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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤ側主要面およびフェルト側主要面を有する喫煙品用包装材基体、および
　包装材基体のワイヤ側主要面に適用された最上層抗ブロッキング層および３層以上の層
を含んでなるパターン
を含み、
　前記最上層抗ブロッキング層は、非粘着性物質としてのエチルセルロース、および炭酸
カルシウムを含み、前記包装材がロールから巻き戻される際にブロッキングを防ぐのに有
効であり、
　前記３層以上の層は、炭酸カルシウムを含み、
　前記炭酸カルシウムは、シガレット消火試験評価基準に合致するための充填剤であり、
　前記炭酸カルシウムは重量を基準にして前記エチルセルロースを超える量で存在する
ことを特徴とする、喫煙品用包装材。
【請求項２】
　前記層の全てがエチルセルロースおよび炭酸カルシウムを含み、炭酸カルシウムは重量
を基準にしてエチルセルロースを超える量で各層に存在する請求項１に記載の包装材。
【請求項３】
　エチルセルロースおよび炭酸カルシウムを含む前記層がまた、少なくとも１種の可塑剤
を含む請求項１もしくは２に記載の包装材。
【請求項４】
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　エチルセルロースおよび炭酸カルシウムを含む前記層がまた、少なくとも１種の湿潤剤
を含む請求項１から３のいずれか一項に記載の包装材。
【請求項５】
　エチルセルロースおよび炭酸カルシウムを含む前記層がまた、少なくとも１種の増輝剤
を含む請求項１から４のいずれか一項に記載の包装材。
【請求項６】
　包装材基体が、繊維材料と充填剤とを組み合わせた重量を基準にして約７０重量部から
約９０重量部の繊維材料および約１０重量部から約９０重量部の充填剤を含み、約２０ｇ
／ｍ２から約３０ｇ／ｍ２の乾燥基準重量を有し、約２０ＣＯＲＥＳＴＡ単位から約６０
ＣＯＲＥＳＴＡ単位の固有多孔度を有する請求項１に記載の包装材。
【請求項７】
　前記パターンが一連のバンドの形態を有し、各バンドは少なくとも約３ｍｍから約８ｍ
ｍまでの間の幅を有し、前記バンドは少なくとも約１５ｍｍの間隔をあけられている請求
項１から６のいずれか一項に記載の包装材。
【請求項８】
　前記パターンが一連のバンドの形態を有し、各バンドは少なくとも約４ｍｍから約７ｍ
ｍまでの間の幅を有する請求項７に記載の包装材。
【請求項９】
　前記バンドが約５０ｍｍを超えない間隔をあけられている請求項７もしくは８に記載の
包装材。
【請求項１０】
　前記包装材が、前記パターンが配置される領域において、８ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満の
多孔度を得る上で十分な量の適用されたパターンを有する請求項１から９のいずれか一項
に記載の包装材。
【請求項１１】
　前記パターンと前記基体のワイヤ側主要面との間の基体上に疎水性材料のコーティング
をさらに含む請求項１から１０のいずれか一項に記載の包装材。
【請求項１２】
　主要面を有するベースシート、
　パターンの形態で主要面上に適用された複数のバンド（各バンドは少なくとも３層を有
し、前記少なくとも３層はベースシートの主要面上に適用された下層、前記下層上に適用
された中間層および前記中間層上に適用された上層を含み、前記下層は前記中間層よりも
広い幅を有し、前記中間層は前記上層の幅に本質的に等しいかまたはそれ未満の幅を有す
る。）、および
　前記複数のバンド上に適用された最上層抗ブロッキング層、
を含み、
　前記最上層抗ブロッキング層は、非粘着性物質および炭酸カルシウムを含み、前記包装
材がロールから巻き戻される際にブロッキングを防ぐのに有効であり、
　前記複数のバンドが炭酸カルシウムを含み、
　前記炭酸カルシウムは、シガレット消火試験評価基準に合致するための充填剤であるこ
とを特徴とする、喫煙品用包装材。
【請求項１３】
　前記中間層が前記上層よりも狭い幅を有する請求項１２に記載の包装材。
【請求項１４】
　前記上層が下層および中間層のそれぞれよりも広い幅を有する請求項１２に記載の包装
材。
【請求項１５】
　主要面を有するベースシート、
　パターンの形態で主要面に適用された複数のバンド（各バンドは少なくとも３層を有し
、前記少なくとも３層は前記ベースシートの主要面に適用された下層、前記下層上に適用
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された中間層および前記中間層上に適用された上層を含み、前記下層は前記中間層と本質
的に等しい幅を有し、前記中間層は前記上層よりも広い幅を有する。）、および
　前記複数のバンド上に適用された最上層抗ブロッキング層、
を含み、
　前記最上層抗ブロッキング層は、非粘着性物質および炭酸カルシウムを含み、前記包装
材がロールから巻き戻される際にブロッキングを防ぐのに有効であり、
　前記複数のバンドが炭酸カルシウムを含み、
　前記炭酸カルシウムは、シガレット消火試験評価基準に合致するための充填剤であるこ
とを特徴とする、喫煙品用包装材。
【請求項１６】
　前記最上層抗ブロッキング層が、連続コーティングである、請求項１２から１５のいず
れか一項に記載の包装材。
【請求項１７】
　主要面を有するベースシート、および
　パターンの形態で主要面に適用された複数のバンド（各バンドは少なくとも２層を有し
、前記少なくとも２層は前記ベースシートの主要面に適用されたプリント配合物の下層お
よび前記下層上に適用された上層を含み、各バンドは中心部分と２つの側部を有し、各バ
ンドは各側部に対するよりも中心部に対しより少量適用されたプリント配合物を有する。
）
　を含む喫煙品用包装材。
【請求項１８】
　主要面を有するベースシート、
　パターンの形態で主要面に適用された複数のバンド（各バンドは少なくとも３層を有し
、前記少なくとも３層は前記ベースシートの主要面に適用されたプリント配合物の下層お
よび前記下層上に適用された上層を含む。）、
　各バンド間にあって各バンドの下または上ではない、各シートの主要面に適用された不
連続コーティング層、および
　前記複数のバンド上に適用された最上層抗ブロッキング層、
を含み、
　前記最上層抗ブロッキング層は、非粘着性物質および炭酸カルシウムを含み、前記包装
材がロールから巻き戻される際にブロッキングを防ぐのに有効であり、
　前記複数のバンドが炭酸カルシウムを含み、
　前記炭酸カルシウムは、シガレット消火試験評価基準に合致するための充填剤であるこ
とを特徴とする、喫煙品用包装材。
【請求項１９】
　前記非粘着性物質が、エチルセルロースである、請求項１２から１８のいずれか一項に
記載の包装材。
【請求項２０】
　ラムノースを含む添加剤
をさらに含む、請求項１から１９のいずれか一項に記載の包装材。
【請求項２１】
　前記添加物が、水和物及び／又は香味剤を更に含む、請求項２０に記載の包装材。
【請求項２２】
　前記水和物が金属水和物、ホウ砂、硫酸マグネシウム１０水和物、硫酸マグネシウム７
水和物、ケイ酸ナトリウム５水和物、硫酸ナトリウム１０水和物およびこれらの組合せか
らなる群から選択される請求項２１に記載の包装材。
【請求項２３】
　前記香味剤がメチルシクロペンテノロン、バニリン、エチルバニリン、ヘリオトロピン
、カリオフィレンオキシド、イヌリン、４－ヒドロキシフェニル－２－ブタノン、γ－ウ
ンデカラクトン、２－メトキシ－４－ビニルフェノール、２－メトキシ－４－メチルフェ
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ノール、５－エチル－３－ヒドロキシ－４－メチル－２（５Ｈ）－フラノン、サリチル酸
メチル、クラリセージ油、ビャクダン油およびこれらの組合せからなる群から選択される
請求項２１に記載の包装材。
【請求項２４】
　前記香味剤がメチルシクロペンテノロン、バニリン、エチルバニリン、ヘリオトロピン
、イヌリンおよびこれらの組合せからなる群から選択される請求項２３に記載の包装材。
【請求項２５】
　請求項１から２４のいずれか一項に記載の包装材内に含まれた喫煙可能な材料を含む喫
煙品。
【請求項２６】
　縫い目線に適用される縫い目接着材料をさらに含み、前記縫い目接着剤が香味剤を含む
請求項２５に記載の喫煙品。
【請求項２７】
　シガレットであり、前記パターンもしくはバンドが前記喫煙品の周囲に外接された縦方
向に間隔をあけられた一連のバンドである請求項２５もしくは２６に記載の喫煙品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、喫煙品、特にこれらの喫煙品の構成材料としての使用に好適な包装材料に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　シガレット類のような一般喫煙品は、実質的に円筒形ロッド形状構造を有し、包装紙に
より囲まれた細切タバコ（例えば、刻まれた充填剤の形態で）などの喫煙可能な材料の装
填材料、ロールまたは柱状物を含み、それによりいわゆる「喫煙可能ロッド」または「タ
バコロッド」を形成する。シガレットは、通常、タバコロッドと末端－末端関係において
整列された円筒形フィルタ要素を有する。フィルタ要素は、典型的に「プラグラップ」と
して知られている紙材料により外接された可塑化セルロースアセテートトウを含む。ある
種のシガレット類は、複数セグメントを有するフィルタ要素を組み入れており、これらセ
グメントの１つは、活性炭微粒子を含むことができる。前記フィルタ要素は、典型的に「
チッピングペーパー」として知られている外接包装材を用いてタバコロッドの一端に取り
付けられている。また、吸い込まれた主流煙の周囲空気による希釈を提供するために、チ
ッピング材料とプラグラップとを穿孔することも望ましくなっている。シガレット類およ
びそれらの種々の構成材料の説明は、「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ、Ｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｄａｖｉｓら（編集者）１９９９年に
記載されている。シガレット製造に用いられている紙材料、およびこれらの紙を用いて製
造されたシガレット類の種々の性質は、Ｄｕｒｏｃｈｅｒ、ＴＪＩ、１８８～１９４ペー
ジ（１９８５年３月）に記載されている。
【０００３】
　シガレットは、その一端に点火し、タバコロッドを燃焼させることによって喫煙者によ
り使用される。次いで、喫煙者は、シガレットの反対端（例えば、フィルタ端）で吸い込
むことにより彼／彼女の口中に主流煙を受ける。シガレットが、喫煙者により吸い込まれ
ていない時間中は、そのタバコは燃焼したままでいる。また、シガレットが、吸い込まれ
ていない時間中は、副流煙が発生し、シガレットの点火端から大気に直接入る。　比較的
低レベルの目に見える副流煙を発生するシガレット類を提供するための多くの試みがなさ
れた。例えば、Ｐｅｒｆｅｔｔｉらに対する米国特許第４，９２４，８８８号；およびＲ
ｏｇｅｒｓに対する米国特許第５，１４３，０９８号を参照されたい。シガレット類によ
り発生した目に見える副流煙レベルを減少させるある試みは、外接包装材の多層を有する
タバコロッドの使用を含んでいた。例えば、Ｇｏｏｄｍａｎに対する米国特許第４，９９
８，５４３号；Ｇｅｎｔｒｙに対する米国特許第５，２２０，９３０号；およびＡｒｚｏ
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ｎｉｃｏらに対する米国特許第５，２７１，４１９号を参照されたい。
【０００４】
　多数の引用文献は、タバコロッドの紙製包装材にフィルムを貼り付けることを提案して
いる。例えば、Ｓｃｈｗｅｉｔｚｅｒに対する米国特許第１，９０９，９２４号；Ｄａｓ
ｈｌｅｙに対する米国特許第４，６０７，６４７号；およびＭｉｌｆｏｒｄらに対する米
国特許第５，０６０，６７５号を参照されたい。
【０００５】
　そのシガレットが吸い込まれていない場合、シガレットが燃焼する様式を制御するため
に多くの試みがなされた。例えば、Ｌａｔｔｏｆに対する米国特許第２，６６６，４３７
号；Ｃｏｈｎに対する米国特許第３，０３０，９６３号；Ｃｏｈｎに対する米国特許第４
，１４６，０４０号；Ｃｏｈｎに対する米国特許第４，４５３，５５３号；Ｗｅｉｎｅｒ
ｔに対する米国特許第４，４８９，６５０号；Ｓｉｍｏｎに対する米国特許第４，４８９
，７３８号；およびＤｕｒｏｃｈｅｒに対する米国特許第４，６１５，３４５号を参照さ
れたい。
【０００６】
　シガレット製造に使用されている帯状紙製包装材は、これらの包装材内に、種々の材料
の組成物、位置および性質により規定されたセグメントを有する。多数の引用文献は、種
々の帯状包装材形状を示唆する開示を含んでいる。例えば、Ｓｅａｍａｎに対する米国特
許第１，９９６，００２号；Ｗｅｉｎｂｅｒｇｅｒに対する米国特許第１，９９９，２２
２号；Ｓｅａｍａｎに対する米国特許第２，０１３，５０８号；Ｎｏｒｍａｎらに対する
米国特許第４，４５２，２５９号；Ａｄａｍｓらに対する米国特許第４，８８９，１４５
号；Ｂａｌｄｗｉｎらに対する米国特許第５，４１７，２２８号；Ｐｅｔｅｒｓｏｎらに
対する米国特許第５，８７８，７５３号；Ｐｅｔｅｒｓｏｎらに対する米国特許第８７８
，７５４号；Ｂｏｋｅｌｍａｎに対する米国特許第６，１９８，５３７号；Ｐｅｔｅｒｓ
ｏｎらに対する米国特許出願第２００２／０１３９３８１号；ＰＣＴ　ＷＯ０２／３７９
９１およびＰＣＴ　ＷＯ０２／５５２９４を参照されたい。帯状タイプ包装材を製造する
方法は提案されている。例えば、Ｈａｍｐｌ，Ｊｒに対する米国特許第４，７３９，７７
５号；Ｍｅｎｔｚｅｌらに対する米国特許第４，９４５，９３２号；Ａｌｌｅｎらに対す
る米国特許第５，４７４，０９５号；ＰＣＴ　ＷＯ０２／４４７００およびＰＣＴ　ＷＯ
０２／０５５２９４を参照されたい。紙、繊維セルロース製材料、または巻取り紙に接着
された微粒子材料のセグメントを有する帯状紙類もまた提案されている。Ｍｙｒａｃｌｅ
，Ｊｒ．に対する米国特許第５，１９１，９０６号；Ｂａｌｄｗｉｎらに対する米国特許
第５，２６３，９９９号；Ｂａｌｄｗｉｎらに対する米国特許第５，４１７，２２８号；
Ｃｏｌｌｉｎｓらに対する米国特許第５，４５０，８６３号；およびＳｕｚｕｋｉに対す
る米国特許出願第２００２／００９２６２１号を参照されたい。
【０００７】
　シガレットのタバコロッドの包装材に対する改造から生じる制御された燃焼特性を有す
るシガレットを製造する様式または方法をシガレット製造業者に提供することは望ましい
ものとなろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、喫煙品用包装材、およびこれらの包装材を作製する方法に関する。本発明は
また、これらの包装材を用いて製造されるシガレット類などの喫煙品に関する。前記包装
材は、少なくとも１種の繊維材料（例えば、亜麻繊維、広葉樹パルプ繊維および／針葉樹
パルプ繊維）を組み入れており、最も好ましくは、少なくとも１種の充填剤（例えば、無
機物、微粒子形態の炭酸カルシウムのような本質的に水不溶性材料）を組み入れている。
前記包装材は、予め決められたパターンの形態で、少なくとも１層のコーティング、最も
好ましくは、多層コーティングがその上に沈着されるか、あるいは、適用される。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　一態様において、前記包装材は、複数の間隔の離れたバンド形態におけるコーティング
を有する。各バンドは、一連の層を有し、これら各層は、連続層であり得る。最も好まし
くは、各層は、ポリマー樹脂などのフィルム形成材料を含む。極めて好ましいフィルム形
成材料はエチルセルロースである。コーティング層のうち少なくとも１層は、そのコーテ
ィング層を提供するために使用された配合物の他の成分内に分散または懸濁された充填剤
を有することができる。極めて好ましい充填剤は、炭酸カルシウムの微粒子により提供さ
れる。
【００１０】
　一態様において、包装材料は、主要面を有し、パターンの形態でその主要面に適用され
た複数のバンドを有するベースシートを含む。各バンドは、少なくとも２層を有し、各層
は連続層であり得る。これらの層は、ベースシートの主要面に適用された第１層または下
層、およびその下層上に適用された最上層を含む。一態様において、前記下層は、最上層
よりも広い幅を有する。他の態様において、前記下層は、最上層と本質的に等しい幅を有
する。他の態様において、前記最上層は、下層よりも広い幅を有する。所望ならば、コー
ティングの少なくとも１層（すなわち、一次コーティング）を、前述のパターンの適用前
に主要面に適用することができる。所望ならば、コーティングの少なくとも１層（すなわ
ち、上塗り）を、前述のパターンの適用後に主要面に適用することができる。
【００１１】
　他の態様において、前記包装材は、主要面を有し、パターンの形態でその主要面に適用
された複数のバンドを有するベースシートを含む。各バンドは、少なくとも３層を有する
。これらの層は、ベースシートの主要面に適用された第１層または下層、その下層上に適
用された中間層、およびその中間層に適用された最上層を含む。一態様において、全ての
層の幅は、本質的に互いに等しい。一態様において、前記下層は、中間層と異なる幅を有
し、前記中間層は、前記最上層と本質的に等しい幅またはそれと異なる幅を有する。他の
態様において、前記下層は、中間層と本質的に等しい幅を有し、前記中間層は、最上層と
異なる幅を有する。前記下層の幅は、前記中間層よりも広くすることができ、また、前記
中間層の幅は、前記最上層よりも広くすることができる。前記中間層および最上層のいず
れか、または双方は、下層よりも広い幅を有することができる。前記最上層は、中間層よ
りも広い幅を有することができる。他の層とは異なる幅を有する層に関して、これらの各
層は、その各層の両端が、他の層のそれぞれの末端に呼応して等しく相殺されるように、
互いに呼応して配置されることが最も好ましい。所望ならば、コーティングの少なくとも
１層を、前述のパターンの適用前に主要面に適用することができる。所望ならば、コーテ
ィングの少なくとも１層を、前述のパターンの適用後に主要面に適用することができる。
【００１２】
　他の態様において、前記包装材は、前記包装材は、主要面を有し、パターンの形態でそ
の主要面に適用された複数のバンドを有するベースシートを含む。各バンドは、少なくと
も４層を有し、各層は、連続層であり得る。これらの層は、ベースシートの主要面に適用
された第１層または下層、その下層上に適用された第２層または下部中間層、第２層上に
適用された第３層または上部中間層、および第３層に適用された第４層または最上層を含
む。各バンドに関して、包装材に直接適用された層（すなわち、第１層または下層）は、
それに適用された第２層を有する。第２層の幅は、第１層の幅と本質的に同じか、広いか
、または狭くできる。第１層とは異なる幅を有する第２層に関して、前記第２層は、第２
層の両端が、第１層の両端に呼応して等しく相殺されるように、第１層に呼応して配置さ
れることが最も好ましい。前記第２層は、それに適用された第３層を有する。第３層の幅
は、第２層の幅と本質的に同じか、広いか、または狭くできる。第２層とは異なる幅を有
する第３層に関して、前記第３層は、その第３層の両端が、第２層の両端に呼応して等し
く相殺されるように、第２層に呼応して配置されることが最も好ましい。前記第３層は、
それに適用された第４層を有する。第４層の幅は、第３層の幅と本質的に同じか、広いか
、または狭くできる。第３層とは異なる幅を有する第４層に関して、前記第４層は、その
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第４層の両端が、第３層の両端に呼応して等しく相殺されるように、第３層に呼応して配
置されることが最も好ましい。所望ならば、コーティングの少なくとも１層を、前述のパ
ターンの適用前に主要面に適用することができる。所望ならば、コーティングの少なくと
も１層を、前述のパターンの適用後に主要面に適用することができる。
【００１３】
　１つの好ましい実施形態において、本発明は、喫煙品用包装材、およびその包装材を用
いて製造された喫煙品（例えば、シガレット）に関する。このような包装材は、ワイヤ側
主要面およびフェルト側主要面を有することが最も好ましい。このような包装材はまた、
複数層として包装材基体の少なくとも１つの主要面に適用されたパターンを有し、最も好
ましくは、前記パターンはワイヤ側主要面に適用される。好ましくは、これらの層のうち
少なくとも１層は、エチルセルロースと炭酸カルシウムとを含み、炭酸カルシウムは、重
量を基準にして、エチルセルロースを超える量で存在することが最も好ましい。適用され
たこのようなタイプの層を有する極めて好ましい包装材料は、繊維材料と充填剤とを組み
合わせた、重量を基準にして約７０重量部から約９０重量部の繊維材料（例えば、木材パ
ルプ繊維および／または亜麻繊維）および約１０重量部から約９０重量部の充填剤（例え
ば、炭酸カルシウム微粒子）、約２０ｇ／ｍ２から約３０ｇ／ｍ２の重量基準、約２０Ｃ
ＯＲＥＳＴＡ単位から約６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の固有多孔度を含む喫煙品用包装材基体
を有する。ある好ましい包装材は、２層、３層または４層を有するパターンを含み、ある
好ましい包装材に関して、層の全ては、エチルセルロースと炭酸カルシウムとを含み、炭
酸カルシウムは、重量を基準にして、エチルセルロースを超える量で存在する。エチルセ
ルロースと炭酸カルシウムとを含む層はまた、少なくとも１種の可塑剤、少なくとも１種
の湿潤剤、および／または少なくとも１種の増輝剤（ｏｐｔｉｃａｌ　ｂｒｉｇｈｔｅｎ
ｅｒ）を場合によっては組み入れることができる。典型的には、エチルセルロースと炭酸
カルシウムとを含む層の成分は、少なくとも１種の非水性溶媒（例えば、酢酸イソプロピ
ル）の主要量を含むコーティング配合物として包装材に適用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（好ましい実施態様の詳細な説明）
　本発明によれば、コーティングの少なくとも１層、最も好ましくは、コーティング配合
物の数層は、好ましくはプリント法を用いて包装材に適用される。最も好ましくは、コー
ティング配合物は、凹版印刷法を用いて適用される。このように、輪転式グラビア印刷法
などのグラビアコーティング法が特に好ましい。包装材に対するコーティング配合物に関
する他の方法としては、ナイフ塗布法、エアナイフコーティング法、ロールコーティング
法およびシャフトコーティング法が挙げられる。あるいは、および／またはさらに、コー
ティング配合物層は、吹付け、インクジェットコーティング、または他の同様なコーティ
ング法により適用されることができる。プリント包装材は、形成された包装材に少なくと
も１種の追加材料の適用により提供されるようなパターンが提供される。前記パターンは
、いわゆるオフライン様式（すなわち、その包装材の製造に関連するオフライン）におい
て包装材に適用する。
【００１５】
　グラビア印刷法は、シリンダ表面下に微小の溝またはセルを有するために、機械的に刻
まれるか、またはレーザによるか、または化学的にエッチングされる金属シリンダの連続
表面のプリントを含む。典型的なプリントシリンダ表面は、滑らかに磨いた銅表面をエッ
チングし、そのエッチング面をクロムメッキすることにより提供される。液体（または液
体分散液）配合物が保持されたこれらの埋め込みセルまたは溝は、層または「バンプ」を
形成して紙製包装材の連続巻取りなどの基体の所望の位置に沈着させる。輪転式グラビア
印刷プレスは、Ｂｏｂｓｔ　Ｃｈａｍｐｌａｉｎ社から；Ｃｅｒｕｔｔｉ　Ｓ．ｐ．Ａ．
から；Ｒｏｔｏｍｅｋ，Ｓ．ｐ．Ａ．から；Ｉｎｔｒａ－Ｒｏｔｏ社から；Ｗｉｒｄｍｏ
ｌｌｅｒ　＆　ＨｏｌｓｃｈｅｒからＭｅｒｋｕｒ　Ｈｅｌｉｏｓｔａｒとして、Ａｌｂ
ｅｒｔ－Ｆｒａｎｋｅｎｈａｌ　ＡＧからＫＢＡ　ＴＲ　７Ｂとして、商品として入手で
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きる。グラビア印刷法は、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｐｅｒ社（１９７０）によ
り出版された「Ｐｏｃｋｅｔ　Ｐａｌ」；Ｓｃａｒｌｅｔｔら著「Ｗｈａｔ　ｔｈｅ　Ｐ
ｒｉｎｔｅｒ　Ｓｈｏｕｌｄ　Ｋｎｏｗ　Ａｂｏｕｔ　Ｉｎｋ」（１９８４）；および「
Ｇｒａｖｕｒｅ，Ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｇｒａｖ．Ｅｄｕ
ｃ．Ｆｄｎ．ａｎｄ　Ｇｒａｖ．Ａｓｓｏｃ．Ａｍｅｒ．（１９９１）に記載されている
。このように、グラビア印刷装置のおよび操作は、印刷当業者に容易に明らかとなろう。
例えば、Ｐｅｔｅｒｓｏｎらに対する米国特許出願第２００２／０１３９３８１号を参照
されたい。シガレット用タバコロッドの製造に好適な紙製包装材にコーティングおよびイ
ンク類を適用する装置および方法は、Ｍｉｌｆｏｒｄらに対する米国特許第５，０６０，
６７５号；Ｐｅｔｅｒｓｏｎらに対する米国特許第５，８７８，７５３号；Ｐｅｔｅｒｓ
ｏｎらに対する米国特許第５，８７８，７５４号；およびＰＣＴ　ＷＯ０２／３７９９１
に記載されている。また、Ｒｏｓｎｅｒに対する米国特許第４，４７４，１１０号を参照
されたい。
【００１６】
　図１を参照すると、包装材上に予め決定されたパターンとして所望の成分をプリントす
るのに有用なタイプのグラビア印刷プレス１０を示している。操作の際、包装材１４は、
大きなペイアウトロール１７から巻き戻される。前記ペイアウトロール１７は、時計回り
方向に回転していることを示しており、包装材１４の連続巻取りを生じさせて矢印２０に
より示された方向に進む。ペイアウトロールのサイズは変えることができるが、代表的な
ペイアウトロールは、約３１インチ幅および約１６，０００メートルの長さの連続シート
を提供する。包装材の連続巻取りは、一連の４台のプリントステーション２５、２７、２
９および３１、および４台の乾燥ステーション３３、３５、３７、３９として示される、
複数のプリントステーションおよび乾燥ステーションを通って連続的に通過させる。次に
生じたプリント済および乾燥済巻取り紙が、巻取りロール４４上に巻き取られる（すなわ
ち、包装材は、ロール上またはロールとして巻き取ることができるような様式で適合させ
る。）。
【００１７】
　次いで、巻取りロールが巻き戻され、所望のサイズの複数の巻取り紙を提供するために
スリットされ、これらの巻取り紙は、シガレット用タバコロッドを製造するためのシガレ
ット製造機に使用のためのボビンに再度巻き取られる（示していない）。本発明の乾燥包
装材は、約３００ｍｇ／リーム（１リームは３，０００平方フィート）未満である残留液
担体または溶媒量を有することが好ましい。
【００１８】
　第１のプリントステーション２５は、第１液体（または液体分散液）コーティング混合
物またはプリント配合物５１を通って時計回りに回転する第１のエッチングされたプリン
トシリンダ４８を含む。プリント配合物またはインク５１は、第１トラフまたはパン５４
内に配置され、そのトラフ内のインクのいくらかを、そのシリンダ４８のプリント面の表
面（示していない）上に採取する。代表的なプリントシリンダは、約５４インチ（１３７
．１６ｃｍ）長さおよび約１１．２８インチ（２８．６５ｃｍ）直径のシリンダ面を有す
る金属シリンダであり、このようなシリンダは、所望の様式で巻取り紙をプリントするの
に十分にエッチングされた領域を有することができる（例えば、シリンダ面上の３１イン
チ（７８．７４ｃｍ）のエッチングされた領域）。インク５１を含有するシリンダ４８お
よびトラフ５４は、場合によっては加熱装置を装備できる（示していない）。インクの高
温加熱は、さもなければ周囲条件のものに近い温度で比較的高粘度を示す可能性のある、
ある一定のプリント配合物にとって望ましい。
【００１９】
　第１ドクターナイフ５６（例えば、シリンダ面のプリント表面に沿って延長するスチー
ルナイフ）は、トラフ５４から下流に配置され、プリント用に所望のインクをそのシリン
ダのエッチングされた溝内に保持させながら、このシリンダから黒字インクを拭い取るよ
うな様式で、第１プリントシリンダ４８のエッチング面に対して配置される。包装材１４
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の連続巻取りは、張力補正ロールシステム６０、および第１プリントシリンダ４８と第１
通しシリンダ６８との間を通過する。包装材が、前記プリントシリンダ４８と前記通しシ
リンダ６８との間の領域を通過する際、これら２つのシリンダ間に備えられた圧縮力が、
インクをプリントシリンダから移動させて、包装材にプレスする（それ故、適用される）
。前記プリントシリンダの表面にエッチングされたパターンに依って、このパターンは、
包装材の主要面（示していない）にプリントされる。その基体の特定の領域における基体
に沈着されたインク量は、各エッチングセル、各セルの面積、およびセル間の間隔などの
因子に依存する。近接した間隔にある多数の比較的大きな容量のエッチングセルは、比較
的多量のインクを基体上に沈着させる。例えば、代表的なコーティングは、第１層が、１
平方インチ（６．４５２ｃｍ２）当たり約１０１ドットでコーティングされ、引き続いて
第２層、第３層および第４層のそれぞれが、１平方インチ（６．４５２ｃｍ２）当たり約
８１ドットでコーティングされるようなラインスクリーンである層を有することができ、
あるいは、代表的なコーティングは、全ての層が、１平方インチ（６．４５２ｃｍ２）当
たり約８１ドットでコーティングされるようなラインスクリーンである層を有することが
できる。インクは、個別の層またはバンプの形態で包装材の主要面にプリントされる。
【００２０】
　コーティング配合物が包装材に印刷された後、インクの担体液体または液体溶媒は、包
装材から除かれる。典型的には、この液体は、通常、包装材を加熱することにより供され
る蒸発法により除かれる。このように、プリントされた包装材は、包装材のプリント領域
から液体溶媒または担体を除くために（例えば、蒸発により）、第１ドライヤ３３を通過
させる。代表的なドライヤは、約４０フィート（１２．１９ｍ）の縦軸方向に延長した加
熱空間を有するガスだき高速度強制通風オーブンである。典型的には、前記ドライヤは、
所望の温度（例えば、約１４０°Ｆ（６０℃））に設定され、プリントされた包装材の所
与の部分は、約１秒から約５秒間、標準的には、約２秒から約３秒間ドライヤ内に存在す
る。それぞれ各ドライヤは、揮発性および特定の液体溶媒量または担体量などの因子に依
存して、種々の温度に設定できる。典型的には、包装材を加熱し、性能特性、その包装材
から製造された喫煙品により生じた煙の化学的性質または官能特性に有意な程度に悪影響
を及ぼさないように、溶媒の残量が十分低い量で存在するように、コーティング配合物の
残留溶媒を除去するために十分に処理する。
【００２１】
　次いで包装材１４の連続巻取りは、第２プリントステーション２７を通過させる。第２
プリントステーション２７は、第２液体（または液体分散液）コーティング混合物または
プリント配合物７７を通って時計回りに回転する。そのプリント配合物またはインク７７
は、第２トラフまたはパン７９内に配置され、そのトラフ内のインクのいくらかを、その
シリンダ７５のプリント面の表面（示していない）上に採取する。場合によっては、シリ
ンダ７５およびトラフ７９を加熱することによってインクを高温に供することができる。
【００２２】
　第２ドクターナイフ８３は、トラフ７９から下流に配置され、プリント用に所望のイン
クをそのシリンダのエッチングされた溝内に保持させながら、そのシリンダから黒字イン
クを拭い取るような様式で、第２プリントシリンダ７５のエッチングされた面に対して配
置される。包装材１４の連続巻取りは、張力補正ロールシステム８５、および第２プリン
トシリンダ７５と第２通しシリンダ９０との間を通過する。この包装材が、前記プリント
シリンダと前記通しシリンダ９０との間の領域を通過する際、インクをプリントシリンダ
から移動させて、包装材１４に印刷する。前記プリントシリンダの表面にエッチングされ
たパターンに依って、第２のパターンは、包装材の主要面（示していない）にプリントさ
れる。インクは、個別の層またはバンプの形態で包装材の主要面にプリントされる。次に
、プリントされた包装材は、包装材のプリント領域から液体溶媒または担体を除くために
（例えば、蒸発により）、第２ドライヤ３５を通過させる。第２のプリントステーション
のインクは、予めプリントされた層の上部、すなわち、「トラッププリント」として知ら
れている種々のプリント技術を用いて直接プリントされることが好ましい。
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【００２３】
　次に、包装材１４の連続巻取りは、第３および第４プリントステーション２９、３１、
および第３および第４乾燥ステーション３７、３９を、それぞれ連続的に通過する。種々
の構成材料およびこれら第３および第４のプリントステーションならびに乾燥ステーショ
ンの操作様式は、以前に記載された第１の２台のプリントステーションならびに乾燥ステ
ーションのものと本質的に同一である。図１に示されたタイプのプリントプレス１０（す
なわち、４台のプリントステーションを有するプレス）の他に、他のプリントステーショ
ン台数（すなわち、２、３、４、５、６、７、８、９または１０台のプリントステーショ
ン）を有する同様のタイプのプリントプレスが使用できる。
【００２４】
　所望ならば、プリントプレス１０のある一定のプリントステーションを変更できる。例
えば、ある一定のプリントステーションは、包装材上の両側（すなわち、両主要面に）に
プリントできるように、好適に構成できる。さらに、プリントステーションは、ある一定
のフィルム形成物質を固体（すなわち、溶媒のない）形態でプリントさせるために、加熱
装置により好適に構成できる。
【００２５】
　種々のプリント層は、予め決められたパターンのコーティングを、包装材の主要面に提
供できるように整列させるか、または位置合わせする。種々のコーティング層を確認し、
コントロールし、それによって、これらの層の整列または位置合わせを提供するために、
自動検出装置９２、９４、９６および９８を使用することが最も望ましい。それぞれ各検
出器システムは、プリントシリンダ／通しシリンダの組合せの下流に配置され、プリント
されたばかりのバンプを検出し、予めプリントされた層の上部に引き続くコーティング層
のプリントの位置合わせをコントロールするアウトプットを提供する。このような自動検
出装置は、比較的高速度（例えば、約５００フィート（１５２．４ｍ）／分超）で動いて
いる材料への複数プリント配合物の適用を位置合わせするのに特に有用である。好適な自
動検出装置は、可視範囲、紫外範囲または近赤外範囲において操作されるこれらの光学検
知装置である。このように、適切なセンサは、引き続きプリントシリンダが、種々の層を
所望のプリントパターンに適用する位置を自動的にコントロールする機能を実施できるコ
ンピュータおよび／またはコントローラに接続される（すなわち、種々のプリント層の位
置合わせがコントロールされる。）。
【００２６】
　無色透明なものなどのある一定のコーティング配合物は、視覚整列法を用いる場合特に
、整列させることは困難となり得る。包装材上のプリント層の位置付けを援助する目的で
、可視センサおよび紫外センサなどの検出装置を使用するために、コーティング配合物に
有効量の好適な増輝剤を組み入れることは望ましいことが多い。代表的な位置合わせシス
テムとしては、ＰｒｅｓｓＴｅｃｈ　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ社のＡｕｔｏｔｒｏｎ　２６００
Ｄ、ＣＣｌのＶｉｅｗ　Ｐｏｉｎｔ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、Ｅｌｔｒｏｍａｔ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社から入手できるＰＣ３１００シリーズシステム、Ｄｒ．Ｇｒｏ
ｂｅｌ　ＵＶ－Ｅｌｅｋｔｒｏｎｉｃ　ＧｍｂＨから入手できる紫外検出システムのもの
が挙げられる。このようなタイプのシステムは、品質コントロール目的ならびに所望のパ
ターンのプリントされた多層の適切な所望の整列を確保するために使用できる。
【００２７】
　典型的には、包装材の先端側のいずれかにある「デッドスペース」における位置合わせ
マークを、好適な検出装置を用いて確認し、プリントされた層の位置に関して回収された
データは、その後の層が、その後のプリントシリンダを用いてプリントされる位置を整列
させ、位置合わせするために用いられる。また、予め決められた位置で包装材の反対側に
デッドスペース領域上に独自のプリント形状を提供するために、マークを付けた基準点を
有する各シリンダプリント面を提供することが望ましい。このように、機械操作者は、こ
れらのプリントされたマークを手動で確認でき（例えば、好適なストローブ光の使用によ
り）、これらのマークの位置を比較でき、引き続くプリントシリンダが、適切な位置にお
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いて引き続くプリント配合物を適切に適用しているかどうかを決定できる。種々の層が、
所望の位置に適用されていない場合、種々のプリント層の正しい整列を確保するために、
引き続くプリントシリンダの操作の調整をすることができる。
【００２８】
　所望ならば、包装材が巻取りロールに巻き取られる時点前に、その多孔度および基準重
量を決定するために、包装材を評価できる。多孔度およびプリント包装材のコーティング
重量を決定するためにデザインされた典型的な装置は、グラビアプリント装置の使用中、
一般に比較的高速で移動する包装材の正確かつ信頼性のある測定を提供しないことが多い
。プリントされたサンプルはロールから得ることができ、適切な多孔度およびコーティン
グ重量に関して評価できるが、「オンライン」様式にてプリント包装材のこれらの性質を
測定すること、特にプリント配合物の一貫して有効な適用を確保するのを助けることが望
ましい。多孔度およびコーティング重量の自動オンライン測定を促進するために（例えば
、それぞれＢｏｒｇｗａｌｄｔおよびＥｘｔｒｏｌなどの供給源から入手できる装置を用
いて）、懸垂システム（典型的なグラビアプレスで見られたものと同様）が、プリントプ
レス、特に最終プリントシリンダ後であり、巻取りロール前のプリントプレスのその領域
に組み入れられる。この懸垂システムの領域に、適用重量センサおよび多孔度検出システ
ムが配置される。懸垂システムの領域における包装材の移動速度の減速は、適切な測定装
置が読み取りを正確に記録する機会を提供する。このように、工程条件に対する適切な調
整を、明細書以外の包装材が見られる場合に成すことができる。
【００２９】
　懸垂システムの操作およびプリント包装材の性質を測定し、コントロールするためのそ
の使用は、以下のとおり記載できる。最終プリントステーション後、アウトフィードニッ
プは、操作中の巻取りの張力をコントロールするために使用される。このアウトフィード
ニップ領域後、懸垂部は、所望の時間増加中に巻取り紙を蓄積するために使用される。懸
垂部後の第２の別のアウトフィードニップは、巻取りロール上への巻取り前に巻取り紙の
張力をコントロールする。典型的に、測定がプリント巻取り紙上でされる場合、仕上げロ
ールの巻取り速度が低下するが、プリント装置は、安定した製造速度を維持し続ける。懸
垂を越えた巻取り紙部分が、正確なオンライン測定のために適切な速度へと減速するので
、仕上げロールに巻き取られない余分のプリント巻取り紙は、懸垂部分に蓄積する。適切
な測定が記録されると、仕上げロールは、適切なライン速度に速度を回復させられ、懸垂
部から余分な巻取り紙が除かれる。このような工程段階は、所望の工程コントロールに必
要な構成要素により規定された所望の時間増加において生じる。
【００３０】
　プリントが完了した後、次にプリント包装材１４を、巻取りロール４４から取ることが
でき、所望の寸法に細切りできる。細切り包装材は、通常は従来ガレット製造装置に使用
するためボビンの形態で提供される。代表的な細切り包装材は、約２７ｍｍ幅であり、こ
のため外周約２４．５ｍｍおよび重なり縫い目または接着層用の重なり帯のための約２．
５ｍｍを有するタバコロッドを提供するために使用できる。タバコロッドの所望の外周お
よび接着層の所望の重なりなどの因子に依って、包装材を他の寸法に細切りできる。
【００３１】
　図２を参照すると、各末端で切り離されて示されているプリント包装材１８０の細切り
巻取り紙の一部分を示している。プリント包装材１８０は、基体シート１８４を有してお
り、包装材の上部主要面上にプリントされていることが示された２つのバンド１８８、１
９０があり、包装材の縦軸を横断して延長するように配置されている。プリント包装材１
８０は、Ｌにわたり約２７ｍｍの長さを有している。バンド１８８、１９０のそれぞれは
、幅ｗを有していることが示されており、バンドは、距離ｄだけ離れて間隔があけられて
いる。バンド１８８、１９０のそれぞれは、連続バンド（すなわち、これらのバンドは、
プリントされる包装材の領域を全部覆っており、バンド領域内にプリントされていないま
まの包装材部分ものはない。）であることが、最も極めて好ましい。しかしながら、ある
好ましい連続バンドは、２層以上を含むことができ、これらの層のうち少なくとも１層は
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、不連続パターンの形態を有することができる。
【００３２】
　図３を参照すると、シガレットの形態における喫煙品１９４の構成要素を示している。
シガレット１９４は一般に、本発明の外接包装材１８０に含まれている喫煙可能な充填剤
１９８の装入物またはロールの円筒ロッド１９６を含む。ロッド１９６は、従来どおり「
タバコロッド」と称される。タバコロッドの末端は、喫煙可能な充填剤を曝露させるため
に開いている。タバコロッド１９６の一端に点火端１９９があり、他端は、フィルタ要素
２００を示している。シガレット１９４は、プリント包装材１８０上に１本のプリントバ
ンド１８８を有することが示されており、そのバンドは、シガレットの縦軸に横断する方
向でシガレットロッドに外接している。すなわち、このバンドは、シガレットの縦軸に関
して横断方向領域を提供する。このバンドは、包装材の内面（すなわち、喫煙可能な充填
剤に面して）または包装材の外面上にプリントできる。図３に示されたシガレットは、１
本のバンドをもつ包装材を有するが、シガレットはまた、２本、３本またはそれ以上の数
の間隔をあけたバンドをもつ包装材を有することができる。複数のバンドをもつ包装材を
有するシガレットでは、このバンドは、組成物、重量、寸法などの点で同一、または実質
的に同一であり得る。さらにシガレットの点火端１９９に最も近接した配置のプリントバ
ンドの先端は、シガレットの点火最先端から少なくとも約５ｍｍ、しばしば少なくとも約
１０ｍｍに配置されていることが望ましい。
【００３３】
　シガレット１９４は、フィルタ要素およびタバコロッドが末端対末端の関係で、好まし
くは互いに接して軸上に整列するように、タバコロッド１９６の隣接した一端に配置され
たフィルタ要素２００または他の好適なマウスピースを通常含んでいる。フィルタ要素２
００は、一般に円筒形を有し、その直径は、タバコロッドの直径に本質的に等しい。フィ
ルタ要素の末端は、そこを通して空気と煙を通過させるために開いている。フィルタ要素
２００は、縦軸に延長するその表面に沿って外接プラグ包装材２０６と重なっているフィ
ルタ材料２０２（例えば、可塑化セルロースアセテートトウ）を含む。フィルタ要素２０
０は、２つ以上のフィルタセグメント、および／またはそれに組み入れられた風味添加物
を有することができる。
【００３４】
　フィルタ要素２００は、フィルタ要素の全長およびタバコロッドの隣接領域の双方に外
接するチッピング材料２０８によりタバコロッド１９６に接着している。チッピング材料
２０８の内面は、好適な接着剤を用いて、プラグラップ２０６の外面およびタバコロッド
の包装材１８０の外面にしっかりと固定されている。通気または空気希釈された喫煙品は
、それぞれがチッピング材料およびプラグラップを通して延長する一連の穿孔２１０のよ
うな空気希釈手段を提供する。
【００３５】
　タバコロッド１９６、フィルタ要素２００およびそれらの組合せから生じるシガレット
１９４は、これらの従来の技術および装置に対していずれの場合も大きな修飾なしで、従
来のシガレットおよびシガレット成分製造技術および装置を用いて製造できる。本発明の
シガレットの市販用製造に好適な様式および方法は、シガレット製造の当業者に容易に明
らかであろう。
【００３６】
　本発明のある一定の適切に処理された包装材を用いて製造されたタバコロッドを有する
本発明のシガレットは、１０層のＷｈａｔｍａｎ第２号フィルタペーパーを用いて、「Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ（ＮＩＳＴ）」、Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ８５１ページ（１９９３）によるＣ
ｉｇａｒｅｔｔｅ　Ｅｘｔｉｎｃｔｉｏｎ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄに記載された方法論
を用いて試験した場合、試験シガレットの約５０％超、好ましくは約７５％超、最も好ま
しくは約１００％の消火を必要としている評価基準に合致する。本発明のある一定の適切
に処理された包装材を用いて製造されたタバコロッドを有する本発明のある一定のシガレ
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ットは、１０層のＷｈａｔｍａｎ第２号フィルタペーパーを用いて、ＡＳＴＭ指示：Ｅ　
２１８７－０２ｂに記載された方法論を用いて試験した場合、試験シガレットの約５０％
超、好ましくは約７５％超、最も好ましくは約１００％の消火を必要としている評価基準
に合致する。バンドが、これらのシガレット消火評価基準に合致する能力を有するシガレ
ットを提供できるように、各シガレットは、そのタバコロッドの領域に配置された少なく
とも１本のバンドを有することが好ましい。間隔をあけて離れた関係で包装材の縦軸に横
断して整列されているバンドを有する包装材を組み入れている特定の長さのタバコロッド
に関して、バンド幅とおよびバンド間距離の合計に対するタバコロッドの長さの比は、１
から２、好ましくは約１．１から約１．４、最も好ましくは１．２である。
【００３７】
　約６３ｍｍのタバコロッド長および約２１ｍｍのフィルタ要素長を有する代表的な完全
風味シガレットに関して、約６ｍｍ幅の横断方向バンドは、これらのシガレットを製造す
るのに用いられる包装材に約２０ｍｍの間隔をあけることができる。あるいは、これらの
タイプのシガレットに関して、約６ｍｍ幅のバンドは、約３９ｍｍの間隔をあけることが
できる。約７０ｍｍのタバコロッド長および約３０ｍｍのフィルタ要素長を有する代表的
な完全風味シガレットに関して、約６ｍｍ幅の横断方向バンドは、これらのシガレットを
製造するのに用いられる包装材に約４４ｍｍの間隔をあけることができる。約５７ｍｍの
タバコロッド長および約２７ｍｍのフィルタ要素長を有する代表的な極低濃度タールシガ
レットに関して、約７ｍｍ幅の横断方向バンドは、約２０ｍｍの間隔をあけることができ
る。あるいは、これらのタイプのシガレットに関して、約６ｍｍ幅のバンドは、これらの
シガレットを製造するのに用いられる包装材に約３３ｍｍ間隔、または約３９ｍｍの間隔
をあけることができる。約６８ｍｍのタバコロッド長および約３１ｍｍのフィルタ要素長
を有的な極低濃度タールシガレットに関して、約６ｍｍ幅の横断方向バンドは、これらの
シガレットを製造するのに用いられる包装材に約４４ｍｍの間隔をあけることができる。
完全風味シガレットは、約１４ｍｇ以上のＦＴＣ「タール」を生じるものとして分類され
る。極低濃度タールシガレットは、約７ｍｇ未満のＦＴＣ「タール」を生じるものとして
分類される。適量の適切な成分を含むバンドを有する適切な包装材を持つタバコロッドを
有するこれらのシガレットは、前述のシガレット消火評価基準に合致する能力がある。
【００３８】
　本発明のシガレットは、種々の構成要素から製造でき、広範囲の型式および形状を有す
ることができる。これらシガレットのタバコロッド包装材に適用させた横断方向バンドを
有する本発明の典型的なシガレットは、これらのシガレットの非バンド領域において１分
当たり約５０ｍｇから約６０ｍｇの静的燃焼速度（すなわち、非パフ形成条件下における
これらのシガレットの燃焼速度）を有する。これらシガレットのタバコロッド包装材に適
用させた横断方向バンドを有する本発明の典型的なシガレットは、これらのシガレットの
非バンド領域において１分当たり約５０ｍｇ未満、好ましくは約４０ｍｇから約４５ｍｇ
のタバコロッド重量の静的燃焼速度（すなわち、非パフ形成条件下におけるこれらのシガ
レットの燃焼速度）を有する。
【００３９】
　本発明のシガレット製造に用いられるタバコ材料は様々であり得る。種々のタイプのタ
バコ、栽培実施、収穫実施および熟成実施の記載は、Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉ
ｏｎ、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｄａｖｉｓら（編集）（１
９９９）に記載されている。タバコは、通常カット充填剤形態（例えば、約１／１０イン
チ（０．２５４ｃｍ）から約１／６０インチ（０．０４２３ｃｍ）、好ましくは約１／２
０インチ（０．１２７ｃｍ）から約１／３５インチ（０．０７２５ｃｍ）の幅に、および
約１／４（０．６３５ｃｍ）から約３インチ（７．６２ｃｍ）の長さにカットされたタバ
コ充填剤の断片または束）で用いられる。通常１本のシガレット内に用いられるタバコ充
填剤の量は、約０．６ｇから約１ｇの範囲である。前記タバコ充填剤は、通常約１００ｍ
ｇ／ｃｍ３から約３００ｍｇ／ｃｍ３、しばしば約１５０ｍｇ／ｃｍ３から約２７５ｍｇ
／ｃｍ３の充填密度でタバコロッドを詰め込んで使用される。タバコは、加工されたタバ
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コ幹（例えば、カットロール幹またはカットパフ幹）、容量膨張タバコ（例えば、プロパ
ン膨張タバコおよびドライアイス膨張タバコ（ＤＩＥＴ）などのＥＴ）などのパフタバコ
）、または再構成タバコ（例えば、紙製タイプまたはキャストシートタイプ加工を用いて
製造された再構成タバコ）などの加工形態を有することができる。
【００４０】
　典型的には、シガレット製造用タバコ材料は、いわゆる「ブレンド」形態にて使用され
る。例えば、通常「アメリカンブレンド」と称される、ある一定の普及されているタバコ
ブレンドは、黄色タバコ、バーリータバコおよびオリエンタルタバコ、多くの場合、再構
成タバコおよび加工タバコ幹などのある一定の加工タバコを含む。特定のシガレットブラ
ンドの製造に使用されるタバコブレンド内の各種タバコの正確量は、ブランドごとに変わ
る。例えば、「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ」、Ｖｏｇｅｓ（編集）４４
～４５ページ（１９８４）、Ｂｒｏｗｎｅ著「Ｔｈｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｃｉｇａｒ
ｅｔｔｅｓ」、第３版、４３ページ（１９９０）および「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎ、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｄａｖｉｓら（編集
）３４６ページ（１９９９）を参照されたい。他の代表的タバコブレンドはまた、Ｐｅｒ
ｆｅｔｔｉらに対する米国特許第４，９２４，８８８号；Ｂｒｏｗｎらに対する米国特許
第５，０５６，５３７号；Ｇｅｎｔｒｙに対する米国特許第５，２２０，９３０号；およ
びＢｏｍｂｉｃｋら、Ｆｕｎｄ．Ａｐｐｌ．Ｔｏｘｉｃｏｌ．、３９、１１～１７ページ
（１９９７）に記載されている。さらに他の代表的タバコブレンドはまた、ＰＣＴ　ＷＯ
０２／３７９９０；Ｌａｗｓｏｎらに対する米国特許第４，８３６，２２４号；Ｂｌｉｎ
ｋｌｅｙらに対する米国特許第５，１５９，９４２号；Ｂｌａｋｌｅｙらに対する米国特
許第５，３６０，０２３号；Ｙｏｕｎｇらに対する米国特許第５，７１４，８４４号；米
国特許出願第２００２／００００２３５号；米国特許出願第２００３／００７５１９３号
；米国特許出願第２００３／０１３１８５９号；２００２年１０月３１日出願の米国特許
出願公開第１０／２８５，３９５号；２００３年６月１７日出願の米国特許出願公開第１
０／４６３，２１１号に記載されている。
【００４１】
　所望ならば、前述のタバコ材料に加えて、本発明のタバコブレンドは、さらに他の成分
を含むことができる。他の成分としては、ケーシング材料（例えば、糖類、カカオおよび
甘草）およびトップドレッシング材料（例えば、メントールなどの風味材料）が挙げられ
る。特定のケーシング成分およびトップドレッシング成分の選択は、望ましい官能特性な
どの因子に依存し、これらの成分の選択は、シガレットデザインおよび製造の当業者にと
って容易に明らかとなるであろう。Ｇｕｔｃｈｏ著「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎ
ｇ　Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」、Ｎｏｙｅｓ　Ｄａｔａ社（１９
７２）およびＬｅｆｆｉｎｇｗｅｌｌら著「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　ｆｏ
ｒ　Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」（１９７２）を参照されたい。
【００４２】
　喫煙品はまた、タバコロッドの製造時に包装材に適用させたわき縫い接着剤内に少なく
とも１種の風味成分を組み入れることができる。すなわち、例えば、種々の香味剤を、Ｒ
．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ社から入手できるわき縫い接着剤ＣＳ－２２０
１Ａに取り込むことができ、包装材の縫い目線に塗付できる。これらの香味剤は、エチル
セルロース、ニトロセルロースまたはそれらに適用された澱粉を組み入れたプリント配合
物を有するこれら包装材など、本発明の包装材の使用の結果、喫煙品により発生した煙に
供される異味または悪臭を遮蔽するか、または改善するために使用される。代表的な香味
剤としては、メチルシクロペンテノロン、バニリン、エチルバニリン、イヌリン、４－パ
ラヒドロキシフェニル－２－ブタノン、γ－ウンデカラクトン、２－メトキシ－４－ビニ
ルフェノール、２－メトキシ－４－メチルフェノール、５－エチル－３－ヒドロキシ－４
－メチル－２（５Ｈ）－フラノン、サリチル酸メチル、クラリセージ油およびビャクダン
油が挙げられる。典型的には、このようなタイプの香味剤成分は、接着剤および香味剤成
分の全重量を基準にして約０．２パーセントから約６．０パーセントの量で使用される。
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【００４３】
　本発明の包装材はまた、いわゆる「ダブルラップ」タバコロッドなどの外接包装材の１
層以上を有するタバコロッドの製造に使用できる。すなわち、本発明の包装材は、このよ
うなダブルラップタバコロッドの内部ラップまたは外部ラップとして使用できる。代表的
なシガレット、代表的な成分、パラメータおよびそれらの明細書は、Ｇｅｎｔｒｙに対す
る米国特許第５，２２０，９３０号；ＰＣＴ　ＷＯ０２／３７９９０および米国特許出願
第２００２／０１６６５６３号に記載されている。代表的なフィルタ要素成分およびデザ
インは、Ｂｒｏｗｎｅ著「Ｔｈｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｃｉｇａｒｅｔｔｅｓ」、第３
版（１９９０）；「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎ
ｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｄａｖｉｓら（編集）（１９９９）；Ｂｅｒｇｅｒに対す
る米国特許第４，５０８，５２５号；Ｐｒｙｏｒらに対する米国特許第４，８０７，８０
９号；Ｌａｗｒｅｎｃｅらに対する米国特許第４，９２０，９９０号；Ｔｈｅｓｉｎｇら
に対する米国特許第５，０１２，８２９号；Ｒａｋｅｒに対する米国特許第５，０２５，
８１４号；Ｊｏｎｅｓ，Ｊｒ．らに対する米国特許第５，０７４，３２０号；Ｊａｋｏｂ
らに対する米国特許第５，１０１，８３９号；Ｓａｉｎｔｓｉｎｇらに対する米国特許第
５，１０５，８３４号；Ｗｈｉｔｅらに対する米国特許第５，１０５，８３８号；Ａｒｚ
ｏｎｉｃｏらに対する米国特許第５，２７１，４１９号；Ｂｌａｋｌｅｙらに対する米国
特許第５，３６０，０２３号；Ｋｏｌｌｅｒらに対する米国特許第５，５９５，２１８号
；Ｂａｎｅｒｊｅｅらに対する米国特許第５，７１８，２５０号；Ｖｅｌｕｚに対する米
国特許第６，５３７，１８６号；米国特許出願第２００２／００１４４５３号；米国特許
出願第２００２／００２０４２０号；米国特許出願第２００３／０１６８０７０号；２０
０３年６月２３日出願の米国特許出願公開第１０／６００，７１２号；ＰＣＴ　ＷＯ０３
／０５９０９６；および欧州特許第９２０８１６号に記載されている。代表的なフィルタ
材料は、トウ材料（例えば、セルロースアセテートまたはポリプロピレントウ）または集
結巻取り材料（例えば、紙の集結巻取り、セルロースアセテート、ポリプロピレンまたは
ポリエステル）から製造できる。
【００４４】
　本発明の包装材は、点火性向の減少を示すようにデザインされたシガレット製造に有用
である。すなわち、本発明のある一定の包装材を組み入れるシガレットは、可燃性基体に
置かれた場合、その基体が燃焼する前に自己消火する傾向がある。前述のシガレット消火
評価基準に合致する能力を有するように、適量の適切な成分を含むバンドを有する適切な
包装材を用いて製造されたタバコロッドを有するこれらのシガレットが特に興味深い。
【００４５】
　本発明のパターン形成包装材を提供するために、さらに加工される包装材は、広範囲の
組成物および性質を有することができる。特定の包装材の選択は、シガレットデザインお
よび製造の当業者にとって容易に明らかとなるであろう。典型的な紙製包装材は、いわゆ
る「基体シート」を形成するために、繊維材料から、場合によっては充填剤材料から製造
される。本発明の包装材は、これらの包装材を製造するために用いられる製造技術または
加工装置に対する大きな変更なしで製造できる。
【００４６】
　シガレット用タバコロッドの外接包装材料としての使用に好適な典型的な包装材基体シ
ートは、変えることのできる基準重量を有している。基体シートの典型的な乾燥基準重量
は、少なくとも約１５ｇ／ｍ２であり、少なくとも約２０ｇ／ｍ２であることが多いが、
典型的な乾燥基準重量は、約８０ｇ／ｍ２を超えず、多くの場合、約６０ｇ／ｍ２を超え
ない。多くの好ましい包装材基体シートは、５０ｇ／ｍ２未満、さらに４０ｇ／ｍ２未満
の基準重量を有する。ある一定の好ましい包装材基体シートは、約２０ｇ／ｍ２未満から
約３０ｇ／ｍ２未満の間の基準重量を有する。
【００４７】
　シガレット用タバコロッドの外接包装材料としての使用に好適な典型的な包装材基体シ
ートは、変えることのできる固有の多孔度を有している。典型的な基体シートは、少なく
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とも約５ＣＯＲＥＳＴＡ単位であり、通常は少なくとも約１０ＣＯＲＥＳＴＡ単位であり
、しばしば少なくとも約１５ＣＯＲＥＳＴＡ単位であり、少なくとも約２０ＣＯＲＥＳＴ
Ａ単位であることが多い固有の多孔度を有している。典型的な基体シートは、少なくとも
約２００ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であり、通常は少なくとも約１５０ＣＯＲＥＳＴＡ単位
未満であり、しばしば少なくとも約８５ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であり、少なくとも約７
０ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であることが多い固有の多孔度を有している。１ＣＯＲＥＳＴ
Ａ単位は、１センチバールの定圧で１ｃｍ２面積の包装材を通過する線型空気速度の測定
値である。ＣＯＲＥＳＴＡ刊行物のＩＳＯ／ＴＣ０１２６／ＳＣ　ＩＮ１５９Ｅ（１９８
６）を参照されたい。用語の「固有の多孔度」とは、空気流に対するその包装材自体の多
孔度を称す。特に好ましい紙製包装材基体シートとしては、木材パルプおよび炭酸カルシ
ウムが挙げられ、約２０から約５０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の固有の多孔度を示す。
【００４８】
　シガレット用タバコロッドの外接包装材料としての使用に好適な典型的な包装材基体シ
ートは、少なくとも１種の繊維材料を組み入れ、変えることのできる量で少なくとも１種
の充填剤を組み入れることができる。典型的な基体シートとしては、その基体シートの乾
燥重量を基準にして、約５５重量パーセントから約１００重量パーセント、しばしば約６
５重量パーセントから約９５重量パーセント、多くは約７０重量パーセントから約９０重
量パーセントの繊維材料（最も好ましくは、セルロース性材料である）、および約０重量
パーセントから約４５重量パーセント、しばしば約５重量パーセントから約３５重量パー
セント、多くは約１０重量パーセントから約３０重量パーセントの充填剤（最も好ましく
は、無機材料である）が挙げられる。
【００４９】
　前記包装材は、繊維材料が組み入れられている。繊維材料は様々であり得る。最も好ま
しくは、繊維材料はセルロース性材料であり、前記セルロース性材料は、リグノセルロー
ス性材料であり得る。代表的セルロース性材料としては、亜麻繊維、広葉樹パルプ、針葉
樹パルプ、麻繊維、エスパルト繊維、ケナフ繊維、ジュート繊維およびサイザル麻繊維が
挙げられる。２種以上のセルロース材料の混合物を使用できる。例えば、包装材は、亜麻
繊維および木材パルプの混合物を組み入れることができる。前記繊維は、漂白されていて
も、または無漂白であってもよい。包装材内に組み入れることができる他の繊維材料とし
ては、ミクロ繊維材料および繊維合成セルロース性材料が挙げられる。例えば、Ｄｕｒｏ
ｃｈｅｒに対する米国特許第４，７７９，６３１号およびＩｓｈｉｎｏに対する米国特許
第５，８４９，１５３号を参照されたい。代表的な繊維材料およびそれから包装材を作製
する方法は、Ｓｃｈｕｒらに対する米国特許第２，７５４，２０７号；Ａｌｌｅｎらに対
する米国特許第５，４７４，０９５号；およびＰＣＴ　ＷＯ０１／４８３１８に記載され
ている。
【００５０】
　前記包装材は、通常繊維材料が組み入れられている。好ましくは、充填剤は、本質的に
水不溶性粒子の形態を有する。さらに、充填剤は、通常無機成分を組み入れている。カル
シウム塩類を組み入れる充填剤が特に好ましい。１つの代表的充填剤は、炭酸カルシウム
の形態を有し、炭酸カルシウムは、微粒子形態で使用されるのが最も好ましい。例えば、
Ｈａｍｐｌに対する米国特許第４，８０５，６４４号；Ｓａｎｄｅｒｓに対する米国特許
第５，１６１，５５１号；Ｂａｌｄｗｉｎらに対する米国特許第５，２６３，５００号；
およびＰＣＴ　ＷＯ０１／４８，３１６を参照されたい。他の充填剤としては、２次炭酸
カルシウム粒子、酒石酸カルシウム粒子、酸化マグネシウム粒子、水酸化マグネシウムゲ
ル；炭酸マグネシウムタイプ材料、粘土、珪藻土材料、二酸化チタン粒子、γアルミナ材
料および硫酸カルシウム粒子が挙げられる。例えば、Ａｌｌｅｇｒｉｎｉに対する米国特
許第３，０４９，４４９号；Ｍａｒｔｉｎに対する米国特許第４，１０８，１５１号；Ｃ
ｌｉｎｅに対する米国特許第４，２３１，３７７号；Ｏｗｅｎｓに対する米国特許第４，
４５０，８４７号；Ｄｕｒｏｃｈｅｒに対する米国特許第４，７７９，６３１号；Ｋａｕ
ｆｍａｎに対する米国特許第４，９１５，１１８号；Ｂｏｋｅｌｍａｎに対する米国特許
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第５，０９２，３０６号；Ｈａｙｄｅｎに対する米国特許第５，１０９，８７６号；Ｐａ
ｉｎｅに対する米国特許第５，６９９，８１１号；Ｂｅｎｓａｌｅｍに対する米国特許第
５，９２７，２８８号；Ｂｅｎｓａｌｅｍに対する米国特許第５，９７９，４６１号；Ｙ
ａｍａｚａｋｉに対する米国特許第６，１３８，６８４号；欧州特許出願公開第３５７，
３５９号を参照されたい。包装材に組み入れることができるある一定の充填剤タイプの材
料は、繊維形態を有することができる。例えば、充填剤の成分としては、ガラス繊維、セ
ラミック繊維、炭素繊維および硫酸カルシウム繊維などの材料を挙げることができる。例
えば、Ｌａｍｍに対する米国特許第２，９９８，０１２号；Ｃｌｉｎｅに対する米国特許
第４，４３３，６７９号；Ｈａｙｄｅｎらに対する米国特許第５，１０３，８４４号；Ｐ
ＣＴ　ＷＯ０１／４１５９０；および欧州特許出願公開第１，０８４，６２９号を参照さ
れたい。充填剤組成物は、炭酸カルシウム粒子と沈殿水酸化マグネシウムゲルとの混合物
、炭酸カルシウム粒子と硫酸カルシウム繊維との混合物、または炭酸カルシウム粒子と炭
酸マグネシウム粒子との混合物を組み入れることができる。
【００５１】
　種々の添加成分を加えることができるか、あるいは基体シートに組み入れることができ
る種々の方法がある。ある一定の添加物を、その包装材の製造に伴う紙製造工程の一部と
して包装材に組み入れることができる。あるいは、添加物を、サイズプレス技法、スプレ
ー技法、プリント技法などを用いて包装材に組み入れることができる。「オフライン」技
法として知られているこのような技法は、これらの包装材が製造された後、添加物を包装
材に適用するために使用される。種々の添加物を包装材に、同時にまたは紙製造工程中の
異なる段階でまたは紙製造工程後に添加、もしくは組み入れることができる。
【００５２】
　基体シートはさらに処理でき、これらの基体シートは、それらの総合的物理特性に変化
を与えるために、および／またはそれらの総合的化学組成物に変化を導入するために処理
できる。例えば、前記基体を静電気的に穿孔できる。例えば、Ｐｅｒｆｅｔｔｉらに対す
る米国特許第４，９２４，８８８号を参照されたい。前記基体はまた、例えば、その主要
面にきめを提供するために浮き彫りにすることができる。添加物を、種々の理由で包装材
に組み入れることができる。代表的添加物、およびこれらの添加物を包装材に組み入れる
方法は、参照により本明細書に組み込まれるＧｅｎｔｒｙに対する米国特許第５，２２０
，９３０号に記載されている。また、Ｂａｌｄｗｉｎらに対する米国特許第５，１６８，
８８４号を参照されたい。アルカリ金属塩などのある成分は、燃焼コントロール添加物と
して働くことができる。代表的な塩類としては、アルカリ金属コハク酸塩、クエン酸塩、
酢酸塩、リンゴ酸塩、炭酸塩、塩化物、酒石酸塩、プロピオン酸塩、硝酸塩およびグリコ
ール酸塩が挙げられ、コハク酸ナトリウム、コハク酸カリウム、クエン酸ナトリウム、ク
エン酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、リンゴ酸ナトリウム、リンゴ酸カリウ
ム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、酒石酸ナトリウム
、酒石酸カリウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸カリウム、硝酸ナトリウム、
硝酸カリウム、グリコール酸ナトリウム、グリコール酸カリウムが挙げられ；リン酸モノ
アンモニウムなどの他の塩類が挙げられる。例えば、Ｍａｔｔｈｅｗｓに対する米国特許
第２，５８０，５６８号；Ｍａｔｔｈｅｗｓに対する米国特許第４，４６１，３１１号；
Ｍａｔｔｈｅｗｓに対する米国特許第４，６２２，９８３号；Ｐｅｒｆｅｔｔｉらに対す
る米国特許第４，９４１、４８５号；Ｐｅｒｆｅｔｔｉらに対する米国特許第４，９９８
，５４１号；およびＰＣＴ　ＷＯ０１／０８５１４を参照されたい。クエン酸金属などの
ある成分は、灰コンディショナーまたは灰封止剤として働くことができる。例えば、欧州
特許出願公開第１，０８４，６３０号を参照されたい。他の代表的成分としては、リンゴ
酸、レブリン酸、ホウ酸および乳酸などの有機酸および無機酸が挙げられる。例えば、Ｓ
ｉｍｏｎに対する米国特許第４，２３０，１３１号を参照されたい。他の代表的成分とし
ては、触媒材料が挙げられる。例えば、Ｆｒａｎｋｅｎｂｕｒｇに対する米国特許２，７
５５，２０７号を参照されたい。化学添加物が適用される包装材の乾燥重量を基準にして
、典型的には化学添加物量は、約３重量パーセントを超えず、しばしば約２重量パーセン
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トを超えず、通常は約１重量パーセントを超えない。ある包装材に関して、クエン酸カリ
ウムおよびリン酸モノアンモニウムなどの燃焼試剤など、ある添加塩類量は、これらの添
加塩類が適用される包装材の乾燥重量を基準にして、約０．５重量パーセントから約０．
８重量パーセントの範囲内にあることが好ましい。比較的高濃度の添加塩類は、これらの
包装材から製造されたシガレットの消火を引き起こす際に極めて効果的であるプリント領
域を有するプリントされたある種の包装材に使用できる。比較的高濃度の化学添加物を有
する代表的な亜麻含有シガレット紙製包装材は、Ｓｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ
　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌのグレード名５１２、５２５、５２７、５４０、６０５お
よび６６４として入手できる。比較的高濃度の化学添加物を有する代表的な木材パルプ含
有シガレット紙製包装材は、Ｓｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌのグレード名４０６および４１９として入手できる。
【００５３】
　香味剤および／または香味剤前駆物質および芳香剤前駆物質（例えば、バニリングルコ
シドおよび／またはエチルバニリングルコシド）はまた、紙製包装材に組み入れることが
できる。例えば、Ｈｅｒｒｏｎに対する米国特許第４，８０４，００２号；Ｄｕｂｅらに
対する米国特許第４，９４１，４８６号を参照されたい。香味剤はまた、シガレット紙上
にプリントできる。例えば、Ｇｕｔｃｈｏ著「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　Ｓ
ｕｂｓｔａｎｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」、Ｎｏｙｅｓ　Ｄａｔａ社（１９７２）
およびＬｅｆｆｉｎｇｗｅｌｌら著「Ｔｏｂａｃｃｏ　Ｆｌａｖｏｒｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｓ
ｍｏｋｉｎｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」（１９７２）に記載されているシガレット製造に用い
られた種々の香味剤を参照されたい。
【００５４】
　フィルムを紙に適用できる。例えば、Ａｄａｍｓに対する米国特許第４，８８９，１４
５号；Ｍｉｌｆｏｒｄらに対する米国特許第５，０６０，６７５号、ＰＣＴ　ＷＯ０２／
４３５１３およびＰＣＴ　ＷＯ０２／０５５２９４を参照されたい。触媒材料を紙に組み
入れることができる。例えば、ＰＣＴ　ＷＯ０２／４３５１３４を参照されたい。
【００５５】
　本発明の実施に使用できる典型的な紙製包装材は、全体的に変わらない組成物および物
理的パラメータを有する包装材の製造に向けられた仕様書のもとで製造される。これら種
々の包装材に関して、組成およびそのパラメータは、これら材料の各主要面の領域にわた
って考慮された場合、不変であることが好ましい。しかしながら、典型的な包装材は、「
両側」性を有する傾向があり、したがって、一主要面から他の主要面でこれらの材料の組
成物およびある一定の物理パラメータにおける変化があり得る。
【００５６】
　好ましさが低いけれども、前記包装材は、セルロース性材料の多層を含む基体巻取りを
供するように改造された紙製造工程を用いて製造できる。Ｒｏｇｅｒｓらに対する米国特
許第５，１４３，０９８号を参照されたい。
【００５７】
　好ましさがはるかに低い紙製包装材では、各主要面の異なる領域上で異なる組成物およ
び／または性質を有し得る。包装材は、充填剤の量または種類をコントロールすることに
よるなど、その材料組成物のコントロールにより提供される多孔度が増加したかまたは減
少した領域を有することができる。包装材は、その材料を浮き彫りにするか、または穿孔
することにより提供される空気透過性が増加したか、または減少した領域を有することが
できる。例えば、Ｍｅｎｔｚｅｌに対する米国特許第４，９４５，９３２号を参照された
い。包装材は、ある一定の前述の塩類など、添加物で処理された領域（例えば、バンドな
ど、予め決められた領域）を有することができる。主要面の複数領域上に異なる組成物お
よび／または性質を有する包装材では、包装材のパターン領域でのプリントバンドの整列
および位置合わせによって、製造が複雑になる。
【００５８】
　本発明を実施する際の使用に好適な紙製包装材は、商品として入手できる。代表的なシ
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ガレット用紙製包装材は、Ｅｃｕｓｔａ社の商品番号４１９、４５４、４５６、４６０お
よび４７３；Ｍｉｑｕｅｌの商品番号Ｖｅｌｉｎ４１３、Ｖｅｌｉｎ４３０、ＶＥ　８２
５　Ｃ２０、ＶＥ　８２５　Ｃ３０、ＶＥ　８２５　Ｃ４５、ＶＥ　８２６　Ｃ２４、Ｖ
Ｅ　８２６　Ｃ３０および８５６　ＤＬ；ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉのＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ１
８、Ｔｅｒｃｉｇ　ＬＫ２４、Ｔｅｒｃｉｇ　ＬＫ３８、Ｔｅｒｃｉｇ　ＬＫ４６および
Ｔｅｒｃｉｇ　ＬＫ６０；ＷａｔｔｅｎｓのＶｅｌｉｎ　Ｂｅｉｇｅ　３４；Ｖｅｌｉｎ
　Ｂｅｉｇｅ　４６；Ｖｅｌｉｎ　Ｂｅｉｇｅ　６０、および商品番号４５４　ＤＬ、４
５４　ＬＶ、５５３および５５６；およびＴｒｉｅｒｅｎｂｅｒｇ　Ｈｏｌｄｉｎｇの３
８　ＣＯＲＥＳＴＡ単位Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｄｉａｇｏｎａｌ　Ｌｉｎｅｓ、４６　ＣＯＲ
ＥＳＴＡ単位Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｄｉａｇｏｎａｌ　Ｌｉｎｅｓ、６０　ＣＯＲＥＳＴＡ単
位Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｄｉａｇｏｎａｌ　Ｌｉｎｅｓ、３８　ＣＯＲＥＳＴＡ単位Ｌｏｎｇ
ｉｔｕｄｉｎａｌ　Ｖｅｒｇｅ　Ｌｉｎｅｓ、４６　ＣＯＲＥＳＴＡ単位Ｌｏｎｇｉｔｕ
ｄｉｎａｌ　Ｖｅｒｇｅ　Ｌｉｎｅｓ、６０　ＣＯＲＥＳＴＡ単位Ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎ
ａｌ　Ｖｅｒｇｅ　Ｌｉｎｅｓ、４６　ＣＯＲＥＳＴＡ単位Ｂｅｉｇｅ　Ｖｅｌｉｎおよ
び６０　ＣＯＲＥＳＴＡ単位Ｂｅｉｇｅ　Ｖｅｌｉｎ、として入手できた。代表的な亜麻
含有シガレット用紙製包装材は、Ｓｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌのグレード名１０５、１１４、１１６、１１９、１７０、１７８、５１４
、５２３、５３６、５２０、５５０、５５７、５８４、５９５、６０３、６０９、６１５
および６６８として入手できた。代表的な木材パルプ含有シガレット用紙製包装材は、Ｓ
ｃｈｗｅｉｔｚｅｒ－Ｍａｕｄｕｉｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌのグレード名４０４
、４１６、４２２、４５３、４５４、４５６、４６５、４６６および４６８として入手で
きる。
【００５９】
　包装材に適用するコーティング層数は様々であり得る。１層のコーティング層は、紙の
片側のいずれかまたは両側に適用することができる。１層以上のコーティング層は、紙の
片側のいずれかまたは両側に適用することができる。ある一定のシガレット消火試験評価
基準に合致するようにデザインされたシガレット製造に使用されるために意図された包装
材では、プリント配合物をこれらの包装材に、好ましくは少なくとも２層、最も好ましく
は少なくとも３層適用することが望ましい。
【００６０】
　コーティング配合物の組成は様々であり得る。一般に、コーティングの組成は、コーテ
ィング配合物の成分によって決定される。好ましくは、コーティング配合物は、全組成を
有し、コーティング配合物の個々の層が包装材に適用された時に、包装材の物理的保全性
に悪影響を及ぼさないような様式および量で適用される。コーティング配合物の成分は、
そのコーティング配合物で処理された包装材が組み入れられている喫煙品により発生した
煙に対して望ましくない官能特性を導入しないことも望ましい。したがって、種々の成分
の好適な組合せは、使用中の喫煙品により発生した煙の官能特性に対するコーティングの
影響を減少させるように働くことができる。
【００６１】
　コーティング配合物の例は、Ａｄａｍｓに対する米国特許第４，８８９，１４５号；Ｍ
ｉｌｆｏｒｄらに対する米国特許第５，０６０，６７５号、ＰＣＴ　ＷＯ０２／０４３５
１３およびＰＣＴ　ＷＯ０２／０５５２９４；および欧州特許出願公開第１，２３４，５
１４号に記載されている。他のコーティング配合物は本明細書に記載されている。
【００６２】
　コーティング配合物は、フィルム形成剤を含むことが最も好ましい。前記フィルム形成
剤は、ポリマー材料または樹脂であることが最も好ましい。代表的フィルム形成剤として
は、アルギン酸塩類（例えば、アルギン酸ナトリウムまたはアルギン酸アンモニウム、こ
れらは、ＫｅｌｃｏのＫｅｌｃｏｓｏｌとして入手できるアルギン酸塩類など）、セルロ
ース誘導体（例えば、ニトロセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、エチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロースおよびセルロースアセテートプロピオネート）、エチレ
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ンビニルアセテートコポリマー類、ガーゴム（例えば、ＦｒｕｔａｒｏｍのタイプＭ、タ
イプＭＭ、タイプＭＭの高粘性など；およびＴＩＣ　ＧｕｍｓのＴｉｃａｇｅｌ）、キサ
ンタンガム（例えば、ＫｅｌｃｏのＫｅｌｔｒｏなど）、澱粉（例えば、トウモロコシ澱
粉またはコメ澱粉）、化工澱粉（例えば、デキストリン、酸化タピオカ澱粉および酸化ト
ウモロコシ澱粉）、ポリビニルアセテートおよびポリビニルアルコールが挙げられる。代
表的なフィルム形成剤は、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社のＫｌｕｃｅｌヒドロキシプロピルセルロ
ースＨＰＣおよびＡｑｕａｌｏｎナトリウムカルボキシメチルセルロースＣＭＣ、Ｎａｔ
ｒｏｓｏｌヒドロキシエチルセルロースＨＥＣおよびＡｑｕａｌｏｎエチルセルロースＥ
Ｃ；およびＢａｙｅｒ　ＡＧのＷａｌｏｃｅｌニトロセルロースおよびＷａｌｓｒｏｄｅ
ｒニトロセルロースとして入手できる。また、種々のフィルム形成剤の好適な組合せを使
用できる。代表的なブレンドとしては、エチレンビニルアセテートコポリマーとポリビニ
ルアセテートとのブレンド、エチルセルロースとエチレンビニルアセテートコポリマーと
のブレンド、ニトロセルロースとエチレンビニルアセテートコポリマーとのブレンド、エ
チルセルロースとニトロセルロースとのブレンドが挙げられる。前述のフィルム形成剤の
ブレンド、最も好ましくは、疎水性を有するものは、多層化コーティングに関して最初の
または第１の層のコーティングにとって好適である。
【００６３】
　澱粉ベースの材料は、多層パターンのうちのある一定層を提供するために、場合によっ
て使用できる。澱粉ベースの材料タイプは変えることができる。代表的な澱粉としては、
タピオカ澱粉、蝋様トウモロコシ澱粉、トウモロコシ澱粉、ジャガイモ澱粉、コムギ澱粉
、コメ澱粉、およびサゴ澱粉が挙げられる。化工澱粉もまた使用できる。澱粉を酸で処理
して泡立ちにくい澱粉を提供でき、次亜塩素酸ナトリウムで処理して酸化澱粉を提供でき
、酸および焙焼処理してデキストリンを提供でき、重合化して架橋特性澱粉を提供でき、
または化学的に置換できる。澱粉と化工澱粉との組合せを使用でき、このように好適なコ
ーティング配合物は、少なくとも２種の澱粉ベース材料を組み入れることができる。代表
的な澱粉ベース材料としては、タピオカ澱粉由来であること、蝋様トウモロコシ澱粉由来
であること、およびデキストリン類であることを特徴とする材料が挙げられる。例えば、
Ｃｏｒｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ社の営業パ
ンフレットＣｏｒｎ　Ｓｔａｒｃｈ（１９５５）を参照されたい。典型的には、澱粉およ
び／または化工澱粉は、水中に分散させ、十分に加熱して、澱粉ベース材料に水和を受け
させる。参照により本明細書に組み込まれている、例えば、２００３年８月２２日出願の
米国特許出願公開第１０／６４５，９９６号、および欧州特許出願公開第１２３４５１４
号に記載されている種々の澱粉ベース配合物を参照されたい。
【００６４】
　コーティング配合物用の溶媒または液体担体は様々であり得る。この溶媒は、水性を有
する液体であってもよく、比較的純粋な水を含むことができる。水性液体は、水ベース乳
濁液、澱粉ベース材料、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、アルギン酸アンモニウ
ム、ガーゴム、キサンタンガム、ペクチン類、ポリビニルアルコールおよびヒドロキシエ
チルセルロースなどのフィルム形成剤に好適な溶媒または担体である。澱粉ベース材料は
、澱粉または澱粉から誘導された成分を含むフィルム形成剤である。前記溶媒はまた、非
水溶媒であってもよい。非水溶媒は、エチルセルロース、ニトロセルロース、ポリビニル
アセテートおよびエチレンビニルアセテートコポリマー類などのフィルム形成剤に好適な
溶媒である。代表的な非水溶媒は、エタノール、ｎ－プロピルアルコール、イソ－プロピ
ルアルコール、酢酸エチル、酢酸ｎ－プロピル、酢酸イソ－プロピル、トルエンなどのよ
うな有機液体である。有機溶媒類の混液が使用できる。有機液および水液の混液（例えば
、水とエタノールの混液）もまた使用できる。包装材の品質に悪影響（例えば、包装材繊
維の膨張を引き起こすことによる、包装材の縮みを引き起こすことによる、または包装材
のしわ寄せを引き起こすことによる）を及ぼさない溶媒は特に好ましい。疎水性非水溶媒
は、典型的には水性溶媒よりも包装材の物性に悪影響を及ぼす傾向が少なく、それゆえ、
包装材の表面（例えば、多層パターンの第１層または下層）に直接適用するプリント配合
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物にとって好ましい溶媒であることが多い。
【００６５】
　一般に、溶媒の選択は、フィルム形成ポリマー材料の性質に依存し、選択される特定の
ポリマー材料は、極めて好ましい溶媒中に容易に溶解する（すなわち、可溶性）か、また
は高分散性である。コーティング配合物成分の全てが、液体担体に必ずしも溶解性ではな
いが、フィルム形成ポリマー材料が、その液体中に溶解性（または少なくとも高分散性）
であることが最も好ましい。液体溶媒に関してコーティング配合物の成分に称される「溶
解性」とは、溶媒と組み合わせた場合、熱力学的に安定な混合物の成分が、その溶媒に溶
解する著しい能力を有し、その溶媒に存在する場合、有意の程度で沈殿を形成しないこと
を意味する。
【００６６】
　非水溶媒の混液を使用でき、これらの混液は様々であり得る。代表的な混液は、イソ－
プロピルアルコールと酢酸エチルとの組合せ（例えば、約５重量パーセントから約２５重
量パーセント、好ましくは約１５重量パーセントから約２０重量パーセントのイソ－プロ
ピルアルコール、および７５重量パーセントから約９５重量パーセント、好ましくは約８
０重量パーセントから約８５重量パーセントの酢酸エチル）であり、これはエチルセルロ
ースおよびニトロセルロースなどのフィルム形成剤にとって好適な溶媒である。他の代表
的な混液は、トルエンとｎ－プロピルアルコール（例えば、約９０重量パーセントから約
９５重量パーセントのトルエン、および約５重量パーセントから約１０重量パーセントの
ｎ－プロピルアルコール）であり、これはエチレンビニルアセテートコポリマー類などの
フィルム形成剤にとって好適な溶媒混液である。他の代表的な混液は、酢酸イソ－プロピ
ルとエタノールとの組合せ（例えば、約５重量パーセントから約２５重量パーセント、好
ましくは約１５重量パーセントから約２０重量パーセントのエタノール、および約７５重
量パーセントから約９５重量パーセント、好ましくは約７５重量パーセントから約８０重
量パーセントの酢酸イソ－プロピル）であり、これはエチルセルロースなどのフィルム形
成剤にとって好適な溶媒混液である。
【００６７】
　コーティング配合物はまた、充填剤を含むことができる。代表的な充填剤は、前述の本
質的に水不溶性タイプの充填剤であり得る。好ましい充填剤は、微粉（例えば、微粒子）
形態を有する。典型的な充填剤は、直径が約３ミクロン未満である粒径を有するものであ
る。好適な充填剤の典型的な粒径は、直径が約０．３ミクロンから２ミクロンの範囲であ
る。代表的な充填剤は、金属粒子およびフィリング、炭酸カルシウム（例えば、沈殿タイ
プ充填剤、プリズム状の形態を有するものなど）、リン酸カルシウム、粘土類（例えば、
アタパルジャイト粘土）、タルク、酸化アルミニウム、雲母、酸化マグネシウム、硫酸カ
ルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、酸化アルミニウムおよび二酸化チタ
ンなどの無機材料を含むものである。例えば、Ｐｅｔｅｒｓｏｎらに対する米国特許第５
，８７８，７５３号に記載された種々の充填剤を参照されたい。代表的な炭酸カルシウム
充填剤は、Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ社のＡｌｂａｃａｒ　ＰＣＣ、Ａｌｂ
ａｆｉｌ　ＰＣＣ、Ａｌｂａｇｌｏｓ　ＰＣＣ、Ｏｐａｃａｒｂ　ＰＣＣ、Ｊｅｔｃｏａ
ｔ　ＰＣＣおよびＣａｌｏｐａｋｅ　Ｆ　ＰＣＣとして入手できるものである。炭酸カル
シウムのプリズム形態が、特に好ましい。代表的な充填剤としてはまた、澱粉、化工澱粉
および粉（例えば、コメ粉）、ポリビニルアルコール粒子、タバコ粒子（例えば、タバコ
粉末）、タバコエキス（例えば、スプレー乾燥タバコエキス）、および他の材料などの有
機材料を挙げることができる。充填剤はまた、繊維状セルロース材料であり得る。例えば
、Ｂａｌｄｗｉｎらに対する米国特許第５，４１７，２２８号を参照されたい。好ましさ
は低下するが、代替の充填剤としては、炭素ベース材料（例えば、グラファイトタイプ材
料、炭素繊維材料およびセラミックス）、金属材料（例えば、鉄粒子）などを挙げること
ができる。非水溶媒が、エチルセルロースおよびニトロセルロースなどのフィルム形成材
料の溶媒として用いられる場合、充填剤は、水溶性塩（例えば、アルカリ金属の塩化物ま
たはクエン酸塩）であり得る。
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【００６８】
　コーティング配合物には、前述のコーティング材料に加えて他の成分を組み入れること
ができる。これらの成分は、コーティング配合物中に分散または懸濁できる。これらの他
の成分は、包装材に特異性または特性を提供するために使用できる。これらの成分は、保
存剤（例えば、ソルビン酸カリウム）、保湿剤（例えば、エチレングリコールおよびプロ
ピレングリコール）、顔料、染料、燃焼促進剤および増強剤、燃焼遅延剤および抑制剤、
可塑剤（例えば、フタル酸ジブチル、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコー
ルおよびトリアセチン）、のりつけ剤、シロップ類（例えば、高フルクトーストウモロコ
シシロップ）、香味剤（例えば、エチルバニリンおよび酸化カリオフィレン）、糖類（例
えば、ラムノース）、香味剤前駆体、金属水和物などの水和物材料（例えば、ホウ砂、硫
酸マグネシウム１０水和物、硫酸マグネシウム７水和物、ケイ酸ナトリウム５水和物およ
び硫酸ナトリウム１０水和物）、粘性減少剤（例えば、尿素）、ワックス類、油類、粘着
性樹脂、消泡剤、酸性材料（例えば、ホウ酸などの無機酸、クエン酸などの有機酸）、塩
基性材料（例えば、水酸化アルカリ金属）などがあり得る。これらのある成分は、コーテ
ィング配合物の溶媒に溶解性である（例えば、ある一定の塩類、酸類および塩基類は水な
どの溶媒に溶解性である）。これらのある成分は、コーティング配合物の溶媒に不溶性で
ある（例えば、金属材料粒子は、コーティング配合物に用いられる大部分の溶媒に不溶性
である）。好適な水溶性塩類など、種々のタイプの好適な塩類は、Ｍａｔｔｈｅｗｓに対
する米国特許第２，５８０，５６８号；Ｍａｔｔｈｅｗｓに対する米国特許第４，４６１
，３１１号；Ｍａｔｔｈｅｗｓに対する米国特許第４，６２２，９８３号；Ｐｅｒｆｅｔ
ｔｉらに対する米国特許第４，９４１，４８５号；Ｐｅｒｆｅｔｔｉらに対する米国特許
第４，９９８，５４１号；およびＰＣＴ　ＷＯ０１／０８５１４に記載されている。
【００６９】
　好ましくはないが、ある形態のタバコを、包装材に適用される少なくとも１つのコーテ
ィング配合物に組み入れることができる。微粉タバコ（例えば、製粉タバコ幹または葉片
として、抽出タバコパルプの微粉砕片）は、コーティング配合物として使用するためにコ
ーティング配合物の他の成分と共に液体担体中に分散できる。スプレー乾燥エキス、凍結
乾燥エキス、超臨界流体エキスおよび非水溶媒エキスなどのタバコ抽出物も使用できる。
液体担体中のタバコスラリも使用できる。タバコエキスなどの代表的なタバコ形態は、２
００３年６月１７日出願の米国特許出願公開第１０／４６３，２１１号に記載されている
。所望ならば、コーティング配合物の他の成分は、タバコ抽出物／溶媒混合物（例えば、
水と水溶性タバコ抽出物）またはタバコと溶媒との混合物（例えば、水性タバコスラリ）
に組み入れてコーティング配合物を形成できる。１つの代表的なタバコ含有液体配合物は
、例えば、タバコ幹および葉片の約４１重量部のスプレー乾燥水性タバコ抽出物、約４１
重量部の水、約１５重量部グリセリンおよび約３重量部のタマリンドガムを組み入れる。
所望ならば、さらに適切なフィルム形成剤の適量を、このような配合物に組み入れること
ができる。
【００７０】
　コーティング配合物は、典型的には液体形態を有し、液体形態にて包装材に適用される
。溶媒と組み合わされる有効成分に依って、コーティング配合物は、液体、乳濁液（例え
ば、水ベース乳濁液）、またはそれに分散される固体材料を有する液体の形態を有する。
一般に、フィルム形成剤は、コーティング配合物を形成するために好適な溶媒中に溶解ま
たは分散される。ある一定の他の成分もまた、その配合物に溶解、分散または懸濁される
。さらに、オプションの充填剤もまた、その配合物中に分散される。好ましくは、充填剤
は、配合物が使用される少なくともこれらの条件で、本質的に溶媒に不溶性であり、本質
的に化学的に溶媒と非反応性である。
【００７１】
　コーティング配合物の種々の成分の相対量は様々であり得る。コーティング配合物は、
その配合物の全重量を基準にして、典型的には少なくとも約３０重量パーセントの溶媒、
通常は少なくとも約４０重量パーセントの溶媒、少なくとも約５０重量パーセントの溶媒
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を含むことが多い。コーティング配合物内の溶媒量は、その配合物の全重量を基準にして
、典型的には約９９重量パーセントを超えず、通常は約９５重量パーセントを超えず、約
９０重量パーセントを超えないことが多い。前記コーティング配合物は、その配合物の全
重量を基準にして、最も好ましくは、少なくとも約０．５重量パーセントのフィルム形成
剤、通常は少なくとも約１重量パーセントのフィルム形成剤、少なくとも約２重量パーセ
ントのフィルム形成剤を含むことが多い。前記コーティング配合物内のフィルム形成剤の
量は、その配合物の全重量を基準にして、典型的には約３０重量パーセントを超えず、通
常は約２０重量パーセントを超えず、約１０重量パーセントを超えないことが多い。コー
ティング配合物は、その配合物の全重量を基準にして、典型的には少なくとも約３重量パ
ーセントのオプションの充填剤、通常は少なくとも約５重量パーセントの充填剤、少なく
とも約１０重量パーセントの充填剤であることが多い。前記コーティング配合物内のオプ
ションの充填剤の量は、その配合物の全重量を基準にして、典型的には約３５重量パーセ
ントを超えず、通常は約３０重量パーセントを超えず、約２５重量パーセントを超えない
ことが多い。
【００７２】
　コーティング配合物の他の任意成分の量は変えることができる。可塑剤の量は、その配
合物の全重量を基準にして、約０．５重量パーセントから約５重量パーセント、好ましく
は約２重量パーセントから約３重量パーセントまでの範囲であることが多い。保湿剤の量
は、その配合物の全重量を基準にして、約１重量パーセントから約５重量パーセント、好
ましくは約２重量パーセントから約３重量パーセントまでの範囲であることが多い。湿潤
剤の量は、その配合物の全重量を基準にして、約０．５重量パーセントから約２重量パー
セント、好ましくは約０．８重量パーセントから約１重量パーセントまでの範囲であるこ
とが多い。保存剤の量は、この配合物の全重量を基準にして、約０．０１重量パーセント
から約０．３重量パーセント、好ましくは約０．５重量パーセントまでの範囲であること
が多い。燃焼化学物質の量は、この配合物の全重量を基準にして、約１重量パーセントか
ら約１５重量パーセント、好ましくは約５重量パーセントから約１０重量パーセントまで
の範囲であることが多い。粘性減少剤の量は、この配合物の全重量を基準にして、約１重
量パーセントから約１０重量パーセント、好ましくは約２重量パーセントから約６重量パ
ーセントまでの範囲であることが多い。金属水和物の量は、この配合物の全重量を基準に
して、約３重量パーセントから、通常は約５重量パーセント、約１０重量パーセントまで
の範囲であることが多いが、金属水和物の量は、この配合物の全重量を基準にして、通常
は約３５重量パーセントを超えず、しばしば約３０重量パーセントを超えず、約２５重量
パーセントを超えないことが多い。
【００７３】
　コーティング配合物の他の成分は、コーティングの種々の層の適切な位置合わせまたは
整列を確保するために自動装置の使用を考慮に入れるこれらの材料を含むことができる。
増輝剤は、プリント層の位置を正確かつ精密に確認する能力を提供し、それゆえ、種々の
プリント層の適切な位置合わせまたは整列を考慮に入れている。これらの材料は、増輝剤
と称される蛍光材料であることが多い。代表的な増輝剤としては、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉ
ａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢの商品として入手できるものなど
のチオフェンジルベンゾキサゾール類、およびＥａｓｔｅｒｎ　Ｃｏｌｏｒ　＆　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ社のＥｃｃｏｂｒｉｔｅ　ＲＢ－６およびＥｃｃｏｗｈｉｔｅｒ　ＡＣ－１０
として入手できるこれらの増輝剤が挙げられる。使用された増輝剤の量は、種々の層を位
置合わせするのに十分な量であるが、その量は、典型的にはプリント配合物のうちの極め
て小さなフラクションを構成する。使用される増輝剤量は、典型的にはプリント配合物の
約０．０１重量パーセントから約０．２重量パーセントを含む。好ましい増輝剤は、適用
される包装材の領域内に残るものであり、特に層の位置合わせをコントロールするために
使用される電磁気検出システムが集中する領域内に残るものである。好ましい増輝剤は、
少なくとも増輝剤が関連する電磁気検出システムにより検出される時間前に、包装材に塗
りつけるか、または剥がれるものである。
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【００７４】
　香味剤を、プリント配合物中に組み入れることができる。香味剤を組み入れているプリ
ント配合物は、包装材の全面に、包装材表面の部分に、またはプリントバンドの幾つかの
層または全ての層として適用されることができる。香味剤は、好ましくは甘味、木質、果
実様味の特徴、またはそれらのある組合せを有するものとして記載できる官能特性を示す
。香味剤は、個々の検出閾値に依存する量で使用されることが好ましい。香味剤は、典型
的には燃焼紙に伴う異味または悪臭を遮蔽するか、または改善するために使用される。香
味剤の組合せ（例えば、香味剤パッケージ）は、これらの官能特性を組み入れている喫煙
品から発生した煙に対して所望の総合的官能特性を提供するために使用できる。これらの
香味剤の官能特性が検出困難で、これらの香味剤が、組み入れられる喫煙品の総合的官能
特性に影響を及ぼさないような量と様式で、これらの香味剤を使用することが最も好まし
い。好ましい香味剤は、プリント配合物に組み入れられることができ、低蒸気圧を有し、
正常な周囲条件下で移動もしくは蒸発する傾向がなく、本発明の包装材により経験する加
工条件下で安定である。甘味特徴を提供する代表的な香味剤としては、エチルバニリン、
バニリン、イヌリン（フルクトースオリゴマー）、ヘリオトロピン、メチルシクロペンテ
ノロンが挙げられ；これらの香味剤は、組み入れられるプリント配合物の全重量を基準に
して、典型的には０．００１重量パーセントから約０．０１重量パーセントまでの量で使
用される。木質特徴を提供する代表的な香味剤としては、酸化カリオフィレンが挙げられ
、その香味剤は、組み入れられるプリント配合物の全重量を基準にして、典型的には０．
２重量パーセントから約０．６重量パーセントまでの量で使用される。果実様味の特徴を
提供する代表的な香味剤としては、４－ヒドロキシフェニル－２－ブタノンなどのケトン
類およびγ－ドデカラクトンなどのラクトン類が挙げられ、これらの香味剤は、組み入れ
られるプリント配合物の全重量を基準にして、典型的には０．００１重量パーセントから
約０．１重量パーセントまでの量で使用される。
【００７５】
　代表的なコーティング配合物は、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｉｎｋｓ　＆　Ｃｏａｔｉｎｇ社
のＣ４２６２６Ｅ５およびＣ４２６２６Ｅ５Ａとして、およびＣｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒ
ｔｉｎｇ　ＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓのＦＳＢＭＯＨ６２およびＦＳＢＭＯＡ７ＡＰとして入
手できる。
【００７６】
　ある層は、いわゆる「固体ポリマー」形態であるコーティング配合物の形態で包装材に
適用できる。すなわち、エチレンビニルアセテートコポリマー類およびある一定の澱粉な
どのフィルム形成剤は、コーティング形成の他の成分と混合でき、これらのフィルム形成
材料を好適な溶媒中への溶解を必要としないで包装材に適用できる。固体ポリマーコーテ
ィング配合物は、典型的には周囲温度に比して高温で適用され；これらの加熱コーティン
グ配合物のフィルム形成材の粘度は、典型的には約１００センチポアから約１０００．０
センチポアの範囲、約１０００センチポアから約５０００センチポアまでの範囲であるこ
とが多い。
【００７７】
　大部分の適用において、包装材は、パターンが、これらの包装材を用いて製造されたシ
ガレットの外観に悪影響を及ぼさないような様式で包装材に適用されたパターンを有する
ことが望ましい。白色シガレット紙に適用するパターンが、実際に無色またはわずかに着
色している層から提供される場合のようなある一定の適用においては、このパターンが、
たとえシガレット包装材の内面（すなわち、喫煙可能な充填剤に接触する面）を提供する
その包装材の主要面に適用されているとしても、これらのパターンを、これらの包装材か
ら製造されたシガレットの喫煙者は見ることができる。この理由のため、これらの層に白
化特性を提供するある一定の成分（したがって、これらのパターン）を、コーティング配
合物に組み入れることができる。一観点において、炭酸カルシウムまたは二酸化チタンな
どの充填剤を、これらのコーティング配合物により提供された層に白色外観を提供するた
めにコーティング配合物に組み入れることができる。コーティング配合物はまた、これら
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の配合物を曇らせ、したがって乾燥させて不透明または霞んだ外観を生じさせる成分を組
み入れることができる。例えば、水と混和性ではない非水溶媒（例えば、酢酸イソ－プロ
ピル）およびその溶媒に溶解性である好適なフィルム形成ポリマー材料を組み入れている
コーティング配合物は、少量の水（例えば、コーティング配合物の溶媒重量を基準にして
約２重量パーセント）をそのコーティング配合物に組み入れることにより白色特性（それ
ゆえ、白色シガレット紙包装材に適用された場合、特に多層パターンの第１層または下層
として適用された場合、可視性を低下させる）を供給できる。白色シガレット紙包装材に
プリントパターンの可視性を低下させる１つの方法は、特にコーティング配合物が、多層
パターンの第１層または下層として適用された場合、水と混和性ではない非水溶媒（例え
ば、酢酸イソ－プロピル）、好適なフィルム形成ポリマー（例えば、エチルセルロース）
およびエチレンビニルアセテートコポリマーまたはエチレンビニルアセテートコポリマー
を組み入れている水ベース乳濁液のいずれかを組み入れているコーティング配合物の使用
を含んでいる。このような混合物は、これらの成分の全重量を基準にして、典型的には約
１０重量パーセントから約２０重量パーセント、好ましくは約１５重量パーセントのエチ
レンビニルアセテートコポリマー、および約８０重量パーセントから約９０重量パーセン
ト、好ましくは約８５重量パーセントのエチルセルロースを組み入れる。
【００７８】
　フィルム形成剤は、包装材へのその容易な適用を確保するために、比較的低分子量のポ
リマー材料であることが好ましい。溶媒類を使用する好ましいコーティング配合物は、こ
れらの配合物を、包装材に効率的かつ効果的に適用できるような粘度を有する。典型的な
コーティング配合物は、約２０センチポアから約１０，０００センチポア、好ましくは約
２０センチポアから約３００センチポアの粘度を有する。例えば、参照により本明細書に
組み込まれているＫｒａｋｅｒに対する米国特許出願第２００３／０１３６４２０号を参
照されたい。
【００７９】
　ある好ましいコーティング配合物は、少なくとも１種の非水溶媒、エチルセルロースな
どのフィルム形成剤、炭酸カルシウムなどの充填剤、トリアセチンなどの可塑剤、レシチ
ンなどの湿潤剤を組み入れている。このような好ましい配合物はまた、配合物の包装材上
の適用を検査するために、電磁気照射の使用を考慮する上で有用な組成物などの増輝剤を
組み入れることができる。このような好ましいコーティング配合物に関して、溶媒量は、
この配合物の全重量を基準にして、しばしば組成物の約７０重量パーセントから約８５重
量パーセントを含むことができる。典型的な非水溶媒は酢酸イソ－プロピルである。
【００８０】
　ある好ましいコーティング配合物に関して、充填剤対フィルム形成剤の量は、乾燥重量
を基準にして約１．５：１から約１：３、好ましくは約１：１から約１：２．５の範囲で
ある。したがって、例えば、ある一定の好ましいコーティング配合物は、乾燥重量を基準
にして約１：１から約１：２．５の相対量のエチルセルロースおよび炭酸カルシウムを組
み入れることができる。典型的には、好ましいコーティング配合物内の充填剤の重量は、
この配合物内のフィルム形成剤の重量超である。代表的なコーティング配合物に関して、
その配合物内の充填剤（例えば、炭酸カルシウム）量は、この配合物の全重量を基準にし
て、約５重量パーセントから約２０重量パーセントの範囲である。代表的な好ましいコー
ティング配合物に関して、この配合物内の充填剤（例えば、炭酸カルシウム）量は、この
配合物の全重量を基準にして、約１４重量パーセントから約１８重量パーセントの範囲で
ある。
【００８１】
　可塑剤は様々であり得る。可塑剤は、所望の様式で流動するようにコーティング配合物
の能力を改善する上で、また包装材基体上に良質のフィルムを形成するようにコーティン
グ配合物の能力を改善する上で、コーティング配合物の粘度をコントロールするのを助け
ることができる。代表的な可塑剤としては、トリアセチン、プロピレングリコールなどが
挙げられる。例えば、Ｆｌｉｃｋ著「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｒａ



(26) JP 4606170 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

ｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」、１０９～１１３ページ、Ｎｏｙｅｓ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏ
ｎｓ（１９８２）；およびＤｉｃｋ著「Ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　
ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ」、２７１～２７５ページ、Ｎ
ｏｙｅｓ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ（１９８７）を参照されたい。ある好ましいコーテ
ィング配合物に関して、可塑剤は、配合物の全重量の約２重量パーセントから約３重量パ
ーセントを含む。
【００８２】
　湿潤剤は様々であり得る。湿潤剤は、コーティング配合物の種々の成分がその配合物内
に分散または懸濁し続ける性向を増加させるのを助ける。湿潤剤はまた、コーティング配
合物を受け入れる包装材基体の性向を増加させるのを助ける。湿潤剤はまた、包装材基体
上に良質のフィルムを形成するコーティング配合物の性向を増加させるのを助ける。代表
的な湿潤剤はレシチンである。例えば、Ｆｌｉｃｋ著「Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｄｈ
ｅｓｉｖｅ　Ｒａｗ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」、７１～７４ページおよび２１４～２２３ペ
ージ、Ｎｏｙｅｓ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ（１９８２）を参照されたい。ある好まし
いコーティング配合物に関して、この可塑剤は、配合物の全重量の約０．１重量パーセン
トから約１重量パーセントを含む。
【００８３】
　増輝剤は様々であり得る。代表的な増輝剤としては、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　
ＣｈｅｍｉｃａｌｓのＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できるものなどが挙げられる。ある
好ましいコーティング配合物に関して、増輝剤は、配合物の全重量の約０．００５重量パ
ーセントから約０．１重量パーセントを含む。増輝剤は、パターンが、包装材基体上に正
しく配置されていること、およびパターン層が、互いに関連して正しく位置合わせされて
いることを確保するのを助けるために使用できる。このような成分は、たとえ極低濃度で
用いられても、電子検出装置の使用を促進できる。例えば、適切なズームレンズおよびブ
ラックストロボライトを具備した適切なビデオ視検システムは、プリント工程時の包装材
の典型的なライン速度（例えば、１分当たり約３００フィート（９１．４４ｍ）から約８
００フィート（２４３．８４ｍ））においてプリントバンドの画像を固定させるために使
用できる。
【００８４】
　紙製包装材に適用するコーティング配合物量は様々であり得る。典型的には、包装材の
コーティングは、包装材に対するコーティング適用前にその包装材の乾燥基準重量の、少
なくとも約１．０５倍、しばしば少なくとも約１．１倍、多くの場合少なくとも約１．２
倍の全乾燥基準重量（すなわち、コーティング領域および非コーティング領域を含む全体
包装材の基準重量）を有するプリント包装材を提供する。典型的には、包装材のコーティ
ングは、包装材に適用されたコーティングを有する包装材の乾燥基準重量の、約１．４倍
以下、しばしば約１．３倍以下の全乾燥基準重量を有するプリント紙を提供する。これら
の包装材の典型的な全乾燥基準重量は、約２０ｇ／ｍ２から約４０ｇ／ｍ２；好ましくは
約２５ｇ／ｍ２から約３５ｇ／ｍ２である。例えば、約２５ｇ／ｍ２の乾燥基準重量を有
する紙製包装材を、本発明によりコーティングでき、約２６．５ｇ／ｍ２から約３５ｇ／
ｍ２、しばしば約２８ｇ／ｍ２から約３２ｇ／ｍ２の生成乾燥基準重量を有する。
【００８５】
　本発明の包装材のプリント領域の乾燥重量は様々であり得る。ある一定のシガレット消
火試験評価基準に合致するようにデザインされたシガレット製造に用いられる包装材に関
して、これらの包装材に適用されたプリント材料の全乾燥重量は、少なくとも約３ポンド
（１．３６ｋｇ）／連、しばしば少なくとも約４ポンド（１．８１ｋｇ）／連、時には少
なくとも約６ポンド（２．７２ｋｇ）／連であるが、そのプリント材料の全乾燥重量が、
通常約１０ポンド（４．５３ｋｇ）／連を超えないように適切に形状化され間隔をあけら
れたバンドの形態で、この包装材は、これに適用された十分なコーティング配合物を有す
ることが望ましい。多層バンドを有するこれら種々の包装材に関して、これらの包装材に
適用された個々の層のプリント材料の乾燥重量は、少なくとも約０．２５ポンド（０．１



(27) JP 4606170 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

１３ｋｇ）／連から約０．５ポンド（０．２２６ｋｇ）／連、またはそれ以上である。
【００８６】
　シガレット用タバコロッドの外接包装材としての使用に好適である本発明の紙製包装材
の典型的なコーティング領域は、様々であり得る固有の多孔度を有する。包装材のコーテ
ィング領域の固有多孔度は、典型的には約８．５ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であり、通常は
約８ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であり、しばしば約７ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であり、約６
ＣＯＲＥＳＴＡ単位未満であることが多い。包装材のコーティング領域の固有多孔度は、
典型的には少なくとも約０．１ＣＯＲＥＳＴＡ単位であり、通常は少なくとも約０．５Ｃ
ＯＲＥＳＴＡ単位であり、しばしば少なくとも約１ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。特にある
一定のシガレット消火試験評価基準に合致するようにデザインされたシガレット製造に用
いられるこれらの包装材について、包装材のコーティング領域の固有多孔度は、約０．１
ＣＯＲＥＳＴＡ単位と約４ＣＯＲＥＳＴＡ単位との間にあることが好ましい。
【００８７】
　好ましくは、本発明の包装材は、さらなる化学的処理または物理的処理をしないでタバ
コロッドの製造に用いられる。しかしながら、好ましくはないが、これらの材料は、さら
なる加工に供することができる。これらの包装材は、穿孔（例えば、静電気穿孔技法を用
いて）または浮き彫りにすることができる。プリント包装材の例としては、Ｅｃｕｓｔａ
により商品番号７４９としてデザインされており、これは、約１１５ＣＯＲＥＳＴＡ単位
の正味多孔度に静電気穿孔されている、約４６ＣＯＲＥＳＴＡ単位の基体紙の固有多孔度
を有するプリント紙（例えば、エチルセルロースおよび炭酸カルシウムを組み入れている
コーティング配合物の層でプリントされている）であり、およびＥｃｕｓｔａ社による商
品番号８７９であって、約７５ＣＯＲＥＳＴＡ単位の正味多孔度に静電気穿孔されている
、約３３ＣＯＲＥＳＴＡ単位の基体紙の固有多孔度を有するプリント紙（例えば、エチル
セルロースおよび炭酸カルシウムが組み入れられているコーティング配合物の層でプリン
トされている）である。包装材の穿孔は、包装材の全主要面上に実施できるか、またはこ
の包装材の非プリント領域上に単独で実施できる。さらに、これらの包装材は、これらに
適用さられる添加物をさらに有することができる（例えば、水溶性塩類を、特にエチルセ
ルロースのようなフィルム形成剤から形成されたフィルムを有する包装材のためにサイズ
プレスを用いる水溶液として適用することができる。）。
【００８８】
　本発明の紙製包装材は、予め決められた形状を有するパターンに被覆できる。前記コー
ティングは、バンド形状、横方向線またはバンド（包装材の縦軸に垂直であるものなど）
、ストライプ、グリッド、縦軸延長線、サークル、中空サークル、ドット、卵形線、縦横
縞、螺線、渦巻き線、螺旋バンド、対角交差線またはバンド、三角形、六角形、蜂の巣状
、梯子型形状、ジグザグ形状ストライプまたはバンド、折り曲げ状ストライプまたはバン
ド、矩形波ストライプまたはバンド、一般に「Ｃ」または「Ｕ」形状であるプリント領域
などのパターン、一般に「Ｅ」形状であるプリント領域などのパターン、一般に「Ｓ」形
状であるプリント領域などのパターン、一般に「Ｔ」形状であるプリント領域などのパタ
ーン、一般に「Ｖ」形状であるプリント領域などのパターン、一般に「Ｗ」形状であるプ
リント領域などのパターン、一般に「Ｘ」形状であるプリント領域などのパターン、一般
に「Ｚ」形状であるプリント領域などのパターン、または他の所望の形状を有することが
できる。前述の形状の組合せはまた、プリントパターンを提供するために使用できる。前
述のある一定の形状が組み入れられているプリントパターンは、多層バンドなどある一定
の多層プリントパターンの不連続層として組み込まれている。
【００８９】
　種々の形状およびデザインの相対的サイズまたは寸法は、所望のとおり選択できる。例
えば、コーティング領域の形状、コーティング配合物の組成物、またはコーティング材料
の量もしくは濃度は、包装材の長さ上で変更できる。プリント領域の相対位置は、所望の
とおり選択できる。例えば、ある一定のシガレット消火試験評価基準に合致するようにデ
ザインされたシガレット製造に用いられる包装材について、このパターンは、包装材の縦
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軸に対して横行して、または交差方向に整列される間隔をあけた連続バンドの形態を有す
ることが最も好ましい。しかしながら、シガレットは、間隔をあけた離れた関係で配置さ
れる不連続バンドを有する包装材から製造できる。これらのシガレットの包装材に関して
、不連続バンド（例えば、一連のドット、グリッドまたはストライプなどのパターンを含
むバンド）は、このバンド面積の表面または包装材の領域の少なくとも約７０パーセント
を覆っていることが最も好ましい。
【００９０】
　好ましい包装材は、包装材を横切って、一般に包装材の縦軸に直交して延長するバンド
の形態でコーティングを有する。個々のバンド幅は、これらのバンド間の間隔をあけると
同時に変えることができる。これらのバンドは、典型的には、少なくとも約０．５ｍｍ、
通常は少なくとも約１ｍｍ、頻繁には少なくとも約２ｍｍ、最も好ましくは少なくとも約
３ｍｍの幅を有する。これらのバンドは、典型的には、約８ｍｍまで、通常は約７ｍｍま
での幅を有する。好ましいバンドは、少なくとも約４ｍｍから約７ｍｍの幅を有する。こ
のようなバンドは、バンド間の間隔が、少なくとも約１０ｍｍ、しばしば少なくとも約１
５ｍｍ、頻繁には少なくとも約２０ｍｍ、しばしば少なくとも約２５ｍｍ、ある場合にお
いて少なくとも約３０ｍｍ、および時には少なくとも約３０ｍｍ、のように離れて間隔を
あけることができるが、このような間隔は、通常、約５０ｍｍを超えない。ある好ましい
包装材に関して、バンド間の間隔が、約１５ｍｍと約２５ｍｍとの間にあるように、バン
ドは離れて間隔をあける。
【００９１】
　本発明のシガレットは、ある適切に処理された本発明の包装材を有することができる。
前記包装材は、予め決められた位置に配置された予め決められた形状およびサイズのパタ
ーンを有することができ、それゆえ、その包装材から適切に製造されたシガレットは、そ
れらの喫煙可能なロッド上に予め決められた位置に配置された予め決められた組成物のパ
ターンを有することができる。前述のタイプのパターンは、これら喫煙可能なロッドの特
定領域に、ある一定の性質または挙動を導入することができる（例えば、パターンは、重
量増加、透過性減少および／または包装材に対する燃焼抑制組成物増加の特定領域を提供
できる）。例えば、喫煙可能なロッドの喫煙可能な材料の円柱を囲むバンドを有し、包装
材の透過性を減少させる包装材（例えば、包装材は、それに適用されたバンドを有するこ
とができ、バンドはその上に配置できる）は、この包装材から製造されたそれぞれ許容し
得る喫煙可能なロッドが、タバコ円柱を囲む包装材上に少なくとも２本の同一バンドを有
することができ、バンドの内部隣接端から測定されたバンド間の間隔が、１５ｍｍ以上か
ら２５ｍｍ以下であるようにあり得る。
【００９２】
　バンドの形態でコーティングを有する好ましい包装材は、層化形態で適用されたこれら
コーティングを有する。すなわち、コーティング層は、包装材の主要面に適用し、連続層
は、各連続層の全部または一部上の包装材に適用する。各層の組成物は、同一であり得る
か、または種々の層の組成物は、互いに異なり得る。ある環境において、疎水性コーティ
ングは、包装材の主要面に対する第１層、バンド層として、コーティング領域として、ま
たは包装材の主要面を完全に覆っている層としてのいずれかで適用する。このように、第
１コーティングは基体上に直接沈着され、そのコーティングは、この基体の水吸収能力を
減じるのに有効であり得る。
【００９３】
　層化バンドの形態でコーティングを有するある好ましい包装材は、実質的に同一の幅で
あるバンド層を有する。代表的な好ましい包装材は、２層、３層または４層を構成する多
層を有することができるパターンコーティングで被覆される。例えば、一連の間隔をあけ
たバンド（例えば、約７ｍｍの幅を有する各バンド）を有するように意図された包装材、
３層のコーティング配合物により提供された各バンドを有するように意図された包装材に
関して、バンド層のそれぞれが、約７ｍｍ幅であり、下層上にある各層は、実質的にはそ
の下層上を全部覆っていることが望ましい。その結果、予め決められた名目上の幅（例え
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ば、約７ｍｍ）を有するこのような多層バンドのそれぞれは、下層上に正確に等しい幅の
種々の層のよくコントロールされた位置付けによって、極めて厳密に（正確ではない）そ
の名目幅に近付けられた実際の幅を有する。しかしながら、加工の変動によって、互いに
等しい幅の層の僅かに不正確な位置付けにより、この名目幅よりも僅かに大きい実際幅の
多層化バンドを生じ得る。
【００９４】
　本発明の包装材に特定のコーティングパターンを決定する幾つかの因子がある。包装材
に適用されたコーティング配合物の成分が、いずれかの重要な段階（ｉ）これらの包装材
から製造されたシガレットの外観、（ｉｉ）これらのシガレットによって発生した煙の性
質または品質、（ｉｉｉ）これらのシガレットの所望の燃焼特性、または（ｉｖ）これら
のシガレットの所望の性能特性、に悪影響を及ぼさないことが望ましい。また、これに適
用されたコーティング配合物を有する包装材は、望ましくない異味を導入しないか、ある
いは、これらの包装材を用いて製造されたシガレットによって発生した煙の官能特性に悪
影響を及ぼさないことが望ましい。さらに本発明の好ましいシガレットは、点火シガレッ
トが喫煙者の手に保持されたときに、または短時間灰皿に置かれる場合などに、早すぎる
消火を受ける傾向がない。
【００９５】
　ある一定のシガレット消火試験評価基準に合致するようにデザインされたシガレットは
、本発明の包装材から製造できる。包装材上のバンド領域は、これらの領域における包装
材の固有の多孔度を減少させるのに有効であるフィルム形成材料を用いて製造される。こ
れらのバンド領域における包装材に適用するフィルム形成材および充填剤は、これらの領
域における包装材の重量を増加させるのに有効である。これらのバンド領域における包装
材に適用する充填剤は、これらの領域における包装材の燃焼速度を減じるのに有効である
。典型的に、比較的高い固有の多孔度の包装材がシガレットを製造するために使用される
場合、これらの包装材は、比較的低い固有の多孔度をバンド領域に導入する比較的高重量
のバンドを有する。フィルム形成材は、これらの材料が、充填剤と共に使用されようとま
たはなかろうと、包装材の多孔度を減少させる傾向がある。しかしながら、包装材にコー
ティング重量を加えて多孔度減少を組み合わせるコーティングはまた、これらの包装材か
ら製造されたシガレットの消火を促進するのに有効である。包装材の選択領域における低
多孔度は、この包装材内の喫煙可能な材料を燃焼させるための酸素接近が減少することに
よって、点火シガレットを消火させがちである。包装材の重量増加はまた、この包装材を
組み入れている点火シガレットを消火させがちである。
【００９６】
　バンドでプリントされたある一定のシガレット用の紙製の包装材に関して、（ｉ）包装
材の固有の多孔度が、約６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位超である場合の約４層またはそれ以上、
（ｉｉ）包装材の固有の多孔度が、約４０ＣＯＲＥＳＴＡ単位から約６０ＣＯＲＥＳＴＡ
単位の間である場合の約３層から約４層、および（ｉｉｉ）包装材の固有の多孔度が、約
１５ＣＯＲＥＳＴＡ単位から約４０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の間である場合の約２層から約３
層、を含むバンドを提供することが望ましいことが多い。２層を含むバンドを有する好ま
しい包装材は、典型的に約１５ＣＯＲＥＳＴＡ単位から約３０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の範囲
で基体シートの固有多孔度を有し、および３層を含むバンドを有する好ましい包装材は、
典型的に約２０ＣＯＲＥＳＴＡ単位から約６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の範囲で基体シートの
固有多孔度を有する。前述のそれぞれに関して、ある一定のシガレット消火試験評価基準
に合致するシガレットを提供する能力は、各バンドを作製する層のうち少なくとも１層に
好適な充填剤の有効量を組み入れることによって増強できる。すなわち、包装材の固有多
孔度を増加する際、（ｉ）包装材のコーティング領域の固有多孔度を減少させるようにフ
ィルム形成材を選択すること、および／または（ｉｉ）包装材のコーティング領域に比較
的大量の重量添加を供するコーティングを提供することが望ましい。
【００９７】
　本発明の紙製包装材は、シガレットなどの喫煙品の成分として有用である。好ましくは
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、包装材の１層は、喫煙可能な材料に外接する包装材として用いられ、それによってシガ
レットのタバコロッドを形成する。１点において、前記包装材は、その「ワイヤ」側に配
置されたプリント領域を有し、この包装材の「ワイヤ」側は、タバコロッドの外接包装材
の内面を形成することが好ましい。他の点において、この包装材の「フェルト」側上のコ
ーティングが、比較的少量のコーティングのため、この包装材の多孔度が比較的大きな減
少を供するので、前記包装材は、この「フェルト」側に配置されたプリント領域を有する
ことが好ましい。紙シートの主要面を称する用語の「ワイヤ側」および「フェルト側」は
、製紙業者の技術用語として容易に解される。
【００９８】
　本発明の包装材は、「ブロッキング」の発生を避けるような様式で製造できる。すなわ
ち、前もって製造された紙製包装材が、オフライン工程を用いてコーティングまたはコー
ティング層でプリントされ、生じたプリント包装材が、後のシガレット製造のためにロー
ルに再巻取りされる際、コーティング包装材は、その包装材が再巻取りされる場合にそれ
自体に適用するか、または接着する傾向があり得る。その結果、プリント包装材のロール
が巻き取られない場合、その材料は、容易に破れるか、または不規則回収を示す。ブロッ
キングに伴う問題は、（ｉ）適用性もしくは粘着性であるコーティング、（ｉｉ）濡れた
コーティング、および高速度プリント操作時に適用され、したがってその結果が乾燥不十
分のコーティング、（ｉｉｉ）比較的高い固有多孔度包装材の場合のように、比較的低い
引張強度である紙製包装材、の使用の結果、悪化し得る。本発明の包装材、すなわち、層
の形態で適用されたコーティングを有するものは、好適に乾燥できる。したがって、ブロ
ッキングに伴う望ましくない影響を、最少にし、好ましくは、特に高ブロッキング性を有
する最上層を、非粘着性と調和させて迅速に乾燥させる場合に避けることができる。多層
プリントパターンの最上層に好ましいフィルム形成材としては、エチルセルロース、ポリ
ビニルアセテート、ニトロセルロース、セルロースアセテートプロピオネート、ポリビニ
ルアルコール、およびエチレンビニルアセテートコポリマー類が挙げられ、そのうちのエ
チルセルロースが最も好ましい。ある種々のフィルム形成材によって供された最上層抗ブ
ロッキング層は、包装材の固有の多孔度を減少させるために使用されるフィルム形成材と
共に使用でき、包装材に対して重量増加を供することができる。
【００９９】
　以下の実施例は、本発明の種々の態様をさらに例示するために提供されるが、その範囲
を限定するものとして解釈してはならない。他に言及しない限り、全ての部およびパーセ
ントは、重量によって表される。
【０１００】
　（実施例）
　図４～２２を参照すると、本発明の代表的な実施例であるシガレット紙製包装材の種々
の拡大断面図が示されている。代表的な包装材のそれぞれは、基体シートを有している。
典型的な基体シートまたは基体巻取り紙は、セルロース繊維および無機充填剤などの材料
混合物を含み、代表的な基体巻取り紙は、木材パルプおよび炭酸カルシウムなどの材料を
含むことができる。代表的な基体シートはまた、クエン酸カリウムまたはリン酸カリウム
など、少量（すなわち、基体巻取り紙の約３パーセント未満）の燃焼化学物質を組み入れ
ることができ、基体シートは、燃焼化学物質を無添加にすることもできる。
【０１０１】
　基体シートの少なくとも一部は、複数のコーティング層を有する包装材を提供するため
に、予め決められた領域においてその２つの主要面のうち少なくとも１つの面上に少なく
とも１つのコーティング配合物で被覆される。被覆は、包装材基体シートの片側のいずれ
か、または両側（例えば、紙の「フェルト」側、紙の「ワイヤ」側、または紙のフェルト
側とワイヤ側の双方に）に適用する。種々の基体に対するプリントパターンは、普通は一
連の反復バンドの形態を有し、これらのバンドは、種々の層形態でプリントされることが
好ましい。コーティングは、紙の「ワイヤ」側として知られている主要面に適用すること
が最も好ましい。このバンドは、グラビア印刷法を用いて基体シート上にプリントされる



(31) JP 4606170 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

ことが最も好ましい。
【０１０２】
　図４～２２を参照して記載されている本発明の代表的実施形態は、種々の層が、別個の
シリーズの層として、または別個の層形態を有するコーティングとして現れるような様式
で例示される。さらに、代表的実施形態は、種々の層が、別個のエッジまたはコーナを有
するような様式で例示される。しかしながら、実際問題として、別個の層の適用は、断面
的を見た場合、別個の層の外観を示すプリントコーティングを必ずしも生じない。すなわ
ち、別個の層として（例えば、積層に似たコーティングとして）適用することが最も好ま
しいが、個々の層または独立した層としてのそれらの同一性を必ずしも維持する必要はな
い。特に、プリントされた材料の前もって適用された層上に適用されたコーティング配合
物は、適用後のコーティング配合物の乾燥時前に、そのプリントされた材料と何らかの混
合、または組合せを受けることができる。したがって、同一のコーティング配合物の数回
の適用を用いてプリントされた多層パターンに関して特に、生じたパターンは、断面を見
た場合に積層構造に似ていなくてもよい。例えば、液体形態のプリント配合物は、この配
合物の成分を、この配合物が適用される包装材および層に浸漬させることができ、蒸発に
よるその溶媒の除去により、適用時と乾燥時とでコーティング配合物の形状に変化を生じ
得る。多層バンドの厚さは変えることができ、コーティングの少なくとも一部は、プリン
ト配合物が適用される包装材の表面から包装材に移動できるので、このバンドは極めて薄
くできる。さらに、プリント層およびパターンのエッジおよびコーナは、紙のプリントに
関与する従来のプリント工程中に生じる「ブリードアウト」のような因子によって、「丸
みのある」外観を有し得る。
【０１０３】
　図４～２２を参照として記載されている本発明の代表的な実施形態は、種々のバンドが
、包装材の断面軸について対称であるような様式で例示される。さらに、このバンドは、
互いに等しく間隔があけられている。このことにより、この包装材の縦軸に沿ったいずれ
かの方向に燃焼できる、殆ど同一の喫煙可能ロッドを製造できるような様式でシガレット
を製造するための使用に供される能力が包装材に提供される。
【０１０４】
　図４～２２を参照として記載されている本発明のコーティングされた包装材の代表的な
実施形態は、種々の層が、これらの包装材から製造されたシガレットのタバコロッドの内
側領域に、または好ましさが劣るが、これらの包装材から製造されたシガレットのタバコ
ロッドの外側領域に配置できるような様式で例示される。
【実施例１】
【０１０５】
　図４を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、約２５ｇ／ｍ２の
乾燥基準重量、約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有しており、Ｔｅｒｖａｋｏｓｋｉ
からＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ３８として入手できる。バンド２０８、２１０の双方は、最大幅
約４ｍｍを有している。各バンド幅は、幅ｗとして例示される。このバンドは、各バンド
を分離する間隔として測定された、それぞれの各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるよ
うに予め決められた間隔で配置される。この間隔は距離ｄとして例示される。このバンド
は、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３
つの層２１５、２１８および２２２がある。各層のプリントパターンは実質的に同一であ
り、各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るようにように層を位置合わせし、各層
をプリントするために使用された配合物は、実質的に同一であり、および各層をプリント
するために使用された配合物の量は、実質的に同一である。この層は、輪転式グラビア印
刷法を用いてプリントされ、このプリント層は、紫外吸収検定法を用いて整列または位置
合わせする。
【０１０６】
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　プリント配合物の第１の層または下層２１５を、基体巻取り紙１８４上にプリントする
。この配合物には、約２０部の炭酸カルシウム粒子、約７部のニトロセルロース、約２部
のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、および少
なくとも約７０部の酢酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を含んで
いる。炭酸カルシウムは、Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ社からＡｌｂａｇｌｏ
ｓ　ＰＣＣとして入手できる。ニトロセルロースは、Ｂａｙｅｒ　ＡＧからＷａｌｏｃｅ
ｌニトロセルロースＥ３６０として入手できる。
【０１０７】
　第１の層２１５上に、同じ配合物を含む第２の層２１８がプリントされ、第２層は、第
１層と実質的に同じ様式でプリントされる。第２の層２１８上に、同じ配合物を含む第３
の層２２２がプリントされ、第３層は、第１層および第２層と実質的に同じ様式でプリン
トされる。
【０１０８】
　プリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙は、
各バンド幅が約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバンドを
有する。各バンドの乾燥重量は、約１．５ｍｇである（すなわち、各プリント済み領域内
の基体に供された重量が約１．５ｍｇである）。各バンドの各層により供される乾燥重量
は、約０．５ｍｇである。
【０１０９】
　このように提供された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔
をあけた多層バンドを有する基体シートとなる。各バンドは、実際連続的であり、各バン
ドの各層は連続的である。各バンドの各連続層の幅は、この層の下の層にほぼ等しく、各
連続層が直接かつ完全にこの層の下の層を覆うように包装材をデザインする。この包装材
は、非水溶媒に溶解性であるポリマーフィルム形成剤の多層適用を有する基体シートを示
し、また充填剤の粒子を含む配合物内に使用される。この包装材は、各層が、同じポリマ
ーフィルム形成材が組み入れられている多層パターンでプリントされた基体シートとなる
。
【実施例２】
【０１１０】
　図４を参照すると、プリント済み紙製包装材１８４が、各バンドの最上層または第３層
が異なるプリント配合物を含むこと以外、実施例１に記載された材料を用いて実施例１に
記載された様式で提供され、この基体シートは、約２５ｇ／ｍ２の乾燥基準重量、約２４
ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有する紙製包装材であり、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅ
ｒｃｉｇ　ＬＫ２４として入手できる。
【０１１１】
　各バンドの第３層または最上層用のプリント配合物には、約１１部のエチルセルロース
、約２部のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ
　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、
および少なくとも約８６部の酢酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）
を含んでいる。エチルセルロースは、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社からＡｑｕａｌｏｎＮ－７とし
て入手できる。
【０１１２】
　プリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙は、
各バンドが幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバンドを
有する。各バンドの乾燥重量は、約１．５ｍｇである。各バンドの第１層の２つの層の各
層により供された乾燥重量は、約０．６ｍｇであり、最上層により供された乾燥重量は、
約０．３ｍｇである。
【０１１３】
　このように提供された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔
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をあけた多層バンドを有する基体シートとなる。各バンドは、実際連続的であり、各バン
ドの各層は連続的である。各バンドは、ニトロセルロースおよび充填剤を組み入れている
２つの層、疎水性のポリマーフィルム形成材（例えば、エチルセルロース）が組み入れら
れている。この包装材は、２つの層またはそれ以上の層を有する代表的なコーティングパ
ターンであるが、これらの層の全てが、同じポリマーフィルム形成材が組み入れられてい
るとは限らない。
【実施例３】
【０１１４】
　図４を参照すると、プリント済み紙製包装材１８４は、この基体シートが、約２５ｇ／
ｍ２の乾燥基準重量、約１８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有すること以外、実施例２に
記載された様式で提供され、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ１８として入
手できる。
【実施例４】
【０１１５】
　図４を参照すると、プリント済み紙製包装材１８４は、各バンドが約６ｍｍの最大幅を
有し、プリント済みバンドが異なるプリント配合物を用いて提供されること以外、実施例
１に記載された材料を用いて実施例１に記載された様式で提供される。
【０１１６】
　各バンドの各層用のプリント配合物には、約１６部の炭酸カルシウム粒子、約８部のエ
チルセルロース、約２部のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐ
ｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０
２部の増輝剤、および少なくとも約７４部の酢酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数１
００に足りる）を含んでいる。炭酸カルシウムは、Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉｎｅｒａｌ
ｓ社からＡｌｂａｇｌｏｓ　ＰＣＣとして入手できる。エチルセルロースは、Ｈｅｒｃｕ
ｌｅｓ社からＡｑｕａｌｏｎ　Ｎ－７として入手できる。
【０１１７】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約１．５ｍｇである。各バンドの各層により供され
る乾燥重量は、約０．５ｍｇである。
【０１１８】
　このように提供された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔
をあけた多層バンドを有する基体シートとなる。各バンドは、実際連続的であり、各バン
ドの各層は連続的である。各バンドの各連続層の幅は、この層の下の層にほぼ等しく、各
連続層が直接かつ完全にこの層の下の層を覆うように包装材をデザインする。各層の乾燥
重量は、約０．４ｍｇから約０．６ｍｇの範囲である。さらに包装材は、エチルセルロー
スの多層適用、特にエチルセルロースおよび充填剤（例えば、炭酸カルシウム粒子）の双
方が組み入れられているコーティング配合物の多層適用、を有する基体シートとなる。
【実施例５】
【０１１９】
　図４を参照すると、プリント済み紙製包装材１８４は、各バンドが約６ｍｍの最大幅を
有し、プリント済みバンドが異なるプリント配合物を用いて提供されること以外、実施例
１に記載された材料を用いて実施例１に記載された様式で提供される。
【０１２０】
　各バンドの第１層または下層用プリント配合物は、実施例１に記載されたニトロセルロ
ース／炭酸カルシウム含有プリント配合物であり、各バンドの第２層および第３層用プリ
ント配合物は、実施例４に記載されたそのエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物である。
【０１２１】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
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は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。各バンドの各層により供される乾
燥重量は、約０．５ｍｇである。
【０１２２】
　このように提供された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔
をあけた多層バンドを有する基体シートとなる。各バンドは、実際連続的であり、各バン
ドの各層は連続的である。各バンドは、ニトロセルロースを組み入れている下層およびエ
チルセルロースをさらに組み入れている２層を有している。すなわち、下層のポリマーフ
ィルム形成剤は、他の層のポリマーフィルム形成剤とは異なる。このように提供されたそ
の包装材のバンドは、炭酸カルシウムなどの充填剤が組み入れられている層を含む代表的
なバンドである。
【実施例６】
【０１２３】
　図４を参照すると、プリント済み包装材は、基体シートが実施例２に記載されたもので
あり、各バンドが約６ｍｍの最大幅を有し、各バンドの各層が異なるプリント配合物を用
いて提供されること以外、実施例１に記載された様式で提供される。
【０１２４】
　各バンドの第１層または下層用プリント配合物は、実施例１に記載されたそのニトロセ
ルロース／炭酸カルシウム含有プリント配合物である。
【０１２５】
　各バンドの第２層用プリント配合物は、実施例４に記載されたそのエチルセルロース／
炭酸カルシウム含有プリント配合物である。
【０１２６】
　各バンドの第３層用プリント配合物は、実施例２に記載されたそのエチルセルロース含
有プリント配合物である。
【０１２７】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約１．５ｍｇである。
【実施例７】
【０１２８】
　図４を参照すると、プリント済み包装材１８４は、プリント済みバンドが異なるプリン
ト配合物を用いて提供されること以外、実施例１に記載された基体シートを用いて実施例
１に記載された様式で提供される。
【０１２９】
　各バンドの第１層または下層用プリント配合物は、実施例４に記載されたエチルセルロ
ース／炭酸カルシウム含有プリント配合物である。
【０１３０】
　各バンドの第２層のプリント配合物は、液体形態で使用される水ベースコーティングが
組み入れられており、このコーティングは、シガレットの継ぎ目接着剤として用いられ、
ＣＳ－１２４２と称されるＲ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ社の接着配合物で
ある。ＣＳ－１２４２配合物は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　＆　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ社により呼称Ｒｅｓｙｎ　３２－０２７２の下で販売されている約８７パーセントから
約８８パーセントのエチレンビニルアセテートコポリマー乳濁液、およびＡＣ－９として
知られているＲ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ社の約１２パーセントから約１
３パーセントの接着剤濃縮安定化剤からなる水乳濁液ベースの接着剤である。ＡＣ－９接
着剤濃縮安定化剤は、約９２パーセント水およびＣｅｌａｎｅｓｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
からＣｅｌｖｏｌ　２０５として入手できる約８パーセントのポリビニルアルコール樹脂
からなる。最終プリント配合物は、約９５部の水ベースコーティングおよび約５部の混合
物を含む。この混合物は、最終プリント配合物に分散された増輝剤の量が、約０．０２部
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であるように無水エチルアルコール中の増輝剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢにより製造される。
【０１３１】
　各バンドの第３層用プリント配合物は、以前実施例２に記載されたエチルセルロース含
有プリント配合物である。
【０１３２】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約１ｍｇである。
【０１３３】
　このように提供された包装材は、フィルム形成材および充填剤の層を含むパターン化バ
ンドでプリントされた基体シートとなり、これらバンドの個々の層は、非水溶媒を組み入
れている配合物から提供され、これらバンドの個々の層は、水性溶媒を組み入れている配
合物から提供される。一定の水ベースコーティングを伴っている包装材の弱化また縮みを
避けるように、第１コーティングまたは下部コーティングは疎水性材料である。このよう
に提供された包装材は、さらに第１層および第３層に、エチルセルロースが組み入れられ
、第２層に、エチレンビニルアセテートが組み入れられている多層バンドを有する包装材
となる。このように提供された包装材は、その包装材に直接適用された疎水性コーティン
グ層、第１コーティング層上に載せる第２層であって、水ベース乳濁液から生じるコーテ
ィングの形態で包装材に重量および多孔度の減少を提供する第２層、およびブロッキング
を防ぐために有効な最上層を有する材料となる。このように多層コーティングは、包装材
の物理的保全性に有意な程度まで影響を及ぼすことなく、包装材のある一定のその領域に
おける包装材の多孔度を減少させるために一定の水ベースコーティングの使用を可能にす
るために使用される。
【実施例８】
【０１３４】
　図４を参照すると、プリント済み包装材１８４は、プリント済みバンドが異なるプリン
ト配合物を用いて提供されること以外、実施例１に記載された基体シートを用いて実施例
１に記載された様式で提供される。
【０１３５】
　各バンドの第１層または下層用プリント配合物は、実施例４に記載されたエチルセルロ
ース／炭酸カルシウム含有プリント配合物である。
【０１３６】
　第２層用プリント配合物は、実施例７に記載された水ベースプリント配合物である。
【０１３７】
　各バンドの第３層用プリント配合物は、Ｃｅｌａｎｅｓｅ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＣ
ｅｌｖｏｌ　２０５として入手できる約８部のポリビニルアルコール樹脂、約８７部の水
、約５部の混合物を含む。この混合物は、最終プリント配合物に分散された増輝剤の量が
、約０．０２部であるように無水エチルアルコール中増輝剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌ
ｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ製のＵｖｉｔｅｘ　ＯＢにより製造される。
【０１３８】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約１．５ｍｇである。
【０１３９】
　このように提供された包装材は、フィルム形成材の層を含むパターン化バンドでプリン
トされた基体シートとなり、各層は、異なる層の材料が含まれる。このように提供された
包装材はまた、各バンドの最上層として水ベースフィルム形成材（すなわち、水性溶媒内
で適用されるフィルム形成材）を有する多層バンドを有する代表的な包装材である。この
ように提供された包装材はまた、フィルム形成材の層を有する代表的な包装材であり、こ
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れらの層のうち少なくとも１層は、ポリビニルアルコールを主に含むか、または本質的に
それからなるフィルム形成材を有する。
【実施例９】
【０１４０】
　図４を参照すると、プリント済み包装材１８４は、プリント済みバンドが、異なるプリ
ント配合物を用いて提供されること以外、実施例１に記載された基体シートを用いて実施
例１に記載された様式で提供される。
【０１４１】
　第１層または下層用プリント配合物は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸
カルシウム含有プリント配合物である。
【０１４２】
　第２層用プリント配合物は、実施例７に記載された水ベースプリント配合物である。
【０１４３】
　第３層は、ポリビニルアルコールベースプリント配合物でプリントされる。このプリン
ト配合物は、Ｃｅｌａｎｅｓｅ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＣｅｌｖｏｌ　２０５として入
手できる約８部のポリビニルアルコール樹脂、約１０部の炭酸カルシウム、約７７部の水
、約５部の混合物を含む。この混合物は、最終プリント配合物に分散された増輝剤の量が
、約０．０２部であるように無水エチルアルコール中の増輝剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａ
ｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢにより製造される。
【０１４４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約１．５ｍｇである。
【０１４５】
　このように提供された包装材は、フィルム形成材および充填剤の層を含むパターン化バ
ンドでプリントされた基体シートとなり、各バンドの少なくとも１層の個々の層は、水性
溶媒、水溶性フィルム形成材および充填剤が組み入れられている配合物から提供される。
【実施例１０】
【０１４６】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、バンドの中の２本は
、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、Ｔｅｒｖａｋｏｓｋｉ
からＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ６０として入手できる。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約
６ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間
の間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバ
ンドのそれぞれは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された実施形態
に関しては、４つの層２１５、２１８、２２２および２２６がある。各層のプリントパタ
ーンは実質的に同一であり、各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るようにように
層を位置合わせし、各層をプリントするために使用された配合物は、実質的に同一であり
、各層をプリントするために使用された配合物量は実質的に同一である。前記４つの層は
、以前実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有配合物として、一般
に以前実施例４に記載された様式でプリントされる。
【０１４７】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例１１】
【０１４８】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
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本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、Ｔｅｒｖａｋｏｓ
ｋｉからＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ４６として入手できる。バンド２０８、２１０のそれぞれは
、約４ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離する間隔として測定されたそれぞれ各バン
ド間の間隔が、約３０ｍｍであるように予め決められた間隔で、バンドが配置される。こ
のバンドのそれぞれは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された実施
形態に関しては、４つの層２１５、２１８、２２２および２２６がある。各連続層は、直
接かつ完全にすぐ下の層に載るように層を位置合わせする。
【０１４９】
　第１層もしくは下層は、以前実施例１に記載されたニトロセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物を用いてプリントされる。第２層は、一般に以前実施例７に記載され
た様式で以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を用いてプリントされる。第
３層は、実施例８に以前記載された水ベースポリビニルアルコール含有プリント配合物に
よりプリントされる。最上層もしくは第４層は、以前実施例２に記載されたエチルセルロ
ース／炭酸カルシウム含有プリント配合物によりプリントされる。
【０１５０】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０１５１】
　このように提供された包装材は、各バンドが４つの層を含むパターン化バンドでプリン
トされた基体シートとなり、各層を提供するために用いられたプリント配合物は、組成が
異なる。
【実施例１２】
【０１５２】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１１に記載
されている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約６ｍｍの最大幅を有する。各バンド
を分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように
予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層と
して基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１
８、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層
を位置合わせする。
【０１５３】
　第１層もしくは下層は、以前実施例１に記載されたニトロセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物を用いてプリントされる。第２層は、水ベースプリント配合物を用い
てプリントされる。このプリント配合物は、約５部の塩化ナトリウムと以前実施例７に記
載された約９５部のプリント配合物とを混合することにより提供される。第３層は、以前
実施例９に記載されたポリビニルアルコール含有プリント配合物によりプリントされる。
最上層もしくは第４層は、以前実施例２に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物によりプリントされる。
【０１５４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例１３】
【０１５５】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
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れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約６ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１８
、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層を
位置合わせする。
【０１５６】
　第１層もしくは下層は、以前実施例１に記載されたニトロセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物を用いてプリントされる。第２層は、水ベースプリント配合物を用い
てプリントされる。このプリント配合物は、約１５部の塩化ナトリウムと以前実施例７に
記載された約８５部のプリント配合物とを混合することにより提供される。第３層は、以
前実施例８に記載されたポリビニルアルコール含有プリント配合物によりプリントされる
。最上層もしくは第４層は、以前実施例２に記載されたエチルセルロース含有プリント配
合物によりプリントされる。
【０１５７】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例１４】
【０１５８】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１０に記載
されている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約６ｍｍの最大幅を有する。各バンド
を分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように
予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層と
して基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１
８、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層
を位置合わせする。
【０１５９】
　第１層もしくは下層は、以前実施例１に記載されたニトロセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物を用いてプリントされる。第２層は、水ベースプリント配合物を用い
てプリントされる。第３層は、以前実施例９に記載されたポリビニルアルコール／炭酸カ
ルシウム含有プリント配合物によりプリントされる。最上層もしくは第４層は、以前実施
例２に記載されたエチルセルロース含有プリント配合物によりプリントされる。
【０１６０】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例１５】
【０１６１】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１１に記載
されている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約５ｍｍの最大幅を有する。各バンド
を分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように
予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層と
して基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１
８、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層
を位置合わせする。
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【０１６２】
　第１層もしくは下層は、以前実施例１に記載されたニトロセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物を用いてプリントされる。第２層は、以前実施例１２に記載された塩
化ナトリウムを組み入れている水ベースプリント配合物を用いてプリントされる。第３層
は、以前実施例８に記載されたポリビニルアルコール含有プリント配合物を用いてプリン
トされる。
【０１６３】
　最上層もしくは第４層は、澱粉ベースプリント配合物によりプリントされる。この配合
物は、約２７部の炭酸カルシウム粒子、約１１パーセントの塩化ナトリウム、約２０部の
デキストリン（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　＆　ＣｈｅｍｉｃａｌからＣｒｙｓｔ
ａｌ　Ｔｅｘ　６２６として入手できる）、約０．０５部のソルビン酸カリウム、約４部
の尿素、約３部のプロピレングリコール、約５部の混合物および約３０部の水（配合物の
合計部数１００に足りる）を含んでいる。炭酸カルシウムは、Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉ
ｎｅｒａｌｓ社からＡｌｂａｇｌｏｓ　ＰＣＣとして入手できる。この混合物は、無水エ
チルアルコール中、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅ
ｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤である。
【０１６４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約５ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約３ｍｇである。
【０１６５】
　このように提供された包装材は、フィルム形成材の層を含むパターン化バンドでプリン
トされた基体シートとなり、各バンドの下層は、疎水性フィルム形成材を含む。このよう
に提供された包装材はまた、水性溶媒を使用してプリント配合物から提供されたフィルム
形成材の３つの層をそれぞれ備えている多層バンドを有する代表的な包装材基体である。
【実施例１６】
【０１６６】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１０に記載
されている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約６ｍｍの最大幅を有する。各バンド
を分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約４４ｍｍであるように
予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層と
して基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１
８、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層
を位置合わせする。
【０１６７】
　第１層もしくは下層は、以前実施例１に記載されたニトロセルロース含有プリント配合
物を用いてプリントされる。この配合物は、約５部のクエン酸ナトリウム、約１４部のニ
トロセルロース、約２部のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、およびＣｉｂａ
　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約
０．０２部の増輝剤、および少なくとも約７８部の酢酸ｎ－プロピル溶媒（配合物の合計
部数１００に足りる）を含んでいる。ニトロセルロースは、Ｂａｙｅｒ　ＡＧからＷａｌ
ｏｃｅｌニトロセルロースＥ　３６０として入手できる。
【０１６８】
　第２層は、以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を用いてプリントされる
。第３層は、以前実施例９に記載されたポリビニルアルコール／炭酸カルシウム含有プリ
ント配合物によりプリントされる。最上層もしくは第４層は、以前実施例４に記載された
エチルセルロース含有配合物によりプリントされる。
【０１６９】
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　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０１７０】
　このように提供された包装材は、各バンドの層のうちの少なくとも１つの層が、水溶性
塩および非水溶媒に溶解性であるフィルム形成材を含むプリント済み多層バンドを有する
代表的な包装材である。
【実施例１７】
【０１７１】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１０に記載
されている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約４ｍｍの最大幅を有する。各バンド
を分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約３９ｍｍであるように
予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層と
して基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１
８、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層
を位置合わせする。
【０１７２】
　第１層もしくは下層は、ニトロセルロース含有プリント配合物を用いてプリントされる
。この配合物は、約１５部のクエン酸ナトリウム、約１４部のニトロセルロース、約２部
のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、およびＣｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　
ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、お
よび少なくとも約６８部の酢酸ｎ－プロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を
含んでいる。ニトロセルロースは、Ｂａｙｅｒ　ＡＧからＷａｌｏｃｅｌニトロセルロー
スＥ　３６０として入手できる。
【０１７３】
　第２層は、以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を用いてプリントされる
。第３層は、以前実施例９に記載されたポリビニルアルコール／炭酸カルシウム含有プリ
ント配合物によりプリントされる。最上層もしくは第４層は、以前実施例４に記載された
エチルセルロース含有配合物によりプリントされる。
【０１７４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約３ｍｇである。
【実施例１８】
【０１７５】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約４ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約３９ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１８
、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層を
位置合わせする。
【０１７６】
　第１層もしくは下層は、実施例１６に記載されたニトロセルロース／クエン酸ナトリウ
ム含有プリント配合物を用いてプリントされる。第２層は、以前実施例７に記載された水
ベースプリント配合物を用いてプリントされる。第３層は、以前実施例８に記載されたポ
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リビニルアルコール含有プリント配合物を用いてプリントされる。
【０１７７】
　最上層もしくは第４層は、エチルセルロース含有プリント配合物によりプリントされる
。この配合物は、約１６部の水酸化マグネシウム、約１０部のエチルセルロース、約２部
のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、および少
なくとも約７１部の酢酸ｎ－プロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を含んで
いる。エチルセルロースは、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社からＡｑｕａｌｏｎ　Ｎ－７として入手
できる。
【０１７８】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【０１７９】
　このように提供された包装材は、パターン化多層バンドでプリントされた基体シートと
なり、各バンドの層のうち少なくとも１つの層が、疎水性フィルム形成材およびマグネシ
ウム含有充填剤（例えば、水酸化マグネシウム）を組み入れているプリント配合物から提
供される。
【実施例１９】
【０１８０】
　図５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１１に記載
されている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約６ｍｍの最大幅を有する。各バンド
を分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように
予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層と
して基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、４つの層２１５、２１
８、２２２および２２６がある。各連続層は、直接かつ完全にすぐ下の層に載るように層
を位置合わせする。
【０１８１】
　第１層もしくは下層は、以前実施例１６に記載されたニトロセルロース／クエン酸ナト
リウム含有プリント配合物を用いてプリントされる。第２層は、以前実施例７に記載され
た水ベースプリント配合物を用いてプリントされる。第３層は、以前実施例９に記載され
たポリビニルアルコール／炭酸カルシウム含有プリント配合物を用いてプリントされる。
最上層もしくは第４層は、以前実施例１８に記載されたエチルセルロース／水酸化マグネ
シウム含有プリント配合物によりプリントされる。
【０１８２】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例２０】
【０１８３】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８
および２２２がある。
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【０１８４】
　第１層もしくは下層２１５は、プリント配合物として基体巻取り紙１８４上にプリント
される。この配合物は、以前実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含
有配合物である。
【０１８５】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を含ん
でいる。
【０１８６】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材が組み入れら
れている第３層２２２が、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。この層の幅
は約６ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第２層により覆われ
ないように、第２層が配置される。第３層２２２は、以前実施例８に記載されたそのポリ
ビニルアルコール含有配合物である。
【０１８７】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約８ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約１．４ｍｇである。各バンドの第１層の乾燥重量
は、約０．３ｍｇである。各バンドの第２層の乾燥重量は、約０．８ｍｇである。第３層
の乾燥重量は、約０．３ｍｇである。
【０１８８】
　図６を参照すると、記載されたプリント包装材に関して、各層のプリントパターンは異
なり、各連続層が、すぐ下の層の全体未満または全体以上に載るように配置合わせし、各
層全てをプリントするために使用される配合物は、全体的組成が同一ではなく、各層をプ
リントするために使用される配合物量は、層毎に同一ではない。
【０１８９】
　適切な成分の適量を含むバンドを有するこれらの包装材を用いて生成されたタバコロッ
ドを有するように製造されたシガレットは、前述のシガレット消火評価基準に合致する能
力を有する。包装材上にプリントされたこれらバンドのこれら層のうち１層以上は、この
包装材から製造されたシガレットの点火性向を減じるのを補助する上で有効である。これ
ら層のうち１層（例えば、接着剤組成の第２層を覆うために使用されるフィルム形成材の
第３層）は、ブロッキングを避ける様式または方法を提供しながら、接着組成物が包装材
上にバンドをプリントするために使用される様式を提供する。
【実施例２１】
【０１９０】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８
および２２２がある。
【０１９１】
　第１層もしくは下層２１５は、約８ｍｍの幅を有し、以前実施例１６に記載されたニト
ロセルロース／クエン酸ナトリウム含有配合物である。
【０１９２】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
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配置される。第２層２１８は、以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を含ん
でいる。
【０１９３】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材を組み入れて
いる第３層２２２は、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。この層の幅は約
６ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第２層により覆われない
ように、第２層が配置される。第３層２２２は、以前実施例９に記載されたそのポリビニ
ルアルコール／炭酸カルシウム含有配合物である。
【０１９４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【実施例２２】
【０１９５】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、この中の２本が、バ
ンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載されている
。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離する
間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予め決めら
れた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層として基体シ
ート上にプリントされ、示された実施形態に関して、３つの層２１５、２１８および２２
２がある。
【０１９６】
　第１層もしくは下層は、約８ｍｍの幅を有し、以前実施例１６に記載されたニトロセル
ロース／クエン酸ナトリウム含有配合物である。
【０１９７】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例１２に記載された塩化ナトリウムを組み入れて
いる水ベースプリント配合物を含んでいる。
【０１９８】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材を組み入れて
いる第３層２２２は、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。この層の幅は約
８ｍｍである。第１層が第２層により覆われるように、第２層が配置される。第３層２２
２は、以前実施例８に記載されたそのポリビニルアルコール含有配合物である。
【０１９９】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【実施例２３】
【０２００】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８
および２２２がある。
【０２０１】
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　第１層もしくは下層は、約８ｍｍの幅を有する。この層に関するプリント配合物は、約
５部の塩化ナトリウム、約８部のエチルセルロース、約２部のトリアセチン、約０．５部
のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅ
ｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、および少なくとも約８４部の酢酸イソ
プロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を含んでいる。エチルセルロースは、
Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社からＡｑｕａｌｏｎ　Ｎ－７として入手できる。
【０２０２】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を含ん
でいる。
【０２０３】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材を組み入れて
いる第３層２２２は、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。その層の幅は約
６ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第２層により覆われない
ように、第２層が配置される。第３層２２２は、以前実施例１５に記載された澱粉ベース
配合物である。
【０２０４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【実施例２４】
【０２０５】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８
および２２２がある。
【０２０６】
　第１層もしくは下層は、約８ｍｍの幅を有し、以前実施例２３に記載されたエチルセル
ロース／塩化ナトリウム含有配合物である。
【０２０７】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例１２に記載された塩化ナトリウムを組み入れて
いる水ベースプリント配合物を含んでいる。
【０２０８】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材を組み入れて
いる第３層２２２は、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。この層の幅は約
８ｍｍである。第１層が第２層により覆われるように、第２層が配置される。第３層２２
２のプリント配合物は、以前実施例２に記載されたそのエチルセルロース含有配合物であ
る。
【０２０９】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約３ｍｇである。
【実施例２５】
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【０２１０】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、バンドの中の２本が
バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載されてい
る。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離す
る間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予め決め
られた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層として基体
シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８および
２２２がある。
【０２１１】
　第１層もしくは下層は、約８ｍｍの幅を有する。この層に関するプリント配合物は、実
施例２に記載されたエチルセルロース含有配合物である。
【０２１２】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例１３に記載された塩化ナトリウムを組み入れて
いる水ベースプリント配合物を含んでいる。
【０２１３】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材を組み入れて
いる第３層２２２は、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。この層の幅は約
６ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第２層により覆われない
ように、第２層が配置される。第３層２２２は、以前実施例１５に記載された澱粉ベース
配合物である。
【０２１４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【実施例２６】
【０２１５】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８
および２２２がある。
【０２１６】
　第１層もしくは下層は、約８ｍｍの幅を有する。このプリント配合物は、実施例１に記
載されたニトロセルロース／炭酸カルシウム含有プリント配合物である。
【０２１７】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を含ん
でいる。この層のプリント配合物は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　ＳｔａｒｃｈからＦｌｏｋｏｔ
ｅ　６４として入手できる約２２部の澱粉、約２．５部のクエン酸ナトリウム二水和物、
約３部のクエン酸カリウム一水和物、約１部のリン酸ジアンモニウム、約５部の混合物、
少なくとも約６６部の水（配合物の合計部数１００に足りる）を含んでいる。前記混合物
は、最終プリント配合物に分散された増輝剤の量が、約０．０２部になるように、無水エ
チルアルコール中、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅ
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ｘ　ＯＢの増輝剤を混合することにより製造される。
【０２１８】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材が組み入れら
れている第３層２２２は、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。この層の幅
は約６ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第２層により覆われ
ないように、第２層が配置される。第３層２２２のプリント配合物は、以前実施例２に記
載されたそのエチルセルロース含有配合物である。
【０２１９】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【実施例２７】
【０２２０】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８
および２２２がある。
【０２２１】
　第１層もしくは下層は、約８ｍｍの幅を有する。この層に関するプリント配合物は、以
前実施例２に記載されたエチルセルロース含有配合物である。
【０２２２】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。この層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例７に記載された水ベースプリント配合物を含ん
でいる。
【０２２３】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材が組み入れら
れている第３層２２２は、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。その層の幅
は約６ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第２層により覆われ
ないように、第２層が配置される。第３層２２２のプリント配合物は、以前実施例１に記
載されたそのニトロセルロース／炭酸カルシウム含有配合物である。
【０２２４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約８ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例２８】
【０２２５】
　図６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関して、３つの層２１５、２１８お
よび２２２がある。
【０２２６】
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　第１層もしくは下層は、約８ｍｍの幅を有する。この層に関するプリント配合物は、以
前実施例２に記載されたそのエチルセルロース含有配合物である。
【０２２７】
　第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされる。その層の幅は約４ｍｍである。第
１層の上部領域のそれぞれ最先端で約２ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が
配置される。第２層２１８は、以前実施例１５に記載された澱粉ベースプリント配合物を
含んでいる。
【０２２８】
　第２層２１８の接着剤成分を覆い、密封することができるフィルム形成材を組み入れて
いる第３層２２２が、第２層２１８上およびその全域にプリントされる。この層の幅は約
６ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第２層により覆われない
ように、第２層が配置される。第３層２２２のプリント配合物は、以前実施例２６に記載
されたその澱粉ベース配合物である。
【０２２９】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約８ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例２９】
【０２３０】
　図７を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、約１８ＣＯＲＥＳ
ＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ１８として入手
できる。バンド２０８、２１０のそれぞれは、約４ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分
離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予め
決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層として
基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８お
よび２２２がある。各層のプリントパターンは、実質的に同じものであり、各連続層が直
接かつ完全にすぐ下の層に載るように層を位置合わせし、下層をプリントするために使用
される配合物は、以前実施例４に記載されており、各中間層および最上層は、実質的に同
じものであり、各層をプリントするために使用される配合物量は、実質的に同じものであ
る。前記中間層および最上層は、以前実施例２に記載された配合物を用いてプリントされ
、実質的に以前実施例２に記載された同じ様式でプリントされる。
【０２３１】
　この包装材はまた、連続的第４層２３０を含む。この層の配合物は、約１０部のクエン
酸ナトリウムおよび約９０部の水である。この配合物は、例えば、３００のラインスクリ
ーンで包装材の全面上にプリントされる。使用される配合物量は、基体シートの乾燥重量
を基準にして、約０．５重量パーセントの量で適用されるクエン酸ナトリウムを有する包
装材を提供するのに十分である。このプリント配合物を用いた包装材の主要面の完全な被
覆は、位置合わせを必要としないので、上塗り層は増輝剤を必要としない。さらなる層も
しくは第４層は、フィルム形成材が実質的に存在しない配合物から提供される。さらに、
連続層として図７に示されるが、上塗り層におけるフィルム形成材の不在により、水性溶
媒が除かれた場合、水性溶液の塩が包装材と密に接触することになる。
【０２３２】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバン
ドを有する。各バンドの乾燥重量は、約１．７ｍｇである。
【０２３３】
　図７を参照すると、記載されたプリント済み包装材に関して、上塗り層は、実質的に包
装材の全主要面上にプリントされる。この上塗り層はまた、前もってその包装材上にプリ
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ントされたバンドを覆うように適用される。この上塗り層はまた、プリント工程を用いて
、包装材への燃焼化学物質の組み入れ可能な様式で使用される。
【実施例３０】
【０２３４】
　図８を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド１８８、１９０のそれぞれは、約６ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、３つの層２１５、２１８
および２２２がある。各層のプリントパターンは、異なるものであり、各連続層がすぐ下
の層に載せるように層を位置合わせし、各層をプリントするために使用される配合物は、
実質的に同じものである。
【０２３５】
　第１層または最下層２１５は、プリント配合物として基体巻取り紙１８４上にプリント
される。このプリント配合物は、先の実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カル
シウム含有配合物である。
【０２３６】
　同じ配合物を含む第２層２１８は、第１層２１５上にプリントされ、第２層およびその
層の幅は約５ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端で約０．５ｍｍが第２層に
より覆われないように、第２層が配置される。同じ配合物を含んでいる第３層２２２は、
第２層２１８上にプリントされる。第２層の上部領域のそれぞれ最先端で約０．５ｍｍが
第３層により覆われないように、第２層が配置される。
【０２３７】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約３ｍｇである。
【０２３８】
　図８に描写された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の本質的に等しく間隔をあけた一
連の多層バンドを有する基体シートとなり、これによって、各バンドの各連続層の幅は、
この層の下の層よりも狭く、また各連続層の末端は、この層の下の層の末端から等しくオ
フセットされる。この包装材はまた、各層がサイズの異なる３つの層を有するバンドを備
える包装材を示し、各層は、疎水性フィルム形成材を組み入れているプリント配合物を含
んでいる。
【実施例３１】
【０２３９】
　図９を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有す
るプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の２
本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載さ
れている。バンド１８８、１９０のそれぞれは、約８ｍｍの最大幅を有する。各バンドを
分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約３０ｍｍであるように予
め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層とし
て基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関して、４つの層２１５、２１８、
２２２および２２６がある。各バンドに関しては、各層の幅は、異なるものであり、各連
続層がすぐ下の層に載るように層を位置合わせし、各層をプリントするために使用される
配合物は、実質的に同じものである。
【０２４０】
　第１層または下層２１５は、プリント配合物として基体巻取り紙１８４上にプリントさ
れる。この配合物は、先の実施例１に記載されている。この層は約８ｍｍの幅を有してい
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る。
【０２４１】
　実施例２６に記載された澱粉ベースプリント配合物を含む第２層２１８は、第１層２１
５上にプリントされ、第２層は約６ｍｍの幅を有する。第１層の上部領域のそれぞれ最先
端で約１ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が配置される。
【０２４２】
　実施例９に記載されたポリビニルアルコールベースのプリント配合物を含んでいる第３
層２２２は、第２層２１８上にプリントされ、第３層は、約５ｍｍの幅を有する。第２層
の上部領域のそれぞれ最先端で約０．５ｍｍが第３層により覆われないように、第３層が
配置される。
【０２４３】
　実施例２に記載されたエチルセルロース含有プリント配合物を含んでいる第４層２２６
は、第３層２２２上にプリントされ、第４層は、約３ｍｍの幅を有する。第３層の上部領
域のそれぞれ最先端で約１ｍｍが第４層により覆われないように、第４層が配置される。
【０２４４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約８ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約３ｍｇである。
【実施例３２】
【０２４５】
　図１０を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例３に記載
されている。バンド１８８、１９０のそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。各バンド
を分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように
予め決められた間隔で、バンドが配置される。このバンドのそれぞれは、複数の連続層と
して基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関しては、２つの層２１５および
２１８がある。各層の幅は、異なるものであり、上層が下層に載るように層を位置合わせ
し、各層をプリントするために使用される配合物は、実質的に同じものである。
【０２４６】
　第１層または下層２１５は、プリント配合物として基体巻取り紙１８４上にプリントさ
れ、この層は約７ｍｍの幅を有している。この配合物は、先の実施例４に記載されたエチ
ルセルロース／炭酸カルシウム含有配合物である。
【０２４７】
　実施例４に記載されたプリント配合物を含む第２層２１８は、第１層２１５上にプリン
トされ、第２層およびその層の幅が約５ｍｍである。第１層の上部領域のそれぞれ最先端
で約１ｍｍが第２層により覆われないように、第２層が配置される。
【０２４８】
　前記包装材はまた、第３層２３０を場合によっては含む。この配合物は、先の実施例２
９に記載された塩含有配合物である。この配合物は、本質的に実施例２９に記載された様
式で包装材の全面上にプリントされる。
【０２４９】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約７ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０２５０】
　図９に描写されたパターンを有する包装材は、一連の間隔をあけたバンドを有する代表
的な包装材であり、各バンドの包装材に適用された被覆量は、各バンドの中心に向かって
比較的高く、各バンドの各側面に向かって比較的低い。すなわち、１つの中心部分および
２つの側面部分を有する各バンドに関して、適用されたプリント配合物は、各側面部分よ



(50) JP 4606170 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

りも中心部分に向かって多い量で存在する。
【実施例３３】
【０２５１】
　図１１を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例３に記載
されている。このバンドは、約５ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離する間隔として
測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約３０ｍｍであるように予め決められた間隔で
、バンドが配置される。
【０２５２】
　このバンドは、場合によっては連続第１層２５０を含む。この層のプリント配合物は、
約１０部のクエン酸ナトリウムと約９０部の水である。この配合物は、例えば、３００の
ラインスクリーンで包装材の全面上にプリントされる。使用される配合物量は、基体シー
ト乾燥重量を基準にして、約０．５重量パーセントの量で適用されたクエン酸ナトリウム
を有する包装材を提供するのに十分である。このような下塗り剤コーティングは、このプ
リント配合物を用いた包装材の主要面の完全被覆が位置合わせを必要としないので、増輝
剤を必要としない。下塗り層は、フィルム形成材を実質的に欠いている配合物から提供さ
れる。さらに、連続層として図１１に示されるが、下塗り層にｐけるフィルム形成材の不
在により、水性溶媒が除かれた場合、水性溶液の塩を包装材と密に接触させることになる
。
【０２５３】
　このバンドのそれぞれは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された
実施形態に関しては、３つの層２５３、２５６および２５９がある。下部の２層２５３、
２５６のプリントパターンは、上層２５６が完全にすぐ下の層２５３に載るように層を位
置合わせし、各層をプリントするために使用される配合物は、実質的に同じものである。
バンドの下部２層のそれぞれは、プリント配合物として被覆済み基体シートに適用される
。この配合物は、先の実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有配合
物である。
【０２５４】
　先の実施例１５に記載されたプリント配合物を含む第３層２５９は、各バンドの第２層
２５６上にプリントされ、第２層およびその層の幅は、約４ｍｍである。第２層の上部領
域のそれぞれ最先端で約０．５ｍｍが第３層により覆われないように、第２層が配置され
る。
【０２５５】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０２５６】
　図１１に描写された包装材は、本質的に等しい幅および寸法の一連の本質的に等しく間
隔をあけた多層バンドを有するベースシートを示し、これによって各バンドのある連続層
の幅が、実質的に同じものであり、また、各バンドのある連続層の幅が、前記層またはこ
れら層の下の層よりも狭い。図１１に描写された包装材はまた、実質的にその全面に適用
されたプリント配合物の下塗り層を前もって有している基体シート上に適用されている本
質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔をあけた多層を有する基体シートとな
る。すなわち、このパターン化バンドを包装材上にプリントされる材料上の包装材上にプ
リントできるように下塗り層が適用される。この下塗り層は、水溶性塩を組み入れること
ができ、この下塗り層は、実質的にフィルム形成材を欠いてもよい。この下塗り層はまた
、下塗り工程を用いて燃焼化学物質を包装材に組み入れ可能な様式で使用される。
【実施例３４】
【０２５７】
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　図１１を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
されている。これらバンドのそれぞれは、約５ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離す
る間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予め決め
られた間隔で、バンドが配置される。
【０２５８】
　このバンドは、場合によっては連続第１層２５０を含む。この層の配合物および適用は
、実施例３３に記載されている。
【０２５９】
　このバンドのそれぞれは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された
実施形態に関して、３つの層２５３、２５６および２５９がある。下部の２層２５３、２
５６のプリントパターンは、実質的に同じものであり、上層２５６が完全にすぐ下の層２
５３に載るように層を位置合わせし、各層をプリントするために使用される配合物は、実
質的に同じものである。バンドの下部２層のそれぞれは、プリント配合物として被覆済み
基体シートに適用される。
【０２６０】
　各バンドの下層２５３、２５６用のプリント配合物は、約１６部の炭酸カルシウム粒子
、約６部のエチルセルロース、約２部のニトロセルロース、約２部のトリアセチン、約０
．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖ
ｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、および少なくとも約７４部の酢
酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を含んでいる。炭酸カルシウム
は、Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ社からＡｌｂａｇｌｏｓ　ＰＣＣとして入手
できる。ニトロセルロースは、Ｂａｙｅｒ　ＡＧからＷａｌｏｃｅｌニトロセルロースＥ
３６０として入手できる。
【０２６１】
　以前実施例９に記載されたプリント配合物を含む第３層２５９は、各バンドの第２層２
５６上にプリントされ、第２層およびその層の幅は、約４ｍｍである。第２層の上部領域
のそれぞれ最先端で約０．５ｍｍが第３層により覆われないように、第２層が配置される
。
【０２６２】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例３５】
【０２６３】
　図１１を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、その中の２本が、
バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載されてい
る。これらバンドのそれぞれは、約５ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離する間隔と
して測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間
隔で、バンドが配置される。
【０２６４】
　このバンドは、場合によっては連続第１層２５０を含む。この層の配合物および適用は
、実施例３３に記載されている。
【０２６５】
　このバンドのそれぞれは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された
実施形態に関しては、３つの層２５３、２５６および２５９がある。下部の２層２５３、
２５６のプリントパターンは、実質的に同じものであり、上層２５６が完全にすぐ下の層
２５３に載るように層を位置合わせし、各層をプリントするために使用される配合物は、
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実質的に同じものである。このバンドの下部２層のそれぞれは、プリント配合物としてコ
ーティング済み基体シートに適用される。各バンドの各層用のプリント配合物は、約１６
部の炭酸カルシウム粒子、約６部のエチルセルロース、約２部のポリビニルアセテート、
約２部のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　
ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、お
よび少なくとも約７４部の酢酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を
含んでいる。炭酸カルシウムは、Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ社からＡｌｂａ
ｇｌｏｓ　ＰＣＣとして入手できる。エチルセルロースは、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社からＡｑ
ｕａｌｏｎ　Ｎ－７として入手できる。ポリビニルアセテートは、ＭｃＧｅａｎ－Ｒｏｈ
ｃｏからＢ－１５として入手できる。
【０２６６】
　以前実施例１に記載されたプリント配合物を含む第３層２５９は、各バンドの第２層２
５６上にプリントされ、第２層およびその層の幅は、約４ｍｍである。第２層の上部領域
のそれぞれ最先端で約０．５ｍｍが第３層により覆われないように、第２層が配置される
。
【０２６７】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例３６】
【０２６８】
　図１２を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本がは、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記
載されている。これらバンドのそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。このバンドは、
各バンドが、２つのバンド部分３００、３０５から構成される不連続バンドである。それ
ぞれ各バンド間で測定された間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で、バ
ンドが配置される。
【０２６９】
　示された実施形態に関して、第１のバンド部分３００は、３つの層３１０、３１５およ
び３２０を有し、第２のバンド部分３０５はまた、３つの層３２５、３３０および３３５
を有する。前記バンド部分はそれぞれ１ｍｍ分離されている。各下部層３１０、３２５は
、約３ｍｍの幅を有する。これらの層は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸
カルシウム含有プリント配合物から製造される。第２層３１５、３３０はそれぞれ、これ
らの第１層３１０、３２５上にプリントされ、これらの第２層は、同じプリント配合物を
含む。各第２層は、約２ｍｍの幅を有する。各第１層３１０、３２５それぞれの上部領域
の一最先端での約１ｍｍが第２層によって覆われないように、第２層３１５、３３０のそ
れぞれが配置される。第３層３２０、３３５はそれぞれ、これらの第２層にプリントされ
、これらの第３層は、実施例１に記載されたニトロセルロース／炭酸カルシウム含有配合
物を含む。各第３層は、約１ｍｍの幅を有する各第２層３１５、３３０それぞれの上部領
域の一最先端での約１ｍｍが第３層によって覆われないように、第３層３２０、３３５の
それぞれが配置される。
【０２７０】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約７ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０２７１】
　図１２に描写された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔を
あけた多層バンドを有する基体シートとなる。これらのバンドは不連続バンドであり、２
つの多層セクションを含んでいる。図１２に描写された包装材はまた、多層不連続バンド
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有する基体シートとなり、それによって、各バンドのそれぞれ個々のセクションの層の幅
が、互いに異なっている。特に各バンド部分の各連続層の幅が、その層の下層よりも狭く
、それによって各連続層の一端が、その層の下層の末端からオフセットされ、各バンド部
分の層は、バンドの一端でそれぞれの末端が実質的に互いに載るように位置合わせされる
。
【実施例３７】
【０２７２】
　図１３を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
されている。これらバンドのそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。このバンドは、そ
れぞれ各バンド間で測定された間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で配
置される。
【０２７３】
　各バンドは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関
しては、２つの連続層２１５、２１８、および２つの不連続層２８０および２８２がある
。
【０２７４】
　下層２１５は、約６ｍｍの幅を有する。この層は、実施例１に記載されたニトロセルロ
ース／炭酸カルシウム含有配合物から提供される。
【０２７５】
　実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム配合物から提供された第２層
２１８は、第１層２１５上にプリントされ、第２層の幅は、約６ｍｍを有する。第２層は
、実質的に第１層上に載るように配置される。
【０２７６】
　それぞれが約２ｍｍ幅で約２ｍｍ離れて配置されている第１部分および第２部分３５０
、３５５を有する不連続層である第３層は、第２層上にプリントされる。第１部分および
第２部分３５０、３５５のそれぞれは、以前実施例１８に記載されたエチルセルロース／
水酸化マグネシウム含有プリント配合物から提供される。
【０２７７】
　場合によって存在する第４層３６０は、約７ｍｍの幅を有し、包装材のそれより下の層
の全てを覆う。第４層３６０は、第１バンド層の各最先端を越えて約０．５ｍｍを延長す
るように配置される。第４層３６０のプリント配合物は、実施例２に記載されたエチルセ
ルロース含有配合物である。
【０２７８】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約７ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【０２７９】
　図１３に描写された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔を
あけた多層バンドを有する基体シートとなる。これらのバンドは、実際連続的であるが、
少なくとも不連続な１層を有し、この不連続層は、２つのセクション（例えば、包装材を
横断して延長する２本のストライプ）を含んでいる。
【実施例３８】
【０２８０】
　図１３を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
されている。これらバンドのそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。このバンドは、そ
れぞれ各バンド間で測定された間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で配
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置される。
【０２８１】
　各バンドは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関
しては、２つの連続層２１５、２１８、および２つの不連続層２８０および２８２がある
。
【０２８２】
　下層２１５は、約６ｍｍの幅を有する。この層は、実施例４に記載されたエチルセルロ
ース／炭酸カルシウム含有配合物から提供される。
【０２８３】
　実施例２に記載されたエチルセルロース配合物から提供された第２層２１８は、第１層
２１５上にプリントされ、第２層の幅は約６ｍｍである。第２層は、実質的に第１層上に
載るように配置される。
【０２８４】
　それぞれが約２ｍｍ幅で約２ｍｍ離れて配置されている第１部分および第２部分３５０
、３５５を有する不連続層である第３層は、第２層上にプリントされる。第１部分および
第２部分３５０、３５５のそれぞれは、Ｃｅｌａｎｅｓｅ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＣｅ
ｌｖｏｌ　２０５として入手できる約８部のポリビニルアルコール、約５部のクエン酸ナ
トリウム、約８２部の水、約５部の混合物を含むプリント配合物から提供される。この混
合物は、最終プリント配合物に分散された増輝剤の量が、約０．０２部になるように、無
水エチルアルコール中、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉ
ｔｅｘ　ＯＢの増輝剤により製造される。
【０２８５】
　場合によって存在する第４層３６０は、約７ｍｍの幅を有し、包装材のそれより下の層
の全てを覆う。第４層３６０は、第１バンド層の各最先端を越えて約０．５ｍｍを延長す
るように配置される。第４層３６０のプリント配合物は、実施例２に記載されたエチルセ
ルロース含有配合物である。
【０２８６】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約７ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例３９】
【０２８７】
　図１３を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
されている。これらバンドのそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。このバンドは、そ
れぞれ各バンド間で測定された間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で配
置される。
【０２８８】
　各バンドは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関
して、２つの連続層２１５、２１８、および２つの不連続層２８０および２８２がある。
【０２８９】
　下層２１５は、約６ｍｍの幅を有する。この層は、約７部のニトロセルロース、約２部
のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、および少
なくとも約９０部の酢酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を含んで
いる配合物を用いてプリントされる。ニトロセルロースは、Ｂａｙｅｒ　ＡＧからＷａｌ
ｏｃｅｌニトロセルロースＥ３６０として入手できる。
【０２９０】
　実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム配合物から提供された第２層
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２１８は、第１層２１５上にプリントされ、第２層の幅は、約６ｍｍである。この第２層
は、実質的に第１層上に載るように配置される。
【０２９１】
　それぞれが約２ｍｍ幅で約２ｍｍ離れて配置されている第１部分および第２部分３５０
、３５５を有する不連続層である第３層は、第２層上にプリントされる。第１部分および
第２部分３５０、３５５のそれぞれは、先の実施例１４に記載されたポリビニルアルコー
ル／炭酸カルシウム含有プリント配合物から提供される。
【０２９２】
　場合によって存在する第４層３６０は、約７ｍｍの幅を有し、包装材のそれより下の層
の全てを覆う。第４層３６０は、第１バンド層の各最先端を越えて約０．５ｍｍを延長す
るように配置される。第４層３６０のプリント配合物は、実施例２に記載されたエチルセ
ルロース含有配合物である。
【０２９３】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、その巻取り紙
は、各バンドが最大幅約７ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例４０】
【０２９４】
　図１３を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
されている。これらバンドのそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。このバンドは、そ
れぞれ各バンド間で測定された間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で配
置される。
【０２９５】
　各バンドは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された実施形態に関
して、２つの連続層２１５、２１８、および２つの不連続層２８０および２８２がある。
【０２９６】
　下層２１５は、約６ｍｍの幅を有する。この層は、実施例４に記載されたエチルセルロ
ース／炭酸カルシウム含有配合物から提供される。
【０２９７】
　実施例２に記載されたエチルセルロース配合物から提供された第２層２１８は、第１層
２１５上にプリントされ、第２層の幅は、約６ｍｍである。第２層は、実質的に第１層上
に載るように配置される。
【０２９８】
　それぞれが約２ｍｍ幅で約２ｍｍ離れて配置されている第１部分および第２部分３５０
、３５５を有する不連続層である第３層は、第２層上にプリントされる。第１部分および
第２部分３５０、３５５のそれぞれは、先の実施例１６に記載されたニトロセルロース含
有プリント配合物から提供される。
【０２９９】
　場合によって存在する第４層３６０は、約７ｍｍの幅を有し、この包装材のそれより下
の層の全てを覆う。第４層３６０は、第１バンド層の各最先端を越えて約０．５ｍｍを延
長するように配置される。第４層３６０のプリント配合物は、実施例２に記載されたエチ
ルセルロース含有配合物である。
【０３００】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約７ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例４１】
【０３０１】
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　図１４を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、Ｔｅｒｖａｋｏ
ｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ６０として入手できる。これらのバンドは、約８ｍｍの最
大幅を有する。各バンドを分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、
約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で、バンドが配置される。
【０３０２】
　この包装材はまた、場合によっては連続第１層２５０を含む。この層をプリントするた
めに用いられた配合物は、実施例３３に記載されている。
【０３０３】
　このバンドのそれぞれは、複数の連続層として基体シート上にプリントされ、示された
実施形態に関しては、３つの層２５３、２５６および３８０がある。各バンドの下部の層
２５３は、約５ｍｍの幅を有する。最上層２５６のプリントパターンは、実質的に同じも
のであり、上層２５６が完全にすぐ下の層２５３上に載るように層を位置合わせし、各層
をプリントするために使用される配合物は、実質的に同じものである。バンドのこれら２
層２５３、２５６のそれぞれは、プリント配合物としてコーティング済み基体シートに適
用される。この配合物は、先の実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム
含有配合物である。
【０３０４】
　包装材の主要面を覆うことができるフィルム形成材を組み入れている第４層３８０は、
前記の３つのバンド層上およびそれらの全てにわたってプリントされる。
【０３０５】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約８ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【実施例４２】
【０３０６】
　図１５を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
されたその包装材である。これらのバンドのそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。各
バンドを分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約３０ｍｍである
ように予め決められた間隔で、バンドが配置される。
【０３０７】
　最下層２１５は、先に記載された様式で一般に包装材に適用される。この中間層の一方
の側面におけるコーティング配合物量が、この層の他の側面における配合物量よりも多く
なるように中間層２１８が最下層上に適用される。各層２１５、２１８および２２２のコ
ーティング配合物は、実施例４に記載されたそのエチルセルロース／炭酸カルシウム含有
プリント配合物である。生じたバンドは、連続的であり、その幅を横断して比較的一貫し
た全コーティング適用を有するように各コーティング層の適用を位置合わせする。２つの
最上層が配列される様式、およびコーティング配合物とこれらの配合物の適用との間の調
整によって、最上層から最下層および側面ごとに比較的一貫した組成を有するバンドを備
えたプリント済み包装材が生じる。各層が、各プリント済み領域における包装材に約０．
６ｍｇ（２７ｍｍ幅に細切りされた包装材について）の乾燥重量を提供するようにコーテ
ィング配合物が適用される。
【０３０８】
　その幅を横断して異なるコーティング適用を有する層が包装材に適用される様式は、種
々あり得る。典型的には、より大きなより深いセルを有するプリントシリンダが、層の一
端でより多量のプリント配合物を適用するために使用され、一方、より小さなより浅いセ
ルが、層の他端でより少量のプリント配合物を適用するために使用される。
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【０３０９】
　図１５に描写された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔を
あけた多層バンドを有する基体シートとなり、それによって、少なくとも１層（好ましく
は、偶数層）が、その層の幅にわたって変化した量で適用される。好ましくは、コーティ
ング配合物の適用比率の変化を有するこのような各層が、同一の配合物、コーティングタ
イプおよびパターンから提供され、このようにその幅にわたってそのバンド組成の相対的
対称性を維持できる。
【実施例４３】
【０３１０】
　図１６を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
された包装材である。これらのバンドのそれぞれは、約７．５ｍｍの最大幅を有する。各
バンドを分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍである
ように予め決められた間隔で、バンドが配置される。
【０３１１】
　第１層４００は、それぞれが約１．５ｍｍ幅で約０．５ｍｍ離れて配置されている、第
１部分４０５、第２部分４０７および第３部分４０９を有する不連続層である。第２層４
１５は、それぞれが約１．５ｍｍ幅で約０．５ｍｍ離れて配置されている、第１部分４２
０、第２部分４２２および第３部分４２４を有する不連続層である。これら３つの層は、
３つの第１層部分上にプリントされる。前述の各層は、実施例４に記載されたそのエチル
セルロース／炭酸カルシウム含有コーティング配合物を用いて提供される。
【０３１２】
　第３層は、前述の層上にプリントされ、その幅は約７．５ｍｍである。第１層および第
２層の上部領域の各最先端を過ぎた約０．５ｍｍが第３層によって覆われるように、第３
層４３０は配置される。第３層４３０に関するコーティング配合物は、実施例２に記載さ
れたそのエチルセルロース含有プリント配合物である。
【０３１３】
　図１６に描写された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔を
あけた多層バンドを有する基体シートとなる。各バンドは、一連の多層コーティングを含
み、すなわち、各バンドは、数本の不連続バンドを含んでいる。図１６に描写された包装
材はまた、全体的に連続性（コーティング配合物の最上層によって）を有するバンドを示
すが、このバンドの個々の層または部分は、実際不連続的である。
【実施例４４】
【０３１４】
　図１７を参照すると、紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有するプリント
パターンを備えている紙基体シート１８４を有する。各セットのバンドは、３本のバンド
を含む。中間バンド４５０は、約５ｍｍの幅を有し、図１１を参照すると、本質的に先の
実施例３４に記載されたタイプである。すなわち、中間バンドは、最下層２５３、中間層
２５６および最上層２５９を有する。２本のより小さなバンド４５２、４５４は、その中
間バンド４５０の各側面に配置され、そのバンドの各側面上に約０．５ｍｍの間隔があけ
られている。これらバンドとより小さなバンドの双方は、約２ｍｍの幅を有する。これら
のバンド４５２、４５４は、それぞれ第１層４５６、４６０を有し、これらそれぞれの第
１層上に適用された第２層４６２、４６４を有する。これらのより小さなバンド４５２、
４５４の層は、実施例４に記載されたそのエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。このように、３つのセクションを有する不連続バンドが提
供される。
【０３１５】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約８ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
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バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０３１６】
　このように提供された包装材は、パターンバンドによりプリントされた基体シートとな
り、このバンドは、実際不連続的である多層バンドで分割される。このように、数本のバ
ンドセグメントが、１本のバンド領域を形成するために組み合わされる。
【実施例４５】
【０３１７】
　図１８を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、一連の反復バンドの形態を有
するプリントパターンを備えている紙基体シート１８４を有しており、このバンドの中の
２本が、バンド１８８、１９０として示されている。この紙製包装材は、実施例１に記載
された包装材である。これらのバンドのそれぞれは、約７ｍｍの最大幅を有する。各バン
ドを分離する間隔として測定されたそれぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるよう
に予め決められた間隔で、バンドが配置される。
【０３１８】
　最下層２１５は、先の記載された様式で一般に包装材に適用される。各中間層セクショ
ンの一方の側面におけるコーティング配合物量は、そのそれぞれの層の他の側面における
配合物量よりも多くなるように、２つの中間層セクション４８０、４８２が最下層上に適
用される。各最上層の一つの側面におけるコーティング配合物量が、そのそれぞれの層の
他の側面よりも多くなるような様式で、２つの最上層セクション４８４、４８６は、それ
ぞれの中間層セクション４８０、４８２上に適用される。各層２１５、４８０、４８２、
４８４および４８６のそれぞれに関するコーティング配合物は、実施例４に記載されたプ
リント配合物である。２つの最上層が配列される様式、コーティング配合物およびこれら
の配合物の適用との間の調整によって、側面ごとに比較的対称的形状を有するバンドを備
えたプリント済み包装材が生じる。各層は、各プリント済み領域の包装材に約０．６ｍｇ
（２７ｍｍ幅に細切りされた包装材について）の乾燥重量を提供するようにコーティング
配合物が適用される。
【０３１９】
　その幅にわたって異なるコーティング適用を有する層が包装材に適用される様式は、種
々あり得る。典型的には、より大きなより深いセルを有するプリントシリンダが、層の一
端でより多量のプリント配合物を適用するために使用され、一方、より小さなより浅いセ
ルが、層の他端でより少量のプリント配合物を適用するために使用される。
【０３２０】
　図１５に描写された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔を
あけた多層バンドを有する基体シートとなり、それによって、２つのセクションそれぞれ
を有する１層が、その層の幅にわたって変化した量で適用される。示された実施形態に関
して、各バンドのエッジで包装材に適用されたプリント配合物量は、各バンドの中心に向
かって適用された量よりも多い。すなわち、各バンドに関して、各側面部分に向かってよ
りもより少ない量のプリント配合物が、中心部分に向かって適用される。
【実施例４６】
【０３２１】
　図１９を参照すると、プリント済み紙製包装材１８４は、間隔をあけたバンド１８８、
１９０を有する基体シート１８０を有する。基体シートは、実施例１に記載されている。
プリント量が、各バンド領域に近づくほどより多く、バンド間の領域内でより少なくなる
ように、連続プリント済み第１層４８５が、基体シートの主要面上にプリントされる。基
体シート１８０に最高量のコーティング配合物を有するその第１層の領域内のその第１層
４８５上に、それぞれが、２つのパターン化層４８７、４８９を有する間隔をあけたバン
ド１８８、１９０が適用される。バンド１８８、１９０のそれぞれは、約４ｍｍの最大幅
を有する。それぞれ各バンド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔で
、これらのバンドが配置される。
【０３２２】
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　第１層４８５は、実施例２に記載されたそのエチルセルロース含有配合物をプリントす
ることにより提供される。
【０３２３】
　各バンド１８８の層４８７、４８９は、実施例４に記載されたそのプリント配合物から
提供される。
【０３２４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、その巻取り紙
は、各バンドが最大幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０３２５】
　このように提供された包装材は、これらのバンド間にプリント済み領域を有するパター
ン化バンドによりプリントされた基体シートとなる。このように提供された包装材は、バ
ンド間にプリント済み領域を示し、これらのバンド間のプリントパターンは、この包装材
の丈に沿って変化する。例えば、プリント済み領域は、各バンド近くの領域内の包装材に
適用された高濃度のプリント配合物、およびバンド間の中心領域における包装材、またこ
れらのバンドから離れた包装材に適用された低濃度のプリント配合物を有する。
【実施例４７】
【０３２６】
　図２０を参照すると、プリント済み紙製包装材１８４は、間隔をあけたバンド１８８、
１９０を有する基体シート１８０を有する。基体シートは、実施例１に記載されている。
プリント量が、各バンド領域に近づくほど多く、バンド間の領域内ではより少なくなるよ
うに、プリント済み不連続コーティング層４９５が、バンド１８８と１９０との間にプリ
ントされる。層４９５の各端に、基体シート１８０に最高量のコーティング配合物を有す
るその第１層の領域内に、それぞれが、２つのパターン化層２１５、２１８および２２２
を有するバンド１８８、１９０が適用される。バンド１８８、１９０のそれぞれは、約６
ｍｍの最大幅を有する。それぞれ各バンド間の間隔が、約３０ｍｍであるように予め決め
られた間隔で、これらのバンドが配置される。
【０３２７】
　不連続層４８５は、実施例２に記載されたそのエチルセルロース含有配合物をプリント
することにより提供される。
【０３２８】
　各バンド１８８の層２１５、２１８および２２２は、実施例４に記載されたそのプリン
ト配合物から提供される。
【０３２９】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約６ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２．５ｍｇである。
【０３３０】
　図２０に描写された包装材は、一連の本質的に等しく間隔をあけた多層バンドおよびこ
れらのバンド間に一連のプリント済み領域を有する基体シートを示している。例えば、２
つのバンド間にプリント済み領域が存在し、この包装材に適用されたコーティング配合物
量は、これらのバンド間の範囲にわたって不変ではない。特に、コーティング適用の程度
は、そのプリント済み領域にわたって変化し、コーティング量は、各バンドの近傍に近づ
く領域では比較的高く、また、コーティング量は、各バンドから最も遠い近傍に近づく領
域では比較的低い。
【実施例４８】
【０３３１】
　図２１を参照すると、プリント済み紙製包装材１８０は、そのシートの各側面にプリン
トパターンを備えている紙基体シート１８４を有する。このパターンは、一連の反復バン
ドの形態を有しており、この中の２本が、バンド１８８、１９０としてシートのワイヤ側
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主要面５５０上に示されており、また、その中の２本は、バンド５６０、５６２としてシ
ートのフェルト側主要面５５５上に示されている。この紙製包装材は、Ｔｅｒｖａｋｏｓ
ｋｉからＴｅｒｃｉｇ　ＬＫ３８として入手できる。バンド２０８，２１０のそれぞれは
、約４ｍｍの最大幅を有する。各バンドを分離する間隔として測定されたそれぞれ各バン
ド間の間隔が、約２０ｍｍであるように予め決められた間隔でバンドが配置される。
【０３３２】
　シートのワイヤ側５５０上のそれぞれのバンドは、複数の連続層として基体シート上に
プリントされ、示された実施形態に関しては、２つの層２１５および２１８がある。各層
のプリントパターンは、実質的に同じものであり、各連続層が直接かつ完全にすぐ下の層
に載るように層を位置合わせし、各層をプリントするために使用される配合物量は、実質
的に同じものである。これらの層用プリント配合物は、先の実施例４に記載されている。
【０３３３】
　シートのフェルト側５５５上のそれぞれのバンドは、複数の連続層として基体シート上
にプリントされ、示された実施形態に関しては、２つの層５７０および５７２がある。各
層のプリントパターンは、実質的に同じものであり、各連続層が直接かつ完全にすぐ下の
層に載るように層を位置合わせし、各層をプリントするために使用される配合物は、実質
的に同じものであり、各層をプリントするために使用される配合物量は、実質的に同じも
のである。これらの層用プリント配合物は、先の実施例４に記載されている。包装材の各
主要面上のバンド層は、互いに直接横断して整列されるように位置合わせされる。
【０３３４】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、このの巻取り
紙は、各バンドが幅約４ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数のバ
ンドを有する。包装材の各側面上の各バンドの乾燥重量は、約１ｍｇである。各バンドの
各層により提供される乾燥重量は、約０．５ｍｇである。
【０３３５】
　図２１に描写された包装材は、一連の本質的に等しく間隔をあけた多層バンドを有する
基体シートを示し、これらのバンドは、包装材の両側面上に位置合わせされる。また、両
主要面上に位置合わせされたバンドパターンを有する包装材が描写されており、これらの
バンドのうち少なくとも１本は、多層構造である。
【実施例４９】
【０３３６】
　図２２を参照すると、紙製包装材１８０は、一連の反復バンド１８８、１９０を形成す
る一連の反復バンド形態を有するプリントパターンを有する。各バンドは、約５ｍｍの幅
を有し、各バンド間の距離は、約３０ｍｍである。
【０３３７】
　最下層２１５は、約５ｍｍの幅を有し、実施例４に記載されたそのエチルセルロース／
炭酸カルシウム含有プリント配合物を用いて提供される。
【０３３８】
　中間層５９０は、２つの層部分６００、６０２から提供される。これらの層部分は、連
続層を形成するために互いに接触している。各層部分に関するプリント配合物は、対称バ
ンドを提供するために同じものである。各中間層部分は、約２．５ｍｍの幅を有し、実施
例４に記載されたその配合物を用いて提供される。
【０３３９】
　最上層６０５は、約５ｍｍの幅を有し、中間層５９０上に載せる。この層は、実施例４
に記載されたプリント配合物を用いて提供される。
【０３４０】
　このプリント済み包装材が、２７ｍｍ幅の巻取り紙に細切りされる場合、この巻取り紙
は、各バンドが最大幅約５ｍｍおよびさしわたし約２７ｍｍであって間隔をあけた複数の
バンドを有する。各バンドの乾燥重量は、約２ｍｇである。
【０３４１】
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　図２２に描写された包装材は、本質的に等しい幅と寸法の一連の本質的に等しく間隔を
あけた多層バンドを有する基体シートを示し、これによって、層のうち少なくとも１層は
、より大きな層を形成するために組み合わされる２層以上の接触層を含んでいる。
【実施例５０】
【０３４２】
　約１８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ１８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅であって２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５
に示された様式で、４つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３４３】
　最下層２１５は、実施例４に記載されたそのエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プ
リント配合物を用いて提供され、２つの最上層２１８、２２２は、実施例２に記載された
エチルセルロース含有プリント配合物を用いて提供される。生成配合物は、乾燥された包
装材が、これに被覆された約３ポンド／連を有するような様式で適用される。
【０３４４】
　包装材はまた、第４の連続層２３０を含む。この層の配合物は、場合によっては増輝剤
が場合によっては一成分であること以外、実施例２に記載されたそのエチルセルロース含
有配合物である。この配合物は、包装材の全面上にプリントされる。使用される配合物量
は、約０．５ポンド（０．２２６ｋｇ）／連のエチルセルロースのコーティングを有する
包装材を提供するのに十分である。
【実施例５１】
【０３４５】
　約１８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ１８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅であって２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。前記包装材は、図５
に示された様式で、４つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３４６】
　最下層２１５は、実施例４に記載されたそのエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プ
リント配合物を用いて提供され、２つの最上層２１８、２２２は、実施例２に記載された
エチルセルロース含有プリント配合物を用いて提供される。生成配合物は、乾燥された包
装材が、それに被覆された約３ポンド（１．３５９ｋｇ）／連を有するような様式で適用
される。
【０３４７】
　包装材はまた、第４の連続層２３０を含む。この層の配合物は、増輝剤が場合によって
は一成分であること以外、実施例２３に記載されたそのエチルセルロース／塩化ナトリウ
ム含有配合物である。この配合物は、包装材の全面上にプリントされる。使用される配合
物量は、約０．５ポンド（０．２２７ｋｇ）／連のエチルセルロースのコーティングを有
する包装材を提供するのに十分である。
【実施例５２】
【０３４８】
　約５３ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４６０として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドによりプリントする。この包装材は、図４に示されたタ
イプの多層バンドを提供するように、各層の幅が約６ｍｍであって、３つの層のコーティ
ング配合物により被覆される。
【０３４９】
　最下層および最上層のそれぞれは、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　Ｉｎｄａｓｔ
ｒｉｅｓからＦＳＢＭ６Ｈ７０として入手できるエチルセルロース含有プリント配合物に
より提供される。中間層は、水ベースプリント配合物である。各バンドの中間層のプリン
ト配合物は、液体形態で使用される水ベースプリント配合物が組み入れられており、この
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コーティングは、シガレットの継ぎ目接着剤として用いられ、ＣＳ－１２４２と称される
Ｒ．Ｊ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ社の接着配合物である。ＣＳ－１２４２配合
物は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　＆　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社により呼称Ｒｅｓｙｎ
　３２－０２７２の下で販売されている約８７パーセントから約８８パーセントのエチレ
ンビニルアセテートコポリマー乳濁液、およびＡＣ－９として知られているＲ．Ｊ．Ｒｅ
ｙｎｏｌｄｓ　Ｔｏｂａｃｃｏ社の約１２パーセントから約１３パーセントの接着剤濃縮
安定化剤からなる水乳濁液ベースの接着剤である。ＡＣ－９接着剤濃縮安定化剤は、約９
２パーセント水およびＣｅｌａｎｅｓｅ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＣｅｌｖｏｌ　２０５
として入手できる約８パーセントのポリビニルアルコール樹脂からなる。最終プリント配
合物は、約４８部の水ベースコーティング剤、約２４．６部の酢酸イソ－プロピル、約２
４部の水、約１．９部のプロピレングリコールおよび約１．５部の混合物を含む。この混
合物は、最終プリント配合物に分散された増輝剤の量が、約０．０２部であるように無水
エチルアルコール中の増輝剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから
Ｕｖｉｔｅｘ　ＯＢにより製造される。
【０３５０】
　包装材に適用されたコーティングの乾燥重量は、約３．２１ポンド（１．４５４ｋｇ）
／連である。各コーティング領域の多孔度は、約５．２ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３５１】
　Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット消火試験評価基準に合致
する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例５３】
【０３５２】
　約５３ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４６０として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５に示されたタイプ
の多層バンドを提供するように、各層の幅が約６ｍｍであって、４つの層のコーティング
配合物により被覆される。
【０３５３】
　３つの最下層は、配合物がＣｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　Ｉｎｄａｓｔｒｉｅｓ
からＦＳＢＭ６Ｈ７０として入手でき、溶媒としてトルエンを使用するエチレンビニルア
セテートコポリマー含有プリント配合物により提供される。最上層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏ
ｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ６Ｈ７０として入手できるエチル
セルロース含有プリント配合物により提供される。この包装材に適用されたコーティング
の乾燥重量は、約２．３５ポンド（１．０６４ｋｇ）／連である。各コーティング領域の
多孔度は、約５．４ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３５４】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準にある程度合致する形状を有するシガレットを製造するために使用でき
る。シガレット消火試験評価基準に合致する改善された性能を示すシガレットは、より低
い多孔度の包装材を使用できるか、および／またはより高い重量のコーティングが包装材
に適用されることができること以外、記載されたコーティング組成およびフォーマットを
使用する包装材を用いることにより提供され得る。
【実施例５４】
【０３５５】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって１４ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
２つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３５６】
　最下層および最上層のそれぞれは、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　Ｉｎｄａｓｔ
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ｒｉｅｓからＦＳＢＭ４Ｈ５７として入手でき、トルエン溶媒を有するエチレンビニルア
セテートコポリマー含有プリント配合物により提供される。このプリント配合物は、約９
パーセントの炭酸カルシウム粒子が組み入れられている。包装材に適用されたコーティン
グの乾燥重量が、約３．０８ポンド（１．３８５ｋｇ）／連である。各コーティング領域
の多孔度は、約５ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３５７】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準にある程度合致する形状を有するシガレットを製造するために使用でき
る。
【実施例５５】
【０３５８】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって１４ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
３つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３５９】
　各層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ４Ｈ
５７として入手でき、トルエン溶媒を有するエチレンビニルアセテート／コポリマー含有
プリント配合物により提供される。この包装材に適用されたコーティングの乾燥重量は、
約３．５８ポンド（１．６２１ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度は、約３
．５ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３６０】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準にある程度合致する形状を有するシガレットを製造するために使用でき
る。炭酸カルシウム充填剤が組み入れられているプリント配合物によりプリントされた包
装材は、シガレット消火試験評価基準に合致する上で、充填剤が組み入れられていない比
較配合物によりプリントされた比較包装材よりも有効である。
【実施例５６】
【０３６１】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって１４ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。前記包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
３つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３６２】
　各層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ０Ｈ
６２として入手でき、酢酸イソプロピル溶媒を有するエチルセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物により提供される。このプリント配合物は、約１６パーセントの炭酸
カルシウム粒子が組み入れられている。この包装材に適用されたコーティングの乾燥重量
は、約５．４３ポンド（２．４５９ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度は、
約２．７ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３６３】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準にある程度合致する形状を有するシガレットを製造するために使用でき
る。炭酸カルシウム充填剤が組み入れられているプリント配合物によりプリントされた包
装材は、シガレット消火試験評価基準に合致する上で、充填剤を組み入れない比較配合物
によりプリントされた比較包装材よりも有効である。
【実施例５７】
【０３６４】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって１４ｍ
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ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
３つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３６５】
　最下層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ０
Ｈ６２として入手でき、酢酸イソプロピル溶媒を有するエチルセルロース／炭酸カルシウ
ム含有プリント配合物により提供される。中間層および最上層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ０Ｈ６２として入手できるポリビニル
アセテート含有プリント配合物により提供される。この包装材に適用されたコーティング
の乾燥重量は、約５．０２ポンド（２．２７４ｋｇ）／連である。各コーティング領域の
多孔度は、約３．９ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３６６】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準にある程度合致する形状を有するシガレットを製造するために使用でき
る。炭酸カルシウム充填剤が組み入れられているプリント配合物によりプリントされた包
装材は、シガレット消火試験評価基準に合致する上で、充填剤が組み入れられていない比
較配合物によりプリントされた比較包装材よりも有効である。このパターン化バンドによ
りプリントされた包装材は、シガレット消火試験評価基準に合致する上で、ポリビニルア
セテートおよび炭酸カルシウム充填剤を含むプリント配合物層のみを有するパターン化バ
ンドによりプリントされた比較配合物よりも有効である。
【０３６７】
　このように提供された包装材は、エチルセルロースが組み入れている層でプリントされ
た代表的な包装材であり、エチルセルロース層は、ポリビニルアセテート層により覆われ
る。
【実施例５８】
【０３６８】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
２つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３６９】
　最下層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ０
Ｈ６２として入手でき、酢酸イソプロピル溶媒を有するエチルセルロース／炭酸カルシウ
ム含有プリント配合物により提供される。このこのプリント配合物は、約１６パーセント
炭酸カルシウム粒子が組み入れられている。この包装材に適用されたコーティングの乾燥
重量は、約３．４８ポンド（１．５７６ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度
は、約６．３ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３７０】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準にある程度合致する形状を有するシガレットを製造するために使用でき
る。炭酸カルシウム充填剤が組み入れられているプリント配合物によりプリントされた包
装材は、シガレット消火試験評価基準に合致する上で、充填剤が組み入れられていない比
較配合物によりプリントされた比較包装材よりも有効である。
【実施例５９】
【０３７１】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
３つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３７２】
　各層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ０Ｈ
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６２として入手でき、酢酸イソプロピル溶媒を有するエチルセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物により提供される。このこのプリント配合物は、約１６パーセント炭
酸カルシウム粒子が組み入れられている。この包装材に適用されたコーティングの乾燥重
量は、約４．９０ポンド（２．２１９ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度は
、約３．５ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３７３】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準にある程度合致する形状を有するシガレットを製造するために使用でき
る。炭酸カルシウム充填剤が組み入れられているプリント配合物によりプリントされた包
装材は、シガレット消火試験評価基準に合致する上で、充填剤が組み入れられていない比
較配合物によりプリントされた比較包装材よりも有効である。
【実施例６０】
【０３７４】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
４つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３７５】
　各層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ０Ｈ
６２として入手でき、酢酸イソプロピル溶媒を有するエチルセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物により提供される。このプリント配合物は、約１６パーセント炭酸カ
ルシウム粒子が組み入れられている。この包装材に適用されたコーティングの乾燥重量は
、約７．３２ポンド（３．３１５ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度は、約
２．６ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３７６】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【０３７７】
　このように提供された包装材は、各層が、エチルセルロースを組み入れられている一連
の多層バンドを有するような代表的材料であり、これらの層のうち少なくとも１層が、エ
チルセルロースおよび充填剤（例えば、炭酸カルシウム）から提供される。
【実施例６１】
【０３７８】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
２つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３７９】
　各層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ５Ｈ
９８として入手でき、酢酸イソプロピル溶媒を有するニトロセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物により提供される。このプリント配合物は、約１６パーセント炭酸カ
ルシウム粒子が組み入れられている。この包装材に適用されたコーティングの乾燥重量は
、約５．６４ポンド（２．５５４ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度は、約
５ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３８０】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例６２】
【０３８１】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
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手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
２つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３８２】
　各層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ５Ｈ
９８として入手でき、酢酸イソプロピル溶媒を有するニトロセルロース／炭酸カルシウム
含有プリント配合物により提供される。このプリント配合物は、約１６パーセント炭酸カ
ルシウム粒子が組み入れられている。この包装材に適用されたコーティングの乾燥重量は
、約８．３３ポンド（３．７７３ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度は、約
２．８ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３８３】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例６３】
【０３８４】
　約５３ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４６０として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、各層の幅が約６ｍｍの
４つの層のコーティング配合物により被覆される。
【０３８５】
　各層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ５Ｈ
９９として入手でき、トルエン溶媒を有するエチレンビニルアセテート／炭酸カルシウム
含有プリント配合物により提供される。このプリント配合物は、約９パーセント炭酸カル
シウム粒子が組み入れられている。この包装材に適用されたコーティングの乾燥重量は、
約４．９８ポンド（１．２５５ｋｇ）／連である。各コーティング領域の多孔度は、約３
．９ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０３８６】
　バンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット消火
試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例６４】
【０３８７】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５４として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５に示される様式で
コーティング配合物の４つの層により被覆される。最下層および最上層は、トルエン溶媒
を有するエチルセルロース含有プリント配合物から提供され、この配合物は、Ｃｏｌｏｒ
　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ６Ｈ９６として入手できる
。中間の２層のそれぞれは、エチレンビニルアセテートコポリマー配合物から提供され、
この配合物は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ
６Ｈ６９として入手できる。各バンドは、包装材の１連当たり約３．５３ポンド（１．５
８９ｋｇ）の量でプリントされる。各コーティング領域における包装材の多孔度は、約３
ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。このようなこのプリント済み包装材は、エチルセルロースが
組み入れられている層上に適用される、ポリビニルアセテートが組み入れられている２層
上に適用されるエチルセルロースが組み入れられている層が組み入れられているバンド形
状の一例である。
【０３８８】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例６５】
【０３８９】



(67) JP 4606170 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

　基体シートが、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５６として入手でき、約２４ＣＯＲＥＳＴ
Ａ単位の多孔度を有すること以外、被覆されたシガレット用紙製包装材は、実施例６４に
記載されたとおり提供される。コーティングは、１連当たり約３．０７ポンド（１．３９
０ｋｇ）
で適用される。各バンド化領域における包装材の多孔度は、約２．６ＣＯＲＥＳＴＡ単位
である。バンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレッ
ト消火試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【０３９０】
　このコーティング済みシガレット用紙製包装材はまた、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４６
０および４７３として入手できる紙から提供され、これらの包装材は、それぞれ５３ＣＯ
ＲＥＳＴＡ単位および６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位を有する。バンド化領域における多孔度が
、それぞれ３．５ＣＯＲＥＳＴＡ単位および９．４ＣＯＲＥＳＴＡ単位であるように、そ
れぞれそれぞれに適用されたコーティングの１連当たり約３．４５ポンド（１．５６２ｋ
ｇ）および３．２４ポンド（１．４６７ｋｇ）で、同様のコーティングが同様の様式で各
紙に適用される。これらのこのプリント済み紙は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォー
マットと形状を有するシガレットを製造するために用いられる場合、シガレット消火試験
評価基準に合致させる上でそれほど有効ではない。
【実施例６６】
【０３９１】
　約５３ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４６０として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５に示される様式で
コーティング配合物の４つの層により被覆される。３つの第１層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ６Ｈ９６として入手できるエチレン
ビニルアセテート含有プリント配合物から提供される。最上層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ６Ｈ６９として入手できるエチルセル
ロース含有プリント配合物である。各バンドは、包装材の１連当たり約４．９６ポンドの
量でプリントされる。各バンド化領域における包装材の多孔度は、約３．３ＣＯＲＥＳＴ
Ａ単位である。
【０３９２】
　このバンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット
消火試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例６７】
【０３９３】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層によりコーティングされる。
【０３９４】
　最下層２１５および最上層２２２は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カ
ルシウム含有プリント配合物を用いて提供される。
【０３９５】
　中間層２１８は、キサンタンガム含有プリント配合物を用いて提供される。この配合物
は、約２部のキサンタンガム、約５部のラムノース、約９０部の水、および約５部の混合
物を混合することにより提供される。この混合物は、最終プリント配合物に分散された増
輝剤の量が、約０．０２部であるように無水エチルアルコール中、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉ
ａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓの増輝剤Ｕｖｉｔｅｘ　ＯＢを混合することにより製造さ
れる。
【実施例６８】
【０３９６】
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　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０３９７】
　最下層２１５および最上層２２２は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カ
ルシウム含有プリント配合物を用いて提供される。
【０３９８】
　中間層２１８は、キサンタンガム含有プリント配合物を用いて提供される。この配合物
は、約２部のキサンタンガム、約５部のラムノース、約１０部の炭酸カルシウム、約８０
部の水、および約５部の混合物を混合することにより提供される。この混合物は、最終プ
リント配合物に分散された増輝剤の量が、約０．０２部であるように無水エチルアルコー
ル中、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓの増輝剤Ｕｖｉｔｅｘ　ＯＢ
を混合することにより製造される。
【０３９９】
　このように提供された包装材は、これに適用された多層バンド（例えば、バンドは２層
、３層または４層を含む）を有する代表的な包装材であり、これらの層のうち少なくとも
１層はキサンタンガムを組み入れられている。
【実施例６９】
【０４００】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４０１】
　最下層２１５および中間層２１８は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カ
ルシウム含有プリント配合物を用いて提供される。
【０４０２】
　最上層２２２は、実施例６８に記載されたキサンタンガム含有プリント配合物を用いて
提供される。
【実施例７０】
【０４０３】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４０４】
　最下層２１５は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。
【０４０５】
　中間層２１８は、実施例２に記載されたエチルセルロース含有プリント配合物を用いて
提供される。
【０４０６】
　最上層２２２は、実施例６８に記載されたキサンタンガム含有プリント配合物を用いて
提供される。キサンタムガムを含有する最上層は、キサンタンガムが軟質かつ展性があり
、脆性のない傾向があることから望ましい。
【実施例７１】
【０４０７】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
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幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４０８】
　最下層２１５は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。
【０４０９】
　中間層２１８は、実施例６７に記載されたキサンタンガム含有プリント配合物を用いて
提供される。
【０４１０】
　最上層２２２は、実施例６８に記載されたキサンタンガム含有プリント配合物を用いて
提供される。
【実施例７２】
【０４１１】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４１２】
　最下層２１５は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。
【０４１３】
　各バンドの中間層２１８および最上層２２２は、約８部の炭酸カルシウム粒子、約８部
の微粉砕硫酸マグネシウム１０水和物、約８部のエチルセルロース、約２部のトリアセチ
ン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ
からＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．０２部の増輝剤、および少なくとも約７
４部の酢酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数１００に足りる）を含んでいる。炭酸カ
ルシウムは、Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｍｉｎｅｒａｌｓ社からＡｌｂａｇｌｏｓ　ＰＣＣと
して入手できる。エチルセルロースは、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社からＡｑｕａｌｏｎＮ－７と
して入手できる。
【０４１４】
　この実施例は、点火シガレットのファイヤコーンに近づくと、水を失う傾向がある水和
塩を有する包装材の代表例である。水の損失または水和物の分解により放出された潜在性
冷却熱によって、この包装材の冷却およびファイヤコーンの消火がもたらされると考えら
れている。
【実施例７３】
【０４１５】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４１６】
　最下層２１５および最上層２２２のそれぞれは、実施例４に記載されたエチルセルロー
ス／炭酸カルシウム含有プリント配合物を用いて提供される。
【０４１７】
　各バンドの中間層２１８は、約１６部の微粉砕硫酸マグネシウム１０水和物、約８部の
エチルセルロース、約２部のトリアセチン、約０．５部のレシチン湿潤剤、Ｃｉｂａ　Ｓ
ｐｅｃｉａｌｔｙ　ＣｈｅｍｉｃａｌｓからＵｖｉｔｅｘ　ＯＢとして入手できる約０．
０２部の増輝剤、および少なくとも約７４部の酢酸イソプロピル溶媒（配合物の合計部数
１００に足りる）を含んでいる。エチルセルロースは、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ社からＡｑｕａ
ｌｏｎＮ－７として入手できる。
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【実施例７４】
【０４１８】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４１９】
　各層は、酢酸イソ－プロピル溶媒を有し、プリント配合物を基準にして、約０．４６重
量パーセントの酸化カリオフィレン、約０．００４重量パーセントのエチルバニリンおよ
び約０．００４重量パーセントのγ－ドデカラクトンが添加されたＣｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＫ０Ｈ６２として入手できる、エチルセ
ルロース／炭酸カルシウム含有プリント配合物により提供される。各バンドの乾燥重量は
、約１．５ミリグラムであり、そのうちの約６．９マイクログラムが添加された酸化カリ
オフィレン、また約０．０６マイクログラムがそれぞれエチルバニリンとγ－ドデカラク
トンに帰される。
【実施例７５】
【０４２０】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図１１に
示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４２１】
　包装材に、約０．２３重量パーセントの酸化カリオフィレン、約０．００２重量パーセ
ントのエチルバニリンおよび約０．００２重量パーセントのγ－ドデカラクトンの酢酸イ
ソ－プロピル溶液を先ずプリントする。この層を乾燥し、このように、所望量の香味剤を
包装材の全面に適用される。
【０４２２】
　各層は、酢酸イソ－プロピル溶媒を有し、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＫ０Ｈ６２として入手できる、エチルセルロース／炭酸カルシ
ウム含有プリント配合物により提供される。下部の２層とも、約４ｍｍの幅があり、最上
層は、約３ｍｍの幅がある。
【実施例７６】
【０４２３】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、４ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４２４】
　最下層２１５および中間層２１８は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カ
ルシウム含有プリント配合物により提供される。
【０４２５】
　最上層２２２は、実施例１８に記載されたエチルセルロース／水酸化マグネシウム含有
プリント配合物により提供される。
【０４２６】
　このように、エチルセルロース／炭酸カルシウムおよびエチルセルロース／水酸化マグ
ネシウムの層を備えたバンドを有する包装材が提供される。
【実施例７７】
【０４２７】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
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幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４２８】
　最下層２１５、中間層２１８および最上層２２２は、実施例１８に記載されたエチルセ
ルロース／水酸化マグネシウム含有プリント配合物を用いて提供される。
【実施例７８】
【０４２９】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４３０】
　最下層２１５および中間層２１８は、実施例１８に記載されたエチルセルロース／硫酸
マグネシウム含有プリント配合物により提供される。
【０４３１】
　最上層２２２は、実施例４に記載されたエチルセルロース／水酸化マグネシウム含有プ
リント配合物により提供される。
【実施例７９】
【０４３２】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４３３】
　最下層２１５は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。
【０４３４】
　中間層２１８および最上層２２２の双方は、実施例２６に記載された澱粉ベースプリン
ト配合物を用いて提供される。
【実施例８０】
【０４３５】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４に示
される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４３６】
　最下層２１５は、実施例２に記載されたエチルセルロース含有プリント配合物を用いて
提供される。
【０４３７】
　中間層２１８は、実施例２６に記載された澱粉ベースプリント配合物を用いて提供され
る。
【０４３８】
　最上層２２２は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。
【実施例８１】
【０４３９】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅で、２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図１０に
示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
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【０４４０】
　最下層２１５は、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。
【０４４１】
　２つの中間層２１８、２２２は、実施例２６に記載された澱粉ベースプリント配合物を
用いて提供される。
【０４４２】
　最上層２２６は、実施例２に記載されたエチルセルロース含有プリント配合物を用いて
提供される。
【実施例８２】
【０４４３】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４５６として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５に示される様式で
コーティング配合物の４つの層により被覆される。３つの第１層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＭＢ６Ｈ９６として入手できるエチレン
ビニルアセテート含有プリント配合物から提供される。最上層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ６Ｈ９６として入手できるエチルセル
ロース含有プリント配合物である。各バンドは、包装材の１連当たり約３．２８ポンドの
量でプリントされる。各バンド化領域における包装材の多孔度は、約２ＣＯＲＥＳＴＡ単
位である。
【０４４４】
　バンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット消火
試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例８３】
【０４４５】
　約６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４７３として入
手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍ
ｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５に示される様式で
コーティング配合物の３つの層により被覆される。２つの第１層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＭＢ５Ｈ９９として入手できるエチレン
ビニルアセテート含有プリント配合物から提供される。最上層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ０Ｊ１３として入手できるエチルセル
ロース含有プリント配合物である。各バンドは、包装材の１連当たり約４．９６ポンド（
２．２４６ｋｇ）の量でプリントされる。各バンド化領域における包装材の多孔度は、約
８．２ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０４４６】
　バンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット消火
試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【実施例８４】
【０４４７】
　５３ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、Ｅｃｕｓｔａから商品番号４６０として入手
できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ幅であって２０ｍｍ
の間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５に示される様式でコ
ーティング配合物の４つの層により被覆される。２つの第１層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎｖ
ｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＭＢ６Ｈ６９として入手できるエチレンビ
ニルアセテート含有プリント配合物から提供される。第３層は、そのエチレンビニルアセ
テート含有配合物の不連続コーティングから提供される。最上層は、Ｃｏｌｏｒ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｔｉｎｇ　ＩｎｄａｓｔｒｉｅｓからＦＳＢＭ６Ｈ９６として入手できるエチルセ
ルロース含有プリント配合物である。各バンドは、包装材の１連当たり約４．９６ポンド
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（２．２４６ｋｇ）の量でプリントされる。各バンド化領域における包装材の多孔度は、
約３．３ＣＯＲＥＳＴＡ単位である。
【０４４８】
　バンド化包装材は、Ｃａｍｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　８５フォーマットおよびシガレット消火
試験評価基準に合致する形状を有するシガレットを製造するために使用できる。
【０４４９】
　このように提供された包装材は、エチレンビニルアセテートを組み入れられているコー
ティングの２つの連続パターン化最下層、エチレンビニルアセテートを組み入れられてい
る不連続パターン化コーティングでプリントされた上部中間層、エチルセルロースを組み
入れられているコーティングの上部連続層でプリントされた代表的な包装材である。
【実施例８５】
【０４５０】
　約６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ６０として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって３３ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５
に示される様式でコーティング配合物の４つの層により被覆される。
【０４５１】
　４つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例８６】
【０４５２】
　約６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ６０として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２８ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５
に示される様式でコーティング配合物の４つの層により被覆される。
【０４５３】
　４つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれにコーテ
ィングされた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連
を有するような様式で適用される。
【実施例８７】
【０４５４】
　約６０ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ６０として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図５
に示される様式でコーティング配合物の４つの層により被覆される。
【０４５５】
　４つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例８８】
【０４５６】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４５７】
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　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例８９】
【０４５８】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２８ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４５９】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例９０】
【０４６０】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって３３ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４６１】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例９１】
【０４６２】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４６３】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例９２】
【０４６４】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２８ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４６５】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例９３】
【０４６６】
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　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって３３ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４６７】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド／連から約７ポンド／連を有するような様式で適用される。
【実施例９４】
【０４６８】
　約４６ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ４６として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２０ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４６９】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例９５】
【０４７０】
　約４６ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ４６として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２８ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４７１】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【実施例９６】
【０４７２】
　約４６ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ４６として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって３３ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４７３】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれ被覆され
た約５ポンド／連から約７ポンド／連を有するような様式で適用される。
【実施例９７】
【０４７４】
　約２４ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ２４として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって１８ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４７５】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
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ような様式で適用される。
【実施例９８】
【０４７６】
　約３８ＣＯＲＥＳＴＡ単位の多孔度を有し、ＴｅｒｖａｋｏｓｋｉからＴｅｒｃｉｇ　
ＬＫ３８として入手できるシガレット用紙製包装材が提供される。この包装材に、６ｍｍ
幅であって２８ｍｍの間隔があけられているバンドをプリントする。この包装材は、図４
に示される様式でコーティング配合物の３つの層により被覆される。
【０４７７】
　３つの層は全て、実施例４に記載されたエチルセルロース／炭酸カルシウム含有プリン
ト配合物を用いて提供される。得られた配合物は、乾燥した場合の包装材がこれに被覆さ
れた約５ポンド（２．２６５ｋｇ）／連から約７ポンド（３．１７１ｋｇ）／連を有する
ような様式で適用される。
【図面の簡単な説明】
【０４７８】
【図１】包装材にプリントパターンを適用する装置を示す略図であり、幾つかのグラビア
印刷プレスステーションを示す側面図である。
【図２】包装材の巻取り部分を示す斜視図である。
【図３】喫煙可能な材料、包装材成分、およびフィルタ要素を示し、喫煙品を示す分解斜
視図である。
【図４】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベース
シートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面側
面図である。
【図５】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベース
シートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面側
面図である。
【図６】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベース
シートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面側
面図である。
【図７】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベース
シートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面側
面図である。
【図８】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベース
シートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面側
面図である。
【図９】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベース
シートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面側
面図である。
【図１０】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１１】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１２】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１３】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１４】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
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スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１５】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１６】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１７】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１８】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図１９】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図２０】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図２１】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
【図２２】縦方向に間隔をあけ、これら材料の縦軸に横断して延長するバンドとしてベー
スシートの主要面に適用された多層コーティングを示す、シガレット包装材料の拡大断面
側面図である。
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