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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼速度が調整され、供給源が限定される外来種タバコからの独自の香りを発する紙巻
タバコであって、この紙巻タバコは、
　外方ラッパーに囲まれたタバコカラムと、前記タバコカラムの長手方向にこれと同軸に
延びるタバコ内方ラッパーとを含み、そのタバコ内方ラッパーは、再生タバコによる１５
ｍｍより小さい幅の一つ以上のストリップであり、前記再生タバコは、５から４０重量％
の木材パルプと、８から４０重量％のバインダーと、３０から８０重量％のタバコブレン
ドとを含み、そのタバコブレンドは、バーレータバコと供給源が限定された外来種タバコ
とから構成され、前記外来種タバコが、イズマルタバコ、サムサンタバコ、ヤカタバコ、
ラタキアタバコ、ペリークタバコ、カベンジシュタバコ、ルスチカタバコ、ファイアキュ
アタバコ、ダークタバコ、サンキュアタバコおよびこれらの組み合わせからなる群から選
択され、これら外来種タバコの量が、前記タバコ内方ラッパーの重量の６％から１９％ま
での範囲である紙巻たばこ。
【請求項２】
　前記外方ラッパーの透気度が１５コレスタ単位超であり、前記タバコ内方ラッパーの透
気度が１０コレスタ単位未満であることを特徴とする請求項１記載の紙巻タバコ。
【請求項３】
　前記タバコ内方ラッパーの透気度が７コレスタ単位未満であることを特徴とする請求項
２記載の紙巻タバコ。
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【請求項４】
　前記タバコ内方ラッパーが、第１のタバコ内方ラッパーストリップおよび第２のタバコ
内方ラッパーストリップを有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の紙巻
タバコ。
【請求項５】
　前記第１タバコ内方ラッパーストリップおよび第２タバコ内方ラッパーストリップの幅
が、それぞれ５ｍｍであることを特徴とする請求項４記載の紙巻タバコ。
【請求項６】
　第１タバコ内方ラッパーストリップおよび第２タバコ内方ラッパーストリップの幅が、
それぞれ４ｍｍ以下であることを特徴とする請求項４記載の紙巻タバコ。
【請求項７】
　前記タバコ内方ラッパーの幅が、２ｍｍから１５ｍｍまでの範囲であり、透気度が１コ
レスタ単位未満であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の紙巻タバコ。
【請求項８】
　前記タバコ内方ラッパーが、タバコカラムと同軸に配された複数のタバコ内方ラッパー
ストリップからなることを特徴とする請求項１記載の紙巻タバコ。
【請求項９】
　前記タバコ内方ラッパーが、バンドキャストによるタバコ材であることを特徴とする請
求項１～８のいずれかに記載の紙巻タバコ。
【請求項１０】
　前記タバコ内方ラッパーが、前記外方ラッパーの重なり合う継ぎ目から離れて配置され
ることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の紙巻タバコ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は再生タバコシートの製造方法に関し、特にゲルマトリックスに含まれるバーレ
ータバコ、火力乾燥タバコ、オリエンタルタバコ、メリーランドタバコ、未加工の外来種
タバコおよびこれらの組み合わせを含むバンドキャスト再生タバコシートの製造方法に関
する。また特に、バーレータバコ、火力乾燥タバコ、オリエンタルタバコ、メリーランド
タバコ、未加工の外来種タバコおよびこれらを組み合わせたものを含む、ストリップ状に
裁断してタバコロッドラッパーの内側に配置されるタバコシートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　未加工の外来種タバコの例として、イズマル（Ｉｚｍａｒ）タバコ、サムサン（Ｓｕｍ
ｓｕｎ）タバコ、ヤカ（Ｙａｋａ）タバコ、ラタキアタバコ、ペリークタバコ、カベンジ
シュタバコ、ルスチカタバコ、ファイアキュア（Ｆｉｒｅ－ｃｕｒｅ）タバコ、ダークタ
バコおよびサンキュア（Ｓｕｎ－ｃｕｒｅ）タバコが挙げられるが、これに限定されない
。喫煙品、特に紙巻タバコの製造において、タバコストリップのブレンドには一定割合の
再生タバコを用いるのが一般的である。再生タバコは通常、タバコの微粉、葉脈、葉柄、
その他タバコくずから調製され、さらなる処理を経てシート状に加工され、ストリップ状
に裁断され、新鮮な刻みタバコとブレンドされる。喫煙品用のタバコブレンドに使用され
る再生タバコの量は様々だが、通常２０％未満である。一般にこれらの再生タバコシート
は香料化合物を追加しない。なぜなら、メンソールなどの香料化合物は他のタバコとブレ
ンドする前に蒸発または消散してしまうため、ブレンドしたタバコに香料を追加する利点
は皆無に等しいことが判明したためである。
【０００３】
　加えて、喫煙品の着火性低下にも大きな関心が持たれてきたが、それは可燃性もしくは
燃焼性の高い素材と燃焼中の紙巻タバコが接触して、これまで多くの火事の原因となって
きたことによる。喫煙品メーカーは低着火性の喫煙品を提供するために、膨大な努力を重
ねてきた。その中で出された提案の多くが、喫煙品に用いるシガレットペーパーの改良に
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関するものであった。特に、喫煙品用シガレットペーパーの透気度を下げるため、または
化学的特性を変更するため、喫煙品のシガレットペーパーに用いるコーティングや添加剤
の変更が行われてきた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これまでの喫煙品に関する公知の欠陥に鑑み、本発明はバーレータバコと、火力乾燥タ
バコ、オリエンタルタバコ、メリーランドタバコ、未加工の外来種タバコおよびこれらを
組み合わせたものなどの第２のタバコとで、裁断してラッパー内方に配されるストリップ
状に形成された再生タバコを含む喫煙品を提供する。
【０００５】
　未加工の外来種タバコとしては、イズマルタバコ、サムサンタバコ、ヤカタバコ、ラタ
キアタバコ、ペリークタバコ、カベンジシュタバコ、ルスチカタバコ、ファイアキュアタ
バコ、ダークタバコおよびサンキュアタバコなどが挙げられるが、これに限定されない。
上記内方ストリップは、タバコブレンドとストリップの総量の９％未満を構成するが、良
好な煙風味を送出し、着火性が低下し、煙のパフ数も増加する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の目的は、バンドキャスト再生タバコシートの新規の処方および、バンドキャス
ト再生タバコシートの製造方法を提供することにある。
【０００７】
　また本発明の目的は、供給の限られた未加工の外来種タバコで製造された再生タバコシ
ートを提供し、独自の香りを提供することにある。
【０００８】
　さらに本発明の目的は、１層の喫煙品用ラッパー内に、新規のバンドキャスト再生タバ
コシートを含む喫煙品を提供することにある。
【０００９】
　また本発明の目的は、良好なタバコ煙特性を供し、ＴＳＮＡ（タバコ特異的ニトロサミ
ン）の生成を最小限に抑えた、バーレーを多く含む（ｓｋｅｗｅｄ）再生タバコシートを
含む喫煙品を提供することにある。
【００１０】
　本発明が提供するバンドキャスト再生タバコシートは、約３０から８０重量％のタバコ
ブレンドと、約５から４０重量％の木材パルプと、約８から４０重量％のバインダーと、
約３０重量％以下のメンソールなどの香料化合物とを含む。タバコブレンドは、少なくと
も約３０重量％のバーレーと、約３０重量％以下の第２タバコとを含む。バインダーは、
アルギン酸塩（アルギン酸ナトリウムなど）、グアールガム、キサンタンガム、アカシア
ガム、ペクチンガム、その他のガム、変性セルロース化合物、親水コロイド化合物などで
もよい。また、バンドキャストタバコシートは、グリセリンやプロピレングリコールとい
った湿潤剤を約８から３０％含んでもよい。
【００１１】
　本発明はまた、バンドキャストタバコシートの製造方法を提供し、この方法は第一工程
として、タバコと、木材パルプと、バインダーと、メンソールとを含むスラリーを作製す
る。このようにして調製されたスラリーを可動式のバンドまたはスクリーンにキャストし
、その後乾燥させて、再生タバコシートを形成する。このようにして得られた再生タバコ
シートは喫煙品用として所定の幅を有する長さに切断される。ある態様において、このよ
うに切断されたストリップ状シートは、タバコロッドと外方シガレットラッパーまたは喫
煙品ラッパーのとの間に、タバコロッドの長手方向に配置される。
【００１２】
　バンドキャスト材料を調製する際には、木材パルプとバインダー、特にアルギン酸ナト
リウムなどのアルギン酸塩系バインダーを添加して、シートを強化し、これら材料を固め
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てタバコシートにする。メンソールなど所望の香料や、炭酸カルシウムなどのその他の充
填材のほか、可撓性をもたせるためグリセリンなどの湿潤剤を加えてもよい。これら材料
の割合はさまざまで、最終用途によって変わる。しかし、好ましいシートでは一般に、上
記混合物中に混ぜるタバコの量がアルギン酸ナトリウムなどのバインダーと同量であるが
、タバコの量がアルギン酸塩より１０から２０％多くてもよい。
【００１３】
　　本発明はまた、バーレータバコだけでなく、例えば火力乾燥タバコ、オリエンタルタ
バコ、メリーランドタバコ、未加工の外来種タバコおよびこれらを組み合わせたものなど
の第２タバコを含むバンドキャストタバコシートおよび、そのタバコシートの調製方法を
提供する。未加工の外来種としてはイズマルタバコ、サムサンタバコ、ヤカタバコ、ラタ
キアタバコ、ペリークタバコ、カベンジシュタバコ、ルスチカタバコ、ファイアキュアタ
バコ、ダークタバコおよびサンキュアタバコなどが挙げられるが、これらに限定されない
。
【００１４】
　例えばバーレー種タバコは、タバコ特異的ニトロサミン（ＴＳＮＡ）が多いため、煙の
少ない製品の場合、バーレー含有レベルは、アメリカンブレンド紙巻タバコでは、通常の
含有レベルの２５から４０％未満に限定されている。バーレーの含有量を標準以下に減ら
すと、タバコ煙の特性はバランスが悪くなる。タバコ煙によるＴＳＮＡの生成や移動は、
裁断された内方ラッパーを使用することによって最小限に抑えることができる。このよう
な技術では、バーレー、またはバーレーを多く含む（ｓｋｅｗｅｄ）再生タバコシート１
つ以上を使用し、紙巻タバコカラムの長手方向に沿って、円周上に互いに隣接し、ちょう
ど紙巻タバコの外方ラッパーの内側に配置される。
【００１５】
　バーレー種バンドキャスト再生タバコを裁断して形成された内方ラッパーストリップを
使用することで、ＴＳＮＡレベルを最小限に抑えながら、着火性が低下し、煙の香りが向
上し、パフ数が増加するなど、独自の特性を持ったタバコが提供される。燃焼がタバコロ
ッドの円周や表面で優先的に起こり、生成される煙成分のほとんどが主流煙に転換される
はずなので、喫煙者が知覚する感覚も向上する。紙巻タバコの燃焼温度はふつうロッドの
外方は低温、芯は高温となっており、内方ストリップを外側に置くと、芯側のタバコに比
べて化合物の生成を抑えられるため、内方ストリップは、主流煙内のホフマン検体（Ｈｏ
ｆｆｍａｎ　ａｎａｌｙｔｅ）送出量を減らすことに貢献する。そのため、バーレー種タ
バコの再生タバコシートで内方ラッパーストリップを作り、紙巻タバコロッドに挿入する
ことで、バーレー煙の特性を改良し、風味のインパクトを生かし、主流煙内のホフマン検
体の送出量を最小限に抑えることになる。
【００１６】
　　本発明はさらに、バーレー再生タバコで形成された内方ラッパーストリップを含む喫
煙品を提供する。内方ラッパーは、バンドキャスト・製紙・押出し成形再生タバコシート
技術によって製造することが可能である。また、本発明はバーレータバコのみならず、火
力乾燥タバコ、オリエンタルタバコ、メリーランドタバコ、未加工の外来種タバコおよび
これらを組み合わせたものおよび、任意で添加されるケーシングや香味料で作製した内方
ストリップを提供する。さらに、特定の風味豊かな未加工の外来種で、商業用途としては
供給不足なもの（例えば、イズマルタバコ、サムサンタバコ、ヤカタバコ、ラタキアタバ
コ、ペリークタバコ、カベンジシュタバコ、ルスチカタバコ、ファイアキュアタバコ、ダ
ークタバコおよびサンキュアタバコ）を用いることも可能である。
【００１７】
　本発明のその他の目的および効果は、以下に挙げた、本発明によるバンドキャスト再生
タバコシートの調製例などの詳述を検討すれば、当業者にも明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　燃焼速度を調整した紙巻タバコを図１に示す。ラッパーが部分的に二重になった紙巻タ
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バコ１０として示す場合もある。タバコはバーレータバコ、火力乾燥タバコ、オリエンタ
ルタバコ、メリーランドタバコ、未加工の外来種タバコおよびこれらを組み合わせたもの
などでもよい。図１に示すとおり、本発明の部分二重ラッパー紙巻タバコ１０が、標準的
なタバコカラム１３を含み、露出している端部からフィルター１５まで延びている。タバ
コカラム１３を囲んでいるのが、シガレットペーパー１２からなる外方ラッパーである。
シガレットペーパーである外方ラッパー１２の内面には、別個の部分内方ラッパー層、ま
たはストリップ１４ａと１４ｂがある。タバコロッドを別個に部分的に覆う内方ラッパー
層１４ａと１４ｂは、紙巻タバコ１０の燃焼特性を変えて、タバコカラム１３の燃焼速度
変性材として機能する。図１が示す態様から明らかなように、内方ラッパー層ストリップ
はタバコカラム１３と同軸でもよく、また露出端部からフィルター１５まで、実質的にタ
バコカラム全長に亘って延びてもてもよい。これら別個の部分内方ラッパー層１４ａと１
４ｂ、この態様ではタバコカラム１３と同軸だが、これを挿入することによって、タバコ
充填密度、外方ラッパー１２の透気度および外方ラッパーへの添加剤、これら別個の部分
的に並べた内方ラッパー層１４ａと１４ｂの幅、これら別個の内方ラッパー層１４ａと１
４ｂの透気度および内方ラッパーストリップへの添加剤に応じて紙巻タバコの燃焼速度を
調節することが可能である。
【００１９】
　または、内方ラッパー層を短くして、タバコカラム１３の全長に亘って延ばさずに、ま
たは種々の方向に延ばしてもよい。このように本明細書で述べた要素の組み合わせに応じ
て、本発明による部分二重ラッパーを有する紙巻タバコ１０の燃焼速度は種々変更可能で
ある。
【００２０】
　図１が示すように、燃焼速度特性が調整された、ラッパーが部分的に二重である本発明
の紙巻タバコ１０は、第１および第２部分内方ラッパーストリップ１４ａおよび１４ｂを
有する外方ラッパー１２を含む。シガレットペーパーである外方ラッパー１２は、通常、
１５から８０コレスタ単位の透気度を示す、標準的な透気度のシガレットペーパーでもよ
い。シガレットペーパーである外方ラッパー１２と組み合わせて、少なくとも１本の部分
内方ラッパー層を配置するが、内方ラッパー層はシガレット１０の燃焼速度特性を調整で
きるものである。図が示すように、第１と第２の部分内方ラッパー層１４ａと１４ｂは、
タバコカラム１３の対向する側に配置される。タバコカラム１３全体に実質的に均等な燃
焼速度特性を持たせるために、部分内方ラッパーストリップ１４ａと１４ｂは実質的にフ
ィルター１５まで延び、タバコカラム１３と同軸としてもよい。
【００２１】
　図４の態様が示すように、部分内方ラッパー層１４ａと１４ｂはタバコカラム１３の端
から端まで延びているが、互いに等間隔に配置することも、または所望の燃焼速度特性に
基づいて別の場所に配置することもできる。
【００２２】
　図３に示すように、本発明の部分二重ラッパー紙巻タバコ１０は、内方ラッパー層また
はストリップ１４ａと１４ｂの位置によって、高拡散領域２１と低拡散領域２２が交互に
なっていることが分かる。図が示すように、少なくとも１つは存在する高拡散領域２１に
よって、外方ラッパー１２の形成するバリヤーを介して一酸化炭素および酸素ガスは通過
するが、その一方で通常の主流煙の送出量も維持する。それとともに、低拡散領域２２は
部分内方ラッパー層１４ａと１４ｂがそれぞれ円周に占める範囲によって形成され、この
領域２２はそこを通過するかなりの量またはすべてのガスの流出入を遮る機能を潜在的に
有する。そのガスの流出入は外方ラッパー層１２との組み合わせにおける部分内方ラッパ
ー層１４ａと１４ｂの透気度に直接関わる。高拡散領域２１および低拡散領域２２の直線
状の領域は、高拡散領域の直線状領域では１４コレスタ以上を示し、低拡散領域の直線状
領域では８コレスタ以下を示してもよい。
【００２３】
　図が示すように、燃焼速度が調整された紙巻タバコは、本明細書に示す部分二重ラッパ
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ー紙巻タバコ１０であり、ここでは標準的なシガレットペーパーである外方ラッパー１２
を用いているが、標準的な紙巻タバコではその幅は２７ｍｍである。図２および図４が示
す別の態様どおり、内方ラッパー層１４ａと１４ｂが外方ラッパー１２の内面に沿って配
置される。これら内方ラッパー層は、外方ラッパー１２の全長まで延びてもよい。シガレ
ットペーパーである外方ラッパーの透気度や構造は標準だが、該態様では部分内方ラッパ
ーは第１と第２のストリップ１４ａと１４ｂとで構成されており、それらはいずれも幅４
ｍｍ、８コレスタ単位未満の透気度を有する。そのため、二つの内方ラッパー層またはス
トリップ１４ａと１４ｂを合わせると、本発明による部分二重ラッパー紙巻タバコ１０の
円周の約８ｍｍを占めることになるが、標準の紙巻タバコの寸法であれば、タバコカラム
の円周の約１５ｍｍを占めるようにしても良い。部分内方ラッパーと外方ラッパーのどの
ような組み合わせでも、前述の各シガレットペーパーの透気度などの変更可能な要素に応
じて機能させることができる。しかし、外方ラッパーの円周の約７５％未満、好ましくは
約６０％未満、さらには約３５％未満を占める内方ラッパーを組み入れることによって、
煙特性および風味への影響を制限しつつ良好な燃焼速度特性が得られる。これは紙巻タバ
コ全般的な関数であり、外方ラッパーの円周によって変化する。しかしながら、本発明の
発明的側面を活用すれば、同じように好ましい結果をもたらす変形例は可能である。この
ような説明は本発明を限定するものではなく、これは一般的な例に過ぎない。さらに、図
が示すストリップは２本だが、必要に応じてそれ以上の使用も可能であることが理解され
るはずである。
【００２４】
　また本明細書で説明したように、燃焼速度が調整された紙巻タバコを提供するために、
ほかにも多数の異なる構造を用いることができる。たとえば、求める特性と燃焼速度の調
整に応じて、１層の内方ラッパー層を提供しても、または複数層の内方ラッパー層を提供
してもよい。従って上述したとおり、低透気度内方ラッパー部分と高透気度内方ラッパー
部分を組み合わせれば、要望に合わせて種々の線燃焼速度をもたらすことができる。従っ
て、数ある要素のうちの外方ラッパーおよび部分内方ラッパーストリップの透気度を組み
合わせて、標準的な線燃焼速度である毎分６ｍｍを必要に応じて低下させてもよいし、必
要に応じて毎分４ｍｍ未満であれば容易に低下できる。燃焼速度を減少させる方法として
、一種類の低透気度の内方ラッパーストリップの配合、または再生タバコ、低透気度のシ
ガレットペーパー、バンドキャストタバコ、ポリマー系の原料、その他のシガレットペー
パーや原料など種々の材料で構成される内方ラッパーストリップに変えることが挙げられ
る。内方ラッパーストリップを燃焼変性剤またはタバコカラムに沿って少なくとも一ヵ所
、低拡散領域を作るその他の材料でコーティングしてもよい。例えばアルギン酸ナトリウ
ムなどを燃焼抑制剤として用いてシガレットペーパーをコーティングしてもよく、これに
よって、その透気度を減少させたり、適当な特性を供して、紙巻きタバコが所望の燃焼速
度が、外方ラッパーの透気度、タバコ充填密度・内方ラッパーの円周のカバー範囲、スト
リップの数、内方ラッパーの透気度、その他の要因などの組み合わせ全体で得られたりす
るようにしてもよい。
【００２５】
　図４から図７が示すように、低透気度部分を形成するために種々の態様が用いられてい
る。図４が示すように、開いた状態の標準的な外方ラッパー１２には、複数の内方ラッパ
ーまたは内方層ストリップ１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、そして１６ｄが配列されている。こ
れらのストリップは外方ラッパー１２の内方に等間隔で離して配置してもよいが、タバコ
製造機のガーニチャーにおける巻上げられる際に接着する部分、縁部もしくは継ぎ目から
離れて配置される。図が示すように、ストリップ１６ａから１６ｄはすべてガーニチャー
に供給され、タバコカラム側の外方ラッパーの内面に組み合わされる。部分内方ラッパー
ストリップを配置することによって、燃焼速度を所望のレベルまで調整し、それによって
、著しく減少した静的燃焼速度、または所望の間隔で生じる自己消火機能、そのいずれか
を得られる程度に十分に速度を低減させることになる。
【００２６】
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　図５が示すように、外方ラッパー１２の両縁部と比較すると両側が非直線である内方層
１７を、部分内方ラッパーとして使用し、低透気度部分を作ってもよい。そこに示すよう
に、内方ラッパー層１７は波型であるため、低透気度部分が配置される位置は、タバコカ
ラムの軸に沿って変わる。このように、低透気度部分が非直線的に配置することにより、
静的燃焼の間、紙巻タバコをどのように配向しても、所望の静的燃焼速度が紙巻タバコの
配向にかかわらず確実に生じることになる。
【００２７】
　図６は、燃焼速度を調整した本発明による紙巻タバコの、別の態様である。図から判る
ように、高拡散領域２１および低拡散領域２２は、部分二重ラッパー内方ラッパー層１８
を加えることによって形成され、１８は外方ラッパー１２の内部にあるタバコカラム１３
の一部を囲む。部分内方ラッパー層１８は、図に示すとおり、タバコカラム１３の円周の
およそ半分まで延びている。しかしながら、種々の別の配置を活用して、すでに説明した
燃焼速度の調整を通して適当な線燃焼速度を得られるようにしてもよい。部分二重ラッパ
ー内部ラッパー層１８は、７コレスタ単位未満の標準的な低透気度シガレットペーパー、
または燃焼速度調整剤でコーティングされたシガレットペーパーなどで構成されてもよく
、または添加剤を含むまたは含まないバンドキャストタバコシートなどの別の構造であっ
てもよく、このようなバンドキャストタバコシートは通常低コレスタ単位値、通常５未満
、好ましくは３未満、を有する。バンドキャストまたは再生タバコシートを部分二重ラッ
パー内方ラッパー層１８として活用する二次的な利点として、内方ラッパーの色がタバコ
カラム１３に類似しているため、低拡散領域２２に沿って延びる部分が、対照的に白く見
えないことが挙げられる。さらに、ポリマーフィルムまたはその他の材料を部分二重ラッ
パー内方ラッパー層１８として使用してもよい。図６に示した部分二重ラッパー内方ラッ
パーの場合、その幅は２から１４ｍｍ、または外方ラッパーの円周の７５％未満とするこ
とが好ましく、線燃焼速度が十分低いレベル、好ましくは毎分４ｍｍに維持できるような
所望の燃焼速度に調整できる。
【００２８】
　図７には別の態様を示し、この態様では複数の内方ラッパーストリップ１９が外方ラッ
パー１２の内面でタバコカラム１３を実質的に囲むように用いられている。これら複数の
内方ラッパーストリップ１９は外方ラッパー１２に隣接するガーニチャーに供給され、紙
巻タバコ製造機の中で形成される際にタバコカラム１３を取り囲む。複数のストリップ１
９は、紙巻タバコ製造機内に個々に供給される低透気度シガレットペーパーで構成されて
もよく、またはガーニチャーに隣接する紙巻タバコ製造機内に供給され、適当なストリッ
プ幅に切断された単独または複数のストリップで構成されてもよい。図７で示すように、
複数の内方ラッパーストリップ１９が用いられ、実質的にタバコカラム１３の全長に亘る
まで、タバコカラム１３と同軸に延びている。好ましくは、複数の内方ラッパーストリッ
プ１９をタバコカラム全長まで延ばし、紙巻タバコにおける配向に関係なく、タバコカラ
ム全体に亘って燃焼速度を調整できるようにする。図７が示すように、ストリップ１９を
複数にすることによって、より均等に調整された燃焼速度を有する紙巻タバコが得られる
。
【００２９】
　内方ラッパー層を実質的にタバコカラム１３の全長に沿って同軸になるように延ばした
ことで、タバコカラム１３の軸と垂直に交互に配置されたリングを凌ぐかなりの利点を供
することになる。このようなタバコカラム１３の全長に亘って交互に配置された垂直のリ
ングによって、タバコカラム１３に非線状燃焼速度が生じる。従って、タバコカラムを囲
むリングが配置されているような設計においては、リングが置かれた部分のシガレットペ
ーパーの透気度によって遅くなったり、リング間のシガレットペーパーの調整されていな
い通気度によって燃焼速度が速くなったりというように、線燃焼速度が一定でなくなる。
このような非線状燃焼速度は、実際にはタバコカラムのリングとリングの間で、かなりの
時間連続自然燃焼が維持されるため、タバコカラム全体を通して燃焼速度を調整すること
ができないという点で望ましいとは言えない。さらに、低透気度のリングが存在する部分
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で、タバコカラムの火が低透気度のリングを通過する際に、喫煙者が紙巻タバコを吸煙す
る可能性もある。そのような部分では、これらのリングのうちの一つで紙巻タバコが燃焼
する際に生じる一酸化炭素およびその他の化合物が増えるため、紙巻タバコの送出量が著
しく変わってしまう場合があると考えられている。従って、本発明の部分二重内方ラッパ
ーは、公知の標準的な送出量をタバコカラム全長に亘って提供し、その一方で燃焼速度も
同軸の全長に亘って調整することで、こうした問題を克服している。
【００３０】
　燃焼速度を調整した紙巻タバコ１０の設計において、内方ラッパー層は単独であれ、複
数であれ、外方ラッパー１２の継ぎ目から離して組み入れることが望ましい。紙巻タバコ
製造方法においては知られているとおり、図１に示す継ぎ目２３は、紙巻タバコ製造機が
外方ラッパーの側縁２４を重ね合わせて形成する。典型的な紙巻タバコ製造においては、
外方ラッパーを折り曲げてタバコカラム１３を形成する前に、縁部２４に沿って接着剤が
塗布される。本発明の燃焼速度が調整された紙巻タバコを製造する際は、望ましくは部分
内方ラッパー層を継ぎ目から離して維持し、外方ラッパー１２が適切に形成され、かつ部
分内方ラッパー層がタバコカラムの形成または外方ラッパー層の接着の邪魔にならないよ
うにする。従って、すべての態様に示したとおり、部分的内包ラッパー層は外方ラッパー
１２の継ぎ目に当たったり、通常の紙巻タバコ製造機のガーニチャー内でのタバコカラム
の形成を邪魔したりしないように、内方ラッパー層は側縁部２４から離れて配置されてい
る。従って、本発明の燃焼速度を調整した紙巻タバコは、給紙装置に僅かな調整を加えた
標準的な紙巻タバコ製造機で製造できるため、ガーニチャー内では変更を全く必要としな
い。ここに示したいずれの態様においても、ストリップは紙巻タバコの外部に配置され、
接着剤またはその他の方法でラッパーに固定され、高透気度および低透気度の直線領域が
形成される。
【００３１】
　図８には、ここで説明した、燃焼速度を調整した紙巻タバコ製造の設計例を示す。給紙
装置５０は外方ラッパーボビン３７および内方ラッパーまたは内方ストリップボビン３２
の、二つのラッパー供給源から構成される。外方ラッパーボビン３７は、標準的透気度を
有し、１９から２７ｍｍの標準的な幅を有する紙巻タバコ用の外方ラッパーで構成されて
おり、ラッパーは複数のローラーおよびテンションガイドを介して紙巻タバコ製造機に供
給される。この図に示した態様では、部分的内包ラッパーと外方ラッパー層とを組み合わ
せてシガレットペーパー３６とし、ガーニチャー内でタバコを受ける。外方ラッパー層３
０は、内方ラッパーストリップボビン３２もしくはその他の供給源から供給される部分内
方ラッパーストリップ３４と３５の下に位置する。内方ラッパーストリップボビン３２は
、外方ラッパー３０の内面の一部だけを覆うために用いるので、外方ラッパーより細い。
内方ラッパーストリップボビン３２は巻き出されてローラーを介して供給され、ナイフで
所望のストリップに切断してから、ガーニチャーに入る直前に、外方ラッパーと組み合わ
されて、シガレットペーパー３６を形成する。該ストリップ３４と３５は、本発明の紙巻
タバコの内方ラッパー部分を形成するが、外方ラッパー３０と比べると、かなり異なった
燃焼速度特性を有する。従って、透気度・含有物・その他の特性は、この態様５０に示す
製造機の２つのボビンを設置することによって、変えることができる。スリッター３３を
設けて、内方ラッパー巻紙を２つ以上のストリップにスリットしてもよい。
【００３２】
　図８が示すように、内方ラッパーストリップボビン３２の巻紙は４から１５ｍｍの幅を
有し、これは２つのストリップにスリットされる。内方ラッパーと外方ラッパー層の透気
度と燃焼特性の組み合わせを正しく調整することによって、紙巻タバコおよびタバコカラ
ム全体に亘って標準的な線燃焼速度を得るのに望ましい燃焼速度調整が行われる。
【００３３】
　図８が示すように、給紙装置５０は多数のテンションローラーを含み、上述の組み合わ
せられた紙巻タバコ３６の作製に適した、外方ラッパー３０および部分内方ラッパースト
リップ３４と３５の供給を行う。幅が狭い方のボビン３２がスリットされたペーパー紙を
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ガーニチャーに供給する際には、かなりの問題が生じることが認識されている。該ストリ
ップ３４と３５には適度な緊張を持たせ、内方ラッパーストリップ３４と３５がガーニチ
ャーに送られる前に破れないようにしなくてはならない。そのうえ、紙巻タバコの製造工
程では元来、作動および停止が繰り返し行われるので、外方ラッパーボビン３７および内
方ラッパーボビン３２を適当な緊張状態にすることが必要となる。従って、部分内方ラッ
パーストリップ３４と３５は、ガーニチャーに供給される直前で外方ラッパー巻紙３０と
組み合わせられてもよいし、または図８が示すように、２層を適当に緊張させて組み合わ
せられるように、内方ラッパーをスリットした直後に組み合わせてもよい。
【００３４】
　図９に、紙巻タバコ製造機内のガーニチャーの断面図を示す。ガーニチャー４０は、紙
巻タバコが紙で巻上げられて形成される、紙巻タバコ製造機内の領域である。通常、外方
ラッパー３０とガーニチャー４０の間にはベルトが配置されるが、本明細書では説明を容
易にするために示していない。この図に示すように、ガーニチャー４０は、タバコカラム
または紙巻タバコを製造するための湾曲部を有する。紙巻タバコ製造機内のタバコ供給機
４１がタバコを堆積させたのち、湾曲部が外方ラッパー３０をタバコ中心に折り曲げる。
ガーニチャーに入る前に内方ラッパーストリップ３４と３５を外方ラッパー３０と組み合
わせ、組み合わされたシガレットペーパー３６がタバコとともに折れ曲がる際にはシガレ
ットペーパーの形成がすでに行われているようにする。このような設計によって、外方ラ
ッパー層と部分内方ラッパー層のさまざまな特性の組み合わせに柔軟性が生じる。また、
本発明による燃焼速度を調整した紙巻タバコをインラインで製造し、処理することの別の
利点として、これが実際の紙巻タバコの製造速度や形成に影響を与えないオンライン方法
であることが挙げられる。このため、ガーニチャー内で紙巻タバコを製造する際、特段の
調整を行う必要はなく、この紙巻タバコロッドは後の段階で紙巻タバコ製造機によって適
正な長さに切断されてフィルターに装着される。
【００３５】
　図９が示すように、外方ラッパー３０の内面に組み合わされた内方ラッパーストリップ
３４と３５は、紙巻タバコ製造機が紙巻タバコまたはタバコカラムを形成する際、所定の
位置に置かれるように、ガーニチャーに供給される。本態様では図９が示すように、内方
ラッパーストリップ３４と３５を、外方ラッパー３０の継ぎ目に対して直角となるように
配置してもよく、それぞれを等間隔に配置してもよく、これにより紙巻タバコの燃焼速度
が滑らかかつ連続的になるよう調整される。内方ラッパーの材料は外方ラッパー３０の内
面に接着剤を用いておくことが好ましいが、これを使わずに他の位置を固定する材料を用
いてもよい。ガーニチャー４０で紙巻タバコを形成する際にタバコを圧縮してタバコロッ
ドに形成することによって、内方ラッパーストリップ３４と３５の位置は所定の位置に保
持される。
【００３６】
　図１０では、給紙装置８２のまた別の態様を示す。この態様では、外方ラッパー１２は
標準的な位置からブレットローラー５７に供給される。このローラーは、紙巻タバコカラ
ムを形成するガーニチャー６０にシガレットペーパーを案内する。この場合、外方ラッパ
ー１２は、標準的な幅２７ｍｍのシガレットペーパーで、通常の透気度およびその他標準
的な添加剤を有している。図が示すように、ガーニチャーに送られる前に組み合わされた
部分二重ラッパー３６は、外方ラッパー１２と二本の内方ラッパーストリップ３４および
３５が組み合わされて、形成される。
【００３７】
　図から分かるように、ボビンから供給される内方ラッパーストリップ紙３２は、ロータ
リーカッター５１で切断またはスリットされる前に、ガイドローラー５８に送られる。ロ
ータリーカッターはロータリーナイフ５２とナイフブロック５３とで構成される。部分二
重内方ラッパーは紙巻タバコの内部を合計８ｍｍ幅で覆うのが望ましく、内方ラッパー３
２は同じ４ｍｍ幅のストリップ３４と３５を形成するために半分にスリットされる。これ
らのストリップは、内方ラッパーストリップ３４と３５が外方ラッパー巻紙１２とローラ
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ー５７で組み合わされる前に、ロータリーカッター５１で形成され、セパレーションロー
ラー５５と５６で分けられる。当然ながら、内方ラッパー３２をさらに細いストリップに
スリットして、外方ラッパーと重ね合わせてもよい。
【００３８】
　このような設計の利点は、所望の幅に紙を切るロータリーカッター５１を提供できる点
である。細いストリップを扱う際の問題点は、ストリップを細くした後は内方ストラッパ
ー巻紙３２と個々のストリップ３４および３５が破れないよう注意を払わなければならな
いことであるため、ガイドおよびテンションローラーが必要になる。そのため、ロータリ
ーカッター５１をガーニチャー６０のごく近くまたは隣接して配置すれば、細い内方ラッ
パー３４と３５を扱う際の手間をかなり省くことができる。
【００３９】
　図１０が示す給紙装置８２におけるロータリーカッター５１は、材料３２からストリッ
プ３４と３５を形成する。これらの態様すべてにおいて、他にも多くの切断装置またはス
リッターを使ってもよく、例えば、静止ナイフ、レーザー、図示したようなロータリーナ
イフ、水流カッター、キスカッター、またはマイクロパーフォレーションなどが挙げられ
る。さらに、予め個別のストリップに切断され、種々のハンドリング装置を介してガーニ
チャーに供給される前に裁断されている、予め形成された材料ウェブを提供してもよい。
内方ラッパーストリップと外方ラッパーを組み合わせてガーニチャーにうまく供給するた
めには、多数の異なる態様の活用も可能である。ここに開示した種々の態様は、内方ラッ
パーストリップがガーニチャーへ供給されるための特定の構造を教示しているが、内方ラ
ッパーストリップが外方ラッパーと組み合わさって形成され、ガーニチャーへ供給される
ための態様は、ほかにも多数提供することができる。本発明は、ここに示した給紙装置に
限定されるものではなく、種々の変形例は本出願の教示する範囲に含まれるものである。
【００４０】
　図１１は別の態様８４を示すが、ここでは紙巻タバコ製造機７４のボビンユニット７０
と７１が外部に設置されている。外部ボビン７０は、ガーニチャー７７に送られる外方ラ
ッパー巻紙を供給するボビン３０を有する。ボビン３０が供給するウェブ材料１２はガー
ニチャーに送られ、内方ラッパーストリップを形成するウェブ材料３２と組み合わされる
。外部ボビンユニット７１は材料ボビン３２を有するが、この材料はナイフ装置７５に送
られてスリットされる。スリッターまたは切断装置７５は、ガーニチャー７７に隣接して
配置され、内方ストリップの個々に扱う場合の長さを短くする。図が示すように、製造機
７４はガーニチャー７７および駆動シャフト７３によって駆動されるガーニチャーベルト
７８を有し、このベルトは、紙巻タバコ製造工程中にガーニチャーを介して、シガレット
ペーパーおよびタバコを供給し、これによってタバコロッドおよび紙巻タバコが、そこで
形成された内方ストリップを用いて形成される。
【００４１】
　外方ラッパー用外部ボビン７０と内方ラッパー用外部ボビンユニット７１を設けること
で、巻紙のオンライン処理がより簡単になり、内方ラッパーストリップを紙巻タバコ製造
機７４に容易に組み込むことが可能になる。さらに、外方ラッパーボビン３０および内方
ラッパーボビン３２を外部に設置すれば、紙巻タバコ製造機７４の構造に必要な変更は最
小限ですむ。なぜなら、ボビンを製造機７４と離して配置できるため、ガイドおよびテン
ションローラーから離れているガーニチャー７７の周囲に大きな変更を加える必要がない
ためである。さらに、現在外部ボビンユニットは従来の紙巻タバコ製造機にも設置されて
いるが、所望の適当な燃焼速度調整を得るために、本発明による外方ストリップと部分内
方ストリップを組み合わせるユニットとして設けてもよい。
【００４２】
　実際には、標準的なシガレットペーパーボビンの代わりに、バンドキャスト材料のスプ
ールを外部ユニット７１に取り付けてもよい。バンドキャストの材料が均一にならないた
め、スプールを用いてもよい。バンドキャスト再生タバコを有するスプールを使って、そ
こで幅８ｍｍの材料を、ガイドローラーを介して製造機７４に供給し、スプールが巻き出
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す間のバンドキャスト材料の動きを最小限に抑えるようにしてもよい。材料は、外方ラッ
パーと重なる前に速やかにガーニチャーの最初または先端部分にある典型的なローラーで
あるブレットローラーのところで、切断される。複数のガイドローラーおよびテンション
ローラーを設け、材料を正しくガーニチャーに供給し、外方ラッパー材料と組み合わせる
ようにしてもよい。
【００４３】
　本発明による燃焼速度が調整された紙巻タバコにおいては、外方ラッパーおよび内方ラ
ッパー巻紙の特性を種々変えて設計することも可能である。上述のように、標準的な外方
ラッパーは幅２７ｍｍ、透気度は一般に１５から１８コレスタ単位の典型的な外方ラッパ
ーである。一般に、外方ラッパーの透気度を著しく低減させると、紙巻タバコの送出量お
よび線燃焼速度は変化することが知られている。通常の典型的な紙巻タバコの標準的な燃
焼速度は、紙巻タバコに部分内方ラッパーを追加することで調整できる。部分内方ラッパ
ーは、単独の内方ラッパーでも、様々な図が示したように複数の内方ラッパーストリップ
でもよい。部分内方ラッパーはその特性として、著しく低下させた透気度を有するが、そ
れは８コレスタ単位未満である。上述し、かつ図６で示したように、バンドキャストまた
はその他のラッパー紙で単独の内方ラッパーストリップを構成する場合、内方ラッパー層
の幅は２から１５ｍｍにしてもよい。内方ラッパー層の透気度は、０から８コレスタ単位
の間で調整される。
【００４４】
　ここで説明した本発明の技術および構造を用いた、部分ストリップラッパーまたは部分
内方ラッパー紙巻タバコの構造を用いて、いくつかの製品サンプルを作成した。これらの
実施例には、部分内方ストリップを含有していない、線燃焼速度毎分４．３から４．７ｍ
ｍを示す紙巻タバコを対照として使用した。以下の表のとおり、部分内方ラッパーストリ
ップには、標準的に処理されたシガレットペーパーからバンドキャストタバコ材料まで、
異なる材料が用いられている。
【００４５】
　透気度５コレスタ単位未満のバンドキャスト材料を使った２本のバンドキャスト内方ラ
ッパーストリップを含有する紙巻タバコの例
【００４６】
【表１】

【００４７】
　アルギン酸ナトリウムで処理またはコーティングし、透気度は５コレスタ単位未満の紙
巻タバコストリップ２本を使用した紙巻タバコの例
【００４８】
【表２】



(12) JP 4814883 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

【００４９】
　バンドキャストストリップを使用した２つの紙巻タバコサンプルの煙の送出量について
詳述した紙巻タバコの例
【００５０】
【表３】

【００５１】
　これらの実施例から、紙巻タバコに部分内方ラッパーを追加すると、対照紙巻タバコと
比べて、線燃焼速度および自己消火性に影響があることは明らかである。本発明の紙巻タ
バコでは、線燃焼速度が直接影響を受け、ここに証明されるように線燃焼速度が４０％以
下低減した。ここでは幅が少なくとも４ｍｍの内方ラッパーストリップが用いているが、
すべてのテストサンプルが自己消火した。ストリップ幅を狭めるとまた異なる結果となっ
たが、これは別の添加剤を用いるか、またはストリップ数を増やせば調整が可能であった
。ここで参照した紙巻タバコの自己消火性は、１０層のフィルター紙を用いたＮＩＳＴに
よる可燃性テストに基づいている。
【００５２】
バンドキャスト再生タバコストリップを含む喫煙品
　部分内方ラッパーストリップ１４は、以下に説明するように特定の配合および製法に基
づいて製造されるバンドキャスト再生タバコストリップであってもよい。外方ラッパーシ
ガレットペーパー１２は、通常１５から８０コレスタ単位の透気度を示す一般的なシガレ
ットペーパーでよい。図で示したように、２本の再生タバコシートストリップ１４はタバ
コカラム１３の対向側部に置かれ、内方ラッパー層を形成する。再生タバコストリップ１
４を含む部分内方ラッパー層は、実質的にタバコカラム１３の全長に亘って同軸に延びて
いる。ある態様ではストリップを互いに等間隔に置くことで、その得られた紙巻タバコが
均等に燃焼するようにしている。
【００５３】
バンドキャスト再生タバコシートの調製
　紙巻タバコで使用するバンドキャスト再生タバコシートを調整する際は、木材パルプ・
アルギン酸ナトリウムなどのバインダーおよび粉砕されたタバコ粒子または濃縮タバコ抽
出物を、水の入ったタンクに徐々に添加する。高剪断力を加えて混合しながら材料を加え
ることで、各成分が確実にスラリーに溶解または分散するようにする。特に、木材パルプ
、タバコ、アルギン酸塩の順に添加するのが望ましい。シートに可撓性をもたせるためグ
リセリンを添加してもよく、通常はアルギン酸塩の後、香料を追加する前に添加する。さ
らに好ましいスラリーでは好みの香料の添加もできるが、香料として好ましいのはメンソ
ールである。炭酸カルシウムのような不活性充填剤をスラリーに添加してもよい。タバコ
とアルギン酸塩の比は４．０：１．０とし、シートに紙巻タバコ製造機の力に耐え得る適
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正な引っ張り強度を持たせる望ましいことが判明している。得られたスラリーを約２００
°Ｆ（９３．３３℃）に熱したステンレス製バンドなどのキャスティング面に薄く展延す
る。展延されたスラリーは、加熱ベルトの上で十分に、破損せずにベルトから取り除ける
程度まで乾燥させる。得られたバンドキャストシートは直ちに使用されるか、もしくは２
４時間以上、１００°Ｆ（３７．７８℃）、低湿度で調湿され、メンソールなどの任意の
風味添加剤をさらに封じ込める。シートはその後細かく裁断され、タバコブレンドまたは
刻みに加えられ、所望の幅の長尺ストリップにカットされ、タバコロッドの円周および外
方ラッパーの内面に沿って長手方向に延びたストリップとして使用される。メンソールを
含む再生タバコによる内方ストリップを用いた喫煙品は、包装を開封してもかなり長い間
、１ヶ月間までメンソールの香りが持続する。密封した状態では、最低４ヶ月間メンソー
ルの香りが持続する。
【００５４】
　ある態様において、タバコシートは、３０から８０重量％のタバコブレンド、約５から
４０重量％の木材パルプ、約８から４０重量％のバインダー、そしてメンソールなどの香
料を添加する場合は、約３０重量％以下の香料を含む。好ましくは、タバコが約２６重量
％、約１３．５重量％の木材パルプ、約２７重量％のバインダー、約２０重量％のメンソ
ールを含む。スラリーの処方において、総混合量すなわち固形混合物量は、約２から１０
重量％とする。バインダーは、アルギン酸塩（アルギン酸ナトリウムなど）、グアールガ
ム、キサンタンガム、アカシアガム、ペクチンガム、その他のガム、変性セルロース化合
物および親水コロイド化合物などでよい。グリセリンやプロピレングリコールといった湿
潤剤を添加してもよい。タバコブレンドは少なくともの約３０重量％のバーレー種と、約
３０重量％以下の第２タバコとで構成される。第２タバコの種類は火力乾燥タバコ、オリ
エンタルタバコ、メリーランドタバコ、未加工の外来種タバコおよびこれらを組み合わせ
たものなどである。未加工の外来種は、イズマルタバコ、サムサンタバコ、ヤカタバコ、
ラタキアタバコ、ペリークタバコ、カベンジシュタバコ、ルスチカタバコ、ファイアキュ
アタバコ、ダークタバコおよびサンキュアタバコなどでもよいが、これに限定されない。
【００５５】
　本発明に対するより深い理解は、以下の実施例を検討すれば得られるが、しかしながら
本実施例は不当に本発明を制限するものではない。
【００５６】
　以下の実施例は、喫煙品用のバンドキャスト再生タバコシートの調合方法を示す。
【実施例１】
【００５７】
バンドキャスト再生タバコシートの製造方法では、高剪断撹拌機を装備した第１容器に水
１３０ガロン（５２０Ｌ）を入れる。水を混ぜながら木材パルプ３５ポンド（１５．８７
ｋｇ）を加えて十分に分散させ、その後タバコ７０ポンド（３１．７４ｋｇ）を加えて十
分分散させ、アルギン酸ナトリウム７０ポンド（３１．７４ｋｇ）を加えて十分分散させ
、グリセリン３５ポンド（１５．８７ｋｇ）を加えて十分分散させる。別のタンクで４０
℃の水１５ガロン（６０Ｌ）にメンソール５２．５ポンド（２３．８１ｋｇ）を加えて、
メンソールが溶解するまで撹拌する。得られた混合物をアルギン酸塩スラリーに加えて十
分分散される。水を追加して、粘度１０，０００から２０，０００ｃＰ、好ましくは１５
，０００ｃＰとし、確実に良好なキャスティングが行えるようにする。
【００５８】
　このスラリーをその後、２００°Ｆ（約９３．３３℃）に保たれたステンレス製バンド
にキャストし、厚さ約４０から６０ｍｉｌ（１ｍｍから１．５ｍｍ）にする。キャストさ
れたシートをステンレス製ベルト上で約６から８分間乾燥するまで放置する。得られたメ
ンソール含有バンドキャストシートは、喫煙品用の長さに切断されるまでシート状のまま
保持される。
【００５９】
　長尺のストリップ状のバンドキャスト再生シートがシガレットペーパーとタバコロッド
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ヶ月間持続することが分かっている。密封した状態ではメンソールの風味は最低４ヶ月間
持続するが、おそらく１年間は持続すると思われる。
【００６０】
　これら実施例で示すパラメーターは、そこで使用される再生バンドキャストタバコシー
ト混合物の構成成分の量を変えることで変更可能であるため、本発明はここで示した特定
の実施例に限定されるものではないことを理解されたい。
【００６１】
バーレー種による再生タバコシートおよび内方ラッパーストリップの調製
　一般に、バーレー種のバンドキャスト再生タバコシートおよび内方ラッパーストリップ
は、上述のバンドキャスト再生タバコシートおよび内方ラッパーストリップの調合に従い
、若干調整を加える。ここで注目すべき点は、タバコブレンドに存在するのがバーレーと
第２タバコ種だという点である。第１のタバコ、好ましくはバーレーは、少なくともタバ
コブレンドの３０重量％を含み、第２のタバコは少なくともタバコブレンドの３０重量％
以下を含む。第２タバコは火力乾燥タバコ、オリエンタルタバコ、メリーランドタバコ、
未加工の外来種タバコおよびこれらを組み合わせたものなどである。未加工の外来種タバ
コは、イズマルタバコ、サムサンタバコ、ヤカタバコ、ラタキアタバコ、ペリークタバコ
、カベンジシュタバコ、ルスチカタバコ、ファイアキュアタバコ、ダークタバコおよびサ
ンキュアタバコなどでもよいが、これに限定されない。
【実施例２】
【００６２】
　製紙技術を利用した再生タバコシートの製造において、タバコの微粉、粉末、くず、葉
柄、スクラップ、裁断した葉片、裁断した葉柄、またはこれらを組み合わせたものが水性
溶剤と混合される。この出発原料は、バーレータバコの３０から１００重量％を構成する
。タバコ１部を水性溶剤１１から２０部に加え、１６０°Ｆ（７０℃）で３０分間抽出す
る。この混合物を遠心分離や濾過、またはプレスによって、可溶性抽出物と固体または繊
維質の非可溶性成分に分離する。
【００６３】
　この抽出物を真空蒸発または凍結乾燥によって濃縮し、グリセリンなどの湿潤剤を添加
し十分混合する。任意で吸着剤で抽出物を処理し、ＴＳＮＡ、ポリフェノールおよびプロ
テインなどの不要成分を選別除去してから、遠心分離を行ってもよい。吸収剤を取り除き
、残りの抽出物を濃縮して湿潤剤と混合する。アルギン酸塩バインダーを抽出物に添加し
てもよい。
【００６４】
　固体または繊維成分を精製し、１０％以上の木材繊維と混合する。木材繊維は早い段階
でパルプに精製されたものである。固体または繊維混合物は次に製紙工程を通してシート
形成に使用される。前述したように、調製された抽出物を再びシートに塗布する。シート
を細く切断してボビンに巻き、これによって、製紙技術を利用したバーレー再生タバコ内
方ラッパーストリップが形成される。
【００６５】
　本発明のシート製造法は、以下の実施例を検討すれば他の方法も可能である。しかしな
がら、本実施例は本発明を不当に制限するものではない。以下の実施例は、喫煙品用バー
レーバンドキャスト再生タバコシートの調製において理解される方法を示す。
【実施例３】
【００６６】
　以下の配合表のとおり、バンドキャスト再生タバコをタバコおよびその他固体１部、水
１０から１１部を混合して製造した。
【００６７】
【表４】
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ａ　ＴＩＣガムから得られたカルボキシメチルセルロース（１５Ｋ）
ｂ　ＩＳＰ　Ａｌｇｉｎａｔｅｓ社製ケルビス
ｃ　クック処理とはペクチンを放出し、タバコシート強度を増加し、バインダー使用量を
低減させる処理
【００６８】
　固体および水の混合は、以下の順序で行った。水、タバコ、木材パルプを１０分間十分
に混合した。これとは別にバインダー（ＣＭＣおよびアルギン酸ナトリウム）および水を
１０分間混合してから、水とタバコと木材パルプとの混合物に加えた。次にグリセリンを
加え、さらに１０分間十分に混合した。混合物を移動ベルト上にキャストして連続するシ
ートを形成し、トンネル乾燥機を通過させ、１０から１２％の水分を含むよう再調湿し、
その後ボビンに巻いた。ボビンに巻いたシートをカットし、８ｍｍ幅のスプールとし、別
のボビンに横断するように巻いた。バーレー３５％を含む市販のストリップブレンドを用
いて、バーレー再生内方ラッパーストリップを含まない対照タバコのサンプルを作成した
。同じ様なバーレー１５％を含むストリップブレンドを用いて、バーレー再生内方ラッパ
ーストリップを含むテストタバコを作成した。テストサンプルでは、８ｍｍの各再生タバ
コスプールをさらに半分の４ｍｍに切断して紙巻タバコ製造機に挿入した。完成したタバ
コには、タバコロッド部分の円周上で互いに隣接して、シガレットペーパーの内面に配置
されている、２×４ｍｍのストリップ２本をそれぞれ挿入した。これとは異なるその他の
バンドキャスト、ＥｘｏｔｉｃＩ・ＥｘｏｔｉｃII・ＥｘｏｔｉｃIIIも、これらがバー
レーのほかにＥｘｏｔｉｃタバコを含むという点で異なる以外は（上記配合表を参照）、
上記方法に沿って同様に調製した。
【実施例４】
【００６９】
　別個の内方ラッパーストリップ用バーレーバンドキャスト再生タバコシートも水・タバ
コ・木材パルプ含有スラリーをタバコ重量（乾燥重量基準）の１．７５％と同量の腐食剤
（ＫＯＨ）で、７０℃から９０℃で３０から４５分間クック処理した以外は、実施例２と
同様に作成した。腐食剤でタバコをクック処理することによって、天然のバインダー成分
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低減させることができる。
以下のように、７種類のサンプルが作成された。
１．市販のＬＴＳ　ＫＳストリップブレンドの対照タバコ、内方ストリップを含まない
２．２×４ｍｍのバーレーペーパー内方ストリップ２本を含むＬＴＳ　ＫＳ
３．２×４ｍｍのバーレーバンドキャスト内方ストリップ２本を含むＬＴＳ　ＫＳ
４．２×４ｍｍのクック処理したバーレーバンドキャスト内方ストリップ２本を含むＬＴ
Ｓ　ＫＳ
５．２×４ｍｍのＥｘｏｔｉｃＩブレンドバンドキャスト内方ストリップ２本を含むＬＴ
Ｓ　ＫＳ
６．２×４ｍｍのＥｘｏｔｉｃIIブレンドバンドキャスト内方ストリップ２本を含むＬＴ
Ｓ　ＫＳ
７．２×４ｍｍのＥｘｏｔｉｃIIIブレンドバンドキャスト内方ストリップ２本を含むＬ
ＴＳ　ＫＳ
　ＬＴＳはライト、ＫＳはキングサイズを意味する。これらの紙巻タバコは包装してカー
トン詰めの状態で、７０°Ｆ（６８．４℃）、相対湿度６５％で３週間熟成させ、官能試
験およびルーティン試験を行った。
【００７０】
　以下の表が示すのは、３４人から３７人のパネリストによる煙の評価で、市販のＬＴＳ
　ＫＳストリップブレンド使用し、内方ストリップを挿入していない対照タバコ（１）と
、上の配合表で示した、上述のバーレー巻紙（２）、バーレーバンドキャスト（３）、ク
ック処理バーレーバンドキャスト（４）、ＥｘｏｔｉｃブレンドＩ（５）、Ｅｘｏｔｉｃ
ブレンドII（６）、ＥｘｏｔｉｃブレンドIII（７）を内方ラッパーとして挿入したＬＴ
Ｓとの比較である。
【００７１】
【表５】

【００７２】
【表６】
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【００７３】
　内方ストリップを挿入しない対照タバコは下の表のように、タールパフ比率が最高値を
示したにもかかわらず、内方ストリップを含む紙巻タバコは、上の表から分かるとおり、
対照タバコと比較して、味が強くかつ良好であったことが判明した。
【００７４】
【表７】

【００７５】
バーレーバンドキャスト再生タバコ内方ラッパーストリップを含む喫煙品
　部分内方ラッパーストリップ１４は、上述のバンドキャスト、製紙、または押出しによ
る再生タバコを特定の配合や方法で製造された再生タバコのストリップでもよい。外方ラ
ッパーシガレットペーパー１２は、一般的に１５から８０コレスタ単位を示す通常の透気
度を有するシガレットペーパーでもよい。図が示すように、２本の再生タバコシートスト
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リップ１４ａおよび１４ｂは、タバコカラム１３の対向側部に配置され、部分内方ストリ
ップ層を形成する。バーレー再生タバコストリップ１４ａおよび１４ｂを含む部分内方ラ
ッパー層は、実質的にタバコカラム１３の全長に亘って同軸に延びてもよい。ある態様に
おいて、ストリップ１４ａおよび１４ｂを互いに等間隔になるように配置し、得られた紙
巻タバコが均等に燃焼するようにしてもよい。
【００７６】
　前述の詳細な説明の第一の目的は、本発明の理解を明確にするものであり、さまざまな
修正は本開示を読めば当業者にも明らかであり、本発明の精神および添付の特許請求項の
範囲から逸脱することなく行えるので、そこから本発明を制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の再生タバコバンドキャストシートを用いた、本発明による部分二重内方
ラッパー紙巻タバコの斜視図
【図２】本発明のバンドキャスト再生タバコシートによるストリップを含む紙巻タバコの
シガレットラッパーを開いた状態の斜視図
【図３】図1の紙巻タバコの端面図
【図４】バンドキャスト再生タバコシートによるストリップを含む、本発明の紙巻タバコ
ラッパーの斜視図
【図５】バンドキャスト再生タバコシートの複数のストリップを含む、本発明の部分二重
内方ラッパー紙巻タバコ斜視図。
【図６】本発明の燃焼速度が調整された紙巻タバコの別の態様の正面図
【図７】本発明の燃焼速度が調整された紙巻タバコの別の態様の切欠き図
【図８】本発明で使用する紙巻タバコ製造機のシガレットペーパーの給紙装置の斜視図
【図９】本発明で使用する紙巻タバコ製造機のガーニチャーの端部断面図
【図１０】本発明で使用する紙巻タバコ製造機のシガレットペーパーが形成される部分の
別の態様の斜視図
【図１１】本発明で使用するシガレットラッパーの形成の別の態様の側面図
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