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(57)【要約】
　フィルタ付き紙巻タバコ１７４が、チッピング材２０
８を使用して互いに固定される、喫煙可能ロッド１８６
およびフィルタ要素２００を有する。このチッピング材
は、官能特性を提供する少なくとも１つの風味料を有す
る。この紙巻タバコは２つ以上の層のチッピング材を有
することができる。チッピング材２５０の外側層がチッ
ピング材の下側の内側層の少なくとも一部分を覆うこと
ができ、この外側層は使用時に紙巻タバコから取り外さ
れ得る。それにより、そのようにして使用され得る、す
なわち、喫煙者に異なる官能体験を提供するように構成
され得る紙巻タバコが提供される（紙巻タバコは、外側
のチッピング材を取り外すことによって、ならびに／あ
るいは、風味料と共に処理されるおよび／または所望の
拡散率を有するチッピング材の層を設けることによって
、変化され得る）。チッピング材の外側層のこの使用法
は、紙巻タバコの物理的な完全性を改善するのに使用さ
れ得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙可能ロッドと、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素と
を有する、遠位端および近位端を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、その長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に実質的に外包しさ
らにフィルタ要素に隣接するその長手方向の周囲部分の近位部分に沿って喫煙可能ロッド
に外包する第１のチッピング材によって遠位側フィルタに固定され、
　チッピング材が少なくとも１つの非穴あき拡散領域を有し、拡散領域が少なくとも約１
ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、
フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項２】
　第２のチッピング材をさらに有する、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項３】
　第２のチッピング材が第１のチッピング材の少なくとも一部分を覆って配置される、請
求項２に記載の紙巻タバコ。
【請求項４】
　第２のチッピング材が約１ｃｍ／ｓｅｃ未満の拡散率を有する、請求項３に記載の紙巻
タバコ。
【請求項５】
　第２のチッピング材の少なくとも一部分が紙巻タバコから取り外し可能である、請求項
２に記載の紙巻タバコ。
【請求項６】
　第１のチッピング材が少なくとも約１．５ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、請求項１に
記載の紙巻タバコ。
【請求項７】
　第１のチッピング材が約１ｃｍ／ｓｅｃから約３ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、請求
項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項８】
　第１のチッピング材が紙材料を有する、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項９】
　第１のチッピング材が重合体シート材料を有する、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項１０】
　第１のチッピング材が、喫煙者の口に接触するように構成された少なくとも吸い口領域
上に配置される耐湿性材料を有する、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項１１】
　第１のチッピング材が、喫煙者の口に接触するように構成された少なくとも吸い口領域
上に配置されるリップリリース性材料を有する、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項１２】
　第１のチッピング材の少なくとも一方側に接触する接着剤をさらに有し、接着剤が、実
質的に、チッピング材の円周内側表面の少なくとも一部分の周りに概して直線状に配置さ
れる、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項１３】
　第１のチッピング材の少なくとも一方側に接触する接着剤をさらに有し、接着剤が、実
質的に、チッピング材の円周内側表面の概して長手方向部分に沿って概して直線状に配置
される、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項１４】
　第１のチッピング材の少なくとも一方側に接触する接着剤をさらに有し、接着剤が概し
て拡散性である、請求項１に記載の紙巻タバコ。
【請求項１５】
　接着剤を伴う第１のチッピング材の拡散率が約１ｃｍ／ｓｅｃから約３ｃｍ／ｓｅｃで
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ある、請求項１４に記載の紙巻タバコ。
【請求項１６】
　接着剤を伴う第１のチッピング材の拡散率が約２ｃｍ／ｓｅｃである、請求項１４に記
載の紙巻タバコ。
【請求項１７】
　第１のチッピング材の少なくとも１つの穿孔された領域をさらに有する、請求項１に記
載の紙巻タバコ。
【請求項１８】
　喫煙可能ロッドと、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素と
を有する、遠位端および近位端を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、その長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に実質的に外包しさ
らにフィルタ要素に隣接するその長手方向の周囲部分の近位部分に沿って喫煙可能ロッド
に外包する第１のチッピング材によって遠位側フィルタに固定され、
　チッピング材の実質的に全体が非穴あき拡散領域を有し、拡散領域が少なくとも約１ｃ
ｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項１９】
　第１のチッピング材が、その構造強度を向上させるように構成された少なくとも１つの
繊維材料を有する、請求項１８に記載の紙巻タバコ。
【請求項２０】
　刻みタバコロッドを含む遠位側端部分と、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有
するフィルタ要素を含む近位側端部分と
を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、
　　その長手方向の円周に沿ってフィルタ要素の外側表面を実質的に覆いさらに
　　フィルタ要素に隣接するその円周の近位部分に沿って喫煙可能ロッドを実質的に覆う
チッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定され、
　チッピング材が少なくとも１つの非穴あき拡散領域を有し、拡散領域が少なくとも約１
．５ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有し、
　チッピング材が、チッピング材の表面の全体未満を覆う形でそこに付着されて、感覚器
への感覚作用、味覚作用、芳香の感覚作用、三叉神経の刺激による感覚作用、およびそれ
らの任意の組合せから選択される官能特性を提供する少なくとも１つの風味料を有する、
フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項２１】
　喫煙可能ロッドと、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素と
を有する、遠位端および近位端を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、その長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に実質的に外包しさ
らにフィルタ要素に隣接するその長手方向の周囲部分の近位部分に沿って喫煙可能ロッド
に外包する第１のチッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定され、
　チッピング材が少なくとも１つの非穴あき拡散領域を有し、拡散領域が少なくとも約１
ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、
フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項２２】
　第２のチッピング材をさらに有する、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項２３】
　第２のチッピング材が第１のチッピング材の少なくとも一部分を覆って配置される、請
求項２２に記載の紙巻タバコ。
【請求項２４】
　第２のチッピング材が約１ｃｍ／ｓｅｃ未満の拡散率を有する、請求項２３に記載の紙
巻タバコ。
【請求項２５】
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　第２のチッピング材の少なくとも一部分が紙巻タバコから取り外し可能である、請求項
２２に記載の紙巻タバコ。
【請求項２６】
　第１のチッピング材が少なくとも約１．５ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、請求項２１
に記載の紙巻タバコ。
【請求項２７】
　第１のチッピング材が約１ｃｍ／ｓｅｃから約３ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、請求
項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項２８】
　第１のチッピング材が紙材料を有する、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項２９】
　第１のチッピング材が重合体シート材料を有する、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項３０】
　第１のチッピング材が、喫煙者の口に接触するように構成された少なくとも吸い口領域
上に配置される耐湿性材料を有する、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項３１】
　第１のチッピング材が、喫煙者の口に接触するように構成された少なくとも吸い口領域
上に配置されるリップリリース性材料を有する、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項３２】
　第１のチッピング材の少なくとも一方側に接触する接着剤をさらに有し、接着剤が、実
質的に、チッピング材の円周内側表面の少なくとも一部分の周りに概して直線状に配置さ
れる、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項３３】
　第１のチッピング材の少なくとも一方側に接触する接着剤をさらに有し、接着剤が、実
質的に、チッピング材の円周内側表面の概して長手方向部分に沿って概して直線状に配置
される、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項３４】
　第１のチッピング材の少なくとも一方側に接触する接着剤をさらに有し、接着剤が概し
て拡散性である、請求項２１に記載の紙巻タバコ。
【請求項３５】
　接着剤を伴う第１のチッピング材の拡散率が約１ｃｍ／ｓｅｃから約３ｃｍ／ｓｅｃで
ある、請求項３４に記載の紙巻タバコ。
【請求項３６】
　接着剤を伴う第１のチッピング材の拡散率が約２ｃｍ／ｓｅｃである、請求項３４に記
載の紙巻タバコ。
【請求項３７】
　第１のチッピング材の少なくとも１つの穿孔された領域をさらに有する、請求項２１に
記載の紙巻タバコ。
【請求項３８】
　喫煙可能ロッドと、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素と
を有する、遠位端および近位端を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、その長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に実質的に外包しさ
らにフィルタ要素に隣接するその長手方向の周囲部分の近位部分に沿って喫煙可能ロッド
に外包する第１のチッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定され、
　チッピング材の実質的に全体が非穴あき拡散領域を有し、拡散領域が少なくとも約１ｃ
ｍ／ｓｅｃの拡散率を有する、フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項３９】
　第１のチッピング材が、その構造強度を向上させるように構成された少なくとも１つの
繊維材料を有する、請求項３８に記載の紙巻タバコ。
【請求項４０】
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　刻みタバコロッドを含む遠位側端部分と、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有
するフィルタ要素を含む近位側端部分と
を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、
　　その長手方向の円周に沿ってフィルタ要素の外側表面を実質的に覆いさらに
　　フィルタ要素に隣接するその円周の近位部分に沿って喫煙可能ロッドを実質的に覆う
チッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定され、
　チッピング材が少なくとも１つの非穴あき拡散領域を有し、拡散領域が少なくとも約１
．５ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有し、
　チッピング材が、チッピング材の表面の全体未満を覆う形でそこに付着されて、感覚器
への感覚作用、味覚作用、芳香の感覚作用、三叉神経の刺激による感覚作用、およびそれ
らの任意の組合せから選択される官能特性を提供する少なくとも１つの風味料を有する、
フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項４１】
　喫煙可能ロッドと、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素と
を有する、遠位端および近位端を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、その長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に実質的に外包しさ
らにフィルタ要素に隣接するその長手方向の周囲部分の近位部分に沿って喫煙可能ロッド
に外包する第１のチッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定され、
　チッピング材が、チッピング材の表面の全体未満を覆う形でそこに付着されて、感覚器
への感覚作用、味覚作用、芳香の感覚作用、三叉神経の刺激による感覚作用、およびそれ
らの任意の組合せから選択される官能特性を提供する少なくとも１つの風味料を有する、
フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項４２】
　第２のチッピング材をさらに有する、請求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項４３】
　第２のチッピング材が第１のチッピング材の少なくとも一部分を覆って配置される、請
求項４２に記載の紙巻タバコ。
【請求項４４】
　第２のチッピング材が少なくとも１つの風味料を有する、請求項４３に記載の紙巻タバ
コ。
【請求項４５】
　第２のチッピング材の少なくとも一部分が紙巻タバコから取り外し可能である、請求項
４２に記載の紙巻タバコ。
【請求項４６】
　第２のチッピング材が少なくとも１つの風味料を有する、請求項４５に記載の紙巻タバ
コ。
【請求項４７】
　第２のチッピング材の少なくとも１つの風味料が第１のチッピング材の少なくとも１つ
の風味料とは異なる、請求項４６に記載の紙巻タバコ。
【請求項４８】
　第１および第２のチッピング材の各々が一連の空気希釈穿孔を含む、請求項４２に記載
の紙巻タバコ。
【請求項４９】
　少なくとも１つの風味料が、印刷処理によって第１のチッピング材に付着されるように
構成された印刷可能材料を有する、請求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項５０】
　少なくとも１つの風味料が顔料をさらに有する、請求項４３に記載の紙巻タバコ。
【請求項５１】
　少なくとも１つの風味料が、第１のチッピング材の、外側表面、内側表面、ならびに、
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内側表面と外側表面との組合せのうちの選択されたいずれかの上に付着される、請求項４
１に記載の紙巻タバコ。
【請求項５２】
　少なくとも１つの風味料がカプセルを有する、請求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項５３】
　少なくとも１つの風味料の官能特性が、刻みタバコロッドからの主流エアゾールに近接
して開放されるように構成される、請求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項５４】
　少なくとも１つの風味料が、チッピング材の吸い口表面のみを覆うような形でチッピン
グ材に付着される、請求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項５５】
　少なくとも１つの風味料が複数の層のチッピング材に付着される、請求項４１に記載の
紙巻タバコ。
【請求項５６】
　少なくとも１つの風味料が第２の風味料を有する、請求項５５に記載の紙巻タバコ。
【請求項５７】
　官能特性が、甘味、酸っぱさ、香ばしさ、塩気、酸味または強い風味から選択される味
覚作用を含む、請求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項５８】
　官能特性が、温感、冷感、香ばしさ、または刺激感から選択される感覚作用を含む、請
求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項５９】
　少なくとも１つの風味料が第２の風味料を有する、請求項４１に記載の紙巻タバコ。
【請求項６０】
　刻みタバコロッドを含む遠位側端部分と、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有
するフィルタ要素を含む近位側端部分と
を有するフィルタ付き紙巻タバコであって、
　喫煙可能ロッドが、
　　その長手方向の円周に沿ってフィルタ要素の外側表面を実質的に覆いさらに、
　　フィルタ要素に隣接するその円周の近位部分に沿って喫煙可能ロッドを実質的に覆う
チッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定され、
　チッピング材がそこに付着される少なくとも１つの風味料を有し、少なくとも１つの風
味料が、チッピング材との触覚的接触以外に、喫煙者の経口による感覚および嗅覚による
感覚のうちの少なくとも一方に官能刺激を提供するように構成される、
フィルタ付き紙巻タバコ。
【請求項６１】
　少なくとも１つの風味料が三叉神経による刺激を提供する、請求項６０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、概して、フィルタ付き紙巻タバコなどの喫煙物に関し、具体的にはそこで使
用されるチッピング紙材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻タバコ等の普及している喫煙物は、実質的に円筒形のロッド状の構造を有し、包み
紙によって囲まれることによっていわゆる「喫煙可能ロッド」または「刻みタバコロッド
」を形成する細断された刻みタバコ（例えば、カットフィラー形態）等の喫煙可能材料の
装填体、筒体、または柱体を含む。通常、紙巻タバコは、刻みタバコ（ｔａｂａｃｃｏ）
ロッドと端部同士を接する形で位置合わせされた円筒形のフィルタ要素を有する。一般に
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、フィルタ要素は、トリアセチンを使用して可塑化されたセルロースアセテートトウ（ｃ
ｅｌｌｕｌｏｓｅ　ａｃｅｔａｔｅ　ｔｏｗ）を含み、このトウは、「プラグラップ」と
して知られている紙材によって外包される。紙巻タバコは、複数セグメントを有するフィ
ルタ要素を組み込むことができ、これらのセグメントのうちの１つは活性炭粒子を含むこ
とができる。例えば、それぞれが参照により本明細書に組み込まれる、Ｖｅｌｕｚによる
米国特許第６，５３７，１８６号、Ｂａｎｅｒｊｅａによる国際公開ＷＯ２００６／０６
４３７１号、および、Ｃｏｌｅｍａｎ　ＩＩＩらによる米国特許出願公開第２００７／０
０５６６００号を参照されたい。一般に、フィルタ要素は、いわゆる「フィルタ付き紙巻
タバコ」を形成するために、「チッピング紙」として知られている外接包材を使用して刻
みタバコロッドの一方の端部に取り付けられる。また、吸い込まれた主流煙を周囲空気で
希釈するのを可能にするために、チッピング材およびプラグラップを穿孔することが望ま
しくなっている。紙巻タバコおよびその種々の構成要素の説明は、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒ
ｏｄｕｃｔｉｏｎ、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｄａｖｉｓら
（編集）（１９９９年）に記載されている。紙巻タバコは、その一方の端部を点火して刻
みタバコロッドを燃焼させることにより、喫煙者によって使用される。そして、喫煙者は
、紙巻タバコの反対側の端部（例えばフィルタまたは吸い口）で吸い込むことにより、自
分の口の中に主流煙を受ける。
【０００３】
　紙巻タバコの視覚的特性を変えるために種々の試みが提案されている。例えば、刻みタ
バコロッドの包材を形成している包材の色を変える試みがなされており（例えば、Ｒ．Ｊ
．Ｒａｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙによって「Ｍｏｒｅ」という商品
名で市販されている紙巻タバコは、茶色を示す紙巻タバコロッドの包み紙を有する）さら
に、刻みタバコロッドをフィルタ要素に取り付けるのに使用されるチッピング材の色を変
える試みもなされている（例えば、チッピング材は、「コルク」状の外観を有するように
および／または少なくとも１つの外包リングを有するように印刷されている）。さらに、
紙巻タバコのフィルタ要素の全体の外観を変える試みもなされている。例えば、それぞれ
が参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｃｈｕｌｔｚによる米国特許第３，５９６，６
６３号、Ｂｅｒｇｅｒによる米国特許第４，５０８，５２５号、Ｎｉｃｈｏｌｓによる米
国特許第４，６４６，７６３号、Ｋｅｉｔｈによる米国特許第４，６５５，７３６号、Ｃ
ｈｕｍｎｅｙ，Ｊｒ．による米国特許第４，７２６，３８５号、Ｐｒｙｏｒらによる米国
特許第４，８０７，８０９号、Ｒａｋｅｒによる米国特許第５，０２５，８１４号、Ｃｒ
ｏｏｋｓらによる米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号に記載されている紙巻
タバコフィルタ要素の形態、構造、デザインのタイプを参照されたい。
【０００４】
　紙巻タバコの煙の官能属性（ｓｅｎｓｏｒｙ　ａｔｔｒｉｂｕｔｅ）は、刻みタバコに
添加物を添加することによりおよび／または別の形で紙巻タバコの種々の構成要素に香味
材料を組み込むことにより、高められることができる。Ｌｅｆｆｉｎｇｗｅｌｌら著、Ｔ
ｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ、Ｒ．
Ｊ．Ｒａｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ（１９７２年）を参照されたい
。例えば、刻みタバコの香味添加物の１つのタイプはメントールである。Ｂｏｒｓｃｈｋ
ｅ著、Ｒｅｃ．Ａｄｖ．Ｔｏｂ．Ｓｃｉ．、１９、４７－７０頁、１９９３年を参照され
たい。紙巻タバコの官能属性を改善するために提案された種々の方法は、フィルタ要素が
、その紙巻タバコの主流煙に香味を加えるための媒体として使用され得るという示唆を含
む。Ｊｕｐｅらによる米国特許第６，７６１，１７４号は、紙巻タバコフィルタ内に吸着
剤および香味放出材を配置することを提案している。Ｘｕｅらによる米国特許第６，５８
４，９７９号は、小粒子サイズの吸着剤／吸収剤を含む繊維をフィルタ内に配置すること
を提案している。Ｄｕｂｅらによる米国特許第４，９４１，４８６号およびＧｒｅｅｎ，
Ｊｒ．らによる米国特許第４，８６２，９０５号は、各紙巻タバコフィルタに香味含有ペ
レットを配置するための方式および方法を提案している。吸い口のところまたはその近傍
に風味料を組み込んだ別の代表的なタイプの紙巻タバコは、それぞれが参照により本明細
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書に組み込まれる、Ｔｉｇｇｅｌｂｅｃｋらによる米国特許第３，９７２，３３５号、Ｏ
ｗｅｎｓ，Ｊｒ．による米国特許第４，０８２，０９８号、Ｂｙｒｎｅによる米国特許第
４，２８１，６７１号、Ｒｅｄｄｉｎｇらによる米国特許第４，６４３，２０５号、Ｋａ
ｌｌｉａｎｏｓらによる米国特許第４，６７７，９９５号、Ｎｉｃｈｏｌｓらによる米国
特許第４，７１５，３９０号、Ｗｏｏｄｓらによる米国特許第４，７２９，３９１号、Ｐ
ｒｙｏｒによる米国特許第４，７６８，５２６号、Ｔｈｅｓｉｎｇらによる米国特許第５
，０１２，８２９号、Ｒｉｖｅｒｓによる米国特許第５，３８７，２８５号、および、Ｌ
ａｎｉｅｒ，Ｊｒ．らによる米国特許第７，０７４，１７０号に説明されている。また、
参照により本明細書に組み込まれる、Ｄｕｂｅらによる米国特許出願公開第２００４／０
２６１８０７号に記載される背景技術の項目において考察されている紙巻タバコフィルタ
技術のタイプも参照されたい。さらに、例えばＴａｎｎｐａｐｉｅｒ（オーストリア）か
らの、湿度により活性化される香味または芳香を放出する材料を含むチッピング紙製品が
使用可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６，５３７，１８６号明細書
【特許文献２】国際公開第２００６／０６４３７１号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／００５６６００号明細書
【特許文献４】米国特許第３，５９６，６６３号明細書
【特許文献５】米国特許第４，５０８，５２５号明細書
【特許文献６】米国特許第４，６４６，７６３号明細書
【特許文献７】米国特許第４，６５５，７３６号明細書
【特許文献８】米国特許第４，７２６，３８５号明細書
【特許文献９】米国特許第４，８０７，８０９号明細書
【特許文献１０】米国特許第５，０２５，８１４号明細書
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，７６１，１７４号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，５８４，９７９号明細書
【特許文献１４】米国特許第４，９４１，４８６号明細書
【特許文献１５】米国特許第４，８６２，９０５号明細書
【特許文献１６】米国特許第３，９７２，３３５号明細書
【特許文献１７】米国特許第４，０８２，０９８号明細書
【特許文献１８】米国特許第４，２８１，６７１号明細書
【特許文献１９】米国特許第４，６４３，２０５号明細書
【特許文献２０】米国特許第４，６７７，９９５号明細書
【特許文献２１】米国特許第４，７１５，３９０号明細書
【特許文献２２】米国特許第４，７２９，３９１号明細書
【特許文献２３】米国特許第４，７６８，５２６号明細書
【特許文献２４】米国特許第５，０１２，８２９号明細書
【特許文献２５】米国特許第５，３８７，２８５号明細書
【特許文献２６】米国特許第７，０７４，１７０号明細書
【特許文献２７】米国特許出願公開第２００４／０２６１８０７号明細書
【特許文献２８】米国特許第４，７７９，６３１号明細書
【特許文献２９】米国特許第５，８４９，１５３号明細書
【特許文献３０】米国特許第２，７５４，２０７号明細書
【特許文献３１】米国特許第５，４７４，０９５号明細書
【特許文献３２】国際公開第０１／４８３１８号明細書
【特許文献３３】米国特許第４，８０５，６４４号明細書
【特許文献３４】米国特許第５，１６１，５５１号明細書
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【特許文献３５】米国特許第５，２６３，５００号明細書
【特許文献３６】国際公開第０１／４８，３１６号明細書
【特許文献３７】米国特許第３，０４９，４４９号明細書
【特許文献３８】米国特許第４，１０８，１５１号明細書
【特許文献３９】米国特許第４，２３１，３７７号明細書
【特許文献４０】米国特許第４，４５０，８４７号明細書
【特許文献４１】米国特許第４，９１５，１１８号明細書
【特許文献４２】米国特許第５，０９２，３０６号明細書
【特許文献４３】米国特許第５，１０９，８７６号明細書
【特許文献４４】米国特許第５，６９９，８１１号明細書
【特許文献４５】米国特許第５，９２７，２８８号明細書
【特許文献４６】米国特許第５，９７９，４６１号明細書
【特許文献４７】米国特許第６，１３８，６８４号明細書
【特許文献４８】欧州特許出願公開第３５７，３５９号明細書
【特許文献４９】米国特許第２，９９８，０１２号明細書
【特許文献５０】米国特許第４，４３３，６７９号明細書
【特許文献５１】米国特許第５，１０３，８４４号明細書
【特許文献５２】国際公開第０１／４１５９０号明細書
【特許文献５３】欧州特許出願公開第１，０８４，６２９号明細書
【特許文献５４】米国特許第４，９２４，８８８号明細書
【特許文献５５】米国特許第５，２２０，９３０号明細書
【特許文献５６】米国特許第５，１６８，８８４号明細書
【特許文献５７】米国特許第２，５８０，５６８号明細書
【特許文献５８】米国特許第４，４６１，３１１号明細書
【特許文献５９】米国特許第４，６２２，９８３号明細書
【特許文献６０】米国特許第４，９４１，４８５号明細書
【特許文献６１】米国特許４，９９８，５４１号明細書
【特許文献６２】国際公開第０１／０８５１４号
【特許文献６３】欧州特許出願公開第１，０８４，６３０号明細書
【特許文献６４】米国特許第４，２３０，１３１号明細書
【特許文献６５】米国特許第２，７５５，２０７号明細書
【特許文献６６】米国特許第５，３９４，８９５号明細書
【特許文献６７】米国特許第５，８３０，３１８号明細書
【特許文献６８】米国特許第４，８０４，００２号明細書
【特許文献６９】米国特許第４，８８９，１４５号明細書
【特許文献７０】米国特許第５，０６０，６７５号明細書
【特許文献７１】国際公開第０２／４３５１３号
【特許文献７２】国際公開第０２／０５５２９４号
【特許文献７３】国際公開第０２／４３５１３４号
【特許文献７４】米国特許出願公開第２００５／００８７２０２号明細書
【特許文献７５】米国特許第４，４７４，１９０号明細書
【特許文献７６】米国特許第４，７８１，２０３号明細書
【特許文献７７】米国特許第４，８４４，１００号明細書
【特許文献７８】米国特許第５，１３１，４１６号明細書
【特許文献７９】米国特許第５，１５６，１６９号明細書
【特許文献８０】米国特許第５，１９１，９０６号明細書
【特許文献８１】米国特許第６，６４７，８７０号明細書
【特許文献８２】米国特許第６，８４８，４４９号明細書
【特許文献８３】米国特許第６，９０４，９１７号明細書
【特許文献８４】米国特許第７，２１０，４８６号明細書
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【特許文献８５】米国特許第７，２７５，５４８号明細書
【特許文献８６】米国特許第７，２８１，５４０号明細書
【特許文献８７】米国特許第７，２３４，４７１号明細書
【特許文献８８】米国特許第３，２８８，１４７号明細書
【特許文献８９】米国特許第３，９１５，１７６号明細書
【特許文献９０】米国特許第４，２９１，７１３号明細書
【特許文献９１】米国特許第４，５７４，８１６号明細書
【特許文献９２】米国特許第４，７３６，７５４号明細書
【特許文献９３】米国特許第４，８７８，５０６号明細書
【特許文献９４】米国特許第５，０６０，６６５号明細書
【特許文献９５】米国特許第５，０１２，８２３号明細書
【特許文献９６】米国特許第６，３６０，７５１号明細書
【特許文献９７】米国特許出願公開第２００３／０１３６４１９号明細書
【特許文献９８】米国特許第５，１０１，８３９号明細書
【特許文献９９】米国特許第５，１５９，９４４号明細書
【特許文献１００】米国特許第６，７７９，５３０号明細書
【特許文献１０１】米国特許第７，２３７，５５９号明細書
【特許文献１０２】米国特許出願公開第２００５／００６６９８６号明細書
【特許文献１０３】米国特許出願公開第２００６／０２７２６５５号明細書
【特許文献１０４】米国特許出願公開第２００７／０２４６０５５号明細書
【特許文献１０５】米国特許第５，０６０，６６４号明細書
【特許文献１０６】米国特許第３，４２４，１７２号明細書
【特許文献１０７】米国特許第４，８１１，７４５号明細書
【特許文献１０８】米国特許第４，９２５，６０２号明細書
【特許文献１０９】米国特許第５，２２５，２７７号明細書
【特許文献１１０】米国特許第５，２７１，４１９号明細書
【特許文献１１１】米国特許第４，１７４，７１９号明細書
【特許文献１１２】米国特許第４，９２０，９９０号明細書
【特許文献１１３】米国特許第５，０７４，３２０号明細書
【特許文献１１４】米国特許第５，１０５，８３８号明細書
【特許文献１１５】米国特許第５，３６０，０２３号明細書
【特許文献１１６】米国特許第５，３９６，９０９号明細書
【特許文献１１７】米国特許第５，７１８，２５０号明細書
【特許文献１１８】米国特許出願公開第２００４／０２６１８０７号明細書
【特許文献１１９】国際公開第０３／００９７１１号
【特許文献１２０】国際公開第０３／０４７８３６号
【特許文献１２１】米国特許第３，３０８，６００号明細書
【特許文献１２２】米国特許第４，２８１，６７０号明細書
【特許文献１２３】米国特許第４，２８０，１８７号明細書
【特許文献１２４】米国特許第４，８５０，３０１号明細書
【特許文献１２５】米国特許第６，２２９，１１５号明細書
【特許文献１２６】米国特許第７，２９６，５７８号明細書
【特許文献１２７】米国特許出願公開第２００５／０１０３３５５号明細書
【特許文献１２８】米国特許出願公開第２００６／０１６９２９５号明細書
【特許文献１２９】米国特許第６，９９７，１９０号明細書
【特許文献１３０】米国特許第７，３８１，２７７号明細書
【特許文献１３１】米国特許第６，７２５，８６７号明細書
【特許文献１３２】米国特許第５，８７８，７５３号明細書
【特許文献１３３】米国特許第５，８７８，７５４号明細書
【特許文献１３４】国際公開第０２／３７９９１号
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【特許文献１３５】米国特許第４，４７４，１１０号明細書
【特許文献１３６】米国特許第５，５７７，９４７号明細書
【特許文献１３７】米国特許第６，４５４，８４２号明細書
【特許文献１３８】米国特許第３，５５０，５９８号明細書
【特許文献１３９】米国特許第６，１１７，４５５号明細書
【特許文献１４０】米国特許出願公開第２００６／００９６６０５号明細書
【特許文献１４１】米国特許出願公開第２００６／０１３５３３５号明細書
【特許文献１４２】米国特許出願公開第２００６／０１４４４１２号明細書
【特許文献１４３】米国特許出願公開第２００６／０１７４９０１号明細書
【特許文献１４４】米国特許出願公開第２００７／００１２３２７号明細書
【特許文献１４５】米国特許出願公開第２００７／００９５３５７号明細書
【特許文献１４６】米国特許第３，３３９，５５８号明細書
【特許文献１４７】米国特許第３，３９０，６８６号明細書
【特許文献１４８】米国特許第３，６８５，５２１号明細書
【特許文献１４９】米国特許第３，９１６，９１４号明細書
【特許文献１５０】米国特許第４，８８９，１４４号明細書
【特許文献１５１】米国特許第６，６３１，７２２号明細書
【特許文献１５２】国際公開第０３／００９７１１号
【特許文献１５３】米国特許第５，２２３，１８５号明細書
【特許文献１５４】米国特許第５，３８７，０９３号明細書
【特許文献１５５】米国特許第５，８８２，６８０号明細書
【特許文献１５６】米国特許第６，７１９，９３３号明細書
【特許文献１５７】米国特許第６，９４９，２５６号明細書
【特許文献１５８】米国特許出願公開第２００４／０２２４０２０号明細書
【特許文献１５９】米国特許出願公開第２００５／０１２３６０１号明細書
【特許文献１６０】米国特許出願公開第２００５／０１９６４３７号明細書
【特許文献１６１】米国特許出願公開第２００５／０２４９６７６号明細書
【特許文献１６２】米国特許第４，０５９，１１８号明細書
【特許文献１６３】米国特許第４，０６０，０９１号明細書
【特許文献１６４】米国特許第４，１２３，５９２号明細書
【特許文献１６５】米国特許第４，３００，５７６号明細書
【特許文献１６６】米国特許第３，９６１，０８２号明細書
【特許文献１６７】米国特許第５，４５３，１２２号明細書
【特許文献１６８】米国特許第６，０３０，１３４号明細書
【特許文献１６９】米国特許第７，１２８，９３８号明細書
【特許文献１７０】国際公開第２００４／０５７９８５号
【特許文献１７１】米国特許出願公開第２００５／０００３０４８号明細書
【特許文献１７２】米国特許出願公開第２００７／０２２２８３０号明細書
【特許文献１７３】米国特許第３，５５０，５９８号明細書
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｄａｖｉｓら（編集）（１９９９年）
【非特許文献２】Ｌｅｆｆｉｎｇｗｅｌｌら著、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　
ｆｏｒ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ、Ｒ．Ｊ．Ｒａｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃ
ｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ（１９７２年）
【非特許文献３】Ｂｏｒｓｃｈｋｅ著、Ｒｅｃ．Ａｄｖ．Ｔｏｂ．Ｓｃｉ．、１９、４７
－７０頁、１９９３年
【非特許文献４】ＣＯＲＥＳＴＡ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＩＳＯ／ＴＣ０１２６／Ｓ
ＣＩＮ１５９Ｅ（１９８６年）
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【非特許文献５】Ｇｕｔｃｈｏ著、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　Ｓｕｂｓｔａ
ｎｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ、Ｎｏｙｅｓ　Ｄａｔａ　Ｃｏｒｐ．（１９７２年）
【非特許文献６】Ｌｅｆｆｉｎｇｗｅｌｌら著、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　
ｆｏｒ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（１９７２年）
【非特許文献７】Ｊｏｈｎｓｏｎ著、Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｉｇａｒｅｔｔ
ｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ｔｏ　Ｍｅｅｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｎｅｅｄｓ、第５２回
Ｔ．Ｓ．Ｒ．Ｃ（１９９８年９月）
【非特許文献８】Ｓｋｅｉｓｔ著、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ、第２
版（１９７７年）
【非特許文献９】Ｓｃｈｎｅｂｅｒｇｅｒ著、Ａｄｈｅｓｉｖｅ　ｉｎ　Ｍａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｉｎｇ（１９８３年）
【非特許文献１０】Ｇｕｔｃｈｏ著、Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｅ
ｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｓｉｎｃｅ　１９７９（１９８３年）
【非特許文献１１】Ｌａｎｄｒｏｃｋ著、Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　
Ｈａｎｄｂｏｏｋ（１９８５年）
【非特許文献１２】Ｆｌｉｃｋ著、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｒａ
ｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、第２版（１９８９年）
【非特許文献１３】Ｓａｔａｓ著、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ－Ｓｅｎ
ｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９８２年）
【非特許文献１４】Ｓａｔａｓ著、Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ－Ｓｅｎ
ｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２（１９９５年）
【非特許文献１５】Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｐｅｒ社により出版されたＰｏｃ
ｋｅｔ　Ｐａｌ（１９７０年）
【非特許文献１６】Ｓｃａｒｌｅｔｔら著、Ｗｈａｔ　ｔｈｅ　Ｐｒｉｎｔｅｒ　Ｓｈｏ
ｕｌｄ　Ｋｎｏｗ　Ａｂｏｕｔ　Ｉｎｋ（１９８４年）
【非特許文献１７】Ｇｒａｖｕｒｅ、Ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、
Ｇｒａｖ．Ｅｄｕｃ．Ｆｄｎ．ａｎｄ　Ｇｒａｖ．Ａｓｓｏｃ．Ａｍｅｒ．（１９９１年
）
【非特許文献１８】Ｋｏｎｄｏ著、Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ＩＳＢＮ　０８２４７６８５７４　（１９７９年）
【非特許文献１９】Ｉｗａｍｏｔｏら著、ＡＡＰＳ　Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ．、
２００２年３月（３）、論文２５
【非特許文献２０】Ｇｕｔｃｈｏ著、Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ　ａｎｄ　Ｍｉｃｒｏ
ｅｎｃｕｐｓｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ（１９７６年）
【非特許文献２１】Ｇｕｔｃｈｏ著、Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ
　Ｃａｐｓｕｌｅｓ　Ａｄｖａｎｃｅｓ　Ｓｉｎｃｅ　１９７５（１９７９年）
【非特許文献２２】Ｋｏｎｄｏ著、Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９７９年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特有のデザインの特徴を有するフィルタ要素端部を有するフィルタ付き紙巻タバコを提
供することによって達成され得るような、その喫煙体験を向上させる能力を喫煙者に提供
することが極めて望ましいであろう。すなわち、紙巻タバコの視覚的な外観が美的に魅力
あるものとなるように使用されるフィルタ端部構成要素を含む紙巻タバコを提供すること
が望ましいであろう。改善され得るまたはそれ以外に管理され得るような選択されたデザ
インの特徴を有する紙巻タバコを提供することも望ましいであろう。さらに、使用時の紙
巻タバコの官能属性を向上させることができる、紙巻タバコ用のフィルタ要素を提供する
ことも望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明はフィルタ付き紙巻タバコに関する。典型的な紙巻タバコは喫煙可能ロッドおよ
びフィルタ要素を含む。吸い込まれる主流タバコ煙を発生させるために燃焼されることを
意図されたフィラー（例えば、タバコフィラー）を収容する喫煙可能ロッドは、チッピン
グ材を使用してフィルタ要素に接続または固定される。紙巻タバコはチッピング材の１つ
の層または２つ以上の層を含むことができる。例えば、紙巻タバコは、チッピング材の下
側にある内側層の少なくとも一部分に重なるチッピング材の外側層を含むことができ、こ
の外側層は、紙巻タバコを吸うことを望んでいる人物による使用中に紙巻タバコから取り
外され得る。これにより、紙巻タバコ製造業者が、定められた通りに喫煙者によって使用
され得るまたは異なる官能体験を提供するように喫煙者によって容易に適応され得るよう
な単一の紙巻タバコを提供することが可能となる（例えば、紙巻タバコの視覚的な特性、
感覚刺激性の特性、三叉神経の特性（ｔｒｉｇｅｍｉｎａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔ
ｉｃ）、芳香の特性、および感触の特性が、外側のチッピング材を取り外すことによって
変化され得る）。別法として、チッピング材の外側層（例えば、チッピング材の第２の層
）は、紙巻タバコの物理的な完全性をさらに改善するのに使用され得る。さらに他の点に
おいて、印刷された印（例えばチッピング材の取り外し可能な外側層の内側表面に印刷さ
れた情報）を有する外側のチッピング材は、マーケティング目的に使用され得る（例えば
、販促または広告キャンペーンの目的で個々の紙巻タバコを識別するために、あるいは、
偽造を阻止する目的で紙巻タバコを識別するために）。
【０００９】
　一態様では、本発明のフィルタ付き紙巻タバコは、刻みタバコロッドを含む遠位端部分
と、遠位側フィルタ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素を含む近位端部分とを
含むことができる。喫煙可能ロッドは、その長手方向の円周に沿ってフィルタ要素の外側
表面を実質的に覆っておりさらにフィルタ要素に隣接するその円周の近位部分に沿って喫
煙可能ロッドを覆っているチッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定される。チッ
ピング材は少なくとも１つの非穴あき拡散領域を含み、この拡張領域は、少なくとも約１
．５ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有し、ここでは、チッピング材はさらに、チッピング材の表
面の全体未満を覆う形態でチッピング材に付着される少なくとも１つの風味料を有し、こ
の風味料が、感覚器への感覚作用、味覚作用、芳香の感覚作用、三叉神経の刺激による感
覚作用、およびそれらの任意の組合せから選択される官能特性を形成する。
【００１０】
　別の態様では、本発明のフィルタ付き紙巻タバコは、喫煙可能ロッドと、遠位側フィル
タ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素とを含むことができ、喫煙可能ロッドは
、その長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に実質的に外包しさらにフィルタ要素に
隣接するその長手方向の周囲部分の近位部分に沿って喫煙可能ロッドに実質的に外包する
第１のチッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定される。チッピング材は、チッピ
ング材の表面の全体未満を覆う形態でチッピング材に付着されて、感覚器への感覚作用、
味覚作用、芳香の感覚作用、三叉神経の刺激による感覚作用、およびそれらの任意の組合
せから選択される官能特性を形成する少なくとも１つの風味料を有する。
【００１１】
　別の態様では、本発明のフィルタ付き紙巻タバコは、喫煙可能ロッドと、吸い口終端を
有するフィルタ要素とを含むことができ、喫煙可能ロッドおよびフィルタ要素は、その長
手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に外包し、さらにフィルタ要素に隣接する領域に
おいてその長手方向の周囲部分の一部分に沿って喫煙可能ロッドに外包する第１のチッピ
ング材によって互いに固定され、紙巻タバコはさらに、第１のチッピング材の少なくとも
一部分に重なる第２のチッピング材を有する。
【００１２】
　２つのチッピング材は全体的な寸法が実質的に同一であってよく、または、第２のチッ
ピング材が、第１のチッピング材よりも、喫煙可能ロッドの長手方向の周囲部分に沿って
さらに延在していてもよく、または、第１のチッピング材が、第２のチッピング材よりも
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、喫煙可能ロッドの長手方向の周囲部分に沿ってさらに延在していてもよい。第１および
第２のチッピング材はそれぞれ、一連の空気希釈穿孔を有することができる、または、内
側のチッピング材のみがこのような穿孔を含んでいてもよい。
【００１３】
　特定の実施形態では、第２のチッピング材の全てまたは少なくとも一部分は紙巻タバコ
から取り外し可能である。特定の用途では、第２のチッピング材が取り外されることによ
り、異なる風味または芳香、異なる視覚的外観、または異なる感触の特性などの別の特性
を喫煙者に感じさせるように、２つのチッピング材の視覚的な外観、感触の特性、または
他の性質は異なっていてよい。
【００１４】
　特定の実施形態では、第２のチッピング材は、その内側面に印刷される印、第２のチッ
ピング材の少なくとも一部分を取り外すのを容易にするように構成される穿孔領域、第２
のチッピング材の少なくとも一部分を取り外すために握持されるように構成されるタブ領
域、またはそれらの組合せなどの特徴を有することができる。
【００１５】
　２つのチッピング材を刻みタバコロッドに付着できるようにする手法は複数ある。例え
ば、第１のチッピング材および第２のチッピング材は、フィルタ要素の周囲を包むチッピ
ング材の単一部片から形成されてよい。別法として、２つのチッピング材は、刻みタバコ
ロッドに付着される前にチッピング材の積層物として予め形成されていてよい。例えば、
チッピング材の積層物は、第１の縁部および第２の縁部を有するチッピング材の第１の層
と、チッピング材の第２の層とを有することができ、ロッド状物体の周囲を包む場合にチ
ッピング材の第１の層の第１の縁部がチッピング材の第１の層の第２の端部と重なること
ができるように、第１の層および第２の層はオフセットされている。チッピング材の第１
の層の第１の縁部は、チッピング材の第２の層の第１の縁部と同一の広がりを有すること
ができる。別法として、チッピング材の第２の層の第１の縁部は、チッピング材の第１の
層の第１の端部を越えて延在することができ、それにより、チッピング材の第２の層のタ
ブ領域を形成する。
【００１６】
　別の実施形態では、第２のチッピング材は、喫煙可能ロッドに近接する第１の領域と、
喫煙可能ロッドから離れた第２の領域と、その間にある穿孔領域とを有し、第１および第
２の領域のうちの一方は、第１のチッピング材にしっかりと添着され、第１および第２の
領域のもう一方は、フィルタ要素を穿孔領域の穿孔に摺動可能に係合させるように構成さ
れる。第１の領域は、フィルタ要素と喫煙可能ロッドとを摺動可能に係合させるように構
成されていてよく、例えば、喫煙前、喫煙中、または喫煙後における紙巻タバコの官能特
性を変化させるように構成された風味料を含むことができる。別の実施形態では、第１の
領域は不燃材料で形成され、喫煙可能ロッドに摺動可能に係合されるときに紙巻タバコを
消火するように構成されている。別法として、第２の領域は、フィルタ要素に摺動可能に
係合されてかつフィルタ要素の吸い口終端を越えて延在するように構成される。
【００１７】
　別の態様では、本発明のフィルタ付き紙巻タバコは、喫煙可能ロッドと、遠位側フィル
タ端部および近位側吸い口を有するフィルタ要素とを含むことができ、喫煙可能ロッドは
、その長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素に実質的に外包しさらにフィルタ要素に
隣接するその長手方向の周囲部分の近位部分に沿って喫煙可能ロッドに外包する第１のチ
ッピング材によって遠位側フィルタ端部に固定される。チッピング材は少なくとも１つの
非穴あき拡散領域を含み、この拡散領域は少なくとも約１ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する
。さらに、別の態様では、本発明のフィルタ付き紙巻タバコは、遠位端と、喫煙可能ロッ
ドおよびフィルタ要素を備える近位端とを含み、フィルタ要素は、遠位側フィルタ端部お
よび近位側吸い口を有する。喫煙可能ロッドは、その長手方向の周囲部分に沿ってフィル
タ要素に実質的に外包しさらにフィルタ要素に隣接するその長手方向の周囲部分の近位部
分に沿って喫煙可能ロッドに外包する第１のチッピング材によって遠位側フィルタ端部に
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固定され、チッピング材の実質的に全体が非穴あき拡散領域を含み、この拡散領域は少な
くとも約１ｃｍ／ｓｅｃの拡散率を有する。
【００１８】
　本発明の実施形態の理解を支援するために、次に、必ずしも縮尺どおりに描かれておら
ず、同様の参照符号が同様の要素を表している添付図面を参照する。図面は単に例示的な
ものであり、本発明を限定するものとして解釈されるべきではない。種々の図において、
種々の包材の構成を明確に示すために、種々のフィルタ付き紙巻タバコの包材の厚さは誇
張されている。最も好適には、包材は、緊密なまたはぴったりした嵌め合いを形成して、
許容される物理的な完全性を有する紙巻タバコを形成し、さらには美的に魅力ある外観を
形成するために、フィルタ付き紙巻タバコの周囲をきつく包む。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のフィルタ付き紙巻タバコの一実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明の「２部構成」のフィルタ付き紙巻タバコの一実施形態を示す断面図であ
る。
【図２Ａ】図２と同様の「２部構成」の紙巻タバコからの、紙巻タバコの実施形態を示す
斜視図である。
【図２Ｂ】図２と同様の「２部構成」の紙巻タバコからの、紙巻タバコの実施形態を示す
斜視図である。
【図３】本発明のフィルタ付き紙巻タバコの別の選択された実施形態を示す断面図である
。
【図４】本発明のフィルタ付き紙巻タバコの別の選択された実施形態を示す断面図である
。
【図５】本発明のフィルタ付き紙巻タバコの別の選択された実施形態を示す断面図である
。
【図６】吸い口から見た、本発明のフィルタ付き紙巻タバコの選択された実施形態を示す
端面図である。
【図７】吸い口から見た、本発明のフィルタ付き紙巻タバコの選択された実施形態を示す
端面図である。
【図８】本発明の紙巻タバコの製造に有用な積層されたチッピング材の選択された実施形
態を示す側面図である。
【図９】本発明の紙巻タバコの製造に有用な積層されたチッピング材の選択された実施形
態を示す側面図である。
【図１０】吸い口から見た、本発明のフィルタ付き紙巻タバコの一実施形態を示す端面図
である。
【図１１】図１０に示される一般的タイプの紙巻タバコの製造に有用なチッピング材を示
す図である。
【図１２】単層のチッピング材を備える紙巻タバコの実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、添付図面を参照して以下で本発明をより完全に説明する。本発明は多くの異なる
形態で具体化され得、本明細書に記載される実施形態に限定されるものとして解釈される
べきではなく、むしろ、これらの実施形態は、この開示が適用可能な法的要件を満たすよ
うに、提示されるものである。同様の符号は全体を通して同様の要素を示す。本明細書お
よび特許請求の範囲で使用される、「１つの（ａ、ａｎ）」、「その（ｔｈｅ）」などの
単数形は、文脈が明らかに別のことを指示していない限り、複数の対象を含む。本発明の
好適な実施形態は２層のチッピング材を含むが、本発明は、３層以上のチッピング材が紙
巻タバコに付着されるような実施形態も包含する。
【００２１】
　図１を参照すると、フィルタ付き紙巻タバコの形態の喫煙物１７４の構成要素が示され
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ている。紙巻タバコ１７４は、本発明の外接包材１９０内に収容される喫煙可能フィラー
１８８の装填体または筒体からなる概して円筒形のロッド１８６を含む。ロッド１８６は
、従来、「喫煙可能ロッド」または「刻みタバコロッド」と称されている。刻みタバコロ
ッドの端部は、喫煙可能フィラーを露出するように開放されている。刻みタバコロッド１
８６の一方の端部は点火端１９５であり、もう一方の端部のところにフィルタ要素２００
が示されている。紙巻タバコ１７４は、通常、フィルタ要素および刻みタバコロッドが端
部同士が接する形で好適には互いに当接されて軸方向において位置合わせされるように、
刻みタバコロッド１８６の一方の端部に隣接して位置されるフィルタ要素２００または他
の適切な吸い口部片を有する。フィルタ要素２００は概して円筒形状を有し、その直径は
本質的に刻みタバコロッドの直径と等しい。フィルタ要素の端部は、そこを通って空気お
よび煙が通過できるように、開放されている。フィルタ要素２００は、外包するプラグラ
ップ材２０６により、長手方向に延在している表面に沿って上包されるフィルタ材２０５
（例えば可塑化されたセルロースアセテートトウ）を含む。フィルタ要素２００は、２つ
以上のフィルタセグメント（図示せず）を有していてよく、および／または、その中に風
味添加物を組み込んでいてよい。
【００２２】
　フィルタ要素２００は、フィルタ要素の全長および刻みタバコロッドの近隣領域の双方
を外包する第１のチッピング材２０８により、刻みタバコロッド１８６に取り付けられる
。第１のチッピング材２０８の内側表面は、適切な接着剤（例えば、フィルタ付き紙巻タ
バコの製造時にチッピング紙を付着させるために紙巻タバコ製造業者によって従来から使
用されているタイプの水性接着剤）を使用して、プラグラップ２０６の外側表面および刻
みタバコロッドの包材１９０の外側表面にしっかりと固定される。すなわち、第１のチッ
ピング材は、長手方向に延在しているプラグラップの略全長の周囲部分の周りを延在して
おり、さらに、フィルタ要素に直接に隣接する刻みタバコロッドの領域において刻みタバ
コロッドの包材の長手方向に延在する周囲部分の一部分の周りを延在している。通気また
は空気希釈された喫煙物には、複数または一連の穿孔２１０等の空気希釈手段が設けられ
ており、穿孔のそれぞれがチッピング材２０８およびプラグラップ２０６を通って延在し
ている。最も好適には、接着剤が、紙巻タバコの製造時に従来使用されるように、第１の
チッピング材の長手方向に延在している継ぎ目線またはラップゾーン（ｌａｐ　ｚｏｎｅ
）（図示せず）に付着される。
【００２３】
　紙巻タバコ用の刻みタバコロッドの外接包材として使用されるのに適した典型的な包材
系シートは、変更され得る固有の有孔率を有する。典型的な系シートは、少なくとも約５
ＣＯＲＥＳＴＡ単位であり、通常は少なくとも約１０ＣＯＲＥＳＴＡ単位であり、しばし
ば少なくとも約１５ＣＯＲＥＳＴＡ単位であり、多くの場合には少なくとも約２０ＣＯＲ
ＥＳＴＡ単位である固有の有孔率を有する。典型的な系シートは、約２００ＣＯＲＥＳＴ
Ａ単位未満であり、通常は約１５０ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であり、しばしば約８５ＣＯ
ＲＥＳＴＡ単位未満であり、かつ、多くの場合には約７０ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満である
固有の有孔率を有する。ＣＯＲＥＳＴＡ単位は、１センチバールの一定した圧力で１ｃｍ
２の面積の包材を通過する線形空気速度の測定値である。ＣＯＲＥＳＴＡ　Ｐｕｂｌｉｃ
ａｔｉｏｎ　ＩＳＯ／ＴＣ０１２６／ＳＣＩＮ１５９Ｅ（１９８６年）を参照されたい。
「固有の有孔率」という用語は空気の流れに対するこの包材自体の有孔率を指す。特に好
適な紙製包材系シートは木材パルプおよび炭酸カルシウムから構成され、約２０ＣＯＲＥ
ＳＴＡ単位から約５０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の固有の有孔率を有する。
【００２４】
　紙巻タバコ用の刻みタバコロッドの外接包材として使用されるのに適した典型的な紙製
包材系シートは、変更され得る量で、少なくとも１つのタイプの繊維性材料を組み込んで
おり、少なくとも１つのフィラー材料を組み込むことができる。典型的な系シートは、こ
の系シートの乾燥重量に基づいて、約５５パーセントから約１００パーセントの、しばし
ば約６５パーセントから約９５パーセントの、多くの場合には約７０パーセントから約９
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０パーセントの（最も好適にはセルロース系材料である）繊維性材料、および、約０パー
セントから約４５パーセントの、しばしば約５パーセントから約３５パーセントの、多く
の場合には約１０パーセントから約３０パーセントの（最も好適には無機材料である）フ
ィラー材料を含む。
【００２５】
　包材は通常、繊維性材料を組み込んでいる。繊維性材料は変更され得る。最も好適には
、繊維性材料はセルロース系材料であり、セルロース系材料はリグノセルロース系材料で
あってよい。例示のセルロース系材料には、亜麻繊維、広葉樹パルプ、針葉樹パルプ、麻
繊維、エスパルト繊維、ケナフ繊維、黄麻繊維、および、シサル麻繊維が含まれる。２つ
以上のタイプのセルロース系材料の混合物が採用されてもよい。例えば、包材は亜麻繊維
と木材パルプとの混合物を組み込むことができる。繊維は漂白されていても、漂白されて
いなくてもよい。包材内に組み込まれ得る別の繊維性材料には、微小繊維材料および繊維
性合成セルロース材料が含まれる。例えば、Ｄｕｒｏｃｈｅｒによる米国特許第４，７７
９，６３１号およびＩｓｈｉｎｏによる米国特許第５，８４９，１５３号を参照されたい
。代表的な繊維性材料、および、これから包材を作成するための方法は、Ｓｃｈｕｒらに
よる米国特許第２，７５４，２０７号およびＡｌｌｅｎらによる米国特許第５，４７４，
０９５号、ならびに、ＰＣＴ　ＷＯ０１／４８３１８号に記載されている。
【００２６】
　包材は通常、フィラー材料を組み込んでいる。好適には、フィラー材料は本質的に非水
溶性粒子の形態を有する。加えて、フィラー材料は通常、無機成分を組み込んでいる。カ
ルシウム塩を組み込んでいるフィラー材料が特に好適である。１つの例示的なフィラー材
料は炭酸カルシウムの形態を有し、炭酸カルシウムは、最も好適には、微粒子の形態で使
用される。例えば、Ｈａｍｐｌによる米国特許第４，８０５，６４４号、Ｓａｎｄｅｒｓ
による米国特許第５，１６１，５５１号およびＢａｌｄｗｉｎらによる米国特許第５，２
６３，５００号、ならびに、ＰＣＴ　ＷＯ０１／４８，３１６号を参照されたい。別のフ
ィラー材料には、凝集炭酸カルシウム粒子、カルシウム酒石酸塩粒子、酸化マグネシウム
粒子、水酸化マグネシウムゲル、炭酸マグネシウム型材料、粘土、珪藻土材料、酸化チタ
ニウム粒子、γ－アルミナ材料、および、硫酸カルシウム粒子が含まれる。例えば、Ａｌ
ｌｅｇｒｉｎｉによる米国特許第３，０４９，４４９号、Ｍａｒｔｉｎによる米国特許第
４，１０８，１５１号、Ｃｌｉｎｅによる米国特許第４，２３１，３７７号、Ｏｗｅｎｓ
による米国特許第４，４５０，８４７号、Ｄｕｒｏｃｈｅｒによる米国特許第４，７７９
，６３１号、Ｋａｕｆｍａｎによる米国特許第４，９１５，１１８号、Ｂｏｋｅｌｍａｎ
による米国特許第５，０９２，３０６号、Ｈａｙｄｅｎによる米国特許第５，１０９，８
７６号、Ｐａｉｎｅによる米国特許第５，６９９，８１１号、Ｂｅｎｓａｌｅｍによる米
国特許第５，９２７，２８８号、Ｂｅｎｓａｌｅｍによる米国特許第５，９７９，４６１
号およびＹａｍａｚａｋｉによる米国特許第６，１３８，６８４号、ならびに、欧州特許
出願３５７，３５９号を参照されたい。包材に組み込まれ得る特定のフィラー型材料は繊
維状の形態を有することができる。例えば、フィラー材料の成分は、ガラス繊維、セラミ
ック繊維、炭素繊維および硫化カルシウム繊維などの材料が含むことができる。例えば、
Ｌａｍｍによる米国特許第２，９９８，０１２号、Ｃｌｉｎｅによる米国特許第４，４３
３，６７９号およびＨａｙｄｅｎらによる米国特許第５，１０３，８４４号、ならびに、
ＰＣＴ　ＷＯ０１／４１５９０号および欧州特許出願第１，０８４，６２９号を参照され
たい。フィラー材料の混合物が使用されてもよい。例えば、フィラー材料の組成は、炭酸
カルシウム粒子と沈降水酸化マグネシウムゲルとの混合物、炭酸カルシウム粒子と硫化カ
ルシウム繊維との混合物、または、炭酸カルシウム粒子と炭酸マグネシウム粒子との混合
物を組み込むことができる。
【００２７】
　種々の添加物成分を系シートに加えることできるようにまたは別の形で組み込むことが
できるようにするための種々の手法が存在する。特定の添加物が、包材の生産に伴う用紙
製造工程の一部として、その包材に組み込まれ得る。別法として、添加物は、サイズプレ
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ス技術、噴霧技術、印刷技術などを使用して包材に組み込まれ得る。「オフライン」技術
として知られているこれらの技術は、包材が製造された後に包材に添加物を塗布するのに
使用される。種々の添加物が、用紙製造工程中にまたはその後で、同時にまたは異なる段
階において包材に添加され得、または別の形で組み込まれ得る。本発明の紙巻タバコのこ
れらの実施形態および別の実施形態はそれぞれ、最も好適には、見た目の楽しさを含んで
おり、喫煙者に、所望の視覚作用、嗅覚作用、味覚作用、および触覚作用をもたらす。
【００２８】
　系シートはさらに処理されてよく、これらの系シートは、全体的な物理的特性に変化を
与えるようにおよび／または全体的な化学的組成に変化をもたらすように処理され得る。
例えば、系シートは静電気的に穿孔され得る。例えば、Ｐｅｒｆｅｔｔｉらによる米国特
許第４，９２４，８８８号を参照されたい。系シートは、例えば主表面に質感を与えるた
めにエンボス加工され得る。様々な理由で添加物が包材に組み込まれてよい。代表的な添
加物、および、それらの添加物を包材に組み込む方法は、参照により本明細書に組み込ま
れる、Ｇｅｎｔｒｙによる米国特許第５，２２０，９３０号に記載されている。同様に、
Ｂａｌｄｗｉｎらによる米国特許第５，１６８，８８４号も参照されたい。
【００２９】
　アルカリ金属塩などの特定の成分は燃焼制御添加物として機能することができる。代表
的な塩には、琥珀酸ナトリウム、琥珀酸カリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウ
ム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、リンゴ酸ナトリウム、リンゴ酸カリウム、炭酸ナト
リウム、炭酸カリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、酒石酸ナトリウム、酒石酸カリ
ウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム
、グリコール酸ナトリウムおよびグリコール酸カリウムを含めた、アルカリ金属の琥珀酸
塩、クエン酸塩、酢酸塩、リンゴ酸塩、炭酸塩、塩化物、酒石酸塩、プロピオン酸塩、硝
酸塩およびグリコール酸塩、ならびに、第一燐酸アンモニウムなどの別の塩類が含まれる
。例えば、Ｍａｔｔｈｅｗｓによる米国特許第２，５８０，５６８号、Ｍａｔｔｈｅｗｓ
による米国特許第４，４６１，３１１号、Ｍａｔｔｈｅｗｓによる米国特許第４，６２２
，９８３号、Ｐｅｒｆｅｔｔｉらによる米国特許第４，９４１，４８５号、Ｐｅｒｆｅｔ
ｔｉらによる米国特許４、９９８、５４１号、および、ＰＣＴ　ＷＯ０１／０８５１４号
を参照されたい。金属クエン酸塩などの特定の成分は灰調整剤または灰封止材として機能
する。例えば、欧州特許出願第１，０８４，６３０号を参照されたい。別の代表的な成分
には、リンゴ酸、レブリン酸、ホウ酸および乳酸などの有機および無機の酸類が含まれる
。例えば、Ｓｉｍｏｎによる米国特許第４，２３０，１３１号を参照されたい。別の代表
的な成分には触媒性材料が含まれる。例えば、Ｆｒａｎｋｅｎｂｕｒｇによる米国特許第
２，７５５，２０７号を参照されたい。
【００３０】
　一般に、化学添加物の量は、化学的添加物が塗布される包材の乾燥重量に基づき、約３
パーセントを超えず、しばしば約２パーセントを超えず、通常は約１パーセントを超えな
い。特定の包材の場合、クエン酸カリウムおよび第一燐酸アンモニウムなどの可燃性化学
物質などの特定の添加物塩類の量は、好適には、これらの添加物塩類が塗布される包材の
乾燥重量に基づき、約０．５パーセントから約０．８パーセントの範囲である。比較的高
いレベルの添加物塩類は、特定のタイプの包材から製造された紙巻タバコの消火を引き起
こすことに非常に効果的である印刷領域に印刷されるこれらのタイプの包材上で使用され
得る。比較的高いレベルの化学添加物を有する例示的な亜麻含有紙巻タバコ紙製包材はＳ
ｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ　ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌからＧｒａｄｅ　Ｎ
ａｍｅｓ５１２、５２５、５２７、５４０、６０５および６６４として入手可能である。
比較的高いレベルの化学添加物を有する例示的な木材パルプ含有紙巻タバコ紙製包材はＳ
ｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ　ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌからＧｒａｄｅ　Ｎ
ａｍｅ４０６および４１９として入手可能である。有孔率および拡散率は、これらの手段
によって、さらには印刷よって、または、フィルム、フィルム形成材、インク、顔料、別
の材料、またはそれらの組合せを適用することによって制御され得るような特性である。
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チッピング材も同様に構成および処理され得る。例えば、チッピング材とプラグラップと
の組合せの固有の有孔率は、それらを形成する材料を構成および処理することによって修
正され得る。例えば、Ｍｕｒａｍａｔｓｕらによる米国特許第５，３９４，８９５号およ
びＳｎｏｗらによる米国特許第５，８３０，３１８号を参照されたい。
【００３１】
　風味剤ならびに／または香味および芳香の前駆物質（例えば、バニラ配糖体および／ま
たはエチルバニリン配糖体）も紙製包材に組み込まれ得る。例えば、Ｈｅｒｒｏｎによる
米国特許第４，８０４，００２号およびＤｕｂｅらによる米国特許第４，９４１，４８６
号を参照されたい。風味剤は紙巻タバコ用紙上に印刷されてもよい。例えば、Ｇｕｔｃｈ
ｏ著、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ、Ｎｏｙｅｓ　Ｄａｔａ　Ｃｏｒｐ．（１９７２年）、および、Ｌｅｆｆｉｎｇｗ
ｅｌｌら著、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄ
ｕｃｔｓ（１９７２年）に記載されている紙巻タバコ製造において使用されるタイプの風
味剤を参照されたい。フィルムを紙に付着させることもできる。例えば、Ａｄａｍｓによ
る米国特許第４，８８９，１４５号、Ｍｉｌｆｏｒｄらによる米国特許第５，０６０，６
７５号、ならびに、ＰＣＴ　ＷＯ０２／４３５１３号およびＰＣＴ　ＷＯ０２／０５５２
９４号を参照されたい。触媒性材料が用紙に組み込まれてもよい。例えば、ＰＣＴ　ＷＯ
０２／４３５１３４号を参照されたい。
【００３２】
　従来の紙巻タバコでは、接着剤は、近位側吸い口部の上および遠位側部分にある包材１
９０の上において（それぞれ、チッピング材を基準として）、内側のチッピング材２０８
の下側表面の実質的に全体とプラグラップ２０６との間に設けられる（または、プラグラ
ップを含まない紙巻タバコ内のフィルタの外側に直接に設けられる）。しかし、図１の実
施形態では、接着剤は好適には特定の領域のみに付着される。例えば、接着剤は近位側バ
ンド１８７および遠位側バンド１８９として付着される。図１の実施形態では、チッピン
グ材は好適には拡散チッピング材である。拡散チッピング材の実施形態では、チッピング
材の拡散率は、最も好適には、例えば材料１９０などの標準的な紙巻タバコの包材の拡散
率（例えば、約２ｃｍ／ｓｅｃの拡散率、または、約１５ＣＯＲＥＳＴＡから８０ＣＯＲ
ＥＳＴＡの基本有孔率）、すなわち紙巻タバコ内の刻みタバコ装填体の周りに一般に使用
されるタイプの同様の材料の拡散率と同等である。好適な実施形態は単層の拡散チッピン
グ材および多孔性のプラグラップを有するか、プラグラップは有さない。拡散チッピング
材は０ＣＯＲＥＳＴＡを超えて１００ＣＯＲＥＳＴＡ未満であり、好適な範囲は約５ＣＯ
ＲＥＳＴＡおよび約８０ＣＯＲＥＳＴＡの間の範囲であり、拡散率は少なくとも約１ｃｍ
／ｓｅｃ、好適には少なくとも約１．５ｃｍ／ｓｅｃである。これらの拡散率の測定は、
好適には、任意の印刷配合物を含むチッピング材に対して適用される（例えば、リップリ
リース性の物質、接着剤など）。拡散率は、例えば、参照により本明細書に組み込まれる
、Ｎｏｒｍａｎらによる米国特許出願公開２００５／００８７２０２号に開示されるよう
な手法を使用して測定され得る。これは、拡散率をほとんどあるいは全く有することがで
きない（例えば、約０ｃｍ／ｓｅｃ、通常は約１ｃｍ／ｓｅｃ未満、すなわち基本有孔率
が約１０ＣＯＲＥＳＴＡ未満）一般的なチッピング材とは大きく異なる。しかし、高い有
孔率を有する別のチッピング材も知られており（例えば、３００－１２００ＣＯＲＥＳＴ
Ａ、Ｍｕｒａｍａｔｓｕらによる米国特許第５，３９４，８９５号を参照されたい）、こ
れらには、例えばレーザによって非常に多孔とされるものも含まれる。
【００３３】
　拡散チッピング材２０８は１つまたは複数の穿孔（例えば、レーザ穿孔２１０）を含む
ことができる。好適な実施形態では、接着剤バンド１８７、１８９の間の（および／また
はそれらを通る）拡散チッピング材２０８の長手方向の円周表面領域を通る空気流れが、
喫煙者のための主流エアゾールに所望される特性をもたらす。例えば、吸い口のところの
主流エアゾールは、ＦＴＣ喫煙条件下で、その他の点では同一であるが従来の拡散率の低
いまたは拡散率を有さないチッピング材で作られた紙巻タバコと比較して、低い「タール



(20) JP 2012-507287 A 2012.3.29

10

20

30

40

50

」およびＣＯ含有量、さらには低いＣＯ／タール比率を可能にする。この効果は、主流エ
アゾールの香味強度と共に、例えばそのレーザ穿孔により紙巻タバコフィルタ２００の希
釈率を変えることによって変化され得る。
【００３４】
　拡散チッピング材を含む紙巻タバコの実施形態の場合、チッピング材は複数の紙材料ま
たは紙状材料から選択され得る。一実施例では、刻みタバコ装填体を収容するのに通常使
用されるタイプの一般的な包材が使用されてよい。このような包材は最も好適には所望の
拡散率を有する（例えば、１ｃｍ／ｓｅｃを超える場合もあり、好適には約１．５ｃｍ／
ｓｅｃを超え、しばしば約１ｃｍ／ｓｅｃから約３ｃｍ／ｓｅｃであり、多くの場合には
約２ｃｍ／ｓｅｃである）。好適には、チッピング材料として使用されるために、紙製品
または紙状製品は、刻みタバコの包材には通常存在しないいくつかの特徴を含むように構
成される。例えば、セルロースまたは重合体繊維（例えば、プラスチック）が、例えば、
円柱強度（ｃｏｌｕｍｎａｒ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）、耐湿性（例えば、喫煙者の口に対す
る）、および、所望のリップリリース性の特色を有することによってその構造保全性を向
上させるために、製造中に組み込まれ得るおよび／あるいは一方または両方の表面に付着
され得る。（紙巻タバコの技術分野では、「リップリリース性」という用語は、人の唇と
チッピング材料で覆われた紙巻タバコのフィルタ部分との間の接触が実質的に粘着するこ
となく容易に解放されるのを補助するように構成される材料を意味し、本明細書で参照さ
れるリップリリース性材料には、当技術分野で現在知られているおよび／または使用され
ている、あるいは将来開発される任意の標準的なリップリリース性配合物が含まれてよい
）。
【００３５】
　拡散チッピング材は、織物、メッシュ、紙、膜、および／または所望の拡散率を有する
別の適切な構造物として形成されてよい。その厚さおよび密度は製造中に決定されてよく
、または、その後所望の拡散率を有するように変更されてもよく、通常は質量は小さい方
が好ましい。所望の特色を有するための繊維、フィルム、コーティング、または別の手段
を備えるまたはその中に含む拡散チッピング材の処理は、チッピング材の特定の領域に局
所化することができる。例えば、リップリリース性および／または耐湿性は、最も近位側
の吸い吸い口部分のみに設けられてよい。別の実施例として、円柱強度をもたらすまたは
向上させる繊維または別の手段が、フィルタ部分と刻みタバコロッドとの繋ぎ目に跨るチ
ッピング材の一領域に主にまたはその部分のみに設けられてよい。所望のリップリリース
性を実現するための一手段として、例えばニトロセルロースなどの１つまたは複数のフィ
ルム形成材料がチッピング材に付着されてよく、またはその中に組み込まれてよい。所望
の円柱強度を有することができる紙および紙材料を含む耐湿性の紙および紙材料が当技術
分野では知られており、これらは、本発明の範囲内で容易に使用され得、または本発明の
範囲内の用途に構成され得る。
【００３６】
　拡散チッピング材を形成するのに、一般的な包材以外のメッシュ状の多孔性紙材料、ま
たは別の紙状材料（例えば、重合体シート）が使用され得る。所望の特色には、拡散率に
加えて、拡散チッピング材がリップリリース性を含めた許容できる「口の感触」を喫煙者
に提供しなければならないことが含まれる（少なくとも、喫煙者の口に接触する部分）。
これは、通常の使用時（製造、梱包、輸送、点火および喫煙）にフィルタおよび喫煙可能
ロッドを一体に保持するための十分な構造強度を提供するものでなければならない。これ
は、品質を低下させたり、喫煙者の口が接触しているときに不快な味や質感を生じさせた
りするものであってはならない。さらに、これは、香味および接触による感覚作用が存在
する場合は喫煙者に無性のまたは良好な香味および接触による感覚作用を提供するもので
なければならない。製紙および膜製造の技術分野で知られている多くの手法のうちのいず
れかで構築される、有機および／または無機の繊維および／または粒子の混合物が、拡散
チッピング材を形成するのに使用されてよい。
【００３７】
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　チッピング材の一部分または全体は従来のチッピング材より高い所望の拡散率を有する
ことができる。特定の実施形態では、チッピング材の厚さおよび／または密度は、所望の
拡散率および／または香味特性を有するように変化され得る。例えば、拡散率の高い紙ま
たはメッシュは一般的なチッピング材と同じ厚さであってよく、または、所望の拡散率と
同時に所望の構造強度を提供するために一般的なチッピング材より厚くてよい。
【００３８】
　紙巻タバコ１７４はまた、第２のチッピング材２５０を有することができる。第２のチ
ッピング材２５０は、第１のチッピング材２０８を覆って囲んでいる外側層を形成してい
る。第２のチッピング材２５０の内側表面の全てまたは選択された部分は、内側すなわち
第１のチッピング材２０８の外側表面にしっかりと固定され得る。したがって、好適な実
施形態では、第２のチッピング材２５０は、フィルタ要素の全長および刻みタバコロッド
の隣接領域も覆っている。図３に示される実施形態の場合、両方のチッピング材は、フィ
ルタ要素に隣接している刻みタバコロッドの領域に沿って基本的に等しい距離だけ延在し
ている。特定の好適な紙巻タバコの場合、第１および第２のチッピング材は、それぞれ、
全体寸法において実質的に同一である（例えば、これらのチッピング材は、同等の厚さ、
幅および長さを有する）。別の実施形態では、通気または空気希釈された喫煙物には、そ
れぞれが外側チッピング材２５０、内側チッピング材２０８、およびプラグラップ２０６
を介して延在している一連の穿孔２１０等の空気希釈手段が設けられてよい。
【００３９】
　接着剤は、紙巻タバコの製造時に、従来チッピング材を付着させるのに使用される技術
と概して同様の技術を使用してそれぞれのチッピング材に付着され得る。このような方式
で、１つまたは２つ層のチッピング材が、従来の接着剤を使用して付着および固定され得
、このようにして形成された紙巻タバコは、紙巻タバコに付着されたチッピング材の一方
の層（単層または２層のチッピング）または両方の層を用いて使用され得る。しかし、接
着剤は、下側表面全体ではなく、第２のチッピング材２５０の長手方向に延在している継
ぎ目線またはラップゾーン（図示せず、図６の領域６００、６１６を参照されたい）に付
着されてもよい。この場合、第２のチッピング材２５０は、第２のチッピング材が紙巻タ
バコから意図的に取り外し可能となるように、構成されて、紙巻タバコに付着され得る。
したがって、このようにして得られる、満足な品質を有するフィルタ付き紙巻タバコは、
第２のチッピング材２５０をそのまま残して使用され得る。別の実施形態では、第２のチ
ッピング材２５０が紙巻タバコから取り外されてよく、第１のチッピング材２０８により
、好適には所望される異なった香味特性または別の特性を喫煙者にもたらすような、満足
できる品質の変更されたフィルタ付き紙巻タバコが提供される。
【００４０】
　一実施形態では、外側（例えば、第２の）チッピング材２５０は、紙巻タバコから取り
外され得る。この第２のチッピング材２５０は、紙巻タバコに空気希釈をもたらすように
構成および処理されず、すなわち、紙巻タバコが高い度合いまたはレベルの空気希釈を受
けないように処理される。例えば、図５に示されるように、穿孔２１１が、プラグラップ
２０６および内側チッピング材２０８のみを通って延在していてよい。したがって、紙巻
タバコに比較的高いレベルの希釈をもたらすように処理され得る下側または第１のチッピ
ング材２０８が、覆っている第２のチッピングを取り外すことによって露出され得、それ
により、より高いレベルの空気希釈が可能となる。したがって、紙巻タバコは、より香味
の強い主流煙を提供するために完全な形の第２のチッピング材２５０を用いて吸うことが
でき、または、その第２のチッピング材は、特性においてより香りが少ないがタールおよ
びＣＯの存在および／または相対量を軽減することができる空気希釈された主流煙を提供
するために、取り外されてもよい。
【００４１】
　このような紙巻タバコを提供するための代表的な方式または方法は、消費者調査目的の
ためのいわゆる「バンド付きの」紙巻タバコを提供するために紙巻タバコ製造業者によっ
て使用される装置および方法体系を適切に修正することを伴う。すなわち、刻みタバコロ
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ッドおよびフィルタ要素が互いに当接される領域全体において紙巻タバコの周囲に外包バ
ンド（例えば約１ｃｍの幅のバンド）を付着させるのではなく、第２のチッピング材が、
フィルタ要素の全長と、フィルタ要素に隣接する刻みタバコロッドの領域における刻みタ
バコロッドの長さの一部分とにわたって外包バンドとして付着される。したがって、所望
される所定の方式で位置決めされて付着されて位置合わせされた１つまたは２つの層のチ
ッピング材を有するフィルタ付き紙巻タバコが形成され、これは、チッピング材の各層の
位置決めおよび位置合わせが製造業者によって予め定められることを意味する。このよう
な装置は、（例えば、接着剤が、非拡散チッピング材用の、または、接着剤も所望の拡散
率を有するように構成される拡散チッピング材用の、外側のチッピング材の内側表面の実
質的に全体にわたって塗布され得ることから）チッピング材のいずれの層も紙巻タバコか
ら取り外されることを目的として設計されていない紙巻タバコに対して、適切に位置合わ
せされた２層のチッピング材を付着させるのに特に適切である。したがって、本発明の二
重チッピング紙巻タバコは、改善された物理的な完全性を有することができる。別法とし
て、このような装置は、（例えば、外側のチッピング材の内側表面の一部分または実質的
に全体にあるいは内側のチッピング材の外側表面に付着され得る剥離コーティングタイプ
の接着剤を使用することにより）その外側層が紙巻タバコから取り外されることを目的と
して設計されている紙巻タバコに対して、適切に位置合わせされた２層のチッピング材を
付着させるのに適切であり得る。
【００４２】
　図２を参照すると、２つのフィルタ付き紙巻タバコ１７４、４０９を作るために破線２
Ａ－２Ａに沿ってさらに分割され得る代表的な「２部構成」の紙巻タバコ４００が示され
ている。加えて、好適なタイプの紙巻タバコを形成するための代表的な方式または方法が
図２を参照して説明される。「２部構成」のフィルタセグメント４１７が設けられている
。この代表的なフィルタセグメント４１７は、プラグラップ２０６によって囲まれたフィ
ルタ材２０５を有する。２つの刻みタバコロッド１９０、４２８が、「２部構成」のフィ
ルタセグメントの各端部のところで位置合わせされている。チッピング材２０８の第１の
層（例えばいわゆるチッピング材の「継ぎ当て」）が位置合わせされた構成要素の周囲を
包んでおり、それにより、チッピング材が、「２部構成」のフィルタセグメント４１７の
全長と、フィルタセグメントに隣接している各領域における各刻みタバコロッド１９０、
４２８の長さの一部とに外包している。一般に、チッピング材２０８のこの第１の層は、
各刻みタバコロッドの約３ｍｍから４ｍｍの長さに外包する。したがって、いわゆる「２
部構成」の紙巻タバコ４００が形成される。特定の好適な実施形態の場合、チッピング材
の第１の層は、一種類のチッピング材から選択されて一種類の手法で付着され、これらの
それぞれは、市販のフィルタ付き紙巻タバコの製造のために従来使用されるものと同様の
ものである。また、チッピング材２０８は１つまたは複数のグルーシーム（ｇｌｕｅ　ｓ
ｅａｍ）１８７を用いて付着されてもよい。このグルーシーム（複数可）は、（長手方向
軸に対して横向き／垂直におよび／または長手方向軸に対して角度をつけられて方向付け
られることを含めて、部分的にまたは全体的にのいずれかで）円周方向に存在してよく、
および／または長手方向に配置されてよい。
【００４３】
　図２Ａは、図２に示されるタイプの２部構成の紙巻タバコからの線２Ａ－２Ａに沿って
切断された紙巻タバコ４０９を部分斜視図で示している。しかし、紙巻タバコ４０９は示
されるように単層のチッピング材のみを備えており、すなわち、第２の層（例えば、チッ
ピング層２５０）がそこから取り外されている。破線および点描で示されるように、接着
剤の継ぎ目１８７が、チッピング材２０８とプラグラップ２０６との間で長手方向および
円周方向に（連続的におよび非連続的に両方で）配置されている。具体的には、破線およ
び点描で輪郭が示されている領域１８７が、各端部の近傍の円周内側表面に沿ってさらに
は概して長手方向の内側表面に沿って概して直線状にチッピング材に接触している接着剤
を示している。チッピング材は拡散チッピング材であってよい。製造中に連続するまたは
非連続の接着剤の継ぎ目を固有に配置するために一般に種々の手法が使用されており、新



(23) JP 2012-507287 A 2012.3.29

10

20

30

40

50

しい手法も公表されている（例えば、Ｐｉｐｅｓらによる米国特許出願シリアル番号１２
／１０１，５２９を参照されたい）。このように接着剤を配置するのに、付着される領域
において拡散性を制限または軽減するような接着剤が使用され得るが、付着される領域に
おいてチッピング材の拡散性を有意に制限または軽減することがない「付着されるときに
拡散する」１つまたは複数の接着剤が、チッピング材の内側表面の一部分または全体の上
に使用されてもよいことを理解されたい。このような接着剤は好適には多孔性または別の
形で拡散性の表面を形成し、それにより、同時に所望の接着性をもたらしながら、そこを
空気が通過するのを可能にする。一部の実施形態では、チッピング材と接着剤との組合せ
の拡散率は、１ｃｍ／ｓｅｃを超え、好適には約１．５ｃｍ／ｓｅｃを超え、しばしば約
１ｃｍ／ｓｅｃから３ｃｍ／ｓｅｃであり、多くの場合約２ｃｍ／ｓｅｃであってよい。
【００４４】
　この紙巻タバコは、チッピング材２０８の第１の層および下側のプラグラップ２０６を
通る穿孔２１０、４５５からなる少なくとも１つの外包リングを付着させることにより、
（例えばレーザ穿孔技術を使用して）空気希釈され得る。次いで、このようにして形成さ
れた「２部構成」の紙巻タバコは、第２のチッピング組立体へと移行され得る。ここでは
、チッピング材２５０の第２の層（例えばチッピング材の第２の「継ぎ当て」）が「２部
構成」の紙巻タバコ４００の周囲を包んでおり、したがって、チッピング材の第２の層が
チッピング材２０８の第１の層を覆っている。この紙巻タバコは、チッピング材２５０の
第２の層、第１の層のチッピング材２０８および下側のプラグラップ２０６を通る穿孔２
１０、４５５からなる少なくとも１つの外包リングを付着させることにより、（例えばレ
ーザ穿孔技術を使用して）空気希釈され得る。したがって、示される実施形態の場合、空
気希釈穿孔は、存在しなくてもよく、チッピング材料の両方の層を通るように形成されて
もよく、または、チッピング材の第１の層のみを通るように形成されてもよい。次いで、
２層のチッピング材を有する結合されている「２部構成」のセグメントはその長手方向軸
に対して垂直に半分に切断され、２つの完成した紙巻タバコ１７４、４０９が形成される
。したがって、２つの完成した紙巻タバコ１７４、４０９は、両方とも、滑らかな吸い口
を有することを特徴とし、ここでは、フィルタ材２０５の吸い口終端、プラグラップ２０
６、およびチッピング材２０８、２５０は全て同一平面内にある。所望される場合、チッ
ピング材２０８、２５０に使用される２つのタイプの「継ぎ当て」は、（例えば、全体の
視覚的外観、幅、長さ、厚さ、物理的性質および／または構成に関して）実質的に互いに
同一のものであってよい。したがって、所望される所定の方式で位置決めされ、付着され
、位置合わせされた２層のチッピング材を有するフィルタ付き紙巻タバコが形成される。
【００４５】
　上述した方式の二重チッピングの「２部構成」の紙巻タバコの準備は、（例えば、接着
剤が外側のチッピング材の内側表面の実質的に全体にわたって塗布され得ることから）チ
ッピング材のいずれの層も紙巻タバコから取り外されることを目的としてすなわち取り外
されることを意図されて設計されていない紙巻タバコに対して、適切に位置合わせされた
２層のチッピング材を付着させるのに特に適切である。あるいは、このような方法体系が
、（例えば、外側のチッピング材の内側表面の実質的に全体にわたってまたは内側のチッ
ピング材の外側表面にわたって付着され得る剥離コーティングタイプの接着剤を使用する
ことにより）その外側層（存在する場合に）が紙巻タバコから用意に取り外されるように
構成されているような紙巻タバコに対して、適切に位置合わせされた２層のチッピング材
を付着させるのに適切であり得る。
【００４６】
　所望される場合、内側および／または外側のチッピング材は、いわゆる「スキップギャ
ップ（ｓｋｉｐ　ｇａｐ）」タイプのチッピング接着剤塗布技術を使用して実施され得る
ように、その選択された領域のみに接着剤を有するように付着され得る。したがって、接
着剤は、それぞれチッピング継ぎ当て上の１つまたは複数の所望の位置に合わせられ得る
。複層チッピングの外側の継ぎ当ての場合、十分な接着剤が、紙巻タバコの下側領域に（
例えば、チッピング材の第１の層に）取り付けられる長手方向に延在するストリップを形
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成するためにさらには（例えば、チッピング材の外側層にわたって折り重ねられた部分が
一種の継ぎ目を形成するのを可能にするために）それ自体に取り付けられる長手方向に延
在するストリップを形成するために、付着され得る。「スキップギャップ」タイプの接着
剤の塗布が採用される場合、接着剤の塗布は、外側のチッピング材の外側継ぎ目を形成す
るチッピング継ぎ当て領域上の接着剤ストリップのいずれか一方の端部または両方の端部
では行われなくてもよく、したがって、外側のチッピング材の長手方向のいずれか一方の
端部または両方の端部には、そのチッピング材を紙巻タバコの他の部から引き剥がすこと
を目的として外側のチッピング材を握持するのに使用され得る一種のタブを設けることが
できる。このようなタブは、一般に、継ぎ目線の幅と少なくとも同様の幅と、約２ｍｍか
ら約５ｍｍの長さとを有する。
【００４７】
　二重チッピングの「２部構成」の紙巻タバコの準備は、チッピング材の単一の「継ぎ当
て」を使用しても実施され得る。このような手法では、（例えば、その「継ぎ当て」が「
２部構成」の紙巻タバコの関連する領域の周囲を２回包むのを可能とする長さにおいて少
なくとも十分である）延長した長さを有するチッピングの「継ぎ当て」が使用され得る。
例えば、チッピング材の「継ぎ当て」は、内側のチッピング部分または「２部構成」の紙
巻タバコの周囲に延在している層を形成するように、「２部構成」の紙巻タバコの周囲を
包むことができる。これは、単層のチッピング材を備える紙巻タバコを作るのに使用され
得る。あるいは、「２部構成」の紙巻タバコは、「継ぎ当て」の残余部の長さを用いて包
むことができるように２回回転され得、それにより、外側のチッピング部分または層が形
成される。一実施形態では、接着剤が、引き伸ばされた「継ぎ当て」の内側表面全体に付
着され得る。別の実施形態では、接着剤は、内側のチッピング層（すなわち、内側のみ）
を形成する「継ぎ当て」の内側表面全体に付着され得、「スキップギャップ」技術が、接
着剤のストリップのみが（例えば継ぎ目を形成するように）外側のチッピング層を形成す
る「継ぎ当て」の部分に付着される形で、使用され得る。あるいは、「スキップギャップ
」あるいは当技術分野で知られている本明細書で説明するおよび／またはこれから開発さ
れる可能性がある別の技術が、内側チッピング材の層（すなわち、内側のみ）を付着させ
るのに使用され得る。
【００４８】
　また、特定の好適なタイプの紙巻タバコを形成するための代替の代表的な方式または方
法が図２を参照して説明される。プラグラップ２０６によって囲まれるフィルタ材２０５
を有する「２部構成」のフィルタセグメント４１７が設けられる。２つの刻みタバコロッ
ド１９０、４２８が、「２部構成」のフィルタセグメントの各端部のところで位置合わせ
されている。チッピング材２０８の第１の層およびチッピング材２５０の外側の第２の層
が二重層のチッピング材として（例えば積層物として）形成されている。チッピング材２
０８、２５０の第１および第２の層からなるこの積層は位置合わせされた構成要素の周囲
を包んでおり、それにより、それらの２つのチッピング材の積層が、「２部構成」のフィ
ルタセグメント４１７の全長と、フィルタセグメントに隣接している各領域における各刻
みタバコロッド１９０、４２８の長さの一部分とに外包している。したがって、いわゆる
「２部構成」の紙巻タバコ４００が形成される。この紙巻タバコは、チッピング材２５０
の第２のまたは外側の層、チッピング材２０８の第１の層または内側の層、および、下側
のプラグラップ２０６を通る穿孔２１０、４５５からなる少なくとも１つの外包リングを
付着させることにより、（例えばレーザ穿孔技術を使用して）空気希釈され得る。次いで
、２層のチッピング材を有する結合されている「２部構成」のセグメントはその長手方向
軸に対して垂直に半分に切断され、２つの完成した紙巻タバコ１７４、４０９が形成され
る。したがって、所望される所定の方式で位置決めされ、付着され、位置合わせされた２
層のチッピング材を有するフィルタ付き紙巻タバコが形成される。
【００４９】
　紙巻タバコロッドは、一般に、従来の自動紙巻タバコロッド製造機械などの紙巻タバコ
製造機械を使用して製造される。例示的な紙巻タバコロッド製造機械は、Ｍｏｌｉｎｓ　
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ＰＬＣまたはＨａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ　＆　Ｃｏ．ＫＧから市販されてい
るタイプの機械である。例えば、（Ｍｏｌｉｎｓ　ＰＬＣから市販されている）ＭｋＸ、
または、（Ｈａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ　＆　Ｃｏ．ＫＧから市販されている
）ＰＲＯＴＯＳとして知られているタイプの紙巻タバコロッド製造機械が使用されてよい
。ＰＲＯＴＯＳ紙巻タバコ製造機械の説明は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｂｒ
ａｎｄによる米国特許第４，４７４，１９０号の第５コラム、第４８行目から、第８コラ
ム、第３行目に提供されている。紙巻タバコの製造に適したタイプの装置はまた、それぞ
れが参照により本明細書に組み込まれる、Ｌａ　Ｈｕｅによる米国特許第４，７８１，２
０３号、Ｈｏｌｚｎａｇｅｌによる米国特許第４，８４４，１００号、Ｇｅｎｔｒｙによ
る米国特許第５，１３１，４１６号、Ｈｏｌｍｅｓらによる米国特許第５，１５６，１６
９号、Ｍｙｒａｃｌｅ，Ｊｒ．らによる米国特許第５，１９１，９０６号、Ｂｌａｕらに
よる米国特許第６，６４７，８７０号、Ｋｉｔａｏらによる米国特許第６，８４８，４４
９号およびＫｉｔａｏらによる米国特許第６，９０４，９１７号、Ｈａｒｔｍａｎによる
米国特許第７，２１０，４８６号、Ｈａｎｃｏｃｋらによる米国特許第７，２７５，５４
８号、Ｂａｒｎｅｓらによる米国特許第７，２８１，５４０号、ならびに、Ｆｉｔｚｇｅ
ｒａｌｄらによる米国特許第７，２３４，４７１号にも記載されている。
【００５０】
　従来の自動紙巻タバコ製造機械の種々の構成要素および動作は一般に使用されている。
例えば、いくつかのタイプの煙突、タバコ充填供給装置、吸着コンベヤシステム、および
、装飾システムの構成要素および動作の説明は、それぞれが参照により本明細書に組み込
まれる、Ｍｏｌｉｎｓらによる米国特許第３，２８８，１４７号、Ｈｅｉｔｍａｎｎらに
よる米国特許第３，９１５，１７６号、Ｆｒａｎｋによる米国特許第４，２９１，７１３
号、Ｒｕｄｓｚｉｎａｔによる米国特許第４，５７４，８１６号、Ｈｅｉｔｍａｎｎらに
よる米国特許第４，７３６，７５４号、Ｐｉｎｃｋらによる米国特許第４，８７８，５０
６号、Ｈｅｉｔｍａｎｎによる米国特許第５，０６０，６６５号、Ｋｅｒｉｔｓｉｓらに
よる米国特許第５，０１２，８２３号、および、Ｆａｇｇらによる米国特許第６，３６０
，７５１号、ならびに、Ｍｕｌｌｅｒによる米国特許出願公開第２００３／０１３６４１
９号に記載されている。本明細書に記載されるタイプの自動紙巻タバコ製造機械は、所望
の長さに形成される喫煙可能ロッドへと分割され得るような、形成された連続的な刻みタ
バコロッドまたは喫煙可能ロッドを提供する。
【００５１】
　タバコの種類、タバコブレンド、最表面の装飾およびケーシング材料、ブレンド充填密
度、および、刻みタバコロッド用の紙包材の種類を含めた、紙巻タバコの種々のタイプの
構成要素が使用され得る。例えば、それぞれが参照により本明細書に組み込まれる、Ｊｏ
ｈｎｓｏｎ著、Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔｓ　ｔｏ　Ｍｅｅｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｎｅｅｄｓ、第５２回Ｔ．Ｓ．Ｒ．Ｃ（１９
９８年９月）、Ｊａｋｏｂらによる米国特許第５，１０１，８３９号、Ａｒｚｏｎｉｃｏ
らによる米国特許第５，１５９，９４４号、Ｇｅｎｔｒｙによる米国特許第５，２２０，
９３０号、Ｋｒａｋｅｒによる米国特許第６，７７９，５３０号、Ａｓｈｃｒａｆｔらに
よる米国特許第７，２３７，５５９号、および、Ｎｅｓｔｏｒらによる米国特許出願公開
第２００５／００６６９８６号、Ｔｈｏｍａｓらによる米国特許出願公開第２００６／０
２７２６５５号、および、Ｏｇｌｅｓｂｙによる米国特許出願公開第２００７／０２４６
０５５号に記載されている、種々の代表的なタイプの紙巻タバコ構成要素、さらには、様
々な紙巻タバコデザイン、形式、構成および特性を参照されたい。最も好適には、喫煙可
能ロッドの全体は、喫煙可能材料（例えば、タバコフィラー）および外包する外側包材の
層から構成される。
【００５２】
　フィルタ付き紙巻タバコ用のフィルタ要素の構成要素は、一般に、Ｈａｕｎｉ－Ｗｅｒ
ｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ　＆　Ｃｏ．ＫＧからＫＤＦ－２、ＫＤＦ－３Ｅとして入手可能なも
のなどの、従来のタイプのロッド形成ユニットを使用して製造されるフィルタロッドから
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形成される。一般に、フィルタトウなどのフィルタ材は、トウ加工ユニットを使用して形
成される。例示のトウ加工ユニットは、ノースカロライナ州、ウィンストンセーラムのＡ
ｒｊａｙ　Ｅｑｉｐｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐ．が供給する、Ｅ－６０として市販されている。
他の例示のトウ加工ユニットは、Ｈａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ　＆　Ｃｏ．Ｋ
ＧからＡＦ－２、ＡＦ－３、ＡＦ－４として市販されている。さらに、フィルタ材供給ユ
ニットおよびフィルタ製造ユニットを動作させるための代表的な方式および方法が、Ｂｙ
ｒｎｅによる米国特許第４，２８１，６７１号、Ｇｒｅｅｎ，Ｊｒ．らによる米国特許第
４，８６２，９０５号、Ｓｉｅｍｓらによる米国特許第５，０６０，６６４号、Ｒｉｖｅ
ｒｓによる米国特許第５，３８７，２８５号、および、Ｌａｎｉｅｒ，Ｊｒ．らによる米
国特許第７，０７４，１７０号に記載されている。フィルタロッド形成ユニットにフィル
タ材を供給するための別のタイプの技術が、参照により本明細書に組み込まれる、Ｐｒｙ
ｏｒらによる米国特許第４，８０７，８０９号、および、Ｒａｋｅｒによる米国特許第５
，０２５，８１４号に記載されている。
【００５３】
　フィルタ材は変更され得、紙巻タバコ用のタバコ煙フィルタを形成するために使用され
得るタイプの任意の材料であってよい。好適には、セルロースアセテートトウ、集結セル
ロースアセテートウェブ、ポリプロピレントウ、集結セルロースアセテートウェブ、集結
紙、または再構成紙巻タバコのストランドなどの、従来の紙巻タバコフィルタ材が使用さ
れる。特に好ましいのは、セルロースアセテート、ポリプロピレンなどのポリオレフィン
といった、繊維状のトウである。適切なフィルタロッドを形成することができる１つのフ
ィルタ材は、繊維あたり３デニールであって総量が４００００デニールであるセルロース
アセテートトウである。他の例として、繊維あたり３デニールであって総量が３５０００
デニールであるセルロースアセテートトウが、適切なフィルタロッドを形成することがで
きる。他の例として、繊維あたり８デニールであって総量が４００００デニールであるセ
ルロースアセテートトウが、適切なフィルタロッドを形成することができる。さらなる例
については、それぞれが参照により本明細書に組み込まれる、Ｎｅｕｒａｔｈによる米国
特許第３，４２４，１７２号、Ｃｏｈｅｎらによる米国特許第４，８１１，７４５号、Ｈ
ｉｌｌらによる米国特許第４，９２５，６０２号、Ｔａｋｅｇａｗａらによる米国特許第
５，２２５，２７７号、および、Ａｒｚｏｎｉｃｏらによる米国特許第５，２７１，４１
９号に記載されているタイプのフィルタ材を参照されたい。
【００５４】
　通常、トリアセチンなど可塑剤が、知られている技術を使用して従来の量で繊維状のト
ウに付着される。フィルタ要素を構成するのに関連して一般に使用される別の適切な材料
または添加剤も本発明の範囲内で使用されてよい。例えば、Ｒｉｖｅｒｓによる米国特許
第５，３８７，２８５号を参照されたい。
【００５５】
　プラグラップは変更され得る。例えば、Ｍａｒｔｉｎによる米国特許第４，１７４，７
１９号を参照されたい。プラグラップは多孔質または非多孔質の紙材であってよい。拡散
チッピング材を含む本発明の紙巻タバコの実施形態では、非多孔質のプラグラップではな
く多孔質のプラグラップを使用することが特に好適である。適切なプラグラップ材は市販
されている。約１１００ＣＯＲＥＳＴＡ単位から約２６０００ＣＯＲＥＳＴＡ単位の有孔
率の範囲の例示的なプラグラップ紙が、Ｐｏｒｏｗｒａｐ　１７－Ｍ１、３３－Ｍ１、４
５－Ｍ１、７０－Ｍ９、９５－Ｍ９、１５０－Ｍ４、１５０－Ｍ９、２４０－Ｍ９Ｓ、２
６０－Ｍ４、および、２６０－Ｍ４ＴとしてＳｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌから、ならびに、２２ＨＰ９０および２２ＨＰ１５０としてＭ
ｉｑｕｅｌ－ｙ－Ｃｏｓｔａｓから入手可能である。非多孔質のプラグラップ材は、一般
に、約４０ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満、しばしば約２０ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満の有孔率を
有する。例示的な非多孔質のプラグラップ紙は、ＰＷ６４６としてチェコ共和国のＯｌｓ
ａｎｙ　Ｆａｃｉｌｉｔｙ（ＯＰ　Ｐａｐｒｉｎａ）から、ＦＹ／３３０６０としてオー
ストリアのＷａｔｔｅｎｓｐａｐｉｅｒから、６４６としてスペインのＭｉｑｕｅｌ－ｙ
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－Ｃｏｓｔａｓから、および、ＭＲ６５０および１８０としてＳｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍ
ａｕｄｕｉｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌから入手可能である。プラグラップ紙は、特
にフィルタ材に面した表面をフィルム形成材の層で被覆することができる。このようなコ
ーティングは、適切な重合体フィルム形成剤（例えば、エチルセルロース、炭酸カルシウ
ムが混合されたエチルセルロース、ニトロセルロース、炭酸カルシウムが混合されたニト
ロセルロース、または、紙巻タバコを製造するのに一般に使用されるタイプのいわゆるリ
ップリリース性コーティング複合材）を使用して形成され得る。別法として、プラスチッ
クフィルム（例えばポリプロピレンフィルム）がプラグラップ材として使用されてもよい
。例えば、ＺＮＡ－２０およびＺＮＡ－２５としてＴｒｅｏｆａｎ　Ｇｅｒｍａｎｙ　Ｇ
ｍｂＨ　＆　Ｃｏ．ＫＧから入手可能である非多孔質のポリプロピレン材がプラグラップ
材として使用され得る。
【００５６】
　紙巻タバコフィルタロッドは、複数セグメントのフィルタロッドを形成するのに使用さ
れ得る。次いで、これらの複数セグメントのフィルタロッドは、複数セグメントのフィル
タ要素を有するフィルタ付き紙巻タバコを製造するのに使用され得る。２つのセグメント
のフィルタ要素の例は、一方の端部のところにある、セルロースアセテートトウ内に分散
された活性炭粒子を組み込んでいる第１の円筒状セグメント（例えば「ダルメシアン」タ
イプのフィルタセグメント）と、もう一方の端部のところにある、香味が付けられて可塑
化されたセルロースアセテートトウのフィルタ材から基本的に形成されたフィルタロッド
から形成された第２の円筒状セグメントとを有するフィルタ要素である。複数セグメント
のフィルタロッドの形成は、複数セグメントの紙巻タバコフィルタ構成要素を形成するの
に従来使用されているタイプのロッド形成ユニットを使用して実施され得る。複数セグメ
ントの紙巻タバコフィルタロッドは、ドイツ、ハンブルグのＨａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋ
ｏｒｂｅｒ　＆　Ｃｏ．ＫＧからＭｕｌｆｉの商品名で入手可能である紙巻タバコのフィ
ルタロッド製造装置を使用して製造され得る。代表的なタイプのセグメント化された紙巻
タバコフィルタを含む、代表的なタイプのフィルタのデザインおよび構成要素は、参照に
より本明細書に組み込まれる、Ｌａｗｒｅｎｃｅらによる米国特許第４，９２０，９９０
号、Ｔｈｅｓｉｎｇらによる米国特許第５，０１２，８２９号、Ｒａｋｅｒによる米国特
許第５，０２５，８１４号、Ｊｏｎｅｓらによる米国特許第５，０７４，３２０号、Ｗｈ
ｉｔｅらによる米国特許第５，１０５，８３８号、Ａｒｚｏｎｉｃｏらによる米国特許第
５，２７１，４１９号、Ｂｌａｋｌｅｙらによる米国特許第５，３６０，０２３号、Ｇｅ
ｎｔｒｙによる米国特許第５，３９６，９０９号、Ｂａｎｅｒｊｅｅらによる米国特許第
５，７１８，２５０号、および、Ｊｕｐｅらによる米国特許第６，７６１，１７４号、Ｄ
ｕｂｅらによる米国特許出願公開第２００４／０２６１８０７号、Ｃｒｏｏｋｓらによる
米国特許出願公開第２００５／００６６９８１号、Ｃｏｌｅｍａｎ　ＩＩＩらによる米国
特許出願公開第２００７／００５６６００号、Ｋｉｍによる国際公開第０３／００９７１
１号、およびＸｕｅらによる国際公開ＷＯ０３／０４７８３６号に記載されている。
【００５７】
　各紙巻タバコのフィルタ要素の長さは変更され得る。一般に、フィルタ要素の全長は、
約２０ｍｍから約４０ｍｍ、しばしば約２５ｍｍから約３５ｍｍである。典型的な二重セ
グメントのフィルタ要素の場合、下流または吸い口のフィルタセグメントは多くの場合約
１０ｍｍから約２０ｍｍの長さを有し、上流または刻みタバコロッド端部のフィルタセグ
メントは多くの場合約１０ｍｍから約２０ｍｍの長さを有する。
【００５８】
　結合フィルタのフィルタ要素またはフィルタセグメント構成要素は、一般に、従来のタ
イプの紙巻タバコフィルタロッド製造技術を使用して製造されるフィルタロッドから形成
される。例えば、フィルタ付き紙巻タバコを製造するのに従来使用されている一般的な形
式および構成からなる、いわゆる「６部構成」のフィルタロッド、「４部構成」のフィル
タロッド、および、「２部構成」のフィルタロッドが、Ｌａｂ　ＭＡＸ、ＭＡＸ、ＭＡＸ
　Ｓ、または、ＭＡＸ　８０としてＨａｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ　＆　Ｃｏ．
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ＫＧから入手可能であるチッピング装置などの従来のタイプのまたは適切に修正された紙
巻タバコロッド処理装置を使用して取り扱われ得る。例えば、それぞれが参照により本明
細書に組み込まれる、Ｅｒｄｍａｎｎらによる米国特許第３，３０８，６００号、Ｈｅｉ
ｔｍａｎｎらによる米国特許第４，２８１，６７０号、Ｒｅｕｌａｎｄらによる米国特許
第４，２８０，１８７号、Ｇｒｅｅｎ，Ｊｒ．らによる米国特許第４，８５０，３０１号
、Ｖｏｓらによる米国特許第６，２２９，１１５号、および、Ｒｅａｄ，Ｊｒ．による米
国特許第７，２９６，５７８号、Ｈｏｌｍｅｓによる米国特許出願公開第２００５／０１
０３３５５号、および、Ｄｒａｇｈｅｔｔｉによる米国特許出願公開第２００６／０１６
９２９５号に記載されているタイプの装置を参照。紙巻タバコを自動で製造する際にチッ
ピング材に接着剤を付着させるための種々の方式および方法は、紙巻タバコのデザインお
よび製造の技術分野で一般に知られており、使用されている。例えば、フィルタ付き紙巻
タバコは、２層のチッピング材を有するフィルタ付き紙巻タバコを形成するために、Ｈａ
ｕｎｉ－Ｗｅｒｋｅ　Ｋｏｒｂｅｒ　＆　Ｃｏ．ＫＧから入手可能であるＬａｂ　ＭＡＸ
チッピング装置を使用して基本的に従来の方式でチッピング材の第１の層を用いてチッピ
ングされ、このチッピングされた紙巻タバコは、再度その装置を使用して（例えば、所望
のパターンで接着剤を付着させるために基本的に従来の方式または適切に修正された方式
で装置を使用して）収集されてチッピングされ得る。
【００５９】
　チッピング材の第１の層は、最も好適には、フィルタ要素の全長と、約２ｍｍから約６
ｍｍ、しばしば約３ｍｍから約５ｍｍ、多くの場合には約４ｍｍである、刻みタバコロッ
ドの隣接領域の長さとにわたって延在している。チッピング材の第２の層は、最も好適に
は、フィルタ要素の全長と、約２ｍｍから約６ｍｍ、しばしば約３ｍｍから約５ｍｍ、多
くの場合には約４ｍｍの、刻みタバコロッドの隣接領域の長さとにわたって延在している
。
【００６０】
　任意のチッピング材の層に対して使用されるチッピング材は変更され得る。特定の好適
な実施形態では、両方のチッピング材の層を構成するのに使用される材料は、当技術分野
で知られている紙巻タバコチッピング材に一般に関連する特性および品質を有する。した
がって、両方の層は、紙巻タバコの製造においてチッピング材として従来使用されている
タイプの材料から構成され得る。典型的なチッピング材は比較的高い不透明度を有する紙
である。代表的なチッピング材は、約８１パーセントを超えるＴＡＰＰＩ不透明度を有し
、しばしば約８４パーセントから約９０パーセントまでであり、場合によっては約９０パ
ーセントを超える。典型的なチッピング材は、一般にはニトロセルロース系のインクを用
いて印刷され、多様な外観および「リップリリース」特性をもたらすことができる。代表
的なチッピング紙材は、約２５ｇ／ｍ２から約６０ｇ／ｍ２、しばしば約３０ｇ／ｍ２か
ら約４０ｇ／ｍ２の範囲の坪量を有する。代表的なチッピング紙は、Ｔｅｒｖａｋｏｓｋ
ｉの参照番号３１２１、３１２４、ＴＫ６５２、ＴＫ６７４、ＴＫ６７５、Ａ３６０、Ａ
３６２、ＴＫ６９６（３６－ｇｓｍ　白）およびＴＫ６０４（コルク）、ならびに、Ｓｃ
ｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌの参照番号ＧＳＲ２７
０およびＧＳＲ２６５Ｍ２として入手可能である。また、例えば、Ｃｒｏｏｋｓらによる
米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号に記載されている、チッピング材のタイ
プ、チッピング材を使用して紙巻タバコ構成要素を結合する方法、および、チッピング材
を使用して紙巻タバコの種々の部分を包むための技術も参照されたい。
【００６１】
　チッピング材を互いにまたは他のフィルタ付き紙巻タバコ構成要素に固定するのに使用
される接着剤は変更され得る。市販用のフィルタ付き紙巻タバコの製造作業において他の
紙巻タバコ構成要素にチッピング材を付着させるのに使用される典型的で例示的な接着剤
配合物は、エチレン酢酸ビニル共重合体とポリ酢酸ビニルとの混合物を組み込んだ水性乳
剤である。チッピング材を紙巻タバコ構成要素に付着するのに有用である代表的な接着剤
は、参照番号３２－２０４９および３２－２１２４としてＮａｔｉｏｎａｌＳｔａｒｃｈ
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　＆　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｃｏｒｐ．から入手可能である。また、例えば、Ｓｋｅｉｓ
ｔ著、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ、第２版（１９７７年）、Ｓｃｈｎ
ｅｂｅｒｇｅｒ著、Ａｄｈｅｓｉｖｅ　ｉｎ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（１９８３年
）、Ｇｕｔｃｈｏ著、Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ
ｎｔ　Ｓｉｎｃｅ　１９７９（１９８３年）、Ｌａｎｄｒｏｃｋ著、Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ（１９８５年）、および、Ｆｌｉｃｋ著、Ｈ
ａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｒａｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、第２版（１
９８９年）を参照されたい。
【００６２】
　感圧接着剤が、紙巻タバコの他の構成要素に外側のチッピング材を接着させるために（
例えば、特に、紙巻タバコの製造、取り扱い、包装、運送、保管、および、最初の使用の
ために）、さらに、（例えば、特に、所望されるときに外側のチッピングが紙巻タバコか
ら容易に取り外され得るように）容易に離れる能力を提供するために、使用され得る。す
なわち、適切な好ましい感圧接着剤により、外側のチッピング材と紙巻タバコの他の構成
要素との間において十分であるが一時的なものである結合が形成される。この接着剤は、
最も好適には、有意な程度ですなわち容易に認識できるような程度で下側の紙巻タバコ構
成要素の上に接着残余物が一切残ることなく、外側のチッピング材またはその部分が剥が
されてしたがって紙巻タバコから取り外され得るように、なされる。さらに、適切な好ま
しい感圧接着剤は、二重チッピングの紙巻タバコが接着不良なしで所望される通りに（す
なわち、外側のチッピングの複数の部分が望まれずに早めに紙巻タバコからの外れるのを
回避するように）使用され得るように十分な接着を形成するが、最も好適には、外側のチ
ッピング材を意図的に取り外すことで下側にある紙巻タバコ構成要素に有意なすなわち認
識可能な構造不良が一切発生ないように、なされる。すなわち、最も好適には、外側のチ
ッピング材を意図的な取り外した後に得られる紙巻タバコには、その外側のチッピング材
が存在することおよび取り外されることに起因する有意な視覚的損傷または構造的損傷が
一切ない。所望される場合、下側の第１のチッピング材の外側表面は、実質的に全ての感
圧接着剤が外側のチッピング材と共に取り外されるような性質をもたらすために、ラッカ
ーまたは他の適切なコーティング材を用いて被覆されてよい。代表的な感圧接着剤は、３
Ｍ、Ｒｏｈｍ　＆　Ｈａａｓ　ＣｏｍｐａｎｙおよびＡｓｈｌａｎｄ　Ｓｐｅｃｉａｌｔ
ｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙなどの様々な供給元から市販されている。また、
例えば、Ｓａｔａｓ著、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖ
ｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９８２年）、および、Ｓａｔａｓ著、
Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２（１９９５年）を参照されたい。
【００６３】
　紙巻タバコは空気希釈され得る。チッピング材は予め穿孔されていてよく、または、レ
ーザ穿孔技術を使用してオンラインで空気希釈されてもよい。空気希釈されるまたは通気
される紙巻タバコの場合、空気希釈または通気の量または程度は変更され得る。多くの場
合、空気希釈された紙巻タバコについての空気希釈量は約１０パーセントを超え、一般に
は約２０パーセントを超え、しばしば約３０パーセントを超え、場合によっては約４０パ
ーセントを超える。一般に、空気希釈された紙巻タバコについての空気希釈の上側の水準
は、約８０パーセント未満であり、しばしば約７０パーセント未満である。本明細書で使
用される「空気希釈」という用語は、空気希釈手段を介して総体積に対して引き込まれる
空気と、紙巻タバコを介して引き込まれて紙巻タバコの先端の吸い口部分を介して出て行
く空気および煙との体積比（百分率として表現される）である。特定の好適な空気希釈さ
れた紙巻タバコの場合、紙巻タバコは、第２の層が紙巻タバコ上に存在している場合と第
２の層が紙巻タバコから取り外されている場合とにおいて実質的に同等の空気希釈レベル
を有するように（例えば、紙巻タバコがそれ自体に付着されるチッピング材の第２の層を
有した後で、「２部構成」の紙巻タバコの関連する領域をレーザ穿孔することにより）、
空気希釈される。
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　図３を参照すると、フィルタ付き紙巻タバコ１７４の別の実施形態が示されている。第
１のチッピング材２０８が、フィルタ要素の全長と刻みタバコロッドの隣接領域との両方
を囲んでいる。第１のチッピング材２０８の内側表面は、適切な接着剤を使用して、プラ
グラップ２０６の外側表面および刻みタバコロッドの包材１９０の外側表面にしっかりと
固定されている。紙巻タバコ１７４はまた、第２のチッピング材２５０を有する。第２の
チッピング材２５０は、第１のチッピング材２０８を覆って囲んでいる外側層を形成して
いる。第２のチッピング材２５０の内側表面またはその一部分は、内側または第１のチッ
ピング材２０８の外側表面にしっかりと固定され得る。また、それにより、第２のチッピ
ング材２５０は、フィルタ要素の全長および刻みタバコロッドの隣接領域を覆うことがで
きる。通気または空気希釈された喫煙物は、一連の穿孔２１０などの空気希釈手段を有し
ていてよい。穿孔２１０のそれぞれは、外側のチッピング材２５０、内側のチッピング材
２０８、およびプラグラップ２０６を通って延在している。巻紙タバコ１７４は、包材１
９０の上に印刷された任意選択の１つの印刷バンド２０２を有するように示されており、
このバンドは、紙巻タバコの長手軸に対して横方向において紙巻タバコロッドに全体的に
外包する。すなわち、このバンドは、紙巻タバコの長手軸に対して横断領域を形成する。
このバンドは、最も好適には、包材の内側表面に付着される（すなわち、喫煙可能フィラ
ー材料に面する）が、包材の外側表面にも付着され得る。示される紙巻タバコは１つのバ
ンドを有する包材を含むが、この紙巻タバコは、２つ、３つまたはそれ以上の数の離間し
たバンドを有する包材を含むこともできる。バンド２０２は、例えば、香味、難燃性（ｂ
ｕｒｎ－ｒｅｔａｒｄａｔｉｏｎ）、拡散率の変化、および／または別の特色をもたらす
ことができる、コーティング配合物の添加物質を有することができる。
【００６５】
　チッピング材の拡散領域は全表面積未満であってよい。例えば、紙巻タバコに付着され
るチッピング材の表面積の約３０パーセント以上が概して非拡散性であってよく、好適に
は面積の最大約７０パーセントが拡散性である。例えば、紙巻タバコの一実施例では、チ
ッピング材は、その表面積の約４０パーセントが概して非拡散性（すなわち、有孔率が低
い）であってよく、その表面積の約６０パーセントが概して高い拡散性（すなわち、有孔
率が高い）を有していてよい。非拡散領域は、チッピング材の固有の構成により（例えば
、例としてチッピング材を参照して上述したタイプのフィラーまたはフィルムと共に処理
される、厚さおよび／または密度に基づいて形成される）、および／または、巻紙タバコ
内の隣接する材料の配置により（例えば、チッピング材を紙巻タバコの別の部分に取り付
けるために付着される非多孔性の接着剤）、このような性質を有することができる。
【００６６】
　例１－標準的なチッピング材と多孔性チッピング材との比較
　拡散性が低く有孔率が低い一般的なチッピング材との比較において、拡散性の高い多孔
性チッピング材の効果を評価するために紙巻タバコを試験した。実験用の紙巻タバコと標
準的な対照用の紙巻タバコとの両方を、有孔率の高い標準的なプラグラップで覆われた標
準的な３１ｍｍのフィルタを用いて構築した。実験用の紙巻タバコでは、チッピング材の
近位側の吸い口および遠位側の刻みタバコロッドのみに接着剤を付着させるために特別な
グルーローラを使用して、標準的な包材で覆われたフィルタおよび刻みタバコロッドに接
着剤を固着させた（ここでは、チッピング紙は刻みタバコロッドにフィルタを取り付ける
ための手段である）。従来のチッピング材（拡散能力が約０ＣＯＲＥＳＴＡ、０ｃｍ／ｓ
ｅｃ）およびグルーローラを用いて標準的な対照用の紙巻タバコを作った。標準的な紙巻
タバコ紙（拡散能力が８０ＣＯＲＥＳＴＡ、２ｃｍ／ｓｅｃ）を使用して実験用の紙巻タ
バコを作った。両方のグループの紙巻タバコをオンラインレーザを用いて穿孔して、ある
範囲の通気レベルを得た。ＦＴＣ喫煙条件下でタールおよびＣＯの発生量を測定するため
に、完成した紙巻タバコを試験した。下の表１はデータの一覧を示している。
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【表１】

【００６７】
　表１に示されるように、多孔性と拡散性がいずれも高いチッピング材を用いた紙巻タバ
コは、標準的な対照用の紙巻タバコを基準にして、タールおよびＣＯの両方の発生量が低
下し、さらにＣＯ／タールの比も低下した。
【００６８】
　図４を参照すると、フィルタ付き紙巻タバコ１７４の別の実施形態が示されている。第
１のチッピング材２０８は、フィルタ要素の全長と刻みタバコロッドの隣接領域との両方
を囲んでいる。第１のチッピング材２０８の内側表面は、適切な接着剤を使用して、プラ
グラップ２０６の外側表面および刻みタバコロッドの包材１９０の外側表面にしっかりと
固定されている。紙巻タバコ１７４はまた、第２のチッピング材２５０を有する。第２の
チッピング材２５０は、第１のチッピング材２０８を覆って囲んでいる外側層を形成して
いる。第２のチッピング材２５０は、第１のチッピング材２０８と同様に紙巻タバコに沿
ってさらに上流側を延在している。したがって、第１のチッピング材によって被覆または
上包されていない、刻みタバコロッドの包材１９０の長さの一部分が、第２のチッピング
材２５０によって囲まれることになる。第２のチッピング材２５０は、第１のチッピング
材２０８ほどは紙巻タバコに沿って上流側に延在しておらず、したがって、第１のチッピ
ング材の長さの一部分は第２のチッピング材２５０によって被覆または上包されない。第
２のチッピング材２５０の内側表面またはその一部分は、内側または第１のチッピング材
２０８の外側表面にしっかりと固定されてよく、好適には、第１のチッピング材によって
囲まれていないその上流側の領域において包材１９０の外側表面にしっかりと固定され得
る。したがって、第２のチッピング材２５０は、フィルタ要素の全長および刻みタバコロ
ッドの隣接領域を覆っていてもよい。通気または空気希釈された喫煙物は、一連の穿孔２
１０などの空気希釈手段を有していてよい。穿孔２１０のそれぞれは、外側のチッピング
材２５０、内側のチッピング材２０８、および、プラグラップ２０６を通って延在してい
る。
【００６９】
　図５を参照すると、フィルタ付き紙巻タバコ１７４の別の実施形態が示されている。第
１のチッピング材２０８が、フィルタ要素２００の全長と刻みタバコロッド１８６の隣接
領域との両方を囲んでいる。第１のチッピング材２０８の内側表面は、適切な接着剤を使
用して、プラグラップ２０６の外側表面および刻みタバコロッドの包材１９０の外側表面
にしっかりと固定されている。紙巻タバコ１７４はまた、第２のチッピング材２５０を有
する。第２のチッピング材２５０は、第１のチッピング材２０８を覆って囲んでいる外側
層を形成している。通気または空気希釈された喫煙物は、それぞれが外側のチッピング材
２５０、内側のチッピング材２０８、およびプラグラップ２０６を通って延在している一
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連の穿孔２１０などの空気希釈手段を有していてよい。第２のチッピング材２５０は、基
本的に紙巻タバコの長手方向軸に対して垂直に紙巻タバコの周りを延在している複数の穿
孔５４５からなる線またはリングを有する。したがって、第２のチッピング材２５０は、
２部片の外側のチッピング材を形成するために、穿孔の線を中心に分割され得、一方の外
側部片またはセグメント５５０が紙巻タバコの先端の吸い口のところ位置され、もう一方
の外側部片５５５がその吸い口セグメントから上流に位置される。
【００７０】
　図６を参照すると、図１および図３から図５を参照して上述したタイプのフィルタ紙巻
タバコなどのフィルタ付き紙巻タバコ１７４の吸い口領域が示されている。フィルタ材２
０５はプラグラップ２０６によって囲まれており、プラグラップ２０６は、プラグラップ
の一部がそれ自体を覆っているラップまたは継ぎ目領域６００を有する。プラグラップの
ラップゾーンは一般に幅が約２ｍｍから約４ｍｍである。第１のチッピング材２０８の層
がプラグラップ２０６を覆っており、この第１のチッピング材２０８は、そのチッピング
材の一部分がそれ自体を覆っているラップまたは継ぎ目領域６０６を有する。第１のチッ
ピング材のラップゾーンは一般に幅が約４ｍｍ未満であり、しばしば約３ｍｍ未満であり
、多くの場合約１．５ｍｍから約２．５ｍｍである。第２のチッピング材２５０の層が第
１のチッピング材２０８を覆っており、この第２のチッピング材２５０は、そのチッピン
グ材の一部分がそれ自体を覆っているラップまたは継ぎ目領域６１６を有する。第２のチ
ッピング材のラップゾーンは一般に幅が約４ｍｍ未満であり、しばしば約３ｍｍ未満であ
り、多くの場合約１．５ｍｍから約２．５ｍｍである。さらに、第２のチッピング材２５
０は、第２のチッピング材２５０の継ぎ目領域６１６を超えて、好ましくはそれ自体の上
に再び接着されずにその下側の外側表面の上に位置され、喫煙者の指によって握持され得
るタブとして十分に自由に機能することができる延長領域６２０を有する。この延長領域
は、好適には、紙巻タバコの長さの一部に沿ってかつ第２のチッピング材の全長にわたっ
て延在しており、その幅は変更され得る。例えば、この延長領域は、約１ｍｍから約５ｍ
ｍ、しばしば約２ｍｍから約４ｍｍの幅を有することができる。所望される場合、第２の
チッピング材の外側表面上に印刷される印が延長領域の位置を示していてよい。
【００７１】
　図７を参照すると、図１および図３から図５を参照して上述したタイプのフィルタ紙巻
タバコなどのフィルタ付き紙巻タバコ１７４の吸い口領域が示されている。フィルタ材２
０５はプラグラップ２０６によって囲まれており、プラグラップ２０６は、プラグラップ
の一部分がそれ自体を覆っているラップまたは継ぎ目領域６００を有する。最も好適には
第１のチッピング材２０８および第２のチッピング材２５０の積層である二重層がプラグ
ラップ２０６を覆っている。この二重層のチッピング材は、底部の一部分または第１のチ
ッピング材２０８の内面がその上方または外面の一部を覆っているようなラップまたは継
ぎ目領域６３０を有する。第１のチッピング材のラップゾーンは一般に幅が約４ｍｍ未満
であり、しばしば約３ｍｍ未満であり、多くの場合約１．５ｍｍから約２．５ｍｍである
。二重層のチッピング材は、（好適ではないが、）底部の一部分もしくは第２のチッピン
グ材２５０の内面がその上方または外面の一部分を覆っているようなラップまたは継ぎ目
領域６３５を有していてよく、ここでは、このラップまたは継ぎ目領域は、第２のチッピ
ング材をそれ自体に固定するための接着剤を有していてよい。第２のチッピング材のラッ
プゾーンは、存在する場合、一般に幅が約４ｍｍ未満であり、しばしば約３ｍｍ未満であ
り、多くの場合約１．５ｍｍから約２．５ｍｍである。さらに、第２のまたは外側のチッ
ピング材２５０は、継ぎ目領域６３５の上に、好ましくはその内面に付着される接着剤を
有さずに下側の外側表面の上に位置され、喫煙者の指によって握持され得るタブとして十
分に自由に機能することができる延長領域６８０を有する。この延長領域は、好適には、
紙巻タバコの長さの一部分に沿ってかつ第２のチッピング材の全長にわたって延在してお
り、その幅は変更され得る。例えば、延長領域は、約１ｍｍから約５ｍｍ、しばしば約２
ｍｍから約４ｍｍの幅を有することができる。所望される場合、第２のチッピング材の外
側表面上に印刷される印が延長領域の位置を示していてよい。
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【００７２】
　図８を参照すると、第１のチッピング材２０８および第２のチッピング材２５０によっ
て形成される層を有する代表的な積層チッピング材の側面図が示されている。これらのチ
ッピング材２０８、２５０の構成は、チッピング材の積層が図７を参照して上述したタイ
プのフィルタ付き紙巻タバコを形成するのに使用され得るように、なされる。チッピング
材２０８、２５０の層は互いにオフセットされており、第２の層２５０の一部分が一方の
側において第１の層２０８を覆っておらず、第１の層２０８の一部分がもう一方の側にお
いて第２の層２５０を覆っていない。したがって、積層物は、内側領域を形成しているチ
ッピング材の第１の層および外側のチッピング領域を形成しているチッピング材の第２の
層を用いて概して円形の構成を形成するように、それ自体の上に折り重ねられ得る。示さ
れる実施形態の場合、内側のチッピング材２０８の内側右面６８４は、外側のチッピング
材２５０と重なり合っていない領域において、内側チッピング材の左側の外側左面６８６
に重なり合って接着され得る。したがって、外側のチッピング材２５０の右側６８０は、
それが組み込まれたフィルタ付き紙巻タバコの残りの部分から取り外し可能なチッピング
材を引き離すのに使用され得るいわゆる延長領域またはタブとして機能することができる
。
【００７３】
　図９を参照すると、第１のチッピング材２０８および第２のチッピング材２５０によっ
て形成される層を有する積層チッピング材の別の実施形態の側面図が示されている。これ
らのチッピング材２０８、２５０の構成は、チッピング材の積層が一般に図７を参照して
上述したタイプのフィルタ付き紙巻タバコを形成するのに使用され得るように、なされる
。チッピング材２０８、２５０の層は互いにオフセットされており、第２の層２５０の一
部分が一方の側６８６において第１の層２０８を覆っていない。示される実施形態の場合
、内側のチッピング材２０８の内側右面６８４は、外側のチッピング材２５０と重なり合
っていない領域において、内側のチッピング材の左側の外側左面６８６に重なり合って接
着され得る。したがって、積層物は、内側領域を形成している内側のチッピング材および
外側のチッピング領域を形成している外側のチッピング材を用いて概して円形の構成を形
成するように、それ自体の上に折り重ねられ得る。
【００７４】
　図１０を参照すると、図１および図３から図５を参照して上述したタイプのフィルタ紙
巻タバコなどのフィルタ付き紙巻タバコ１７４の吸い口領域が示されている。フィルタ材
２０５はプラグラップ２０６によって囲まれており、プラグラップ２０６は、プラグラッ
プの一部分がそれ自体を覆っているラップまたは継ぎ目領域６００を有する。チッピング
材８９０の単一部片を用いて２回紙巻タバコを囲んで形成される第１のチッピング材２０
８および第２のチッピング材２５０の二重層が、プラグラップ２０６を覆っている。チッ
ピング材２０８の第１の層は好適には下側にあるプラグラップ２０６に接着され、底部の
一部分またはその内側のチッピング材２０８の内面がその上方または外面の一部分を覆っ
ているようなラップまたは継ぎ目領域６３０をやはり有する。フィルタ要素の長手方向の
長さに沿って延在している穿孔９００からなる線がチッピング材を横切って延在しており
、それにより、内側のチッピング材２０８および外側のチッピング材２５０の間において
一種の区分を画定している。チッピング材は、チッピング材２５０の第２の層を形成する
ように紙巻タバコの周りを延在している。チッピング材２５０の第２の層は、好適には、
底部の一部または外側チッピング材２５０の内面がその上方または外面の一部を覆ってそ
れに接着され得るようなラップまたは継ぎ目領域９２０を有する。第２のチッピング材２
５０のラップゾーンまたはラップ領域９２０は一般に幅が約４ｍｍ未満であり、しばしば
約３ｍｍ未満であり、多くの場合約１．５ｍｍから約２．５ｍｍである。さらに、第２の
または外側のチッピング材２５０は、継ぎ目領域９２０を超えて、好ましくはその内面に
付着される接着剤を有さずに下側の外側表面の上に位置され、喫煙者の指によって握持さ
れ得るタブとして十分に自由に機能することができる延長領域６８０を有する。この延長
領域は、好適には、紙巻タバコの長さの一部分に沿ってかつ第２のチッピング材の全長に
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わたって延在しており、その幅は変更され得る。例えば、延長領域は、約１ｍｍから約５
ｍｍ、しばしば約２ｍｍから約４ｍｍの幅を有することができる。
【００７５】
　図１１を参照すると、図１０に示される二重包みのチッピング材を形成するのに使用さ
れ得るチッピング材８９０の単一部片の「継ぎ当て」が示されている。代表的な単一部片
は、チッピング材の従来の部片または「継ぎ当て」の少なくともおおよそ２倍の長さであ
る。したがって、チッピング材部片８９０は、チッピング材が紙巻タバコの構成要素の関
連する領域を２回包む場合、内側層２０８および外側層２５０を形成することができる。
内側領域２０８の内面は、紙巻タバコの構成要素の関連する領域に対してチッピング材８
９０の一部を接着するために、それ自体に付着される接着剤９５０を有することができる
。穿孔９００からなる線により、チッピング材８９０が２つの部片に分離されることが可
能となる。（例えば「スキップギャップ」技術によって塗布され得る）接着剤の線はラッ
プまたは継ぎ目領域９２０内に配置され得、チッピング材２５０の外側層を適所に固着、
固定、接続するのを可能にする。存在する場合、タブ領域６８０が、ラップ領域９２０の
接着線を越えて延在する。
【００７６】
　本発明の種々の実施形態の場合、チッピング材の選択に応じて、第１の（すなわち、内
側の）チッピング材および第２の（すなわち、外側の）チッピング材は、（例えば、坪量
、大きさレベル、固有の有孔率、不透明度、官能特性および／または全体的な寸法などの
、視覚的な外観、構成要素、物理的性質、または特性に関して）互いに異なっていてよい
。あるいは、これらの内側および外側のチッピング材は実質的に互いに同一であってよい
。
【００７７】
　一部の実施形態では、風味料が、チッピング材（例えば、単層のチッピング材、あるい
は、層の１つまたは複数が取り外し可能であるような１つまたは複数の層の複層チッピン
グ材）の上に印刷されてよく別の形でチッピング材に付着されてよい。風味料は、チッピ
ング材との接触を介して喫煙者の唇および／または舌に直接に香味を伝えることができる
。代わりに、または加えて、香味は、臭いを解放することで、喫煙者との接触によりまた
は例えば主流エアゾールが通過することによって加熱されることにより受動的に提供され
る。（喫煙者の口および／または鼻による、または、喫煙者の口および／または鼻への）
香味効果材料の解放は、主流エアゾールが風味料に隣接する場合に喫煙者がフィルタを介
して主流エアゾールを吸い込むときに風味料が加熱されることによって活性化または強化
され得る。湿気も香味の解放手段として働く場合がある（例えば、喫煙者の唇および／ま
たは舌との接触を介して）。
【００７８】
　本明細書で使用される「風味料」には、好適には印刷によってチッピング材に付着され
得、または組み込まれ得、選択された感覚器への感覚作用、経口的におよび／または嗅覚
器官を介して伝達され得る１つまたは複数の味覚／香味および／または香り／芳香の感覚
作用、三叉神経の刺激による感覚作用のうちの１つまたは複数を提供し、喫煙者に対して
の冷感、温感、香ばしさ、強い風味、塩気、刺激感、または酸味の感覚作用、あるいはこ
れらのいずれかの感覚作用の任意の組合せを含むことができる任意の材料が含まれる。風
味料はカプセル化されても、直接に加えられてもよい。風味料は、特定の外観（例えば、
コルクの外観、文字および／またはロゴ、目に見えるパターンなど）を形成するために通
常チッピング材に付着されるインクと共に、あるいはインクの下または上に印刷されてよ
い。また、風味料はリップリリース性を有するように付着され得る（紙巻タバコの技術分
野では、「リップリリース性」という用語は、人の唇とチッピング材で覆われた紙巻タバ
コのフィルタ部分との間の接触が実質的に粘着することなく容易に解放されるのを補助す
るように構成される材料を意味し、本明細書で使用されるリップリリース性材料には、当
技術分野で現在知られているおよび／または使用されている、あるいは将来開発される任
意の標準的なリップリリース性配合物が含まれてよい）。風味料は、風味料を有さないチ
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ッピング材に触覚的に接触することおよびチッピング材に関連する別の通常の感覚作用以
外に、少なくとも１つの経口による感覚および／または嗅覚による感覚を喫煙者に提供す
る。
【００７９】
　風味料は紙巻タバコの別の部分にも付着され、例えば、刻みタバコを囲む包材に付着さ
れる風味料が使用され、これらは燃焼時に解放される（例えば、Ｓｔｏｋｅｓらによる米
国特許第６，９９７，１９０号を参照されたい）。風味料はまた、フィルタトウおよび／
またはプラグラップにも付着されている（例えば、Ｏｗｅｎｓ，Ｊｒ．による米国特許第
４，０８２，０９８号およびＧｏｎｔｅｒｍａｎらによる米国特許第７，３８１，２７７
号を参照されたい）。しかし、ここでのチッピング紙への風味料の適用は、新しい手法を
提供する。包材が燃焼されるときに解放される、包材上で使用される風味料は、本明細書
の燃焼されない風味料とは異なる香味特性を有することが期待される。加えて、主流エア
ゾールの香味または別の感覚作用に対して大きな影響を与えるのではなく、ここでのチッ
ピング紙への風味料の適用は、主に、唇、舌および／または鼻を介して喫煙者に直接に影
響を与え、この場合でも、喫煙者は、チッピング紙を介した空気通路からエアゾールスト
リームに入る特定の風味料による主流エアゾールへの効果を楽しむことができる。風味料
からくる喫煙者の主な感覚は、紙巻タバコのフィルタを介して吸い込まれる主流エアゾー
ルには含まれないが、その味覚および／または別の感覚作用は喫煙者の主流エアゾールの
認識を補助する。
【００８０】
　風味料（複数可）は、例えば、インク、フィルム、あるいは、１つまたは複数の顔料、
フィラーおよび／または可視増光剤（ｏｐｔｉｃａｌ　ｂｒｉｇｈｔｅｎｉｎｇ　ａｇｅ
ｎｔ）を含むことができる別の組成物などの、チッピング材に適用される種々の物質を含
むまたはそれらに含まれてよい。好適な実施形態では、風味料の組成物は、紙巻タバコな
どの喫煙物の組立ての前、その間、またはその後にチッピング材の一方の面または両面に
印刷されるように構築される。しかし、配合物は、例えばチッピング材を霧吹き、噴霧、
または浸漬することを含む別の手段によっても付着され得る。１つまたは複数の風味料組
成物が製造中にチッピング材に組み込まれ得る。
【００８１】
　少なくとも１つの層の風味料、可能性としては複数の層の１つまたは複数の風味料（各
層において同時にまたは個別に付着される）が、好適には印刷処理を使用して包材に付着
される。最も好適には、コーティング配合物が凹版印刷法を使用して付着される。したが
って、輪転式グラビア印刷技術などのグラビアコーティング技術が特に好ましい。包材に
対するコーティング配合物に関する他の方法には、ブレードコーティング、エアナイフコ
ーティング、ロールコーティングおよびシャフトコーティングが含まれる。別法としてお
よび／または加えて、コーティング配合物の層は、噴霧、インクジェットコーティング、
または他の同様の印刷技術により付着され得る。したがって、印刷される包材には、少な
くとも１つの風味材料をチッピング材に付着させることによってパターンが設けられる。
このパターンは、好適には、いわゆるオフライン方式で（すなわち、包材の製造に対して
オフラインで）チッピング材に付着され得る。
【００８２】
　グラビア印刷技術は、金属シリンダの表面下に微小の溝またはセルを有するように機械
的に刻まれたまたは化学的にエッチングされた金属シリンダの連続表面を用いて印刷する
ことを伴う。典型的な印刷シリンダ表面は、滑らかに磨かれた銅表面をエッチングしてそ
のエッチング面をクロムメッキすることにより形成される。これらの窪んだセルまたは溝
は、液体（または液体分散）配合物の形態のインプレッション、層、または「バンプ」を
保持しており、これらは、紙製包材の連続巻取りなどの基体の所望の位置の上に置かれる
。輪転式グラビア印刷プレスは、Ｂｏｂｓｔ　Ｃｈａｍｐｌａｉｎ、Ｉｎｃから、Ｃｅｒ
ｕｔｔｉ　Ｓ．ｐ．Ａ．から、Ｒｏｔｏｍｅｋ、Ｓ．ｐ．Ａ．から、Ｉｎｔｒａ－Ｒｏｔ
ｏ、Ｉｎｃから、Ｗｉｒｄｍｏｌｌｅｒ　＆　ＨｏｌｓｃｈｅｒからＭｅｒｋｕｒ　Ｈｅ
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ｌｉｏｓｔａｒとして、および、Ａｌｂｅｒｔ－Ｆｒａｎｋｅｎｈａｌ　ＡＧからＫＢＡ
　ＴＲ　７Ｂとして、市販されている。グラビア印刷技術は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｐａｐｅｒ社により出版されたＰｏｃｋｅｔ　Ｐａｌ（１９７０年）、Ｓｃａｒｌｅ
ｔｔら著、Ｗｈａｔ　ｔｈｅ　Ｐｒｉｎｔｅｒ　Ｓｈｏｕｌｄ　Ｋｎｏｗ　Ａｂｏｕｔ　
Ｉｎｋ（１９８４年）、およびＧｒａｖｕｒｅ著、Ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ、Ｇｒａｖ．Ｅｄｕｃ．Ｆｄｎ．ａｎｄ　Ｇｒａｖ．Ａｓｓｏｃ．Ａｍｅｒ．
（１９９１年）に記載されている。したがって、当技術分野で一般に使用されているグラ
ビア印刷装置を選択することおよび操作することは、本発明の範囲内で実施され得る。例
えば、共に参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、Ｐｅｔｅｒｓｏｎらによる米
国特許第６，７２５，８６７号およびＳｔｏｋｅｓらによる米国特許第６，９９７，１９
０号を参照されたい。紙巻タバコ用の刻みタバコロッドの製造に適した紙製包材にコーテ
ィングおよびインク類を付着させる装置および技術は、Ｍｉｌｆｏｒｄらによる米国特許
第５，０６０，６７５号、Ｐｅｔｅｒｓｏｎらによる米国特許第５，８７８，７５３号、
Ｐｅｔｅｒｓｏｎらによる米国特許第５，８７８，７５４号、および国際公開ＷＯ０２／
３７９９１号に記載されている。また、Ｒｏｓｎｅｒによる米国特許第４，４７４，１１
０号を参照されたい。
【００８３】
　フレキソ印刷、インクジェット印刷、熱転写印刷（レーザを含む）、スクリーン印刷、
または、組成物をチッピング材などの紙または紙状材料に移着させるための別の任意の手
法を含む、別の印刷技術が使用されてもよい。付着中に風味料を伝達するのに複数の溶媒
が選択され得る。好適には、大部分の溶媒は蒸発し、および／または、風味料に悪影響を
与えない（喫煙者の風味料の体験を含む）。好適には、溶媒は、包材の構造を破壊または
損傷させることがなく（例えば、弱体化させることにより）、または、その外観に悪影響
を与えることがなく、さらには、望ましくない香味を与えることも一切ない。グラビア印
刷またはフレキソ印刷で使用される溶媒には、水、メチレーテッドスピリッツ、酢酸エチ
ル、イソプロパノール、および／または、酢酸ｎ－プロピルが含まれてよい。スクリーン
印刷で使用される溶媒には、シクロヘキサノン、ブトキシエタノール、芳香族留出物（ａ
ｒｏｍａｔｉｃ　ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅ）、ブチロラクトン、および／またはメトキシプ
ロパノールアセテートが含まれてよい。インクジェット印刷で使用される溶媒には、メタ
ノール、エタノール、メチルエチルケトン、酢酸エチル、アセトン、および／または乳酸
エチルが含まれてよい。印刷可能なインク樹脂（ｐｒｉｎｔａｂｌｅ　ｉｎｋ　ｒｅｓｉ
ｎ）に使用される溶媒には、アクリル、アルキド、セルロース誘導体、ゴム状樹脂、ケト
ン、マレイン酸類（ｍａｌｅｉｃｓ）、ホルムアルデヒド誘導体、フェノール樹脂、エポ
キシド、フマル、ポリウレタン、ポリビニルブチラール、ポリアミン、および／またはセ
ラックが含まれてよい。インク（風味料を有していても有していなくてもよい）中の顔料
分散剤に使用される溶媒には、カチオン型単量体（ｍｏｎｏｍｅｒｉｃ　ｃａｔｉｏｎｉ
ｃ）界面活性剤、アニオン性界面活性剤、または両性界面活性剤、さらには、種々の単独
重合体、あるいは、ランダムブロック共重合体（ｒａｎｄｏｍ　ｂｌｏｃｋ　ｃｏｐｏｌ
ｙｍｅｒ）、またはコーム共重合体（ｃｏｍｂ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）などのグラフト共
重合体であってよい種々の共重合体が含まれてよい。印刷は１つまたは複数のパターンを
形成することができ、チッピング材の実質的に表面全体に及ぶことができる。
【００８４】
　本明細書に記載する印刷タイプまたは別の付着法に加えて、喫煙物は、チッピング材を
付着するのに使用される接着剤の中に少なくとも１つの香味成分を組み込むこともできる
。チッピング材に印刷され得るまたは別の形で付着され得るあるいは接着剤中に存在して
いてよい風味料の一部の例には、メチルシクロペンテノロン、バニリン、エチルバニリン
、イヌリン、４－パラヒドロキシフェニル－２－ブタノン、γ－ウンデカラクトン、２－
メトキシ－４－ビニルフェノール、２－メトキシ－４－メチルフェノール、５－エチル－
３－ヒドロキシ－４－メチル－２（５Ｈ）－フラノン、サリチル酸メチル、クラリー・セ
ージ油、および、ビャクダン油が含まれる。これらの香味成分は、接着剤と香味成分との
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全重量に基づいて、約０．２パーセントから約６．０パーセントの量で使用されてよい。
別の風味料（香味および芳香の前駆物質を含む）には、例えば、バニラ配糖体および／ま
たはエチルバニリン配糖体が含まれる。例えば、それぞれが参照により本明細書に組み込
まれる、Ｈｅｒｒｏｎによる米国特許第４，８０４，００２号、Ｄｕｂｅらによる第４，
９４１，４８６号を参照されたい。紙巻タバコの製造に使用される別のタイプの風味料は
、それぞれが参照により本明細書に組み込まれる、Ｇｕｔｃｈｏ著、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆ
ｌａｖｏｒｉｎｇ　Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ、Ｎｏｙｅｓ　Ｄａ
ｔａ　Ｃｏｒｐ．（１９７２年）、および、Ｌｅｆｆｉｎｇｗｅｌｌら著、Ｔｏｂａｃｃ
ｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（１９７２年）に
記載されている。別の風味料には、例えば、エチルバニリン、カリオフィレン酸化物、糖
類（例えば、ラムノース）、および、喫煙者の唇もしくは舌ならびに／または主流エアゾ
ールからの熱および／または湿気に接触するときに香味および／または芳香を作り出す他
の香味前駆物質が含まれてよい。香り、芳香、または、別の嗅覚器への感覚作用を作り出
す風味料として有用なインクには、Ｍａｌｌｏｙらによる米国特許第５，５７７，９４７
号およびＶｅｒｎａｒｄａｋｉｓらによる第６，４５４，８４２号に開示されるインクが
含まれる。
【００８５】
　風味料は、チッピング材の一方または両方の表面を印刷する以外の手段によっても組み
込まれ得る。例えば、チッピング材は、風味料材料を吸収するようにおよび／またはそれ
によりチッピング材を構成する材料の表面に風味料材料を吸着させるように、風味料材料
の中に浸漬されてもよい。別の実施例では、マイクロカプセルが、チッピング材に組み込
まれて、例えば喫煙者の唇の湿気および／または温もりに接触することによってまたは例
えば一実施形態では複層のチッピング材を用いてチッピング材の外側の層を取り外すこと
によって風味料（複数可）を解放するように構成されていてよい。合成カプセルおよび生
物学的に誘導される「カプセル」（例えば、運搬手段としてのイースト有機体）、ならび
に、本発明の範囲内で使用され得る方法の例として、それぞれが参照により本明細書に組
み込まれる、Ｋｏｎｄｏ著、Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｎｄ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ＩＳＢＮ　０８２４７６８５７４（１９７９年）、Ｉｗａｍｏ
ｔｏら著、ＡＡＰＳ　Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ．、２００２年３月（３）、論文２
５、ＭｃＧｌｕｍｐｈｙによる米国特許第３，５５０，５９８号およびＴａｋａｄａらに
よる米国特許第６，１１７，４５５号、Ｋａｒｌｅｓらによる米国特許出願公開第２００
６／００９６６０５号、Ｄａｗｓｏｎらによる米国特許出願公開第２００６／０１３５３
３５号、Ｍｉｓｈｒａらによる米国特許出願公開第２００６／０１４４４１２号、Ｋａｒ
ｌｅｓらによる米国特許出願公開第２００６／０１７４９０１号、Ｋａｒｌｅｓらによる
米国特許出願公開第２００７／００１２３２７号、およびＢｅｓｓｏによる米国特許出願
公開第２００７／００９５３５７号を参照されたい。また、代表的なタイプのカプセルお
よびその構成要素は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｗａｔｅｒｂｕｒｙによる米
国特許第３，３３９，５５８号、Ｉｒｂｙ，Ｊｒ．らによる米国特許第３，３９０，６８
６号、Ｄｏｃｋによる米国特許第３，６８５，５２１号、Ｂｒｏｏｋｓらによる米国特許
第３，９１６，９１４号、Ｔａｔｅｎｏらによる米国特許第４，８８９，１４４号、およ
びＭａｃＡｄａｍらによる米国特許第６，６３１，７２２号、Ｄｕｂｅらによる米国特許
出願公開第２００４／０２６１８０７号、およびＫｉｍによるＰＣＴ出願ＷＯ０３／００
９７１１号に記載されている。また、参照による本明細書に組み込まれる、Ｔａｋｅｉら
による米国特許第５，２２３，１８５号、Ｔａｋｅｉによる米国特許第５，３８７，０９
３号、Ｓｕｚｕｋｉらによる米国特許第５，８８２，６８０号、Ｎａｋａｍｕｒａらによ
る米国特許第６，７１９，９３３号、およびＦｏｎｋｗｅによる米国特許第６，９４９，
２５６号、Ｓｃｈｏｅｎｈａｒｄによる米国特許出願公開第２００４／０２２４０２０号
、Ｍａｎｅらによる米国特許出願公開第２００５／０１２３６０１号、Ｂｅｄｎａｒｚら
による米国特許出願公開第２００５／０１９６４３７号、およびＳｃｏｔｔらによる米国
特許出願公開第２００５／０２４９６７６号に記載されるタイプのカプセルおよびその構
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成要素を参照されたい。
【００８６】
　風味料を組み込んだ印刷および別の配合物は、チッピング材の表面全体の上、チッピン
グ材の一方の表面の一部分の上、または、チッピング材の両方の表面の一部分の上に付着
され得る。これらは、例えば、その一部または全体が風味料（複数可）を含むことができ
る単層または複層のバンド内に別の印刷パターン（装飾パターン、文字など）で付着され
得る。複層のバンドを形成するのに有用な方法および材料の例は、Ｃｈａｐｍａｎらによ
る米国特許第６，９７６，４９３号を参照されたい。一部の好適な風味料は、甘み、木質
、果実香、またはそれらの組合せの香気を有するものとして説明され得る官能特性を有す
る。風味料は、好適には、それらの個別の検知閾値に応じて決定される量で使用される。
一態様では、風味料は、燃焼する紙に付随する任意の異味または悪臭を遮断または改善す
るのに十分な量で使用されてよい。風味料を組み込んだ喫煙物による喫煙者の体験に１つ
または複数のより所望される官能特性をもたらすために、風味料の組合せが使用されても
よい。一部の用途では、これらの風味料は、それらが組み込まれる喫煙物の全体の官能特
性に悪影響を及ぼすことがないように、それらの官能特性がかろうじて感知可能となるよ
うな量および方式で使用され得る。別の態様では、喫煙者の特定の味覚を満足させるため
に、強力なまたは少なくとも区別可能な香味が所望される場合もある。
【００８７】
　例えば、一部の風味料は、１つまたは複数の味覚、香り、および触覚作用を含むがそれ
だけにとどまらない独特の感覚作用を喫煙者にもたらす。例えば、このような風味料には
、メントール、メンタン、メントン、甘味蛋白質（例えば、ソーマチン、モネリン）、メ
ントールまたはメントール様の化合物を含む精油（例えば、ペパーミント）、別の精油（
ヒメコウジ、スペアミント）、琥珀酸エステル、カプサイシン、シナモン、あるいは、市
販されている（または将来開発される）任意の「冷却合成物」または「香ばしい合成物」
（例えば、Ｅｖｅｒｃｏｏｌ（登録商標）（Ｇｉｖａｕｄａｎ　Ｆｌａｖｏｒｓ　Ｃｏｒ
ｐ．）、ＷＳ－３、ＷＳ－５およびＷＳ－２３（Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎ　Ｓｗｏｒｄ　Ｌｔ
ｄ．）、Ｆｒｅｓｃｏｌａｔ（登録商標）ＭＧＡ（Ｈａａｒｍａｎｎ　＆　Ｒｅｉｍｅｒ
））および、風味料化合物の別の材料が含まれてよい。Ｗａｔｓｏｎらによる米国特許第
４，０５９，１１８号、Ｗａｔｓｏｎらによる米国特許第４，０６０，０９１号、Ｏｗｅ
ｎｓ，Ｊｒ．による米国特許第４，０８２，０９８号、Ｒａｉｎｅｒらによる米国特許第
４，１２３，５９２号、ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｌｏｏらによる米国特許第４，３００，５７６
号、Ｎｉｃｈｏｌｓらによる米国特許第４，７１５，３９０号、およびＧｏｎｔｅｒｍａ
ｎらによる米国特許第７，３８１，２７７号に記載される風味料および方法を参照された
い。
【００８８】
　好適な風味料は、印刷配合物に組み込まれ得、低蒸気圧を有し、正常な周囲条件下で移
動もしくは蒸発する傾向がなく、本発明のチッピング材により経験する加工条件下で安定
している。甘い香気を提供する代表的な風味料には、エチルバニリン、バニリン、イヌリ
ン（フルクトースオリゴマー）、ヘリオトロピン、メチルシクロペンテノロンが含まれ、
これらの風味料は、一般に、それらが組み込まれる印刷配合物の全重量を基準にして、０
．００１パーセントから約０．０１パーセントの量で使用される。木質の香気を提供する
例示的な風味料には、酸化カリオフィレンが含まれ、この風味料は、一般に、それが組み
込まれる印刷配合物の全重量を基準にして、０．２パーセントから約０．６パーセントの
量で使用される。果実の香気を提供する例示的な風味料には、４－ヒドロキシフェニル－
２－ブタノンなどのケトン類およびγ－ドデカラクトンなどのラクトン類が含まれ、これ
らの風味料は、一般に、それらが組み込まれる印刷配合物の全重量を基準にして、０．０
０１パーセントから約０．１パーセントの量で使用される。別の風味料も、刻みタバコの
技術分野、食品調理の技術分野、および製菓の技術分野でよく知られており、これらの風
味料も本発明の範囲内で使用され得ることを理解されたい。
【００８９】
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　例えばＳｈｅｒｗｏｏｄ　Ｂｒａｎｄｓ（Ｃａｎｄｉｃｒａｆｔ　Ｐｅｎｓ）から入手
可能である風味料を含めて、当技術分野では例えば製菓用インクが知られている。風味料
を含むことができる食用インクは新しいものではなく、食材と共に使用されている（例え
ば、Ｗｉｎｋｌｅｒらによる米国特許第３，９６１，０８２号、Ｌｙｏｎによる米国特許
第５，４５３，１２２号、Ｓｔｅｗａｒｔによる米国特許第６，０３０，１３４号、Ｓｔ
ｅｗａｒｔによる米国特許第７，１２８，９３８号、Ｐｅａｒｃｅらによる国際公開ＷＯ
２００４／０５７９８５号、Ｐｅａｒｃｅらによる米国特許出願公開第２００５／０００
３０４８号、およびＭｏｙｎｉｈａｎらによる米国特許出願公開第２００７／０２２２８
３０号を参照されたい）。
【００９０】
　２つ以上の層のチッピング材を含む本発明の実施形態では、１つまたは複数の風味料が
少なくとも１つの層のチッピング材に含まれ、さらに、複数の層に含まれてもよい。複数
のチッピング材の層を有する紙巻タバコの実施形態では、第１の層が第１の風味料を含む
ことができ、第２の層が第２の風味料を含むことができ、これらの風味料は、同一の、類
似の、または異なる感覚作用を与えることができ、感覚作用が異なる場合、これらの感覚
作用は相補的なものであるかまたは対照的なものであってよい。１つまたは複数の外側層
が取り外し可能である複層のチッピング材の実施形態では、喫煙者は香味を選択すること
ができる（例えば、内側のチッピング材の層が第１の風味料を有し、外側のチッピング材
の層が第２の風味料を有し、それにより、喫煙者は、内側の層の風味料（複数可）および
外側の層の風味料（複数可）からの組合せの感覚作用を提供する定位置にある両方の層と
共に製品を使用するか、内側のチッピング材の層の風味料（複数可）のみを楽しむために
風味料（複数可）を有する外側の層を取り外すかを選択することができる）。
【００９１】
　図２Ｂは、図２に示されるタイプの２部構成の紙巻タバコからの線２Ａ－２Ａに沿って
切断された部分斜視図において紙巻タバコ４０９を示している。しかし、紙巻タバコ４０
９は示されるように単層のチッピング材のみを備えており、すなわち、第２の層（例えば
、チッピング層２５０）がそこから取り外されている。この実施形態は、複数のバンドと
してある外側の表面に付着されたあるパターンの風味料２８７を含み、これは、概して長
手方向および円周方向に（連続的および非連続的にの両方で）配置される。チッピング材
２０８は、実質的に、長手方向の周囲部分に沿ってフィルタ要素２０５に外包し、さらに
、フィルタ要素２０５に隣接する長手方向の周囲部分の近位部分に沿って、包材１９０に
よって覆われている喫煙可能ロッドに外包する。特に、風味料バンド２８７は、使用者が
容易に視認できるような、あるいは、容易に視認できないように透明またはチッピング材
に一致する色であってよい、斑点領域によって指定される。斑点状の風味料バンド領域は
チッピング材の中または上に配置され得、カプセル（例えば、各斑点または複数の斑点の
セットがマイクロカプセルなどのカプセルに相当していてよい）または別の風味料手段を
含むことができる。このパターンは容易に識別されるような任意の数の別の形態（例えば
、別のバンドパターン、チェックパターン、ジグザク、幾何学的または非幾何学的パター
ン、イメージ、文字など）をとることもでき、チッピング材のみの下側に付着され得、ま
たは、チッピング材の上側のパターンとの組合せで付着され得る。
【００９２】
　一実施形態では、第１のチッピング材は１つの色すなわち一種類の外観であってよく（
例えば、外観が白）、好適には紙巻タバコから取り外され得る第２のチッピング材は、別
の色すなわち別の種類の外観であってよい（例えば、茶色のコルクタイプの外観を有する
ように印刷される、または別の印が印刷される）。別の表面的な差異は、外観において、
滑らかであり、高い不透明度であり、艶があり、または、高い光沢がある１つのタイプの
チッピング材と、外観において、粗く、低い不透明度であり、くすんでおり、または、光
沢のない別のタイプのチッピング材とを使用してもたらされ得る。別の視覚的効果は、２
つのチッピング材のそれぞれに異なるグラフィックを使用することによってもたらされ得
る。これにより、喫煙者が、使用中に紙巻タバコから第２のチッピング材を取り外すこと



(40) JP 2012-507287 A 2012.3.29

10

20

30

40

50

により、紙巻タバコの所望の全体的な外観を選択することができる方式または方法が提供
される。
【００９３】
　一実施形態では、第１のチッピング材は、１つのタイプの触覚的な特性を有するように
選択され得、好適には紙巻タバコから取り外し可能である第２のチッピング材は、異なる
タイプの触覚的な特性を有していてよい。例えば、内側のチッピング材は、波状で、粗く
、まだら色で、アコーディオンタイプまたはベロータイプの外形等を有する折り目または
皺を有するように特徴付けら得る外側表面を有することができる。一方、外側のチッピン
グ材は、滑らかで、すべすべしているなどで特徴付けられ得る外側表面を有することがで
きる。この点に関して、外側のチッピング材の外側表面に、滑らかで、すべすべした感触
を提供する適切なコーティング剤（例えばラッカー）が使用されてよい。別法として、内
側のチッピング材は、（例えば、底面から外側へと）高い程度で穿孔され得る、エンボス
加工され得る、埋め（ｆｉｌｌａｇｒａｉｎｉｎｇ）加工され得る、コーティング（例え
ば、隆起したまたは質感のある表面特性を形成するインク配合物または澱粉系の材料）を
用いて印刷され得る、または、接着剤フィルム内の粒子材料を用いて処理され得る。例え
ば、砂糖結晶、塩結晶、破裂可能な香料含有マイクロカプセル、セルロース系繊維、炭酸
カルシウムの粒子などが、適切な接着剤の上層またはパターン化された上層を使用して内
側のチッピング材の外側表面に固着され得る。
【００９４】
　また、喫煙者の唇の中に位置される場合に異なる感覚をもたらすことができる吸い口領
域をそれぞれが形成することができるチッピング材が、２種類の積層チッピング材を使用
して実現され得る。例えば、外側のチッピング材の内面は、適切な剥離コーティングを用
いて被覆されることができ、内側のチッピング材の外面は、剥離コーティングに対して所
望の接着を実現する領域、さらには、所望の表面の質感を形成する領域を有するように処
理され得る。これにより、喫煙者が、使用中に紙巻タバコから第２のチッピング材を取り
外すことにより、その紙巻タバコの外側の吸い口領域によって提供される触覚作用を選択
することができるような方式または方法が提供される。
【００９５】
　一実施形態では、第１のチッピング材は、特定の別の物理的性質を有するように選択さ
れ得、好適には紙巻タバコから取り外し可能である第２のチッピング材は、別の物理的性
質を有していてよい。例えば、これらのチッピング材は、坪量、厚さ、引っ張り強度、湿
潤強さ、透水度、有孔率、柔軟性、全般的または全体的な硬さ、全般的または全体的な柔
らかさなどの点で異なっていてよい。
【００９６】
　一実施形態では、第１のチッピング材は、フィルタ要素を刻みタバコロッドに固定する
能力を有するように選択され得る。これは、所望の表面特性、密閉能力、接着剤受容能力
などを有する材料を選択することによって実現され得る。第２のチッピング材は、所望の
視覚的な、触覚的な、官能的な性質を提供するように選択され得る。したがって、非常に
好ましい官能品質および良好な物理的な完全性の両方を有する紙巻タバコが形成され得る
。
【００９７】
　一実施形態では、第１のチッピング材は、１種類の香気または風味の感覚作用を有する
ように選択され得、紙巻タバコから取り外し可能である第２のチッピング材は、別の種類
の香気または香味の感覚作用を有するように選択されてよい。一態様では、一方のチッピ
ング材によって担持される芳香薬または風味料の量は、もう一方のチッピング材によって
担持される量と異なっていてよい。したがって、例えば、比較的低いレベルの芳香薬また
は風味料を担持する外側のチッピング材が１種類の感覚作用を提供することができ、一方
、比較的高いレベルの芳香薬または風味料を担持する内側のチッピング材は、外側のチッ
ピング材が紙巻タバコから取り外されている場合に、喫煙者の唇および口に対してその芳
香薬または風味料を送達することで強い効果をもたらす。特定の実施形態では、外側のチ
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ッピング材は、チッピング材の間にまたは内側のチッピング材の中に組み込まれた風味料
が、紙巻タバコの使用前に逃げてしまうのを防止するように構成され得、すなわち、紙巻
タバコの使用前に風味料を遮蔽するように構成され得る。使用時に、喫煙者は、風味料を
露出させるために外側の包材を取り外すことができる。
【００９８】
　マイクロカプセル化される風味料などのカプセル化材料を形成する例示的な方式および
方法は、Ｇｕｔｃｈｏ著、Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ　ａｎｄ　Ｍｉｃｒｏｅｎｃａｐ
ｓｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ（１９７６年）、および、Ｇｕｔｃｈｏ著、Ｍ
ｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｃａｐｓｕｌｅｓ　Ａｄｖａｎｃｅｓ
　Ｓｉｎｃｅ　１９７５（１９７９年）に記載されている。例示的なタイプのマイクロカ
プセルは１００ミクロン未満の直径を有することができ、しばしば、ゼラチン系、シクロ
デクストリン系などの外殻を有することができる。マイクロカプセルは市販されており、
例示的なタイプのマイクロカプセル技術は、Ｋｏｎｄｏ著、Ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９７９年）、Ｉｗａｍｏｔｏ
ら著、ＡＡＰＳ　Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ．、２００２年３月（３）、論文２５、
ならびに、ＭｃＧｌｕｍｐｈｙによる米国特許第３，５５０，５９８号、および、Ｔａｋ
ａｄａらによる米国特許第６，１１７，４５５号に記載されているタイプの技術である。
【００９９】
　一実施形態では、カプセル化された香味材料によって形成されるものなどの、リリース
可能な風味料剤または芳香薬剤は、第１および第２のチッピング材の一方または両方に組
み込まれ得る。例えば、マイクロカプセルは、チッピング材の層の間の領域内に配置され
得、それらの香味料が、圧力を加えることによりまたは内側のチッピング材から外側のチ
ッピング材を剥がすことによって解放され得る。別法として、あるいは加えて、カプセル
（マイクロカプセルを含む）が、チッピング材の下側またはその上面に配置されてもよく
、または、その中に埋め込まれてもよい（さらには、それらが任意に組み合わされてもよ
い、すなわち、チッピング材とプラグラップおよび／またはフィルタとの間に配置されて
よい）。本明細書で使用されるカプセルまたはマイクロカプセルは、例えば、外殻を備え
るゲル、液体を備える剛性もしくは半剛性のシェル、芳香薬、または、半液体のコア（１
つまたは複数の内側カプセル内に収容され得る）、あるいは、別のカプセル構造から形成
され得る、破砕可能あるいは別の形で破壊可能または分解可能な構成要素を意味する。こ
れらのカプセルは風味料を解放するために破砕または別の形で破壊され得る。これらのカ
プセルは懸濁液中で接着剤が付着されてよく、または、チッピング材に組み込まれてもよ
い。これらのカプセルは、喫煙者の指により（例えば、紙巻タバコをつまんだり回したり
することにより）、口と接触することにより（例えば、口の熱、圧力、湿気）、および／
または、喫煙プロセスにより、破砕されるようにまたは別の形で破壊されるように構成さ
れ得る。
【０１００】
　本発明で使用されるのに適した例示的な風味料は、天然物であっても合成物であっても
よく、これらの風味料の特性は、限定しないが、新鮮な、甘い、ハーブの、糖菓の、花の
ような、フルーティな、または、スパイスが効いた、などのように説明され得る。具体的
な香気のタイプには、限定しないが、バニラ、コーヒー、チョコレート、クリーム、ミン
ト、スペアミント、メントール、ペパーミント、ウィンターグリーン、ラベンダー、カル
ダモン、ナツメグ、シナモン、クローブ、カスカリラ、ビャクダン、蜂蜜、ジャスミン、
ショウガ、アニス、セージ、カンゾウ、レモン、オレンジ、リンゴ、桃、ライム、サクラ
ンボおよびイチゴが含まれる。また、Ｌｅｆｆｉｎｇｗｉｌｌら著、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆ
ｌａｖｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ、Ｒ．Ｊ．Ｒａｙｎｏｌ
ｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ（１９７２年）を参照されたい。香味は、ユーカ
リなどの、給湿剤、冷却剤、または、滑らかにする作用剤とみなされる成分を含むことも
できる。これらの香味は生のままに（すなわち、単独で）提供されてよく、または、合成
（例えばスペアミントとメントール、または、オレンジとシナモン）されて提供されても
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よい。合成物の風味料は混合物として単一カプセル内で組み合わされてよく、または、複
数カプセルからなる成分として組み合わされてもよい。香味材料はチッピング材の表面全
体を覆っていてよい。
【０１０１】
　一実施形態では、チッピング材は、マーケティングまたは他の目的のための印刷された
印を含むことができる。例えば、チッピング材の一方または双方におけるマークまたは印
は、適切に製造された紙巻タバコを識別するのを補助することができ、それにより、偽造
紙巻タバコを識別または認識するのを補助することになる。別の実施例では、取り外し可
能な外側のチッピング材の内面または外面にあるマークは、製品を識別するのに、クーポ
ンまたはチケットとして機能するのに、ゲームピースとして機能するのになどで使用され
得る。
【０１０２】
　一実施形態では、チッピング材は、吸いさしなどとして、使用された紙巻タバコ部分の
分解性を向上させるのに使用され得る。例えば、特定の感覚特性を提供するのに所望され
る場合がある外側のチッピング材は、紙巻タバコが喫煙された後に取り外され得る。吸い
さしから取り外される外側チッピング材の部分は、吸いさしの他の部分から分離して配置
され得る。したがって、その吸いさし内にチッピング材が存在しないことにより、他の吸
いさし構成要素の分解性を向上させることが可能となる。
【０１０３】
　特定の実施形態では、外側のチッピング材は、喫煙可能ロッドの包材１９０として使用
される紙巻タバコ紙に一般に伴われるような、可燃性などの、特性および品質を有する紙
から構成されてよい。このような実施形態では、外側のチッピング材は、内側のチッピン
グ材と外側のチッピング材との間に例えば感圧接着剤を使用することによりまたはそれら
の間でスキップギャップ接着剤を付着させることにより、内側のチッピング材から取り外
されるように設計されており、それにより、喫煙者が使用する前においては外側のチッピ
ング材を定位置で維持するために十分な接着強度が提供され、外側チッピング材は、所望
されるときに内側チッピング材から取り外され得る。したがって、外側のチッピング材は
、喫煙前に内側のチッピング材を露出するように取り外され得る。別法として、喫煙者は
、特定の実施形態では、外側のチッピング材を紙巻タバコの喫煙可能ロッド部まで下方に
摺動させることができ、それにより、喫煙可能ロッドの一部分が二重層の包材を有するよ
うになる。喫煙可能ロッドの一部分上に二重の包みが存在することで、可視の副流煙を低
減することができ、あるいは、官能特性（例えば煙の風味特性または香気特性）または紙
巻タバコロッドによって発生する煙の化学的性質を変えることができる。例えば、外側の
チッピング材は、例えば、参照により本明細書に組み込まれるＤｕｂｅらによる米国特許
第４，９４１，４８６号に考察される風味および香気前駆体を含む、本明細書で考察され
る任意の風味剤または芳香剤を含むことができる。このようにして、喫煙者は、望む通り
に、煙の官能特性を選択的に変えることができ、すなわち、外側のチッピング材を単に取
り外すことができる。
【０１０４】
　図１２を参照すると、フィルタ付き紙巻タバコの形態の喫煙物３００の構成要素が示さ
れている。紙巻タバコ３００は、本発明の外包する包材３１８内に含まれる喫煙可能フィ
ラー材料３０８の装填体または筒体の概して円筒形のロッド３２０を含む。ロッド３２０
は従来「喫煙可能ロッド」または「刻みタバコロッド」と称されている。刻みタバコロッ
ドの端部は喫煙可能フィラー材料を露出するように開放されている。刻みタバコロッド３
２０の一方の端部のところに点火端３０４があり、もう一方の端部のところにフィルタ要
素３０２が示されている。紙巻タバコ３００は、包材３１８上に印刷された任意選択の１
つの印刷バンド３２２を有するように示されており、このバンドは、紙巻タバコの長手軸
に対して横方向において紙巻タバコロッドに全体的に外包する。すなわち、このバンドは
、紙巻タバコの長手軸に対して横断領域を形成する。このバンドは、最も好適には、包材
の内側表面に付着される（すなわち、喫煙可能フィラー材料に面する）が、包材の外側表
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巻タバコは、２つ、３つまたはそれ以上の数の離間したバンドを有する包材を含むことも
できる。バンド３２２は、例えば香味、難燃性、拡散率の変化、および／または別の特色
をもたらすことができる、コーティング配合物の添加物質を有することができる。
【０１０５】
　紙巻タバコ３００は、通常、フィルタ要素３０２、または、刻みタバコロッド３２０の
一方の端部に隣接して位置される別の適切な吸い口部片を有し、フィルタ要素および刻み
タバコロッドが、端部同士が接する形で好適には互いに当接されて軸方向に位置合わせさ
れる。フィルタ要素３０２は概して円筒形状を有し、その直径は本質的に刻みタバコロッ
ドの直径に等しい。フィルタ要素の端部は、そこを通って空気および煙が通過できるよう
に開放されている。フィルタ要素３０２は、外包するプラグラップ材３１０と共に長手方
向に延在している表面に沿って上包されたフィルタ材３０８（例えば、可塑化されたセル
ロースアセテートトウ）を有する。フィルタ要素３０２は、２つ以上のフィルタセグメン
ト（図示せず）および／またはそこに組み込まれる香味添加物を有することができる。
【０１０６】
　フィルタ要素３０２は、フィルタ要素の全長と刻みタバコロッドの隣接領域との両方に
外包するチッピング材３１２によって刻みタバコロッド３２０に取り付けられる。チッピ
ング材３１２の内側表面は、適切な接着剤（例えば、フィルタ付き紙巻タバコの製造時に
チッピング紙を付着させるために紙巻タバコ製造業者によって従来使用されているタイプ
の水性接着剤）を使用して、プラグラップ３１０の外側表面および刻みタバコロッドの包
材３１８の外側表面にしっかりと固定される。すなわち、第１のチッピング材は、長手方
向に延在するプラグラップの実質的に全長の周囲部分の周りを延在しており、さらに、フ
ィルタ要素に直接に隣接する刻みタバコロッドの領域において刻みタバコロッドの包材の
長手方向に延在する周囲部分の一部分の周りを延在している。通気または空気希釈される
喫煙物は、各々がチッピング材３１２およびプラグラップ３１０を介して延在している複
数のまたは一連の穿孔３１４などの空気希釈手段を備えることができる。最も好適には、
接着剤が、紙巻タバコの製造時に従来使用されるように、第１のチッピング材の長手方向
に延在する継ぎ目線またはラップゾーン（図示せず）に付着される。２つ以上の層のチッ
ピング材を含む上述した実施形態の場合のように、チッピング材３１２は、上述した１つ
または複数の方法および／または材料を使用して風味料と共に印刷または別の形で処理さ
れ得る。１つの実施例として、チッピング材３１２は、上述した風味料配合物のバンド３
２３と共に印刷され得る。別の実施例として、チッピング材３１２の一方の表面または両
方の表面に、上記表面の一部または実質的に全てを風味料で覆うことができるパターンが
印刷され得、および／または、上述した別の手段のうちの１つが、チッピング材の中また
は上に風味料を組み込むまたは付着させるのに使用され得る。
【０１０７】
　上述した記述において示される教示内容の利益を有する本発明に関係のある当業者には
、本発明の多くの修正形態および別の実施形態が思いつくであろう。また、本発明の変形
形態および修正形態が、本発明の範囲または精神から逸脱することなく作られ得ることは
当業者には明白であろう。したがって、本発明が、開示した特定の実施形態に限定されな
いこと、および、修正形態および別の実施形態が、本発明を定義する添付の特許請求の範
囲に含まれることを意図されることを理解されたい。本明細書では専門用語が使用されて
いるが、これらは単に一般的かつ説明的な意味で使用されており、限定することを目的と
しない。
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