
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
タバコロッドと、該タバコロッドに結合されたフィルタ素子からなるシガレットであって
、
該フィルタ素子は、別々に形成されシガレット長手方向に互いに突合せ関係に衝接させた
少なくとも第１フィルタセグメントと第２フィルタセグメントを有し、
該第１フィルタセグメントは、炭質材含有紙のひだ寄せウエブからなり、該ウエブは、複
数のシガレット長手方向のチャンネルを画定するようにひだ寄せされており、各チャンネ
ルは、該第１フィルタセグメントの一端から他端まで延び、該複数のチャンネルの合計断
面空隙面積は、該第１フィルタセグメントの断面積の約５％～約３０％を占め、
該第２フィルタセグメントは、該第１フィルタセグメントは、該シガレットの吸口端側に
設けられ、かつフィラメントトウ材からなり、
該シガレットは、該シガレットを通して吸込まれる空気の合計圧力降下が１７．５ｃｃ／
秒の空気流量において水柱圧で約５０～約２００ｍｍとなるような空気吸込み抵抗を有す
る
ことを特徴とするシガレット。
【請求項２】
前記炭質材含有紙が、段付けされていることを特徴とする請求項１に記載のシガレット。
【請求項３】
前記フィルタ素子は、約２３ｍｍ～約２５ｍｍの周囲長を有し、前記第１フィルタセグメ
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ントは、１７．５ｃｃ／秒の空気流量においてその長さ１ｍｍ当り水柱圧で２ｍｍ未満の
圧力降下を示すことを特徴とする請求項１に記載のシガレット。
【請求項４】
前記フィルタ素子は、約２３ｍｍ～約２５ｍｍの周囲長を有し、前記第１フィルタセグメ
ントは、約１００～２００本のチャンネルを有していることを特徴とする請求項１、３ま
たは４に記載のシガレット。
【請求項５】
前記フィルタ素子は、約２３ｍｍ～約２５ｍｍの周囲長を有し、前記第１フィルタセグメ
ントは、約４５～１００本のチャンネルを有していることを特徴とする請求項２に記載の
シガレット。
【請求項６】
前記各チャンネルは、約０．０５ｍｍ 2  ～約０．３ｍｍ 2  の断面積を有することを特徴と
する請求項１ないし５のいずれか１項に記載のシガレット。
【請求項７】
前記炭質材含有紙は、その乾量を基準として約２０重量％以上の炭質材を含有しているこ
とを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載のシガレット。
【請求項８】
前記第１フィルタセグメント中の前記炭質材含有紙の量は、約７５～約２５０ｍｇである
ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載のシガレット。
【請求項９】
前記炭質材は、約９０重量％以上の炭素含量を有することを特徴とする請求項１ないし８
のいずれか１項に記載のシガレット。
【請求項１０】
前記炭質材は、約２０μｍ～約１００μｍの直径を有する粒子の形態にあることを特徴と
する請求項１ないし９のいずれか１項に記載のシガレット。
【請求項１１】
前記炭質材含有紙は、主として、木材パルプと炭質材とから成ることを特徴とする請求項
１ないし１０のいずれか１項に記載のシガレット。
【請求項１２】
前記炭質材含有紙は、少なくとも約８００ｇ／２５．４ｍｍの引張強度を有するものであ
ることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載のシガレット。
【請求項１３】
前記炭質材含有紙は、コレスタ単位約５０～約３００の固有多孔率を有するものであるこ
とを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか１項に記載のシガレット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、シガレット等の喫煙物品に関し、特に、炭質材を包含したフィルタ素子を有す
るシガレットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
シガレット（紙巻タバコ）等の一般的な喫煙物品は、円筒状ロッド（棒状体）の形の構造
を有し、紙ラップ（巻紙）で包被されて、いわゆる「タバコロッド」とされた裁刻タバコ
材（例えばタバコ材刻み補充料）のような可喫煙材のロール又は装入物を含む。「補充料
」とは、シガレットや、葉巻の中身のことである。「タバコ材刻み補充料」とは、刻みタ
バコ材から成る補充料のことであり、単に「刻み補充料」とも称する。通常、シガレット
は、タバコロッドに突合せ関係に結合された円筒形のフィルタ素子を有している。一般に
、フィルタ素子は、プラグ（フィルタ）ラップによって包被された酢酸セルロースのトウ
から成り、外包チップ材（吸口紙）によってタバコロッドに付設される。又、シガレット
を通して吸込まれる主流煙を周囲空気によって稀釈するためにチップ材及びプラグラップ
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にパーフォレーション（多数の小さな孔）を穿孔することが望ましい。
通常、喫煙者は、シガレットの尖端に火をつけてタバコロッドを燃焼させ、シガレットの
吸口端（例えば、フィルタ端）から吸引することによって主流煙を口の中へ吸い込む。
【０００３】
ある種のシガレットは、炭素等の物質を包含したフィルタ素子を有している。そのような
シガレット及びフィルタ素子の例は、米国特許第３，３５３，５４３号及び４，４８１，
９５８号に記載されている。一般に市販されているフィルタとしては、酢酸セルロースの
トウの中に炭素（例えば、活性炭又は活性チャーコール）の粒子を分散させたもの、酢酸
セルロースのトウの中に炭素糸を分散させたものがあり、あるいは、いわゆる「キャビテ
ィフィルタ」又は「トリプルフィルタ」と称される構造のフィルタもある。それらの市販
フィルタの具体名を挙げれば、アメリカン・フィルトロナ・コーポレーシヨン製のＳＣＳ
　ＩＶ　デュアル（二重）ソリッドチャーコールフィルタ、ＦＩＬインターナショナル社
製のトリプル（三重）ソリッドチャーコールフィルタ、バウムガートナ社製のトリプルキ
ャビティフィルタ、及びＦＩＬインターナショナル社製のＡＣＴ等がある。
【０００４】
炭素を含有したシガレット用フィルタ素子は、喫煙者がシガレットを吸引したときそのよ
うな在来のフィルタ素子を通る主流煙からある種の気相成分を除去する性質を有する。主
流煙中のエアゾール粒子は、フィルタ素子中の炭素と反応する傾向をもつ場合があり、そ
の結果、主流煙のエアゾール粒子の化学的及び物理的性質が変化する。エアゾール粒子の
そのような変化は、主流煙の感覚刺激特性に変化をもたらす結果となる。炭素を含有した
在来のシガレット用フィルタ素子によって濾過された主流煙は、金属性の、乾燥した粉末
様の風味特性を帯びることが多い。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明は、主流煙の香喫味にほとんど有害な影響を及ぼすことなく、主流煙の有
意の量のある種の気相成分を除去することができるシガレットフィルタ素子を提供するこ
とを課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決するために、炭質材を包含したフィルタ素子を有するシガレッ
トを提供する。このフィルタ素子は、フィルタ素子内に長手方向に配置された２つ以上の
フィルタセグメントを含み、それらのうちの少くとも１つのフィルタセグメントが、炭質
材（例えば、粉末又は微粒子の形にされた活性炭又は活性チャーコール材）を包含したも
のとすることが好ましい。炭質材は、紙の１成分として（例えば、１成分として炭質材を
含有した紙として）フィルタセグメント内に包含させることが好ましい。
そのような炭質材を含有したフィルタセグメントは、その全長を貫通する複数の長手方向
のチャンネル即ち空気通路を形成するように構成する。それらのチャンネル即ち空気通路
の断面積は、そのフィルタセグメントを通る主流煙中の粒子相成分（粒状成分）が炭質材
によって濾過され 、又は、炭質材とほとんど相互作用 することがなく、しかも
、主流煙中の有意の量の気相成分がフィルタセグメントの炭質材によって除去されるよう
な大きさとする。本発明の代表的な例では、そのような炭質材を含有したフィルタセグメ
ントは、ひだ寄せ紙ウエブ（紙ウエブをひだ寄せしたもの）によって構成する。
【０００７】
本発明によるある種のシガレットは、２層の外包ラップ材で包被されていわゆる「タバコ
ロッド」を形成する可喫煙材のロール又は装入物を有する。即ち、このタバコロッドは、
可喫煙材のロール又は装入物を直接包被する第１（即ち、内側）ラップ材と、その第１ラ
ップ材を包被する第２（即ち、外側）ラップ材との２層の外包ラップ材を含む。本発明に
よる他の種類のシガレットは、単一層のラップ材で包被されてタバコロッドを形成する可
喫煙材のロール又は装入物を有する。
この可喫煙材は、タバコ刻み補充料から成る可喫煙補充材である。通常は、この可喫煙材
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は、タバコ刻み補充料だけで構成し、そのタバコ刻み補充料はケーシング処理及び、又は
トップドレッシング処理を施されたものであることが好ましい。
【０００８】
随意選択として、本発明のシガレットには、例えば、チップ材の、フィルタ素子を包被し
ている部分にパーフォレーションを穿設するか、あるいは、他の空気稀釈手段（空気によ
って主流煙を稀釈するために空気を導入する手段）を設けることによって空気稀釈手段を
施すことができる。その場合、通常、フィルタ素子は、シガレットの空気稀釈率を約２５
～約７５％の範囲とするような通気性を有するものとする。ここでいう「空気稀釈」とは
、シガレットを通して吸引され、シガレットの吸口端から流出する空気と煙の総量に対し
て、空気稀釈手段を通して吸引される空気の量の割合（通常％で表わされる）をいう。こ
れについては、セルケ他著「 Beitr. Zur Tabak. In. 」（１９７８年）第４巻、第１９３
頁を参照されたい。
【０００９】
上記のような炭質材を含有したフィルタセグメントは、又、米国特許第５，０２７，８３
７号に記載されたタイプのシガレットにも組込むことができる。
【００１０】
【実施例】
本発明のシガレットの好ましい一実施例は、第１図に示されている。このシガレット１０
は、タバコ材刻み補充料（単に「刻み補充料」とも称する）のような可喫煙材２０を第１
、即ち内側ラップ材２５によって包被し、第１、即ち内側ラップ材２５の外周面を第２、
即ち外側ラップ材２７によって包被することによって形成された可喫煙材の円筒形ロッド
１５を有する。内側ラップ材２５と外側ラップ材２７とは、互いに直接接触させる（即ち
、内側ラップ材２５の外周面に外側ラップ材２７の内周面を接触させる）。ロッド１５は
、ここでは、「可喫煙材ロッド」、又は「タバコロッド」と称することとする。タバコロ
ッド１５の両端は開放し、可喫煙材２０を露出させている。喫煙者は、タバコロッド１５
の一端に点火する。ロッド１５の可喫煙材２０が燃焼する結果としてエアゾール（煙）が
発生する。タバコロッド１５は、点火端から反対端（吸口端）の方へ燃え進み、費消され
る。
【００１１】
シガレット１０は、又、タバコロッド１５の一端に軸線方向に整列して配置され、好まし
くは突き合わせ関係に当接させたフィルタ素子３０を備えている。本発明のフィルタ素子
３０は、突合せ関係に整列され、好ましくは互いに衝接させた２つのフィルタセグメント
、即ち第１フィルタセグメント３２と第２フィルタセグメント３８を有する。フィルタ素
子３０は、円筒形であり、その直径は、タバコロッド１５の直径と実質的に等しい。フィ
ルタ素子３０の両端は、空気及び煙の通過を許すように開放している。
【００１２】
第１フィルタセグメント３２は、タバコロッド１５の一端に近接させて配置する。第１フ
ィルタセグメント３２は、紙プラグラップ（プラグ即ちフィルタを包被するための紙製ラ
ップ）のようなラップ材３６で全長の外周面を包被されたひだ寄せ炭素紙のような第１フ
ィルタ材３４から成る。
第２フィルタセグメント３８は、第１フィルタセグメント３２の一端に近接させて配置し
、シガレットの吸口端に配置する。第２フィルタセグメント３８は、やはり紙プラグラッ
プのようなラップ材４２で同様に包被された、酢酸セルロースのひだ寄せウエブ、可塑化
酢酸セルロースのトウ、、ポリエステルのひだ寄せウエブ、ポリプロピレンのひだ寄せウ
エブ又はポリプロピレンのトウ等の第２フィルタ材４０から成る。第２フィルタ材４０は
、美的な白い外観を呈する。各フィルタセグメントは、周知のフィルタロッド製造機を用
いて製造される。両フィルタセグメントは、周知のプラグ筒（フィルタ筒）結合装置（例
えば、ハウニ－ウエルク・コーバ・エンド・カンパニー製の「マルフィ」という装置）を
用いて結合し、外包ラップ材４４（例えば、紙プラグラップ）によって結合状態に保持す
る。
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【００１３】
フィルタ素子３０は、該フィルタ素子の全長とそれに隣接するタバコロッド１５の一部分
を囲包するチップ材（吸口紙）４５を用いてタバコロッド１５に結合する。チップ材４５
の内面は、フィルタ素子３０のプラグラップ４４の外面及びタバコロッド１５のラップ材
２７の外面に適当な接着剤を用いて固着する。チップ材４５、プラグラップ４４及びラッ
プ材３６ 一連のパーフォレーション（小孔）５０を穿設することなどにより空気稀釈手
段（空気により主流煙を稀釈するための空気取入れ手段）を設けることによって、好まし
い通気孔付シガレットが得られる。
【００１４】
図１及び４を参照して説明すると、第２ラップ材２７は、シガレットの周囲長と、シガレ
ット製造の際該ラップ材を丸めて糊で接着する長手方向の重ね部分糊代との和に等しい幅
Ｗ（図４）を有する。このラップ材２７には、その長手方向に直線状に配列された一連の
パーフォレーション６０を穿設することが好ましい。別法として、パーフォレーションは
、不規則な配列等のその他の配列パターンとしてもよい。パーフォレーション６０のサイ
ズ、個数、及び各パーフォレーションの相対的位置関係は、そのシガレットに付与すべき
特性に応じて変えることができる。パーフォレーション６０は、図１及び４では拡大して
示されている。
【００１５】
図２を参照して説明すると、可喫煙材２０は、第１包被内側ラップ材２５によって包被さ
れ、その第１ラップ材が第２外側ラップ材２７によって包被されている。第１ラップ材２
５は、それを丸めてその両側端縁７１と７２を衝接させるようにして円筒形にされている
。ラップ材２５の両側端縁７１と７２とは、（第２図に示されるように）互いに衝接させ
てもよく、ほぼ衝接するようにしてもよく、あるいは僅かに重ね合わせてもよい。
第２ラップ材２７は、その両側端縁の重ね部分７３において適当な接着剤によって固着さ
れる。従って、内側ラップ材２５の幅は、外側ラップ材２７の幅より小さい。このような
構成を有するタバコロッドは、適当な装備のシガレット製造機で２つのボビンからラップ
材を供給し、内側ラップ材を外側ラップ材の上に載せて、該２つのラップ材をシガレット
製造機に通すことによって形成することができる。このようにしてシガレットを製造する
ための機械は、当業者には周知である。
【００１６】
図３を参照して説明すると、可喫煙材２０は、第１包被内側ラップ材２５によって包被さ
れ、その第１ラップ材が第２外側ラップ材２７によって包被されている。第１ラップ材２
５は、それを丸めてその両側端縁の重ね部分７４を接着剤で接着して円筒形にされている
。第２ラップ材２７は、その両側端縁の重ね部分７６において適当な接着剤によって固着
される。このような構成を有するタバコロッドは、周知のシガレット製造機で形成するこ
とができる。
【００１７】
本発明のシガレットの別の好ましい実施例は、図５に示されている。このシガレット１０
は、図１～４を参照して説明したものと総体的に類似しているが、フィルタ素子３０が、
突合せ関係に整列され、好ましくは互いに衝接させた３つのフィルタセグメント８５，８
７，８９を有する点で異る。このようなフィルタ素子は、「トリプル（三重）フィルタ」
と称される。ロッド端側フィルタセグメント８７と吸口端側フィルタセグメント８９との
間に する中央フィルタセグメント は、ラップ材９３で包被されたひだ寄せ炭素紙
のようなフィルタ材９１から成る。
ロッド端側フィルタセグメント８７及び吸口端側フィルタセグメント８９は、それぞれ、
ラップ材９６，９７で同様に包被された、酢酸セルロースのひだ寄せウエブ、可塑化酢酸
セルロースのトウ、ポリエステルのひだ寄せウエブ、ポリプロピレンのひだ寄せウエブ又
はポリプロピレンのトウ等のフィルタ材９４，９５から成る。ロッド端側フィルタセグメ
ント８７のフィルタ材９４と、吸口端側フィルタセグメント８９のフィルタ材９５とは、
同じ材料であってもよく、異る材料であってもよい。これらの３つのフィルタセグメント
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８５，８７，８９を外包ラップ材４４によって結合し、フィルタ素子３０を形成する。
【００１８】
図６は、本発明のシガレットの更に別の実施例を示す。この実施例のシガレット１０は、
図１のものと総体的に類似しているが、タバコロッド１５が、１層の包被ラップ材２７し
か有していない点で異る。
【００１９】
図７は、本発明のシガレットの更に別の実施例を示す。この実施例のシガレット１０は、
図５のものと総体的に類似しているが、タバコロッド１５が、１層の包被ラップ材２７し
か有していない点で異る。
【００２０】
本発明のタバコロッドの製造には、いろいろな種類の可喫煙材を使用することができる。
例えば、この可喫煙材は、補充料（例えば、タバコ材刻み補充料）の形とすることができ
る。ここで、可喫煙材に関連して用いられる「補充料」又は「刻み補充料」という用語は
、シガレットのためのタバコロッドの製造に使用するのに適した形態を有するいろいろな
可喫煙材を意味する。刻み補充料の例としては、ブレンドされ、シガレットの製造に適す
る形態とされたいろいろな可喫煙材がある。そのような可喫煙材は、通常、シガレットの
製造に慣用されているストランド又は裁刻片の形で使用する。例えば、刻み補充料は、シ
ート状又はストリップ状の材料から裁断したストランド又は裁刻片の形で用いることがで
きる。そのようなストリップ材は、約１．２７～約０．４２３ｍｍ（約１／２０～約１／
６０ｉｎ）、好ましくは約１．０１６～約０．７２６ｍｍ（約１／２５～約１／３５ｉｎ
）の幅にカットする。一般に、そのようなストランド又は裁刻片は、約６．３５～約７６
．２ｍｍ（約０．２５～約３ｉｎ）の長さを有する。
【００２１】
好適なタバコ材の例は、熱風乾燥タバコ材、バーレー種、オリエンタル種又はメアリーラ
ンド種タバコ又はいわゆる珍種又は特殊タバコ、又はそれらのブレンドである。これらの
タバコ材は、タバコ葉片、膨嵩されたタバコ材のような加工されたタバコ材、刻み圧延さ
れたタバコ葉茎又は刻み膨嵩されたタバコ葉茎のような加工タバコ葉茎、再生タバコ材、
又はそれらのブレンドとして供給することができる。再生タバコ材の例は、米国特許第４
，９６２，７７４号、第４，９８７，９０６号、第５，０５６，５３７号及びヨーロッパ
特許願第４１９，７３３号に記載されている。加工タバコ材の例は、米国特許第５，０２
５，８１２号及び第５，０６５，７７５号に記載されている。タバコ材ブレンドの例は、
米国特許第４，９２４，８８８号、４，９４２，８８８号及び４，９９８，５４１号に記
載されている。
可喫煙材又はそのブレンドは、主としてタバコ材刻み補充料から成るものであるか、ある
いは、タバコ材刻み補充料だけから成るものであることが好ましい。
又、本発明のフィルタ素子とは異る在来のフィルタ素子と組合せて喫煙したとすれば、喫
煙者にとって、味気ない、又は木材風の、又は紙のような、又は苦い、又は酸っぱい、又
は辛い、又は刺激的な喫味を呈するような可喫煙材又は可喫煙材のブレンドであっても、
本発明のフィルタ素子を適用することができる。例えば、主として再生タバコ材から成る
、又は再生タバコ材だけから成る、又は比較的多量のタバコ葉茎を含む、又は膨嵩された
多量の再生タバコ材を含む可喫煙補充料を、本発明のフィルタ素子を組入れたシガレット
に用いることができる。
【００２２】
このような可喫煙材には、シガレット製造のいろいろな段階で慣用的に実施されているよ
うにケーシング処理又はトップドレッシング処理を施すことができる。即ち、可喫煙材特
にタバコ刻み補充料にケーシング又はトップドレッシング剤を添加することができる。例
えば、シガレット製造において一般に実施されているように、香喫味料及び保湿剤、及び
その他の形態のタバコ材（例えば、タバコ抽出物）等のブレンド成分を可喫煙材に添加す
ることができる。香喫味料については、レフィングエル他著の「喫煙物品のためのタバコ
香喫味料」（１９７２年）を参照されたい。好適な香喫味料およびタバコ材としては、バ

10

20

30

40

50

(6) JP 3547768 B2 2004.7.28



ニリン、タバコエッセンスやタバコ芳香油のようなタバコ抽出物、ココア、甘草、メント
ール等がある。又、レブリン酸等の香味改変剤を可喫煙材の乾量を基準として約０．０１
～約２％、通常は約０．１～約１％、好ましくは約０．２～約０．６％の割合で可喫煙材
に添加することができる。そのような成分は、ケーシング剤又はトップドレッシング剤と
して可喫煙材に好便に適用することができる。これについては、米国特許第４，８３０，
０２８号を参照されたい。
【００２３】
通常、タバコロッドは、約３５ｍｍ～約８５ｍｍ、好ましくは約４０ｍｍ～約７０ｍｍの
長さを有し、約１７～約２７ｍｍ、好ましくは約２２．５～約２５ｍｍの周囲長を有する
。可喫煙材として比較的充填密度の高い可喫煙ブレンドが使用されている場合は特に、短
いタバコロッド（即ち、約３５ｍｍ～約５０ｍｍの長さのタバコロッド）を用いることが
できる。
【００２４】
ここでいう「充填密度」とは、タバコロッド内の単位体積当たりの可喫煙材の重量を意味
する。ラップ材によって包被される可喫煙材のブレンドの充填密度は、いろいろな度合と
することができるが、本発明のシガレットのタバコロッドの場合、充填密度は、約１５０
～約３００ｍｇ／ｃｍ 3  とし、通常、約２００～約２８０ｍｇ／ｃｍ 3  の範囲とする。
【００２５】
タバコ材刻み補充料を２層のラップ材で包被することによって構成したタバコロッドの例
は、ヨーロッパ特許第４５８，５２６号に記載されているので、それを参照されたい。
【００２６】
通常、フィルタ素子は、約１５ｍｍ～約４０ｍｍ、好ましくは約２０ｍｍ～約３５ｍｍの
長さを有し、約１７ｍｍ～約２７ｍｍ、好ましくは約２２ｍｍ～約２５ｍｍの周囲長を有
する。フィルタ素子は、広範囲の濾過効率を有するものとすることができるが、通常、炭
質材を含有したフィルタセグメントは、特定の物質に対して低い濾過効率を有するものと
する。
【００２７】
図１及び４を参照して説明したような２つのフィルタセグメントを有するフィルタ素子の
場合は、そのロッド端側のフィルタセグメントは、通常、フィルタ素子の全長の約２０～
約８０％、好ましくは約４０～約６０％の長さを有し、吸口端側のフィルタセグメントは
、通常、フィルタ素子の全長の約２０～約８０％、好ましくは約４０～約６０％の長さを
有するものとする。２つのフィルタセグメントを有するフィルタ素子の具体的な例として
、例えば、ロッド端側のフィルタセグメントの長さを１２ｍｍとし、吸口端側のフィルタ
セグメントの長さを１５ｍｍとすることができる。
【００２８】
図５及び７を参照して説明したような３つのフィルタセグメントを有するフィルタ素子の
場合は、そのロッド端側のフィルタセグメントは、通常、フィルタ素子の全長の約１５～
約３０％、好ましくは約４０～約６０％の長さを有し、吸口端側のフィルタセグメントは
、通常、フィルタ素子の全長の約１５～約３０％、中央フィルタセグメントは、通常、フ
ィルタ素子の全長の約３０～約６０％、好ましくは約４０～約６０％の長さを有するもの
とする。炭質材を含有したフィルタセグメントの長さは、通常、約１０ｍｍ～約３０ｍｍ
、好ましくは約１２ｍｍ～約２５ｍｍ、より好ましくは約１３ｍｍ～約１８ｍｍの範囲と
する。
【００２９】
フィルタ素子のフィルタセグメントのための炭質材は、紙内に含有させるのが好ましい。
そしてその紙をひだ寄せするか、あるいはエンボス（型押し）又は波形に段付けした後ひ
だ寄せするのが好ましい。周囲長約２２ｍｍ～約２５ｍｍのフィルタ素子の場合、フィル
タセグメントを形成するためにひだ寄せする炭素含有紙は、約８８．９ｍｍ～２７９．４
ｍｍ、通常約１２７ｍｍ～約２１５．９ｍｍの幅を有するもととする。
そのようなひだ寄せ紙から成るフィルタセグメントは、 (i) 米国特許第４，８０７，８０

10

20

30

40

50

(7) JP 3547768 B2 2004.7.28



９号に記載されている装置を用いて、又は (ii)米国特許第４，２８３，１８６号第４欄第
５０行～第５欄第６行に記載されている装置を用いて、又は (iii) ドゥカフル s.a.r.b.社
からＣＵ－１０、ＣＵ－２０又はＣＵ２０Ｓという商品名で販売されているロッド製造装
置並びにハウニ－ウエルク・コーバ・エンド・カンパニー製のＫＤＦ－２というロッド製
造装置を用いて製造することができる。
【００３０】
フィルタセグメントは、２種類の炭素含有紙のウエブを合わせてひだ寄せするか、あるい
は、炭素含有紙のウエブと別の種類の紙ウエブ（例えば、キンバリ－クラーク・コーポレ
ーシヨンからＰ－１４４－５０という商品番号で販売されている紙のウエブ、又はタバコ
含有紙のウエブ）とを合わせてひだ寄せすることによって２種類のひだ寄せ紙を有するセ
グメントとして製造することもできる。
又、あまり望ましい例ではないが、フィルタセグメントは、炭素含有紙のウエブと熱可塑
性材のウエブ（例えば、米国特許第５，０７６，２９５号及び第５，１０５，８３４号に
記載されているもの）とを合わせてひだ寄せすることによって２種類のひだ寄せ紙を有す
るセグメントとして製造することもできる。
次いで、そのような炭素含有フィルタセグメントを、周知のプラグチューブ結合法を用い
て１つ又はそれ以上の他のフィルタセグメント（例えば、ひだ寄せポリプロピレンウエブ
のセグメント、ひだ寄せ酢酸セルロースウエブのセグメント、ひだ寄せポリエステルウエ
ブのセグメント又は酢酸セルロースのトウのセグメント）と結合してプラグチューブを形
成することができる。
【００３１】
炭素含有紙は、それによって形成されるフィルタセグメントの断面空隙面積が、通常、約
５～約３０％、一般に約８～約２５％、多くの場合約１０～約２０％の範囲となるように
ひだ寄せする。断面空隙面積（即ち、フィルタセグメントを端面からみて画定される多数
の通路の合計断面積）は、カール・ジース・インコーポレイテッド製のＩＢＡＳ２０００
イメージ分析器によりイメージ分析法を用いて測定することができる。
【００３２】
本発明の一側面によれば、ひだ寄せされた紙に段付けを施すことができる。そのような段
付けは、フィルタセグメントを構成するようにひだ寄せされた炭素含有紙の長手に沿って
施す。段付けのパターンは、いろいろのものとすることができ、例えば、端面からみて波
形、方形波形、又は鋸歯形とすることができる。例えば波形にした場合、各波の頂点と頂
点の間の間隔は約０．５～約２ｍｍ、通常約１～１．５ｍｍとし、波の深さを約１～約２
ｍｍとすることができる。あるいは又別の例として、各波の頂点と頂点の間の間隔を約０
．３～約１ｍｍとし、波の深さを約０．２～約１ｍｍとすることができる。又、各波の頂
部を平坦にし、各波の谷部を平坦にすることもできる。
【００３３】
炭素含有紙は、いろいろな態様でエンボス又は段付けすることができる。ある場合には、
紙にエンボス又は段を施す前に紙に湿りを付与して置くことが望ましいことがある。例え
ば、約１０重量％の湿分を有する炭素含有紙のウエブに水をスプレー又はその他の方法で
付与して約３０～約５０重量％の湿分とすることができ、そのようにして吸湿された紙を
（例えば、約１２０℃の温度に）加熱した状態でエンボス又は段付けすることができる。
この紙を対流熱により又はマイクロ波乾燥法を用いて約１０重量％の湿分にまで乾燥させ
る。このようにエンボス又は段付けし、乾燥させた紙ウエブを連続したロッドの形にひだ
寄せし、その連続ロッドを所望の長さのフィルタロッドに切断することができる。
【００３４】
炭素含有紙に含有させる炭質材の量は、いろいろに定めることができる。炭質材の量は、
紙の乾量を基準として、約１５重量％以上、通常約２０重量％以上、一般には約２５重量
％以上、しばしば約３０重量％、多くの場合約４０重量％以上とする。通常、炭質材の量
は、紙の乾量を基準として、約６５重量％未満、しばしば約６０重量％未満、多くの場合
約５５重量％未満とする。
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【００３５】
ひだ寄せした炭素含有紙から成るフィルタセグメント中の炭質材の量は、通常、約２０～
約１２０ｍｇ、しばしば約４０～約１１０ｍｇ、多くの場合約６０～約１００ｍｇの範囲
とする。
通常、炭素含有紙から成るフィルタセグメント中の炭素含有紙の重量は、約７５～約２５
０ｍｇ、一般に約１００～約２２５ｍｇ、しばしば約１２５～約２００ｍｇの範囲とする
。
【００３６】
フィルタ素子に含有させる炭質材の種類は、いろいろなものとすることができる。極めて
好ましい炭質材は、高い活性を有する炭質材である。活性の度合は、いろいろに定めるこ
とができるが、通常、約２５～約１２５重量％、より一般的には約６０～約７０重量％の
四塩化炭素吸収率を示すように定める。
【００３７】
本発明に使用するのに非常に好適な炭質材は、高い炭素含量を有するもの、主として炭素
から成るもの、好ましくは約８０重量％以上、より好ましくは約９０重量％以上の炭素含
量を有するものである。好ましい炭質材は、瀝青炭、タバコ材、軟質木材パルプ、硬質木
材パルプ、ココナッツ殻、カポック繊維、綿繊維、コットンリンター等を炭素化又は熱分
解することによって生成される。好適な炭質材の例としては、カルゴン・コーポレーシヨ
ンからＰＣＢ及びＧＲＣ－１１という商品名で販売されている活性ココナッツ殻系炭素、
カルゴン・コーポレーシヨンからＳ－Ｓｏｒｂ、ＢＰＬ及びＣＲＣ－１１Ｆという商品名
で販売されている石炭系炭素、ウエストバコ社からＷＶ－Ｂ、ＳＡ－２０及びＢＳＡ－２
０という商品名で販売されている木材系炭素がある。その他の炭質材として、カルゴン・
コーポレーシヨンからＨＭＣ、ＡＳＣ／ＧＲ－１及びＳＣ　ＩＩという商品名で販売され
ている炭質材、Ｗｉｔｃｏ炭素　Ｎｏ．６３７等がある。更に他の炭質材として、米国特
許第４，７７１，７９５号及び５，０２７，８３７号、及びヨーロッパ特許第２３６，９
２２号、４１９，７３３号及び４１９，９８１号に記載されたものがある。ある種の炭質
材は、銀、銅、プラチナ、パラジューム、炭酸水素カリウム、タバコ材抽出物、ポリエチ
レンイミン、二酸化マンガン、クロム酸塩、オイゲノール、４－ケトノナン酸等の物質に
含浸させることができる。
【００３８】
個々の炭質材粉末又は粒子の粒度は、フィルタ素子の望ましい設計に応じていろいろに変
更することができる。個々の粉末状又は微粒炭質材粒子は、通常、約１０μｍ～約２５０
μｍ、しばしば約２０μｍ～約１００μｍ、多くの場合約３０μｍ～約７０μｍの直径を
有する。特に好ましい粉末状又は微粒炭質材粒子は、約４０μｍの直径を有するものであ
り、あるいは、３２５メッシュ（米国基準）のスクリーンを通過する粒度のものである。
【００３９】
本発明の炭素含有紙は、上記炭質材以外の他の物質を含む。即ち、炭素含有紙は、少くと
も１種類のセルロース質材を含有し、少くとも１種類の無機補充料を含有することができ
、又、紙製造産業において用いられている他の添加物又は成分を含有することができる。
セルロース質材の例としては、亜麻繊維、硬質木材パルプ（未漂白のものが好ましい）、
軟質木材パルプ（未漂白のものが好ましい）、綿繊維、タバコ片（例えば、タバコ葉片、
タバコ葉柄）等がある。
無機補充料の例としては、モレキュラーシーブ粒子、凝集炭酸カルシウム粒子、硫酸カル
シウムの繊維、晶出水酸化マグネシウムのゲル、クレーの粒子等がある。
紙を構成するこれらの物質は、紙製造法によって紙を製造するときに紙に含有させる。サ
イジング剤等の成分及び水分も炭素含有紙に付与することができる。通常、紙に付与する
サイジング剤の量は、約５重量％未満とし、しばしば約０．１～約３重量％とする。紙の
湿分は、約５～約１５重量％、しばしば約８～約１２重量％の範囲とする。
【００４０】
この炭素含有紙には、又、香味料及びその他の煙改変剤（例えば、タバコ抽出物、スペア
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ミント、バニリン、アネトール、メントール）を含有させることができる。そのようなタ
バコ抽出物の例は、米国特許第５，０６０，６６９号に記載されている噴霧乾燥させたタ
バコ抽出物である。
【００４１】
好ましい炭素含有紙の一例は、軟質木材パルプと炭質材を主成分とする紙である。タバコ
材を含有しない炭素含有紙、無機補充料（例えば、炭酸カルシウムの粒子）を含有しない
炭素含有紙、熱可塑性材の繊維（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン又はポリエステ
ル繊維）を含有しない炭素含有紙を用いることもできる。
【００４２】
炭素含有紙の物理的特性は、いろいろに定めることができる。紙の厚みは、通常、約０．
０８ｍｍ～約０．２ｍｍ、しばしば約０．１３ｍｍ～約０．１８ｍｍの範囲とする。紙の
基本重量は、約３５ｇ／ｍ 2  ～約６０ｇ／ｍ 2  、しばしば約４５ｇ／ｍ 2  ～約５５ｇ／ｍ
2  の範囲とする。紙の引張強度は、少くとも約８００ｇ／２５．４ｍｍとし、通常約１１
００ｇ／２５．４ｍｍ～約２３００ｇ／２５．４ｍｍの範囲とするが、それより高い引張
強度を有する紙を用いることもできる。紙の固有多孔率、即ち、空気透過率（単に「透過
率」とも称する）は、高くすることが好ましく、通常、コレスタ単位約５０～約３００の
範囲とし、しばしば約７０～約２００の範囲とする。比較的高い正味透過率を呈するよう
に炭素含有紙には静電式穿孔によってパーフォレーション（小孔）を付与することができ
る。「正味透過率」とは、穿孔処理（パーフォレート）された紙の空気流透過率即ち多孔
率のことである。通常、過度に低い多孔率を有する紙は、主流煙の気相成分の除去効率が
比較的低くなる傾向がある。
【００４３】
炭素含有紙の例としては、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－１７
ＡＣ、Ｐ－１４４－３０ＡＣ、Ｐ－１４４－５０ＡＣ、Ｐ－１４４－５０ＨＭＣ、Ｐ－１
４４－５０ＳＧＬ、Ｐ－１４４－ＢＳＨＣ、Ｐ－１４４－ＢＡＣ、Ｐ－１４４－５０－Ｓ
Ａ２０、Ｐ－１４４－７０－ＫＣＧ、Ｐ－１４４－７０－ＳＡ２０、Ｐ－１４４－１２－
１２、Ｐ－２６７４－１３－１７、Ｐ－２６７４－１４－２４、Ｐ－２６７４－１１－３
、Ｐ－２６７４－１１－７、Ｐ－３１２２－６－８、Ｐ－３１２２－６－６、Ｐ－３１２
２－６－５、Ｐ－３１２２－６－１２、Ｐ－３０１１－７２－１、及びＰ－１４４－ＢＨ
Ｃという商品番号で販売されているものがある。その他の炭素含有紙はヨーロッパ特許第
４３２，５３８号に開示されているものがあり、更に他の炭素含有紙は当業者には明らか
であろう。例えば、紙基材に炭素粒子を埋入した炭素含有紙をフィルタセグメントのため
のフィルタ材として使用することができる。
【００４４】
炭素含有紙をひだ寄せすることによって形成されたフィルタセグメントは、複数の長手方
向に延長したチャンネル即ち空気通路を有する。それらのチャンネル即ち空気通路は、フ
ィルタセグメントの全長に亙って延長していることが最も好ましい。炭素含有紙は、その
長手方向の空気通路を通る主流煙のエアゾール粒子が該炭素含有紙内の炭質材と物理的に
ほとんど相互作用（即ち、衝突）することがなく、しかも、主流煙の気相成分が炭素含有
紙内の炭質材と物理的にかつ化学的に有意に相互作用するように、ひだ寄せする。チャン
ネル即ち空気通路は、紙のウエブをひだ寄せすることによって形成されるので、それらの
個々のチャンネルは互いに異なる形状及びサイズとなる。又、炭素含有フィルタセグメン
トを長手方向に貫通して延長するそれらのチャンネルの数は、いろいろの数とすることが
できる。通常、エンボス又は段付けされた後ひだ寄せされた紙は、単にひだ寄せされた紙
に比べてより多くの長手方向のチャンネルを形成する。
段付けされた炭素含有紙（例えば、約１３９．７ｍｍの幅を有する段付けされた炭素含有
紙）をひだ寄せすることによって形成された周囲長約２３ｍｍ～約２５ｍｍのフィルタロ
ッドの場合は、形成される長手方向の空気通路の数は、通常、約１００～約２００、しば
しば約１２０～約１８０、多くの場合約１３０～約１６０となる。そのフィルタセグメン
トの端面からみた場合の各通気通路の断面積は、通常、約０．０５～約０．３ｍｍ 2  、し
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ばしば約０．０６～約０．０２ｍｍ 2  、多くの場合約０．０７～約０．１７ｍｍ 2  である
。
段付けされた炭素含有紙（例えば、約２１５．９ｍｍの幅を有する段付けされた炭素含有
紙）をひだ寄せすることによって形成された周囲長約２３ｍｍ～約２５ｍｍのフィルタロ
ッドの場合は、形成される長手方向の空気通路の数は、通常、約４５～約１００、しばし
ば約５０～約９５、多くの場合約６０～約８０となる。そのフィルタセグメントの端面か
らみた場合の各通気通路の断面積は、通常、約０．０１～約０．０２ｍｍ 2  、しばしば約
０．０２～約０．１ｍｍ 2  、多くの場合約０．０３～約０．０７ｍｍ 2  である。
【００４５】
炭素含有紙は、フィルタセグメントの全断面領域内でひだ寄せすることが好ましい。従っ
て、炭素含有紙及びそれをひだ寄せすることによって画定された空気通路は、そのフィル
タセグメントの全断面領域に広がる。更に、フィルタセグメントには、極端に大きな断面
積の空気通路が１つも存在しないようにすることが好ましい。具体的にいえば、フィルタ
セグメントの端面からみて約１ｍ 2  より大きい断面積を有する空気通路が存在しないこと
が好ましく、約２ｍ 2  より大きい断面積を有する空気通路が存在しないことが最も好まし
い。
【００４６】
本発明の炭素含有紙製フィルタセグメントの圧力降下は、相当に低いことが好ましい。段
付けされた炭素含有紙をひだ寄せすることによって形成された周囲長約２３ｍｍ～約２５
ｍｍのフィルタロッドの場合は、その圧力降下は、フィルタセグメントの長さ１ｍｍ当り
１７．５ｃｃ／秒の空気流量において、通常、水柱圧計で約１ｍｍ未満であり、しばしば
約０．５ｍｍ未満、多くの場合約０．２～約０．３ｍｍの範囲である。
炭素含有紙をひだ寄せすることによって形成された周囲長約２３ｍｍ～約２５ｍｍのフィ
ルタロッドの場合は、その圧力降下は、フィルタセグメントの長さ１ｍｍ当り１７．５ｃ
ｃ／秒の空気流量において、通常、水柱圧計で約２ｍｍ未満であり、しばしば約１．５ｍ
ｍ未満、多くの場合約０．７～約１．２ｍｍの範囲である。通常、フィルタロッドの圧力
降下値は、フィルトロナ・インスツルメンツ・アンド・オートメーション社製のフィルト
ロナ・フィルタテスト・ステーション（ＣＴＳシリーズ４）を用いて測定される。
【００４７】
フィルタ素子３０は、フィルタ素子の全長とそれに隣接するタバコロッド１５の約３ｍｍ
～約６ｍｍの長さ部分を囲包するチップ材（吸口紙）４５を用いてタバコロッド１５に結
合する。通常、チップ材４５は、慣用の紙製チップ材であり、接着剤によってフィルタ素
子３０の外面及びタバコロッド１５のラップ材４４の外面に固着する。チップ材４５の空
気透過率は、いろいろな値とすることができる。例えば、チップ材４５は、実質的に空気
不透過性であってもよく、あるいは空気透過性であってもよく、あるいは、例えば機械的
手段又はレーザー穿孔法を用いてチップ材に複数の小孔又は開口を穿設し、空気稀釈手段
を形成するように処理することもできる。それらの小孔（パーフォレーション）の總断面
積及びシガレットの円周方向に沿っての小孔の配置は、シガレットの性能特性を制御する
ためにいろいろに変更することができる。
【００４８】
本発明の空気稀釈手段付シガレットの場合、稀釈空気の量をいろいろに定めることができ
るが、通常、空気稀釈率は、約１０％以上とし、多くの場合約２５％以上とする。シガレ
ットの空気稀釈率の上限は、通常、約７５％未満であり、多くの場合約６５％未満である
。
【００４９】
本発明のシガレットは、空気の吸込みに対する望ましい高い抵抗を有する。例えば、本発
明のシガレットを通して吸込まれる空気の圧力降下は、１７．５ｃｃ／秒の空気流量にお
いて約５０～約２００ｍｍ（水柱）である。通常、シガレットの圧力降下値は、フィルト
ロナ・インスツルメンツ・アンド・オートメーション社製のフィルトロナ・フィルタテス
ト・ステーション（ＣＴＳシリーズ４）を用いて測定される。本発明のシガレットは、１
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７．５ｃｃ／秒の空気流量において、好ましくは約７０～約１８０ｍｍ（水柱）、より好
ましくは約８０～約１５０ｍｍ（水柱）の圧力降下を示す。
【００５０】
本発明のシガレットの１本当りのＦＴＣ「タール」（ＦＴＣ喫煙条件下での「タール」）
の量は、約２～約１４ｍｇの範囲である。ただし、タールの発生量を他の値に変更するこ
とも可能である。ここで、「ＦＴＣ喫煙条件」とは、５８秒間のくすぶり（休止）期間を
はさんで２秒間の吸込動作即ちパフ（総容積３５ｍｌ）を行うことである。「パフ」とは
、タバコの煙を吸込む１服のことである。
本発明のシガレットのＦＴＣ「タール」対ＦＴＣ一酸化炭素の比率は、約１．５未満であ
り、約１．２未満である場合もある。所望ならば、一酸化炭素を除去するための適当な触
媒をフィルタ素子に包含させることができる。
【００５１】
本発明のシガレットは、望ましい感覚刺激特性を示す。フィルタ素子中に炭質材を有する
本発明のシガレットは、好ましい例では、滑らかな喫煙特性を示し、フィルタ素子を有す
る同等の慣用のシガレットに比べて辛さ及び苦みが少ない。
本発明の好ましい フィルタ素子は、主流煙に辛い、刺激的な、刺すよ
うな、酸っぱい、苦い香喫味を付与する性質を有するタバコ煙の気相成分を減少させる働
きをする。従って、本発明のシガレットは、滑らかな喫味を有し、こくのある、濃い味わ
いの、良好なタバコ煙風味を有し、後味のよい主流煙を喫煙者に与えることができる。
本発明の フィルタ素子は、主流煙から相当量の凝縮性気相成分を除去
することができる。そのような気相成分としては、カルボニル化合物（例えば、アセトン
、ホルムアルデヒド、アクロレイン、アセトアルデヒド）等がある。本発明のシガレット
のフィルタ素子を通過した後の主流煙に含まれる凝縮性気相成分は、通常、本発明による
炭質材を含有しない紙製フィルタセグメントを有する同等のシガレットの主流煙に含まれ
る凝縮性気相成分の３０％未満であり、 ５０％未満、多くの場合７０％未満であ
る。通常、本発明のある種のシガレットは、ＦＴＣ喫煙条件下で喫煙した場合、粒状物の
総湿量（ＷＴＰＭ）に対して約７０μｇ／ｍｇ、しばしば約６０μｇ／ｍｇ、多くの場合
約５０μｇ／ｍｇのアセトン、ホルムアルデヒド、アクロレイン、アセトアルデヒド等の
気相カルボニル化合物を放出する。
【００５２】
炭質材を含有したフィルタセグメントは、米国特許第５，０２ ，８３７号、４，７１４
，０８２号、４，７５６，３１８号、４，７９３，３６５号、４，８５４，３１１号、４
，８８１，５５６号及び５，０６５，７７６号に記載されたタイプのシガレットとも組合
せることができる。
【００５３】
以下に、本発明のいろいろな具体例を示すが、それらは本発明を限定するものではない。
特に断らない限り、以下の例で述べる「部」及び「％」は、重量を基準としたものである
。
【００５４】

図１に示されているのと実質的に同様のシガレットを以下のようにして調製した。
このシガレットは、全長約８４ｍｍ、周囲長２４．７ｍｍであり、長さ約５７ｍｍのタバ
コロッドと、長さ約２７ｍｍのフィルタ素子を有する。フィルタ素子は、ひだ寄せ炭素含
有紙から成る長さ１５ｍｍの第１フィルタセグメントと、酢酸セルロースのトウから成る
長さ１２ｍｍの第２フィルタセグメントとの２つのセグメントを有するものである。第１
フィルタセグメントは、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－ＢＡＣ
という商品番号で販売されている幅２１５．９ｍｍの炭素／タバコ紙（炭素とタバコ材を
含有した紙）を、米国特許第４，８０７，８０９号の例１に記載されたロッド製造装置を
用いてひだ寄せし、ひだ寄せされた炭素／タバコ紙を紙プラグラップで包被することによ
って形成した。第２フィルタセグメントは、トリアセチンで可塑化された酢酸セルロース
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のトウ（１フィラメント当り８デニール、合計４０，０００デニール）を紙プラグラップ
で囲包することによって形成した。これらの２つのフィルタセグメントを、紙プラグラッ
プを用いて結合した。
【００５５】
タバコロッドの可喫煙材は、熱風乾燥タバコ材刻み補充料１７部と、別の可喫煙材補充料
８３部とのブレンドである。この別の可喫煙材は、５％のナトリウムカルボキシメチルセ
ルロース（ＳＣＭＣ）と、６％のグリセリンと、ヨーロッパ特許公報第４１９，７３３号
に記載された炭質材及び炭酸カルシウムの凝集材８９％を含有した水性スラリーを流延し
乾燥させることによって得られた刻み補充料である。
この可喫煙材をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－２２４９－１１５という
商品番号で販売されているタバコ材含有紙によって包被し、更にそのタバコ材含有紙をヨ
ーロッパ特許公報第４１９，７３３号に記載されたタイプの紙によって包被した。
上記フィルタ素子は、非孔質のチップ材を用いてタバコロッドに結合した。このシガレッ
トには空気稀釈手段を設けなかった。
【００５６】

タバコロッドのタバコ材含有紙即ち内側ラップ材をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨ
ンからＰ－２６７４－１５７という商品番号で販売されているタバコ材含有紙とし、フィ
ルタ素子の第１フィルタセグメントの炭素／タバコ紙をキンバリ－クラーク・コーポレー
シヨンからＰ－１４４－１７ＡＣという商品番号で販売されている活性ココナッツ殻炭素
を含有したひだ寄せ紙とした点を除いて例１に述べたのと実質的に同様のシガレットを製
造した。
【００５７】

タバコロッドのタバコ材含有紙即ち内側ラップ材をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨ
ンからＰ－２６７４－１５７という商品番号で販売されているタバコ材含有紙とし、第１
フィルタセグメントの炭素／タバコ紙をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－
１４４－２１ＡＣという商品番号で販売されているひだ寄せ炭素含有紙とした点を除いて
例１に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。
【００５８】

タバコロッドのタバコ材含有紙即ち内側ラップ材をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨ
ンからＰ－２６７４－１５７という商品番号で販売されているタバコ材含有紙とし、第１
フィルタセグメントの炭素／タバコ紙をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－
１４４－３３ＡＣという商品番号で販売されているひだ寄せ炭素含有紙とした点を除いて
例１に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。
【００５９】

タバコロッドのタバコ材含有紙即ち内側ラップ材をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨ
ンからＰ－２６７４－１５７という商品番号で販売されているタバコ材含有紙とし、第１
フィルタセグメントの炭素／タバコ紙をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－
１４４－５０ＡＣという商品番号で販売されているひだ寄せ軟質木材パルプ／炭素紙（厚
さ０．１２７ｍｍ）とした点を除いて例１に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造
した。
【００６０】

図１に示されているのと実質的に同様のシガレットを以下のようにして調製した。
このシガレットは、全長約８４ｍｍ、周囲長２４．８ｍｍであり、長さ約５７ｍｍのタバ
コロッドと、長さ約２７ｍｍのフィルタ素子を有する。フィルタ素子は、ひだ寄せ炭素含
有紙から成る長さ１５ｍｍの第１フィルタセグメントと、酢酸セルロースのトウから成る
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長さ１２ｍｍの第２フィルタセグメントとの２つのセグメントを有するものである。第１
フィルタセグメントは、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－５０Ａ
Ｃという商品番号で販売されている炭素紙（炭素を含有した紙）を例１のようにしてひだ
寄せし、ひだ寄せされた炭素紙を紙プラグラップで包被することによって形成した。第２
フィルタセグメントは、トリアセチンで可塑化された酢酸セルロースのトウ（１フィラメ
ント当り２．７デニール、合計４８，０００デニール）を紙プラグラップで囲包したもの
である。これらの２つのフィルタセグメントを、紙プラグラップを用いて結合した。
【００６１】
タバコロッドの可喫煙材は、熱風乾燥タバコ材刻み補充料８５部と、サムサン・オリエン
タル種タバコ材補充料１５部とのブレンドである。この可喫煙材即ちタバコ材補充料のブ
レンドにケーシング剤を適用した。詳述すれば、０．３５％の甘草粉末、０．９２％のグ
リセリン、０．４５％のプロピレングリコール、０．６２％の聖ジョンズブレッド（軽く
焙焼したもの）、０．２３％の純粋ココア（ロバーテット・インコーポレイテッドから販
売されているもの）、０．９２％のフィグ・スプリーム・フレーバ（ベル・フレーバ・イ
ンコーポレイテッドから販売されているもの）、及び１．０５％の炭酸カリウムを上記タ
バコ材補充料のブレンドに接触させた。次いで、このケーシング処理を施したタバコ材補
充料のブレンドをＲ．Ｊ．レノルズ・タバコ・カンパニーのＧ－１３プロセスを用いて膨
嵩させた。
【００６２】
ケーシング処理を施し膨嵩させた上記タバコ材補充料のブレンドをキンバリ－クラーク・
コーポレーシヨンからＰ－２８３１－１８９－Ｂ４－６６０６という商品番号で販売され
ている内側タバコ材含有紙によって包被した。このタバコ材含有紙は、熱風乾燥タバコ、
バーレー種タバコ及びバスマ・オリエンタル種タバコ、並びに軟質木材パルプを含有して
いる。更に、そのタバコ材含有紙をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンから基準番号
Ｎｏ．８５４で販売されている外側紙ラップ材で包被した。得られたタバコロッドの重量
は、約０．５４ｇであった。
【００６３】
上記フィルタ素子は、非孔質のチップ材を用いてタバコロッドの一端に結合した。このシ
ガレットには、その吸口端から約１３ｍｍのところに環状に複数個のパーフォレーション
（小孔）を穿孔することによって３３％の稀釈率を提供する空気稀釈手段を設けた。
このシガレットは、ＦＴＣ喫煙条件下で喫煙した場合、７．３服のパフを提供する。
【００６４】

例６に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。ただし、この例では、タバコロ
ッドの内側ラップ材は、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－２６７４－１５
７という商品番号で販売されているタバコ材含有紙とした。タバコロッドの外側ラップ材
は、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＤＤ－１００－２という商品番号で販売
されているラップ材とした。
フィルタ素子の第１フィルタセグメントは、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンから
Ｐ－１４４－５０ＡＣという商品番号で販売されている炭素含有紙のウエブ（幅２１５．
９ｍｍ）をロッド製造装置によってひだ寄せすることによって得られた長さ１５ｍｍのフ
ィルタセグメントとし、第２フィルタセグメントを、酢酸セルロースのトウ（１フィラメ
ント当り２．７デニール、合計４８，０００デニール）から成る長さ１２ｍｍのフィルタ
セグメントとした。可喫煙材ブレンドは、例６で述べたブレンドとした。
【００６５】

図６に示されているのと実質的に同様のシガレットを以下のようにして調製した。
このシガレットは、全長約８４ｍｍ、周囲長２４．８ｍｍであり、長さ約５７ｍｍのタバ
コロッドと、長さ約２７ｍｍのフィルタ素子を有する。フィルタ素子は、キンバリ－クラ
ーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－１７ＡＣという商品番号で販売されている炭素

10

20

30

40

50

(14) JP 3547768 B2 2004.7.28

例　７

例　８



紙（幅２１５．９ｍｍ）を米国特許第４，８０７，８０９号の例１に記載されたロッド製
造装置を用いてひだ寄せし、ひだ寄せされた炭素紙を紙プラグラップで包被することによ
って形成した長さ１２ｍｍの第１フィルタセグメントと、トリアセチンで可塑化された酢
酸セルロースのトウ（１フィラメント当り２．７デニール、合計４８，０００デニール）
を紙プラグラップで包被することによって形成した長さ１５ｍｍの第２フィルタセグメン
トとの２つのセグメントを有するものである。これらの２つのフィルタセグメントを、紙
プラグラップを用いて結合し、フィルタ素子を形成した。
【００６６】
タバコロッドの可喫煙材は、ケーシング及びトップドレッシング処理を施したアメリカン
ブレンドのタバコ材刻み補充料である。この可喫煙材をキンバリ－クラーク・コーポレー
シヨンから基準番号Ｎｏ．８５４で販売されている紙ラップ材で包被した。
【００６７】
上記フィルタ素子は、チップ材を用いてタバコロッドの一端に結合した。このシガレット
には、その吸口端から約１３ｍｍのところにチップ材及びプラグラップを貫通する１２個
のパーフォレーション（小孔）を環状に穿孔することによって約３８％の空気稀釈率を提
供する空気稀釈手段を設けた。
【００６８】

フィルタ素子の第１フィルタセグメントの炭素含有紙をキンバリ－クラーク・コーポレー
シヨンからＰ－１４４－３０ＡＣという商品番号で販売されている炭素含有紙とした点を
除いて例８に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。
【００６９】

フィルタ素子の第１フィルタセグメントの炭素含有紙をキンバリ－クラーク・コーポレー
シヨンからＰ－１４４－５０ＡＣという商品番号で販売されている炭素含有紙とした点を
除いて例８に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。
【００７０】

フィルタ素子の第２フィルタセグメントをトリアセチンで可塑化された酢酸セルロースの
トウ（１フィラメント当り２．１デニール、合計４８，０００デニール）で形成し、約２
８％の空気稀釈率を提供する空気稀釈手段を設けた点を除いて例１０に述べたのと実質的
に同様のシガレットを製造した。
【００７１】

例１０に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。ただし、この例では、フィル
タ素子の第１フィルタセグメントは、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１
４４－５０ＡＣという商品番号で販売されている段付け炭素含有紙のウエブ（幅１３９．
７ｍｍ）をひだ寄せすることによって形成した。このシガレットには空気稀釈手段を設け
なかった。炭素含有紙の段は、端面でみて波形である。この波形パターンの山の頂点と頂
点の間の間隔は約１．５ｍｍであり、谷の深さは約１ｍｍである。この炭素含有紙をその
湿分が約４０％となるように水で処理し、各々歯と凹部を有する２つの波形段付けローラ
の間を通して段付けし、段付けした炭素含有紙を対流熱で約１０％の湿分にまで乾燥させ
、ドゥカフル s.a.r.b.社からＣＵ－２０という商品名で販売されているロッド製造装置並
びにハウニ－ウエルク・コーバ・エンド・カンパニー製のＫＤＦ－２というロッド製造装
置を用いてひだ寄せした。
【００７２】

フィルタ素子の第１フィルタセグメントの炭素含有紙をキンバリ－クラーク・コーポレー
シヨンからＰ－１４４－５０ＳＧＬという商品番号で販売されている炭素含有紙とした点
を除いて例８に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。このシガレットには空
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気稀釈手段を設けなかった。
【００７３】

フィルタ素子の第１フィルタセグメントの炭素含有紙をキンバリ－クラーク・コーポレー
シヨンからＰ－１４４－５０ＨＭＣという商品番号で販売されている炭素含有紙とした点
を除いて例８に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。このシガレットには空
気稀釈手段を設けなかった。
【００７４】

空気稀釈手段を設けないという点を除いて例１２に述べたのと実質的に同様のシガレット
を製造した。
【００７５】

炭素含有紙をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－１７ＡＣという商
品番号で販売されている炭素含有紙とした点を除いて例１５に述べたのと実質的に同様の
シガレットを製造した。
【００７６】

炭素含有紙をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－３０ＡＣという商
品番号で販売されている炭素含有紙とした点を除いて例１５に述べたのと実質的に同様の
シガレットを製造した。
【００７７】

例１２に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。ただし、この例では、第２フ
ィルタセグメントは、可塑化された酢酸セルロースのトウ（１フィラメント当り２．１デ
ニール、合計４８，０００デニール）からフィルタセグメントの長さ１ｍｍ当り１７．５
ｃｃ／秒の空気流量において水柱圧計で約６００ｍｍの圧力降下を呈するように２つの処
理装置を用いて製造された長さ９６ｍｍのフィルタロッドとした。第１フィルタセグメン
トは、例１２の場合と同様にして製造した。このシガレットには、それぞれ８個のパーフ
ォレーション（小孔）を吸口端から約１３ｍｍのところと１５ｍｍのところに２列に穿孔
することによって約６０％の稀釈率を提供する空気稀釈手段を設けた。
このシガレットをＦＴＣ喫煙条件下で喫煙したところ、約１１．１服のパフが得られ、放
出された粒状物の総湿量（ＷＴＰＭ）は約９．６５ｍｇ、タールの放出量は約７．９３ｍ
ｇ、ニコチンの放出量は約１ｍｇ、一酸化炭素の放出量は約５．６８ｍｇであった。この
シガレットのカルボニル化合物の放出量は、ひだ寄せ炭素含有紙のフィルタセグメントを
用いない同様のシガレットに比べて少なかった。
【００７８】

図１に示されているのと実質的に同様のシガレットを以下のようにして調製した。
このシガレットは、全長約８４ｍｍ、周囲長２４．８ｍｍであり、長さ約５７ｍｍのタバ
コロッドと、長さ約２７ｍｍのフィルタ素子を有する。フィルタ素子は、ひだ寄せ炭素含
有紙から成る長さ１２ｍｍの第１フィルタセグメントと、酢酸セルロースのトウから成る
長さ１５ｍｍの第２フィルタセグメントとの２つのセグメントを有するものである。第１
フィルタセグメントは、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－ＢＨＣ
という商品番号で販売されている炭素含有紙をひだ寄せし、ひだ寄せされた炭素含有紙を
キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンから基準番号Ｎｏ．６４６で販売されている非孔
質の紙プラグラップで包被することによって形成した。詳述すれば、この炭素含有紙は、
直径約４０μのＰＣＢ炭素約１７％を含有した炭素／タバコ紙である。第１フィルタセグ
メントは、この炭素／タバコ紙の２１５．９ｍｍ幅のウエブを米国特許第４，８０７，８
０９号の例１に記載されたロッド製造装置を用いてひだ寄せした。
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第２フィルタセグメントは、トリアセチンで可塑化された酢酸セルロースのトウ（１フィ
ラメント当り１．２デニール、合計４８，０００デニール）を非孔質の紙プラグラップで
囲包することによって形成した。これらの２つのフィルタセグメントを突き合わせ、非孔
質の紙プラグラップを用いて結合してフィルタ素子を形成した。
【００７９】
このフィルタ素子を非孔質のチップ紙を用いてタバコロッドに結合した。詳述すれば、フ
ィルタ素子の全長とそれに隣接するタバコロッドを長さ４ｍｍに亙って包被することによ
って両者を結合した。
このフィルタ素子には、その吸口端から約１３ｍｍのところでラップ材に複数個のパーフ
ォレーション（小孔）を環状に穿孔することによって約５５％の稀釈率を提供する空気稀
釈手段を設けた。
【００８０】
タバコロッドの可喫煙材は、熱風乾燥タバコ、バーレー種タバコ及びオリエンタル種タバ
コ、並びに紙製造工程によって得られた再生タバコ、膨嵩された熱風乾燥タバコ及びバー
レー種タバコを含む、ケーシング処理を施したいわゆるアメリカンブレンドである。この
タバコ材のブレンドを、グリセリンと水と香味料の混合物でケーシング処理した。このブ
レンドは、幅２５．４ｍｍ当り約２５カットの割合でカットされたストランド又は裁刻片
（即ち、刻み補充料の形）であり、約１２．５％の湿分を有するものとした。タバコロッ
ド中に含まれるタバコ材の重量は約６５０ｍｇとした。
【００８１】
タバコロッドの第２即ち外側紙ラップ材は、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンから
Ｐ－３１２２－４０ＥＰという商品番号で販売されている７０～７５部の木材パルプと２
５～３０部の炭酸カルシウムを含有した紙ラップとした。この紙ラップは、静電式穿孔に
よって付与されたコレスタ単位約５５の正味透過率を呈するし、約３５．５ｇ／ｍ 2  の基
準重量を有する。この紙ラップは、約１．３％のアルギン酸アンモニウム、約０．４％の
ハーキュルス・インコーポレイテッド社のハーコン７０及び約４．４％のくえん酸カリウ
ムが添加されている。この紙の固有透過率は、コレスタ単位約１である。
【００８２】
タバコロッドの第１即ち内側紙ラップ材は、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンから
Ｐ－３２８４－１１という商品番号で販売されている、タバコ片と、木材パルプと、炭酸
カルシウムの粒子を含有した紙ラップとした。この紙ラップには、水溶性の縁のような燃
焼改変剤は添加されていない。この紙ラップは、薄茶色であり、多少荒い表面風合いを有
し、コレスタ単位約５０の固有透過率を有する。
【００８３】
タバコロッドは、上記可喫煙材の外周面を内側紙ラップ材で包被し、その内側紙ラップ材
を外側紙ラップ材で包被することによって形成した。内側紙ラップ材と外側紙ラップ材と
は直接接触させた（即ち、外側紙ラップ材の内周面を内側紙ラップ材の外周面に接触させ
た）。
【００８４】
このシガレットに点火すると、ラップ内の可喫煙材が燃焼して煙を発生するが、可視副流
煙の量は非常に少なく、パフとパフの間の静止燃焼状態においてくすぶりを維持し、タバ
コロッドの燃焼可能な全長が費消された（即ち、自然消火しない）。
【００８５】

例１９に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。ただし、この例では、タバコ
ロッドの外側紙ラップ材をエクスタ・コーポレーシヨンからＴＯＤ　０５５０４という商
品番号で販売されている紙ラップとし、タバコロッドの内側紙ラップ材をキンバリ－クラ
ーク・コーポレーシヨンからＰ－２５４０－１９５という商品番号で販売されている紙ラ
ップとした。このシガレットには、空気稀釈率が約５０％となるように空気稀釈手段を設
けた。
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【００８６】
タバコロッドの外側紙ラップ材は、厚手の、可視副流煙の流出を抑える性質の紙であり、
その基材シートは、約１５％の炭酸カルシウムと、約２５％の水酸化マグネシウムと、約
６０％の亜麻繊維を含有している。この紙の固有透過率はコレスタ単位で約１０であり、
基準重量は約４８ｇ／ｍ 2  である。この紙には、サイズプレスを用いて２％のりんご酸と
約１２％の塩化カリウムを含む水溶液が塗布されている。
又、この紙は、その基材シートの乾量１ｇ当り約４５ｍｇのカリウムイオンを含有し、り
んご酸として添加された約１．３％のりんご酸塩を含有している。この紙のカリウムイオ
ン含有量は、ナトリウムイオンの含有量より相当に多い。
この紙には、コレスタ単位約１１０の正味多孔率を示すように静電式穿孔によってパーフ
ォレーション（小孔）を穿孔した。
【００８７】

例２０に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。ただし、この例では、タバコ
ロッドの内側紙ラップ材をキンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－２５４０－１
９４という商品番号で販売されている紙ラップとした。第１フィルタセグメントは、キン
バリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－ＢＳＨＣという商品番号で販売され
ている幅２１５．９ｍｍの炭素含有紙をひだ寄せすることによって形成し、第２フィルタ
セグメントは、トリアセチンで可塑化された酢酸セルロースのトウ（１フィラメント当り
２．７デニール、合計４８，０００デニール）を用いて形成した。
このシガレットには、空気稀釈率が約５０％となるように空気稀釈手段を設けた。
【００８８】

例２０に述べたのと実質的に同様のシガレットを製造した。ただし、この例では、第１フ
ィルタセグメントは、キンバリ－クラーク・コーポレーシヨンからＰ－１４４－５０ＡＣ
という商品番号で販売されている幅２１５．９ｍｍの炭素含有紙をひだ寄せすることによ
って形成した。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施例のシガレットの縦断面図である。
【図２】図２は、図１の線２－２に沿ってみたシガレットの拡大断面図である。
【図３】図３は、図２と同様の図であるが、別の実施例のシガレットの拡大断面図である
。
【図４】図４は、本発明のシガレットのタバコロッドを形成するのに使用することができ
るラップ材の一種の概略図である。
【図５】図５は、本発明の別の実施例のシガレットの縦断面図である。
【図６】図６は、本発明の更に別の実施例のシガレットの縦断面図である。
【図７】図７は、本発明の更に別の実施例のシガレットの縦断面図である。
【符号の説明】
１０：シガレット
１５：タバコロッド
２０：可喫煙材（刻み補充料）
２５：第１（内側）ラップ材
２７：第２（外側）ラップ材
３０：フィルタ素子
３２：第１フィルタセグメント
３４：第１フィルタ材
３６：ラップ材（紙プラグラップ）
３８：第２フィルタセグメント
４０：第２フィルタ材
４２：ラップ材（紙プラグラップ）
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４４：外 ラップ材（紙プラグラップ）
４５：チップ材
５０：空気稀釈手段（チップ材及びラップ材に穿設したパーフォレーション）
６０：空気稀釈手段（ラップ材に穿設したパーフォレーション）

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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