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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点火端および口側端、
口側端に配置された口側端片セグメント、および
点火端と口側端片セグメントとの間に配置されたエアゾール生成系を含む紙巻きタバコで
あって、
前記エアゾール生成系は、点火端の着火によって活性化されるように構成された熱源、お
よび熱源の周囲に配置された難燃材料の絶縁層を含む、ある長さを有する、点火端に配置
された発熱セグメント、および
エアゾール形成材料を内蔵するエアゾール生成セグメントであって、ある長さを有し、発
熱セグメントと口側端との間に、その各々から物理的に隔てて配置され、全体的に円筒形
の発泡モノリシック基体を含むエアゾール生成セグメントを含み、
前記発泡モノリシック基体は、その長さを通じて縦に配置された中心穴を含み、および、
前記発泡モノリシック基体は、実質的に、タバコ、グリセリン、水およびバインダーから
構成され、前記バインダーは、７０から８０重量パーセントの水、１から５重量パーセン
トのリン酸二アンモニウムおよび２０から３０重量パーセントのタバコを含む、前記紙巻
きタバコ。
【請求項２】
　発泡モノリシック基体が、紙巻きタバコの全長の１０分の１から２分の１を構成する、
請求項１に記載の紙巻きタバコ。
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【請求項３】
　発泡モノリシック基体が、炭酸カルシウムまたはグラファイトの選択される１つをフィ
ラーとしてさらに含む、請求項１に記載の紙巻きタバコ。
【請求項４】
　発泡モノリシック基体が、１０から９０重量パーセントのタバコを含む、請求項１に記
載の紙巻きタバコ。
【請求項５】
　発泡モノリシック基体が、黄色種タバコとバーリータバコとトルコタバコとの混合物を
含む、請求項１に記載の紙巻きタバコ。
【請求項６】
　発泡モノリシック基体が、その外面に少なくとも１つのスロットを含む、請求項１に記
載の紙巻きタバコ。
【請求項７】
　発泡モノリシック基体が、それを通じて縦に配置された複数のチャネルを含む、請求項
１に記載の紙巻きタバコ。
【請求項８】
　発泡モノリシック基体と口側端との間に配置された中空間隔チューブをさらに含む、請
求項１に記載の紙巻きタバコ。
【請求項９】
　発泡モノリシック基体と口側端との間に配置されたタバコロッドをさらに含む、請求項
１に記載の紙巻きタバコ。
【請求項１０】
　発泡モノリシック基体が、５ｍｍから１０ｍｍの外径を含む、請求項１に記載の紙巻き
タバコ。
【請求項１１】
　点火端が、熱源のタバコ部末端を含む、請求項１に記載の紙巻きタバコ。
【請求項１２】
　発泡モノリシック基体が、１０から９０重量パーセントのタバコ、５から５０重量パー
セントのグリセリン、１から３０重量パーセントの水、および０から１０重量パーセント
のバインダーを含む、請求項１に記載の紙巻きタバコ。
【請求項１３】
　喫煙物品に使用するように構成された発泡モノリシック基体部材であって、発泡モノリ
シック基体は、
１０から９０重量パーセントのタバコ、５から５０重量パーセントのグリセリン、１から
３０重量パーセントの水、および０から１０重量パーセントのバインダーを含む組成物で
あって、前記バインダーは、７０から８０重量パーセントの水、１から５重量パーセント
のリン酸二アンモニウムおよび２０から３０重量パーセントのタバコを含む組成物、
長さが１０ｍｍから５０ｍｍの全体的に円筒形の外側幾何構造を有する本体、および
本体を通じて縦型チャネルとして形成された少なくとも１つの中心穴を含むモノリシック
基体部材。
【請求項１４】
　外側本体表面上に複数の溝をさらに含む、請求項１３に記載の発泡モノリシック基体部
材。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の発泡モノリシック基体部材を含む紙巻きタバコ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タバコから製造もしくは誘導されるか、またはタバコを内蔵し、人間による
消費を目的とする製品に関する。本出願は、特に、セグメント型喫煙品の成分および構成
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に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻きタバコなどの一般的な喫煙物品は、実質的に円筒形の棒状構造を有し、ラップ紙
に囲まれることで、所謂「喫煙可能ロッド」、「タバコロッド」または「紙巻きタバコロ
ッド」を形成する細断タバコ（例えばカットフィラー型）などの喫煙可能材料の充填物、
巻物または柱体を含む。通常、紙巻きタバコは、端と端を縦に繋いでタバコロッドと配列
された円筒形のフィルタ要素を有する。好ましくは、フィルタ要素は、「プラグラップ」
として知られる紙材料によって囲まれた可塑化酢酸セルローストウを含む。好ましくは、
フィルタ要素は、「吸い口紙」として知られる包囲ラップ材料を使用してタバコロッドの
一端に取りつけられる。吸い込まれる主流の煙を周囲空気で希釈させるために、吸い口材
料およびプラグラップに孔をあけることも望ましくなった。紙巻きタバコおよびその様々
な成分の説明が、参照により本明細書に組み込む「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏ
ｎ、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｄａｖｉｓら（編）、（１
９９９年）およびＢｏｒｓｃｈｋｅらの米国特許第７，５０３，３３０号明細書に記載さ
れている。紙巻きタバコは、喫煙者により、その一端を点火し、タバコロッドを燃焼させ
ることによって採用される。次いで、喫煙者は、紙巻きタバコの反対端（例えばフィルタ
端）で吸い込むことによって主流の煙をその口に受け入れる。
【０００３】
　特定のタイプの炭素質燃料要素を採用する紙巻きタバコが、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ
　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ社により「Ｐｒｅｍｉｅｒ」および「Ｅｃｌｉｐｓｅ
」の商品名で市販されてきた。例えば、「Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃ
ａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅｓ　ｔ
ｈａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉｎｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ」、Ｒ．　Ｊ．　
Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ（１９８８年
）およびＩｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ、１２：５、１－５８頁（２００
０年）に記載されているタイプの紙巻きタバコを参照されたい。より最近では、日本では
、「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏｎｅ」の商品名で日本タバコ産業株式会社から紙巻きタバコ
が市販されている。セグメント型の紙巻きタバコの炭素質燃料要素は、金属および金属酸
化物の超微粒子を内蔵し得ることも示唆されている。例えば、その全体を参照により本明
細書に組み込むＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許出願公開第２００５／０２７４３９０号明
細書を参照されたい。
【０００４】
　化学的または電気的熱源から生成された熱をタバコまたは加工タバコに加えることによ
って、フレーバーの付いた蒸気を発するタイプの喫煙物品などのさらに他のタイプの喫煙
物品が、その全体を参照により本明細書に組み込むＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第５，
２８５，７９８号明細書、Ｂａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第７，２９０，５４９号明細書
およびＲｏｂｉｎｓｏｎらの米国特許出願公開第２００８／００９２９１２号明細書に記
載されている。熱を生成するために電気エネルギーを採用した１つのタイプの喫煙物品が
、「Ａｃｃｏｒｄ」の商品名でＰｈｉｌｉｐ　Ｍｏｒｒｉｓ社から市販されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７，５０３，３３０号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／０２７４３９０号明細書
【特許文献３】米国特許第５，２８５，７９８号明細書
【特許文献４】米国特許第７，２９０，５４９号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００８／００９２９１２号明細書
【非特許文献】
【０００６】
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【非特許文献１】「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎ
ｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｄａｖｉｓら（編）、（１９９９年）
【非特許文献２】「Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ
　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅｓ　ｔｈａｔ　Ｈｅａｔ　Ｉ
ｎｓｔｅａｄ　ｏｆ　Ｂｕｒｎ　Ｔｏｂａｃｃｏ」、Ｒ．　Ｊ．　Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔ
ｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ　（１９８８年）
【非特許文献３】Ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　Ｔｏｘｉｃｏｌｏｇｙ、１２：５、１－５８頁
（２０００年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　タバコフレーバーの付いた蒸気または可視のタバコフレーバーの付いたエアゾールを生
成するためにタバコカットフィラー以外の熱源を採用した喫煙物品は、広範な商業的成功
を受けていない。しかし、多量の不完全燃焼および熱分解生成物をもたらすことなく、従
来の紙巻きタバコ喫煙の利点および長所の多くを喫煙者に提供することが可能であること
を実証する喫煙物品を提供することが大いに望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、喫煙物品、特に紙巻きタバコなどの棒状喫煙物品に関する。喫煙
物品は、点火端（すなわち上流端）と口側端（すなわち下流端）とを含む。喫煙物品は、
（ｉ）発熱セグメントと、（ｉｉ）発熱セグメントの下流に位置するエアゾール生成領域
またはセグメントとを含むエアゾール生成系をも含む。織物および／またはステッチボン
ドであってもなくてもよいガラス繊維もしくは非ガラス繊維材料、金属、セラミックおよ
びセラミック金属複合体（例えばサーメット）から選択される発泡モノリシック材料、ま
たは発熱セグメントとエアゾール生成セグメントとの間の緩衝領域に内蔵することができ
る他の材料の１種以上を含んでもよい発熱セグメントに関連する様々な絶縁構成を含めて
、喫煙物品を多種多様に構成することができる。
【０００９】
　本発明のさらなる特徴および利点については、以下の説明においてより詳細に記載され
る。
【００１０】
　例示的であって限定的でない下記の図面を参照すると実施形態をより良く理解すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】代表的な喫煙物品を示す縦断面図である。
【図２】代表的な喫煙物品を示す縦断面図である。
【図３】代表的な燃料要素を示す図である。
【図４Ａ】代表的な燃料要素および絶縁体の実施形態を示す図である。
【図４Ｂ】代表的な燃料要素および絶縁体の実施形態を示す図である。
【図４Ｃ】代表的な燃料要素および絶縁体の実施形態を示す図である。
【図４Ｄ】代表的な燃料要素および絶縁体の実施形態を示す図である。
【図４Ｅ】代表的な燃料要素および絶縁体の実施形態を示す図である。
【図４Ｆ】代表的な燃料要素および絶縁体の実施形態を示す図である。
【図４Ｇ】代表的な燃料要素および絶縁体の実施形態を示す図である。
【図５】ステッチボンドされた多層を含んでもよい基体を含む別の代表的な喫煙物品の実
施形態を示す図である。
【図６Ａ】代表的なモノリシック基体要素の実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】代表的なモノリシック基体要素の実施形態を示す図である。
【図６Ｃ】代表的なモノリシック基体要素の実施形態を示す図である。
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【図６Ｄ】代表的なモノリシック基体要素の実施形態を示す図である。
【図７】モノリシック基体を含む代表的な喫煙物品を示す縦断面図である。
【図８】モノリシック基体を含む代表的な喫煙物品を示す縦断面図である。
【図９】モノリシック基体を含む代表的な喫煙物品を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　様々な喫煙物品に関する本発明の態様および実施形態、その様々な成分の配置、および
それらの喫煙物品がオーバーラップ成分を内蔵する様式を、図１および図２を参照しなが
ら説明する。図全体を通じて、同様の成分には同様の番号が付されている。それぞれの図
について、それぞれの喫煙物品および喫煙物品成分のそれぞれのラッピング材料およびオ
ーバーラップの厚さは、誇張されている。最も好ましくは、ラッピング材料およびオーバ
ーラップ成分は、喫煙物品および喫煙物品成分にしっかりと巻きつけられて、締り嵌めを
確保し、美的に快適な外観を提供する。例示的な喫煙物品構造は、繊維状フィルタ要素、
絶縁体または燃料要素として形成された発泡セラミックモノリス、およびその全体を参照
により本明細書に組み込む、２００９年８月２４日に出願されたＳｅｂａｓｔｉａｎらの
米国特許出願第１２／５４６，１０７号明細書に開示されている他の特徴などの特徴を含
んでもよい。
【００１３】
　図１を参照すると、紙巻きタバコの形の代表的な喫煙物品１０が示されている。喫煙物
品１０は、棒状の形を有し、点火端１４および口側端１８を含む。
【００１４】
　点火端１４には、喫煙可能材料２６を内蔵した、縦に伸びる全体的に円筒形の喫煙可能
点火端セグメント２２が配置されている。代表的な喫煙可能材料２６は、植物由来材料（
例えば、カットフィラー型タバコ材料）であり得る。例示的な円筒形喫煙可能点火端セグ
メント２２は、ラッピング紙材料３０内に巻きつけられるか、または配置され、それによ
って囲まれた喫煙可能材料２６（例えばタバコカットフィラー）の充填物または巻物を含
む。そのように、円筒形喫煙可能点火端セグメント２２の縦に伸びる外面が、ラッピング
材料３０によって提供される。好ましくは、セグメント２２の両端が、喫煙可能材料２６
を露出するように開放されている。喫煙可能点火端セグメント２２は、喫煙可能材料２６
およびラッピング材料３０が、それぞれその全長に沿って伸びるように構成され得る。
【００１５】
　喫煙可能点火端セグメント２２から下流には、縦に伸びる全体的に円筒形の発熱セグメ
ント３５が配置されている。発熱セグメント３５は、ラッピング材料４５によって共軸に
取り囲まれてもよい絶縁体４２によって囲まれた熱源４０を含む。熱源４０は、好ましく
は、喫煙可能材料２６の燃焼によって活性化されるように構成される。喫煙可能材料の着
火および燃焼は、（少なくともフレーバーおよび喫煙物品１０を点火するのに要する時間
に関して）喫煙者に望ましい経験を提供する。喫煙可能材料が消費される際に生成する熱
は、熱源４０を着火または活性化させるのに十分なものであるのが最も好ましい。
【００１６】
　熱源４０は、全体的に円筒形の形状を有し、可燃性炭素質材料を内蔵し得る可燃性燃料
要素を含んでもよい。炭素質材料は、一般には、高炭素含有量を有する。好適な炭素質材
料は、主として炭素で構成され、炭素含有量が、乾燥重量ベースで、典型的には、約６０
パーセントを超え、一般には約７０パーセントを超え、しばしば約８０パーセントを超え
、往々にして約９０パーセントを超える。燃料要素は、可燃性炭素質材料以外の成分（例
えば、粉末タバコまたはタバコ抽出物などのタバコ成分；香料；塩化ナトリウム、塩化カ
リウムおよび炭酸ナトリウムなどの塩；熱安定性グラファイト繊維；酸化鉄粉末；ガラス
フィラメント；粉末状炭酸カルシウム；アルミナ粒子；アンモニア塩などのアンモニア源
；および／またはグアガム、アルギン酸アンモニウムおよびアルギン酸ナトリウムなどの
結合剤）を内蔵し得る。代表的な燃料要素は、約１２ｍｍの長さおよび約４．２ｍｍの全
外径を有する。代表的な燃料要素は、粉砕または粉末化された材料を使用して押し出すか
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、または成形することができ、乾燥重量ベースで約０．５ｇ／ｃｍ３を超え、しばしば約
０．７ｇ／ｃｍ３を超え、往々にして約１ｇ／ｃｍ３を超える密度を有する。例えば、そ
の全体を参照により本明細書に組み込むＲｉｇｇｓらの米国特許第５，５５１，４５１号
明細書およびＢｏｒｓｃｈｋｅらの米国特許出願公開第２００９／００９０３７３号明細
書に記載されているタイプの燃料要素成分、配合物および設計を参照されたい。燃料要素
の特定の実施形態を、図３を参照しながら以下に説明する。
【００１７】
　燃料要素４０の別の実施形態は、発泡過程で形成された発泡炭素モノリスを含んでもよ
い。別の実施形態において、燃料要素４０を絶縁体４２の層と共押し出しすることによっ
て、製造時間および製造費用を低減することができる。燃料要素のさらに他の実施形態と
しては、それぞれ参照により本明細書に組み込むＢｒｏｏｋｓらの米国特許第４，９２２
，９０１号明細書またはＴａｋｅｕｃｈｉらの米国特許出願公開第２００９／００４４８
１８号明細書に記載されているタイプのものを挙げることができる。
【００１８】
　代表的な絶縁体４２の層は、ガラスフィラメントまたは繊維を含み得る。絶縁体４２は
、喫煙物品１０内にしっかりと配置された熱源４０を維持するのに役立つジャケットとし
て作用することができる。不織布ガラスフィラメントの内層またはマット４７、再構成タ
バコ紙４８の中間層、および不織布ガラスフィラメント４９の外層を含む多層成分として
絶縁体４２を設けることができる。これらは、同心配向されてもよいし、それぞれ熱源を
包み、および／または囲んでもよい。
【００１９】
　一実施形態において、絶縁体の内層４７は、織られた、編まれた、または織られたおよ
び編まれたの両方である様々なガラスまたは非ガラスフィラメントまたは繊維（例えば、
所謂三次元織り／編みハイブリッドマットなど）を含んでもよい。織った場合は、内層４
７を織りマットまたはチューブとして形成してもよい。織りまたは編みマットまたはチュ
ーブは、層に対して生じ得るあらゆる熱関連変化を含めて、絶縁層全体にわたる均一性に
関する空気流の優れた制御を確保することができる。織り、編みまたはハイブリッド材料
は、比較的不均一および／または少ない空気流をもたらし得る不規則に閉鎖および開放さ
れた空間を有する可能性がより大きな不織材料と比較して、フィラメントまたは繊維の間
により規則的で一貫した空隙／ギャップをもたらすことができることを当業者なら理解す
る。様々な他の絶縁体実施形態を成形、押出、発泡または他の方法で形成することができ
る。絶縁構造体の特定の実施形態を、図４Ａ－４Ｇを参照しながら以下に説明する。
【００２０】
　好ましくは、発熱セグメント３５の両端は、熱源４０および絶縁体４２を隣接するセグ
メントに対して露出するように開放される。熱源４０および周囲の絶縁体４２を、両材料
の長さが同一の広がりを持つように（すなわち、絶縁体４２の端が熱源４０のそれぞれの
端と、特に発熱セグメントの下流端において面一になるように）構成することができる。
場合によって、必ずしも好ましくないが、絶縁体４２は、熱源４０のいずれか一端または
両端をわずかに超えて（例えば、約０．５ｍｍから約２ｍｍ超えて）伸びてもよい。さら
に、喫煙可能点火端セグメント２２が喫煙物品１０の使用中に燃焼するときに生成する煙
は、口側端１８での喫煙者による吸い込み時に発熱セグメント３５を容易に通過すること
ができる。
【００２１】
　発熱セグメント３５は、好ましくは、それらのセグメントが端と端を縦に繋いで、好ま
しくは互いに当接して軸配列されるように、しかしそれらの間に（開放空隙以外の）障壁
がないように、喫煙可能点火端セグメント２２の下流端に隣接して配置される。発熱セグ
メント３５と喫煙可能点火端セグメント２２を密に近接させることにより、適切な熱交換
関係が得られる（例えば、喫煙可能点火端セグメント２２内の燃焼喫煙可能材料が、発熱
セグメント３５の熱源を着火させるように作用する。）。喫煙可能点火端および発熱セグ
メント２２および３５の外断面形状および寸法は、喫煙物品の縦軸に対して横方向に見る



(7) JP 5976637 B2 2016.8.23

10

20

30

40

50

と、実質的に互いに同一であり得る（例えば、ともにそれぞれ実質的に同一の直径を有す
る円筒形を有するように見える。）。
【００２２】
　燃焼前の発熱セグメント３５の断面形状および寸法は、多様であり得る。好ましくは、
熱源４０の断面積は、セグメント３５の全断面積の約１０パーセントから約３５パーセン
ト、しばしば約１５パーセントから約２５パーセントを占めるのに対して、（絶縁体４２
および関連する外側ラッピング材料を含む）外側または周囲領域の断面積は、セグメント
３５の全断面積の約６５パーセントから約９０パーセント、しばしば約７５パーセントか
ら約８５パーセントを占める。例えば、円周が約２４ｍｍから約２６ｍｍの円筒形喫煙物
品については、代表的な熱源４０は、外径が約２．５ｍｍから約５ｍｍ、しばしば約３ｍ
ｍから約４．５ｍｍの全体的に円形の断面形状を有する。
【００２３】
　縦に伸びる円筒形のエアゾール生成セグメント５１は、発熱セグメント３５から下流に
位置する。エアゾール生成セグメント５１は、エアゾール形成剤または材料のための担体
（図示せず）として作用する基体材料５５を含む。例えば、エアゾール生成セグメント５
１は、処理助剤、香料およびグリセリンを含む再構成タバコ材料を含み得る。
【００２４】
　エアゾール生成セグメント５１の先述の成分を、ラッピング材料５８内に配置し、それ
によって囲むことができる。ラッピング材料５８を、喫煙物品１０の点火端１４から（例
えば発熱セグメント３５から）エアゾール生成セグメント５１の成分への熱の伝達を容易
にするように構成することができる。すなわち、エアゾール生成セグメント５１および発
熱セグメント３５を互いの熱交換関係で構成することができる。熱交換関係は、エアゾー
ル形成のためのエアゾール形成材料を揮発させるために熱源４０からの十分な熱がエアゾ
ール形成領域に供給されることである。いくつかの実施形態において、熱交換関係は、そ
れらのセグメントを互いに密に近接して配置することによって達成される。熱源４０の近
傍から、エアゾール生成セグメント５１が占める領域内またはその付近に熱伝導性材料を
延在させることによって熱交換関係を達成することができる。基体の特定の実施形態を、
図５を参照しながら以下に説明する。
【００２５】
　基体材料５５のための代表的なラッピング材料５８は、その中に含まれるエアゾール形
成成分を揮発させるために、発熱セグメント３５からエアゾール生成セグメント５１へ熱
を伝導する熱伝導特性を含んでもよい。基体材料５５は、長さが、約１０ｍｍから約２２
ｍであってもよく、特定の実施形態では約１１ｍｍから約１２ｍｍであってもよく、他の
実施形態では約２１ｍｍまでの範囲であってもよい。
【００２６】
　基体材料５５をカットフィラー型のフレーバー豊かなおよび芳香タバコのブレンドから
供給することができる。次に、それらのタバコをエアゾール形成材料および／または少な
くとも１つの香料で処理することができる。基体材料をカットフィラー型の加工タバコ（
例えば、キャストシートまたは抄紙型の処理を用いて製造された再構成タバコ）から供給
することができる。特定のキャストシート構造体は、糸尺１０ｍｍ当たり約２７０から約
３００ｍｇのタバコを含んでもよい。エアゾール形成材料および／または少なくとも１つ
の香料、ならびに発熱セグメントによる着火および／または焦げを防止するのに役立つよ
うに構成される難燃剤（例えば、リン酸二アンモニウムまたは別の塩）でタバコを処理す
るか、またはそれらを内蔵させることができる。エアゾール生成セグメント５１のラッピ
ング材料５８の金属内面は、エアゾール形成材料および／または少なくとも１つの香料の
ための担体として作用することができる。
【００２７】
　他の実施形態において、基体５５は、プラグ部として形成されたタバコ紙または非タバ
コ集成紙を含んでもよい。プラグ部には、エアゾール形成材料、香料またはタバコ抽出物
等が様々な形（例えば、マイクロカプセル化、液体、粉末化の形）で装填されてもよい。
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難燃剤（例えば、リン酸二アンモニウムまたは別の塩）を基体の少なくとも末端／点火端
部に施用して、発熱セグメントによる着火および／または焦げを防止するのに役立てるこ
とができる。
【００２８】
　これらの実施形態および／または他の実施形態において、基体５５は、ペレットまたは
ビーズに形成されたマルマライズドタバコを含んでもよい。マルマライズドタバコは、例
えば、参照により本明細書に組み込むＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第５，１０５，８３
１号明細書から知られる。マルマライズドタバコは、約２０から約５０（重量）パーセン
トの粉末状のタバコブレンドと、グリセロール（約２０から約３０重量パーセント）、炭
酸カルシウム（約４０から約６０重量パーセント）とを、バインダーおよび香料とともに
含んでもよい。ビーズ、ペレットまたは他のマルマライズド形を、基体部内に嵌合し、最
適な空気流および所望のエアゾールの生成を確保するのに適する寸法で構成することがで
きる。
【００２９】
　これらの実施形態および他の実施形態において、基体５５は、（図２に示すように）開
放された内部６６を含んでいてもよい。この開放領域は、エアゾール濃縮、および喫煙物
品の使用時に熱によって放出される揮発性材料の輸送／エアゾール化の向上を可能にし得
る。内部開口６６の表面に香料、タバコ抽出物もしくは他の材料を塗布するか、またはそ
れらで処理して、そこを移動するエアゾールに望ましいフレーバーおよび／または官能特
性を与えることができる。
【００３０】
　さらに他の実施形態において、基体５５は、押出材料を含むか、または該材料から構成
することができる。押出基体は、他の押出成分に関して本明細書に記載されているのと同
様にして形成することができる。押出基体は、タバコ、グリセリン、水およびバインダー
材料を含むか、それらで実質的に構成されていてもよいが、特定の配合は、バインダーを
除外してもよい。バインダーは、例えばＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）またはグ
アガムを含むタバコ配合物に広く使用される任意のバインダーであってもよく、またはリ
ン酸二アンモニウムを含んでもよい。一部の実施形態において、モノリシック基体は、約
１０から約９０重量パーセントのタバコ、約５から約５０重量パーセントのグリセリン、
約１から約３０重量パーセントの水（乾燥後）および約０から約１０重量パーセントのバ
インダーを含んでもよい。
【００３１】
　一実施形態において、バインダーは、ここでは「Ｔ－１」と称する慣例のバインダーで
あってもよい。Ｔ－１バインダーは、タバコ、水およびリン酸二アンモニウムを含む。例
示的なＴ－１配合物は、約７０から約８０（重量）パーセントの水、約１から約５パーセ
ントのＤＡＰ（リン酸二アンモニウム）および約２０から約３０パーセントのタバコを含
んでもよい。それらの成分を温水浴中で混合し、濃化スラリーが形成されるまで撹拌する
ことによってＴ－１を作製することができる。スラリーを（例えば真空炉にて）乾燥させ
、次いで粉砕し、バインダーとして使用することができる。
【００３２】
　押出では、成分混合物をバッチ式押出機の胴に装填してもよい。好ましくは、胴の一端
に、押出物をプラスチック塊として成形するための押出ダイが取りつけられる。雌型押出
ダイに先細り面を設けて、プラスチック塊の円滑な流れを促進することができる。当該ダ
イは、例えば、５個、７個または１０個以上のスロットを有し、長さが約５から約５０ｍ
ｍであり、直径が約０．５から約５ｍｍであり、質量が約５０から約１０００ｍｇのセグ
メントに容易に分離可能な押出物を提供することができる。１つ以上の中心鋼ピンを使用
して、押出物を貫通する１つ以上の対応する中心流路を設けることができる（例えば、以
下の図６Ａ－６Ｄに示されている通りである。）。例示的な押出基体は、望ましいフレー
バープロファイルおよび空気流をもたらすように設定された質量および密度を有すること
になる。押出モノリシック基体または他のモノリシック基体は、その表面に０から約１５
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個のスロットを有し、その本体を通じて０から約１４個の縦穴／チャネルを有していても
よい。多数の内部チャネルを有する基体をハニカム、ｔ字形、十字形または他の断面幾何
学構造で押し出すことができる。約３０００ｌｂｓのダイ圧力を押出に使用することがで
きる。好ましくは、湿性押出ロッドを十分に換気されたトレーに約１時間にわたって配置
し、次いで好ましくは押出物の形状および軸穴の保全性を保ちながら約５ｍｍから約５０
ｍｍの長さに注意深く切断することができる。
【００３３】
　押出基体について本明細書に記載されている同じ配合物および成分を使用して基体を形
成できることも理解されるべきである。しかし、当該代替的な実施形態を圧入または成形
／鋳造によって成形することができる。したがって、一般的用語「モノリシック基体」は
、本明細書では、押出または他の方法の１つによって形成された基体を含むように使用さ
れる。「押出基体」の言及は、文脈的に除外される場合を除いて同一または実質的に類似
の組成の圧入および／または成形／鋳造基体を含むものと解釈されるべきである。
【００３４】
　好適な喫煙物品では、エアゾール生成セグメント５１の両端が、その基体材料５５を露
出させるように開放されている。喫煙物品の使用中に喫煙可能点火端セグメント２２を燃
焼することによって生成されたエアゾールの成分は、口側端１８での吸い込み時に、エア
ゾール生成セグメント５１を容易に通過することができる。
【００３５】
　発熱セグメント３５およびエアゾール生成セグメント５１は、ともにエアゾール生成系
６０を形成する。エアゾール生成セグメント５１は、セグメント５１および３５が、端と
端を縦に繋いで軸配列されるように発熱セグメント３５の下流端に隣接して配置される。
それらのセグメントは、互いに接触し、または緩衝領域５３を含んでもよいわずかな間隔
を設けて配置され得る。それらのセグメントの外断面形状および寸法は、喫煙物品１０の
縦軸に対して横方向に見ると、互いに実質的に同一であり得る。それらの成分の物理的配
置は、好ましくは、喫煙物品１０の使用中に、熱源が活性化（例えば燃焼）している時間
全体を通じて、熱が、熱源４０から隣接する基体材料５５へ（例えば、伝導性および対流
熱伝達によって）熱が伝達されるものである。
【００３６】
　緩衝領域５３は、エアゾール生成セグメント５１の部分の焦げまたは他の熱的分解の可
能性を低減することができる。緩衝領域５３は、主として、空気の空隙を含んでもよく、
または例えば、金属材料、有機材料、無機材料、セラミック材料もしくはポリマー材料、
またはそれらの任意の組合せなどの非可燃性材料で部分的または実質的に完全に充填され
ていてもよい。緩衝領域は、厚さが約１ｍｍから約１０ｍｍ以上であってもよいが、厚さ
がしばしば約２ｍｍから約５ｍｍである。
【００３７】
　エアゾール生成系６０および喫煙可能点火端セグメント２２の成分は、好ましくは、互
いに接着され、オーバーラップ材料６４を使用して所定の位置に固定される。例えば、オ
ーバーラップ材料６４は、発熱セグメント３５、エアゾール生成セグメント５１の外側の
縦に伸びる面の少なくとも一部、および発熱セグメントに隣接する点火端セグメント２２
の少なくとも一部の各々を囲むラップ紙材料または積層紙型材料を含み得る。オーバーラ
ップ材料６４の内面は、好適な接着剤によって、それが囲む成分の外面に固定されていて
もよい。好ましくは、オーバーラップ材料６４は、喫煙可能点火端セグメント２２の長さ
の有意な部分にわたって伸びている。
【００３８】
　喫煙物品１０は、好ましくは、例えば、その口側端１８に配置されたフィルタ要素６５
などの好適なマウス片を含む。フィルタ要素６５は、好ましくは、フィルタ要素６５とエ
アゾール生成セグメント５１が、それらの間に障壁がないように、端と端を縦に繋いで、
互いに当接して軸配列されるように、エアゾール生成セグメント５１の一端に隣接する紙
巻きタバコロッドの一端に配置される。好ましくは、セグメント５１および６５の全体的
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な断面形状および寸法は、喫煙物品の縦軸に対して横方向に見ると、互いに実質的に同一
である。フィルタ要素６５は、周囲プラグラップ材料７２と、その縦に伸びる面に沿って
包まれたフィルタ材料７０を含んでもよい。一例において、フィルタ材料７０は、可塑化
酢酸セルローストウを含み、いくつかの例において、フィルタ材料は、不連続充填物とし
て配置され、または「ダルマチア型」フィルタにおけるアセテートトウ全体を通じて分散
された約２０から約８０ｍｇの量の活性木炭をさらに含んでもよい。フィルタ要素６５の
両端は、好ましくは、そのエアゾールの流動を可能にするために開放されている。エアゾ
ール生成系６０は、吸い口材料７８を使用して、フィルタ要素６５に接着されている。フ
ィルタ要素６５は、その全体を参照により本明細書に組み込むＴｈｏｍａｓらの米国特許
第７，４７９，０９８号明細書、Ｄｕｂｅらの米国特許出願公開第２００６／０２７２６
６３号明細書、およびＡｄｅｍｅらの同第２００９／０１９４１１８号明細書に記載され
ているタイプの粉砕可能なフレーバーカプセル７６を含んでもよい。
【００３９】
　喫煙物品１０は、それぞれがフィルタ要素吸い口材料７８およびプラグラップ材料７２
を図示されるようにして貫通してもよく、および／または基体５５、またはその内部に達
していてもよい一連の穿孔８１などの空気希釈手段を含んでもよい。
【００４０】
　燃焼前の喫煙物品１０の全体寸法は、多様であり得る。典型的には、喫煙物品１０は、
約２０ｍｍから約２７ｍｍの円周を有する円筒形のロッドであり、約７０ｍｍから約１３
０ｍｍの全長、しばしば約８３ｍｍから約１００ｍｍの全長を有する。喫煙可能点火端セ
グメント２２は、典型的には、約３ｍｍから約１５ｍｍの長さを有するが、約３０ｍｍま
でであり得る。エアゾール生成システム６０は、約２０ｍｍから約６５ｍｍの範囲であり
得る全長を有する。エアゾール生成系６０の発熱セグメント３５は、約５ｍｍから約３０
ｍｍの長さを有していてもよく、エアゾール生成系６０のエアゾール生成セグメント５１
は、約１０ｍｍから約６０ｍｍの全長を有していてもよい。
【００４１】
　喫煙可能点火端セグメント２２を製造するのに採用される喫煙可能材料２６の量は、多
様であり得る。典型的には、主にタバコカットフィラーから製造される喫煙可能点火端セ
グメント２２は、乾燥重量ベースで、少なくとも約２０ｍｇ、一般には少なくとも約５０
ｍｇ、しばしば少なくとも約７５ｍｇ、往々にして少なくとも約１００ｍｇのタバコ材料
を含む。喫煙可能点火端セグメント２２内の喫煙可能材料２６の充填密度は、好ましくは
、燃料要素の密度（例えば、約１００から約４００ｍｇ／ｃｍ３）より小さい。好ましく
は、喫煙可能点火端セグメント２２は、実質的に、喫煙可能材料２６を含み、炭素質要素
成分を含まない。
【００４２】
　エアゾール生成セグメント５１に採用されるエアゾール形成剤および基体材料５５の混
合量は、多様であり得る。材料は、好ましくは、約１００から約４００ｍｇ／ｃｍ３の充
填密度でエアゾール生成セグメント５１の適切な部分（例えば、そのラッピング材料５８
内の領域）を埋めるように採用され得る。
【００４３】
　使用中に、喫煙者は、従来の喫煙物品を点火するのと同様にして、マッチまたはシガレ
ットライターを使用して喫煙物品１０の点火端１４を点火する。そのように、喫煙可能点
火端セグメント２２の喫煙可能材料２６が燃焼し始める。喫煙物品１０の口側端１８は、
喫煙者の唇に配置される。喫煙可能材料２６を燃焼することによって生成される熱分解生
成物（例えば、タバコ煙の成分）は、喫煙物品１０からフィルタ要素６５を通じて喫煙者
の口の中に吸い込まれる。すなわち、喫煙すると、喫煙物品は、タバコ刻みフィラーを燃
焼する従来の紙巻きタバコの主流タバコ煙に類似した可視の主流エアゾールを生じる。
【００４４】
　喫煙可能点火端セグメント２２を燃焼すると、それが着火または他の様式で活性化され
る（例えば、燃焼を開始する）ように、発熱セグメント３５の燃料要素４０が加熱される
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。エアゾール生成系６０内の熱源４０が燃焼し、それらの２つのセグメントの間の熱交換
関係の結果としてエアゾール生成セグメント５１内のエアゾール形成材料を揮発させるた
めの熱を与える。特定の好適な熱源４０は、活性化中に体積の減少が生じないのに対して
、他の熱源は、それらの体積を減ずるように劣化し得る。好ましくは、エアゾール生成セ
グメント５１の成分は、有意な程度まで熱分解（例えば、焦げまたは燃焼）が生じない。
揮発成分は、エアゾール生成領域５１を通じて吸い込まれる空気で運ばれる。そのように
して形成されたエアゾールは、フィルタ要素６５を通じて喫煙者の口に吸い込まれる。
【００４５】
　一定の使用時間を通じて、エアゾール生成セグメント５１内で形成されたエアゾール、
ならびに喫煙可能点火端セグメント２２内の喫煙可能材料２６の熱分解の結果として形成
されたエアゾール（すなわち煙）は、喫煙可能点火端セグメント２２内の喫煙可能材料２
６の熱分解の結果として形成されたエアゾール（すなわち煙）とともに、フィルタ要素６
５を通じて喫煙者の口に吸い込まれる。したがって、喫煙物品１０によって生成された主
流エアゾールは、タバコ刻みフィラーの熱分解、ならびに揮発したエアゾール形成材料に
よって生成されたタバコ煙を含む。初期の吹かし（すなわち、点火時および点火直後）で
は、主流エアゾールの大半が、喫煙可能点火端セグメント２２の熱分解により生じる。後
半の吹かし（すなわち、喫煙可能点火端セグメント２２が消費され、エアゾール生成系６
０の熱源４０が着火された後）では、与えられる主流エアゾールの大半は、エアゾール生
成系６０によって生成される。喫煙可能材料２６が消費され、熱源４０が消えたときに、
喫煙物品の使用が終了する（すなわち、喫煙を終える。）。
【００４６】
　図２を参照すると、紙巻きタバコの形の代表的な喫煙物品１０が示されている。喫煙物
品１０は、点火端１４に位置する発熱セグメント３５と、他端（口側端１８）に位置する
フィルタセグメント６５と、点火端付近でそれらの２つのセグメントの間に位置する（タ
バコを内蔵してもよい）エアゾール生成セグメント５１とを含む。図２の発熱セグメント
３５は、図１に示されているものと類似の絶縁体によって囲まれた全体的に円筒形の炭素
質熱源を内蔵することができる。図２の喫煙物品１０のそれぞれのセグメントの組成およ
び寸法は、図１を参照しながら先に記載したものと全体的に同様であるが、末端／点火端
に喫煙可能材料の充填物が存在しないため、燃料要素は、着火および燃焼した喫煙可能材
料によるのでなく、直接着火される。
【００４７】
　フィルタ要素６５は、好ましくは、図１を参照しながら先に記載した全般的な方法で、
吸い口材料７８を使用して、そのようにして形成された紙巻きタバコロッドに接着される
。喫煙物品は、場合によって、当該技術分野で知られているように、口側端領域１８の近
傍に適切な穿孔８１を設けることによって、空気希釈され得る。フィルタは、材料を含ん
でもよく、例えば、それぞれ参照により本明細書に組み込むＮｅｌｓｏｎらの米国特許出
願公開第２００８／００２９１１８号明細書、Ｆａｇｇらの同第２００８／０１４２０２
８号明細書、Ｓｔｏｋｅｓらの第２００８／０３０２３７３号明細書、Ｈｕｔｃｈｅｎｓ
らの同第２００９／０２８８６７号明細書、Ｔｈｏｍａｓらの第２００９／００９０３７
号明細書に開示されている方法などの方法によって製造されてもよい。
【００４８】
　エアゾール生成セグメント５１の基体材料の上またはその内部のカプセルもしくはマイ
クロカプセル材料（図１は、例示の目的で、その中に存在するマイクロカプセルを有する
と見なされ得る。）、ラッピング材料、フィルタ要素６５、または好ましくはフレーバー
を不利に改変する熱分解を最小限にとどめながら、香料を保持および放出することが可能
な任意の他の成分によってフレーバーを提供または強化することができる。フィルタに伴
う他のフレーバー成分を使用してもよい。例えば、Ｆａｇｇらの米国特許第５，７２４，
９９７号明細書を参照されたい。
【００４９】
　図２を参照しながら説明した紙巻きタバコは、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃ
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ｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ社により「Ｅｃｌｉｐｓｅ」の商品名で市販されている紙巻きタバ
コとほぼ同様にして使用されてもよい。日本タバコ産業株式会社により市販されている「
Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏｎｅ」をも参照されたい。
【００５０】
　喫煙可能点火端セグメントの喫煙可能材料は、最も好ましくは、何らかの形のタバコを
内蔵する。好適な喫煙可能材料は、主として、それらの材料の乾燥重量に基づくタバコで
構成される。すなわち、それらの材料の乾燥重量の大半、およびそれらの材料を内蔵する
混合物（材料のブレンド、または添加剤が添加、または内蔵された他の材料を含む）の重
量の大半が、何らかの形のタバコによって占められる。それらの材料は、すべてタバコ材
料で構成され、非タバコフィラー、代用物または増量剤を内蔵していなくてもよい。喫煙
可能材料を、ケーシングおよび／またはトップドレッシング成分などの、紙巻きタバコの
製造に従来使用されているタバコ添加剤で処理することができる。その全体を参照により
本明細書に組み込むＣｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号明
細書に記載されている実施例および参考文献を参照すると、これらのタバコ成分を理解す
ることができる。
【００５１】
　発熱セグメントの燃料要素は、多様であってもよい。好適な燃料要素、代表的な成分、
それらの設計および構成、ならびにそれらの燃料要素および成分を製造するための方法は
、参照により本明細書に組み込むＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許第４，７１４，０８２号
明細書；Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第４，７５６，３１８号明細書；Ｃｌｅａｒｍａｎらの
同第４，８８１，５５６号明細書；Ｃｌｅａｒｍａｎらの同４，９８９，６１９号明細書
、Ｆａｒｒｉｅｒらの第５，０２０，５４８号明細書；Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第５，０
２７，８３７号明細書；Ｂａｎｅｒｊｅｅらの同第５，０６７，４９９号明細書；Ｆａｒ
ｒｉｅｒらの同第５，０７６，２９７号明細書；Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第５，０９９，
８６１号明細書；Ｂａｎｅｒｊｅｅらの同第５，１０５，８３１号明細書；Ｗｈｉｔｅら
の同第５，１２９，４０９号明細書；Ｂｅｓｔらの同第５，１４８，８２１号明細書；Ｃ
ｌｅａｒｍａｎらの同第５，１５６，１７０号明細書；Ｒｉｇｇｓらの同第５，１７８，
１６７号明細書；Ｓｈａｎｎｏｎらの同第５，２１１，６８４号明細書；Ｃｌｅａｒｍａ
ｎらの第５，２４７，９４７号明細書；Ｃｌｅａｒｍａｎらの第５，３４５，９５５号明
細書；Ｂａｒｎｅｓらの同第５，４６９，８７１号明細書；Ｒｉｇｇｓらの同第５，５５
１，４５１号明細書；Ｍｅｉｒｉｎｇらの同第５，５６０，３７６号明細書；Ｍｅｉｒｉ
ｎｇらの同第５，７０６，８３４号明細書；およびＭｅｉｒｉｎｇらの同第５，７２７，
５７１号明細書；ならびにＢａｎｅｒｊｅｅらの米国特許出願公開第２００５／０２７４
３９０号明細書および同第２０１０／００６５０７５号明細書に記載されている。
【００５２】
　燃料要素は、しばしば、炭素質材料を含み、グラファイトまたはアルミナなどの成分、
ならびに高炭素含有率の炭素質材料を含んでもよい。炭素質燃料要素としては、Ｒ．Ｊ．
Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ社により「Ｐｒｅｍｉｅｒ」および
「Ｅｃｌｉｐｓｅ」の商品名で市販されている紙巻きタバコに内蔵されたタイプが含まれ
る。日本タバコ産業株式会社により市販されている「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏｎｅ」をも
参照されたい。燃料要素のいくつかの他の実施形態が、いずれもその全体を参照により本
明細書に組み込むＲｉｇｇｓらの米国特許第５，１７８，１６７号明細書およびＲｉｇｇ
ｓらの同第５，５５１，４５１号明細書に記載されているが、一部の実施形態は、それら
に記載されている炭酸ナトリウム、グラファイトおよび／またはカルシウムを欠いてもよ
い。いくつかの燃料要素実施形態は、発泡炭素モノリスを含んでもよい。別の実施形態に
おいて、燃料要素４０を絶縁体４２の層と共押し出しすることによって、製造時間および
製造費用を低減することができる。
【００５３】
　図３は、熱源４０に関して以上に説明したタイプの炭素質燃料要素３４０の例を示す。
以下の例示的な実施形態は、それについて説明されるが、異なる幾何構造および／または
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基礎成分を有する燃料要素に適用されてもよい。
【００５４】
　第１の実施形態において、燃料要素３４０に２つ以上の前駆体の混合物を浸漬塗布して
もよい。例えば、硝酸銅ヘミ五水和物（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ社から入手可能）と、同量
の硝酸セリウム六水和物（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ社から入手可能）とを混合する。次いで
、その硝酸塩の混合物を水（５０％ｗ／ｗ）に溶解させてもよい。次いで、燃料要素３４
０にこの水溶液を塗布し、塗布燃料を約１１０℃で終夜乾燥する。
【００５５】
　処理燃料要素３４０を、プログラム式Ｂａｒｎｓｔｅａｄ　ＴＨＥＲＭＯＬＹＮＥ　６
２７００加熱炉にて窒素下で、毎分約５℃の傾斜速度で約４００℃に加熱することによっ
て熱処理し、約４時間保持する。硝酸セリウム六水和物のセリアへの完全変換および硝酸
銅ヘミ五水和物の酸化銅への完全変換が生じる最低温度を、Ｎｅｔｚｓｃｈ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓ社の型式ＳＴＡ４０９　ＰＣ分析装置を使用して熱重量分析（ＴＧＡ）によ
って測定することができる。いずれの転換も典型的には約３００℃以下で生じる。
【００５６】
　燃料要素３４０を周囲条件下で平衡化させ、図１に示されているものと構造が類似する
紙巻きタバコ１０に装入することができる。このように調製された紙巻きタバコ１０を５
０／３０／２喫煙（すなわち、２８秒の間隔で５０ｍｌの吹かしを２秒間持続する）条件
下で喫煙し、例えば、Ｒｏｓｅｍｏｕｎｔ社のＮＧＡ２０００を使用する非分散赤外分光
分析（ＮＤＩＲ）によって主流中のＣＯを測定することができる。燃料を硝酸セリウム六
水和物と硝酸銅ヘミ五水和物の混合物で処理した後に、燃料を熱処理すると、水のみで処
理した対照と比較して、主流ＣＯが少なくとも約６５％（例えば約６８％）低減される。
紙巻きタバコのニコチンおよびタールの収量が、この改造型燃料要素によって有意に影響
されることはない。このＣＯの低減は、２つの金属酸化物の触媒活性の相乗効果によるも
のと考えられる。硝酸銅ヘミ五水和物と硝酸セリウム六水和との比を、最大触媒活性に向
けてさらに最適化することができる。同様の実施形態の他の調製法において、燃料要素３
４０に水和物を順次浸漬塗布するか、または水和物を最終製品に対して、一緒にもしくは
順次滴加するか、もしくは最終製品の燃料端を水和物溶液に浸漬することによって塗布す
ることができる。
【００５７】
　例えば、図３に示される燃料要素３４０などの燃料要素の製造に関して記載される別の
実施形態において、２つ以上の金属硝酸塩または他の金属酸化物前駆体を混合し、水に溶
解させることができる。次いで、溶液をグラファイトに塗布することができる。次いで、
処理されたグラファイトを乾燥し、焼成して金属酸化物塗布グラファイトを得ることがで
きる。金属酸化物および処理条件の適正な選択により、相乗的な触媒活性を得ることがで
きる。本出願の変形実施形態において、前駆体溶液をグラファイトに順次添加することが
できる。すなわち、１つの金属硝酸塩溶液を前記のようにグラファイトに添加し、乾燥し
、焼成して、金属硝酸塩を金属酸化物に変換する。次いで、得られた金属酸化物被覆グラ
ファイトを第２の金属酸化物前駆体溶液に含浸した後、乾燥および焼成することができる
。
【００５８】
　例えば燃料要素３４０などの燃料要素に関して記載されるさらに別の実施形態において
、約７．５グラムの硝酸セリウム（ＩＩＩ）六水和物（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ社から入手
可能）および約７．５グラムの硝酸銅（ＩＩ）ヘミ五水和物（Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ社か
ら入手可能）を約７ｍｌの水に溶解させることができる。次に、約１８グラムのグラファ
イト粉末（Ｓｕｐｅｒｉｏｒ　Ｇｒａｐｈｉｔｅ社から入手可能）を金属硝酸塩溶液に含
浸させ、空気中で終夜乾燥することができる。次いで、処理されたグラファイトを、例え
ばプログラム式Ｂａｒｎｓｔｅａｄ　ＴＨＥＲＭＯＬＹＮＥ　６２７００加熱炉にて、傾
斜速度を約５℃／分に設定して窒素雰囲気下で約３００度にて約１時間にわたって焼成す
ることができる。焼成により、両金属硝酸塩がそれぞれの金属酸化物に分解される。
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【００５９】
　次いで、金属酸化物被覆グラファイトを乳鉢で磨り潰し、約７２グラムの磨砕ＢＫＯ炭
素粉末（Ｂａｒｎａｂｙ　ａｎｄ　Ｓｕｔｔｃｌｉｆｆｅ社より入手可能）および約１０
グラムのグアガムと混合することができる。さらなる混合を、例えばＳｉｇｍａブレード
ミキサー（Ｔｅｌｅｄｙｎｅ社）にて低速度で約１時間にわたって実施してもよい。次い
で、水を添加して、さらに約２時間にわたって混合することによって粉末をプラスチック
軟塊に変換することができる。プラスチック混合物が押出後にその形状を保持するのに十
分な硬さになるように十分な水を添加するのが好ましい。この段階における軟塊の水分含
有量は、典型的には約４２から４３％（ｗ／ｗ）である。好ましくは、軟塊を室温で密閉
容器にて終夜熟成させる。
【００６０】
　押出については、プラスチック混合物をバッチ式押出機の胴に装填することができる。
好ましくは、胴の一端に、押出物を成形するための押出ダイが取りつけられる。雌型押出
ダイに先細り面を設けて、プラスチック塊の円滑な流れを促進することができる。当該ダ
イは、例えば、５個または７個のスロットを有し、直径が約４．２ｍｍである。場合によ
る中心鋼ピンを使用して、押出物を貫通する中心流路を設けることができる（例えば、以
下の図４Ｂ－４Ｃに示されている通りである。）。約３０００ｌｂｓのダイ圧力を押出に
使用することができる。好ましくは、湿性押出ロッドを約１時間にわたって、十分に換気
されたトレー上に配置し、次いで好ましくは押出物の形状および軸穴の保全性を維持しな
がら約１２ｍｍの長さに注意深く切断することができる。次いで、切断された燃料ロッド
３４０をほぼ室温で終夜乾燥することができる。本実施形態を用いて構成され、６０／３
０／２の喫煙条件下で喫煙される紙巻きタバコ１０は、未処理の対照燃料要素を含む紙巻
きタバコと比較して、そのＣＯが少なくとも約５０％（例えば約５６％）低減された主流
エアゾールを提供することができる。
【００６１】
　金属酸化物前駆体溶液をグラファイトに添加すると、ときとして、グラファイト表面に
金属酸化物が凝集して、触媒活性が低下することがある。当該凝集は、グラファイト表面
の比較的小さな表面積および疎水性によるものと考えられる。前駆体溶液に含浸する前に
炭素をグラファイトに添加すると、金属酸化物の凝集が最小限に抑えられ、触媒活性が高
くなる。別の実施形態において、約１８グラムのグラファイトを約１８グラムの磨砕ＢＫ
Ｏ炭素と混合することができる。約１５グラムの硝酸銅ヘミ五水和物を約７．５ｍｌの水
に溶解させる。次いで、グラファイトと炭素との混合物を硝酸銅溶液に均一に含浸させ、
室温で終夜乾燥することができる。その後、被覆炭素－グラファイト混合物を窒素雰囲気
下で約３００℃にて１時間焼成する。燃料要素を押し出し、先に述べたように切断するこ
とができる。この金属硝酸塩処理炭素－グラファイト混合物で製造された紙巻きタバコは
、未処理の燃料要素を使用した対照紙巻きタバコより主流煙におけるＣＯが約５０％少な
い。
【００６２】
　グラファイトと比較して、ＢＫＯ磨砕炭素は、表面積が大きいため、金属酸化物触媒前
駆体溶液に対する吸収能力が大きい。金属酸化物の凝集が最小限に抑えられているため、
金属酸化物触媒の活性が良好である均一性の高い溶液が得られる。
【００６３】
　さらに別の実施形態において、約７．５グラムの硝酸銅ヘミ五水和物を約７グラムの水
に溶解させることができる。約１８グラムの磨砕ＢＫＯ炭素を溶液に含浸し、混合物を室
温で終夜乾燥する。処理された炭素を窒素雰囲気下で約３００℃にて１時間焼成する。焼
成された炭素を他の燃料成分と混合し、先に記載したように燃料ロッドに押し出す。この
燃料を用いて調製された紙巻きタバコは、未処理の燃料要素を用いて製造された紙巻きタ
バコと比較して主流ＣＯが約５０％減少する。加えて、処理された磨砕炭素燃料を用いて
製造された紙巻きタバコは、上記前駆体処理グラファイトを用いて作製された燃料を用い
て製造された紙巻きタバコより点火が容易であり得る。
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【００６４】
　広く使用されている炭素質燃料要素は、典型的には、たいていは本質的に有機体である
バインダーとともに押し出される。いくつかの広く使用されているバインダーは、アルギ
ン酸アンモニウム、カルボキシメチルセルロース、エチルセルロースおよびグアガムを含
む。これらのバインダーは、良好な流動特性、および押出物を加工するための向上した物
理および機械特性をもたらす。しかし、燃焼すると、押出燃料は、煙の風味、芳香および
化学的性質に悪影響を及ぼす揮発性有機化合物を生成し得る。押出燃料を紙巻きタバコに
使用する前に焼成すると、これらの揮発性有機化合物をほぼ排除することができる。
【００６５】
　よって、約３０（重量）％の炭酸カルシウム、約１０％のグアガム、約１０％の硝酸銅
処理グラファイトおよび約５０％の炭素を使用して形成された特定の燃料実施形態を押し
出すことができる。触媒前駆体によるグラファイトの処理および押出の方法を上記のよう
に実施することができる。押出燃料を窒素雰囲気下で約５００℃にて約２時間焼成するこ
とができる。焼成燃料で構成された試験紙巻きタバコにおいて、紙巻きタバコのタール、
ニコチンおよび一酸化炭素の収量に対して有意な影響は観察されず、主流および側流の煙
の風味および芳香に関して有意な向上が認められた。
【００６６】
　燃料要素は、好ましくは、絶縁体または他の好適な材料によって囲まれるか、またはそ
うでなければ被覆される。燃料要素を喫煙物品内の所定の位置に支持、維持および保持す
るように絶縁体を構成および採用することができる。絶縁体は、さらに、吸い込まれた空
気およびエアゾールがそれを容易に通過できるように構成されてもよい。絶縁体材料、絶
縁体組立品の成分、発熱セグメント内の代表的な絶縁体組立品の構成、絶縁体組立品のた
めのラッピング材料、ならびにそれらの成分および組立品を製造するための方式および方
法の例が、参照により本明細書に組み込むＰｒｙｏｒらの米国特許第４，８０７，８０９
号明細書；Ｈａｎｃｏｃｋらの同第４，８９３，６３７号明細書；Ｂａｒｎｅｓらの同第
４，９３８，２３８号明細書、Ｓｈａｎｎｏｎらの同第５，０２７，８３６号明細書；Ｌ
ａｗｓｏｎらの同第５，０６５，７７６号明細書；Ｗｈｉｔｅらの同第５，１０５，８３
８号明細書；Ｂａｎｅｒｊｅｅらの同第５，１１９，８３７号明細書；Ｃｌｅａｒｍａｎ
らの同第５，２４７，９４７号明細書；Ｂａｎｅｒｊｅｅらの第５，３０３，７２０号明
細書；Ｃｌｅａｒｍａｎらの同第５，３４５，９５５号明細書；Ｃａｓｅｙ，ＩＩＩらの
同第５，３９６，９１１号明細書；Ｗｈｉｔｅの同第５，５４６，９６５号明細書；Ｍｅ
ｉｒｉｎｇらの同第５，７２７，５７１号明細書；Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎらの同第５，９０
２，４３１号明細書；およびＣｏｏｋらの同第５，９４４，０２５号明細書に記載されて
いる。絶縁体組立品は、Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ社
により「Ｐｒｅｍｉｅｒ」および「Ｅｃｌｉｐｓｅ」の商品名で市販されている紙巻きタ
バコ、ならびに日本タバコ産業株式会社により市販されている「Ｓｔｅａｍ　Ｈｏｔ　Ｏ
ｎｅ」紙巻きタバコのタイプに内蔵されている。
【００６７】
　図４Ａ－４Ｇは、発熱セグメントの絶縁体および燃料要素の異なる実施形態を示す。一
部の実施形態において、絶縁層は、約４０から約５０（重量）パーセントの黄色種タバコ
葉層、約２０から約２５（重量）パーセントの水溶性黄色種タバコ茎抽出物および約２０
から約２５（重量）パーセントの木材パルプを含んでもよい。一部の実施形態において、
該層は、約２０（重量）パーセントの炭素繊維、または約２０（重量）パーセントのｃ－
ガラス繊維を含んでもよい。このようにして形成された好適な絶縁層は、約５から約１５
パーセントの塩化アンモニウム（ＮＨ４Ｃｌ）、または約５パーセントのＮＨ４Ｃｌと５
パーセントの重炭酸ナトリウムとの５０／５０混合物の処理剤を含み、それにより該化合
物が絶縁層シート上に存在することを意味する。これらの難燃剤および他の難燃剤を多様
な量で使用することができる。このようにして形成された絶縁体を標準的な長網抄紙機で
製造することができる。このようにして形成された好適な絶縁層シートは、約５０から約
１５０ｃｆｍの多孔度、約８０から約１５０ｇｓｍの坪量および約２０００から約３００
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０ｇｓｍの引張強度を備える。
【００６８】
　絶縁層４２は、熱源４０に係合し、それを縦に保持するように構成される内向きの幾何
構造を含んでもよい。係合を、熱源と絶縁材料との圧縮嵌合、共押出、または当該技術分
野で知られる、または開発された他の方法によって成すことができる。好適な熱源は、喫
煙活動中に体積の減少が生じたとしてもわずかである熱源を含む。一部の熱源は、着火さ
れた後に劣化し、縦および／または円周方向に収縮し得るが、相補的に成形された絶縁要
素を内蔵する好適な実施形態では、一般的に着火後に体積を保持するマトリックスまたは
他の組成物を含む熱源実施形態が好ましい。
【００６９】
　図４Ａ－４Ｂは、それぞれ、絶縁材料４４２および熱源４４０の端面図、ならびに絶縁
材料４４２を含まない熱源４４０の斜視図を示す。これらの要素は、鳩尾形接続部と連動
係合するように構成されており、内向き面絶縁材料４４２は、熱源４４０の外向き凹溝幾
何構造の相補的に成形されたフレア溝４４０ｃと鳩尾形に係合するように構成されたフレ
アタング突起４４２ｃを有する内向き幾何構造を含む。熱源４４０の外向き幾何構造は、
空気流を促進するように構成された全体的に長形丸形の溝４４０ｄを含む。一実施形態に
おいて、鳩尾形溝４４０ｃは、（外側熱源面の上部／縁における）その最も狭い部分の幅
がその溝の最も広い部分の半分にすぎない。フレアタングおよび溝を、例えば、鳩尾形要
素の相対位置を逆にし、それらを縦方向以外の方向に配向させ、および／または他のタン
グ／溝相互係合幾何構造を与えることなどによる別形で構成できることが理解されるべき
である。
【００７０】
　図４Ｃ－４Ｄは、それぞれ、熱源７４０の端面図、および絶縁材料７４２を含む熱源７
４０の縦断面図を示す。これらの要素は、点火端７１４に保持リップまたはショルダー７
４２ａを形成する絶縁体と連動係合するように構成される。すなわち、絶縁材料７４２の
内向き面は、熱源７４０の相補的に成形された点火端縮径円筒形セグメント７４０ａの周
囲に係合するように構成された突起７４２ａを有する内向き幾何構造を含む。熱源７４０
の外向き幾何構造は、空気流を促進するように構成された全体的に長形丸形の外側溝７４
０ｄを含んでもよい。熱源７４０は、１つ以上の全体的に中心縦形のチャネル７４１を含
んでもよい。
【００７１】
　図４Ｅ－４Ｆは、それぞれ、全体的に錐台形の熱源８４０の斜視図、および絶縁材料８
４２を含む熱源８４０の縦断面図を示す。これらの要素は、熱源８４０を収容し、相補的
に嵌合する全体的に錐台形の空間を形成する絶縁体８４２の内向き幾何構造と係合するよ
うに構成される。熱源８４０の外向き幾何構造は、空気流を促進するように構成された全
体的に長形丸形の外側溝８４０ｄを含んでもよい。多くの実施形態において、５個から８
個の当該溝が、所望の空気流を提供し得る。本実施形態および他の実施形態は、本明細書
における様々な他の実施形態のみに関して記載された特徴を含んでもよい。例えば、熱源
８４０は、１つ以上の全体的に中心縦形のチャネル８４１を含んでもよい。
【００７２】
　図４Ｇは、絶縁材料９４２を含む熱源９４０の縦断面図を示す。これらの要素は、熱源
９４０を収容し、相補的に嵌合する全体に柱状の空間を形成する絶縁体９４２の内向き幾
何構造と係合するように構成される。熱源９４０は、絶縁体９４２内にそれを縦に保持す
るように構成された点火端９１４に対向するフレアベース９４０ｅを含む。
【００７３】
　１つの具体例において、約５０（重量）パーセントの黄色種タバコ葉層、約２５（重量
）パーセントの水溶性黄色種タバコ茎抽出物および約２５（重量）パーセントの木材パル
プを含む絶縁材料を構成することができる。シートに形成した後に、該材料を約５から約
１５パーセントの塩化アンモニウム（ＮＨ４Ｃｌ）、または約５パーセントのＮＨ４Ｃｌ
と約５パーセントの重炭酸ナトリウムとの５０／５０混合物で処理することができる。絶
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縁材料を標準的な抄紙機でシートとして製造することができる。シート絶縁体は、約５０
から約１５０ｃｆｍの多孔度、約８０から約１５０ｇｓｍの坪量および約２０００から約
３０００ｇｓｍの引張強度を備えてもよい。
【００７４】
　別の例において、約４０（重量）パーセントの黄色種タバコ葉層、約２０（重量）パー
セントの水溶性黄色種タバコ茎抽出物、約２０（重量）パーセントの木材パルプおよび約
２０（重量）パーセントのｃ－ガラス繊維を含む絶縁材料を構成することができる。シー
トに形成した後に、該材料を約５から約１５パーセントの塩化アンモニウム（ＮＨ４Ｃｌ
）、または約５パーセントのＮＨ４Ｃｌと約５パーセントの重炭酸ナトリウムとの５０／
５０混合物で処理することができる。絶縁材料を標準的な抄紙機でシートとして製造する
ことができる。シート絶縁体は、約５０から約１５０ｃｆｍの多孔度、約８０から約１５
０ｇｓｍの坪量および約２０００から約３０００ｇｓｍの引張強度を備えてもよい。
【００７５】
　さらに別の例において、約４０（重量）パーセントの黄色種タバコ葉層、約２０（重量
）パーセントの水溶性黄色種タバコ茎抽出物、約２０（重量）パーセントの木材パルプお
よび約２０（重量）パーセントの炭素繊維を含む絶縁材料を構成することができる。シー
トに形成した後に、該材料を約５から約１５パーセントの塩化アンモニウム（ＮＨ４Ｃｌ
）、または約５パーセントのＮＨ４Ｃｌと約５パーセントの重炭酸ナトリウムとの５０／
５０混合物で処理することができる。絶縁材料を標準的な抄紙機でシートとして製造する
ことができる。シート絶縁体は、約５０から約１５０ｃｆｍの多孔度、約８０から約１５
０ｇｓｍの坪量および約２０００から約３０００ｇｓｍの引張強度を備えてもよい。
【００７６】
　絶縁に有用な防炎／難燃材料および接着剤は、シリカ、カーボン、セラミック、金属繊
維および／または粒子を含んでもよい。セルロース繊維または他の繊維、例えば、木綿、
ホウ酸または様々な有機リン酸塩化合物を処理すると、望ましい難燃特性を得ることがで
きる。加えて、様々な有機または金属ナノ粒子は、リン酸二アンモニウムおよび／または
他の塩のように所望の難燃特性を付与することができる。他の有用な材料としては、有機
リン化合物、ホウ砂、水和アルミナ、グラファイト、トリポリリン酸カリウム、ジペンタ
エリスリトール、ペンタエリスリトールおよびポリオールが挙げられる。窒素性リン酸塩
、リン酸物モノアンモニウム、ポリリン酸アンモニウム、臭化アンモニウム、塩化アンモ
ニウム、ホウ酸アンモニウム、ホウ酸エタノールアンモニウム、スルファミン酸アンモニ
ウム、ハロゲン化有機化合物、チオ尿素および酸化アンチモンなどの他の物質も使用でき
るが、好適な物質ではない。（単独であるか、互いのおよび／または他の材料との任意の
組合せであるかにかかわらず）絶縁に使用される防炎材料、難燃材料および／または焦げ
防止材料、基体材料および他の成分の各実施形態において、望ましい特性は、最も好まし
くは、排ガスまたは溶融型挙動を伴わない。
【００７７】
　上記方法のいずれか１つによって作製される絶縁布は、好ましくは、所望の使用時間中
に紙巻きタバコなどの喫煙物品の点火を維持するのに十分な酸素拡散能力を有する。よっ
て、絶縁布は、好ましくは、その構造により多孔性である。編み物、織物、または織物お
よび編み物組合せ構造体において、熱源への酸素拡散を可能にするのに十分な（所望の大
きさの）ギャップを繊維間に残すように組立機械を構成することによって、必要な多孔度
を制御することができる。均一に維持される燃焼を促進するのに十分な多孔性を有し得な
い不織布については、例えば、高温もしくは低温ピン穿孔、火炎穿孔、エンボス加工、レ
ーザー切断、穴あけ、ブレード切断、化学的穿孔、打ち抜きおよび他の方法を含む当該技
術分野で既知の方法による絶縁体に対する穿孔によって追加的な多孔性を達成することが
できる。緩衝材および絶縁体の各々は、織物、編み物またはそれらの組合せである非ガラ
ス材料、発泡金属材料、発泡セラミック材料、発泡セラミック金属複合体およびそれらの
任意の組合せを含んでもよく、絶縁体における材料は、緩衝材における材料と同一であっ
ても異なっていてもよい。
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【００７８】
　エアゾール形成材料は、多様であり、様々な組合せ、ならびに（喫煙物品の主流エアゾ
ールの感覚および／または官能的特性または性質を改変する様々な材料を含む）多種多様
な香料、ラッピング材料、口側端部品、フィルタ要素、プラグラップおよび吸い口材料を
使用できるように、様々なエアゾール形成材料の混合物を使用することができる。これら
の成分の代表的なタイプが、その全体を参照により本明細書に組み込むＣｒｏｏｋｓらの
米国特許出願公開第２００７／０２１５１６７号明細書に記載されている。
【００７９】
　基体材料は、何らかの形のタバコを内蔵することができ、通常は主にタバコで構成され
、実質的にすべてタバコ材料によって提供され得る。基体材料の形は、多様であり得る。
いくつかの実施形態において、基体材料は、実質的に（例えば刻みフィラーのような）従
来のフィラー型で採用される。そうでなければ基体材料を所望の構成に形成することがで
きる。その全体を参照により本明細書に組み込むＰｒｙｏｒらの米国特許第４，８０７，
８０９号明細書に全般的に記載されているタイプの技術を使用して、基体材料を集成ウェ
ブまたはシートの形で使用することができる。その全体を参照により本明細書に組み込む
Ｐａｋｅｒの米国特許第５，０２５，８１４号明細書に全般的に記載されているタイプの
技術を使用して、基体材料を複数の縦に伸びる糸に細断されたウェブまたはシートの形で
使用することができる。基体材料は、螺旋型の通気道がエアゾール生成セグメントを縦に
貫通するように緩やかに巻かれたシートの形を有することができる。基体材料を含有する
代表的なタイプのタバコを複数のタバコタイプの混合物、または１つの主たるタイプのタ
バコ（例えば、主にバーリータバコで構成されたキャストシート型もしくは紙型再構成タ
バコ、または主にオリエンタルタバコで構成されたキャストシート型もしくは紙型再構成
タバコ）から製造することができる。
【００８０】
　基体材料を、ケーシングおよび／またはトップドレッシング成分などの、紙巻きタバコ
の製造に従来使用されているタイプのタバコ添加剤で処理することもできる。例えば、そ
の全体を参照により本明細書に組み込むＣｒｏｏｋｓらの米国特許出願公開第２００４／
０１７３２２９号明細書に記載されているタイプの成分を参照されたい。
【００８１】
　エアゾール形成材料を基体材料（例えばタバコ材料）と接触させる方法は、多様であり
得る。エアゾール形成材料を、形成されたタバコ材料に塗布するか、またはそれらの材料
の製造中に、加工されたタバコ材料に内蔵することができる。エアゾール形成材料を水性
液、または他の好適な溶媒もしくは液体担体に溶解または分散させ、基体材料に噴霧する
ことができる。例えば、その全体を参照により本明細書に組み込むＮｅｓｔｏｒらの米国
特許出願公開第２００５／００６６９８６号明細書を参照されたい。採用されるエアゾー
ル形成材料の基体材料の乾燥重量に対する量は、多様であり得る。極めて多量のエアゾー
ル形成材料を含む材料は、従来のタイプの自動紙巻きタバコ製造装置を使用して紙巻きタ
バコロッドに加工するのが困難であり得る。
【００８２】
　キャストシートタイプの材料は、比較的多量のエアゾール形成材料を内蔵し得る。抄紙
型の処理を用いて製造された再構成タバコは、適量のエアゾール形成材料を内蔵し得る。
タバコストリップおよびタバコ刻みフィラーは、より低量のエアゾール形成材料を内蔵し
得る。集成、積層、積層金属／金属製ストリップ、ビーズ、例えばアルミナビーズ、連続
気泡発泡体、発泡モノリス、通気性マトリックス、および他の材料を含む様々な紙および
非紙基体を本発明の範囲内で使用することができる。例えば、それぞれ参照により本明細
書に組み込むそれぞれＣｌｅａｒｍａｎの米国特許第５，１８３，０６２号明細書；同第
５，２０３，３５５号明細書；および同第５，５８８，４４６号明細書を参照されたい。
【００８３】
　一実施形態において、基体は、点火端５１４および口側端５１８を有する紙巻きタバコ
５１０の縦断面図である図５を参照しながらここに説明したキャストシート構造を含まな
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い新規の多層方式で構成されてもよい。（例えば図１および図２を参照しながら説明した
実施形態などの他の実施形態に使用することができる）基体５５５は、互いにステッチボ
ンドされていてもよい多層構造体を含む。
【００８４】
　全体的に円筒形または他の形状の基体コア５６３が、基体５５５の中心に配置されても
よい。コア５６３は、（グリセリンで処理されていてもよい）布を含んでもよく、開放さ
れた縦形のチャネル５６６を含んでもよい。第１の外層５９３を基体コア５６３の周囲に
共軸（すなわち全体的に円形）配置することができる。例えば木綿またはレーヨンなどの
布材料を含む第１の外層５９３を構成することができる。布材料は、好ましくは、１つ以
上の防炎剤、難燃剤および焦げ防止剤を含んでもよい布にグリセリンを吸収させるように
グリセリンで処理されている。第１の外層５９３を、２つ以上の層を有する多層構造体を
含む複数の層として構成することができる。
【００８５】
　中間層５９２を第１の外層５９３の周囲に全体的に同軸／同心配置することができる。
中間層５９２は、芳香性タバコ紙５９２の層として構成される。刻みタバコ、タバコ紙の
処理、および全般的にタバコの技術分野の範囲内で使用されることが知られているもの、
ならびにさらに開発され得る物質を含む香料でタバコ紙を処理することができる。好適な
香料は、望ましいフレーバーおよび芳香を含む主流エアゾールを供給するのに役立つ。第
２の外層５９１を中間層５９２の周囲に共軸配置することができる。第１の外層５９３と
同様に、第２の外層も、２つ以上の層を有する多層構造体を含む複数の層として構成する
ことができる。そして、それは、好ましくは、１つ以上の防炎剤、難燃剤および焦げ防止
剤を含んでもよい布にグリセリンを吸収させるようにグリセリンで処理された布材料で構
成されていてもよい。
【００８６】
　当該実施形態において、第１の外層５９３、第２の外層５９１および／または中間層５
９２の少なくとも一部を、例えば、（一例としてアルミニウムを含む）金属材料などの基
体熱伝導材料を使用して互いにステッチボンディングすることができる。ステッチボンデ
ィングは、（例えば、髭針を使用して、繊維同士を絡ませるか、または他の方法で結合さ
せて、不織布またはウェブを形成する）不織布を製造する技術分野で既知である。ステッ
チボンディング法を用いて、１つ以上の層の１つ以上の部分を互いに接合することによっ
て、少なくとも１つの第１の外層５９３、少なくとも１つの中間層５９２および少なくと
も１つの第２の外層５９１を含む（例えば、図５に図示されている）三層基体を形成する
ことができる。熱伝導材料は、基体５５５から望ましい芳香およびフレーバーを生成する
ように構成されたものにおいて発熱セグメント５３５から熱を伝達するのに役立つ。この
構造は、焦げを生じ、および／または望ましくないフレーバー、風味、芳香等を導入し得
るキャストシート基体より優れる可能性がある。グリセリンの存在、および図５の実施形
態に関して説明した層状構造は、焦げを低減し、焦げに伴う望ましくないフレーバーおよ
び／または芳香を最小限に抑えるのに役立つ。この基体および他の基体の実施形態を含む
実施形態を、喫煙可能材料を点火端に含む紙巻きタバコに使用することができる（例えば
図１）。
【００８７】
　さらに他の実施形態において、エアゾール生成セグメントの基体部分は、押出材料もし
くは他のモノリシック材料を含んでもよく、またはそれから構成されてもよい。押出基体
を、他の押出成分に関して本明細書に説明したのと同様にして形成することができる。押
出基体または他のモノリシック基体は、タバコ、グリセリン、水およびバインダー材料を
含んでもよく、または実質的にそれらから構成されてもよい。一部の実施形態において、
モノリシック基体は、約１０から約９０重量パーセントのタバコ、約５から約５０重量パ
ーセントのグリセリン、約１から約３０重量パーセントの水（乾燥および切断前）、およ
び約０から約１０重量パーセントのバインダーを含んでもよい。それは、例えば、炭酸カ
ルシウムおよび／またはグラファイトなどのフィラーを含んでもよい。
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【００８８】
　押出については、成分混合物をバッチ式押出機の胴に装填することができる。胴の一端
には、好ましくは、押出物をプラスチック塊として成形するための押出ダイが取りつけら
れる。雌型押出ダイに先細り面を設けて、プラスチック塊の円滑な流れを促進することが
できる。当該ダイは、例えば、１個、５個、７個または１０個以上（またはそれ以下）の
スロットを有し、外径が約５から約１０ｍｍの押出物を提供することができるが、外径は
、より大きくてもよく、基体は、必ずしも円形の断面を有していなくてよい。１つ以上の
中心鋼ピンを使用して、（例えば、以下に説明する図６Ａ－６Ｄに示されるように）押出
物を貫通する１４個以上の流路を含んでもよい１つ以上の対応する中心流路を設けること
ができる。流路は、全体的にハニカムの断面の外観を有するモノリシック基体を設けるこ
とを含めて、断面が円形および／または多角形であってもよい。
【００８９】
　例示的な押出基体および他のモノリシック基体は、望ましいフレーバープロファイルお
よび空気流を提供するように構成された質量および密度を有する。モノリシック基体は、
０または少なくとも１から約１５個のスロット／溝をその外面に有し、その本体を通じて
０から約１４個の縦穴／チャネルを有してもよい。特定の好適な実施形態は、直径が約０
．０２５から約０．１インチである少なくとも１つの全体的に中心に配置された流路を含
んでもよい。一般に、流路は、０．００１から約０．１インチ未満の内径を有してもよい
。多数の内部チャネルを有する基体をハニカム幾何構造で押し出すことができる。約３０
００ｌｂｓのダイ圧力を押出に使用することができる。湿性押出ロッドを、好ましくは、
十分に換気されたトレー上に約１時間にわたって配置し、次いで好ましくは押出物の形状
および軸穴の保全性を維持しながら約５ｍｍから約５０ｍｍの長さに注意深く切断するこ
とができる。基体ユニットの乾燥重量は、約５０から約１０００ｍｇの範囲であってもよ
い。
【００９０】
　押出、乾燥、および所望の長さへの切断に続いて、マニュアルの組立方法または紙巻き
タバコ製造機（例えば、Ｈａｕｎｉ　Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｂａｕ　ＡＧによるＫＤＦまた
はＰｒｏｔｕｓ）を使用して、基体をＥｃｌｉｐｓｅ型紙巻きタバコなどのセグメント化
喫煙物品に組み立てることができる。より小さな径のモノリシック基体要素を、本明細書
における他の基体の実施形態について記載されているように、喫煙物品に使用するために
ラップ、接着または他の方法で互いに結集させることによって組み合わせることができる
。好適な基体ラップとしては、箔紙、厚紙、プラグラップおよび／またはシガレットペー
パーを挙げることができる。
【００９１】
　図６Ａは、複数の外側溝６０２を含む全体的に円筒形のスロット／溝付きモノリシック
基体要素６００を示す。図６Ｂは、複数の外側溝６１２と、その長さを通じて縦に伸びる
中心穴６１４とを含む溝付きモノリシック基体要素６１０を示す。図６Ａ－６Ｂに示され
るように、溝／スロットは、互いに同じ形状を有する必要がない。図６Ｃは、中心穴６２
４を含む全体的に円筒形の溝なしモノリシック基体要素６２０を示す（一部の実施形態に
おいて、「中心穴」は、実際に中心外であってもよいことが理解されるべきである。）。
図６Ｄは、中心穴６３４と、ハニカム状に構成され、その長さを通じて伸びる複数の穴／
チャネル６３６とを含む溝なしモノリシック基体要素６３０を示す。
【００９２】
　一実施形態において、点火端７１４および口側端７１８を有する紙巻きタバコ７１０の
縦断面図である図７を参照しながらここで説明するモノリシック基体７６３で喫煙物品を
構成することができる。（例えば、図１、２および５を参照しながら説明した実施形態な
どの他の実施形態に使用することができる）モノリシック基体７６３は、任意の好適な押
出方法によって形成されてもよく、それを縦に貫通する中心穴７９５で示される。長さに
合わせて切断されたモノリシック基体は、紙巻きタバコの全長の約１／１６から約５／８
、しばしばその約１／１０から約１／２を含んでもよい（例えば、８５ｍｍまたは１３０
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ｍｍ長の紙巻きタバコにおける１０ｍｍ、１２ｍｍまたは５０ｍｍ長の基体要素）。紙巻
きタバコ本体の基体セグメント７５５は、基体７６７とフィルタ７７０との間に配置され
た中空間隔チューブ７６７を含む。フィルタ７７０は、プラグラップ７７２と吸い口紙７
７８の重畳層で構成されたものとして示される。基体７６３およびチューブ７６７は、例
えば、熱伝導材料（例えば箔紙）、厚紙、プラグラップまたはシガレットペーパーとして
構成されてもよいラッピング材料７５８によって囲まれている。円筒状に包囲するラッピ
ング材料７６４（例えば、シガレットペーパーまたは厚紙など）を、発熱セグメント７３
５、中心基体セグメント７５５およびフィルタセグメント７６５を接続するように設ける
ことができる。発熱セグメント７３５および他の成分を、本明細書、ならびに本発明の範
囲内で実践されるように構成されたこの実施形態および他の実施形態の他の箇所に記載さ
れているように構成することができる。
【００９３】
　別の実施形態において、点火端８１４および口側端８１８を有する紙巻きタバコ８１０
の縦断面図である図８を参照しながらここで説明する長形モノリシック基体８６３で喫煙
物品を構成することができる。（他の実施形態に使用することができる）長形モノリシッ
ク基体８６３は、任意の好適な押出方法によって形成されてもよく、それを縦に貫通する
中心穴８９５で示される。フィルタ８７０は、プラグラップ８７２と吸い口紙８７８の重
畳層で構成されたものとして示される。基体８６３は、例えば、熱伝導材料（例えば箔紙
）、厚紙、プラグラップまたはシガレットペーパーとして構成されてもよいラッピング材
料８５８によって囲まれている。円筒状に包囲するラッピング材料（例えば、シガレット
ペーパーまたは厚紙など）を、発熱セグメント８３５、（本実施形態では実質的に基体か
らなる）中心基体セグメント８５５およびフィルタセグメント８６５を接続するように設
けることができる。発熱セグメント８３５および他の成分を、本明細書、ならびに本発明
の範囲内で実践されるように構成されたこの実施形態および他の実施形態の他の箇所に記
載されているように構成することができる。
【００９４】
　一実施形態において、点火端９１４および口側端９１８を有する紙巻きタバコ９１０の
縦断面図である図９を参照しながらここで説明するモノリシック基体９６３で喫煙物品を
構成することができる。（他の実施形態に使用することができる）モノリシック基体９６
３は、任意の好適な押出方法によって形成されてもよく、それを縦に貫通する中心穴９９
５で示される。紙巻きタバコ本体は、基体９６７とフィルタ９７０との間に配置されたタ
バコロッド９６９を含む。フィルタ９７０は、プラグラップ９７２と吸い口紙９７８の重
畳層で構成されたものとして示される。基体９６３およびタバコロッド９６９によって形
成された基体セグメント９５５は、例えば、熱伝導材料（例えば箔紙）、厚紙、プラグラ
ップまたはシガレットペーパーとして構成されてもよいラッピング材料９５８によって囲
まれている。円筒状に包囲するラッピング材料（例えば、シガレットペーパーまたは厚紙
など）を、発熱セグメント９３５、中心基体セグメント９５５およびフィルタセグメント
９６５を接続するように設けることができる。発熱セグメント９３５および他の成分を、
本明細書、ならびに本発明の範囲内で実践されるように構成されたこの実施形態および他
の実施形態の他の箇所に記載されているように構成することができる。
【００９５】
　他の実施形態において、押出基体または他のモノリシック基体を、例えば図１および図
２を参照しながら本明細書で説明した基体の代わりに使用することができる。例えば、一
実施形態において、図１の基体５５の代わりに、１つ以上の内部縦型チャネルおよび／ま
たは１つ以上の外側溝を有するモノリシック基体を使用してもよい。いずれも本発明の範
囲内である、当該技術分野で既知の非セルラーアセテート材料で作製された穿孔フィルタ
、ならびに現在既知の、または来るべき他のフィルタ構成を含む様々な他のフィルタ設計
を使用することができる。押出基体または他のモノリシック基体で作製された紙巻きタバ
コの他の部分を現状技術に従って改造してもよく、さらに本発明の範囲内で実行してもよ
い。以下の実施例において、モノリシック基体は、約２０から約６０重量パーセントのタ
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バコ、約２０から約３５重量パーセントのグリセリン、約１から約２０重量パーセントの
水および約１から約４重量パーセントのバインダーを含む。
【実施例】
【００９６】
　［実施例１］
喫煙物品における押出基体
　一実施例において、長さが約１２ｍｍの熱源、本明細書に記載の方法に従って押し出さ
れ、長さが約１０ｍｍである基体、長さが約５０ｍｍである基体とフィルタとの間の中空
／空隙チューブ、および長さが約１０ｍｍの酢酸セルロースフィルタを使用して、長さが
約８３－８５ｍｍの喫煙物品を構成した。１０個の外側スロットおよび０．０３２インチ
の中心穴を有する例示的な押出基体が形成され、それは、以下の成分を含んでいた。
【００９７】
【表１】

　図７に示される紙巻きタバコ７１０の構造を参照すると、実施例１の喫煙物品の物理的
構造を理解することができる。
【００９８】
　［実施例２］
喫煙物品における押出基体
　別の実施例において、長さが約１２ｍｍの熱源、本明細書に記載の方法に従って押し出
され、長さが約５０ｍｍである基体、および基体とフィルタとの間に最小限の空間を有す
る長さが約１０ｍｍの酢酸セルロースフィルタを使用して、喫煙物品を構成した。１０個
の外側スロットおよび０．０３２インチの中心穴を有する例示的な押出基体が形成され、
それは、以下の成分を含んでいた。
【００９９】
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【表２】

　図８に示される紙巻きタバコ８１０の構造を参照すると、実施例２の喫煙物品の物理的
構造を理解することができる。
【０１００】
　［実施例３］
喫煙物品における押出基体
　別の実施例において、長さが約１２ｍｍの熱源、本明細書に記載の方法に従って押し出
され、長さが約１０ｍｍである基体、長さが約５０ｍｍである基体とフィルタとの間のタ
バコロッド、および長さが約１０ｍｍの酢酸セルロースフィルタを使用して、喫煙物品を
構成した。１０個の外側スロットおよび０．０３２インチの中心穴を有する例示的な押出
基体が形成され、それは、以下の成分を含んでいた。
【０１０１】
【表３】

　図９に示される紙巻きタバコ９１０の構造を参照すると、実施例３の喫煙物品の物理的
構造を理解することができる。
【０１０２】
　［実施例４］
喫煙物品における押出基体
　別の実施例において、長さが約１２ｍｍの熱源、本明細書に記載の方法に従って押し出
され、長さが約５０ｍｍである基体、基体とフィルタとの間に最小限の空間を有する長さ
が約１０ｍｍの酢酸セルロースフィルタを使用して、喫煙物品を構成した。１０個の外側
スロットおよび０．０３２インチの中心穴を有する例示的な押出基体が形成され、それは
、以下の成分を含んでいた。
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【表４】

　図８に示される紙巻きタバコ８１０の構造を参照すると、実施例４の喫煙物品の物理的
構造を理解することができる。
【０１０４】
　［実施例５］
喫煙物品における押出基体
　別の実施例において、長さが約１２ｍｍの熱源、本明細書に記載の方法に従って押し出
され、長さが約５０ｍｍである基体、基体とフィルタとの間に最小限の空間を有する長さ
が約１０ｍｍの酢酸セルロースフィルタを使用して、喫煙物品を構成した。１０個の外側
スロットおよび０．０３２インチの中心穴を有する例示的な押出基体が形成され、それは
、以下の成分を含んでいた。
【０１０５】
【表５】

　図８に示される紙巻きタバコ８１０の構造を参照すると、実施例５の喫煙物品の物理的
構造を理解することができる。
【０１０６】
　［実施例６および７］
Ｔ－１バインダーを有する基体
　別の実施例において、本明細書に記載の方法に従って２つの基体を形成した。それらは
、以下の成分を含んでいた。
【０１０７】
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【表６】

【０１０８】
　［実施例８および９］
ＤＡＰを有する基体
　別の実施例において、以下の成分を加熱混合機にて混合し、次いで押出、圧入または成
形／鋳造することによって２つの基体を形成することができる。それらの基体は、以下の
成分の混合物を含んでもよい。
【０１０９】
【表７】

【０１１０】
　本発明の紙巻きタバコを、空気希釈された紙巻きタバコの空気希釈量が約１０パーセン
トから約８０パーセントになり得るように、空気希釈または換気することができる。本明
細書に使用されるように、「空気希釈」という用語は紙巻きタバコを通じて吸い込まれ、
紙巻きタバコの口側端部を出る空気およびエアゾールの全体積に対する、空気希釈手段を
通じて吸い込まれた空気の体積の（百分率で表される）比である。より大きな空気希釈量
は、エアゾール形成材料の主流エアゾールへの伝送効率を低下させるように作用し得る。
【０１１１】
　本発明の紙巻きタバコの好適な実施形態は、喫煙する際に、許容可能な吹かし回数を与
える。当該紙巻きタバコは、標準化された喫煙条件下で機械喫煙したときに、通常、紙巻
きタバコ１つ当たり約６回を超える吹かし、一般には約８回を超える吹かしを与える。当
該紙巻きタバコは、標準化された喫煙条件下で喫煙したときに、通常、紙巻きタバコ１つ
当たり約１５回未満の吹かし、一般には約１２回未満の吹かしを与える。標準化された喫
煙条件は、５８秒の燻りによって隔てられた２秒間の３５ｍｌの吹かしからなる。
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　本発明の紙巻きタバコによって生成されるエアゾールは、蒸気、ガスおよび懸濁微粒子
等の空気含有成分を含むものである。何らかの形のタバコ（および場合によって燃焼して
発熱する他の成分）を燃焼させることにより；タバコを加熱し、タバコを焦がす（または
他の方法でタバコを何らかの形に燻らせる）ことによってタバコを熱分解させることによ
り；およびエアゾール形成物質を蒸気化することによりエアゾール成分を生成することが
できる。そのように、エアゾールは、蒸気化成分、燃焼生成物（例えば、二酸化炭素およ
び水）、不完全燃焼生成物および熱分解生成物を含み得る。
【０１１３】
　燃焼したタバコ材料および燃焼した他の成分と熱交換関係で配置された物質に対する、
何らかの形のタバコ（および場合によって燃焼して発熱する他の成分）を燃焼させること
による熱の作用によってエアゾール成分を生成することもできる。エアゾール生成セグメ
ントに対する発熱セグメントの作用の結果としてエアゾール生成系によってエアゾール成
分を生成することもできる。いくつかの実施形態において、エアゾール生成セグメントの
成分は、全体的な組成を有し、それらの成分が、通常使用の条件を通じて、（例えば燃焼
、燻りまたは熱分解の結果として）有意な程度の熱分解を生じない傾向を有するように、
喫煙物品内に配置される。
【０１１４】
　それぞれの実施形態を示す図における図面は、必ずしも縮尺比率が一定でない。いくつ
かの図面は、強調のために特定の詳細部が拡大されていることもあり、部分の任意の異な
る数または割合は、１つ以上の請求項によって指定される場合を除いては、限定的である
と見なされるべきでない。異なる実施形態について本明細書に記載されている特徴を、こ
こに提示する請求項の範囲内にとどめながら、互いに、および／または現在既知の技術ま
たは将来開発される技術と組み合わせてもよいことを含めて、本明細書に明示的に示され
ていない実施形態を本発明の範囲内で実践できることを当業者なら理解する。したがって
、先述の詳細な説明は、限定的でなく例示的であると見なされることを意図するものであ
る。そして、すべての均等物を含む以下の請求項は、本発明の主旨および範囲を規定する
ことを意図することが理解されるべきである。
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