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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気式喫煙システム用の電気加熱式シガレットであって、
　少なくとも１つの吸着剤と、
　少なくとも１つの香味料を含む香味料放出添加剤と、を有し、
　前記少なくとも１つの香味料は、少なくとも最低温度まで加熱されたときに前記電気加
熱式シガレット内で放出可能であり、
　前記吸着剤がクレープカーボン紙を含み、前記クレープカーボン紙が、前記電気加熱式
シガレットのフィルタ内に配置されたポリプロピレンスリーブ内に配置される、電気加熱
式シガレット。
【請求項２】
　前記香味料放出添加剤は、タバコプラグを囲むタバコマット内に配置される、請求項１
に記載の電気加熱式シガレット。
【請求項３】
　前記タバコプラグは香味料放出添加剤を有しない、請求項２に記載の電気加熱式シガレ
ット。
【請求項４】
　前記香味料放出添加剤は、前記タバコマット内に組み込まれたベータシクロデキストリ
ンを含む包接錯体を有する、請求項３に記載の電気加熱式シガレット。
【請求項５】
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　前記香味料放出添加剤は、非メントール香味料を含む、請求項４に記載の電気加熱式シ
ガレット。
【請求項６】
　前記香味料放出添加剤は、前記タバコマット内に組み込まれた多段乾燥粉末を含む、請
求項２に記載の電気加熱式シガレット。
【請求項７】
　前記香味料放出添加剤は、メントール香味料を含む、請求項６に記載の電気加熱式シガ
レット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本出願は、２００２年１０月３１日に出願された名称「ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬＬＹ　Ｈ
ＥＡＴＥＤ　ＣＩＧＡＲＥＴＴＥ　ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ　ＲＥＬ
ＥＡＳＥ　ＦＬＡＶＯＲＩＮＧ（制御放出式香味料を含む電気加熱式シガレット）」の米
国特許仮出願番号６０／４２２，４９７に対する３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１９条の定める優先
権を主張する、２００３年１０月３０日に出願された米国特許出願番号１０／６９５，７
６０の一部継続出願であり、これらの内容全体は引用により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、電気加熱式シガレットに関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来のシガレット（紙巻きタバコ）は、巻タバコのロッドの端部に点火し、シガレット
のマウスピース端部で吸引して主に着火端部を通じて空気を吸い込むことにより喫煙され
る。従来のシガレットは、燃焼することで煙を送出し、この燃焼中、タバコは吸煙により
通常は８００℃を超える温度で燃焼する。この燃焼熱によって、種々の気体燃焼生成物と
留出物がタバコから放出される。これらの気体生成物は、シガレットを通して吸い込まれ
ると、冷却し凝縮してエーロゾルを形成し、喫煙に伴う香味及び芳香をもたらす。
【０００４】
　従来のシガレットは、吸煙の合間にくすぶっている間中副流煙を生成する。点火される
と、シガレットは完全に消費されるか又は廃棄される。従来のシガレットを再点火するこ
とは可能であるが、香味、風味、及び匂いを含む自覚的な理由で望ましいものではない。
【０００５】
　従来のシガレットに対する代替手段は、電気式喫煙システムで使用される電気加熱式シ
ガレットである。従来のタバコと比較して、電気式喫煙システムは、副流煙を大幅に低減
し、同時に喫煙者が要望通りに喫煙を中断及び再開することができる。例示的な電気式喫
煙システムは、米国特許第６，０２６，８２０号、第５，９８８，１７６号、第５，９１
５，３８７号、第５，６９２，５２６号、第５，６９２，５２５号、第５，６６６，９７
６号、第５，４９９，６３６号、及び第５，３８８，５９４号に開示されており、その各
々は引用により全体が本明細書に組み込まれる。電気式喫煙システムは、電気ライター、
及びライターと協働するように構成された電気加熱式シガレットを含む。電気式喫煙シス
テムは、即応性（吸引するとすぐに煙の送出が生じる）、望ましい送出レベル（ＦＴＣタ
ールレベルと相関する）、望ましい吸引抵抗（ＲＴＤ）、並びに吸煙間及びシガレット間
の一貫性を提供するなどにより、喫煙者が従来のタバコで経験したのと同様の方法で煙を
送出することができるのが望ましい。
【０００６】
　従来のシガレットでは、タバコの主流煙及び副流煙に香味及び芳香を加えるために揮発
性の香味料が組み込まれてきた。例えば、米国特許第３，００６，３４７号、第３，２３
６，２４４号、第３，３４４，７９６号、第３，４２６，０１１号、第３，９７２，３３
５号、第４，７１５，３９０号、第５，１３７，０３４号、第５，１４４，９６４号、及
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び第６，３２５，８５９号、並びに国際公開特許ＷＯ０１／８０６７１を参照されたい。
添加された香味料は、望ましくはシガレットが喫煙された時に揮発する。しかしながら、
揮発性の香味料は、シガレット内で他の構成要素まで、場合によってはシガレット全体に
わたって移動する傾向がある。揮発性の香味料は、シガレットが喫煙される前の通常の条
件での保管及び流通の間にシガレットから失われる可能性がある。シガレット内の揮発性
香味料の移動の程度は、香味料の蒸気圧、シガレットの他の要素における香味料の溶解度
、及び温度並びに湿度条件を含む様々な要因に依存する。加えて、従来のシガレットでは
、添加された香味料の大部分は、副流煙中に失われる可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来のシガレットに組み込まれた香味料はまた、シガレットの他の構成要素並びに周囲
環境と接触及び／又は反応することにより、化学的及び／又は物理的に劣化する可能性が
ある。例えば、主流煙から気相成分を除去するために、従来のシガレット内には活性炭が
組み込まれている。しかしながら、活性炭と共にシガレット内に組み込まれていた香味料
は、活性炭により吸収され、活性炭の細孔を詰まらせて結果的に活性炭を不活性にするた
め、タバコの煙を濾過するその機能を損なっていた。
【０００８】
　上記の理由から、従来のシガレットに組み込まれてきた香味料は、喫煙者に対して完全
に満足に送出されていなかった。その結果、従来の一部のシガレットに組み込まれた香味
料は、喫煙者に望ましい風味効果を満足に提供せず、シガレットの本来的な品質に対する
香味料に求められる価値は、望ましいものとは言えない。香味料が失われることに起因し
て、香味を加えたタバコの均質性は全てが満足される訳でない。更に、タバコ内の吸着剤
による香味料の吸着は、吸着剤を不活性にするので、タバコの煙から気相成分を除去する
これらの機能を低下させる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　香味料を含み、更に吸着剤も含む従来のシガレットで生じた上述の問題に照らして、吸
着剤と制御放出式香味料とを含む電気加熱式シガレットが提供される。好ましい実施形態
では、電気加熱式シガレットは、好ましくは喫煙の前、例えば周囲条件でシガレット中の
香味料の放出及び移動を最小化し、従って好ましくは、香味料による吸着剤の不活性化を
最小化する形態でタバコに組み込まれた吸着剤及び香味料を含む。更に、香味料は、好ま
しくは、喫煙中に制御された方法でシガレット中で放出される。その結果、香味料は、好
ましくは、シガレットの本質的特性を向上させ、同時に、吸着剤は、主流煙から気相成分
を除去するその機能を維持する。
【００１０】
　電気加熱式シガレットの好ましい実施形態は、少なくとも１つの吸着剤と、１つ又はそ
れ以上の香味料を含む香味料放出添加物とを有する。香味料は、香味料放出添加剤がシガ
レットの喫煙中に生じる少なくとも最低温度まで加熱されると、シガレット中で放出可能
である。
【００１１】
　香味料放出添加剤は、電気加熱式シガレット内に様々な形態で組み込むことができる。
好ましい１つの実施形態では、香味料放出添加剤はビーズを含む。別の好ましい実施形態
では、香味料放出添加剤はフィルムである。更に別の好ましい実施形態では、香味料放出
添加剤は、選択されたホスト分子と包接錯体内のゲスト分子としての香味料とを含む包接
錯体である。
【００１２】
　別の好ましい実施形態では、香味料放出温度の異なる２つ又はそれ以上の異なる香味料
放出添加剤は、電気加熱式シガレット内で互いに異なる温度に到達する異なる位置に配置
される。香味料放出添加剤は、それらの香味料放出添加剤に対する香味料放出温度に達す
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る電気加熱式シガレット内の位置に配置することができる。従って、香味料放出添加剤は
、喫煙中の効率的で制御された香味の放出をもたらすことができる。
【００１３】
　電気加熱式シガレットは、様々な吸着剤を含むことができる。好ましくは、香味料放出
添加剤が香味料放出温度に到達するまで香味料の放出及び／又は移動を最小化する香味料
放出添加剤中に香味料を設けることにより、香味料は、好ましくは吸着剤によって吸着さ
れ、従って非活性化することが実質的に防止され、そのためにタバコの主流煙から選択さ
れた気相成分を除去する吸着剤の機能に悪影響を及ぼさない。更に、香味料は、シガレッ
ト中に温度によって放出されるので、シガレットの吸煙サイクルの間に香味料を制御され
た方法で有効に喫煙者に送出することができる。
【００１４】
　電気式喫煙システムの好ましい実施形態は、ライター、及び少なくとも１つの吸着剤と
香味料放出添加剤とを含む少なくとも１つの電気加熱式シガレットを含む。
【００１５】
　電気加熱式シガレットを作る方法の好ましい実施形態は、吸着剤と香味料放出添加剤を
電気加熱式シガレットに組み込む段階を含む。
【００１６】
　別の実施形態は、タバコマット内の香味料放出添加剤と、フィルタ構成要素内の吸着剤
と、香味料放出添加剤を含まないタバコプラグとを有する電気加熱式シガレットに関する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　電気加熱式シガレットは、１つ又はそれ以上の吸着剤と、タバコの煙の香味、風味、及
び／又は芳香に作用するための少なくとも１つの香味料とを含む。好ましい実施形態では
、香味料は、喫煙の前にシガレット内の香味料の放出及び／又は移動を好ましくは最小に
する香味料放出添加剤の形でシガレットに組み込まれる。好ましくは、香味料は、シガレ
ットの喫煙中に制御された方法で香味料放出添加剤から放出される。香味料放出添加剤に
より、香味料がタバコの本来の特性を高めることができるようにすると同時に、選択され
た気相成分を主流煙から除去する際に吸着剤の有効性に対する悪影響を排除する。
【００１８】
　電気加熱式シガレットの好ましい実施形態では、喫煙者がシガレットを通して主流煙を
吸い込む時に生じる少なくとも最低温度（香味料放出温度）まで香味料放出添加剤が加熱
されると、香味料はシガレット内で放出される。
【００１９】
　喫煙者がシガレットを吸う時に、電気加熱式シガレットの異なる領域は異なる温度に達
することがこれまでに分かっている。好ましい実施形態では、異なる香味料放出添加剤を
電気加熱式シガレット内の２つ又はそれ以上の場所に選択的に配置し、これらの位置では
、それぞれ少なくとも最低温度に到達し、この温度で当該場所に配置された香味料放出添
加剤から香味料が放出される。１つ又はそれ以上の香味料放出添加剤をシガレット内に選
択的に配置することにより、シガレットは、喫煙中に香味料を効率的に制御されて放出す
ることができる。
【００２０】
　香味料放出添加剤は、様々な構成及び組成を有することができ、１つ又はそれ以上の場
所に配置することができ、及び／又は電気加熱式シガレットの１つ又はそれ以上の構成要
素に組み込むことができる。香味料放出添加剤は、異なる関連香味料放出温度を有するよ
うに設計することができる。従って、香味料放出添加剤は、特定の香味料放出添加剤から
香味料を効率的に放出するのに最も好適な場所で電気加熱式シガレット内に組み込むこと
ができる。
【００２１】
　電気加熱式シガレットは、主流煙から選択された気相成分を除去することができる１つ
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又はそれ以上の吸着剤を含むことができる。香味料放出添加剤が少なくとも最低温度に達
するまではシガレット内の香味料の放出及び／又は移動を好ましくは最小にする香味料放
出添加剤中に香味料を設けることによって、香味料は、実質的に吸着剤を不活性化しない
ようにするのが好ましい。従って、タバコの主流煙から選択された気相成分を除去する吸
着剤の機能を維持することができる。好ましくは香味料放出添加剤により、香味料は、喫
煙者に制御された方法で有効に送出されることができる。
【００２２】
　本明細書で使用される用語「吸着」は、吸着及び／又は吸収による濾過を意味する。吸
着は、吸着剤の細孔及び溝内部の相互作用に加え、吸着剤の外面上の相互作用をも含むも
のとされる。換言すれば「吸着剤」は、その表面上で他の物質の分子を凝縮又は保持する
能力、及び／又は他の物質を吸収する、すなわち他の物質を内部構造中又は細孔中に浸透
させる能力を有する物質である。本明細書で使用される用語「吸着剤」は吸着剤、吸収剤
、又は吸着剤と吸収剤の両方の役割を果たすことができる物質のいずれかを意味する。
【００２３】
　本明細書で使用される用語「除去」は、タバコの主流煙の成分の少なくとも一部の吸着
及び／又は吸収を意味する。
【００２４】
　用語「主流煙」は、タバコロッドを通って下方に進み、フィルタ端部を通って排出され
る混合ガス、すなわちシガレットの喫煙中にシガレットのマウス端部から排出又は吸引さ
れる量の煙を含む。主流煙は、シガレットの加熱領域及び包装紙を通って吸引される空気
を含む。
【００２５】
　本明細書で使用される「分子篩」は、無機材料及び／又は有機材料から構成された多孔
質構造体を意味する。分子篩は、天然及び合成材料を含む。分子篩は、特定の寸法の分子
を吸着することができると同時に、より大きな寸法の分子を排除する。
【００２６】
　図１及び２は、電気加熱式シガレット２３の好ましい実施形態を示す。しかしながら、
電気加熱式シガレットは、電気式ライターでの喫煙に好適な別の構成を有することができ
る点を理解すべきである。電気加熱式シガレット２３は、タバコロッド６０と、フィルタ
先端部６２とを含み、タバコロッド６０とフィルタ先端部６２とは、チップペーパー６４
によって互いに連結されている。好ましくは、タバコロッド６０は、タバコウェブすなわ
ち「マット」６６を含み、マット６６は、一方の端部ではフリーフローフィルタ７４の周
りに、他方の端部ではタバコプラグ８０の周りに管状に巻き付けられている。
【００２７】
　外側ラップ７１は、タバコ収容マット６６を囲み、長手方向シームに沿って合わさって
保持されている。外側ラップ７１は、マット６６をフリーフローフィルタ７４とタバコプ
ラグ８０の周りに巻付けた状態に保持している。
【００２８】
　好ましくは、マット６６は、ベースウェブ６８とタバコ材料７０の層とを含んでいる。
タバコ材料７０は、ベースウェブ６８の内面に沿って配置されてもよいし、その外面に沿
って配置されてもよい。タバコロッド６０の先端のところで、マット６６及び外側ラップ
７１は、フリーフローフィルタ７４の周りに巻付けられている。好ましくは、タバコプラ
グ８０は、カットフィルタタバコの比較的短いタバココラム８２を含み、タバココラム８
２は、それを取り囲む内側ラップ８４によって保持されている。
【００２９】
　フリーフローフィルタ７４とタバコプラグ８０の間に空隙９０がある。空隙９０は、タ
バコロッド６０の非充填部分であり、フリーフローフィルタ７４を介してフィルタ先端部
６２と流体連通している。
【００３０】
　好ましくは、フィルタ先端部６２は、タバコロッド６０に隣接して配置されたフリーフ
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ローフィルタ９２と、タバコロッド６０から遠い方のフィルタ先端部６２の端にあるマウ
スピースフィルタプラグ９４とを含んでいる。好ましくは、フリーフローフィルタ９２は
管状であり、圧力低下が極めて低い状態で空気を通す。マウスピースフィルタプラグ９４
は、フィルタ先端部６２の自由端を閉鎖している。
【００３１】
　電気加熱式シガレット２３は、任意選択的に、その自由端に隣接した少なくとも１列の
穿孔１２を含む。穿孔は、好ましくは、外側ラップ７１と、マット６６と、内側ラップ８
４とを貫通して延びるスリット１７として形成される。
【００３２】
　送出を更に改善するために、スリット１７を構成する少なくとも１列の追加の穿孔１４
が、タバコプラグ８０に沿った位置に任意選択的に形成されている。穿孔１２又は１４は
、単一列のスリットを含んでいてもよいし、２列のスリット１７を含んでいてもよい。ス
リット１７の数及び範囲は、電気加熱式シガレット２３の側壁に沿った吸引抵抗（ＲＴＤ
）及び送出を制御するように選択される。
【００３３】
　マット６６に設けられた任意選択の孔１６は、外側ラップ７１によって覆われている。
穿孔１２及び１４を用いて、シガレット２３の望ましい送出レベルに近付けることができ
、孔１６は、吸引抵抗（ＲＴＤ）に対する影響をより少なくして送出を調整するのに使用
される。
【００３４】
　好ましくは、電気加熱式シガレット２３の直径は、長さ方向に沿って実質的に一定であ
る。電気加熱式シガレット２３の直径は、従来のシガレットと同様、好ましくは、約７．
５ｍｍ～８．５ｍｍの間にあるので、電気式喫煙システム２１は、喫煙中になじみのある
「口感触」を喫煙者に提供するようになる。
【００３５】
　タバココラム８２は、好ましくは、典型的なタバコブレンドのカットフィラーを含み、
タバコブレンドは、例えば、ブライトタバコ、バーレー種タバコ、オリエンタルタバコ、
並びに、任意選択的に再構成されたタバコ、その他のブレンド成分を含み、その他のブレ
ンド成分には、従来のタバコ香味を含む。
【００３６】
　フリーフローフィルタ９２及びマウスピースフィルタプラグ９４は、好ましくは、プラ
グラップ１０１で連結された連結プラグとして互いに接合されている。プラグラップ１０
１は、好ましくは、多孔質で軽量のプラグラップである。連結プラグは、チップペーパー
６４によってタバコロッド６０に取付けられる。
【００３７】
　上述のように、電気加熱式シガレット２３は、タバコの煙から気相成分を除去する１つ
又はそれ以上の吸着剤を含むのがよい。吸着剤は、タバコの煙が貫流することができる１
つ又はそれ以上の多孔質材料を含むのがよい。好ましい実施形態では、吸着剤は活性炭で
ある。例えば、吸着剤は、フィルタ内の空隙に配置された活性炭細粒、或いは繊維状材料
又は紙に装入された活性炭微粒子を含むことができる。活性炭は、粒子、繊維、ビーズ及
び同様のものを含めた様々な形態にすることができる。活性炭は、選択された細孔サイズ
及び全細孔容積などの異なる多孔特性を有することができる。
【００３８】
　別の好ましい実施形態では、吸着剤は、１つ又はそれ以上の適切な分子篩吸着材料であ
る。電気加熱式シガレット２３で使用することができる分子篩吸着剤は、限定ではないが
、ゼオライト、メソ多孔質ケイ酸塩、アルミノリン酸塩、メソ多孔質アルミノケイ酸塩、
及び混合二酸化ゲル（更に詳しくは、本願が援用する国際公開特許出願ＷＯ０１／８０９
７３参照）などの他の関連する多孔質材料の１つ又はそれ以上を含むことができる。
【００３９】
　好ましい実施形態では、吸着剤は、１つ又はそれ以上のゼオライトである。ゼオライト
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は、均一で分子サイズの寸法の溝及び／又はキャビティのような細孔を有する結晶アルミ
ノケイ酸塩を含む。吸着及び分離処理に関してこれらの材料の特性に有意に影響する可能
性のある様々なサイズ及び形状にされた細孔を有する多くの既知の固有ゼオライト構造が
ある。分子は、細孔中の分子の可能な配向に関連するサイズ及び形状作用により、及び／
又は、吸着力の差によりゼオライトで分離することができる。濾過されることが望ましい
気体の１つ又はそれ以上の選択された気相成分よりも大きな細孔を有する１つ又はそれ以
上のゼオライトを電気加熱式シガレット２３で使用して、分子篩材料の細孔を通過するの
に十分小さな選択された分子だけがキャビティに侵入してゼオライト上で吸着されるよう
にすることができる。
【００４０】
　ゼオライトは、限定ではないが、ゼオライトＡ、ゼオライトＸ、ゼオライトＹ、ゼオラ
イトＫ－Ｇ、ゼオライトＺＫ－５、ゼオライトＢＥＴＡ、ゼオライトＺＫ－４、及びゼオ
ライトＺＳＭ－５のうちの１つ又はそれ以上とすることができる。好ましい実施形態では
、ゼオライトＺＳＭ－５及び／又はゼオライトＢＥＴＡが使用される。ＺＳＭ－５は、Ｍ
ＦＩ構造分類群に入り、結晶化学データ［Ｎａn（ＡｌnＳｉ96-nＯ192）～１６Ｈ2Ｏ、た
だしｎ＜２７、斜方晶系、Ｐｎｍａ］で表され、一方、ゼオライトＢＥＴＡは、ＢＥＡ構
造の分類群に入り、結晶化学データ［Ｎａ7（Ａｌ7Ｓｉ57Ｏ128）正方晶、Ｐ４1２２〕で
表される。これら２つのゼオライトは、約８００℃までの温度に熱的に安定しており、こ
れらを電気加熱式シガレット２３のシガレットフィルタ及び／又はタバコロッドに組み込
むことができる。
【００４１】
　別の好ましい実施形態では、電気加熱式シガレット２３に組み込まれた吸着剤は、複合
組成を有する。このような実施形態では、吸着剤は、例えば、活性炭と上述のもののよう
な１つ又はそれ以上の分子篩材料とを含む。例えば、吸着繊維に少なくとも１つの吸着剤
を含浸させることができる。
【００４２】
　電気加熱式シガレット２３において、タバコの主流煙から除去されることが望ましい選
択された成分に応じて、微孔質、メソ多孔質、及び／又はマクロ多孔質分子篩を使用する
ことができる。
【００４３】
　吸着剤は、電気加熱式シガレット２３の１つ又はそれ以上の位置に組み込むことができ
る。例えば、吸着剤は、管状フリーフローフィルタ７４の通路、フリーフローフィルタ９
２内、及び／又は空隙スペース９０に配置することができる。吸着剤は、付加的又は代替
的にタバコプラグ８０内に組み込むことができる。
【００４４】
　図３は、フィルタ１５０を含む電気加熱式シガレット２３の別の好ましい実施形態を示
す。フィルタ１５０は、配向された繊維１５２の形態の吸着剤と、繊維１５２を囲む紙な
どのスリーブ１５４とを含む。吸着剤は、例えば、活性炭、シリカゲル、ゼオライト、及
び繊維形態の他の分子篩の１つ又はそれ以上とすることができる。吸着剤は、例えば、ア
ミノプロピルシリル（ＡＰＳ）シリカゲルのような表面改質シリカゲルなどの表面改質材
料とすることができる。吸着剤混合物は、目標の濾過主流煙組成を得るために、異なる濾
過特性を与えることができる。
【００４５】
　或いは、繊維１５２は、１つ又はそれ以上の吸着材料を含むことができ、吸着材料は、
例えば、国際特許公開ＷＯ０１／８０９７３で開示されたＴＲＩＡＤ（登録商標）マイク
ロキャビティ繊維等のマイクロキャビティ繊維に含浸させる炭素、シリカ、ゼオライト及
びそれと同様のものである。好ましい実施形態では、繊維は、１つ又はそれ以上の吸着材
料の粒子又はその代替として連続活性炭繊維を含浸させたマイクロキャビティ繊維に成形
される。繊維は、好ましくは、約１０ミクロンから約１００ミクロンの直径を有する。繊
維は、例えば、約１０ミクロンから約２００ミクロンの長さを有する。
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【００４６】
　別の好ましい実施形態では、繊維は、不連続繊維の束であり、電気加熱式シガレットを
通る主流煙の流れの方向と平行に配向される。
【００４７】
　繊維１５２を含むフィルタ１５０は、例えば、フィルタ形成工程の間に予備形成された
又はその場で形成されたスリーブ１５４を通して、好ましくは制御された全デニール及び
フィラメントあたりのデニールを有するひだのない吸着繊維材料の束を延伸することによ
って形成することができる。形成されたフィルタは、切断により所望の長さの大きさにす
ることができる。例えば、フィルタの長さは、約５ｍｍから約３０ｍｍにすることができ
る。
【００４８】
　繊維１５２を含むフィルタ１５０は、１つ又はそれ以上の望ましい位置で電気加熱式シ
ガレット内に組み込むことができる。図１及び図２を更に参照すると、好ましい実施形態
では、フィルタ１５０は、フリーフローフィルタ９２全体と置き換えることができる。別
の好ましい実施形態では、フリーフローフィルタ１５０は、フリーフローフィルタ９２の
一部と置き換えることができる。フィルタ１５０は、フリーフローフィルタ７４と接触（
すなわち当接）してもよいし、フリーフローフィルタ７４とマウスピースフィルタプラグ
９４との間に配置されてもよいし、マウスピースフィルタプラグ９４と接触（すなわち当
接）してもよい。フィルタ１５０は、好ましくは、フリーフローフィルタ９４の外径と実
質的に等しい直径を有し、濾過処理の間の煙の迂回を最小にする。
【００４９】
　好ましくは、繊維状吸着剤は、繊維間に平行な経路が生成されるような適切な充填密度
及び繊維長を備えた高いロフトを有する。このような構造は、ホルムアルデヒド及び／又
はアクロレインのような選択された気相成分のかなりの量を有効に除去することができ、
一方、好ましくは最小量の粒状物質だけを煙から除去するので、選択された気相成分をか
なり低減することができると同時に、気体中の全粒子状物質（ＴＰＭ）にあまり影響を及
ぼさない。このような濾過機能を達成するために、十分に小さな充填密度と十分に短い繊
維長が望ましい。
【００５０】
　電気加熱式シガレット２３の好ましい実施形態で使用される吸着剤の量は、タバコの煙
中の選択された気相成分の量と、タバコの煙から除去することが望ましい成分の量とに応
じて決まる。
【００５１】
　上述のように、電気加熱式シガレット２３はまた、少なくとも１つの香味料放出添加剤
を含む。香味料は、例えば、限定ではないが、メントール、ペパーミント及びスペアミン
トなどのミント、チョコレート、甘草、シトリス、及び他の果物香味、ガンマオクタラク
トン、バニリン、エチルバニリン、清涼剤香味、シナモンなどのスパイス香味、メチルサ
リチル酸塩、リナロール、ベルガモット油、ゼラニウム油、レモン油、ジンジャー油、及
びタバコ香味を含む１つ又はそれ以上の香味料とすることができる。好ましい実施形態で
は、香味料は、メントール及び任意選択的に少なくとも１つのミント香味料である。
【００５２】
　上述のように、香味料放出添加剤は、電気加熱式シガレット内で異なる構造及び組成を
有することができる。１つの実施形態では、香味料放出添加剤はビーズの形態である。ビ
ーズは、好ましくは香味料をカプセル化し、吸煙サイクル中にシガレット内の香味料の制
御された放出を提供する。
【００５３】
　ビーズは、好ましくは、少なくとも１つのカプセル化材料と、少なくとも１つの香味料
とを含む。カプセル化材料は、好ましくは、例えば、ヤシ油、コンニャクゴム、キシリト
ール、ゼイン、ヒドロキシプロピルセルロース、ソルビトール、マルチトール、及びヒド
ロキシプロピルメチルセルロースの１つ又はそれ以上とすることができる結合剤を含む。
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カプセル化材料のビーズ形成特性を改善し、又はその安定性を高めることが可能な当該技
術分野で公知の他の材料はまた、任意選択的にビーズに組み込むことができる。好ましい
実施形態では、ビーズは実質的に均一な組成を有し、香味料が実質的に均一に分布される
。このような構造により、喫煙中により均一な方法で香味料をビーズから放出することが
できる。
【００５４】
　ビーズの組成に応じて、ビーズが香味料を放出する最低温度を調整することができる。
上述の結合剤の１つ又はそれ以上を含むビーズは、好ましくは、約４０℃～約１５０℃な
どの少なくとも約４０℃で香味料が放出される最低温度を有する。ビーズは、雰囲気（例
えば、大気、パッケージ内部）中の好ましくない物質及びシガレット中の好ましくない物
質に香味料が露出されるのを防ぎ、シガレットの喫煙中に香味料放出添加剤が十分に高い
温度に加熱されるまで、香味料の放出及び／又は移動を最小にする。その結果、香味料は
、好ましくはシガレット中の移動、シガレット中の他の物質又は雰囲気との反応、並びに
シガレット中に存在する吸着剤の不活性化が実質的に妨げられる。
【００５５】
　ビーズは、円形、正方形、矩形、楕円形、他の多角形、円筒形、繊維状及び同様のもの
などを含む、様々な規則的形状及び不規則形状といったあらゆる望ましい形状とすること
ができる。ビーズは、様々なサイズを有することができる。好ましくは、ビーズは、最大
粒子サイズが約２５ミクロンより小さく、より好ましくは約１ミクロンより小さいマイク
ロビーズである。ビーズのサイズを小さくすることにより、ビーズの表面積が増加するの
でより均一で制御された香味料の放出を行うことができる。
【００５６】
　ビーズは、望ましい構造、組成、及びサイズを有するビーズを生成するあらゆる適切な
プロセスによって製造することができる。例えば、ビーズは、押し出し成形、噴霧乾燥成
法、コーティング、又は他の適切なプロセスによって製造することができる。好ましい実
施形態では、ビーズは、分離して乾燥させることができる結合剤、香味料、及び任意選択
のビーズを形成するための添加物を含む溶液、分散剤、又はエマルジョンを形成すること
で形成される。香味などの活性成分を含むビーズを準備するプロセスは、引用により全体
が本明細書に組み込まれる米国特許第６，３２５，８５９号で開示されている。
【００５７】
　電気加熱式シガレット２３は、好ましくは、シガレット中に所望の量の香味料をもたら
す量のビーズを含む。好ましい実施形態では、電気加熱式シガレットは、シガレット中の
タバコの全重量に基づいて、最大約２０％まで、より好ましくは約１０％から約１５％の
ビーズを含む。例えば、１００ｍｇのタバコを含むシガレットは、好ましくは約２０ｍｇ
までのビーズを含む。ビーズは、好ましくは約２０％までの香味料を含むことができる。
シガレットは、例えば、約１ｍｇから約１５ｍｇまでの香味料を含むことができる。
【００５８】
　好ましい実施形態では、ビーズは、喫煙中にビーズからシガレット中に香味料が放出さ
れる少なくとも最低温度に到達する電気加熱式シガレット２３の少なくとも１つの位置に
配置される。例えば、ビーズは、タバコロッド６０中、タバコプラグ８０とフリーフロー
フィルタ７４との間の空隙９０中、フリーフローフィルタ７４の１つ又はそれ以上の表面
上、マット６６上又は中、及び／又は、タバコプラグ８０を囲む内側ラップ８４の上又は
中に配置することができる。
【００５９】
　別の好ましい実施形態では、２つ又はそれ以上の異なる最低香味料放出温度を有する異
なるビーズ組成物を、電気加熱式シガレット内の２つ又はそれ以上の位置に組み込むこと
ができ、該シガレットは喫煙中にこのような位置で異なる温度に到達する。例えば、第１
の香味料放出温度を有するビーズを第１の香味料放出温度に到達するシガレット中の第１
の位置に配置し、第２の香味料放出温度を有するビーズを第１の香味料放出温度よりも高
い第２の香味料放出温度に到達するシガレット中の第２の位置に配置することができる。
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例えば、２つの香味料放出温度は、最大約１００℃まで変わることができる。例えば、こ
れら２つの温度は、最大約１０℃、２０℃、３０℃、４０℃、５０℃、６０℃、７０℃、
８０℃、９０℃、又は１００℃まで変わることができる。
【００６０】
　別の好ましい実施形態では、香味料放出添加剤はフィルムを含む。フィルムは、好まし
くは香味料をカプセル化し、喫煙中にシガレット中に香味料を制御された温度で放出する
ことができる。好ましい実施形態では、フィルムは、重量で最大２０％まで、より好まし
くは約１０％から約１５％の香味料を含む。好ましい実施形態では、フィルムは、メント
ールと任意選択的にミントもカプセル化する。
【００６１】
　フィルム形式の香味料放出添加剤は、好ましくは、少なくとも１つのカプセル化材料と
少なくとも１つの香味料とを含む。カプセル化材料は、好ましくは、例えば、カラギナン
、ゼラチン、寒天、ジュランガム、アラビアゴム、ガーゴム、キサンツムゴム、及びペク
チンの１つ又はそれ以上とすることができる結合剤を含む。カプセル化材料のフィルム形
成特性を改善し、或いはその安定性を高めることが可能な当該技術分野で公知の他の材料
も任意選択的にフィルムに付加することができる。好ましい実施形態では、フィルムは、
実質的に均一な組成を有し、香味料は実質的に均一に分布される。こうした構成により、
喫煙中により望ましい方法で香味料をフィルムから放出することができる。フィルムのカ
プセル化材料は、香味料の放出に対する障壁をもたらす。
【００６２】
　フィルムの組成に応じて、フィルムが香味料を放出する最低温度を調整／選択すること
ができる。上述の結合剤の１つ又はそれ以上を含むフィルムは、好ましくは、最大約１２
０℃までのような少なくとも約５０℃の香味料が放出される最低温度を有する。フィルム
は、シガレット及び雰囲気中の好ましくない物質に香味料が露出されるのを防ぎ、シガレ
ットの喫煙中にフィルムが香味料放出温度に加熱されるまで香味料が放出されるのを実質
的に防ぐ。
【００６３】
　フィルムは、乾燥してフィルムになる液体コーティングとして電気加熱式シガレットの
１つ又はそれ以上の構成要素に付加することができる。乾燥したフィルムの寸法には制約
はない。好ましくは、乾燥したフィルムの最大厚さは、約５０ミクロンから約１５０ミク
ロンであり、より好ましくは、約７５ミクロンである。
【００６４】
　フィルムは、所望の構造、組成、及び寸法を有するフィルムを生成するあらゆる適切な
プロセスによって製造することができる。例えば、フィルムは、噴霧コーティング、浸積
法、静電堆積、印字車輪塗布、グラビア印刷、インクジェット塗布、及び同様のものなど
のコーティングプロセスによって付加することができる。好ましい実施形態では、結合剤
、香味料、及び任意選択的な添加物を含むエマルジョン、懸濁液、又はスラリーが準備さ
れ、次いで、電気加熱式シガレットの１つ又はそれ以上の選択された構成要素の１つ又は
それ以上の選択された表面にコーティングとして付加される。コーティングは、好ましく
は乾燥されて、水分及び／又は他の溶剤が除去され、所望の寸法を有する固体フィルムが
形成される。フィルムを準備するのに使用することができる例示的なプロセスは、それぞ
れが引用により全体が本明細書に組み込まれる、米国特許第３，００６，３４７号及び同
一出願人の第４，７１５，３９０号に記載されている。
【００６５】
　電気加熱式シガレット２３は、好ましくは、シガレットの喫煙中に所望の量の香味料を
放出する量のフィルムを含む。好ましい実施形態では、電気加熱式シガレットは、フィル
ムが付加されるシガレット中のタバコの全重量に基づいて、最大約２０％まで、より好ま
しくは約１０％から約１５％のフィルムを含む。例えば、フィルムがマットに付加される
場合、マット中に含まれるタバコの重量は、好ましくは、フィルムの量の重量基準である
。フィルムがマット及びタバコプラグに付加される場合、マット及びタバコプラグに含ま
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れるタバコの全重量は、好ましくは、シガレット中に付加されるフィルムの量の重量基準
である。好ましくは、マット中に含まれるタバコの重量は、マットに付加されるフィルム
の量の重量基準であり、タバコプラグ中に含まれるタバコの重量は、タバコプラグに付加
されるフィルムの量の重量基準である。好ましい実施形態では、タバコは、約１ｍｇから
約１５ｍｇまでの香味料を含むことができる。
【００６６】
　好ましい実施形態では、フィルムは、少なくとも香味料放出温度に到達する電気加熱式
シガレット２３の少なくとも１つの位置に配置される。例えば、フィルムは、タバコプラ
グ８０の上、タバコプラグ８０を囲む内側ラップ８４の上、マット６６上、及び／又はマ
ットを囲む外側ラップ７１上に配置することができる。フィルムが内側ラップ８４及び／
又は外側ラップ７１上に配置される場合、内側ラップ８４及び／又は外側ラップ７１の重
量は、フィルムの量の重量基準である。別の好ましい実施形態では、フィルムは、予備形
成され、細断され、タバコプラグ８０及び／又は香味料放出温度に達する他の選択位置に
組み込まれる。
【００６７】
　別の好ましい実施形態では、２つ又はそれ以上の異なる最低香味料放出温度を有する異
なる香味料付フィルムを電気加熱式シガレットの異なる位置に組み込むことができ、ここ
で、シガレットの喫煙中、異なる位置の温度は、異なるフィルムの最低放出温度を超える
。
【００６８】
　別の好ましい実施形態では、香味料放出添加剤は、包接錯体(inclusion complex)であ
る。包接錯体は「ホスト分子」を含み、香味料は、包接錯体中の「ゲスト分子」である。
この包接錯体は、喫煙中にシガレット内で香味料の制御された放出を可能にする。好まし
い実施形態では、香味料は、親油性の有機香味料であり、好ましくは、ホスト分子の疎水
性キャビティ内で濃縮される。好ましい香味料は、限定ではないが、メントール、ペパー
ミント及びスペアミントなどのミント、チョコレート、甘草、シトリス及び他の果物香味
、ガンマオクタラクトン、バニリン、エチルバニリン、清涼剤香味、シナモンなどのスパ
イス香味、メチルサリチル酸塩、リナロール、ベルガモット油、ゼラニウム油、レモン油
、ジンジャー油、及びタバコ香味を含む。好ましい実施形態では、香味料は、バニリン及
びガンマオクタラクトンを含む。好ましい実施形態では、包接錯体は、重量で最大約２０
％まで、より好ましくは約１０％から約１５％の香味料を含む。
【００６９】
　包接錯体のホスト分子は、好ましくは、シクロデキストリンである。シクロデキストリ
ンは、例えば、各々が引用により全体が本明細書に組み込まれる、米国特許第３，４２６
，０１１号及び同一出願人の米国特許第５，１４４，９６４号で記載されたグルコピラノ
ース・サブユニットを含む環状オリゴ糖類である。包接錯体は、香味料材料が溶液中で選
択されたシクロデキストリンと混合される時に形成される。香味料は、シクロデキストリ
ンのリング構造内に滞留する。シクロデキストリン及び香味料は通常、共沈殿され、濾過
されて、乾燥される。
【００７０】
　アルファシクロデキストリン、ベータシクロデキストリン、及びガンマシクロデキスト
リンは、それぞれ、６つ、７つ、及び８つのグルコピラノース・サブユニットを含む。好
ましい実施形態では、包接錯体は、望ましくは豊富な広範なゲスト分子を収容することが
でき、容易に入手可能なベータシクロデキストリンを含む。ベータシクロデキストリンは
、直径が７．５オングストロームの疎水性のキャビティと親水性の上部及び下部エッジと
を含む三次元トーラス構成を備えた連結サブユニットのリング構造を有する。
【００７１】
　シクロデキストリンを含む包接錯体が香味料を放出する最低温度は、好ましくは、例え
ば約６０℃から約１２５℃までなど少なくとも約６０℃である。香味料を包接錯体に組み
込むことにより、シガレット中の好ましくない物質に対する露出から香味料を保護するこ
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とができ、シガレットの喫煙中に香味料放出添加剤が香味料放出温度に加熱されるまで、
香味料の雰囲気への放出及び／又は移動が最小にされるのが好ましい。
【００７２】
　包接錯体は、好ましくは粉末形態である。粉末の最大サイズは、好ましくは約２００ミ
クロンよりも小さい。
【００７３】
　包接錯体は、ベータシクロデキストリン及び香味料の水溶液を形成することによって作
ることができる。包接錯体は、溶液から粉末形態で回収することができる。しかしながら
、溶液は、あらゆる適切なプロセスにより、電気加熱式シガレットの１つ又はそれ以上の
構成要素の１つ又はそれ以上の選択された位置に直接付加することができる。包接錯体粉
末は、代替的に、溶液又は懸濁液を形成するために使用することができる。包接錯体は、
スラリーコーティング、噴霧、浸積法、静電堆積、印字車輪塗布、グラビア印刷、インク
ジェット塗布、及び同様のものなどのコーティングプロセスによって付加することができ
る。好ましい実施形態では、シクロデキストリン及び香味料を含む溶液、懸濁液、又はス
ラリーが準備され、電気加熱式シガレットの選択された構成要素の選択された表面にコー
ティングとして付加される。電気加熱式シガレットに包接錯体を付加するのに使用するこ
とができる例示的なプロセスは、引用により全体が本明細書に組み込まれる同一出願人の
米国特許第５，１４４，９６４号に記載されている。
【００７４】
　電気加熱式シガレット２３は、好ましくは、シガレットにおいて所望の量の香味料を提
供する量の包接錯体を含む。好ましい実施形態では、電気加熱式シガレットは、外側ラッ
プ又はマットの重量に基づいて、最大約１５％まで、より好ましくは約８％よりも少ない
包接錯体を含む。例えば、包接錯体がマットに適用される場合、マットの重量は、好まし
くは、マットに適用された包接錯体の量の重量基準である。包接錯体がマットと外側ラッ
プに適用される場合、マット及び外側ラップの全重量は、好ましくは、マット及び外側ラ
ップに適用される包接錯体の量の重量基準である。マット及び／又は外側ラップに適用さ
れる包接錯体の重量パーセントは、同じか、或いは異なる場合がある。好ましい実施形態
では、シガレットは、約１ｍｇから約５０ｍｇの香味料を含む。
【００７５】
　好ましい実施形態では、包接錯体は、喫煙中にシガレットの包接錯体から香味料が放出
される少なくとも最低温度に到達する電気加熱式シガレット２３の少なくとも１つの位置
に配置される。例えば、包接錯体は、内側ラップ８４、マット６６、及び／又は外側ラッ
プ７１上に配置することができる。
【００７６】
　別の好ましい実施形態では、電気加熱式シガレットは、２つ又はそれ以上の異なる種類
の香味料放出添加剤、例えば、ビーズ及びフィルム及び／又は包接錯体を含み、各香味料
放出添加剤は、異なる香味料放出温度を有する。異なる香味料放出添加剤は、喫煙中に香
味料の更に制御された放出を可能とするために、喫煙中に異なる温度に達する同じ電気加
熱式シガレット内の２つ又はそれ以上の位置に組み込むことができる。
【００７７】
　図４及び５は、電気加熱式シガレットの好ましい実施形態を使用することができる電気
式喫煙システムの好ましい実施形態を示す。しかしながら、電気加熱式シガレットの好ま
しい実施形態は、電気式の異なるライター構成のような別の構成の電気式喫煙システムで
使用することができる点を理解すべきである。電気式喫煙システム２１は、電気加熱式シ
ガレット２３と再使用可能なライター２５とを含む。シガレット２３は、ライター２５の
前端部２９で開口しているシガレット受け２７に対して挿入及び取り出されるように構成
される。シガレット２３が挿入されると、喫煙システム２１は、従来のシガレットと同様
にして使用されるが、シガレット２３を点火又はくすぶらす必要がない。シガレット２３
は、喫煙後に廃棄される。
【００７８】
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　好ましくは、各シガレットは、１回の喫煙につき少なくとも合計で８回吸煙される（吸
煙サイクル）。しかしながら、シガレット２３は、利用可能な吸煙の総数をより少ないか
又はより多く提供するように構成することができる。
【００７９】
　ライター２５は、それぞれ前部及び後部ハウジング部３３及び３５を有するハウジング
３１を含む。１つ又はそれ以上のバッテリなどの電源３５ａが後部ハウジング部３５内に
配置され、ヒータ取付け具３９にエネルギを供給する。ヒータ取付け具３９は、複数の電
気抵抗加熱素子３７（図６）を含む。加熱素子３７は、前部ハウジング部３３内に配置さ
れ、シガレット２３を摺動させてそれを受けるように構成される。ヒータ取付け具３９内
に配置されたストップ１８３は、シガレット受け２７の終端部を定める（図２）。
【００８０】
　前部ハウジング部３３にある制御回路構成４１は、各吸煙サイクルの間に電源３５ａと
加熱素子３７の１つ又はそれ以上との間の電気的伝達を選択的に確立する。
【００８１】
　ハウジング３１の後部ハウジング部３５は、電源３５ａの交換を容易にするために開閉
するように構成される。好ましくは、前部ハウジング部３３は、機械式係合によって取外
し可能に後部ハウジング部３５に取付けられる。
【００８２】
　図５を参照すると、好ましい実施形態では、制御回路構成４１は、吸煙作動センサ４５
によって始動され、このセンサ４５は、喫煙者がシガレットの吸引を開始すると発生する
圧力変化又は空気流量の変化のいずれかに感応する。吸煙作動センサ４５は、好ましくは
、ライター２５の前部ハウジング部３３内に配置され、ヒータ取付け具３９の側壁部１８
２を通って延びるポート４５ａを介してヒータ取付け具３９内部のスペースと連通する。
センサ４５が作動すると、制御回路構成４１は、加熱素子３７の適切な１つに電流を流す
。
【００８３】
　好ましい実施形態では、ライター２５の外側に沿った位置にインジケータ５１が設けら
れ、シガレット２３に残っている吸煙数又は他の選択された情報を可視的に表示する。イ
ンジケータ５１は、好ましくは、液晶ディスプレイを含む。好ましい実施形態では、イン
ジケータ５１は、シガレット検出器５７がヒータ取付け具３９内にシガレットの存在を検
出したときに選択された画像を表示する。シガレット検出器５７は、電気加熱式シガレッ
トの存在を感知するあらゆる装置を含むことができる。例えば、シガレット検出器５７は
、ヒータ取付け具３９のシガレット受け２７に隣接した誘導コイル１１０２と、誘導コイ
ル１１０２と制御回路構成４１内の発振器回路とをつなぐ導線１１０４とを含むことがで
きる。このような場合、シガレット２３は、金属素子（図示しない）を含むのがよく、こ
の金属素子は、適切なシガレット２３がシガレット受け２７に挿入されたときは常に、シ
ガレット検出器５７がタバコの存在を示す信号を制御回路構成４１に対して発生させるよ
うに、コイル巻線１１０２のインダクタンスに影響を及ぼす。制御回路構成４１は、イン
ジケータ５１に信号を供給する。シガレット２３がライター２５から取り出されると、シ
ガレット検出器５７は、シガレット２３の存在をもはや検出せず、インジケータ５１はオ
フにされる。
【００８４】
　加熱素子３７が、新規に挿入された各シガレット２３に対してほぼ同じ位置でシガレッ
ト２３に対して並列に配置されるように、ヒータ取付け具３９は、挿入されたシガレット
２３を支持し、それを加熱素子３７に固定する。好ましい実施形態では、ヒータ取付け具
３９は、互いに平行な８つのヒータ素子３７を含み、これらのヒータ素子は、シガレット
受け２７の対称軸のまわりに同軸に配置される。完全に挿入されたシガレット２３と各加
熱素子３７とが接触する位置を、本明細書では、ヒータフットプリント又は炭化ゾーン４
２と呼ぶ。
【００８５】
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　図６に示すように、加熱素子３７は各々、好ましくは、先端部５４に隣接する少なくと
も第１及び第２の蛇行した細長い部材５３ａ及び５３ｂを含む。ヒータ部５３ａ、５３ｂ
、及び５４は、ヒータブレード１２０を形成する。先端部５４は、シガレット受け２７の
開口部５５に隣接する。各ヒータ素子３７の両端部５６ａ及び５６ｂは、制御装置４１に
よって選択的に作動されるように電源３５ａの両極に電気的に接続される。各加熱素子３
７を通る電気経路は、それぞれ、ターミナルピン１０４、ターミナルピン１０４と蛇行部
材５３ａの１つの自由端部分５６ａと間の接続部１２１、及び先端部５４の少なくとも一
部を通って、他の蛇行部材５３ｂ並びにその端部分５６ｂまで確立される。好ましくは、
接続リング１１０が、端部５６ｂの各々への共通電気接続を形成する。好ましい実施形態
では、リング１１０は、リング１１０とピン１０５との間の接続部１２３を通じて電源３
５ａの正極に接続される。
【００８６】
　好ましくは、加熱素子３７は、制御回路構成４１の制御下で電源３５ａによって個々に
通電され、シガレット２３の周囲付近の離間した位置で好ましくは８回シガレット２３を
加熱する。従来のシガレットの喫煙で通常行われるのと同様に、この加熱は、シガレット
２３から８回の吸煙を可能にする。吸煙の１回又はそれ以上、或いは全ての吸煙について
１つよりも多い加熱素子を同時に作動させるのが好ましいとすることもできる。
【００８７】
　ヒータ取付け具３９は、空気入口ポート１２００を含み、このポートを通ってライター
に空気が吸い込まれる。ライターに空気が入り、吸煙センサ４５が作動して吸煙の開始を
認識するようになると、圧力低下が引き起こされる。誘起される圧力低下の範囲は、圧力
センサ４５によって検出可能な圧力低下の範囲内にあるように選択される。
【００８８】
　タバコプラグ８０の長さ及びそのタバコロッド６０に沿った相対位置は、好ましくは、
電気式喫煙システム２１の加熱素子３７の構成及び位置に基づいて選択される。シガレッ
ト２３が電気式喫煙システムのライター内のストップ１８２（図２）に対して適正に配置
されると、各加熱素子の一部は、タバコロッド６０に接触する。この接触領域は、ヒータ
フットプリント９５と呼ばれ、シガレットペーパ、マット、又はタバコの燃焼なしでシガ
レットの喫煙が可能な十分高い温度に加熱素子３７が到達することが期待されるタバコロ
ッド６０の領域である。ヒータフットプリント９５は、ライター２５に完全に挿入された
全てのシガレット２３に対して、タバコロッド６０の自由端７８から等しい所定距離９６
を置いてタバコロッド６０に沿って配置することができる。
【００８９】
　好ましくは、シガレット２３のタバコプラグ８０の長さ、ヒータフットプリント９５の
長さ、及びヒータフットプリント９５とストップ１８２との間の距離は、ヒータフットプ
リントがタバコプラグ８０を超えて延び、空隙９１の一部に距離９８だけ重なるように選
択される。距離９８はまた、「ヒータ間隙外側ラップ」９８と呼ばれる。ヒータフットプ
リント９５の残りの部分がプラグ８０と重なる距離は、「ヒータ充填剤外側ラップ」９９
と呼ばれる。
【００９０】
　間隙９１及びタバコプラグ８０の長さ、並びに穿孔２６３の分布を調節して、風味、吸
引、及び送出の調整を含む、シガレット２３の喫煙特性を調節することができる。孔２６
３のパターン、空隙９０の長さ、及びヒータ充填剤外側ラップ９９（及び、ヒータ空隙外
側ラップ９８）の量はまた、送出の一貫性を促進するために応答の即時性を調整するよう
に制御することができる。
【００９１】
　好ましい実施形態による電気加熱式シガレットは利点を有する。１つ又はそれ以上の添
加香味料、特に揮発性香味料をカプセル化することにより、喫煙されるまで香味料をタバ
コ中に保持することができる。更に香味料は、好ましくは、喫煙中に制御された方法で温
度放出されるので、喫煙者に対してシガレットの改善された本質的特性を提供する。シガ
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レットが喫煙されるまで香味料放出添加剤内に香味料を保持することができるので、好ま
しくは、タバコ中の吸着剤の不活性化が最小にされる。その結果、吸着剤は、主流煙から
選択された気相成分を除去する機能を維持する。
【００９２】
　好ましくは、吸着剤は、マウスピースプラグに隣接したクレープカーボン紙を含む。好
ましいシガレットにおいては、クレープカーボン紙の周りにポリプロピレンスリーブが設
けられ、シガレットがシガレットパック内に保管されている間に揮発性香味がシガレット
間で移動して吸着剤が不活性化されることを防ぐ。カーボン紙が酢酸セルロースチューブ
内に配置されている場合には、カーボンによるtriacitin又はトリアセチン吸着によって
カーボンの活性レベルが低下する可能性がある。カーボン紙は、Ｓｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－
Ｍａｕｄｕｉｔ社から販売されており、ポリプロピレンスリーブ及びカーボン紙を含むフ
ィルタプラグは、Ｆｉｌｔｒｏｎａ社から入手可能である。シガレットのフィルタ内に配
置されたポリプロピレンスリーブ内にクレープカーボン紙を備える吸着剤を含有する電気
加熱式シガレットは、望ましい吸引抵抗（ＲＴＤ）を示す。
【００９３】
　図７及び８は、フィルタ１５０を含む電気加熱式シガレット２３の別の好ましい実施形
態を示す。フィルタ１５０は、クレープカーボン紙及び該クレープカーボン紙を囲むポリ
プロピレンスリーブ１５４の形態の吸着剤を含む。図７においては、フリーフローフィル
タ７４は、フリーフローフィルタ９２に接触（すなわち当接）し、フリーフローフィルタ
９２は、フィルタ１５０に接触（すなわち当接）し、フィルタ１５０は、マウスピースフ
ィルタプラグ９４と接触（すなわち当接）している。或いは、図８においては、フリーフ
ローフィルタ７４は、マウスピースフィルタプラグ９４と類似した固体セグメント１５１
に接触（すなわち当接）し、固体セグメント１５１は、フィルタ１５０に接触（すなわち
当接）し、フィルタ１５０は、マウスピースフィルタプラグ９４に接触（すなわち当接）
している。
【００９４】
　１つの実施形態においては、香味料放出添加剤は、タバコプラグを囲むタバコマット内
に配置される。タバコプラグは、好ましくは香味料放出添加剤を含まず、これによって、
メントールシガレット又は非メントールシガレットにおいてタバコプラグ内に同じブレン
ドのタバコを備えたシガレットを製造することが可能になる。タバコマット内に香味を有
することで、好ましくは、喫煙中の香味のより効率的な送出、及び吸煙の始めに香味をよ
り迅速に送出することを可能にする。同一出願人の米国特許第５，６９２，５２５号で説
明されているように、タバコプラグ、空隙、及びヒータ充填材外側ラップの長さは、所望
の風味、吸引、及び送出、並びに応答の即時性及び／又は送出の一貫性を提供するよう調
節することができる。
【００９５】
　また、タバコマットのマトリックス内に香味をカプセル化し配置することによって、メ
ントールのような揮発性香味がタバコロッドからフィルタのカーボン保持部分へ移動する
ことが低減される。従って、カーボンの活性レベルにより、保管寿命が長くなり、その活
性レベルの維持が向上する。
【００９６】
　メントール香味料は、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末のような温度感受性粉末の形態で提供さ
れるのが好ましい。多段乾燥（ＭＳＤ）粉末のような温度感受性粉末の形態の添加材料を
使用することにより、添加材料は、移動特性が低下された状態で保管することができ、加
熱などの予め設定された刺激作用が加えられた時に制御可能に放出することができる。従
って、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末のような温度感受性粉末中の添加材料は、温度感受性粉末
を使用することによって得られる特性に起因して、喫煙物品内における経時的な蒸発及び
移動レベルを低くすることができる。好適なメントール含有粉末は、Ｆｒａｎｃｅ国Ｌｅ
　Ｂａｒ　Ｓｕｒ　Ｌｏｕｐに所在のＭａｎｅ　ＳＡ社から入手可能である。
【００９７】
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　多段乾燥（ＭＳＤ）プロセスにおいて、添加材料は一般に、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を
形成するため複数段階での噴霧乾燥、流動床乾燥、及び／又はベルト乾燥により形成され
る。添加材料の有効性を維持するために、乾燥は低温度で行われ、この場合、この温度は
乾燥には有効であるが、乾燥される添加材料に悪影響を与えない。例えば、多段乾燥（Ｍ
ＳＤ）粉末が香味料を含有している場合には、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を作る際に使用さ
れる乾燥温度は、香味料の揮発温度よりも低い。例えば、香味料を含有する多段乾燥（Ｍ
ＳＤ）粉末は、２０～５０℃、５０～１００℃、１００～１５０℃、又は１５０～２００
℃などの温度で複数の段階で乾燥させることができる。
【００９８】
　また、噴霧乾燥が利用される場合には、例えば添加材料は、液体供給源から小滴の噴霧
へ霧化することができ、ここで小滴は、処理チャンバ内で第１の温度乾燥空気と接触させ
て配置し、水分を除去することができる。次に小滴は、第２の温度乾燥空気内で更に乾燥
され、乾燥した温度感受性粉末を形成することができる。好ましくは、第２の温度は第１
の温度よりも低温であるが、それでもなお有効な乾燥特性を与えるのに十分なほど温かい
。例えば、約２５０°Ｆ（１２１℃）の揮発温度を有するメントールのような添加材料は
、基板上に噴霧し、次いで２００°Ｆ（９３．３℃）のトンネル乾燥器を通過させて液体
の大部分を蒸発分離し、次に室温で空気乾燥させて最終的な温度感受性粉末を形成するこ
とができる。
【００９９】
　粉末は温度感受性であるので、加熱時のように温度変化が起こるまで添加材料を含有し
、添加材料の移動を低減することができる。例えば、シガレット内の温度感受性粉末中の
香味添加材料は、十分な量の熱が加えられて温度感受性粉末から香味料が放出されるまで
、香味料をカプセル化し、及び／又は吸着剤のようなシガレットの他の部分から隔離する
のに使用することができる。
【０１００】
　その結果、吸着剤を含み、他の場合では吸着剤によって添加材料が吸着されるはずの喫
煙物品において、温度感受性粉末を有効に使用することができる。温度感受性粉末を使用
することによって、添加材料は保管中には放出されないが、シガレットの喫煙時には放出
することが可能となり、更に、添加材料がシガレットの煙の特性を変えることが可能とな
る。
【０１０１】
　喫煙物品において多段乾燥（ＭＳＤ）粉末のような温度感受性粉末内で香味料のような
添加材料を使用することは、特に吸着剤を含むシガレットにおいて利点がある。吸着剤を
含むシガレット内で多段乾燥（ＭＳＤ）粉末のような温度感受性粉末を使用することによ
り、吸着剤による温度感受性粉末中での添加材料の吸着が実質的に防止され、添加材料の
制御された放出が可能とされる。
【０１０２】
　添加材料を制御可能に放出できるどのような温度感受性粉末も本明細書で企図されるが
、説明の目的で用語「多段乾燥（ＭＳＤ）粉末」は、温度感受性粉末を説明するために使
用されることにする。しかしながら、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、その製造の容易さ及び
完全性に起因して、好ましい温度感受性粉末である点も理解されたい。
【０１０３】
　用語「温度感受性」は、本明細書では粉末による温度制御された応答を意味するのに使
用される。例えば、本明細書で使用されるように、添加材料を含む温度感受性粉末は、温
度感受性粉末から添加特性を放出するように予め設定された熱量が加えられた時に添加材
料を放出する。
【０１０４】
　用語「放出可能に配置される」又は「制御可能に放出される」は、本明細書では、多段
乾燥（ＭＳＤ）粉末形態による添加材料特性の含有、及び添加材料特性の制御された放出
を意味するのに使用される。多段乾燥（ＭＳＤ）粉末形態では、添加材料は、例えば、多
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段乾燥（ＭＳＤ）粉末を備えた喫煙物品の保管などの間、望ましくない移動を実質的に回
避又は最小ｉするのに十分な程度含まれている。この用語はまた、限定ではないが、例え
ば、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末が加熱又は燃焼を受けた時に、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末形態
の添加材料が制御可能に放出されるのに十分なほど移動可能であることを含む。
【０１０５】
　多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、上述のように温度感受性粉末であり、この場合、添加材料
は、粉末の溶融又は粉末との他の熱的相互作用によって、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末から放
出させることができる。添加材料及び多段乾燥（ＭＳＤ）粉末の他の成分の温度感受性特
性は、添加材料が熱によって制御可能に放出されることを可能にする。例えば、液体メン
トールが多段乾燥（ＭＳＤ）粉末内に組み込まれ、ここで多段乾燥（ＭＳＤ）工程と組み
合わせて澱粉を使用して多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を形成する場合、メントールが液化する
温度は、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末からメントールを放出する（溶融によって）臨界温度で
ある。
【０１０６】
　多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、好ましくはタバコマット内に組み込まれ、制御された放出
特性と共に低い保管移動特性を有するカプセル化香味を提供する。
【０１０７】
　多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、添加材料に加えて添加材料の制御された放出を可能とし、
場合によっては促進し、或いは加熱又は燃焼時に添加材料又は多段乾燥（ＭＳＤ）粉末の
特性に影響を及ぼすことになるあらゆる材料を含むことができる。例えば、多段乾燥（Ｍ
ＳＤ）粉末は、噴霧乾燥可能な生成物、好ましくは澱粉、ソルビトール、マルトデクスト
リン又は同様のものなどの食品用の噴霧乾燥可能な生成物を含むことができ、これらの生
成物は、メントールのような添加材料のカプセル化を行うことがきるが、添加材料中のメ
ントール香味のような所望の特性を大きく変えることはない。
【０１０８】
　多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、噴霧乾燥、流動床乾燥、及び／又はベルト乾燥のようなど
のような適切な多段乾燥（ＭＳＤ）粉末生成法によっても生成することができ、ここで乾
燥は、乾燥粉末形態の添加材料を生成するために、添加材料及び／又は多段乾燥（ＭＳＤ
）粉末の溶融又は揮発レベルよりも低い温度で行われる。過度に高い温度が使用された場
合には、添加材料及び／又は多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、処理中に溶融又は揮発を生じ、
多段乾燥（ＭＳＤ）粉末の塊又は多段乾燥（ＭＳＤ）粉末形態からの添加材料の放出を引
き起こす可能性がある。
【０１０９】
　内部に添加材料を備えた多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、多段乾燥工程により形成される。
例示的な多段乾燥工程においては、添加材料が液体の形態で提供され、次いで、圧力ノズ
ル又は回転噴霧器を介して第１の温度の加熱空気中に噴霧されて小滴を形成し、ここで加
熱空気は、過剰な液体が除去されて、半乾燥小滴を形成する。次に、半乾燥小滴は、第１
の温度とは異なる第２の温度に加熱された二次乾燥区域に送られ、ここで二次乾燥区域は
、過剰な液体を除去し、半乾燥小滴を乾燥させて多段乾燥（ＭＳＤ）粉末にするのに使用
される。このようにして、液体メントール（乳化剤と噴霧乾燥可能な生成物とを備える）
のような液状又は粘性生成物を乾燥した温度感受性粉末に転化することができ、ここでは
液体生成物の特性の改善された保持を得ることができる。
【０１１０】
　カプセル化された添加材料をもたらす多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を作る好ましい方法は、
添加材料を液化し、液化した添加材料を変性食用澱粉のような乳化剤と混合してエマルジ
ョンを形成することを含む。添加材料は、液体メントールのような液体又は粘性添加物と
することができ、或いは溶剤、熱、又は他の液化法を使用することにより液化可能な固体
添加物とすることができる。
【０１１１】
　次いで、エマルジョンは、マルトデクストリン及び／又はソルビトールのような粉末又
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は他の噴霧乾燥可能な媒体と混合することができ、この場合粉末は、添加物及び乳化剤の
エマルジョンをカプセル化する。次に、エマルジョンと粉末の混合物は噴霧して乾燥させ
ることができる。乾燥は２段階で行われるのが好ましい。最初に、噴霧混合物を第１の温
度で加熱空気乾燥器を介して噴霧し、液体の大部分を除去することができる。次に、噴霧
された混合物を第２の温度で乾燥させ、残りの液体を粉末から除去することができる。好
ましくは、高温に長時間曝すことによって引き起こされる可能性のあるあらゆる損傷を軽
減すると共に、最終生成物の乾燥を効率的に可能にするため、第１の温度は第２の温度よ
りも高温である。複数の温度段階を使用することにより、添加材料を多段乾燥（ＭＳＤ）
粉末にカプセル化して乾燥させることができ、この場合、添加材料は多段乾燥（ＭＳＤ）
粉末中に放出可能に配置される。
【０１１２】
　タバコマットは、好ましくは、製紙タイプのプロセスを使用してベースウェブを形成し
、同時に又はこの後にタバコ香味材料をベースウェブ上に付加することによって形成され
る。このプロセスの第１の部分において、タバコストリップを水で洗浄し、後のコーティ
ング段階で使用するために可溶性物質は回収される。残りの（抽出済みの）タバコ繊維は
、ベースウェブを形成するためにウェブ／ペーパ形成法で使用されるスラリーの調製にお
いて使用される。ベースウェブを強化するために、水中にカーボン繊維のストックを分散
させ、分散を促進させるために例えばアルギン酸ナトリウムを添加することによって、カ
ーボン繊維をスラリーに加えることができる。次に、カーボン繊維分散体は、（任意選択
的に）従来の香味料と共にタバコ－繊維スラリーに添加される（任意選択的に）。好まし
くは香味付けされたタバコ応答を妨げない限りはアルギン酸ナトリウムの代わりに添加す
ることのできる他のあらゆる親水コロイドは、水溶性であり、タバコマットに強度を与え
るのに適切な分子量を有する。次いで、結果として得られる混合物は、従来の製紙機のフ
ォードリニアワイヤ又は同様のもの（スチールベルトのような）の上に湿式堆積されてベ
ースウェブを形成する。タバコストリップを洗浄することにより事前に除去された可溶性
物質を粉砕されたタバコと混合し、この混合物は、フォードリニエ（Ｆｏｕｒｄｒｉｎｉ
ｅｒ）ワイヤを越えてドラム又はヤンキー乾燥器の後方に置かれた標準的な反転ロールコ
ータを好ましくは用いて、ベースウェブの一方の面上にコーティングされる。添加スラリ
ー中のタバコダスト又は粒子に対するタバコ可溶性物質の比は、好ましくは約１：１と２
０：１の間の値に設定され、好ましくは４：１又はその近くに設定される。添加スラリー
はまた、ベースウェブ上にキャスト又は押し出すことができる。或いは、コーティング工
程をベースウェブの製造とは別個にオフラインで実施することができる。タバコ産業にお
いては従来から使用されている香味料は、コーティング段階の間又は後で添加されるのが
好ましい。スラリーのコーティング性を向上させるために、ペクチン又は他の親水コロイ
ドが好ましくはタバコマットの０．１から２．０重量％の範囲で添加される。
【０１１３】
　多段乾燥（ＭＳＤ）粉末のような香味放出添加物をタバコマットに組み込む好ましい方
法が提供され、ここでタバコマットは、該タバコマット上に層状態で多段乾燥（ＭＳＤ）
粉末のような香味放出添加物を含み、タバコマットを組み込んだシガレットが喫煙される
時に放出が制御される。好ましい方法は、ベースウェブを形成し、次いで、多段乾燥（Ｍ
ＳＤ）粉末のような香味料放出添加剤と好ましくは水などの液体とから成るスラリーを粉
末タバコを含むベースウェブ上に塗布することによって、タバコマットを形成する段階を
含む。スラリーは、タバコマット上に広げることができる。最後に、スラリーは周囲空気
に曝すことにより乾燥させることができ、或いは、スラリーを加熱することにより乾燥さ
せることができ、この場合、加えられる熱の温度は、香味料放出添加剤中の添加材料を溶
融又は揮発させないような有効な温度である。
【０１１４】
　多段乾燥（ＭＳＤ）粉末のような香味料放出添加剤と液体とのスラリーは、香味料放出
添加剤がスラリー中に含められる時間量を最小にして添加材料の揮発が回避されるように
、ベースウェブ上に塗布される直前に調製されるのが好ましい。より一般的には、熱活性
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化される香味料放出添加剤は、タバコマット製造のプロセス又はタバコマット中に香味料
放出添加剤を組み込むプロセスと適合するように、水溶性が低いのが好ましい。スラリー
の温度は、好ましくは、８０°Ｆ～１００°Ｆ（２６．６℃～３７．８℃）、又は約９０
°Ｆ（３２．２℃）のような適切な温度に維持され、低温でのメントールのような添加材
料の結晶化と、高温での添加材料の揮発とを防ぐようにする。
【０１１５】
　加えて、グリセリン、ペクチン、及びタバコダストもまた、構造上及び外観上の目的の
ために湿潤スラリーにおいて使用することができ、この場合スラリーは、ドクターナイフ
（ブレード）を用いて拡げ、タバコマットに比較的均一な厚さを提供することができる。
【０１１６】
　また、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を含むタバコマット上にカプセル化フィルムを形成する
好ましい方法が提供され、ここでフィルムは、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末中の添加材料が喫
煙物品内へ移動するのを更に低減するのを可能にする。フィルムを設けることにより、多
段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、共に包装されたときに喫煙物品の他の部分又は他の喫煙物品か
ら隔離し、添加材料と喫煙物品の他の部分との間のあらゆる相互作用を低減することがで
きる。好ましい方法は、タバコマットを形成し、次いで噴霧ノズルを用いてマット上にフ
ィルムを噴霧することを含み、この場合、噴霧ノズル中のフィルムの温度は、噴霧中に１
２０°Ｆ～１６０°Ｆ（４８．９℃～７１．１℃）の間、より好ましくは約１４０°Ｆ（
６０℃）である。次に、フィルムを乾燥器内に入れて乾燥を促進及び完了させることがで
き、この場合、乾燥器内の温度は、フィルム又は多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を溶融、燃焼、
或いは悪影響を生じない。
【０１１７】
　多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を備えたシガレットを形成する好ましい実施形態が提供され、
この場合、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末は、シガレットの喫煙時にシガレットへの添加材料の
放出を制御することができる。好ましい方法は、タバコを粉砕する段階と、濃縮抽出液（
ＣＥＬ）としても知られるタバコ液体を除去する段階とを含む。次に、残りのタバコ固体
をセルロース又は同様のものと混合し、ベースウェブを形成することができる。次いで、
多段乾燥（ＭＳＤ）粉末、ＣＥＬ、グリセリン、及び／又はペクチンを含むスラリーをベ
ースウェブ上に形成し、ベースウェブ上に多段乾燥（ＭＳＤ）粉末層を形成することがで
きる。
【０１１８】
　次に、追加のタバコ香味料のようなタバコダストの任意選択的な層をスラリー上のベー
スウェブ全体に塗布して拡げ、審美上更に向上させることができ、この場合、ベースウェ
ブ及びスラリーは後で乾燥させることができる。最後に、好ましくはカラゲナンのフィル
ム又は他の比較的香味のない熱反応性の食品用フィルムを乾燥されたスラリー層を有する
乾燥ベースウェブ上に形成し、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末、ＣＥＬ、グリセリン、及び／又
はペクチンを含むスラリー成分をフィルム下でシールすることで、多段乾燥（ＭＳＤ）粉
末を含むベースウェブ又はスラリーのあらゆる部分の移動を防止することができる。
【０１１９】
　シガレット用の多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を含むタバコマットを作る好ましい実施形態が
提供され、ここで多段乾燥（ＭＳＤ）粉末によってタバコの煙の香味成分をタバコマット
内に放出可能に配置することが可能になる。好ましい方法は、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を
タバコと混合し、次いでこの混合物からタバコマットを形成することによって多段乾燥（
ＭＳＤ）粉末を組み込んだタバコマットを形成することを含む。好ましくは、タバコは、
タバコ及び多段乾燥（ＭＳＤ）粉末からタバコマットを形成する前に、タバコ及び多段乾
燥（ＭＳＤ）粉末が混和性であるように粉砕されるか、又は再構成還元タバコであるのが
好ましい。
【０１２０】
　好ましくは、タバコマットは、形成されたタバコマットの幅が、シガレット内で使用さ
れているタバコマットの幅よりも大きいように形成される。例えばタバコマットは、約１
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２～１８インチ（３０．５～４５．７ｃｍ）の幅に形成することができる。
【０１２１】
　更に、噴霧ノズルを使用してタバコマット上にフィルムを任意選択的に噴霧することが
でき、この場合、フィルムは加熱されて、フィルム材料を液化するのが好ましい。例えば
、カラゲナンがフィルム用に使用される場合には、カラゲナンは、約１２０°Ｆから１６
０°Ｆ（４８．９℃～７１．１℃）の間、より好ましくは約１４０°Ｆ（６０℃）まで加
熱され、所望の噴霧粘度をもたらすようにすることができる。次に、フィルムは、周囲空
気中で乾燥させることができ、或いは乾燥工程を強化するために乾燥器又は真空を使用し
てもよい。
【０１２２】
　タバコマットが形成された後（必要であればフィルムが形成された後）、タバコマット
は、スリットを入れるか、喫煙物品で使用するサイズに切断することができる。例えば、
タバコマットが電気加熱式シガレット喫煙システムで使用されるシガレットのような、非
従来的な標準サイズのシガレットで使用されることになる場合には、約２３．２ｍｍのタ
バコマット幅が望ましいことになる。
【０１２３】
　シガレット用の多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を含むタバコマット上にフィルムを形成する別
の方法も提供され、この場合フィルム用の乾燥工程は、タバコマット巻付け工程の一部で
ある。好ましい方法は、フィルムをその上に形成する前に、多段乾燥（ＭＳＤ）粉末を含
むタバコマットの第１のボビンを形成することを含む。次いで、第１のボビンからのタバ
コマットを第１のボビンから第２のボビンに巻き解いて、後でシガレット内に組み込むた
めに第２のボビンに巻くことができる。第１のボビンと第２のボビンとの間で、タバコマ
ットが第１のボビンから第２のボビンに移動するときにフィルムをタバコマットに取付け
ることができる。好ましくは、第１のボビンは、第２のボビンからある距離だけ離れて配
置され、ここで、この距離によって、第２のボビンに巻かれる前にフィルムが乾燥できる
ようになる。
【０１２４】
　好ましくは、フィルムは、幾つかのラインの形態でタバコマット上に付加されるが、こ
の場合、表面張力によりタバコマットの表面全体にフィルムが拡げられる。任意選択的で
あるが、タバコマットが第２のボビンに向かってその上に巻かれている間、フィルム及び
タバコマットを加熱してフィルムを乾燥させることができるが、第１のボビンと第２のボ
ビンとの間の距離は、加熱を利用せずに第１のボビンと第２のボビンとの間でフィルムを
乾燥させることができる有効な距離であるのが好ましい。例えば、約１６インチ（４０．
６ｃｍ）の幅のタバコマット上でカラゲナン製のフィルムを乾燥させることができる有効
な距離は、第１のボビンロールと第２のボビンロールとの間で約３３フィート（１０ｍ）
である。
【０１２５】
　同様に、例えば非メントールシガレット用のベータ―シクロデキストリンを含む包接錯
体は、上述のようにタバコマット内に組み込まれ、制御された放出特性と共に保管中の移
動特性が低減されたカプセル化香味を提供するのが好ましい。
【０１２６】
　本発明は、本発明の精神から逸脱することなく、他の特定の形態で具現化することがで
きる。従って、本発明は、様々な好ましい実施形態に従って図示及び説明されたが、請求
項に記載される本発明から逸脱することなく、本発明に変形及び変更を行うことができる
ことが認識される。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】タバコが一部組み立てられていない状態の電気加熱式喫煙システムで使用される
電気加熱式シガレットの好ましい実施形態を示す図である。
【図２】タバコの一端が電気式喫煙システムの電気式ライターのストップ部分に接触して
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いる状態の図１に示す電気加熱式シガレットの組み立てられた状態を示す図である。
【図３】タバコが一部組み立てられていない状態の電気加熱式喫煙システムで使用される
電気加熱式シガレットの別の好ましい実施形態を示す図である。
【図４】電気加熱式シガレットが電気式ライターに挿入された電気式喫煙システムの好ま
しい実施形態を示す図である。
【図５】タバコがライターから引き抜かれた状態の図４に示す電気式喫煙システムを示す
図である。
【図６】電気式喫煙システムのヒータ取付け具を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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