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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙可能な充填物のカラムを含む第１構成要素、
　該喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素、および
　水和酸化第二鉄を含む一酸化炭素低減剤
を含む喫煙物であって、
　前記包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素に含有され、
　前記水和酸化第二鉄は、ウェブ充填剤材料によって担持されていないし、繊維状担体上
にも担持されておらず、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素中に該包装材の重量の少なくとも約３重量％
の量で、かつ喫煙物当たりのｍｇで一酸化炭素送達量を少なくとも１０％減少させるのに
十分な量で存在することを特徴とする喫煙物。
【請求項２】
　前記一酸化炭素低減剤は、約０．０５ミクロンから約３ミクロンのメジアン粒径を有す
ることを特徴とする請求項１に記載の喫煙物。
【請求項３】
　前記一酸化炭素低減剤は、前記第１構成要素中に、少なくとも約５重量％の量で存在す
ることを特徴とする請求項１に記載の喫煙物。
【請求項４】
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　前記一酸化炭素低減剤は、喫煙物のタールに対する一酸化炭素の比を少なくとも約１０
％減少させるのに十分な量でも存在することを特徴とする請求項１に記載の喫煙物。
【請求項５】
　前記喫煙可能な充填物は、タバコを含むことを特徴とする請求項１に記載の喫煙物。
【請求項６】
　前記喫煙可能な充填物のカラムは、再生タバコを含むことを特徴とする請求項１に記載
の喫煙物。
【請求項７】
　喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く前記包装材は、再生タバコのシートを含むことを
特徴とする請求項１に記載の喫煙物。
【請求項８】
　前記包装材は、外側層および内側層を含み、前記一酸化炭素低減剤は、該内側層に含有
されることを特徴とする請求項１に記載の喫煙物。
【請求項９】
　前記包装材の内側層は、パルプ繊維または再生タバコのウェブを含むことを特徴とする
請求項８に記載の喫煙物。
【請求項１０】
　前記一酸化炭素低減剤は、前記第２構成要素にのみ含有されることを特徴とする請求項
１に記載の喫煙物。
【請求項１１】
　喫煙物当たり約１５ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することを特徴とする請求項１に
記載の喫煙物。
【請求項１２】
　喫煙物当たり約１２ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することを特徴とする請求項１に
記載の喫煙物。
【請求項１３】
　喫煙物当たり約１０ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することを特徴とする請求項１に
記載の喫煙物。
【請求項１４】
　喫煙可能な充填物のカラムを含む第１構成要素、
　該喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素、および
　水和酸化第二鉄を含む一酸化炭素低減剤
を含む喫煙物であって、
　前記包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素に含有され、
　前記水和酸化第二鉄は、ウェブ充填剤材料によって担持されておらず、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素中に該包装材の重量の少なくとも約３重量％
の量で、かつ喫煙物当たりのｍｇで一酸化炭素送達量を少なくとも１０％減少させるのに
十分な量で存在し、
　約１．０未満のタールに対する一酸化炭素の比を有することを特徴とする喫煙物。
【請求項１５】
　前記タールに対する一酸化炭素の比が、約０．７未満であることを特徴とする請求項１
４に記載の喫煙物。
【請求項１６】
　前記タールに対する一酸化炭素の比が、約０．５未満であることを特徴とする請求項１
４に記載の喫煙物。
【請求項１７】
　喫煙可能な充填物のカラムを含む第１構成要素、
　該喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素、および
　水和酸化第二鉄を含む一酸化炭素低減剤
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を含む喫煙物であって、
　前記包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素に含有され、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素中に該包装材の重量の少なくとも約３重量％
の量で、かつ喫煙物当たりのｍｇで一酸化炭素送達量を少なくとも１０％減少させるのに
十分な量で存在し、
　前記喫煙物は、喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く低透過性区域をさらに含み、前記
低透過性区域は、着火傾向を減少させるのに十分な範囲内の透過性を有することを特徴と
する喫煙物。
【請求項１８】
　喫煙可能な充填物のカラムを含む第１構成要素、
　該喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素、および
　水和酸化第二鉄を含む一酸化炭素低減剤
を含む喫煙物であって、
　前記包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素に含有され、
　前記水和酸化第二鉄は、ウェブ充填剤材料によって担持されておらず、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素中に該包装材の重量の少なくとも約３重量％
の量で、かつ喫煙物当たりのｍｇで一酸化炭素送達量を少なくとも１０％減少させるのに
十分な量で存在し、
　約１．７ｍｇ未満の、一服当たりの平均一酸化炭素送達量を有することを特徴とする喫
煙物。
【請求項１９】
　前記一服当たりの平均一酸化炭素送達量が約１．５ｍｇ未満であることを特徴とする請
求項１８に記載の喫煙物。
【請求項２０】
　前記一服当たりの平均一酸化炭素送達量が約１．２５ｍｇ未満であることを特徴とする
請求項１８に記載の喫煙物。
【請求項２１】
　前記一服当たりの平均一酸化炭素送達量が約１．０ｍｇ未満であることを特徴とする請
求項１８に記載の喫煙物。
【請求項２２】
　喫煙可能な充填物のカラムを含み、該喫煙可能な充填物がタバコを含む第１構成要素、
　該喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素、および
　該第２構成要素に含有される一酸化炭素低減剤を含む喫煙物であって、
　前記包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、水和酸化第二鉄を含み、
　該水和酸化第二鉄は、ウェブ充填剤材料によって担持されておらず、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素中に該包装材の重量の約３重量％から約４０
重量％までの量で存在し、
　前記喫煙物は、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有し、かつ約１．０
未満のタールに対する一酸化炭素の比を有することを特徴とする喫煙物。
【請求項２３】
　前記一酸化炭素低減剤は、少なくとも約１０重量％の量で、前記第２構成要素中に存在
することを特徴とする請求項２２に記載の喫煙物。
【請求項２４】
　喫煙物当たり約１２ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することを特徴とする請求項２２
に記載の喫煙物。
【請求項２５】
　喫煙物当たり約１０ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することを特徴とする請求項２２
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に記載の喫煙物。
【請求項２６】
　約０．７未満のタールに対する一酸化炭素の比を有することを特徴とする請求項２２に
記載の喫煙物。
【請求項２７】
　約０．５未満のタールに対する一酸化炭素の比を有することを特徴とする請求項２２に
記載の喫煙物。
【請求項２８】
　喫煙可能な充填物のカラムを含み、該喫煙可能な充填物がタバコを含む第１構成要素、
　該喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素、および
　該第２構成要素に含有される一酸化炭素低減剤を含む喫煙物であって、
　前記包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、水和酸化第二鉄を含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、該第２構成要素中に該包装材の重量の約３重量％から約４０
重量％までの量で存在し、
　前記喫煙物は、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有し、かつ約１．０
未満のタールに対する一酸化炭素の比を有し、
　前記喫煙物は、前記喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く低透過性区域をさらに含み、
該低透過性区域は、着火傾向を減少させるのに十分な範囲内の透過性を有することを特徴
とする喫煙物。
【請求項２９】
　前記包装材は、少なくとも外側層および内側層を含み、前記一酸化炭素低減剤が、該内
側層に含有されることを特徴とする請求項２２に記載の喫煙物。
【請求項３０】
　前記一酸化炭素低減剤は、前記第２構成要素にのみ含有されることを特徴とする請求項
２２に記載の喫煙物。
【請求項３１】
　前記喫煙可能な充填物のカラムは、再生タバコを含むことを特徴とする請求項２２に記
載の喫煙物。
【請求項３２】
　喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く前記包装材は、再生タバコのシートを含むことを
特徴とする請求項２２に記載の喫煙物。
【請求項３３】
　前記包装材はパルプ繊維を含み、前記包装材は、約１５コレスタから約１１０コレスタ
までの透過性および約１８ｇｓｍから約６０ｇｓｍまでの坪量を有することを特徴とする
請求項２２に記載の喫煙物。
【請求項３４】
　前記包装材は、充填剤をさらに含むことを特徴とする請求項３３に記載の喫煙物。
【請求項３５】
　前記充填剤は、炭酸カルシウムを含むことを特徴とする請求項３４に記載の喫煙物。
【請求項３６】
　前記包装材は、外側層および内側層を含み、前記一酸化炭素低減剤は、該内側層に含有
されることを特徴とする請求項２２に記載の喫煙物。
【請求項３７】
　前記包装材の内側層は、パルプ繊維または再生タバコのウェブを含むことを特徴とする
請求項３６に記載の喫煙物。
【請求項３８】
　喫煙物における一酸化炭素送達量を減少させる方法であって：
　喫煙物中に一酸化炭素低減剤を組み入れる工程を含み、
　該喫煙物は、喫煙可能な充填物のカラム及び該カラムを取り巻く包装材を含み、
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　該包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　前記一酸化炭素低減剤は、水和酸化第二鉄を含み、
　　前記水和酸化第二鉄は、ウェブ充填剤材料によって担持されておらず、
　前記一酸化炭素低減剤は、該包装材中に包装材の重量の少なくとも約３重量％の量で存
在し、
　かつ前記一酸化炭素低減剤は、喫煙物当たりのｍｇにおいて、一酸化炭素送達量を少な
くとも約１０％減少させるのに十分な量で存在し、
　前記喫煙物は、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有し、かつ約１．０
未満のタールに対する一酸化炭素の比を有することを特徴とする方法。
【請求項３９】
　前記包装材は、外側層および内側層を含み、前記一酸化炭素低減剤は、該内側層に含有
されることを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記包装材の内側層は、パルプ繊維または再生タバコのウェブを含むことを特徴とする
請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　喫煙可能な充填物のカラムを含み該喫煙可能な充填物がタバコを含む第１構成要素、
　該喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素、及び
　選択された位置において該包装材内に含まれる低透過性区域を含む喫煙物であって、
　該包装材は、パルプ繊維または再生タバコのシートを含み、
　該包装材は、一酸化炭素低減剤を含有し、
　該一酸化炭素低減剤は、水和酸化第二鉄を含み、
　該一酸化炭素低減剤は、該包装材中に包装材の重量の少なくとも約３重量％の量で存在
し、
　該低透過性区域は、燃えさしが燃焼してより低い透過性の区域中に進行する際に、喫煙
物のくすぶる燃えさしに対する酸素を減少させることによって、着火傾向を減少させるの
に十分な燃焼モード指数（ＢＭＩ）範囲を包装材内に作り出し、該包装材は、より低い透
過性の区域内に約８ｃｍ－１未満の燃焼モード指数（ＢＭＩ）を有し、
　該喫煙物は、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有し、かつ約１．０未
満のタールに対する一酸化炭素の比を有することを特徴とする喫煙物。
【請求項４２】
　約１．７５ｍｇ未満の一服当たりの平均一酸化炭素を有することを特徴とする請求項４
１に記載の喫煙物。
【請求項４３】
　約１．５ｍｇ未満の一服当たりの平均一酸化炭素を有することを特徴とする請求項４１
に記載の喫煙物。
【請求項４４】
　約１．２５ｍｇ未満の一服当たりの平均一酸化炭素を有することを特徴とする請求項４
１に記載の喫煙物。
【請求項４５】
　喫煙物当たり約１２ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することを特徴とする請求項４１
に記載の喫煙物。
【請求項４６】
　喫煙物当たり約１０ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することを特徴とする請求項４１
に記載の喫煙物。
【請求項４７】
　タールに対する一酸化炭素の比は、約０．７未満であることを特徴とする請求項４１に
記載の喫煙物。
【請求項４８】
　タールに対する一酸化炭素の比は、約０．５未満であることを特徴とする請求項４１に
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記載の喫煙物。
【請求項４９】
　前記一酸化炭素低減剤は、前記包装材内にのみ含有され、前記一酸化炭素低減剤は、前
記包装材中に約５重量％から約４０重量％までの量で存在することを特徴とする請求項４
１に記載の喫煙物。
【請求項５０】
　前記包装材は、パルプ繊維を含有する紙層を含み、該紙層は、約１５コレスタから約１
１０コレスタまでの透過性および約１８ｇｓｍから約６０ｇｓｍまでの坪量を有すること
を特徴とする請求項４９に記載の喫煙物。
【請求項５１】
　前記包装材は、外側層および内側層を含み、前記一酸化炭素低減剤は、該内側層内に含
有されることを特徴とする請求項４９に記載の喫煙物。
【請求項５２】
　前記内側層は、再生タバコを含むことを特徴とする請求項５１に記載の喫煙物。
【請求項５３】
　前記より低い透過性の区域は、前記包装材上に位置するバンドを含むことを特徴とする
請求項４１に記載の喫煙物。
【請求項５４】
　前記バンドは、喫煙物の軸に実質的に平行であることを特徴とする請求項５３に記載の
喫煙物。
【請求項５５】
　前記バンドは、前記喫煙物の軸に実質的に垂直であることを特徴とする請求項５３に記
載の喫煙物。
【請求項５６】
　前記包装材は、前記より低い透過性の区域内に約１ｃｍ－１から約５ｃｍ－１までの燃
焼モード指数（ＢＭＩ）を有することを特徴とする請求項４１に記載の喫煙物。
【請求項５７】
　前記より低い透過性の区域は、前記包装材を被膜形成組成物で被覆することにより形成
されることを特徴とする請求項４１に記載の喫煙物。
【請求項５８】
　前記より低い透過性の区域は、前記包装材に適用されているセルロース系組成物を含む
ことを特徴とする請求項４１に記載の喫煙物。
【請求項５９】
　前記より低い透過性の区域は、前記包装材と結合して配置されている繊維状ウェブの片
を含むことを特徴とする請求項４１に記載の喫煙物。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　シガレットのような喫煙物は、白色包装用紙の中にタバコのカラムを包むことによって
慣用的に作られる。一端において、喫煙物は、通常フィルターを含み、それを通して該物
品が喫煙される。フィルターは、白色包装用紙に接着されるチッピングペーパーを使用し
て喫煙物に取り付けられる。喫煙物を構成するために使用される包装用紙およびチッピン
グペーパーは、典型的に、亜麻または他のセルロース系繊維で作られ、炭酸カルシウムの
ような充填剤を含む。一方、タバコのカラムは、刻まれたタバコの葉を単独でまたは再生
タバコと組み合わせて含有してもよい。
【０００２】
　他方、シガーのような喫煙物は、複数のタバコの葉を一緒に包むことによって作られる
。シガーは、典型的にはフィルターを含まないが、フィルター付き吸口を含む様々な変形
が可能である。
【０００３】
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　喫煙物を味わう時に、喫煙者は、喫煙物の反対の端に火を付けた後に喫煙物の一端でた
ばこを吹かす。喫煙者により吸入される煙は、典型的には主流煙と言われている。主流煙
は、様々な構成成分を含有し、それら構成成分が相まって喫煙物に特定の味をもたらす。
【０００４】
　しかしながら、主流煙中に含有される構成成分のいくつかは、政府機関により精査され
、その結果、特定の用途においては望ましいものではないことがある。例えば、主流煙中
に存在する一酸化炭素の水準は比較的低いが、しかしながらシガレット業界は、近年、一
酸化炭素水準をなお一層低減させるために著しい圧力を受けている。そのような低減され
た水準は、ヨーロッパまたは米国のような政府規制に合致させるために、将来必要である
可能性がある。
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５,１４３,０９９号明細書
【特許文献２】米国特許第３,３５３,５４１号明細書
【特許文献３】米国特許第３,４２０,２４１号明細書
【特許文献４】米国特許第３,３８６,４４９号明細書
【特許文献５】米国特許第３,７６０,８１５号明細書
【特許文献６】米国特許第４,６７４,５１９号明細書
【特許文献７】米国特許第３,４２８,０５３号明細書
【特許文献８】米国特許第３,４１５,２５３号明細書
【特許文献９】米国特許第３,５６１,４５１号明細書
【特許文献１０】米国特許第３,４６７,１０９号明細書
【特許文献１１】米国特許第３,４８３,８７４号明細書
【特許文献１２】米国特許第３,８６０,０１２号明細書
【特許文献１３】米国特許第３,８４７,１６４号明細書
【特許文献１４】米国特許第４,１８２,３４９号明細書
【特許文献１５】米国特許第５,７１５,８４４号明細書
【特許文献１６】米国特許第５,７２４,９９８号明細書
【特許文献１７】米国特許第５,７６５,５７０号明細書
【特許文献１８】米国特許第４,７３９,７７５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、喫煙物の味を妨げず、かつ喫煙物の任意の他の性質に悪影響を与えずに、
喫煙物において一酸化炭素の水準を低減する方法の必要性が現に存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一般的に、本発明は、低減された一酸化炭素送達量を有する喫煙物を対象とする。例え
ば、１つの実施形態においては、本発明は、喫煙可能な充填物のカラムを含む第１構成要
素を含む喫煙物を対象とする。喫煙可能な充填物は、刻まれたタバコ材料であってもよい
。例えば、タバコ材料は、刻まれたタバコの葉、再生タバコまたはそれらの混合物を含ん
でもよい。
【０００８】
　喫煙物はまた、喫煙可能な充填物のカラムを取り巻く包装材を含む第２構成要素を含む
。包装材は、単一層構造または多層構造を有してもよい。
【０００９】
　本発明によれば、喫煙物は、一酸化炭素低減剤をさらに含有する。一酸化炭素低減剤は
、第１構成要素、第２構成要素または両方の構成要素内に含有される。一酸化炭素低減剤
は、例えば、金属酸化物または金属炭酸塩であってもよい。１つの特定の実施形態におい
ては、一酸化炭素低減剤は、（周期律表上に現れる）ＶＩＩＩ族金属の酸化物、ＶＩＩＩ
族金属の炭酸塩またはそれらの混合物であってもよい。本明細書において使用される際に
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、「酸化物」と言う用語は、過酸化物、水酸化物等をも意味する。一酸化炭素低減剤は、
喫煙物当たりのミリグラムにおいて少なくとも約１０％一酸化炭素送達量を減少させるの
に十分な量で喫煙物中に存在する。
【００１０】
　具体的には、本発明において使用してもよい一酸化炭素低減剤は、酸化コバルト、炭酸
コバルト、過酸化カルシウム、酸化パラジウムおよび酸化白金を含む。１つの特定の実施
形態においては、水和酸化第二鉄が一酸化炭素低減剤として使用される。
【００１１】
　本発明に従って作られる喫煙物は、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満、例えば、喫煙物当た
り１２ｍｇ未満またはさらに喫煙物当たり約１０ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有しても
よい。喫煙物は、一服当たり約１．７５ｍｇ未満、例えば、約１．５ｍｇ未満、１．２５
ｍｇ未満、またはさらに約１．０ｍｇ未満の平均一酸化炭素を有することができる。さら
に、喫煙物は、１未満、例えば、０．７未満または０．５未満のタールに対する一酸化炭
素の比を有することができる。
【００１２】
　一酸化炭素低減剤を、喫煙物の１つまたは複数の構成要素に添加してもよい。例えば、
１つの実施形態においては、一酸化炭素低減剤を、喫煙可能な充填物のカラムとブレンド
する。また、別法として、または喫煙可能な充填物に含むことに加えて、一酸化炭素低減
剤を包装材に含んでもよい。
【００１３】
　例えば、１つの実施形態においては、一酸化炭素低減剤を、喫煙物の外側表面を形成す
る単一層の紙包装材に含んでもよい。紙包装材はパルプ繊維で作られてもよく、および一
酸化炭素低減剤に加えて炭酸カルシウムのような充填剤を含んでもよい。包装材は、約１
５コレスタ単位（Ｃｏｒｅｓｔａ）から約１１０コレスタ単位の透過性を有してもよく、
かつ約１５ｇｓｍから約６０ｇｓｍの坪量を有してもよい。
【００１４】
　別の実施形態においては、包装材は、外側層および内側層を含んでもよい。この実施形
態においては、一酸化炭素低減剤は、内側包装材に含まれてもよい。内側包装材は、パル
プ繊維で作られていてもよく、または再生タバコのウェブであってもよい。本明細書にお
いて使用される際に、包装材は、喫煙可能な充填物を取り巻く任意のウェブ様の材料を意
味しおよび含むものである。
【００１５】
　また、近年、火の付いている喫煙物と接触する表面を着火させる喫煙物の傾向である着
火傾向が低減された市販用の喫煙物を製造することに注目が集まってきている。したがっ
て、当業者は、自由な空気中に放置された時には燃え続けるが、可燃性材料の上に自由燃
焼状態で落下または放置された時には自己消火する喫煙物を開発することを試みてきてい
る。
【００１６】
　これらの喫煙物は、典型的に、選択された位置において喫煙物の包装材内に含まれる、
より低い透過性の区域を含む。低透過性区域は、燃えさしが燃焼して低透過性区域中に進
行する際に、喫煙物のくすぶる燃えさしに対する酸素を減少させることによって、着火傾
向を減少させるのに十分な燃焼モード指数（ｂｕｒｎ　ｍｏｄｅ　ｉｎｄｅｘ）範囲を包
装材内に作り出す。
【００１７】
　残念ながら、低透過性区域は、喫煙物の煙の主流中に生成される一酸化炭素の量を増加
させる傾向を有する可能性がある。これに関して、本発明の教示は、低減された着火傾向
特性を有する上述の喫煙物との組合せにおける使用に対して特によく適合する。
【００１８】
　具体的には、本発明は、１つの実施形態において、選択された位置において低透過性区
域を含む喫煙物を対象とする。低透過性区域は、例えば、喫煙物の軸に対して垂直方向に
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または喫煙物の軸に対して平行方向に伸びる、喫煙可能な充填物を取り巻くバンドを含ん
でもよい。バンドを、例えば、包装材上に堆積されるセルロース系材料で作ることができ
る。あるいはまた、低透過性区域を形成するために、包装材に被膜形成物質を適用しても
よい。１つの実施形態においては、包装材が低透過性区域内で約８ｃｍ－１未満のＢＭＩ
を有するように、包装材に低透過性区域を適用する。
【００１９】
　また、本発明に従って、喫煙物は、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満、特に喫煙物当たり１
２ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有するように製造されてもよく、および１つの実施形態
においては、喫煙物当たり１０ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有することができる。また
、喫煙物は、約１未満のタールに対する一酸化炭素の比を有することができる。
【００２０】
　本発明に従って、上記喫煙物は、上記および以下において記載されるように、一酸化炭
素低減剤の使用を通じて上記特性を得ることができる。
【００２１】
　本発明の他の特徴および態様を、以下においてさらに詳細に論じる。
【００２２】
　本発明の完全かつ実施可能にする開示を、当業者に対するその最善の形態を含めて、本
明細書の残りの部分において、付随する図面への言及を含めてより具体的に説明する。
【００２３】
　本明細書および図面における参照文字の繰り返し使用は、本発明の同一または類似の特
徴または要素を表すことを目的とするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　今や本発明の本実施形態について詳細に言及し、その１つまたは複数の実施例を以下に
説明する。各実施例を、本発明の制限ではなく本発明の説明を目的として提供する。実際
に、本発明において本発明の範囲または精神から逸脱することなしに様々な修正および変
形をなすことができることが当業者には明白であろう。例えば、１つの実施形態の一部と
して例示されかつ記述された特徴を、別の実施形態に使用して、さらに別の実施形態をも
たらすことができる。このように、本発明は、添付の特許請求の範囲およびそれらの均等
物の範囲内に入るような修正および変形を包含することを意図するものである。
【００２５】
　概して、本発明は、低減された一酸化炭素送達量を有する喫煙物を対象とする。具体的
には、本発明者達は、喫煙物に対して金属酸化物または金属炭酸塩のような一酸化炭素低
減剤を添加することによって、喫煙物において主流煙中に含まれる一酸化炭素の量を減少
できることを見出した。一酸化炭素送達量を、少なくとも１０％、特に少なくとも２０％
減少させるのに十分な量で、一酸化炭素低減剤を喫煙物に添加してもよい。例えば、１つ
の実施形態においては、一酸化炭素送達量を約４０％超減少させることができる。
【００２６】
　一酸化炭素を減少させることに加えて、本発明における一酸化炭素低減剤は、同様に一
酸化炭素対タール比を減少させ、この比を所望の範囲内に維持する。例えば、タールに対
する一酸化炭素の比を、約１０％、例えば、約２０％超減少させることができる。
【００２７】
　１つの実施形態においては、例えば、本発明に従って、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満、
例えば、喫煙物当たり約１２ｍｇ未満の一酸化炭素送達量を有する喫煙物および具体的に
はシガレットを作ってもよい。実際に、喫煙物当たり約１０ｍｇ未満の一酸化炭素送達量
を有する喫煙物を製造することができる。一服当たりの一酸化炭素に関しては、喫煙物は
、約１．７５ｍｇ未満、約１．５ｍｇ未満および約１．２５ｍｇ未満の一服当たりの平均
一酸化炭素送達量を有してもよい。１つの特定の実施形態においては、喫煙物は、約１．
０ｍｇ未満の一服当たりの一酸化炭素送達量を有することができる。
【００２８】
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　上記の範囲内で、喫煙物は、約１未満、例えば、約０．７未満の一酸化炭素対タール比
を有してもよい。例えば、１つの実施形態においては、喫煙物は、約０．５未満のタール
に対する一酸化炭素の比を有してもよい。
【００２９】
　概して、本発明の一酸化炭素低減剤は、金属酸化物または金属炭酸塩であってもよい。
より具体的には、本発明は、喫煙物に含まれる場合に一酸化炭素水準を低下させることの
できる金属炭酸塩および金属酸化物を対象とする。特定の金属酸化物または金属炭酸塩が
一酸化炭素および主流煙を減少させるか否かを見分けるために、選択された金属酸化物ま
たは金属炭酸塩を喫煙物に添加し、および該喫煙物を、以下の実施例において記載される
ように、標準テストに従ってテストしてもよい。
【００３０】
　１つの実施形態においては、一酸化炭素低減剤は、周期律表上に現れるＶＩＩＩ族金属
を含む金属酸化物または金属炭酸塩であってもよい。金属は、例えば、鉄、コバルト、ニ
ッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、白金またはそれ
らの混合物であることができる。本発明に従って使用されてもよい金属酸化物および金属
炭酸塩の具体的な例は、酸化コバルト、炭酸コバルト、過酸化カルシウム、酸化パラジウ
ム、酸化白金およびそれらの混合物を含む。
【００３１】
　１つの特定の実施形態においては、一酸化炭素低減剤として酸化鉄を使用してもよい。
酸化鉄は、例えば、酸化第二鉄であることができる。１つの特定の実施形態においては、
水分子と結合した酸化第二鉄が使用される（ＦｅＯＯＨ）。この特定の酸化第二鉄は、黄
色を有し、および水和酸化第二鉄であると認定されている。例えば、Rockwood Pigments 
NA,Inc.(Beltsville、Maryland)からMAPICO yellow 1135（これは、高純度の合成酸化鉄
イエローである）の商標名で、黄色酸化第二鉄を商業的に入手することができる。また、
合成酸化鉄イエローは、ピグメントイエロー４２とも呼ばれ、Cas. No. 51274-00-1とし
て記載されている。
【００３２】
　概して、一酸化炭素低減剤の粒径は決定的に重要であるとは考えられない。しかしなが
ら、ほとんどの用途に関して、メジアン粒径は、約１０ミクロン未満、例えば、約５ミク
ロン未満であるべきである。例えば、１つの実施形態においては、一酸化炭素低減剤の粒
径は、約０．０１ミクロンから約３ミクロンであってもよい。
【００３３】
　図１および図２を参照して、本発明に従って作られる喫煙物の１つの実施形態を示す。
この実施形態においては、喫煙物はシガレット１０である。シガレット１０は、包装材１
４に取り巻かれる喫煙可能な充填物のカラム１２を含む。任意選択ではあるが、この実施
形態においては、シガレット１０は、さらに、フィルター１６を含む。フィルター１６は
、チッピングペーパー１８を使用してシガレット１０に取り付けられる。
【００３４】
　火を付けた時に喫煙物により生成される一酸化炭素の量を減少させるために、本発明に
従って、一酸化炭素低減剤を喫煙物中に組み入れる。例えば、一酸化炭素低減剤を、包装
材１４、喫煙可能な充填物１２に組み入れてもよく、または包装材および喫煙可能な充填
物の両方に含んでもよい。
【００３５】
　概して、この実施形態における包装材１４を、例えば、亜麻、針葉樹または広葉樹から
得られるセルロース系繊維で作ることができる。所望通りに紙の性質を変化させるために
、セルロース系繊維の様々な混合物を使用できる。また、繊維を磨砕する程度を変化させ
ることができる。
【００３６】
　包装材の透過性は、概して、約１０コレスタ単位から約２００コレスタ単位であること
ができる。いくつかの用途においては、透過性は、約１５コレスタ単位から約５５コレス
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タ単位の間であることができる。一方、包装材の坪量は、約１５ｇｓｍから約６０ｇｓｍ
まで、およびより具体的には、約１８ｇｓｍから約４０ｇｓｍの間であってもよい。本発
明に従って作られる包装材は、上記範囲のうち任意の範囲内で作ることができる。
【００３７】
　多くの用途において、包装材を、燃焼調節添加剤で処理してもよく、それは同様に灰分
調節剤として機能する可能性がある。そのような燃焼調節添加剤は、例えば、アルカリ金
属塩、アセテート、リン酸塩またはそれらの混合物を含むことができる。例えば、１つの
実施形態においては、燃焼調節添加剤は、クエン酸カリウムおよび／またはクエン酸ナト
リウムであってもよい。燃焼調節添加剤は、約０．３重量％から約５重量％まで、および
より具体的には、約０．３重量％から約２．５重量％の量で包装材に添加することができ
る。
【００３８】
　また、ほとんどの用途に関して、包装材１４は充填剤を含んでもよい。充填剤は、例え
ば、炭酸カルシウム、酸化マグネシウムまたは任意の他の適当な材料であることができる
。包装材に添加される充填剤の全充填量は、約１０重量％から約４０重量％の間であるこ
とができる。
【００３９】
　一酸化炭素低減剤が包装材１４中に存在する場合は、一酸化炭素低減剤は、充填剤を完
全に置き換えてもよく、または部分的に置き換えてもよい。例えば、選択される具体的な
一酸化炭素低減剤および所望の結果に依存するが、一酸化炭素低減剤を、少なくとも約３
重量％の量で、例えば少なくとも約５重量％の量で、紙包装材に添加してもよい。また、
他の実施形態においては、１０％超、２０％超、３０％超、または実に４０％超の量を含
むさらに多くの量を添加することができる。
【００４０】
　多くの用途に関して、一酸化炭素低減剤の量を増加させるにつれて、包装材に含まれる
充填剤の量を減少させる。例えば、包装材は、充填剤および一酸化炭素低減剤を、約１０
重量％から約６０重量％までの合計量で含んでもよい。上記範囲内の添加剤の相対重量は
、どちらも変動することができる。
【００４１】
　しかしながら、他の実施形態においては、一酸化炭素低減剤が紙の性質のいずれにも悪
影響をもたらさない限り、充填剤の量は一定のままにして、一酸化炭素低減剤と単純に組
み合わせることができることが理解されよう。
【００４２】
　包装材に組み入れる場合は、充填剤と同様に、一酸化炭素低減剤を、紙の形成中にセル
ロース系繊維と組み合わせてもよい。しかしながら、代替の実施形態においては、包装材
が形成された後に、一酸化炭素低減剤を局所的に包装材に適用してもよい。この実施形態
においては、一酸化炭素低減剤を包装材の表面に固定するためにバインダーを必要として
もよい。バインダーは、例えば、テンプン接着剤のような、喫煙物における使用に安全で
ありかつ喫煙物の楽しみに悪影響をもたらさない任意の適当な接着材料であることができ
る。
【００４３】
　一酸化炭素低減剤を包装材の表面に適用することは、一酸化炭素低減剤が包装材の色に
影響を与える状況において有益である可能性がある。例えば、酸化鉄は赤色または黄色で
ある可能性がある。これらの一酸化炭素低減剤が包装材の白色に影響を与えることを防ぐ
ために、一酸化炭素低減剤を、喫煙物の構成前に包装材の裏面に接着してもよい。
【００４４】
　また、一酸化炭素低減剤を包装材１４に添加することに代えて、または添加することに
加えて、一酸化炭素低減剤を、喫煙可能な充填物１２のカラムに添加することができる。
喫煙可能な充填物１２は、一般的に、タバコ単独または様々な他の構成要素との組合せに
おいて作られる。タバコは、例えば、タバコの茎（例えば、火力乾燥した茎）、ファイン
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、およびタバコの副産物、再生タバコ、タバコ抽出物、それらのブレンドならびに他のタ
バコ含有材料を含んでもよい。図２において示される通り、通常、タバコ材料は、切り刻
まれまたは細断されて、カラム１２を形成する。
【００４５】
　喫煙可能な充填物１２に含有される場合、一酸化炭素水準を任意の所望量（例えば、一
酸化炭素水準を少なくとも１０％低減させる、例えば、少なくとも２０％低減させる）だ
け低下させるのに十分な量で、一酸化炭素低減剤を添加してもよい。
【００４６】
　喫煙可能な充填物１２に添加する一酸化炭素低減剤の量は、選択される具体的な一酸化
炭素低減剤および所望の結果に依存する。いくつかの用途においては、例えば、一酸化炭
素低減剤を、約３重量％超の量で、約５重量％超の量で、または約１０重量％超の量で喫
煙可能な充填物のカラム１２に添加してもよい。１つの実施形態においては、一酸化炭素
低減剤を、約３重量％から約４０重量％の量で喫煙可能な充填物のカラム１２に添加して
もよい。しかしながら、より多い量が望ましい可能性がある。さらに、特に一酸化炭素低
減剤が喫煙物の他の構成要素にも含まれる用途において、約３％よりも少ない量が望まし
い可能性がある。
【００４７】
　喫煙可能な充填物のカラム１２に添加する場合、一酸化炭素低減剤を、カラムまたは喫
煙物の形成中に充填物と単純にブレンドしてもよい。所望ならば、一酸化炭素低減剤を溶
液として添加してもよく、またはバインダーと併せて喫煙可能な充填物と組み合わせるこ
とができる。
【００４８】
　図３を参照して、本発明に従って作られる喫煙物１１０の別の実施形態を概略的に示す
。喫煙物１１０は、喫煙可能な充填物のカラム１１２、包装材１１４およびフィルター１
１６を含む。この実施形態においては、包装材１１４は、外側包装材１１８および内側包
装材１２０を含む。本発明に従って、火を付けた時の喫煙物による一酸化炭素放出を減少
させるために、一酸化炭素低減剤を、内側包装材１２０中に組み入れる。
【００４９】
　上で検討された通り、いくつかの実施形態においては、一酸化炭素低減剤は、存在する
場合に外側包装材１１８の外観を変える特定の色を有する可能性がある。例えば、水和酸
化第二鉄は黄色を有し、ある程度の量で包装材に組み入れたならば、黄色の外側包装材を
生成する可能性がある。いくつかの実施形態においては、外側包装材を着色することによ
って、美的に訴える外観を有する喫煙物を製造してもよい。しかしながら、他の実施形態
においては、外側包装材１１８を白色に維持することが望ましい可能性がある。これらの
実施形態においては、一酸化炭素低減剤を含む内側包装材１２０を含むことが好ましい可
能性がある。
【００５０】
　二重包装喫煙物は、当該技術分野において知られており、例えば、特許文献１に開示さ
れている（参照により本明細書に組み込まれる、特許文献１参照）。例えば、１つの用途
においては、内側包装材１２０は、一酸化炭素低減剤の担体として作用する高透過性紙ウ
ェブであってもよい。内側包装材１２０は、例えば、少なくとも５００コレスタ単位、例
えば、少なくとも１０００コレスタ単位の空気透過性を有してもよい。例えば、内側包装
材１２０は、約１５００コレスタ単位超の、または実に約３０００コレスタ単位超の透過
性を有してもよい。内側包装材の透過性を増加させるために、内側包装材は穿孔されてい
てもよい。
【００５１】
　また、多くの用途に関して、内側包装材１２０の坪量は相対的に低い。例えば、坪量は
、２０ｇｓｍ未満、例えば、約１６ｇｓｍ未満であってもよい。内側包装材１２０は、セ
ルロース繊維で作られてもよく、一酸化炭素低減剤を単独でまたは充填剤と併せて含んで
もよい。
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【００５２】
　図４を参照して、喫煙物２１０の別の実施形態を概略的に示す。喫煙物２１０は、喫煙
可能な充填物のカラム２１２、包装材２１４およびフィルター２１６を含む。しかしなが
ら、この実施形態においては、喫煙物２１０は、さらに、喫煙可能な充填物２１２を取り
巻く内側包装材２３０を含み、内側包装材２３０は、例えば、再生タバコのウェブで作ら
れる。本発明によれば、一酸化炭素低減剤を、再生タバコのウェブに添加してもよい。図
３の実施形態と同様に、一酸化炭素低減剤を再生タバコのウェブに添加することによって
、外側包装材２１４における変色を防いでもよい。
【００５３】
　再生タバコのウェブを製造するためには、例えば、タバコの茎（例えば、火力乾燥され
た茎）、ファインおよび／またはタバコ製造プロセスからの他のタバコ副産物を含むタバ
コ構成物（tobacco furnish）を、最初に溶媒（例えば、水および／または他の化合物）
と混合する。例えば、水混和性である様々な溶媒、例えば、アルコール（例えば、エタノ
ール）を水と混合して、水性溶媒を形成することができる。水性溶媒の水含有量は、いく
つかの例において、溶媒の５０重量％超、具体的には溶媒の９０重量％超であることがで
きる。脱イオン水、蒸留水または水道水を使用してもよい。懸濁液中の溶媒の量は広範囲
に変動することができるが、しかし、概して、懸濁液の約７５重量％から約９９重量％ま
での量で添加される。しかしながら、溶媒の量は、溶媒の性質、抽出が行われる温度およ
びタバコ構成物のタイプで変動することができる。
【００５４】
　溶媒／タバコ構成物混合物を形成後、任意選択的に、構成物混合物の可溶性部分の一部
または全部を混合物から分離（例えば、抽出）してもよい。所望ならば、抽出速度を増加
させるために、水性溶媒／タバコ構成物混合物を、抽出中に、混合物を攪拌、振盪または
その他の混合によりかき混ぜることができる。典型的には、抽出は、約０．５時間から約
６時間で行われる。さらに、必ずしも必要とされるものではないが、典型的な抽出温度は
、約１０℃から約１００℃までに及ぶ。
【００５５】
　抽出したならば、任意選択的に、不溶性固体部分を１つまたは複数のメカニカルリファ
イナーにかけて繊維状パルプを製造することができる。適当なリファイナーのいくつかの
例は、ディスクリファイナー、コニカルリファイナー等を含むことができる。リファイナ
ーからのパルプは、次いで、形成装置を含む製紙ステーション（図示せず）に移動させる
ことができ、形成装置は、例えば、フォーミングワイヤ、重力ドレイン、サクションドレ
イン、フェルトプレス、ヤンキードライヤー、ドラムドライヤー等を含んでもよい。その
ような形成装置において、パルプは、シート様形状を形成するワイヤーベルト上に置かれ
、過剰の水は重力ドレインおよびサクションドレインおよび圧縮により除去される。タバ
コ溶液の不溶性部分から分離されたならば、任意選択的に、可溶性部分を、任意の知られ
ているタイプの濃縮機、例えば、真空蒸発器を使用して濃縮することができる。
【００５６】
　任意選択ではあるが、次いで、可溶性部分をウェブと再び組み合わせて、再生タバコ（
充填物またはバインダー－包装材）を形成することができる。具体的には、可溶性部分を
、様々な適用方法、例えば、噴霧、サイジングローラーの使用、含浸等を使用してシート
に再適用することができる。再生タバコを、一般的に、様々な方法で形成することができ
る。例えば、１つの実施形態においては、バンドキャスティング(band casting)を利用し
て再生タバコを形成することができる。バンドキャスティングは、典型的に、微粉化され
たタバコ部分とバインダーとのスラリーを利用し、スラリーを、スチールバンド上に塗布
し、次いで乾燥する。乾燥後、シートを、天然のタバコストリップとブレンドし、または
細断して、シガレット充填物として含む様々なタバコ製品において使用する。再生タバコ
の製造方法のいくつかの例は、特許文献２～６（参照によりそれらの全体が本明細書に組
み込まれる）に記載されている（特許文献２～６参照）。また、再生タバコを、製紙方法
によって形成することができる。この方法に従って再生タバコを形成する方法のいくつか
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の例は、特許文献７～１７（あらゆる目的のために参照によりそれらの全体が本明細書に
組み込まれる）に記載されている（特許文献７～１７参照）。例えば、製紙技術を使用す
る再生タバコの形成は、タバコを水と混合する工程、それらから可溶性成分を抽出する工
程、可溶性成分を濃縮する工程、タバコを磨砕する工程、ウェブを形成する工程、濃縮し
た可溶性成分を再適用する工程、乾燥させる工程および激しく叩く工程（threshing）を
ともなうことができる。
【００５７】
　また、さらに、様々な他の材料、例えば香料または色処理剤等をウェブに適用できる。
いくつかの実施形態において、可溶性部分および／または他の材料を適用する場合は、繊
維状シート材料を、次いで、例えばトンネルドライヤーを使用して乾燥させ、２０重量％
未満、特に約９重量％から約１４重量％までの典型的な水分含有量を有するシートを提供
することができる。それに続いて、シートを、所望のサイズおよび／または形状に切断し
、そして所望の最終水分含有量まで乾燥することができる。
【００５８】
　本発明に従って、一酸化炭素低減剤を、再生タバコウェブ中に組み入れてもよい。ウェ
ブを、次いで、図４において示されるように、内側包装材２３０として使用してもよい。
再生タバコウェブ２３０に添加する一酸化炭素低減剤の量は様々な要因に依存する可能性
がある。概して、一酸化炭素低減剤を、約３重量％から約４０重量％まで、例えば、約１
５重量％から約３５重量％までの量で再生タバコウェブに添加してもよい。しかしながら
、ある種の用途においては、それよりも多いまたは少ない量が望ましい可能性がある。実
際には、１つの実施形態においては、５０重量％を超える一酸化炭素低減剤を再生タバコ
ウェブ２３０中に組み入れてもよい。
【００５９】
　上述のように再生タバコ中に組み入れられる場合、再生タバコは、図４において示され
るように内側包装材２３０を形成してもよい。あるいはまた、再生タバコは、細断されて
、喫煙可能な充填物２１２に形成されてもよい。
【００６０】
　本発明に従って作られる喫煙物３１０のさらに別の実施形態を、図５において概略的に
示す。喫煙物３１０は、喫煙可能な充填物のカラム３１２、包装材３１４およびフィルタ
ー３１６を含む。この実施形態においては、包装材３１４は、包装材３１４上にバンドを
形成する低透過性区域３４０を含む。低透過性区域３４０は、改善された着火傾向調節特
性を有する喫煙物を作り出す。「着火傾向」とは、燃焼しているシガレットが可燃性基体
上に落とされるか、または別の方法で放置された場合に、喫煙物またはシガレットが可燃
性基体に着火する傾向の尺度である。シガレットの着火傾向に関するテストは、ＮＩＳＴ
（米国標準技術局(National Institute of Standards and Technology)）によって確立さ
れており、一般的に、「実物大模型着火テスト(Mock-Up Ignition Test)」と言われる。
テストは、くすぶっているシガレットを可燃性のテスト布の上に置くこと、および、シガ
レットが、テスト布に着火するか、テスト布をその布の標準的な黒こげ線を越えて燃焼さ
せるか、布に着火することなくその全長を燃焼させるか、あるいはテスト布に着火する前
またはその全長を燃焼させる前に自己消火するかのいずれかである傾向を記録することを
含む。
【００６１】
　着火傾向に関する他のテストは、「シガレット消火テスト」と言われるものである。シ
ガレット消火テストにおいては、火の付いたシガレットを、フィルター紙の１つまたは複
数の層の上に置く。シガレットが自己消火するならば、シガレットはテストに合格する。
しかしながら、シガレットがフィルターに接するその端に行き着くまで燃焼するならば、
シガレットは不合格である。本発明のこの実施形態に従って作られる喫煙物を、これらの
テストの１つまたは両方に合格するように設計することができる。
【００６２】
　図５において示されるように、低減された放出傾向特性を有する喫煙物を作り出すため
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に、包装材３１４は低透過性区域３４０を含む。低透過性区域３４０は、包装材３１４の
上にバンドを形成する。図５において示される実施形態においては、バンドは、シガレッ
ト３１０の軸に対して垂直である。しかしながら、他の実施形態においては、バンドは、
喫煙物の軸に対して平行であってもよく、または、螺旋配列で包装材３１４の上に置かれ
てもよいことが理解されよう。さらに別の実施形態においては、より低い透過性の区域３
４０が任意のタイプの適当なパターンで包装材３１４の上に現れてもよく、適当なパター
ンは、比較的高い透過性区域３４２と分離される低透過性区域３４０、またはそれと併せ
て配置される低透過性区域３４０を含む。
【００６３】
　図５に示される実施形態において、より低い透過性の区域３４０は、包装材３１４の長
さに沿って互いに軸方向に離間されたバンドを形成する。ほとんどの用途に関して、より
低い透過性の区域３４０は、形成されたシガレットにおいては本質的に不可視である。換
言すれば、喫煙者は、いずれの表面上の兆候からも、包装材３１４が低透過性区域３４０
を含んでいることを識別することができないであろう。
【００６４】
　図５において示されるようなバンドとして出現する場合、バンドの幅および間隔は、多
数の変数、例えば、包装材３１４の最初の透過性、タバコカラム３１２の密度等に依存す
る。バンドは、燃えさしを消火するのに十分な長さの時間にわたって、燃焼燃えさしに対
して酸素を制限するような幅を有する。換言すれば、バンドが狭すぎるならば、燃焼燃え
さしは、隣接表面上に置いた時に自己消火する前にバンドを通り抜けて燃えるであろう。
いくつかの用途に関しては、例えば、バンドは、少なくとも３ｍｍ、例えば、約５ｍｍか
ら約１０ｍｍまでの幅を有してもよい。
【００６５】
　同様に、バンドの間の間隔は多数の変数の要因である。間隔は、燃えさしがより低い透
過性の区域の中まで相変わらず燃焼する前に、基体を着火させるのに十分な長さの時間に
わたってシガレットが燃焼する程に大きくてはならない。また、バンドの間の間隔は、燃
焼燃えさしの熱慣性、すなわち、燃えさしが自己消火なしにバンドを通り抜けて燃焼する
能力に影響をもたらす。概して、約１ｍｍから約３０ｍｍの間のバンド間隔、具体的には
、約１０ｍｍから約２５ｍｍの間が好適である。
【００６６】
　より低い透過性の区域３４０は、シガレット３１０に対して改善された着火傾向特性を
与えることが知られている範囲内の透過性を有する。例えば、より低い透過性の区域は、
約２０コレスタ単位未満、例えば、約１２コレスタ単位未満の透過性を有してもよい。例
えば、より低い透過性の区域３４０は、約２コレスタ単位から約８コレスタ単位までの範
囲内の透過性を有してもよい。
【００６７】
　透過性に加えて、低減された着火傾向特性を示すために使用することのできる別の測定
は燃焼モード指数である。実際に、包装材の燃焼モード指数は、包装材の透過性を単純に
測定するのとは対照的に、包装材の燃焼特性を示すことにおいてより正確であることがで
きる。燃焼モード指数を求めるためのテストは、Ｈａｍｐｌに対する特許文献１８（参照
により本明細書に組み込まれる）において説明されている（特許文献１８参照）。
【００６８】
　低減された着火傾向特性を示すためには、低透過性区域３４０の燃焼モード指数は、概
して、約８ｃｍ－１未満、および具体的に、約１ｃｍ－１から約５ｃｍ－１までであるこ
とができる。例えば、１つの実施形態においては、より低い透過性の区域の燃焼モード指
数は、約１ｃｍ－１から約３ｃｍ－１までであることができる。
【００６９】
　より低い透過性の区域３４０を、包装材３１４上に様々な方法で形成することができる
。例えば、１つの実施形態においては、例えば、包装材を高密度にすることまたは包装材
に厚くした区域を与えることによって、より低い透過性の区域３４０を包装材３１４と一
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体に形成してもよい。
【００７０】
　別の実施形態においては、より低い透過性の区域３４０を、セルロース系材料から形成
してもよい。例えば、１つの実施形態においては、別個の紙ウェブを包装材３１４に積層
してもよい。別の実施形態においては、セルロース系組成物を、包装材３１４の上に直接
に堆積させてもよい。
【００７１】
　さらに別の実施形態においては、より低い透過性の区域３４０を、被膜形成組成物を包
装材３１４に適用することによって形成してもよい。例えば、使用できる被膜形成材料は
、アルギネート、グアー、ペクチン、ポリビニルアルコール、エチルセルロース、メチル
セルロースおよびカルボキシメチルセルロースのようなセルロース誘導体、テンプン、テ
ンプン誘導体、それらの混合物等を含む。アルギネートは、例えば、アルギン酸カリウム
、アルギン酸ナトリウム、プロピレングリコールアルギネートおよび／またはそれらの混
合物を含むことができる。
【００７２】
　被膜形成組成物を、任意の適当な方法を使用して包装材３１４の上に印刷または吹き付
けることができる。
【００７３】
　より低い透過性の区域３４０は、低減された着火傾向特性を有する喫煙物を作り出すも
のの、しかしながらいくつかの実施形態においては、より低い透過性の区域３４０は、喫
煙物により生成される一酸化炭素の量を増加させる可能性がある。したがって、本発明の
教示は、図５に例示されおよび前述された喫煙物のタイプと併せての使用に特によく適合
する。具体的には、より低い透過性の区域３４０の存在下でさえも一酸化炭素の放出を減
少させるために、一酸化炭素低減剤を、包装材３１４、喫煙可能な充填物３１２または両
方の構成要素に組み入れてもよい。
【００７４】
　例えば、一酸化炭素低減剤を、一酸化炭素放出を少なくとも１０％減少させるのに十分
な量で喫煙物に添加してもよい。例えば、喫煙物は、喫煙物当たり約１５ｍｇ未満の一酸
化炭素送達量を有してもよく、および１．０未満のタールに対する一酸化炭素の比を有し
てもよい。さらに、一服当たりの平均一酸化炭素送達量は、約１．７５ｍｇ未満であるこ
とができる。
【００７５】
　低減された着火傾向特性を有する喫煙物と併せた一酸化炭素低減剤の組合せは、実現後
に独特な性質を有する全体的な喫煙物を作り出すと考えられる。
【００７６】
　本発明は、以下の実施例を参照してよりよく理解されよう。
【実施例】
【００７７】
　　［実施例１］
　以下のテストを、本発明の教示を実証し、および喫煙物における一酸化炭素送達量の減
少を示すために行った。
【００７８】
　慣用の充填剤または本発明に従う一酸化炭素低減剤と組み合わせて、セルロース系繊維
を含有する手抄き紙(hand sheet)を作った。この実施例において使用したすべての一酸化
炭素低減剤は酸化鉄の形態であった。
【００７９】
　対照は、アルバカール(ALBACAR)５９７０の商標名で販売されている炭酸カルシウムを
含んでいた。アルバカール５９７０炭酸カルシウムは、約１．９ミクロンのメジアン粒径
を有する。
【００８０】
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　各手抄き紙は、約３０ｇｓｍの坪量を有し、および約３０％の量で充填剤または一酸化
炭素低減剤を含んだ。手抄き紙は、１５コレスタ単位の透過性を有した。
【００８１】
　各試験紙を使用して、シガレットを形成した。Borgwaldt Technik GmbH (Hamburg、Ger
many)製のモデルＲ０４喫煙機（あらかじめ秤量したケンブリッジフィルターパッドを通
して、シガレットの３５ｍＬ、２秒の一服を、１分毎に１回行った）を使用して、シガレ
ットをテストした。この方法は、シガレットの残り火がフィルター用のチッピングペーパ
ーの端から３ｍｍとなるまで継続した。チッピングペーパーから指定された距離に到達す
るまでに要する一服の数を服数(puff count)とみなした。
【００８２】
　テストの最後に、今や褐色の煙の汚れを含んでいるゲンブリッジフィルターパッドを喫
煙機から取り外して再秤量した。テスト前後のフィルターパッドの重量差は、主流煙にお
いて送達された湿潤タールの量であり、ｍｇ／シガレットで示した。次いで、フィルター
パッドをガスクロマトグラフ分析に掛け、使用したフィルターパッドについて水パーセン
トおよびニコチンパーセントを求めた。これらの値を、質量値に換算しおよび湿潤タール
の質量から減算して、乾燥タールの質量を求め、同様にｍｇ／シガレットで示した。
【００８３】
　シガレットにより送達された主流一酸化炭素の量の測定においては、主流煙を、Borgwa
ldt Technik GmbH (Hamburg、 Germany)製のモデルＣ２１一酸化炭素分析器によって収集
および分析した。煙中の一酸化炭素の百分率を求め、次いで、主流煙の合計量についてｍ
ｇ／シガレットの単位に換算した。
【００８４】
　以下の結果を得た。
【００８５】
【表１】
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　　［実施例２］
　この実施例においては、すべてが約３０重量％の合計充填剤充填量を有するさらなる手
抄き紙を作った。手抄き紙は、約２０コレスタ単位の透過性を有し、および約３０ｇｓｍ
の坪量を有した。実施例１におけるように、対照は、３０重量％の量でアルバカール５９
７０炭酸カルシウムを含んだ。
【００８７】
　３枚の他の手抄き紙を、本発明に従って構成した。具体的には、手抄き紙のうち２枚に
おいて、炭酸カルシウム充填剤の一部を水和酸化鉄で置き換えた。３枚目の試験紙におい
ては、炭酸カルシウムを水和酸化鉄で完全に置き換えた。
【００８８】
　実施例１において記載されるテストを繰り返し、および以下の結果を得た。
【００８９】
【表２】

【００９０】
　　［実施例３］
　この実施例においては、本発明に従って、様々な一酸化炭素低減剤を含む手抄き紙をさ
らに構成した。手抄き紙を対照と比較した。すべての手抄き紙は３０％の合計充填剤充填
量を有し、約２５コレスタ単位の透過性を有し、および約３０ｇｓｍの坪量を有した。対
照は、アルバカール５９７０炭酸カルシウムを含んだ。
【００９１】
　手抄き紙をシガレットに形成し、実施例１において記載されるテストを繰り返した。以
下の結果を得た。
【００９２】
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【表３】

【００９３】
　　［実施例４］
　上記の実施例２を繰り返した。しかしながら、この実施例においては、すべての包装用
紙は、実験室で作られる手抄き紙であることとは対照的に、商業用製紙機で作られた。
【００９４】
　すべての包装用紙の坪量は約２６ｇｓｍであった。紙の透過性は約２４コレスタ単位で
あった。それ以外は、実施例２において記載された手順のすべてを繰り返した。以下の結
果が得られた。
【００９５】
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【表４】

【００９６】
　本発明の様々な実施形態を、具体的な用語、機器および手法を使用して記載したが、し
かしながらそのような記載は説明目的のために過ぎない。使用された単語は、限定ではな
く説明の単語である。変更および変形が、本発明の精神または範囲から逸脱することなし
に当業者によってなされてもよいことが理解されるべきである。さらに、様々な実施形態
の態様を、全体的にまたは部分的にを問わず、交換してもよいことが理解されるべきであ
る。したがって、本発明の精神および範囲は、本明細書中に含まれる好ましいバージョン
の記載に限定されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明に従って作られた喫煙物の１つの実施形態の透視図である。
【図２】図１において説明される喫煙物の分解透視図である。
【図３】本発明に従って作られた喫煙物の別の実施形態の分解透視図である。
【図４】本発明に従って作られた喫煙物のさらに別の実施形態の分解透視図である。
【図５】本発明に従って作られた喫煙物の別の実施形態の分解透視図である。
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