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(57)【要約】
【課題】電子タバコ等の霧化装置に用いるに効果的な薬
液を提供すること。
【解決手段】本発明に係る霧化装置に用いる薬液は、薬
液を霧化して空気中に放出し得る霧化装置に用いる薬液
であって、グリセリンと水との配合比率を、２５：１～
0.5～１で配合してなることを特徴としている。また、
前記配合比率の薬液に、少なくとも、温泉含有成分、漢
方薬成分、ビタミン成分、ミネラル成分、アミノ酸成分
の何れか１つの成分を混合するとよい。
　また、薬液を霧化して空気中に放出し得る霧化装置を
、グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１
で配合してなる薬液を保持する保持手段と、前記保持さ
れた薬液の一部を８０℃以下で加熱して水蒸気化させる
霧化手段とを備えて構成してもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
薬液を霧化して空気中に放出し得る霧化装置に用いる薬液であって、
グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１で配合してなることを特徴とする霧
化装置に用いる薬液。
【請求項２】
前記配合比率の薬液に、少なくとも、温泉含有成分、漢方薬成分、ビタミン成分、ミネラ
ル成分、アミノ酸成分の何れか１つの成分を混合してなることを特徴とする請求項１に記
載の霧化装置に用いる薬液。
【請求項３】
薬液を霧化して空気中に放出し得る霧化装置であって、
グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１で配合してなる薬液を保持する保持
手段と、
前記保持された薬液の一部を８０℃以下で加熱して水蒸気化させる霧化手段とを備えたこ
とを特徴とする霧化装置。
【請求項４】
前記保持手段は、前記霧化手段に対して交換可能に備えられていることを特徴とする請求
項３に記載の霧化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子タバコ等の霧化装置に用いるに適した薬液、および霧化装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タバコを燃焼させることなく、タバコに似た香味を嗜好するための擬似喫煙具と
して、種々のタイプのものが提案されている。
　例えば、特許文献１等には、断熱チューブ内に加熱素子と固形状の香味発生媒体とを設
け、この断熱チューブと加熱素子の電源とを上包み紙で包んでタバコ状に形成した電子タ
バコが提案されている。
【０００３】
　このような構成の電子タバコは、電源から加熱素子に電気エネルギーを供給することに
より、香味発生媒体に保持された薬液が加熱されて霧状となり、このようにして気化され
た薬液成分と、外部から取り込んだ空気との混合気を吸い込むことにより、タバコに似た
香味を嗜好することができるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平3-232481号公報
【０００５】
　しかしながら、このような従来の電子タバコでは、霧化させた薬液に種々の成分を含有
させているので、健康上の問題が危惧されることがある。そのような健康上の問題のため
に使用をためらう人もあり、広く普及するための障害となっている。
　また、健康上の問題がない薬液であれば、電子タバコにかぎらず、種々の霧化装置に用
いることもできるが、そのような用途としてはアロマテラピー的な用途が知られているの
みである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が目的とするところは、電子タバコ等の霧化装置に用いるに効果的な薬液を提供
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することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る霧化装置に用いる薬液は、
薬液を霧化して空気中に放出し得る霧化装置に用いる薬液であって、
グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１で配合してなることを特徴としてい
る。
　請求項２では、
前記配合比率の薬液に、少なくとも、温泉含有成分、漢方薬成分、ビタミン成分、ミネラ
ル成分、アミノ酸成分の何れか１つの成分を混合している。
　請求項３の霧化装置は、
薬液を霧化して空気中に放出し得る霧化装置であって、
グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１で配合してなる薬液を保持する保持
手段と、
前記保持された薬液の一部を８０℃以下で加熱して水蒸気化させる霧化手段とを備えてい
る。
　請求項４では、
前記保持手段は、前記霧化手段に対して交換可能に備えられている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の請求項１に係る霧化装置に用いる薬液によれば、
グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１で配合してなるので、霧化した場合
に人体に有害な成分を含有していない。
　また、上記配合比率は霧化に適しているが、上記配合比率以外の場合には霧化しなくな
る。
　また、グリセリンの配合比率を上記配合比率以上に高くすると、薬液としての価格が高
くなるという問題や、吸引した場合に甘味が強くなるという問題がある。
　また、水の配合比率を上記配合比率以上に高く．すると、薬液の粘度が低くなり、電子
タバコなどで吸引する場合に、液体状のままで吸い込みやすくなるという問題がある。
　請求項２の薬液は、
前記配合比率の薬液に、少なくとも、温泉含有成分、漢方薬成分、ビタミン成分、ミネラ
ル成分、アミノ酸成分の何れか１つの成分を混合しているので、
上記のような栄養素や健康効果剤を配合させることにより、健康増進作用がえられる。
【０００９】
　本発明の請求項３に係る霧化装置は、
グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１で配合してなる薬液を保持する保持
手段と、
前記保持された薬液の一部を８０℃以下で加熱して水蒸気化させる霧化手段とを備えてい
るので、
霧化した場合に人体に有害な成分を含有していない。
　また、上記配合比率は霧化に適しているが、上記配合比率以外の場合には霧化しなくな
る。
　また、グリセリンの配合比率を上記配合比率以上に高くすると、薬液としての価格が高
くなるという問題や、吸引した場合に甘味が強くなるという問題がある。
　また、水の配合比率を上記配合比率以上に高くすると、薬液の粘度が低くなり、電子タ
バコなどで霧化して吸引する場合に、液体状のままで吸い込みやすくなるという問題があ
る。
　請求項４では、
前記保持手段は、前記霧化手段に対して交換可能に備えられているので、薬液を使用し終
わった場合でも、薬液を充填した別の保持手段に交換して装着することができる。また、
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異なる成分を含有した薬液を充電した別の保持手段に交換して装着することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る霧化装置に構成を説明する説明図である。
【図２】本発明に係る霧化装置の実施例としての電子タバコの外観を示した斜視図である
。
【図３】前記電子タバコの分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を実施するための形態を示した図１において、
Ａは本発明に係る霧化装置であり、グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１
で配合してなる薬液を保持する保持手段Ｂと、前記保持された薬液の一部を８０℃以下で
加熱して水蒸気化させる霧化手段Ｃと、充電可能なバッテリーを内蔵した電源部Ｄとを備
えている。
【００１２】
　前記保持手段Ｂは、前記霧化手段Ｃに対してネジ等によって着脱可能に取り付けられて
いる。
　前記保持手段Ｂには、グリセリンと水との配合比率を、２５：１～0.5～１で配合して
なる薬液が保持されている。
　前記薬液には、さらに、温泉含有成分、漢方薬成分、ビタミン成分、ミネラル成分、ア
ミノ酸成分のうち、少なくとも何れか１つの成分が栄養素もしくは健康効果剤として混合
されている。
【００１３】
　上記構成の霧化装置Ａは、前記霧化手段Ｃに、電源部Ｄから電気エネルギーを供給する
と、霧化手段Ｃにおいては、電気式加熱手段が発熱し、前記保持手段Ｂにて保持されてい
る薬液が加熱されて蒸発して霧化する。
　このように霧化した薬液を吸引することによって、安全な霧化成分を吸引することが可
能となる。また、配合された栄養素もしくは健康効果剤による健康増進作用も得られるの
である。
【実施例１】
【００１４】
　図２には、本発明に係る霧化装置の実施例として構成した電子タバコの説明図である。
　図２において、
１は霧化装置の実施例としての電子タバコであり、全体形状が略筒状のケーシングからな
る電源部１１と、前記電源部１１に着脱可能な筒状のヒータユニット１２と、前記ヒータ
ユニット１２に着脱可能な筒状の薬液供給手段１３とを備え、前記電源部１１の先端部に
は、例えば赤色発光ダイオードによる発光手段２を備え、前記薬液供給手段１３の後端部
には、吸い口１４を備えている。
　なお、前記ヒータユニット１２は、特許請求の範囲に記載された霧化手段に対応する構
成であり、前記薬液供給手段１３は、特許請求の範囲に記載された保持手段に対応する構
成である。
【００１５】
　図３に示したように、前記電源部１１の内部には、充電可能な蓄電手段３と、前記蓄電
手段３に蓄電された電気エネルギーによって前記発光手段２、前記ヒータユニット１２等
の構成素子を制御する制御手段４と、吸い口１４から吸引されたときに発生する前記電源
部内の圧力変化を検知して通電状態になる例えばダイヤフラム式のスイッチを備えた吸引
検知手段５とを備え、後端には前記制御手段４と接続された同心状の第１電極部６を備え
ている。
【００１６】
　前記第１電極部６は、中心軸に沿って貫通した通気孔６１と、前記通気孔６１の外側に
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配設された筒状の一方の電極６２と、前記一方の電極６２のさらに外側に絶縁体を挟んで
配設された筒状の他方の電極６３とを備えて、前記他方の電極６３には外ネジ６４が形成
されている。
【００１７】
　前記ヒータユニット１２の先端には第２電極部７を備え、内部には電熱ヒータ８を備え
、後端には突起部１５を備えている。
　前記第２電極部７は、中心軸に沿って貫通した通気路７１と、前記通気路７１の外側に
配設された筒状の一方の電極７２と、前記一方の電極７２のさらに外側に絶縁体を挟んで
配設された筒状の他方の電極７３とを備えて、前記他方の電極７３の内面には内ネジが形
成されている。
　前記電熱ヒータ８の両端は、前記一方の電極７２と前記他方の電極７３とに接続されて
いる。
　前記通気路７１は前記ヒータユニット１２を貫通している。前記通気路７１の一端は、
第２電極部７側で前記ヒータユニット１２の外周面に開口した２つの吸気孔１８、１９に
通じ、他端は、前記電熱ヒータ８を内包して前記突起部１５側に開口している。前記電熱
ヒータ８は前記通気路７１中に配設されている。
【００１８】
　前記薬液供給手段１３の先端側には前記突起部１５によって破られるアルミ膜１６を備
え、内部には薬液が充填された通気可能なフィルタ１７が内蔵され、後端には吸い口１４
が開口している。
【００１９】
　また、前記制御手段４には、前記発光手段２、前記蓄電手段３、前記吸引検知手段５、
前記第１電極部６が接続されている。
　前記制御手段４は、電子タバコとして吸引して使用されるときには、前記第１電極部６
を介して前記電熱ヒータ８の発熱を制御するとともに、前記第１電極部６への出力電圧を
監視して蓄電手段３の過放電を防止し、電子タバコ用充電ユニットに接続されて充電する
ときには、電子タバコ用充電ユニットから供給される充電用の電力を前記第１電極部６を
介して受電し、充電電流と充電電圧を監視して前記蓄電手段３へ適正な充電をするように
制御し、過充電を防止する。
【００２０】
　電子タバコとして吸引して使用されるときには、図２に示した電子タバコ１のように、
電源部１１と、ヒータユニット１２と、薬液供給手段１３とを連結して１本のタバコのよ
うな形態で使用する。この状態では、薬液供給手段１３のアルミ膜１６は突起部１５によ
って破られている。
　このように、電子タバコとして吸引して使用するときには、蓄電手段に充電するための
電極は、ヒータユニット１２と薬液供給手段１３とが接続されることによって露出しない
状態になるので、自然な外観で吸引使用することができる。
　そして、使用者が吸い口１４を口に含んで吸引すると、前記ヒータユニット１２の外面
に形成された吸気孔１８、１９から吸引された外気は、前記ヒータユニット１２の通気路
７１を通る空気流となる。
【００２１】
　このとき、前記吸引検知手段５の通気孔６１に面する空間は前記空気流によって若干減
圧されるので、前記吸引検知手段５は、生じた気圧変化に基づいて吸い口から吸引された
ことを検知して、内蔵した接点をオンにする。
　このようにして、吸引検知手段５の接点がオンされると、前記制御手段は、蓄電手段３
に蓄電された電気エネルギーを、発光手段２に供給して点灯させるとともに、第１電極部
６に供給する。
　従って、第１電極部６と電気的にも接続された第２電極部７に接続された電熱ヒータ８
は通電される。よって、前記空気流は、前記電熱ヒータ８によって加熱され、前記フィル
タ１７に充填された薬液の気化成分とともに前記吸い口１４から使用者の口腔内に吸引さ
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【００２２】
　このように使用するとき、前記薬液供給手段１３のアルミ膜１６は、前記ヒータユニッ
ト１２に設けられた突起部１５によって破られるため、前記フィルタ１７に充填された薬
液の一部が前記突起部１５および前記電熱ヒータ８の周囲を濡らすので、前記電熱ヒータ
８に通電されると、その発熱により吸引された外気が加熱されるとともに、前記薬液の一
部が気化して霧状となって、前記吸い口１４から使用者の口腔内に吸い出される。
　したがって、使用者は、吸い口をくわえてタバコのように吸い込むことによって、前記
薬液の香味成分を吸い込んで楽しんだり、その薬効を利用することができる。このとき、
先端の発光手段２が赤く点灯し、タバコの火のように見える。
【００２３】
　吸い込むことを止めると、前記通気路７１内の気圧低下が無くなるので吸引検知手段５
はオフとなり、先端の発光手段２が非点灯状態となる。このように、吸い込んだり、吸い
込むことを止めたりすることで、本物のタバコの火のように、赤くなったり赤みが消えた
りするので、本物のタバコを吸っているように自然に見える。
　さらに、吸い込むことを止めて、くわえていた電子タバコを口から離すと、口腔内に吸
い出されていた霧状の薬液が口から吐き出され、あたかも本物のタバコの煙のように見え
る。
【符号の説明】
【００２４】
Ａ　霧化装置
Ｂ　保持手段
Ｃ　霧化手段
Ｄ　電源部
１　電子タバコ
10　充電ユニットを兼ねたケース
１１　電源部、ケーシング
１２　ヒータユニット
１３　薬液供給手段
１４　吸い口
２　発光手段、赤色発光ダイオード
20　収納部
３　蓄電手段
４　制御手段
５　吸引検知手段
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