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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】喫煙材を燃焼させずに加熱チェンバー内でニコ
チンおよび芳香族化合物などの成分を揮発させるのに充
分な温度に加熱される喫煙材揮発装置を提供する。
【解決手段】喫煙材加熱チェンバー３と変動磁場の存在
によって加熱されるように構成された加熱材２とを含み
、この加熱材は、熱エネルギーを加熱チェンバー内の喫
煙材に移行させて喫煙材の成分を揮発させるように配置
され、ユーザーはマウスピース４から揮発した成分を吸
引することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引用に喫煙材の成分を揮発させるように構成された装置であって、
　喫煙材加熱チェンバーと、
　変動磁場の存在によって加熱されるように構成された加熱材とを含み、加熱材は、熱エ
ネルギーを加熱チェンバー内の喫煙材に移行させて前記成分を揮発させるように配置され
ている装置。
【請求項２】
　前記加熱材は加熱部材に含まれていることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記加熱部材は加熱材と熱接触する基材を含み、基材は加熱材から受けた熱エネルギー
を保持し、その熱エネルギーを加熱チェンバー内の喫煙材に移行させて前記成分を揮発さ
せるように構成されていることを特徴とする請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記基材は長時間に亘って前記喫煙材に熱エネルギーを移動させて、変動磁場によって
加熱材を同時に加熱することなく、その長時間に亘って揮発温度に喫煙材の温度を上昇さ
せ、維持するように構成されていることを特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記加熱材は、基材を含む加熱部材に分散させた加熱材からなる複数の片を含むことを
特徴とする請求項３または４記載の装置。
【請求項６】
　前記加熱部材は、喫煙材加熱チェンバーに隣接して位置する長尺の部材であることを特
徴とする請求項２乃至５いずれか１項記載の装置。
【請求項７】
　前記加熱チェンバーは加熱部材の周囲で同軸に位置していることを特徴とする請求項６
記載の装置。
【請求項８】
　前記加熱材は喫煙材を含む喫煙材加熱チェンバーの内側に位置していることを特徴とす
る請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記加熱材は喫煙材内に分散された複数の加熱材片であることを特徴とする請求項８記
載の装置。
【請求項１０】
　前記加熱材は導電性材を含むことを特徴とする請求項１乃至９いずれか１項記載の装置
。
【請求項１１】
　前記加熱材は材料中の変動磁場によって誘導される渦電流の影響を受けやすく、渦電流
によって加熱材が抵抗加熱されることを特徴とする請求項１乃至１０いずれか１項記載の
装置。
【請求項１２】
　加熱チェンバーおよび加熱材が収まっているハウジングと、加熱材を加熱している間ハ
ウジングを収容するように配された変動磁場発生器とを含むことを特徴とする請求項１乃
至１１いずれか１項記載の装置。
【請求項１３】
　前記磁場発生器は取り外し自在にハウジングと合体し、これにより加熱中ハウジングを
発生器に対して安定した位置に維持することを特徴とする請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　加熱チェンバーと流体連通するマウスピースを含み、これにより喫煙材の揮発した成分
がユーザーによってマウスピースを介して引き込まれることを特徴とする請求項１乃至１
３いずれか１項記載の装置。
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【請求項１５】
　前記加熱材は喫煙材を約５０℃～２５０℃の揮発温度に加熱して上記成分を揮発させる
ように構成されていることを特徴とする請求項１乃至１４いずれか１項記載の装置。
【請求項１６】
　吸引のために喫煙材の成分を揮発させるための喫煙材を加熱する方法であって、
　変動磁場を発生させること、
　この変動磁場を使用して加熱材中に電流を誘導し、これにより加熱材を加熱すること、
　加熱材からの熱エネルギーを喫煙材に移行させて喫煙材を揮発温度に加熱し、これによ
り喫煙材の成分を揮発させることを含む方法。
【請求項１７】
　吸引のために喫煙材の成分を揮発させるための喫煙材を加熱する方法であって、
　加熱材と喫煙材を含むハウジングを変動磁場を発生させるように構成された装置に挿入
すること、
　装置内で変動磁場を発生させ、これにより加熱材中に電流を誘導させることによって加
熱材を加熱すること、
　加熱材からの熱エネルギーを喫煙材に移行させて喫煙材を揮発温度に加熱し、これによ
り喫煙材の成分を揮発させることを含む方法。
【請求項１８】
　喫煙材と加熱材を含むハウジングと、
　変動磁場を発生させるように構成された装置とを含む請求項１７記載の方法を行うため
の装置。
【請求項１９】
　添付の図１～４を参照して実質的に本明細書中で説明される装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は喫煙材を加熱して喫煙材の成分を揮発させることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻きタバコおよびシガーなどの喫煙品は、使用の際にタバコを燃やし、タバコ煙を発
生させる。タバコ煙を発生させずに化合物を放出する製品によってこれら喫煙品の代替え
品を提供しようとする試みがなされてきた。そのような製品の例としては、タバコを燃焼
させずに加熱によって化合物を放出するいわゆる発熱するが燃焼しない製品が挙げられる
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明では吸引用に喫煙材の成分を揮発させるように構成された装置が提供され、この
装置は、
　喫煙材加熱チェンバーと
　変動磁場の存在によって加熱されるように構成された加熱材とを含み、この加熱材は、
熱エネルギーを加熱チェンバー内の喫煙材に移行させて上記成分を揮発させるように配置
されている。
【０００４】
　加熱材は加熱部材に含まれてもよい。
【０００５】
　加熱部材は加熱材と熱接触する基材を含んでもよく、基材は加熱材から受けた熱エネル
ギーを保持し、その熱エネルギーを加熱チェンバー内の喫煙材に移行させて上記成分を揮
発させるように構成されている。
【０００６】



(4) JP 2017-140044 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

　基材は長時間に亘って上記加熱材に熱エネルギーを移動させて、変動磁場によって加熱
材を同時に加熱することなく、その長時間に亘って揮発温度に喫煙材の温度を上昇させ、
維持するように構成してもよい。
【０００７】
　加熱材は、基材を含む加熱部材に分散させた加熱材からなる複数の片を含んでもよい。
【０００８】
　加熱部材は、喫煙材加熱チェンバーに隣接して位置する長尺の部材であってもよい。
【０００９】
　加熱チェンバーは加熱部材の周囲で同軸に位置してもよい。
【００１０】
　加熱材は喫煙材を含む喫煙材加熱チェンバーの内側に位置してもよい。
【００１１】
　加熱材は喫煙材内に分散された複数の加熱材片であってもよい。
【００１２】
　加熱材は導電性材を含んでもよい。
【００１３】
　加熱材は材料中の変動磁場によって誘導される渦電流の影響を受けやすくてもよく、渦
電流によって加熱材が抵抗加熱される。
【００１４】
　本発明の装置は、加熱チェンバー および加熱材が収まっているハウジングと加熱材を
加熱している間ハウジングを収容するように配された変動磁場発生器とを含んでもよい。
【００１５】
　磁場発生器は取り外し自在にハウジングと合体し、これにより加熱している間ハウジン
グを発生器に対して安定した位置に維持する。
【００１６】
　本発明の装置は、加熱チェンバーと流体連通するマウスピースを含んでもよく、これに
より喫煙材の揮発した成分がユーザーによってマウスピースを介して引き込まれる。
【００１７】
　加熱材は喫煙材を約５０℃～２５０℃の揮発温度に加熱して上記成分を揮発させるよう
に構成してもよい。
【００１８】
　本発明では喫煙材の成分を揮発させるための喫煙材を加熱する方法が提供され、この方
法は、
　変動磁場を発生させること、
　この変動磁場を使用して加熱材中に電流を誘導し、これにより加熱材を加熱すること、
　加熱材からの熱エネルギーを喫煙材に移行させて喫煙材を揮発温度に加熱し、これによ
り喫煙材の成分を揮発させることを含む。
【００１９】
　本発明では喫煙材の成分を揮発させるための喫煙材を加熱する方法が提供され、この方
法は、
　加熱材と喫煙材を含むハウジングを、変動磁場を発生させるように構成された装置に挿
入すること、
　装置内で変動磁場を発生させ、これにより加熱材中に電流を誘導させることによって加
熱材を加熱すること、
　加熱材からの熱エネルギーを喫煙材に移行させて喫煙材を揮発温度に加熱し、これによ
り喫煙材の成分を揮発させることを含む。
【００２０】
　本発明の方法を行う装置が提供され、この装置は、
　喫煙材と加熱材を含むハウジングと、
　変動磁場を発生させるように構成された装置とを含む。
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【００２１】
　あくまで例示を目的として、添付図面を参照して本発明の実施態様を以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ユーザーが吸引するための加熱された喫煙材の揮発成分を供する装置を一部切り
欠いて示し、電導性加熱材が喫煙材加熱チェンバーに隣接して位置している。
【図２】ユーザーが吸引するための加熱された喫煙材の揮発成分を供する装置の斜視図で
あり、装置のハウジングが加熱材中に渦電流を誘導するための電磁場発生器と合体してい
る。
【図３】ユーザーが吸引するための加熱された喫煙材の揮発成分を供する装置の断面図で
あり、電導性加熱材が加熱チェンバー内に喫煙材と共に位置している。
【図４】ユーザーが吸引するための加熱された喫煙材の揮発成分を供する装置の斜視図で
あり、装置のハウジングが加熱材中に渦電流を誘導するための電磁場発生器と合体してい
る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本明細書中で使用する「喫煙材」なる用語は、加熱した際に揮発成分を供するあらゆる
材料を含み、例えば、タバコ、タバコ派生物、膨張タバコ、再生タバコまたはタバコ代替
え品の１つ以上を含んでもよい。 
【００２４】
　吸引のために喫煙材２の揮発成分を供するための装置１は、喫煙材加熱チェンバー３と
、この加熱チェンバー３と流体連通しているマウスピース４とを含む。マウスピース４は
、包装されたプラグの形体で供されるセルロースアセテートトウなどのフィルター材を含
んでもよい。装置１のユーザーは、喫煙材２が加熱チェンバー３の内側で喫煙材成分を揮
発させるのに充分な温度に熱せられると、マウスピース４から揮発した成分を吸引するこ
とができる。
【００２５】
　以下により詳しく説明するように喫煙材２は、喫煙材２に隣接して位置する加熱材５か
らの熱移動によって加熱される。加熱材５自体は、電磁誘導加熱工程中に抵抗加熱される
。  
【００２６】
　より具体的には加熱材５は、加熱材５が変動磁場に置かれたとき、誘導された渦電流が
加熱材５を抵抗加熱する限定された電気抵抗の導電性材を含む。好適な加熱材５の一例は
、鉄であるが、これとは別に他の導電性金属または合金などの他の導電性材を使用するこ
とも可能である。加熱材５は、喫煙材２を燃焼させずに電磁誘導の効果によって加熱チェ
ンバー３内でニコチンおよび芳香族化合物などの喫煙材２の成分を揮発させるのに充分な
温度に加熱される。
【００２７】
　加熱材５は、加熱チェンバー３の内側またはこれに極めて近接して位置してもよい。上
述したように一例としては、加熱材５は喫煙材２に直接隣接してまたは喫煙材２に直接隣
接して位置する加熱部材６内に配置される。加熱材５の位置は、加熱チェンバー３の内側
で加熱された加熱材５と喫煙材２の間で効果的な熱移動が生じるような位置であり、これ
により喫煙材２はマウスピース４を介した吸引のために喫煙材２の成分を揮発させるのに
充分な温度に加熱される。  
【００２８】
　簡単に上記で触れたように加熱材５は、加熱チェンバー３内の喫煙材２に加熱材からの
熱エネルギーを移行させるように構成された加熱部材６内に含まれてもよい。加熱材５に
加えて加熱部材６は基材７を含んでもよく、この基材は熱保持性であり、比較的長い時間
に亘って加熱材５から受けた熱エネルギーを放出するように作用し、これによりその長い
時間の間喫煙材２を揮発温度に維持する。例としては以下に説明するように約３～１０分
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間である。基材７は、加熱材５とは異なり、それ自体は変動磁場に置かれたときに渦電流
の影響を受けにくい電気絶縁体であってもよい。
【００２９】
　基材７は加熱材５と熱接触し、加熱材５が電磁誘導によって加熱されると、加熱材５か
らの熱エネルギーが基材７に伝わり、基材７が加熱材５の温度にまで温まる。その後基材
７に蓄えられた熱は、長時間に亘って加熱チェンバー３内に放散し、その中の喫煙材２を
連続的に加熱し、喫煙材２の成分がマウスピース４を介した吸引のために連続的に揮発す
る。
【００３０】
　好適な基材７の一例としては、加熱材５より比熱容量の高い材料が挙げられる。一例と
して、比熱容量は約１０００～３５００Ｊ／ｋｇ．Ｋの範囲内であるが、他の値も好適な
場合がある。基材７はポリマーであるが、これとは別に他の基材７も使用することも可能
である。好適な基材７の例としてはＨＤＰＥまたはポリカーボネートが挙げられる。上記
で簡単に説明したように基材７は、加熱材５から受け取った熱エネルギーを蓄え、上記し
たような長い時間に亘って加熱材５からの熱エネルギーを徐々に放散するように構成され
、所望の揮発温度範囲内に喫煙材２を加熱し、その時間が経過するまで所望の揮発温度範
囲内に喫煙材２の温度を維持する。タバコなどの喫煙材の成分が揮発する温度範囲の例と
しては、約５０℃～１５０℃、約５０℃～１２０℃、約５０℃～１００℃、約５０℃～８
０℃または約６０℃～７０℃などの約５０℃～約２５０℃の範囲が挙げられる。他の範囲
であっても好適な場合がある。上述の長い時間は、従来の紙巻きタバコを喫煙するのに掛
かる時間とほぼ同じ長さであってもよい。一例としては約４分～８分の間であり、約７分
程度である。
【００３１】
　加熱材５と基材７（もし使用する場合）は、任意に各パフごとの前に加熱材５を再加熱
するためにパフの間に変動磁場に置いてもよい。
【００３２】
　加熱部材６は装置１の長手方向軸に沿って延びてもよい。また加熱チェンバー３は、装
置１の長手方向軸に沿って延びてもよく、かつ、加熱部材６に隣接して位置してもよい。
例えば図１に示した加熱部材６は、装置１の中央長手方向軸に沿って実質的に延び、加熱
チェンバー３はその長手方向面の周囲に位置する。加熱部材６が図１に示すように実質的
に円筒状である場合、加熱チェンバー３が周囲で延びている長手方向に延びた面は加熱部
材６の円周面である。この種の構成では加熱チェンバー３は、加熱部材６の周囲に同軸層
を含んでもよい。これにより加熱部材６の周囲に環状の空間が設けられ、その中に以下に
説明するように喫煙材２を加熱のために挿入することができる。
【００３３】
　別の構成として、加熱チェンバー３と加熱部材６の位置を逆にしてもよく、加熱チェン
バー３が装置１の中央長手方向軸に沿って位置し、加熱部材６がその周囲に同軸層として
環状に配置される。
【００３４】
　図１に例示するように加熱材５は加熱部材６中の基材７全体に配分された複数の個別の
加熱材５の片を含んでもよい。基材７に加熱材５が実質的に均等に配分されることによっ
て、加熱材５が加熱されると基材７を均一に加熱し、従って加熱チェンバー３内の喫煙材
２も均一に加熱される。しかしながら、当然のことながら複数の個別の加熱材５の片の使
用は、本発明の要件ではなく、これとは別の構成でも基材７および／または喫煙材２を均
一に加熱することは同じように可能である。
【００３５】
　さらに別の構成を図３に示し、ここでは加熱材５が上述したような加熱部材６内ではな
く、喫煙材２自体にある。図３から判るように加熱材５の複数の片は、実質的に均一に喫
煙材２全体に配分され、加熱材５が誘導された電流によって加熱されると、チェンバー３
に亘って喫煙材２を均一に加熱する。加熱材５のこれらの個々の片は、基材７に囲まれ、
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加熱チェンバー３はチェンバー３全体に配分されたそれぞれ加熱材５および基材７を含む
複数の加熱部材６を含んでもよい。例えば加熱部材６は、加熱材５の内方コアおよび基材
７からなる外方層内でほぼ球体であってもよい。
【００３６】
　加熱チェンバー３の深さまたは横方向の寸法は、約２ｍｍ～１０ｍｍの範囲内であり、
約５ｍｍであってもよい。これは上述したように加熱チェンバー内で同軸方向に延びた芯
として配される場合、基材７を含んでも、含まなくてもよい。加熱チェンバー３の長さは
従来の紙巻きタバコの喫煙材ロッドの長さにほぼ等しくてもよい。好適な長さの例として
は約５５ｍｍ～６０ｍｍが挙げられるが、これとは別に他の長さのものであっても使用可
能である。 
【００３７】
　ハウジング８は、加熱チェンバー３、マウスピース４、加熱材５および基材７などの装
置１の部材を収容してもよい。図１および２ではハウジング８は、その第１端部に位置す
るマウスピース４およびハウジングの対向した第２端部からハウジング８の内部領域を介
してハウジング８の長手方向軸に沿って延びた加熱部材６および加熱チェンバー３を有す
る長尺のものとして例示されている。ハウジング８は、例えば紙巻きタバコ、シガーまた
はシガリロと類似の寸法を有するパイプなどの実質的に管状の形状である。ハウジング８
は、吸引および通常の使用時に保持する際に装置１のユーザーにとって快適な好適なポリ
マー材などのプラスチックで形成してもよい。
【００３８】
　加熱材５に電流を誘導する変動磁場は、磁場発生器９によって発生させてもよく、その
例を図２および４に示す。磁場発生器９は、変動磁場を発生させるために電力を供する好
適な電池またはバッテリーなどの電源１０を含んでもよい。これとは別に磁場発生器９は
電源電力供給部、パーソナルコンピューターまたは他の外部電力源などの外部の電力供給
源から電力を受け取るように構成されてもよい。
【００３９】
　磁場発生器９は交流電流などの変動電流を流れるようにして変動ＲＦ場などの変動電磁
場を発生器９の近傍に生じさせる電気コイルを含んでもよい。磁場発生器９によって生じ
る変動磁束は、加熱材５が発生器９の近傍に位置したときに渦電流を加熱材５に誘導する
。上述したようにこれらの渦電流は順に加熱材５に抵抗加熱を生じさせ、従って加熱材５
の温度の温度を上昇させる。 
【００４０】
　磁場発生器９は、中に加熱部材６、加熱チェンバー３および喫煙材２が位置しているハ
ウジング８から離れていてもよい。この場合磁場発生器９は、ハウジング８とその中の装
置部材が磁界源９に対して安定した構造で保持されるように、加熱材５を加熱している間
加熱材ハウジング８と構造的に係合するように構成してもよい。例えば図２および４を参
照すると磁場発生器９はハウジング８を挿入することができる凹部１１を含んでもよい。
凹部１１の内部形状は、ハウジング８の端部領域の外部形状と実質的に合致し、これによ
りハウジング８の端部領域は磁場発生器９と合体し、その内側に物理的に固定される。
【００４１】
　ハウジング８の磁場発生器９内での合体作用によって発生器９に変動磁場の発生を誘発
させ、従って揮発した喫煙材成分を得るための加熱材５を加熱する工程となる。
【００４２】
　磁場発生器９は、発生器９の使用中、例えばハウジング８が発生器９と合体したとき加
熱材５から約５ｍｍ～１００ｍｍの距離内に位置してもよい。この範囲は、一例であり、
この範囲外の他の好適な距離であってもよい。
【００４３】
　上述したように加熱材５からの熱は加熱チェンバー３の喫煙材２内に放散し、喫煙材２
が揮発温度に到達したときに喫煙材２の成分を揮発させる。任意に装置１は、加熱チェン
バー３内の加熱材５、基材７および／または喫煙材２が所定の揮発温度に到達したときを
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検知するように構成されている例えばサーモカップルなどの温度センサー１２を含んでも
よい。温度センサー１２は、揮発温度に到達し、従って喫煙材２の揮発した成分が吸引で
きるようになったことをユーザーに警告するように構成されているアラーム、インジケー
ター・ライトまたはいくつかの他の好適な警告ユニットを含んでもよい、または連通して
もよい。  
【００４４】
　さらにまたはこれとは別に装置１は、加熱材５が変動磁場に晒された時間を測定し、揮
発温度が加熱チェンバー３内で到達したことに対応すると知られている所定の加熱時間が
経過したときをユーザーに警告するように構成されたタイマー１３を含んでもよい。タイ
マー１３は、ハウジング８が磁場発生器９に合体したという情報を検出する、または受け
取ったときに装置１によって自動的に始動させてもよい。
【００４５】
　加熱材５が所定の揮発温度に加熱されると、ハウジング８を磁場発生器９から取り除く
ことができ、加熱材５は最早実質的な抵抗加熱効果を受けなくなる。この段階で磁場発生
器９の電源を切ることができる。任意に磁場発生器９は、所定の揮発温度に到達するおよ
び／または所定の加熱時間が経過したとき、磁場の発生を自動的に停止するように構成し
てもよい。
【００４６】
　加熱された加熱材５から放出された熱によって揮発したまたはその後に揮発する喫煙材
２の成分は、磁場発生器９が加熱材５の近くになくてもマウスピース４から吸い込むこと
ができる。これにより装置１のユーザーは、ユーザーが紙巻きタバコなどの喫煙品から喫
煙材成分を吸引するのと同じような方法でマウスピース４から揮発した成分を吸入するこ
とが可能になる。磁場発生器９は、喫煙材２が加熱され続けているのでマウスピース４か
ら規則的に新しく揮発した喫煙材成分をユーザーが吸入している間、例えば上述の長い時
間ユーザーのポケットに入れてもよい。
【００４７】
　装置１の全ての構成において喫煙材２は、ハウジング８の好適な開口部を介して加熱チ
ェンバー３内に挿入できるまたはそこから取り外すことができる使い捨て喫煙材カートリ
ッジまたは他の喫煙材消耗品の形体で設けられてもよい。従って装置１のユーザーは、ハ
ウジング８、その装置の内部部材および磁場発生器９は再利用しつつ、異なるまたは改善
された吸引を体験できるように喫煙材２を交換するという選択肢を有する。例えばカート
リッジまたは他の消耗品は、図１に示したもののように長尺の加熱部材６上にスライド式
に出し入れ可能な喫煙材からなる中空の管を含んでもよく、または長尺の加熱部材６の中
空の中心内にスライド式に出し入れ可能な喫煙材２からなる実質的に中実で長尺の芯を含
んでもよい。カートリッジは、例えばプラスチックで形成されたスリーブを含んでもよく
、これは喫煙材２を含み、そこから喫煙材の揮発した成分がマウスピース４内に流れる。
【００４８】
　これとは別にハウジング８および喫煙材２などのその内部部材は、使用後ユーザーによ
って破棄されることを意図した使い捨ての形体であってもよい。
【００４９】
　図１および３に示すようにハウジング８および／または喫煙材カートリッジ２に断熱材
１４を設けて、喫煙材２およびハウジング８の内部部材からハウジング８の周囲の外気へ
の熱損失を減少させてもよい。断熱材１４は、例えば加熱チェンバー３とハウジング８の
外面との間に真空領域を設けて、これにより伝導および対流によって実質的に熱損失を妨
いで装置１を断熱するように構成されている真空断熱であってもよい。さらにまたはこれ
とは別にハウジング８および／または喫煙材カートリッジ２に喫煙材２とハウジング８の
外面との間に位置する赤外線反射層を設けて熱放射による損失を妨げるようにしてもよい
。反射層は断熱層１４上または内に任意に設けてもよい。
【００５０】
　さらにまたはこれとは別にハウジング８は加熱材５とハウジング８の外部の間に位置す
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【００５１】
　この断熱効果によりハウジング８の外面が確実に加熱材５によって実質的に加熱されな
くなり、従ってハウジング８の外面は揮発した成分をマウスピース４から吸引している間
ユーザーにとってハウジング８を心地良くつかめる温度に維持される。
【００５２】
　任意に加熱チェンバー３は、喫煙材の揮発した成分がマウスピース４を通って逃げない
ように密閉封止してもよい。入り口および出口バルブをマウスピース４から加熱チェンバ
ー３を封止し、ユーザーがマウスピース４で吸い込みを行った際に揮発した成分が加熱チ
ェンバー３を出るように構成してもよい。装置１は適当な時期にバルブの開閉を始めるパ
フセンサーを含んでもよい。これとは別にバルブは、ユーザーがマウスピース４で吸い込
みを行った際にユーザーによって生じる吸い込みによる力によって自動的に開くようにし
てもよい。機械的なヒンジをバルブに使用してもよい。   
【００５３】
　本発明の装置１は、加熱材５を好適な基材７中に分散させて、得られた物を加熱部材６
に成形して製造してもよい。装置１のハウジング８は、装置１の部材を挿入できる実質的
に中空の内部領域を設けるためにプラスチック成型技術によって形成してもよい。１つ以
上の断熱層１４をハウジング８の壁の内方または外方に設けて装置１の使用中の加熱材５
からの熱損失を少なくてしてもよい。上述したように加熱部材６を中央軸などのハウジン
グ８の長手方向軸に沿って固定し、喫煙材加熱チェンバー３をそれに隣接したままにして
もよい。インジケーター・ライトまたは他の好適な警告ユニットと共に温度センサー１２
とタイマー１３をハウジング８の適当な位置に固定してもよい。一例として図１に示すよ
うに加熱チェンバー３とマウスピース４の間である。マウスピース４がハウジング８の一
端に設けられ、流体通路を加熱チェンバー３とマウスピース４の間に設けて、喫煙材２の
揮発した成分を吸引のためにマウスピース４に流れるようにしてもよい。  
【００５４】
　種々の問題の対処と技術の発展のため、本開示全体は種々の実施形態を例示的に示して
おり、これらの実施形態では特許請求された発明が実践され、優れた装置および方法を提
供することができる。本開示の利点および特徴は実施形態の単なる代表的な具体例であり
、包括的でも排他的でもない。これらは特許請求された特徴の理解と教示の単なる補助に
提供されている。当然だが、本開示の利点、実施形態、具体例、機能、特徴、構造、およ
び／または他の側面は本開示を特許請求の範囲に規定されたとおりに限定するあるいは特
許請求の範囲の均等物に限定すると考えるべきではなく、本開示の範囲および／または思
想から乖離することなく他の実施形態を利用しても改変してもよいと考えるべきである。
種々の実施形態は、開示された構成要素、成分、特徴、部品、工程、手段他の組合せを適
切に備えても、これらで構成されても、基本的にこれらで構成されてもよい。また本開示
は、現在は特許請求されていないが将来特許請求される可能性がある他の発明を含む。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月20日(2017.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引用に喫煙材の成分を揮発させるように構成された装置であって、　
　喫煙材加熱チェンバーと、　
　喫煙材加熱チェンバーに隣接して位置する長尺の加熱部材を含み、　
　該長尺の加熱部材が加熱材と熱接触する熱保持基材を含み、該加熱材は、長尺の加熱部
材中の熱保持基材全体に均等に配分された複数の個別の加熱材の片を含み、
　加熱材は、熱エネルギーを加熱チェンバー内の喫煙材に移行させて前記成分を揮発させ
るように変動磁場の存在によって加熱されるように構成されており、及び前記熱保持基材
は加熱材から受けた熱エネルギーを保持し、その熱エネルギーを加熱チェンバー内の喫煙
材に移行させて前記成分を揮発させるように構成されている装置。　
【請求項２】
　前記熱保持基材は長時間に亘って前記喫煙材に熱エネルギーを移動させて、変動磁場に
よって加熱材を同時に加熱することなく、その長時間に亘って揮発温度に喫煙材の温度を
上昇させ、維持するように構成されていることを特徴とする請求項１記載の装置。　
【請求項３】
　前記加熱チェンバーは加熱部材の周囲で同軸に位置していることを特徴とする請求項１
又は２記載の装置。　
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【請求項４】
　前記加熱材は喫煙材を含む喫煙材加熱チェンバーの内側に位置していることを特徴とす
る請求項１又は２記載の装置。　
【請求項５】
　前記加熱材は導電性材を含むことを特徴とする請求項１乃至４いずれか１項記載の装置
。　
【請求項６】
　前記加熱材は加熱材中の変動磁場によって誘導される渦電流の影響を受けやすく、渦電
流によって加熱材が抵抗加熱されることを特徴とする請求項１乃至５いずれか１項記載の
装置。　
【請求項７】
　加熱チェンバーおよび加熱材が収まっているハウジングと、加熱材を加熱している間ハ
ウジングを収容するように配された変動磁場発生器とを含むことを特徴とする請求項１乃
至６いずれか１項記載の装置。　
【請求項８】
　前記磁場発生器は取り外し自在にハウジングと合体し、これにより加熱中ハウジングを
発生器に対して安定した位置に維持することを特徴とする請求項７記載の装置。　
【請求項９】
　加熱チェンバーと流体連通するマウスピースを含み、これにより喫煙材の揮発した成分
がユーザーによってマウスピースを介して引き込まれることを特徴とする請求項１乃至８
いずれか１項記載の装置。　
【請求項１０】
　前記加熱材は喫煙材を約５０℃～２５０℃の揮発温度に加熱して上記成分を揮発させる
ように構成されていることを特徴とする請求項１乃至９いずれか１項記載の装置。　
【請求項１１】
　喫煙材の成分を揮発させるための喫煙材を加熱する方法であって、　
　変動磁場を発生させること、　
　この変動磁場を使用して加熱材中に電流を誘導し、これにより加熱材を加熱すること、
　加熱材が、長尺の加熱部材中の熱保持基材全体に均等に配分された複数の個別の加熱材
の片を含み、
　加熱材からの熱エネルギーを加熱材と熱接触する熱保持基材に伝えること、該熱保持基
材は加熱材から受けた熱エネルギーを保持するように構成されていること及び熱保持基材
からの熱エネルギーを喫煙材に移行させて喫煙材を揮発温度に加熱し、これにより喫煙材
の成分を揮発させることを含む方法。　
【請求項１２】
　加熱材と喫煙材を含むハウジングを、変動磁場を発生させるように構成された装置に挿
入すること及び　
　装置内で変動磁場を発生させ、これにより加熱材中に電流を誘導させることによって加
熱材を加熱することを含む請求項１１記載の方法。
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