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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長い喫煙物品を形成する方法であって、
　積層機構によって、熱伝導性ストリップを外側包装材料の長さに係合させることであっ
て、前記熱伝導性ストリップが、前記外側包装材料の前記長さに対して配列された長手方
向に離間した端部を有する、係合させることと、
　組み立て機構によって、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントを、前記外側包
装材料に、前記外側包装材料の前記長さに対して長手方向に離間した関係で係合させるこ
とであって、前記熱発生セグメント及び前記タバコロッドセグメントのうちの少なくとも
１つが、前記熱伝導性ストリップの前記長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり
合う、係合させることと、
　巻き付け機構によって、前記外側包装材料の側方端部を、前記熱発生セグメント及び前
記タバコロッドセグメントが、前記熱伝導性ストリップと協働して、前記外側包装材料の
前記側方端部と前記熱伝導性ストリップの側方端部との間にアクセス可能な長手方向に延
在する空洞を画定するように、前記熱発生セグメント及び前記タバコロッドセグメントの
周りに多くても部分的に巻き付けることと、
　分与機構によって、複数のエアロゾル発生要素を、前記熱伝導性ストリップの前記側方
端部間の前記長手方向に延在する空洞内に堆積させることと、
　封止機構によって、前記熱伝導性ストリップの前記側方端部が重なり合うように且つ前
記長手方向に延在する空洞を封止するように、前記空洞を、前記外側包装材料の前記側方
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端部を重ね合わせて封止することによって閉鎖することと、を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記方法は、スペーサー要素を、前記スペーサー要素及び前記タバコロッドセグメント
が前記熱伝導性ストリップと協働して前記長手方向に延在する空洞を画定するように、前
記熱発生セグメントに係合させることを更に含み、前記スペーサー要素が、熱伝導性及び
通気性のうちの１つである、請求項１に記載の前記方法。
【請求項３】
　前記熱伝導性ストリップを係合させることが、前記熱伝導性ストリップを、前記外側包
装材料に、それらの間に積層接着剤を適用することによって係合させることを含む、請求
項２に記載の前記方法。
【請求項４】
　前記熱発生セグメント及び前記タバコロッドセグメントを係合させることが、前記熱発
生セグメント及び前記タバコロッドセグメントを、前記熱発生セグメントのみが前記熱伝
導性ストリップの前記長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり合うように、前記
外側包装材料に係合させることを含む、請求項１に記載の前記方法。
【請求項５】
　前記外側包装材料の側方端部を巻き付けることが、前記外側包装材料の前記側方端部を
、前記長手方向に延在する空洞が、前記熱伝導性ストリップの前記側方端部間に画定され
る開口部から下向きに垂直に延在するように、前記熱発生セグメント及び前記タバコロッ
ドセグメントの周りに多くても部分的に巻き付けることを含む、請求項１に記載の前記方
法。
【請求項６】
　前記複数のエアロゾル発生要素を堆積させることが、
　ペレット、ビーズ、個別の小型ユニット、炭素片、押し出し炭素片、アルミナビーズ、
マルメライザー処理された（ｍａｒｕｍａｒｉｚｅｄ）タバコ片、押し出しまたは圧縮さ
れた円筒形または球形要素、粉砕タバコ薄板、充填剤、香味剤、可視エアロゾル形成材料
、結合剤、卵形要素、不定形要素、細断片、フレーク、タバコを含む要素、可視エアロゾ
ル形成材料を含む要素、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、前記複数の
エアロゾル発生要素を、前記長手方向に延在する空洞内に堆積させることか、あるいは　
前記複数のエアロゾル発生要素を、前記長手方向に延在する空洞内に、前記空洞が前記エ
アロゾル発生要素で少なくとも約６５％充填されるように堆積させることを含む、請求項
１に記載の前記方法。
【請求項７】
　前記複数のエアロゾル発生要素を堆積させることが、
　複数の形態の前記エアロゾル発生要素を選択し、選択された形態の前記エアロゾル発生
要素の各々を前記空洞内に別々に堆積させることか、または　複数の形態の前記エアロゾ
ル発生要素を選択し、前記選択された形態の前記エアロゾル発生要素を組み合わせてエア
ロゾル発生要素混合物を生成し、前記混合物を前記空洞内に堆積させることを含む、請求
項６に記載の前記方法。
【請求項８】
　前記長手方向に延在する空洞を閉鎖することが、前記外側包装材料の前記側方端部を合
わせて封止するために、前記外側包装材料の前記重なり合う側方端部間に継ぎ目封止用接
着剤を適用することを含む、請求項１に記載の前記方法。
【請求項９】
　細長い喫煙物品を形成するための装置であって、
　熱伝導性ストリップを外側包装材料の長さに係合させるように構成される積層機構であ
って、前記熱伝導性ストリップが、前記外側包装材料の前記長さに対して配列された長手
方向に離間した端部を有する、積層機構と、
　前記外側包装材料を受け取り、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントを、前記
外側包装材料に、前記外側包装材料の前記長さに対して長手方向に離間した関係で係合さ
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せるように構成された組み立て機構であって、前記熱発生セグメント及び前記タバコロッ
ドセグメントのうちの少なくとも１つが、前記熱伝導性ストリップの前記長手方向端部の
一方と少なくとも部分的に重なり合う、組み立て機構と、
　前記外側包装材料の側方端部を、前記熱発生セグメント及び前記タバコロッドセグメン
トが、前記熱伝導性ストリップと協働して、前記外側包装材料の前記側方端部と前記熱伝
導性ストリップの側方端部との間にアクセス可能な長手方向に延在する空洞を画定するよ
うに、前記熱発生セグメント及び前記タバコロッドセグメントの周りに多くても部分的に
巻き付けるように構成される、巻き付け機構と、
　複数のエアロゾル発生要素を、前記熱伝導性ストリップの前記側方端部間の前記長手方
向に延在する空洞内に堆積させるように構成される、分与機構と、
　前記外側包装材料の前記側方端部を合わせて封止することによって、前記熱伝導性スト
リップの前記側方端部が重なり合い且つ前記長手方向に延在する空洞を封止するように、
前記空洞を閉鎖するように構成される、封止機構と、を含む、前記装置。
【請求項１０】
　前記積層機構が、前記熱伝導性ストリップを、前記外側包装材料に、それらの間に積層
接着剤を適用することによって係合させるように構成される、請求項９に記載の前記装置
。
【請求項１１】
　前記組み立て機構が、
　前記熱発生セグメント及び前記タバコロッドセグメントを、前記熱発生セグメントのみ
が前記熱伝導性ストリップの前記長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり合うよ
うに、前記外側包装材料に係合させるか、または
　スペーサー要素を、前記スペーサー要素及び前記タバコロッドセグメントが前記熱伝導
性ストリップと協働して前記長手方向に延在する空洞を画定するように、前記熱発生セグ
メントに係合させるように構成され、前記スペーサー要素が、熱伝導性及び通気性のうち
の１つである、請求項９に記載の前記装置。
【請求項１２】
　前記巻き付け機構が、前記外側包装材料の前記側方端部を、前記長手方向に延在する空
洞が前記熱伝導性ストリップの前記側方端部間に画定される開口部から下向きに垂直に延
在するように、前記熱発生セグメント及び前記タバコロッドセグメントの周りに多くても
部分的に巻き付けるように構成される、請求項９に記載の前記装置。
【請求項１３】
　前記分与機構が、
　ペレット、ビーズ、個別の小型ユニット、炭素片、押し出し炭素片、アルミナビーズ、
マルメライザー処理された（ｍａｒｕｍａｒｉｚｅｄ）タバコ片、押し出しまたは圧縮さ
れた円筒形または球形要素、粉砕タバコ薄板、充填剤、香味剤、可視エアロゾル形成材料
、結合剤、卵形要素、不定形要素、細断片、フレーク、タバコを含む要素、可視エアロゾ
ル形成材料を含む要素、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、前記複数の
エアロゾル発生要素を、前記長手方向に延在する空洞内に堆積させるか、あるいは
　前記複数のエアロゾル発生要素を、前記長手方向に延在する空洞内に、前記空洞が前記
エアロゾル発生要素で少なくとも約６５％充填されるように堆積させるように構成される
、請求項９に記載の前記装置。
【請求項１４】
　前記分与機構が、
　複数の形態の前記エアロゾル発生要素の選択を可能にするように構成され、選択された
形態の前記エアロゾル発生要素の各々のための別々の分与デバイスを備え、各分与デバイ
スが、前記対応する形態の前記エアロゾル発生要素を前記空洞内に分与するように構成さ
れるか、または
　複数の形態の前記エアロゾル発生要素の選択を可能にし、前記選択された形態の前記エ
アロゾル発生要素を組み合わせてエアロゾル発生要素混合物を生成するように構成され、
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かつ前記混合物を前記空洞内に堆積させるように構成される分与デバイスを備える、請求
項１３に記載の前記装置。
【請求項１５】
　前記封止機構が、前記外側包装材料の前記側方端部を合わせて封止するために、前記外
側包装材料の前記重なり合う側方端部間に継ぎ目封止用接着剤を適用するように構成され
る、請求項９に記載の前記装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、タバコから作製された製品もしくはタバコ由来の製品、またはさもなければ
タバコを組み込み、かつヒトによる消費を目的とした製品に関し、より具体的には、セグ
メント化型喫煙物品の製造に関連する構成要素の組み立てに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻きタバコなどの人気のある喫煙物品は、実質的に円筒形のロッド形状構造を有し、
包装紙で包囲され、それによりいわゆる「喫煙可能なロッド」、「タバコロッド」または
「紙巻きタバコロッド」を形成する、刻みタバコ（例えば、カットフィラー形態）などの
喫煙可能な材料の充填物、巻物、または柱状物を含む。通常、紙巻きタバコは、タバコロ
ッドと端と端の関係で整列した円筒形フィルタ要素を有する。好ましくは、フィルタ要素
は、「プラグラップ」として知られている紙材料で取り囲まれた可塑化酢酸セルロースト
ウを含む。好ましくは、フィルタ要素は、「チッピングペーパー」として知られている取
り囲み包装材料を使用して、タバコロッドの一端に取り付けられる。チッピング材料の例
は、例えば、Ｄｕｂｅらの米国特許第７，７８９，０８９号、ならびにＣｒｏｏｏｋｓら
の米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号、Ｊｏｙｃｅらの同第２０１０／０１
０８０８１号、Ｎｏｒｍａｎらの同第２０１０／０１０８０８４号、及びＡｄｅｍｅらの
同第２０１３／０１６７８４９号、ならびにＤｉｔｔｒｉｃｈらのＰＣＴ特許出願公開第
２０１３／１６０６７１号に記載されており、これらの各々は、参照により本明細書に組
み込まれる。引き込まれた主流煙の周囲空気による希釈を提供するために、チッピング材
料及びプラグラップを穿孔することも望ましくなっている。伝統的な種類の紙巻きタバコ
は、その一端に点火して、タバコロッドを燃焼することによって喫煙者に用いられる。そ
の後、喫煙者は、紙巻きタバコの反対側の端部（例えば、フィルタ端または吸い口端）を
吸うことによって、主流煙を口内に受け取る。紙巻きタバコ及びその様々な構成要素の説
明が、参照により本明細書に組み込まれる、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，Ｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ．（Ｅｄｓ
．）（１９９９）に記載されている。長年にわたって、喫煙物品の構成要素、構築、及び
性能を改善する努力がなされている。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｂｏ
ｒｓｃｈｋｅらの米国特許第７，７５３，０５６号で考察されている背景技術を参照され
たい。
【０００３】
　炭素質燃料要素を用いたある特定の種類の紙巻きタバコが、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ
　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによりブランド名「Ｐｒｅｍｉｅｒ」及び「Ｅｃｌｉ
ｐｓｅ」として商業的に販売されている。例えば、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌ
ｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐ
ｅｓ　ｔｈａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉｎｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ，　Ｒ．
Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ（１９８
８）及び　Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ，１２：５，ｐ．１－５８（２
０００）に記載される種類の紙巻きタバコを参照されたい。加えて、近年、同様の種類の
紙巻きタバコが、ブランド名「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏｎｅ」として日本たばこ産業株式
会社によって日本で販売されている。更に、熱発生及びエアロゾル形成のために炭素質燃
料要素を組み込む様々な種類の喫煙製品が特許文献に記載されている。例えば、参照によ
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り本明細書に組み込まれる、Ｓｅｎｓａｂａｕｇｈらの米国特許第４，７９３，３６５号
、Ｃａｎｔｒｅｌｌらの同第７，６４７，９３２号、及びＢｏｒｓｃｈｋｅらの同第７，
８３６，８９７号、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許公開第２００７／０２１５１６８号、
Ｔｓｕｒｕｉｚｕｍｉらの同第２０１３／００１９８８８号、Ｓｈｉｎｏｚａｋｉらの同
第２０１３／０１３３６７５号、Ｓｔｏｎｅらの同第２０１３／０２６９７２０号、及び
Ｐｏｇｅｔらの同第２０１３／０１４６０７５号、ＧｌａｄｄｅｎらのＰＣＴ特許出願公
開第ＷＯ２０１２／０１６４０７７号、Ｒａｅｔｈｅｒらの同第ＷＯ２０１３／０９８３
８０号、Ｚｕｂｅｒらの同第ＷＯ２０１３／０９８４０５号、Ｚｕｂｅｒらの同第ＷＯ２
０１３／０９８４１０号、Ｗｏｏｄｃｏｃｋの同第ＷＯ２０１３／１０４９１４号、Ｒｏ
ｕｄｉｅｒらの同第ＷＯ２０１３／１２０８４９号、Ｍｉｒｏｎｏｖの同第ＷＯ２０１３
／１２０８５４号、Ａｚｅｇａｍｉらの同第ＷＯ２０１３／１６２０２８号、及びＳａｌ
ｅｅｍらの同第ＷＯ２０１３／１６０１１２号、ならびにＢａｂａらの欧州特許出願第Ｅ
Ｐ１８０８０８７号、及びＴｓｕｒｕｉｚｕｍｉらの同第ＥＰ２５５０８７９号に提案、
記載、及び参照されている種類の喫煙製品及び関連する構成要素を参照されたい。
【０００４】
　複数の連続的に配列されたセグメント化構成要素を保有する喫煙物品を組み立てるため
の様々な様式及び方法が提案されている。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、
Ｂａｒｎｅｓらの米国特許第５，４６９，８７１号、及びＣｒｏｏｋｓらの同第７，６４
７，９３２号、ならびにＣｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２０１０／０１８６７５７
号、Ｓｔｏｎｅらの同第２０１２／００４２８８５号、及びＣｏｎｎｅｒらの同第２０１
２／００６７３６０号に記載されている、様々な種類の組み立て技法及び方法論を参照さ
れたい。
【０００５】
　相当な量の不完全燃焼及び熱分解生成物をもたらすことなく喫煙者に多くの従来の紙巻
きタバコ喫煙の利益及び利点を提供する能力を示す喫煙物品を提供することが非常に望ま
しい。加えて、複数の連続的に配列されたセグメント化構成要素を組み込む種類の喫煙物
品の製造及び組み立てに関連する効率的かつ効果的な様式及び方法を提供することも非常
に望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，７８９，０８９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１０／０１０８０８１号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１０／０１０８０８４号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２０１３／０１６７８４９号明細書
【特許文献６】国際公開第２０１３／１６０６７１号
【特許文献７】米国特許第７，７５３，０５６号明細書
【特許文献８】米国特許第４，７９３，３６５号明細書
【特許文献９】米国特許第７，６４７，９３２号明細書
【特許文献１０】米国特許第７，８３６，８９７号明細書
【特許文献１１】米国特許公開第２００７／０２１５１６８号明細書
【特許文献１２】米国特許公開第２０１３／００１９８８８号明細書
【特許文献１３】米国特許公開第２０１３／０１３３６７５号明細書
【特許文献１４】米国特許公開第２０１３／０２６９７２０号明細書
【特許文献１５】米国特許公開第２０１３／０１４６０７５号明細書
【特許文献１６】国際公開第２０１２／０１６４０７７号
【特許文献１７】国際公開第２０１３／０９８３８０号
【特許文献１８】国際公開第２０１３／０９８４０５号
【特許文献１９】国際公開第２０１３／０９８４１０号
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【特許文献２０】国際公開第２０１３／１０４９１４号
【特許文献２１】国際公開第２０１３／１２０８４９号
【特許文献２２】国際公開第２０１３／１２０８５４号
【特許文献２３】国際公開第２０１３／１６２０２８号
【特許文献２４】国際公開第２０１３／１６０１１２号
【特許文献２５】米国特許第５，４６９，８７１号明細書
【特許文献２６】米国特許出願公開第２０１０／０１８６７５７号明細書
【特許文献２７】米国特許出願公開第２０１２／００４２８８５号明細書
【特許文献２８】米国特許出願公開第２０１２／００６７３６０号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ．（Ｅｄｓ．）（１９９９）
【非特許文献２】Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　
ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅｓ　ｔｈａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉｎ
ｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ，　Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａ
ｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ（１９８８）
【非特許文献３】Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ，１２：５，ｐ．１－５
８（２０００）
【発明の概要】
【０００８】
　上記及び他の必要性は、一態様において細長い喫煙物品を形成する方法を提供する本開
示の態様によって満たされる。かかる方法は、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメ
ントを、外側包装材料に、外側包装材料の長さに対して長手方向に離間した関係で係合さ
せることを含み、外側包装材料は、それに係合する熱伝導性ストリップを有し、熱伝導性
ストリップは、外側包装材料の長さに対して配列された長手方向に離間した端部を有し、
熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントのうちの少なくとも１つは、熱伝導性スト
リップの長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり合う。外側包装材料の側方端部
は、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントが、熱伝導性ストリップと協働して、
外側包装材料の側方端部と熱伝導性ストリップの側方端部との間にアクセス可能な長手方
向に延在する空洞を画定するように、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントの周
りに多くても部分的に巻き付けられる。複数のエアロゾル発生要素は、熱伝導性ストリッ
プの側方端部間の長手方向に延在する空洞内に堆積し、長手方向に延在する空洞は、外側
包装材料の側方端部を合わせて封止することによって閉鎖される。
【０００９】
　本開示の別の態様は、細長い喫煙物品を形成するための装置を提供する。かかる装置は
、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントを、外側包装材料に、外側包装材料の長
さに対して長手方向に離間した関係で係合させるように構成される組み立て機構を含み、
外側包装材料は、それに係合する熱伝導性ストリップを有し、熱伝導性ストリップは、外
側包装材料の長さに対して配列された長手方向に離間した端部を有し、熱発生セグメント
及びタバコロッドセグメントのうちの少なくとも１つは、熱伝導性ストリップの長手方向
端部の一方と少なくとも部分的に重なり合う。巻き付け機構は、外側包装材料の側方端部
を、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントが、熱伝導性ストリップと協働して、
外側包装材料の側方端部と熱伝導性ストリップの側方端部との間にアクセス可能な長手方
向に延在する空洞を画定するように、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントの周
りに多くても部分的に巻き付けるように構成される。分与機構は、複数のエアロゾル発生
要素を、熱伝導性ストリップの側方端部間の長手方向に延在する空洞内に堆積させるよう
に構成され、封止機構は、外側包装材料の側方端部を合わせて封止することによって、長
手方向に延在する空洞を閉鎖するように構成される。
【００１０】
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　ある特定の態様では、本開示は、点火端及び反対側の吸い口端を有する細長い喫煙物品
を提供する。かかる喫煙物品は、吸い口端に配設される吸い口端セグメントまたは部分と
、点火端と吸い口端部分との間に配設されるタバコロッドセグメントまたは部分とを備え
る。エアロゾル発生システムは、点火端とタバコセグメントとの間に配設されるセグメン
トとして位置する。エアロゾル発生セグメントは、点火端に配設される熱生成部分または
セグメントから長手方向に配設され、これらの２つのセグメントが熱交換関係にあること
で、熱発生セグメントの構成要素の燃焼によってエアロゾル発生セグメントのエアロゾル
形成構成要素上に生成される熱が、エアロゾルの生成をもたらすようにする。熱発生セグ
メント、エアロゾル発生セグメント、及びタバコロッドセグメントの長手方向に延在する
外側表面は、外側包装材料によって取り囲まれて、次いで吸い口端セグメントに取り付け
られるロッドを提供する。熱伝導性材料の層が外側包装材料の下に配設されて、エアロゾ
ル発生セグメントの外側内表面を提供する。熱伝導性層は、最も好ましくは、熱発生セグ
メントの外側長手方向表面を、そのエアロゾル発生セグメントに隣接する領域において覆
い、熱伝導性層は、任意選択で、タバコロッドセグメントの外側長手方向表面を、そのエ
アロゾル発生セグメントに隣接する領域において覆ってもよい。エアロゾル発生セグメン
トは、熱発生セグメントの燃料要素を燃焼することによって生成される熱の作用時に及び
その熱に反応してエアロゾルを発生する材料を組み込む複数のパーツまたはピースまたは
要素（例えば、ペレットまたはビーズ）を更に組み込む。
【００１１】
　本開示の別の態様は、細長い喫煙物品を生産するための様式及び方法を提供する。つま
り、事前に形成された熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントは、外側包装材料の
ウェブの内側表面上で、ウェブの所定の場所に配列される。熱伝導性材料の層も、外側包
装材料の内側表面の所定の場所の上に位置付けられる。様々なセグメントに外側包装材料
を巻き付けて、これらの３つのセグメントを備える包装されたロッドを形成する間、エア
ロゾル形成物質を組み込む材料のパーツ、要素、またはピースは、エアロゾル発生セグメ
ントを画定する空洞内に下向きに配設される。つまり、所定の量のペレットまたはビーズ
は、熱発生セグメントとタバコロッドセグメントとの間に位置する空洞内に落下し得る。
その後、外側包装材料の包装が完了して、３つの長手方向に整列した円筒形セグメントを
組み込む包装されたロッドが提供される。包装されたロッドのエアロゾル発生領域は、熱
伝導性材料の層で取り囲まれた、複数のペレットもしくはビーズまたは他の要素からなる
。３つの長手方向に整列したセグメントを組み込む包装されたロッドは、その後、吸い口
端ピース（例えば、円筒形フィルタ要素）に取り付けられて、最終のフィルタ付き紙巻き
タバコを提供する。
【００１２】
　本開示は、以下の実施形態を含むが、これらに限定されない。
【００１３】
　実施形態１：細長い喫煙物品を形成する方法であって、熱発生セグメント及びタバコロ
ッドセグメントを、外側包装材料に、該外側包装材料の長さに対して長手方向に離間した
関係で係合させることであって、該外側包装材料が、それに係合する熱伝導性ストリップ
を有し、該熱伝導性ストリップが、該外側包装材料の該長さに対して配列された長手方向
に離間した端部を有し、該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグメントのうちの少な
くとも１つが、該熱伝導性ストリップの該長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重な
り合う、係合させることと、該外側包装材料の該側方端部を、該熱発生セグメント及び該
タバコロッドセグメントが、該熱伝導性ストリップと協働して、該外側包装材料の該側方
端部と該熱伝導性ストリップの側方端部との間にアクセス可能な長手方向に延在する空洞
を画定するように、該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグメントの周りに多くても
部分的に巻き付けることと、複数のエアロゾル発生要素を、該熱伝導性ストリップの該側
方端部間の該長手方向に延在する空洞内に堆積させることと、該長手方向に延在する空洞
を、該外側包装材料の該側方端部を重ね合わせて封止することによって閉鎖することと、
を含む、該方法。
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【００１４】
　実施形態２：該熱伝導性ストリップを該外側包装材料の該長さに係合させることを更に
含む、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該方法あるいはそれらの組み合わせ
。
【００１５】
　実施形態３：該熱伝導性ストリップを係合させることが、該熱伝導性ストリップを、該
外側包装材料に、それらの間に積層接着剤を適用することによって係合させることを含む
、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該方法あるいはそれらの組み合わせ。
【００１６】
　実施形態４：該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグメントを係合させることが、
該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグメントを、該熱発生セグメントのみが該熱伝
導性ストリップの該長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり合うように、該外側
包装材料に係合させることを含む、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該方法
あるいはそれらの組み合わせ。
【００１７】
　実施形態５：スペーサー要素を、該スペーサー要素及び該タバコロッドセグメントが該
熱伝導性ストリップと協働して該長手方向に延在する空洞を画定するように、該熱発生セ
グメントに係合させることを更に含み、該スペーサー要素が、熱伝導性及び通気性のうち
の１つである、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該方法あるいはそれらの組
み合わせ。
【００１８】
　実施形態６：該外側包装材料の側方端部を巻き付けることが、該外側包装材料の側方端
部を、該長手方向に延在する空洞が、該熱伝導性ストリップの該側方端部間に画定される
開口部から下向きに垂直に延在するように、該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグ
メントの周りに多くても部分的に巻き付けることを含む、先行または後続のいずれかの実
施形態に記載の該方法あるいはそれらの組み合わせ。
【００１９】
　実施形態７：該複数のエアロゾル発生要素を堆積させることが、ペレット、ビーズ、個
別の小型ユニット、炭素片、押し出し炭素片、アルミナビーズ、マルメライザー処理され
た（ｍａｒｕｍａｒｉｚｅｄ）タバコ片、押し出しまたは圧縮された円筒形または球形要
素、粉砕タバコ薄板、充填剤、香味剤、可視エアロゾル形成材料、結合剤、卵形要素、不
定形要素、細断片、フレーク、タバコを含む要素、可視エアロゾル形成材料を含む要素、
及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、該複数のエアロゾル発生要素を、該
長手方向に延在する空洞内に堆積させることを含む、先行または後続のいずれかの実施形
態に記載の該方法あるいはそれらの組み合わせ。
【００２０】
　実施形態８：該複数のエアロゾル発生要素を堆積させることが、複数の形態の該エアロ
ゾル発生要素を選択し、選択された形態の該エアロゾル発生要素の各々を該空洞内に別々
に堆積させることを含む、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該方法あるいは
それらの組み合わせ。
【００２１】
　実施形態９：該複数のエアロゾル発生要素を堆積させることが、複数の形態の該エアロ
ゾル発生要素を選択し、該選択された形態の該エアロゾル発生要素を組み合わせてエアロ
ゾル発生要素混合物を生成し、該混合物を該空洞内に堆積させることを含む、先行または
後続のいずれかの実施形態に記載の該方法あるいはそれらの組み合わせ。
【００２２】
　実施形態１０：該複数のエアロゾル発生要素を堆積させることが、該複数のエアロゾル
発生要素を、該長手方向に延在する空洞内に、該空洞が該エアロゾル発生要素で少なくと
も約６５％充填されるように堆積させることを含む、先行または後続のいずれかの実施形
態に記載の該方法あるいはそれらの組み合わせ。
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【００２３】
　実施形態１１：該長手方向に延在する空洞を閉鎖することが、該熱伝導性ストリップの
該側方端部を、該熱伝導性ストリップの該側方端部が互いに当接するように、該エアロゾ
ル発生要素の周りに巻き付けることを含む、先行または後続のいずれかの実施形態に記載
の該方法あるいはそれらの組み合わせ。
【００２４】
　実施形態１２：該長手方向に延在する空洞を閉鎖することが、該熱伝導性ストリップの
該側方端部を、該熱伝導性ストリップの該側方端部が重なり合うように、該エアロゾル発
生要素の周りに巻き付けることを含む、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該
方法あるいはそれらの組み合わせ。
【００２５】
　実施形態１３：該長手方向に延在する空洞を閉鎖することが、該外側包装材料の該側方
端部を合わせて封止するために、該外側包装材料の該重なり合う側方端部間に継ぎ目封止
用接着剤を適用することを含む、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該方法あ
るいはそれらの組み合わせ。
【００２６】
　実施形態１４：細長い喫煙物品を形成するための装置であって、かかる装置が、熱発生
セグメント及びタバコロッドセグメントを、外側包装材料に、該外側包装材料の長さに対
して長手方向に離間した関係で係合させるように構成される組み立て機構であって、該外
側包装材料が、それに係合する熱伝導性ストリップを有し、該熱伝導性ストリップが、該
外側包装材料の該長さに対して配列された長手方向に離間した端部を有し、該熱発生セグ
メント及び該タバコロッドセグメントのうちの少なくとも１つが、該熱伝導性ストリップ
の該長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり合う、該組み立て機構と、該外側包
装材料の該側方端部を、該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグメントが、該熱伝導
性ストリップと協働して、該外側包装材料の該側方端部と該熱伝導性ストリップの側方端
部との間にアクセス可能な長手方向に延在する空洞を画定するように、該熱発生セグメン
ト及び該タバコロッドセグメントの周りに多くても部分的に巻き付けるように構成される
巻き付け機構と、複数のエアロゾル発生要素を、該熱伝導性ストリップの該側方端部間の
該長手方向に延在する空洞内に堆積させるように構成される分与機構と、該長手方向に延
在する空洞を、該外側包装材料の該側方端部を合わせて封止することによって閉鎖するよ
うに構成される封止機構と、を含む、該装置。
【００２７】
　実施形態１５：該熱伝導性ストリップを該外側包装材料の該長さに係合させるように構
成される積層機構を更に含む、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置ある
いはそれらの組み合わせ。
【００２８】
　実施形態１６：該積層機構が、該熱伝導性ストリップを、該外側包装材料に、それらの
間に積層接着剤を適用することによって係合させるように構成される、先行または後続の
いずれかの実施形態に記載の該装置あるいはそれらの組み合わせ。
【００２９】
　実施形態１７：該組み立て機構が、該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグメント
を、該熱発生セグメントのみが該熱伝導性ストリップの該長手方向端部の一方と少なくと
も部分的に重なり合うように、該外側包装材料に係合させるように構成される、先行また
は後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいはそれらの組み合わせ。
【００３０】
　実施形態１８：該組み立て機構が、スペーサー要素を、該スペーサー要素及び該タバコ
ロッドセグメントが該熱伝導性ストリップと協働して該長手方向に延在する空洞を画定す
るように、該熱発生セグメントに係合させるように構成され、該スペーサー要素が、熱伝
導性及び通気性のうちの１つである、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装
置あるいはそれらの組み合わせ。
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【００３１】
　実施形態１９：該巻き付け機構が、該外側包装材料の側方端部を、該長手方向に延在す
る空洞が該熱伝導性ストリップの該側方端部間に画定される開口部から下向きに垂直に延
在するように、該熱発生セグメント及び該タバコロッドセグメントの周りに多くても部分
的に巻き付けるように構成される、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置
あるいはそれらの組み合わせ。
【００３２】
　実施形態２０：該分与機構が、ペレット、ビーズ、個別の小型ユニット、炭素片、押し
出し炭素片、アルミナビーズ、マルメライザー処理された（ｍａｒｕｍａｒｉｚｅｄ）タ
バコ片、押し出しまたは圧縮された円筒形または球形要素、粉砕タバコ薄板、充填剤、香
味剤、可視エアロゾル形成材料、結合剤、卵形要素、不定形要素、細断片、フレーク、タ
バコを含む要素、可視エアロゾル形成材料を含む要素、及びこれらの組み合わせからなる
群から選択される、該複数のエアロゾル発生要素を、該長手方向に延在する空洞内に堆積
させるように構成される、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいは
それらの組み合わせ。
【００３３】
　実施形態２１：該分与機構が、複数の形態の該エアロゾル発生要素の選択を可能にする
ように構成され、選択された形態の該エアロゾル発生要素の各々のための別々の分与デバ
イスを備え、各分与デバイスが、該対応する形態の該エアロゾル発生要素を該空洞内に分
与するように構成される、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいは
それらの組み合わせ。
【００３４】
　実施形態２２：該分与機構が、複数の形態の該エアロゾル発生要素の選択を可能にし、
かつ該選択された形態の該エアロゾル発生要素を組み合わせてエアロゾル発生要素混合物
を生成するように構成され、該混合物を該空洞内に堆積させるように構成される分与デバ
イスを備える、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいはそれらの組
み合わせ。
【００３５】
　実施形態２３：該分与機構が、該複数のエアロゾル発生要素を、該長手方向に延在する
空洞内に、該空洞が該エアロゾル発生要素で少なくとも約６５％充填されるように堆積さ
せるように構成される、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいはそ
れらの組み合わせ。
【００３６】
　実施形態２４：該封止機構が、該熱伝導性ストリップの該側方端部を、該熱伝導性スト
リップの該側方端部が互いに当接するように、該エアロゾル発生要素の周りに巻き付ける
ように構成される、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいはそれら
の組み合わせ。
【００３７】
　実施形態２５：該封止機構が、該熱伝導性ストリップの該側方端部を、該熱伝導性スト
リップの該側方端部が重なり合うように、該エアロゾル発生要素の周りに巻き付けるよう
に構成される、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいはそれらの組
み合わせ。
【００３８】
　実施形態２６：該封止機構が、該外側包装材料の該側方端部を合わせて封止するために
、該外側包装材料の該重なり合う側方端部間に継ぎ目封止用接着剤を適用するように構成
される、先行または後続のいずれかの実施形態に記載の該装置あるいはそれらの組み合わ
せ。
【００３９】
　本開示のこれら及び他の特徴、態様、及び利点は、以下に簡潔に記載される添付の図面
と併せて以下の詳細な説明を読むことにより明らかとなるであろう。本開示は、本開示に
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記載の２つ、３つ、４つ、またはそれ以上の特徴または要素が明確に組み合わされるか、
またはさもなければ本明細書の特定の実施形態の説明に列挙されるかにかかわらず、かか
る特徴または要素の任意の組み合わせを含む。本開示は、本開示の文脈が別途明確に示さ
ない限り、本開示の任意の分離可能な特徴または要素が、その態様及び実施形態のいずれ
においても、つまり組み合わせ可能であるよう意図されるとみなされるべきであるように
総体的に読まれるよう意図されている。
【００４０】
　本開示の更なる特徴及び利点は、以下の説明においてより詳細に記載される。
【００４１】
　本開示を一般用語で記載しているが、必ずしも原寸に比例して描写されていない添付の
図面をこれから参照する。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本開示の一態様に従う代表的な喫煙物品の長手方向断面図を概略的に例示する。
【図２】本開示の一態様に従う代表的な喫煙物品のエアロゾル発生セグメントの図１にお
ける線２－２に沿った拡大断面端面図を概略的に例示する。
【図３】本開示の一態様に従う一連のツーアップ複合上流ロッドを製造するために使用さ
れる包装材料の連続ウェブまたはストリップの区分を概略的に例示する。
【図４】本開示の一態様に従う一連のツーアップ複合上流ロッドからなる連続ロッドの長
手方向断面図を概略的に例示する。
【図５】本開示の一態様に従うツーアップ複合上流ロッドを概略的に例示する。
【図６】本開示の一態様に従うツーアップ複合フィルタ付き喫煙物品を概略的に例示する
。
【図７】本開示の一態様に従う代表的な喫煙物品の長手方向断面図を概略的に例示する。
【図８】一連のツーアップ複合上流ロッドを製造するために使用される包装材料の連続ウ
ェブまたはストリップの区分を概略的に例示する。
【図９】本開示の一態様に従う代表的な喫煙物品の長手方向断面図を概略的に例示する。
【図１０】本開示の一態様に従う一連のツーアップ複合上流ロッドからなる連続ロッドの
長手方向断面図を概略的に例示する。
【図１１】本開示の一態様に従うツーアップ複合フィルタ付き喫煙物品を概略的に例示す
る。
【図１２】本開示の一態様に従う代表的な喫煙物品の長手方向断面図を概略的に例示する
。
【図１３】本開示の一態様に従う細長い喫煙物品を形成するための装置を概略的に例示す
る。
【図１４】本開示の態様に従う、エアロゾル発生要素を喫煙物品内に堆積させるための分
与配列の交互配列を概略的に例示する。
【図１５】本開示の態様に従う、エアロゾル発生要素を喫煙物品内に堆積させるための分
与配列の交互配列を概略的に例示する。
【図１６】本開示の一態様に従う細長い喫煙物品を形成するための方法を概略的に例示す
る。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　これより、本開示を、添付の図面を参照して以下でより十分に説明し、ここにおいて、
本開示の全てではなく一部の態様を示す。実際に、本開示は、多くの異なる形態で具体化
され得るものであり、本明細書に記載の態様に限定されるものと解釈されるべきではなく
、むしろ、これらの態様は、本開示が法的適用要件を満たすことになるように提供される
。全体を通して、同様の数字は、同様の要素を指す。
【００４４】
　図１を参照すると、本発明を代表する紙巻きタバコの形態の喫煙物品１０が示される。
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喫煙物品１０は、略ロッド様形状を有し、一方の極端にて点火端１４を含む。好ましくは
、喫煙物品１０は、フィルタ付き紙巻きタバコの全体的なサイズ、形状、及び一般的外観
を有する。
【００４５】
　長手方向に延在する略円筒形の熱発生セグメント２４が点火端１４に位置する。典型的
な熱発生セグメント２４は、絶縁体３０によって同軸上に取り囲まれる熱源または燃料要
素２７を含み、これは、次に、包装材料３５によって同軸上に囲まれる。熱源２７は、好
ましくは、点火端１４の直接着火によって作動するように構成される。つまり、熱源また
は燃料要素は、点火されて燃焼することにより熱を生成するように設計される。好ましく
は、燃料要素は、可燃性炭素質材料（例えば、主に炭素からなる材料）を組み込み、最も
好ましくは、燃料要素は、主に炭素質材料からなる。好ましくは、絶縁体は、ガラスフィ
ラメントの不織マットの形態で提供される。
【００４６】
　好ましくは、絶縁体３０を取り囲む包装材料３５は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏ
ｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名「Ｅｃｌｉｐｓｅ」として販売されている紙
巻きタバコの熱源セグメントの絶縁体領域の取り囲み包装材料として使用されている種類
の紙包装材料などの紙包装材料である。代替的には、その包装材料３５は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅ
ｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名「Ｅｃｌｉｐｓｅ」とし
て販売されている紙巻きタバコの熱源セグメントの絶縁体領域内の層として使用されてい
る種類のタバコ含有紙、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙに
よる商品名「Ｐｒｅｍｉｅｒ」として販売されている紙巻きタバコの皺寄せタバコ紙セグ
メント、または参照により本明細書に組み込まれるＬａｗｓｏｎらの米国特許第５，０６
５，７７６号及びＡｒｚｏｎｉｃｏらの同第５，２７１，４１９号に記載されているもの
などの、タバコ含有紙または再構成タバコ紙材料の形態で提供されてもよい。
【００４７】
　好ましくは、熱発生セグメント２４の各端部は、燃料要素２７及び絶縁体３０の各々の
端部を露出するように開放している。このように、引き込まれた空気は、容易にその中を
通過することができる。燃料要素２７及び周囲の絶縁体３０は、両方の長さが同延である
（即ち、絶縁体の端部が燃料要素の対応する端部と同一平面上にあり、具体的には、熱発
生セグメントの下流端にある）ように構成され得る。任意選択で、絶縁体３０は、燃料要
素２７の一端または両端をわずかに越えて（例えば、約０．５ｍｍ～約２ｍｍ越えて）延
在してもよい。
【００４８】
　燃焼前の熱発生セグメント２４の断面形状及び寸法は様々であり得る。好ましくは、燃
料要素２７の断面積は、そのセグメントの全断面積の約１０パーセント～約３５パーセン
ト、多くの場合約１５パーセント～約２５パーセントを占め、一方で外側または取り囲み
領域の断面積（絶縁体３０及び関連外側包装材料を含む）は、そのセグメントの全断面積
の約６５パーセント～約９０パーセント、多くの場合約７５パーセント～約８５パーセン
トを占める。例えば、約２４ｍｍ～約２６ｍｍの外周を有する円筒形喫煙物品１０につい
ては、代表的な燃料要素２７は、外径が約２．５ｍｍ～約５ｍｍ、多くの場合約３ｍｍ～
約４．５ｍｍである略円形の断面形状を有する。
【００４９】
　喫煙物品１０はまた、点火端１４と反対側の極端にて吸い口端３８を保有し、吸い口端
３８は、点火端の下流にあるとみなされる。吸い口端３８にフィルタセグメント４０が位
置する。典型的なフィルタセグメント４０は、紙巻きタバコの製造に典型的に使用される
種類のフィルタ要素と多くの点で同等であり、単一セグメントフィルタ要素または複数セ
グメントフィルタ要素であり得る。例示目的のみであるが、フィルタセグメント４０は、
外側プラグラップ４５（例えば、紙のプラグラップ）によって取り囲まれるフィルタ材料
４４（例えば、可塑化酢酸セルローストウ）の円筒形プラグからなる上流ピース４２と、
管状フィルタプラグ４８（例えば、可塑化酢酸セルローストウの硬化管）からなる下流ピ
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ース４７とを保有するツーピースセグメントである。フィルタピース４２、４７は、両ピ
ースの外側長手方向表面を取り囲むプラグラップ４９を使用して、フィルタセグメント４
０を形成するために組み合わされる。
【００５０】
　略管状の熱伝導性部材６０によって同軸上に囲まれる、複数のペレットもしくはビーズ
もしくは他の適切な要素またはそれらの組み合わせ５８からなるエアロゾル発生セグメン
ト５５が、熱発生セグメント２４から直下に位置する。喫煙物品１０内のエアロゾル発生
セグメント５５の全体構成は、事実上、略円筒形であるとみなされ得る。代表的な好まし
いビーズ５８は、タバコ、タバコの構成要素、及び／またはさもなければタバコ由来の材
料を組み込む配合物から生成される。ビーズ５８は、最も好ましくは、香味剤及び可視エ
アロゾル形成材料（例えば、グリセリン、または煙に似た可視蒸気を発生させる他の材料
）を組み込む。つまり、ビーズ５８の構成要素は、好ましくは、それによって担持される
揮発性香味剤、蒸気形成材料、及びエアロゾル形成材料のための基材構成要素として働く
ように構成される。他の態様では、ビーズまたはペレットの一部または全ては、エアロゾ
ル発生セグメント中に装填される球形カプセルであり得、加熱されてグリセリンならびに
タバコ香味剤及び／またはニコチンを放出するときに破裂するように、感熱性であっても
よい。また、一部の態様では、ビーズは、エアロゾル形成剤を保持及び放出するために、
例えば、アルミナ、吸収性粘土、シリカ、及び／または吸収性炭素からなり得る。
【００５１】
　熱発生セグメント２４及びエアロゾル発生セグメント５５は、互いに物理的に分離して
いるとみなされ、示される実施形態については、これらのセグメントは、熱発生セグメン
トの下流端がエアロゾル発生セグメントの上流端（即ち、燃料要素２７の背面及び囲んで
いる絶縁体３０）に当接するように、位置付けられる。つまり、熱発生セグメント２４及
びエアロゾル発生セグメント５５は、連続した端と端の関係で軸方向に整列し、最も好ま
しくは、互いに当接する。例えば、一部のペレット５８は、物理的に分離し熱発生セグメ
ント２４の下流に位置付けられていても、熱発生セグメントの下流内部表面または正面と
物理的に接触していることが極めて好ましい。あるいは、これらのセグメント２４、５５
は、互いにわずかに離間されることで、各セグメントの反対側の端部の各々が必ずしも他
方と物理的に接触しないようにし得、かかる状況では、喫煙物品１０の長手方向軸と略垂
直に位置付けられる、スペーサーまたはスクリーン（図示しないが、例えば、図７の要素
１３４を参照）として働く追加のセグメントまたはスペーサー要素が、これらの２つのセ
グメントの物理的分離を提供すると同時に熱伝導関係を維持し得る。つまり、スペーサー
要素１３４は、好ましくは、熱伝導性であり得るか、かつ／または熱発生セグメント２４
からエアロゾル発生セグメント５５に熱を伝導するように配列され得る。
【００５２】
　エアロゾル発生セグメント５５の長手方向に延在する外側表面は、熱伝導性材料６０の
層（例えば、金属ホイルからなる層またはストリップ）から構築される。つまり、代表的
なエアロゾル発生セグメント５５は、金属ホイル６０のストリップの層によって長さに沿
って囲まれる複数のペレット及び／または他の適切な要素５８を保有する。代表的な金属
ホイルは、例えば、厚さが約０．０１ｍｍ～約０．０５ｍｍのアルミニウムホイルである
。好ましくは、金属ホイル６０は、エアロゾル発生セグメント５５の外側同軸表面の長さ
全体に沿って延在し、金属ホイルが、熱発生セグメント２４のエアロゾル発生セグメント
５５に隣接する領域において、熱発生セグメント２４（任意選択のスペーサー要素１３４
を含む）の外側同軸表面６３上に（即ち、少なくとも部分的に重なり合って）延在するこ
とも好ましい。
【００５３】
　エアロゾル発生セグメント５５の直下（及びフィルタセグメント４０の直上）には、タ
バコセグメント６８、または喫煙物品１０に長さ及び構造を提供すると同時に、使用中に
、風味を提供するか、さもなければ喫煙物品によって付与される官能特性を強化するよう
に働く他の種類のセグメントが位置している。示される実施形態については、タバコセグ
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メント６８は、エアロゾル発生セグメント５５から、またフィルタセグメント４０からも
物理的に分離しているとみなされ、示される実施形態については、これらのセグメントは
、エアロゾル発生セグメントの下流端がタバコセグメントの上流端に当接し、タバコセグ
メントの下流端がフィルタセグメントの上流端に当接するように、位置付けられる。代表
的なタバコセグメント６８は、囲んでいる紙包装材料７６中に巻かれた充填物またはタバ
コ充填剤７２のロールを保有し、よって、タバコロッドの一般的な形態を有する。一部の
態様では、最大約１０．５ｍｇのメントールが、タバコロッド中のタバコ、さもなければ
タバコセグメント６８に添加され得る。しかしながら、他の態様では、任意の香味剤また
は他の官能強化剤をエアロゾル発生セグメント５５に添加することが好ましい場合もある
。
【００５４】
　示される実施形態については、４つのセグメント（即ち、熱発生セグメント２４、エア
ロゾル発生セグメント５５、タバコロッドセグメント６８、及びフィルタセグメント４０
であり、これらのセグメントは当接する端と端の関係でそれぞれ配列されるように示され
る）の各々の形状は、略円筒形であり、セグメントの各々は、各端部にて開放しているこ
とで、空気がこれらのセグメントを通して容易に流れ得る（即ち、空気が上流端１４に入
り、下流端３８を出ることができる）ようにする。
【００５５】
　熱発生セグメント２４、エアロゾル発生セグメント５５、及びタバコセグメント６８は
、端と端で連続して位置付けられ、かつ、３つの物理的に分離しているが略当接している
円筒形セグメント（及び、例えば、任意選択のスペーサー要素（図示しないが、例えば、
図７中の要素１３４を参照）が熱発生セグメントの背面または下流領域とエアロゾル発生
セグメントの正面または上流領域との間に実装される場合は、任意の追加の円筒形セグメ
ント）を保有する略円筒形のロッドの形状を有するように配列される。これら３つの上流
セグメントは、次いで、それらの対応する外側同軸表面上で外側包装材料（即ち、紙シー
ト）８０と重ね合される。このように、３つの上流セグメントの組み合わせの結果として
、上流複合ロッド８４が提供される（例えば、図９を参照）。図示しないが、熱発生セグ
メント２４を覆う外側包装材料８０の領域の少なくとも一部分は、それを通した空気の伝
達のために、穿孔されるか、さもなければその領域を比較的通気性とするかまたは極めて
多孔質とする形態で提供され、かかる様式で、燃料要素の燃焼のための強化された大気源
が提供される。
【００５６】
　上流複合ロッド８４は、フィルタセグメント４０に物理的に接続する。示される実施形
態については、チッピング材料８８（例えば、チッピングペーパー）の層が、フィルタセ
グメント４０の外側周囲面及び複合ロッド８４の外側包装材料８０の隣接領域を囲む（即
ち、複合ロッド８４の少なくとも一部分と重なり合う）（図１２も参照）。任意選択の空
気希釈孔９２が、チッピング材料８８、タバコロッド６８の下にある外側包装材料８０及
び下にある包装材料７６の選択された領域を通して提供され得る。一部の態様では、空気
希釈孔９２は、例えば、約２４％の空気希釈を提供するように構成されてもよい。
【００５７】
　使用では、喫煙物品１０の吸い口端３８は、喫煙者の口内に挿入される。喫煙物品１０
の点火端１４に位置する燃料要素２７は、燃料要素が燃焼することによって熱を生成する
ように点火される（例えば、ライターを使用して）。燃料要素２７及びエアロゾル発生セ
グメント５５は、熱交換関係にあるように構成される。つまり、燃料要素２７の燃焼によ
って発生した熱は、その付近またはそれに隣接してエアロゾル発生セグメント５５中に位
置するビーズまたは他の要素５８を加熱するように作用する。加えて、燃料要素２７の燃
焼から生じる熱は、エアロゾル発生セグメント５５の長さを囲む熱伝導層６０に伝達され
、このようにして、エアロゾル発生セグメント内に位置するビーズ５８が加熱される。喫
煙者が喫煙物品１０の吸い口端３８を吸うと、空気が喫煙物品の点火端１４に進入し、燃
料要素２７によって加熱され、熱気がエアロゾル発生領域５５を通過することにより、そ
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のエアロゾル発生領域のビーズを加熱する。引き込まれた空気はまた、タバコロッドセグ
メント６８を通過し、フィルタ要素４０を出て、喫煙者の口内に入る。喫煙時、エアロゾ
ル発生セグメント５５の構成要素及びタバコロッド６８の構成要素に対する熱の作用から
発生した風味のあるエアロゾルは、喫煙者の口内に引き込まれる。つまり、図１を参照し
て説明する喫煙物品は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙに
よる「Ｅｃｌｉｐｓｅ」及び日本たばこ産業株式会社による「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏｎ
ｅ」という商品名で商業的に販売されている紙巻きタバコとほぼ同じ様式で使用され得る
。結果として、喫煙時、極めて好ましい喫煙物品１０は、エアロゾル発生セグメント５５
及びタバコロッドセグメント６８の揮発した構成要素から主に生じる風味のある可視の主
流エアロゾルをもたらし、その可視のエアロゾルは、タバコカットフィラーを燃焼する伝
統的な種類の紙巻きタバコの主流タバコ煙に多くの点で似ている。
【００５８】
　喫煙物品１０によって生成されるエアロゾルは、蒸気、ガス、浮遊粒子などの空気含有
構成要素を含むものである。エアロゾル構成要素は、何らかの形態のタバコ（及び任意選
択で、例えば、タバコが、燃料要素２７内に組み込まれるか、または絶縁体３０もしくは
囲んでいる包装３５内の構成要素として組み込まれる場合などに、燃焼して熱を発生させ
る他の構成要素）を燃焼させること、タバコを加熱し、タバコを焦がす（またはさもなけ
れば、例えば、燃焼している燃料要素２７と物理的に接触しているタバコビーズ５８が加
熱される場合などに、タバコに何らかの形態のくすぶり状態を起こさせる）ことによって
引き起こされるタバコの熱分解によって、及びエアロゾル形成材料を気化させることによ
って、発生させることができる。そのため、エアロゾルは、揮発した構成要素、燃焼生成
物（例えば、二酸化炭素及び水）、不完全燃焼生成物、及び熱分解の生成物を含有し得る
。好ましくは、不完全燃焼生成物及び熱分解の生成物のレベルは、タバコカットフィラー
を燃焼させることによって煙を生むタバコ生成物の特徴であるレベルと比較して非常に低
い。しかしながら、エアロゾル構成要素は、最も好ましくは、熱交換関係に位置する物質
に対する燃焼要素（及び任意選択で、燃焼して熱を発生させる他の構成要素）を燃焼させ
ることからの熱の作用によって、発生させてもよい。つまり、エアロゾルは、エアロゾル
発生セグメントの構成要素に対する熱発生セグメントの作用の結果として発生する。好ま
しくは、エアロゾル発生セグメントの構成要素は、これらの構成要素が、喫煙物品の通常
の使用条件中、（例えば、燃焼、くすぶり、または熱分解の結果として）かなりの程度の
熱分解を起こす傾向を有さないように、全体的な組成物を有し、喫煙物品内に位置付けら
れる。
【００５９】
　使用のために点火する前の喫煙物品１０の全体寸法は様々であり得る。典型的には、代
表的な喫煙物品は、約２４ｍｍ～約２７ｍｍの外周を有する円筒形状のロッドであり、約
７０ｍｍ～約１２０ｍｍ、多くの場合約８０ｍｍ～約１００ｍｍの全体長さを有する。代
表的な熱発生セグメント２４は、典型的には、最大約３０ｍｍ、多くの場合最大約２０ｍ
ｍ、頻繁には約１０ｍｍ～約１５ｍｍの長さを有する。エアロゾル発生セグメント５５は
、典型的には、最大約３０ｍｍ、多くの場合最大約２５ｍｍ、頻繁には約１０ｍｍ～約２
０ｍｍの長さを有する。頻繁には、タバコロッド６８セグメント及びフィルタ要素４０セ
グメントの各々の長さは、所望により様々であり得る。例えば、代表的なタバコロッドセ
グメント６８は、約２０ｍｍ～約５０ｍｍ、多くの場合約３０ｍｍ～約４０ｍｍの全体長
さを有し、代表的なフィルタセグメント４０は、約１０ｍｍ～約３５ｍｍ、多くの場合約
２０ｍｍ～約３０ｍｍの長さを有する。
【００６０】
　例の目的で、代表的な喫煙物品１０は、約８３ｍｍの長さ及び約２５ｍｍの外径を有す
る。かかる紙巻きタバコ１０は、約１２ｍｍの長さを有する円筒形の熱発生セグメント２
４、複数のビーズ５８からなり約１３ｍｍの長さを有する円筒形のエアロゾル発生セグメ
ント５５、約３７ｍｍの長さを有するタバコロッドセグメント６８、及び約２１ｍｍの長
さを有するフィルタセグメント４０を有する。フィルタセグメント４０は、約１０ｍｍの
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長さを有する可塑化酢酸セルローストウの円筒形プラグからなる上流ピース４２と、約１
１ｍｍの長さを有する蒸気接合された可塑化酢酸セルロース管からなる下流部品４７とを
有するツーピース構築である。紙巻きタバコの上流複合ロッド８４は、約２７ｍｍの幅を
有する長さ６２ｍｍの外側包装材料８０を使用して構築され、約２ｍｍのラップシームが
存在するように巻き付けられる。約０．０４ｍｍの厚さ、約１７ｍｍの長さ、及び約２５
ｍｍの幅を有する金属ホイル６０の層またはパッチは、エアロゾル発生セグメント５５の
長さ及び約４ｍｍの熱発生セグメント２４の隣接する下流領域の長さにわたって延在する
。エアロゾル発生セグメント５５は、略円筒形の中空空洞５７の形態を有し、この中に、
約０．５ｍｍ～約２ｍｍの平均直径または呼び径を有する約１２０～約１５０個の略球形
のビーズ５８（例えば、１．５ｍｍの呼び径を有する約１３０個の略球形のビーズ）の集
積が位置付けられる。例えば、重量約３００ｍｇ～約４００ｍｇ（好ましくは約３３５ｍ
ｇ～約３５０ｍｇ）の複数のビーズ５８が、そのエアロゾル発生セグメントを提供するよ
うに設計される空洞５７内に位置付けられ得る。好ましくは、十分なビーズがエアロゾル
発生セグメントの空洞５７中に装填されて、ビーズまたは他の好適な要素５８による、そ
の空洞の最大充填量の少なくとも約６５パーセントの充填、一部の例では、少なくとも約
７５パーセントの充填、他の例では、少なくとも約８５パーセントの充填、及び一部の状
況では、少なくとも約９５パーセントを提供する。フィルタセグメント４０は、フィルタ
セグメントの外側長手方向表面を取り巻き、かつタバコロッドセグメント６８を覆う外側
包装材料８０の隣接する１０ｍｍの領域に重なり合う、３０～４０ｇｓｍの取り囲んでい
る標準的なチッピングペーパーを使用して、上流複合ロッド８４に取り付けられる。個々
の空気希釈孔９２の外接環は、紙巻きタバコの吸い口極端３８から約１５ｍｍのところに
位置付けられる。
【００６１】
　図２を参照すると、図１の線２－２を参照してこれまでに記載した種類の喫煙物品１０
のエアロゾル発生セグメント５５の拡大断面図が示される。つまり、エアロゾル発生セグ
メント５５の外側の長手方向に延在する表面を包む熱伝導性金属ホイルまたはホイルスト
リップ６０、及び喫煙物品のそのセグメントを覆う外側包装材料８０の好ましい配列が示
される。複数のビーズまたは他の好適な要素５８が、金属ホイル６０の配列によって画定
される内側の長手方向に延在する管状空洞５７内に位置する。代表的なホイルは、約０．
０２ｍｍの厚さを有する。示される実施形態については、金属ホイル６０は、側方に延在
する各端部が他方に当接するように、略円形形状に形成される。例えば、これらの側方端
部は、互いに当接し得るか（図２に示す）、互いにほとんど当接し得るか（わずかな間隙
または空隙がこれらの２つの側方端部間に出るようにする）、側方端部の一方が他方とわ
ずかに重なり合い得るか、または側方端部がさもなければ互いに整列するように配列され
得る。一部の好ましい例では、金属ホイル６０の側方端部は、当接したまたはほとんど当
接した関係で会合してもよいが、側方端部は、必ずしも互いに接合、溶接、接着、あるい
は固定される必要はない。
【００６２】
　外側包装材料（即ち、細長い紙シート）８０の側方に延在する端部は、外側包装材料の
一方の側方端部部分が反対側の側方端部部分と重なり合うことによってラップまたは重複
ゾーン９５を形成するように配列される。好適な接着材料は、これらの側方端部部分を共
に固定することで、外側包装材料を熱発生セグメント５５の熱伝導性ホイル６０の周囲に
略管状の様式で固定するように、重複ゾーン９８の領域に適用される。代表的なラップシ
ーム接着材料は、Ｈｅｎｋｅｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＣｏｄｅ　２０１０－５７
として利用可能な接着配合物として提供される。例の目的で、代表的な外側包装材料は、
クエン酸ナトリウム及びクエン酸カリウムで処理された木材パルプ及び炭酸カルシウムか
らなる包装紙であり、これは、約５０ｇ／ｍ２の坪量を有し、Ｄｅｌｆｏｒｔ　Ｇｒｏｕ
ｐ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｐａｐｅｒｓ　Ｉｎｃ．からＩｔｅｍ　Ｉ．Ｄ．２０００８０
３３として利用可能である。加えて、例の目的で、金属ホイル６０及び外側包装材料８０
は、典型的には、好適な接着材料（例えば、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから
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Ｃｏｄｅ　３２－２２０Ｂとして利用可能な接着配合物）のコーティングを使用して、共
に接着または積層される。
【００６３】
　図３を参照すると、図１を参照してこれまでに説明された好ましい上流複合ロッドの外
側包装を提供するために用いられる包装材料または紙シート８０の連続ウェブの一部の図
が示される（図８も参照）。ボビンまたは他の好適な供給源からのテープ様ストリップと
して提供され得る代表的な連続ウェブ８０は約２７ｍｍの幅を有するため、ウェブは、約
２５ｍｍの外径及び約２ｍｍの重複シームを有する円筒形ロッドを提供するように設計さ
れる。金属ホイル６０などの熱伝導性ストリップの一連のパッチまたはストリップが、千
鳥状ではあるが一定した所定の合間でウェブ８０に沿って位置付けられる。各ホイルパッ
チまたはストリップ６０は、ホイルがエアロゾル発生セグメントの長さに沿って延在する
距離と大体対応する距離だけウェブの長さに沿って、熱発生セグメントの長さの少なくと
も一部に沿って、及び一部の例ではタバコロッドセグメントの長さの少なくとも一部に沿
って（場合による）、延在する。つまり、ホイルパッチまたはストリップ６０は、エアロ
ゾル発生セグメント５５の長さだけ包装材料８０に沿って長手方向に延在し、熱発生セグ
メント２４と少なくとも部分的に重なり合う。一部の例では、ホイルパッチまたはストリ
ップ６０はまた、長手方向に延在して、タバコロッドセグメント６８と少なくとも部分的
に重なり合ってもよい。所望の場合、図示しないが、様々な熱発生セグメントの場所の領
域に対応するウェブ８０の領域は、穿孔されるか、さもなければ多孔質もしくは透過性に
されて、それを通した空気の通過を強化し得る。２つの隣接するホイルパッチまたはスト
リップ６０間の分離の第１の距離ｆは、２つの熱発生セグメントの長さの合計から、各熱
発生セグメントがそれぞれのホイルパッチまたはストリップの各々によって被覆されるか
または重なり合う長さの２倍を引いた積に対応する。故に、例えば、各々の下流端が４ｍ
ｍの金属ホイル重複を有する、２４ｍｍの長さを有するツーアップ熱発生セグメント（即
ち、各々が１２ｍｍの長さの２つの熱発生セグメント）の場合、２つの隣接するホイルパ
ッチの分離の距離ｆは、１６ｍｍである。２つの隣接するホイルパッチ間の分離の第２の
距離ｔは、２つのタバコロッドセグメントの長さの合計に対応する。故に、例えば、７４
ｍｍの長さを有するツーアップタバコロッドセグメント（即ち、各々が３７ｍｍの長さの
２つのタバコロッド）の場合、２つの隣接するホイルパッチの分離の距離ｔは７４ｍｍで
あり、間隔は、ホイルパッチまたはストリップの一部が、タバコロッドセグメントの隣接
する領域を被覆するかまたはそれと重なり合う場合に、それに応じて減少する。故に、連
続ウェブの長手方向に沿った隣接するパッチまたはストリップの間隔は、ｆ、ｔ、ｆ、ｔ
、ｆ、ｔ（以降同様）の千鳥状の交互になったパターンである。結果として、金属ホイル
ストリップまたはパッチ６０は、千鳥状ではあるが一定した繰り返しパターンで連続ウェ
ブ８０上に位置し、最も好ましくは、金属ホイルのパッチまたはストリップは、各パッチ
が喫煙物品の対応するエアロゾル発生セグメントの場所と整列するように、所定の様式で
位置付けられ、整列される。加えて、代表的なホイルパッチは各々、約２５ｍｍの幅を有
し、距離ｓによって示されるように、重複シームを提供するように意図されるウェブ８０
の領域を覆わないように、側方に位置付けられる。光監視デバイス及び／または他の監視
デバイスが、組立機械内にまたは組立機械と共に含まれ得、喫煙物品の組み立て中に、他
の喫煙物品構成要素（例えば、加熱要素／熱発生セグメント及びタバコロッド／タバコロ
ッドセグメント）とのホイルパッチ／ストリップの正確な整列／位置合わせを維持するた
めに、その操作内に組み込まれ得る。
【００６４】
　図４を参照すると、一連のツーアップ上流複合ロッド１０８からなる連続ロッド１０５
の一部が示される。連続した一連のツーアップ熱発生セグメント１１０、エアロゾル発生
セグメント５５、ツーアップタバコロッドセグメント１１５、及びエアロゾル発生セグメ
ント５５が示される。次いで、各ツーアップ熱発生セグメント１１０は、示されるように
線５－５に沿って、その長手方向軸に垂直または水平に半分に切断される。このように、
中間ツーアップ熱源セグメント１１０及び中間ツーアップタバコロッドセグメント１１５



(18) JP 6599329 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

の連続パターンは、金属ホイルパッチまたはストリップによって画定される各エアロゾル
発生セグメント５５に対して外側包装材料８０の連続ウェブ上に配列され、各々がエアロ
ゾル発生セグメント５５の場所を画定するかかる金属ホイル６０のセグメントを、外側包
装材料８０に長手方向に沿う、離間され、あらかじめ選択された領域において保有する、
外側包装材料の連続ウェブも提供される。
【００６５】
　連続ウェブまたは紙シート上でのかかるホイルストリップまたはセグメント６０の位置
付けは、あらかじめ決められたパターン化関係でずらして成される。つまり、示される実
施形態については、ホイルセグメント６０の一端を隣接するホイルセグメントの反対側の
端部６０から離している距離は、ツーアップタバコロッド１１５の長さに等しく、一方で
、そのホイルセグメント６０のもう一方の端部をもう一方の隣接するホイルセグメント６
０から離している距離は、ツーアップ熱源セグメント１１０の長さからそのセグメント１
１０の各端部での重複部を引いたものと等しい。このように、例えば、一連の連続ツーア
ップロッドの製造に使用される連続ウェブについては、ツーアップタバコロッド、ホイル
ストリップ、ツーアップ熱発生セグメント、ホイルストリップ、ツーアップタバコロッド
、ホイルストリップ、ツーアップ熱発生セグメント、ホイルストリップ（以降同様）のそ
のウェブ上の連続配列が提供される。
【００６６】
　連続ウェブまたは細長い紙シート８０は、様々なセグメントと重なり合い、ホイルスト
リップ６０の場所によって画定される領域１２０における中空の長手方向に延在する空洞
５７の種類を創出するように形成される。つまり、外側包装材料８０は、熱発生セグメン
ト２４及びタバコロッドセグメント６８の周りに多くても部分的に巻き付けられ（即ち、
細長い「Ｕ」字チャネルを形成するように）、その中に、隣接する熱発生セグメント２４
及びタバコロッドセグメント６８と、それらの間に配設される熱伝導性ストリップ６０と
の協働によって画定される１つ以上の離間した空洞を形成し得る。かかる部分的な巻き付
けは、例えば、組み立て機構によって、外側包装材料８０が、それと係合した熱発生セグ
メント２４及びタバコロッドセグメント６８の対応する周縁に対して付勢され、周縁と部
分的に一致することで、提供され得る。このようにして形成される連続ロッドの完全な重
複を提供する前に、所定の量のビーズまたは他の適切な要素５８が、隣接する熱発生セグ
メント２４及びタバコロッドセグメント６８と、それらの間に配設される熱伝導性ストリ
ップ６０との協働によって画定される各空洞５７中に配設される。こうして、連続ロッド
１０５を封止すると、各完全に製造されたエアロゾル発生セグメント５５が形成される。
【００６７】
　したがって、本開示のかかる態様は、開示の喫煙物品を形成するための方法及び装置を
提供し、これは、複数のエアロゾル発生要素が、喫煙物品への送達及び喫煙物品中の組み
込みのために、まとまった形態にあるか、あるいは複数のエアロゾル発生要素をまとまっ
た形態で維持するために担持部材によって担持されることを必ずしも必要とすることなく
、複数の個別のエアロゾル発生要素を喫煙物品に組み込むことを可能にする。しかしなが
ら、当業者は、複数のエアロゾル発生要素を担持部材の有無に関わらずまとまった形態で
組み込むことが、本開示の更なる態様として実装され得ることを理解するであろう。更に
、本開示の装置及び方法のかかる態様は、例えば、円筒形部材を外側包装材料から事前に
形成し、その後、個別のエアロゾル発生要素を含む様々な構成要素を、喫煙物品内におけ
る適切な長手方向の位置決めのために、円筒形部材の端部に長手方向に通して挿入するこ
とに伴う複雑性を回避する。複数のエアロゾル発生要素は、外側包装材料の長さに沿って
適切な場所に配設される空洞５７に直接挿入され得、挿入時に、慎重に配置された熱発生
セグメント（及び任意選択のスペーサー要素）及びタバコロッドセグメントによって適切
に支持されるため、より高速の製造プロセスが実現され得（即ち、喫煙物品は、例えば、
構成要素のうちのいずれかを、形成時の外側包装材料に、その長手方向端部の一方を通し
て導入するために、「インライン」または単一の配向（即ち、水平配向）で、その配向を
変化させることなく製造され得）、加えて、熱伝導性ストリップ／ホイルなどの喫煙物品
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の様々な他の構成要素を外側包装材料との係合に持ち込むことにおけるより優れた効率性
、正確性、及び的確性も実現され得る。このように、大幅なコスト削減も実現され得る。
【００６８】
　代表的な喫煙物品が製造される様式は異なり得る。包装材料のウェブまたはボビンは、
既知の技法を使用して製造及び供給され得る。金属ホイルまたは好適な熱伝導性ストリッ
プの様々なパッチまたはストリップも、既知の技法を使用して製造及び供給され得る。ホ
イルのパッチまたはストリップは、Ｍｏｎｔｒａｄｅ　Ｓｒｌ　ａｎｄ　Ｓｔｒｏｕｓｅ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって供給されるものなどの機器を使用して、包装材料の連
続ウェブ上の所定の位置に適用され得る。上流複合ロッドの様々なセグメントは、Ｈａｕ
ｎｉ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＡＧからＭｅｒｌｉｎとして、Ｍｏｎｔｒａｄｅから
Ｃｏｍｂｉとして利用可能なものなどの機器を使用して、連続ウェブ上の所定の位置に配
列され得る。次に、その連続した部分的に形成されたロッドに沿って創出される様々な空
洞は、ペレット、ビーズ、フレーク、充填剤、もしくは他の適切な要素、またはこれらの
組み合わせで充填され得る。エアロゾル形成構成要素を提供する材料で様々な空洞を充填
することは、空気圧式機器、あるいは所望の材料または適切な要素によるこれらの空洞の
滴下もしくは下方または重力促進性充填を提供するための他の好適な手段を使用して達成
され得る。こうして形成された部分的に封止された連続ロッドは、次に、ロッド形成ユニ
ット（例えば、連続フィルタロッドの生産用にタバコ業界において一般的に使用される種
類のデバイス）に運ばれ、ホイルストリップ６０及び／または連続ウェブ８０を封止して
、複合ロッドの繰り返しパターンからなる連続ロッドを形成する。
【００６９】
　図５を参照すると（図１０も参照）、図４に示す連続ロッドを、各ツーアップ熱発生セ
グメントの中心を通過して一定の合間で切断する（例えば、連続ロッドの各ツーアップ熱
発生セグメントがその長手方向中心で切断される）代表的なツーアップ上流複合ロッド１
０８が示される。かかる複合ロッド１０８は、一連のツーアップ上流複合ロッドとして提
供され、各々は、各端部にて中央ツーアップタバコロッド１１５及び熱発生セグメント２
４を有する（即ち、ツーアップタバコロッドの内側セグメントは、共通のタバコロッドと
して互いに接合された２つの中間セグメントとして構成される）。かかるツーアップ上流
複合ロッドは、喫煙物品の製造中の取り扱いを促進し得る。例えば、ツーアップロッドは
、標準的な種類の紙巻きタバコ構成要素の加工及び製造機器を使用して加工され得る。次
いで、各ツーアップ上流複合ロッドは、その長手方向軸に垂直に半分に切断されて（即ち
、図５の線５－５及び図１０の線１０－１０によって策定される場所にてツーアップタバ
コロッドを通して）、２つの別々の上流複合ロッドを提供する。
【００７０】
　図６を参照すると（図１１も参照）、上流複合ロッド８４をツーアップフィルタセグメ
ント１３０の各端部に位置付けることによって提供される代表的なツーアップフィルタ付
き紙巻きタバコ１２０が示される。各上流複合ロッドは、チッピング材料を使用してツー
アップフィルタセグメントの各端部に取り付けられて、ツーアップフィルタ付き紙巻きタ
バコを提供する（即ち、互いに接合された２つの中間フィルタセグメントの構成を有する
共通のフィルタセグメントによって互いに接合される２つの中間紙巻きタバコ）を提供す
る。続いて、各ツーアップフィルタ付き紙巻きタバコは、その長手方向軸に垂直に半分に
切断されて（即ち、図６の線６－６及び図１１の線１１－１１によって策定される場所に
てツーアップフィルタ要素を通して）、２つの最終フィルタ付き紙巻きタバコを提供する
（例えば、図１２を参照）。
【００７１】
　図７を参照すると、図１を参照してこれまでに示したものと概して同様の喫煙物品１０
が示される。喫煙物品１０は、エアロゾル発生セグメント５５の外側同軸表面を提供する
熱伝導層（即ち、ホイルストリップ６０）を保有する。熱伝導層６０はまた、熱発生セグ
メント２４とエアロゾル発生セグメント５５の複数のビーズまたは他の適切な要素５８と
の間に位置付けられる任意選択のスペーサーセグメント１３４を覆う。典型的には、スペ



(20) JP 6599329 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

ーサーセグメント１３４は、略円筒形の形状であり、ワンピース構成であり、引き込まれ
た空気を通過させるように通気性である。最も好ましくは、スペーサーセグメント１３４
は、燃料要素２７の燃焼によって発生した熱がエアロゾル発生領域５５に容易に伝導する
ように熱伝導性の性質である。スペーサーセグメントの長さは様々であり得、そのセグメ
ントは上流複合ロッド８４の長さに沿って約５ｍｍ～約１０ｍｍ延在する。典型的には、
スペーサーセグメント１３４は、耐熱性材料、例えば、多孔質セラミック、多孔質黒鉛材
料、金属メッシュまたはスクリーン、高温耐熱プラスチックなどからなる。一部の例では
、スペーサー要素１３４は、例えば、長手方向に延在する空気通路を含んでもよく、これ
は、設計／製造中に形成されるか、それを通してドリル穿孔されるか、さもなければその
製造中にスペーサー要素に金型成形されるか、押し出しされるか、または成形される。所
望の場合、スペーサーセグメント１３４は、セリウムもしくは銅イオンもしくは酸化物、
ならびに／またはセリウム及び銅イオンの塩を組み込む材料などの触媒材料を組み込み得
る。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第８，
４６９，０３５号、ならびにＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許出願公開第２００７／０２１
５１６８号及びＢａｎｅｒｊｅｅらの同第２０１１／０１８００８２号を参照されたい。
【００７２】
　熱伝導層またはホイルストリップ６０は、熱発生セグメント２４の外側の長手方向に延
在する表面を、エアロゾル発生セグメントに隣接するその領域１３８において取り囲む（
かつ少なくとも部分的に長手方向に重なり合う）。熱伝導層６０はまた、タバコロッド６
８の外側の長手方向に延在する表面を、エアロゾル発生セグメント５５に隣接するその領
域１４０において取り囲む（かつ少なくとも部分的に長手方向に重なり合う）。例えば、
熱伝導層６０は、熱発生セグメント２４の下流長手方向表面の上に約２ｍｍ～約６ｍｍ延
在するか、または重なり合ってもよく、熱伝導性層は、タバコロッドセグメント６８の上
流長手方向表面の上に最大約１０ｍｍ延在するか、または重なり合ってもよい。
【００７３】
　フィルタ要素４０は、タバコロッドセグメント６８の一端に隣接する上流複合ロッド８
４の一端に位置付けられて、これらのセグメントが、端と端の関係で軸方向に整列され、
互いが当接し、それらの間にいずれの障壁もないようにする、ワンピースセグメントであ
る。好ましくは、これらの整列したセグメント２４、５５、１３４、６８の全般的な断面
形状及び寸法は、喫煙物品１０の長手方向軸に垂直な端面図で見た場合に、互いに本質的
に同一であり、これらのセグメントは、外側包装材料８０の層によって取り囲まれる。熱
発生セグメント５５を覆う外側包装材料８０の領域には一連の孔１５０が提供され（例え
ば、外側包装材料のその領域は、例えば、一連の静電穿孔、機械的パンチ穿孔、またはレ
ーザ穿孔で穿孔される）、それにより、熱発生領域の周りに多孔質外側包装を提供するこ
とで熱発生セグメントの長手方向に延在する領域を通した空気の通過を可能にする。フィ
ルタ要素は、その長手方向に延在する表面に沿って取り囲みプラグラップ材料４５と重な
り合うフィルタ材料４４を保有する。紙巻きタバコは、チッピング材料８８及びフィルタ
要素のプラグラップ４５を通した複数の孔９２の外接環を組み込むことによって、空気希
釈され得る。一例では、フィルタ材料４４は可塑化酢酸セルローストウを含む。フィルタ
要素４０の両端は、そこを通る引き込まれた空気の通過を可能にするために開放している
。かかる紙巻きタバコは、図３～６を参照してこれまでに説明した材料及び技法の好適な
改変によって組み立てることができる。
【００７４】
　熱発生セグメントの構成要素は様々であり得る。熱発生セグメントの１つの構成要素は
燃料要素である。好適な熱発生セグメント及び関連するその燃料要素、ならびに代表的な
その構成要素、設計、及び構成、加えてこれらの熱発生セグメント及びその構成要素を生
産するための様式及び方法は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｂａｎｅｒｊｅｅら
の米国特許第４，７１４，０８２号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第４，７５６，３１８号、
Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第４，８８１，５５６号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第４，９８９
，６１９号、Ｆａｒｒｉｅｒらの同第５，０２０，５４８号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第
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５，０２７，８３７号、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの同第５，０６７，４９９号、Ｆａｒｒｉｅ
ｒらの同第５，０７６，２９７号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第５，０９９，８６１号、Ｂ
ａｎｅｒｊｅｅらの同第５，１０５，８３１号、Ｗｈｉｔｅらの同第５，１２９，４０９
号、Ｂｅｓｔらの同第５，１４８，８２１号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第５，１５６，１
７０号、Ｒｉｇｇｓらの同第５，１７８，１６７号、Ｓｈａｎｎｏｎらの同第５，２１１
，６８４号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第５，２４７，９４７号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの同
第５，３４５，９５５号、Ｂａｒｎｅｓらの同第５，４６９，８７１号、Ｒｉｇｇｓの同
第５，５５１，４５１号、Ｍｅｉｒｉｎｇらの同第５，５６０，３７６号、Ｍｅｉｒｉｎ
ｇらの同第５，７０６，８３４号、Ｍｅｉｒｉｎｇらの同第５，７２７，５７１号、Ｂｏ
ｒｓｃｈｋｅらの同第７，８３６，８９７号、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの同第８，１１９，５
５５号、及びＢａｎｅｒｊｅｅらの同第８，４６９，０３５号、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米
国特許出願公開第２００５／０２７４３９０号、Ｃｒｏｏｋｓらの同第２００７／０２１
５１６７号、及びＢａｎｅｒｊｅｅらの同第２００７／０２１５１６８号、ならびにＳｔ
ｏｎｅらの米国特許出願第１３／４４８，８３５号、及びＣｏｎｎｅｒらの同第１４／０
３６，５３６号に記載されている。他の代表的な種類の熱発生セグメント及び関連する燃
料要素は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｒｏｂｅｒｔｓらの米国特許第４，８１
９，６５５号、またはＴａｋｅｕｃｈｉらの米国特許出願公開第２００９／００４４８１
８号に記載されている。
【００７５】
　典型的には、好ましい燃料要素は、炭素含有量が高い可燃性炭素質材料を含み、黒鉛ま
たはアルミナなどの成分も含み得る。代表的な炭素質燃料要素は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌ
ｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名「Ｐｒｅｍｉｅｒ」及び「Ｅｃｌ
ｉｐｓｅ」として、ならびに日本たばこ産業株式会社によって「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏ
ｎｅ」として商業的に販売されている紙巻きタバコ内に組み込まれている種類の燃料要素
の構成及び構成要素の種類を保有し得る。
【００７６】
　熱発生セグメントは、最も好ましくは、絶縁体（例えば、不織マットまたはガラスフィ
ラメントもしくはガラス繊維の層）、または他の好適な材料によって取り囲まれるか、さ
もなければ被覆される燃料要素を保有する。絶縁体はまた、例えば、絶縁体の内層、再構
成タバコ紙の中間層、及びを絶縁体の外層を含む多層構成で提供され得る。絶縁体は、燃
料要素を喫煙物品内の適所に支持、維持、及び保持するように構成され、用いられ得る。
好ましくは、円筒形燃料要素は、同心円状に配向され、その長手方向に延在する表面に沿
って絶縁体と重なり合う。絶縁体材料、絶縁体組立体の構成要素、熱発生セグメント内の
代表的な絶縁体組立体の構成、絶縁体組立体のための包装材料、ならびにこれらの構成要
素及び組立体を生産するための様式及び方法の例は、参照により本明細書に組み込まれる
、Ｐｒｙｏｒらの米国特許第４，８０７，８０９号、Ｈａｎｃｏｃｋらの同第４，８９３
，６３７号、Ｂａｒｎｅｓらの同第４，９３８，２３８号、Ｓｈａｎｎｏｎらの同第５，
０２７，８３６号、Ｌａｗｓｏｎらの同第５，０６５，７７６号、Ｗｈｉｔｅらの同第５
，１０５，８３８号、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの同第５，１１９，８３７号、Ｃｌｅａｒｍａ
ｎらの同第５，２４７，９４７号、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの同第５，３０３，７２０号、Ｃ
ｌｅａｒｍａｎらの同第５，３４５，９５５号、Ｃａｓｅｙ，ＩＩＩらの同第５，３９６
，９１１号、Ｗｈｉｔｅの同第５，５４６，９６５号、Ｍｅｉｒｉｎｇらの同第５，７２
７，５７１号、Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎらの同第５，９０２，４３１号、Ｃｏｏｋらの同第５
，９４４，０２５号、Ｔｈｏｍａｓらの同第８，４２４，５３８号、及びＳｅｂａｓｔｉ
ａｎらの同第８，４６４，７２６号、Ｓｔｏｎｅらの米国特許出願公開第２０１２／００
４２８８５号、ならびにＣｏｎｎｅｒらの米国特許出願第１４／０３６，５３６号に記載
されている。絶縁体組立体は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙによって商品名「Ｐｒｅｍｉｅｒ」及び「Ｅｃｌｉｐｓｅ」として商業的に販売され
ている、ならびに日本たばこ産業株式会社によって「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏｎｅ」紙巻
きタバコとして販売されている種類の紙巻きタバコの熱発生セグメント内に組み込まれて
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いる。
【００７７】
　エアロゾル発生セグメントの構成要素は様々であり得る。エアロゾル発生セグメントは
、気化されるか、エアロゾル化されるか、または使用中に喫煙物品を通して引き込まれる
空気中に取り込まれ得る構成要素を組み込む。最も好ましくは、これらの構成要素は、官
能効果及び感覚刺激効果、例えば、芳香、風味、口当たり、可視エアロゾルの知覚などを
提供する。吸っている間に喫煙者の口内に引き込まれるエアロゾル発生セグメントの構成
要素の例としては、水（例えば、水蒸気として）、可視エアロゾル形成材料（例えば、グ
リセリン）、様々な揮発性香味剤（例えば、バニリン及びメントール）、タバコの揮発性
構成要素（例えば、ニコチン）などが挙げられる。
【００７８】
　好ましいエアロゾル形成材料は、それに十分な熱が提供される際に、あるいは喫煙物品
の構成要素を使用したエアロゾル形成条件の作用によって、可視エアロゾルを生成する。
極めて好ましいエアロゾル形成材料は、「煙様」であるとみなされ得る可視エアロゾルを
生成する。好ましいエアロゾル形成材料は、タバコを燃焼させることで生成される煙の化
学的性質に比べて化学的に単純である。好ましい可視エアロゾル形成材料はポリオールで
あり、例示的な好ましいエアロゾル形成材料としては、グリセリン、プロピレングリコー
ル、及びこれらの混合物が挙げられる。所望の場合、エアロゾル形成材料は、水などの他
の液体材料と組み合わせることができる。例えば、エアロゾル形成材料配合物は、グリセ
リンと水との混合物、またはプロピレングリコールと水との混合物を組み込み得る。例え
ば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２０１０
／０１８６７５７号で参照されている様々なエアロゾル形成材料を参照されたい。
【００７９】
　エアロゾル形成材料は、これらのエアロゾル材料を喫煙物品の所望の領域内に維持する
ように、基材によって担持または支持される。例示的な基材材料、及びエアロゾル形成材
料を組み込む例示的な配合物は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｅｎｓａｂａｕ
ｇｈらの米国特許第４，７９３，３６５号、Ｗｈｉｔｅの米国特許第４，８９３，６３９
号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，０９９，８６１号、Ｊａｋｏｂらの米国特許第
５，１０１，８３９号、Ｇｅｎｔｒｙらの米国特許第５，１０５，８３６号、Ｂｒｉｎｋ
ｌｅｙらの米国特許第５，１５９，９４２号、Ｃｌｅａｒｍａｎらの米国特許第５，２０
３，３５５号、Ａｒｚｏｎｉｃｏらの米国特許第５，２７１，４１９号、Ｌｅｋｗａｕｗ
ａらの米国特許第５，３２７，９１７号、Ｃａｓｅｙ，ＩＩＩらの米国特許第５，３９６
，９１１号、Ｙｏｕｎｇらの米国特許第５，５３３，５３０号、Ｃｌｅａｒｍａｎの米国
特許第５，５８８，４４６号、Ｊａｋｏｂらの米国特許第５，５９８，８６８号、及びＹ
ｏｕｎｇらの米国特許第５，７１５，８４４号、ならびにＮｅｓｔｏｒらの米国特許出願
公開第２００５／００６６９８６号に記載されている。Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉ
ｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔ
ｙｐｅｓ　ｔｈａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉｎｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ，Ｒ
．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ（１９
８８）も参照されたい。例示的な基材材料は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃ
ｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名「Ｐｒｅｍｉｅｒ」及び「Ｅｃｌｉｐｓｅ」として商
業的に販売されている種類の紙巻きタバコ内に組み込まれている。
【００８０】
　本明細書で使用される場合、「ペレット」及び「ビーズ」という用語は、炭素片、ペレ
ットに切断した押し出し炭素片、アルミナビーズ、マルメライザー処理された（ｍａｒｕ
ｍａｒｉｚｅｄ）タバコ片など、またはこれらの組み合わせを含み得る、ビーズ、ペレッ
ト、または他の個別の小型ユニットもしくはそのピースを含むことを意味する。例えば、
ペレットまたはビーズは、所望のサイズ及び形状に形成、切断、または紡績された後、所
望の構成を保持するように乾燥される、粉砕タバコ薄板、充填剤（例えば、粒状炭酸カル
シウム）、香味剤、可視エアロゾル形成材料、及び結合剤（例えば、カルボキシメチルセ
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ルロース）の湿式混合物またはスラリーからなる略円筒形または球形の押し出しまたは圧
縮されたペレットまたはビーズであり得る。しかしながら、かかる「ペレット」または「
ビーズ」は、任意の好適な要素または要素の組み合わせを含み得ることで、本明細書に開
示の好ましい態様を満たす。例えば、ビーズまたはペレットの一部または全ては、感熱性
であることで、空洞内に堆積されて熱に曝露されると、その破裂によりグリセリンならび
にタバコ風味及び／またはニコチンが放出されるようする、球形カプセルを含み得る。ま
た、ビーズは、アルミナ、または吸収性粘土、またはシリカ、または吸収性炭素からなり
、エアロゾル形成剤を保持及び放出し得る。更に、一部の態様では、ビーズ／ペレットは
、例えば、熱伝導性黒鉛、熱伝導性セラミック、金属、ホイル上に投じられたタバコ、グ
リセリン及び香味剤（複数可）などの適切なエアロゾル発生物質を含ませた金属もしくは
他の好適な材料、または所望のビーズ／ペレットに適切に形成された好適なキャストシー
トなどの熱伝導性材料を含んでもよい。１つの特定の例では、ビーズ／ペレット（粒子）
は、約１５％～約６０％の微粉砕タバコ（例えば、オリエンタル、バーレー、及び黄色種
タバコのブレンド、または本質的に全て黄色種のタバコ）、約１５％～約６０％の炭酸カ
ルシウムの微粉砕粒子（または微粉砕粘土もしくはアルミナ粒子）、約１０％～約５０％
のグリセロール（及び任意選択で少量の香味剤）、約０．２５％～約１５％の結合剤（好
ましくは、カルボキシメチルセルロース、グアーガム、カリウム、またはアルギン酸アン
モニウム）、及び約１５％～約５０％の水からなり得る。別の例では、ビーズ／ペレット
（粒子は）、約３０％の微粉砕タバコ（例えば、オリエンタル、バーレー、及び黄色種タ
バコのブレンド、または本質的に全て黄色種のタバコ）、約３０％の炭酸カルシウムの微
粉砕粒子（または微粉砕粘土もしくはアルミナ粒子）、約１５％のグリセロール（及び任
意選択で少量の香味剤）、約１％の結合剤（好ましくは、カルボキシメチルセルロース、
グアーガム、カリウム、またはアルギン酸アンモニウム）、及び約２５％の水からなり得
る。かかる例では、粒子は、グリセロールを保持及び放出するように圧縮されてもよく、
圧縮時に、エアロゾル発生構成要素の移動を促進して効率的なエアロゾル形成を助長する
多孔質マトリックスを形成し得る。炭酸カルシウムまたは他の無機充填剤は、粒子内の多
孔性の創出を支援し、また熱を吸収するようにも機能し得、これは、一部の例では、エア
ロゾル発生構成要素の焼け焦げを制限し得るか、さもなければ防止し得、かつエアロゾル
形成を支援し助長し得る。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｂａｎｅｒｊｅ
ｅらの米国特許第５，１０５，８３１号、及びＣｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２０
０４／０１７３２２９号、Ｃｏｎｎｅｒらの同第２０１１／０２７１９７１号、及びＳｔ
ｏｎｅらの同第２０１２／００４２８８５号に記載されている種類の材料も参照されたい
。
【００８１】
　一部の態様では、エアロゾル発生要素が、例えば、上述の様々な種類の材料から鋳造ま
たは押し出しされるビーズまたはペレット（即ち、タバコ抽出物及びグリセリンを含む黒
鉛ビーズ）を含む場合、「湿っている」間または乾燥前に、例えば、隣接するローラ要素
間で圧延されて、対応するビーズ／ペレットの形状を平らにし得る。一部の例では、上記
の様々な種類の材料は、フィラメント状ストランドの形態で押し出しされてもよく、エア
ロゾル発生セグメントにおける適用のために、これらのストランドを寄せ集めて、円筒形
ロッドまたは他の好適に（即ち、さもなければエアロゾル発生セグメントを形成するため
に使用されるビーズ／ペレットに相対するサイズで）成形された材料を形成し得る。乾燥
後、平らにしたビーズ／ペレットは、次に、細断されるかあるいは加工されて、例えば、
ストランド、フレーク、あるいは平らであるかまたは丸まりを阻止もしくは防止する平面
セグメントを含む他の充填剤構成を形成し得る。細断プロセスから得られるいずれのラン
ダム構成も十分であり得る。かかる例では、平らにされ細断されたビーズ／ペレットは、
次に、エアロゾル発生要素として、長手方向に延在する空洞５７内に堆積され得、その不
規則またはランダムな構成は、例えば、エアロゾル発生セグメント全体を通した複数の中
間空所を助長し得、中間空所は、次いで、熱発生セグメントから空洞内の個々のエアロゾ
ル発生要素への熱伝達を助長し得る。つまり、エアロゾル発生セグメント内の中間空間中
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の空気の加熱は、エアロゾル発生要素のより多くを熱発生セグメントからの熱に曝露し、
故にエアロゾル発生セグメントの強化された、あるいは改善した加熱をもたらし得る。
【００８２】
　一部の態様では、ビーズ／ペレットは、ホイル／紙積層物上に投じられたタバコ材料か
ら生じ得る。より具体的には、タバコ材料は、例えば、再構成タバコ、グリセリン、及び
結合材料を含むスラリーを含み得る。かかるタバコ材料は、例えば、参照により本明細書
に組み込まれる、Ｊａｋｏｂらの米国特許第５，１０１，８３９号、Ｃｒｏｏｋｓらの米
国特許出願第２０１０／０１８６７５７号に開示されている。加えて、スラリーは、粒状
無機材料（即ち、炭酸カルシウム）を組み込み得る。スラリーは、例えば、併せて参照に
より本明細書に組み込まれる、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願第２０１０／０１８６７５
７号、及びＣａｎｔｒｅｌｌらの米国特許第７，６４７，９３２号に開示されているよう
に、ホイル－紙積層物の紙要素上に投じられ、組み立てられたキャストシート製品は、次
に、例えば、熱の適用によって（即ち、熱風、マイクロ波乾燥などによって）乾燥される
。紙要素は、例えば、特定の多孔性またはテクスチャを有することで、例えば、スラリー
とホイルとの間の直接接触によって、スラリーとの密接な接触及び相互作用を助長し得る
。しかしながら、本明細書に提示の例示的な態様は、タバコ材料（即ち、スラリー）を金
属ホイルまたは他の好適な薄膜熱伝導体上に直接投じることを除外しない。かかる積層物
は、投じられると、喫煙物品におけるタバコ基材として使用するために、例えば、ロッド
形状の形態に丸められるなど、様々な構成に形成され得る。例えば、かかるロッド形状基
材がＲ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名「Ｅｃ
ｌｉｐｓｅ」として商業的に販売されている種類の紙巻きタバコ内に組み込まれている、
Ｂａｒｎｅｓらの米国特許第５，４６９．８７１号を参照されたい。しかしながら、本適
用の対応では、乾燥させたキャストシート（即ち、ホイル／紙／タバコ材料は、細断され
るか、さいの目に切られるか、さもなければ複数のキャストシート部分要素に分離され得
、かかる要素の各々は、好ましくは、紙要素の一部と密接に相互作用するタバコ材料（即
ち、基材）の一部を含み、この紙要素は、同様にホイル－紙積層物のホイル要素の一部と
密接に接触している。複数のキャストシート部分要素は、次に、基材を形成するエアロゾ
ル発生要素の全てまたは一部として、本明細書に開示の喫煙物品の長手方向に延在する空
洞内に堆積され得る。
【００８３】
　当業者は、一部の状況においては、エアロゾル発生要素の全てまたは一部として空洞内
に挿入されたキャストシート部分要素が、協働して、これらのキャストシート部分要素の
一部を形成するタバコ材料または空洞内の当接要素への改善した熱伝達を助長し得ること
を理解するであろう。より具体的には、一部の例では、熱発生セグメントからエアロゾル
発生要素／基材材料を形成するタバコ材料への熱伝達は、空洞の外周及びそれと接触して
いるエアロゾル発生要素を加熱するための熱発生セグメントからの熱を伝導するための追
加の機構を形成する熱伝導性ストリップによって、それらの間の接触点を越えたところで
制限され得る。エアロゾル発生要素の全てまたは一部として空洞内に挿入されたキャスト
シート部分要素を含む態様では、キャストシート部分要素に関連するホイル要素の熱伝導
部分は、例えば、エアロゾル発生セグメントを通してタバコセグメントへと内側に延在す
る複数の追加の熱伝導経路を形成し得る。つまり、熱発生セグメントとエアロゾル発生セ
グメントとの間、及び熱伝導性（周縁）ストリップと空洞内の外側エアロゾル発生要素と
の間の直接接触に加えて、エアロゾル発生要素の全てまたは一部として使用されるキャス
トシート部分要素は、空洞内のエアロゾル発生要素全体にちりばめられる追加の熱伝導性
要素を提供し、それにより、熱発生セグメントからエアロゾル発生セグメントの空洞内の
エアロゾル発生要素への熱伝達を強化または改善し得る。つまり、１つの特定の有利であ
る可能性のある本適用の態様は、熱伝導性要素を開示の喫煙物品のエアロゾル発生セグメ
ント全体にちりばめて、熱発生セグメントからエアロゾル発生セグメント内のエアロゾル
発生要素への熱伝達を改善することを伴う。かかる態様の達成において、例えば、Ｂａｒ
ｎｅｓらの米国特許第５，４６９．８７１号によって開示されている、例えば、Ｒ．Ｊ．
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Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって商品名「Ｅｃｌｉｐｓｅ」
として商業的に販売されている種類の紙巻きタバコに組み込まれている基材を形成するキ
ャストタバコシート基材材料などの、同様の製品中に実装されている基材材料を細断する
かまたは加工することが、更に有利であり得る。
【００８４】
　ペレットまたは他の要素は、滑らかで規則的な外形（例えば、球形、円筒、卵形など）
を有し得、かつ／または不規則な外形（例えば、細断片、フレークなど）を有し得る。一
例では、各ペレットの直径は、約０．０５ｍｍ未満～約２ｍｍの範囲であり得る。ペレッ
トまたは他の要素は、本明細書に記載の喫煙物品のエアロゾル発生空洞領域を少なくとも
部分的に充填し得る。一例では、空洞の容積は、約５００ｍｍ３～約７００ｍｍ３の範囲
であり得る（例えば、空洞直径が約７．５～約７．８ｍｍであり、空洞長さが約１１～約
１５ｍｍであり、空洞が喫煙物品に沿って長手方向に延在する略円筒形状を有する、喫煙
物品の空洞）。一例では、空洞内のペレットの質量は、約２００ｍｇ～約５００ｍｇの範
囲であり得る。
【００８５】
　エアロゾル形成材料を基材材料と接触させる様式は様々であり得る。エアロゾル形成材
料は、形成された材料に適用され得るか、これらの材料の製造中に加工材料内に組み込ま
れ得るか、あるいはその材料の内部に生じ得る。グリセリンなどのエアロゾル形成材料は
、水溶液または他の好適な溶媒もしくは液体担体中に溶解または分散し、この基材材料上
に噴霧することができる。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｎｅｓｔｏｒら
の米国特許出願公開第２００５／００６６９８６号、及びＣｏｎｎｅｒらの同第２０１２
／００６７３６０号を参照されたい。
【００８６】
　タバコロッドセグメントは様々であり得る。典型的には、タバコロッドセグメントは、
長手方向に延在する包装紙で包まれたタバコカットフィラーの細断片またはピースからな
る。最も好ましくは、ロッドは、略円筒形の形状であり、上流及び下流端は、引き込まれ
た空気がそこを通過し得るように開放している。例示的なタバコロッド、その構成要素、
ならびにそれらの製造様式及び方法は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｃｒｏｏｋ
ｓらの米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号に記載されている。紙巻きタバコ
（即ち、喫煙物品）がメントール紙巻きタバコである場合には、メントール風味配合物は
、メントールをタバコロッドまたは他のタバコ組成物に適用するための伝統的な種類の技
法を使用して、タバコロッドに適用され得、これは、当業者であれば理解するであろう通
りである。
【００８７】
　所望の場合、タバコロッドセグメントは、同様の寸法のセグメントによって代置される
か、またはそれと組み合わされ得るが、タバコカットフィラー以外の材料、またはそれに
加えた材料からなり得る。例えば、タバコカットフィラーは、引き込まれた空気が中を通
過するのを可能にする開放セル押出成形物（例えば、デンプン、タバコなどの押出成形物
）によって代置されてもよい。あるいは、タバコカットフィラーは、喫煙物品に弾性、構
造、及び長さを提供すると同時に、それを通した引き込まれた空気の通過を可能にする、
蒸気接合された可塑化酢酸セルロース管によって代置されてもよい。
【００８８】
　吸い口端セグメントは様々であり得る。典型的には、吸い口端セグメントは、紙巻きタ
バコなどの伝統的な種類の喫煙物品に特徴的な種類のフィルタ要素と多くの点で概して同
様であるフィルタ要素の形態を有する。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｃ
ｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２０１０／０１８６７５７号において記載及び参照さ
れている、様々な種類の吸い口端ピース、フィルタ要素組立体、フィルタ要素構成要素、
及びプラグラップ材料を参照されたい。また、例えば、参照により本明細書に組み込まれ
る、Ｔｈｏｍａｓらの米国特許第７，４７９，０９８号、Ｎｅｌｓｏｎらの同第７，７４
０，０１９号、Ｄｕｂｅらの同第７，７９３，６６５号、Ｓｔｏｋｅｓらの同第７，９７
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２，２５４号、Ａｄｅｍｅらの同第８，１８６，３５９号、及びＨｕｔｃｈｅｎｓらの同
第８，３７５，９５８号、ならびにＦａｇｇらの米国特許公開第２００８／０１４２０２
８号に記載されている種類のフィルタ要素及びフィルタ要素構成要素も参照されたい。
【００８９】
　外部包装材料は、例えば、熱伝導材料（例えば、ホイル紙）、絶縁材料、厚肉紙、プラ
グラップ、紙タバコ紙、タバコ紙、またはこれらの任意の組み合わせとして、構成され得
る。加えて、またはあるいは、包装材料は、ホイル、セラミック、セラミックペーパー、
炭素フェルト、ガラスマット、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。当該技術分
野で既知または開発された他の包装材料が、単独またはこれらの包装材料のうちの１つ以
上の組み合わせで使用され得る。一態様では、包装材料は、それに積層されたホイルのス
トリップまたはパッチを有する紙材料を含み得る。代表的な紙の例は、参照により本明細
書に組み込まれる、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号に
記載されている。
【００９０】
　ホイルストリップまたはパッチは、紙シートに積層され得、積層されコーティングされ
た領域を形成し得る。一例では、ホイルストリップは、約０．０００５ｍｍ～約０．０５
ｍｍの厚さを有し得る。ホイルストリップは、紙シートの内面上に積層され得る。ホイル
ストリップは、例えば熱積層を含む任意の現在既知の、または今後開発される技法を使用
して、紙シート上に積層され得る。ホイルストリップは、任意の現在既知の、または今後
開発される接着剤を使用して紙シート上に積層され得る。一例では、接着剤は、チッピン
グ材料を紙巻きタバコの他の構成要素に固定するために使用される種類の低温糊接着剤と
して構成され得る。ホイルストリップは、潤滑剤で、または潤滑剤なしで紙シートに積層
またはパッチ当てされ得る。好ましくは、ホイルストリップは、熱発生セグメント、基材
材料（即ち、ビーズ、ペレット、及び／または他の適切な要素）、及び／またはタバコロ
ッドセグメントに少なくとも部分的に接触させるために、紙シートの内面（例えば、空洞
に面する紙シートの表面）に積層され得る。積層された紙または他の包装材料は、全体が
参照により本明細書に組み込まれる、Ｍａｒｔｏｎの米国特許第６，８４９，０８５号の
開示に従って、または他の適切な方法及び／もしくは材料に従って、構築され得る。
【００９１】
　ホイルストリップは、好ましくは、熱発生セグメントとエアロゾル発生セグメントのエ
アロゾル形成材料との間の熱伝達を強化する。このような強化された熱伝達は、エアロゾ
ル形成のために基材（即ち、ビーズ、ペレット、及び／または他の適切な要素）において
エアロゾル形成材料を揮発させることを補助する。そのため、ホイルストリップは、熱伝
導材料から形成される。ホイルストリップは、例えば、錫、アルミニウム、銅、金、真鍮
、他の熱伝導性材料、及び／またはこれらの任意の組み合わせを含む任意の熱伝導材料か
ら形成され得る。この様式で、空洞が、ホイルで裏張された紙管または包装材料によって
形成された柱状物によって画定され得る。包装材料は、包装材料上のまたは包装材料に沿
った個別の場所にてホイルストリップの位置合わせした上張りを含み得る。
【００９２】
　熱伝導材料は、金属ホイルの使用以外の手段によって提供され得る。例えば、金属ホイ
ルの層は、金属メッシュまたはスクリーンによって代置され得る。あるいは、金属ホイル
は、黒鉛繊維または熱伝導性セラミック繊維の層またはシートなどの熱伝導性布によって
代置されてもよい。あるいは、熱伝導性材料は、金属粒子、黒鉛繊維、熱伝導性セラミッ
ク材料の粒子などを組み込むインクまたは塗料のコーティングなどの熱伝導性インクの提
供によって提供され得る。
【００９３】
　喫煙物品を構築するのに有用な他の種類の構成要素は、全体が参照により本明細書に組
み込まれる、Ｃｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号に記載さ
れている。
【００９４】
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　本開示の１つの更なる態様は、本明細書に開示する種類の細長い喫煙物品のための装置
２００を含む（例えば、図１３を参照）。開示のように、一態様は、熱伝導材料／金属ホ
イルを細長い外側包装材料に係合させることを伴い、そのため、好適な製造装置は、例え
ば、熱伝導材料／ホイルストリップ６０を外側包装材料／細長い紙シート８０の長さに係
合させるように構成される積層機構２５０を含み得る（例えば、図８を参照）。開示のよ
うに、各ホイルストリップ６０は、細長い紙シート８０の長さに対して配列された長手方
向に離間した端部を含み、連続的なホイルストリップは、これまでに考察したように、指
定の合間で外側包装材料に沿って長手方向に離間され得る。一部の例では、積層機構２５
０は、積層接着剤または他の適切な接着材料を間に適用することによって、ホイルストリ
ップを細長い紙シートに係合させるように構成され得る。積層機構は、熱伝導性ストリッ
プ（即ち、ホイル）を包装材料の連続ウェブ上の所定の場所に適用するために、例えば、
Ｍｏｎｔｒａｄｅ　Ｓｒｌ　ａｎｄ　Ｓｔｒｏｕｓｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって
供給されるものなどの機器を含み得る。
【００９５】
　組み立て機構３００は、熱発生セグメント２４（即ち、燃料要素２７及び／または絶縁
体３０）及びタバコロッドセグメント６８（即ち、タバコ充填剤７２及び／または取り囲
み包装紙７６）を、細長い紙シートの長さに対して長手方向に離間した関係で、細長い紙
シート（即ち、外側包装材料８０）に係合させるように構成され得る。熱発生セグメント
２４及びタバコロッドセグメント５５をこのように配列する際、熱発生セグメント２４及
び／またはタバコロッドセグメント５５は、ホイルストリップの長手方向端部の一方と少
なくとも部分的に重なり合う。つまり、組み立て機構は、熱発生セグメント２４及び／ま
たはタバコロッドセグメント５５が、重なり合い、細長い紙シートの長さに沿って延在す
るホイルストリップの端部の一方の上に横たわるように、熱発生セグメント２４及び／ま
たはタバコロッドセグメント５５を、細長い紙シートの長さに対して配置するように構成
され得る（例えば、図９を参照）。一部の態様では、組み立て機構３００は、熱発生セグ
メントのみがホイルストリップの長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり合うよ
うに、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントを細長い紙シートに係合させるよう
に構成される。他の態様では、例えば、図７に示すように、組み立て機構３００は、スペ
ーサー要素及びタバコロッドセグメントがホイルストリップと協働して長手方向に延在す
る空洞５７を画定するように、スペーサー要素１３４を熱発生セグメントに係合させるよ
うに構成されてもよい。かかる例では、選択されたスペーサー要素は、望ましくは、熱伝
導性及び／または通気性であり得る。組み立て機構は、上流複合ロッドの様々なセグメン
トを連続ウェブ上の所定の場所で配列するために、例えば、Ｈａｕｎｉ　Ｍａｓｃｈｉｎ
ｅｎｂａｕ　ＡＧからＭｅｒｌｉｎとして、ＭｏｎｔｒａｄｅからＣｏｍｂｉとして利用
可能なものなどの機器を含み得る。
【００９６】
　巻き付け機構３５０は、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントがホイルストリ
ップと協働して細長い紙シートの側方端部とホイルストリップの側方端部との間にアクセ
ス可能な長手方向に延在する空洞５７を画定するように、細長い紙シート８０の側方端部
を熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントの周りに多くても部分的に続いて巻き付
けるように構成され得る。つまり、巻き付け機構３５０は、長手方向に延在する空洞５７
がホイルストリップの側方端部間に画定される開口部から下向きに垂直に（即ち、「Ｕ」
字ポケットを形成するように）延在するように、細長い紙シートの側方端部を熱発生セグ
メント及びタバコロッドセグメントの周りに多くても部分的に巻き付けるように構成され
得る。開口部は、細長い紙シートの側方端部間でアクセス可能であり得る（例えば、図９
を参照）。
【００９７】
　「Ｕ」字ポケットまたは空洞５７が形成されると、分与機構４００が、複数のエアロゾ
ル発生要素をホイルストリップの側方端部間の長手方向に延在する空洞５７内に堆積させ
るように配列及び構成される。つまり、分与機構４００は、複数のエアロゾル発生要素を
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、典型的には重力の下で、長手方向に延在する空洞５７内に堆積させるように構成され得
る。しかしながら、一部の態様では、分与機構４００は、例えば空気圧を使用して、複数
のエアロゾル発生要素を空洞内に強制供給するように構成されてもよい。かかるエアロゾ
ル発生要素は、ペレット、ビーズ、個別の小型ユニット、炭素片、押し出し炭素片、アル
ミナビーズ、マルメライザー処理された（ｍａｒｕｍａｒｉｚｅｄ）タバコ片、押し出し
または圧縮された円筒形または球形要素、粉砕タバコ薄板、充填剤、香味剤、可視エアロ
ゾル形成材料、結合剤、卵形要素、不定形要素、細断片、フレーク、タバコを含む要素、
可視エアロゾル形成材料を含む要素、及びこれらの組み合わせからなる群から選択され得
る。
【００９８】
　一部の態様では、分与機構４００は、複数の形態のエアロゾル発生要素の選択を可能に
するように構成され得（例えば、３種類のエアロゾル発生要素の選択が例として示される
図１４及び１５を参照）、そのため、選択された形態のエアロゾル発生要素の各々のため
の別々の分与デバイス４５０Ａ、４５０Ｂ、４５０Ｃを備えてもよく、各分与デバイスは
、対応する形態のエアロゾル発生要素を空洞内に（一部の例では空洞５７内に直接）分与
するように構成され得る。つまり、一部の態様では、ペレット及びビーズなど、異なる種
類または形態のエアロゾル発生要素の組み合わせを、単一の空洞５７内に堆積させること
が望ましい場合がある。かかる例では、分与機構４００は、提供する例に従って、各種ま
たは形態のエアロゾル発生要素のための分与デバイス、つまりペレットのための分与デバ
イスと、ビーズのための別々の分与デバイスとを含んでもよい。かかる態様では、各分与
デバイスは、対応する種類または形態のエアロゾル発生要素を長手方向に延在する空洞５
７内に直接分与するように構成され得る（例えば、図１４を参照）。しかしながら、他の
態様では、分与機構は、選択された形態または種類のエアロゾル発生要素を組み合わせて
、エアロゾル発生要素混合物を生成するように構成されてもよく、関連する分与デバイス
は、エアロゾル発生要素混合物を空洞５７内に堆積させるように構成されてもよい（例え
ば、図１５を参照）。これまでに開示したように、分与機構４００は、複数のエアロゾル
発生要素を、長手方向に延在する空洞内に、空洞がエアロゾル発生要素で少なくとも６５
パーセント充填されるように堆積させるように構成され得る。一部の例では、空洞は、エ
アロゾル発生要素で少なくとも約７５パーセント充填され、他の例では、エアロゾル発生
要素で最大充填量の少なくとも約８５パーセント充填され、一部の状況では、少なくとも
約９５パーセン充填されることが望ましい場合がある。エアロゾル形成構成要素を提供す
る材料で空洞を充填することは、例えば、空気圧式機器を含む分与機構、あるいは所望の
材料または適切な要素によるこれらの空洞の滴下もしくは下方または重力促進性充填を提
供するための他の好適な手段を使用して達成され得る。
【００９９】
　更なる態様では、当業者であれば、エアロゾル発生要素のための本明細書に開示の１つ
以上の分与デバイスが、例えば、空洞内に基材を形成するために、様々な分与デバイスか
ら分与されるエアロゾル発生要素を含む材料の量または相対量を制御するための制御シス
テムも含み得ることを理解するであろう。制御システムは、全ての分与デバイスに共通で
あってもよく（即ち、分与デバイスの全てと通信し、それらを制御する単一の制御器）、
あるいは各分与デバイスに対して別々の制御器を備えてもよく、各制御器は、対応する分
与デバイスからの様々なエアロゾル発生要素の制御された分与を連係させるための他の制
御器のうちの１つ以上と通信する場合もしない場合もある。空洞内に分与される様々なエ
アロゾル発生要素の相対量を制御することにより、例えば、エアロゾル発生セグメントの
空洞内の熱伝導性、中間空所、またはエアロゾル発生要素の他の特徴（及び／またはそれ
らの間の相互作用）を制御、カスタマイズ、または決定することが可能なり得る。例えば
、エアロゾル発生要素として、これまでに考察したように、キャストシート部分要素を実
装するのに加えて、またはその代わりに、例えば、金属、黒鉛、または他の好適な熱伝導
性材料からなる特定の熱伝導性要素（即ち、ビーズ、ペレット）が、エアロゾル発生セグ
メントにおける空洞内に十分な割合で分与されて、所望の熱伝達伝導経路を提供してもよ
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い。他の例では、異なる構成のエアロゾル発生要素の制御された分与（ランダムか否かに
関わらず）は、厳密にペレット及び／またはビーズ上の空洞内の中間空所のある特定の特
徴の獲得を促進し得る。
【０１００】
　空洞５７がある特定の量のエアロゾル発生要素で十分かつ適切に充填されると、封止機
構５００は、細長い紙シート８０の側方端部を合わせて封止することによって長手方向に
延在する空洞５７を閉鎖するように構成され得る。かかる態様では、封止機構５００は、
ホイルストリップの側方端部を、ホイルストリップの側方端部が互いに当接するように、
エアロゾル発生要素の周りに巻き付けるように構成され得る（例えば、図２を参照）。他
の態様では、封止機構５００は、ホイルストリップの側方端部を、ホイルストリップの側
方端部が重なり合うように、エアロゾル発生要素の周りに巻き付けるように構成されても
よい。必要に応じて、または所望のように、封止機構５００はまた、細長い紙シートの側
方端部を合わせて封止するために、継ぎ目封止用接着剤または任意の適切な接着材料を、
細長い紙シートの重なり合う側方端部間に適用するように構成され得る。封止機構５００
は、熱伝導性ストリップ及び／または外側包装材料の連続ウェブを封止して空洞を封止し
、複合ロッドの繰り返しパターンからなる連続ロッドを形成するために、例えば、ロッド
形成ユニット（例えば、連続フィルタロッドの生産用にタバコ業界において一般的に使用
される種類のデバイス）を含み得る。
【０１０１】
　本明細書の開示に従い、一態様は、故に、細長い喫煙物品を形成する方法を含む（例え
ば、図１６を参照）。開示のように、かかる方法は、熱発生セグメント及びタバコロッド
セグメントを、外側包装材料に、外側包装材料の長さに対して長手方向に離間した関係で
係合させることを含む（ブロック６００）。特定の例では、外側包装材料は、それに係合
する熱伝導性ストリップを有し、熱伝導性ストリップは、外側包装材料の長さに対して長
手方向に離間した端部を有する。一部の態様では、熱発生セグメント及び／またはタバコ
ロッドセグメント（片方または両方）は、熱伝導性ストリップの長手方向端部の一方と少
なくとも部分的に重なり合う。特定の態様では、熱発生セグメントのみが、熱伝導性スト
リップの長手方向端部の一方と少なくとも部分的に重なり合う。更に他の態様では、本方
法は、スペーサー要素を、熱発生セグメントに、スペーサー要素及びタバコロッドセグメ
ントが熱伝導性ストリップと協働して長手方向に延在する空洞を画定するように係合させ
ることを更に含み得る。かかる例では、スペーサー要素が熱伝導性及び／または通気性で
あることが好ましい場合がある。
【０１０２】
　一部の態様では、本方法は、例えば積層手順において、熱伝導性ストリップを外側包装
材料の長さと係合させることを更に含み得、かかる積層手順は、熱伝導性ストリップを、
外側包装材料に、それらの間に積層接着剤を適用することによって係合させることを伴い
得る。
【０１０３】
　外側包装材料の側方端部は、次に、熱発生セグメント及びタバコロッドセグメントが、
熱伝導性ストリップと協働して、外側包装材料の側方端部と熱伝導性ストリップの側方端
部との間にアクセス可能な長手方向に延在する空洞を画定するように、熱発生セグメント
及びタバコロッドセグメントの周りに多くても部分的に巻き付けられる（ブロック６２５
）。一部の例では、外側包装材料の側方端部は、長手方向に延在する空洞が熱伝導性スト
リップの側方端部間に画定される開口部から下向きに垂直に延在するように、熱発生セグ
メント（及び任意選択のスペーサー要素）及びタバコロッドセグメントの周りに多くても
部分的に巻き付けられる。
【０１０４】
　外側包装材料が長手方向に延在する空洞を画定するように構成されると、複数のエアロ
ゾル発生要素が熱伝導性ストリップの側方端部間の長手方向に延在する空洞内に入り（ブ
ロック６５０）、複数のエアロゾル発生要素は、例えば、ペレット、ビーズ、個別の小型
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ユニット、炭素片、押し出し炭素片、アルミナビーズ、マルメライザー処理された（ｍａ
ｒｕｍａｒｉｚｅｄ）タバコ片、押し出しまたは圧縮された円筒形または球形要素、粉砕
タバコ薄板、充填剤、香味剤、可視エアロゾル形成材料、結合剤、卵形要素、不定形要素
、細断片、フレーク、タバコを含む要素、可視エアロゾル形成材料を含む要素、及びこれ
らの組み合わせからなる群から選択され得る。
【０１０５】
　一部の態様では、複数の形態のエアロゾル発生要素が選択されてもよく、選択された形
態のエアロゾル発生要素の各々は、次に、空洞内に（一部の例では空洞内に直接）続いて
堆積される。他の例では、選択された形態のエアロゾル発生要素は、空洞内への堆積の前
に組み合わされて、エアロゾル発生要素混合物を生成し、混合物は、次に、空洞内に続い
て堆積される。一部の態様では、混合物は、空洞内に直接堆積される。これまでに開示し
たように、複数のエアロゾル発生要素は、長手方向に延在する空洞内に、空洞がエアロゾ
ル発生要素で少なくとも約６５パーセント充填されるように分与され得る。一部の例では
、空洞は、エアロゾル発生要素で少なくとも約７５パーセント充填され、他の例では、エ
アロゾル発生要素で最大充填量の少なくとも約８５パーセント充填され、一部の状況では
、少なくとも約９５パーセン充填されることが望ましい場合がある。
【０１０６】
　長手方向に延在する空洞が適切に充填されると、長手方向に延在する空洞は、外側包装
材料の側方端部間を重ね合わせて封止することによって閉鎖され得る（ブロック６７５）
。一部の態様では、長手方向に延在する空洞を閉鎖することは、熱伝導性ストリップの側
方端部を、熱伝導性ストリップの側方端部が互いに当接するように、エアロゾル発生要素
の周りに巻き付けることを含み得る。他の態様では、長手方向に延在する空洞を閉鎖する
ことは、熱伝導性ストリップの側方端部を、熱伝導性ストリップの側方端部が重なり合う
ように、エアロゾル発生要素の周りに巻き付けることを含み得る。特定の例では、長手方
向に延在する空洞を閉鎖することは、外側包装材料の側方端部を合わせて封止するために
、外側包装材料の重なり合う側方端部間に継ぎ目封止用接着剤を適用することを含み得る
。
【０１０７】
　上述の説明及び関連する図面で提示された教示内容の利益を有する、本明細書に記載さ
れる本開示の多くの改変及び他の態様が、これらの開示が関連する技術分野の当業者には
思い浮かぶことになる。例えば、当業者は、異なる実施形態のための本明細書に記載され
る特徴が、互いに及び／または現在既知のもしくは今後開発される技術と組み合わされ得
ると同時に、ここで提示される特許請求の範囲内にとどまることを含む、本明細書に明示
的ではなく例示される実施形態が、本開示の範囲内で実施され得ることを理解するであろ
う。したがって、本開示は、開示された特定の態様に限定されるものではなく、その均等
物、改変、及び他の態様が、添付の特許請求の範囲内に含まれるものであることが理解さ
れるべきである。特定の用語が本明細書で使用されているが、これらは一般的意味及び説
明的意味で使用されているにすぎず、制限の目的ではない。
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