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(57)【要約】
　電子タバコ（１００）及び電子タバコキットであって
、前記電子タバコ（１００）は、ロッド（１０）を含み
、前記ロッド（１０）の一端に吸引ノズル（２０）が設
けられ、他端に電池（３０）が内蔵され、前記ロッド（
１０）の内部には、吸い込む時に前記吸引ノズル（２０
）と電池（３０）との間で通気路が貫通状態になってお
り、吹き込む時に通気路を遮断するための逆止弁（４０
）が設けられ、前記逆止弁（４０）は、両端が貫通する
弁座（４２）及び弁座（４２）の内部に取り付けられる
弁体（４１）及び弁板（４３）を含み、前記弁座（４２
）または弁体（４１）に導気孔（４４）が設けられ、前
記弁板（４３）は、前記導気孔（４４）の一端のオリフ
ィスに貼り合わせて吸い込むまたは吹き込む操作によっ
て対応する弾性変形が発生することで導気孔の開閉状態
を制御する。前記電子タバコ（１００）は、吸い込む時
に通気路を連通し、且つ吹き込む時に通気路を遮断する
ように単方向の通気路を制御する機能を備える。
【選択図】図2
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に吸引ノズルが設けられ、他端に電池が内蔵されるロッドを含む電子タバコにおい
て、
　前記ロッドの内部には、吸い込む時に前記吸引ノズルと電池との間で通気路が貫通状態
になっており、且つ吹き込む時に通気路を遮断するための逆止弁が設けられ、
　前記逆止弁は、両端が貫通する弁座及び弁座の内部に取り付けられる弁体と弁板を含み
、前記弁座または弁体に導気孔が設けられ、前記弁板は、前記導気孔の一端のオリフィス
に貼り合わされて吸い込むまたは吹き込む操作によって対応する弾性変形が発生すること
で、導気孔の開閉状態を制御する、
　ことを特徴とする電子タバコ。
【請求項２】
　前記弁板は、薄片状であり面積が前記導気孔の横断面より大きく、導気孔の一端のオリ
フィスを完全に遮断できるシート体、及び前記シート体の一つの側縁に位置して前記弁座
または弁体に弾接可能な連結部を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項３】
　前記弁板は、導気孔の吸引ノズルに隣接する一端のオリフィスの外側に設置される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項４】
　前記弁座の一端には、前記弁体の外輪郭と適合する弁体収容溝が設けられ、前記弁体は
、前記弁体収容溝の内部に取り付けられる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項５】
　前記弁板は、柔軟性プラスチック材料で製造される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項６】
　前記ロッドの前記吸引ノズルに隣接する一端には、前記電池に電気的に接続される霧化
装置が設けられる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項７】
　前記逆止弁は、前記吸引ノズルと霧化装置との間に設けられる、
　ことを特徴とする請求項６に記載の電子タバコ。
【請求項８】
　前記逆止弁は、前記電池と霧化装置との間に設けられ、前記弁座の前記電池に隣接する
一端には、径方向に沿って導気孔と貫通する通気孔が設けられる、
　ことを特徴とする請求項６に記載の電子タバコ。
【請求項９】
　前記霧化装置は、煙液を霧化するための電熱線が設けられ、前記弁座及び弁体に前記電
熱線の両端を挿入するためのワイヤー孔が設けられる、
　ことを特徴とする請求項８に記載の電子タバコ。
【請求項１０】
　前記電子タバコの前記吸引ノズルから離れた他端には、一つの発光装置が設けられ、前
記発光装置は、前記電池に電気的に接続される発光手段及び前記発光手段の外部を覆う灯
のキャップを含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項１１】
　前記灯のキャップと前記ロッドとの連接箇所に前記導気孔に連通する吸気孔が設けられ
る、
ことを特徴とする請求項１０に記載の電子タバコ。
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【請求項１２】
　前記ロッドの前記電池に隣接する一端に対応する側壁には、前記導気孔に連通する吸気
孔が設けられる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項１３】
　前記電子タバコは、前記電池に電気的に接続されて霧化装置の通電または遮断を制御す
るための霧化制御手段が設けられ、前記霧化制御手段は、霧化制御回路及び前記霧化制御
回路に電気的に接続される霧化制御スイッチを含む、
　ことを特徴とする請求項６に記載の電子タバコ。
【請求項１４】
　前記霧化制御スイッチは、コンデンサー式センサースイッチ、または気流センサースイ
ッチである、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の電子タバコ。
【請求項１５】
　電子タバコケースと、電子タバコケースの内に収容される電子タバコを含む電子タバコ
キットにおいて、
　前記電子タバコは、請求項１から１４のいずれか１項に記載の電子タバコである、
　ことを特徴とする電子タバコキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子タバコ及びタバコケースに関し、特に気流方向を制御可能な逆止弁構造
を備える電子タバコ及び電子タバコキットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　喫煙の危害性に対する認識が高まるにつれて、禁煙は大勢の喫煙者の共同の目標になる
ため、タバコの替代品としての電子タバコは、人気が高まりつつある。
【０００３】
　従来の電子タバコは、一般的に吸引ロッドと電源ロッドの二つ部分で組み立てられ、そ
の吸引ロッドは、常に吸引ノズルと煙液を煙霧にする霧化装置とを有し、電源ロッドの内
には、常に電池及び制御スイッチが設けられ、電池は電源を提供することに用いられ、制
御スイッチは電子タバコの全体の動作を制御することに用いられる。従来の電子タバコの
通気路は、吸い込む状態と吹き込む状態で完全に貫通状態になっており、喫煙者は、電子
タバコに吹き込む時に、霧化装置内の煙霧と煙液が気流の流れに伴って電池と制御スイッ
チに流れ込み、電池の内部抵抗を増大させ、電極を酸化させ、短絡や、制御スイッチが動
かないなどの問題が生じてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、吸い込む時に通気路を連通し、且つ吹き込む
時に通気路を遮断する、通気路を単方向に制御する機能を備える電子タバコを提供するこ
とである。
【０００５】
　前記問題を解決するため、本発明の電子タバコは、ロッドを含み、ロッドの一端には吸
引ノズルが設けられ、他端には電池が内蔵され、前記ロッドの内には、前記吸引ノズルと
電池との間に吸い込む時に通気路が貫通状態になっており、且つ吹き込む時に通気路を遮
断するための逆止弁が設けられ、前記逆止弁は、両端を貫通する弁座と弁座の内部に取り
付けられる弁体・弁板とを含み、前記弁座または弁体には導気孔が設けられ、前記弁板は
、前記導気孔の一端のオリフィスに貼り合わせて吸い込むまたは吹き込む操作によって対
応する弾性変形が発生することで、導気孔の開閉状態を制御する。
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【０００６】
　更に、前記弁板は、薄片状であり面積が前記導気孔の横断面よりも大きくて導気孔の一
端のオリフィスを完全に遮断できるシート体と、前記シート体の一つの側縁に位置して前
記弁座または弁体に弾性接続可能な連結部とを含む。
【０００７】
　更に、前記弁板は、導気孔の吸引ノズルに隣接する一端のオリフィスの外側に設置され
る。
【０００８】
　更に、前記弁座の一端には、前記弁体の外輪郭に合わせる弁体収容溝が設けられ、前記
弁体は、前記弁体収容溝の内に取り付けられる。
【０００９】
　更に、前記弁板は、柔軟性プラスチック材料で製造される。
【００１０】
　更に、前記ロッドの前記吸引ノズルに隣接する一端には、前記電池に電気的に接続され
る霧化装置が設けられる。
【００１１】
　更に、前記逆止弁は、前記吸引ノズルと霧化装置との間に設けられる。
【００１２】
　更に、前記逆止弁は、前記電池と霧化装置との間に設けられ、前記弁座の前記電池に隣
接する一端には、径方向に沿って導気孔に連通する通気孔が設けられる。
【００１３】
　更に、前記霧化装置には、煙液を霧化するための電熱線が設けられ、前記弁座及び弁体
に前記電熱線の両端を挿入するためのワイヤー孔が設けられる。
【００１４】
　更に、前記電子タバコの前記吸引ノズルから離れる他端には、一つの発光装置が設けら
れ、前記発光装置は、前記電池に電気的に接続される発光手段及び前記発光手段の外部を
覆う灯のキャップを含む。
【００１５】
　更に、前記灯のキャップと前記ロッドとの連接箇所に前記導気孔に連通する吸気孔が設
けられる。
【００１６】
　更に、前記ロッドの前記電池に隣接する一端に対応する側壁には、前記導気孔に連通す
る吸気孔が設けられる。
【００１７】
　更に、前記電子タバコには前記電池に電気的に接続されて霧化装置の通電または遮断を
制御するための霧化制御手段が設けられ、前記霧化制御手段は、霧化制御回路及び前記霧
化制御回路に電気的に接続される霧化制御スイッチを含む。
【００１８】
　更に、前記霧化制御スイッチは、コンデンサー式センサースイッチ、または気流センサ
ースイッチである。
【００１９】
　本発明のもう一つの目的は、電子タバコキットを提供し、その内部に設けられる電子タ
バコは、単方向の通気路を制御する機能を備える。
【００２０】
　前記問題を解決するため、本発明の電子タバコキットは、電子タバコケースと、電子タ
バコケースの内に収容される電子タバコを含み、前記電子タバコは、上記に記載の電子タ
バコである。
【００２１】
　本発明の有益な効果は以下の通りである。
　電子タバコの吸引ノズルと電池との間に逆止弁が設けられるため、電子タバコは、吸い
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込む時に通気路に連通し、且つ吹き込む時に通気路を遮断する単方向の通気路を制御する
機能を備える。
【００２２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は本発明の第１の実施例に係る電子タバコを示す分解図である。
【図２】図２は本発明の第１の実施例に係る電子タバコを示す断面図である。
【図３】図３は本発明の第２の実施例に係る電子タバコを示す分解図である。
【図４】図４は本発明の第２の実施例に係る電子タバコを示す断面図である。
【図５】図５は本発明の第３の実施例に係る電子タバコを示す断面図である。
【図６】図６は本発明の実施例に係る電子タバコの逆止弁第１の実施例を示す分解図であ
る。
【図７】図７は本発明の実施例に係る電子タバコの逆止弁第１の実施例の弁板の閉じ状態
の見取り図である。
【図８】図８は本発明の実施例に係る電子タバコの逆止弁第１の実施例の弁板の開く状態
の見取り図である。
【図９】図９は本発明の実施例に係る電子タバコの逆止弁第２の実施例を示す分解図であ
る。
【図１０】図１０は本発明の実施例に係る電子タバコの逆止弁第２の実施例の弁板の閉じ
状態の見取り図である。
【図１１】図１１は本発明の実施例に係る電子タバコの逆止弁第２の実施例の弁板の開く
状態の見取り図である。
【図１２】図１２は本発明の実施例に係る電子タバコキットを示す立体図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１～図１２に示すように、本発明の実施例の電子タバコキットにおいて、一方向の通
気路を制御可能な電子タバコ１００と前記電子タバコ１００を収容するための電子タバコ
ケース２００を含む。
【００２５】
　図１と図３に示すように、前記電子タバコ１００は、ロッド１０を含み、前記ロッド１
０は、円筒形の管体構造に設置され、内部中空で各々の内部構成部を収容するための収容
室を形成する。当然ながら、前記ロッド１０は、他の任意の中空チャンバーを備える管状
体構造に設置されることもでき、本実施例に示すような円筒形に限定されない。本実施例
において、前記ロッド１０は、ステンレス材質で製造することができ、プラスチックまた
は他の適切な材質で製造することもできる。
【００２６】
　図２、図４及び図５に示すように、前記ロッド１０の一端に吸引ノズル２０が設けられ
、前記吸引ノズル２０から離れる一端に電池３０が設けられ、前記ロッド１０の内部構成
部の組み立てによって、前記ロッド１０を吸引ロッド１１と、電源ロッド１２との二つの
部分に区画し、即ち前記ロッド１０は、相互に突き合う吸引ロッド１１と電源ロッド１２
と共に構成される。本実施例において、前記吸引ロッド１１と電源ロッド１２は、着脱不
可能な一体式構造にする。一つの実施例として、前記吸引ロッド１１と電源ロッド１２は
、着脱可能な接続にすることもでき、例えば、これら二つはロック、挿入又はネジなどの
結合方式で接続されていてもよい。
【００２７】
　前記電池３０は、前記電池ロッド１２内に設けられて前記電子タバコ１００の各機能モ
ジュールのために電源を提供する。前記吸引ノズル２０は、前記吸引ロッド１１の前記電
池３０から離れた他端に設けられ、本実施例において、前記吸引ノズル２０は、前記吸引
ロッド１１の端部に取り付けられる吸引ノズルカバー２１を含み、前記吸引ノズルカバー
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２１の軸方向に吸気孔２２が設置される。
【００２８】
　図１～図５に示すように、前記ロッド１０内に前記ロッド１０を貫通する通気路が設け
られ、前記吸引ノズル２０と電池３０との間に吸気通気路の気流方向を制御するための逆
止弁４０が設けられ、即ち吸い込む時に通気路に連通し、且つ吹き込む時に通気路を遮断
する。
【００２９】
　具体的に、前記逆止弁４０は、弁体４１、弁座４２及び弁板４３を含み、前記弁座４２
の両端が通り抜け、前記弁体４１が前記弁座４２の内部に取り付けられ、前記弁座４２ま
たは弁体４１に導気孔４４が設置され、前記弁板４３が前記導気孔４４の一端のオリフィ
スに貼り合わされ、且つ吸い込む操作または吹き込む操作によって対応する弾性変形が発
生して前記導気孔４４の開閉状態を制御する。
【００３０】
　前記弁板４３は、前記導気孔４４の前記吸引ノズル２０に隣接する一端のオリフィスの
外側に設けられ、前記逆止弁４０の向いている方向に応じて前記弁体４１または弁座４２
に設置することができ、薄片状であり面積が前記導気孔４４の横断面より大きく前記導気
孔４４の一端のオリフィスを完全に遮断できるシート体４３１と、前記シート体４３１の
一つの側縁に位置して前記弁体５１または弁座５２に弾性接続可能な連結部４３２とを含
む。本実施例において、前記弁板４３は、前記弁体４１または弁座４２と一体成型され、
シート体４３１は、直径が前記導気孔４４の直径より大きく、前記導気孔４４の一端のオ
リフィスを完全に遮断する円形に設置する。当然ながら、前記弁板４３のシート体４３１
は、四角形や、多角形などの他の形状にすることができ、前記弁板４３のシート体４３１
は、前記導気孔４４を完全に遮断でき、前記弁板４３が前記導気孔４４と貼り合わされる
時に通気路を密封させることを確保できればよい。一つの実施例として、前記弁板４３は
、前記弁体４１または弁座４２と分離した形で設置してもよく、例えば、両者はロックや
、挿入などの連接方式によって前記弁板４３の連結部４３２を前記弁座４２と弁体４１と
の間に緊密に固着させてもよい。
【００３１】
　本実施例において、前記弁板４３は、ゴムや、シリカゲルや、熱可塑性ポリウレタン弾
性プラスチックなどの柔軟性プラスチック材料で製造され、前記弁板４３は、気流圧力の
作用で、一定の弾性変形が発生できることで通気路の開閉を行う。
【００３２】
　図６～図８に示すような第１の実施例において、前記弁板４３は、前記弁座４２に設け
られ、前記導気孔４４は、前記弁体４１に設けられる。具体的に、前記弁座４２の前記弁
体４１に隣接する片側には、前記弁体４１の外輪郭に合わせて前記弁体４１を取り付ける
ための弁体収容溝が設けられ、前記弁体４１は、前記弁体収容溝の内部に取り付けられ、
前記弁板４３は、前記弁体４１の外表面に貼り合わせて前記導気孔４４を遮断する。図７
と図８を参照すると、図において、矢印に示す方向は、気流の流動方向であり、気流が前
記弁座４２から前記弁体４１へ流れる時に、前記弁板４３は、気流圧力の作用で前記導気
孔４４の一端のオリフィスの外側に緊密に貼り合わされ、前記導気孔４４が閉じられるこ
とで通気路が遮断される。気流が前記弁体４１から前記弁座４２へ流動する時に、前記弁
板４３は、気流圧力の作用で弾性変形が発生して、前記弁座４２の内壁から離れるシート
体４３１が、前記弁体４１と分離して前記導気孔４４から徐々に離れて、最後に通気路の
導通を実現する。
【００３３】
　図９～図１１に示すような第２の実施例において、本実施例において、前記弁板４３は
、前記弁体４１に設けられ、前記導気孔４４は、前記弁座４２に設けられ、前記弁座４２
の前記弁体４１に隣接する片側には、前記弁体４１の外輪郭に合わせて前記弁体４１を取
り付けるための弁体収容溝が設けられ、前記弁体４１は、前記弁体収容溝の内部に取り付
けられ、前記弁板４３は、前記弁体４１の前記弁座４２に隣接する片側に位置して前記弁
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体収容溝の内表面に貼り合わされて前記導気孔４４の片側のオリフィスを完全に遮断する
。図１０と図１１を参照すると、図において、矢印に示す方向は、気流の流動方向であり
、気流が前記弁体４１から前記弁座４２へ流れる時に、前記弁板４３は、気流圧力の作用
で前記導気孔４４の一端のオリフィスの外側に緊密に貼り合わされ、前記導気孔４４が閉
じられることで通気路が遮断される。気流が前記弁座４２から前記弁体４１へ流動する時
に、前記弁板４３は、気流圧力の作用で弾性変形が発生して、そのシート体４３１が前記
弁座４２と分離して前記導気孔４４から徐々に離れて、最後に通気路の導通を実現する。
【００３４】
　図１～図５を参照しており、前記ロッド１０内には、煙液が霧化されて煙霧になるため
の霧化装置５０が設けられる。本実施例において、前記霧化装置５０は、前記ロッド１０
の吸引ロッド１１に設けられ、霧化器５１及び前記霧化器５１を収容するための霧化カッ
プ５２を含む。　　
【００３５】
　前記霧化器５１は、煙液を霧化して煙霧にするために用いられ、電熱線５１１及び繊維
部材５１２を含み、前記電熱線５１１は、前記繊維部材５１２に巻き付かれ、且つ当該繊
維部材５１２を介して前記霧化カップ５２内に収容・固定される。本実施例において、前
記繊維部材５１２は、ガラス繊維または他の耐高温繊維材質で製造され、煙液を吸収して
前記電熱線５１１で加熱して霧化するためであり、その形状は、円筒状にする。
【００３６】
　前記霧化カップ５２は、液貯蔵部材５２１、支持管５２２及び霧化シート５２３を含み
、前記液貯蔵部材５２１と前記支持管５２２は、全体として略円筒形であり、且つ同軸で
配置される。
【００３７】
　前記液貯蔵部材５１２は、通り抜け可能な筒体構造であり、海綿のように液体を吸収し
且つ貯蔵することができ、煙液を吸収して貯蔵するために用いられており、前記霧化器５
１が後に煙液を霧化することを容易にし、本実施例において、前記液貯蔵部材５２１は、
吸水性能及び蓄水性能を備えるガラス繊維や、吸水綿などの材質で作製される。前記液貯
蔵部材５２１は、前記ロッド１０内に取り付けられ、且つ前記ロッド１０の内壁と緊密に
結合固定される。
【００３８】
　前記支持管５２２は、通り抜け可能な筒体構造であり、ガラス繊維材質で製造され、前
記支持管５２２は、前記液貯蔵部材５２１内に取り付けられて前記液貯蔵部材５２１を前
記ロッド１０内に固定し、通気路を導通するとともに前記液貯蔵部材５２１を支持するた
めに用いられる。前記支持管５２２の上部の側壁には、径方向に沿って側壁を貫通するバ
ヨネットが設けられ、前記バヨネットは、前記霧化器５１の繊維部材５１２を締め付けて
固定するために用いられる。前記繊維部材５１２の両端は、バヨネットから前記支持管５
２２を延出して前記繊維部材５１２の内壁に当接されており、前記繊維部材５１２内の煙
液を吸収して前記電熱線５１１のために加熱・霧化する。
【００３９】
　前記霧化シート５２３は、前記霧化器５１及び霧化カップ５２を支持して固定するため
に用いられ、前記吸引ノズルカバー２１とそれぞれ前記霧化カップ５２の両端に密封され
て前記霧化カップ５２のカップを形成する。前記霧化シート５２３は、プラスチック材質
で製造でき、その形状と寸法は前記ロッド１０の内壁に合わせられ、霧化シート５２３の
外壁によって前記ロッド１０の内に結合固定される。本実施例において、前記霧化シート
５２３は、円筒状であり、その内部には、軸方向に沿って貫通する第１の通気孔５２３１
及びいくつの前記電熱線５１１を貫通するための第１のワイヤー孔５２３２が設けられる
。
【００４０】
　図１～図５を参照すると、前記ロッド１０の前記吸引ノズル２０から離れる一端には、
前記電池３０に電気的に接続されて前記霧化装置５０の通電または遮断を制御するための
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霧化制御手段６０が設けられ、前記霧化制御手段６０は、霧化制御回路及び前記霧化制御
回路に電気的に接続される霧化制御スイッチ６１を含み、前記霧化制御スイッチ６１は、
一つのスイッチ固定シート６２を介して前記ロッド１０の内に固定される。
【００４１】
　本実施例において、前記霧化制御スイッチ６１は、センサースイッチであり、具体的に
、前記センサースイッチは、コンデンサー式センサースイッチであり、喫煙者が前記電子
タバコ１００を利用して喫煙する時に、前記コンデンサー式センサースイッチは、吸入気
流を検出した後にコンデンサーが変化して前記霧化制御回路を制御して供給電源を導通し
、前記電子タバコ１００を作動状態にさせる。一つの実施例として、前記センサースイッ
チは、気流センサースイッチにすることもでき、即ち喫煙者は、前記吸引ノズル２０を介
して吸い込む時に、前記電子タバコ１００のチャンバー内に負圧が発生して前記気流セン
サースイッチがパルス信号を発生することで前記霧化制御回路を制御して供給電源を導通
する。
【００４２】
　前記センサースイッチの製造は精密なので、一般に、専門の制御器が内蔵されており、
従って、本実施例における前記霧化制御回路は、直接に前記センサースイッチ内の制御器
に集積されることができ、一つの実施例として、前記霧化制御回路は、前記センサースイ
ッチの外部に独立して設置されてそれぞれ前記センサースイッチ及び電池３０と接続する
霧化制御回路基盤に集積されることもできる。一つの実施例として、前記霧化制御スイッ
チ６１は、伝統的なキースイッチにすることもできる。
【００４３】
　図１～図５に示すように、前記ロッド１０の前記吸引ノズル２０から離れた他端には、
一つの発光装置が設けられ、前記発光装置は、前記電子タバコ１００の作動指示灯に用い
られ、前記電池３０に電気的に接続される発光手段及び前記発光手段の外部を覆う灯のキ
ャップ７０を含む。
【００４４】
　図１と図２に示すように、図１と図２は、本発明の第１の実施例を示し、当該実施例に
おいて、前記逆止弁４０は、前記吸引ノズル２０と霧化装置５０との間に配置され、前記
灯のキャップ７０と前記ロッド１０との連接箇所に前記導気孔４４に連通する吸気孔８０
が設けられることで前記ロッド１０の内に前記ロッド１０を貫通する吸気通気路を形成す
る。図２を参照すると、図２の矢印に示す方向は、即ち本実施例における吸気通気路の気
流方向である。
【００４５】
　具体的に、前記弁座４２は、前記弁体４１の外周に取り付けられて外壁によって前記ロ
ッド１０の内部に結合固定され、同時に、前記弁体４１は、前記弁座４２と霧化装置５０
との間に当接される。前記弁体４１の中央には、軸方向に沿って延伸して前記支持管５２
２の内部に挿し込む支持柱が形成され、前記導気孔４４は、前記支持管５２２を介して前
記霧化シート５２３の第１の通気孔５２３１に連通する。前記霧化シート５２３は、一つ
のブラケット１３を介して前記電池３０と当接し、前記ブラケット１３の前記電池３０に
隣接する一端には、径方向に沿って前記ブラケット１３の側壁に連通する第２の通気孔１
３１が設けられる。
【００４６】
　喫煙者は、本実施例における前記電子タバコ１００を利用して喫煙する時に、前記吸引
ノズル２０の吸気孔２２に位置を合わせて吸い込み、外界の気体が前記灯のキャップ７０
とロッド１０との連接箇所に設置される吸気孔８０を介して前記ロッド１０の内に入って
、気体が前記電池ロッド１２の側壁に沿って前記ブラケット１３の側壁の第２の通気孔１
３１を介して前記霧化装置５０の内部に入って、前記霧化装置５０の支持管５２２を流れ
る時に、気流が前記霧化器５１によって霧化して形成される煙霧が前記吸引ノズル２０の
方向へ流れ、気体が前記導気孔４４を流れる時に、前記弁板４３は、気流圧力の作用で弾
性変形が発生して前記導気孔４４から分離し、前記導気孔４４が導通され、煙霧は、気流
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に伴って前記導気孔４４を介して前記吸気孔２２から流出し、最後に人の体内に取り込ま
れる。吹き込む時に、気流が反方向へ流れ、前記弁板４３は、吹き込む気流圧力の作用で
前記導気孔４４に対応するオリフィスの端面と緊密に貼り合わされ、前記導気孔４４が密
封され、吹き込む気流が遮断されて前記霧化装置５０の内部に入ることができず、前記霧
化装置５０内の煙霧及び煙液は、気流の作用がない場合には、前記電池３０及び霧化制御
スイッチ６１へ流れることができず、前記電池３０及び霧化制御スイッチ６１が煙霧と煙
液によって破壊されることを防止して前記電子タバコ１００の使用寿命を確保する。
【００４７】
　図３と図４を参照すると、図３と図４は、本発明の第２の実施例を示し、当該実施例に
おいて、前記逆止弁４０は、前記吸電池３０と霧化装置５０との間に配置され、同様に、
前記灯のキャップ７０と前記ロッド１０との連接箇所に前記導気孔４４に連通する吸気孔
８０が設けられ、ことで前記ロッド１０の内部に前記ロッド１０を貫通する吸気通気路を
形成する。図４を参照すると、図４の矢印に示す方向は、即ち本実施例における吸気通気
路の気流方向である。
【００４８】
　具体的に、前記弁座４２は、前記弁体４１の外周に取り付けられて外壁によって前記ロ
ッド１０の内に結合固定され、前記弁体４１は、前記弁座４２によって前記弁座４２と霧
化装置５０との間に緊密に当接され、前記弁座４２及び弁体４１に対応する前記電熱線５
１１の両端を挿入するための第２のワイヤ孔４５が設けられ、且つ前記弁座４２の前記電
池３０に隣接する片側には、径方向に沿って前記導気孔４４に連通する第３の通気孔１３
１が設けられる。
【００４９】
　喫煙者は、本実施例における前記電子タバコ１００を利用して喫煙する時に、前記吸引
ノズル２０の吸気孔２２の位置に合わせて吸い込み、外界の気体が前記灯のキャップ７０
とロッド１０との連接箇所に設置される吸気孔８０を介して前記ロッド１０の内部に入っ
て、気体が前記電池ロッド１２の側壁に沿って前記弁座４２の側壁の第３の通気孔４６を
介して前記導気孔４４の内部に入って、前記弁板４３は、気流圧力の作用で弾性変形が発
生して前記導気孔４４から分離し、前記導気孔４４が導通された後に、気流が前記霧化シ
ート５２３の軸方向に貫通する第１の通気孔５２３１を介して前記支持管５２２の内に入
って、前記霧化器５１で流れる時に、気流は前記霧化器５１によって霧化して形成する煙
霧を動かして前記吸気孔２２から流出し、最後に人の体内に取り込まれる。吹き込む時に
、気流が反方向へ流れ、前記逆止弁４０に流れる時に、前記弁板４３は、気流圧力の作用
で前記導気孔４４に対応するオリフィスの端面と緊密に貼り合わされて前記導気孔４４を
密封することで吹き込む気流の通気路を密封し、この時に、吹き込む気流は前記逆止弁４
０で遮断されるから、前記霧化装置５０の内部の煙霧及び煙液が前記逆止弁４０の前記霧
化装置５０に隣接する片側に遮断されることで煙霧と煙液が電池ロッド１２の内に入って
電池３０及び霧化制御スイッチ６１の使用寿命に影響を与えることを防止する。
【００５０】
　図５に示すように、図５は、本発明の第３の実施例を示し、当該実施例において、前記
逆止弁４０は、上記の第２の実施例で設置されている位置と同じであり、同様に、前記吸
電池３０と霧化装置５０との間に配置され、差異点として、前記吸気孔８０は、前記ロッ
ド１０の前記電池３０に隣接する一端に対応する側壁に設けられ、即ち、吹き込む気流が
前記電池ロッド１２を流れず、直接に前記吸引ロッド１１の内部に入って、前記吸気孔８
０が前記ロッド１０の側壁に設けられる時に、前記弁座４２の側壁の第３の通気孔４６は
、前記弁座４２の前記吸気孔８０に対応する一端の側壁だけに設けられることができる。
当然ながら、本実施例における前記吸気孔８０は、前記ロッド１０の側壁の任意の適切な
箇所に設けられることもでき、また、同時に前記ロッド１０と灯のキャップ７０との連接
箇所に設けられることもでき、吸い込む気流が前記霧化装置５０の内部に入って霧化して
形成される煙霧を動かして前記吸引ノズル２０から流出することができ、人の体内に取り
込まれることを保証しさえすればよい。
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【００５１】
　喫煙者は、本実施例における前記電子タバコ１００を利用して喫煙する時に、前記吸引
ノズル２０の吸気孔２２の位置に合わせて吸い込み、外界の気体が前記ロッド１０の側壁
に設置される吸気孔８０及び前記弁座４２の側壁に設置される第３の通気孔４６を介して
前記導気孔４４の内部に入って、前記弁板４３は、気流圧力の作用で弾性変形が発生して
前記導気孔４４から分離し、前記導気孔４４が導通され、前記気流が前記導気孔４４及び
前記霧化シート５２３の第１の通気孔５２３１を介して前記支持管５２２の内部に入って
、且つ前記霧化器５１を流れる時に前記霧化器５１によって霧化して形成される煙霧を動
かして前記吸気孔２２から流出させることで霧化・形成される煙霧が人の体内に取り込ま
れる。第２の実施例の原理と同じように、吹き込む時に、前記弁板４３が吹き込む気流の
圧力の作用で前記導気孔４４を密封させることで、煙霧及び煙液が吹き込む気流に伴って
前記電池ロッド１２の内部に入って、前記電池３０及び霧化制御スイッチ６１の使用寿命
を有効に確保する。
【００５２】
　当然ながら、本発明の実施例における電子タバコ１００は、図１及び図５に示すような
三つの実施例のみならず、各々の実施例における各々の技術特徴が相互に組み合わせて新
しい実施例になることができる。
【００５３】
　図１２に示すように、前記電子タバコ１００は、常に前記電子タバコケース２００の内
に収容され、前記電子タバコケース２００は、前記電子タバコ１００を収容するための底
部ケース９１及び前記底部ケース９１に蓋着されるケース蓋９２を含む。前記底部ケース
９１は、四角形のハウジングとする構造であり、当然ながら、その形状は四角形に限らず
、円形、楕円形、多角形などの形状であってもよく、前記ケース蓋９２を設置する時に、
前記底部ケース９１と係合することを確保できればよい。　
【００５４】
　上述は本発明の具体的な実施形態であり、指摘しなければいけないのは、この技術分野
の当業者において、本発明の原理を離れていない前提において、いくつかの改善・修正を
行うことができ、これらの改善・修正は本発明の保護範囲内に属するべきである。
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【図２】
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【図７】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月1日(2015.6.1)
【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】
　一端に吸引ノズルが設けられ、他端に電池が内蔵され、内部に煙霧を発生するための霧
化装置が設けられるロッドを含む電子タバコにおいて、
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　前記ロッドの内部には、吸い込む時に前記吸引ノズルと電池との間で通気路が貫通状態
になっており、且つ吹き込む時に通気路を遮断するための逆止弁が設けられ、
　前記逆止弁は、弁座、弁体及び弁板を含み、前記弁座または弁体に電子タバコの通気路
と貫通する導気孔が設けられ、前記弁板は、前記導気孔の一端のオリフィスに開閉可能で
貼り合わされて吸い込むまたは吹き込む操作によって対応する前記導気孔を開いてまたは
閉じることで、吸い込む時に電子タバコの通気路を導通し、吹き込む時に電子タバコの通
気路を遮断し、更に煙霧が前記電池に向けて吹き出すことを防止するようになる、
　　ことを特徴とする電子タバコ。
【請求項２】
　前記弁板は、薄片状であり面積が前記導気孔の横断面より大きく、導気孔の一端のオリ
フィスを完全に遮断できるシート体、及び前記シート体の一つの側縁に位置して前記弁座
または弁体に弾接可能な連結部を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項３】
　前記弁板は、導気孔の吸引ノズルに隣接する一端のオリフィスの外側に設置され、
　弁板は、弾性プラスチックで製造され、
　吸い込む時に、弁板は、気体圧力によって弾性変形が発生して導気孔から押し開き、吹
き込む時に、気体圧力によって前記導気孔に向けて蓋着する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項４】
　前記弁座の一端には、前記弁体の外輪郭と適合する弁体収容溝が設けられ、前記弁体は
、前記弁体収容溝の内部に取り付けられ、
　前記弁座または弁体には、弁板収容室が設けられ、前記弁板が活動的に前記弁板収容室
の内に設けられ、
　前記弁座と弁体は、円環状または円筒状構造である、
ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項５】
　前記逆止弁は、前記吸引ノズルと霧化装置との間に設けられ、
　前記霧化装置は、煙液を吸収するとともに、貯蔵するための液貯蔵手段が設けられ、
　前記液貯蔵手段は、吸引ノズルに向けての一端が前記逆止弁によって煙液を密封して煙
液の吸引ノズルへの漏れを遮断し、
　前記弁体及び/または弁座の側壁が前記液貯蔵手段の一端を密封し、
　前記弁座の側壁が前記ロッドの内壁に結合固定される、
ことを特徴とする請求項６に記載の電子タバコ。
【請求項６】
　前記霧化装置と前記電池との間には一つのブラケットが設けられ、
　前記ブラケットに一つの通気孔が設置されて電子タバコの通気路に連通し、
　前記ブラケットは、円筒状構造であり、片側が前記電池の底部に当接されて前記電池を
固定するとともに、位置決めする、
　ことを特徴とする請求項５に記載の電子タバコ。
【請求項７】
　前記逆止弁は、前記電池と霧化装置との間に設けられ、前記弁座の前記電池に隣接する
一端には、径方向に沿って導気孔と貫通する通気孔が設けられる、
　ことを特徴とする請求項1に記載の電子タバコ。
【請求項８】
　前記霧化装置は、煙液を吸収するとともに、貯蔵するための液貯蔵手段が設けられ、
　前記液貯蔵手段の電池に向けての一端が前記逆止弁によって煙液を密封して煙液が前記
電池に漏れを遮断し、
　前記逆止弁と前記液貯蔵手段の電池に向けての一端との間には、更に前記液貯蔵手段を
固定するとともに、支持するための霧化シートが設けられ、かつ煙液を密封して煙液の前
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記電池への漏れを遮断する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の電子タバコ。
【請求項９】
　前記弁座の一端は、前記電池の頂部に当接されて前記電池を固定するとともに、位置決
めする、
　　ことを特徴とする請求項７に記載の電子タバコ。
【請求項１０】
　前記霧化装置は、煙液を霧化するための電熱線が設けられ、前記弁座及び弁体には前記
電熱線の両端を挿入するためのワイヤー孔が設けられ、
　前記電熱線の両端の導線が前記ワイヤー孔を通り抜ける後に、前記電池の電極に電気的
に接続される、
ことを特徴とする請求項7に記載の電子タバコ。
【請求項１１】
　前記ロッドは、前記導気孔及び電子タバコの外部の空気に連通する吸気孔が設けられる
ことで、電子タバコの通気路を外部の空気に連通させるようになる、
ことを特徴とする請求項１に記載の電子タバコ。
【請求項１２】
　前記ロッドに設けられる吸気孔は、前記電池頂部の霧化器底部のロッドに対応する側壁
に位置し、
　または、前記ロッドに設けられる吸気孔は、前記電池底部のロッドの側壁に位置し、且
つ前記電池の外側壁とロッドの内側壁との間の間隔を介して電子タバコの通気路に連通す
る、
　　ことを特徴とする請求項11に記載の電子タバコ。
【請求項１３】
　前記電子タバコは、前記電池に電気的に接続されて霧化装置の通電または遮断を制御す
るための霧化制御手段が設けられ、前記霧化制御手段は、霧化制御回路及び前記霧化制御
回路に電気的に接続される霧化制御スイッチを含む、
　ことを特徴とする請求項1に記載の電子タバコ。
【請求項１４】
　前記霧化制御スイッチは、コンデンサー式センサースイッチ、または気流センサースイ
ッチであり、
　喫煙者は、前記電子タバコを利用して喫煙する時に、前記センサースイッチが吸気を検
出する後にコンデンサーが変化して、または電子タバコのチャンバーの内に負圧を発生さ
せて、前記霧化制御回路を制御して供給電源に接続し、それによって前記電子タバコを作
動状態にする、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の電子タバコ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　図１～図５に示すように、前記ロッド１０内に前記ロッド１０を貫通する通気路が設け
られ、前記吸引ノズル２０と電池３０との間に吸い込むと吹き込む時に通気路の状態を制
御するための逆止弁４０が設けられ、即ち吸い込む時に通気路に連通し、且つ吹き込む時
に通気路を遮断する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２９】
　具体的に、前記逆止弁４０は、弁体４１、弁座４２及び弁板４３を含み、前記弁座４２
の両端が通り抜け、前記弁体４１が前記弁座４２の内部に取り付けられ、前記弁座４２ま
たは弁体４１に導気孔４４が設置され、前記弁板４３が前記導気孔４４の一端のオリフィ
スに開閉可能で貼り合わされ、且つ吸い込む操作または吹き込む操作によって対応する弾
性変形が発生して前記導気孔４４の開閉状態を制御する。喫煙者は、吸引ノズル２０で吸
い込む時に、弁板４３は吸引ノズル２０の一方側向きの通気路の内部に負圧を発生して、
弁板４３の他方側の気体圧力によって前記弁板４３を押し開くことで、導気孔４４を開い
て通気路を吸引ノズル２０に連通させ、煙霧が吸引ノズル２０に導いて喫煙者のために喫
煙することができる。喫煙者は、吹き込む時に、弁板４３が吸引ノズル２０の一方側向き
の通気路の内部の気体圧力によって弁板４３を強制的に押し開いて導気孔４４を閉じてお
り、通気路を遮断するとともに、煙霧が吸引ノズル２０から離れる一端の電池ロッド１２
に向けて吹き込まれないようにする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　前記弁板４３は、前記導気孔４４の前記吸引ノズル２０に隣接する一端のオリフィスの
外側に開閉可能で設けられ、前記逆止弁４０の向いている方向に応じて前記弁体４１また
は弁座４２に設置することができ、薄片状であり面積が前記導気孔４４の横断面より大き
く前記導気孔４４の一端のオリフィスを完全に遮断できるシート体４３１と、前記シート
体４３１の一つの側縁に位置して前記弁体５１または弁座５２に弾性接続可能な連結部４
３２とを含む。連結部４３２は、弁体４１または弁座４２に固定され、または弁体４１と
弁座４２との間に挟まれており、弁板４３の一方側を固定し、他方側を活動可能で導気孔
４４を密封することで、一方向の逆止弁構造になる。本実施例において、前記弁板４３は
、前記弁体４１または弁座４２と一体成型され、シート体４３１は、直径が前記導気孔４
４の直径より大きく、前記導気孔４４の一端のオリフィスを完全に遮断する円形に設置す
る。当然ながら、前記弁板４３のシート体４３１は、四角形や、多角形などの他の形状に
することができ、前記弁板４３のシート体４３１は、前記導気孔４４を完全に遮断でき、
前記弁板４３が前記導気孔４４と貼り合わされる時に通気路を密封させることを確保でき
ればよい。一つの実施例として、前記弁板４３は、前記弁体４１または弁座４２と分離し
た形で設置してもよく、例えば、両者はロックや、挿入などの連接方式によって前記弁板
４３の連結部４３２を前記弁座４２と弁体４１との間に緊密に固着させてもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　図６～図８に示すような第１の実施例において、前記弁板４３は、前記弁座４２に設け
られ、前記導気孔４４は、前記弁体４１に設けられる。具体的に、前記弁座４２の前記弁
体４１に隣接する片側には、前記弁体４１の外輪郭に合わせて前記弁体４１を取り付ける
ための弁体収容溝４２０及び底部に前記弁板４３を収容するための弁板収容室４２２が設
けられ、前記弁体４１は、前記弁体収容溝４２０の内部に取り付けられ、前記弁板４３は
、前記弁体４１の外表面に貼り合わせて前記導気孔４４を遮断する。図７と図８を参照す
ると、図において、矢印に示す方向は、気流の流動方向であり、気流が前記弁座４２から
前記弁体４１へ流れる時に、前記弁板４３は、気流圧力の作用で前記導気孔４４の一端の
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オリフィスの外側に緊密に貼り合わされ、前記導気孔４４が閉じられることで通気路が遮
断される。気流が前記弁体４１から前記弁座４２へ流動する（吸い込む）時に、前記弁板
４３は、気流圧力の作用で弾性変形が発生して、シート体４３１が前記弁座４２の底部内
壁から離れ、且つ前記弁体４１と分離して前記導気孔４４から徐々に離れて、最後に通気
路の導通を実現する。本実施における前記弁体４１及び弁座４２は、環状構造であり、前
記弁座４２は、前記弁体収容溝４２０を規定する環状側壁４２４及び前記弁板収容室４２
２を規定する環状底壁４２６を含む。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図９～図１１に示すような第２の実施例において、本実施例において、前記弁板４３は
、前記弁体４１に設けられ、前記導気孔４４は、前記弁座４２に設けられ、前記弁座４２
の前記弁体４１に隣接する片側には、前記弁体４１の外輪郭に合わせて前記弁体４１を取
り付けるための弁体収容溝４２０が設けられ、前記弁体４１は、前記弁体収容溝４２０の
内部に取り付けられ、前記弁板４３は、前記弁体４１の弁板収容室４１２底部の前記弁座
４２に隣接する片側に位置して前記弁体収容溝４２０の底表面に貼り合わされて前記導気
孔４４の片側のオリフィスを完全に遮断する。図１０と図１１を参照すると、図において
、矢印に示す方向は、気流の流動方向であり、気流が前記弁体４１から前記弁座４２へ流
れる（吹き込む）時に、前記弁板４３は、気流圧力の作用で前記導気孔４４の一端のオリ
フィスの外側に緊密に貼り合わされ、前記導気孔４４が閉じられることで通気路が遮断さ
れる。気流が前記弁座４２から前記弁体４１へ流動する時に、前記弁板４３は、気流圧力
の作用で弾性変形が発生して、そのシート体４３１が前記弁座４２と分離して前記導気孔
４４から徐々に離れて、最後に通気路の導通を実現する。
本実施例において、前記弁体４１は、環状構造であり、その内部に前記弁板収容室４１２
が形成される。前記弁座４２は、円筒状構造であり、前記弁体収容溝４２０を規定する環
状側壁４２４、前記導気孔４４を規定する底壁４２６、及び前記環状側壁４２４に対向す
る環状側壁４２５を含む。前記環状側壁４２４と底部壁４２６との間に共同で規定される
中空チャンバー（図示せず）が前記導気孔４４と貫通し、環状側壁４２５には、切欠また
は貫通孔が規定されて通気孔４６として気体渋滞を防止するようになる。前記弁体４１と
弁座４２には、ワイヤー孔４５が規定（define）される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　具体的に、前記弁座４２は、前記弁体４１の外周に取り付けられて外壁によって前記ロ
ッド１０の内部に結合固定され、同時に、前記弁体４１は、前記弁座４２と霧化装置５０
との間に当接される。前記弁体４１の中央には、軸方向に沿って延伸して前記支持管５２
２の内部に挿し込む環状支持柱が形成され、前記導気孔４４は、前記支持管５２２を介し
て前記霧化シート５２３の第１の通気孔５２３１に連通する。前記霧化シート５２３は、
一つのブラケット１３を介して前記電池３０と当接し、前記ブラケット１３の前記電池３
０に隣接する一端には、径方向に沿って前記ブラケット１３の側壁に連通する第２の通気
孔１３１が設けられて電子タバコ１００の通気路を連通して気体渋滞を防止するようにな
る。前記ブラケット１３は、円筒状構造であり、その側壁の底辺が電池３０と当接するこ
とで、前記電池３０を固定するとともに、位置決めする。前記弁体４１と弁座４２の側壁
は、前記霧化カップ５２の霧化シート５２３に対応する一端を固定し、同時に前記液貯蔵
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部材５２１の内の煙液を密封することで煙液を遮断するとともに、ロッド１０の側壁から
煙液の漏れることを防止するようになる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　喫煙者は、本実施例における前記電子タバコ１００を利用して喫煙する時に、前記吸引
ノズル２０の吸気孔２２に位置を合わせて吸い込み、霧化制御手段６０は、吸気を検出す
る後に前記霧化装置５０の導通を制御して霧化動作を開始して煙霧を発生し、外界の気体
が前記灯のキャップ７０とロッド１０との連接箇所に設置される吸気孔８０を介して前記
ロッド１０の内に入って、気体が前記電池ロッド１２の側壁に沿って前記ブラケット１３
の側壁の第２の通気孔１３１を介して前記霧化装置５０の内部に入って、前記霧化装置５
０の支持管５２２を流れる時に、気流が前記霧化器５１によって霧化して形成される煙霧
が前記吸引ノズル２０の方向へ流れ、気体が前記導気孔４４を流れる時に、前記弁板４３
は、気流圧力の作用で弾性変形が発生して前記導気孔４４から分離し、前記導気孔４４が
導通され、煙霧は、気流に伴って前記導気孔４４を介して前記吸気孔２２から流出し、最
後に人の体内に取り込まれる。吹き込む時に、気流が反方向へ流れ、前記弁板４３は、吹
き込む気流圧力の作用で前記導気孔４４に対応するオリフィスの端面と緊密に貼り合わさ
れ、前記導気孔４４が密封され、吹き込む気流が遮断されて前記霧化装置５０の内部に入
ることができず、前記霧化装置５０内の煙霧及び煙液は、気流の作用がない場合には、前
記電池３０及び霧化制御スイッチ６１へ流れることができず、前記電池３０及び霧化制御
スイッチ６１が煙霧と煙液によって破壊されることを防止して前記電子タバコ１００の使
用寿命を確保する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　図３と図４を参照すると、図３と図４は、本発明の第２の実施例を示し、当該実施例に
おいて、図９～図１１に示すような前記逆止弁４０を採用し、前記逆止弁４０は、、前記
吸電池３０と霧化装置５０との間に配置され、同様に、前記灯のキャップ７０と前記ロッ
ド１０との連接箇所に前記導気孔４４に連通する吸気孔８０が設けられ、ことで前記ロッ
ド１０の内部に前記ロッド１０を貫通する吸気通気路を形成する。図４を参照すると、図
４の矢印に示す方向は、即ち本実施例における吸気通気路の気流方向である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　具体的に、前記弁座４２は、前記弁体４１の外周に取り付けられて外壁４２４によって
前記ロッド１０の内に結合固定され、前記弁体４１は、前記弁座４２によって前記弁座４
２と霧化装置５０との間に緊密に当接され、前記弁座４２及び弁体４１に対応する前記電
熱線５１１の両端を挿入するための第２のワイヤ孔４５が設けられ、且つ前記弁座４２の
前記電池３０に隣接する片側には、径方向に沿って前記導気孔４４に連通する第３の通気
孔１３１が設けられて気体渋滞を防止するようになる。この時に、弁座４２の環状側壁４
２５は、第１の実施例におけるブラケット１３を置換して電池３０に当接され、それによ
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って前記電池３０を固定するとともに、位置決めする。弁体４１と弁座４２は、前記霧化
装置５０と電池３０との間に当接され、更に煙液を遮断するとともに、ロッド１０から煙
液が漏れることを防止するようになる。ワイヤー孔４５は、電熱線の両端が電池３０に電
気的に接続されることを固定しており、電線の回転で磨耗または電気接続を遮断すること
を防止するようになる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　喫煙者は、本実施例における前記電子タバコ１００を利用して喫煙する時に、前記吸引
ノズル２０の吸気孔２２の位置に合わせて吸い込み、霧化制御手段６０は、吸気を検出す
る後に前記霧化装置５０の導通を制御して霧化動作を開始して煙霧を発生し、外界の気体
が前記灯のキャップ７０とロッド１０との連接箇所に設置される吸気孔８０を介して前記
ロッド１０の内部に入って、気体が前記電池ロッド１２の側壁に沿って前記弁座４２の側
壁の第３の通気孔４６を介して前記導気孔４４の内部に入って、前記弁板４３は、気流圧
力の作用で弾性変形が発生して前記導気孔４４から分離し、前記導気孔４４が導通された
後に、気流が前記霧化シート５２３の軸方向に貫通する第１の通気孔５２３１を介して前
記支持管５２２の内に入って、前記霧化器５１で流れる時に、気流は前記霧化器５１によ
って霧化して形成する煙霧を動かして前記吸気孔２２から流出し、最後に人の体内に取り
込まれる。吹き込む時に、気流が反方向へ流れ、前記逆止弁４０に流れる時に、前記弁板
４３は、気流圧力の作用で前記導気孔４４に対応するオリフィスの端面と緊密に貼り合わ
されて前記導気孔４４を密封することで吹き込む気流の通気路を密封し、この時に、吹き
込む気流は前記逆止弁４０で遮断されるから、前記霧化装置５０の内部の煙霧及び煙液が
前記逆止弁４０の前記霧化装置５０に隣接する片側に遮断されることで煙霧と煙液が電池
ロッド１２の内に入って電池３０及び霧化制御スイッチ６１の使用寿命に影響を与えるこ
とを防止する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】

【手続補正１４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】

【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】



(32) JP 2015-530098 A 2015.10.15

【図９】
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