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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル送達デバイスのための噴霧器であって、
　第１の液体輸送要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在する、液体輸送要素のセグ
メントと、
　前記液体輸送要素のセグメントの少なくとも一部分に沿って延在するワイヤのセグメン
トであって、前記ワイヤのセグメントが、加熱部分を含む前記ワイヤの複数のコイルを備
える加熱要素を画定し、前記加熱部分において、前記コイルが可変ピッチを画定する、ワ
イヤのセグメントと、を備え、
　前記コイルの前記可変ピッチが複数の外側区分で最大となり、外側区分の間に位置付け
られる中央区分で最小となる、前記噴霧器。
【請求項２】
　前記加熱要素が複数の接触部分を更に備え、前記加熱部分が前記接触部分の間に位置付
けられる、請求項１に記載の噴霧器。
【請求項３】
　前記ワイヤの前記セグメントが第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更に画定し
、前記接触部分が前記端部コイルの間に位置付けられ、前記第１のピッチよりも小さい第
２のピッチを画定する、請求項２に記載の噴霧器。
【請求項４】
　第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を更に備え、前記加熱要素の前記接触部分が前
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記第１の発熱体端子及び前記第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触する、請求項
２に記載の噴霧器。
【請求項５】
　前記ワイヤの前記セグメントが、前記第１の液体輸送端から前記第２の液体輸送端まで
連続的に延在する、請求項１～４のいずれか一項に記載の噴霧器。
【請求項６】
　前記噴霧器が、前記液体輸送要素及び前記ワイヤを備える部品から切断され、
　前記ワイヤが、前記液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連続的に延在し、前記加熱
要素を含む複数の加熱要素を画定する、請求項５に記載の噴霧器。
【請求項７】
　前記ワイヤの前記セグメントが、第１及び第２のワイヤ端のうちの一方または両方で、
前記液体輸送要素を少なくとも部分的に通って延在する、請求項１に記載の噴霧器。
【請求項８】
　前記加熱要素が、前記ワイヤ端に近接して位置付けられる複数の接触部分と、前記接触
部分の間に位置付けられる加熱部分とを備える、請求項７に記載の噴霧器。
【請求項９】
　前記接触部分の前記コイルのピッチが、前記加熱部分の前記コイルの前記可変ピッチよ
りも小さい、請求項８に記載の噴霧器。
【請求項１０】
　第１及び第２の発熱体端子を更に備え、前記発熱体端子の各々が前記加熱要素の前記接
触部分のうちのそれぞれ１つに固設される、請求項８に記載の噴霧器。
【請求項１１】
　前記ワイヤの前記セグメントが、前記第１の液体輸送要素端または前記第２の液体輸送
要素端まで延在しない、請求項７～１０のいずれか一項に記載の噴霧器。
【請求項１２】
　前記ワイヤ端が、前記液体輸送要素の前記セグメントの長手方向の長さに対して実質的
に横方向に前記液体輸送要素を通って延在する、請求項７～１０のいずれか一項に記載の
噴霧器。
【請求項１３】
　エアロゾル送達デバイスのためのエアロゾル生成組立体であって、請求項１に記載の噴
霧器を備え、更に、
　エアロゾル前駆体組成物を保持するように構成される液溜め基材であって、前記噴霧器
が、前記液溜め基材と接触する、液溜め基材と、
　中を通って延在する開孔を画定する導流体であって、前記開孔が前記加熱要素の前記加
熱部分の中央区分と整列されている、導流体と、を備える、前記エアロゾル生成組立体。
【請求項１４】
　前記ワイヤの前記セグメントが、前記第１の液体輸送端から前記第２の液体輸送端まで
連続的に延在する、請求項１３に記載のエアロゾル生成組立体。
【請求項１５】
　前記ワイヤの前記セグメントが、第１及び第２のワイヤ端のうちの一方または両方で、
前記液体輸送要素の前記セグメントを少なくとも部分的に通って延在する、請求項１３に
記載のエアロゾル生成組立体。
【請求項１６】
　前記コイルの前記可変ピッチが、複数の外側区分で最大となり、前記外側区分の間の前
記中央区分で最小となる、請求項１３に記載のエアロゾル生成組立体。
【請求項１７】
　前記加熱要素が複数の接触部分を更に備え、前記加熱部分が前記接触部分の間に位置付
けられている、請求項１３～１６のいずれか一項に記載のエアロゾル生成組立体。
【請求項１８】
　前記ワイヤの前記セグメントが第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更に画定し
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、前記接触部分が前記端部コイルの間に位置付けられ、前記第１のピッチよりも小さい第
２のピッチを画定する、請求項１７に記載のエアロゾル生成組立体。
【請求項１９】
　第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を更に備え、前記加熱要素の前記接触部分が前
記第１の発熱体端子及び前記第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触する、請求項
１７に記載のエアロゾル生成組立体。
【請求項２０】
　噴霧器を形成する方法であって、
　液体輸送要素を提供することと、
　ワイヤを提供することと、
　前記ワイヤが前記液体輸送要素の長手方向の長さの少なくとも一部分に沿って延在し、
少なくとも１つの加熱要素を画定するように前記ワイヤを前記液体輸送要素と連結するこ
とと、を含み、前記加熱要素は加熱部分を含む前記ワイヤの複数のコイルを備え、前記加
熱部分において、前記コイルが可変ピッチを画定し、
　前記コイルの前記可変ピッチが、複数の外側区分で最大となり、前記外側区分の間に位
置付けられる中央区分で最小となる、前記方法。
【請求項２１】
　前記ワイヤを前記液体輸送要素に連結させることが、前記加熱要素が複数の接触部分を
備えるようにワイヤを巻き付けることを含み、前記加熱部分が前記接触部分の間に位置付
けられている、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を提供することと、
　前記加熱要素の前記接触部分と前記第１の発熱体端子及び前記第２の発熱体端子とをそ
れぞれ係合することと、を更に含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ワイヤを前記液体輸送要素に連結させることが、第１のピッチを画定する複数の端
部コイルを画定するように前記ワイヤを巻き付けることを更に含み、前記接触部分が、前
記端部コイルの間に位置付けられ、前記第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定す
る、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ワイヤを前記液体輸送要素に連結させることが、第１の液体輸送端から第２の液体
輸送端まで前記ワイヤを前記液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けることを含む、請求
項２０～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ワイヤを前記液体輸送要素に連結させることが、複数の加熱要素を画定することを
含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記液体輸送要素及び前記ワイヤを、前記加熱要素のうちの１つ及び前記液体輸送要素
のセグメントをそこから分離するように切断することを更に含む、請求項２５に記載の方
法。
【請求項２７】
　前記ワイヤを前記液体輸送要素に連結させることが、第１のワイヤ端を前記液体輸送要
素に少なくとも部分的に通して挿入することと、前記ワイヤ及び前記液体輸送要素のうち
の少なくとも１つを回転させることと、を含む、請求項２０～２２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２８】
　前記ワイヤを前記液体輸送要素に連結させることが、第２のワイヤ端を前記液体輸送要
素に少なくとも部分的に通して挿入することを更に含む、請求項２７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、電子タバコなどのエアロゾル送達デバイスのための噴霧器に関し、より具体
的にはワイヤ及び液体輸送要素を備える噴霧器に関する。本噴霧器は、タバコから作製さ
れ得るか、またはそれに由来し得るか、あるいはタバコを組み込み得るエアロゾル材料を
加熱して、ヒトによる消費のための吸入可能な物質を形成するように構成され得る。
【背景技術】
【０００２】
　多くの喫煙デバイスが、使用のためにタバコの燃焼を必要とする喫煙製品に対する改良
案または代替案として、長年に渡り提案されている。これらのデバイスの多くは、紙巻き
タバコ、葉巻、またはパイプ喫煙に関連する知覚を、タバコの燃焼に起因する相当量の不
完全燃焼及び熱分解生成物を送達することなく、提供するように意図的に設計されている
。このために、電気エネルギーを利用して、揮発性材料を蒸発させるかまたは加熱する、
あるいはタバコをかなりの程度燃焼させることなく、紙巻きタバコ、葉巻、またはパイプ
喫煙の知覚を提供することを試みる、多数の喫煙製品、風味生成器、及び機械的吸入器が
提案されてきた。例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、Ｒｏｂｉｎｓ
ｏｎらの米国特許第７，７２６，３２０号、Ｇｒｉｆｆｉｔｈらの米国特許公開第２０１
３／０２５５７０２号、Ｓｅｂａｓｔｉａｎらの米国特許公開第２０１４／００００６３
８号、Ｃｏｌｌｅｔｔらの、２０１２年９月４日出願の米国特許出願第１３／６０２，８
７１号、及びＳｅａｒｓらの、２０１２年１０月８日出願の米国特許出願第１３／６４７
，０００号に記載されている背景技術において示されている、種々の代替の喫煙物品、エ
アロゾル送達デバイス、及び熱生成源を参照されたい。
【０００３】
　煙またはエアロゾル形成用の熱を生成するために電気エネルギーを用いるある特定のタ
バコ製品、及び具体的には電子タバコ製品と称されているある特定の製品は、世界中で市
販されている。伝統的な種類の紙巻きタバコ、葉巻、またはパイプの特性の多くに類似す
る代表的な製品は、Ｐｈｉｌｉｐ　Ｍｏｒｒｉｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ製のＡＣＣ
ＯＲＤ（登録商標）、ＩｎｎｏＶａｐｏｒ　ＬＬＣ製のＡＬＰＨＡ（商標）、ＪＯＹＥ５
１０（商標）ならびにＭ４（商標）、Ｗｈｉｔｅ　Ｃｌｏｕｄ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅｓ製
のＣＩＲＲＵＳ（商標）及びＦＬＩＮＧ（商標）、Ｌｏｒｉｌｌａｒｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．製のＢＬＵ（商標）、Ｅｐｕｆｆｅｒ（登録商標）Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ．製のＣＯＨＩＴＡ（商標）、ＣＯＬＩＢＲＩ（商標）、ＥＬＩＴ
Ｅ　ＣＬＡＳＳＩＣ（商標）、ＭＡＧＮＵＭ（商標）、ＰＨＡＮＴＯＭ（商標）ならびに
ＳＥＮＳＥ（商標）、Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅｓ，Ｉｎｃ．製の、Ｄ
ＵＯＰＲＯ（商標）、ＳＴＯＲＭ（商標）ならびにＶＡＰＯＲＫＩＮＧ（登録商標）、Ｅ
ｇａｒ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ製のＥＧＡＲ（商標）、Ｊｏｙｅｔｅｃｈ製のｅＧｏ－Ｃ（
商標）ならびにｅＧｏ－Ｔ（商標）、Ｅｌｕｓｉｏｎ　ＵＫ　Ｌｔｄ製のＥＬＵＳＩＯＮ
（商標）、Ｅｏｎｓｍｏｋｅ　ＬＬＣ製のＥＯＮＳＭＯＫＥ（登録商標）、ＦＩＮ　Ｂｒ
ａｎｄｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＬＣ製のＦＩＮ（商標）、Ｇｒｅｅｎ　Ｓｍｏｋｅ　Ｉｎ
ｃ．ＵＳＡ製のＳＭＯＫＥ（登録商標）、Ｇｒｅｅｎａｒｅｔｔｅ　ＬＬＣ製のＧＲＥＥ
ＮＡＲＥＴＴＥ（商標）、Ｓｍｏｋｅ　Ｓｔｉｋ（登録商標）製のＨＡＬＬＩＧＡＮ（商
標）、ＨＥＮＤＵ（商標）、ＪＥＴ（商標）、ＭＡＸＸＱ（商標）、ＰＩＮＫ（商標）な
らびにＰＩＴＢＵＬＬ（商標）、Ｐｈｉｌｉｐ　Ｍｏｒｒｉｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ，Ｉｎｃ．製のＨＥＡＴＢＡＲ（商標）、Ｃｒｏｗｎ７製のＨＹＤＲＯ　ＩＭＰＥＲ
ＩＡＬ（商標）ならびにＬＸＥ（商標）、ＬＯＧＩＣ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ製のＬＯＧ
ＩＣ（商標）ならびにＴＨＥ　ＣＵＢＡＮ（商標）、Ｌｕｃｉａｎｏ　Ｓｍｏｋｅｓ　Ｉ
ｎｃ．製のＬＵＣＩ（登録商標）、Ｎｉｃｏｔｅｋ，ＬＬＣ製のＭＥＴＲＯ（登録商標）
Ｓｏｔｔｅｒａ，Ｉｎｃ．製のＮＪＯＹ（登録商標）ならびにＯＮＥＪＯＹ（商標）、Ｓ
Ｓ　Ｃｈｏｉｃｅ　ＬＬＣ製のＮＯ．７（商標）、ＰｒｅｍｉｕｍＥｓｔｏｒｅ　ＬＬＣ
製のＰＲＥＭＩＵＭ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥ（商標）、Ｒｕｙａｎ
　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．製のＲＡＰＰ　Ｅ－ＭＹＳＴＩＣＫ（商標）、Ｒｅｄ　Ｄｒ
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ａｇｏｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，ＬＬＣ製のＲＥＤ　ＤＲＡＧＯＮ（商標）、Ｒｕｙａｎ　
Ｇｒｏｕｐ（Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）Ｌｔｄ．製のＲＵＹＡＮ（登録商標）、Ｓｍｏｋｅｒ　
Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，ＬＬＣ製のＳＦ（登録商標）、Ｔｈｅ
　Ｓｍａｒｔ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙ　Ｌｔｄ．製のＧＲＥＥＮ　ＳＭＡＲＴ　ＳＭＯＫＥＲ（登録商標）、Ｃｏａｓｔ
ｌｉｎｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ＬＬＣ製のＳＭＯＫＥ　ＡＳＳＩＳＴ（登録商標）、Ｓｍ
ｏｋｉｎｇ　Ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ，Ｉｎｃ．製のＳＭＯＫＩＮＧ　ＥＶＥＲＹＷＨＥＲ
Ｅ（登録商標）、ＶＭＲ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ＬＬＣ製のＶ２ＣＩＧＳ（商標）、Ｖａｐ
ｏｒＮｉｎｅ　ＬＬＣ製のＶＡＰＯＲ　ＮＩＮＥ（商標）、Ｖａｐｏｒ　４　Ｌｉｆｅ，
Ｉｎｃ．製のＶＡＰＯＲ４ＬＩＦＥ（登録商標）、Ｅ－ＣｉｇａｒｅｔｔｅＤｉｒｅｃｔ
，ＬＬＣ製のＶＥＰＰＯ（商標）、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｖａｐｏｒ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ製のＶＵＳＥ（登録商標）、Ｍｉｓｔｉｃ　Ｅｃｉｇｓ製のＭｉｓｔｉｃ　Ｍｅｎｔ
ｈｏｌ　ｐｒｏｄｕｃｔ、ならびにＣＮ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｌｔｄ製のｔｈｅ　Ｖｙｐ
ｅ　ｐｒｏｄｕｃｔとして販売されている。また他の電動エアロゾル送達デバイス、及び
具体的にはいわゆる電子タバコとして特徴付けられているデバイスは、商品名、ＣＯＯＬ
ＥＲ　ＶＩＳＩＯＮＳ（商標）、ＤＩＲＥＣＴ　Ｅ－ＣＩＧ（商標）、ＤＲＡＧＯＮＦＬ
Ｙ（商標）、ＥＭＩＳＴ（商標）、ＥＶＥＲＳＭＯＫＥ（商標）、ＧＡＭＵＣＣＩ（登録
商標）、ＨＹＢＲＩＤ　ＦＬＡＭＥ（商標）、ＫＮＩＧＨＴ　ＳＴＩＣＫＳ（商標）、Ｒ
ＯＹＡＬ　ＢＬＵＥＳ（商標）、ＳＭＯＫＥＴＩＰ（登録商標）、ＳＯＵＴＨ　ＢＥＡＣ
Ｈ　ＳＭＯＫＥ（商標）として販売されている。
【０００４】
　エアロゾル送達デバイス内で用いられ得る構成要素及び関連技術の追加の製造業者、設
計者、及び／または譲受人には、Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｊｉｅｓｈｉｂｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｃｈｉｎａ）、Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｆｉｒｓｔ　Ｕｎｉｏｎ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｃｉｔｙ，Ｃｈｉｎａ）、Ｓａｆｅ　Ｃｉ
ｇ（Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ，ＣＡ）、Ｊａｎｔｙ　Ａｓｉａ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｐｈｉ
ｌｉｐｐｉｎｅｓ）、Ｊｏｙｅｔｅｃｈ　Ｃｈａｎｇｚｈｏｕ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｃｈｉｎａ）、ＳＩＳ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ、Ｂ２Ｂ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（Ｄｏｖｅｒ，ＤＥ）、Ｅｖｏｌｖ　ＬＬＣ（ＯＨ
）、Ｍｏｎｔｒａｄｅ（Ｂｏｌｏｇｎａ，Ｉｔａｌｙ）、Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｂａｕｗａ
ｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｃｈｉｎａ）、Ｇｌｏｂａｌ　Ｖａｐｏ
ｒ　Ｔｒａｄｅｍａｒｋｓ　Ｉｎｃ．（Ｐｏｍｐａｎｏ　Ｂｅａｃｈ，ＦＬ）、Ｖａｐｏ
ｒ　Ｃｏｒｐ．（Ｆｏｒｔ　Ｌａｕｄｅｒｄａｌｅ，ＦＬ）、Ｎｅｍｔｒａ　ＧＭＢＨ（
Ｒａｓｃｈａｕ－Ｍａｒｋｅｒｓｂａｃｈ，Ｇｅｒｍａｎｙ）、Ｐｅｒｒｉｇｏ　Ｌ．Ｃ
ｏ．（Ａｌｌｅｇａｎ，ＭＩ）、Ｎｅｅｄｓ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．、Ｓｍｏｋｅｆｒｅｅ　
Ｉｎｎｏｔｅｃ（Ｌａｓ　Ｖｅｇａｓ，ＮＶ）、ＭｃＮｅｉｌ　ＡＢ（Ｈｅｌｓｉｎｇｂ
ｏｒｇ，Ｓｗｅｄｅｎ）、Ｃｈｏｎｇ　Ｃｏｒｐ、Ａｌｅｘｚａ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔ
ｉｃａｌｓ（Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｖｉｅｗ，ＣＡ）、ＢＬＥＣ，ＬＬＣ（Ｃｈａｒｌｏｔ
ｔｅ，ＮＣ）、Ｇａｉｔｒｅｎｄ　Ｓａｒｌ（Ｒｏｈｒｂａｃｈ－ｌeｓ－Ｂｉｔｃｈｅ
，Ｆｒａｎｃｅ）、ＦｅｅｌＬｉｆｅ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｃｈｉｎａ）、Ｖｉｓｈａｙ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ＧＭＢ
Ｈ（Ｓｅｌｂ，Ｇｅｒｍａｎｙ）、Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｓｍａｃｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ　Ｌｔｄ．（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｃｈｉｎａ）、Ｖａｐｏｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ，ＦＬ）、Ｅｘｏｎｏｉｄ　Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（Ｉｓｒａｅｌ）、Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｎｏｗｏｔｅｃｈ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｃｈｉｎａ）、Ｍｉｎｉｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ，Ｃｈｉｎａ）、Ｓｈｅｎｚｈｅｎ　Ｋｏ
ｎｔｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（Ｓｈｅｎｚｈｅｎ，Ｃｈｉｎａ）、及びＦｕｍａ　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，ＬＬＣ（Ｍｅｄｉｎａ，ＯＨ）、ならびに２１ｓｔ　Ｃｅ
ｎｔｕｒｙ　Ｓｍｏｋｅ（Ｂｅｌｏｉｔ，ＷＩ）が含まれる。
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【０００５】
　紙巻きタバコ、葉巻、またはパイプ喫煙の知覚を提供するために電気エネルギーによっ
て生成される熱を用い、タバコをかなりの程度燃焼させることなく、熱源を燃焼させる必
要なく、及び相当量の不完全燃焼ならびに熱分解生成物を送達する必要なくそれを行う、
エアロゾル送達デバイスを提供することが望ましいであろう。更に、電子喫煙物品の製造
及びエアロゾルの生成に関する進歩が望ましいであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，７２６，３２０号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１３／０２５５７０２号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１４／００００６３８号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１３／６０２，８７１号明細書
【特許文献５】米国特許出願第１３／６４７，０００号明細書
【発明の概要】
【０００７】
　本開示は、エアロゾルを生成するように構成される電子タバコなどのエアロゾル送達デ
バイスに関する。一態様において、複数の噴霧器の生産のための部品が提供される。部品
は、液体輸送要素と、液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連続的に延在し、複数の加
熱要素を画定するワイヤを備え得る。加熱要素は、ワイヤの複数のコイルをそれぞれ備え
得る。
【０００８】
　いくつかの実施形態において、ワイヤは液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けられ得
る。ワイヤは、第１のピッチを画定する複数の端部を更に画定し得る。加熱要素の各々は
、端部の間に位置付けられ、第２のピッチを画定する複数の接触部分と、接触部分との間
に位置付けられ、第３のピッチを画定する加熱部分とを備え得る。第２のピッチは第１の
ピッチよりも小さくあり得、第３のピッチは第１のピッチよりも小さく、かつ第２のピッ
チよりも大きくあり得る。更に、第２のピッチはワイヤの直径と実質的に等しくあり得る
。
【０００９】
　追加の態様において、エアロゾル送達デバイスのための噴霧器が提供される。本噴霧器
は、第１の液体輸送要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在する液体輸送要素と、第
１の液体輸送要素端から第２の液体輸送要素端まで液体輸送要素に沿って連続的に延在し
、ワイヤの複数のコイルを備える加熱要素を画定するワイヤとを備え得る。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、ワイヤは液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けられ得
る。ワイヤは第１のピッチを画定する複数の端部を更に画定し得、加熱要素は、端部の間
に位置付けられ、第２のピッチを画定する複数の接触部分と、接触部分の間に位置付けら
れ、第３のピッチを画定する加熱部分とを備え得る。第２のピッチは第１のピッチよりも
小さくあり得、第３のピッチは第１のピッチよりも小さく、かつ第２のピッチよりも大き
くあり得る。第２のピッチはワイヤの直径と実質的に等しくあり得る。本噴霧器は第１の
発熱体端子及び第２の発熱体端子を更に備え得、加熱要素の接触部分は第１の発熱体端子
及び第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触し得る。端部は第１の発熱体端子及び
第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触し得る。
【００１１】
　追加の態様において、エアロゾル送達デバイスのためのカートリッジが提供される。カ
ートリッジは、制御体と係合するように構成される接続器端を画定する基部を備え得る。
更にカートリッジは、エアロゾル前駆体組成物を保持するように構成される液溜め基材を
含み得る。液溜め基材はそこを通って第１の液溜め端から第２の液溜め端まで延在する空
洞を画定し得、第１の液溜め端は基部に近接して位置付けられ得る。カートリッジは、液
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溜め基材の空洞を通って延在する噴霧器を追加で含み得る。本噴霧器は、第１の液体輸送
要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在する液体輸送要素と、第１の液体輸送要素端
から第２の液体輸送要素端まで液体輸送要素に沿って連続的に延在し、ワイヤの複数のコ
イルを備える加熱要素を画定するワイヤとを備え得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、ワイヤは液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けられ得
る。ワイヤは第１のピッチを画定する複数の端部を更に画定し得、加熱要素は、端部の間
に位置付けられ、第２のピッチを画定する複数の接触部分と、接触部分の間に位置付けら
れ、第３のピッチを画定する加熱部分とを備え得る。第２のピッチは第１のピッチよりも
小さくあり得、第３のピッチは第１のピッチよりも小さく、かつ第２のピッチよりも大き
くあり得る。第２のピッチはワイヤの直径と実質的に等しくあり得る。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、本噴霧器は第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を更
に備え得る。加熱要素の接触部分は、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１
つとそれぞれ接触し得る。端部はまた、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの
１つとそれぞれ接触し得る。液溜め基材は、第１の液溜め端と第２の液溜め端との間に延
在する空洞で複数の溝を画定し得、液体輸送要素及び端部を受容するように構成される。
【００１４】
　追加の態様において、噴霧器を形成する方法が提供される。本方法は、液体輸送要素を
提供することと、ワイヤを提供することと、ワイヤが液体輸送要素の長手方向の長さに沿
って連続的に延在し、複数の加熱要素を画定するように、ワイヤを液体輸送要素に連結さ
せることと、を含み得る。加熱要素は、ワイヤの複数のコイルをそれぞれ備え得る。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、ワイヤを液体輸送要素に連結させることは、ワイヤを液
体輸送要素の周りに連続的に巻き付けることを含み得る。液体輸送要素の周りにワイヤを
巻き付けることは、第１のピッチを画定する複数の端部を画定するようにワイヤを巻き付
けることと、加熱要素の各々が端部の間に位置付けられ、第２のピッチを画定する複数の
接触部分と、接触部分の間に位置付けられ、第３のピッチを画定する加熱部分とを備える
ようにワイヤを巻き付けることと、を含み得る。第２のピッチは第１のピッチよりも小さ
くあり得、第３のピッチは第１のピッチよりも小さく、かつ第２のピッチよりも大きくあ
り得る。いくつかの実施形態において、第２のピッチはワイヤの直径と実質的に等しくあ
り得る。
【００１６】
　本方法は、液体輸送要素及びワイヤを、加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素のセグ
メントをそこから分離するように、端部のうちの１つで切断することを更に含み得る。更
に本方法は、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を提供することと、加熱要素のうち
の１つの接触部分と第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子とをそれぞれ係合することと
、を含み得る。本方法は、加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素のセグメントを第１の
発熱体端子及び第２の発熱体端子の周りで曲げることを追加で含み得る。本方法はまた、
端部を第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ係合することを含
み得る。
【００１７】
　追加の態様において、複数の噴霧器の生産のための部品が提供される。部品は、液体輸
送要素を含み得る。更に部品は、液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連続的に延在し
、複数の加熱要素を画定するワイヤを含み得る。加熱要素は、加熱部分を含むワイヤの複
数のコイルをそれぞれ含み得、加熱部分においてコイルは可変ピッチを画定し得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、加熱部分のコイルの可変ピッチは、複数の外側区分で最
大となり得、外側区分の間に位置付けられる中央区分で最小となり得る。加熱要素は、複
数の接触部分を更にそれぞれ含み得る。加熱部分は、接触部分の間に位置付けられ得る。
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ワイヤは、第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更に画定し得る。接触部分は端部
コイルの間に位置付けられ得、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定し得る。
【００１９】
　追加の態様において、エアロゾル送達デバイスのための噴霧器が提供される。本噴霧器
は、第１の液体輸送要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在する液体輸送要素を含み
得る。更に本噴霧器は、液体輸送要素の少なくとも一部分に沿って延在し、加熱部分を含
むワイヤの複数のコイルを含む加熱要素を画定するワイヤを含み得、加熱部分においてコ
イルは可変ピッチを画定する。コイルの可変ピッチは、複数の外側区分で最大となり得、
外側区分の間に位置付けられる中央区分で最小となり得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、加熱要素の少なくとも一部分は液体輸送要素の内側に位
置付けられ得る。例えば、液体輸送要素は、加熱要素の少なくとも一部分を完全に封入す
ることができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、ワイヤは第１の液体輸送端から第２の液体輸送端まで連
続的に延在し得る。追加の実施形態において、ワイヤは第１及び第２のワイヤ端のうちの
一方または両方で、液体輸送要素を少なくとも部分的に通って延在し得る。加熱要素は、
複数の接触部分を追加で含み得る。加熱部分は、接触部分の間に位置付けられ得る。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、ワイヤは第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更
に画定し得る。接触部分は端部コイルの間に位置付けられ得、第１のピッチよりも小さい
第２のピッチを画定し得る。本噴霧器は、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を追加
で含み得る。加熱要素の接触部分は、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１
つとそれぞれ接触し得る。
【００２３】
　追加の態様において、エアロゾル送達デバイスのためのエアロゾル生成組立体が提供さ
れる。本エアロゾル生成組立体は、エアロゾル前駆体組成物を保持するように構成される
液溜め基材を含み得る。本エアロゾル生成組立体は、液溜め基材と接触する噴霧器を追加
で含み得る。本噴霧器は、第１の液体輸送要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在す
る液体輸送要素を含み得る。ワイヤは、液体輸送要素の少なくとも一部分に沿って延在し
得、かつ加熱部分を含むワイヤの複数のコイルを含む加熱要素を画定し得、加熱部分にお
いてコイルは可変ピッチを画定する。本エアロゾル生成組立体は、中を通って延在する開
孔を画定する導流体を追加で含み得る。開孔は、加熱要素の加熱部分の中央区分と整列さ
れ得る。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、ワイヤは第１の液体輸送端から第２の液体輸送端まで連
続的に延在し得る。別の実施形態において、ワイヤは第１及び第２のワイヤ端のうちの一
方または両方で、液体輸送要素を少なくとも部分的に通って延在し得る。コイルの可変ピ
ッチは、複数の外側区分で最大となり得、中央区分の外側区分の間で最小となり得る。加
熱要素は、複数の接触部分を追加で含み得る。加熱部分は、接触部分の間に位置付けられ
得る。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、ワイヤは第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更
に画定し得る。接触部分は端部コイルの間に位置付けられ得、第１のピッチよりも小さい
第２のピッチを画定し得る。本エアロゾル生成組立体は、第１の発熱体端子及び第２の発
熱体端子を追加で含み得る。加熱要素の接触部分は、第１の発熱体端子及び第２の発熱体
端子のうちの１つとそれぞれ接触し得る。
【００２６】
　追加の態様において、噴霧器を形成する方法が提供される。本方法は、液体輸送要素を
提供することを含み得る。加えて、本方法はワイヤを提供することを含み得る。更に本方
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法は、ワイヤが液体輸送要素の長手方向の長さの少なくとも一部分に沿って延在し、少な
くとも１つの加熱要素を画定するように、ワイヤを液体輸送要素に連結させることを含み
得る。加熱要素は、加熱部分を含むワイヤの複数のコイルを含み得、加熱部分においてコ
イルは可変ピッチを画定し得る。コイルの可変ピッチは、複数の外側区分で最大となり得
、外側区分の間に位置付けられる中央区分で最小となり得る。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、ワイヤを液体輸送要素に連結させることは、第１の液体
輸送端から第２の液体輸送端までワイヤを液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けること
を含み得る。ワイヤを液体輸送要素に連結させることは、第１のワイヤ端を液体輸送要素
に少なくとも部分的に通して挿入することと、少なくとも１つのワイヤ及び液体輸送要素
を回転させることとを含み得る。ワイヤを液体輸送要素に連結させることは、第２のワイ
ヤ端を液体輸送要素に少なくとも部分的に通して挿入することを更に含み得る。ワイヤを
液体輸送要素に連結させることは、加熱要素が複数の接触部分を含むようにワイヤを巻き
付けることを含み得る。加熱部分は、接触部分の間に位置付けられ得る。ワイヤを液体輸
送要素に連結させることは、第１のピッチを画定する複数の端部コイルを画定するように
ワイヤを巻き付けることを追加で含み得る。接触部分は端部コイルの間に位置付けられ得
、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定し得る。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、本方法は第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を提供
することを追加で含み得る。加えて本方法は、加熱要素の接触部分と第１の発熱体端子及
び第２の発熱体端子とをそれぞれ係合することを含み得る。ワイヤを液体輸送要素に連結
させることは、複数の加熱要素を画定することを含み得る。本方法は、液体輸送要素及び
ワイヤを、加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素のセグメントをそこから分離するよう
に切断することを追加で含み得る。
【００２９】
　追加の態様において、エアロゾル送達デバイスのための噴霧器が提供される。本噴霧器
は、液体輸送要素と、ワイヤの複数のコイルを備える加熱要素を画定するように液体輸送
要素の周りに巻き付けられるワイヤとを含み得る。ワイヤは、第１及び第２のワイヤ端の
うちの一方または両方で、液体輸送要素を少なくとも部分的に通って延在し得る。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、液体輸送要素は第１の液体輸送端と第２の液体輸送端と
の間に延在し得、ワイヤは液体輸送端まで延在しない場合がある。ワイヤ端は、液体輸送
要素の長手方向の長さに対して実質的に横方向である液体輸送要素を通って延在し得る。
加熱要素は、ワイヤ端に近接して位置付けられる複数の接触部分と、接触部分の間に位置
付けられる加熱部分を追加で含み得る。接触部分のコイルのピッチは、加熱部分のコイル
のピッチよりも小さくあり得る。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、加熱部分のコイルは可変ピッチを画定し得る。加熱部分
のコイルの可変ピッチは、複数の外側区分で最大となり得、外側区分の間に位置付けられ
る中央区分で最小となり得る。本噴霧器は、第１及び第２の発熱体端子を追加で含み得る
。発熱体端子の各々は、加熱要素の接触部分のうちのそれぞれ１つに固設され得る。
【００３２】
　本発明は、以下の実施形態を含むが、これらに限定されない。
【００３３】
　実施形態１：複数の噴霧器の生産のための部品であって、
　液体輸送要素と、
　液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連続的に延在し、複数の加熱要素を画定するワ
イヤと、を備え、加熱要素は、加熱部分を含むワイヤの複数のコイルをそれぞれ備え、加
熱部分においてコイルが可変ピッチを画定する、部品。
【００３４】
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　実施形態２：加熱部分のコイルの可変ピッチが複数の外側区分で最大となり、外側区分
の間に位置付けられる中央区分で最小となる、いずれかの先行または後続の実施形態に記
載の部品。
【００３５】
　実施形態３：加熱要素が複数の接触部分を更にそれぞれ備え、加熱部分が接触部分の間
に位置付けられている、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の部品。
【００３６】
　実施形態４：ワイヤが第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更に画定し、接触部
分が端部コイルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定する
、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の部品。
【００３７】
　実施形態５：エアロゾル送達デバイスのための噴霧器であって、
　第１の液体輸送要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在する液体輸送要素と、
　液体輸送要素の少なくとも一部分に沿って延在し、加熱部分を含むワイヤの複数のコイ
ルを備える加熱要素を画定するワイヤと、を備え、加熱部分においてコイルが可変ピッチ
を画定し、
　コイルの可変ピッチが、複数の外側区分で最大となり、外側区分の間に位置付けられる
中央区分で最小となる、噴霧器。
【００３８】
　実施形態６：ワイヤが、第１の液体輸送端から第２の液体輸送端まで連続的に延在する
、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００３９】
　実施形態７：ワイヤが、第１及び第２のワイヤ端のうちの一方または両方で、液体輸送
要素を少なくとも部分的に通って延在する、いずれかの先行または後続の実施形態に記載
の噴霧器。
【００４０】
　実施形態８：加熱要素が複数の接触部分を更に備え、加熱部分が接触部分の間に位置付
けられている、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００４１】
　実施形態９：ワイヤが第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更に画定し、接触部
分が端部コイルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定する
、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００４２】
　実施形態１０：第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を更に備え、加熱要素の接触部
分が、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触する、いずれ
かの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００４３】
　実施形態１１：エアロゾル送達デバイスのためのエアロゾル生成組立体であって、
　エアロゾル前駆体組成物を保持するように構成される液溜め基材と、
　液溜め基材と接触する噴霧器であって、
　第１の液体輸送要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在する液体輸送要素、及び
　液体輸送要素の少なくとも一部分に沿って延在し、加熱部分においてコイルが可変ピッ
チを画定し、加熱部分を含むワイヤの複数のコイルを備える加熱要素を画定するワイヤを
備える、噴霧器と、
　中を通って延在する開孔を画定する導流体であって、開孔が加熱要素の加熱部分の中央
区分と整列されている、導流体と、を備える、エアロゾル生成組立体。
【００４４】
　実施形態１２：ワイヤが、第１の液体輸送端から第２の液体輸送端まで連続的に延在す
る、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００４５】
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　実施形態１３：ワイヤが、第１及び第２のワイヤ端のうちの一方または両方で、液体輸
送要素を少なくとも部分的に通って延在する、いずれかの先行または後続の実施形態に記
載のエアロゾル生成組立体。
【００４６】
　実施形態１４：コイルの可変ピッチが複数の外側区分で最大となり、中央区分の外側区
分の間で最小となる、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立
体。
【００４７】
　実施形態１５：加熱要素が複数の接触部分を更に含み、加熱部分が接触部分の間に位置
付けられている、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００４８】
　実施形態１６：ワイヤが第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更に画定し、接触
部分が端部コイルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定す
る、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００４９】
　実施形態１７：第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を更に備え、加熱要素の接触部
分が、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触する、いずれ
かの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００５０】
　実施形態１８：噴霧器を形成する方法であって、
　液体輸送要素を提供することと、
　ワイヤを提供することと、
　ワイヤが液体輸送要素の長手方向の長さの少なくとも一部分に沿って延在し、少なくと
も１つの加熱要素を画定するようにワイヤを液体輸送要素と連結させることと、を含み、
加熱要素が、加熱部分を含むワイヤの複数のコイルを備え、加熱部分において、コイルが
可変ピッチを画定し、
　コイルの可変ピッチが、複数の外側区分で最大となり、外側区分の間に位置付けられる
中央区分で最小となる、方法。
【００５１】
　実施形態１９：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第１の液体輸送端から第２
の液体輸送端までワイヤを液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けることを含む、いずれ
かの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００５２】
　実施形態２０：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第１のワイヤ端を液体輸送
要素に少なくとも部分的に通して挿入することと、少なくとも１つのワイヤ及び液体輸送
要素を回転させることと、を含む、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００５３】
　実施形態２１：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第２のワイヤ端を液体輸送
要素に少なくとも部分的に通して挿入することを更に含む、いずれかの先行または後続の
実施形態に記載の方法。
【００５４】
　実施形態２２：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、加熱要素が複数の接触部分
を備えるようにワイヤを巻き付けることを含み、加熱部分が接触部分の間に位置付けられ
ている、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００５５】
　実施形態２３：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第１のピッチを画定する複
数の端部コイルを画定するようにワイヤを巻き付けることを更に含み、接触部分が端部コ
イルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定する、いずれか
の先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００５６】
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　実施形態２４：第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を提供することと、
　加熱要素の接触部分と第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子とをそれぞれ係合するこ
とと、を更に含む、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００５７】
　実施形態２５：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、複数の加熱要素を画定する
ことを含む、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００５８】
　実施形態２６：液体輸送要素及びワイヤを、加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素の
セグメントをそこから分離するように切断することを更に含む、いずれかの先行または後
続の実施形態に記載の方法。
【００５９】
　実施形態２７：エアロゾル送達デバイスのための噴霧器であって、
　液体輸送要素と、
　ワイヤの複数のコイルを備える加熱要素を画定するように液体輸送要素の周りに巻き付
けられるワイヤと、を備え、ワイヤが第１及び第２のワイヤ端のうちの一方または両方で
、液体輸送要素を少なくとも部分的に通って延在する、噴霧器。
【００６０】
　実施形態２８：液体輸送要素が第１の液体輸送端と第２の液体輸送端との間に延在し、
ワイヤが液体輸送端まで延在しない、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧
器。
【００６１】
　実施形態２９：ワイヤ端が、液体輸送要素の長手方向の長さに対して実質的に横方向で
ある液体輸送要素を通って延在する、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧
器。
【００６２】
　実施形態３０：加熱要素が、ワイヤ端に近接して位置付けられる複数の接触部分と、接
触部分の間に位置付けられる加熱部分を備える、いずれかの先行または後続の実施形態に
記載の噴霧器。
【００６３】
　実施形態３１：接触部分のコイルのピッチが、加熱部分のコイルのピッチよりも小さい
、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００６４】
　実施形態３２：加熱部分のコイルが、可変ピッチを画定する、いずれかの先行または後
続の実施形態に記載の噴霧器。
【００６５】
　実施形態３３：加熱部分のコイルの可変ピッチが複数の外側区分で最大となり、外側区
分の間に位置付けられる中央区分で最小となる、いずれかの先行または後続の実施形態に
記載の噴霧器。
【００６６】
　実施形態３４：第１及び第２の発熱体端子を更に備え、発熱体端子の各々が加熱要素の
接触部分のうちのそれぞれ１つに固設される、いずれかの先行または後続の実施形態に記
載の噴霧器。
【００６７】
　実施形態３５：エアロゾル送達デバイスのための噴霧器であって、
　第１の液体輸送要素端と第２の液体輸送要素端との間に延在する、液体輸送要素のセグ
メントと、
　液体輸送要素のセグメントの少なくとも一部分に沿って延在するワイヤのセグメントで
あって、ワイヤのセグメントが、加熱部分を含むワイヤの複数のコイルを備える加熱要素
を画定し、加熱部分において、コイルが可変ピッチを画定する、ワイヤのセグメントと、
を備え、
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　コイルの可変ピッチが、複数の外側区分で最大となり、外側区分の間に位置付けられる
中央区分で最小となる、噴霧器。
【００６８】
　実施形態３６：加熱要素が複数の接触部分を更に備え、加熱部分が接触部分の間に位置
付けられている、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００６９】
　実施形態３７：ワイヤのセグメントが、第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更
に画定し、接触部分が端部コイルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２の
ピッチを画定する、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００７０】
　実施形態３８：第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を更に備え、加熱要素の接触部
分が、第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触する、いずれ
かの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００７１】
　実施形態３９：ワイヤのセグメントが、第１の液体輸送端から第２の液体輸送端まで連
続的に延在する、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００７２】
　実施形態４０：本噴霧器が液体輸送要素及びワイヤを備える部品から切断され、
　ワイヤが、液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連続的に延在し、加熱要素を含む複
数の加熱要素を画定する、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００７３】
　実施形態４１：ワイヤのセグメントが、第１及び第２のワイヤ端のうちの一方または両
方で、液体輸送要素を少なくとも部分的に通って延在する、いずれかの先行または後続の
実施形態に記載の噴霧器。
【００７４】
　実施形態４２：加熱要素が、ワイヤ端に近接して位置付けられる複数の接触部分と、接
触部分の間に位置付けられる加熱部分を備える、いずれかの先行または後続の実施形態に
記載の噴霧器。
【００７５】
　実施形態４３：接触部分のコイルのピッチが加熱部分のコイルの可変ピッチよりも小さ
い、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００７６】
　実施形態４４：第１及び第２の発熱体端子を更に備え、発熱体端子の各々が加熱要素の
接触部分のうちのそれぞれ１つに固設される、いずれかの先行または後続の実施形態に記
載の噴霧器。
【００７７】
　実施形態４５：ワイヤのセグメントが、第１の液体輸送要素端または第２の液体輸送要
素端まで延在しない、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の噴霧器。
【００７８】
　実施形態４６：ワイヤ端が、液体輸送要素のセグメントの長手方向の長さに対して実質
的に横方向である液体輸送要素を通って延在する、いずれかの先行または後続の実施形態
に記載の噴霧器。
【００７９】
　実施形態４７：エアロゾル送達デバイスのためのエアロゾル生成組立体であって、請求
項１に記載の噴霧器を備え、更に、
　エアロゾル前駆体組成物を保持するように構成される液溜め基材であって、噴霧器が、
液溜め基材と接触する、液溜め基材と、
　導流体を通って延在する開孔を画定する該導流体であって、開孔が加熱要素の加熱部分
の中央区分と整列されている、導流体と、を備える、エアロゾル生成組立体。
【００８０】
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　実施形態４８：ワイヤのセグメントが、第１の液体輸送端から第２の液体輸送端まで連
続的に延在する、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００８１】
　実施形態４９：ワイヤのセグメントが、第１及び第２のワイヤ端のうちの一方または両
方で、液体輸送要素のセグメントを少なくとも部分的に通って延在する、いずれかの先行
または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００８２】
　実施形態５０：コイルの可変ピッチが複数の外側区分で最大となり、中央区分の外側区
分の間で最小となる、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立
体。
【００８３】
　実施形態５１：加熱要素が複数の接触部分を更に備え、加熱部分が接触部分の間に位置
付けられている、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００８４】
　実施形態５２：ワイヤのセグメントが第１のピッチを画定する複数の端部コイルを更に
画定し、接触部分が端部コイルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２のピ
ッチを画定する、いずれかの先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００８５】
　実施形態５３：第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を更に備え、加熱要素の接触部
分が第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１つとそれぞれ接触する、いずれか
の先行または後続の実施形態に記載のエアロゾル生成組立体。
【００８６】
　実施形態５４：噴霧器を形成する方法であって、
　液体輸送要素を提供することと、
　ワイヤを提供することと、
　ワイヤが液体輸送要素の長手方向の長さの少なくとも一部分に沿って延在し、少なくと
も１つの加熱要素を画定するようにワイヤを液体輸送要素と連結させることと、を含み、
加熱要素が、加熱部分を含むワイヤの複数のコイルを備え、加熱部分において、コイルが
可変ピッチを画定し、
　コイルの可変ピッチが、複数の外側区分で最大となり、外側区分の間に位置付けられる
中央区分で最小となる、方法。
【００８７】
　実施形態５５：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、加熱要素が複数の接触部分
を備えるようにワイヤを巻き付けることを含み、加熱部分が接触部分の間に位置付けられ
ている、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００８８】
　実施形態５６：第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子を提供することと、
　加熱要素の接触部分と第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子とをそれぞれ係合するこ
とと、を更に含む、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００８９】
　実施形態５７：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第１のピッチを画定する複
数の端部コイルを画定するようにワイヤを巻き付けることを更に含み、接触部分が端部コ
イルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定する、いずれか
の先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００９０】
　実施形態５８：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第１の液体輸送端から第２
の液体輸送端までワイヤを液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けることを含む、いずれ
かの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００９１】
　実施形態５９：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、複数の加熱要素を画定する
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ことを含む、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００９２】
　実施形態６０：液体輸送要素及びワイヤを、加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素の
セグメントをそこから分離するように切断することを更に含む、いずれかの先行または後
続の実施形態に記載の方法。
【００９３】
　実施形態６１：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第１のワイヤ端を液体輸送
要素に少なくとも部分的に通して挿入することと、少なくとも１つのワイヤ及び液体輸送
要素を回転させることと、を含む、いずれかの先行または後続の実施形態に記載の方法。
【００９４】
　実施形態６２：ワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第２のワイヤ端を液体輸送
要素に少なくとも部分的に通して挿入することを更に含む、いずれかの先行または後続の
実施形態に記載の方法。
【００９５】
　本開示のこれらの及び他の特徴、態様、及び利点は、以下で端的に説明する添付の図面
と併せて以下の発明を実施するための形態を読むことから明らかとなるであろう。本発明
は、上述の実施形態のうちの２つ、３つ、４つ、またはそれ以上の任意の組み合わせ、及
び本開示に示す任意の２つ、３つ、４つ、またはそれ以上の特徴または要素の組み合わせ
を含み、これは、かかる特徴または要素が、本明細書の特定の実施形態の説明において明
示的に組み合わせられるか否かに関わらない。この開示は、開示される発明のいずれの分
離可能な特徴または要素も、その種々の態様及び実施形態のいずれにおいても、文脈上そ
うではないことが明確に示されない限り、組み合わせ可能であることが意図されるものと
して見られるべきであるように、総合的に読まれることが意図される。
【００９６】
　本開示を上述の一般用語で説明し、必ずしも原寸に比例して描写されていない添付の図
面をこれから参照する。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本開示の例示的な実施形態に従う、制御体と噴霧器を含むカートリッジとを備え
る喫煙物品の断面図を示す。
【図２】本開示の例示的な実施形態に従う、基部と、制御構成要素端子と、電気制御構成
要素と、液体輸送要素、ワイヤ、及び発熱体端子を含む噴霧器と、液溜め基材と、外部シ
ェルと、吸い口とを備える喫煙物品のためのカートリッジの分解図を示す。
【図３】図２の基部及びカートリッジの制御構成要素端子の拡大分解図を示す。
【図４】組み立てられた構成にある図２の基部及び制御構成要素端子の拡大斜視図を示す
。
【図５】組み立てられた構成にある図２の基部、制御構成要素端子、電気制御構成要素、
及び発熱体端子の拡大斜視図を示す。
【図６】組み立てられた構成にある図２の基部、制御構成要素端子、電気制御構成要素、
及び噴霧器の拡大斜視図を示す。
【図７】組み立てられた構成にある図２の基部、制御構成要素端子、電気制御構成要素、
及び噴霧器の拡大底面斜視図を示す。
【図８】組み立てられた構成にある図２の基部、噴霧器、及び液溜め基材の斜視図を示す
。
【図９】組み立てられた構成にある図２の基部及び外部シェルの斜視図を示す。
【図１０】組み立てられた構成にある図２のカートリッジの斜視図を示す。
【図１１】本開示の例示的な実施形態に従う、図２のカートリッジ及び制御体のためのレ
セプタクルの第１の部分斜視図を示す。
【図１２】図２のカートリッジ及び図１１のレセプタクルの反対側の第２の部分斜視図を
示す。
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【図１３】本開示の例示的な実施形態に従う、液体輸送要素及び液体輸送要素の周りに連
続的に巻き付けられるワイヤを備える複数の噴霧器の生産のための部品の部分側面図を示
す。
【図１４】図１３からの区分Ａの拡大図を示す。
【図１５】噴霧器を形成するように図１３の部品のセグメントと部分的に組み立てられた
、図２の基部、電気制御構成要素、制御構成要素端子、及び発熱体端子を示す。
【図１６】図１５の噴霧器を備えるカートリッジを通る、改訂された横断面図を示す。
【図１７】本開示の例示的な実施形態に従う、組み立てられた構成にある制御体及び分解
された構成にあるカートリッジ、基部シッピングプラグを備えるカートリッジ、基部、制
御構成要素端子、電気制御構成要素、流管、噴霧器、液溜め基材、外部シェル、ラベル、
吸い口、ならびに吸い口シッピングプラグを含むエアロゾル送達デバイスの部分分解図を
示す。
【図１８】組み立てられた構成にある図１７の基部、噴霧器、流管、及び液溜め基材の拡
大斜視図を示す。
【図１９】ワイヤが液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けられない、本開示の代替の実
施形態に従う、液体輸送要素及びワイヤを備える複数の噴霧器の生産のための部品の拡大
部分図を示す。
【図２０】本開示の例示的な実施形態に従う、複数の噴霧器を形成する方法の概略図を示
す。
【図２１】本開示の例示的な実施形態に従う、液体輸送要素及び液体輸送要素の周りに連
続的に巻き付けられるワイヤを備え、可変のコイル間隔を有する加熱要素を含む、複数の
噴霧器の生産のための部品の部分側面図を示す。
【図２２】図２１からの区分Ｂの拡大図を示す。
【図２３】本開示の例示的な実施形態に従う、図１の部品からの噴霧器、導流体、及び液
溜め基材を含む、エアロゾル生成組立体を示す。
【図２４】ワイヤが液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けられない本開示の代替の実施
形態に従う、液体輸送要素及び液体輸送要素の周りに巻き付けられるワイヤを備え、可変
のコイル間隔を有する加熱要素を含む、複数の噴霧器の生産のための部品の拡大部分図を
示す。
【図２５】本開示の例示的な実施形態に従う、ワイヤの端が液体輸送要素を通って方向付
けされ、ワイヤが液体輸送要素の周りを包む加熱要素の拡大斜視図を示す。
【図２６】本開示の例示的な実施形態に従う、ワイヤの端が液体輸送要素を通って方向付
けされ、ワイヤが液体輸送要素の周りを包む、可変のコイル間隔を有する加熱要素の拡大
斜視図を示す。
【図２７】本開示の例示的な実施形態に従う、複数の噴霧器を形成する方法を概略的に示
す。
【発明を実施するための形態】
【００９８】
　本開示は、これからその例示的な実施形態を参照しながら以下でより完全に説明される
。これらの例示的な実施形態は、本開示が徹底的及び完全であるように、また当業者に本
開示の範囲を十分に伝えるように説明される。実際に、本開示は、多くの異なる形態で具
現化され得、本明細書に記載される実施形態に限定されるものと解釈されるべきではなく
、むしろ、これらの実施形態は、本開示が適用法的要件を満たすように提供される。本明
細書及び添付の特許請求の範囲で使用する場合、単数形「１つの（ａ）」、「１つの（ａ
ｎ）」、「その（ｔｈｅ）」は、文脈がそうではないことを明確に示さない限り、複数形
変形を含む。
【００９９】
　本開示は、材料を加熱して（好ましくは、材料をかなりの程度燃焼させることなく）、
吸入可能な物質を形成するために、電気エネルギーを使用するエアロゾル送達デバイスの
説明を提供し、かかる物品は、「手持ち式」デバイスと見なすのに十分に小型であること
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が最も好ましい。ある特定の極めて好ましい実施形態において、エアロゾル送達デバイス
は電子タバコなどの喫煙物品として特徴付けられ得る。本明細書で使用する場合、用語「
喫煙物品」は、その物品またはデバイスのいかなる構成要素のいかなる相当程度の燃焼も
なく紙巻きタバコ、葉巻、またはパイプを喫煙することの知覚（例えば、吸入及び発散習
慣、味または風味の種類、感覚刺激性効果、身体的感覚、使用習慣、可視のエアロゾルに
よって提供されるものなどの視覚的刺激、ならびに同様のもの）の一部または全てを提供
し得る物品またはデバイスを意味するように意図される。本明細書で使用する場合、用語
「喫煙物品」は、操作中、物品またはデバイスがタバコの燃焼または熱分解の副生成物に
起因するエアロゾルという意味の煙を生成することを必ずしも意味することなく、むしろ
、物品またはデバイスは、物品またはデバイスのある特定の構成要素の揮発または気化に
起因する蒸気（例えば、煙様として説明されると見なされてもよい可視のエアロゾルと見
なされ得るエアロゾル中の蒸気を含む）をもたらす。極めて好ましい実施形態において、
物品またはデバイスは、タバコ及び／またはタバコ由来の構成要素を組み込む喫煙物品と
して特徴付けられる。
【０１００】
　本開示の物品もしくはデバイスはまた、蒸気生成物品、エアロゾル送達物品または薬剤
送達物品であるとして特徴付けられ得る。故に、かかる物品またはデバイスは、１つ以上
の物質（例えば、風味及び／または薬学的活性成分）を吸入可能な形態または状態で提供
するように適合させることができる。例えば、吸入可能な物質は、実質的に蒸気の形態（
すなわち、その臨界点より低い温度の気相中にある物質）であり得る。あるいは、吸入可
能な物質は、エアロゾルの形態（すなわち、ガス中の固体微粒子または液滴の浮遊物）で
あり得る。簡潔性を目的として、用語「エアロゾル」は、本明細書で使用する場合、可視
であるか否か、かつ煙様と見なされ得る形態であるか否かにかかわらず、ヒトの吸引に好
適な形態または種類の蒸気、ガス、及びエアロゾルを含むことを意味する。
【０１０１】
　使用中、本開示の喫煙物品は、伝統的な種類の喫煙物品（例えば、タバコに火をつけ吸
入することによって用いられる紙巻きタバコ、葉巻、またはパイプ）の使用において個人
が用いる物理的行為の多くに供され得る。例えば、本開示の喫煙物品のユーザは、伝統的
な種類の喫煙物品に酷似したその物品を持つこと、その物品によって生成されるエアロゾ
ルを吸引するためにその物品の一端を吸うこと、選択された間隔で吹かすことなどが可能
である。
【０１０２】
　本開示の喫煙物品は、概して、外側シェルまたは本体内に提供されるいくつかの構成要
素を含む。外側シェルまたは本体の全体的設計は変化することができ、喫煙物品の全体的
なサイズ及び形状を画定する外側本体の形式または構成は変化することができる。典型的
には、紙巻きタバコまたは葉巻の形状に似た細長い本体は、単一の一体型シェルから形成
され得るか、あるいは、細長い本体は、２つ以上の分離可能な部分で形成され得る。例え
ば喫煙物品は、実質的に管形状であるために従来の紙巻きタバコまたは葉巻の形状に似て
いる場合がある、細長いシェルまたは本体を備えることができる。一実施形態において、
喫煙物品の構成要素の全てが１つの外側本体またはシェル内に含まれ得る。あるいは、喫
煙物品は、接合され分離可能である２つ以上のシェルを備えることができる。例えば、喫
煙物品は、１つ以上の再利用可能な構成要素（例えば、充電式電池、及びその物品の動作
を制御するための種々の電子デバイス）を含むシェルを備える制御体を一端に保有し、も
う一端では、使い捨ての部分（例えば、使い捨ての風味含有カートリッジ）を含むシェル
が、それに取り外し可能に取り付けられ得る。単一シェル型のユニット内または多部分の
分離可能なシェル型のユニット内における、構成要素のより具体的な形式、構成、及び配
列は、本明細書で提供される更なる開示を考慮すれば明確となるであろう。加えて、種々
の喫煙物品の設計及び構成要素の配列は、本開示の背景技術の節に列挙した代表的な製品
などの市販されている電子喫煙物品を考慮した上で理解することができる。更にエアロゾ
ル送達デバイスの、種々の他の実施形態は、本明細書に記載の噴霧器及び他の構成要素を
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含み得る。この点で、複数の外側本体及び連結器を備えるエアロゾル送達デバイスの例示
的な実施形態が、全体が参照により本明細書に組み込まれる、Ｂｌｅｓｓらの、２０１４
年２月３日出願の米国特許出願第１４／１７０，８３８号に記載されている。
【０１０３】
　本開示の喫煙物品は、電源（すなわち、電力源）、少なくとも１つの制御構成要素（例
えば、電源から物品の他の構成要素への電流を制御することなどによる、熱生成のための
始動、制御、調節、及び停止電力のための手段）、発熱体または熱生成構成要素（例えば
、「噴霧器」と一般に称される電気抵抗発熱要素または構成要素）、及びエアロゾル前駆
体組成物（例えば、「スモークジュース（ｓｍｏｋｅ　ｊｕｉｃｅ）」、「Ｅリキッド（
ｅ－ｌｉｑｕｉｄ）」、及び「Ｅジュース（ｅ－ｊｕｉｃｅ）」と一般に称される成分な
どの、十分な熱が加えられるとエアロゾルを生む能力のある液体）、及びエアロゾル吸入
のために喫煙物品を吸うことを可能にする吸い口領域または先端（例えば、画定された気
流が、吸う際に、生成されたエアロゾルがそこから引き出されるように物品を通過する）
のある組み合わせを備えることが最も好ましい。
【０１０４】
　物品内の構成要素の整列は変化することができる。特定の実施形態において、エアロゾ
ル前駆体組成物は、ユーザへのエアロゾルの送達を最大化するようにユーザの口元に近接
し得る物品の端部の近傍に（例えば、ある特定の状況では、交換可能及び使い捨てであり
得るカートリッジ内に）配置され得る。しかしながら、他の構成例が排除されるわけでは
ない。概して、発熱要素は、発熱要素からの熱はエアロゾル前駆体（ならびにユーザに送
達するために同様に提供され得る１つ以上の風味剤、薬剤、または同様のもの）を揮発さ
せることができ、ユーザに送達するためのエアロゾルを形成し得るように、エアロゾル前
駆体組成物の十分に近傍に位置付けられ得る。発熱要素がエアロゾル前駆体組成物を加熱
すると、消費者による吸入に好適な物理的形態でエアロゾルが形成、放出、または生成さ
れる。前述の用語は、放出する（ｒｅｌｅａｓｅ）、放出している（ｒｅｌｅａｓｉｎｇ
）、放出する（ｒｅｌｅａｓｅｓ）、または放出された（ｒｅｌｅａｓｅｄ）への言及が
、形成する（ｆｏｒｍ）または生成する（ｇｅｎｅｒａｔｅ）、形成している（ｆｏｒｍ
ｉｎｇ）または生成している（ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ）、形成する（ｆｏｒｍｓ）または
生成する（ｇｅｎｅｒａｔｅｓ）、及び放出された（ｆｏｒｍｅｄ）または生成された（
ｇｅｎｅｒａｔｅｄ）を含むように、置き換え可能であることを意味することに留意する
べきである。具体的には、吸入可能な物質は、蒸気もしくはエアロゾルまたはそれらの混
合物の形態で放出される。加えて、種々の喫煙物品の構成要素の選択は、本開示の背景技
術の節に列挙した代表的な製品などの市販されている電子喫煙物品を考慮した上で理解す
ることができる。
【０１０５】
　喫煙物品は、抵抗加熱、制御システムへの電力供給、インジケータへの電力供給、及び
同様のものなど、物品に種々の機能性を提供するのに十分な電流を提供するための電池ま
たは他の電力源を組み込む。電源は種々の実施形態を呈することができる。好ましくは、
電源は、発熱部材を迅速に加熱してエアロゾル形成を提供し、所望の期間の使用を介して
物品に電力供給するのに十分な電力を送達することができる。電源は、物品を容易に取り
扱うことができるように、物品内に簡便に納まるようにサイズ決定されることが好ましく
、加えて、好ましい電源は、望ましい喫煙体験を損なうことがないように、十分に軽量な
ものである。
【０１０６】
　喫煙物品１００の形態である、エアロゾル送達デバイスの１つの例示的な実施形態が、
図１で提供される。その中に示される横断面に見られるように、喫煙物品１００は制御体
１０２及び機能する関係で永久的または着脱可能に整列され得るカートリッジ１０４を備
えることができる。ねじ式係合が図１に示されるが、圧入係合、締まりばめ、磁気係合等
のような、更なる係合の手段が包含されることが理解される。
【０１０７】
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　特定の実施形態では、制御体１０２及びカートリッジ１０４のうちの一方または両方が
、使い捨てまたは再利用可能と称され得る。例えば制御体は、交換可能な電池を有し得、
または再充電可能であり得、故に、典型的なコンセントへの接続、車の充電器（すなわち
、シガーソケットレセプタクル）への接続、及びＵＳＢケーブルなどを介したコンピュー
タへの接続を含む、任意の種類の再充電技術と組み合わせてもよい。
【０１０８】
　例示された実施形態において、制御体１０２は、可変的に整列され得る、制御構成要素
１０６、フローセンサ１０８、及び電池１１０を含み、外部シェル１１６の遠位端１１４
で複数のインジケータ１１２を含むことができる。インジケータ１１２は、変化する数で
提供することができ、また異なる形状をとることができ、更には本体内の開口部であって
もよい（かかるインジケータが存在する場合に音を放つためなど）。
【０１０９】
　空気取入口１１８は、制御体１０２の外部シェル１１６内に位置付けられ得る。レセプ
タクル１２０はまた、制御体１０２の近位取り付け端１２２に含まれ、カートリッジ１０
４が制御体に取り付けられたとき、噴霧器または抵抗加熱要素（以下で説明される）など
のようなその構成要素との電気接続の容易さを可能にするように、制御体突出部１２４内
へ延在する。
【０１１０】
　カートリッジ１０４は、喫煙物品１００を吸引する間に、空気及び同伴蒸気（すなわち
、吸入可能な形態にあるエアロゾル前駆体組成物の成分）がカートリッジから消費者へと
通ることを可能にするように、外部シェルの吸い口１３０に口元の開口部１２８を有する
外部シェル１２６を含む。喫煙物品１００は、いくつかの実施形態において、実質的に棒
状、または実質的に管形状、もしくは実質的に円筒形状であり得る。
【０１１１】
　カートリッジ１０４は、示された実施形態においてワイヤコイルを備える抵抗加熱要素
１３４を備える噴霧器１３２及び液体を輸送するように構成される示された実施形態にお
いて芯を備える液体輸送要素１３６を更に含む。材料を通して電流を印加するときに、熱
を生成するように構成された材料の種々の実施形態を用いて、ワイヤコイルを形成するこ
とができる。ワイヤコイルを形成し得る例示的な材料としては、カンタル（ＦｅＣｒＡｌ
）、ニクロム、二珪化モリブデン（ＭｏＳｉ２）、珪化モリブデン（ＭｏＳｉ）、アルミ
ニウムでドープした二珪化モリブデン（Ｍｏ（Ｓｉ，Ａｌ）２）、及びセラミック（例え
ば、正の温度係数を有するセラミック）が挙げられる。液体輸送要素はまた、液体を輸送
するように構成される様々な材料から形成され得る。例えば液体輸送要素は、いくつかの
実施形態において、綿及び／または繊維ガラスを含み得る。加熱要素１３４の両端の、導
電性の発熱体端子１３８（例えば、正端子及び負端子）は、電流の流れを、加熱要素を通
して方向付けるように構成され、カートリッジ１０４が制御体１０２に接続されるとき、
加熱要素と電池１１０との電気接続を形成するための、適切な配線または回路（示されず
）への取り付けのために構成される。具体的にはプラグ１４０は、カートリッジ１０４の
遠位取り付け端１４２に位置付けられ得る。カートリッジ１０４が制御体１０２に接続さ
れるとき、電流が、電池１１０からレセプタクル及びプラグを通り加熱要素１３４へ制御
可能に流れるように、プラグ１４０はレセプタクル１２０と係合し電気接続を形成する。
カートリッジ１０４の外部シェル１２６は、カートリッジのこの端が、そこから突起して
いるプラグ１４０で実質的に閉じられるように、遠位取り付け端１４２を越えて連続して
もよい。
【０１１２】
　液溜めは、エアロゾル前駆体組成物をエアロゾル化領域に輸送するように、液体輸送要
素１３６を利用し得る。１つのかかる実施例が図１に示される。その中に見られるように
、この実施形態においてカートリッジ１０４は、カートリッジの外部シェル１２６の内側
を取り巻く管の形状に形成された不織繊維の層を備える液溜め層１４４を含む。エアロゾ
ル前駆体組成物は、液溜め層１４４内に保たれる。例えば液体構成要素は、液溜め層１４
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４によって吸着的に保たれ得る。液溜め層１４４は、液体輸送要素１３６（この実施形態
においては芯）と流体連通している。液体輸送要素１３６は、液溜め層１４４内に貯蔵さ
れるエアロゾル前駆体組成物を、毛管作用を介してカートリッジ１０４のエアロゾル化領
域１４６へ輸送する。示されるように液体輸送要素１３６は、この実施形態において金属
製ワイヤコイルの形態である加熱要素１３４と直接接触していてもよい。
【０１１３】
　使用中、ユーザが物品１００を吸うとき、加熱要素１３４が起動され（例えば、吸入セ
ンサを介してなど）、エアロゾル前駆体組成物のための構成要素がエアロゾル化領域１４
６内で気化される。物品１００の吸い口１３０を吸うことは、周囲空気を空気取入口１１
８に入れ、レセプタクル１２０内の中央開口部及びプラグ１４０内の中央開口部を通過さ
せる。カートリッジ１０４内で、吸われた空気は通気道管１５０内の通気道１４８を通過
しエアロゾル化領域１４６で形成された蒸気と組み合わせられ、エアロゾルを形成する。
エアロゾルは、エアロゾル化領域１４６から離れ、通気道管１５４内の通気道１５２を通
過し、物品１００の吸い口１３０内の口元の開口部１２８から出る。
【０１１４】
　本開示に従って製造され得る喫煙物品は、電子喫煙物品を形成することにおいて有用な
構成要素の様々な組み合わせを包含し得ることが理解される。例えば、Ｓｅｂａｓｔｉａ
ｎらの米国特許公開第２０１４／００００６３８号、Ｇｒｉｆｆｉｔｈらの米国特許公開
第２０１３／０２５５７０２号、Ｃｏｌｌｅｔｔらの、２０１２年９月４日出願の米国特
許出願第１３／６０２，８７１号に開示されている喫煙物品を参照し、これらの開示は、
その全体が参照により本明細書に組み込まれる。上記に加えて、更なる代表的な発熱要素
、及び内部で使用するための材料は、Ｃｏｕｎｔｓらの米国特許第５，０６０，６７１号
、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，０９３，８９４号、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，２２
４，４９８号、Ｓｐｒｉｎｋｅｌ　Ｊｒ．らの米国特許第５，２２８，４６０号、Ｄｅｅ
ｖｉらの米国特許第５，３２２，０７５号、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，３５３，８１
３号、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，４６８，９３６号、Ｄａｓの米国特許第５，４９８
，８５０号、Ｄａｓの米国特許第５，６５９，６５６号、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，
４９８，８５５号、Ｈａｊａｌｉｇｏｌの米国特許第５，５３０，２２５号、Ｈａｊａｌ
ｉｇｏｌの米国特許第５，６６５，２６２号、Ｄａｓらの米国特許第５，５７３，６９２
号、及びＦｌｅｉｓｃｈｈａｕｅｒらの米国特許第５，５９１，３６８号に記載されてお
り、これらの開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。更に、電子喫煙物
品と共に使用するための単回使用カートリッジが、全体が参照により本明細書に組み込ま
れる、Ｃｈａｎｇらの、２０１２年９月５日出願の米国特許出願第１３／６０３，６１２
号に開示されている。
【０１１５】
　本開示に従う喫煙物品の、種々の構成要素は、当該技術分野で説明され、市販されてい
る構成要素から選択することができる。本開示に従って使用することができる電池の実施
例が、Ｐｅｃｋｅｒａｒらの米国特許公開第２０１０／００２８７６６号に記載されてお
り、その開示は、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０１１６】
　吸入起動能力を提供することができる例示的な機構としては、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ，Ｉ
ｎｃ．，Ｆｒｅｅｐｏｒｔ，ＩＩＩのＭｉｃｒｏＳｗｉｔｃｈ部門製造のＭｏｄｅｌ　１
６３ＰＣ０１Ｄ３６のシリコンセンサが挙げられる。本喫煙物品において有用であり得る
マイクロコントローラを含む電流調整回路及び他の制御構成要素の更なる説明は、Ｇｅｒ
ｔｈらの米国特許第４，７３５，２１７号、全てＢｒｏｏｋｓらの、米国特許第４，９２
２，９０１号、同４，９４７，８７４号、及び同４，９４７，８７５号、ＭｃＣａｆｆｅ
ｒｔｙらの米国特許第５，３７２，１４８号、Ｆｌｅｉｓｃｈｈａｕｅｒらの米国特許第
６，０４０，５６０号、Ｎｇｕｙｅｎらの米国特許第７，０４０，３１４号、ならびにＰ
ａｎの米国特許第８，２０５，６２２号で提供されており、これらの全てはその全体が参
照により本明細書に組み込まれる。全体が参照により本明細書に組み込まれる、Ａｍｐｏ
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ｌｉｎｉらの、２０１３年３月１５日出願の米国特許第１３／８３７，５４２号に記載の
制御スキームも参照する。いくつかの実施形態において、圧力センサ及びマイクロコント
ローラは制御モジュール内で組み合わせられ得る。
【０１１７】
　蒸気前駆体組成物とも称されるエアロゾル前駆体組成物は、例として、多価アルコール
（例えば、グリセリン、プロピレングリコール、またはそれらの混合物）、ニコチン、タ
バコ、タバコ抽出物、及び／または風味剤を含む様々な成分を含んでもよい。エアロゾル
前駆体組成物に含まれ得る種々の成分は、全体が参照により本明細書に組み込まれる、Ｒ
ｏｂｉｎｓｏｎらの米国特許第７，７２６，３２０号に記載されている。エアロゾル前駆
体組成物の追加の代表的な種類は、Ｓｅｎｓａｂａｕｇｈ，Ｊｒ．らの米国特許第４，７
９３，３６５号、Ｊａｋｏｂらの米国特許第５，１０１，８３９号、ＢｉｇｇｓらのＰＣ
Ｔ国際公開第９８／５７５５６号、及びＣｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａ
ｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅｓ　ｔｈ
ａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉｎｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ，Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎ
ｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ（１９８８）に示され
ており、これらの開示は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。本開示のエア
ロゾル送達デバイスで用いられ得る他のエアロゾル前駆体は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ
　Ｖａｐｏｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ製のＶＵＳＥ（登録商標）、Ｌｏｒｉｌｌａｒｄ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｉｅｓ製のＢＬＵ（商標）、Ｍｉｓｔｉｃ　Ｅｃｉｇｓ製のＭｉｓｔｉｃ　
Ｍｅｎｔｈｏｌ、及びＣＮ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｌｔｄ製のＶｙｐｅに含まれるエアロゾ
ル前駆体を含む。また、Ｊｏｈｎｓｏｎ　Ｃｒｅｅｋ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ　ＬＬＣ
から入手可能である、電子タバコのためのいわゆる「スモークジュース」も望ましい。本
開示に従って使用され得る、エアロゾル前駆体材料のための追加の例示的な配合が、Ｚｈ
ｅｎｇらの米国特許公開第２０１３／０００８４５７号に記載されており、その開示は、
全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０１１８】
　また更なる構成要素を本開示の喫煙物品内で利用することができる。例えば、Ｓｐｒｉ
ｎｋｅｌ，Ｊｒ．の米国特許第５，２６１，４２４号はデバイスの吸い口と関連付けられ
、一吸いすることと関連付けられたユーザの唇の働きを検出し、次いで加熱を誘発し得る
圧電センサを開示し、ＭｃＣａｆｆｅｒｔｙらの米国特許第５，３７２，１４８号は、吸
い口を介した圧力降下に応答して加熱負荷アレイへのエネルギー流を制御するための吸入
センサを開示し、Ｈａｒｒｉｓらの米国特許第５，９６７，１４８号は、挿入された構成
要素の赤外線透過率の非均一性を検出する識別装置、及び構成要素がレセプタクルに挿入
されると検出ルーチンを実行する制御器を含む喫煙デバイス内のレセプタクルを開示し、
Ｆｌｅｉｓｃｈｈａｕｅｒらの米国特許第６，０４０，５６０号は、複数の差動移相を持
つ規定の実行可能な電力サイクルを説明し、Ｗａｔｋｉｎｓらの米国特許第５，９３４，
２８９号は、フォトニックオプトロニック構成要素を開示し、Ｃｏｕｎｔｓらの米国特許
第５，９５４，９７９号は、喫煙デバイスを通る吸引抵抗を改変するための手段を開示し
、Ｂｌａｋｅらの米国特許第６，８０３，５４５号は、喫煙デバイス内で使用するための
特定の電池構成を開示し、Ｇｒｉｆｆｅｎらの米国特許第７，２９３，５６５号は、喫煙
デバイスと共に使用するための種々の充電システムを開示し、Ｆｅｒｎａｎｄｏらの米国
特許第８，４０２，９７６号は、充電を促進し、デバイスのコンピュータ制御を可能にす
る喫煙デバイスのためのコンピュータインターフェーシング手段を開示し、Ｆｅｒｎａｎ
ｄｏらの米国特許出願公開第２０１０／０１６３０６３号は、喫煙デバイスのための識別
システムを開示し、Ｆｌｉｃｋによる国際公開第２０１０／００３４８０号は、エアロゾ
ル生成システム内の吸入を示す流体流感知システムを開示し、以上の開示の全ては、その
全体が参照により本明細書に組み込まれる。電子エアロゾル送達物品に関連し、本物品に
使用され得る、材料及び構成要素の更なる例は、Ｇｅｒｔｈらの米国特許第４，７３５，
２１７号、Ｍｏｒｇａｎらの米国特許第５，２４９，５８６号、Ｈｉｇｇｉｎｓらの米国
特許第５，６６６，９７７号、Ａｄａｍｓらの米国特許第６，０５３，１７６号、Ｗｈｉ
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ｔｅの米国第６，１６４，２８７号、Ｖｏｇｅｓの米国特許第６，１９６，２１８号、Ｆ
ｅｌｔｅｒらの米国特許第６，８１０，８８３号、Ｎｉｃｈｏｌｓの米国特許第６，８５
４，４６１号、Ｈｏｎの米国特許第７，８３２，４１０号、Ｋｏｂａｙａｓｈｉの米国特
許第７，５１３，２５３号、Ｈａｍａｎｏの米国特許第７，８９６，００６号、Ｓｈａｙ
ａｎの米国特許第６，７７２，７５６号、Ｈｏｎの米国特許第８，１５６，９４４号及び
同第８，３７５，９５７号、Ｈｏｎの米国特許出願公開第２００６／０１９６５１８号及
び同第２００９／０１８８４９０号、Ｔｈｏｒｅｎｓらの米国特許出願公開第２００９／
０２７２３７９号、Ｍｏｎｓｅｅｓらの米国特許出願公開第２００９／０２６０６４１号
及び同第２００９／０２６０６４２号、Ｏｇｌｅｓｂｙらの米国特許出願公開第２００８
／０１４９１１８号及び同第２０１０／００２４８３４号、Ｗａｎｇの米国特許出願公開
第２０１０／０３０７５１８号、Ｈｏｎの国際公開第２０１０／０９１５９３号に記載さ
れており、これらの各々は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。上述の文書
により開示された種々の材料は、様々な実施形態の本デバイスに組み込まれ、上述の開示
の全てはそれらの全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０１１９】
　図２は、喫煙物品のためのカートリッジ２００の、追加の例示的な実施形態の分解図を
示す。カートリッジ２００は、基部２０２、制御構成要素端子２０４、電気制御構成要素
２０６、噴霧器２０８、液溜め基材２１０、外部シェル２１２、及び吸い口２１４を備え
得る。以下でより詳細に説明されるように、噴霧器２０８は、液体輸送要素２１６、加熱
要素２１８、及び第１の発熱体端子２２０ａならびに第２の発熱体端子２２０ｂ（集合的
に、「発熱体端子２２０」）を備え得る。構成要素の種々の実施形態は、引用例内で上述
され、及び／または本明細書に記載されるカートリッジの実施形態で用いられ得る、市販
のエアロゾル送達デバイスに含まれることに留意されたい。
【０１２０】
　カートリッジ２００は、喫煙物品を形成するように制御体と連結するように構成され得
る。上記のカートリッジ２００の構成要素のいくつかは任意選択であることに留意された
い。この点で、例として、カートリッジ２００はいくつかの実施形態において制御構成要
素端子２０４及び電気制御構成要素２０６を排除し得る。
【０１２１】
　図３は、基部２０２及び制御構成要素端子２０４の拡大分解図を示す。制御構成要素端
子２０４は、電気制御構成要素２０６と係合し、それと一緒に電気接続を形成するように
構成されるクリップ２２２を画定し得る。クリップが「Ｕ字型」を画定するように示され
る一方で、電気制御構成要素２０６上の接点と係合するように構成される種々の他の構成
が用いられ得ることに留意されたい。例えばクリップ２２２は、電気制御構成要素２０６
上の接点と係合するために、他の実施形態において「逆Ｕ字型」を画定し得る。更に制御
構成要素端子２０４は、制御構成要素端子２０４が基部２０２との係合を保つように、例
えば締まりばめを介して、基部２０２と係合するように構成される１つ以上の突起部２２
４ａ、２２４ｂを含み得る。制御構成要素端子２０４の端２２６は、制御体との電気接続
を確立するために、それと係合するように構成され得る。
【０１２２】
　示されるように、基部２０２は、中に制御構成要素端子２０４を受容するように構成さ
れるレセプタクル２２８を画定し得る。この点で、図４に示されるように、制御構成要素
端子２０４は基部２０２に連結し得る。例えば制御構成要素端子２０４は、例えば突起部
２２４ａ、２２４ｂと、基部との間の接触のために、締まりばめを介して基部２０２のレ
セプタクル２２８内に保たれ得る。下記のように、制御構成要素端子２０４は、基部２０
２を通って、カートリッジ２００が接続される制御体と電気接続を形成し得る位置まで延
在し得る。更に基部２０２は、以下に記載されるように、外部シェル２１２と係合するよ
うに構成されるねじ山または突起部２３０を画定し得る。
【０１２３】
　図５に示されるように、制御構成要素端子２０４は、間に電気接続が確立されるように
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、電気制御構成要素２０６と連結し得る。したがって、カートリッジ２００が制御体と連
結したとき、電気制御構成要素２０６は制御構成要素端子２０４を通ってそれと連通し得
る。電気制御構成要素２０６は、様々な機能のうちの１つ以上を果たすように構成され得
る。更に電気制御構成要素２０６は、プロセッサの有無にかかわらず目的別のアナログ及
び／またはデジタル回路として構成され得るか、または電気制御構成要素は、ハードウェ
ア、ソフトウェア、もしくはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせを備え得る。し
たがって、電気制御構成要素２０６によって、またはそれと一緒に果たされる機能のいず
れかもしくは全ては、プロセッサによる実行に応じて、その中に貯蔵されるコンピュータ
可読プログラムコード部分を有するコンピュータ可読記憶媒体で具現化され得、器具が引
用される機能を少なくとも果たすか、または方向付ける。１つの具体的な例において、電
気制御構成要素２０６と制御体との連通の確立に際し、電気制御構成要素は制御体への認
証用コードまたは他の適切な標識を提供するように構成され得る。かかる例において制御
体は、カートリッジ２００が制御体と一緒に使用するために認定されているか否かを決定
するように、認証用標識を評価するように構成され得る。しかしながら、電気制御構成要
素２０６は種々の他の機能を果たし得る。電気制御構成要素の種々の実施例及びそれによ
って果たされる機能が、全体が参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｅａｒｓらの、２
０１２年１０月８日出願の米国特許出願第１３／６４７，０００号に記載される。
【０１２４】
　更に図２に示されるように、いくつかの実施形態において、電気制御構成要素２０６は
２つの部分２０６ａ、２０６ｂを備え得る。電気制御構成要素２０６の第１の部分２０６
ａは、１つ以上の機能（例えば、上記のような）を果たすように構成されるハードウェア
及び／またはソフトウェアを含み得るが、電気制御構成要素の第２の部分２０６ｂは、そ
こへの構造的な支持を提供し得る。したがって電気制御構成要素２０６は、いくつかの実
施形態においてツーピース形態で提供され得る。この形態は、構造的な支持のために同じ
第２の部分２０６ｂをなお用いる一方で、電気制御構成要素２０６の機能性を変更するた
めに望ましくあり得るように、第１の部分２０６ａの置換を可能にし得る。
【０１２５】
　図５に示されるように、発熱体端子２２０は複数の壁を画定し得、複数の壁は電気制御
構成要素がそれらの間に受容されるように、いくつかの実施形態において少なくとも部分
的に電気制御構成要素２０６の周りに延在し得る。この構成は、電気制御構成要素が決ま
った場所に確実に保たれるように、例えばそれとの接触によって、発熱体端子２２０が電
気制御構成要素２０６への指示を提供することを可能にし得る。示された実施形態におい
て、各端子２２０は第１の壁２３２ａ、及び第２の壁２３２ｂをそれぞれ画定し、それら
は互いに対して実質的に垂直であり得る。更に発熱体端子２２０は、第１及び第２のタブ
２３４ａ、２３４ｂ（集合的に、「タブ２３４」）を画定し得る。タブ２３４は、基部２
０２に対して遠位である発熱体端子２２０の端に位置付けられ得る。いくつかの実施形態
において、発熱体端子２２０は型打ちされ得るか、または金属材料のシートから別様に形
成され得る。しかしながら、発熱体端子２２０は種々の他の様式で形成され得、任意の様
々な伝導性の材料から形成され得る。
【０１２６】
　図６は、発熱体端子２２０を介して基部２０２に連結された完成した噴霧器２０８を示
す。図６に示されるように、タブ２３４は端子２２０の第２の壁２３２ｂに対し実質的に
平行であり得る。この構成は、液体輸送要素が第２の壁２３２ｂ及びタブ２３４によって
画定される両面の間に受容され得るため、液体輸送要素２１６を決まった場所に保つこと
を助長し得る。
【０１２７】
　この点で、図６に更に示されるように、液体輸送要素２１６は実質的にＵ字型構成に構
成され得る。いくつかの実施形態において、芯（例えば、繊維ガラスの芯）を含み得る液
体輸送要素２１６は、Ｕ字型構成に前もって形成されるか、またはこの構成を画定するよ
うに曲げられるかのいずれかであり得る。液体輸送要素２１６の第１の遠位アーム２３６
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ａ及び第２の遠位アーム２３６ｂ（集合的に、「遠位アーム２３６」）は、第１及び第２
の発熱体端子２２０ａ、２２０ｂに沿ってそれぞれ延在し得、第１の液体輸送要素端２３
８ａ及び第２の液体輸送要素端２３８ｂ（集合的に、「液体輸送要素端２３８」）でそれ
ぞれ終結し得る。加熱要素２１８が位置付けられる、液体輸送要素２１６の更なる中央区
分２３６ｃは、発熱体端子２２０の間に延在し得る。
【０１２８】
　加熱要素２１８は、第１の液体輸送要素端２３８ａと第２の液体輸送要素端２３８ｂと
の間の位置で、少なくとも部分的に液体輸送要素２１６の周りに延在する。図６に示され
るように、いくつかの実施形態において加熱要素２１８は、液体輸送要素２１６の周りに
巻き付けられる複数のコイルを画定し、第１のワイヤ端２４２ａと第２のワイヤ端２４２
ｂ（集合的に、「ワイヤ端２４２」）との間に延在するワイヤ２４０を備え得る。ワイヤ
２４０は、そこを通じて電流が提供されるとき、熱を生成するように構成される材料を備
え得る。例えばいくつかの実施形態において、ワイヤ２４０は、カンタル（ＦｅＣｒＡｌ
）、ニクロム、二珪化モリブデン（ＭｏＳｉ２）、珪化モリブデン（ＭｏＳｉ）、アルミ
ニウムでドープした二珪化モリブデン（Ｍｏ（Ｓｉ、Ａｌ）２）、またはセラミック（例
えば、正の温度係数を有するセラミック）を含み得るが、他の実施形態においては種々の
他の材料が用いられ得る。いくつかの実施形態において、加熱要素２１８は、全体が参照
により本明細書に組み込まれる、２０１２年１２月７日出願の米国特許出願第１３／７０
８，３８１号に記載されているように、ワイヤ２４０を液体輸送要素２１６の周りに巻き
付けることによって形成され得る。しかしながら、方法の種々の他の実施形態が加熱要素
２１８を形成するために用いられ得、加熱要素の種々の他の実施形態が噴霧器２０８で用
いられ得る。
【０１２９】
　タブ２３４は、ワイヤ端２４２とタブ２３４との間に電気接続が確立されるように、ワ
イヤ端２４２と接触するように構成され得る。この点で、タブ２３４は、タブが１つ以上
のワイヤ２４０のコイルと直接接触するように、加熱要素２１８に隣接して位置付けられ
るように構成され得る。本明細書で使用する場合、直接接触は、ワイヤ２４０と発熱体端
子２２０との間の物理的接触を指す。しかしながら本明細書で使用する場合、直接接触は
また、１つ以上の溶接部がワイヤ２４０と発熱体端子２２０とを連結させる実施形態を包
含する。本明細書で使用する場合、溶接部は、はんだ、溶剤、鑞付、または液体もしくは
溶融形態で沈着され、接続を形成するように硬化される、もしくはワイヤ及び／または発
熱体端子を溶融することを介して生産される、他の材料を介して作られる接続を指す。
【０１３０】
　図６に示されるように、一実施形態において、コイルの間隔（すなわちそれらの間の距
離）は、加熱要素２１８の中央への近接より少ない程度でワイヤ端２４２へ近接する。例
えば、一実施形態において加熱要素２１８のコイルは、ワイヤ端２４２で互いに接し得る
が、ワイヤ端の間の位置で、それらの間に接触がないようにコイルは離間され得る。ワイ
ヤ端２４２でワイヤ２４０のコイルの間の間隔を減少させることによって、加熱要素２１
８と発熱体端子２２０との間で改善された電気接続が確立され得るように、より多くのコ
イルがタブ２３４と接触し得る。
【０１３１】
　上述のように電気制御構成要素２０６は、発熱体端子２２０と液体輸送要素２１６の遠
位アーム２３６との間に受容され得る。しかしながら、間隙２４４は電気制御構成要素２
０６と加熱要素２１８との間に提供され得る。間隙２４４は、例えば加熱要素２１８と電
気制御構成要素２０６との間の直接伝導を防ぐことによって、加熱要素２１８から電気制
御構成要素２０６に移動される熱量を低減し得る。したがって、加熱要素２１８によって
生成される熱への暴露からの、電気制御構成要素２０６の破損の恐れを低減し得る。いく
つかの実施形態において、煙突状のもの、導流体、または流管として参照され得る構造は
、そこを通る空気の流れを正確に調節するために、気流を、カートリッジを通り加熱要素
２１８へと方向付けるように用いられ得る。
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【０１３２】
　図７は、基部２０２、制御構成要素端子２０４、電気制御構成要素２０６、及び噴霧器
２０８が互いに連結された後の代替の斜視図を示す。具体的には、図７は基部２０２の接
続器端２４６の図を示す。示されるように、中央開口部２４８は基部２０２内で画定され
得る。中央開口部２４８は、制御体からそこを通る気流を受容するように構成され得、気
流を噴霧器２０８の加熱要素２１８に向けて方向付ける。
【０１３３】
　発熱体端子２２０は、基部２０２と係合し得、第１の端２５０ａ及び第２の端２５０ｂ
（集合的に、「端２５０」）までそれぞれ延在し、それらとの電気接続を確立するように
、制御体と係合するように構成され得る。この点で、図７に示されるように、制御構成要
素端子２０４の端２２６及び発熱体端子２２０の端２５０は、基部２０２の接続器端２４
６で暴露され得る。制御構成要素端子２０４の端２２６及び発熱体端子２２０の端２５０
は、それらが制御体内の異なる位置で構成要素と接続を作り、それらの間の意図されない
接触を避けるように、基部２０２内の異なる位置に配置され得る。
【０１３４】
　この点で、制御構成要素端子２０４の端２２６及び発熱体端子２２０の端２５０は、中
央開口部２４８から異なる半径方向距離に配置され得る。示された実施形態において、制
御構成要素端子２０４の端２２６は中央開口部２４８の最も近くに配置され、第２の発熱
体端子２２０ｂの第２の端２５０ｂは中央開口部から最も遠くに配置され、第２の発熱体
端子２２０ａの第１の端２５０ａはそれらの間の半径方向距離に配置される。更に、制御
構成要素端子２０４の端２２６及び発熱体端子２２０の端２５０は、基部２０２内の複数
の異なる深さまで延在し得る。示された実施形態において、制御構成要素端子２０４の端
２２６は基部２０２を通って最深部まで延在し、第２の発熱体端子２２０ｂの第２の端２
５０ｂは基部を通って最浅部まで延在し、第１の発熱体端子２２０ａの第１の端２５０ａ
は基部を通ってそれらの間の深さまで延在する。
【０１３５】
　図８は、液溜め基材２１０が組立体に連結された後の、図６～７の組立体の斜視図を示
す。液溜め基材２１０は、エアロゾル前駆体組成物を保持するように構成され得る。エア
ロゾル前駆体組成物は、例として、グリセリン、ニコチン、タバコ、タバコ抽出物、及び
／または風味剤を含む、様々な構成要素を含み得る。エアロゾル前駆体組成物に含まれ得
る様々な成分は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｒｏｂｉｎｓｏｎらの米国特許第
７，７２６，３２０号に記載されている。
【０１３６】
　液溜め基材２１０は、そこを通って第１の液溜め端２５４ａから第２の液溜め端２５４
ｂ（集合的に、「液溜め端２５４」）まで延在する空洞２５２を画定し得、第１の液溜め
端は基部２０２に近接して位置付けられる。この点で、液溜め基材２１０は中空管状の構
成を画定し得る。中空管状の構成を画定するように本明細書において概して記載されてい
るが、液溜め基材２１０は他の実施形態において他の形状及び構成を画定し得ることに留
意されたい。エアロゾル前駆体組成物は、空洞２５２内で対向するように、液溜め基材２
１０それ自体を画定する材料内に保たれ得る。この構成は、気流が基部２０２を通って、
空洞２５２を経て、加熱要素２１８を通過することを可能にし得る。
【０１３７】
　液溜め基材２１０は種々の材料のうちの１つ以上を含み得、様々な異なる様式に形成さ
れ得る。一実施形態において液溜め基材２１０は、同中心になり得る、または重なり得る
、複数の組み合わせられる層から形成され得る。例えば、液溜め基材２１０は、中空管状
の構成を形成するように巻かれる材料の連続シートであり得る。他の実施形態において、
液溜め基材２１０は実質的に単一の構成要素であり得る。例えば、液溜め基材２１０は、
実質的に中空管の形状である単一の前もって形成された要素であるように、付形され得る
か、または形作られ得、それは、その長さ及び厚さを越える組成物において実質的に連続
的であり得る。
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【０１３８】
　液溜め基材２１０は、例えばエアロゾル前駆体組成物などの液体生成物を貯蔵する能力
を保つ一方で、いくつかの実施形態において硬質または半硬質である材料から形成され得
る。ある特定の実施形態において、液溜め基材２１０の材料は、エアロゾル前駆体組成物
を保つ能力を提供するように、吸収性、吸着性、または別様に多孔性であり得る。したが
って、エアロゾル前駆体組成物は、液溜め基材２１０の材料に塗布され、吸着され、また
は吸収されているとして特徴付けられ得る。液溜め基材２１０は、液溜め基材が液体輸送
要素２１６と接触するように、カートリッジ２００内に位置付けられ得る。より具体的に
は、液溜め基材２１０は、エアロゾル前駆体組成物を保持（例えば、吸収、吸着、または
同様のものを通して）し、加熱要素２１８への輸送のために前駆体組成物を吸収し消散さ
せることを可能にするために好適である任意の材料から製造され得る。
【０１３９】
　液溜め基材２１０の材料は、適切な形状を形成し維持するために好適であり得る。液溜
め基材２１０の材料は、その構造的一体性を保ち、少なくとも加熱要素２１８によって提
供される加熱温度に近接した温度での変質を避けるように、耐熱性であり得る。しかしな
がら、液溜め基材は加熱要素と接触していないため、液溜め基材２１０は、加熱要素２１
８によって生成される最高温度に対して耐熱性である必要はない。液溜め基材２１０のサ
イズ及び強度は、カートリッジ２００の特徴及び要件に従って変化し得る。特定の実施形
態において、液溜め基材２１０は、高速の、自動化された製造工程のための好適な材料か
ら製造され得る。かかる工程は、伝統的な織布または不織布繊維マットと比較して、製造
費用を低減し得る。一実施形態に従って、液溜めは、中空のアセテート管を形成するよう
に処理され得る、アセチルセルローストウから製造され得る。
【０１４０】
　ある特定の実施形態において、液溜め基材２１０は、空洞２５２少なくとも一部が、カ
ートリッジ２００の１つ以上の他の構成要素を収容するように、付形され、寸法決めされ
るような形態で提供され得る。いくつかの実施形態において、用語「付形され、寸法決め
される」は、空洞２５２で液溜め基材２１０の壁が、液溜め基材の内側が実質的に平坦及
び連続的でない形状を有する原因となる１つ以上の陥凹または突起部を含むことを示し得
る。他の実施形態において、液溜め基材２１０の中空の特質は、空洞または突起部の形成
の必要とせず、カートリッジ２００の更なる構成要素の収容を可能にするために十分であ
り得る。故にカートリッジ２００は、液溜め基材２１０が前もって形成され得、カートリ
ッジの更なる構成要素を嵌合配列で収容するように、付形され、寸法決めされる壁を有す
る空洞２５２を画定する中空の内側を有し得る点で、具体的に有益であり得る。これは、
エアロゾルの形成のための十分な空間も提供する一方で、具体的にカートリッジ２００の
組み立ての容易さを促進し得、液溜め基材２１０の容量を最大化し得る。
【０１４１】
　示された実施形態において、液溜め基材２１０を通って延在する空洞２５２は、噴霧器
２０８の少なくとも一部分を収容するように、付形され、寸法決めされる。具体的には、
液溜め基材２１０は、空洞２５２に２つの正反対の溝２５６ａ、２５６ｂ（集合的に、「
溝２５６」）を含む。示されるように溝２５６は、第１の端２５４ａから第２の端２５４
ｂまで、液溜め基材２１０の実質的に全長に延在し得る。液溜め基材２１０を通る空洞２
５２を画定する液溜め基材２１０を考慮し、噴霧器２０８は喫煙物品の組み立ての間、液
溜め基材の内側に容易に位置付けられ得る。同様に、空洞２５２が噴霧器２０８と嵌合す
るように付形され、寸法決めされるため、該組み合わせは容易に組み立てられ得、同時に
液体輸送要素２１６を液溜め基材と流体連通する一方で、噴霧器は液溜め基材２１０とぴ
ったりと嵌合し得る。
【０１４２】
　この点で溝２５６は、液体輸送要素２１６を少なくとも部分的にその中に受容するよう
に構成され得る。より具体的には、液体輸送要素２１６の遠位アーム２３６は溝２５６に
受容され得る。故に、液体輸送要素端２３８が第１の液溜め端２５４ａに近接して位置付
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けられるように、液体輸送要素２１６は液溜め基材２１０を実質的に完全に通って延在し
得る。更に、発熱体端子２２０は液溜め基材２１０を通る空洞２５２を通って延在し得る
。いくつかの実施形態において、発熱体端子２２０は、溝２５６に部分的または完全に受
容され得る。加えて、電気制御構成要素２０６は、液溜め基材２１０を通る空洞２５２を
通って少なくとも部分的に受容され得る。
【０１４３】
　液溜め基材２１０の空洞２５２を、噴霧器２０８及び／またはカートリッジ２００の種
々の他の構成要素を収容するように適合させることによって、カートリッジ内の利用可能
な空間は、液溜め基材を以前の空間内に延在させることによって、完全に最大化され得る
。結果として、液溜め基材２１０の全体的なサイズ及び容量は、電子喫煙物品に典型的に
用いられる伝統的な織布または不織布繊維マットと比較して増加し得る。増加した容量は
、液溜め基材２１０がエアロゾル前駆体組成物の増加した量を保持することを可能にし、
それは次に、エンドユーザによる、カートリッジ２００のより長い使用及び楽しみをもた
らし得る。しかしながら、伝統的な繊維で包まれる液溜め基材が、他の実施形態において
用いられ得る。
【０１４４】
　図８に示されるように、噴霧器２０８は、加熱要素２１８が第２の液溜め端２５４ｂに
近接して位置付けられるように、液溜め基材２１０の空洞２５２を通って延在し得る。よ
り具体的には、噴霧器２０８は、加熱要素２１８が第２の液溜め端２５４ｂを越えて位置
付けられ、空洞の外側に位置付けられるように、空洞２５２を通って延在し得る。この実
施形態は、加熱要素によって気化されるエアロゾル前駆体組成物の量が、液体輸送要素２
１６を通り加熱要素へ向かうエアロゾル前駆体組成物の流れによってある程度制御される
ように、加熱要素２１８によって液溜め基材２１０に直接印加される熱を低減し得る。し
たがって、気化されるエアロゾル前駆体組成物の量がより正確に制御され得る。しかしな
がら、他の実施形態において、本噴霧器が第２の液溜め端を越えて延在する必要はなく、
噴霧器は加熱要素が液溜め基材の空洞内に受容されるように、液溜め基材に対して位置付
けられ得る。
【０１４５】
　液溜め基材２１０は、外部シェル２１２の内側表面２６０（図９を参照）に順応するよ
うに、実質的に付形され、適合され得る外側表面２５８を含む。この点で外部シェル２１
２は、液溜め基材２１０を受容するようにサイズ決めされる、管形状を通る空洞２６２（
図９を参照）を有する管形状を画定し得る。例えば外部シェル２１２の内側半径は、液溜
め基材２１０の外側半径に実質的に対応し得、またはそれよりもわずかに大きくあり得る
。したがって外部シェル２１２は、図９に示されるように液溜め基材２１０の上に受容さ
れ得、基部２０２に連結され得る。この点で、１つ以上の陥凹２６４は、連結が陥凹とね
じ山または突起部との間で保たれるように、基部２０２上のねじ山または突起部２３０（
例えば、図８を参照）と係合し得る。
【０１４６】
　図１０に示されるように、外部シェルによって画定される空洞２６２（図９を参照）が
少なくとも部分的に囲まれるように、外部シェル２１２は吸い口２１４と連結し得る。よ
り具体的には、一実施形態において１つ以上の陥凹２６６は、ねじ山または突起部との間
の連結が保たれるように、吸い口２１４（例えば、図２を参照）上のねじ山または突起部
２６８と係合し得る。吸い口２１４は、上記の喫煙物品の例示的な実施形態に従って説明
されるように、ユーザが吸い口を吸うとき、開口部を通って、噴霧器２０８（例えば、図
９を参照）によって生成されたエアロゾルと混合された空気が方向付けされ得る、１つ以
上の開口部２７０を画定する。
【０１４７】
　図１１～１２は、カートリッジ２００及び本明細書に記載のカートリッジの種々の他の
実施形態と係合するように構成される制御体に含まれ得るレセプタクル３００を示す。示
されるようにレセプタクル３００は、機械的接続が間で形成されるように、制御体の外部
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シェルと係合するように構成される突起部またはねじ山３０２を備え得る。レセプタクル
３００は、基部２０２の内側表面２７２と嵌合するように構成される外側表面３０４を画
定し得る。一実施形態において、基部２０２の内側表面２７２は、レセプタクル３００の
外側表面３０４の半径と実質的に等しいか、またはわずかに大きい半径を、画定し得る。
更にレセプタクル３００は、基部２０２の内側表面２７２で画定される１つ以上の凹所２
７４と係合するように構成される外側表面３０４で、１つ以上の突起部３０６を画定し得
る。しかしながら、構造、形状、及び構成要素の種々の他の実施形態が、基部２０２をレ
セプタクル３００に連結させるように用いられ得る。いくつかの実施形態において、基部
２０２と制御体のレセプタクル３００との間の接続は、実質的に永久的であり得るが、他
の実施形態において、例えば制御体が１つ以上の追加のカートリッジと再使用され得るよ
うに、それらの間の接続は解放可能であり得る。
【０１４８】
　レセプタクル３００は、制御構成要素端子２０４の端２２６及び発熱体端子２２０の端
２５０と接触するようにそれぞれ構成される複数の電気的接点３０８ａ～ｃを更に備え得
る。電気的接点３０８ａ～ｃは、レセプタクル３００を通る中央開口部３１０から異なる
半径方向距離に位置付けられ得、レセプタクル３００内の異なる深さに位置付けられ得る
。電気的接点３０８ａ～ｃの各々の深さ及び半径は、基部２０２とレセプタクル３００と
がそれらの間に電気接続を確立するように結合されるとき、制御構成要素端子２０４の端
２２６及び発熱体端子２２０の端２５０がそことそれぞれ当接するように構成される。
【０１４９】
　示された実施形態において、電気的接点３０８ａ～ｃはレセプタクル３００内の異なる
深さに位置付けられる変化する半径の円形状金属製バンドを備える。電気的接点３０８ａ
～ｃが円形状バンドを備え、制御構成要素端子２０４の端２２６及び発熱体端子２２０の
端２５０が基部２０２内の対応する深さ及び半径まで延在するとき、基部とレセプタクル
３００との間の電気接続が、レセプタクルに関する基部の回転配向にもかかわらず、確立
され得る。したがって、カートリッジ２００の基部２０２と制御体のレセプタクル３００
との間の接続が促進され得る。電気的接点３０８ａ～ｃは、制御体のための電池及び制御
器などの、制御体内の複数の構成要素と接続する、複数の制御体端子３１２ａ～ｃとそれ
ぞれ連結し得る。
【０１５０】
　更に、カートリッジ２００の基部２０２及び制御体のレセプタクル３００が一緒に連結
されるとき、流体連通もまた確立され得る。この点でレセプタクル３００は、ユーザがそ
こを吸うとき、周囲環境から空気を受容し、カートリッジ２００へ空気を方向付けるよう
に構成される流体通路を画定し得る。より具体的には、一実施形態においてレセプタクル
３００は、中で画定され半径方向に延在する窪み３１６を有するリム３１４を画定し得る
。更に長手方向に延在する凹んだスロット３１８は、窪み３１６から開口部３２０まで延
在し得る。開口部３２０は、いくつかの実施形態において、レセプタクルの一部分を通る
カットアウトまたは孔を画定し得る。故に、レセプタクル３００が外部シェルの端または
対応する制御体の本体と係合するとき、窪み３１６、スロット３１８、及び開口部３２０
を通る流体通路、は開いたままであり得る。この通路を通って吸われる空気は、次いで、
レセプタクルと基部とが互いに接続されるとき、レセプタクル３００の中央開口部３１０
及び基部２０２の中央開口部２４８を通って方向付けされ得る。故に空気は、カートリッ
ジの吸い口２１４をユーザが吸うとき、上記の様式で制御体からカートリッジ２００を通
って方向付けされ得る。
【０１５１】
　したがって上記のカートリッジ２００は、組み立ての容易さ及び制御体のレセプタクル
３００への取り付けの容易さに関して、利益を提供し得る。具体的にはカートリッジ２０
０に関して、その組み立ては、その構成要素が概して軸方向に組み立てられ得る点で、単
純化され得る。より具体的には、一実施形態において制御構成要素端子２０４は基部２０
２と連結し得、電気制御構成要素２０６は制御構成要素端子と連結し得、発熱体端子２２
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０は基部と連結し得、加熱要素２１８は液体輸送要素２１６と連結し得、それらの組み合
わせは噴霧器２０８を形成するように発熱体端子と連結し得、液溜め基材２１０は噴霧器
と連結し得、外部シェル２１２は基部と連結し得、吸い口２１４は外部シェルと連結し得
る。
【０１５２】
　上記のように、喫煙物品の実施形態は、ワイヤコイルから形成される加熱要素を備える
噴霧器を用い得る。図６に示される例示的な実施形態において、加熱要素２１８は液体輸
送要素２１６の中央区分２３６ｃの周りに巻き付けられる。加熱要素２１８は、液体輸送
要素２１６の遠位アーム２３６ａ、２３６ｂまで延在しない。この点で、液体輸送要素の
長さの一部でのみ形成される加熱要素を備える噴霧器の生産は、その経済的な生産を困難
にし得る、ある特定の課題を提示し得る。この点で、液体輸送要素の長さの一部に沿って
のみ延在する加熱要素の生産は、「開始及び停止」巻き付け工程の使用を必要とし得、ワ
イヤは液体輸送要素と接触し、その周りに巻き付けられ、区分に沿って延在し、次いで所
望の加熱要素の端で停止し、そこでワイヤは液体輸送要素との接触から取り除かれる。こ
の工程は次いで、液体輸送要素の長手方向の長さに沿った追加の間をあけた位置で繰り返
され得るか、または工程は、本噴霧器内での使用のためにサイズ決めされる個々の液体輸
送要素セグメントのために一度実行され得る。用いられる工程の具体的な詳細にかかわら
ず、個々の加熱要素の個別的な生産は、液体輸送要素へのワイヤの提供及びその上にワイ
ヤを巻き付けることを、繰り返し開始及び停止することを含み得る。故に、加熱要素の生
産は、繰り返される開始及び停止を生産工程の間に伴うため、比較的高価及び／または遅
くなり得る。
【０１５３】
　したがって本開示は、噴霧器及び関連する構造を形成する方法ならびにそれによって生
産される噴霧器の実施形態を提供し、それは上記の開始及び停止巻き付け工程と関連する
問題を避けるように構成される。以下に提供される説明に従って生産された加熱要素は、
様々な喫煙物品と一緒に用いられ得る。しかしながら加熱要素は、例として、上記の喫煙
物品の実施形態において用いられ得る。
【０１５４】
　図１３は、複数の噴霧器の生産のための部品４００を示す。示されるように、部品４０
０は液体輸送要素４０２及びワイヤ４０４を備える。液体輸送要素４０２及びワイヤ４０
４は、上記の材料の例示的な実施形態のうちの１つなどの、任意の好適な材料を含み得る
。更に液体輸送要素４０２及びワイヤ４０４の具体的な横断面形状は変化し得、その横断
面領域はその長さに沿って一定、または変化し得る。この点で、本明細書に記載の液体輸
送要素４０２及びワイヤ４０４ならびに種々の他の液体輸送要素及びワイヤは、その長手
方向の長さに沿った実質的に一定の横断面領域を有する、実質的に丸い横断面形状を画定
し得る。しかしながら、横断面形状の種々の他の実施形態は、正方形、長方形、または三
角形などを用い得る。
【０１５５】
　示されるようにワイヤ４０４は、液体輸送要素４０２の長手方向の長さに沿って連続的
に延在する。本明細書で使用される場合、用語、連続的に延在する、は液体輸送要素４０
２とワイヤ４０４との間の関係を指し、そこでワイヤは液体輸送要素の長手方向の長さに
沿って同一の広がりを持つ。対照的に、用語、連続的に延在する、は開始及び停止巻き付
け法によって生産される加熱要素の上記の実施形態を除外し、それは本噴霧器の長手方向
の長さの一部分にのみ沿って延在する。
【０１５６】
　故に、本開示に従うワイヤ４０４は、部品４００の長手方向の長さに沿って複数の加熱
要素４０６を画定する。部品４００は、ワイヤ４０４によって画定される、液体輸送要素
４０２のセグメント及び加熱要素４０６のうちの１つをそれぞれ備える複数の噴霧器４０
８を画定するように、間をあけた間隔で切断され得る。この点で、部品４００は線４１０
に沿って切断され得、噴霧器４０８内へ部品４００を分離する。ワイヤ４００が部品４０
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０内の液体輸送要素４０２の長手方向の長さに沿って連続的に延在するために、個々の噴
霧器４０８へと分割されるとき、ワイヤはまた、液体輸送要素のセグメントの長手方向の
長さに沿って連続的に延在するであろう。
【０１５７】
　図１３に更に示されるように、ワイヤ４０４は複数のコイル４１２を画定し得る。いく
つかの実施形態において、図１３に示されるように、ワイヤ４０４は液体輸送要素４０２
の周りに連続的に巻き付けられ得る。本明細書で使用する場合、用語、連続的に巻き付け
られる、は巻き付けられる構成を指し、そこで液体輸送要素４０２の周りのワイヤ４０４
の角度位置は液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連続的に変化する。故に、ワイヤ４
０４は、液体輸送要素４０２の外周の周りを繰り返し包み得、図１３に示されるように、
コイル４１２はその長手方向の長さに沿って連続的に延在する。故に、複数の相互接続す
る加熱要素は、単一のワイヤによって形成され得る。言い換えれば、単一のワイヤは、複
数の加熱要素に沿って延在し、かつ複数の加熱要素を画定し得、各々はそれぞれ噴霧器と
して使用可能である。
【０１５８】
　図１４は、加熱要素４０６のうちの１つの図を含む、図１３からの区分Ａの部品４００
の拡大図を示す。示されるように、加熱要素４０６に加えて、ワイヤ４０４は第１の端部
４１４ａ及び第２の端部４１４ｂ（集合的に、「端部４１４」）を画定し得る。更に、加
熱要素４０６は、第１の接触部分４１６ａ及び第２の端部４１６ａ（集合的に、「接触部
分４１６」）ならびに加熱部分４１８を備え得る。接触部分４１６は、端部４１４の間に
位置付けられ得、加熱部分４１８は接触部分の間に位置付けられ得る。
【０１５９】
　コイル４１２は、各噴霧器４０８の長手方向の長さに沿って様々である、ピッチ及びコ
イル間隔を画定し得る。ピッチは、１つのコイル４１２の中央から隣接するコイルの中央
までの距離を指すが、コイル間隔は、隣接するコイルの間の距離を指す。この点で、より
小さいピッチはコイル４１２の間のより小さいコイル間隔に対応し、より大きいピッチは
コイルの間のより大きいコイル間隔に対応する。端部４１４のコイル４１２（または「端
部コイル」）は第１のピッチ４２０を画定し得、接触部分４１６のコイルは第２のピッチ
４２２を画定し得、及び加熱部分４１８のコイルは第３のピッチ４２４を画定し得る。
【０１６０】
　故に、要求されてはいないが、いくつかの実施形態において、第１の端部４１４ａのピ
ッチ４２０は、第２の端部４１４ｂのピッチと実質的に等しくなり得る。同様に、要求さ
れてはいないが、第１の接触部分４１６Ａのピッチ４２２は、第２の接触部分４１６Ｂの
ピッチと実質的に等しくなり得る。更に、端部４１４と接触部分４１６との間及び接触部
分と加熱部分４１８との間の移行は、個々の部分の長さに渡って変化するコイル４１２の
ピッチをもたらし得ることに、留意するべきである。この点で、本明細書で使用する場合
、ワイヤ４０４の特定の部分のコイルのピッチは、参照部分の長さを越えるコイルの平均
ピッチを指す。しかしながら、ワイヤ４０４の種々の部分の間の移行（例えば、端部４１
４と接触部分４１６との間の移行及び接触部分と加熱部分４１８との間の移行）でのピッ
チのかかる変動は、ワイヤのそれら個々の部分に関して、用語「可変のコイル間隔」が以
下で使用されるように、「可変のコイル間隔」を構成しないことが、理解されるべきであ
る。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、第２のピッチ４２２は第１のピッチ４２０よりも小さく
あり得、第３のピッチ４２４は第１のピッチよりも小さく、かつ第２のピッチよりも大き
くあり得る。下記のように、端部４１４、接触部分４１６、及び加熱部分４１８のピッチ
４２０、４２２、４２４のこの構成は、噴霧器４０８の機能性及び費用に関して、具体的
な利益を提供し得る。一実施形態において、接触部分４１６の第２のピッチ４２２はワイ
ヤ４０４の横断面幅と実質的に等しくあり得る。例えば、ワイヤ４０４が丸い横断面を画
定する実施形態において、第２のピッチ４２２はワイヤの直径と実質的に等しくあり得る
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。このピッチは、ワイヤ４０４のコイル４１２が互いに実質的に接触している構成に対応
する。下記のように、この構成はある特定の利点を有し得る。しかしながら、コイルのピ
ッチの種々の他の実施形態は、他の実施形態において用いられ得る。
【０１６２】
　一実施形態において、第３のピッチ４２４と第２のピッチ４２２との比率は、約２～８
対１、及び一実施形態においては約４対１であり得る。第１のピッチ４２０と第２のピッ
チ４２２との比率は、約８～３２対１、及び一実施形態においては約１６対１であり得る
。第１のピッチ４２０と第３のピッチ４２４との比率は、約１～１６対１、及び一実施形
態においては約４対１であり得る。
【０１６３】
　部品４００は、比較的安価及び迅速に噴霧器４０８を生産するように用いられ得る。こ
の点で、ワイヤが液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連続的に延在する様式で、ワイ
ヤ４０４を液体輸送要素４０２と連結させることによって、部品４００が、ワイヤ及び液
体輸送要素を画定する材料の長さの範囲に、連続的に生産され得る。その後、またはそれ
と同時に、部品４００は複数の噴霧器４０８へと分割され得る。故に噴霧器４０８は、上
記の停止及び開始巻き付け工程または加熱要素の個別的な生産を必要とする工程の他の実
施形態と比較してより効率的に生産され得る。
【０１６４】
　上述のように、部品４００は複数の噴霧器４０８へと分割され得る。図１５に示される
ように、部品４００が複数の噴霧器４０８へと分割されるとき、ワイヤ４０４は第１の液
体輸送要素端４２６ａから第２の液体輸送要素端４２６ｂ（集合的に、「液体輸送要素端
４２６」）まで延在する。この点でワイヤ４０４は、液体輸送要素の長手方向の長さ４０
２の全体に沿って連続的に延在する。
【０１６５】
　より具体的には、図１５は、上記のカートリッジ２００のある特定の構成要素への、噴
霧器４０８の取り付けを示す。この点で噴霧器４０８は、喫煙物品のためのカートリッジ
などの様々なエアロゾル送達デバイスでの使用に用いられ得る。故に、前述の及びカート
リッジ２００に含まれる構成要素を有する噴霧器４０８の使用は、例として示され、部品
４００から生産される噴霧器４０８が様々な他のエアロゾル送達デバイスで用いられ得る
ことが理解されるべきである。
【０１６６】
　図１５に示されるように、カートリッジの組み立ての間、いくつかの実施形態において
発熱体端子２２０は、噴霧器４０８を発熱体端子と連結する前に、基部２０２に連結され
得る。この点で基部２０２は、噴霧器４０８の発熱体端子への取り付けを促進するように
、発熱体端子２２０を決まった場所に保持するために用いられ得る。しかしながら他の実
施形態において、発熱体端子２２０は、発熱体端子を基部２０２と連結する前に、噴霧器
４０８に連結され得る。図１５に更に示されるように、加熱要素４０６の接触部分４１６
は、発熱体端子２２０のうちの１つとそれぞれ接触し得る。より具体的には、加熱要素４
０６の接触部分４１６は、発熱体端子２２０のタブ２３４のうちの１つとそれぞれ接触し
得る。タブ２３４は、圧着、溶接、もしくは任意の他の方法または機構によって、加熱要
素４０６の接続器部分４１６と接続され得る。
【０１６７】
　接触部分４１６は、複数のコイル４１２を画定し得る。示された実施形態（例えば、図
１４を参照）において、接触部分４１６は４つのコイルをそれぞれ備える。しかしながら
、コイル４１２の種々の他の数は、他の実施形態において用いられ得る。例として、いく
つかの実施形態において、接触部分４１６は約３つのコイルから約５つのコイルを備え得
る。複数のコイル４１２の使用は、発熱体端子２２０のタブ２３４との接続を形成するこ
とを助長し得る。更に、例えばコイル４１２が互いに接し、比較的小さなピッチ４２２を
有する接触部分４１６を提供することは、接触部分と発熱体端子２２０との間に電気接続
を確立することを更に促進し得る。この点で、ワイヤ４０４は接触部分４１６で比較的大
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きな表面領域を画定し得、それはタブ２３４への接続を促進し得る。
【０１６８】
　更に液体輸送要素４０２は、液体輸送要素端４２６が基部２０２に近接して位置付けら
れるように、発熱体端子２２０の周りで曲げられ得る。液体輸送要素４０２が発熱体端子
２２０の周りで曲げられると、ワイヤ４０４の端部４１４もまた曲げられ得、発熱体端子
と当接し得る。ワイヤ４０４が第１の液体輸送要素端４２６ａから第２の液体輸送要素端
４２６ｂまで延在するゆえに、ワイヤは液体輸送要素４０２を曲げられた構成に維持する
ことを助長し得る。この点で、液体輸送要素４０２が曲げられると、ワイヤ４０４は塑性
変形及び曲げられた構成を保ち得る。故に、液体輸送要素４０２と発熱体端子２２０との
間の連結が改善され得る。
【０１６９】
　図１６は、部品４００から生産される噴霧器４０８と置き換えられる噴霧器２０８を有
し、図２に示されるカートリッジ２００の構成要素を備えるカートリッジ５００を通る改
訂された横断面図を示す。故に、示されるようにカートリッジ５００は、制御体と係合す
るように構成される接続器端２４６を画定する基部２０２を含む。更にカートリッジ５０
０は、エアロゾル前駆体組成物を保持するように構成される液溜め基材２１０を含む。液
溜め基材２１０は、第１の液溜め端２５４ａと第２の液溜め端２５４ｂとの間に延在する
空洞２５２を画定し、第１の液溜め端は基部２０２に近接して位置付けられる。
【０１７０】
　噴霧器４０８は、液溜め基材２１０の空洞２５２を通って延在し得る。液溜め基材２１
０は、第１の液溜め端２５４ａから第２の液溜め端２５４ｂまで延在する空洞２５２で、
溝２５６を画定し得る。この点で噴霧器４０８は、液体輸送要素４０２及びワイヤ４０４
が発熱体端子２２０の周りで曲げられる上記の曲げられた構成を画定し得る。示されるよ
うに、液体輸送要素４０２は、第１の遠位アーム４２８ａ及び第２の遠位アーム４２８ｂ
（集合的に、「遠位アーム４２８」）ならびに中央区分４２８ｃを画定し得る。
【０１７１】
　液体輸送要素４０２の遠位アーム４２８は、空洞２５２の溝２５６に受容され得る。図
１６に更に示されるように、ワイヤ４０４の端部４１４もまた溝２５６にそれぞれ受容さ
れ得る。この点でワイヤ４０４の端部４１４は、液体輸送要素４０２と液溜め基材２１０
との間に少なくとも部分的に位置付けられ得る。しかしながら、ピッチ４２０が比較的大
きい端部４１４で比較的粗い巻き付けを用いることの結果として、液溜め基材２１０から
液体輸送要素４０２への液体輸送の低減が比較的小さくあり得る。この点で、示された実
施形態において、端部４１４の各々が６つのコイル４１２を画定し、それは接触部分４１
６よりも、比較的により大きく液体輸送要素４０４の長手方向の長さに渡って広がる。し
かしながら他の実施形態において、端部は、コイルのより小さい数またはより大きい数を
画定し得る。例として端部は、いくつかの実施形態において約２つのコイルから約７つの
コイルを備え得る。端部４１４でコイル４１２の比較的大きいピッチ４２０を用いること
は、本噴霧器を生産するために用いられるワイヤ４０４の量を低減することによって、噴
霧器４０８と関連する材料費用を低減し得ることに更に留意されたい。
【０１７２】
　更に、ワイヤ４０４の端部４１４が発熱体端子２２０と接触していることの結果として
、電気接続がそれらの間で形成される。しかしながら、ワイヤ４０４の端部４１４は発熱
体端子２２０と実質的に同じ電位であり、したがってワイヤの端部はあらゆる熱を生成す
ることを実質的に避けるであろう。この点で、接触部分４１６もまた発熱体端子２２０と
接触しているため、第１の端部４１４ａは第１の接触部分４１６ａと実質的に同じ電位で
あり、第２の端部４１４ｂは第２の接触部分４１６ｂと実質的に同じ電位であろう。した
がって、ワイヤ４０４が液体輸送要素端４２６まで延在しているにもかかわらず、熱は加
熱部分４１８でのみ生成され得る。したがって、加熱要素４０６は液体輸送要素４０２の
中央区分４２８ｃのみを直接加熱し得、それは、加熱要素４０６によって生成される熱に
暴露されるエアロゾル前駆体の量を制御することによって、エアロゾルの生成を制御する
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ために望ましくあり得る。
【０１７３】
　更に、液体輸送要素４０２の中央区分４２８ｃに方向付けられる熱量は、ワイヤの加熱
部分４１８で、コイル４１２のピッチ４２４によって制御され得る。この点で、コイル４
１２のピッチ４２４は端区分４１４のコイルのピッチ４２０よりも比較的に小さくあり得
るが、接触部分４１６のコイルのピッチ４２２よりも大きくあり得る。コイル４１２があ
まりにも遠くに離間されないことを確実にすることによって、液体輸送要素４０２はエア
ロゾル蒸気を生成するために十分な温度まで加熱され得る。更に、加熱部分４１８のコイ
ル４１２の間に間隙を提供することによって、気化されたエアロゾルが液体輸送要素４０
２から漏れ出ることを可能にし得る。示された実施形態において、加熱部分４１８は６つ
のコイル４１２を備える。しかしながら、コイルのより大きいまたはより小さい数が、他
の実施形態において提供され得る。例えば加熱部分は、他の実施形態において約４つのコ
イルから約１２のコイルを備え得る。
【０１７４】
　上記の噴霧器は、エアロゾル送達デバイスのためのカートリッジの様々な実施形態にお
いて用いられ得ることに留意されたい。この点で図１７は、組み立てられた構成で示され
る、制御体７００を含むエアロゾル送達デバイス６００及び分解された構成で示されるカ
ートリッジ８００の部分分解図を示す。制御体７００は、上記のような種々の構成要素を
含み得る。例えば制御体７００は、外側管７０２（それは管状であり得るかまたは管状で
はない場合があり、それはまた外側本体としても参照され得る）、及びレセプタクル、ま
たは連結器７０４、及び外側管の両端に連結される端部キャップ７０６を含み得る。外側
管７０２の内側の種々の内部構成要素は、例として、フローセンサ、制御構成要素、及び
電力源（例えば、電池）、ならびに発光ダイオード（ＬＥＤ）要素を含み得る。しかしな
がら制御体７００は、他の実施形態において、追加または代替の構成要素を含み得る。
【０１７５】
　示されるように、カートリッジ８００は、基部シッピングプラグ８０２、基部８０４、
制御構成要素端子８０６、電気制御構成要素８０８、流管８１０（それは管状であり得る
かまたは管状ではない場合があり、それはまた導流体としても参照され得る）、噴霧器８
１２、液溜め基材８１４、外部シェル８１６、ラベル８１８、吸い口８２０、及び本開示
の例示的な実施形態に従う吸い口シッピングプラグ８２２を備え得る。これらの構成要素
のうちの多くは、上記のカートリッジの構成要素と実質的に同様である。したがって、カ
ートリッジの前述の実施形態に関する差異のみが以下で説明されるであろう。
【０１７６】
　この点で、一実施形態において電気制御構成要素８０８は、一体成形のプリント回路基
板組立体を備え得る。電気制御構成要素８０８は、セラミック基材を含み得、一実施形態
においてそれは約９６％のアルミナセラミックを含み得る。この材料は、無機性、非反応
性、非分解性、及び非多孔性である。かかるセラミック材料の使用は、強固な、寸法安定
性部分を、支持構造を分離する必要なく定義し得る点で好ましくあり得る。更に、かかる
セラミック材料は、そこへの塗膜の付着を可能にし得る。例えば、電気制御構成要素８０
８の構成要素側は、Ｐａｒｙｌｅｎｅ　ＣとしてＳｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｏａｔｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．から市販されているクロロ置換されたポリ（パラキシリレン）
、または回路基板の構成要素を液体及び湿気から保護するように構成される、任意の他の
塗膜もしくは他の密閉剤／遮断塗膜などの塗膜材料を含み得る。密閉剤／遮断塗膜はまた
、減少した摩擦係数を有する電気制御構成要素８０８を提供し得、それはカートリッジ８
００の軸方向の組み立て工程を促進し得る。
【０１７７】
　更に吸い口シッピングプラグ８２２は、吸い口内の開口部を通って汚染物質が侵入する
ことを防ぐために、カートリッジ８００の使用前に吸い口８２０内の開口部と係合するよ
うに構成される。同様に基部シッピングプラグ８０２は、輸送及び保管の間の破損または
汚染から基部を保護するように、基部８０４の内周に連結するように構成される。更にラ
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ベル８１８は、識別情報を有するカートリッジ８００を提供する外側部材として使われ得
る。
【０１７８】
　図１８は、部分的に組み立てられた構成のカートリッジ８００の斜視図を示す。より具
体的には、図１８は、図８に示される構成に対応する、部分的に組み立てられた構成のカ
ートリッジ８００の構成要素を示す。故に、端的に言えば、図１８は、制御構成要素端子
８０６が基部８０４と連結しており、電気制御構成要素８０８が電気制御構成要素端子と
連結しており、第１の発熱体端子８３４ａ及び第２の発熱体端子８３４ｂ（集合的に、「
発熱体端子８３４」）が基部と連結しており、流管８１０が発熱体端子の間に受容され、
加熱要素８４０が液体輸送要素８３８の周りに巻き付けられ、その長さに沿って延在し、
加熱要素が噴霧器８１２を完成させるために発熱体端子の第１及び第２のタブ８３６ａ、
８３６ｂと連結し、液溜め基材８１４が本噴霧器の周りに受容される、構成を示す。
【０１７９】
　液溜め基材８１４は、そこを通って第１の液溜め端８５４ａから第２の液溜め端８５４
ｂまで（集合的に、「液溜め端８５４」）延在する空洞８５２を画定し得、第１の液溜め
端は基部８０４に近接して位置付けられる。この点で、液溜め基材８１４は中空管状の構
成を画定し得る。液溜め基材８１４は、種々の材料の１つ以上を備え得、様々な異なる様
式で形成され得る。一実施形態において液溜め基材８１４は、同中心になり得るか、また
は重なり得る、複数の組み合わせられる層から形成され得る。例えば、液溜め基材８１４
は、端が中空管状の構成を形成するように接合個所８５６に沿って接するか、または材料
の複数の層がその周りを包み得るように巻かれる、材料の連続シートであり得る。故に液
溜め基材８１４は、噴霧器８１２などの、空洞８５２内に受容される構成要素の形状に順
応し得るか、または順応しない場合がある。
【０１８０】
　図１７～１８に示されるように、いくつかの実施形態において、カートリッジ８００は
流管８１０を追加で含み得る。図１８に示されるように、流管８１０は端子８３４の間に
位置付けられ、端子８３４によって決まった場所に保持され得る。より具体的には、流管
８１０は、対向する溝である第１の８５８ａ及び第２の８５８ｂ（集合的に、「溝８５８
」）を画定し得る。溝８５８は、端子８３４のうちの１つをその中にそれぞれ受容するよ
うに、サイズ決め及び付形され得る。この点で、いくつかの実施形態において、流管８１
０は概して丸い外部周囲を、溝８５８を除いて画定し得る。故に流管８１０は、液溜め基
材８１４を通って画定される空洞８５２の内側に受容され得る。したがって流管８１０は
、液溜め基材８１４によって、追加でまたは代替的に決まった場所に保持され得る。流管
８１０はまた、いくつかの実施形態において、電気制御構成要素８０８との接触を介して
決まった場所に保持され得る。
【０１８１】
　流管８１０は、基部８０４から噴霧器８１２の加熱要素８４０に受容される空気の流れ
を方向付けるように構成され得る。より具体的には図１８に示されるように、流管８１０
は、基部８０４から空気を受容しそれを加熱要素８４０へ方向付けるように構成される流
管の中央の長さに沿って延在する貫通孔８６０を画定し得る。したがって貫通孔８６０の
サイズは、加熱要素８４０へ方向付けられた空気の所望の速度を画定するように選択され
得る。したがって、エアロゾルの所望の量が、空気が加熱要素８４０を通るとき、空気へ
送達され得る。例えば貫通孔８６０は、加熱要素８４０に近接して、比較的大きい直径か
ら比較的小さい直径へ先細になり得る。しかしながら他の実施形態において、貫通孔８６
０は実質的に一定または増加する直径を画定し得る。
【０１８２】
　いくつかの実施形態において、流管８１０はセラミック材料を含み得る。例えば、一実
施形態において、流管８１０は９６．５％の三酸化アルミニウムを含み得る。この材料は
、耐熱性を提供し得、それは加熱要素８４０への近接のため望ましくあり得る。しかしな
がら他の実施形態において、流管８１０は種々の他の材料から形成され得る。
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【０１８３】
　液溜め基材８１４は、外部シェル８１６（図１７を参照）の内側表面に順応するように
実質的に付形及び適合され得る外側表面８６２を含む。したがって、外部シェル８１６は
、液溜め基材８１４上に受容され得、基部８０４に連結され得る。完全に組み立てられた
構成において、カートリッジは、図１０に示される、基部シッピングプラグ、吸い口シッ
ピングプラグ、及び使用前にそこに連結されるラベルを有するカートリッジ２００と実質
的に同様に現われ得る。
【０１８４】
　ワイヤが、体輸送要素の周りに連続的に巻き付けられているように概して上で示される
が、ワイヤは、他の実施形態においてワイヤが液体輸送要素の長手方向の長さに沿って連
続的に延在する、種々の他の様式に構成され得る。この点で図１９は、液体輸送要素９０
２及び液体輸送要素の長手方向の長さに沿って延在するワイヤ９０４を備える部品９００
の一部分の拡大図を示す。示されるように、ワイヤ９０４は加熱要素９０６を画定するよ
うに液体輸送要素９０２の周りに巻き付けられ得る。ワイヤ９０４は、加熱要素９０６で
液体輸送要素９０２の周りに巻き付けられる複数のコイル９１２を画定し得る。
【０１８５】
　加熱要素９０６に加えて、ワイヤ９０４は第１の端部９１４ａ及び第２の端部９１４ｂ
（集合的に、「端部９１４」）を画定し得る。更に加熱要素９０６は、第１の接触部分９
１６ａ及び第２の接触部分９１６ｂ（集合的に、「接触部分９１６」）ならびに加熱部分
９１８を備え得る。接触部分９１６は端部９１４の間に位置付けられ得、加熱部分９１８
は接触部分の間に位置付けられ得る。
【０１８６】
　故に、液体輸送要素９０２及び接触部分９１６ならびに部品９００の加熱部分９１８は
、上記の部品４００の対応する構成要素と実質的に同様であり得、したがってこれらの構
成要素に関する追加の詳細は、簡潔さの目的のため繰り替えされないだろう。しかしなが
ら、図１４に示される部品４００の実施形態は端部４１４で複数のコイル４１２を含むが
、図１９に示される部品９００の端部９１４はコイルを含まない場合がある。むしろ、図
１９に示されるように、いくつかの実施形態において端部９１４は、液体輸送要素９０２
の長手方向の長さに対し実質的に平行に延在し得る。この点で、本明細書に記載の噴霧器
の端部は複数の構成を画定し得る。上記のように、端部が液体輸送要素の周りに巻き付け
られる実施形態は、端区分に位置付けられるコイルがワイヤと液体輸送要素との間の連結
を保つこと、及び本噴霧器を曲げ構成に保つことを助長し得る点で、望ましくあり得る。
しかしながら、ワイヤの端部が液体輸送要素の長手方向の長さに対し実質的に平行に延在
する実施形態は、より少ないワイヤが本噴霧器を生産するために必要とされ得、したがっ
て材料費用が更に低減され得る点で、望ましくあり得る。
【０１８７】
　複数の噴霧器を形成する方法もまた提供される。図２０に示されるように、本方法は操
作１００２で液体輸送要素を提供することを含み得る。更に、本方法は操作１００４でワ
イヤを提供することを含み得る。本方法は、ワイヤが液体輸送要素の長手方向の長さに沿
って連続的に延在し、操作１００６で複数の加熱要素を画定するように、ワイヤを液体輸
送要素に連結させることを追加で含み得、加熱要素はワイヤの複数のコイルをそれぞれ備
える。
【０１８８】
　いくつかの実施形態において、操作１００６でワイヤを液体輸送要素に連結させること
は、ワイヤを液体輸送要素の周りに連続的に巻き付けることを含み得る。更に、液体輸送
要素の周りにワイヤを巻き付けることは、第１のピッチを画定する複数の端部を画定する
ようにワイヤを巻き付けることと、加熱要素の各々が端部の間に位置付けられ第２のピッ
チを画定する複数の接触部分と、接触部分の間に位置付けられ第３のピッチを画定する加
熱部分とを備え得るようにワイヤを巻き付けることと、を含み得る。第２のピッチは第１
のピッチよりも小さくあり得、第３のピッチは第１のピッチよりも小さく、かつ第２のピ
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ッチよりも大きくあり得る。いくつかの実施形態において、第２のピッチはワイヤの直径
と実質的に等しくあり得る。
【０１８９】
　いくつかの実施形態において、液体輸送要素の周りへのワイヤの巻き付けの間、液体輸
送要素及びワイヤのうちの一方または両方の緊張は制御され得る。この点で、ワイヤを液
体輸送要素の周りに過度に緩く巻き付けることは、液体輸送要素と接触しない加熱部分を
もたらし得、それは結果として生じた噴霧器の操作の間に、加熱要素の高い温度及び不十
分な気化をもたらし得る。更に、ワイヤを液体輸送要素の周りに過度にきつく巻き付ける
ことは、液体輸送要素を通る流体流の障害をもたらし得る。したがって、ワイヤ及び液体
輸送要素の緊張はかかるレベルに維持され得、ワイヤは液体輸送要素と接触し続けるが、
液体輸送要素を実質的に圧縮しない。
【０１９０】
　いくつかの実施形態において、本方法は、操作１００８で、液体輸送要素及びワイヤを
、加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素のセグメントをそこから分離するように、端部
のうちの１つで切断することを更に含む。更に本方法は、操作１０１０で第１の発熱体端
子及び第２の発熱体端子を提供することと、操作１０１２で加熱要素のうちの１つの接触
部分と第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子とをそれぞれ係合することと、を含み得る
。加えて本方法は、操作１０１４で加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素のセグメント
を第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子の周りで曲げることを含み得る。本方法はまた
、操作１０１６で端部を第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子のうちの１つと係合する
ことを含み得る。
【０１９１】
　噴霧器の追加の実施形態もまた本明細書で提供される。この点で図２１は、複数の噴霧
器の生産のための、部品１１００の代替の実施形態を示す。示されるように、部品１１０
０は液体輸送要素１１０２及びワイヤ１１０４を備え、ワイヤは液体輸送要素の長手方向
の長さに沿って連続的に延在する。ワイヤ１１０４は、複数のコイル１１１２を画定する
ように、液体輸送要素１１０２の周りに巻き付けられ得る。更に、ワイヤ１１０４は部品
１１００の長手方向の長さに沿って複数の加熱要素１１０６を画定する。故に部品１１０
０は、液体輸送要素１１０２のセグメント及びワイヤ１１０４によって画定される加熱要
素１１０６のうちの１つをそれぞれ備える複数の噴霧器を画定するように、間をあけた間
隔で（例えば、線１１１０で）切断され得る。
【０１９２】
　図２２は、加熱要素１１０６のうちの１つの図を含む、図２１からの区分Ｂの部品１１
００の拡大部分図を示す。示されるように、加熱要素１１０６に加えて、ワイヤ１１０４
は第１の端部１１１４ａ及び第２の端部１１１４ｂ（集合的に、「端部１１１４」）を画
定し得る。更に加熱要素１１０６は、第１の接触部分１１１６ａ及び第２の端部１１１６
ａ（集合的に、「接触部分１１１６」）ならびに接触部分の間に位置付けられる加熱部分
１１１８を備え得る。コイル１１１２は、各噴霧器の長手方向の長さに沿って様々である
ピッチ及びコイル間隔を画定し得る。端部１１１４のコイル１１１２（または「端部コイ
ル」）は第１のピッチ１１２０を画定し得、接触部分１１１６のコイルは第１のピッチよ
りも小さい第２のピッチ１１２２を画定し得る。上記のように、端部１１１４及び接触部
分１１１６のピッチ１１２０、１１２２のこの構成は、結果として生じた噴霧器の機能性
及び費用に関して具体的な利益を提供し得る。
【０１９３】
　故に図２１～２２に示される部品１１００は、いくつかの態様において図１３～１４に
示される部品４００と実質的に同様であり得る。したがって、図２１～２２に示される部
品１１００と図１３～１４に示される部品４００との間の差異のみが、本明細書で強調さ
れる。この点で、加熱部分１１１８のコイル１１１２は、可変ピッチ及び可変のコイル間
隔を画定し得る。
【０１９４】
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　例えば図２２に示されるように、加熱部分１１１８は、接触部分１１１６の間に位置付
けられる複数の外側区分１１２６ａ、１１２６ｂ（集合的に、「外側区分１１２６」）を
画定し得る。更に加熱部分１１１８は、外側区分１１２６の間に位置付けられる中央区分
１１２８を画定し得る。示されるように、加熱部分１１１８のコイル１１１２の外側区分
１１２６のピッチ１１３０は、中央区分１１２８のコイルのピッチ１１３２よりも大きく
あり得る。より具体的には、示された実施形態において、加熱部分１１１８のコイル１１
１２のピッチは、外側区分１１２６で最大となり得、中央区分１１２８で最小となり得る
。一実施形態において、外側区分１１２６のコイル１１１２のピッチ１１３０と中央区分
１１２８のコイルのピッチ１１３２との比率は、約２対１から約８対１、及び一実施形態
においては約４対１であり得る。端部１１１４のコイル１１１２の第１のピッチ１１２０
と加熱部分１１１８の外側区分１１２６のコイルのピッチ１１３０との比率は、約４対１
から約１対１、及び一実施形態においては約２対１であり得る。示された実施形態におい
て外側区分１１２６が約１つのコイルをそれぞれ画定することの結果として、参照番号１
１３０は、外側区分の完全なピッチに対向するように、図２２の外側区分１１２６のピッ
チのおおよそ２分の１を指すことに留意されたい。この点で、いくつかの実施形態におい
て、外側区分１１２６は約１つのコイル（例えば、約２分の１のコイルから約２つのコイ
ル）を画定し得、中央区分１１２８は約４つのコイル（例えば、約２つのコイルから約６
つのコイル）を画定し得る。一実施形態において、中央区分１１２８は、約０．０１イン
チ～約０．０５インチの幅を画定し得る。加えて外側区分１１２６は、約０．０３～約０
．１インチの幅を各々画定し得る。更にいくつかの実施形態において、加熱部分１１１８
は約０．１インチ～約０．２インチの幅を画定し得る。
【０１９５】
　端部１１１４と接触部分１１１６との間及び接触部分と加熱部分１１１８との間の移行
は、これらの個々の部分の長さに渡って変化するコイル１１１２のピッチをもたらし得る
。この点で、本明細書で使用する場合、ワイヤ１１０４の特定の部分または区分の、コイ
ル１１１２のピッチは、参照される部分または区分の長さに渡るコイルの平均ピッチを指
す。しかしながら、それらの用語が本明細書で使用されるように、ワイヤ１１０４の種々
の部分の間の移行（例えば、端部１１１４と接触部分１１１６との間及び接触部分と加熱
部分１１１８との間の移行）での、ピッチ内のかかる変動は、それらの個々の部分に関し
て、「可変のコイル間隔」または「可変ピッチ」を構成しないことが理解されるべきであ
る。対照的に、外側区分１１２６及び中央区分１１２８の異なるピッチ１１３０、１１３
２は、加熱要素１１０６の加熱部分１１１８の可変のコイル間隔及び可変ピッチを画定す
る。
【０１９６】
　したがって、用語「可変のコイル間隔」及び「可変ピッチ」は、参照される部分に渡っ
て変化（例えば、前述の実施例内の加熱部分に渡る）するコイル間隔／ピッチを指し、コ
イル間隔／ピッチ内の変化は異なるコイル間隔を定義する１つ以上の部分に隣接して位置
付けられている、参照される部分の結果ではない。言い換えれば、上述のように、異なる
コイル間隔／ピッチを有するワイヤ１１０４の部分の間の移行は、本明細書で使用する場
合、これらの用語の意味の範囲内の可変のコイル間隔／ピッチをそれら自身では構成しな
い。用語「可変のコイル間隔」及び「可変ピッチ」は、コイル間隔／ピッチが参照される
部分に渡って絶えず変化することを必要としないことにもまた留意されたい。故に例えば
、「可変のコイル間隔」及び「可変ピッチ」を画定するワイヤ１１０４の部分の一部は、
一定のコイル間隔／ピッチを画定し得る。
【０１９７】
　更に、要求されてはいないがいくつかの実施形態において、第１の端部１１１４ａのピ
ッチ１１２０は、第２の端部１１１４ｂのピッチと実質的に等しくあり得る。同様に、要
求されてはいないが、第１の接触部分１１１６Ａのピッチ１１２２は、第２の接触部分１
１１６Ｂのピッチと実質的に等しくあり得る。加えて、要求されてはいないが、第１の外
側区分１１２６ａのピッチ１１３０は、第２の外側区分１１２６ｂのピッチと実質的に等
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しくあり得る。
【０１９８】
　一実施形態において、接触部分１１１６の第２のピッチ１１２２は、ワイヤ１１０４の
横断面幅と実質的に等しくあり得る。例えば、ワイヤ１１０４が丸い横断面を画定する実
施形態において、接触部分１１１６の第２のピッチ１１２２は、ワイヤの直径と実質的に
等しくあり得る。このピッチは、ワイヤ４０４のコイル４１２が互いに実質的に接触して
いる構成に対応し、それは接触部分１１１６と発熱体端子の連結を促進し得る。
【０１９９】
　更に一実施形態において、加熱要素１１０６の加熱部分１１１８の中央区分１１２８の
、コイル１１１２のピッチ１１３２は、接触部分１１１６のコイルのピッチ１１２２より
も大きくあり得る。この点で、接触部分１１１６のコイル１１１２の間の接触は熱端子へ
の連結を促進し得るが、加熱要素１１０６の加熱部分１１１８のコイルの間の接触は望ま
しくない場合がある。この点で、加熱要素１１０６の加熱部分１１１８のコイル１１１２
の間の接触は、電流を、所望の量未満の熱が生成されるように、ワイヤ１１０４を通りコ
イル１１１２のうちの１つ以上のバイパス部分へ流れさせ得る。故に例として、一実施形
態において中央区分１１２８のコイル１１１２のピッチ１１３２と接触部分１１１６のコ
イルのピッチ１１２２との比率は、約４～３対約４～１であり得る。故に、中央区分１１
２８のコイル１１１２は、隣接したコイルの間の電流の短絡を避けるため互いに接触して
いない一方で、比較的大きい熱量を生成するために互いに比較的近くあり得る。
【０２００】
　部品１１００は選択された間隔で分割され得、上記の様式で発熱体端子に取り付けられ
得る。例えば、図２３はエアロゾル生成組立体１２００の部分的な切り取り図を示す。本
エアロゾル生成組立体は、部品１１００から切断され得る噴霧器１１０８、導流体１２１
０、及び噴霧器の液体輸送要素１１０２と接触している液溜め基材１２１４を含む。本明
細書に記載の構成要素を含む、エアロゾル生成組立体１２００及び他のエアロゾル生成組
立体は、エアロゾル送達デバイスのためのカートリッジ内で用いられ得る。カートリッジ
を用いるエアロゾル送達デバイスの例示的な実施形態は、全体が参照により本明細書に組
み込まれる、ＤｅＰｉａｎｏらの、２０１３年３月１５日出願の米国特許出願第１３／８
４１，２３３号に記載されている。他の実施形態において、本明細書に記載の構成要素を
含む、エアロゾル生成組立体１２００及び他のエアロゾル生成組立体は、使い捨てまたは
別様に交換可能であるように構成されるカートリッジを含まない、エアロゾル送達デバイ
ス内で用いられ得る。使い捨てのエアロゾル送達デバイスの例示的な実施形態は、上述の
ように、全体が参照により本明細書に組み込まれる、Ｂｌｅｓｓらの、２０１４年２月３
日出願の米国特許出願第１４／１７０，８３８号に記載されている。
【０２０１】
　図２３に更に示されるように、ワイヤ１１０４の接触部分１１１６は、第１及び第２の
発熱体端子１２２０ａ、１２２０ｂ（集合的に、「発熱体端子１２２０」）の第１及び第
２のタブ１２３４ａ、１２３４ｂ（集合的に、「タブ１２３４」）に、それぞれ接触する
及び連結される（例えば、圧着または溶接される）。この構成において、加熱要素１１０
６の加熱部分１１１８の中央区分１１２８は、導流体１２１０を通って延在する開孔１２
６０と整列され得る。より具体的には、加熱要素１１０６の加熱部分１１１８の中央区分
１１２８は、導流体１２１０を通って延在する開孔１２６０の中心軸１２６２と整列され
得る。この点で、導流体１２１０を通る気流は、開孔１２６０の中心軸１２６２に近接し
た最大速度を画定し得る。したがって、加熱要素１１０６の加熱部分１１１８の中央区分
１１２８は、加熱要素を通過する気流の速度が最大である位置に配置され得る。
【０２０２】
　この点で、加熱要素１１０６の加熱部分１１１８の中央区分１１２８の位置は、空気の
ピーク速度が導流体１２１０内に存在するまたは導流体１２１０から出ていく位置に基づ
いて選択され得、その位置と整列され得る。更に、ワイヤ１１０４のコイル１１１２のピ
ッチ及び間隔は、エアロゾル生成組立体１２００を組み込むエアロゾル送達デバイスを吸
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うことによって生じる、導流体１２１０を通る及び／または導流体１２１０から出ていく
、予期される空気速度プロファイルに基づいて選択され得る。この点で上記のように、中
央区分１１２８のコイル１１１２のピッチ１１３２は、外側区分に近接した空気速度と比
較して、加熱部分の中央区分に近接した比較的大きい空気速度に対応するパターンで熱を
生成するために、加熱部分１１１８の外側区分１１２６のコイルのピッチ１１３０よりも
小さくあり得る。別の実施形態において、加熱部分に渡るコイルのピッチは、導流体１２
１０を通り開孔１２６０に渡る予期される空気速度プロファイルに関して実質的に絶えず
変化し得る。それにもかかわらず、加熱部分のコイルのピッチを、予期される空気速度プ
ロファイル（より小さいピッチがより大きい空気速度を有する近接位置で用いられ、逆も
また同様である）と近似させることまたは実質的に一致させることのいずれかによって、
加熱要素の加熱部分上の任意の個々の点で生成される熱量は、エアロゾル送達デバイスを
吸入する間にそこを通過する流れる空気の量に実質的に対応し得る。故に、エアロゾル前
駆体組成物及び／またはエアロゾルを霧化することに消耗され得るより小さい電流は、よ
り効率的に生成され得る。
【０２０３】
　上記の加熱部分を含む加熱要素は、噴霧器の種々の実施形態のうちのいずれかで用いら
れ得る可変のコイル間隔を画定する。例えば図２４は、部品が液体輸送要素１１０２の周
りに巻かれていない第１及び第２の端部１１１４ａ’、１１１４ｂ’（集合的に、「端部
１１１４’」）を含むことを除いて、図２１～２２に示される部品１１００と実質的に同
様である、複数の噴霧器の生産のための部品１１００’の一部を示す。その代わりとして
、ワイヤ１１０４の端部１１１４’は、図１９に示される部品９００の実施形態に関して
上記のように、液体輸送要素の長手方向の長さ１１０２に対して実質的に平行に延在する
。
【０２０４】
　本開示に従う噴霧器の追加の実施形態は、異なる様式で形成され得、及び／または異な
る構造を画定し得る。この点で図２５は、液体輸送要素１３０２及び加熱要素１３０６を
画定するように液体輸送要素の周りに巻き付けられたワイヤ１３０４を備える噴霧器１３
００の実施形態の拡大部分図を示す。加熱要素１３０６は、ワイヤ１３０４の複数のコイ
ル１３０８を備える。
【０２０５】
　ワイヤ１３０４は、第１及び第２のワイヤ端１３１０ａ、１３１０ｂ（集合的に、「ワ
イヤ端１３１０」）の間に延在し、かつそこで終結する。液体輸送要素１３０２は、第１
の液体輸送端と第２の液体輸送端１３２６ａ、１３２６ｂ（集合的に、「液体輸送端１３
２６」）との間に延在し、それは示される部分図で切り縮められる。示されるように、こ
の実施形態において、ワイヤ１３０４は液体輸送端１３２６まで延在しない場合がある。
むしろワイヤ１３０４は、液体輸送要素１３０２の長手方向の長さの一部分に沿って延在
し得、液体輸送端１３２６から内向きに位置付けられるワイヤ端１３１０で終結する。
【０２０６】
　ワイヤ１３０４は、ワイヤ端１３１０のうちの一方または両方で、液体輸送要素１３０
２を少なくとも部分的に通って延在し得る。例えば、ワイヤ端１３１０のうちの一方また
は両方は、液体輸送要素１３０２を完全に通って延在し得る。いくつかの実施形態におい
て、ワイヤ端１３１０のうちの一方または両方は、液体輸送要素の長手方向の長さに対し
て実質的に平行である液体輸送要素１３０２を通って延在し得る。この点で、図２５は液
体輸送要素１３０２を通って延在する第１のワイヤ端１３１０ａを示す。ワイヤ１３０４
の端を、液体輸送要素１３０２を通して方向付けること（例えば、挿入すること）によっ
て、加熱要素１３０６は、完成した加熱要素の回転及び長手方向の運動が実質的に防がれ
るように、その上の決まった場所に保持され得る。更に第１のワイヤ端１３１０ａの挿入
は、加熱要素１３０６の形成を促進し得る。例えば、液体輸送要素１３０２、液体輸送要
素及びワイヤ１３０４のうちの一方または両方を通る第１のワイヤ端１３１０ａの以下の
挿入は、加熱要素１３０６のコイル１３０８を画定するように、回転され得る。
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【０２０７】
　図２５に更に示されるように、第２のワイヤ端１３１０ｂは、いくつかの様式で固定さ
れ得る例えば第２のワイヤ端１３１０ｂは、第２のワイヤ端１３１０ｂで、ワイヤ１３０
４の部分１３１２に示されるように液体輸送要素１３０２を通って延在し得る。別の実施
形態において、第２のワイヤ端１３１０ｂは１つ以上の隣接するコイル１３０８と連結さ
れ得る。例えば溶接部１３１４は、第２のワイヤ端１３１０ｂをワイヤ１３０４の１つ以
上の隣接するコイル１３０８に固定し得るか、または第２のワイヤ端は、１つ以上の隣接
するコイルと圧着されるもしくは別様に係合され得る。追加の実施形態において、第２の
ワイヤ端１３１０ｂは、液体輸送要素１３０２を通って延在することなく及び隣接するコ
イル１３０８に連結されることなく終結し得る。
【０２０８】
　噴霧器１３００は、本明細書の他の場所に示される噴霧器の特徴を含み得る。例えば、
図２５に示される噴霧器１３００の実施形態において、加熱要素１３０６は、ワイヤ端１
３１０に近接してならびにそれらの間に位置付けられる第１及び第２の接触部分１３４４
ａ、１３４４ｂ（集合的に、「接触部分１３４４」）を備える。噴霧器１３００は、第１
及び第２の発熱体端子１３２０ａ、１３２０ｂ（集合的に、「発熱体端子１３２０」）を
追加で含み得る。発熱体端子１３２０は、加熱要素１３０６の接触部分１３４４のうちの
それぞれ１つと固設される（例えば、溶接、圧着、またははんだ付けされる）第１及び第
２のタブ１３２４ａ、１３２４ｂ（集合的に、「タブ１３２４」）を含み得る。
【０２０９】
　更に加熱要素１３０６は、接触部分１３４４の間に位置付けられる加熱部分１３４６を
含み得る。示されるように、接触部分１３４４のコイル１３０８のピッチは、加熱部分の
コイルのピッチ１３４６よりも小さくあり得る。故に、加熱要素１３０６の加熱部分１３
４６は、図１４に関して上述されるものと実質的に同様である構成を画定し得、したがっ
てこの構成の詳細は簡潔さのために繰り返されないであろう。
【０２１０】
　図２６は、図２５に示される噴霧器１３００と実質的に同様である噴霧器１３００’の
代替の実施形態を示す。したがって、図２５に示される噴霧器１３００に関する差異のみ
が示されるであろう。この点で、図２６に示される噴霧器１３００’は、可変のコイル間
隔を画定する加熱部分１３４６’を含む。例えば加熱部分１３４６’は、図２２に示され
る加熱要素１１０６の加熱部分１１１８と実質的に同様であり得る。故に、この構成の詳
細は簡潔さのために繰り返されないであろう。端的には、しかしながら、加熱部分１３４
６’のコイルの可変ピッチ１３０８は、第１及び第２の外側区分１３５０ａ、１３５０ｂ
（集合的に、「外側区分１３５０）で最大となり得、外側区分の間に位置付けられる中央
区分１３５２で最小となり得る。
【０２１１】
　上記のように、図２５～２６に示される噴霧器１３００、１３００’のワイヤ端１３１
０は、接触部分１３４４に近接して液体輸送端１３２６から内向きに終結する。この構成
において、ワイヤ１３０４は液体輸送端１３２６まで延在する端部を形成しない。故に、
加熱要素を形成するために、より少ないワイヤが必要とされ得、それは資材投入に関する
費用を低減し得る。
【０２１２】
　複数の噴霧器を形成する方法もまた提供される。図２７に示されるように、本方法は、
操作１４０２で液体輸送要素を提供することを含み得る。更に本方法は、操作１４０４で
ワイヤを提供することを含み得る。加えて本方法は、ワイヤが液体輸送要素の長手方向の
長さの少なくとも一部分に沿って延在し、少なくとも１つの加熱要素を定義するように、
操作１４０６でワイヤを液体輸送要素に連結させることを含み得、加熱要素はコイルが可
変ピッチを画定する加熱部分を含むワイヤの複数のコイルを備える。コイルの可変ピッチ
は、複数の外側区分で最大となり得、外側区分の間に位置付けられる中央区分で最小とな
り得る。
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　いくつかの実施形態において、操作１４０６でワイヤを液体輸送要素に連結させること
は、第１の液体輸送端から第２の液体輸送端までワイヤを液体輸送要素の周りに連続的に
巻き付けることを含み得る。別の実施形態において、操作１４０６でワイヤを液体輸送要
素に連結させることは、第１のワイヤ端を液体輸送要素に少なくとも部分的に通して挿入
することと、少なくとも１つのワイヤ及び液体輸送要素を回転させることと、を含み得る
。操作１４０６でワイヤを液体輸送要素に連結させることは、第２のワイヤ端を液体輸送
要素に少なくとも部分的に通して挿入することを更に含み得る。いくつかの実施形態にお
いて、操作１４０６でワイヤを液体輸送要素に連結させることは、加熱要素が複数の接触
部分を備えるようにワイヤを巻き付けることを含み得、加熱部分は接触部分の間に位置付
けられている。操作１４０６でワイヤを液体輸送要素に連結させることが、第１のピッチ
を画定する複数の端部コイルを画定するようにワイヤを巻き付けることを更に含み得、接
触部分が端部コイルの間に位置付けられ、第１のピッチよりも小さい第２のピッチを画定
する。
【０２１４】
　いくつかの実施形態において、操作１４０６でワイヤを液体輸送要素に連結させること
は、複数の加熱要素を画定することを含み得る。本方法は、操作１４０８で、液体輸送要
素及びワイヤを、加熱要素のうちの１つ及び液体輸送要素のセグメントをそこから分離す
るように切断することを更に含み得る。本方法は、操作１４１０で、第１の発熱体端子及
び第２の発熱体端子を提供することを追加で含み得る。更に本方法は、操作１４１２で、
加熱要素の接触部分と第１の発熱体端子及び第２の発熱体端子とをそれぞれ係合すること
を含み得る。
【０２１５】
　本開示が関連する当業者であれば、これまでの説明及び関連する図面に提示された教示
の助けを借りて、本開示の多数の改変及び他の実施形態を思いつくことになるであろう。
したがって、本開示は、本明細書に開示した特定の実施形態に限定されず、改変及び他の
実施形態が添付の特許請求の範囲の適用範囲内に含まれるように意図される。本明細書に
おいて特定の用語が用いられるが、それらは単に一般的かつ説明的な意味において使用さ
れ、制限を目的としない。
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