欠如は、香味付きの蒸気９７における反応生
成物の欠如をもたらし得る。こうした反応生成物は、香味付きの蒸気９７によって提供さ
れる知覚体験を損ない得る。結果として、こうした化学反応の可能性を軽減するように構
成されるｅベイピング装置６０は、香味付きの蒸気９７を通じたより一貫した、かつ向上
した知覚体験を提供し得る。
【０１１１】
　いくつかの例示的な実施形態では、風味剤は、ｅベイピング装置６０に含まれる風味剤
は、プレベイパー製剤タンクセクション７０内のプレベイパー製剤と無関係に交換可能で
あり得る。風味剤は、プレベイパー製剤がその中に含まれたプレベイパー製剤タンクセク
ション７０から分離される香味インサート８０に含まれる。香味インサート８０は、別の
香味インサート８０と取り替えられて、それにより、成人ｅベイピング装置使用者にとっ
て望ましいｅベイピング装置６０に含まれる風味剤と取り替えられ得る。香味インサート
８０は、別の香味インサート８０と取り替えられて、それにより、プレベイパー製剤タン
クセクション７０、プレベイパー製剤等を取り替えることなく、ｅベイピング装置６０内
の風味剤を補充することができ、ここにおいて、プレベイパー製剤タンクセクション７０
、２２は、十分なプレベイパー製剤を含み、追加的なベイピングを支持し得る。
【０１１２】
　図１Ａおよび図１Ｂをさらに参照すると、発熱体３４が作動した時に、作動した発熱体
３４は約１０秒未満の間、発熱体３４によって囲まれる分配境界面３２の一部を加熱し得
る。したがって、電力サイクル（または最大ベイピング長さ）は、約２秒間～約１０秒間
（例えば、約３秒間～約９秒間、約４秒間～約８秒間、または約５秒間～約７秒間）の時
間の範囲とすることができる。
【０１１３】
　図２Ａは、いくつかの例示的な実施形態によるプレベイパー製剤タンクセクション７０
の断面図である。図２Ｂは、いくつかの例示的な実施形態によるプレベイパー製剤タンク
セクション７０の断面図である。図２Ａおよび図２Ｂに示すプレベイパー製剤タンクセク
ション７０の例示的な実施形態は、図１Ａ～図１Ｃに示したプレベイパー製剤タンクセク
ション７０を含む、本明細書に含まれるいくつかの例示的な実施形態に含まれ得る。
【０１１４】
　図２Ａを参照すると、いくつかの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤タンクセク
ション７０は、プレベイパー製剤を保持し得る貯蔵部２３を少なくとも部分的に画定する
、外側ハウジング２４、内側管２５、およびガスケット組立品５１をさらに含む、プレベ
イパー製剤タンク２２を含む。内側管２５は、プレベイパー製剤タンク２２の内部を通る
流路２８を少なくとも部分的に画定する。
【０１１５】
　ガスケット組立品５１は、外側ハウジング２４および内側管２５のそれぞれに結合され
て、貯蔵部２３の出口端部を画定する、コネクタ素子５１ａおよび５１ｂを含む。図２Ａ
に示す例示的な実施形態では、ガスケット組立品５１は、開口部５０ｂから円板状の組立
品の内側部分を通じて延在する流路５１ｃを含む、円板状の組立品である。示されるよう
に、ガスケット組立品５１の円板状の組立品は、開口部５０ｂに対向する流路５１ｃの開



(20) JP 2019-522479 A 2019.8.15

10

20

30

40

50

口部を少なくとも部分的に画定するコネクタ素子５１ｂを含んでもよく、そのためコネク
タ素子５１ｂは、内側管２５を流路５１ｃに結合するように構成される。ガスケット組立
品５１の円板状の組立品は、ガスケット組立品５１の外側境界の少なくとも一部分を画定
する、コネクタ素子５１ａを含んでもよく、そのためコネクタ素子５１ａは、ガスケット
組立品５１の外側境界に外側ハウジング２４を結合するように構成される。したがって、
ガスケット組立品５１が円板状の組立品である場合、ガスケット組立品は、内側管２５お
よび外側ハウジング２４と協働して、内側管２５の外側表面と、外側ハウジング２４の内
側表面と、内側管２５および外側ハウジング２４のそれぞれの端部に結合される円板状の
ガスケット組立品５１の端部との間に、環状の円柱状貯蔵部２３の端部を画定する。
【０１１６】
　図２Ａに示す例示的な実施形態では、流路５１ｃは、コネクタ素子５１ｂによって画定
されたガスケット５１の内部空間を通じて延在しないが、その代わりに、コネクタ素子５
１ｂによって画定された空間の端部まで延在し、そのため管２５は、コネクタ素子５１ｂ
によって画定された空間内に受けられてもよく、さらに流路５１ｃ内に受けられることか
ら制限され得る。図１Ａ～図１Ｃに示す例示的な実施形態を含むいくつかの例示的な実施
形態では、流路５１ｃは、コネクタ素子５１ｂによって画定されるガスケット５１の少な
くとも内部空間を通じて延在する。図１Ｂに示すように、いくつかの例示的な実施形態で
は、流路５１ｃは、流路５１ｃの少なくとも一部分を通じて管２５を受けるように構成さ
れる。
【０１１７】
　図２Ａに示すように、ガスケット組立品５１は、流路２８の出口部分を画定する、流路
５１ｃを含み得る。流路５１ｃは、コネクタ素子５１ａを介して内側管２５に結合される
。流路５１ｃは、内側管２５を越えて、かつ開口部５０ｂへとガスケット組立品５１を通
じて延在する、流路２８の出口部分を画定する。
【０１１８】
　図２Ａに示す例示的な実施形態では、ガスケット組立品５１は、香味インサート８０が
開口部５０ｂを通じて挿入されて、流路２８の出口部分（第二の部分）に香味インサート
８０を位置付けた時に、香味インサート８０をプレベイパー製剤タンクセクション７０に
結合するように構成される、一つ以上のコネクタ素子５２を含む。いくつかの例示的な実
施形態では、一つ以上のコネクタ素子５２は、流路２８の内側表面の周りに延在する、個
々のコネクタ素子を含む。図２Ａに示す例示的な実施形態を含むいくつかの例示的な実施
形態では、一つ以上のコネクタ素子５２は、ガスケット組立品５１の流路５１ｃの内側表
面に結合される。図２Ａに示す例示的な実施形態では、コネクタ素子５２は、隙間がコネ
クタ素子５２とコネクタ素子５１ｂの近位にある流路５１ｃの端部との間に存在するよう
に、流路５１ｃの一部分を通じて延在する。いくつかの例示的な実施形態では、一つ以上
のコネクタ素子５２は、流路５１ｃの長さの全体を通じて延在し得ることが理解されよう
。いくつかの例示的な実施形態では、一つ以上のコネクタ素子５２は、内側管２５の内側
表面に結合される。
【０１１９】
　一つ以上のコネクタ素子５２は、一つ以上のタイプのコネクタを含み得る。いくつかの
例示的な実施形態では、一つ以上のコネクタ素子５２は、摩擦ばめコネクタであり、それ
は、香味インサート８０の外側表面と一つ以上のコネクタ素子５２との間の摩擦ばめを通
じて、香味インサート８０をプレベイパー製剤タンク２２に結合するように構成される。
いくつかの例示的な実施形態では、一つ以上のコネクタ素子５２は、香味インサート８０
に含まれる一つ以上のコネクタ素子と機械的に結合するように構成される、結合装置であ
る。例えば、一つ以上のコネクタ素子５２は、香味インサート８０が開口部５０ｂを通じ
てプレベイパー製剤タンクセクション７０内に挿入された時に、香味インサート８０に含
まれる相補的なコネクタと結合するように構成される、ねじ状のコネクタ、差込みピンコ
ネクタ等であってもよい。
【０１２０】
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　いくつかの例示的な実施形態では、コネクタ素子５２のうち一つ以上は、香味インサー
ト８０が流路２８内に開口部５０ｂを通じて挿入された時に、香味インサート８０と流路
２８の表面との間に、気密な、または実質的に気密なシールを確立するように構成される
。一つ以上のコネクタ素子５２は、流路２８を通過する発生した蒸気９５を方向付けて、
それにより、香味インサート８０を通り抜けて、プレベイパー製剤タンクセクション７０
を抜け出るように、プレベイパー製剤タンクセクション７０を構成し得る。
【０１２１】
　図２Ｂを参照すると、いくつかの例示的な実施形態では、プレベイパー製剤タンクセク
ション７０は、出口端部にガスケット組立品５１を含まない、プレベイパー製剤タンク２
２を含み、そのためプレベイパー製剤タンク２２は、プレベイパー製剤を保持し得る貯蔵
部２３を少なくとも部分的に画定する、外側ハウジング２４および内側管２５を含む。図
２Ｂに示すように、外側ハウジング２４と内側管２５は、貯蔵部２３の出口端部を集合的
に画定する。図２Ｂに示す例示的な実施形態は、内側管２５の方に湾曲する外側ハウジン
グ２４を示す。しかし、外側ハウジング２４および内側管２５のその他の構成が、例示的
な実施形態により包含されることが理解されよう。
【０１２２】
　図２Ｂに示す例示的な実施形態では、外側ハウジング２４および内側管２５は、プレベ
イパー製剤タンク２２の出口端部で一緒に結合されて、貯蔵部２３の出口端部エンクロー
ジャを画定する。外側ハウジング２４および内側管２５は、接着剤、結合装置、溶接、密
封要素、いくつかのそれらの組み合わせ等のうち一つ以上を介して、一緒に結合され得る
。
【０１２３】
　いくつかの例示的な実施形態では、外側ハウジング２４および内側管２５は、貯蔵部２
３および流路２８の両方を画定する、個々の要素を備える。例えば、プレベイパー製剤タ
ンク２２は、概ね環状に形成された単一な片の材料を含んでもよく、そのため片の材料は
、片の材料の一つ以上の部分によって分離された個々の空間として、貯蔵部２３および流
路２８を画定する。片の材料は、半透明な片の材料、透明な片の材料、またはその両方で
あり得る。
【０１２４】
　図２Ｂに示す例示的な実施形態では、プレベイパー製剤タンク２２は、香味インサート
８０が開口部５０ｂを通じて挿入されて、流路２８の出口部分に香味インサート８０を位
置付けた時に、香味インサート８０をプレベイパー製剤タンクセクション７０に結合する
ように構成される、一つ以上のコネクタ素子５２を含む。いくつかの例示的な実施形態で
は、一つ以上のコネクタ素子５２は、内側管２５の内側表面の周りに延在する、個々のコ
ネクタ素子である。
【０１２５】
　図２Ａおよび図２Ｂを参照すると、いくつかの例示的な実施形態では、一つ以上のコネ
クタ素子５２は、プレベイパー製剤タンク２２になくてもよく、ガスケット組立品の流路
５１ｃおよび内側管２５の出口端部のうち一つ以上は、香味インサート８０が出口端部の
開口部５０ｂを通じて挿入された時に、香味インサート８０の外側表面との摩擦ばめ接続
を確立するように構成される。こうした摩擦ばめ接続は、香味インサート８０の外側表面
と流路２８との間の境界面を密封し、または実質的に密封し得る。結果として、開口部５
０ｂに向かって流路２８を通過する発生した蒸気９５は、方向付けされ、それにより、香
味インサート８０を通り抜けて、香味付きの蒸気９７を形成し得る。
【０１２６】
　図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃおよび図３Ｄは、いくつかの例示的な実施形態による香味イン
サート８０の断面図である。図３Ａ～図３Ｄに示す香味インサート８０は、図１Ａ～図１
Ｃおよび図２Ａおよび図２Ｂに示した香味インサート８０を含む、本明細書に含まれる香
味インサートのいくつかの実施形態に含まれ得る。
【０１２７】
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　図３Ａ～図３Ｄを参照すると、香味インサート８０は、先端部の開口部８０ａおよび出
口端部の開口部８０ｂを含む。香味インサート８０は、先端部の開口部８０ａを通じて、
香味インサート８０の内部に、発生した蒸気９５を含む蒸気を受けるように構成される。
香味インサート８０は、発生した蒸気９５内への風味剤溶出を通じて形成された香味付き
の蒸気９７を含む、蒸気を方向付けて、それにより、出口端部の開口部８０ｂを介して香
味インサート８０の外へ出るようにさらに構成される。
【０１２８】
　図３Ａを参照すると、いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０は、風味
剤を保持する香味材料８５と、香味インサート８０の内部に香味材料８５を少なくとも部
分的に囲む、容器構造８２と、を含む。容器構造８２は、香味インサート８０の側面部分
を囲んで、香味インサート８０の対向する端に開口部８０ａ、８０ｂを画定し得る。容器
構造８２は、香味インサート８０の外側ハウジングとして本明細書でまた言及される。い
くつかの例示的な実施形態では、容器構造８２は、香味材料８５の外側表面領域として言
及され得る。
【０１２９】
　香味材料８５は、一つ以上の風味剤がその中に含まれる、多孔性構造であってもよい。
いくつかの例示的な実施形態では、香味材料８５は、香味材料の集合である。いくつかの
例示的な実施形態では、香味材料８５は、一つ以上の植物性材料を含む。いくつかの例示
的な実施形態では、香味材料８５は、一つ以上のタイプのたばこを含む。いくつかの例示
的な実施形態では、香味材料８５のような一つ以上のタイプのたばこを含む香味インサー
ト８０は、たばこ要素と言及され得る。たばこを含む香味材料８５は、たばこ風味材料８
５として本明細書で言及され得る。
【０１３０】
　図３Ｂを参照すると、香味インサート８０は、フィルター要素８６と、フィルター要素
８６および香味材料８５を封入する容器構造８２を囲む、ハウジング材料８８と、を含み
得る。フィルター要素８６は、香味インサート８０を通過する蒸気から特定の物質を除去
するように構成され得る。フィルター要素８６は、いくつかの例示的な実施形態では、中
空アセテート管（ＨＡＴ）フィルターを含み得る。フィルター要素８６は、いくつかの例
示的な実施形態に含まれるフィルター要素８６と比較して、低減した濾過効率性を提供す
るように構成されてもよく、そのためフィルター要素８６への蒸気の損失は、いくつかの
例示的な実施形態におけるフィルター要素８６への蒸気損失と比較して、低減される。ハ
ウジング材料８８は、フィルター要素８６の側面部分を囲み、それにより、香味材料８５
を抜け出る蒸気を方向付けて、開口部８０ｂへとフィルター要素を通過させ得る。いくつ
かの例示的な実施形態では、ハウジング材料８８はチッピングペーパーである。図３Ｂの
例示的な実施形態に示されるようなハウジング材料８８は、フィルター要素８６の外側表
面領域および香味材料８５の外側表面領域と重なり得る。
【０１３１】
　図３Ｃを参照すると、ハウジング材料８８は、フィルター要素８６および香味材料８５
の限定された部分を囲み得る。図３Ｃに示すように、ハウジング材料８８は、フィルター
要素８６の外側表面領域および香味材料８５の外側表面領域の限定された部分と重なり得
る。図３Ｃに示すように、ここにおいて、容器構造８２は香味材料８５の側面部分を囲む
。ハウジング材料８８は、フィルター要素８６の側壁および容器構造８２の側壁の限定さ
れた部分と重なり得る。
【０１３２】
　図３Ｄを参照すると、香味インサート８０は、異なる風味剤をそれぞれ保持する、複数
の個々の香味材料８４、８９を含み得る。例えば、いくつかの例示的な実施形態では、香
味材料８５は、第一のタイプのたばこであってもよく、香味材料８９は、第二のタイプの
たばこであってもよい。別の実施例では、香味材料８５は、たばこであってもよく、香味
材料８９は、非たばこ材料であってもよい。図３Ｄに示すように、ハウジング材料８８は
、香味材料８９の外側表面の限定された部分と重なり得る。いくつかの例示的な実施形態
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では、ハウジング材料８８は、香味材料８９の外側表面の少なくとも一部分および香味材
料８５の外側表面の少なくとも一部分と重なり得る。
【０１３３】
　図３Ａ～図３Ｄを参照すると、いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０
は、一つ以上のタイプのたばこである香味材料８５を含む紙巻たばこであり、たばこ風味
材料８５を燃焼するように構成される。香味インサート８０が、香味材料８５およびフィ
ルター要素８６を含む紙巻たばこである場合、フィルター要素８６は、紙巻たばこフィル
ターであり得る。いくつかの例示的な実施形態では、香味インサート８０がハウジング材
料８８を含む紙巻たばこである場合、ハウジング材料８８は、紙巻たばこチッピングペー
パーであり得る。
【０１３４】
　図３Ａ～図３Ｄをさらに参照すると、香味インサート８０は、プレベイパー製剤タンク
２２の出口端部の開口部５０ｂ内に挿入され得る、たばこロッド（例えば、紙巻たばこ、
葉巻、細い葉巻、いくつかのそれらの組み合わせ等）であってもよい。いくつかの例示的
な実施形態では、少なくともプレベイパー製剤タンクセクション７０は、発生した蒸気９
５が、たばこロッドのいくつかの燃焼と無関係に、またその燃焼なしに紙巻たばこに含ま
れるたばこからの風味剤に溶出して、香味付きの蒸気９７を形成するように、たばこロッ
ド８０を通るように発生した蒸気９５を方向付けることに基づいて、香味付きの蒸気９７
を提供するように構成される。プレベイパー製剤タンクセクション７０は、したがって、
たばこロッド８０の燃焼なしに、たばこロッド８０に含まれるたばこからの風味剤溶出に
基づいて、香味付きの蒸気９７を形成するように構成され得る。
【０１３５】
　数多くの例示的な実施形態が本明細書で開示されてきたが、他の変形物が可能でありう
ることを理解するべきである。こうした変形は、本開示の範囲を逸脱するものと見なされ
ず、当業者にとって明らかであろうすべての変更は、以下の請求項の範囲内に含まれるこ
とが意図される。
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【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月11日(2019.1.11)
【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】
　プレベイパー製剤を収容するように構成される、プレベイパー製剤タンクであって、そ
れを通る流路を画定する、プレベイパー製剤タンクと、
　前記プレベイパー製剤タンクに結合され、前記プレベイパー製剤の少なくとも一部分を
加熱して蒸気にするように、かつ前記流路の第一の部分に前記蒸気を提供するように構成
される、発熱体と、
　前記流路の第二の部分にあり、前記蒸気を受けるように位置付けられる、たばこ要素と
、を備え、前記たばこ要素が前記流路に挿入されるように構成される着脱可能なインサー
トであり、前記着脱可能なインサートは、たばこ風味材料と、前記たばこ風味材料の端部
のフィルターと、前記フィルターと前記たばこ風味材料と重なるチッピングペーパーと、
を含み、前記チッピングペーパーは、前記たばこ風味材料の外側表面領域全体を覆う、不
燃性ベイピング要素。
【請求項２】
　前記たばこ要素および前記発熱体が、前記流路の対向する端にある、請求項１に記載の
不燃性ベイピング要素。
【請求項３】
　前記チッピングペーパーが、前記フィルターの外側表面領域を覆う、請求項１または２
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に記載の不燃性ベイピング要素。
【請求項４】
　前記着脱可能なインサートが、少なくとも一つの風味剤を保持する香味材料を含む、請
求項１～３のいずれかに記載の不燃性ベイピング要素。
【請求項５】
　前記プレベイパー製剤がニコチンを含む、請求項１～４のいずれかに記載の不燃性ベイ
ピング要素。
【請求項６】
　電力を供給するように構成される、電源セクションと、
　前記供給された電力を受けるように構成される、不燃性ベイピング要素であって、
　　プレベイパー製剤を収容するように構成される、プレベイパー製剤タンクであって、
それを通る流路を画定する、プレベイパー製剤タンク、
　　前記プレベイパー製剤タンクに結合され、前記供給された電力を用いて、前記プレベ
イパー製剤の少なくとも一部分を加熱して蒸気にするように構成される、発熱体であって
、前記流路の第一の部分に前記蒸気を提供するように構成される、発熱体、および
　　前記流路の第二の部分にあり、前記蒸気を受けるように位置付けられる、たばこ要素
を含む、不燃性ベイピング要素と、を備え、前記たばこ要素が、前記流路内に挿入される
ように構成される着脱可能なインサートであり、前記着脱可能なインサートが、たばこ風
味材料と、前記たばこ風味材料の端部のフィルターと、前記フィルターと前記たばこ風味
材料に重なるチッピングペーパーと、を含み、前記チッピングペーパーが、前記たばこ風
味材料の外側表面領域全体を覆う、不燃性ベイピング装置。
【請求項７】
　前記たばこ要素と前記発熱体が、前記流路の対向する端にある、請求項６に記載の不燃
性ベイピング装置。
【請求項８】
　前記チッピングペーパーが、前記フィルターの外側表面領域を覆う、請求項６または７
に記載の不燃性ベイピング装置。
【請求項９】
　前記着脱可能なインサートが、少なくとも一つの風味剤を保持する香味材料を含む、請
求項６～８のいずれかに記載の不燃性ベイピング装置。
【請求項１０】
　前記プレベイパー製剤がニコチンを含む、請求項６～９のいずれかに記載の不燃性ベイ
ピング装置。
【請求項１１】
　プレベイパー製剤を収容するように構成される、プレベイパー製剤タンクであって、そ
れを通る流路を画定する、プレベイパー製剤タンクと、
　前記プレベイパー製剤タンクに結合され、前記プレベイパー製剤の少なくとも一部分を
加熱して蒸気にするように、かつ前記流路の第一の部分に前記蒸気を提供するように構成
される、発熱体と、
　着脱可能なインサートが、前記蒸気を受けるように位置付けられるように、前記流路の
第二の部分において前記流路内に挿入されるように構成される、着脱可能なインサートで
あって、前記着脱可能なインサートが、少なくとも一つの風味剤を保持する香味材料を含
み、前記着脱可能なインサートが、前記受けた蒸気内に前記少なくとも一つの風味剤を放
出するように構成される、着脱可能なインサートと、を備え、前記着脱可能なインサート
が、前記風味剤の端部のフィルターと前記フィルターと前記風味剤と重なるチッピングペ
ーパーとをさらに備え、前記チッピングペーパーが、前記風味剤の外側表面領域全体を覆
う、ｅベイピング要素。
【請求項１２】
　前記プレベイパー製剤がニコチンを含む、請求項１１に記載のｅベイピング要素。
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