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(57)【要約】
【課題】封入触媒粒子を有するシガレット構成要素及び
その製造及び使用方法を提供する。
【解決手段】封入触媒粒子は、シガレットを形成するの
に使用されるタバコ切断充填物及び／又はシガレット紙
に組み込むことができる。主流タバコ煙中の一酸化炭素
及び／又は酸化窒素を低減することができる封入触媒粒
子は、揮発性コーティングで封入された触媒粒子を含む
。封入触媒粒子を含むシガレットの喫煙中に、揮発性コ
ーティングは、揮発して触媒粒子の活性表面を露出させ
る。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主流タバコ煙中の一酸化炭素及び酸化窒素の少なくとも一方を低減することができる封
入触媒粒子を含むシガレットの構成要素であって、
　触媒粒子が、少なくとも部分的に揮発性封入材料で被覆され、
　構成要素が、タバコ切断充填物、シガレット紙、及びシガレットフィルタから成る群か
ら選択される、
　ことを特徴とする構成要素。
【請求項２】
　（ａ）前記触媒粒子は、前記揮発性封入材料で完全に被覆され、
　（ｂ）前記触媒粒子は、Ｍｇ、Ａ１、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ
、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｌａ、Ｈ
ｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、及びＡｕから成る群から選択された少なくとも１つの
元素の元素金属、合金、酸化物、及びオキシ水酸化物の少なくとも１つを含み、
　（ｃ）前記触媒粒子は、マンガン、鉄、銅、又はセリウムの酸化物及びオキシ水酸化物
の少なくとも一方を含み、
　（ｄ）前記触媒粒子は、ナノスケール粒子を含み、又は
　（ｅ）前記触媒粒子は、約１００ｎｍよりも小さいか又は約５０ｎｍよりも小さな平均
粒径を有する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の構成要素。
【請求項３】
　前記揮発性封入材料は、
　（ａ）ワックス、水溶性ポリマー、又は水不溶性ポリマー、
　（ｂ）蜜蝋、ココナツ蝋、カンデリラ蝋、カルナウバ蝋、モンタン蝋、オーリクリー蝋
、パラフィン蝋、米蝋、及びそれらの混合物から成る群から選択されたワックス、
　（ｃ）ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、酸化ポリエチレン、水溶性ポリ
アミド、水溶性ポリエステル、水溶性セルロース、アクリル酸ポリマー、でんぷん、デキ
ストリン、ゴム、ゼラチン、ペクチン、アルギン酸塩、アラビアゴム、及びそれらの混合
物から成る群から選択された水溶性ポリマー、
　（ｄ）ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリル酸塩、ポリメタクリル酸塩、ポリ
メチルメタクリル酸塩、塩化ポリビニル、塩化ポリビニリデン、多糖類、及びそれらの混
合物から成る群から選択された水不溶性ポリマー、
　（ｅ）前記触媒粒子と接触した第１の層及び該第１の層の上に形成された第２の層、及
び
　（ｆ）香味含有化合物を含む第１の層及び該第１の層の上に形成された第２の層、
　のうちの少なくとも１つを含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の構成要素。
【請求項４】
　（ａ）前記揮発性封入材料は、約４０℃と約３５０℃の間の揮発温度を有し、
　（ｂ）前記揮発性封入材料は、約５％よりも高い相対湿度を有する雰囲気で揮発するよ
うになっており、又は
　（ｃ）前記揮発性封入材料は、約４０℃と約３５０℃の間の揮発温度を有し、かつ約５
％よりも高い相対湿度を有する雰囲気で揮発するようになっている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の構成要素。
【請求項５】
　前記揮発性封入材料は、香味含有化合物を含むことを特徴とする請求項１に記載の構成
要素。
【請求項６】
　前記香味含有化合物は、メントール、メントール派生物、メントール前駆物質、又はそ
れらの混合物を含むことを特徴とする請求項５に記載の構成要素。
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【請求項７】
　前記香味含有化合物は、合成芳香剤、天然芳香剤、精油、アルデヒド、アルコール、エ
ステル、ケトン、フェノール、又はそれらの混合物を含むことを特徴とする請求項５に記
載の構成要素。
【請求項８】
　前記触媒粒子は、一酸化炭素から二酸化炭素への変換のための酸化剤、酸化窒素から窒
素への変換のための還元剤、及び一酸化炭素から二酸化炭素及び酸化窒素から窒素の少な
くとも一方への変換のための触媒として作用することができることを特徴とする請求項１
に記載の構成要素。
【請求項９】
　タバコロッド、シガレット紙、及び任意的なフィルタを含むシガレットであって、
　タバコロッド、シガレット紙、及びフィルタのうちの少なくとも１つが、主流タバコ煙
中の一酸化炭素及び酸化窒素の少なくとも一方を低減することができる封入触媒粒子を含
み、
　前記触媒粒子は、少なくとも部分的に揮発性封入材料で被覆されている、
　ことを特徴とするシガレット。
【請求項１０】
　（ａ）前記揮発性封入材料は、シガレットの吸煙中に揮発して前記触媒粒子の活性表面
を露出するようになっており、
　（ｂ）前記揮発性封入材料は、シガレットの吸煙中に熱又は化学的に分解して前記触媒
粒子の表面を露出するようになっており、又は
　（ｃ）前記揮発性封入材料は、シガレットの吸煙中に揮発し、かつ熱又は化学的に分解
して前記触媒粒子の表面を露出するようになっている、
　ことを特徴とする請求項９に記載のシガレット。
【請求項１１】
　前記触媒粒子は、前記揮発性封入材料で完全に被覆されることを特徴とする請求項９に
記載のシガレット。
【請求項１２】
　前記封入触媒粒子は、
　（ａ）主流タバコ煙中の前記一酸化炭素の少なくとも５％を二酸化炭素に、又は主流タ
バコ煙中の前記酸化窒素の少なくとも５％を窒素に変換するのに有効な量で、又は主流タ
バコ煙中の該一酸化炭素の少なくとも５％を二酸化炭素に、かつ主流タバコ煙中の該酸化
窒素の少なくとも５％を窒素に変換するのに有効な量で組み込まれ、
　（ｂ）シガレット当たり約２００ｍｇまでの全体量で組み込まれ、かつ、
　（ｃ）タバコロッドの全長に沿って均一又は不均一に配分される、
　うちの少なくとも１つである、
　ことを特徴とする請求項９に記載のシガレット。
【請求項１３】
　前記シガレット紙は、
　（ａ）第１の層及び該第１の層の周りに形成された第２の層を有し、かつ前記封入触媒
粒子が該第１の層に組み込まれた包装紙、及び
　（ｂ）少なくとも１つの表面上に前記封入触媒粒子が被覆され、印刷され、又は被覆か
つ印刷された包装紙、
　のうちの少なくとも一方を含む、
　ことを特徴とする請求項９に記載のシガレット。
【請求項１４】
　異なる封入触媒粒子の混合物を含むことを特徴とする請求項９に記載のシガレット。
【請求項１５】
　シガレットを製造する方法であって、
　（ｉ）封入触媒粒子をタバコ切断充填物、シガレットフィルタ、及びシガレット包装紙
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のうちの少なくとも１つの中に、その表面上に、又はその中にかつその表面上に組み込む
段階、
　（ｉｉ）前記タバコ切断充填物をシガレット製造機に供給してタバコ列を形成する段階
、
　（ｉｉｉ）前記タバコ列の周りに前記シガレット包装紙を配置してシガレットのタバコ
ロッドを形成する段階、及び
　（ｉｖ）任意的に、先端紙を使用して前記シガレットフィルタを前記タバコ列に取り付
ける段階、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記組み込む段階は、噴霧、散布、又は浸漬を含むことを特徴とする請求項１５に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記封入触媒粒子は、該封入触媒粒子を濡れたベースウェブ、中間ウェブ、又は完成ウ
ェブ上に噴霧又は被覆することによってシガレット紙に組み込まれることを特徴とする請
求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記組み込む段階は、前記封入触媒粒子と、前記タバコ切断充填物及びシガレット包装
紙の少なくとも一方とを液体のない状態で組み合わせる段階を含むことを特徴とする請求
項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　シガレットは、吸煙中に主流煙かつ静的燃焼中に副流煙の両方を生成する。主流煙と副
流煙の両方の成分は、一酸化炭素（ＣＯ）と酸化窒素（ＮＯ）である。煙中の一酸化炭素
及び／又は酸化窒素の低減が望ましい。
【０００２】
【特許文献１】米国特許公開第２００４／０１３１８５９号
【特許文献２】米国特許公開第２００４／００４０５６６号
【特許文献３】米国特許公開第２００４／０１１０６３３号
【特許文献４】米国特許第６、０５３、１７６号
【特許文献５】米国特許第５、９３４、２８９号
【特許文献６】米国特許第５、５９１、３６８号
【特許文献７】米国特許第５、３２２、０７５号
【特許文献８】米国特許第５、１４３、０９８号
【非特許文献１】Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｒ．Ｂａｋｅｒ著「煙形成及び送出の機構」、「タバ
コ科学の最近の進歩」、第６巻、１８４～２２４ページ（１９８０年）
【非特許文献２】Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｒ．Ｂａｋｅｒ著「喫煙サイクル中のシガレット燃焼
コール内の気体形成領域の変動」、「Ｂｅｉｔｒａｇｅ　ｚｕｒ　Ｔａｂａｋｆｏｒｓｃ
ｈｕｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ１」、第１１巻、第１号、１～１７ページ（１９８
１年）
【発明の開示】
【０００３】
　開示するのは、シガレットと、主流タバコ煙中の一酸化炭素及び／又は酸化窒素を低減
することができ、揮発性封入材料で少なくとも部分的に被覆された触媒粒子を含む封入触
媒粒子を含むシガレットの構成要素（例えば、タバコの切断した充填物及びシガレット紙
）である。好ましくは、触媒粒子は、揮発性封入材料で完全に被覆される。
　ナノスケールの粒子を含むことができる触媒粒子は、好ましくは、Ｍｇ、Ａ１、Ｓｉ、
Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、
Ｒｕ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｌａ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、０ｓ、Ｉｒ、及びＡｕか
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ら成る群から選択された少なくとも１つの元素の元素金属、合金、酸化物、及び／又はオ
キシ水酸化物を含む。
【０００４】
　好ましい触媒粒子は、タバコ煙成分を低減し、例えば、一酸化炭素から二酸化炭素及び
／又は酸化窒素から窒素への変換の触媒の働きをし、一酸化炭素を二酸化炭素に酸化し、
かつ酸化窒素を窒素に還元することができる。
　揮発性封入材料は、好ましくは、ワックス、水溶性ポリマー、又は水不溶性ポリマーで
ある。揮発性封入材料は、メントール、メントール派生物、又はメントール前駆物質のよ
うな香味含有化合物を含むことができる。好ましい揮発性封入材料は、約４０℃と約３５
０℃の間の揮発温度を有し、又は約５％よりも高い相対湿度を有する雰囲気に露出される
と揮発する。
【０００５】
　実施形態において、揮発性封入材料は、触媒粒子と接触する第１の層（例えば、香味含
有層）及び第１の層の上に形成された第２の層を含む。
　封入触媒粒子を含むシガレットでは、揮発性封入材料は、シガレットの喫煙中に揮発し
て（例えば、熱又は化学的に分解する）、触媒粒子の活性表面を露出するようになってい
る。
　一実施形態では、封入触媒粒子は、シガレットのタバコロッドに沿って均質に又は不均
質に組み込むことができる。更に別の実施形態では、封入触媒粒子は、シガレットの包装
紙又はフィルタ内に組み込むことができる。例えば、封入触媒粒子は、多層包装紙の第１
（すなわち、内側）の層内に組み込むことができる。封入触媒粒子は、包装紙を通して分
布させるか又は包装紙の表面上に印刷することができる。シガレットは、異なる封入触媒
粒子の混合物を含むことができる。
【０００６】
　シガレットを作る方法は、（ｉ）封入触媒粒子をタバコ切断充填物及びシガレット包装
紙の少なくとも一方の中に及び／又はその表面上に組み込む段階、（ｉｉ）タバコ切断充
填物をタバコ製造機に供給してタバコ列を形成する段階、（ｉｉｉ）タバコ列の周りにシ
ガレット包装紙を配置してシガレットのタバコロッドを形成する段階、及び（ｉｖ）任意
的に先端紙を使用してシガレットフィルタをタバコ列に取り付ける段階を含む。封入触媒
粒子は、噴霧、散布、又は浸漬によって組み込むことができる。例えば、封入触媒粒子は
、濡れたベースウェブ、中間ウェブ、又は完成ウェブ上に封入触媒粒子を噴霧又は被覆す
ることによってシガレット紙に組み込むことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　開示するのは、封入触媒粒子を組み込んだシガレット構成要素、シガレット、及びシガ
レットを喫煙する方法である。封入触媒粒子は、１つ又はそれよりも多くの触媒粒子のコ
アとコアの周りに形成された揮発性封入層（すなわち、コーティング）とを含む。揮発性
封入層は、ほぼ周囲温度（例えば、シガレットの貯蔵中に及び着火シガレットの燃焼／熱
分解区域の下流）での触媒粒子のための保護層とすることができるが、シガレット煙の上
昇した温度、湿度、又は気相成分に露出されると、揮発性材料は、揮発して（例えば、熱
又は化学的分解）下に重なる触媒粒子を露出することができる。
【０００８】
　封入触媒粒子は、シガレットのタバコ切断充填物、シガレット紙、及びシガレットフィ
ルタのようなシガレットの１つ又はそれよりも多くの構成要素に組み込むことができる。
封入触媒粒子を含むシガレットでは、主流煙中の一酸化炭素及び／又は酸化窒素の量を低
減することができる。封入触媒粒子を含むシガレットを提供する方法は、触媒粒子の封入
と、シガレットを形成するのに使用される１つ又はそれよりも多くの構成要素への封入触
媒粒子の組み込みとを含む。
【０００９】
　１つ又はそれよりも多くのシガレットの構成要素への触媒粒子の組み込みは、その内容
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が参照として本明細書に組み込まれている、本出願人所有の米国特許公開第２００４／０
１３１８５９号、第２００４／００４０５６６号、及び第２００４／０１１０６３３号に
開示されている。１つ又はそれよりも多くの気相成分（例えば、ＣＯ又はＮＯ）の主流煙
及び／又は副流煙中濃度を低減するために、触媒粒子をシガレットに組み込むことができ
る。しかし、触媒粒子を含むシガレットの喫煙中に、触媒粒子にタールのような半揮発性
又は不揮発性燃焼生成物が形成する可能性がある。半揮発性又は不揮発性堆積物の早期の
堆積は、触媒粒子を事実上不活性化する可能性がある（例えば、触媒粒子と気相成分の間
に障壁を形成することにより、及び／又は触媒粒子と化学的に相互作用することにより）
。例えば、半揮発性又は不揮発性材料は、主流煙中に生成された気相成分に対して事実上
不浸透性とすることができる。更に、高温においては、半揮発性又は不揮発性材料は、触
媒粒子と反応して触媒作用を低減する可能性がある。
【００１０】
　開示するのは、触媒粒子の露出面（例えば、触媒面）上に直接形成された揮発性コーテ
ィングを含む封入触媒粒子である。揮発性とは、封入層が好ましくはタバコ燃焼／熱分解
のタール又は他の固相副産物の揮発温度よりも低い揮発温度を有することを意味する。封
入触媒粒子を含むシガレットを喫煙する前に、揮発性コーティングは、触媒粒子を好まし
くは部分的に封入し、より好ましくは完全に封入する。好ましい揮発性コーティングは、
シガレットの喫煙中に揮発する。
【００１１】
　封入触媒粒子を含むシガレットでは、封入触媒粒子がコーティングの揮発温度よりも低
い温度に露出された時に、揮発性コーティングは、半揮発性及び不揮発性材料（例えば、
タール）が上に堆積することができる保護層を形成する。半揮発性及び不揮発性材料は、
触媒粒子上ではなく揮発性コーティング上に形成かつ堆積することができる。温度が封入
材料の温度に到達するか又はそれを超える時に、揮発性コーティング、並びにそこに形成
されたあらゆる材料は、除去されて、触媒粒子の活性表面を露出することができる。従っ
て、触媒粒子の活性表面は、喫煙条件下に露出され（すなわち、燃焼区域よりも前に）、
主流煙及び／又は副流煙の気相成分に触媒作用を及ぼして酸化させることができる。本出
願人は、封入されていない触媒粒子よりもシガレットに組み込まれた封入触媒粒子がシガ
レットの喫煙中に高い触媒効果を有することを予想外に見出した。
　実施形態において、シガレットは、封入触媒粒子を含み、炭化線の前に約０．１ｍｍか
ら約１０ｍｍの距離で、好ましくは約０．５ｍｍから約２ｍｍの距離でシガレットの喫煙
中に揮発性封入材料が揮発する。本明細書で使用される「炭化線」は、シガレットの燃焼
区域の縁部においてシガレットの喫煙中に生成されたシガレット包装紙に作られた線であ
る。
【００１２】
　封入層は、熱又は化学的に分解する可能性がある揮発性材料から形成される。第１の実
施形態では、封入材料は、周囲温度を超えるが約３５０℃よりも低い、好ましくは約２０
０℃よりも低い温度に露出されると熱分解（例えば、溶融、昇華、又は熱分解）させるこ
とができ、主流煙、副流煙、又は両方に対して触媒粒子面を露出する。好ましい封入材料
は、約４０℃と約２００℃の間の温度で熱分解する。例えば、主流煙中の水分が封入層と
相互作用して封入材料を揮発させ、触媒粒子を露出させることができる。好ましい封入層
は、好ましくは約５％よりも高い、より好ましくは約２０％よりも高い相対湿度を有する
主流煙又は副流煙に露出されると化学的に分解する。
【００１３】
　揮発性封入層を設けることによって、シガレットの燃焼区域よりも前にシガレットに（
例えば、タバコ切断充填物に）組み込まれた粒子の活性触媒面を露出することができる。
揮発性封入層は、触媒粒子と不揮発性又は半揮発性燃焼物及び／又は熱分解生成物（例え
ば、タール）との間の物理的な相互作用及び化学反応を最小にすることができる。例えば
、触媒粒子との反応によるタール分子の高温亀裂を最小にすることができる。
【００１４】
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　封入触媒粒子のコアを構成する触媒粒子は、Ｍｇ、Ａ１、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ
、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｃ
ｅ、Ｐｒ、Ｌａ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｒｅ、０ｓ、Ｉｒ、及びＡｕから成る群から選択され
た少なくとも１つの元素の元素金属、合金、酸化物、及び／又はオキシ水酸化物を含むこ
とができる。
　触媒粒子は、好ましくはナノスケール粒子を含む。「ナノスケール」とは、触媒粒子が
１ミクロンよりも小さい平均粒子径を有することを意味する。好ましくは、ナノスケール
粒子は、約１００ｎｍよりも小さい平均粒子径を有し、より好ましくは、約５０ｎｍより
も小さい平均粒子径を有し、最も好ましくは約１０ｎｍよりも小さい平均粒子径を有する
。
【００１５】
　好ましい触媒粒子は、鉄の酸化物及び／又はオキシ水酸化物を含む。例えば、米国ペン
シルベニア州キング・オブ・プラシア所在の「ＭＡＣＨ　Ｉ、Ｉｎｃ．」は、商標名「Ｎ
ＡＮＯＣＡＴ（登録商標）超微細酸化鉄（ＳＦＩＯ）」及び「ＮＡＮＯＣＡＴ（登録商標
）磁性酸化鉄」の下でＦｅ2Ｏ3ナノスケール粒子を販売している。「ＮＡＮＯＣＡＴ（登
録商標）超微細酸化鉄（ＳＦＩＯ）」は、粒径が約３ｎｍ、比表面積が約２５０ｍ2／ｇ
、体積密度が約０．０５ｇ／ｍ１の自由流動粉体の形態をしたアモルファス酸化鉄である
。「ＮＡＮＯＣＡＴ（登録商標）超微細酸化鉄（ＳＦＩＯ）」は、従来の触媒内に存在す
ることがある不純物を実質的になくし、かつ食品、薬品、及び化粧品に使用するのに適す
る気相処理によって合成される。「ＮＡＮＯＣＡＴ（登録商標）磁性酸化鉄」は、粒径が
約２５ｎｍ、表面積が約４０ｍ2／ｇの自由流動粉体である。更に別の好ましい触媒粒子
は、マンガン、銅、及びセリウムの酸化物及び／又はオキシ水酸化物を含む。
【００１６】
　触媒粒子を封入するコーティングを形成する封入材料は、ワックス、水溶性ポリマー、
水不溶性ポリマー、又はシガレットの喫煙中に揮発して下に重なる触媒粒子を露出させる
他の材料を含むことができる。好ましい封入材料は、毒性がなく、触媒粒子に容易に被覆
され、かつ典型的なシガレットの貯蔵条件下で安定な（例えば、熱的及び化学的に安定な
）材料である。好ましい封入材料は、１つ又はそれよりも多くの香味含有化合物を含む。
　封入材料は、ワックスを含むことができる。好ましいワックスは、融点温度が約４０℃
から約３５０℃の熱溶融材料を含む。例示的ワックスは、蜜蝋、ココナツ蝋、カンデリラ
蝋、カルナウバ蝋、モンタン蝋、オーリクリー蝋、パラフィン蝋、米蝋、又はそれらの混
合物を含む。
【００１７】
　封入材料は、水溶性ポリマーを含むことができる。例示的な水溶性ポリマーは、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルピロリドン、酸化ポリエチレン、水溶性ポリアミド、水溶性
ポリエステル、水溶性セルロース、アクリル酸ポリマー、又はそれらの混合物を含む。天
然及び変性水溶性ポリマーは、でんぷん、デキストリン、ゴム、ゼラチン、ペクチン、ア
ルギン酸塩、アラビアゴム、又はそれらの混合物を含む。
【００１８】
　好ましい封入材料は、アルギン酸塩である。アルギン酸塩は、長鎖、炭水化物生体高分
子アルギン酸であり、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸カルシウム、アルギン酸カリウ
ム、及びアルギン酸プロピレングリコールを含む。アルギン酸は、水不溶性であるが、そ
の塩類は、親水コロイド（すなわち、水を結合又は吸収する）でコーティングに形成する
ことができる。
　アルギン酸塩は、一般的に耐酸性で耐熱性である。カルシウムイオン濃度を調整すると
、架橋を引き起こしてゲル強度を制御する。アルギン酸塩をペクチンのような他のゴムと
組み合わせると粘性を高くすることができる。
　アルギン酸塩は、一般的に水温の低下に伴って溶解度が低くなるが、周囲温度の水に分
散させることができる。約２重量％を超えるアルギン酸塩濃度は、高剪断混合を使用して
分散させ、凝集塊を解消することができる。高速度混合器は、高速流を高剪断と組み合わ
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せて混合効率を改善する。アルギン酸カルシウムコーティングを含む封入触媒粒子を形成
する好ましい方法を以下に説明する。
【００１９】
　封入材料は、水不溶性ポリマーを含むことができる。例示的な水不溶性ポリマーは、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリル酸塩、ポリメタクリル酸塩、ポリメチルメタ
クリル酸塩、塩化ポリビニル、塩化ポリビニリデン、多糖類、又はそれらの混合物を含む
。
　封入材料は、香味含有化合物を含むことができる。好ましい香味含有化合物は、メント
ール、メントール派生物、及びメントール前駆物質を含む。他の適切な香味化合物は、合
成及び天然芳香剤、精油、アルコール、アルデヒド、エステル、エーテル、ケトン、フェ
ノール、及びそれらの混合物を含む。香味化合物は、芳香性化合物又は非芳香性化合物と
することができる。
【００２０】
　触媒粒子は、同一の又は異なる揮発性封入材料の１つ又はそれよりも多くの層を用いて
被覆することができる。例えば、複数の被覆段階を使用して望ましい厚み及び／又は望ま
しい封入材料の適用範囲を達成することができる。更に別の事例では、触媒粒子は、第１
の揮発性コーティング、及び次に第２の揮発性コーティングを用いて被覆することができ
る。好ましい実施形態では、第１の揮発性コーティングは、香味含有化合物を含む。
【００２１】
　様々な方法を使用して封入触媒粒子を形成することができる。適切な方法は、触媒粒子
を準備する段階と、触媒粒子の上に少なくとも１つの揮発性封入層を形成する段階とを含
む。本方法は、気相技術と液層技術を含む
　例示的な気相技術では、触媒粒子は、液相の封入材料（例えば、揮発性化合物の溶液又
は純粋な液体）と混合して混合物を形成することができる。混合中に、温度及び攪拌の量
は、制御することができる。例えば、触媒粒子及び封入材料の溶液は、均質な混合物を形
成するために室温で超音波処理を用いて組み込むことができる。
　触媒粒子封入材料混合物は、乾燥させて封入触媒粒子を形成することができる。好まし
い実施形態によれば、混合物は、吸引されて封入材料で被覆された触媒粒子を含むエアロ
ゾルを形成することができる。エアロゾル化温度及び分配率は、固相封入触媒粒子（すな
わち、封入材料相が乾燥して触媒粒子に固体のコーティングを形成する）を形成するよう
に制御することができる。
【００２２】
　一例として、アラビアゴムで被覆された５０重量％の「ＮＡＮＯＣＡＴ（登録商標）」
酸化鉄粒子を含む封入触媒粒子は、一定の攪拌条件下で約３０ｍ１の脱イオン水内にアラ
ビアゴム（～１ｇ）を備えた第１の混合酸化鉄粒子（～１ｇ）によって調製され、酸化鉄
粒子の均質な懸濁液を形成することができる。懸濁液は、約１７０℃の温度で０．５ｍｍ
のノズルを使用してエアロゾル化され、それによって混合物内に存在する水分が蒸発し、
アラビアゴムで被覆された酸化鉄粒子が形成される。処理条件に応じて、封入触媒粒子は
、粉体、顆粒、又は凝集粒子の形態とすることができる。封入触媒粒子は、球形、長球形
、より糸形、及び小繊維形などの形状とすることができる。
【００２３】
　例示的な液相技術では、触媒粒子は、液相封入材料又は封入材料前駆物質（例えば、揮
発性化合物の溶液又は純粋な液体）の中に浸漬され、触媒粒子上にコーティングが形成さ
れる混合物を形成することができる。浸漬時の温度は制御され、混合物は、任意的に攪拌
する（例えば、かき混ぜる）ことができる。触媒粒子及び封入材料は、室温で混合してコ
ーティングを形成することができる。浸漬の後に、被覆された触媒粒子は、乾燥させて、
更に任意的に処理されて封入触媒粒子を形成することができる。更に別の処理は、例えば
、イオン交換反応を通じた封入ポリマーの架橋を含むことができる。
【００２４】
　アルギン酸塩封入触媒粒子を形成する方法は、触媒粒子をアルギン酸塩の溶液内に浸漬
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して被覆された触媒粒子を形成する段階と、次に、被覆された触媒粒子を処理して架橋ポ
リマーアルギン酸塩コーティングを形成する段階とを含む。
　一例として、アルギン酸カルシウム及び／又はナトリウムで被覆された５０重量％の「
ＮＡＮＯＣＡＴ（登録商標）」酸化鉄粒子を含む封入触媒粒子は、一定の攪拌条件下でア
ルギン酸ナトリウムの溶液（約１００ｍ１の脱イオン水内に１ｇのアルギン酸ナトリウム
）を備えた第１の混合酸化鉄粒子（～１ｇ）によって調製され、酸化鉄粒子で被覆された
アルギン酸ナトリウムを形成することができる。混合物は、好ましくは、均質化され（例
えば、３０～１３０秒間）、空気内に放置され（例えば、１０～６０分間）、次に、再度
均質化される（例えば、３０～１３０秒間）。
【００２５】
　アルギン酸ナトリウムコーティングは、イオン交換反応を通じて少なくとも部分的にか
つ好ましくは完全にアルギン酸カルシウムコーティングに変換（例えば、重合）すること
ができる。既知容積のアルギン酸ナトリウム被覆酸化鉄粒子が、好ましくは多価カチオン
を含む溶液と接触する。ナトリウムは、水溶液又は非水（例えば、アルコール）溶液を含
むことができる。好ましい方法では、溶液は、塩化カルシウム（例えば、塩化カルシウム
の０．１Ｍ水溶液）を含み、それによって酸化鉄粒子の周りに架橋揮発性アルギン酸カル
シウムシェルを形成するイオン交換反応を通じてＣａ2+がＮａ1+と交換される。架橋封入
層を形成するのに適する他の多価カチオン溶液は、アルミニウム、マンガン、鉄、銅、亜
鉛、ストロンチウム、銀、及びバリウムを含むことができる。架橋ポリマー封入材料の硬
度は、架橋の程度を変えることによって制御することができる。架橋の量は、封入材料と
多価カチオン溶液の間の反応時間（例えば、硬化時間）に比例する。イオン交換を通じて
架橋することができる他のポリマーは、多糖類を含む。
【００２６】
　好ましい方法では、既知容積のアルギン酸ナトリウム被覆酸化鉄粒子が、塩化カルシウ
ム溶液内に滴状分散される（例えば、２６．５ゲージの注射針により）。分配の高さと速
度が制御されて、封入触媒粒子の大きさを制御することができる。過剰の塩化カルシウム
溶液は、予め設定した硬化時間後に（例えば、約２時間まで）、除去（例えば、濾過又は
静かに注ぐ）され、アルギン酸カルシウム被覆粒子は、洗浄して乾燥させることができる
。少なくとも約１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、又は９０±５重量％
の触媒粒子（例えば、酸化鉄粒子）を含む封入触媒粒子を調製することができる。
【００２７】
　酸化鉄／アルギン酸カルシウムサンプルの光学顕微鏡写真を図１に示している。図１（
ａ）は、受け取ったままの「ＮＡＮＯＣＡＴ（登録商標）」酸化鉄触媒粒子の光学顕微鏡
写真を示している。図１（ｂ）は、不規則で球形粒子形態のアルギン酸カルシウム封入酸
化鉄粒子の光学顕微鏡写真を示している。図１（ｃ）は、小繊維形形態のアルギン酸カル
シウム封入酸化鉄粒子の光学顕微鏡写真を示している。
　封入触媒粒子を形成するための付加的な方法は、ポリマー対ポリマー非相容性（触媒粒
子が、共通溶剤に溶解した非相容性ポリマーの溶液から１つのポリマーの選択的吸着を通
じて被覆される）、流動化床封入、及び気相重合を含む。
【００２８】
　封入ミクロンサイズ触媒粒子は、約１ミクロン又はそれ未満から約１０００ミクロン又
はそれよりも大きいまでの平均粒径を有することができる。封入触媒粒子は、１０、２０
、３０、４０、５０、６０、７０、８０、又は９０±５ミクロンから約１００、２００、
３００、４００、５００、６００、７００、８００、又は９００ミクロン±５０ミクロン
の平均粒径を有することができる。封入触媒粒子は、個別の粒子又は被覆触媒粒子の凝集
を含むことができる。好ましい封入触媒粒子は、約１ミクロンよりも小さい平均粒径を有
することができる。サブミクロン及びナノスケール触媒粒子は、封入され、封入材料の平
均厚みに応じて、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、又は９０±５ミク
ロンから約１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００、８００、又は９
００ミクロン±５０ミクロンの平均粒径を有する封入触媒粒子を形成する。
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【００２９】
　好ましい方法によれば、封入触媒粒子は、シガレットを形成するのに使用されるタバコ
切断充填物、シガレット紙、及びシガレットフィルタの少なくとも１つに組み込むことが
できる。シガレットの１つ又はそれよりも多くの構成要素の中に触媒粒子を組み込むこと
によって、喫煙中に主流煙中の一酸化炭素及び／又は酸化窒素の量を低減することができ
る。
　好ましくは、封入触媒粒子は、少なくとも５％だけ（例えば、少なくとも１０％、１５
％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５
％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、又は９６％だけ）一酸化炭素及び／又は
酸化窒素の主流煙中濃度を低下させるのに有効な量でタバコ切断充填物、シガレット紙、
及び／又はシガレットフィルタに組み込むことができる。シガレット当たりの触媒粒子の
好ましい量は、約２００ｍｇまで（例えば、１ｍｇから２００ｍｇ、１ｍｇから５０ｍｇ
、又は５０ｍｇから１００ｍｇ）である。封入触媒粒子は、約２００℃よりも低い温度で
二酸化炭素に対して主流タバコ煙中の一酸化炭素の少なくとも５％、より好ましくは少な
くとも２５％を変換し、及び／又は約２００℃よりも低い温度で酸化窒素に対して主流タ
バコ煙中の酸化窒素の少なくとも５％、より好ましくは少なくとも２５％を変換するのに
有効な量で組み込むことができる。
【００３０】
　開示するのは、（ｉ）タバコ切断充填物、シガレット紙、及びシガレットフィルタの少
なくとも１つの中に及び／又はその表面上に封入触媒粒子を組み込む段階、（ｉｉ）シガ
レット製造機にタバコ切断充填物を供給してタバコ列を形成する段階、（ｉｉｉ）タバコ
列の周りにシガレット包装紙を配置してシガレットのタバコロッドを形成する段階、及び
（ｉｖ）任意的に、先端紙を使用してタバコ列にシガレットフィルタを取り付ける段階を
含むシガレットの製造方法である。
【００３１】
　理論に制限されるのを望まないが、封入触媒粒子を組み込んだシガレットの喫煙中に、
ＣＯ及び／又はＮＯが酸素の存在下で触媒作用を受け、主流煙及び／又は副流煙中のＣＯ
及び／又はＮＯレベルを低下させることができると考えられている。また、触媒反応に続
いて、触媒粒子は、酸素の存在の有無に関わらずＣＯを酸化させ、及び／又はＮＯを還元
し、主流煙及び／又は副流煙中のＣＯ及び／又はＮＯレベルを低下させることができると
考えられている。好ましくは、封入触媒粒子は、ＣＯ対ＣＯ2、及びＮＯ対Ｎ2変換の両方
に対して触媒作用を及ぼすことができる。
【００３２】
　ここで使用されるように、触媒は、化学反応速度に影響を及ぼすことができ、例えば、
触媒は、反応の反応物質又は反応生成物として参加せずに一酸化炭素対二酸化炭素の酸化
速度を増大させることができる。酸化剤は、例えば、反応物質に酸素を提供して酸化剤自
体を還元させることによって反応物質を酸化させることができる。還元剤は、反応物質か
ら酸素を受け取り、還元剤自体を酸化させることによって反応物質を還元させることがで
きる。
【００３３】
　シガレットの「喫煙」は、シガレットを通して吸引することができる煙を形成するため
のシガレットの加熱又は燃焼を意味する。一般的に、シガレットの喫煙は、シガレットの
一端に着火すると同時にそこに含有されるタバコが燃焼反応の作用を受ける段階と、シガ
レットの唇側端部を通した燃焼により煙を吸引する段階とを含む。シガレットはまた、他
の手段によって喫煙することができる。例えば、シガレットは、シガレットを加熱するこ
とにより、及び／又は本出願人に譲渡された米国特許第６、０５３、１７６号、第５、９
３４、２８９号、第５、５９１、３６８号、又は第５、３２２、０７５号に説明されてい
るような電気加熱器手段を使用して加熱することによって喫煙することができる。
【００３４】
　用語「主流」煙は、タバコロッド下流まで通過してフィルタ端部を通って排出される気
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体の混合物、すなわち、シガレットの喫煙中にシガレットの唇側端部から排出されるか又
は吸引される煙を指す。主流煙は、シガレット包装紙を通して、並びに着火領域の両方を
通して吸引される煙を含有する。用語「副流」煙は、静的燃焼中に生成された煙を意味す
る。
　いくつかの要素が、シガレット内の一酸化炭素及び酸化窒素形成に寄与する。タバコ内
の成分に加えて、喫煙時のシガレットの温度及び酸素濃度がそれらの形成に影響を及ぼす
。例えば、喫煙中に形成される一酸化炭素の全体量は、３つの主要な原因、すなわち、熱
分解（約３０％）、燃焼（約３６％）、及び炭化したタバコに伴う二酸化炭素の減少（少
なくとも２３％）の組合せに由来する。熱分解による一酸化炭素の形成は、化学的動力学
によって大部分制御されるが、約１８０℃の温度で始まり、約１０５０℃の温度で終わる
。燃焼時の一酸化炭素及び二酸化炭素の形成は、表面への酸素の拡散（ｋa）及び表面反
応を通じた酸素の拡散（ｋb）によって大部分制御される。温度２５０℃では、ｋaとｋb

は、ほぼ同じである。４００℃では、反応は、拡散制御型になる。最終的に、炭化タバコ
又はチャコールに伴う二酸化炭素の減少が、３９０℃付近又はそれよりも高い温度で発生
する。
【００３５】
　燃焼中に、約０．５ｍｇ／シガレットの濃度で主流煙中に酸化窒素が生成される。しか
し、酸化窒素は、以下の反応による一酸化炭素によって低減することができる。
２ＮＯ＋ＣＯ→Ｎ2０＋ＣＯ2

Ｎ2Ｏ＋ＣＯ→Ｎ2＋ＣＯ2

　喫煙中に、シガレットには、燃焼区域、熱分解／蒸留区域、及び凝縮／濾過区域の３つ
の異なる領域がある。燃焼区域は、シガレットの喫煙中に通常シガレットの着火端部に生
成されるシガレットの燃焼する区域である。燃焼区域の温度は、約７００℃から約９５０
℃まで、及び加熱速度は、５００℃／秒ほどになる可能性がある。タバコの燃焼において
は酸素が消費され、一酸化炭素、二酸化炭素、酸化窒素、水蒸気、及び他の有機化合物（
例えば、タール）を生成する。燃焼区域は、高い発熱性があり、発生熱は、熱分解／蒸留
区域に搬送される。
【００３６】
　熱分解区域は、燃焼区域の後方の区域であり、そこでは温度が約２００℃から約６００
℃までに及んでいる。熱分解区域は、一酸化炭素の大部分が生成される場所である。主要
な反応は、燃焼区域で発生した熱を使用して一酸化炭素、二酸化炭素、酸化窒素、チャコ
ール、及び他の煙成分（例えば、タール）を生成するタバコの熱分解（すなわち、熱分解
）である。
　凝縮／濾過区域では、温度が周囲温度から約１５０℃までに及んでいる。この区域での
主要な処理は、煙成分の凝縮／濾過である。一酸化炭素、二酸化炭素、酸化窒素、及び窒
素の一部の量は、シガレットから外に拡散し、一部の酸素（例えば、空気）は、シガレッ
ト内に拡散する。
【００３７】
　シガレットの喫煙中に、主流煙は、シガレットのフィルタ端部に向って流れる。一酸化
炭素と酸化窒素がシガレット内に移動するので、酸素は、シガレットの中に、かつ一酸化
炭素及び酸化窒素は、シガレットから外に包装紙を通って拡散する。シガレットの標準的
な２秒間の吸煙の後に、ＣＯとＮＯは、シガレットの周囲部、すなわち、燃焼区域の前の
シガレット包装紙近くに集中する。Ｏ2のシガレット中への拡散のために、酸素の集中は
また、周囲部区域内で高い。タバコロッド中への空気流は、シガレットの周囲部の燃焼区
域近くで最も大きく、かつ温度勾配にほぼ対応しており、すなわち、より高い空気流がよ
り大きな温度勾配と関連している。標準的なシガレットでは、最高温度勾配は、燃焼区域
（＞８５０℃～９００℃）からシガレットのフィルタ端部に向って軸線方向である。燃焼
区域の後方数ミリメートルの範囲内で、温度は、周囲温度近くまで低下する。空気流パタ
ーンに対する更に別の情報、喫煙中のシガレット内の成分の形成、及び煙の形成及び送出
は、Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｒ．Ｂａｋｅｒ著「煙形成及び送出の機構」、「タバコ科学の最近
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の進歩」、第６巻、１８４～２２４ページ（１９８０年）と、Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｒ．Ｂａ
ｋｅｒ著「喫煙サイクル中のシガレット燃焼コール内の気体形成領域の変動」、「Ｂｅｉ
ｔｒａｇｅ　ｚｕｒ　Ｔａｂａｋｆｏｒｓｃｈｕｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ１」、
第１１巻、第１号、１～１７ページ（１９８１年）とに見ることができるが、それらの内
容は、両方とも引用により本明細書に組み込まれている。
【００３８】
　タバコの燃焼及び／又は熱分解から生成されたタールのような不揮発性化合物は、封入
されていない触媒粒子を被覆し、それらの触媒効率を低下させる可能性がある。封入触媒
粒子の表面に形成する不揮発性化合物は、しかし、触媒粒子から揮発性封入層を除去する
ことによって排除され、それによってシガレット煙に触媒粒子を露出させることができる
。
　封入触媒粒子は、乾燥粉末、ペースト、液体内に分散した形態で提供することができる
。例えば、封入触媒粒子は、散布するか、又は噴霧するか、又は切断充填物タバコ又はシ
ガレット紙と組み合わせることができる。更に別の例では、タバコ切断充填物又はシガレ
ット紙材料は、水洗するか又は封入触媒粒子を含有する液体で浸漬被覆することができる
。
【００３９】
　シガレット製造技術は、当業技術で公知である。封入触媒粒子を組み込むために、あら
ゆる従来の又は改良されたシガレット製造技術を使用することができる。シガレット製造
では、一般的に、切断した充填物組成物は、他のシガレット添加物と任意的に組み合わさ
れ、シガレット製造機に供給されてタバコ列を生成し、それは、次に、シガレット紙に包
まれて区画に切断され、任意的にフィルタを先端に付けたタバコロッドを形成する。得ら
れるシガレットは、標準の又は改良されたシガレット製造技術及び装置を使用して望まし
い規格値のものに製造することができる。シガレットの長さは、約５０ｍｍから約１２０
ｍｍに及んでいる。周囲長は、約１５ｍｍから約３０ｍｍであり、好ましくは約２５ｍｍ
である。タバコの充填密度は、一般的に、約１００ｍｇ／ｃｍ3から約３００ｍｇ／ｃｍ3

の範囲であり、好ましくは、約１５０ｍｇ／ｃｍ3から約２７５ｍｇ／ｃｍ3の範囲である
。
【００４０】
　一実施形態は、封入触媒粒子を形成し、次に触媒粒子をタバコ切断充填物上に堆積させ
、及び／又は触媒粒子を、その後シガレットを形成するのに使用されるタバコ切断充填物
に組み込む方法を提供する。タバコ切断充填物は、通常は、約１／４ｃｍから約１／８ｃ
ｍ（約１／１０インチから約１／２０インチ）、又は更に１／１６ｃｍ（１／４０インチ
）にも及ぶ幅に切断された刻み又はストランドの形態である。ストランドの長さは、約０
．６５ｃｍから約７．６ｃｍまで（約０．２５インチから約３．０インチまで）に及んで
いる。シガレットは、１つ又はそれよりも多くの香味料又は他の添加物（例えば、燃焼性
添加剤、燃焼改良剤、着色剤、結合剤、その他）を更に含むことができる。
【００４１】
　切断した充填物には、あらゆる適切なタバコ混合物を使用することができる。適切な種
類のタバコ材料の例は、煙道乾燥タバコ、Ｂｕｒ１ｅｙタバコ、Ｂｒｉｇｈｔタバコ、Ｍ
ａｒｙ１ａｎｄタバコ、又はＯｒｉｅｎｔａ１タバコ、レア又は特製タバコ、及びそれら
の配合物を含む。タバコ材料は、タバコ葉、体積膨張又はパフタバコのような加工タバコ
材料、カットロール状又はカットパフ状茎のような加工タバコ茎、再構成タバコ材料、又
はそれらの配合物の形態で提供することができる。タバコはまた、タバコ代用品を含むこ
とができる。
【００４２】
　封入触媒粒子は、シガレット製造機に供給される切断した充填物タバコ原料（例えば、
ばら詰めの切断した充填物）に追加するか、又はタバコ列を形成するためにシガレットロ
ッドの周りにシガレット包装紙を包む前にタバコロッドに直接組み込むことができる。封
入触媒粒子は、タバコロッドの長さ方向に沿って個々の位置に供給されるが、好ましくは
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、封入触媒粒子は、タバコロッドの長さ方向に沿って連続して供給することができる。従
って、封入触媒粒子は、タバコロッドの長さ方向に沿って均一に又は不均一に分布させる
ことができる。例えば、タバコロッドは、タバコロッドに沿った１つの位置に封入触媒粒
子の第１の装填物と、タバコロッドに沿った第２の位置に封入粒子の第２の装填物とを含
むことができる。封入触媒粒子を含む好ましいタバコロッドは、タバコロッドのフィルタ
端部に封入触媒粒子の第１の装填物と、タバコロッドの遠位端に封入触媒粒子の第２の装
填物とを有し、第１の装填物が第２の装填物よりも大きい。
【００４３】
　封入触媒粒子とタバコ切断充填物は、あらゆる望ましい割合、例えば、１重量％から９
０重量％の封入触媒粒子及び９９重量％から１０重量％のタバコ切断充填物、より好まし
くは、１重量％から５０重量％の封入触媒粒子、最も好ましくは、１重量％から２０重量
％の封入触媒粒子で供給することができる。
　タバコロッドに封入触媒粒子を組み込むのに加えて又はその代わりに、封入触媒粒子は
、シガレット紙がシガレットに組み込まれる前か又は組み込まれた後にシガレット紙に組
み込むことができる。封入触媒粒子は、繊維状ウェブに又は紙内に組み込まれたウェブ充
填物材料に粒子を直接堆積させることによって紙の繊維状ウェブ内に組み込むことができ
る。封入触媒粒子は、シガレット紙の中に及び／又はシガレット紙を作るために使用され
る原材料の中に組み込むことができる（例えば、シガレット紙製造機の紙原料の中に組み
込むことができる）。
【００４４】
　封入触媒粒子は、湿ったベース（例えば、セルロース）ウェブ、中間ウェブ、又は完成
ウェブに粒子を噴霧又は被覆することによってシガレット紙に組み込むことができる。１
つの方法によれば、粉末の形態をした封入触媒粒子は、紙製造工程中にシガレット紙材料
と物理的に混ぜることができる。別の方法では、封入触媒粒子のスラリ（例えば、水溶性
スラリ）を紙製造機のヘッドボックスの中に組み込むことができ、かつ封入触媒粒子は、
紙製造工程中にシガレット紙に組み込むことができる。
【００４５】
　封入触媒粒子とシガレット紙は、あらゆる望ましい比率、例えば、１重量％から９０重
量％の触媒と９９重量％から１０重量％のシガレット紙とで供給することができる。好ま
しい実施形態では、封入触媒粒子の量は、シガレット紙の約１重量％から約５０重量％、
より好ましくは、約１重量％から約２０重量％を含む。
　封入触媒粒子のシガレットの量、位置、及び分布は、ＣＯ対ＣＯ2及び／又はＮＯ対Ｎ2

の変換速度を調節するために、例えば、増加又は最大にするために、喫煙中に示される温
度及び空気流特性に応じて選択することができる。シガレット内に組み込まれた封入触媒
粒子の量は、シガレットの喫煙中に主流煙中の一酸化炭素の量及び酸化窒素の量が減少す
るように選択することができる。
【００４６】
　封入触媒粒子は、包装紙の少なくとも１つの表面（例えば、内面及び／又は外面）上に
被覆及び／又は印刷され、シガレット包装紙にテキスト又は画像を形成することができる
。印刷の量及び／又は触媒の量を変えて、ＣＯ及び／又はＮＯ低減量を調節することがで
きる。
　揮発性封入層は、封入触媒粒子の外観を制御するために染色することができる（例えば
、食品のための染料で）。例えば、封入触媒粒子の色は、シガレット紙（又はタバコ切断
充填物）の色と調和又は対比するように設けることができる。
【００４７】
　シガレットは、異なる封入触媒粒子の混合物を含むことができる。封入触媒粒子の組成
（すなわち、触媒粒子の組成及び／又は大きさ、及び／又は封入材料の組成及び／又は厚
み）は、所定の温度範囲で作用するように選択され、触媒粒子の触媒作用的に有効な量が
シガレットの構成要素（例えば、タバコ切断充填物、シガレットフィルタ、及び／又はシ
ガレット紙）の中に組み込まれ、触媒の変換効率及び／又は選択性を制御することができ
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る。例えば、第１の封入触媒粒子をシガレットのタバコ切断充填物に組み込み、第２の封
入触媒粒子をシガレット紙に組み込むことができる。組み込まれた封入触媒粒子を有する
シガレット紙は、シガレット内で包装紙、紙フィルタ、及び／又は紙充填物として使用す
ることができる。
【００４８】
　シガレット包装紙は、亜麻、麻、ボンベイ麻、アフリカハネガヤ、稲わら、及びセルロ
ースなどを含有する包装紙を含む、切断充填物を取り囲むのに適するあらゆる包装とする
ことができる。任意的な充填物材料、香味添加物、及び燃焼性添加物は、シガレット包装
紙に含めることができる。本明細書においてその全開示内容が引用により組み込まれてい
る、本出願人所有の米国特許第５、１４３、０９８号に開示するように、包装紙は、２層
包装紙のような断面に１つよりも多くの層を有することができる。
【００４９】
　封入触媒粒子は、シガレット包装紙の中に組み込むことができる。繊維状セルロース材
料のウェブを含む包装紙は、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）のようなウェブ充填物材料の
粒子を更に含むことができる。実際面では、ウェブ充填物材料は、包装紙の浸透性を制御
するための作用物として役立つ。包装紙の浸透性は、典型的には、１．０キロパスカルの
圧力降下で毎分１平方センチメートルの材料を通過する立方センチメートルで測定した空
気の容積として定められるＣｏｒｅｓｔａ単位で測定される。
【００５０】
　包装紙は、１つ又はそれよりも多くの層を含むことができる。好ましいシガレットは、
第１の包装紙、第１の包装紙の周りに形成された第２の包装紙、及び第１の包装紙に組み
込まれた封入触媒粒子を含む。
　封入触媒粒子は、好ましくは、シガレットのタバコロッド部分及び／又はシガレット包
装紙部分を通して分配されることになる。シガレットの１つ又はそれよりも多くの構成要
素を通して封入触媒を設けることにより、特に燃焼、熱分解、凝縮、及び／又は濾過領域
においてシガレットを通して吸引される一酸化炭素の量を低減することができる。
【００５１】
　更に別の実施形態は、シガレットに着火してタバコ煙を形成する段階と、シガレットを
通して煙を吸引する段階とを含み、揮発性封入材料が、少なくとも部分的に揮発して触媒
粒子の表面を露出させる、タバコ煙を処理する方法を提供する。好ましい実施形態では、
揮発性封入材料は、炭化線の前の約０．１ｍｍから１０ｍｍの距離で揮発する。
　様々な実施形態を説明したが、当業者には明らかなように、変形及び修正の手段に頼る
ことができることは理解されるものとする。そのような変形及び修正は、特許請求の範囲
及び視野に含まれると考えるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１（ａ）】受け取ったままのＮＡＮＯＣＡＴ酸化鉄触媒粒子の光学顕微鏡写真画像を
示す図である。
【図１（ｂ）】粒子の形態のアルギン酸塩封入ＮＡＮＯＣＡＴ酸化鉄の光学顕微鏡写真画
像を示す図である。
【図１（ｃ）】繊維の形態のアルギン酸塩封入ＮＡＮＯＣＡＴ酸化鉄の光学顕微鏡写真画
像を示す図である。
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【国際調査報告】
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