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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外面と該外面上に設けられた複数の壊れやすいマイクロカプセルとを有する喫煙物品（
１０）（１６）（２０）（２６）であって、
　マイクロカプセルは、物理的な力を加える消費者によって手作業で破裂させ、そこにカ
プセル封入された臭気物質を放出することができる、
　ことを特徴とする物品。
【請求項２】
　前記複数の壊れやすいマイクロカプセルは、喫煙中に燃焼しない喫煙物品（１０）（１
６）（２０）（２６）の一部分の前記外面上に設けられることを特徴とする請求項１に記
載の喫煙物品（１０）（１６）（２０）（２６）。
【請求項３】
　前記複数の壊れやすいマイクロカプセルは、喫煙物品（１０）（１６）（２０）（２６
）の唇端部分の前記外面上に設けられることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
喫煙物品（１０）（１６）（２０）（２６）。
【請求項４】
　喫煙物品（１０）（１６）（２６）の前記外面上に設けられた前記複数の壊れやすいマ
イクロカプセルの少なくとも一部は、取外し可能な材料の層（１４）によって覆われるこ
とを特徴とする請求項１または請求項２のいずれかに記載の喫煙物品（１０）（１６）（
２６）。
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【請求項５】
　前記取外し可能な材料の層（１４）によって覆われた前記壊れやすいマイクロカプセル
は、前記消費者によって前記取外し可能な材料の層（１４）が除去される時に破裂させる
ことができることを特徴とする請求項４に記載の喫煙物品（１０）（１６）（２６）。
【請求項６】
　喫煙物品（２０）（２６）の前記外面上に設けられた前記複数の壊れやすいマイクロカ
プセルの少なくとも一部は、前記消費者によって喫煙物品（２０）（２６）の該外面に摩
擦力が加えられた時に破裂させることができることを特徴とする請求項１または請求項２
のいずれかに記載の喫煙物品（２０）（２６）。
【請求項７】
　包装タバコロッドと、
　先端紙によって前記包装タバコロッドに取り付けられたフィルタと、
　を含み、
　前記複数の壊れやすいマイクロカプセルの少なくとも一部が、前記先端紙の外面上に設
けられる、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２のいずれかに記載の喫煙物品。
【請求項８】
　包装タバコロッド（２）と、
　先端紙（６）によって前記包装タバコロッド（２）に取り付けられたフィルタ（４）と
、
　を含み、
　前記複数の壊れやすいマイクロカプセルの少なくとも一部が、前記先端紙（６）の少な
くとも一部分を取り囲む材料の層（２２）の外面上に設けられる、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２のいずれかに記載の喫煙物品（１０）（１６
）（２０）（２６）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手作業で放出可能な臭気物質を備えた喫煙物品に関し、より具体的には、物
品の外面上に設けられた複数の壊れやすいマイクロカプセルを有する喫煙物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　消費者が、香水、化粧品、家庭用洗剤、飲料、及び食料のような製品の香気及び芳香を
試すことを可能にするために、必要な時に消費者によって放出させることができるマイク
ロカプセル封入された芳香剤を販売促進のための材料又は包装に提供することは公知であ
る。「剥がして嗅ぐ」試供システムでは、芳香は、マイクロカプセル封入芳香剤を間に配
置させたフィルム、紙、又は他の材料の２つのストリップを消費者が物理的に分離するこ
とによって放出される。ストリップを分離することにより芳香剤を含有したマイクロカプ
セルが破裂し、それによって消費者に芳香が放出される。「引っ掻いて嗅ぐ」試供システ
ムでは、芳香は、マイクロカプセル封入された芳香剤を付加した紙、フィルム、又は他の
材料を消費者が引っ掻くか又は擦ることによって放出される。引っ掻くか又は擦ることに
よって発生した摩擦が、芳香剤を含有するマイクロカプセルの壁を破裂させ、それによっ
て消費者に芳香が放出される。
【０００３】
　喫煙物品の燻煙特性を変更するために消費者によって手作業で放出される香味料を含む
喫煙物品は、当業技術で公知である。
　例えば、ＵＳ－Ａ－４６８７００８は、シガレットの延長又は短縮に応答して煙内に可
変量の香味料を放出するようになった香味料発生手段を含む可変長フィルタ付きシガレッ
トを開示している。一実施形態では、シガレットのフィルタプラグとシガレットロッドの
間に押し潰せる香味料カプセルが設けられる。使用中に、消費者がフィルタプラグをロッ
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ドに向って移動させると、カプセルが破裂して香味料を放出する。代替的な実施形態では
、マイクロカプセルが先端紙の内面上に被覆される。使用中に、消費者がフィルタプラグ
をシガレットロッドに向って、かつそこから離れるように移動させると、摩擦によってマ
イクロカプセルが破裂する。
　しかし、喫煙物品の燃焼中に生成された主流煙の香味又は他の特性を変更せずに消費者
に増強した嗅覚的感覚を送出することができる喫煙物品を提供することが望ましいと考え
られる。
【０００４】
【特許文献１】ＵＳ－Ａ－４６８７００８
【発明の開示】
【０００５】
　本発明により、外面と外面上に設けられた複数の壊れやすいマイクロカプセルとを有す
る喫煙物品が提供され、該壊れやすいマイクロカプセルは、そこにカプセル封入された臭
気物質を放出させるために、消費者によって手作業で破裂させることができる。
　本明細書を通して「臭気物質」は、嗅覚的感覚を生成することができるあらゆる物質を
意味するように使用され、限定はしないが、香気、芳香剤、香水、脱臭剤、及び香味料を
含む。好ましくは、臭気物質は、味覚的及び嗅覚的感覚の両方を生成する。
【０００６】
　本発明による喫煙物品の外面上に設けられる壊れやすいマイクロカプセルの数とそこに
カプセル封入される臭気物質の量は、マイクロカプセルを手作業で破裂させることによっ
て消費者が嗅覚的感覚を生成するのに十分な臭気物質を放出させる程度のものである。破
裂中に知覚することができる芳香を生成するために必要とされる壊れやすいマイクロカプ
セルの正確な量は、マイクロカプセルのサイズだけでなく、カプセル封入された臭気物質
の性質及び濃度にも依存することになる。本発明による喫煙物品は、その表面上に数千個
の壊れやすいマイクロカプセル、例えば、少なくとも約５、０００個又は少なくとも約１
０、０００個の壊れやすいマイクロカプセルを設けることができる。
　好ましくは、壊れやすいマイクロカプセルは、約５ミクロンと約３０ミクロンの間の直
径を有する。
【０００７】
　例えば、喫煙物品の燃焼によるものではなく、喫煙物品の外面上に設けられた壊れやす
いマイクロカプセルを手作業で破裂させることにより、消費者は、有利な態様において、
そこにカプセル封入された臭気物質を喫煙前、喫煙中、及び／又は喫煙後に喫煙物品を取
り囲む大気中に制御された方法で放出することができる。本発明による喫煙物品は、それ
によってその燃焼中に生成された主流煙の香味又は他の特性を変更せずに消費者に増強し
た嗅覚的質感覚を提供する。
　喫煙物品の外面上に設けられた壊れやすいマイクロカプセルは、そこに手を使用して消
費者が物理的な力を加えることにより、及び／又は喫煙物品が詰められた容器の一部、コ
イン、又は別の道具を使用して消費者がそこに物理的な力を加えることにより、手作業で
破裂させることができる。
【０００８】
　本発明に有用とすることができるカプセル封入された臭気物質は、例えば、精油、含油
樹脂、無水化合物、果実濃縮物、果実エキス、留出物、及び天然－合成化学物質を含む。
使用することができる香味料の例は、タバコ、シナモン、スペアミント、ペパーミント、
バニラ、オレンジ、モモ、ブルーベリー、ストロベリー、クランベリー、ゼラニウム抽出
物、リナロール、コーヒー、チョコレート、メントール、ユーカリ、チョウジ、ジンジャ
ー、及び柑橘類である。
【０００９】
　本発明の喫煙物品の外面上に設けられる複数の壊れやすいマイクロカプセルは、同じか
又は異なる臭気物質を含有することができ、各マイクロカプセルは、そこにカプセル封入
された１つよりも多い臭気物質を有することができる。カプセル封入された臭気物質は、
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天然又は合成物質とすることができる。好ましくは、カプセル封入された臭気物質は、１
つ又はそれよりも多くの精油とすることができる。本発明による喫煙物品に使用するのに
適するカプセル封入された臭気物質は、当業技術で公知であり、米国ニューヨーク所在の
「Ａｒｃａｄｅ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ、Ｉｎｃ．」のような会社から市販されている。
【００１０】
　好ましくは、壊れやすいマイクロカプセルは、使用中に燃焼しない喫煙物品の一部分の
外面上に設けられる。好ましくは、マイクロカプセルは、喫煙物品の唇端部分の外面上に
設けられる。
　壊れやすいマイクロカプセルは、例えば、マイクロカプセルの懸濁液を組み立てた喫煙
物品の外面上に直接グラビア又はオフセット印刷することにより、本発明による喫煙物品
の外面に付加することができる。代替的又は追加的に、壊れやすいマイクロカプセルは、
喫煙物品を組み立てる前に喫煙物品の１つ又はそれよりも多くの構成要素の外面に付加す
ることができる。例えば、複数の壊れやすいマイクロカプセルの少なくとも一部は、喫煙
物品の少なくとも一部分を取り囲む紙、フィルム、又は他のシート材料の層の外面上に印
刷するか又はその他の方法で配置することができる。
【００１１】
　本発明による喫煙物品の外面上に設けられる複数の壊れやすいマイクロカプセルの少な
くとも一部は、喫煙物品の外面に放出可能に固定された紙、フィルム、又は他のシート取
外し可能な材料の層によって最初に覆うことができる。例えば、本発明の実施形態では、
壊れやすいマイクロカプセルは、喫煙物品の少なくとも一部分を取り囲む紙、フィルム、
又は他のシート材料の第１の層の外面上に設けられ、シート材料の第１の層の外面上に設
けられた壊れやすいマイクロカプセルの少なくとも一部は、シート材料の第１の層の外面
に放出可能に固定された紙、フィルム、又は他のシート材料の取外し可能な第２の層によ
って覆うことができる。
【００１２】
　マイクロカプセルが、紙、フィルム、又は他のシート材料の層上又は層間に配置された
場合、シート材料の層の外面には、例えば、製造業者又は銘柄ロゴ、商標及びスローガン
、カプセル封入された臭気物質の名前又は図形表示、及び／又は他の消費者情報又は印し
を印刷することができる。
　壊れやすいマイクロカプセルは、消費者によって喫煙物品の外面に摩擦力が加えられた
時に破裂させることができる（引っ掻いて嗅ぐ）。
【００１３】
　代替的又は追加的に、複数の壊れやすいマイクロカプセルの少なくとも一部が喫煙物品
の外面に放出可能に固定された取外し可能な材料の層によって覆われる場合、壊れやすい
マイクロカプセルは、消費者によって喫煙物品の外面から取外し可能な材料の層が除去さ
れる時に破裂させることができる（剥がして嗅ぐ）。例えば、喫煙物品の少なくとも一部
分を取り囲む材料の第１の層の外面上に設けられた壊れやすいマイクロカプセルが、材料
の第１の層の外面に放出可能に固定された取外し可能な材料の第２の層によって覆われる
本発明の実施形態では、壊れやすいマイクロカプセルは、消費者によって材料の第１の層
から材料の取外し可能な第２の層が分離された時に破裂させることができる。
【００１４】
　好ましくは、喫煙物品は、フィルタ付きシガレットである。好ましくは、喫煙物品は、
包装タバコロッドと、先端紙によって包装タバコロッドに取り付けられたフィルタとを含
む。本発明の実施形態では、壊れやすいマイクロカプセルは、先端紙の外面上に設けるこ
とができる。代替的又は追加的に、壊れやすいマイクロカプセルは、先端紙の少なくとも
一部分を取り囲む材料の層の外面上に設けることができる。
【００１５】
　喫煙物品は、先端紙の唇端部分を取り囲む「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド
又はストリップ、又は「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップのい
ずれかで「過剰先端化」することができる。他の実施形態では、喫煙物品は、その唇端か
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ら遠くにある先端紙の遠位端部分を取り囲む「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド
又はストリップ、又は「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップのい
ずれかで「過剰先端化」することができる。更に別の実施形態では、喫煙物品は、その唇
端から遠位端まで先端紙の全長を取り囲む「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又
はストリップ、又は「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップのいず
れかで「過剰先端化」することができる。
【００１６】
　代替的に、喫煙物品は、「剥がして嗅ぐ」バンド又はストリップ及び「引っ掻いて嗅ぐ
」バンド又はストリップの両方で「過剰先端化」することができる。本発明のそのような
実施形態では、「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップは、先端紙の
唇端領域を取り囲むことができ、一方、「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又
はストリップは、その唇端から遠くにある先端紙の遠位端部分を取り囲み、又はその逆も
同様である。両方の場合に、「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップ
によって取り囲まれた先端紙の長さ、及び「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド
又はストリップによって取り囲まれた先端紙の長さは、変えることができる。
【００１７】
　喫煙物品が、先端紙の少なくとも唇端部分を取り囲む「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセ
ル又は「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップで「先端を覆われる
」場合、「剥がして嗅ぐ」又は「引っ掻いて嗅ぐ」のバンド又はストリップは、フィルタ
の唇側端面を覆うこともできる。
　本発明の代替的な実施形態では、上述の「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド
又はストリップは、「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルが配置されたシート材料の層に
よるフィルタの「過剰先端化」ではなく、マイクロカプセルの懸濁液を先端紙の外面上に
直接印刷することによって形成することができる。
　添付図面を参照して、本発明を単に一例として以下に更に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　それぞれ図１、２、３、及び４に示す本発明の第１、第２、第３、及び第４の実施形態
によるフィルタ付きシガレットは、いくつかの共通の構成要素を有し、それらの構成要素
を通して同じ参照番号が与えられている。
　各フィルタ付きシガレットは、一般的に、軸線方向に整列した円筒形フィルタ４の一端
に取り付けた細長い円筒形の包装されたタバコロッド２を含む。包装されたタバコロッド
２とフィルタ４は、従来の方法で接合され、フィルタの全長と隣接する包装タバコロッド
２の唇端部分とを取り囲む先端紙６によってフィルタ付きシガレットを形成する。喫煙物
品の燃焼中に生成された主流煙を通気するために、フィルタ４に沿った位置で先端紙６を
通して穿孔のリング８が設けられる。
【００１９】
　図１に示すように、本発明の第１の実施形態によるフィルタ付きシガレット１０は、更
に、タバコロッド２に近接する先端紙６の端部と、先端紙６に近接する包装タバコロッド
２の端部とを取り囲む積層ストリップ又はバンド１２を含む。積層バンド１２は、下面が
先端紙６及び包装タバコロッド２に接着された下部紙層と、下面が下部紙層に放出可能に
接着された取外し可能な上部紙層１４とを含むが、フィルタ付きシガレット１０の包装タ
バコロッド２、フィルタ４、及び先端紙６に対するバンド１２の位置を示すために、下部
紙層は、図１から省略されている。マイクロカプセル封入された臭気物質は、下部紙層の
外面と取外し可能な上部紙層１４の内面との間で下部紙層上に配置される。
【００２０】
　使用中に、カプセル封入された臭気物質を放出させるために、喫煙前、喫煙中、又は喫
煙後のいずれかに、消費者は、積層バンド１２の下部紙層から取外し可能な上部紙層１４
を分離することができる。積層バンド１２の様々な構成要素間の相対接着力は、取外し可
能な上部紙層１４の内面と下部紙の外面との間に配置されたマイクロカプセルの壁を上部
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紙層１４の剥離が破裂させ、それによってそこにカプセル封入された臭気物質を放出させ
る程度のものである。
【００２１】
　本発明の第２の実施形態によるフィルタ付きシガレット１６は、図１に示すフィルタ付
きシガレット１０と殆ど同様の構成である。しかし、図２に示すように、この実施形態の
積層バンド１２は、先端紙６と先端紙６に近接する包装タバコロッド２の端部との全長を
取り囲んでいる。使用中に、カプセル封入された臭気物質を放出させるために、上述のよ
うに、消費者は、積層バンド１２の取外し可能な上部紙層１４をその残りの部分から分離
する。先端紙６及び従って図２の第２の実施形態の積層バンド１２によって取り囲まれた
フィルタ付きシガレットの表面の割合を増大させることにより、フィルタ付きシガレット
１６の外面上に設けられるマイクロカプセルの数を増すことができる。使用中に、積層バ
ンド１２の上部層１４が除去されると、それによって図１に示す本発明の第１の実施形態
のものよりも大量のカプセル封入された臭気物質がマイクロカプセルから放出され、従っ
て、場合によってはより強い嗅覚的感覚を消費者に提供することができる。
【００２２】
　先端紙６及びそれに近接する包装タバコロッド２の端部に加えて、本発明の第２の実施
形態によるシガレット１６では、積層バンド１２の取外し可能な上部層１４はまた、フィ
ルタ４の唇端１８を含む。積層バンド１２は、有利な態様においては、それによって喫煙
の前にフィルタ付きシガレット１６の唇端１８に重なる取外し可能な「シール」を提供す
る。更に、フィルタ付きシガレット１６を喫煙するために消費者が積層バンド１２の上部
層１４を除去して「シール」を破かなければならないので、本発明の第２の実施形態は、
喫煙の前に消費者によってカプセル封入された臭気物質が放出されることを保証する。
【００２３】
　図３に示す本発明の第３の実施形態によるフィルタ付きシガレット２０は、タバコロッ
ド２に近接する先端紙６の端部と先端紙６に近接する包装タバコロッド２の端部とを取り
囲むバンド２２を含む。バンド２２は、そこに配置されたマイクロカプセル封入された臭
気物質を有し、その下面が先端紙６及び包装タバコロッド２に接着される紙層２４を含む
。
　使用中に、喫煙前、喫煙中、又は喫煙後のいずれかに、消費者は、自分の指を使用して
直接的に又は例えばシガレットのための包装の一部を使用して間接的にバンド２２の紙層
２４の外面を擦るか又は引っ掻いて、バンド２２からカプセル封入された臭気物質を放出
させることができる。擦るか又は引っ掻くことによって摩擦力が発生し、それが、紙層２
４の外面に配置されたマイクロカプセルを破壊し、それによってそこにカプセル封入され
た臭気物質を放出させる。消費者が典型的に喫煙中にシガレット２０を保持する場所にな
る包装タバコロッド２に近接する先端紙６の端部にバンド２２を配置することは、有利な
態様においては、消費者によるフィルタ付きシガレット２０の通常の取り扱いで紙層２４
の外面に配置されたマイクロカプセルの少なくとも一部を破壊することを可能にする。更
に、第２のバンド２２の紙層２４の外面に配置されたカプセル封入された臭気物質は、有
利な態様においては、フィルタ付きシガレット２０の喫煙中に消費者の指まで移送するこ
とができる。
【００２４】
　必要に応じて、本発明の第３の実施形態によるフィルタ付きシガレット２０のバンド２
２は、図２に示す本発明の第２の実施形態によるフィルタ付きシガレット１６の積層バン
ド１２と同様に、先端紙６及び先端紙６に近接する包装タバコロッド２の端部の全長を取
り囲むように延長することができることが認められるであろう。
【００２５】
　図４に示す本発明の第４の実施形態によるフィルタ付きシガレット２６は、フィルタ付
きシガレット３０の唇端に近接する先端紙６の端部を取り囲む積層第１バンド１２を含む
。積層第１バンド１２は、図１及び２に示して上述したそれぞれ本発明の第１及び第２の
実施形態によるフィルタ付きシガレット１０、１６の積層バンド１２と同じ構成及び機能
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を有する。図４に示すように、シガレット２６は、積層第１バンド１２に隣接して、包装
タバコロッド２に近接する先端紙６の端部と、先端紙６に近接する包装タバコロッド２の
端部とを取り囲む第２のバンド２２を更に含む。第２のバンド２２は、図３に示す本発明
の第３の実施形態によるフィルタ付きシガレット２０のバンド２２と同じ構成及び機能を
有する。フィルタ付きシガレット２６の第２のバンド２２の紙層２４の外面に配置された
カプセル封入された臭気物質は、積層第１バンド１２の下部紙層と取外し可能な上部紙層
との間に配置されたカプセル封入された臭気物質と同様か又は異なるようにすることがで
きる。
【００２６】
　使用中に、積層第１バンド１２からカプセル封入臭気物質を放出させるために、消費者
は、上述のように、積層第１バンド１２の残りの部分から取外し可能な上部紙層１４を分
離する。更に、第２のバンド２２からカプセル封入臭気物質を放出させるために、消費者
は、上述のように、第２のバンド２２の紙層２４の外面を擦るか又は引っ掻く。ここでも
また、包装タバコロッド２に近接する先端紙６の端部にバンド２２を配置することは、有
利な態様においては、紙層２４の表面上に配置されたマイクロカプセルの少なくとも一部
が消費者によるフィルタ付きシガレット２０の通常の取り扱いによって破れ、従ってフィ
ルタ付きシガレット２６の喫煙中に第２のバンド２２の紙層２４の外面に配置されたカプ
セル封入臭気物質が消費者の指まで移送されることを可能にする。
【００２７】
　図４に示す第４の実施形態の「剥がして嗅ぐ」（積層第１バンド１２）カプセル封入臭
気物質と「引っ掻いて嗅ぐ」（第２バンド２２）カプセル封入臭気物質の両方の組合せを
提供することは、有利な態様においては、消費者がフィルタ付きシガレット２６の喫煙中
に別々の段階でカプセル封入臭気物質を放出させることを可能にする。例えば、消費者は
、フィルタ付きシガレット２６を吸煙する前に積層第１バンド１２の残りの部分から上部
紙層１４を除去することにより、「剥がして嗅ぐ」カプセル封入臭気物質を放出させて第
１の嗅覚的感覚を体験し、次に、喫煙時又は喫煙後に第２のバンド２２の紙層２４の外面
を擦ることにより、「引っ掻いて嗅ぐ」カプセル封入臭気物質を放出させて第２の嗅覚的
感覚を体験することができる。
　必要に応じて、先端紙６及びそれに近接する包装タバコロッド２の端部に加えて、フィ
ルタ付きシガレット２６の積層第１バンド１２の取外し可能な上部紙層１４はまた、図２
に示す本発明の第２の実施形態によるフィルタ付きシガレット１６の場合のようにフィル
タ４の唇側端面を含むことができる。
【００２８】
　図１、２、及び４にそれぞれ示した本発明の第１、第２、及び第４の実施形態によるフ
ィルタ付きシガレット１０、１６、及び２６において積層バンド１２として使用するのに
適切な「剥がして嗅ぐ」積層紙ストリップは、例えば、「Ａｒｃａｄｅ　Ｍａｒｋｅｔｉ
ｎｇ、Ｉｎｃ．」によって「ＳｃｅｎｔＳｔｒｉｐ（登録商標）」の銘柄で製造かつ市販
されている。
　図３及び４にそれぞれ示した本発明の第３及び第４の実施形態によるフィルタ付きシガ
レット２０及び２６において積層バンド２２として使用するのに適切な「引っ掻いて嗅ぐ
」積層紙ストリップは、例えば、「Ａｒｃａｄｅ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ、Ｉｎｃ．」によ
って「ＭｉｃｒｏＦｒａｇｒａｎｃｅ（登録商標）Ｓｃｒａｔｃｈ　'ｎ’　Ｓｎｉｆｆ
」の銘柄で製造かつ市販されている。
【００２９】
　第３及び第４の実施形態の「引っ掻いて嗅ぐ」バンド２２は、それぞれ、例えば、グラ
ビア印刷又はオフセット印刷の手段でフィルタ付きシガレット２０、２６の先端紙６の外
面に直接マイクロカプセルの懸濁液を付加することによって代替的に形成することができ
る。適切なマイクロカプセル懸濁液は、例えば、「Ａｒｃａｄｅ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ、
　Ｉｎｃ．」により「ＡｒｏｍａＬａｃｑｕｅｒ（登録商標）」の銘柄で製造かつ市販さ
れている。
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【００３０】
　それぞれ図１及び４に示す本発明の第２及び第３の実施形態によるフィルタ付きシガレ
ット１６、２６では、「剥がして嗅ぐ」積層バンド１２は、先端紙６内に設けられた穿孔
のリング１８を覆って延びている。そのようなフィルタ付きシガレット１６、２６の燃焼
中に生成された主流煙の適切な通気を保証するために、例えば、積層バンド１２にマクロ
穿孔を設けることができる。必要に応じて、穿孔は、同様に「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロ
カプセルのバンドにも設けられ、本発明による喫煙物品の主流煙の適切な通気を保証する
ことができることが認められるであろう。
【００３１】
　本発明は、フィルタ付きシガレットを参照して例示したが、例えば、シガー、シガリロ
、及びフィルタなしシガレットのような本発明による他の種類の喫煙物品も生成すること
ができることが認められるであろう。
　更に、上述の実施形態では、「過剰先端化」したものの外面上に「引っ掻いて嗅ぐ」及
び／又は「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセル封入臭気物質を設けたが、本発明による喫煙
物品は、それらの外面の他の部分上に壊れやすいマイクロカプセルを設けることができる
ことが認められるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１の実施形態によるフィルタ付きシガレットの斜視図である。
【図２】本発明の第２の実施形態によるフィルタ付きシガレットの斜視図である。
【図３】本発明の第３の実施形態によるフィルタ付きシガレットの斜視図である。
【図４】本発明の第４の実施形態によるフィルタ付きシガレットの斜視図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１２　「剥がして嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップ
　２２　「引っ掻いて嗅ぐ」マイクロカプセルのバンド又はストリップ
　２６　喫煙物品
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