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(57)【要約】
　増加量のエアロゾル前駆体組成物の随時送達のための
喫煙品、カートリッジおよび方法が開示される。いくつ
かの態様では、カートリッジ（３００）は、ハウジング
と、ハウジング内に配置され、それぞれがエアロゾル前
駆体組成物をその中に有する２つ以上のチャンバ（３１
８Ａ－Ｃ）を画定するリザーバ（３１６）とを含む。リ
ザーバは、エアロゾル前駆体組成物のうちのいずれかか
らエアロゾルを形成するように構成されたエアロゾル形
成構成（３０８）と流体連通し、２つ以上のチャンバの
それぞれのエアロゾル前駆体組成物は、実質的に等しい
通常量でエアロゾル形成構成に導かれる。カートリッジ
は、チャンバのうちのいずれか１つを選択的かつ動作可
能に係合させ、それに係合しているチャンバからエアロ
ゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を導く
ように構成されたアクチュエータ（３２８）をさらに含
み、増加量は、エアロゾル前駆体組成物の通常量よりも
多い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙品であって、
　制御本体と、
　制御本体に係合したカートリッジと、を含み、カートリッジが、
　近位端と、制御本体に係合可能な反対側の遠位端とを有するハウジングと、
　ハウジング内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハ
ウジングの遠位端に向かって配置された第２の端部まで長手方向に延びるリザーバであっ
て、リザーバは、各々がその中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有する２つ以上の
チャンバを画定し、エアロゾル前駆体組成物のうちのいずれかからエアロゾルを形成する
ように構成されたエアロゾル形成構成と流体連通し、２つ以上のチャンバのそれぞれのエ
アロゾル前駆体組成物は、実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導かれる、リザ
ーバと、
　ハウジングに係合し、リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれ
か１つに選択的かつ動作可能に係合するように構成されたアクチュエータであって、アク
チュエータが、その作動時に、それに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に増
加量のエアロゾル前駆体組成物を導くように構成され、増加量が、エアロゾル前駆体組成
物の通常量よりも多い、アクチュエータと、
　を含む、喫煙品。
【請求項２】
　カートリッジが、アクチュエータと動作可能に係合したチャンバから導かれた増加量の
エアロゾル前駆体組成物がリザーバの２つ以上のチャンバのうちの他のチャンバに逆流す
るのを選択的に防止するように構成された逆流防止装置をさらに含む、請求項１に記載の
喫煙品。
【請求項３】
　逆流防止機構が、２つ以上の整列したディスクを含み、ディスクの一方が、それらを通
る共通軸を中心にして他方に対して独立して回転可能であり、ディスクが、共通軸に沿っ
て互いに対して直列に配置される、請求項２に記載の喫煙品。
【請求項４】
　２つ以上のディスクの第１のディスクおよび第２のディスクが、それぞれ複数の供給ポ
ートを画定し、各供給ポートが２つ以上のチャンバに対応し、第１のディスクの供給ポー
トが第２のディスクの供給ポートと一致するようにディスクのうちの１つを回転させるこ
とにより、リザーバから供給ポートを通して、２つ以上のチャンバの実質的に等しい通常
量のそれぞれのエアロゾル前駆体組成物を供給し、エアロゾル形成構成に導くことが可能
になる、請求項３に記載の喫煙品。
【請求項５】
　第１および第２のディスクの供給ポートが、共通軸から始まる半径に沿って等距離に配
置され、供給ポートが、それぞれの第１および第２のディスクの周りに実質的に等しく角
度を付けて離間される、請求項４に記載の喫煙品。
【請求項６】
　増強ポートが、チャンバのうちの１つと関連する第２のディスクの供給ポートの一方と
一致するように第１のディスクが回転すると、第１のディスクが第２のディスクの他方の
供給ポートを塞ぎ、チャンバの一方からチャンバの他方への増加量のエアロゾル前駆体組
成物の逆流を防止するように、第１のディスクが、半径に沿って供給ポートに対して等距
離に配置されかつ各供給ポートから角度を付けて離間された増強ポートを画定する、請求
項５に記載の喫煙品。
【請求項７】
　第１および第２のディスクが、それぞれ３つの供給ポートを画定し、３つの供給ポート
が互いから約１２０度の角度を付けて離間され、第１のディスクが、増強ポートが供給ポ
ートのうちの２つのそれぞれから約６０度に配置されるように、供給ポートのうちの２つ
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の間に増強ポートを画定する、請求項６に記載の喫煙品。
【請求項８】
　アクチュエータが、２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通している可撓性バルブ
を含み、バルブと流体連通しているチャンバが、その容積を減少させることによってバル
ブの作動に応答して、チャンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構
成に供給するように構成される、請求項１に記載の喫煙品。
【請求項９】
　アクチュエータがポンプ装置と連通し、ポンプ装置が２つ以上のチャンバのうちの１つ
と流体連通し、ポンプ装置と流体連通しているチャンバが、アクチュエータによるポンプ
装置の作動に応答して、チャンバまたはその中のエアロゾル前駆体組成物を加圧し、チャ
ンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成さ
れる、請求項１に記載の喫煙品。
【請求項１０】
　アクチュエータがピストン部材と連通し、ピストン部材が２つ以上のチャンバのうちの
１つと流体連通し、ピストン部材と流体連通しているチャンバが、アクチュエータによる
ピストン部材の作動に応答して、チャンバの容積を減少させ、チャンバ内の増加量のエア
ロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成される、請求項１に記載
の喫煙品。
【請求項１１】
　制御本体が制御構成要素、流量センサおよび電池を含み、エアロゾル形成構成が、電池
と電気的に連絡しかつそれに応答して熱を生成するように構成された抵抗加熱要素を含み
、エアロゾル前駆体組成物が、加熱要素によって生成された熱と相互作用するとエアロゾ
ルを生成するエアロゾル形成構成に導かれる、請求項１に記載の喫煙品。
【請求項１２】
　加熱要素によって生成された熱と相互作用するようにエアロゾル前駆体組成物を導くよ
うに構成された輸送要素と、１つ以上のチャンバと輸送要素との間に動作可能に係合した
収着要素とを含み、収着要素が、エアロゾル前駆体組成物を収着して受容し、輸送要素に
エアロゾル前駆体組成物を供給するように構成される、請求項１１に記載の喫煙品。
【請求項１３】
　カートリッジが、マウスピース要素を形成する近位端を有する流管を画定し、流管が、
２つ以上のチャンバの間で、エアロゾル形成構成と流体連通している遠位端まで延びて、
マウスピース要素に加えられた吸引に応答して、そこからエアロゾルをマウスピース要素
を通して導く、請求項１に記載の喫煙品。
【請求項１４】
　２つ以上のチャンバのそれぞれが、異なる香味、異なる割合の有効成分または異なる組
成のエアロゾル前駆体組成物を含む、請求項１に記載の喫煙品。
【請求項１５】
　喫煙品用のカートリッジであって、カートリッジが、
　近位端と、喫煙品の制御本体に係合可能な反対側の遠位端とを有するハウジングと、
　ハウジング内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハ
ウジングの遠位端に向かって配置された第２の端部まで長手方向に延びるリザーバであっ
て、リザーバは、各々がその中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有する２つ以上の
チャンバを画定し、エアロゾル前駆体組成物のうちのいずれかからエアロゾルを形成する
ように構成されたエアロゾル形成構成と流体連通し、２つ以上のチャンバのそれぞれのエ
アロゾル前駆体組成物は、実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導かれる、リザ
ーバと、
　ハウジングに係合し、リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれ
か１つに選択的かつ動作可能に係合するように構成されたアクチュエータであって、アク
チュエータが、その作動時に、それに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に増
加量のエアロゾル前駆体組成物を導くように構成され、増加量が、エアロゾル前駆体組成
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物の通常量よりも多い、アクチュエータと、
　を含む、カートリッジ。
【請求項１６】
　アクチュエータと動作可能に係合したチャンバから導かれた増加量のエアロゾル前駆体
組成物が、リザーバの２つ以上のチャンバのうちの他のチャンバに逆流するのを選択的に
防止するように構成された逆流防止装置を含む、請求項１５に記載のカートリッジ。
【請求項１７】
　逆流防止機構が、２つ以上の整列したディスクを含み、ディスクの一方が、それらを通
る共通軸を中心にして他方に対して独立して回転可能であり、ディスクが、共通軸に沿っ
て互いに対して直列に配置される、請求項１６に記載のカートリッジ。
【請求項１８】
　２つ以上のディスクの第１のディスクおよび第２のディスクが、それぞれ複数の供給ポ
ートを画定し、各供給ポートが２つ以上のチャンバに対応し、第１のディスクの供給ポー
トが第２のディスクの供給ポートと一致するようにディスクのうちの１つを回転させるこ
とにより、リザーバから供給ポートを通して、２つ以上のチャンバの実質的に等しい通常
量のそれぞれのエアロゾル前駆体組成物を供給し、エアロゾル形成構成に導くことが可能
になる、請求項１７に記載のカートリッジ。
【請求項１９】
　第１および第２のディスクの供給ポートが、共通軸から始まる半径に沿って等距離に配
置され、供給ポートが、それぞれの第１および第２のディスクの周りに実質的に等しく角
度を付けて離間される、請求項１８に記載のカートリッジ。
【請求項２０】
　増強ポートが、チャンバのうちの１つと関連する第２のディスクの供給ポートの一方と
一致するように第１のディスクが回転すると、第１のディスクが、第２のディスクの他方
の供給ポートを塞ぎ、チャンバの一方からチャンバの他方への増加量のエアロゾル前駆体
組成物の逆流を防止するように、第１のディスクが、半径に沿って供給ポートに対して等
距離に配置されかつ各供給ポートから角度を付けて離間された、増強ポートを画定する、
請求項１９に記載のカートリッジ。
【請求項２１】
　第１および第２のディスクがそれぞれ３つの供給ポートを画定し、３つの供給ポートが
互いから約１２０度の角度を付けて離間され、第１のディスクが、増強ポートが供給ポー
トのうちの２つのそれぞれから約６０度に配置されるように、供給ポートのうちの２つの
間に増強ポートを画定する、請求項２０に記載のカートリッジ。
【請求項２２】
　アクチュエータが、２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通している可撓性バルブ
を含み、バルブと流体連通しているチャンバが、その容積を減少させることによってバル
ブの作動に応答して、チャンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構
成に供給するように構成される、請求項１５に記載のカートリッジ。
【請求項２３】
　アクチュエータがポンプ装置と連通し、ポンプ装置が２つ以上のチャンバのうちの１つ
と流体連通し、ポンプ装置と流体連通しているチャンバが、アクチュエータによるポンプ
装置の作動に応答して、チャンバまたはその中のエアロゾル前駆体組成物を加圧し、チャ
ンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成さ
れる、請求項１５に記載のカートリッジ。
【請求項２４】
　アクチュエータがピストン部材と連通し、ピストン部材が２つ以上のチャンバのうちの
１つと流体連通し、ピストン部材と流体連通しているチャンバが、アクチュエータによる
ピストン部材の作動に応答して、チャンバの容積を減少させ、チャンバ内の増加量のエア
ロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成される、請求項１５に記
載のカートリッジ。
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【請求項２５】
　エアロゾル形成構成が、電池と電気的に連絡しかつそれに応答して熱を生成するように
構成された抵抗加熱要素を含み、エアロゾル前駆体組成物が、加熱要素によって生成され
た熱と相互作用するとエアロゾルを生成するエアロゾル形成構成に導かれる、請求項１５
に記載のカートリッジ。
【請求項２６】
　エアロゾル形成構成が、加熱要素によって生成された熱と相互作用するようにエアロゾ
ル前駆体組成物を導くように構成された輸送要素と、１つ以上のチャンバと輸送要素との
間に動作可能に係合した収着要素とを含み、収着要素が、エアロゾル前駆体組成物を収着
して受容し、輸送要素にエアロゾル前駆体組成物を供給するように構成される、請求項２
５に記載のカートリッジ。
【請求項２７】
　ハウジングが、マウスピース要素を形成する近位端を有する流管を画定し、流管が、２
つ以上のチャンバの間で、エアロゾル形成構成と流体連通している遠位端まで延びて、マ
ウスピース要素に加えられた吸引に応答して、そこからエアロゾルをマウスピース要素を
通して導く、請求項１５に記載のカートリッジ。
【請求項２８】
　２つ以上のチャンバのそれぞれが、異なる香味、異なる割合の有効成分または異なる組
成のエアロゾル前駆体組成物を含む、請求項１５に記載のカートリッジ。
【請求項２９】
　喫煙品の製造方法であって、製造方法が、
　エアロゾル前駆体組成物からエアロゾルを形成するように構成されたエアロゾル形成構
成と流体連通するようにリザーバを係合させることであって、リザーバは、カートリッジ
のハウジング内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハ
ウジングの遠位端に向かって配置された第２の端部までそれぞれ長手方向に延びる２つ以
上のチャンバを画定し、２つ以上のチャンバのそれぞれは、その中に配置されたエアロゾ
ル前駆体組成物を有し、２つ以上のチャンバのそれぞれのエアロゾル前駆体組成物を実質
的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導くように構成される、リザーバを係合させる
ことと、
　リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれか１つにアクチュエー
タが選択的かつ動作可能に係合するように、アクチュエータをハウジングに係合させるこ
とであって、アクチュエータが、それに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に
増加量のエアロゾル前駆体組成物を導くように作動可能に構成され、増加量が、エアロゾ
ル前駆体組成物の通常量よりも多い、アクチュエータをハウジングに係合させることと、
　を含む、製造方法。
【請求項３０】
　カートリッジのハウジングの近位端または遠位端を制御本体に係合させることを含む、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　リザーバとエアロゾル形成構成との間でハウジング内に逆流防止装置を係合させること
を含み、逆流防止装置が、アクチュエータと動作可能に係合したチャンバから導かれた増
加量のエアロゾル前駆体組成物がリザーバの２つ以上のチャンバのうちの他のチャンバに
逆流するのを選択的に防止するように構成される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　逆流防止装置を係合させることが、リザーバとエアロゾル形成構成との間で、それらを
通る共通軸に沿って整列しかつ互いに対して直列に配置された２つ以上のディスクを係合
させることを含み、ディスクの一方が他方に対して独立して回転可能である、請求項３１
に記載の方法。
【請求項３３】
　２つ以上のディスクを係合させることが、第１および第２のディスクの一方が第１およ
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び第２のディスクの他方に対して回転可能であるように、それらの共通軸に沿って互いに
対して第１および第２のディスクを直列に整列させることを含み、第１および第２のディ
スクのそれぞれが複数の供給ポートを画定し、各供給ポートが２つ以上のチャンバのうち
の１つに対応し、第１のディスクの供給ポートが第２のディスクの供給ポートと一致する
ようにディスクのうちの１つを回転させることにより、リザーバから供給ポートを通して
、２つ以上のチャンバの実質的に等しい通常量のそれぞれのエアロゾル前駆体組成物を供
給し、エアロゾル形成構成に導くことが可能になる、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　供給ポートが共通軸から始まる半径に沿って等距離に配置され、供給ポートがそれぞれ
の第１および第２のディスクの周りに実質的に等しく角度を付けて離間されるように、第
１および第２のディスクのそれぞれに供給ポートを形成することを含む、請求項３３に記
載の方法。
【請求項３５】
　第１のディスクに増強ポートを形成することを含み、増強ポートが、チャンバのうちの
１つと関連する第２のディスクの供給ポートの一方と一致するように第１のディスクが回
転すると、第１のディスクが第２のディスクの他方の供給ポートを塞ぎ、チャンバの一方
からチャンバの他方への増加量のエアロゾル前駆体組成物の逆流を防止するように、増強
ポートが、半径に沿って供給ポートに対して等距離に配置され、各供給ポートから角度を
付けて離間される、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　３つの供給ポートが互いから約１２０度の角度を付けて離間されるように３つの供給ポ
ートを第１および第２のディスクのそれぞれに形成することと、増強ポートが供給ポート
のうちの２つのそれぞれから約６０度に配置されるように、供給ポートのうちの２つの間
で第１のディスクに増強ポートを形成することとを含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　アクチュエータを係合させることが、可撓性バルブをハウジングに係合させ、２つ以上
のチャンバのうちの１つと流体連通させることを含み、それにより、バルブの作動が２つ
以上のチャンバのうちの１つの容積を減少させて、チャンバからエアロゾル形成構成に増
加量のエアロゾル前駆体組成物を供給する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３８】
　アクチュエータを係合させることが、２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通して
いるポンプ装置と連通するようにアクチュエータを係合させることを含み、それにより、
アクチュエータによるポンプ装置の作動が、２つ以上のチャンバのうちの１つまたはその
中のエアロゾル前駆体組成物を加圧して、チャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエ
アロゾル前駆体組成物を供給する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３９】
　アクチュエータを係合させることが、２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通して
いるピストン部材と連通するようにアクチュエータを係合させることを含み、それにより
、アクチュエータによるピストン部材の作動が、２つ以上のチャンバのうちの１つの容積
を減少させて、チャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を供
給する、請求項２９に記載の方法。
【請求項４０】
　カートリッジのハウジングを制御本体に係合させることが、制御構成要素、流量センサ
および電池を含む制御本体を係合させることを含み、エアロゾル形成構成が抵抗加熱要素
を含み、それにより、抵抗加熱要素が電池と電気的に連絡して、それに応答して熱を生成
し、エアロゾル形成構成が、それに導かれたエアロゾル前駆体組成物と加熱要素によって
生成された熱とが相互作用するとエアロゾルを生成する、請求項３０に記載の方法。
【請求項４１】
　ハウジング内に配置された輸送要素と１つ以上のチャンバとの間に収着要素を動作可能
に係合させることを含み、輸送要素が、加熱要素によって生成された熱と相互作用するよ
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うにエアロゾル前駆体組成物を導くように構成され、収着要素が、エアロゾル前駆体組成
物を収着して受容し、輸送要素にエアロゾル前駆体組成物を供給するように構成される、
請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　マウスピース要素を形成する近位端を有する流管を、その遠位端がエアロゾル形成構成
と流体連通するように、ハウジングの２つ以上のチャンバ間に係合させることを含み、流
管が、マウスピース要素に加えられた吸引に応答して、エアロゾル形成構成からマウスピ
ース要素を通してエアロゾルを導くように構成される、請求項２９に記載の方法。
【請求項４３】
　２つ以上のチャンバのそれぞれに、異なる香味、異なる割合の有効成分または異なる組
成のエアロゾル前駆体組成物を導入することを含む、請求項２９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、喫煙品に関し、さらに詳細には、増加量のエアロゾル前駆体組成物の随時送
達のための喫煙品、カートリッジおよび関連方法に関し、増加量のエアロゾル前駆体組成
物の随時送達は、ユーザ作動型アクチュエータによって実現される。
【背景技術】
【０００２】
　タバコを著しく燃焼することなく紙巻タバコ、葉巻またはパイプの喫煙感覚を提供しよ
うと試みる多数の喫煙製品が開発されてきた。これらの製品の多くは、製品の個々の吸引
ごとにエアロゾル形成構成に通常量のエアロゾル前駆体組成物を送達するために、香味発
生剤、蒸気発生剤、様々なニコチン含有量などを含むエアロゾル前駆体組成物を有する。
例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｒｏｂｉｎｓｏｎらの米国特許第７，７２
６，３２０号明細書、Ｇｒｉｆｆｉｔｈ，Ｊｒ．らの米国特許出願公開第２０１３／０２
５５７０２号明細書、Ｓｅｂａｓｔｉａｎらの米国特許出願公開第２０１４／００００６
３８号明細書、Ｃｏｌｌｅｔｔらの米国特許第８，８８１，７３７号明細書およびＳｅａ
ｒｓらの米国特許出願公開第２０１４／００９６７８１号明細書に記載の背景技術に記載
されている喫煙品、エアロゾル送達装置および／または発熱源を含む様々な代替喫煙製品
を参照されたい。
【０００３】
　しかし、そのような喫煙製品は、そのような製品の消費者が、エアロゾル形成構成に送
達される増加量の単数または複数のエアロゾル前駆体組成物（すなわち、香味充填）を選
択的に制御することを必ずしも可能にしない。さらに詳細には、そのような喫煙製品では
、消費者がエアロゾル形成構成への増加量のエアロゾル前駆体組成物の送達を選択的に制
御することができることは必ずしも明らかではなく、増加量は、例えば個々の吸引に基づ
いてエアロゾル形成構成に送達されるエアロゾル前駆体組成物の通常量よりも多い。消費
者が増加量のエアロゾル前駆体組成物を選択的に制御できるような喫煙品は、それにより
形成されるエアロゾルがエアロゾル形成構成に送達される増加量のエアロゾル前駆体組成
物と直接関連した増加した特性を有するため、さらに望ましいものであり得る。そのよう
な増加した特性には、例えば、有効成分（すなわち、ニコチン）含有量の増加、香味の増
加、蒸気／エアロゾル生成の増加などが挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【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】米国特許第８，８８１，７３７号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２０１４／００９６７８１号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、生成される蒸気／エアロゾルの選択的に高められた特性を消費者に提供す
るために、増加量のエアロゾル前駆体組成物の随時送達のための喫煙品、カートリッジお
よび関連方法を提供することが望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記および他の必要性は、一態様では、制御本体と、制御本体に係合したカートリッジ
とを含む喫煙品を提供する本開示の態様によって満たされる。カートリッジは、近位端と
、制御本体に係合可能な反対側の遠位端とを有するハウジングを含む。リザーバは、ハウ
ジング内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハウジン
グの遠位端に向かって配置された第２の端部まで長手方向に延びる。リザーバは、各々が
その中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有する２つ以上のチャンバを画定し、エア
ロゾル前駆体組成物のうちのいずれかからエアロゾルを形成するように構成されたエアロ
ゾル形成構成と流体連通する。２つ以上のチャンバのそれぞれのエアロゾル前駆体組成物
は、実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導かれる。アクチュエータは、ハウジ
ングに係合し、リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれか１つに
選択的かつ動作可能に係合するように構成される。アクチュエータは、その作動時に、そ
れに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を
導くように構成され、増加量は、エアロゾル前駆体組成物の通常量よりも多い。
【０００７】
　本開示の別の態様は、喫煙品用のカートリッジを提供し、カートリッジは、近位端と、
喫煙品の制御本体に係合可能な反対側の遠位端とを有するハウジングを含む。リザーバは
、ハウジング内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハ
ウジングの遠位端に向かって配置された第２の端部まで長手方向に延びる。リザーバは、
各々がその中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有する２つ以上のチャンバを画定し
、エアロゾル前駆体組成物のうちのいずれかからエアロゾルを形成するように構成された
エアロゾル形成構成と流体連通する。２つ以上のチャンバのそれぞれのエアロゾル前駆体
組成物は、実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導かれる。アクチュエータは、
ハウジングに係合し、リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれか
１つに選択的かつ動作可能に係合するように構成される。アクチュエータは、その作動時
に、それに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組
成物を導くように構成され、増加量は、エアロゾル前駆体組成物の通常量よりも多い。
【０００８】
　本開示のなお別の態様は、喫煙品の製造方法を提供し、そのような方法は、
　エアロゾル前駆体組成物からエアロゾルを形成するように構成されたエアロゾル形成構
成と流体連通するようにリザーバを係合させることを含む。リザーバは、カートリッジの
ハウジング内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハウ
ジングの遠位端に向かって配置された第２の端部までそれぞれ長手方向に延びる２つ以上
のチャンバを画定する。２つ以上のチャンバのそれぞれは、その中に配置されたエアロゾ
ル前駆体組成物を有し、２つ以上のチャンバのそれぞれのエアロゾル前駆体組成物を実質
的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導くように構成される。リザーバによって画定
された２つ以上のチャンバのうちのいずれか１つにアクチュエータが選択的かつ動作可能
に係合するように、アクチュエータがハウジングに係合する。アクチュエータは、それに
係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を導く
ように選択的に作動可能に構成され、増加量は、エアロゾル前駆体組成物の通常量よりも
多い。
【０００９】
　したがって、本開示は、限定することなく、以下の実施形態を含む。
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【００１０】
　実施形態１：喫煙品であって、制御本体と、制御本体に係合したカートリッジとを含み
、カートリッジが、
　近位端と、制御本体に係合可能な反対側の遠位端とを有するハウジングと、ハウジング
内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハウジングの遠
位端に向かって配置された第２の端部まで長手方向に延びるリザーバであって、リザーバ
は、各々がその中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有する２つ以上のチャンバを画
定し、エアロゾル前駆体組成物のうちのいずれかからエアロゾルを形成するように構成さ
れたエアロゾル形成構成と流体連通し、２つ以上のチャンバのそれぞれのエアロゾル前駆
体組成物は、実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導かれる、リザーバと、
　ハウジングに係合し、リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれ
か１つに選択的かつ動作可能に係合するように構成されたアクチュエータであって、アク
チュエータが、その作動時に、それに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に増
加量のエアロゾル前駆体組成物を導くように構成され、増加量が、エアロゾル前駆体組成
物の通常量よりも多い、アクチュエータと、
　を含む、喫煙品。
【００１１】
　実施形態２：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、カートリッジが、アクチュエー
タと動作可能に係合したチャンバから導かれた増加量のエアロゾル前駆体組成物がリザー
バの２つ以上のチャンバのうちの他のチャンバに逆流するのを選択的に防止するように構
成された逆流防止装置をさらに含む、喫煙品。
【００１２】
　実施形態３：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、逆流防止機構が、２つ以上の整
列したディスクを含み、ディスクの一方が、それらを通る共通軸を中心にして他方に対し
て独立して回転可能であり、ディスクが、共通軸に沿って互いに対して直列に配置される
、喫煙品。
【００１３】
　実施形態４：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、２つ以上のディスクの第１のデ
ィスクおよび第２のディスクが、それぞれ複数の供給ポートを画定し、各供給ポートが２
つ以上のチャンバに対応し、第１のディスクの供給ポートが第２のディスクの供給ポート
と一致するようにディスクのうちの１つを回転させることにより、リザーバから供給ポー
トを通して、２つ以上のチャンバの実質的に等しい通常量のそれぞれのエアロゾル前駆体
組成物を供給され得、エアロゾル形成構成に導くことが可能になる喫煙品。
【００１４】
　実施形態５：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、第１および第２のディスクの供
給ポートが、共通軸から始まる半径に沿って等距離に配置され、供給ポートが、それぞれ
の第１および第２のディスクの周りに実質的に等しく角度を付けて離間される、喫煙品。
【００１５】
　実施形態６：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、増強ポートが、チャンバのうち
の１つと関連する第２のディスクの供給ポートの一方と一致するように第１のディスクが
回転すると、第１のディスクが第２のディスクの他方の供給ポートを塞ぎ、チャンバの一
方からチャンバの他方への増加量のエアロゾル前駆体組成物の逆流を防止するように、第
１のディスクが、半径に沿って供給ポートに対して等距離に配置されかつ各供給ポートか
ら角度を付けて離間された増強ポートを画定する、喫煙品。
【００１６】
　実施形態７：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、第１および第２のディスクがそ
れぞれ３つの供給ポートを画定し、３つの供給ポートが互いから約１２０度の角度を付け
て離間され、第１のディスクが、増強ポートが供給ポートのうちの２つのそれぞれから約
６０度に配置されるように、供給ポートのうちの２つの間に増強ポートを画定する、喫煙
品。
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【００１７】
　実施形態８：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、アクチュエータが、２つ以上の
チャンバのうちの１つと流体連通している可撓性バルブを含み、バルブと流体連通してい
るチャンバが、その容積を減少させることによってバルブの作動に応答して、チャンバ内
の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成される、
喫煙品。
【００１８】
　実施形態９：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、アクチュエータがポンプ装置と
連通し、ポンプ装置が２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通し、ポンプ装置と流体
連通しているチャンバが、アクチュエータによるポンプ装置の作動に応答して、チャンバ
またはその中のエアロゾル前駆体組成物を加圧し、チャンバ内の増加量のエアロゾル前駆
体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成される、喫煙品。
【００１９】
　実施形態１０：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、アクチュエータがピストン部
材と連通し、ピストン部材が２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通し、ピストン部
材と流体連通しているチャンバが、アクチュエータによるピストン部材の作動に応答して
、チャンバの容積を減少させ、チャンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエアロゾ
ル形成構成に供給するように構成される、喫煙品。
【００２０】
　実施形態１１：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、制御本体が制御構成要素、流
量センサおよび電池を含み、エアロゾル形成構成が、電池と電気的に連絡しかつそれに応
答して熱を生成するように構成された抵抗加熱要素を含み、エアロゾル前駆体組成物が、
加熱要素によって生成された熱と相互作用するとエアロゾルを生成するエアロゾル形成構
成に導かれる、喫煙品。
【００２１】
　実施形態１２：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、加熱要素によって生成された
熱と相互作用するようにエアロゾル前駆体組成物を導くように構成された輸送要素と、１
つ以上のチャンバと輸送要素との間に動作可能に係合した収着要素とを含み、収着要素が
、エアロゾル前駆体組成物を収着して受容し、輸送要素にエアロゾル前駆体組成物を供給
するように構成される、喫煙品。
【００２２】
　実施形態１３：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、カートリッジが、マウスピー
ス要素を形成する近位端を有する流管を画定し、流管が、２つ以上のチャンバの間で、エ
アロゾル形成構成と流体連通している遠位端まで延びて、マウスピース要素に加えられた
吸引に応答して、そこからエアロゾルをマウスピース要素を通して導く、喫煙品。
【００２３】
　実施形態１４：任意の前述の実施形態の喫煙品であって、２つ以上のチャンバのそれぞ
れが、異なる香味、異なる割合の有効成分または異なる組成のエアロゾル前駆体組成物を
含む、喫煙品。
【００２４】
　実施形態１５：喫煙品用のカートリッジであって、
　近位端と、喫煙品の制御本体に係合可能な反対側の遠位端とを有するハウジングと、
　ハウジング内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハ
ウジングの遠位端に向かって配置された第２の端部まで長手方向に延びるリザーバであっ
て、リザーバは、各々がその中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有する２つ以上の
チャンバを画定し、エアロゾル前駆体組成物のうちのいずれかからエアロゾルを形成する
ように構成されたエアロゾル形成構成と流体連通し、２つ以上のチャンバのそれぞれのエ
アロゾル前駆体組成物は、実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導かれる、リザ
ーバと、
　ハウジングに係合し、リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれ
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か１つに選択的かつ動作可能に係合するように構成されたアクチュエータであって、アク
チュエータが、その作動時に、それに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に増
加量のエアロゾル前駆体組成物を導くように構成され、増加量が、エアロゾル前駆体組成
物の通常量よりも多い、アクチュエータと、
　を含む、カートリッジ。
【００２５】
　実施形態１６：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、アクチュエータと動作
可能に係合したチャンバから導かれた増加量のエアロゾル前駆体組成物がリザーバの２つ
以上のチャンバのうちの他のチャンバに逆流するのを選択的に防止するように構成された
逆流防止装置を含む、カートリッジ。
【００２６】
　実施形態１７：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、逆流防止機構が、２つ
以上の整列したディスクを含み、ディスクの一方が、それらを通る共通軸を中心にして他
方に対して独立して回転可能であり、ディスクが、共通軸に沿って互いに対して直列に配
置される、カートリッジ。
【００２７】
　実施形態１８：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、２つ以上のディスクの
第１のディスクおよび第２のディスクが、それぞれ複数の供給ポートを画定し、各供給ポ
ートが２つ以上のチャンバに対応し、第１のディスクの供給ポートが第２のディスクの供
給ポートと一致するようにディスクのうちの１つを回転させることにより、リザーバから
供給ポートを通して、２つ以上のチャンバの実質的に等しい通常量のそれぞれのエアロゾ
ル前駆体組成物を供給し、エアロゾル形成構成に導くことが可能になる、カートリッジ。
【００２８】
　実施形態１９：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、第１および第２のディ
スクの供給ポートが、共通軸から始まる半径に沿って等距離に配置され、供給ポートが、
それぞれの第１および第２のディスクの周りに実質的に等しく角度を付けて離間される、
カートリッジ。
【００２９】
　実施形態２０：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、増強ポートが、チャン
バのうちの１つと関連する第２のディスクの供給ポートの一方と一致するように第１のデ
ィスクが回転すると、第１のディスクが第２のディスクの他方の供給ポートを塞ぎ、チャ
ンバの一方からチャンバの他方への増加量のエアロゾル前駆体組成物の逆流を防止するよ
うに、第１のディスクが、半径に沿って供給ポートに対して等距離に配置されかつ各供給
ポートから角度を付けて離間された増強ポートを画定する、カートリッジ。
【００３０】
　実施形態２１：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、第１および第２のディ
スクがそれぞれ３つの供給ポートを画定し、３つの供給ポートが互いから約１２０度の角
度を付けて離間され、第１のディスクが、増強ポートが供給ポートのうちの２つのそれぞ
れから約６０度に配置されるように、供給ポートのうちの２つの間に増強ポートを画定す
る、カートリッジ。
【００３１】
　実施形態２２：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、アクチュエータが、２
つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通している可撓性バルブを含み、バルブと流体連
通しているチャンバが、その容積を減少させることによってバルブの作動に応答して、チ
ャンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成
される、カートリッジ。
【００３２】
　実施形態２３：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、アクチュエータがポン
プ装置と連通し、ポンプ装置が２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通し、ポンプ装
置と流体連通しているチャンバが、アクチュエータによるポンプ装置の作動に応答して、
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チャンバまたはその中のエアロゾル前駆体組成物を加圧し、チャンバ内の増加量のエアロ
ゾル前駆体組成物をエアロゾル形成構成に供給するように構成される、カートリッジ。
【００３３】
　実施形態２４：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、アクチュエータがピス
トン部材と連通し、ピストン部材が２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通し、ピス
トン部材と流体連通しているチャンバが、アクチュエータによるピストン部材の作動に応
答して、チャンバの容積を減少させ、チャンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物をエ
アロゾル形成構成に供給するように構成される、カートリッジ。
【００３４】
　実施形態２５：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、エアロゾル形成構成が
、電池と電気的に連絡しかつそれに応答して熱を生成するように構成された抵抗加熱要素
を含み、エアロゾル前駆体組成物が、加熱要素によって生成された熱と相互作用するとエ
アロゾルを生成するエアロゾル形成構成に導かれる、カートリッジ。
【００３５】
　実施形態２６：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、エアロゾル形成構成が
、加熱要素によって生成された熱と相互作用するようにエアロゾル前駆体組成物を導くよ
うに構成された輸送要素と、１つ以上のチャンバと輸送要素との間に動作可能に係合した
収着要素とを含み、収着要素が、エアロゾル前駆体組成物を収着して受容し、輸送要素に
エアロゾル前駆体組成物を供給するように構成される、カートリッジ。
【００３６】
　実施形態２７：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、ハウジングが、マウス
ピース要素を形成する近位端を有する流管を画定し、流管が、２つ以上のチャンバの間で
、エアロゾル形成構成と流体連通している遠位端まで延びて、マウスピース要素に加えら
れた吸引に応答して、そこからエアロゾルをマウスピース要素を通して導く、カートリッ
ジ。
【００３７】
　実施形態２８：任意の前述の実施形態のカートリッジであって、２つ以上のチャンバの
それぞれが、異なる香味、異なる割合の有効成分または異なる組成のエアロゾル前駆体組
成物を含む、カートリッジ。
【００３８】
　実施形態２９：喫煙品の製造方法であって、エアロゾル前駆体組成物からエアロゾルを
形成するように構成されたエアロゾル形成構成と流体連通するようにリザーバを係合させ
ることであって、ここでリザーバは、カートリッジのハウジング内に配置され、ハウジン
グの近位端に向かって配置された第１の端部からハウジングの遠位端に向かって配置され
た第２の端部までそれぞれ長手方向に延びる２つ以上のチャンバを画定し、２つ以上のチ
ャンバのそれぞれは、その中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有し、２つ以上のチ
ャンバのそれぞれのエアロゾル前駆体組成物を実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構
成に導くように構成される、リザーバを係合させることと、
　リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれか１つにアクチュエー
タが選択的かつ動作可能に係合するように、アクチュエータをハウジングに係合させるこ
とであって、アクチュエータが、それに係合しているチャンバからエアロゾル形成構成に
増加量のエアロゾル前駆体組成物を導くように作動可能に構成され、増加量が、エアロゾ
ル前駆体組成物の通常量よりも多い、アクチュエータをハウジングに係合させることと、
　を含む、製造方法。
【００３９】
　実施形態３０：任意の前述の実施形態の方法であって、カートリッジのハウジングの近
位端または遠位端を制御本体に係合させることを含む、方法。
【００４０】
　実施形態３１：任意の前述の実施形態の方法であって、リザーバとエアロゾル形成構成
との間でハウジング内に逆流防止装置を係合させることを含み、逆流防止装置が、アクチ
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ュエータと動作可能に係合したチャンバから導かれた増加量のエアロゾル前駆体組成物が
リザーバの２つ以上のチャンバのうちの他のチャンバに逆流するのを選択的に防止するよ
うに構成される、方法。
【００４１】
　実施形態３２：任意の前述の実施形態の方法であって、逆流防止装置を係合させること
が、リザーバとエアロゾル形成構成との間で、それらを通る共通軸に沿って整列しかつ互
いに対して直列に配置された２つ以上のディスクを係合させることを含み、ディスクの一
方が他方に対して独立して回転可能である、方法。
【００４２】
　実施形態３３：任意の前述の実施形態の方法であって、２つ以上のディスクを係合させ
ることが、第１および第２のディスクの一方が第１および第２のディスクの他方に対して
回転可能であるように、それらの共通軸に沿って互いに対して第１および第２のディスク
を直列に整列させることを含み、第１および第２のディスクのそれぞれが複数の供給ポー
トを画定し、各供給ポートが２つ以上のチャンバのうちの１つに対応し、第１のディスク
の供給ポートが第２のディスクの供給ポートと一致するようにディスクのうちの１つを回
転させることにより、リザーバから供給ポートを通して、２つ以上のチャンバの実質的に
等しい通常量のそれぞれのエアロゾル前駆体組成物を供給し、エアロゾル形成構成に導く
ことが可能になる、方法。
【００４３】
　実施形態３４：任意の前述の実施形態の方法であって、供給ポートが共通軸から始まる
半径に沿って等距離に配置され、供給ポートがそれぞれの第１および第２のディスクの周
りに実質的に等しく角度を付けて離間されるように、第１および第２のディスクのそれぞ
れに供給ポートを形成することを含む、方法。
【００４４】
　実施形態３５：任意の前述の実施形態の方法であって、第１のディスクに増強ポートを
形成することを含み、増強ポートが、チャンバのうちの１つと関連する第２のディスクの
供給ポートの一方と一致するように第１のディスクが回転すると、第１のディスクが第２
のディスクの他方の供給ポートを塞ぎ、チャンバの一方からチャンバの他方への増加量の
エアロゾル前駆体組成物の逆流を防止するように、増強ポートが、半径に沿って供給ポー
トに対して等距離に配置され、各供給ポートから角度を付けて離間される、方法。
【００４５】
　実施形態３６：任意の前述の実施形態の方法であって、３つの供給ポートが互いから約
１２０度の角度を付けて離間されるように３つの供給ポートを第１および第２のディスク
のそれぞれに形成することと、増強ポートが供給ポートのうちの２つのそれぞれから約６
０度に配置されるように、供給ポートのうちの２つの間で第１のディスクに増強ポートを
形成することと、を含む、方法。
【００４６】
　実施形態３７：任意の前述の実施形態の方法であって、アクチュエータを係合させるこ
とが、可撓性バルブをハウジングに係合させ、２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連
通させることを含み、それにより、バルブの作動が２つ以上のチャンバのうちの１つの容
積を減少させて、チャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を
供給する、方法。
【００４７】
　実施形態３８：任意の前述の実施形態の方法であって、アクチュエータを係合させるこ
とが、２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通しているポンプ装置と連通するように
アクチュエータを係合させることを含み、それにより、アクチュエータによるポンプ装置
の作動が、２つ以上のチャンバのうちの１つまたはその中のエアロゾル前駆体組成物を加
圧して、チャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を供給する
、方法。
【００４８】
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　実施形態３９：任意の前述の実施形態の方法であって、アクチュエータを係合させるこ
とが、２つ以上のチャンバのうちの１つと流体連通するピストン部材と連通するようにア
クチュエータを係合させることを含み、それにより、アクチュエータによるピストン部材
の作動が、２つ以上のチャンバのうちの１つの容積を減少させて、チャンバからエアロゾ
ル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を供給する、方法。
【００４９】
　実施形態４０：任意の前述の実施形態の方法であって、カートリッジのハウジングを制
御本体に係合させることが、制御構成要素、流量センサおよび電池を含む制御本体を係合
させることを含み、エアロゾル形成構成が抵抗加熱要素を含み、それにより、抵抗加熱要
素が電池と電気的に連絡して、それに応答して熱を生成し、エアロゾル形成構成が、それ
に導かれたエアロゾル前駆体組成物と加熱要素によって生成された熱とが相互作用すると
エアロゾルを生成する、方法。
【００５０】
　実施形態４１：任意の前述の実施形態の方法であって、ハウジング内に配置された輸送
要素と１つ以上のチャンバとの間に収着要素を動作可能に係合させることを含み、輸送要
素が、加熱要素によって生成された熱と相互作用するようにエアロゾル前駆体組成物を導
くように構成され、収着要素が、エアロゾル前駆体組成物を収着して受容し、輸送要素に
エアロゾル前駆体組成物を供給するように構成される、方法。
【００５１】
　実施形態４２：任意の前述の実施形態の方法であって、マウスピース要素を形成する近
位端を有する流管を、その遠位端がエアロゾル形成構成と流体連通するように、ハウジン
グの２つ以上のチャンバ間に係合させることを含み、流管が、マウスピース要素に加えら
れた吸引に応答して、エアロゾル形成構成からマウスピース要素を通してエアロゾルを導
くように構成される、方法。
【００５２】
　実施形態４３：任意の前述の実施形態の方法であって、２つ以上のチャンバのそれぞれ
に、異なる香味、異なる割合の有効成分または異なる組成のエアロゾル前駆体組成物を導
入することを含む、方法。
【００５３】
　本開示のこれらおよび他の特徴、態様および利点は、以下に簡単に描かれている添付の
図面とともに、以下の詳細な説明を読むことにより明らかになるであろう。本開示は、そ
のような特徴または要素が本明細書の特定の実施形態の説明または特許請求の範囲におい
て明示的に組み合わされているか、そうでなければ列挙されているかどうかにかかわらず
、本開示に記載されているか、請求項のうちいずれか１つ以上に列挙されている２つ、３
つ、４つまたはそれ以上の特徴または要素の任意の組合せを含む。本開示は、本開示の前
後関係が明らかに他のことを指示しない限り、その態様および実施形態のいずれかにおい
て、本開示の任意の分離可能な特徴または要素が、組合せ可能であるように意図された通
りに見えるように全体的に読み取られることを意図している。
【００５４】
　本開示は、上述の一般的な用語で記載しており、添付の図面をこれから参照するが、こ
れらの図面は必ずしも縮尺通りに描かれていない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本開示の例示的な実施形態による、増加量のエアロゾル前駆体組成物の随時送達
のためのカートリッジおよび制御本体を有する喫煙品の側面断面図を示す。
【図２】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの斜視図を示し、カ
ートリッジは、リザーバによって画定された３つのチャンバを含む。
【図３Ａ】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの側面断面図を示
し、カートリッジは可撓性バルブを含む。
【図３Ｂ】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの側面断面図を示
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し、カートリッジはポンプ装置を含む。
【図３Ｂ】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの側面断面図を示
し、カートリッジはピストン機構を含む。
【図４】本開示の例示的な実施形態による喫煙品のカートリッジ内で独立して回転可能な
２つの整列したディスクの斜視図を示す。
【図５Ａ】図４の２つ以上の整列したディスクのうちの第１の整列したディスクの上面図
を示す。
【図５Ｂ】図４の２つ以上の整列したディスクのうちの第２の整列したディスクの上面図
を示す。
【図６】本開示の例示的な実施形態による喫煙品の製造方法の方法流れ図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　本開示は、以下、その例示的な実施形態を参照して、さらに詳細に記載される。これら
の例示的な実施形態は、本開示が徹底的かつ完全であり、本開示の範囲を当業者に完全に
伝えるように記載される。実際、本開示は、多くの異なる形態で具体化されてもよく、本
明細書に記載の実施形態に限定されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施
形態は、本開示が、適用される法的要件を満たすように提供される。本明細書および添付
の特許請求の範囲で使用される単数形「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」は、前後関係で他に
明確に指示されない限り、複数の指示対象を含む。
【００５７】
　本開示は、電気エネルギーを使用して（好ましくは、材料を著しく燃焼させることなく
）材料を加熱して吸入可能な物質（例えばエアロゾル）を形成するエアロゾル送達装置の
説明を提供する。そのような装置は、「手持ち式」装置と見なすのに十分に小型であるこ
とが最も好ましい。特定の好ましい実施形態では、エアロゾル送達装置は喫煙品として特
徴付けることができる。本明細書で使用される用語「喫煙品」は、その物品または装置の
いかなる構成要素も実質的に燃焼することなく、紙巻タバコ、葉巻またはパイプを喫煙す
るという感覚の一部または全部（例えば、吸入および呼気の作法、味または香味の種類、
感覚刺激効果、物理的感触、使用作法、目に見えるエアロゾル（例えば蒸気）によっても
たらされるような視覚的刺激など）を提供する物品または装置を意味することを意図する
。本明細書で使用される用語「喫煙品」は、動作中に、物品または装置が、タバコの燃焼
または熱分解の副産物から生じるエアロゾルの意味での煙を生成することを必ずしも意味
せず、むしろ、物品または装置が、物品または装置の特定の構成要素の揮発または気化に
起因する（例えば、煙状であると見なされるか記述され得る目に見えるエアロゾルと見な
され得るエアロゾル内の蒸気を含む）蒸気を生成することを意味する。いくつかの好まし
い実施形態では、喫煙品として特徴付けられる物品または装置は、タバコおよび／または
タバコ由来成分を組み込む。
【００５８】
　本開示の製品または装置はまた、蒸気生成物品、エアロゾル送達物品または薬剤送達物
品として特徴付けることができる。したがって、そのような物品または装置は、吸入可能
な形態または状態で、１つ以上の物質（例えば、香味および／または薬学的有効成分）を
提供するように構成することができる。例えば、吸入可能な物質は、実質的に蒸気の形態
（すなわち、その臨界点よりも低い温度で気相にある物質）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、気体中の微細固体粒子または液滴の浮遊物
）であり得る。分かりやすくするために、本明細書で使用される用語「エアロゾル」は、
目に見えるかどうか、また煙状であると見なされ得る形態であるかどうかに関わりなく、
人間の吸入に適した形態または種類の蒸気、気体およびエアロゾルを含むことを意味する
。
【００５９】
　本開示の喫煙品は、使用時に、従来の種類の喫煙品（例えば、タバコを点火し、吸入す
ることによって使用される紙巻タバコ、葉巻またはパイプ）を使用する際に個人によって
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使用される多くの物理的作用を受ける。例えば、本開示の喫煙品の消費者は、従来の種類
の喫煙品のようにその物品を保持し、その物品によって生成されたエアロゾルを吸入する
ためにその物品の一端を吸い、選択された時間間隔で吸煙する等を行うことができる。
【００６０】
　図１は、全体が１００で示される喫煙品の例示的な実施形態を示す。喫煙品１００は、
全体が２００で示される制御本体と、全体が３００で示され、制御本体２００に係合する
カートリッジとを含む。例えば、制御本体２００は、ねじ係合、圧入係合、締まり嵌め、
磁気係合などによって、カートリッジ３００と機能的な関係で恒久的にまたは取り外し可
能に整列される。
【００６１】
　特定の実施形態では、制御本体２００およびカートリッジ３００の一方または両方は、
使い捨て可能であるか、再使用可能であると称される。例えば、制御本体２００は、交換
可能な電源（例えば電池）を有するか、充電式であり、したがって、典型的な電気コンセ
ントへの接続、自動車の充電器（すなわち、シガーソケット）への接続、および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る
ことができる。別の例では、カートリッジ３００は交換可能かつ使い捨て可能であるか、
再使用のために詰め替え可能である。例示の実施形態では、制御本体２００は、制御本体
２００を実質的にその中に取り囲むハウジング２０２を含む。
【００６２】
　一態様では、制御本体２００は、可変に整列され、互いに連通している制御構成要素２
０４、流量センサ２０６および電源２０８を含む。いくつかの態様では、電源２０８は、
抵抗加熱、制御構成要素（例えば、制御構成要素２０４）への電力供給、インジケータへ
の電力供給など、喫煙品１００の様々な機能を支援するのに十分な電流の流れを供給する
ための電池または他の電源を含む。好ましくは、電源２０８は、物品１００が容易に取り
扱われるように物品１００内に都合よく収まる大きさである。さらに、好ましい電源２０
８は、望ましい喫煙経験を損なわないように十分に軽量である。いくつかの態様では、イ
ンジケータは様々な数で提供され、様々な形態をとり、および／または（すなわち、その
ようなインジケータが存在する場合に音を放つために）制御本体２００の開口部と関連付
けられる。制御本体２００の追加の構成要素には、限定するものではないが、例えば、吸
気口２１２、カートリッジ３００が制御本体２００に取り付けられた際に抵抗加熱要素（
後述）などのそのエアロゾル形成構成（例えば３０８）との電気的接続を可能にするレセ
プタクル２１０、および／または制御本体２００の遠位端にある複数のインジケータが挙
げられる。
【００６３】
　カートリッジ３００は、喫煙品１００の吸引中に、カートリッジ３００から消費者への
空気および同伴蒸気またはエアロゾル（すなわち、吸入可能（すなわち、エアロゾル形態
）なエアロゾル前駆体組成物の成分）の通過を可能にする開口部３０６を有するマウスピ
ース３０４を有するハウジング３０２を含む。特定の実施形態では、喫煙品１００は、実
質的に棒状または実質的に管状形状または実質的に円筒形状である。
【００６４】
　カートリッジ３００は、全体が３０８で示されるエアロゾル形成構成をさらに含む。い
くつかの態様では、エアロゾル形成構成３０８は、アトマイザー（すなわち、電池２０８
と電気的に連絡し、それに応答して熱を生成するように構成されたワイヤコイルを有する
抵抗加熱要素３１０）、およびエアロゾル前駆体組成物輸送要素３１２である。一態様で
は、エアロゾル前駆体組成物輸送要素は、加熱要素３１０によって生成された熱と相互作
用するようにエアロゾル前駆体組成物を導いて、熱との相互作用時にエアロゾルを生成す
るように構成されているウィックを含む。
【００６５】
　電流が印加されると熱を生成するように構成された様々な実施形態の材料を使用して、
ワイヤコイルを形成してもよい。ワイヤコイルを形成する材料の例には、カンタル（Ｆｅ



(17) JP 2020-501557 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

ＣｒＡｌ）、ニクロム、二珪化モリブデン（ＭｏＳｉ２）、珪化モリブデン（ＭｏＳｉ）
、アルミニウムをドープした二珪化モリブデン（Ｍｏ（Ｓｉ，Ａｌ）２）およびセラミッ
ク（例えば、正温度係数セラミック）が挙げられる。エアロゾル前駆体組成物輸送要素３
１２はまた、液体を輸送するように構成された様々な材料から形成される。例えば、いく
つかの態様では、エアロゾル前駆体組成物輸送要素３１２は綿および／またはガラス繊維
を含む。加熱要素３１０の両端にある導電性ヒータ端子（例えば、正極端子および負極端
子）は、加熱要素３１０を通る電流の流れを導くように構成される。ヒータ端子はまた、
適切な配線または回路（図示せず）に取り付けて、カートリッジ３００が制御本体２００
に接続された際に、加熱要素３１０と電池２０８との間に電気的接続を形成するように構
成される。具体的には、いくつかの態様では、ハウジング３０２の遠位取り付け端にプラ
グ３１４が配置される。カートリッジ３００が制御本体２００に接続されると、電流が電
池２０８からレセプタクル２１０およびプラグ３１４を通って加熱要素３１０に制御可能
に流れるように、プラグ３１４がレセプタクル２１０に係合して、それらの間に電気的接
続を形成する。いくつかの例では、カートリッジ３００の遠位端がそこから突き出るプラ
グ３１４によって実質的に閉じられるように、カートリッジ３００のハウジング３０２は
ハウジング３０２の遠位端を越えて連続している。
【００６６】
　全体が３１６で示されるリザーバは、ハウジング３０２内に配置され、ハウジング３０
２の近位端に向かって配置された第１の端部からハウジング３０２の遠位端に向かって配
置された第２の端部まで長手方向に延びる。リザーバ３１６は、その中に配置されたエア
ロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃをそれぞれ有する２つ以上のチャンバ３１８Ａ～Ｃを画
定するように構成される。いくつかの態様では、例えば、２つ以上のチャンバ３１８Ａ～
Ｃは、ハウジング３０２内の仕切りを介して画定され、仕切りは１つのチャンバを別のチ
ャンバから分離する。さらに具体的には、リザーバの第１の端部からリザーバの第２の端
部まで長手方向に延びる仕切り３２２Ａ～Ｃは、リザーバ３１６内で各チャンバ３１８Ａ
～Ｃを互いに十分に分離する。このように、リザーバ３１６は、カートリッジ３００内に
個々に収容されることが望まれるエアロゾル前駆体組成物のある量に基づいて、２つのチ
ャンバ、３つのチャンバ、４つのチャンバなどに分割される。
【００６７】
　図２に示すように、３つの仕切り３２２Ａ～Ｃがリザーバ内に３つの個々のチャンバ３
１８Ａ～Ｃを画定し、各チャンバ３１８Ａ～Ｃはその中に個々のエアロゾル前駆体３２０
Ａ～Ｃを受容する。したがって、図２に示す態様では、リザーバ３１６は、画定されたチ
ャンバ３１８Ａ～Ｃ内に最大３つのエアロゾル前駆体組成物を収容するように構成される
。第１のチャンバ３１８Ａは、第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａを含み、第１の仕
切り３２２Ａと第２の仕切り３２２Ｂとの間で第１の仕切り３２２Ａおよび第２の仕切り
３２２Ｂによって画定される。第２のチャンバ３１８Ｂは、第２のエアロゾル前駆体組成
物３２０Ｂを含み、第２の仕切り３２２Ｂと第３の仕切り３２２Ｃとの間で第２の仕切り
３２２Ｂおよび第３の仕切り３２２Ｃによって画定される。第３のチャンバ３１８Ｃは、
第３のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｃを含み、第１の仕切り３２２Ａと第３の仕切り３
２２Ｃとの間で第１の仕切り３２２Ａおよび第３の仕切り３２２Ｃによって画定される。
【００６８】
　いくつかの態様では、蒸気前駆体組成物とも呼ばれるエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ
～Ｃは、１つ以上の異なる成分をそれぞれ含む。例えば、一態様では、エアロゾル前駆体
組成物３２０Ａ～Ｃは、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）、水、ニコチン、天然および人工の香味、メントールまたはそれら
の混合物をそれぞれ含む。代表的な種類の追加のエアロゾル前駆体組成物は、Ｓｅｎｓａ
ｂａｕｇｈ，Ｊｒ．らの米国特許第４，７９３，３６５号明細書、Ｊａｋｏｂらの米国特
許第５，１０１，８３９号明細書、ＢｉｇｇｓらのＰＣＴ国際公開第９８／５７５５６号
パンフレットおよびＲ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏ
ｎｏｇｒａｐｈによるＣｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅ
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ｓ　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅｓ　ｔｈａｔ　Ｈｅａｔ　
Ｉｎｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ（１９８８）に記載されており、これ
らの開示は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００６９】
　いくつかの態様では、各相対チャンバ３１８Ａ～Ｃ内に配置されたエアロゾル前駆体組
成物３２０Ａ～Ｃは、それぞれ異なるエアロゾル前駆体組成物である。例えば、そのよう
な場合、第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａはチョコレート風味を含み、第２のエア
ロゾル前駆体組成物３２０Ｂはバニラ風味を含み、第３のエアロゾル前駆体組成物３２０
Ｃはイチゴ風味を含む。別の例では、第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａは３．６％
有効成分（すなわち、ニコチン）エアロゾル前駆体組成物を含み、第２のエアロゾル前駆
体組成物３２０Ｂは１．１％有効成分エアロゾル前駆体組成物を含み、第３のエアロゾル
前駆体組成物３２０Ｃは０．４％有効成分エアロゾル前駆体組成物を含む。さらに追加の
例では、第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａは植物性グリセリン（ＶＧ）ベースのニ
コチン組成物を含み、第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂはプロピレングリコール（
ＰＧ）ベースのニコチン組成物を含み、第３のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｃはニコチ
ンを含まないペパーミント風味を含む。
【００７０】
　図１に示すように、各チャンバ３１８Ａ～Ｃは、エアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃ
のいずれかからエアロゾルを形成するように構成されているエアロゾル形成構成３０８と
流体連通している。いくつかの態様では、エアロゾル形成構成３０８とチャンバ３１８Ａ
～Ｃとの間の流体連通は、エアロゾル前駆体組成物輸送要素３１２を含み、エアロゾル前
駆体組成物輸送要素３１２は、加熱要素３１０によって生成された熱と相互作用するよう
にエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃを導くように構成される。そのような一例を図１
に示す。そこに見られるように、カートリッジ３００は、カートリッジ３００のハウジン
グ３０２の内部の一部の周り（すなわち、ハウジング３０２の遠位端に向かって配置され
たリザーバの第２の端部の周り）に配置された円形ディスクの形状に形成された不織繊維
層を含む収着要素３２４を含む。収着要素３２４は、１つ以上のチャンバ３１８Ａ～Ｃと
エアロゾル前駆体組成物輸送要素３１２（この実施形態ではウィック）との間に動作可能
に係合して、それによって、輸送要素３１２にエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃを供
給する（すなわち、エアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃによって濡れた収着要素３２４
がウィックと接触し、ウィックは、エアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃを受容し、それ
に沿って加熱要素３１０に向かってエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃを導く）。すな
わち、例えば、エアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃは、収着要素３２４によって受容さ
れると、エアロゾル前駆体組成物輸送要素３１２によって、毛細管作用を介して、カート
リッジ３００のエアロゾル化ゾーン３２６に輸送される。図示されるように、エアロゾル
前駆体組成物輸送要素３１２は加熱要素３１０と直接接触しているため、エアロゾル化ゾ
ーン３２６は、ウィックと加熱要素３１０との間の接触位置にまたはその周囲に画定され
る。
【００７１】
　いくつかの態様では、２つ以上のチャンバ３１８Ａ～Ｃのそれぞれのエアロゾル前駆体
組成物３２０Ａ～Ｃは、実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成３０８に導かれる。
さらに具体的には、一態様では、実質的に等しい割合、量、流速などの各エアロゾル前駆
体組成物３２０Ａ～Ｃがエアロゾル形成構成３０８に導かれ、その結果、エアロゾル形成
構成内で生成されるエアロゾルは、各エアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃの等しい部分
を含む。例えば、生成されたエアロゾルは、約３３％の第１のエアロゾル前駆体組成物３
２０Ａ、約３３％の第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂおよび約３３％の第３のエア
ロゾル前駆体組成物３２０Ｃを含む。しかし、当業者であれば、他の態様では、それぞれ
のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃの通常量は、実質的に等しくなく、異なるように
構成されることを理解するであろう。例えば、生成されたエアロゾルは、約３０％の第１
のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ、約３５％の第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂ
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および約３５％の第３のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｃを含む。したがって、それぞれ
のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃの供給される通常量は、必要に応じてまたは所望
に応じて変えることができる。
【００７２】
　しかし、１つ以上の特定のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃの量を増やしてエアロ
ゾル形成構成３０８内で生成されるエアロゾルが増加した割合の１つ以上のエアロゾル前
駆体組成物を含むこと（すなわち、エアロゾル前駆体組成物のうちの１つの追加充填）を
、消費者が望む場合、対応するチャンバ３１８Ａ～Ｃからエアロゾル形成構成３０８に増
加量の所望のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃのうちの１つを導くために、全体が３
２８で示されるアクチュエータが使用される。さらに具体的には、一態様では、アクチュ
エータ３２８は、ハウジング３０２に係合し、２つ以上のチャンバ３１８Ａ～Ｃのうちの
いずれか１つに選択的かつ動作可能に係合するように構成される。図示されるように、図
１の１つの一般的な例示的な実施形態では、アクチュエータ３２８は、リザーバ３１６の
第１の端部に配置され、２つ以上のチャンバ３１８Ａ～Ｃのそれぞれに係合可能かつ独立
して動作可能な単一のアクチュエータを含む。しかし、本明細書に開示されるように、本
開示の他の態様はまた、各個々のチャンバ３１８Ａ～Ｃに係合し動作可能な専用のアクチ
ュエータを企図する。
【００７３】
　ここで図３Ａ～図３Ｃを参照すると、アクチュエータ３２８の例示的な実施形態が示さ
れている。しかし、これらは限定的な例ではなく、当業者には、２つ以上のチャンバ３１
８Ａ～Ｃのうちの１つと流体連通しており、それに係合しているアクチュエータを有する
これらのチャンバ３１８Ａ～Ｃのうちのいずれか１つの容積を減少させるか圧力を増加さ
せるように構成されている任意の種類のアクチュエータが企図されることは明らかであろ
う。
【００７４】
　図３Ａには、喫煙品（例えば喫煙品１００）用のカートリッジ３００Ａの一態様が示さ
れている。図１に示すように、カートリッジ３００Ａは、それぞれエアロゾル前駆体組成
物３２０Ａ～Ｂのうちのいずれか１つをその中に各々受容している第１のチャンバ３１８
Ａおよび第２のチャンバ３１８Ｂを含む。この態様に関してこの図には示されていないが
、カートリッジ３００Ａは、追加のエアロゾル前駆体組成物を収容する追加のチャンバを
含む。図３Ａは、一実施形態を示しており、第１のチャンバ３１８Ａおよび第２のチャン
バ３１８Ｂのそれぞれは、それに係合している個々のアクチュエータ３２８Ａを有する。
この場合、各アクチュエータ３２８Ａは、独立して作動可能である。しかし、他の実施形
態では、単一のアクチュエータ３２８Ａが第１および第２のチャンバ３１８Ａ、３１８Ｂ
の両方に係合する。それとは関係なく、図３Ａに示す実施形態では、各アクチュエータ３
２８Ａは、容積を減少させ、それによってカートリッジ３００Ａの内部、具体的にはチャ
ンバ３１８Ａ～Ｂのうちのそれぞれ１つに空気を押し出すか、カートリッジ３００Ａの内
部、具体的にはチャンバ３１８Ａ～Ｂのうちのそれぞれ１つの圧力を高めるために、消費
者が変形させることができる弾性材料を含む可撓性バルブ３３０を含む。
【００７５】
　図３Ａに示すように、一態様では、各チャンバ３１８Ａ～Ｂは、それと動作可能に係合
している単一のバルブアクチュエータ３３０を含む。したがって、バルブ３３０と流体連
通しているチャンバ３１８Ａ～Ｂは、その容積を減少させることによってバルブ３３０の
作動（すなわち、押し下げ）に応答して、対応するチャンバ３１８Ａ～Ｂからエアロゾル
形成構成３０８に増加量のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｂを供給するように構成さ
れる。特に、カートリッジ３００Ａ内に２つ以上のチャンバがある場合、消費者は、各々
がそれぞれのチャンバ３１８Ａ～Ｂと流体連通している複数の可撓性バルブ３３０を一度
に押し下げて、複数のエアロゾル前駆体組成物の量を増加させてもよい。可撓性バルブ３
３０をその元の形状に戻すために、オリフィス３３２が、バルブ内またはバルブとそれぞ
れのチャンバとの間の他の場所に画定されて、それにより、チャンバの内部またはバルブ
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アクチュエータ３３０に周囲空気を戻すことを可能にして、作動（すなわち、押し下げ）
の後、バルブアクチュエータ３３０がその初期形状に戻ることを可能にする。この態様で
は、バルブアクチュエータ３３０の作動によって供給される１つ以上のエアロゾル前駆体
組成物３２０Ａ～Ｂの増加量は、選択されたエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｂの増加
量に対して特性を示すエアロゾルの生成をもたらす。
【００７６】
　図３Ａに示すように、一実施形態では、１つ以上の量の第１のエアロゾル前駆体組成物
３２０Ａが、第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂよりも相対的に多い量でエアロゾル
形成構成３０８に選択的に導かれている。したがって、生成されたエアロゾルは、比較的
多量の第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａに関する特性を含む。例えば、第１のエア
ロゾル前駆体組成物３２０Ａがイチゴ風味を含み、第２のエアロゾル前駆体組成物３２０
Ｂがチョコレート風味を含む場合、エアロゾル形成構成３０８に送達される第１のエアロ
ゾル前駆体組成物３２０Ａの量を増加させることによって、それによって生成されるエア
ロゾルは、等しいチョコレート風味およびイチゴ風味とは対照的に、いっそう顕著なイチ
ゴ風味を有する。
【００７７】
　図３Ｂには、喫煙品（例えば喫煙品１００）用のカートリッジ３００Ｂの別の態様が示
されている。図１に示すように、カートリッジ３００Ｂは、それぞれエアロゾル前駆体組
成物３２０Ａ～Ｂをその中に各々受容している第１のチャンバ３１８Ａおよび第２のチャ
ンバ３１８Ｂを含む。この図には示されていないが、カートリッジ３００Ｂは、追加のエ
アロゾル前駆体組成物を収容する追加のチャンバを含んでもよい。第１のチャンバ３１８
Ａおよび第２のチャンバ３１８Ｂのそれぞれは、アクチュエータ３２８Ｂに係合する。こ
の実施形態では、アクチュエータ３２８Ｂは、ポンプ装置３２８Ｂのポンプ構造（図示せ
ず）と電気的、熱的、圧力的等に接続されているボタンアクチュエータ３３４を有する微
小電気機械（ＭＥＭ）ポンプ装置などのポンプ装置を含む。図３Ｂに示すように、各チャ
ンバ３１８Ａ～Ｂは、個々のボタンアクチュエータ３３４と流体連通しており、各ボタン
アクチュエータ３３４は、エアロゾル形成構成３０８に送達される複数のエアロゾル前駆
体組成物の量を増加させるために、独立して作動するように、または同時にもしくは実質
的に同時に作動するように構成される。いくつかの非限定的な例では、ポンプ装置３２８
Ｂは、圧電マイクロポンプ、静電マイクロポンプ、熱空気圧（ｔｈｅｒｍｏｐｎｅｕｍａ
ｔｉｃ）マイクロポンプ、電磁マイクロポンプ、バイメタルマイクロポンプ、イオン伝導
性ポリマーフィルム（ＩＣＰＦ）マイクロポンプ、相変化マイクロポンプ、形状記憶合金
（ＳＭＡ）ポンプなどを含む。したがって、ポンプ装置３２８Ｂと流体連通しているチャ
ンバ３１８Ａ～Ｂは、ポンプ装置３２８Ｂに関連するボタンアクチュエータ３３４の作動
（すなわち、押し下げ）に応答して、チャンバ３１８Ａ～Ｂまたはその中のエアロゾル前
駆体組成物３２０Ａ～Ｂを加圧し、チャンバ３１８Ａ～Ｂからエアロゾル形成構成３０８
に増加量のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｂを供給するように構成される。
【００７８】
　図３Ｂに示すように、１つ以上の量の第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａおよび第
２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂの両方が、エアロゾル形成構成３０８に選択的に導
かれている。したがって、生成されたエアロゾル前駆体組成物は、第１のエアロゾル前駆
体組成物３２０Ａおよび第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂの両方に関する特性を含
む。例えば、第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａが１．１％の有効成分（すなわち、
ニコチン）を含む組成物を含み、第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂが２．４％のそ
の有効成分を含む組成物を含む場合、エアロゾル形成構成３０８に送達される通常等量の
第１および第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｂは、それに送達される各組成物の
有効成分含有量の平均に基づいて１．７５％の有効成分組成物を含むエアロゾルを生成す
る。第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａおよび第２のエアロゾル前駆体組成物３２０
Ｂの量を実質的に等量で増加させることによって、生成されるエアロゾルは、それに送達
される各組成物の有効成分含有量の平均に基づいて１．７５％の有効成分組成を保持する
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。特に、供給される第１のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａの量を増加させることによっ
て、生成されるエアロゾルは１．５３％の有効成分を含むのに対して、供給される第２の
エアロゾル前駆体組成物の量を増加させることによって、生成されるエアロゾルは１．９
６％の有効成分を含む。場合によっては、これは、有効成分の消費量を全体的に調整した
い消費者にとって有利であり、通常の１．７５％ニコチンベースの組成物から始めて所望
の割合を有する組成に選択的に増減することによって徐々に行ってもよい。
【００７９】
　図３Ｃには、喫煙品（例えば喫煙品１００）用のカートリッジ３００Ｃが示されている
。図１に示すように、カートリッジ３００Ｃは、それぞれエアロゾル前駆体組成物３２０
Ａ～Ｂをその中に各々受容している第１のチャンバ３１８Ａおよび第２のチャンバ３１８
Ｂを含む。この図には示されていないが、カートリッジ３００Ｃは、追加のエアロゾル前
駆体組成物を収容する追加のチャンバを含んでもよい。第１のチャンバ３１８Ａおよび第
２のチャンバ３１８Ｂのそれぞれは、アクチュエータ３２８Ｃに係合する。この実施形態
では、アクチュエータ３２８Ｃは、２つ以上のチャンバ３１８Ａ～Ｂのうちの１つと流体
連通しているピストンまたはプランジャ部材３３６を含む。図３Ｃに示すように、各チャ
ンバ３１８Ａ～Ｂは個々のピストン部材３３６と流体連通している。ピストン部材３３６
は、リザーバ３１６の第２の端部に向かってピストン３３６を下方に移動させるために消
費者がピストンの上面を押圧または押下することによって作動する。各ピストン部材３３
６は、エアロゾル形成構成３０８に供給される複数のエアロゾル前駆体組成物の量を増加
させるために、独立して作動するように、または同時にもしくは実質的に同時に一緒に作
動するように構成される。したがって、ピストン部材３３６と流体連通しているチャンバ
３１８Ａ～Ｂは、アクチュエータによるピストン部材の上面の作動（すなわち、押し下げ
）に応答して、チャンバ３１８Ａ～Ｂの容積を減少させ、エアロゾル形成構成３０８にチ
ャンバ内の増加量のエアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｂを供給するように構成される。
【００８０】
　図３Ｃのように、１つ以上の量の第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂがエアロゾル
形成構成３０８に選択的に導かれている。したがって、生成されたエアロゾルは、第２の
エアロゾル前駆体組成物３２０Ｂに関する主要な特性を含む。例えば、第１のエアロゾル
前駆体組成物３２０Ａは、ＰＧベースの組成物を含み、第２のエアロゾル前駆体組成物３
２０Ｂは、ＶＧベースの組成物を含む。この例では、エアロゾル形成構成３０８に送達さ
れる第２のエアロゾル前駆体組成物３２０Ｂの量を第１のエアロゾル前駆体組成物よりも
増加させることによって、それによって生成されるエアロゾルは、主にＶＧベースのエア
ロゾル（例えば３０ＰＧ：７０ＶＧエアロゾル）になる。生成されたエアロゾルのＰＧ含
有量を増加させるために、消費者が第１のチャンバ３１８Ａに係合したピストン部材３３
６の上面を押圧し、増加量のＰＧベースの組成物がエアロゾル形成構成３０８に導かれ、
それにより、生成されたエアロゾルは、主にＰＧベースのエアロゾル（６０ＰＧ：４０Ｖ
Ｇエアロゾル）になる。
【００８１】
　いくつかの態様では、カートリッジ３００は、逆流防止装置３３８を含む。図１は、逆
流防止装置３３８の例示的な実施形態を提供し、ここで、逆流防止装置３３８は、アクチ
ュエータ３２８と動作可能に係合したチャンバから導かれた増加量のエアロゾル前駆体組
成物３２０Ａ～Ｃが２つ以上のチャンバ３１８Ａ～Ｃのうちの他のチャンバに逆流するの
を選択的に防止するように構成される。図４を参照すると、逆流防止装置３３８の一実施
形態は、２つ以上の整列したディスク３３８Ａ～Ｂを含む。２つ以上の整列したディスク
３３８Ａ～Ｂの一方は、それらを通る共通軸を中心にして他方に対して独立して回転可能
であり、ディスク３３８Ａ～Ｂはまた、共通軸に沿って互いに対して直列に配置される。
共通軸は、物品１００の長手方向軸に対して中心に配置された軸であり、時には長手方向
軸と一致する。いくつかの態様では、流管３４０は、エアロゾル形成構成３０８と流体連
通している遠位端とマウスピース要素３０４を形成する近位端とを有し、マウスピース要
素３０４に加えられる吸引に応答してエアロゾル形成構成３０８からエアロゾルを導くよ
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うに構成される。この目的のために、流管３４０は、共通軸を規定するか、共通軸と整列
されるか実質的に整列され、２つ以上の整列したディスク３３８－Ｂは、流管３４０の周
りで互いに対して独立して回転可能である（すなわち、流管３４０は回転軸を規定する）
。
【００８２】
　２つ以上の整列したディスク３３８Ａ～Ｂは、カートリッジ３００のハウジング３０２
の内部に配置され、リザーバ３１６の第２の端部とエアロゾル形成構成３０８とに対して
（すなわちその間に）配置される。いくつかの実施形態では、例えば、第１の整列したデ
ィスク３３８Ａは、リザーバ３１６の第２の端部と第２の整列したディスク３３８Ｂとの
間に配置され、第２の整列したディスク３３８Ｂは、第１の整列したディスク３３８Ａと
収着要素３２４との間に配置される。いくつかの態様では、２つ以上の整列したディスク
３３８Ａ～Ｂは、収着要素３２４の材料と同様の材料から形成されるか、エアロゾル前駆
体組成物３２０Ａ～Ｃのリザーバ３１６への逆流を防止することが適切かつ十分に可能な
任意の他の材料から形成される。
【００８３】
　図５Ａ～図５Ｂは、第１および第２のディスク３３８Ａ～Ｂの上面図を示す。図５Ａに
は、第１の整列したディスク３３８Ａが示されている。第１の整列したディスク３３８Ａ
の平面は、平面に対して中心に配置された開口部３４２Ａを画定する。第１の整列したデ
ィスク３３８Ａは、ディスク３３８Ａが流管３４０の周りを独立して回転することを可能
にする寸法を含む（すなわち、流管３４０は、開口部３４２Ａを通る）。さらに、第１の
ディスク３３８Ａの平面は、共通軸から始まる半径に沿って等距離に配置された複数の供
給ポート３４４Ａを画定する。いくつかの態様では、供給ポート３４４Ａは、それぞれの
第１のディスク３３８Ａの周りに実質的に等しく角度を付けて離間される。第１のディス
ク３３８Ａの平面はまた、増強ポート３４６を画定する。増強ポート３４６は、半径に沿
って複数の供給ポート３４４Ａに対して等距離に配置され、各供給ポート３４４Ａから角
度を付けて離間される。さらに具体的には、例えば、図５Ａに示すように、３つの供給ポ
ート３４４Ａが互いから約１２０度の角度を付けて離間され、増強ポート３４６は、供給
ポート３４４Ａのうちの２つのそれぞれから約６０度に配置される。
【００８４】
　図５Ｂには、第２の整列したディスク３３８Ｂが示されている。第２の整列したディス
ク３３８Ｂの平面は、第１の整列したディスク３３８Ｂの平面に対して中心に配置された
開口部３４２Ｂを画定する。第２の整列したディスク３３８Ｂは、ディスク３３８Ｂが流
管３４０の周りを独立して回転することを可能にする寸法を含む（すなわち、流管３４０
は開口部３４２Ｂを通る）。さらに、第２のディスク３３８Ｂの平面は、共通軸から始ま
る半径に沿って等距離に配置された複数の供給ポート３４４Ｂを画定し、供給ポート３４
４Ｂは、それぞれの第２のディスク３３８Ｂの周りに実質的に等しく角度を付けて離間さ
れる。さらに具体的には、例えば、図５Ｂに示すように、３つの供給ポート３４４Ｂは、
互いから約１２０度の角度を付けて離間される。
【００８５】
　したがって、第１の整列したディスク３３８Ａ上に配置された供給ポート３４４Ａおよ
び第２の整列したディスク上に配置された供給ポート３４４Ｂは、チャンバ３１８Ａ～Ｃ
と整列するように構成される。さらに具体的には、第１の実施形態では、ディスク３３８
Ａ～Ｂのうちの１つは、第１のディスク３３８Ａの供給ポート３４４Ａが第２のディスク
３３８Ｂの供給ポート３４４Ｂと一致するように回転可能であり、これにより、２つ以上
のチャンバ３１８Ａ～Ｃの実質的に等しい通常量のそれぞれのエアロゾル前駆体組成物３
２０Ａ～Ｃが、リザーバ３１６から供給ポート３４４Ａ～Ｂを通して供給され、エアロゾ
ル形成構成３０８に導かれることが可能になる。
【００８６】
　第２の実施形態では、ディスク３３８Ａ～Ｂのうちの１つは、増強ポート３４６がチャ
ンバ３１８Ａ～Ｃのうちの１つに関連する第２のディスク３３８Ｂの供給ポート３４４Ｂ
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のうちの１つと一致するように回転可能である。このように、ディスク３３８Ａ～Ｂは、
第２のディスク３３８Ｂの他の供給ポート３４４Ｂを塞ぎ、対応するチャンバからのエア
ロゾル前駆体組成物の流出を防止するか、供給ポートと整列した増強ポートを有するチャ
ンバ３１８Ａ～Ｃの一方からチャンバ３１８Ａ～Ｃの他方に増加量のエアロゾル前駆体組
成物３２０Ａ～Ｃが逆流するのを防止するように構成される。いくつかの態様では、供給
ポート３４４Ａ～Ｂおよび増強ポート３４６のそれぞれは、直径が約１／１６インチであ
る。供給ポート３４４Ａ～Ｂの数は、リザーバ３１６によって画定されるチャンバの数に
応じて可変である。例えば、本明細書で説明される実施形態では、カートリッジ３００は
、それぞれのディスク３３８Ａ～Ｂによってそれぞれ画定された３つの供給ポート３４４
Ａ～Ｂがあるように、３つのチャンバ３１８Ａ～Ｃを含む（図５Ａ～図５Ｂ参照）。別の
例では、４つのチャンバがある場合、それぞれのディスク３３８Ａ～Ｂによってそれぞれ
画定された４つの供給ポート３４４Ａ～Ｂがある。
【００８７】
　したがって、喫煙品１００が使用されている場合、かつある量の特定のエアロゾル前駆
体組成物３２０Ａ～Ｃがエアロゾル形成構成３０８に送達された後、消費者は物品１００
を吸引し、これが次に（例えば、吸煙センサを介するなどして）加熱要素３１０を作動さ
せ、エアロゾル前駆体組成物３２０Ａ～Ｃ用の成分がエアロゾル化ゾーン３２６内で気化
／エアロゾル化される。物品１００のマウスピース要素３０６を吸引すると、周囲空気が
吸気口２１２に入り、レセプタクル２１０の中央開口部とプラグ３１４の中央開口部とを
通過する。カートリッジ３００では、吸引された空気が流管３４０を通過し、エアロゾル
化ゾーン３２６内で形成された蒸気と混合してエアロゾルを形成する。次いで、エアロゾ
ルは、エアロゾル化ゾーン３２６から引き離され、流管３４０を通過し、消費者による摂
取のために物品１００のマウスピース要素３０４の開口部３０６から出る。
【００８８】
　本明細書に開示された種類の喫煙品は、喫煙品を形成するのに有用な構成要素の様々な
組合せを包含し得ることが理解される。例えば、Ｓｅｂａｓｔｉａｎらの米国特許出願公
開第２０１４／００００６３８号明細書、Ｇｒｉｆｆｉｔｈ，Ｊｒ．らの米国特許出願公
開第２０１３／０２５５７０２号明細書およびＣｏｌｌｅｔｔらの米国特許第８，８８１
，７３７号明細書に開示されている喫煙品が参照され、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。上記に加えて、代表的な加熱要素およびその中で使用す
るための材料が、Ｃｏｕｎｔｓらの米国特許第５，０６０，６７１号明細書、Ｄｅｅｖｉ
らの米国特許第５，０９３，８９４号明細書、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，２２４，４
９８号明細書、Ｓｐｒｉｎｋｅｌ　Ｊｒ．らの米国特許第５，２２８，４６０号明細書、
Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，３２２，０７５号明細書、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，
３５３，８１３号明細書、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，４６８，９３６号明細書、Ｄａ
ｓの米国特許第５，４９８，８５０号明細書、Ｄａｓの米国特許第５，６５９，６５６号
明細書、Ｄｅｅｖｉらの米国特許第５，４９８，８５５号明細書、Ｈａｊａｌｉｇｏｌの
米国特許第５，５３０，２２５号明細書、Ｈａｊａｌｉｇｏｌの米国特許第５，６６５，
２６２号明細書、Ｄａｓらの米国特許第５，５７３，６９２号明細書およびＦｌｅｉｓｃ
ｈｈａｕｅｒらの米国特許第５，５９１，３６８号明細書に記載されており、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。さらに、電子喫煙品とともに使用
するための使い捨てカートリッジが、参照によりその全体が本明細書に組み込まれるＣｈ
ａｎｇらの米国特許第８，９１０，６３９号明細書に開示されている。
【００８９】
　本開示による喫煙品の様々な構成要素は、当該技術分野に記載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例は、米国
特許出願公開第２０１０／００２８７６６号明細書に記載されており、その開示は、参照
によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００９０】
　吸煙作動能力を提供する例示的な機構には、イリノイ州フリーポートのＨｏｎｅｙｗｅ
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ｌｌ，Ｉｎｃ．のＭｉｃｒｏＳｗｉｔｃｈ部門によって製造されたモデル１６３ＰＣ０１
Ｄ３６シリコンセンサが挙げられる。本開示による加熱回路に使用可能なデマンド操作型
（ｄｅｍａｎｄ－ｏｐｅｒａｔｅｄ）電気スイッチの追加の例は、参照によりその全体が
本明細書に組み込まれるＧｅｒｔｈらの米国特許第４，７３５，２１７号明細書に記載さ
れている。本喫煙品に使用可能なマイクロコントローラを含む電流調整回路および他の制
御構成要素の追加の説明は、いずれもＢｒｏｏｋｓらの米国特許第４，９２２，９０１号
明細書、米国特許第４，９４７，８７４号明細書および米国特許第４，９４７，８７５号
明細書、ＭｃＣａｆｆｅｒｔｙらの米国特許第５，３７２，１４８号明細書、Ｆｌｅｉｓ
ｃｈｈａｕｅｒらの米国特許第６，０４０，５６０号明細書ならびにＮｇｕｙｅｎらの米
国特許第７，０４０，３１４号明細書に提供されており、これらのいずれも参照によりそ
の全体が本明細書に組み込まれる。
【００９１】
　本開示の喫煙品には、さらに追加の構成要素が使用可能である。例えば、Ｓｐｒｉｎｋ
ｅｌ，Ｊｒ．の米国特許第５，２６１，４２４号明細書は、吸煙に関連するユーザの唇の
動作およびそれに応答したトリガー加熱の使用を検出する装置のマウスエンドに関連する
圧電センサを開示しており、ＭｃＣａｆｆｅｒｔｙらの米国特許第５，３７２，１４８号
明細書は、マウスピースを通る圧力の降下に応答して加熱負荷アレイへのエネルギー流を
制御するための吸煙センサを開示しており、Ｈａｒｒｉｓらの米国特許第５，９６７，１
４８号明細書は、挿入された構成要素の赤外線透過性の不均一性を検出する識別器と、構
成要素がレセプタクルに挿入された際に検出ルーチンを実行するコントローラと、を含む
喫煙装置内のレセプタクルを開示しており、Ｆｌｅｉｓｃｈｈａｕｅｒらの米国特許第６
，０４０，５６０号明細書は、複数の差動位相を有する規定済みの実行可能なパワーサイ
クルを記載しており、Ｗａｔｋｉｎｓらの米国特許第５，９３４，２８９号明細書は、フ
ォトニックオプトロニック（ｐｈｏｔｏｎｉｃ－ｏｐｔｒｏｎｉｃ）構成要素を開示して
おり、Ｃｏｕｎｔｓらの米国特許第５，９５４，９７９号明細書は、喫煙装置を通る吸込
み抵抗を変化させるための手段を開示しており、Ｂｌａｋｅらの米国特許第６，８０３，
５４５号明細書は、喫煙装置に使用するための特定の電池構成を開示しており、Ｇｒｉｆ
ｆｅｎらの米国特許第７，２９３，５６５号明細書は、喫煙装置とともに使用するための
様々な充電システムを開示しており、Ｆｅｒｎａｎｄｏらの米国特許第８，４０２，９７
６号明細書は、充電を容易にし、装置のコンピュータ制御を可能にするための喫煙装置用
のコンピュータインタフェース手段を開示しており、Ｆｅｒｎａｎｄｏらの米国特許第８
，６８９，８０４号明細書は、喫煙装置用の識別システムを開示しており、Ｆｌｉｃｋの
国際公開第２０１０／００３４８０号パンフレットは、エアロゾル生成システムを用いた
吸煙を示す流体流感知システムを開示しており、前述の開示は、いずれも、参照によりそ
の全体が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する構成要素の追加の
例および本発明の物品に使用可能な材料または構成要素を開示する追加の例には、Ｇｅｒ
ｔｈらの米国特許第４，７３５，２１７号明細書、Ｍｏｒｇａｎらの米国特許第５，２４
９，５８６号明細書、Ｈｉｇｇｉｎｓらの米国特許第５，６６６，９７７号明細書、Ａｄ
ａｍｓらの米国特許第６，０５３，１７６号明細書、Ｗｈｉｔｅの米国特許第６，１６４
，２８７号明細書、Ｖｏｇｅｓの米国特許第６，１９６，２１８号明細書、Ｆｅｌｔｅｒ
らの米国特許第６，８１０，８８３号明細書、Ｎｉｃｈｏｌｓの米国特許第６，８５４，
４６１号明細書、Ｈｏｎの米国特許第７，８３２，４１０号明細書、Ｋｏｂａｙａｓｈｉ
の米国特許第７，５１３，２５３号明細書、Ｈａｍａｎｏの米国特許第７，８９６，００
６号明細書、Ｓｈａｙａｎの米国特許第６，７７２，７５６号明細書、Ｈｏｎの米国特許
第８，１５６，９４４号明細書、Ｈｏｎの米国特許出願公開第２００６／０１９６５１８
号明細書、米国特許出願公開第２００９／０１８８４９０号明細書および米国特許第８，
３７５，９５７号明細書、Ｔｈｏｒｅｎｓらの米国特許第８，７９４，２３１号明細書、
Ｍｏｎｓｅｅｓらの米国特許第８，９１５，２５４号明細書および米国特許第８，９２５
，５５５号明細書、Ｏｇｌｅｓｂｙらの米国特許出願公開第２０１０／００２４８３４号
明細書および米国特許第８，８５１，０８３号明細書、Ｗａｎｇの米国特許出願公開第２
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０１０／０３０７５１８号明細書ならびにＨｏｎの国際公開第２０１０／０９１５９３号
パンフレットが挙げられる。前述の文書によって開示されている様々な材料は、様々な組
合せおよび様々な実施形態で本装置に組み込まれ得、前述の開示は、いずれも参照により
その全体が本明細書に組み込まれる。
【００９２】
　図６は、全体が４００で示される、喫煙品（例えば喫煙品１００）の例示的な製造方法
の方法流れ図を示す。第１の工程４０２では、リザーバ（例えばリザーバ３１６）が、エ
アロゾル形成構成（例えば構成３０８）と流体連通するように係合し、エアロゾル前駆体
組成物（例えば組成物３２０Ａ～Ｃ）からエアロゾルを形成するように構成される。リザ
ーバは、カートリッジ（例えばカートリッジ３００）のハウジング（例えばハウジング３
０２）内に配置され、ハウジングの近位端に向かって配置された第１の端部からハウジン
グの遠位端に向かって配置された第２の端部までそれぞれ長手方向に延びる２つ以上のチ
ャンバ（例えばチャンバ３１８Ａ～Ｃ）を画定する。２つ以上のチャンバのそれぞれは、
その中に配置されたエアロゾル前駆体組成物を有し、２つ以上のチャンバのそれぞれのエ
アロゾル前駆体組成物を実質的に等しい通常量でエアロゾル形成構成に導くように構成さ
れる。
【００９３】
　工程４０４では、リザーバによって画定された２つ以上のチャンバのうちのいずれか１
つにアクチュエータが選択的かつ動作可能に係合するように、アクチュエータ（例えばア
クチュエータ３２８）がハウジングに係合する。アクチュエータは、それに係合している
チャンバからエアロゾル形成構成に増加量のエアロゾル前駆体組成物を導くように作動可
能に構成され、増加量は、エアロゾル前駆体組成物の通常量よりも多い。
【００９４】
　上記の説明および関連する図面に示された教示の利益を有し、本開示が関連する当業者
には、本開示の多くの変更および他の実施形態が思い浮かぶであろう。したがって、本開
示は、本明細書に開示された特定の実施形態に限定されるものではなく、変更および他の
実施形態が添付の特許請求の範囲内に含まれることが意図されることを理解されたい。本
明細書では特定の用語を使用しているが、それらは一般的かつ説明的な意味でのみ使用さ
れ、限定のために使用されない。
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月14日(2019.8.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
【図１】本開示の例示的な実施形態による、増加量のエアロゾル前駆体組成物の随時送達
のためのカートリッジおよび制御本体を有する喫煙品の側面断面図を示す。
【図２】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの斜視図を示し、カ
ートリッジは、リザーバによって画定された３つのチャンバを含む。
【図３Ａ】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの側面断面図を示
し、カートリッジは可撓性バルブを含む。
【図３Ｂ】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの側面断面図を示
し、カートリッジはポンプ装置を含む。
【図３Ｃ】本開示の例示的な実施形態による、喫煙品用のカートリッジの側面断面図を示
し、カートリッジはピストン機構を含む。
【図４】本開示の例示的な実施形態による喫煙品のカートリッジ内で独立して回転可能な
２つの整列したディスクの斜視図を示す。
【図５Ａ】図４の２つ以上の整列したディスクのうちの第１の整列したディスクの上面図
を示す。
【図５Ｂ】図４の２つ以上の整列したディスクのうちの第２の整列したディスクの上面図
を示す。
【図６】本開示の例示的な実施形態による喫煙品の製造方法の方法流れ図を示す。
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