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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
結合剤に懸濁された香味剤の混合物を供する工程と、
前記混合物から香味が付与されたフィルタープラグ紙を形成する工程と、
喫煙品のフィルター表面周囲を前記香味が付与されたフィルタープラグ紙で包む工程とを
含み、
これによって、前記香味剤が熱及び空気に露出されることによる酸化から保護され、喫煙
時には前記フィルタープラグ紙が崩壊し香味が放出され、
前記結合剤がカルボキシメチルセルロース、プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、キサン
タンガム、トラガカントガム、グアールガム、アカシアガム、アラビアガム、ポリアクリ
ル酸、メチルメタクリレート共重合体、カルボキシビニルポリマー、アミロース、高級ア
ミローススターチ、ヒドロキシプロピル化高級アミローススターチ、デキストリン、ペク
チン、キチン、キトサン、レバン、エルシナン、コラーゲン、ゲラチン、ゼイン、グルテ
ン、大豆蛋白分離物、乳漿蛋白分離物、マルトデキストリン、充填材、親水コロイドおよ
びこれらの混合物からなる群から選択される喫煙品用の香味が付与されたフィルターを形
成する方法。
【請求項２】
前記フィルタープラグ紙が前記喫煙品のフィルタープラグを囲んでいることを特徴とする
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請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記フィルタープラグ紙が前記喫煙品のフィルタープラグ内の中央に配されたフィルター
コアを囲んでいることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
カルボキシメチルセルロースに懸濁された香味剤から構成された混合物を供する工程と、
前記カルボキシメチルセルロースと前記香味剤から香味が付与されたフィルタープラグ紙
を形成する工程と、
喫煙品のフィルター表面周囲を前記香味が付与されたフィルタープラグ紙で包む工程とを
含み、
これによって、前記香味剤が熱及び空気に露出されることによる酸化から保護され、喫煙
時には前記フィルタープラグ紙が崩壊し香味が放出される、喫煙品フィルターに香味を付
与する方法。
【請求項５】
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が前記フィルターのフィルタープラグを囲んで
いることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が前記フィルターのフィルタープラグ内の中央
に配されたフィルターコアを囲んでいることを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
タバコロッドとフィルターとを含み、このフィルターは、香味が付与されたフィルタープ
ラグ紙に囲まれたフィルタープラグを含み、この香味が付与されたフィルタープラグ紙は
、結合剤とこの結合剤に懸濁された香味化合物とを含む混合物から製せられている喫煙品
であって、
これによって、前記香味化合物が熱及び空気に露出されることによる酸化から保護され、
喫煙時には前記フィルタープラグ紙が崩壊し香味が放出される、喫煙品。
【請求項８】
前記結合剤がカルボキシセルロースであり、前記香味化合物がカルボキシセルロースに懸
濁されていることを特徴とする請求項７記載の喫煙品。
【請求項９】
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が前記フィルターのフィルターコアを囲み、こ
のフィルターコアは、前記フィルタープラグの中心に配されていることを特徴とする請求
項７記載の喫煙品。
【請求項１０】
ラッパーに包まれたタバコロッドと、
チッピング紙で同軸に前記タバコロッドに装着されたフィルターとを含み、
前記フィルターが、
フィルタープラグと、
このフィルタープラグを包む、結合剤とこの結合剤に懸濁された香味化合物とを含む混合
物から構成された香味が付与されたフィルタープラグ紙とを含む喫煙品であって、
これによって、前記香味化合物が熱及び空気に露出されることによる酸化から保護され、
喫煙時には前記フィルタープラグ紙が崩壊し香味が放出される、喫煙品。
【請求項１１】
前記結合剤がカルボキシメチルセルロース、プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、キサン
タンガム、トラガカントガム、グアールガム、アカシアガム、アラビアガム、ポリアクリ
ル酸、メチルメタクリレート共重合体、カルボキシビニルポリマー、アミロース、高級ア
ミローススターチ、ヒドロキシプロピル化高級アミローススターチ、デキストリン、ペク
チン、キチン、キトサン、レバン、エルシナン、コラーゲン、ゲラチン、ゼイン、グルテ
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ン、大豆蛋白分離物、乳漿蛋白分離物、マルトデキストリン、充填材、親水コロイドおよ
びこれらの混合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項１０記載の喫煙品。
【請求項１２】
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が前記フィルターのコアを囲み、このフィルタ
ーコアは、前記フィルタープラグの中心に配されていることを特徴とする請求項１０記載
の喫煙品。
【請求項１３】
前記フィルタープラグがセルロースアセテートであることを特徴とする請求項１１記載の
喫煙品。
【請求項１４】
ラッパーに包まれたタバコロッドと、
チッピング紙で同軸に前記タバコロッドに装着されたフィルターとを含み、
前記フィルターが、
結合剤とこの結合剤に懸濁された香味化合物との混合物から構成された香味が付与された
フィルタープラグ紙に囲まれた繊維フィルターセグメントであって、これによって、前記
香味化合物を熱及び空気に露出されることによる酸化から保護し、喫煙時には前記フィル
タープラグ紙が崩壊し香味を放出する、繊維フィルターセグメントと、
プラグ紙に囲まれたカーボンを含むフィルターセグメントとを含み、このカーボンを含む
フィルターセグメントが前記タバコロッドと前記繊維フィルターセグメントとの間に位置
している喫煙品。
【請求項１５】
前記結合剤がカルボキシメチルセルロース、プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、キサン
タンガム、トラガカントガム、グアールガム、アカシアガム、アラビアガム、ポリアクリ
ル酸、メチルメタクリレート共重合体、カルボキシビニルポリマー、アミロース、高級ア
ミローススターチ、ヒドロキシプロピル化高級アミローススターチ、デキストリン、ペク
チン、キチン、キトサン、レバン、エルシナン、コラーゲン、ゲラチン、ゼイン、グルテ
ン、大豆蛋白分離物、乳漿蛋白分離物、マルトデキストリン、充填材、親水コロイドおよ
びこれらの混合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項１４記載の喫煙品。
【請求項１６】
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が前記フィルターのコアを囲み、このフィルタ
ーコアは、前記フィルタープラグの中心に配されていることを特徴とする請求項１４記載
の喫煙品。
【請求項１７】
前記繊維フィルターセグメントがセルロースアセテートであることを特徴とする請求項１
４記載の喫煙品。
【請求項１８】
フィルタープラグと、
このフィルタープラグを囲む香味が付与されたフィルタープラグ紙とを含み、
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙がカルボキシメチルセルロースとこれに懸濁さ
れた香味化合物の混合物から構成された喫煙品用フィルターであって、これによって、前
記香味化合物が熱及び空気に露出されることによる酸化から保護され、喫煙時には前記フ
ィルタープラグ紙が崩壊し香味が放出される、喫煙品用フィルター。
【請求項１９】
前記フィルタープラグがセルロースアセテートで構成されていることを特徴とする請求項
１８記載のフィルター。
【請求項２０】
フィルタープラグと、
香味が付与されたフィルタープラグ紙とを含み、
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前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が結合剤とこれに懸濁された香味化合物の混合
物から構成され、前記フィルタープラグを囲んでいる喫煙品用フィルターであって、これ
によって、前記香味化合物が熱及び空気に露出されることによる酸化から保護され、喫煙
時には前記フィルタープラグ紙が崩壊し香味が放出される、喫煙品用フィルター。
【請求項２１】
前記フィルタープラグがセルロースアセテートで構成されていることを特徴とする請求項
２０記載のフィルター。
【請求項２２】
前記結合剤がカルボキシメチルセルロース、プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、キサン
タンガム、トラガカントガム、グアールガム、アカシアガム、アラビアガム、ポリアクリ
ル酸、メチルメタクリレート共重合体、カルボキシビニルポリマー、アミロース、高級ア
ミローススターチ、ヒドロキシプロピル化高級アミローススターチ、デキストリン、ペク
チン、キチン、キトサン、レバン、エルシナン、コラーゲン、ゲラチン、ゼイン、グルテ
ン、大豆蛋白分離物、乳漿蛋白分離物、マルトデキストリン、充填材、親水コロイドおよ
びこれらの混合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項２０記載の喫煙品。
【請求項２３】
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が前記フィルタープラグの中央に配されたフィ
ルターコアを囲んでいることを特徴とする請求項２０記載のフィルター。
【請求項２４】
プラグ紙に囲まれたカーボンを含むフィルターセグメントと、
香味が付与されたフィルタープラグ紙に囲まれた繊維フィルターセグメントとを含み、
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が結合剤とこれに懸濁された香味化合物との混
合物から構成された、喫煙品用フィルターであって、これによって、前記香味化合物が熱
及び空気に露出されることによる酸化から保護され、喫煙時には前記フィルタープラグ紙
が崩壊し香味が放出される、喫煙品用フィルター。
【請求項２５】
前記繊維フィルターセグメントがセルロースアセテートで構成されていることを特徴とす
る請求項２４記載のフィルター。
【請求項２６】
前記結合剤がカルボキシメチルセルロース、プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、キサン
タンガム、トラガカントガム、グアールガム、アカシアガム、アラビアガム、ポリアクリ
ル酸、メチルメタクリレート共重合体、カルボキシビニルポリマー、アミロース、高級ア
ミローススターチ、ヒドロキシプロピル化高級アミローススターチ、デキストリン、ペク
チン、キチン、キトサン、レバン、エルシナン、コラーゲン、ゲラチン、ゼイン、グルテ
ン、大豆蛋白分離物、乳漿蛋白分離物、マルトデキストリン、充填材、親水コロイドおよ
びこれらの混合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項２４記載のフィルタ
ー。
【請求項２７】
前記香味が付与されたフィルタープラグ紙が前記フィルタープラグの中央に配されたフィ
ルターコアを巻いていることを特徴とする請求項２４記載のフィルター。
【請求項２８】
主流煙が最初に前記カーボンを含むフィルターセグメントを通過し、それから前記繊維フ
ィルターセグメントを通過することを特徴とする請求項２４記載のフィルター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半カプセル状の香味料をフィルタープラグ紙に付与または組み込むための方
法およびそれにより得られる紙巻きタバコおよびフィルターに関する。詳述すると、本発
明は、フィルタープラグ紙に香味付けし、香味の一部がフィルタープラグ紙に留まり、ま
た香味の一部がフィルタープラグ、シガレットペーパーおよびタバコに移動させる方法並
びにこの方法で得られる喫煙品およびフィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　香味および風味は、紙巻きタバコなどの喫煙品にとって重要な特性である。香味を紙巻
きタバコに組み込む現在の方法では、香味をタバコにスプレーしたり、香味ペレットをフ
ィルターに挿入したり、香味が付与された糸状のものを挿入したり、香味をフィルターに
注入したり、香味料をシガレットペーパーにスプレーしたり、または香味が付与されたス
トリップを紙巻きタバコの内側に配置したりしている。
【０００３】
　Jupe等による米国特許出願公報第2002／0166563号は、混合ドラム中または流動剤とし
て窒素を含む流動床中で一群の活性炭に香味料をスプレーすることによって紙巻きタバコ
用フィルターのカーボンに香味料を添加することを教示している。流動床の場合、流動床
中の活性炭にスプレーしてもよい。これによりカーボンは、フィルターのある１つの領域
に配置される。しかしながら、カーボンは、望ましくない金属臭を発する。またカーボン
は、喫煙中に主流煙の香味を吸収してしまう。さらにいくつかの香味料および風味料は揮
発性であるので、これらの一部は、紙巻きタバコの製造、梱包および貯蔵の間に失われる
ことがある。従って、放散してしまう香味および風味を補うために香味料および風味料の
初期量を多くする必要があり、製造コストが高くなってしまう。
【０００４】
　結合剤中に懸濁した香味を有する喫煙品が望まれている。結合剤中に懸濁した風味は、
当業界で知られている。おそらく最も知られているのが「LISTERINE (R) ORAL CARE STRI
PS」というシナモンおよびミントなどの香味料、息防臭剤および抗菌剤を放出させる口の
中で素早く溶けるフィルムである。Leung等による米国特許第6,596,298号には、香味料と
、結合剤に懸濁された抗菌剤とを含み、結合剤がカルボキシメチルセルロース、プルラン
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム
、ポリエチレングリコール、キサンタンガム、トラガカントガム、グアールガム、アカシ
アガム、アラビアガム、ポリアクリル酸、メチルメタクリレート共重合体、カルボキシビ
ニルポリマー、アミロース、高級アミローススターチ、ヒドロキシプロピル化高級アミロ
ーススターチ、デキストリン、ペクチン、キチン、キトサン、レバン、エルシナン、コラ
ーゲン、ゲラチン、ゼイン、グルテン、大豆蛋白分離物（isolate）、乳漿蛋白分離物お
よびこれらの混合物から選択される、素早く口内で溶けるフィルムが教示されている。Dz
ija等による米国特許第6,656,493号およびZyck等による米国特許第6,740,332号には、マ
ルトデキストリン、充填材（例えば、微結晶性セルロース（MCC））およびフィルム形成
剤として親水コロイド（例えば、アルギン酸ナトリウム）を有する口内洗浄および息の清
涼のための食用フィルムが教示されている。香味を効率よく製し、発生させる、喫煙品に
香味を付与することができる香味エレメントを含む喫煙品が望まれている。また紙巻きタ
バコの製造、梱包および貯蔵中に消滅しない香味エレメントを含む喫煙品も望まれている
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の喫煙品用フィルターエレメントのよく知られている欠陥に鑑み、フィルタープラ
グ紙に付与または包含された紙巻きタバコ用香味料を含み、これによりフィルタープラグ
紙がカルボキシメチルセルロース（以下、「ＣＭＣ」という）などの結合剤に懸濁された
香味料から構成された喫煙品を提供する。当業界で知られている他の結合剤、例えばプル
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ラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシ
プロピルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリ
ウム、ポリエチレングリコール、キサンタンガム、トラガカントガム、グアールガム、ア
カシアガム、アラビアガム、ポリアクリル酸、メチルメタクリレート共重合体、カルボキ
シビニルポリマー、アミロース、高級アミローススターチ、ヒドロキシプロピル化高級ア
ミローススターチ、デキストリン、ペクチン、キチン、キトサン、レバン、エルシナン、
コラーゲン、ゲラチン、ゼイン、グルテン、大豆蛋白分離物（isolate）、乳漿蛋白分離
物、マルトデキストリン、充填材（例えば、微結晶性セルロース（MCC））、親水コロイ
ド（例えば、アルギン酸ナトリウム）およびこれらの混合物を使用してもよい。
【０００６】
　本発明では、主流煙は、香味が付与されたフィルタープラグ紙を通過する前にカーボン
を含むフィルターを通過する。従って、シナモンおよびメンソールなどの香味料は、この
カーボンフィルターに吸収されない。また本発明は、望ましい香味を発生させ、製造、梱
包および貯蔵時に香味が消失しないで効率よく香味を製する喫煙品を提供する。
【０００７】
　紙巻きタバコなどの喫煙品は、通常、ラッパーに巻かれたタバコロッドと、このロッド
と同軸に整列された円筒状のフィルターとから構成される。一般的には、フィルターは、
チッピング紙によってタバコロッドに装着されたセルロースアセテートフィルターを含む
。紙巻きタバコに火をつけた後、喫煙者は、タバコロッドの着火端からフィルターの上流
端を介し、さらに紙巻きタバコの下流（吸い口）端を介して主流煙を吸煙する。
【０００８】
　本発明は、香味成分を一定に供する方法を提供し、この方法は、ＣＭＣまたは上述した
ような香味料を懸濁でき、喫煙中に崩壊する複数の他の結合剤のいずれかを含む組成物を
有する香味が付与されたフィルタープラグ紙を含む。特にＣＭＣは、CH2COOH基がセルロ
ース鎖のグルコース単位で置換された半合成水溶性ポリマーであり、通常、バインダー、
フィルム形成剤および懸濁剤として機能する。香味料は、紙巻タバコフィルターのフィル
タープラグ紙として使用される材料内にカプセル化または懸濁され、このフィルタープラ
グ紙は、紙巻きタバコフィルターを同心円状に巻く。このフィルタープラグ紙は、喫煙中
に発生する熱および／または水蒸気などの成分によって崩壊し、これにより香味を放出す
る。一部の香味はプラグ紙に留まり、一部の香味は、フィルタープラグ、シガレットペー
パーおよびタバコに移動する。
【０００９】
　主流煙は、フィルターに位置する香味が付与されたフィルタープラグ紙を通過しなけれ
ばならないので、香味の放出は、喫煙中、一定に保たれる。喫煙中、香味は、香味材が熱
分解されることなく、主流煙、それから喫煙者の口へと移動する。この方法は、本来なら
カーボンなどのフィルター材に捕捉されてしまう桂皮アルデヒドなどの香味料を使用でき
るように主流煙が通過する特定のフィルター材を迂回するのに使用されるので特に有効で
ある。香味は、熱で劣化するので、香味が加熱されないということは、有利である。香味
を懸濁する結合材は、さらに香味を熱および空気に露出されることによる酸化から保護す
る役割を果たす。
【００１０】
　香味が付与されたフィルタープラグ紙は、紙巻きタバコ用フィルターの外側を包むこと
ができ、また香味が付与された外方フィルタープラグ紙と組み合わせて同軸フィルターの
コアを巻くこともできる。香味剤は、従来からあるメンソールおよびバーリーなどの紙巻
きタバコ用香味から従来にないシナモンなどの香味などが使用できる。
【００１１】
　本発明をより理解し得るように添付の図面を参照し、以下に詳述する、そしてその範囲
は、添付の特許請求の範囲に記載されている。
【００１２】
　本発明の利点がより明確に理解されるように、本発明の好ましい態様の詳細を添付の図
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面を参照し詳述する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、多くの異なる形態の態様が可能であり、図面およびここで詳しく説明する本
発明の好ましい態様は、本発明の開示内容を理解するためのものであり、本発明の原理の
例示であると考慮すべきであり、本発明をこれら例示した態様に限定するものではない。
【００１４】
　図１および２に、本発明の１つの態様であるタバコなどの喫煙材ロッド１２と、これに
チッピング紙１８で装着されたフィルター１４とから構成された喫煙品１０を示す。タバ
コロッド１２は、従来のシガレットペーパー１６で巻いてもよい。フィルター１４は、フ
ィルタープラグ紙１３に囲まれた、例えばセルロースアセテートプラグまたは他の繊維も
しくはウェブ材などのフィルタープラグ１１を含む。チッピング１８がフィルタープラグ
紙１３を囲んでいる。主流煙は、喫煙品１０に火をつけ、吸引すると、タバコロッド１２
から発生し、フィルター１４を介して吸引される。
【００１５】
　フィルタープラグ紙１３は、カルボキシメチルセルロース（以下、「ＣＭＣ」とする）
または上述したような香味剤を懸濁できる複数の他の結合剤のいずれかから構成される組
成を有する。香味料を添加する方法は、当業界では知られている。香味が付与されたフィ
ルタープラグ紙１３は、香味の一部がフィルタープラグ紙１３に留まり、一部がフィルタ
ープラグ１１、チッピング紙１８、ラッパー１６およびタバコロッド１２に移動するよう
にフィルタープラグ１１の周囲に位置する。香味が付与されたフィルタープラグ紙１３は
、紙巻タバコの製造工程中に塗付することができる。紙巻タバコ１本当たりの香味が付与
されたフィルタープラグ紙１３の量は、フィルタープラグ紙１３のサイズおよびフィルタ
ープラグ紙１３に懸濁された香味料の濃度などによって変わる。主流煙は、上流でフィル
ター１４を介して吸引されるので、主流煙が香味が付与されたフィルタープラグ紙１３に
巻かれたフィルタープラグ１１を通過する際に香味は、主流煙に一定に放出される。
【００１６】
　図３および４に、本発明の１つの態様であるタバコなどの喫煙材ロッド３２と、これに
装着されたフィルター３４とから構成された喫煙品３０を示す。タバコロッド３２は、従
来のシガレットペーパー３６で巻かれていてもよい。フィルター３４は、フィルタープラ
グ紙３３に囲まれた、例えばセルロースアセテートプラグまたは他の繊維もしくはウェブ
材などのフィルタープラグ３１を含む。チッピング紙３８が香味が付与された第１のフィ
ルタープラグ紙３３を囲んでいる。フィルタープラグ３１の中央に配されているのは、香
味が付与された第２のフィルタープラグ紙３５に囲まれたフィルターコア３７である。
【００１７】
　香味が付与された第１および第２のフィルタープラグ紙３３、３５は、一部の香味がプ
ラグ紙３３、３５に留まり、大半の香味がフィルタープラグ３１、チッピング紙３８、ラ
ッパー３６、タバコロッド３２、およびフィルターコア３７に移動するように配置されて
いる。香味が付与された第１および第２のフィルタープラグ紙３３、３５は、紙巻タバコ
製造工程中に塗付することができる。紙巻タバコ１本当たりの香味が付与されたフィルタ
ープラグ紙３３、３５の量は、フィルタープラグ紙３３、３５のサイズおよびフィルター
プラグ紙３３、３５に懸濁された香味料の濃度などによって変わる。主流煙は、上流でフ
ィルター３４を介して吸引されるので、主流煙が香味が付与された第１および第２フィル
タープラグ紙３３、３５に巻かれたフィルタープラグ３１を通過する際に香味は、主流煙
に一定に放出される。
【００１８】
　図５に、本発明の１つの態様であるタバコなどの喫煙材ロッド５２と、これにチッピン
グ紙５８で装着されたフィルター５４とから構成された喫煙品５０を示す。タバコロッド
５２は、従来のシガレットペーパー５６で巻いてもよい。フィルター５４は、複合フィル
ターであってもよい。図５は、カーボンを含むフィルターセグメント５７と、セルロース
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るフィルター５４を示している。カーボンを含むフィルターセグメント５７は、通常のプ
ラグ紙５９で巻くことができ、繊維フィルターセグメント５５は、香味が付与されたフィ
ルタープラグ紙５３で巻くことができる。チッピング紙５８は、通常のプラグ紙５９と香
味が付与されたフィルタープラグ紙５３の両方を巻いている。主流煙は、喫煙品５０に火
をつけ、吸引すると、タバコロッド５２から発生し、フィルター５４を介して吸引される
。
【００１９】
　香味が付与されたフィルタープラグ紙５３は、香味の一部がフィルタープラグ紙５３に
留まり、一部が繊維フィルターセグメント５５に移動するように繊維フィルターセグメン
ト５５の周囲に位置する。主流煙は、上流でフィルター５４を介して吸引されるので、主
流煙は、最初にカーボンを含むフィルターセグメント５７を通過し、それから繊維フィル
ターセグメント５５を通過し、その際に香味が香味が付与されたフィルタープラグ紙５３
から主流煙へと放出される。香味が付与されたプラグ紙５３の香味は、全くまたは僅かし
かカーボンを含むフィルターセグメント５７に吸着されない。従って、喫煙者は、香味が
付与されたフィルタープラグ紙５３からの香味の大半を味わうことになる。
【実施例１】
【００２０】
　メンソール香味料をフィルタープラグ紙１３に付与し、香味が煙に移行する量を測定し
た。香味が付与されたフィルタープラグ紙１３の重さは、２７ｍｍのフィルター１４当た
り３３ｍｇであった。香味が付与されたフィルタープラグ紙１３の製造中にメンソール香
味料が失われるので、実験に使用したサンプル中のメンソールの量は、実際には０．５８
％であった。サンプルの０．５８％がメンソールであって、香味が付与されたフィルター
プラグ紙１３の重さが３３ｍｇであったので、０．１９１ｍｇのメンソールが香味が付与
されたフィルタープラグ紙１３に存在していた。紙巻きタバコ１本当たり、煙に含まれて
いたメンソールは、０．０２ｍｇであったので、約１０％のメンソールが香味が付与され
たフィルタープラグ紙１３から煙に移動したことになる。
【００２１】
　上記の詳細な説明は、本発明をより明確に理解してもらうことを主たる目的としており
、この明細書を読めば当業者であれば種々の変型が自明となり、本発明および添付の特許
請求の範囲を逸脱することなく、可能であり、例えば本発明は、細いまたは太い種々の円
周の紙巻きタバコに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】部分的にラッパーで巻かれていない状態の本発明による喫煙品の第１の態様のフ
ィルター端部の斜視図である。
【図２】図１のフィルターの端面図である。
【図３】部分的にラッパーで巻かれていない状態の本発明による喫煙品の第２の態様のフ
ィルター端部の斜視図である。
【図４】図３のフィルターの端面図である。
【図５】部分的にラッパーで巻かれていない状態の本発明による喫煙品の第３の態様のフ
ィルター端部の斜視図である。
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