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(57)【要約】
本発明は、たばこ科学及び喫煙の分野に関し、シガレット・フィルター用インスタント添
加溶液を提供する。この溶液は、主流煙中のタール及び大多数の毒性物質を効果的に減少
させることができ、同時に、呼吸器官に流入する主流煙の温度を低下させる。該シガレッ
ト・フィルター用インスタント添加溶液は、次の成分を含んでいる。１－５００ｍｇ／ｍ
ｌのビタミン類、１－３００ｍｇ／ｍｌの茶ポリフェノール類、及び５－２００ｍｇ／ｍ
ｌの植物／藻類の抽出物。本発明は、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液の
製造方法及び使用方法、並びにシガレット・フィルター用インスタント添加溶液を含むシ
ガレット製品にも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１－５００ｍｇ／ｍｌのビタミン類、１－３００ｍｇ／ｍｌの茶ポリフェノール類、及
び５－２００ｍｇ／ｍｌの植物／藻類の抽出物を含む、シガレット・フィルター用インス
タント添加溶液。
【請求項２】
　２－４００ｍｇ／ｍｌのビタミン類、２－２５０ｍｇ／ｍｌの茶ポリフェノール類、及
び１０－１７５ｍｇ／ｍｌの植物／藻類の抽出物を含むことを特徴とする請求項１記載の
シガレット・フィルター用インスタント添加溶液。
【請求項３】
　さらに亜セレン酸ナトリウム、蜜蜂プロポリス及びシステインを含むことを特徴とする
請求項１記載のシガレット・フィルター用インスタント添加溶液。
【請求項４】
　該ビタミン類が、ビタミンＣ、ビタミンＥ及びこれらの組み合わせからなる群から選択
され、該植物／藻類の抽出物がブドウ種子抽出物、松樹皮抽出物、茶抽出物、藻類抽出物
及びこれらの組み合わせからなる群から選択されることを特徴とする請求項１記載のシガ
レット・フィルター用インスタント添加溶液。
【請求項５】
　さらに、セレン、亜鉛、カルシウム、鉄及びこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる微量元素を含むことを特徴とする請求項１記載のシガレット・フィルター用インスタ
ント添加溶液。
【請求項６】
　さらに香料成分を含むことを特徴とする請求項１記載のシガレット・フィルター用イン
スタント添加溶液。
【請求項７】
　請求項１記載のシガレット・フィルター用インスタント添加溶液の製造方法であって、
該方法が、ビタミン類、茶ポリフェノール類、植物／藻類の抽出物をそれぞれ水に添加し
、１－５００ｍｇ／ｍｌのビタミン類、１－３００ｍｇ／ｍｌの茶ポリフェノール類、及
び５－２００ｍｇ／ｍｌの植物／藻類の抽出物を含む溶液を得ることを含む方法。
【請求項８】
請求項１記載のシガレット・フィルター用インスタント添加溶液の使用方法であって、該
方法が、１０－５００μＬの該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を、シガ
レット喫煙の１０－３０分前にシガレット・フィルターに添加することを含む方法。
【請求項９】
　請求項１記載のシガレット・フィルター用インスタント添加溶液の使用方法であって、
該方法が、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を含む別個の製品を製造し
、この製品をシガレット・フィルター用の別個の添加剤としてシガレット・フィルター又
はシガレット包装に添付することを含む方法。
【請求項１０】
　シガレット包装容器、該容器中の５－１００本のシガレット、請求項１記載のシガレッ
ト・フィルター用インスタント添加溶液のための開封可能な密封容器並びに該密閉容器中
の０．５－５０ｍｌのシガレット・フィルター用インスタント添加溶液からなる、シガレ
ット製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たばこ科学及び喫煙の分野に関するものである。特に、本発明は、シガレッ
ト・フィルター用インスタント添加溶液、その製造方法及びインスタント添加溶液の使用
方法、並びに、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を含むシガレット製品に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　シガレットは、その燃焼過程において、熱分解、炭化、不完全燃焼及び蒸発によって、
多種類のガス状毒性物質を生成する。これらの毒性物質の中で、タールは、シガレット中
の有機成分、例えば、セルロース、の不完全燃焼及び炭化により形成される。今日まで、
主流煙中の多くの成分が有害であることが解っている。これらの成分は、人体に対する発
癌性又は潜在的発癌性の物質、たとえば、ベンゼン、２－ナフチルアミン、４－アミノビ
フェニル、放射性元素Ｐｏ－２１０、アルデヒド、ヒドラジン、揮発性ニトロサミン、シ
ガレット特異的ニトロサミン、Ｎ－ニトロソピリジン、ベンゾ［ａ］ピレン、Ｎ－ニトロ
ソジエチルアミン及びカドミウム、並びに、動物に対する既知の潜在的発癌性物質、たと
えば、ベンゾ［ａ］アントラセン、ブチロラクトン、Ｎ－ニトロソノルニコチン、を含ん
でいる。全ての上記物質は、体細胞に対する直接的毒性を有している。現在のところ、た
ばこ産業において常用される、タール及び毒性物質の減少技術としては次のものが含まれ
る。
【０００３】
　１．たばこ葉の配合の変更、ブレンド型シガレットの製造。
【０００４】
　２．シガレットの燃焼を改善するための、シガレットの製造段階におけるたばこ砕片及
びたばこシートの改良。たとえば、Ｋ（カリウム）のような燃焼補助剤をたばこ砕片へ添
加すること、シガレット巻紙への添加剤を改良すること、たとえば、クエン酸カリウム、
炭酸カルシウム及び木質繊維を混合して製造したシガレット巻紙は、よりよい透過性とよ
り高い静的燃焼率を有する。たばこ砕片及び細切葉柄を大きくすること。これにより、不
完全燃焼に由来するタール含量が顕著に減少する。さらに、タール含量は混合物を含むた
ばこシートの改良によっても減少するであろう。たとえば、たばこに対する選択的吸着性
又は触媒効果を有するゼオライトをたばこシートに添加、たばこシートの乾燥前に１０－
１８％のセピオライト粉末の添加。たばこ砕片又はたばこシートへ物質を添加するこれら
の方法は、シガレット中の毒性物質を減少させるのに効果的である。
【０００５】
　３．シガレット中のタール成分の減少の必要性に適合させるための、着香及び包装技術
の開発、新規香料の開発応用。
【０００６】
　４．たばこ砕片の燃焼を要しない特別シガレットの研究と開発。
【０００７】
　５．シガレット・フィルターの使用。通常フィルター、特別フィルター材を用いて製造
されたフィルター、及び複合フィルターを含む種々のフィルターをシガレットに結合する
ことにより、タール含量は２０－５０％減少する。この方法はタール含量を減少させるた
めに世界中でもっとも広く用いられている。
【０００８】
　アセテート繊維、人造繊維、綿及び紙から製造されたシガレット・フィルターは、機械
的な効果により煙の中の粒子を減少させる。これは、煙の中のガス状物質も減少させ得る
。現在、約９０％のシガレット・フィルターは単にアセテート繊維のみから作られている
。このようなフィルターは大部分の毒性物質を煙から除去し得るが、かなりの毒性物質が
人体中に入ることを必然的に許している。このようなフィルターの改良、たとえば、繊維
の表面におけるひだ数の増加、比表面積の拡張、ある種の添加剤の適用が、煙の中の毒性
物質のさらなる減少に有効である。シガレット・フィルターに用いられる種々の添加剤に
おいて、添加剤の主要なカテゴリーは、多孔質吸着剤である。その例としては、活性炭、
セピオライト、モンモリロナイト、麦飯石、シリコン、ヒドロキシアパタイト、有機シリ
コン、合成マイカ、血色素、キトサン、陰イオン交換樹脂及び陽イオン交換樹脂などがあ
る。これらの吸着剤は、シガレット用複合フィルターへの添加剤としてしばしば用いられ
ている。さらに、茶、コーヒー、地衣類、及びポルフィリン複合体も添加剤として用いら
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れている。シガレット・フィルターは大幅に開発されてきた。フィルターの種類は、通常
のアセテート繊維から環境保護性のある生分解性繊維及び添加剤混入複合フィルターへと
発展し、通常の形状及び機能から、空洞性シガレット用複合フィルター及びハート形シガ
レット・フィルターのような特別な形状のフィルターへと発展した。これらのシガレット
・フィルターは、主として次のような毒性物質を除去し、減少させる。すなわち、シアン
化水素、多芳香環炭化水素、フリーラジカル、求核性毒素、タール、ニコチン及び煙凝集
物などである。たとえば、シガレット用穴あきフィルターは、シガレット煙を希釈するだ
けでなく、側部主流煙中の一酸化炭素濃度を効果的に減少させる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　シガレット中のタール及び毒性物質を減少させるための研究において、発明者は、上記
の方法が主流煙中のタール及び毒性物質を減少させ得るが、その効果は通常満足すべきも
のではないことを発見した。シガレット用複合フィルターの添加剤は喫煙過程を通じて常
に効果的であるとはいえないことが解った。それは、添加剤の物理的及び化学的性質に関
連していることは明らかである。たとえば、ある種の添加剤は大きな比表面積を有してい
るが、現実の利用効率は比較的に低い。その結果、フリーラジカルのようなある種の高度
に活性な物質は、シガレット・フィルターを急速に通過して、主流煙の高い流速で呼吸器
官へ進入する。同様に、アセテート繊維の比表面積は約４．５ｍ２／ｇに過ぎず、大量の
毒性物質を表面に吸着することは困難である。さらに、シガレット・フィルターに添加剤
が添加された後、それが使用されるまでに貯蔵及び流通のための期間が経過する。この間
に、添加剤はシガレット砕片からの揮発物質により汚染されてしまう。その結果、添加剤
の有効性は顕著に減少してしまうだろう。
【００１０】
　結論として、現在の技術に存在する上記の制限のために、主流煙中のタールと大多数の
毒性物質を減少させ、同時に呼吸器官に流入する主流煙の温度を下げると同時にシガレッ
トの味を少ししか変化させない有効な方法はこれまでのところ見つかっていない。したが
って、この分野において、主流煙中のタールと大多数の毒性物質を減少させ、同時に呼吸
器官を通過する主流煙の温度を下げる、費用対効果の高い方法の開発が緊急に望まれてい
る。
【００１１】
　本発明の目的は、上記の技術的問題を解決する、シガレット・フィルター用インスタン
ト添加溶液、その製造方法及びインスタント添加溶液の使用方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　ひとつの態様として、本発明は、次の成分を含むシガレット・フィルター用インスタン
ト添加溶液を提供する。その成分は、ビタミン類１－５００ｍｇ／ｍｌ、茶ポリフェノー
ル類１－３００ｍｇ／ｍｌ、及び植物／藻類の抽出物５－２００ｍｇ／ｍｌである。
【００１３】
　好ましい態様において、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、ビタミ
ン類２－４００ｍｇ／ｍｌ、茶ポリフェノール類２－２５０ｍｇ／ｍｌ、及び植物／藻類
の抽出物１０－１７５ｍｇ／ｍｌを含む。
【００１４】
　別の好ましい態様において、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、上
記の基本的成分に加えて、亜セレン酸ナトリウム、蜜蜂プロポリス及びシステインを含む
。
【００１５】
　別の好ましい態様において、該ビタミン類は、ビタミンＣ、ビタミンＥ及びそれらの組
み合わせからなる群から選択される。植物／藻類の該抽出物は、ブドウ種子抽出物、松樹
皮抽出物、茶抽出物、藻類抽出物及びこれらの組み合わせからなる群から選択される。
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【００１６】
　別の好ましい態様において、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、上
記の基本的成分に加えて、微量元素を含む。該微量元素は、セレン、亜鉛、カルシウム、
鉄及びこれらの組み合わせからなる群から選択される。
【００１７】
　別の好ましい態様において、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、上
記の基本的成分に加えて、香料成分を含む。
【００１８】
　さらなる態様において、本発明は、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液
の製造方法を提供する。この方法は、ビタミン類、茶ポリフェノール類、及び植物／藻類
の抽出物を水に加え、かくして、ビタミン類１－５００ｍｇ／ｍｌ、茶ポリフェノール類
１－３００ｍｇ／ｍｌ、及び植物／藻類の抽出物５－２００ｍｇ／ｍｌを含む溶液を得る
ことを含んでいる。
【００１９】
　さらなる態様において、本発明は、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液
の使用方法を提供する。この方法は、１０－５００μＬの該シガレット・フィルター用イ
ンスタント添加溶液をシガレット喫煙の０－３０分前にシガレット・フィルターへ添加す
ることを含んでいる。
【００２０】
　さらなる態様において、本発明は、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液
の別の使用方法を提供する。この方法は、該シガレット・フィルター用インスタント添加
溶液を別個の製品として製造し、シガレット・フィルターへの別個の添加剤として、シガ
レット・フィルター又はシガレット包装に添付することを含む。
【００２１】
　さらなる態様において、本発明は、シガレット製品を提供する。このシガレット製品は
、シガレット包装容器、該容器中の５－１００本のシガレット、該シガレット・フィルタ
ー用インスタント添加溶液のための開封可能な密封容器、並びに該密封容器中の０．５－
５０ｍｌの該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明において、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、シガレット喫煙
の０－３０分前に別個に添加されるものであり、シガレットからは独立している。該溶液
の適量がシガレットのフィルター先端に添加された後、フィルター先端の表面はしめった
状態になり、冷却効果を提供し、該溶液は、呼吸器官に流入する主流煙の温度を効果的に
下げることができ、高温によって引き起こされる、呼吸器官を覆う粘膜の損傷を減少させ
る。同時に、主流煙中の多核芳香族炭化水素のような高沸点の残存する毒性物質を速やか
に凝集させる。低温は、主流煙中の毒性物質の拡散を減少させ、さらに粘膜の損傷を減少
させる。該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は抗酸化成分を含むので、主
流煙中のフリーラジカルや、他の酸化性成分を効果的に捕捉することができ、また主流煙
中の求核性毒素を除去することができる。溶液がビタミンＥを含むときは、さらにセレン
を溶液に添加することにより効果が増強される。水溶液から作られるフィルムが、主流煙
中のシアン化水素及びアクロレインのような繊毛に対する水溶性毒素を効果的に溶解する
ことができる。シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、香味の付加或いは伝
達の溶液としてデザインすることもでき、それによって喫煙の味を改善する。
【００２３】
　本発明において、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、毒性物質を減少
させることができる溶媒と活性成分を含有する。
【００２４】
　本発明において使用することができる溶媒は、水又は水性溶媒を含む。水としては、精
製水、蒸留水、地下水又は水道水であってよい。広義では、該水は８０％以上の水とアル
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コールのような他の溶媒との混合溶媒のような水性溶媒であってもよい。
【００２５】
　本発明の活性成分は、主としてビタミン類、茶ポリフェノール類、及び植物／藻類の抽
出物を含む。
【００２６】
　本発明において使用することができるビタミン類は、ビタミンＣ及びビタミンＥを含む
。含量は通常１－５００ｍｇ／ｍｌであるが、好ましくは２－４００ｍｇ／ｍｌ、さらに
好ましくは２００ｍｇ／ｍｌである。
【００２７】
　本発明において使用することができる茶ポリフェノール類の含量は、通常は１－３００
ｍｇ／ｍｌであるが、好ましくは２－２５０ｍｇ／ｍｌ、さらに好ましくは１２５ｍｇ／
ｍｌである。
【００２８】
　本発明において使用することができる植物／藻類の抽出物には、ブドウ種子抽出物、松
樹皮抽出物、茶抽出物、及び藻類抽出物が含まれる。含量は、通常は５－２００ｍｇ／ｍ
ｌであるが、好ましくは１０－１７５ｍｇ／ｍｌ、さらに好ましくは１２５ｍｇ／ｍｌで
ある。
【００２９】
　本発明において、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、亜セレン酸ナト
リウム、蜜蜂プロポリス及びシステインも含むことができる。含量は、通常は０－１００
ｍｇ／ｍｌであるが、好ましくは０．１－５０ｍｇ／ｍｌである。
【００３０】
　本発明において、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液は、微量元素を含む
ことができる。該微量元素は、セレン、亜鉛、カルシウム、鉄から選択される。含量は、
通常は０．００１－１ｍｇ／ｍｌであるが、好ましくは０．０５ｍｇ／ｍｌである。シガ
レット・フィルター用インスタント添加溶液は、抗酸化剤、防腐剤、色素、湿潤剤、香料
（たとえば、ミントあるいはシガレットに常用される他の香料）等の他の添加剤を含むこ
とができる。含量は通常は０．１－５０ｍｇ／ｍｌであるが、好ましくは１－１０ｍｇ／
ｍｌである。
【００３１】
　本発明は、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液の製造方法も提供する。そ
の方法は、ビタミン類、茶ポリフェノール類、及び植物／藻類の抽出物を水又は水性溶媒
に添加し、１－５００ｍｇ／ｍｌのビタミン類、１－３００ｍｇ／ｍｌの茶ポリフェノー
ル類及び５－２００ｍｇ／ｍｌの植物／藻類の抽出物を含むシガレット・フィルター用イ
ンスタント添加溶液を得ることを含む。活性成分は同時に又は順次に添加される。成分は
攪拌しながら加えるのが好ましい。
【００３２】
　本発明は、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液の使用方法も提供する。そ
の方法は、１０－５００μＬの該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液をシガ
レット喫煙の０－３０分前にシガレット・フィルターへ添加することを含む。
【００３３】
　好ましい態様においては、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を別個の
製品として製造し、シガレット・フィルターへの別個の添加剤として、該製品をシガレッ
ト・フィルター又はシガレット包装に添付する。
【００３４】
　本発明は、シガレット製品も提供する。この製品は、シガレット包装容器、該容器中の
５－１００本のシガレット、該シガレット・フィルター用インスタント添加溶液のための
開封可能な密封容器、該密封容器中の０．５－５０ｍｌの該シガレット・フィルター用イ
ンスタント添加溶液を含む。
【００３５】
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　一つの好ましい態様において、該密封容器はシガレット包装容器の外側におかれる。別
の好ましい態様において、該密封容器はシガレット包装容器の内側におかれる。さらに好
ましくは、該密封容器の形状はシガレットの形状と同じである。
【００３６】
　本発明の利点は、主流煙中のタール及びアクロレイン、シアナイド、シナピルアルデヒ
ド、ニコチン、ニトロサミン、ある種の多核芳香族炭化水素（たとえば、ベンゾ［ａ］ピ
レン）及びフリーラジカルのような多数の毒性物質を効果的に減少させ、同時に呼吸器官
に流入する主流煙の温度を低下させ、喫煙によって引き起こされる喫煙者の傷害を最小化
することにある。
【００３７】
　以下の実施例は例示的な目的のためであり、発明の範囲を制限することを目的としてい
ない。
【実施例１】
【００３８】
　１０ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。１０ｍｇの茶ポリフェノ
ール及び５０ｍｇの茶抽出物をそれぞれ計量し、上記溶液に加え、溶解するまで攪拌する
。容量が１０ｍｌになるように希釈し、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液
を得る。ビタミンＣ、茶ポリフェノール及び茶抽出物の該溶液中の濃度は、それぞれ、１
ｍｇ／ｍｌ、１ｍｇ／ｍｌ、５ｍｇ／ｍｌである。シガレット喫煙中、１０μＬの該イン
スタント添加溶液をフィルターに添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価によると、
溶液は主流煙の刺激を顕著に減少させ、より穏やかで好ましい味を生じた。
【実施例２】
【００３９】
　５０００ｍｇのビタミンＥを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。３０００ｍｇの茶ポ
リフェノール及び２０００ｍｇのブドウ種子抽出物をそれぞれ計量し、上記溶液に加え、
溶解するまで攪拌する。容量が１０ｍｌになるように希釈し、シガレット・フィルター用
インスタント添加溶液を得る。ビタミンＥ、茶ポリフェノール及びブドウ種子抽出物の該
溶液中の濃度は、それぞれ、５００ｍｇ／ｍｌ、３００ｍｇ／ｍｌ、２００ｍｇ／ｍｌで
ある。５００μＬの該インスタント添加溶液をシガレット喫煙の３０分前にフィルターに
添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価によると、溶液は主流煙の刺激を顕著に減少
させ、より穏やかで好ましい味を生じた。
【実施例３】
【００４０】
　２０ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。２０ｍｇのビタミンＥ、
２０ｍｇの茶ポリフェノール及び１００ｍｇの松樹皮抽出物をそれぞれ計量し、上記溶液
に加え、溶解するまで攪拌する。容量が１０ｍｌになるように希釈し、シガレット・フィ
ルター用インスタント添加溶液を得る。ビタミンＣ、ビタミンＥ、茶ポリフェノール及び
松樹皮抽出物の該溶液中の濃度は、それぞれ、２ｍｇ／ｍｌ、２ｍｇ／ｍｌ、２ｍｇ／ｍ
ｌ、１０ｍｇ／ｍｌである。２５０μＬの該インスタント添加溶液をシガレット喫煙の１
５分前にフィルターに添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価によると、溶液は主流
煙の刺激を顕著に減少させ、より穏やかで好ましい味を生じた。
【実施例４】
【００４１】
　４０００ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。４０００ｍｇのビタ
ミンＥ、２５００ｍｇの茶ポリフェノール、１７５０ｍｇの藻類抽出物及び５００ｍｇの
亜セレン酸ナトリウムをそれぞれ計量し、上記溶液に加え、溶解するまで攪拌する。容量
が１０ｍｌになるように希釈し、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を得る
。ビタミンＣ、ビタミンＥ、茶ポリフェノール、藻類抽出物及び亜セレン酸ナトリウムの
該溶液中の濃度は、それぞれ、４００ｍｇ／ｍｌ、４００ｍｇ／ｍｌ、２５０ｍｇ／ｍｌ
、１７５ｍｇ／ｍｌ、５０ｍｇ／ｍｌである。２００μＬの該インスタント添加溶液をシ
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ガレット喫煙の５分前にフィルターに添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価による
と、溶液は主流煙の刺激を顕著に減少させ、より穏やかで好ましい味を生じた。
【実施例５】
【００４２】
　１０００ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。１０００ｍｇのビタ
ミンＥ、１０００ｍｇの茶ポリフェノール、１０００ｍｇの藻類抽出物及び２５０ｍｇの
蜜蜂プロポリスをそれぞれ計量し、上記溶液に加え、溶解するまで攪拌する。容量が１０
ｍｌになるように希釈し、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を得る。ビタ
ミンＣ、ビタミンＥ、茶ポリフェノール、藻類抽出物及び蜜蜂プロポリスの該溶液中の濃
度は、それぞれ、１００ｍｇ／ｍｌ、１００ｍｇ／ｍｌ、１００ｍｇ／ｍｌ、１００ｍｇ
／ｍｌ、２５ｍｇ／ｍｌである。３５０μＬの該インスタント添加溶液をシガレット喫煙
の１０分前にフィルターに添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価によると、溶液は
主流煙の刺激を顕著に減少させ、より穏やかで好ましい味を生じた。
【実施例６】
【００４３】
　３０００ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。３０００ｍｇのビタ
ミンＥ、１５００ｍｇの茶ポリフェノール、１５００ｍｇの藻類抽出物及び５０ｍｇのシ
ステインをそれぞれ計量し、上記溶液に加え、溶解するまで攪拌する。容量が１０ｍｌに
なるように希釈し、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を得る。ビタミンＣ
、ビタミンＥ、茶ポリフェノール、藻類抽出物及びシステインの該溶液中の濃度は、それ
ぞれ、３００ｍｇ／ｍｌ、３００ｍｇ／ｍｌ、１５０ｍｇ／ｍｌ、１５０ｍｇ／ｍｌ、５
ｍｇ／ｍｌである。１５０μＬの該インスタント添加溶液をシガレット喫煙の２０分前に
フィルターに添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価によると、溶液は主流煙の刺激
を顕著に減少させ、より穏やかで好ましい味を生じた。
【実施例７】
【００４４】
　２０００ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。２０００ｍｇのビタ
ミンＥ、１２５０ｍｇの茶ポリフェノール、１２５０ｍｇの藻類抽出物、２００ｍｇの亜
セレン酸ナトリウム、３００ｍｇのシステイン及び０．１ｍｇのカルシウムをそれぞれ計
量し、上記溶液に加え、溶解するまで攪拌する。容量が１０ｍｌになるように希釈し、シ
ガレット・フィルター用インスタント添加溶液を得る。ビタミンＣ、ビタミンＥ、茶ポリ
フェノール、藻類抽出物、亜セレン酸ナトリウム、システイン及びカルシウムの該溶液中
の濃度は、それぞれ、２００ｍｇ／ｍｌ、２００ｍｇ／ｍｌ、１２５ｍｇ／ｍｌ、１２５
ｍｇ／ｍｌ、２０ｍｇ／ｍｌ、３０ｍｇ／ｍｌ及び０．０１ｍｇ／ｍｌである。５０μＬ
の該インスタント添加溶液をシガレット喫煙の２５分前にフィルターに添加し、喫煙の味
を改善する。喫煙後の評価によると、溶液は主流煙の刺激を顕著に減少させ、より穏やか
で好ましい味を生じた。
【実施例８】
【００４５】
　２０００ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。２０００ｍｇのビタ
ミンＥ、１２５０ｍｇの茶ポリフェノール、１２５０ｍｇの藻類抽出物、５０ｍｇの亜セ
レン酸ナトリウム、５００ｍｇのシステイン及び０．５ｍｇのセレンをそれぞれ計量し、
上記溶液に加え、溶解するまで攪拌する。１ｍｌの飽和メタノール溶液を添加し、次いで
容量が１０ｍｌになるように希釈し、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を
得る。ビタミンＣ、ビタミンＥ、茶ポリフェノール、藻類抽出物、亜セレン酸ナトリウム
、システイン及びセレンの該溶液中の濃度は、それぞれ、２００ｍｇ／ｍｌ、２００ｍｇ
／ｍｌ、１２５ｍｇ／ｍｌ、１２５ｍｇ／ｍｌ、５ｍｇ／ｍｌ、５０ｍｇ／ｍｌ及び０．
０５ｍｇ／ｍｌである。４００μＬの該インスタント添加溶液をシガレット喫煙中にフィ
ルターに添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価によると、溶液は主流煙の刺激を顕
著に減少させ、より穏やかで好ましい味を生じ、クールで新鮮な感じを与え、ミントシガ
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レットの喫煙中、技術的な困難性を増加させずに、ミントの急速な気化の問題を解決した
。
【実施例９】
【００４６】
　２０００ｍｇのビタミンＣを計量し、５ｍｌの精製水に溶解する。２０００ｍｇのビタ
ミンＥ、１２５０ｍｇの茶ポリフェノール、１２５０ｍｇの藻類抽出物、１２５０ｍｇの
茶抽出物、２５０ｍｇの亜セレン酸ナトリウム、１００ｍｇの蜜蜂プロポリス、３００ｍ
ｇのシステイン、０．１ｍｇの亜鉛及び０．１ｍｇの鉄をそれぞれ計量し、上記溶液に加
え、溶解するまで攪拌する。１ｍｌの飽和メタノール溶液を添加し、次いで容量が１０ｍ
ｌになるように希釈し、シガレット・フィルター用インスタント添加溶液を得る。ビタミ
ンＣ、ビタミンＥ、茶ポリフェノール、藻類抽出物、茶抽出物、亜セレン酸ナトリウム、
蜜蜂プロポリス、システイン、亜鉛及び鉄の該溶液中の濃度は、それぞれ、２００ｍｇ／
ｍｌ、２００ｍｇ／ｍｌ、１２５ｍｇ／ｍｌ、１２５ｍｇ／ｍｌ、１２５ｍｇ／ｍｌ、２
５ｍｇ／ｍｌ、１０ｍｇ／ｍｌ、３０ｍｇ／ｍｌ、０．０１ｍｇ／ｍｌ及び０．０１ｍｇ
／ｍｌである。５００μＬの該インスタント添加溶液をシガレット喫煙の３０分前にフィ
ルターに添加し、喫煙の味を改善する。喫煙後の評価によると、溶液は主流煙の刺激を顕
著に減少させ、より穏やかで好ましい味を生じ、クールで新鮮な感じを与え、ミントシガ
レットの喫煙中、技術的な困難性を増加させずに、ミントの急速な気化の問題を解決した
。
【実施例１０】
【００４７】
　シガレット喫煙の１５分前に、フィルターに上記のように製造したシガレット・フィル
ター用インスタント添加溶液を１０ｍｌよりも多くない量で添加し、喫煙機械に標準喫煙
（２秒吸入、６０秒休止）を実行するようにセットした。分析のためにタールをケンブリ
ッジフィルターに収集した。分析結果は、該溶液がニコチンを４０％よりも多く減少させ
ることを示した。該溶液で減少した毒性物質の中で、アクロレインとシアン化水素は９５
％よりも多く減少し、ベンゾ［ａ］ピレンは８０％よりも多く減少した。複合フィルター
付きのある種のシガレットでは、該溶液はさらによい改善を示し、フリーラジカルを検出
できないレベルまでになった。結果を表１に示す。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　技術専門家であれば、本発明に関する上記の記載を読んで、本発明の種々の変更、改変
をすることができるであろう。これらの均等物は本出願の請求の範囲で定義された範囲に
含まれる。
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