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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タバコストランドと、
　包装と、
　フィルターと
　を有するフィルター付き紙巻タバコであって、
　ａ）　前記フィルターは、少なくとも１つの気体相低下物質を含有する少なくとも１つ
の対気体相活性フィルター部分を有し、
　ｂ）　前記気体相低下物質は、フィルター材料基材に埋設され、
　ｃ）　前記気体相低下物質は、フィルター当たり少なくとも７５ｍｇの量で、また前記
対気体相活性フィルター部分の長さ１ｍｍにつき少なくとも５ｍｇの量で導入され、
　ｄ）　前記フィルター付き紙巻タバコは、最大３０％のフィルター通風率を示し、
　ｅ）　ＮＦＤＰＭ値は、ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定すると、紙巻タバコ１本当たり
４～１０ｍｇであり、
　ｆ）　（紙巻タバコ１本当たりのベンゼン含量μｇ）／（紙巻タバコ１本当たりのＣＯ
含量ｍｇ）で定義され、ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定された、気体相比率Ｑ１は１．５
未満である、
　ことを特徴とするフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２】
　前記気体相比率Ｑ１は１未満である、
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　ことを特徴とする請求項１記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３】
　（紙巻タバコ１本当たりのベンゼン含量μｇ）／（紙巻タバコ１本当たりのＣＯ含量ｍ
ｇ）で定義され、ＣＩＮＴ喫煙条件にしたがい測定された、気体相比率Ｑ２は３未満であ
る、
　ことを特徴とする請求項１記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項４】
　前記気体相比率Ｑ２は２．５未満である、
　ことを特徴とする請求項３記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項５】
　前記気体相比率Ｑ２は２未満である、
　ことを特徴とする請求項３記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項６】
　前記フィルターは、６ヶ月の紙巻タバコ貯蔵期間で比率Ｑ１および／または比率Ｑ２の
増加を２０％未満に保持するようになっている、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項７】
　前記フィルターは、６ヶ月の紙巻タバコ貯蔵期間で比率Ｑ１および／または比率Ｑ２の
増加を１０％未満に保持するようになっている、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項８】
　前記タバコストランドのタバコは、タバコ乾燥物に対して１％未満の添加物含量を有す
る、
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項９】
　前記タバコストランドのタバコは、添加物を含有していない、
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１０】
　前記タバコストランドは、バージニアタバコおよび／またはオリエンタルタバコを含有
するタバコ混合物を示す、
　ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１１】
　前記タバコストランドのタバコのＴＳＮＡ含量は、タバコ１ｇ当たり２μｇ未満である
、
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１２】
　前記タバコストランドのタバコのＴＳＮＡ含量は、タバコ１ｇ当たり１μｇ未満である
、
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１３】
　前記タバコストランドのタバコの硝酸塩含量は、タバコ乾燥物に対し０．４％未満であ
る、
　ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１４】
　ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定すると、煙中のＮＯ含量は紙巻タバコ１本当たり５０μ
ｇ未満である、
　ことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１５】
　ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定すると、ＮＦＤＰＭに対する煙中のＴＳＮＡ含量は、Ｎ
ＦＤＰＭ　１ｍｇ当たり１５ｎｇ未満である、



(3) JP 5161585 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

　ことを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１６】
　ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定すると、ＮＦＤＰＭに対する煙中のＴＳＮＡ含量は、Ｎ
ＦＤＰＭ　１ｍｇ当たり１３ｎｇ未満である、
　ことを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１７】
　前記気体相低下物質は、５００ｍ2／ｇより大きな表面積を示す、
　ことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１８】
　前記気体相低下物質は、１０００ｍ2／ｇより大きな表面積を示す、
　ことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項１９】
　前記気体相低下物質は、１２００ｍ2／ｇより大きな表面積を示す、
　ことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２０】
　前記気体相低下物質は、以下の群に含まれる物質類：
　活性炭類、酸化アルミニウム類、水酸化アルミニウム類、イオン交換体類、イオン交換
樹脂類、分子篩類、シリカゲル類、天然鉱物類、合成鉱物類、珪酸マグネシウム類、粘土
質土類、ゼオライト類、ベントナイト類、多孔質珪藻土、セピオライト
　のうち少なくとも１つからなる、
　ことを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２１】
　前記気体相低下物質は、フィルター当たり少なくとも８２．５ｍｇの量で、また前記対
気体相活性フィルター部分の長さ１ｍｍにつき少なくとも５．５ｍｇの量で、導入されて
いる、
　ことを特徴とする請求項１乃至２０のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２２】
　前記気体相低下物質は、フィルター当たり少なくとも１００ｍｇの量で、導入されてい
る、
　ことを特徴とする請求項２１記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２３】
　前記気体相低下物質は、フィルター当たり少なくとも２００ｍｇの量で、導入されてい
る、
　ことを特徴とする請求項２１記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２４】
　総気体相Ｇtotは、ＩＳＯ喫煙条件下で測定すると紙巻タバコ１本当たり１０００μｇ
未満、および／またはＣＩＮＴ喫煙条件下で測定すると紙巻タバコ１本当たり５０００μ
ｇ未満である、
　ことを特徴とする請求項１乃至２３のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２５】
　前記フィルター材料基材は、以下の群：
　セルロース、セルロース誘導体類、酢酸セルロース、重合体類、ポリオレフィン類、ポ
リプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル類
　から選ばれる材料のうち少なくとも１つからなる、
　ことを特徴とする請求項１乃至２４のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２６】
　フィルター材料および／または前記フィルター材料基材は、以下の群：
　線維類、トウ類、紙類、紡織線維ウェブ類、不織布類、線維ウェブ類、押出品類、発泡
材料類
　から選ばれる形態のうち少なくとも１つの形態で存在している、
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　ことを特徴とする請求項１乃至２５のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２７】
　フィルター材料は、添加物および／または触媒を与えられる、
　ことを特徴とする請求項１乃至２６のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２８】
　前記添加物は、風味に影響を与える添加物である、
　ことを特徴とする請求項２７記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項２９】
　前記フィルター付き紙巻タバコは、最大２５％のフィルター通風率を示す、
　ことを特徴とする請求項１乃至２８のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３０】
　前記フィルター付き紙巻タバコは、最大１５％のフィルター通風率を示す、
　ことを特徴とする請求項１乃至２８のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３１】
　前記フィルター付き紙巻タバコは、最大１０％のフィルター通風率を示す、
　ことを特徴とする請求項１乃至２８のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３２】
　前記フィルター付き紙巻タバコは、フィルター通風性を示さない、
　ことを特徴とする請求項１乃至２８のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３３】
　前記フィルターは１つより多い部分からなる、
　ことを特徴とする請求項１乃至３２のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３４】
　紙巻タバコ紙の多孔度は、少なくとも４０ＣＵである、
　ことを特徴とする請求項１乃至３３のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３５】
　紙巻タバコ紙の多孔度は、少なくとも６０ＣＵである、
　ことを特徴とする請求項１乃至３３のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３６】
　紙巻タバコ紙の多孔度は、少なくとも３００ＣＵである、
　ことを特徴とする請求項１乃至３３のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３７】
　紙巻タバコ紙中のグローソルト含量は、前記紙巻タバコ紙の重量に対し少なくとも１％
である、
　ことを特徴とする請求項１乃至３６のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３８】
　紙巻タバコ紙中のグローソルト含量は、前記紙巻タバコ紙の重量に対し少なくとも２％
である、
　ことを特徴とする請求項１乃至３６のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項３９】
　紙巻タバコ紙の坪量は２５ｇ／ｍ2未満である、
　ことを特徴とする請求項１乃至３８のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項４０】
　紙巻タバコ紙の坪量は２２ｇ／ｍ2未満である、
　ことを特徴とする請求項１乃至３８のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項４１】
　前記ＮＦＤＰＭ値は、ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定すると、紙巻タバコ１本当たり４
～７ｍｇである、
　ことを特徴とする請求項１乃至４０のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項４２】
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　前記ＮＦＤＰＭ値は、ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定すると、紙巻タバコ１本当たり４
～６ｍｇである、
　ことを特徴とする請求項１乃至４０のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項４３】
　前記ＮＦＤＰＭ値は、ＣＩＮＴ喫煙条件にしたがい測定すると、紙巻タバコ１本当たり
１０～３２ｍｇである、
　ことを特徴とする請求項１乃至４２のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【請求項４４】
　前記ＮＦＤＰＭ値は、ＣＩＮＴ喫煙条件にしたがい測定すると、紙巻タバコ１本当たり
１０～２５ｍｇである、
　ことを特徴とする請求項１乃至４２のいずれか記載のフィルター付き紙巻タバコ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルター付き紙巻タバコに関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻タバコの煙は、粒子相と気体相からなる。従来用いられている多くのフィルターに
おいては、酢酸セルロースが煙を濾過するのに用いられている。これに関連して、気体相
は満足な程度に減少しないことが多く、そのため、他の構造的特徴も調節されることが多
い。例えば、紙巻タバコに比較的高い通風率を与えることが慣用となっており、これによ
り、気体相が付加的に空気で希釈される。
【０００３】
　気体相を付加的に減少させるもう一つの可能性は、フィルター中に気体相に対し活性の
ある、すなわち、気体相を減少させる、物質（対気体相活性物質）を用いる可能性である
。紙巻タバコの煙中の気体相物質を測定するには、通常、紙巻タバコをＩＳＯ基準にした
がって喫煙させる。これに代わる喫煙条件を選ぶなら、例えば、カナダで慣例となってい
るように紙巻タバコを強度の喫煙条件下（以下の定義を参照）で喫煙させるなら、気体相
の値は顕著に高まる。
【０００４】
　従来技術は、喫煙者に吸われる主流煙中の気体相の量を低下するように、対気体相活性
物質を用いてタバコの煙に影響を与えるフィルター付き紙巻タバコを開示している。
【０００５】
　例えば、活性炭のような、対気体相活性物質を添加することにより気体相の値を減らす
フィルター付き紙巻タバコが市販されている。活性炭が室に導入されている活性炭フィル
ターは、特に日本で長期に多用されており、下記特許文献１に開示されており、または下
記特許文献２や下記特許文献３のような他の文献にも開示されている。
【０００６】
　製品“Advance”の場合、フィルターは、活性炭を含有するフィルター部分と、イオン
交換樹脂を含有するフィルター部分と、必要に応じ、酢酸セルロースから構成された吸い
口のフィルター部分とからなる。同等の紙巻タバコは下記特許文献４および下記特許文献
５に記載されている。
【０００７】
　さらに、気体相低下は、フィルター付きタバコの各種デザインパラメータの組み合わせ
から影響を受ける。これらのデザインパラメータには、フィルター添加物だけでなく、タ
バコの構成、包装材料の構成、フィルター成分の構成も含まれる。
【０００８】
【特許文献１】国際公開第０２／０３７９９０号パンフレット
【特許文献２】独国特許出願公開第４２０５６５８号明細書
【特許文献３】国際公開第００／０４９９０１号パンフレット
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【特許文献４】国際公開第０３／０１５５４４号パンフレット
【特許文献５】国際公開第０４／１０３０９９号パンフレット
【非特許文献１】M.E.Counts et al., J. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 39
, 111-134 (2004)
【非特許文献２】インターネット＜ＵＲＬ：http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/tobacco
/pdf/T-115e4.pdf.＞
【非特許文献３】"The neutral red cytotoxicity assay",INVITOX, protocol No. 64 (1
992)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上に述べた従来の用途や従来の記載の全てに共通する特徴は、気体相が
上述の紙巻タバコにおいては満足な程度にまで減少していないことである。市場で慣用の
紙巻タバコの場合、総気体相含量Ｇtot（以下参照）の数値は、ＩＳＯにしたがい測定す
ると、紙巻タバコ１本当たり１２００μｇより大きい。
【００１０】
　高度の気体相低下は、極めて高い通風率を用いてのみ達成されることが多いが、それで
も、強度の喫煙条件下で測定すると、気体相値が極めて高くなる。
【００１１】
　もう一つの欠点は、ある貯蔵期間の後に、従来の対気体相活性紙巻タバコフィルターは
有効性を失うということである。
【００１２】
　従来技術の紙巻タバコの場合、タバコ混合物またはフィルターのいずれかに他の物質を
添加することが多く、前記特許文献１におけるように例えばパラジウムがタバコに添加さ
れる。この場合には、高いコストと製造条件の悪化が欠点となる。
【００１３】
　多数の様々な吸着剤または高価で特殊な材料を用いた、精巧で高価なマルチフィルター
構造も不利である。
【００１４】
　本発明の目的は、タバコの煙中の気体相が有意に減少するフィルター付き紙巻タバコを
作成することである。この気体相減少は、強度の喫煙条件（以下参照）と称される条件下
でも起こるはずである。フィルターの気体相効率は、本当に可能ならば、比較的長期に渡
り、例えば紙巻タバコが貯蔵される期間中、一定の筈である、または少なくともわずかに
変化するだけの筈である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この目的は、請求項１の構成を持つフィルター付き紙巻タバコにより達成される。本発
明の有利な実施形態は従属請求項から派生する。
                                                                                
【００１６】
　本発明に係るフィルター付き紙巻タバコは、タバコストランド、フィルター、および包
装（好ましくは、紙巻タバコ紙、フィルター包装紙およびフィルター接合紙から構成され
る）を有する。フィルターは、気体相低下物質を含有するフィルター材料基材を含む。
【００１７】
　タバコストランド中のタバコは好ましくは、アメリカンブレンド混合物かバージニア混
合物からなる。タバコ混合物中のタバコは、タバコ乾燥物を基準として不揮発成分１％未
満の添加物含量を与えられているのが好ましく、特に添加物を用いていないのが好ましい
。タバコは、総混合物のＴＳＮＡ（ＴＳＮＡ：タバコ特有のニトロソアミン類）含量がタ
バコ１ｇ当たり２μｇ未満であるように選ばれるのが好ましい。タバコ中のＴＳＮＡ含量
がタバコ１ｇ当たり１μｇ未満であると、さらに有利である。



(7) JP 5161585 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

【００１８】
　タバコは、ケーシング、着香剤、保湿剤、砂糖、ココア、甘草およびメントールのよう
な添加物を含有することができる。
【００１９】
　タバコストランドを囲む紙巻タバコ紙は、多孔性で、４０ＣＵ（Coresta units）より
大きな、または６０ＣＵより大きな多孔度を持つのが好ましい。紙巻タバコ１本当たり４
～７ｍｇの範囲内の特に低いＮＦＤＰＭ値（以下参照）を達成するには、多孔度は３００
ＣＵより大であることが好ましい。そのためには、本来多孔性の紙巻タバコ紙をさらに電
気穿孔、機械穿孔またはレーザ穿孔することができる。
【００２０】
　紙巻タバコ紙は、煙中のＣＯ含量を低下させるため比較的高いグローソルト（glow sal
t）含量を持つのが好ましい。慣用のグローソルト量は０．７％である。本発明によると
、１．３％以上、好ましくは２％のグローソルト量が用いられる。クエン酸ナトリウム／
カリウムを用いるのが好ましい。
【００２１】
　一実施形態においては、紙巻タバコ紙の坪量は、同等の従来の紙巻タバコの場合より低
いのが好ましく、２２ｇ／ｃｍ2である。
【００２２】
　フィルターは、例えば１つ、２つ、３つ、４つ、または５つのフィルター部分からなる
ことができ、２つのフィルター部分を持つのが好ましい。フィルターが１つより多いフィ
ルター部分を持っている場合、気体相低下物質を含有しないフィルター部分は吸い口に配
置されるのが好ましい。様々な気体相低下物質が１つのフィルター部分または様々なフィ
ルター部分に導入できる。幾つかのフィルター部分が存在する場合、それらは長手方向に
順次に配置できるか、または同軸状に配置できる。
【００２３】
　フィルター材料（基材および他の材料）には、例えばセルロース、セルロース誘導体（
好ましくは酢酸セルロース）、およびポリオレフィン（ポリプロピレン、ポリエチレン）
、ポリエステルまたはそれらの混合物のような重合体が含まれる。
【００２４】
　フィルター材料は、例えば線維、トウ、紙、紡織線維ウェブ、不織布、線維ウェブ、押
出品および／または発泡材料からなる。
【００２５】
　フィルター形状に成形される前に、フィルター材料は収縮され、処理され、および／ま
たは触媒のようないっそうのフィルター添加物または着香剤や砂糖のような風味に影響を
与える添加物を与えられるのが好ましい。
【００２６】
　気体相低下物質は特に、フィルター当たり少なくとも７５ｍｇの量、および体気体相活
性フィルター部分の長さ１ｍｍ当たり少なくとも５ｍｇの量でフィルター材料基材に導入
される（例えば、散在させる、または空気撚り法により導入される）。
【００２７】
　使用できる気体相低下物質の例は、活性炭、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、
イオン交換体（好ましくはイオン交換樹脂）、分子篩、シリカゲル、または珪酸マグネシ
ウム、粘土質土、ゼオライト、ベントナイト、多孔質珪藻土またはセピオライトのような
天然または合成材料である。フィルターに導入される気体相低下物質は、ＢＥＴ法により
測定すると、１０００ｍ2／ｇ以上、好ましくは１０００～１２００ｍ2／ｇの範囲内の高
い表面積を持ち、および／または気体相低下物質の固有重量に対し６０％～７０％のＣＣ
ｌ4の取り込み率を持つのが好ましい。
【００２８】
　フィルター包装紙はフィルター部分を包む。これは多孔性または非多孔性であることが
できる。フィルター接合紙または固着紙は、フィルターをタバコストランドと連結させる
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。これは、元来多孔性であるか、機械穿孔または電気穿孔またはレーザ穿孔されてもよい
。
【００２９】
　フィルター通風性をもたらすには、フィルターをオンラインでレーザ穿孔するのが好ま
しい。すなわち、紙巻タバコの製造中およびフィルターがタバコストランドに結合された
後に、レーザ穿孔するのが好ましい。フィルター通風率は０％と３０％との間であり、好
ましくは１０％と２５％との間であるのが好ましい。他の実施形態においては、フィルタ
ー通風率は３０％～７０％の範囲内、好ましくは３０％～６０％の範囲内である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下において、本発明をより良く理解できるように幾つかの用語を明らかにする、また
は定義する。
【００３１】
　紙巻タバコの煙の気体相は、Ｎ2およびＣＯ2のような永久気体と、多数の易揮発性およ
び中等度揮発性化合物とから構成された複合物質混合物である。これらの成分の内には、
健康に及ぼす喫煙の影響と関連付けられているものがある。したがって、例えばホルムア
ルデヒド、青酸およびベンゼンは、ドイツにおいて規定されている紙巻タバコの箱にある
警告文中に記されている。
【００３２】
　煙中の多くの易揮発性および中等度揮発性化合物の含量は、活性炭のような気体相低下
物質（特に吸着剤）を用いることにより減少できる。他方、ＣＯのような永久気体の含量
は、だいたい変わらないままである。このような作用を特徴付けるためには、できるだけ
他の構造的特徴の影響を受けないようなやり方で、これらの吸着剤の有効性を説明する測
定可能なパラメータを見つける必要がある。
【００３３】
　この目的で、気体相の量および組成に対するさまざまなパラメータの影響を内部試験の
意味合いで検討した。これについて、気体相成分の吸着を説明するには、煙中のベンゼン
およびＣＯ含量の比率が最も適している。この比率においては、ベンゼン含量の単位は定
義上紙巻タバコ１本当たりのμｇ（μｇ／ｃｉｇ）で表され、ＣＯ含量の単位は定義上紙
巻タバコ１本当たりのｍｇ（ｍｇ／ｃｉｇ）で表される。
【００３４】
　一方、フィルター通風率およびストランド通風率の影響はＣＯ含量に対し標準化するこ
とにより補償される。他方、気体相中のベンゼン含量はタバコ混合物とはほとんど無関係
であるが、この含量は吸着剤から永続的に影響を受ける可能性があり、ＣＯは事実上吸収
されない。以下の記載において、この比率は、ＩＳＯ喫煙条件下に測定されたデータにつ
いてはＱ１と表示されている。データが強度の喫煙条件下で測定された場合、上記比率は
Ｑ２と呼ばれる。したがって、Ｑ１またはＱ２について低い数値は高い気体相低下の指標
となる。
【００３５】
　もう一つの利点は、紙巻タバコの煙中のＣＯ測定は国際基準により説明されるという事
実に見られる。“ホフマン被検成分”と名づけられたものの構成成分として、ベンゼンは
同様に煙中で測定されることが多い。これについての他の情報は、例えば前記非特許文献
１に認めることができる。
【００３６】
　同じ文献は、様々な国の紙巻タバコの銘柄を取り揃えたもの（表１に列挙）について、
ベンゼン及びＣＯのデータも含んでいる。我々自身の研究は、フィルターの種類を決定す
るのに用いられた。３．５～５．５の数値では、酢酸セルロース（ＣＡ）から構成される
従来のフィルターを持つ広範な製品では、上記比率は比較的一定であることが判明してい
る。一方、活性炭（ＡＣ）フィルターを持つ製品の場合には１．８～３．０の低値が見ら
れる。
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【００３７】
【表１】

【００３８】
　本発明によると、気体相は、ＩＳＯ喫煙条件にしたがい測定すると、比率Ｑ１が市販の
紙巻タバコの場合で測定される数値より低くなる、すなわち、１．５未満になる、ように
特異的に影響を受ける。Ｑ２は、強度の喫煙条件にしたがい測定すると３未満であるのが
好ましい。
【００３９】
　強度の喫煙条件（ＣＩＮＴ：Canada Intense）は、カナダ保健庁公認法Ｔ－１１５“主
流タバコ煙中のタール、ニコチンおよび一酸化炭素の測定”、すなわち、カナダ連邦タバ
コ規則第１４条（６）ｂにおけるような条件（修正条件）、に相当する。この方法におい
ては、紙巻タバコは増大した吸入量（５５ｍｌ／２秒）かつ短縮された吸入間隔（２８秒
）で喫煙され、同時にフィルター通風区域は完全に覆われる。前記非特許文献２参照。
【００４０】
　ＩＳＯ喫煙条件について以下を参照すると、ＩＳＯ基準Ｎｏ．４３８７を参照すること
になる。この基準においては、吸入量は３５ｍｌ／２秒、吸入間隔は５８秒で、フィルタ
ー通風区域は覆われない。
【００４１】
　以下に説明する実施例の場合、細胞毒性は、New Orleans 2002 Coresta congressで提
示された方法（Roeper, W., Wieczorek, R.：紙巻タバコ主流煙の試験管内細胞毒性。“
生来の”煙エアゾール暴露を含む各種細胞暴露法の評価）を用いて測定した。これらの試
験は、ＨＥＰ－Ｇ２（ヒト肝細胞癌）細胞を用いて実施した。試験のため、本発明に係る
紙巻タバコ由来の気体相を用いて血清を含まない培地を調製した。次に、この培地と共に
同細胞を６５時間インキュベートした。次に、増殖試験を実施し、ＥＣ５０値を測定した
。ＥＣ５０は、細胞の増殖を５０％阻害する物質または物質混合物の有効濃度である。
【００４２】
　増殖試験：　ＮＲＵ試験（ニュートラルレッド取込み細胞毒性検査）において、増殖は
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生細胞の膜活性に基づき測定する。ＮＲＵ試験プロトコールは、ＥＣＶＡＭ、ＦＲＡＭＥ
、ＣＡＡＴ、ＩＮＶＩＴＯＸおよびＩＣＣＶＡＭにおいて公開されている。実施例におけ
る試験は、前記非特許文献３にしたがい行った。ＭＴＳ試験（オウエン試薬、Promega社
製キット、細胞増殖アッセイ）においては、増殖は生細胞の代謝活性に基づき測定する（
Promega社により供給されたCellTiter 96（登録商標） AQueous　非放射活性細胞増殖ア
ッセイ（ＭＴＳ））。
【００４３】
　実施例において、フィルター付き紙巻タバコの主流煙中の気体相成分はＧＣ－ＦＩＤに
より測定した。このため、Borgwaldt社により供給された２０チャンネル喫煙機械（ＲＭ
２０／ＣＳ）には、２０本の紙巻タバコを備え、湿った凝縮物を分離するための９２ｍｍ
グラスファイバーフィルターを備えた。被検紙巻タバコは事前にＩＳＯ３４０２にしたが
い状態調整した。
【００４４】
　２０本の紙巻タバコをＩＳＯ３３０８にしたがい喫煙させ、湿った凝縮物をグラスファ
イバーフィルター上で分離し、気体相を喫煙機械のポンプに導いた。様々な紙巻タバコか
らの規定された吸入物を試料採取バルブを用いて次の分析用に取り、サンプリング用ガラ
スシリンジ中に集めた。喫煙直後に、気体試料６ｍｌを試料ループを用いてガスクロマト
グラフ（ＧＣ）の注入部に移し、分画し、ＦＩＤにより検出した。窒素中にメタンを含む
試験ガスを内部標準として用いた。
【００４５】
　ＧＣ－ＦＩＤ条件は以下の通りであった：注入部温度、１１０℃；分離、８０ｍｌ／分
；キャリヤーガスヘリウム、１．７ｍｌ／分；カラム、０．５μｍ　ＤＢ　Ｗａｘ　６０
ｍ×０．３２ｍｍ；温度設定プログラム：２０℃、２８℃まで１℃／分；６０℃まで２℃
／分；１１０℃まで２０℃／分；ＦＩＤ温度２００℃。
【００４６】
　定量的測定を以下の気体相成分について行った：イソプレン、アセトアルデヒド、プロ
ピオンアルデヒド、フラン、ｉ－ブチルアルデヒド、アセトン、アクロレイン、メチルフ
ラン、ブタノン、メタノール、ベンゼン、ブテノン、ジメチルフラン、ジアセチル、アセ
トニトリル、シアン化水素、トルエン。結果は、紙巻タバコ１本当たりのそれぞれの気体
相成分のμｇで表される。測定は、二重反復測定で行った。
【００４７】
　上記の気体相成分の数値の合計を総気体相Ｇtotと呼ぶ。
【００４８】
　ＮＦＤＰＭ、ニコチンを含まない乾燥粒状物、を慣用的に“タール”または凝縮物値と
呼ぶ。
【００４９】
　ＣＯとＮＦＤＰＭとの比率は１未満であるのが好ましい。
【００５０】
　煙中のＴＳＮＡ含量はＮＦＤＰＭ含量に基づいており、ＮＦＤＰＭ　１ｍｇ当たり１５
ｎｇ未満であり、特にＮＦＤＰＭ　１ｍｇ当たり１３ｎｇ未満であるのが好ましい。ＮＯ
含量は、紙巻タバコ１本当たり５０μｇ未満であるのが好ましい。
【００５１】
　本発明に係る紙巻タバコの場合、気体相物質の量、好ましくは、総気体相Ｇtotで表さ
れる量、は有意に減少する。
【００５２】
　ベンゼン：ＣＯの比率を表す、比率Ｑ１および比率Ｑ２は、Ｑ１（ＩＳＯにしたがい測
定）では１．５の限界値より下回り、Ｑ２（強度喫煙法にしたがい測定）では３の限界値
より下回った。
【００５３】
　これについて、本発明に係る紙巻タバコにおける、煙中の気体相成分の低下、比率Ｑ１
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、および比率Ｑ２は貯蔵期間や喫煙条件とはほとんど無関係である。
【００５４】
　バイオマーカー試験において、本発明に係るフィルター付き紙巻タバコの場合、従来製
品に比べ、気体相成分の取込みは日常の条件下では効果的に減少することが証明された。
【００５５】
　本発明に係る紙巻タバコの場合、ＮＲＵおよびＭＴＳ基準にしたがう試験を用いて測定
した、気体相の細胞毒性は、ＩＳＯ喫煙条件下でも強度の喫煙条件下でも従来の紙巻タバ
コに比べ有意に減少している。
【００５６】
　本発明に係る紙巻タバコの煙中のＴＳＮＡ値は、従来のフィルター付き紙巻タバコに比
べると低く、これは、ＩＳＯ喫煙条件の場合にも強度の喫煙条件の場合にも当てはまった
。この数値は、従来のフィルター付き紙巻タバコの数値の５０％より低いことが好ましい
。
【００５７】
　本発明に係る紙巻タバコの官能受容性は、少なくとも市販のブランド品のそれと同等で
あることも認められた。
【実施例】
【００５８】
　本発明を実施例の助けを借りて以下により詳細に説明する。
【００５９】
［実施例１］
　添加物のないバージニアブレンドタバコ混合物を実施例１における試料として調製した
。バージニアブレンド混合物を含む市販の紙巻タバコ銘柄品を比較のため検討した。
【００６０】
　タバコストランドを、５０ＣＵの多孔度を持ち、クエン酸ナトリウム／カリウム１．３
％のグローソルト含量を与えられ、坪量が２２ｍｇ／ｍ2である紙巻タバコ紙で包んだ。
【００６１】
　このストランドを、２つの部分からなるフィルターに接合した。１５ｍｍの長さである
、ストランド末端のフィルター部分には、７５ｍｇの活性炭を導入した。吸い口のフィル
ター部分は酢酸セルロースで作った。
【００６２】
　このフィルターをフィルター包装紙で囲んだ。タバコストランドは接合紙でフィルター
に接合させた。２５％のフィルター通風率をオンラインのレーザ装置を用いて確保した。
【００６３】
　本発明に係る紙巻タバコと比較用紙巻タバコとの両方について、ＩＳＯ条件にしたがっ
て、または通風区域が覆われた強度の条件（ＣＩＮＴ）にしたがって喫煙させたときの測
定値を表２に示す。
【００６４】
　総気体相Ｇtotは、比較用紙巻タバコの場合よりも本発明に係る紙巻タバコの場合の方
が明らかに低い。１．４のＱ１は所望の限界値１．５より低く、２．５のＱ２は所望の限
界値３より低い。
【００６５】
　さらに、実地調査において、本発明に係る製品を同様のニコチン値、凝縮物値、ＣＯ値
を持つ市販品と比較した。この調査において、喫煙者５０名は始めに比較品（同等のタバ
コ混合物を含む市販紙巻タバコ）を喫煙し、次に本発明に係る製品を６週間喫煙し、最後
にもう一度比較品を６週間喫煙した。
【００６６】
　被験者は日常条件下で暮らした。すなわち、消費や喫煙行動について制限はなかった。
３週間おきに、被験者の体液中の様々なバイオマーカー（煙成分の代謝産物）の含量を調
べた。
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【００６７】
　ニコチンの取込み量は比較品と被検品とで同一レベルにあり、喫煙行動に変化がなかっ
たことが判った。一方、煙中の気体相成分についてバイオマーカーの著明な低下が、本発
明に係る製品が喫煙された期間中に検出された。
【００６８】
【表２】

【００６９】
［実施例２］
　全く添加物のないアメリカンブレンドタバコ混合物を実施例２における試料用に調製し
た。比較のため、アメリカンブレンド混合物を含有する市販の紙巻タバコ銘柄品を検討し
た。
【００７０】
　二種類の紙巻タバコの個々の結果を表３に示す。
【００７１】
【表３】

【００７２】
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　フィルターは、純粋な酢酸セルロースから構成されるフィルター部分と、酢酸セルロー
スから構成され、フィルターが合計７５ｍｇの活性炭を含有するように活性炭が５ｍｇ／
ｍｍ導入された、長さ１５ｍｍのストランド末端部分とからなった。
【００７３】
　本発明に係る紙巻タバコの紙巻タバコ紙は３２０ＣＵの多孔度と３５ｇ／ｍ2の坪量を
有していた。
【００７４】
　この試料では、グローソルト含量はクエン酸ナトリウム／カリウム２．０％であった。
【００７５】
　フィルターはフィルター包装紙で包んだ。タバコストランドは接合紙によりフィルター
に結合させた。
【００７６】
　１８％のフィルター通風率をオンラインのレーザ装置を用いて確保した。
【００７７】
　両方の本発明品で、このデザインパラメータの選択は、ＩＳＯ喫煙条件下でも強度の喫
煙条件下（ＣＩＮＴ）でも気体相の数値を所望の程度に低下させた。
【００７８】
　これらのデザインパラメータは、Ｑ１比率とＱ２比率を顕著に低下することができた。
【００７９】
［実施例３］
　実施例１に係る紙巻タバコを１２ヶ月間貯蔵した。３ヶ月経過するたびに、ＩＳＯ喫煙
条件下で気体相の値を再度測定した。総気体相Ｇtotについての紙巻タバコフィルターの
有効性は、極めて高度に安定であることが認められた。３ヵ月後、総気体相の量は、新た
に調製したフィルター付き紙巻タバコで測定された総気体相の量より３．６％多いだけで
あった。６ヵ月後、わずか４．１％のいっそうの増加が測定された。６ヶ月以内に有効性
の低下が１０％未満というのは、極めて有利である。
【００８０】
【表４】

【００８１】
［実施例４］
　実施例４に係る紙巻タバコは、実施例１に係る紙巻タバコに相当する。タバコストラン
ド中のタバコは、ＴＳＮＡ含量がタバコ１ｇ当たり１μｇ未満、すなわち、タバコ１ｇ当
たり０．４μｇであるように選ばれた。
【００８２】

【表５】

【００８３】
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　実施例１に係る紙巻タバコの煙のＴＳＮＡ値とＮＯ値を調べた。表５では、これらの数
値を従来の紙巻タバコと比較している。煙中のＴＳＮＡ含量は、従来の紙巻タバコより５
４％低い。
【００８４】
［実施例５］
　実施例１および２に係る実験用紙巻タバコをＩＳＯ喫煙条件下と強度の喫煙条件下で喫
煙させ、ＮＲＵおよびＭＴＳ試験にしたがい気体相の細胞毒性を測定した。
【００８５】
　気体相のＥＣ５０値を測定した。毒性値は、同等のＮＦＤＰＭ値を持ち、同等のタバコ
混合物を含有する市販の比較紙巻タバコに基づく毒性に対する減少率（％）で表す。表か
ら、検討した全ての試料において、実験用紙巻タバコの細胞毒性は比較用の紙巻タバコの
細胞毒性より著明に低いことがわかる。紙巻タバコをＩＳＯ喫煙条件にしたがい喫煙させ
、気体相を分析した。さらに、紙巻タバコを強度の喫煙条件にしたがい喫煙させ、気体相
を分析した。両方の喫煙条件下で、細胞毒性は比較品の場合より本発明にかかる紙巻タバ
コの場合の方が顕著に低かった。
【００８６】
【表６】

【００８７】
［実施例６］
　全く添加物のないアメリカンブレンドタバコ混合物を実施例６における試料用に同様に
調製した。比較として、市販のウルトラ紙巻タバコ銘柄品を調べた。
【００８８】
　二種類の紙巻タバコの個々の結果を表７に示す。
【００８９】
　フィルターは、純粋な酢酸セルロースから構成されるフィルター部分と、酢酸セルロー
スから構成され、フィルターが合計７５ｍｇの活性炭を含有するように活性炭が５ｍｇ／
ｍｍ導入された、長さ１５ｍｍのストランド末端部分とからなった。
【００９０】
　本発明に係る紙巻タバコの紙巻タバコ紙は、５０ＣＵの多孔度と２２ｇ／ｍ2の坪量を
有していた。
【００９１】
　この試料では、グローソルト含量はクエン酸ナトリウム／カリウム１．３％であった。
【００９２】
　フィルターはフィルター包装紙で包んだ。タバコストランドは接合紙によりフィルター
に結合させた。
【００９３】
　６０％のフィルター通風率をオンラインのレーザ装置を用いて確保した。
【００９４】
　このデザインパラメータの選択は、ＩＳＯ喫煙条件下でも強度の喫煙条件下（ＣＩＮＴ
）でも気体相の数値を所望の程度に低下させた。
【００９５】
　これらのデザインパラメータは、Ｑ１比率とＱ２比率を顕著に低下することができた。
【００９６】
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