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(57)【要約】
　エアロゾル発生ロッドは、ラッパーによって囲まれた
非たばこ材料のシートの集合体を備える。非たばこ材料
シートは、紙などの吸収材基体、ニコチン塩、およびエ
アロゾル形成体を含む。非たばこ材料シートは、きめが
あるか、または捲縮されている。エアロゾル発生物品は
、構成要素としてエアロゾル発生ロッドを備えうる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラッパーによって囲まれた非たばこ材料のシートの集合体を含むエアロゾル発生ロッド
であって、前記非たばこ材料のシートがきめがあるかまたは捲縮しており、かつ吸収材基
体、ニコチン塩、およびエアロゾル形成体を含む、エアロゾル発生ロッド。
【請求項２】
　前記非たばこ材料のシートがさらに水を含む、請求項１に記載のエアロゾル発生ロッド
。
【請求項３】
　前記非たばこ材料のシートがさらに風味剤を含む、請求項１または２に記載のエアロゾ
ル発生ロッド。
【請求項４】
　前記非たばこ材料のシートがクエン酸ニコチン、ピルビン酸ニコチン、酒石酸ニコチン
、およびサリチル酸ニコチンで構成されるリストから選択される１つ以上のニコチン塩を
含む、請求項１、２、または３に記載のエアロゾル発生ロッド。
【請求項５】
　前記エアロゾル形成体がプロピレングリコール、トリエチレングリコール、１，３－ブ
タンジオール、およびグリセリンで構成されるリストから選択される１つ以上のエアロゾ
ル形成体である、請求項１～４のいずれか１項に記載のエアロゾル発生ロッド。
【請求項６】
　メントール風味剤を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載のエアロゾル発生ロッド
。
【請求項７】
　非たばこ材料のシートと一緒に集合され、前記ラッパーによって囲まれたさらなる材料
シートをさらに含む、請求項１～６のいずれか１項に記載のエアロゾル発生ロッド。
【請求項８】
　前記非たばこ材料のシートと一緒に集合され、前記ラッパーによって囲まれた誘導性サ
セプタをさらに含む、請求項１～７のいずれか１項に記載のエアロゾル発生ロッド。
【請求項９】
　前記吸収材基体が、その上に前記ニコチン塩および前記エアロゾル形成体が被覆または
吸収されうるセルロースベースの材料シートである、請求項１～８のいずれか１項に記載
のエアロゾル発生ロッド。
【請求項１０】
　非たばこ材料のシート中のエアロゾル形成剤対ニコチンの比が３：１～１０：１の間で
ある、請求項１～９のいずれか１項に記載のエアロゾル発生ロッド。
【請求項１１】
　前記エアロゾル形成基体が請求項１～１０のいずれか１項に記載のエアロゾル発生ロッ
ドである、エアロゾル形成基体を含むエアロゾル発生物品。
【請求項１２】
　電気的に動作するエアロゾル発生器具と、前記器具と併用するためのエアロゾル発生物
品とを備えるシステムであって、前記エアロゾル発生物品が請求項１～１０のいずれか１
項に記載のエアロゾル発生ロッドの形態のエアロゾル形成基体を含む、システム。
【請求項１３】
　可燃性熱源と、前記可燃性熱源の下流に位置するエアロゾル形成基体とを備える加熱式
エアロゾル発生物品であって、前記エアロゾル形成基体が請求項１～１０のいずれか１項
に記載のエアロゾル発生ロッドである、加熱式エアロゾル発生物品。
【請求項１４】
　エアロゾル形成基体を含む電気的に動作するエアロゾル発生システムで使用するための
加熱式エアロゾル発生物品であって、前記エアロゾル形成基体が請求項１～１０のいずれ
か１項に記載のエアロゾル発生ロッドである、加熱式エアロゾル発生物品。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の明細書は、エアロゾル発生物品で使用するための非たばこニコチン含有材料の
シートの集合体を備えるエアロゾル発生ロッドに関連する。本明細書はまた、エアロゾル
形成基体としてこうしたエアロゾル発生ロッドを含む、エアロゾル発生物品にも関連する
。
【背景技術】
【０００２】
　使用者によって吸入されるエアロゾルを形成するために液体ニコチン製剤を気化させる
いわゆる「電子たばこ」およびその他の電気的に動作する喫煙システムは、当業界で周知
である。例えば、ＷＯ　２００９／１３２７９３　Ａ１号は、シェルおよび交換可能なマ
ウスピースを含む電気加熱式の喫煙システムであって、シェルが電源および電気回路を含
む電熱喫煙装置を開示する。マウスピースは液体貯蔵部分、その中の液体との接触のため
の液体貯蔵部に延びる第１の端を有する毛細管芯、および毛細管芯の第２の端を加熱する
ための発熱体を含む。使用時に、液体は芯内での毛細管作用によって、液体貯蔵部分から
発熱体に向かって移動される。液体は芯の第２の端で発熱体によって気化される。
【０００３】
　最も新しい商業電子たばこまたは電子ニコチン送達システム（ＥＮＤＳ）は、カナダ保
健省喫煙制度下で吸煙１回当たり５０μｇを超えるニコチンの送達をすることができない
。一般に、ＥＮＤＳでの吸煙１回当たりの平均ニコチン送達量は、吸煙１回当たり２０～
３０μｇの範囲のニコチンである。ＥＮＤＳはわずかなニコチンしか血液に送達しないこ
とが、少数の研究から報告されている。初めて使う、すなわち初回ＥＮＤＳ使用者に関す
るニコチン動態学データは、紙巻たばこ喫煙による一般的な血漿中ニコチン濃度１０～２
０ｎｇ／ｍＬと比較して０．５ｎｇ／ｍＬ～３．５ｎｇ／ｍＬ範囲という非常に低い血漿
中ニコチン濃度を示している。ところが、「使い慣れた」ＥＮＤＳ使用者（すなわち、Ｅ
ＮＤＳを約１年間使用してきた使用者）についてのより最近の研究では、血漿中ニコチン
濃度（Ｃｍａｘ＝１０．３ｎｇ／ｍＬ）の有意な増大が示されたが、これは従来式の紙巻
たばこ喫煙者の薬物動態データとほぼ一致する。「初めて使う」ＥＮＤＳ使用者と「使い
慣れた」ＥＮＤＳ使用者との間での血漿中ニコチン濃度でこのような矛盾が観察されたこ
とは、最近の研究が示した通り、「使い慣れた」ＥＮＤＳ使用者（吸煙時間＝４．２＋／
－０．７秒）では「初めて使う」ＥＮＤＳ使用者（吸煙時間＝２．４＋／－０．５秒）と
比較して平均吸煙時間が著しく長いことで説明できるかもしれない。これは、「初めて使
う」ＥＮＤＳ使用者は、従来式の紙巻たばこ（吸煙時間＝２．１＋／－０．４秒）と同様
にＥＮＤＳを喫煙する傾向があるためと考えられている。「使い慣れた」ＥＮＤＳ使用者
は、より長くかつより深く吸煙をするため、従来式の紙巻たばこ喫煙者によって到達する
レベルと同様のニコチン送達量および血漿中ニコチンレベルに達しうる。
【０００４】
　さらなる研究では、使い慣れたＥＮＤＳ使用者の圧倒的多数は、高い電池電力を備えた
一般的にサイズの大きな電子たばこモデルを使用していることが示されてきた。これらの
最近の研究によれば、長期にわたるＥＮＤＳ使用者は、より高いニコチン送達量があるタ
ンクシステムなどのより強力な装置を選び、かつ紙巻たばこ喫煙と同様の血漿中ニコチン
レベルに到達するために、その「電子たばこ喫煙（ｖａｐｉｎｇ）」の様相を適合させて
いるようである。新しい喫煙／電子たばこ喫煙の慣習に適応することは一部のＥＮＤＳ使
用者にとって煩わしいことがあり、望ましくない化合物の形成とのかかわり合いがありう
る。例えば、長めの吸煙時間および大きめの吸煙量は、「ドライ吸煙」の現象を誘発しう
る。
【０００５】
　その上、商業電子たばこは、基体を含む液体ニコチンの使用が関与する。こうした液体
の取り扱いは、エンドユーザーにとって煩わしいかまたは好ましくないことがある。
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【０００６】
　エアロゾル発生物品で使用するために、非たばこニコチン含有材料を含むロッドを提供
することが望ましい。また、かさばるエアロゾル発生装置を使用する必要なしに従来式の
紙巻たばこと同様のニコチン送達を提供するエアロゾル発生物品を提供することがさらに
望ましい。
【発明の概要】
【０００７】
　ラッパーによって囲まれた非たばこ材料のシートの集合体を備えたエアロゾル発生ロッ
ドが提供されうる。非たばこ材料のシートはきめがあるかまたは捲縮しており、かつ吸収
材基体、ニコチン塩、およびエアロゾル形成剤を含む。非たばこ材料のシートの集合体は
、実質的にエアロゾル発生ロッドの全長に沿って、かつ実質的にエアロゾル発生ロッドの
断面積全体を横切って延びることが好ましい。シートはさらに水を含みうる。
【０００８】
　シートはさらに風味剤を備えうる。風味剤は揮発性風味成分を備えうる。風味剤はメン
トールを備えうる。本明細書に使用される「メントール」という用語は、その異性体のい
ずれかにおける化合物２－イソプロピル－５－メチルシクロヘキサノールを意味する。風
味剤はメントール、レモン、バニラ、オレンジ、ウインターグリーン、チェリー、および
シナモンから構成される群から選択される風味を提供しうる。
【０００９】
　ニコチンおよびエアロゾル形成体は吸収されるかまたは吸収材基体上に被覆されるため
、エアロゾル発生ロッドを備えるエアロゾル発生物品は流動性のある液体を含まない。こ
うして、エンドユーザーは液剤の取り扱いを心配する必要がない。その上、ニコチン塩は
、たばこ基体を加熱する物品を発生する加熱式エアロゾルと比較して低温でニコチン含有
エアロゾルを生成しうる。こうして、エアロゾル発生ロッドは、３００℃よりも低い温度
、例えば２５０℃よりも低い温度、または２２０℃よりも低い温度に加熱した時、ニコチ
ン含有エアロゾルを形成しうる。ニコチン含有エアロゾルは低くとも１２０～１４０℃で
生成されうる。こうして、高レベルのニコチンを含むエアロゾルを発生するために煩わし
いエアロゾル発生装置を使用する必要がない。
【００１０】
　非たばこ材料のシートは、クエン酸ニコチン、ピルビン酸ニコチン、酒石酸ニコチン、
ペクチン酸ニコチン、アギン酸ニコチン、およびサリチル酸ニコチンで構成されるリスト
から選択した１つ以上のニコチン塩を含むことが好ましい。これらの塩の形態でのニコチ
ンは、電子たばこで一般に使用される液体フリーベースニコチンよりも安定している。こ
うして、エアロゾル発生ロッドを備えたエアロゾル発生物品は、典型的な電子たばこより
も長い有効期間を持ちうる。
【００１１】
　本明細書で使用されるとき、「エアロゾル形成体」は、使用時に、密度が高く安定した
エアロゾルの形成を促進し、エアロゾル発生物品の使用温度で実質的に熱劣化耐性のある
任意の適切な公知の化合物または化合物の混合物としうる。適切なエアロゾル形成剤は当
業界で周知であり、多価アルコール（トリエチレングリコール、１，３－ブタンジオール
およびグリセリンなど）、多価アルコールのエステル（グリセロールモノアセテート、ジ
アセテートまたはトリアセテートなど）、およびモノカルボン酸、ジカルボン酸またはポ
リカルボン酸の脂肪族エステル（ドデカン二酸ジメチルおよびテトラデカン二酸ジメチル
など）を含むが、これに限定されない。好ましいエアロゾル形成体は多価アルコールまた
はその混合物（トリエチレングリコール、１，３－ブタンジオールおよびグリセリン（最
も好ましい）など）である。
【００１２】
　エアロゾル形成体は、プロピレングリコール、トリエチレングリコール、１，３－ブタ
ンジオール、およびグリセリンで構成されるリストから選択される１つ以上のエアロゾル
形成体であることが好ましい。
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【００１３】
　ニコチンおよびエアロゾル形成剤は、液剤としての水と混合されうる。液剤はさらに風
味剤を備えうる。こうした液剤がその後、吸収材基体によって吸収されるか、または基体
の表面上に被覆されうる。
【００１４】
　吸収材基体は、その上にニコチン塩およびエアロゾル形成体が被覆もしくは吸収されう
るセルロースベースの材料のシートとしうる。例えば、吸収材基体は紙シートでもよい。
【００１５】
　非たばこ材料のシート中のエアロゾル形成剤対ニコチンの比は１５：１よりも小さいこ
とが好ましい。例えば、非たばこ材料のシート中のエアロゾル形成剤対ニコチンの比は、
３：１～１０：１の間、例えば約４：１、または５：１、または６：１としうる。電子た
ばこは一般に、エアロゾル形成体対ニコチンの比が２０：１～１００：１の範囲である液
体エアロゾル形成基体を利用する。こうした液剤を加熱すると、低いニコチン濃度を持つ
エアロゾルが発生されうる。これによってその結果、使用者は希望のニコチン摂取量を提
供するために、より深くより長い吸煙をするようになりうる。
【００１６】
　エアロゾル発生ロッドは、少なくとも１つのさらなる材料シートを備えうるが、このさ
らなる材料シートは非たばこ材料のシートと１つに束ねられ、ラッパーによって囲まれる
。さらなるシートは、風味剤を備えうる。さらなるシートは、エアロゾル発生ロッドを通
した熱伝達を改善する熱伝導性のある材料としうる。さらなるシートは、エアロゾル発生
ロッドの誘導加熱で使用されるようにするための誘導しやすい材料であるか、またはそれ
を含みうる。さらなるシートは、金属箔、例えばアルミ箔でもよい。
【００１７】
　エアロゾル発生ロッドは、誘導加熱のための１つ以上のサセプタ要素を備えうる。こう
したサセプタ要素は、適切なサセプタ材料の糸またはワイヤーとして、エアロゾル発生ロ
ッドに組み込まれうる。例えば、サセプタ要素は非たばこ材料のシート表面上に印刷され
うるなど、こうしたサセプタ要素は非たばこ材料のシート上またはその中に組み込まれう
る。
【００１８】
　本明細書で使用される「ロッド」という用語は、実質的に円形、長円形または楕円形の
断面の一般的に円筒形の要素を示すために使用される。
【００１９】
　本明細書で使用される「シート」という用語は、実質的にその厚さより大きい幅および
長さを有する薄層状の要素を意味する。シートの幅は１０ｍｍよりも大きく、２０ｍｍま
たは３０ｍｍよりも大きいことが好ましい。
【００２０】
　本明細書で使用される「エアロゾル形成材料」という用語は、加熱されると揮発性化合
物を放出してエアロゾルを発生させる能力を持つ材料を示す。エアロゾル形成基体は、エ
アロゾル形成材料を含むか、またはそれによって構成されうる。
【００２１】
　本明細書で使用される「エアロゾル発生ロッド」という用語は、エアロゾル形成材料を
含むかまたはそれで構成される、実質的に円形、長円形または楕円形の断面の一般的に円
筒形の要素を説明するために使用される。
【００２２】
　本明細書で使用される「ロッドの長さ」という用語は、本明細書で描写したロッドの円
筒軸方向の寸法を示す。
【００２３】
　本明細書で使用される「集合」という用語は、たばこ材料シートが、巻き込まれ、折り
畳まれ、または他の方法でロッドの円筒軸方向に対して実質的に横方向に圧縮または収縮
されていることを示す。
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【００２４】
　本明細書で使用される「上流」および「下流」という用語は、本明細書で描写されてい
るロッドを含むエアロゾル発生物品の構成要素もしくは構成要素の部分の、その使用時に
エアロゾル発生物品を通して引き出された空気の方向に対する相対的な位置を表すために
使用される。
【００２５】
　エアロゾル発生ロッドは、ラッパーによって囲まれた非たばこニコチン含有材料の集合
したきめのあるシートを備える。きめのある材料シートの使用は、有利なことに、シート
の集合を促進してエアロゾル発生ロッドを形成しうる。
【００２６】
　本明細書で使用される「きめのあるシート」という用語は、捲縮され、型押しされ、デ
ボス加工され、穿孔され、または別途変形されたシートを意味する。たばこ材料のきめの
あるシートは、複数の間隔を置いたへこみ、突起、穿孔またはそれらの組み合わせを含み
うる。
【００２７】
　本明細書で使用される「捲縮したシート」という用語は、「しわ付けしたシート」とい
う用語と同義語であることが意図され、複数の実質的に平行した隆起または波型形状のあ
るシートを意味する。捲縮した材料シートは、実質的にエアロゾル発生ロッドの円筒軸に
平行な複数の隆起または波型形状を持つことが好ましい。これは、捲縮した材料シートの
集合を都合良く容易にしてエアロゾル発生ロッドを形成する。
【００２８】
　エアロゾル発生ロッドの製造で使用するための非たばこ材料シートは、フィルタートウ
、紙およびその他の材料にきめを施すための適切な公知の機械類を使用して、きめを施し
てもよい。
【００２９】
　本発明で使用するための非たばこ材料シートは、回転可能な１対の捲縮ローラーを備え
るＣＨ－Ａ－６９１１５６号に記載されているタイプの捲縮ユニットを使用して捲縮しう
る。ところが、当然のことながら、非たばこ材料シートは、材料シートを変形または穿孔
するその他の適切な機械類およびプロセスを使用してきめを施してもよい。
【００３０】
　エアロゾル発生ロッドは、従来式の紙巻たばこフィルター製造機械を使用して製造され
うる。
【００３１】
　例えば、非たばこ材料の捲縮したシートの集合体を含むロッドは、ＣＨ－Ａ－６９１１
５６号に記載されているタイプの捲縮した紙シートの集合体を含むフィルターロッドを形
成するための機械類を使用して製造されうる。
【００３２】
　エアロゾル発生ロッドを形成する方法は、連続的な非たばこ材料のシートを供給する工
程と、連続的な非たばこ材料のシートをその長軸方向に対して横に集合させる工程と、集
合させた連続的な非たばこ材料のシートをラッパーで囲んで連続的なロッドを形成する工
程と、連続的なロッドを複数の個々のエアロゾル発生ロッドに切断する工程を含みうる。
非たばこ材料は、吸収材基体、ニコチン塩、およびエアロゾル形成体を含みうる。
【００３３】
　方法はさらに、吸収材基体をニコチン塩およびエアロゾル形成体で被覆する工程を含み
うる。方法は、ニコチン塩およびエアロゾル形成体を吸収材基体に吸収する工程を含みう
る。本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドは、実質的に均一な断面であることが好ま
しい。
【００３４】
　加熱式エアロゾル発生物品においてエアロゾル形成基体として使用するための本明細書
で描写したエアロゾル発生ロッドは、約５ｍｍ～約２０ｍｍまたは約３０ｍｍの間のロッ
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ドの長さを持ちうる。
【００３５】
　本明細書で描写した通りエアロゾル発生ロッドの形成に使用される材料シートは、少な
くとも約２５ｍｍの幅を持つことが好ましい。
【００３６】
　一定の実施形態で、本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドで使用するための材料シ
ートは、約２５ｍｍ～約３００ｍｍの幅を持ちうる。
【００３７】
　エアロゾル発生ロッドを構成する材料シートは、少なくとも約５０μｍ～約３００μｍ
の厚さを持つことが好ましい。
【００３８】
　本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドは、多孔性のラッパーまたは非多孔性ラッパ
ーにより囲まれた非たばこ材料のシートの集合体を備えうる。
【００３９】
　描写したエアロゾル発生ロッドは、エアロゾル発生物品の、特に加熱式エアロゾル発生
物品の構成要素として特に有利でありうる。上述のエアロゾル発生ロッドの好ましい使用
は、加熱式エアロゾル発生物品のエアロゾル形成基体としての使用である。構成要素とし
て、上述したエアロゾル発生ロッドを含むエアロゾル発生物品が供給されてもよい。
【００４０】
　加熱式エアロゾル発生システムは、エアロゾル形成基体を加熱させることで動作し、基
体からエアロゾルを発生させる。エアロゾルはその後、消費者によって吸入されることが
できる。本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドを含む基体が加熱されると、ニコチン
およびエアロゾル形成体を含む吸入可能なエアロゾルが発生する。
【００４１】
　エアロゾル形成基体が燃焼するよりはむしろ加熱される多くのエアロゾル発生物品が、
当業界において提唱されてきた。加熱式エアロゾル発生物品では通常、エアロゾルは、熱
源、例えば、化学的、電気的または可燃性の熱源から、熱源の内部、周囲、または下流に
位置しうる物理的に分離されたエアロゾル発生基体に熱伝達することにより生成される。
【００４２】
　本明細書で使用される「エアロゾル発生基体」という用語は、加熱されると揮発性化合
物を放出してエアロゾルを発生する能力を持つエアロゾル形成材料から形成されるか、ま
たはそれを含む基体を示す。
【００４３】
　一つの実施形態で、本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドは、可燃性熱源および可
燃性熱源の下流にあるエアロゾル発生基体を含む加熱式エアロゾル発生物品でエアロゾル
発生基体として使用されうる。
【００４４】
　例えば、本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドは、ＷＯ－Ａ－２００９／０２２２
３２号で開示されたタイプの加熱式エアロゾル発生物品でエアロゾル発生基体として使用
されうるが、これは可燃性炭素系熱源と、可燃性熱源の下流にあるエアロゾル発生基体と
、可燃性炭素系熱源の後方部分およびエアロゾル発生基体の隣接した前方部分の周りにあ
りそれらと接触した熱伝導性要素とを備える。ただし、当然のことながら、本明細書で描
写したエアロゾル発生ロッドはまた、その他の構造を持つ可燃性熱源を含む加熱式エアロ
ゾル発生物品でエアロゾル発生基体として使用されうる。
【００４５】
　別の実施形態で、本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドは、加熱式エアロゾル発生
物品のエアロゾル発生基体が電気的な熱源により加熱される電気的に動作するエアロゾル
発生システムで使用するための加熱式エアロゾル発生物品でエアロゾル発生基体として使
用されうる。
【００４６】
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　例えば、本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドは、ＥＰ－Ａ－０　８２２　６７０
号で開示されたタイプの加熱式エアロゾル発生物品でエアロゾル発生基体として使用され
うる。
【００４７】
　エアロゾル発生ロッドは、エアロゾル発生物品の数多くの構成要素の１つとしうる。例
えば、エアロゾル発生物品は、本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドおよび紙巻たば
こ用紙内で組み立てられる１つ以上のその他の要素を備えうる。１つ以上のその他の要素
には、マウスピース、エアロゾル冷却要素、支持要素（中空のアセテート管など）が含ま
れうる。一つの実施形態で、エアロゾル発生物品は直線的かつ連続的に配置され、エアロ
ゾル発生ロッドから形成されるエアロゾル形成基体と、エアロゾル形成基体のすぐ下流に
位置する支持要素と、支持要素の下流に位置するエアロゾル冷却要素と、エアロゾル形成
基体、支持要素およびエアロゾル冷却要素を囲む外側ラッパーとを備えうる。エアロゾル
形成基体は、エアロゾル発生装置の発熱体により貫通可能としうる。
【００４８】
　電気的に動作するエアロゾル発生装置または器具、およびその器具で使用するためのエ
アロゾル発生物品を含むシステムが提供されうる。エアロゾル発生物品は、本明細書で描
写したエアロゾル発生ロッドを含む。エアロゾル発生装置は、エアロゾル発生物品に挿入
するように設計された発熱体を備えうる。エアロゾル発生装置は、エアロゾル発生物品の
一部を取り囲むように設計された発熱体を備えうる。システムの一定の実施形態では、エ
アロゾル発生装置は、エアロゾル発生物品内に含まれるサセプタを誘導的に加熱するため
の誘導要素を備えうる。
【００４９】
　具体的な実施形態を以下の添付図面を参照しながら、例証としてのみであるがさらに説
明する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】具体的な実施形態によるエアロゾル発生ロッドを形成するための器具の概略断面
を示す。
【図２】本明細書で描写した通りに形成されたエアロゾル発生ロッドを組み込むエアロゾ
ル発生物品の実施形態を図示したものである。
【図３】本明細書で描写した通りに形成されたエアロゾル発生ロッドを組み込むエアロゾ
ル発生物品の実施形態を図示したものである。
【図４】本明細書で描写した通りに形成されたエアロゾル発生ロッドを組み込むエアロゾ
ル発生物品の実施形態を図示したものである。
【図５】図２に図示した電気的に動作するエアロゾル発生装置およびエアロゾル発生物品
を含むエアロゾル発生システムを図示したものである。
【図６】図５に図示した電気的に動作するエアロゾル発生装置の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　図１に示す器具は一般的に、連続的な非たばこシートを供給する供給手段と、連続的な
シートを捲縮する捲縮手段と、連続的に捲縮したシートを集合させて、集合した材料をラ
ッパーで囲んで連続的なロッドを形成するロッド形成手段と、連続的なロッドを複数の個
々のエアロゾル発生ロッドに切断する切断手段とを含む。器具はまた、供給手段からロッ
ド形成手段へ捲縮手段を経由して、装置を通して下流に、材料の連続的なシートを搬送す
る搬送手段を含む。
【００５２】
　図１に示す通り、連続的なシートを供給するための供給手段は、ボビン４に取り付けら
れた連続的な非たばこシート２を含む。非たばこ材料は、ピルビン酸ニコチン、グリセリ
ン、および水を含む液剤に浸された紙巻たばこ用紙である。紙巻たばこ用紙は液剤を吸収
し、そのため非たばこシートはニコチンピルビン酸塩、グリセリンおよび水を含む。グリ
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セリン対ニコチンの比は５：１である。
【００５３】
　捲縮手段は１対の回転可能な捲縮ローラー６を含む。使用中、非たばこ材料２の連続的
なシートは第１のボビン４から引き出され、１対の捲縮ローラー６まで、一連のガイドお
よびテンションローラーを経由して搬送機構によって下流に搬送される。非たばこ材料２
の連続的なシートが１対の捲縮ローラー６間に供給されると、捲縮ローラーが噛み合い、
シート２を捲縮して、器具を通して、シートの長軸方向軸に対して実質的に平行な複数の
間隙を介した隆起または波型形状を持つ、連続的に捲縮したシート８を形成する。
【００５４】
　連続的に捲縮したシート８は、１対の捲縮ローラー６からロッド形成手段へと下流に搬
送され、そこで先細の漏斗またはホーン１０を通して供給される。先細の漏斗１０は、連
続的なシート８をその長軸方向の軸に対して横方向に集合させる。材料シート８は、先細
の漏斗１０を通過する際は実質的に円筒形の構造であると想定される。
【００５５】
　先細の漏斗１０を出ると、非たばこ材料のシートの集合体は、ラッパー材料１２の連続
的なシートで包まれる。ラッパーは紙ラッパーであり、ボビン１４から供給され、エンド
レスベルトコンベアまたは装具によって、連続的に捲縮したシートの集合体の周りで包ま
れる。図１に示す通り、ロッド形成手段は、ラッパーの対向にある長軸方向の端が接触す
ると互いに接着して連続的なロッドを形成するように、ラッパーの長軸方向の端のうち片
方に接着剤を塗布する接着剤塗布手段１６を含む。
【００５６】
　ロッド形成手段は、接着剤塗布手段１６の下流にある乾燥手段１８をさらに含むが、こ
れは使用中に、連続的なロッドがロッド形成手段から切断手段へと下流に搬送される際に
、連続的なロッドの継ぎ目に塗布された接着剤を乾燥させる。
【００５７】
　切断手段は、連続的なロッドを単位ロッド長さまたは複数単位ロッド長さの複数の個々
のエアロゾル形成ロッドに切断するロータリーカッター２０を含む。
【００５８】
　図２は、本明細書で描写したエアロゾル発生ロッドを備えた加熱式エアロゾル発生物品
１０００の実施形態を図示したものである。物品１０００は、エアロゾル発生ロッドを含
むエアロゾル形成基体１０２０と、中空の酢酸セルロースチューブ１０３０と、スペーサ
ー要素１０４０と、マウスピースフィルター１０５０という４つの要素を含む。これら４
つの要素は順に同軸の配置で並べられ、紙巻たばこ用紙１０６０によって組み立てられ、
エアロゾル発生物品１０００を形成する。物品１０００は口側の端１０１２を有し、使用
者は使用中にその端を口の中に挿入し、遠位端１０１３は口側の端１０１２に対して物品
の反対側の端に位置する。図２に図示したエアロゾル発生物品の実施形態は、エアロゾル
形成基体を加熱するためのヒーターを備えた電気的に動作するエアロゾル発生装置との併
用に特に適切である。
【００５９】
　組み立てられた時、物品１０００は長さ約４５ミリメートルであり、約７．２ミリメー
トルの外径を持つ。
【００６０】
　エアロゾル形成基体１０２０は、ピルビン酸ニコチンおよびグリセリン含有紙の捲縮し
たシートの集合体から形成されるエアロゾル発生ロッドを含む。
【００６１】
　図２に図示したエアロゾル発生物品１０００は、消費されるためにエアロゾル発生装置
と勘合するように設計されている。こうしたエアロゾル発生装置は、エアロゾル形成基体
１０２０を十分な温度に加熱してエアロゾルを形成する手段を含む。一般に、エアロゾル
発生装置は、エアロゾル形成基体１０２０に隣接したエアロゾル発生物品１０００を囲む
発熱体、またはエアロゾル形成基体１０２０に挿入される発熱体を備えうる。
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【００６２】
　エアロゾル発生装置と勘合されると、使用者は喫煙物品１０００の口側端１０１２を吸
い、エアロゾル形成基体１０２０が約２２０℃の温度に加熱される。この温度で、ピルビ
ン酸ニコチン、グリセリン、および水を含むエアロゾルが展開される。エアロゾルはフィ
ルター１０５０を通して引き出され、使用者の口に入る。基体はエアロゾルがたばこ基体
から放出されるのに必要な温度よりもかなり低い温度まで加熱されることが注記される。
【００６３】
　図３は、エアロゾル発生物品５０００の代替的な実施形態を図示する。エアロゾル発生
物品５０００は、エアロゾル形成基体５０２０、支持要素５０３０、エアロゾル冷却要素
５０４０およびマウスピース５０５０という、同軸に整列して配列される４つの要素を含
む。これらの４つの要素は連続して配列され、外側ラッパー５０６０によって取り囲まれ
、エアロゾル発生物品５０００を形成する。エアロゾル冷却要素５０４０は、図２に関連
して説明したスペーサー要素として、またエアロゾル冷却要素としての役目をする。使用
において、エアロゾル形成基体５０２０から放出される揮発性物質は、エアロゾル発生物
品５０００の口側の端５０７０の方へエアロゾル冷却要素５０４０に沿って通過する。揮
発性物質は、エアロゾル冷却要素５０４０内で冷却して使用者によって吸入されるエアロ
ゾルを形成してもよい。図５に図示した実施形態において、エアロゾル冷却要素は、ラッ
パーによって取り囲まれたポリ乳酸の捲縮したシートの集合体を含む。エアロゾル形成基
体５０２０は、ピルビン酸ニコチンおよびグリセリン含有紙の捲縮したシートの集合体か
ら形成されるエアロゾル発生ロッドを含む。エアロゾル発生物品５０００は近位端または
口側の端５０７０を有し、使用者は使用中にその端を口の中に挿入し、遠位端５０８０は
口側の端５０７０に対してエアロゾル発生物品５０００の反対側の端に位置する。
【００６４】
　図４は、エアロゾル発生物品１００１の第２の実施形態を図示する。図２または図３の
物品はエアロゾル発生装置と併せて消費されることを意図するが、図４の物品は、点火し
て熱をエアロゾル形成基体１０２０に伝達させて吸入可能なエアロゾルを形成しうる可燃
性熱源１０８０を含む。可燃性熱源１０８０は、物品１００１の遠位端１０１３でエアロ
ゾル形成基体に近接して組み立てられる木炭要素である。図２の各要素と本質的に同じ要
素には、図２の物品と同じ番号が付けられている。
【００６５】
　図５は、エアロゾル発生物品１０００のエアロゾル発生基体１０２０を加熱するための
加熱用ブレード２１００を利用した電気的に動作するエアロゾル発生システム２０００の
一部を図示する。加熱用ブレードは、電気的に動作するエアロゾル発生装置２０１０のエ
アロゾル物品受入れチャンバ内に取り付けられる。エアロゾル発生装置は、空気がエアロ
ゾル発生物品１０００に流れるようにするための複数の空気穴２０５０を画定する。空気
の流れは、図５の矢印で表示されている。エアロゾル発生装置は電源および電子部品を含
むが、図５では図示されていない。図５のエアロゾル発生物品１０００は、図２に関連し
て説明した通りである。
【００６６】
　図６において、エアロゾル発生装置２０１０の構成要素は簡略化した様式で示されてい
る。特に、エアロゾル発生装置２０１０の構成要素は、図６での縮尺通りには描かれてい
ない。実施形態の理解に関連しない構成要素は省略して図６を簡略化した。
【００６７】
　図６に示したように、エアロゾル発生装置２０１０はハウジング６１３０を含む。発熱
体６１２０は、ハウジング６１３０内のエアロゾル発生物品受入れチャンバ内に取り付け
られる。エアロゾル発生物品１０００（図５に破線によって示す）は、発熱体６１２０が
エアロゾル発生物品１０００のエアロゾル形成基体１０２０の中に直接挿入されるように
、エアロゾル発生装置２０１０のハウジング６１３０内のエアロゾル発生物品受入れチャ
ンバの中に挿入される。
【００６８】
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　ハウジング６１３０内に、電気的なエネルギー供給６１４０、例えば再充電可能なリチ
ウムイオン電池がある。コントローラ６１５０は、発熱体６１２０、電気的なエネルギー
供給６１４０およびユーザーインタフェース６１６０、例えばボタンまたはディスプレイ
に接続される。コントローラ６１５０は、その温度を調節するために発熱体６１２０に供
給される電力を制御する。
【００６９】
　上述の例示的な実施形態は限定するものではない。上記で考察した例示的な実施形態に
照らすことにより、上記の例示的な実施形態と一貫したその他の実施形態も当業者には明
らかとなろう。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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