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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙巻きタバコとして具現される喫煙物品であって、長手方向軸（４０）を有する細長い
円筒形状（１０）と、点火端（１８）と、吸い口端（２０）とを備え、
　点火端（１８）は、喫煙物品の長手方向軸（４０）に対して約３０°から約６０°の角
度で傾斜する、垂直でない面（３５０、５３４）を備える第１の露出端面（２４、３２４
、５２４）を有し、点火端（１８）は、前記長手方向軸（４０）に対して略垂直な面内の
、第２の露出端面（５３６）をさらに有し、前記第２の露出端面（５３６）は、境界領域
（５３８）に沿って前記第１の露出端面（５３４）に全体として隣接し、
　エアロゾル発生システムをさらに備え、
　前記エアロゾル発生システムは、
　燃料エレメント（８０６）を含み、点火端（１８）の近くに配置された熱発生セグメン
トと、
　吸い口端（２０）と、点火端（１８）が備わる熱発生セグメントとの間に配置されたエ
アロゾル形成領域またはセグメントと
　を備える、喫煙物品。
【請求項２】
　境界領域（５３８）が第１の露出端面（５３４）と第２の露出端面（５３６）との間に
概ね平坦な面を備える、請求項１に記載の喫煙物品。
【請求項３】
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　境界領域が第１の露出端面（５３４）と第２の露出端面（５３６）との間に概ね湾曲し
た面遷移部を備える、請求項１または２に記載の喫煙物品。
【請求項４】
　第１の露出端面が楕円形状の部分を有する、請求項１から３のいずれか一項に記載の喫
煙物品。
【請求項５】
　第１の露出端面が放物線形状の部分を含む側面輪郭を有する、請求項１から３のいずれ
か一項に記載の喫煙物品。
【請求項６】
　紙（１６）に巻かれ、吸い口端とエアロゾル発生システムとの間に配置されたタバコ材
料のロッド（１２）をさらに備え、第１の露出端面（５３４）が点火端（１８）の表面積
の半分超を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の喫煙物品。
【請求項７】
　第１の露出端面が点火端（１８）における包装紙（１６）の最長末端（４２）と点火端
（１８）における包装紙（１６）の最短末端（４４）とを結ぶ面を備える、請求項１から
６のいずれか一項に記載の喫煙物品。
【請求項８】
　最長末端（４２）が最短末端（４４）を越えて５ｍｍから１５ｍｍ延在する、請求項７
に記載の喫煙物品。
【請求項９】
　熱発生セグメントが燃料エレメント（８０６）を備え、燃料エレメント（８０６）の露
出端面が前記長手方向軸に対して垂直でない面を備える、請求項１から５のいずれか一項
に記載の喫煙物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、紙巻きタバコ等の喫煙物品、より具体的には形状化された点火端を有
する紙巻きタバコに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻きタバコ等の人気のある喫煙物品は、ほぼ円筒のロッド形状の構造を有しており、
包装紙により包んでいわゆる「喫煙に適したロッド」すなわち「タバコロッド」を形成し
た裁断タバコ（例えば、刻み芯形態）等の喫煙に適した材料の充填体や巻回体もしくは柱
状体を含む。通常、紙巻きタバコはタバコロッドに端どうし突き合わせた関係に位置合わ
せさせた円筒のフィルタエレメントを有する。一般に、フィルタエレメントはトリアセチ
ンを用いて可塑化した酢酸セルローストウを含んでおり、トウには「プラグラップ」とし
て知られる紙材料が外装されている。紙巻きタバコには複数セグメントを有するフィルタ
エレメントを組み込むことができ、これらのセグメントの１つに活性炭粒子が含まれ得る
。例えば、Ｖｅｌｕｚの米国特許第６，５３７，１８６号明細書や、Ｂａｎｅｒｊｅｅの
国際公開第２００６／０６４３７１号パンフレットや、Ｃｏｌｅｍａｎ　ＩＩＩらの米国
特許出願公開第２００７／００５６６００号明細書を参照されたく、そのそれぞれは参照
により本明細書に組み込まれる。一般に、いわゆる「フィルタ付きタバコ」を提供すべく
、フィルタエレメントは「チッピング紙」として知られる外装包装材料を用いてタバコロ
ッドの一端に取り付けられる。吸われた主流煙の周囲空気による希釈をもたらすべく、チ
ッピング材料やプラグラップに穿孔することも望ましいとされてきている。それらの紙巻
きタバコや様々な構成要素の説明は、ＤａｖｉｓらによるＴｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎ，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｅｄｓ）（１９９９年
）やＭａｒｓｈａｌｌらの米国特許出願第１１／６９６，４１６号に記載されている。通
常、紙巻きタバコ等の概ね円筒もしくはロッド形状の喫煙物品は概ね円形の断面形状を有
しており、その点火端と吸い口端面はそれぞれその紙巻きタバコの長手方向軸にほぼ垂直
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に延在している。紙巻きタバコは通常、その一端に点火し、タバコロッドを燃焼させるこ
とで喫煙者により用いられる。喫煙者はそこで、紙巻きタバコの反対端（例えば、フィル
タや吸い口端）を吸うことで彼もしくは彼女の口腔内へ主流エアロゾル（例えば、煙）を
受け入れる。
【０００３】
　紙巻きタバコの視覚的属性を変える様々な試みが提案されてきた。例えば、タバコロッ
ドの包装材料を提供する包装材料の色（例えば、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃ
ｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙにより「Ｍｏｒｅ」の名で市販されている紙巻きタバコは茶色を呈
する紙巻きタバコロッド包装紙を有する）や、タバコロッドをフィルタエレメントに取り
付けるのに用いられるチッピング材料の色（例えば、チッピング材料は印刷するか、さも
なくば成形して「コルク」の外観を持たせ、かつ／または少なくとも１つの外装リングを
有するようにされてきた）を変える試みがなされてきた。加えて、紙巻きタバコのフィル
タエレメントの総体的な外観を変える試みがなされてきた。例えば、Ａｌｌｓｅｉｔｓら
の米国特許第３，３９６，７３３号明細書や、Ｓｃｈｕｌｔｚの米国特許第３，５９６，
６６３号明細書や、Ｂｙｒｎｅの米国特許第４，２８１，６７１号明細書や、Ｂｅｒｇｅ
ｒの米国特許第４，５０８，５２５号明細書や、Ｌｕｋｅの米国特許第４，６３７，４１
０号明細書や、Ｎｉｃｈｏｌｓの米国特許第４，６４６，７６３号明細書や、Ｋｅｉｔｈ
の米国特許第４，６５５，７３６号明細書や、Ｃｈｕｍｎｅｙ，Ｊｒ．の米国特許第４，
７２６，３８５号明細書や、Ｐｒｙｏｒらの米国特許第４，８０７，８０９号明細書や、
Ｒａｋｅｒの米国特許第５，０２５，８１４号明細書や、さらにＣａｎｔｒｅｌｌらの米
国特許出願公開第２００７／００２３０５６号明細書やＬｉらの米国特許出願公開第２０
０７／０１６９７８６号明細書に記載されている多種の紙巻きタバコフィルタエレメント
の形態と構造とデザインとを参照されたく、そのそれぞれは参照により本明細書に組み込
まれる。
【０００４】
　紙巻きタバコの点火端すなわち先端部分近くの各種構成要素または構成要素材料の配置
を通じ、紙巻きタバコにより生成される煙の性質や特性を変える幾つかの試みがなされて
きた。１つの考えでは、紙で包装されたタバコロッドを有する紙巻きタバコに、その点火
端に対応するその先端部分に位置する成分（例えば、アンモニウム塩や比較的高濃度のア
ンモニアを有するタバコ）を含めることもある。例えば、Ｓｈａｆｅｒらの米国特許第６
，８７４，５０８号明細書や、Ａｔｗｅｌｌらの米国特許出願公開第２００５／００２２
８２９号明細書を参照されたく、それらは参照により本明細書に組み込まれる。同様に、
紙巻きタバコの吸い口端近くに構成要素を配置することで煙の性質や特性を変える試みが
なされてきた。例えば、Ｓｔａｒｂｕｃｋらの「Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｈ
ｅａｔ　Ｓｉｎｋ　Ｍｅａｎｓ　Ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　Ｉｍｐｕｒｉｔｉｅｓ　Ｆ
ｒｏｍ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｓｍｏｋｅ」と題する米国特許第３，４９４，３６６号明
細書を参照されたい。
【０００５】
　さらに別の考えでは、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙに
より商標名「Ｐｒｅｍｉｅｒ」と「Ｅｃｌｉｐｓｅ」にて市販されているような数種の紙
巻きタバコに、煙状エアロゾル生成用に熱を発生する可燃性燃料源（例えば、炭素質燃料
エレメント）が組み込まれてきた。例えば、Ｓｅｎｓａｂａｕｇｈらの米国特許第４，７
９３，３６５号明細書や、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，１８３，０６２号明細書
や、Ｒｉｇｇｓらの米国特許第５，５５１，４５１号明細書、さらにＣａｎｔｒｅｌｌら
の米国特許出願公開第２００７／００２３０５６号明細書や、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許
出願公開第２００７／０２１５１６７号明細書や、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許出願公
開第２００７／０２１５１６８号明細書に記載された数種の喫煙物品を参照されたく、そ
のそれぞれは参照により本明細書に組み込まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　紙巻きタバコにより生成される主流エアロゾルの組成全体の変更をもたらす形式や方法
を提供することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、喫煙物品、特に紙巻きタバコ等の概ねロッド形状の喫煙物品に関する。各喫
煙物品は、点火端すなわち先端（すなわち、上流端）と吸い口端（下流端）とを備える。
１つの考えでは、喫煙物品に（ｉ）上流端に位置する熱発生セグメント（例えば、炭素質
材料等の可燃性材料を含む短尺の熱源）と、（ｉｉ）熱発生セグメントから下流に位置す
るエアロゾル発生領域またはセグメントとを含むエアロゾル発生システムを含めることが
できる。別の考えでは、喫煙物品に、外装包装紙にて包装し、それによりタバコロッドを
形成する喫煙に適した材料（例えば、刻み芯形態のタバコのロール）を含めることができ
る。喫煙物品の点火端すなわち先端は、その前面すなわち上流面の全体が喫煙物品の長手
方向軸に概ね垂直な面内に存在しないように形状化する。例えば、概ね円形の断面形状を
有する円筒形状喫煙物品ロッドでは、前面の公称面に概ね垂直な角度で視たときに、喫煙
物品の上流面（すなわち、前面）は概観を楕円形に似せ、円形には似ないようにできる。
一実施形態では、例えば喫煙物品の点火端の前面（すなわち、露出端面）は、喫煙物品の
長手方向軸に対し少なくとも約３０°、しばしば少なくとも約４０°、さらに喫煙物品の
長手方向軸に対し最大で約７０°、しばしば最大で約６０°に位置する前面（例えば、裁
断するか、さもなくば喫煙物品の点火端をほぼ直線に成形することで提供できるような概
ね平坦な面）に沿って存在させることができる。あるいは、喫煙物品の前面は多少湾曲し
た面（例えば、放物線型の形状や、凹状または凸状の態様にて、ここでは前面の側方輪郭
は放物線型輪郭の一部となる）に沿って存在させることもでき、ここで多少湾曲した面は
喫煙物品の長手方向軸に対し少なくとも約３０°、しばしば少なくとも約４０°、さらに
喫煙物品の長手方向軸に対し最大約７０°、しばしば約６０°に位置する前面に沿って名
目上存在する。幾つかの実施形態について、前面は比較的平坦な形状と外観を有するよう
形状化することができる。しかしながら、所望であれば、前面は多少凸凹した、すなわち
鋸歯状の外観として特徴付け得るよう形状化することができる。
【０００８】
　別の態様では、本発明は喫煙物品が生成する主流エアロゾルの全体的な性質や特性を変
える形式または方法に関する。したがって、喫煙物品により生成される主流エアロゾルの
化学的性質は、喫煙物品の長手方向軸に概ね垂直な面内に全体的に存在しない点火端すな
わち先端を設けることで変えることができる。
【０００９】
　本発明の態様は、したがって前記に特定された必要性に対処し、下記にさらに説明する
重要な利点を提供するものである。
【００１０】
　上述の如く本発明は一般的な用語にて説明されてきた。ここで添付図面が参照されるが
、それらは必ずしも縮尺通りで描かれてはいない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図２】図１に示した型の喫煙物品の斜視図である。
【図３】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図４】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図５】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図６】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図７】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図８】本発明を表わす喫煙物品の別の実施形態の長手方向断面図である。
【図９】図８に示した型の喫煙物品の斜視図である。



(5) JP 5269083 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

【図１０】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図１１】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図１２】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図１３】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図１４】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【図１５】本発明を表わす喫煙物品の一実施形態の長手方向断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、ここで添付図面を参照して下記により詳細に説明されるが、そこには本発明
の全態様ではなくその一部が図示してある。実際、本発明は多くの異なる形態にて実施す
ることができ、本明細書に記載された態様に限定されるものと解釈すべきではなく、むし
ろこれらの態様は本開示が適用可能な法的要件を満すよう提供されるものである。全体を
通じ、同様の符号は同様の要素を指す。
【００１３】
　図１を参照すると、紙巻きタバコの形をとり、本発明の喫煙物品の幾つかの代表的な構
成要素を有する喫煙物品１０が示されている。紙巻きタバコ１０は、外装する包装材料１
６内に収容された喫煙に適した芯材料１４の充填体または巻回体からなる概ね円筒のロッ
ド１２を含む。ロッド１２は、従来「タバコロッド」と呼ばれている。一般的なタバコロ
ッドは、約４５ｍｍから８５ｍｍ、多くの場合約５０ｍｍから約８０ｍｍ、しばしば約５
５ｍｍから約７５ｍｍの最大長を有する。タバコロッド１２の端部は開口し、喫煙に適し
た芯材料を露出させている。紙巻きタバコ１０は包装材料１６に貼付された一片の随意選
択的バンド２２（例えば、澱粉やエチルセルロースやアルギン酸ナトリウム等の薄膜形成
剤を含む印刷皮膜）を有するものとして図示してあり、そのバンドが紙巻きタバコの長手
方向軸に対し横断方向に紙巻きタバコロッドを外装している。すなわち、バンド２２は紙
巻きタバコの長手方向軸に対する断面方向領域を設けている。バンド２２は包装材料１６
の内面に（すなわち、喫煙に適した芯材料に対向させ）、または好ましさは劣るが包装材
料の外面に印刷することができる。紙巻きタバコには１つの随意選択的なバンドを有する
包装材料を持たせることができるが、紙巻きタバコには２または３以上の数のさらに随意
選択的な離間するバンドを有する包装材料を持たせることもできる。
【００１４】
　タバコロッド１２の一端には点火端があり、吸い口端２０にはフィルタエレメント２６
が配置されている。フィルタエレメント２６はタバコロッド１２の一端に隣接させて配置
し、したがってフィルタエレメントとタバコロッドを端どうし突き合わせた関係、好まし
くは互いに隣接させて軸方向に位置合わせさせる。フィルタエレメント２６は概ね円筒形
状を有することができ、その直径はタバコロッドの直径にほぼ等しくすることができる。
フィルタエレメント２６の端部は、そこを通る空気と煙の流れを可能にする。フィルタエ
レメント２６には、その外周すなわち長手方向周縁に沿って外側プラグラップ２８の層が
外装されている。
【００１５】
　通気すなわち空気希釈される喫煙物品には、それぞれが外側のチッピング材料３２と内
側プラグラップ２８を挿通する一連の穿孔３０等の随意選択的な空気希釈手段を設けるこ
とができる。随意選択的な穿孔３０は、レーザ穿孔手法等の当業者に知られている様々な
手法により作成することができる。あるいは、いわゆるオフライン空気希釈手法を（例え
ば、多孔質紙プラグラップと予穿孔済みチッピング紙の使用を通じ）用いることもできる
。空気希釈または通気される紙巻きタバコでは、空気希釈や通気の量と程度を変えること
ができる。しばしば、空気希釈紙巻きタバコに対する空気希釈量は約１０パーセントを上
回り、概して約２０パーセントを上回り、多くの場合約３０パーセントを上回り、時とし
て約４０パーセントを上回る。一般的に、空気希釈紙巻きタバコに対する空気希釈度の上
限は、約８０パーセント未満で、しばしば約７０パーセント未満である。本明細書におい
て用いられるように、用語「空気希釈度」は空気希釈手段を介して全体積に対し吸引され



(6) JP 5269083 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

る空気と紙巻きタバコを介して吸引され紙巻きタバコの末端吸い口端部分を出て行く空気
および煙との体積比（パーセントとして表現）である。
【００１６】
　点火端１８において、タバコロッド１２は紙巻きタバコの長手方向軸４０に対し全体的
にある角度で存在する面を形成する末端上流面２４（前面とも呼ぶ）を有する。すなわち
、上流面のどの部分も紙巻きタバコの長手方向軸にほぼ垂直な面内には存在しない。一般
に、タバコロッドの前面は、その紙巻きタバコの長手方向軸に対し少なくとも約３０°、
しばしば少なくとも約４０°、紙巻きタバコの長手方向軸に対し最大で約７０°、しばし
ば最大で約６０°に位置する前面（例えば、紙巻きタバコの点火端をほぼ真直線にて裁断
するか、さもなくば成形することで設けることができるような概ね平坦な面）に沿って存
在する。例えば、タバコロッドの前面は、紙巻きタバコのタイプの長手方向軸に対し約４
０°から約５０°の角度に位置する前面に沿って存在し、従来の紙巻きタバコでの約９０
°の角度とは対照的である。
【００１７】
　あるいは、上流面２４に平坦な形状を持たせ、約１７ｍｍから約２７ｍｍ、最も好まし
くは約２２ｍｍから約２５ｍｍの外周を有する概ね円筒のタバコロッドについて、包装材
料の一方の末端４２をそのタバコロッドの前面の反対側（すなわち、１８０°離間）の包
装材料の対向末端４４を越えて少なくとも約５ｍｍ、しばしば少なくとも約７ｍｍ延在さ
せることもできる。随意選択的には、包装材料の末端４２は、そのタバコロッドの反対側
の包装材料の対向末端４４を越えて最大で約１５ｍｍ、しばしば約１３ｍｍ延在し、紙巻
きタバコの長手方向軸に垂直な前面を有する従来の紙巻きタバコの包装材料では対向末端
の長さに実質的に差がないこととは対照的である。
【００１８】
　図２を参照すると、点火端１８と吸い口端２０の両方を有する図１に示された紙巻きタ
バコに多くの点で類似する紙巻きタバコ１０の斜視図が示されている。紙巻きタバコの点
火端１８は、紙巻きタバコの長手方向軸４０に垂直でない面内に上流面２４を持たせて示
されている。したがって、概ね円形の断面形状を有する円筒タバコロッドでは、そのタバ
コロッドの露出面２４または点火面は、前面の面に対し垂直方向に視たときに、事実上概
ね楕円形状である形状を有するように見え、従来の紙巻きタバコでの概ね円形状の露出端
とは対照的である。
【００１９】
　図３を参照すると、図１に示した紙巻きタバコ１０に多くの点で類似する紙巻きタバコ
３１０が示されている。しかしながら、ほぼ平坦な面を形成するのではなく、紙巻きタバ
コの前面３２４は事実上多少湾曲（すなわち、事実上多少放物線状、さもなくば非直線状
として特徴付け得る形式で）させてある。図示のように、紙巻きタバコロッドの前面３２
４全体は、事実上多少凹状であると特徴付けることができるような形式でロッドに向かっ
て湾曲させてある。紙巻きタバコの前面３２４は、面３５０（紙巻きタバコの最長末端３
４２と反対側の最短末端３４４との間を伸びる面等）に名目上沿い、その紙巻きタバコの
長手方向軸３４０に対し少なくとも約３０°、しばしば少なくとも約４０°に、さらに紙
巻きタバコの長手方向軸３４０に対し最大で約７０°、しばしば最大で約６０°に形状化
する。例えば、タバコロッドの前面３２４は、紙巻きタバコの長手方向軸に対し約４０°
から約５０°の角度に名目上位置する前面に沿って存在し、従来の紙巻きタバコのタイプ
が約９０°の角度であるのとは対照的である。
【００２０】
　あるいは、上流面３２４に凹状湾曲形状を持たせ、例えば約１７ｍｍから約２７ｍｍ、
最も好ましくは約２２ｍｍから約２５ｍｍの外周を有する概ね円筒のタバコロッドについ
て、包装材料の一方の末端３４２をそのタバコロッドの前面の反対側（すなわち、１８０
°離間）のその包装材料の対向末端３４４を越えて少なくとも約５ｍｍ、しばしば少なく
とも約７ｍｍ延在させることもでき、一方で包装材料の末端はタバコロッドの前面の反対
側のその包装材料の対向末端を越えて最大で約１５ｍｍ、しばしば約１３ｍｍ延在し、従
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来の紙巻きタバコの包装材料末端がほぼ差が皆無であるのとは対照的である。したがって
、概ね円形の断面形状を有する円筒のタバコロッドについて、そのタバコロッドの露出端
すなわち点火面は、公称面３５０に対し端から垂直方向に視たときに事実上概ね楕円形を
なす形状を有するように見え、従来の紙巻きタバコが概ね円形状の露出端であるのとは対
照的である。
【００２１】
　図４を参照すると、図３に示した紙巻きタバコ３１０に多くの点で類似する紙巻きタバ
コ４１０が示されている。しかしながら、図４に示した実施形態では、タバコロッド４１
２の前面４２４全体を事実上多少凸状であると特徴付けることのできる形式でロッドから
外方に湾曲させることができる。換言すれば、前面４２４は包装材料４１６の最長末端４
４２と包装材料の対向最短末端４４４との間に存在する公称面を越えて外方に延在する凸
状に湾曲する面を有しており、ここで公称面は紙巻きタバコ４１０の長手方向軸に垂直で
はない。好ましくは、公称面４５０は紙巻きタバコの長手方向軸４４０から少なくとも３
０°または少なくとも４０°、紙巻きタバコの長手方向軸４４０から７０°以下か、６０
°以下または５０°以下をなす。
【００２２】
　図５を参照すると、図１に示した紙巻きタバコ１０に多くの点で類似する紙巻きタバコ
５１０が示されている。しかしながら、紙巻きタバコの長手方向軸に垂直でない面を形成
する紙巻きタバコの前面全体ではなく、紙巻きタバコの前面５２４の部分５３６が紙巻き
タバコの長手方向軸５４０にほぼ垂直な面内に存在し、紙巻きタバコの前面５２４の部分
５３４が紙巻きタバコの長手方向軸５４０に垂直でない面内に存在する。好ましくは、非
垂直部分５３４は垂直部分５３６に隣接する。しかしながら、２つの部分５３４、５３６
は境界領域５３８において一緒になることができる。境界領域５３８は、鋭利なエッジ（
図示の如き）や概ね湾曲する面や概ね平坦な面を多様に設けることができる。最も好まし
くは、紙巻きタバコの長手方向軸に概ね垂直な面を形成する紙巻きタバコの前面部分５３
４の露出表面積は、紙巻きタバコの長手方向軸に対し垂直でない（すなわち、傾斜した）
面を形成する前面部分５２４の露出表面積に満たない。紙巻きタバコの傾斜前面５３４は
、その紙巻きタバコの長手方向軸に対し少なくとも約３０°、しばしば少なくとも約４０
°、紙巻きタバコの長手方向軸５４０に対し最大で約７０°、しばしば最大で約６０°の
面内に名目上形状化する。例えば、タバコロッドの前面５２４の部分５３４は、紙巻きタ
バコの長手方向軸５４０に対し約４０°から約５０°の角度に名目上位置する前面に沿っ
て存在し、その紙巻きタバコの他方の前面部分５３６が約９０°の角度をなすのとは対照
的である。
【００２３】
　あるいは、上流面５２４に多平面または多面形状を持たせ、例えば約１７ｍｍから約２
７ｍｍ、最も好ましくは約２２ｍｍから約２５ｍｍの外周を有する概ね円筒のタバコロッ
ドについて、包装材料５１６の一方の末端５４２をそのタバコロッドの前面５２４の反対
側（すなわち、１８０°離間）の包装材料の対向末端５４４を越えて少なくとも約３ｍｍ
、しばしば少なくとも約５ｍｍ延在させることもできる。好ましくは、包装材料の末端５
４２は、一般にそのタバコロッドの前面５２４の反対側のその包装材料の対向末端５４４
をせいぜい約１５ｍｍ、しばしばせいぜい約１０ｍｍ越えて延在する。したがって、概ね
円形の断面形状を有する円筒タバコロッドでは、そのタバコロッドの露出端すなわち点火
面５２４は、端から視たときに事実上一部概ね円形でかつ事実上一部概ね楕円形の形状を
有するように見える。好ましくは、傾斜前面５３４から被形成面に対し端から垂直方向に
視たときに、露出端５２４は異なる形状の楕円形からなる２つの部分からなるように見え
る。
【００２４】
　図６を参照すると、図５に示した紙巻きタバコ５１０に多くの点で類似する紙巻きタバ
コ６１０が示されている。しかしながら、傾斜面６３４はほぼ平坦な面を形成するのでは
なく、事実上多少湾曲させてある。図示のように、前面６２４の部分６３６は紙巻きタバ
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コの長手方向軸に垂直であり、紙巻きタバコロッドの前面６２４の部分６３４は事実上多
少凹状であると特徴付けることのできる形式でロッドに向かって内方に湾曲している。あ
るいは、図示していない実施形態では、紙巻きタバコの前面のその湾曲部分は事実上多少
凸状であると特徴付けることのできる形式にてロッドから外方に湾曲させることもできる
。好ましくは、非垂直部分６３４は垂直部分６３６に隣接する。しかしながら、２つの部
分６３４、６３６は、境界領域６３８において一緒になることができる。境界領域６３８
には、鋭利なエッジ（図示のように）や概ね湾曲した面や概ね平坦な面を多様に設けるこ
とができる。最も好ましくは、紙巻きタバコの長手方向軸６４０に概ね垂直な面を形成す
る紙巻きタバコの前面部分６３６の露出面積は、紙巻きタバコの長手方向軸６４０に対し
垂直でない（すなわち傾斜した）公称面に沿って存在する前面部分６３４の露出面積に満
たない。公称面６５０は、（１）包装材料の最短末端６４４と、（２）前面６２４の湾曲
部分６３４と前面の垂直部分６３６との間の接合部か、接合部が容易に即識別可能でない
か存在しない場合は、最短末端から最も遠い湾曲面部分６３４のエッジのいずれかとによ
り画定される。紙巻きタバコの傾斜前面６３４は、その紙巻きタバコの長手方向軸に対し
少なくとも約３０°、しばしば約４０°、紙巻きタバコの長手方向軸６４０に対し最大で
約７０°、しばしば最大で約６０°に位置する面６５０に名目上沿って形状化する。例え
ば、タバコロッドの前面の湾曲部分６３４は、紙巻きタバコの長手方向軸に対し約４０°
から５０°の角度に位置する面に名目上沿って存在し、その紙巻きタバコの他方の前面部
分６３６が約９０°の角度をなすのとは対照的である。
【００２５】
　あるいは、上流面６２４には複数の異なる面に名目上沿って存在する多面形状を持たせ
、例えば約１７ｍｍから約２７ｍｍ、最も好ましくは約２２ｍｍから約２５ｍｍの外周を
有する概ね円筒のタバコロッドについて、包装材料の一方の末端６４２をそのタバコロッ
ドの前面６２４の反対側（すなわち、１８０°離間）の包装材料の対向末端６４４を越え
て少なくとも約３ｍｍ、しばしば少なくとも約５ｍｍ延在させることもできる。好ましく
は、包装材料の末端６４２はそのタバコロッドの前面６２４の反対側の包装材料の対向末
端６４４を越えて約１５ｍｍ以下、しばしば約１０ｍｍ以下延在する。したがって、概ね
円形の断面形状を有する円筒のタバコロッドでは、そのタバコロッドの露出端すなわち点
火端は端から視たときに一部が事実上概ね円形をなし一部が事実上概ね楕円形をなす形状
を有するように見える。好ましくは、湾曲した前面部分６３４がそこに沿って存在する公
称面に対し端から垂直方向に視たときに、露出端６２４は前面部分６３４の相対的曲率に
応じて不揃いな形状をとることのある異なる形状の楕円形からなる２つの区画からなるよ
うに見える。
【００２６】
　図７を参照すると、図１に示した紙巻きタバコ１０に多くの点で類似する紙巻きタバコ
７１０が示されている。しかしながら、図７に示す実施形態では、傾斜前面７２４は比較
的平坦な形状と外観とは対照的に多少凸凹したりぎざぎざのあるすなわち鋸歯状の外観を
有するよう形状化することができる。例えば、包装材料７１６の末端点火端７１８には滑
らにすなわち真っすぐに切断された外観ではなく、横断方向に視たときに、鋸歯状刃の外
観や方形波や扇型または波型外観や裁断型の外観や他の凸凹型や鋸歯型の外観に類似する
外観をエッジ７４６に持たせることができる。所望であれば、図３から図６を参照して説
明した各種実施形態は、末端点火端にて多少凸凹のすなわち鋸歯型の外観を有するよう形
状化することもできる。
【００２７】
　あるいは、全体が喫煙に適したタバコ刻み芯で出来たタバコロッドを有する紙巻きタバ
コに代え、Ｃａｎｔｒｅｌｌらの米国特許出願公開第２００７／００２３０５６号明細書
に記載された型の紙巻きタバコに、図１から図７を参照して前記に記載した形式で改変し
た喫煙に適した点火端セグメントを持たせることもできる。
【００２８】
　使用に際し、図１から図７を参照して説明した型の紙巻きタバコは、下記の形式で使用
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することができる。一般に、喫煙者はマッチや火炎式シガレットライターを用い、例えば
Ｓｈａｆｅｒらの米国特許第６，８７４，５０８号に記載された数種の手法を用いて紙巻
きタバコの点火端に点火する。あるいは、紙巻きタバコは自動車のシガレットライター等
の電気抵抗素子型の加熱デバイスを用いて点火することもできる。所望であれば、紙巻き
タバコはマッチやシガレットライターの火炎に対し位置決めし、したがってタバコロッド
の点火端の露出する喫煙に適した材料が火炎に対向するようにできる。あるいは、所望で
あれば、紙巻きタバコをマッチやシガレットライターの火炎に対し位置決めし、したがっ
てタバコロッドの点火端の露出する喫煙に適した材料を火炎に対向させないが、むしろ紙
巻きタバコの点火端近くのタバコロッドの包装材料を火炎に対向させるようにもできる。
所望であれば、タバコロッドの点火端の露出する喫煙に適した材料は点火中に位置決めし
て下側、上側、または一方に向けることができ、このような各状況において、マッチやシ
ガレットライターの火炎の先端を末端点火端の若干下側に配置することができる。点火後
、紙巻きタバコはほぼ通常の形式で喫煙することができる。
【００２９】
　図８を参照すると、紙巻きタバコの形をした代表的な喫煙物品８１０が長手方向断面図
にて示されている。この代表的な紙巻きタバコ８１０は、点火端８１８に位置する熱発生
セグメント８６０と、吸い口端８２０に位置するフィルタセグメント８２６と、熱発生セ
グメントに隣接して位置するエアロゾル形成セグメント８７０と、フィルタセグメント８
２６に隣接して位置するタバコ含有セグメント８８０とを含む。所望であれば、タバコ含
有セグメント８８０は、混ぜ合わせて単一のセグメント片を形成した多成分セグメントと
することができる。喫煙物品８１０の様々なセグメントの組成、形態、配置および寸法は
、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙにより商品名「Ｅｃｌｉ
ｐｓｅ」として市販されているこれらの紙巻きタバコ内に組み込まれたものに概ね類似さ
せることができる。タバコ含有セグメント１５５には、タバコおよび／またはタバコ風味
発生材料８１４（例えば、タバコ刻み芯や加工済みタバコ刻み芯やタバコ材料帯片や再構
成タバコ材料収集ウェブ等）を含めることができる。このセグメントには、紙包装材料等
の外装包装紙８１６を持たせることができる。Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２０
０７／０２１５１６７号明細書に記載された数種の紙巻きタバコの形態、形状、および組
成もまた、参照されたい。
【００３０】
　点火端８１８において、紙巻きタバコ８１０には燃料エレメント８０６（例えば、炭素
質可燃性燃料エレメント）を覆う断熱領域８０４を覆っている包装材料８０２からなる少
なくとも１つの外層を持たせることができる。例えば、Ｌａｗｓｏｎらの米国特許第５，
０６５，７７６号明細書や、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００７／０２１５１
６７号明細書に記載された数種の燃料エレメントや点火端構成要素や形状を参照されたい
。一般に、代表的な点火端領域８１８は少なくとも約１０ｍｍ、しばしば少なくとも約１
５ｍｍ、しかし約３０ｍｍ未満、しばしば約２５ｍｍ未満、しばしば約２０ｍｍ未満の長
さを有する。燃料エレメント８０６は、紙巻きタバコ８１０の長手方向軸８４０に対しあ
る角度で存在する面を形成する末端上流面８３４を有する。すなわち、紙巻きタバコの上
流面のどの部分も紙巻きタバコの長手方向軸にほぼ垂直な面には存在しない。一般に、タ
バコロッドの前面８２４は、その紙巻きタバコの長手方向軸８４０に対し少なくとも約３
０°、しばしば少なくとも約４０°、紙巻きタバコの長手方向軸に対し最大で約７０°、
しばしば最大で約６０°に位置する前面（例えば、紙巻きタバコの点火領域を裁断するか
さもなくばほぼ直線にて形成するかして設けることができるような概ね平坦な面）に沿っ
て存在する。例えば、タバコロッドの前面８２４は紙巻きタバコの長手方向軸に対し約４
０°から約５０°の角度に位置する前面に沿って存在する。
【００３１】
　あるいは、前面８２４に平面形状を持たせ、約２２ｍｍから約２５ｍｍの外周を有する
概ね円筒の紙巻きタバコについて、包装材料８１６の一方の末端８４２をその紙巻きタバ
コロッドの前面８２４の反対側（すなわち、１８０°離間）のその包装材料の対向末端８
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４４を越えて少なくとも約５ｍｍ、しばしば少なくとも約７ｍｍ延在させることもできる
。好ましくは、包装材料の末端８４２は紙巻きタバコロッドの前面の反対側のその包装材
料の対向末端８４４を越えて約１５ｍｍ以下、しばしば約１３ｍｍ以下延在する。したが
って、概ね円形の断面形状を有する円筒の紙巻きタバコロッドでは、その紙巻きロッドの
露出端すなわち点火面（すなわち、例えば包装材料と断熱材と被成形燃料エレメントを巻
き込むことで提供される）は、前面に対し垂直方向に視たときに事実上概ね楕円形である
形状を有するように見える。
【００３２】
　図９を参照すると、図８に示した紙巻きタバコ８１０に多くの点で類似する紙巻きタバ
コ９１０が斜視図にて示されている。紙巻きタバコの傾斜点火端９１８が示されている。
したがって、概ね円形の断面形状を有する円筒のタバコロッドでは、そのタバコロッドの
燃料エレメントの露出端９２４と特に露出端９３４は、前面９２４の面に対し垂直方向に
視たときに、事実上概ね楕円形状を有するように見え、従来の紙巻きタバコが概ね円形状
の露出端であるのとは対照的である。
【００３３】
　図１０を参照すると、図８に示した紙巻きタバコ９１０に多くの点で類似する紙巻きタ
バコ１０１０が示されている。しかしながら、ほぼ平坦な面を形成するのではなく、紙巻
きタバコ１０１０の前面１０２４は事実上多少湾曲させてある。図１０に示すように、紙
巻きタバコロッド１０１０の前面１０２４全体は事実上多少凹状であると特徴付けること
のできる形式でロッドに向かって湾曲させてある。紙巻きタバコの前面１０２４は、その
紙巻きタバコの長手方向軸１０４０に対し少なくとも約３０°、しばしば少なくとも約４
０°、紙巻きタバコの長手方向軸に対し最大で約７０°、しばしば最大で約６０°の位置
の面１０５０に名目上沿って形状化する。例えば、紙巻きタバコロッドの前面１０２４は
紙巻きタバコの長手方向軸１０４０に対し約４０°から約５０°の角度に名目上位置する
前面１０５０に沿って存在する。
【００３４】
　あるいは、上流面１０２４に凹状湾曲する形状を持たせ、例えば約２２ｍｍから約２５
ｍｍの外周を有する概ね円筒の紙巻きタバコロッドについて、包装材料１０１６の一方の
末端１０４２をその紙巻きタバコロッドの上流面１０２４の反対側（すなわち、１８０°
離間）の包装材料の対向末端１０４４を越えて少なくとも約５ｍｍ、しばしば少なくとも
約７ｍｍ延在させることもできる。好ましくは、包装材料の末端１０４２はそのロッドの
前面１０２４の反対側の包装材料の対向末端１０４４を越えて最大で約１５ｍｍ、しばし
ば最大で約１３ｍｍ延在する。したがって、概ね円形の断面形状を有する円筒の紙巻きタ
バコロッドでは、そのロッドの露出端すなわち点火面をその公称面に対し端から垂直方向
に視たときに、事実上概ね楕円形に見える形状を有するように見え、概ね円形形状の露出
端とは対照的である。
【００３５】
　図１１を参照すると、図１０に示した紙巻きタバコ１０１０に多くの点で類似する紙巻
きタバコ１１１０が示されている。しかしながら、その実施形態では、紙巻きタバコの前
面１１２４全体を事実上多少凸状であると特徴付けることのできる形式でロッドから外方
に湾曲させることができる。
【００３６】
　図１２を参照すると、図８に示した紙巻きタバコ８１０に多くの点で類似する紙巻きタ
バコ１２１０が示されている。しかしながら、紙巻きタバコの前面全体が紙巻きタバコの
長手方向軸に垂直でない面を形成するのではなく、その紙巻きタバコの燃料エレメント１
００６の前面１０２４の部分１０３６が紙巻きタバコの長手方向軸１０４０にほぼ垂直な
面内に存在し、燃料エレメント１００６の前面１０２４の部分１０３４が紙巻きタバコの
長手方向軸に垂直でない面内に存在する。紙巻きタバコの傾斜前面１０３４は、紙巻きタ
バコの長手方向軸に対し少なくとも約３０°、しばしば少なくとも約４０°、紙巻きタバ
コの長手方向軸に対し最大で約７０°、しばしば最大で約６０°の位置の面内に名目上形
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状化する。例えば、燃料エレメントの前面の部分１０３４は紙巻きタバコの長手方向軸に
対し約４０°から約５０°の角度に名目上位置する前面に沿って存在する。
【００３７】
　あるいは、上流面１０２４に複数平面または多面形状を持たせ、例えば約２２ｍｍから
約２５ｍｍの外周を有する概ね円筒のタバコロッドについて、包装材料１０１６の一方の
末端１０４２をそのタバコロッドの前面の反対側（すなわち、１８０°離間）のその包装
材料の対向末端１０４４を越えて少なくとも約３ｍｍ、しばしば少なくとも約５ｍｍ延在
させることもできる。好ましくは、包装材料の長い方の末端１０４２は、紙巻きタバコロ
ッドの前面の反対側のその包装材料の短い方の末端１０４４を越え、最大で約１５ｍｍ、
しばしば最大で約１０ｍｍ延在する。したがって、概ね円形の断面形状を有する円筒の紙
巻きタバコロッドについて、その紙巻きタバコロッドの露出端すなわち点火面（さらに特
に、燃料エレメントの点火面）は、前面部分１０３６、１０３４に対し垂直方向に視たと
きにそれぞれ事実上一部概ね円形でかつ事実上一部概ね楕円形である形状を有するように
見える。
【００３８】
　図１３を参照すると、図１２に示した紙巻きタバコ１２１０に多くの点で類似する紙巻
きタバコ１３１０が示されている。しかしながら、傾斜面はほぼ平坦な面を形成するので
はなく、事実上多少湾曲させてある。図１３に示すように、紙巻きタバコロッドの前面１
３２４の部分１３３４は事実上多少凹状であると特徴付けることのできる形式でロッドに
向かって内方へ湾曲させてある。しかしながら、図示していない実施形態では、その紙巻
きタバコロッドの前面の凹状部分を、事実上多少凸状であると特徴付けることのできる形
式で代替的にロッドから外方に湾曲させることもできる。最も好ましくは、紙巻きタバコ
の長手方向軸１３４０に概ね垂直な面を形成する紙巻きタバコの前面部分１３３６の露出
面積は、紙巻きタバコの長手方向軸に対し垂直でない（すなわち傾斜する）面１３５０に
沿って名目上存在する前面部分１３３４の露出面積に満たない。紙巻きタバコの傾斜前面
は、そのタバコの長手方向軸１３４０に対し少なくとも約３０°、しばしば少なくとも約
４０°、紙巻きタバコの長手方向軸に対し最大で約７０°、しばしば最大で約６０°の位
置に名目上形状化する。例えば、紙巻きタバコの前面は紙巻きタバコの長手方向軸１３４
０に対し約４０°から約５０°の角度に位置する前面１３５０に沿って名目上存在する。
【００３９】
　あるいは、上流面１３２４に複数の異なる面に名目上沿って存在する多面形状を持たせ
、例えば約２２ｍｍから約２５ｍｍの外周を有する概ね円筒のタバコロッドについて、包
装材料の一方の末端１３４２をそのロッドの前面１３２４の反対側（すなわち、１８０°
離間）の包装材料１３１６の対向末端１３４４を越えて少なくとも約３ｍｍ、しばしば少
なくとも約５ｍｍ延在させることもできる。好ましくは、包装材料の末端１３４２はその
ロッドの前面１３２４の反対側の包装材料の対向末端１３４４を越えて最大で約１５ｍｍ
、しばしば最大で約１０ｍｍ延在する。したがって、概ね円筒の断面形状を有する円筒の
紙巻きタバコロッドでは、その紙巻きタバコロッドの露出端すなわち点火面（さらに特に
、燃料エレメントの点火面）は、前面部分１３３４、１３３６に対し垂直方向に視たとき
にそれぞれ事実上一部概ね楕円形でかつ事実上一部概ね円形である形状を有するように見
える。
【００４０】
　図１４を参照すると、図８に示した紙巻きタバコ８１０に多くの点で類似する紙巻きタ
バコ１４１０が示されている。しかしながら、図１４の実施形態では、比較的平坦な形状
や外観とは対照的に、前面１４２４を多少凸凹したりぎざぎざのある鋸歯状の概観を有す
るよう形状化することができる。例えば、包装材料の末端点火端１４１８のエッジ１４４
６に、滑らかにすなわち真っすぐに切断された外観ではなく、鋸歯状刃の外観や方形波や
扇型または波型の外観や、裁断型の外観或いは他の凸凹型や鋸歯型の外観に類似する外観
を持たせることができる。所望であれば、図１０から図１３を参照して説明した各種実施
形態は、特に関心のある末端点火端に多少凸凹のすなわち鋸歯型の外観を有するよう形状
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化することもでき、それはこのような実施形態が滑らかではなく事実上凸凹か織地状の外
方を向く末端点火端面を持たせることができる燃料エレメントを有する紙巻きタバコだか
らである。
【００４１】
　本発明の紙巻きタバコのさらに別の型の代替実施形態には、図１から図７を参照して先
に記載した型など傾斜点火端を有する紙巻きタバコロッドが組み込まれる。ここで図１５
を参照すると、紙巻きタバコ１５１０のタバコロッド１５１２の点火端１５１８に反対側
の吸い口端１５２０は、傾斜端面１５４６（すなわち、紙巻きタバコの長手方向軸にほぼ
垂直な端面ではなく）を有するよう形状化することもできる。好ましくは、傾斜端面１５
２４、１５４６は共に紙巻きタバコの長手方向軸１５４０に対しほぼ同一角度に配置して
ある（例えば、２つのほぼ平坦な面はそれぞれその紙巻きタバコの長手方向軸に対し約４
５°に傾斜させてある）。このような実施形態では、フィルタエレメント１５２６はタバ
コロッドの吸い口端面１５４６と協働する傾斜前面１５４８を有する（例えば、フィルタ
エレメントの前面はタバコロッドの背面に対しほぼ平行でほぼ隣接する関係にある）こと
が好ましい。フィルタエレメント１５２６とタバコロッド１５１２の隣接領域１５６２と
を外装するチッピング材料１５３２を用い、タバコロッドをフィルタエレメントに取り付
ける。
【００４２】
　図１５に図示した実施形態では、それぞれ両端で同様に傾斜させた複数のタバコロッド
を従来の自動化された紙巻きタバコ製造器具を用いて（例えば、所望の角度に配置し、連
続するタバコロッドを所望の長さのタバコロッドセグメントに裁断し、傾斜しそれぞれの
長手方向軸に垂直でない前面端面と背面端面を持たせるなどすることで適用される切断ナ
イフや回転切断ホイールを用いて）製造することができる。好ましくは、タバコロッドは
その長さに沿って異なる密度を持たせ、濃密な終端を持たせるか傾斜切断を行おうとする
箇所に対応する位置に沿ってより濃密に詰め込めるようにできる。タバコロッド内の濃密
なタバコの詰め込み域を作成する器具および方法は、Ｆａｇｇらの米国特許第６，７０８
，６９５号明細書に説明されており、それは参照により本明細書に組み込まれる。例えば
、ポケット付きホイールを用いタバコの濃密な詰め込み箇所をロッド形成装飾箇所に作成
し、続いて繋がったタバコロッドを切断刃を同期させてより濃密なタバコ装填域にて切断
する。切断されたそれぞれのタバコロッドは、フィルタエレメントに取り付けることがで
きる。例えば、いわゆる「ツーアップ」フィルタエレメントを、各端部を所望の角度に裁
断した状態で作成（例えば、従来の様式で繋がったフィルタロッドをツーアップセグメン
トに裁断するよう適合させた切断ナイフや回転切断ホイールを用い、傾斜しそのフィルタ
セグメントの長手方向軸に垂直でない前面と背面とを持たせて製造される）することがで
きる。従来の紙巻きタバコチッピング機械に適当な改変を施し、タバコロッドとフィルタ
セグメントの当接傾斜面を位置合わせさせることができる。タバコロッドを「ツーアップ
」フィルタセグメントの各端部で位置合わせさせ、３個のセグメントにチップ付けして「
ツーアップ」紙巻きタバコを提供する。次に、その「ツーアップ」紙巻きタバコを半分に
、好ましくはその紙巻きタバコの長手方向軸にほぼ垂直かまたは他の所望の角度に切り分
け、２本の仕上がった紙巻きタバコを提供する。図１５に図示したように、従来の紙巻き
タバコのようにフィルタエレメント周りに空気孔１５３０を穿孔することができる。空気
孔１５３０をフィルタエレメント全周に配置する代わりに、空気孔１５６４をそれぞれタ
バコロッド１５１２とフィルタエレメント１５２６の傾斜面１５４６、１５４８の接合部
周りに環状に穿孔し、環内の空気孔の一部をタバコフィルタ材料に直接連通させ、環内の
他の空気孔をフィルタエレメントに連通させるようにすることもできる。
【００４３】
　使用に際し、図８から図１４を参照して説明した種類の紙巻きタバコを、下記の形式で
使用することができる。一般に、喫煙者はマッチや火炎式シガレットライターを用い、例
えばＲ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙにより商品名「Ｅｃｌ
ｉｐｓｅ」として市販されている紙巻きタバコを点火するのに用いる手法を用い、紙巻き
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タバコの点火端を点火する。あるいは、これらの紙巻きタバコは自動車のシガレットライ
ター等の電気抵抗素子型の加熱デバイスを用いて点火することもできる。所望であれば、
紙巻きタバコをマッチやシガレットライターの火炎に対し位置決めし、紙巻きタバコの露
出点火端セグメントが火炎に対向するようにできる。あるいは、所望であれば紙巻きタバ
コをマッチやシガレットライターの火炎に対し位置決めし、紙巻きタバコロッドの露出点
火端セグメントを火炎に対向させず、むしろ紙巻きタバコの点火端近傍の紙巻きタバコロ
ッドの包装材料が火炎に対向するようにもできる。所望であれば、紙巻きタバコの露出点
火端セグメントは点火中に位置決めして下方、上方、または一方に向けることができ、こ
のようないずれの状況にあっても、マッチやシガレットライターの火炎の先端を末端点火
端の若干下側に配置することができる。点火された後、紙巻きタバコは基本的に通常の形
式で喫煙することができる。
【００４４】
　代表種のタバコロッドは、従来の自動化された紙巻きタバコロッド製造機械等の紙巻き
タバコ製造機械を用いて製造することができる。例示的な紙巻きタバコ製造機械は、Ｍｏ
ｌｉｎｓ　ＰＬＣまたはＨａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ＆Ｃｏ．ＫＧから市場を
通じて入手可能な型のものである。例えば、ＭｋＸ（Ｍｏｌｉｎｓ　ＰＬＣから市場を通
じて入手可能）やＰＲＯＴＯＳ（Ｈａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ＆Ｃｏ．ＫＧか
ら市場を通じて入手可能）として知られる型の紙巻きタバコ製造機械を用いることができ
る。ＰＲＯＴＯＳ紙巻きタバコ製造機械の説明はＢｒａｎｄらの米国特許第４，４７４，
１９０号明細書のコラム５ライン４８からコラム８ライン３に提供されており、それは参
照により本明細書に組み込まれる。紙巻きタバコの製造に適した数種の機器は、Ｌａ　Ｈ
ｕｅの米国特許第４，７８１，２０３号明細書や、Ｈｏｌｚｎａｇｅｌの米国特許第４，
８４４，１００号明細書や、Ｈｏｌｍｅｓの米国特許第５，１５６，１６９号明細書や、
Ｍｙｒａｃｌｅ，Ｊｒ．らの米国特許第５，１９１，９０６号明細書や、Ｂｌａｕらの米
国特許第６，６４７，８７０号明細書や、Ｋｉｔａｏらの米国特許第６，８４８，４４９
号明細書や、Ｋｉｔａｏらの米国特許第６，９０４，９１７号明細書、Ｈａｒｔｍａｎの
米国特許出願公開第２００３／０１４５８６６号明細書や、Ｈａｎｃｏｃｋらの米国特許
出願公開第２００４／０１２９２８１号明細書や、Ｂａｒｎｅｓらの米国特許出願公開第
２００５／００３９７６４号明細書や、Ｆｉｔｚｇｅｒａｌｄらの米国特許出願公開第２
００５／００７６９２９号明細書にも記載されており、そのそれぞれは参照により本明細
書に組み込まれる。
【００４５】
　従来の自動化された紙巻きタバコ製造機械の構成要素や操作は、紙巻きタバコ製造機械
類の設計ならびに操作の当業者には容易に明らかとなる。例えば、数種の煙管やタバコ芯
供給具や吸引コンベヤシステムや装飾システムの構成要素や操作の説明は、Ｍｏｌｉｎｓ
らの米国特許第３，２８８，１４７号や、Ｈｅｉｔｍａｎｎらの米国特許第３，９１５，
１７６号や、Ｆｒａｎｋの米国特許第４，２９１，７１３号や、Ｒｕｄｓｚｉｎａｔの米
国特許第４，５７４，８１６号や、Ｈｅｉｔｍａｎｎらの米国特許第４，７３６，７５４
号や、Ｐｉｎｃｋらの米国特許第４，８７８，５０６号や、Ｈｅｉｔｍａｎｎの米国特許
第５，０６０，６６５号や、Ｋｅｒｉｔｓｉｓらの米国特許第５，０１２，８２３号や、
Ｆａｇｇらの米国特許第６，３６０，７５１号、さらにＭｕｌｌｅｒの米国特許出願公開
第２００３／０１３６４１９号に記載されており、そのそれぞれは参照により本明細書に
組み込まれる。本明細書に記載した種類の自動化された紙巻きタバコ製造機械は、所望の
長さの成形された喫煙に適したロッドに分割することのできる成形された連続する紙巻き
タバコロッドや喫煙に適したロッドを供給する。
【００４６】
　知られている種の自動化された紙巻きタバコ製造手法を用いて様々な形式で製造された
紙巻きタバコロッドに、その長手方向軸に全体的に垂直でない点火端を設けることができ
る。例えば、従来の紙巻きタバコ（例えば、フィルタ付き紙巻きタバコ）を製造し、続い
て所望位置に位置合わせさせることができ、ナイフや剃刀刃や円形切断ホイール等を用い
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、各紙巻きタバコの点火端をある角度で裁断し、傾斜点火端を有する紙巻きタバコを提供
することができる。このようにして、紙巻きタバコは個別にまたは複数の或いは集積され
た紙巻きタバコの一部として所望の形状に切断することができる。一実施形態では、仕上
がった紙巻きタバコの１層または数層を移動するコンベヤベルトまたは他の適当な手段上
に位置合わせさせ、これらの紙巻きタバコの点火端の関連部分を切断区域内でベルトから
延出させることができ、これらの紙巻きタバコを位置合わせさせてコンベヤベルトの移動
軸に非垂直とし、したがって切断ホイールがコンベヤベルトの移動軸に対しほぼ垂直に配
置構成されるようにし、これらの仕上がった紙巻きタバコの紙巻きタバコロッドの端部を
切り落し、したがってそれぞれ傾斜端または一部傾斜端を有する複数の紙巻きタバコを提
供することができる。あるいは、紙巻きタバコロッドを製造し、適当に配置された回転ロ
ッド切断ホイールを用い所望の形式で切断（例えば、各紙巻きタバコの長手方向軸に全体
的に垂直でない端部を有するように）した端部を持たせることもできる。これらのロッド
には、従来の種のフィルタ付き紙巻きタバコ製造手法を用い、チッピング材料を用いたフ
ィルタエレメントを組み合わせることができる。あるいは、いわゆる「ツーアップ」紙巻
きタバコを切断するか、さもなくば各「ツーアップ」セグメントの長手方向軸に垂直でな
い角度で分割し、それぞれ傾斜端を有する２つの紙巻きタバコを提供することもできる。
このような形式や方法は、各セグメントの長手方向軸に対し４５°の角度をなす端部をそ
れぞれ有する２つの紙巻きタバコロッドを提供するのに特に望ましい。これらのセグメン
トは、そこでフィルタエレメント等の他の構成要素を組み合わせることができる。
【００４７】
　紙巻きタバコは、Ｂａｒｎｅｓらの米国特許出願公開第２００６／０２７２６５４号明
細書や、Ｔｈｏｍａｓらの米国特許出願公開第２００６／０２７２６５５号明細書や、Ｈ
ｉｃｋｓらの米国特許出願公開第２００７／０００６８８８号明細書に記載された数種の
器具や方法を用いて製造することもでき、それらは参照により本明細書に組み込まれる。
こうした点に関し、例えばこれらの応用の図１２および１３に図示した装置を参照し、成
形した紙巻きタバコをカートリッジやこれらの紙巻きタバコを位置合わせさせて配置する
他の装置内に配置することができ、カートリッジや位置合わせさせた装置はこれらの紙巻
きタバコが図示の正規の位置に位置合わせさせた切断装置に対し所望の角度に配置される
よう適合させることができる。あるいは、切断装置支持体を図示の正規の位置に位置合わ
せさせた紙巻きタバコを有するカートリッジに対し所望の角度で配置するか傾斜させるこ
ともできる。その結果、円形の切断ホイールまたは他の切断装置を用い、これらの紙巻き
タバコの点火端を切り詰めてこれらの紙巻きタバコがそれぞれ傾斜端（すなわち、各紙巻
きタバコの長手方向軸に対し実質的に全く垂直でない端部）を有するようにできる。
【００４８】
　紙巻きタバコとその構成要素は、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００７／０２
１５１６７号明細書に記載された型のものとすることもできる。こうした点に関し、点火
端セグメントやこれらの点火端セグメントを組み込んだ紙巻きタバコを所望の形式で切断
したり裁断したり成形することができる。あるいは、いわゆる「ツーアップ」点火端セグ
メントを切断するか、さもなくば各「ツーアップ」セグメントの長手方向軸に対し垂直で
ない角度で分割し、それぞれ傾斜端を有する２つの点火端セグメントを提供することもで
きる。このような形式または方法は、各セグメントの長手方向軸に対し４５°の角度をな
す端部をそれぞれ有する点火端セグメントを提供するのに特に望ましい。そのように形成
されたこれらのセグメントには、これらの数種の喫煙物品からなる他の構成要素を組み合
わせることができる。あるいは、仕上がった紙巻きタバコをその両端で切断もしくは裁断
し、さもなくば所望の形状または構造に成形することもできる。
【００４９】
　タバコ種別やタバコブレンドや頂部着装やケーシング材料やブレンド詰め込み密度や紙
巻きタバコロッド用紙包装材料種別を含め、様々な紙巻きタバコ構成要素を採用すること
ができる。例えば、第５２回Ｔ．Ｓ．Ｒ．Ｃ．（１９９８年９月）におけるＪｏｈｎｓｏ
ｎのＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ｔｏ
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　Ｍｅｅｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｎｅｅｄｓや、Ｊａｋｏｂらの米国特許第５，１０１，
８３９号明細書や、Ａｒｚｏｎｉｃｏらの第５，１５９，９４４号明細書や、Ｇｅｎｔｒ
ｙの第５，２２０，９３０号明細書や、Ｋｒａｋｅｒの米国特許第６，７７９，５３０号
明細書、Ａｓｈｃｒａｆｔらの米国特許出願公開第２００５／００１６５５６号明細書や
、Ｎｅｓｔｏｒらの米国特許出願公開第２００５／００６６９８６号明細書や、Ｔｈｏｍ
ａｓらの米国特許出願公開第２００６／０２７２６５５号明細書、２００６年４月２１日
出願のＯｇｌｅｓｂｙの米国特許出願第１１／４０８，６２５号明細書や、Ｍａｒｓｈａ
ｌｌらの米国特許出願第１１／６９６，４１６号明細書に記載された各種紙巻きタバコの
デザイン、形態、形状および特性だけでなく、様々な代表的な数種の紙巻きタバコ構成要
素もまた参照されたく、各文献は参照により本明細書に組み込まれる。最も好ましくは、
喫煙に適したロッド全体は喫煙に適した材料（例えば、タバコ刻み芯）と外装する外側の
包装材料層とからなる。
【００５０】
　フィルタ付き紙巻きタバコ用のフィルタエレメントの構成要素は、一般にＨａｕｎｉ－
Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ＆Ｃｏ．ＫＧからＫＤＦ－２およびＫＤＦ－３Ｅとして入手可
能であるような従来の型のロッド形成装置を用いて製造されるフィルタロッドから供給さ
れる。一般に、フィルタトウ等のフィルタ材料はトウ処理装置を用いて提供される。例示
的なトウ処理装置が、ノースカロライナ州Ｗｉｎｓｔｏｎ－ＳａｌｅｍのＡｒｊａｙ　Ｅ
ｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐ．，より供給されたＥ－６０として市場を通じて入手可能と
されてきた。他の例示的なトウ処理装置は、Ｈａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ＆Ｃ
ｏ．ＫＧからＡＦ－２、ＡＦ－３およびＡＦ－４として市場を通じて入手可能とされてき
た。加えて、フィルタ材料供給装置もしくはフィルタ作製装置を操作する代表的な形式お
よび方法は、Ｂｙｒｎｅの米国特許第４，２８１，６７１号明細書や、Ｇｒｅｅｎ，Ｊｒ
．らの米国特許第４，８６２，９０５号明細書や、Ｓｉｅｍｓらの米国特許第５，０６０
，６６４号明細書や、Ｒｉｖｅｒｓの米国特許第５，３８７，２８５号明細書や、Ｌａｎ
ｉｅｒ，Ｊｒ．らの米国特許第７，０７４，１７０号明細書に記載されている。フィルタ
材料をフィルタロッド作製装置に供給する別種の手法が、Ｐｒｙｏｒらの米国特許第４，
８０７，８０９号明細書やＲａｋｅｒの米国特許第５，０２５，８１４号明細書に記載さ
れており、それらは参照により本明細書に組み込まれる。
【００５１】
　プラグラップは、変えることができる。例えば、Ｍａｒｔｉｎの米国特許第４，１７４
，７１９号明細書を参照されたい。通常、プラグラップは多孔質か非多孔質の紙材料であ
る。適当なプラグラップ材料は、市場で入手可能である。多孔質が約１，１００ＣＯＲＥ
ＳＴＡ単位から約２６，０００ＣＯＲＥＳＴＡ単位の範囲にある例示的なプラグラップ紙
は、Ｐｏｒｏｗｒａｐ　１７－Ｍ１、３３－Ｍ１、４５－Ｍ１、７０－Ｍ９、９５－Ｍ９
、１５０－Ｍ４、１５０－Ｍ９、２４０Ｍ９Ｓ、２６０－Ｍ４、２６０－Ｍ４ＴとしてＳ
ｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｉｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌから、また２２ＨＰ９
０および２２ＨＰ１５０としてＭｉｑｕｅｌ－ｙ－Ｃｏｓｔａｓから入手可能である。非
多孔質プラグラップ材料は通常、約４０ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満で、しばしば約２０ＣＯ
ＲＥＳＴＡ単位未満の特性を呈する。例示的な非多孔質プラグラップ紙は、チェコ共和国
のＯｌｓａｎｙ　Ｆａｃｉｌｉｔｙ（ＯＰ　Ｐａｐｒｉｎａ）からＰＷ６４６として、オ
ーストリアのＷａｔｔｅｎｓｐａｐｉｅｒからＦＹ／３３０６０として、スペインのＭｉ
ｑｕｅｌ－ｙ－Ｃｏｓｔａｓから６４６として、Ｓｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ
　ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌからＭＲ６５０、１８０として入手可能である。プラグラ
ップ紙は、特にフィルタ材料に対向する面に薄膜形成材料の層を用いて被覆することがで
きる。このような被覆は、適当な高分子薄膜形成剤（例えば、エチルセルロース、炭酸カ
ルシウムを混合したエチルセルロース、ニトロセルロース、炭酸カルシウムを混合したニ
トロセルロース、もしくは紙巻きタバコ製造に一般に用いられる種類のいわゆる唇離れ用
被覆成分）を用いて設けることができる。あるいは、プラグラップ材料としてプラスチッ
クフィルム（例えば、ポリプロピレンフィルム）を用いることもできる。例えば、Ｔｒｅ
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ｏｆａｎ　Ｇｅｒｍａｎｙ　ＧｍｂＨ＆Ｃｏ．ＫＧからＺＮＡ－２０およびＺＮＡ－２５
として入手可能な非多孔質ポリプロピレン材料をプラグラップ材料として用いることがで
きる。
【００５２】
　紙巻きタバコのフィルタロッドは、複数セグメントのフィルタロッドを提供するのに用
いることができる。このような複数セグメント型フィルタロッドは、そこで複数セグメン
ト型フィルタエレメントを有するフィルタ付き紙巻きタバコの製造に用いることができる
。２セグメント型フィルタエレメントの一例が、一端に酢酸セルローストウ内に分散させ
た活性炭粒子を組み込んだ第１の円筒セグメント（例えば、「ダルメシアン」型フィルタ
セグメント）と、他端に風味付けされた可塑化酢酸セルローストウフィルタ材料から実質
作り出されたフィルタロッドから製造される第２の円筒セグメントとを有するフィルタエ
レメントである。複数セグメント型フィルタロッドの製造は、複数セグメント型紙巻きタ
バコフィルタ構成要素を提供するのに従来用いられてきた数種のロッド作製装置を用いて
遂行できる。複数セグメント紙巻きタバコフィルタロッドは、独国ハンブルグのＨａｕｎ
ｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ＆Ｃｏ．ＫＧから商標名Ｍｕｌｆｉとして入手可能な紙巻
きタバコフィルタ作製装置を用いて製造することができる。代表的な多種のセグメント化
紙巻きタバコフィルタを含む代表的な多種のフィルタデザインおよび構成要素は、Ｌａｗ
ｒｅｎｃｅらの米国特許第４，９２０，９９０号明細書や、Ｔｈｅｓｉｎｇらの米国特許
第５，０１２，８２９号明細書や、Ｒａｋｅｒの米国特許第５，０２５，８１４号明細書
や、Ｊｏｎｅｓらの米国特許第５，０７４，３２０号明細書や、Ｗｈｉｔｅらの米国特許
第５，１０５，８３８号明細書や、Ａｒｚｏｎｉｃｏらの米国特許第５，２７１，４１９
号明細書や、Ｂｌａｋｌｅｙらの米国特許第５，３６０，０２３号明細書や、Ｇｅｎｔｒ
ｙらの米国特許第５，３９６，９０９号明細書や、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第５，
７１８，２５０号明細書や、Ｊｕｐｅらの米国特許出願公開第２００２／０１６６５６３
号明細書や、Ｄｕｂｅらの米国特許出願公開第２００４／０２６１８０７号明細書や、Ｃ
ｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００５／００６６９８１号明細書や、Ｃｏｌｅｍａ
ｎ　ＩＩＩらの米国特許出願公開第２００７／００５６６００号明細書、さらにＰＣＴ公
開であるＫｉｍの国際公開０３／００９７１１号パンフレットや、Ｘｕｅらの国際公開第
０３／０４７８３６号パンフレットに記載されており、それらは参照により本明細書に組
み込まれる。
【００５３】
　各紙巻きタバコのフィルタエレメントの長さは、変えることができる。一般に、フィル
タエレメントの全長は約２０ｍｍから４０ｍｍ、しばしば約２５ｍｍから３５ｍｍである
。一般的な二重セグメント型フィルタエレメントでは、下流すなわち吸い口端フィルタセ
グメントはしばしば約１０ｍｍから約２０ｍｍの長さを有しており、上流すなわちタバコ
ロッド端フィルタセグメントはしばしば約１０ｍｍから約２０ｍｍの長さを有する。
【００５４】
　フィルタエレメントまたは組み合わせフィルタのフィルタセグメント構成要素は、一般
に従来の紙巻きタバコ用フィルタロッド製造手法を用いて製造されるフィルタロッドから
提供される。例えば、フィルタ付き紙巻きタバコの製造に従来用いられている一般的な形
態と形状からなるいわゆる「シックスアップ」フィルタロッドや、「フォーアップ」フィ
ルタロッドや「ツーアップ」フィルタロッドは、従来の種すなわちＬａｂ　ＭＡＸ、ＭＡ
Ｘ、ＭＡＸ　ＳまたはＭＡＸ８０としてＨａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ＆Ｃｏ．
ＫＧから入手可能なチッピング装置等の適当に改変された紙巻きタバコロッド処理装置を
用いて処理することができる。例えば、Ｅｒｄｍａｎｎらの米国特許第３，３０８，６０
０号明細書や、Ｈｅｉｔｍａｎｎらの米国特許第４，２８１，６７０号明細書や、Ｒｅｕ
ｌａｎｄらの米国特許第４，２８０，１８７号明細書や、Ｇｒｅｅｎｅ，Ｊｒ．らの米国
特許第４，８５０，３０１号明細書や、Ｖｏｓらの米国特許第６，２２９，１１５号明細
書、さらにＨｏｌｍｅｓの米国特許出願公開第２００５／０１０３３５５号明細書や、Ｒ
ｅａｄ，Ｊｒ．，の米国特許出願公開第２００５／１０９４０１４号明細書や、Ｄｒａｇ
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ｈｅｔｔｉの米国特許出願公開第２００６／０１６９２９５号明細書に記載された数種の
装置を参照されたく、そのそれぞれは参照により本明細書に組み込まれる。これらの型の
装置の操作は、自動化タバコ製造技術の当業者には容易に明らかとなる。
【００５５】
　チッピング材料は、変えることができる。一般的なチッピング材料は、比較的高い不透
明性を呈する紙である。代表的なチッピング材料は、約８１パーセントを上回り、多くの
場合約８４パーセントから約９０パーセントの範囲、時として約９０パーセントを上回る
ＴＡＰＰＩ不透明度を有する。一般的なチッピング材料は一般にニトロセルロースを母材
とするインクを用いて印刷され、このことで多種多様な外観と「唇離れ用」特性をもたら
すことができる。代表的なチッピング紙材料は、約２５ｍ／ｍ２から約６０ｇ／ｍ２、し
ばしば約３０ｇ／ｍ２から約４０ｇ／ｍ２の範囲の主成分重量を有する。代表的なチッピ
ング紙は、Ｔｅｒｖａｋｏｓｋｉ照会番号３１２１番、３１２４番、ＴＫ６５２番、ＴＫ
６７４番、ＴＫ６７５番、Ａ３６０番、Ａ３６２番として、またＳｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－
Ｍａｕｄｕｉｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ照会番号ＧＳＲ２７０番、ＧＳＲ２６５Ｍ
２番として入手可能である。例えば、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００７／０
２１５１６７号明細書に記載された数種のチッピング材料、チッピング材料を用いて紙巻
きタバコ成分を合成する方法およびチッピング材料を用いて紙巻きタバコの様々な部分を
包装する手法もまた参照されたい。
【００５６】
　下記の実施例は本発明をさらに説明すべく用意したが、その範囲を限定するものとして
解釈すべきではない。
【００５７】
　実施例１
　自動化された紙巻きタバコ製造機械技術を用いて製造されたフィルタ付き紙巻きタバコ
を用意する。これらの紙巻きタバコには、刻み芯形態をなすタバコの「アメリカンブレン
ド」からなるタバコロッドが組み込まれている。タバコ刻み芯を覆い包み、風味付けする
。タバコロッドは、タバコ刻み芯を外装し、そのように形成された円筒ロッドの各端が開
口してそのロッド内のタバコを露出させるようにした紙包装材料の外層を有する。各タバ
コロッドは、約５７ｍｍの長さと約２５ｍｍの外周を有する。各紙巻きタバコは、トリア
セチンを用いて可塑化した酢酸セルロースからなるフィルタエレメントを有しており、各
フィルタエレメントの長さは約２７ｍｍである。各フィルタエレメントを各タバコロッド
に接続するチッピング紙が、各フィルタエレメントの全長とタバコロッドの隣接領域のう
ちの約４ｍｍを外装されている。各紙巻きタバコのチッピング材料とプラグラップを貫通
するレーザ穿孔からなる外装リングが、空気希釈される紙巻きタバコをもたらす。剃刀刃
またははさみを用い、幾つかの紙巻きタバコからこれらの紙巻きタバコの末端点火端にて
タバコロッドの一部分を切断する。紙巻きタバコは、図１および図２を参照して前述した
紙巻きタバコの大体の外観を有する。各タバコロッド点火端の傾斜させた真っすぐな切断
は、各紙巻きタバコの長手方向軸に対し約４５°をなす。傾斜点火端を有するこれらの紙
巻きタバコについては、これらの紙巻きタバコのさらなる端部処理は一切施していない（
すなわち、紙巻きタバコの点火領域において、紙巻きタバコの露出端または紙巻きタバコ
ロッドの包装材料には化学的添加物は一切加えていない）。しかしながら、タバコロッド
内でタバコ刻み芯の若干の圧密化をもたらすべく、所望であれば紙巻きタバコを立て、フ
ィルタ端を下にして保持し、テーブルまたは台上面で数回軽く叩くか、または紙巻きタバ
コの点火端のタバコ刻み芯を一種の「濃密端」様式にてタバコロッド内へ軽く圧入するこ
とができる。
【００５８】
　このような紙巻きタバコを用意し、比較する紙巻きタバコ（すなわち端部から切断した
点火端セグメントを有さず、したがって傾斜端ではなく紙巻きタバコの長手方向軸にほぼ
垂直な点火端を有する比較対象となり得る紙巻きタバコ）のそれぞれをＦＴＣ喫煙条件下
で喫煙する。紙巻きタバコは、電気抵抗加熱器を用いて点火する。
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【００５９】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、点火吹かしが０．４９ｍｇの「タール」発生と０．
０３５ｍｇのニコチン発生と０．３２ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端を有
さない従来の紙巻きタバコでは、点火吹かしが０．９７ｍｇの「タール」発生と０．０６
５ｍｇのニコチン発生と１．３３ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００６０】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、２服目の吹かしが１．２５ｍｇの「タール」発生と
０．０９８ｍｇのニコチン発生と１．１ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端を
有さない従来の紙巻きタバコでは、２服目の吹かしが１．１ｍｇの「タール」発生と０．
０９３ｍｇのニコチン発生と１．０４ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００６１】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、３服目の吹かしが１．４３ｍｇの「タール」発生と
０．１１８ｍｇのニコチン発生と１．１９ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端
を有さない従来の紙巻きタバコでは、３服目の吹かしが１．２８ｍｇの「タール」発生と
０．１１０ｍｇのニコチン発生と１．１２ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００６２】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、４服目の吹かしが１．５２ｍｇの「タール」発生と
０．１２６ｍｇのニコチン発生と１．１３ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端
を有さない従来の紙巻きタバコでは、４服目の吹かしが１．４６ｍｇの「タール」発生と
０．１１２ｍｇのニコチン発生と１．１８ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００６３】
　結果は、紙巻きタバコの煙発生量と初期吹かし（例えば、点火吹かし）の組成（すなわ
ち、煙の化学的性質）が、紙巻きタバコの点火端の形状を変えることで従来の形状の紙巻
きタバコに対し変えることができることを実証するものである。
【００６４】
　実施例２
　Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙにより商品名「Ｅｃｌｉ
ｐｓｅ」として市販されている紙巻きタバコが、入手される。剃刀刃を用いて各紙巻きタ
バコの点火端の一部を切り取り、したがって図８および図９を参照して先に説明した型の
紙巻きタバコを用意する。各点火端の傾斜させた真っすぐな切断は各紙巻きタバコの長手
方向軸に対し約４５°をなし、したがって炭素質燃料エレメントの点火端全体は各紙巻き
タバコの長手方向軸に対し約４５°に傾斜している。傾斜点火端を有するこれらの紙巻き
タバコについては、これらの紙巻きタバコのさらなる端部処理は一切施していない（すな
わち、紙巻きタバコの点火領域において、紙巻きタバコの露出端や紙巻きタバコロッドの
包装材料には化学的添加物は一切加えていない）。
【００６５】
　このような紙巻きタバコを用意し、比較する紙巻きタバコ（すなわち端部から切断した
点火端セグメントを有さず、したがって傾斜端ではなく紙巻きタバコの長手方向軸にほぼ
垂直な点火端を有する比較対象とし得る紙巻きタバコ）のそれぞれをＦＴＣ喫煙条件下で
喫煙する。紙巻きタバコは、電気抵抗加熱器を用いて点火する。
【００６６】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、点火吹かしが無視し得る「タール」発生と無視し得
るニコチン発生と０．４２ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端を有さない従来
の紙巻きタバコでは、点火吹かしが無視し得る「タール」発生と無視し得るニコチン発生
と１．１０ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００６７】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、２服目の吹かしが０．４９ｍｇの「タール」発生と
０．０１３ｍｇのニコチン発生と０．２７ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端
を有さない従来の紙巻きタバコでは、２回服目の吹かしが０．６７ｍｇの「タール」発生
と０．０１８ｍｇのニコチン発生と０．４５ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
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【００６８】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、３服目の吹かしが０．６６ｍｇの「タール」発生と
０．０２７ｍｇのニコチン発生と０．３３ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端
を有さない従来の紙巻きタバコでは、３服目の吹かしが０．８０ｍｇの「タール」発生と
０．０３４ｍｇのニコチン発生と０．４７ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００６９】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、４服目の吹かしが０．６６ｍｇの「タール」発生と
０．０３０ｍｇのニコチン発生と０．３２ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端
を有さない従来の紙巻きタバコでは、４服目の吹かしが０．８３ｍｇの「タール」発生と
０．０３６ｍｇのニコチン発生と０．４６ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００７０】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、５服目の吹かしが０．６３ｍｇの「タール」発生と
０．０２６ｍｇのニコチン発生と０．２８ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端
を有さない従来の紙巻きタバコでは、５服目の吹かしが０．８５ｍｇの「タール」発生と
０．０３３ｍｇのニコチン発生と０．４７ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００７１】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、６服目の吹かしが０．４２ｍｇの「タール」発生と
０．０１７ｍｇのニコチン発生と０．２１ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜端
を有さない従来の紙巻きタバコでは、６服目の吹かしが０．７２ｍｇの「タール」発生と
０．０２７ｍｇのニコチン発生と０．４０ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００７２】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、７服目の吹かしが０．１７ｍｇの「タール」発生と
０．００９ｍｇのニコチン発生と０．０１４ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜
端を有さない従来の紙巻きタバコでは、７服目の吹かしが０．４３ｍｇの「タール」発生
と０．０１８ｍｇのニコチン発生と０．２９ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００７３】
　傾斜端を有する紙巻きタバコでは、８服目の吹かしが０．０６ｍｇの「タール」発生と
０．００４ｍｇのニコチン発生と０．０９５ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。傾斜
端を有さない従来の紙巻きタバコでは、８服目の吹かしが０．２３ｍｇの「タール」発生
と０．０１１ｍｇのニコチン発生と０．１９ｍｇの一酸化炭素発生とを示している。
【００７４】
　結果は、紙巻きタバコの煙発生量と点火吹かしおよび初期の吹かしの組成（すなわち、
煙の化学的性質）が、紙巻きタバコの点火端の形状を変えることにより従来の形状の紙巻
きタバコに対し変えることができることを示すものである。実施例において識別された煙
成分は、タール、ニコチン、および一酸化炭素である。３つの煙成分全ての相当の減少は
、吹かし回数に差を持たせ達成される。煙成分の低減を達成するのに、喫煙物品の点火端
の化学的処理は一切不要である。煙成分の減少を達成するのに紙巻きタバコロッド内に化
学的または機械的な減衰手段を追加する必要は一切ないが、煙成分の低減を補う化学的処
理剤または物理的減衰構成要素を用いることもできる。従って、前述した形式で形成され
る露出端面を有するよう形状化した喫煙物品の点火端を持たせ、露出端面の表面積が喫煙
物品の断面積を十分上回るようにし、喫煙物品の１回以上の吹かし、好ましくは初回の吹
かしを含め、より好ましくは一連の少なくとも４服の吹かしについて、喫煙物品の長手方
向軸に垂直な面に露出端面を有する同一組成の喫煙物品に比べ、タール、ニコチン、また
は一酸化炭素等の１以上の煙成分の量を平均して少なくとも２０％減少させることが好ま
しい。好ましくは、１以上の煙成分の減少は少なくとも２５％、好ましくは少なくとも３
０％である。
【００７５】
　本発明の多くの改変ならびに他の態様が、前述の説明に提示された教示の恩恵を有する
本発明の属する技術分野の当業者には想起され、さらに当業者には本発明の変形や改変が
本発明の範囲または趣旨から逸脱することなく可能であることは明白である。したがって
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、本発明は開示された具体的態様に限定されるものではなく、改変および他の態様が添付
請求項群の範囲内に包含されることを意図するものであることを理解されたい。本明細書
では具体的な用語を用いたが、それらは一般的かつ説明的な意味においてのみ用いたもの
であり、限定目的にではない。
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