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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タバコ加熱装置であって、主スリーブユニットと、中心ヒーターと、可動部材と、内カ
ップ体と、リセット部品とを備え、
　前記主スリーブユニットは、その軸方向において第１位置と第２位置が予め設けられ、
　前記中心ヒーターは、前記主スリーブユニット内に設置され、
　前記可動部材は前記主スリーブユニットの外側に設けられ、前記主スリーブユニットは
前記内カップ体の外側に外嵌され、前記可動部材の内側には第１連動体が設置され、前記
内カップ体には第２連動体が設置され、前記第１連動体と前記第２連動体の中の少なくと
も一方は前記主スリーブユニットにより他方と当接接触又は磁気吸着連動し、
　前記可動部材は、主スリーブユニットの軸方向に沿って、前記第１位置と前記第２位置
の間で往復移動し、前記内カップ体は、加熱されるタバコを収容するために用いられ、且
つ前記可動部材と連動しており、前記可動部材が前記第１位置にあるとき、前記中心ヒー
ターが前記加熱されるタバコを加熱できるように、前記内カップ体は前記中心ヒーターに
近接しており、前記可動部材が前記第２位置にあるとき、前記中心ヒーターが前記加熱さ
れるタバコから分離されるように、前記内カップ体は前記中心ヒーターから離れ、
　前記リセット部品は、前記可動部材を前記第２位置から前記第１位置にリセットするた
めに用いられる、タバコ加熱装置。
【請求項２】
　前記主スリーブユニットの側壁にはスロットが設けられ、前記スロットは、前記主スリ
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ーブユニットの軸方向に沿って設置され、前記第１連動体と前記第２連動体の中の少なく
とも１つを位置制限する、請求項１に記載のタバコ加熱装置。
【請求項３】
　前記主スリーブユニットと前記内カップ体には、第１支持台と第２支持台が対応して設
置され、前記リセット部品はバネであり、前記バネは前記主スリーブユニットと前記内カ
ップ体の間に嵌設され、且つ前記バネの両端はそれぞれ前記第１支持台と前記第２支持台
に当接される、請求項２に記載のタバコ加熱装置。
【請求項４】
　前記中心ヒーターは固定座と、前記固定座に設置される加熱体とを備え、前記可動部材
が前記第１位置にあるとき、前記加熱体が前記内カップ体の底部開口を通じて前記内カッ
プ体の内部に挿入するように、前記内カップ体は前記固定座に近接しており、前記可動部
材が前記第２位置にあるとき、前記加熱体が前記内カップ体の底部開口を通じて前記内カ
ップ体の内部から出るように、前記内カップ体は前記固定座から離れる、請求項1に記載
のタバコ加熱装置。
【請求項５】
　前記主スリーブユニットは、電気コアスリーブと、ヒータースリーブと、トップリング
とを備え、
　前記ヒータースリーブは前記電気コアスリーブと連結され、前記ヒータースリーブには
前記スロットが設置され、前記ヒータースリーブの内側には前記中心ヒーターが設置され
、
　前記トップリングは前記ヒータースリーブと連結され、前記トップリングには前記第１
支持台が設けられる、請求項３に記載のタバコ加熱装置。
【請求項６】
　前記第１連動体及び前記第２連動体の中の少なくとも１つと、前記スロットとの干渉ア
センブリを容易にするために、前記スロットの一端は、開口を有する開放溝である、請求
項５に記載のタバコ加熱装置。
【請求項７】
　前記第１連動体は突起又は凹部であり、前記第２連動体は前記第１連動体と連動する凹
部又は突起であり、あるいは前記第１連動体と前記第２連動体はいずれも突起である、請
求項６に記載のタバコ加熱装置。
【請求項８】
　前記第２連動体と前記第２支持台は同一平面で設置され、又は前記第２連動体、前記第
２支持台及び前記内カップ体の外表面は、順に階段状に設置される、請求項６に記載のタ
バコ加熱装置。
【請求項９】
　電子タバコであって、請求項１～８のいずれか一項に記載のタバコ加熱装置を備える、
電子タバコ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子タバコ技術の分野に関し、特に低温タバコ喫煙具が中心で加熱した後にタ
バコの取り出しを支援する構造解決手段に関し、具体的にはタバコ加熱装置及び電子タバ
コに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子タバコは、従来のタバコの代替製品として、ますます多くの喫煙家に受け入られて
いる。その優位性は、主に人体への害がより小さく、且つ電子製品自体が持つファッショ
ン性に現されている。
【０００３】
　現在の市場において、低温タバコ喫煙具がタバコを中心で加熱した後取り出す方法は、
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一般的に、タバコ加熱カップ体組立体に一定の引っ張り力を加えて、加熱カップ体組立体
とタバコを一緒に発熱片から分離させており、タバコを取り出した後には、加熱カップ体
組立体に押力を加えて、タバコ加熱カップ体組立体をリセットするものであり、力を加え
る動作過程が２つあり、簡便かつ迅速に使用できない。 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、簡便かつ迅速にタバコを取り出せない従来技術の問題を解決するために、タ
バコ加熱装置及び電子タバコを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明が上記の技術問題を解決するために採用する技術的手段は、タバコ加熱装置を提
供することである。このタバコ加熱装置は、主スリーブユニットと、中心ヒーターと、可
動部材と、内カップ体と、リセット部品とを備える。
　前記主スリーブユニットは、軸方向において第１位置と第２位置が予め設けられる。
　前記中心ヒーターは、前記主スリーブユニット内に設置される。
　前記可動部材は、主スリーブユニットの軸方向に沿って、前記第１位置と前記第２位置
の間で往復移動することができる。
　前記内カップ体は、加熱されるタバコを収容するために用いられ、且つ前記可動部材と
連動する。ここで、前記可動部材が前記第１位置にあるとき、前記中心ヒーターが前記加
熱されるタバコを加熱できるように、前記内カップ体は前記中心ヒーターに近接する。前
記可動部材が前記第２位置にあるとき、前記中心ヒーターが前記加熱されるタバコから分
離されるように、前記内カップ体は前記中心ヒーターから離れる。
　前記リセット部品は、前記可動部材を前記第２位置から前記第１位置にリセットするた
めに用いられる。
【０００６】
　本発明の１つの好適な実施例によれば、前記可動部材は前記主スリーブユニットの外側
に設けられ、前記主スリーブユニットは前記内カップ体の外側に外嵌され、前記可動部材
の内側には第１連動体が設置され、前記内カップ体には第２連動体が設置され、前記第１
連動体と前記第２連動体の中の少なくとも一方は前記主スリーブユニットにより他方と当
接接触又は磁気吸着連動する。
【０００７】
　本発明の1つの好適な実施例によれば、前記主スリーブユニットの側壁にはスロットが
設けられ、前記スロットは、前記主スリーブユニットの軸方向に沿って設置され、前記第
１連動体と前記第２連動体の中の少なくとも１つを位置制限する。
【０００８】
　本発明の１つの好適な実施例によれば、前記主スリーブユニットと前記内カップ体には
、第１支持台と第２支持台が対応して設置され、前記リセット部品はバネであり、前記バ
ネは前記主スリーブユニットと前記内カップ体の間に嵌設され、且つ前記バネの両端はそ
れぞれ前記第１支持台と前記第２支持台に当接される。
【０００９】
　本発明の１つの好適な実施例によれば、前記中心ヒーターは固定座と、前記固定座に設
置される加熱体とを備え、前記可動部材が前記第１位置にあるとき、前記加熱体が前記内
カップ体の底部開口を通じて前記内カップ体の内部に挿入するように、前記内カップ体は
前記固定座に近接しており、前記可動部材が前記第２位置にあるとき、前記加熱体が前記
内カップ体の底部開口を通じて前記内カップ体の内部から出るように、前記内カップ体は
前記固定座から離れる。
【００１０】
　本発明の１つの好適な実施例によれば、前記主スリーブユニットは、
　電気コアスリーブと、ヒータースリーブと、トップリングとを備え、
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　前記ヒータースリーブは前記電気コアスリーブと連結され、前記ヒータースリーブには
前記スロットが設置され、前記ヒータースリーブの内側には前記中心ヒーターが設置され
、
　前記トップリングは前記ヒータースリーブと連結され、前記トップリングには前記第１
支持台が設けられる。
【００１１】
　本発明の１つの好適な実施例によれば、前記第１連動体及び前記第２連動体の中の少な
くとも１つと、前記スロットとの干渉アセンブリを容易にするために、前記スロットの一
端は、開口を有する開放溝である。
【００１２】
　本発明の１つの好適な実施例によれば、前記第１連動体は突起又は凹部であり、前記第
２連動体は前記第１連動体と連動する凹部又は突起であり、あるいは前記第１連動体と前
記第２連動体はいずれも突起である。
【００１３】
　本発明の１つの好適な実施例によれば、前記第２連動体と前記第２支持台は同一平面で
設置され、又は前記第２連動体、前記第２支持台及び前記内カップ体の外表面は、順に階
段状に設置される。
【００１４】
　本発明が上記の技術問題を解決するために採用する技術的手段は、電子タバコを提供す
ることであり、前記電子タバコは上記のタバコ加熱装置を備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の有益な効果は以下の通りである。従来技術の状況と区別されて、本発明のタバ
コ加熱装置及び電子タバコには、内カップ体が内部可動組立体として製作される。タバコ
を取り出す必要があるとき、可動部材が上向きに押される/引かれると、内カップ体とタ
バコが一緒に中心ヒーターの発熱ヘッド部から分離され、タバコの取り出しが容易にされ
る。手が放された後に、内カップ体はリセットバネの圧力下で自動にリセットされて、押
力は不要になり、操作が簡単且つ迅速である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の実施例の技術的手段を更に詳細に説明するため、下記では実施例の説明に必要
な図面を用いて簡単に説明する。当然のことながら、下記の説明における図面は本発明の
いくつかの実施例のみであり、当該分野の当業者にとって、創造的労働を果たさない前提
で、これらの図面に基づいて更に他の図面を得ることができる。
【００１７】
【図１】タバコ加熱装置の可動部材が第１位置にあるときの側面構造模式図である。
【図２】タバコ加熱装置の可動部材が第１位置にあるときの部分断面構造模式図である。
【図３】タバコ加熱装置の可動部材が第２位置にあるときの側面構造模式図である。図面
では、加熱されるタバコがさらに示される。
【図４】タバコ加熱装置の可動部材が第２位置にあるときの部分断面構造模式図である。
図面では、加熱されるタバコがさらに示される。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下では、本発明の実施形態に係る添付図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る
技術的解決手段を明確かつ完全に説明する。当然ながら、ここで説明する実施形態は本発
明の諸実施形態の全てではなく一部にすぎない。当業者が創造的な作業なしに本発明の諸
実施形態に基づいて得られる他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲に含まれるべきで
ある。
【００１９】
　図1～図4に示すように、本発明はタバコ加熱装置を提供する。該タバコ加熱装置は、主
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スリーブユニット100と、中心ヒーター200と、可動部材300と、内カップ体400と、リセッ
ト部品600とを備える。
【００２０】
　主スリーブユニット100の軸方向において、第１位置と第２位置が予め設けられ、中心
ヒーター200は主スリーブユニット100内に設置されている。可動部材300は、主スリーブ
ユニット100の軸方向に沿って、第１位置と第２位置の間で往復移動することができる。
内カップ体400は、加熱されるタバコ500を収容するために用いられ、且つ可動部材300と
連動する。可動部材300が第１位置にあるとき（図2を参照）、中心ヒーター200が加熱さ
れるタバコ500を加熱できるように、内カップ体400は中心ヒーター200に近接する。可動
部材300が第２位置にあるとき（図4を参照）、中心ヒーター200が加熱されるタバコ500か
ら分離されるように、内カップ体400は中心ヒーター200から離れる。リセット部品600は
、可動部材300を第２位置から第１位置にリセットするために用いられる。
【００２１】
　タバコ500を取り出す必要があるとき、可動部材300が上向きに押される又は引かれると
、内カップ体400とタバコ500は一緒に中心ヒーター200の発熱ヘッド部220から分離され、
タバコ500の取り出しが容易にされる。手が放された後に、内カップ体400はリセットバネ
の圧力下で自動にリセットされて、押力は不要になり、操作が簡単且つ迅速である。
【００２２】
　具体的には、本発明の実施例において、主スリーブユニット100は３つの部分により構
成され、電気コアスリーブ110と、ヒータースリーブ120と、トップリング130とを含む。
【００２３】
　電気コアスリーブ110の内部は、タバコ加熱装置の電池と回路板などの電子部品を設置
するために用いられる。電気コアスリーブ110の表面には、制御ボタン111がさらに設けら
れる。図面では、１つの制御ボタン111のみを模式的に示すが、具体的な製品には、制御
ボタン111はスイッチボタンや電圧調節ボタンなどを含むことができる。
【００２４】
　ヒータースリーブ120は電気コアスリーブ110と連結され、ヒータースリーブ120にはス
ロット121が設けられ、ヒータースリーブ120の内側には中心ヒーター200が設置される。
【００２５】
　トップリング130はヒータースリーブ120と連結され、トップリング130には第１支持台1
31が設置される。
【００２６】
　電気コアスリーブ110、ヒータースリーブ120及びトップリング130は、螺旋連結、スナ
ップフィット連結、締り嵌めなどの方式で連結することができる。
【００２７】
　本発明の実施例において、中心ヒーター200は固定座210と、固定座210に設置される加
熱体220とを備える。固定座210は、電気コアスリーブ110と固定され、導電体により電気
コアスリーブ110の回路板と電気的に接続することに用いられる。加熱体220は熱伝導体と
、熱伝導体に設けられる発熱線を備える。
【００２８】
　可動部材300が１位置にあるとき（図2を参照）、加熱体220が内カップ体400の底部開口
を通じて内カップ体400の内部に挿入するように、内カップ体400は固定座210に近接する
。可動部材300が第２位置にあるとき（図4を参照）、加熱体220が内カップ体400の底部開
口を通じて内カップ体400の内部から出るように、内カップ体400は固定座210から離れる
。
【００２９】
　可動部材300は主スリーブユニット100の外側に設けられる。主スリーブユニット100は
さらに、内カップ体400の外側に外嵌する。可動部材300の内側には第１連動体310が設け
られる。主スリーブユニット100ユニットのヒータースリーブ120の側壁にはスロット121
が設けられる。内カップ体400には第２連動体410が設けられる。第１連動体310と第２連
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１連動体310と第２連動体410は、磁気吸着係合構造であり、磁気吸着連動を実現すること
ができる。即ち、第１連動体310と第２連動体410の中の一方が磁石、他方が磁石又は磁性
金属である。ヒータースリーブ120の側壁には、スロット121が設置されてもよく、設置さ
れなくてもよい。
【００３０】
　好適な実施例において、可動部材300は、ヒータースリーブ120の外側に密着して外嵌す
るスリーブである。当然のことながら、他の実施例において、可動部材300は、ヒーター
スリーブ120の外側に密着して外嵌する円弧形板又は摺動片であってもよい。
【００３１】
　ここで、第１連動体310と第２連動体410は、図示の突起である。他の実施例において、
第１連動体310の突起は凹部に変換することができる。第２連動体410は長い突起であり、
該凹部内に挿入する。また、その逆も同様である。第１連動体310は長い突起であり、第
２連動体410は内カップ体400に設けられる凹部であり、第１連動体310の挿入を受ける。
又は、第２連動体410は内カップ体400の底面であり、第１連動体310は長い突起であり、
内カップ体400の底面までに直接延伸する。可動部材300と内カップ体400は連動関係を形
成すればよい。
【００３２】
　本発明の実施例において、ヒータースリーブ120の側壁のスロット121は、主スリーブユ
ニット100のヒータースリーブ120の軸方向に沿って設置され、第１連動体310と第２連動
体410の中の少なくとも１つを位置制限する。図2に示すように、スロット121は第１連動
体310の第１位置（下限位置）を位置制限する。図4に示すように、スロット121は第１連
動体310の第２位置（上限位置）を位置制限する。第１連動体310及び第２連動体410の中
の少なくとも１つと、スロット121との干渉アセンブリ（組み立て）を容易にするために
、スロット121の一端は、開口を有する開放溝である。
【００３３】
　本発明の実施例において、主スリーブユニット100と内カップ体400には、第１支持台13
1と第２支持台420が対応して設置され、リセット部品600はバネであり、バネは主スリー
ブユニット100と内カップ体400の間に嵌設され、且つバネの両端はそれぞれ第１支持台13
1と第２支持台420に当接される。
【００３４】
　本発明の実施例において、第２連動体410、第２支持台420及び内カップ体400の外表面
は、順に階段状に設置される。他の実施例において、第２連動体410と第２支持台420は同
一平面で設置されてもよい。
【００３５】
　本発明は電子タバコをさらに提供する。図3と図4に示すように、電子タバコは上記のタ
バコ加熱装置を備える。
【００３６】
　従って、本発明のタバコ加熱装置及び電子タバコには内カップ体400が内部可動組立体
として製作され、タバコ500を取り出す必要があるとき、可動部材が上向きに押される又
は引かれると、内カップ体400とタバコが一緒に中心ヒーター200の発熱ヘッド部220から
分離され、タバコ500の取り出しが容易にされ、手が放された後に、内カップ体400がバネ
の圧力下で自動にリセットされて、押力は不要になり、操作が簡単且つ迅速であることは
、当業者であれば理解できることである。
【００３７】
　以上の説明は本発明に係る実施形態にすぎず、本発明の保護範囲を制限しようとするも
のではない。本発明の明細書及び添付図面によって作成したすべての同等構造又は同等フ
ロー変更を、直接又は間接的に他の関連する技術分野に実施することは、いずれも同じ理
由により本発明の保護範囲内に含まれる。
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