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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記化学式1で表されるククルビツリルを、タバコフィルタ100重量部に対して1～99重
量部含む、タバコフィルタ：

　式中、Xが、Oであり、
　A1およびA2が、それぞれ、H、OH、およびO-CH2-CH=CH2からなる群より独立に選択され
、ならびに
　nは5から12までの整数である。
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【請求項２】
　加工された葉タバコをタバコ巻紙で巻くことによって製造したタバコロッドと、
　下記化学式1で表されるククルビツリルを、タバコフィルタ100重量部に対して1～99重
量部含み、かつ前記タバコロッドの一側に結合されて有害成分を除去するタバコフィルタ
とを含む、タバコ：

　式中、Xが、Oであり、A1およびA2が、それぞれ、H、OH、およびO-CH2-CH=CH2からなる
群より独立に選択され、nが5から12までの整数である。
【請求項３】
　加工された葉タバコをタバコ巻紙で巻くことによって製造したタバコロッドと、
　前記タバコロッドの一側に結合されて有害成分を除去するタバコフィルタと、
　前記タバコロッドとタバコフィルタとの間に挿入された、下記化学式1で表されるクク
ルビツリルであって、タバコフィルタ100重量部に対して1～99重量部であるククルビツリ
ルとを含む、
　タバコ：

　式中、Xが、Oであり、
　A1およびA2が、それぞれ、H、OH、およびO-CH2-CH=CH2からなる群より独立に選択され
、nが5から12までの整数である。
【請求項４】
　葉タバコを混合、加工および切断し、かつ得られた製品をタバコ巻紙で巻いてタバコロ
ッドを製造する段階と、
　下記化学式1で表されるククルビツリルを、タバコフィルタ100重量部に対して1～99重
量部含有するタバコフィルタを製造する段階と、
　前記タバコロッドとタバコフィルタとを組み合わせる段階とを含む、
　タバコの製造方法：
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　式中、Xが、Oであり、A1およびA2が、それぞれ、H、OH、およびO-CH2-CH=CH2からなる
群より独立に選択され、nが5から12までの整数である。
【請求項５】
　葉タバコを混合、加工および切断し、かつ得られた製品をタバコ巻紙で巻いてタバコロ
ッドを製造する段階と、
　タバコフィルタを製造する段階と、
　下記化学式1で表されるククルビツリルを準備する段階と、
　前記タバコロッド、タバコフィルタ、およびククルビツリルを組み合わせる段階であっ
て、該ククルビツリルがタバコフィルタ100重量部に対して1～99重量部である段階とを含
む、
　タバコの製造方法：

　式中、Xが、Oであり、
　A1およびA2が、それぞれ、H、OH、およびO-CH2-CH=CH2からなる群より独立に選択され
、nが5から12までの整数である。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
　本発明は、ククルビツリルを含有するタバコおよびその製造方法に係り、有害成分の発
生量の低減されたタバコおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景技術
　一般的にタバコは、葉タバコであり、使用目的に合うように加工されたものである。タ
バコは、ほとんどが喫煙用に設計されるため、紙巻きタバコ（cigarette）、葉巻（cigar
）、刻みタバコなどに区分されうる。紙巻きタバコがタバコの最も一般的な形態であり、
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、タバコは、普通紙巻きタバコをいう。
【０００３】
　タバコは、人体に有害な成分を多量に含有しているので、過多な喫煙は、人体の健康に
深刻な結果を招きうる。従って、最近では、公共場所での喫煙を禁止する規制が設けられ
、その規制の程度もだんだんと強化されている。
【０００４】
　喫煙と疾病との関連性についての研究は、1900年代の中盤以後に積極的に研究され始め
、喫煙により、肺ガンを始めとする各種疾病の発生増加と他の健康上の障害とに対する証
拠が蓄積されている。実際、タバコの煙の中にこれまで4,000種余りの成分が発見され、
それらの成分がタバコの煙の総体積のうち約95％以上を占めており、残りの数千種の成分
は、きわめて微量で存在する。
【０００５】
　タバコの煙は、タバコの不完全燃焼により発生し、タバコが完全に燃焼する場合には、
水および二酸化炭素のみ発生するのである。かかる不完全燃焼は、一部の葉タバコ成分の
不完全燃焼性、不十分な酸素供給、並びにタバコが燃焼するときの局部的な温度差により
発生する。
【０００６】
　タバコの燃焼は、蒸留、昇華、熱分解、熱合成、および揮発を含む過程である。タバコ
の煙は、ガスに液体または微細な粒子が混ざっている混合体である煙霧質（aerosol）で
あり、ケンブリッジ・ガラスファイバ・フィルタ（Cambridge glass fiber filter：粒子
の直径が0．1μmより大きい粒子を99％以上つなぎ止めることができる効率を有するフィ
ルタ）を通過した物質をガス（gas）または蒸気（vapor）成分と定義され、それらの成分
は、窒素（59％）、酸素（13．4％）、二酸化炭素（13．5％）、一酸化炭素（3．2％）な
どからなる。また、ガスまたは蒸気成分は、気管支繊毛作用に対して毒性を示すアルデヒ
ド、ケトン、アルコール、およびエステルのような低分子量を有する揮発性成分を含有し
ている。
【０００７】
　煙の流れがケンブリッジ・ガラスファイバ・フィルタを通って流れる場合に、捕らえら
れた物質物質を粒子相物質（particulate-phase component）と定義される。粒子相物質
は、タバコの煙の8％ほどを占める、少なくとも38個の公知の発ガン物質（例えばタール
）、発ガン可能性のある物質、ニコチン、および多種の無機または有機化学物質を含む。
【０００８】
　大韓民国特許公開公報（Korean Patent Laid-Open Publication）番号2005－0083035号
（特許文献1）、同1999－0031164号（特許文献2）には、喫煙時にタバコの煙中に含まれ
た人体に有害な成分が人体に吸入される量を最小化できるように、活性炭、ゼオライト粒
子、吸着性粉末などを含むフィルタを付着するタバコが開示されている。
【０００９】
　しかし、かかる方法は、喫煙時に有害成分が人体に吸入される量を減らすにおいて、十
分に満足すべきものではないというのが現実である。
【００１０】
【特許文献１】大韓民国特許公開公報番号2005－0083035
【特許文献２】大韓民国特許公開公報番号1999－0031164
【発明の開示】
【００１１】
発明の詳細な説明
発明の技術的目的
　本発明は、有害成分の発生量の低減されたタバコおよびその製造方法を提供することで
ある。
【００１２】
発明の開示
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　本発明の局面によれば、下記化学式1で表されるククルビツリルを含むタバコフィルタ
が提供される：

　式中、Xは、O、SまたはNHであり、
　A1およびA2は、いずれもHであるか、またはそれぞれがOR1およびOR2であるか、SR1およ
びSR2であるか、またはNHR1およびNHR2であり、ここでR1およびR2はそれぞれ独立的に、
水素、置換または非置換のC1－C30アルキル、置換または非置換のC1－C30アルケニル、置
換または非置換のC1－C30アルキニル、置換または非置換C2－C30カルボニルアルキル、置
換または非置換のC1－C30チオアルキル、置換または非置換のC1－C30アルキルチオール、
置換または非置換のC1－C30アルコキシ、置換または非置換のC1－C30ヒドロキシアルキル
、置換または非置換のC1－C30アルキルシリル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキ
ル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキルチオアルキル、置換または非置換のC5－C

30シクロアルキル、置換または非置換のC2－C30ヘテロシクロアルキル、置換または非置
換のC6－C30アリール、置換または非置換のC6－C20アリールアルキル、置換または非置換
のC4－C30ヘテロアリール、および置換または非置換のC4－C20ヘテロアリールアルキルか
らなる群より選択され、nは4から20までの整数である。
【００１３】
　前記XはOであり、前記A1およびA2はいずれもHであり、前記nは5から12までの整数であ
る。
【００１４】
　前記XはOであり、前記A1およびA2はいずれもOHであり、前記nは5から12までの整数であ
る。
【００１５】
　前記XはOであり、前記A1およびA2はいずれもO－CH2－CH＝CH2であり、前記nは5から12
までの整数である。
【００１６】
　本発明の他の局面によれば、加工された葉タバコをタバコ巻紙で巻くことによって製造
したタバコロッドと、下記化学式1で表されるククルビツリルを含む、前記タバコロッド
の一側に結合されて有害成分を除去するタバコフィルタとを含むタバコが、提供される：
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　式中、Xは、O、SまたはNHであり、
　A1およびA2は、いずれもHであるか、またはそれぞれがOR1およびOR2であるか、SR1およ
びSR2であるか、またはNHR1およびNHR2であり、ここでR1およびR2はそれぞれ独立的に、
水素、置換または非置換のC1－C30アルキル、置換または非置換のC1－C30アルケニル、置
換または非置換のC1－C30アルキニル、置換または非置換C2－C30カルボニルアルキル、置
換または非置換のC1－C30チオアルキル、置換または非置換のC1－C30アルキルチオール、
置換または非置換のC1－C30アルコキシ、置換または非置換のC1－C30ヒドロキシアルキル
、置換または非置換のC1－C30アルキルシリル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキ
ル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキルチオアルキル、置換または非置換のC5－C

30シクロアルキル、置換または非置換のC2－C30ヘテロシクロアルキル、置換または非置
換のC6－C30アリール、置換または非置換のC6－C20アリールアルキル、置換または非置換
のC4－C30ヘテロアリール、および置換または非置換のC4－C20ヘテロアリールアルキルか
らなる群より選択され、nは4から20までの整数である。
【００１７】
　本発明のさらに他の局面によれば、加工された葉タバコをタバコ巻紙で巻くことによっ
て製造したタバコロッドと、前記タバコロッドの一側に結合されて有害成分を除去するタ
バコフィルタと、前記タバコロッドとタバコフィルタとの間に挿入された、下記化学式1
で表されるククルビツリルとを含むタバコが、提供される：

　式中、Xは、O、SまたはNHであり、
　A1およびA2は、いずれもHであるか、またはそれぞれがOR1およびOR2であるか、SR1およ
びSR2であるか、またはNHR1およびNHR2であり、ここでR1およびR2はそれぞれ独立的に、
水素、置換または非置換のC1－C30アルキル、置換または非置換のC1－C30アルケニル、置
換または非置換のC1－C30アルキニル、置換または非置換C2－C30カルボニルアルキル、置
換または非置換のC1－C30チオアルキル、置換または非置換のC1－C30アルキルチオール、
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置換または非置換のC1－C30アルコキシ、置換または非置換のC1－C30ヒドロキシアルキル
、置換または非置換のC1－C30アルキルシリル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキ
ル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキルチオアルキル、置換または非置換のC5－C

30シクロアルキル、置換または非置換のC2－C30ヘテロシクロアルキル、置換または非置
換のC6－C30アリール、置換または非置換のC6－C20アリールアルキル、置換または非置換
のC4－C30ヘテロアリール、および置換または非置換のC4－C20ヘテロアリールアルキルか
らなる群より選択され、nは4から20までの整数である。
【００１８】
　本発明のさらに他の局面によれば、葉タバコを混合、加工および切断し、かつ得られた
製品をタバコ巻紙で巻いてタバコロッドを製造する段階と、下記化学式1で表されるクク
ルビツリルを含有するタバコフィルタを製造する段階と、前記タバコロッドとタバコフィ
ルタとを組み合わせる段階とを含むタバコの製造方法が提供される：

　式中、Xは、O、SまたはNHであり、
　A1およびA2は、いずれもHであるか、またはそれぞれがOR1およびOR2であるか、SR1およ
びSR2であるか、またはNHR1およびNHR2であり、ここでR1およびR2はそれぞれ独立的に、
水素、置換または非置換のC1－C30アルキル、置換または非置換のC1－C30アルケニル、置
換または非置換のC1－C30アルキニル、置換または非置換C2－C30カルボニルアルキル、置
換または非置換のC1－C30チオアルキル、置換または非置換のC1－C30アルキルチオール、
置換または非置換のC1－C30アルコキシ、置換または非置換のC1－C30ヒドロキシアルキル
、置換または非置換のC1－C30アルキルシリル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキ
ル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキルチオアルキル、置換または非置換のC5－C

30シクロアルキル、置換または非置換のC2－C30ヘテロシクロアルキル、置換または非置
換のC6－C30アリール、置換または非置換のC6－C20アリールアルキル、置換または非置換
のC4－C30ヘテロアリール、および置換または非置換のC4－C20ヘテロアリールアルキルか
らなる群より選択され、nは4から20までの整数である。
【００１９】
　本発明の他の局面によれば、葉タバコを混合、加工および切断し、かつ得られた製品を
タバコ巻紙で巻いてタバコロッドを製造する段階と、タバコフィルタを製造する段階と、
下記化学式1で表されるククルビツリルを準備する段階と、前記タバコロッド、タバコフ
ィルタ、およびクルビツリルを組み合わせる段階とを含むタバコの製造方法が提供される
：
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　式中、Xは、O、SまたはNHであり、
　A1およびA2は、いずれもHであるか、またはそれぞれがOR1およびOR2であるか、SR1およ
びSR2であるか、またはNHR1およびNHR2であり、ここでR1およびR2はそれぞれ独立的に、
水素、置換または非置換のC1－C30アルキル、置換または非置換のC1－C30アルケニル、置
換または非置換のC1－C30アルキニル、置換または非置換C2－C30カルボニルアルキル、置
換または非置換のC1－C30チオアルキル、置換または非置換のC1－C30アルキルチオール、
置換または非置換のC1－C30アルコキシ、置換または非置換のC1－C30ヒドロキシアルキル
、置換または非置換のC1－C30アルキルシリル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキ
ル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキルチオアルキル、置換または非置換のC5－C

30シクロアルキル、置換または非置換のC2－C30ヘテロシクロアルキル、置換または非置
換のC6－C30アリール、置換または非置換のC6－C20アリールアルキル、置換または非置換
のC4－C30ヘテロアリール、および置換または非置換のC4－C20ヘテロアリールアルキルか
らなる群より選択され、nは4から20までの整数である。
【００２０】
発明の効果
　本発明によれば、有害成分の発生量の低減されたタバコおよびその製造方法が提供され
うる。
【００２１】
発明を実施するための最良の形態
　本発明は、以下、添付された図面を参照しつつ、本発明の望ましい実施例について詳細
に説明する。
【００２２】
　以下、図1は、本発明の一実施例によるククルビツリルが含有されたタバコの製造工程
を図示したフローチャートである。
【００２３】
　図1を参照しつつ、ククルビツリルを含有するタバコの製造工程について詳細に説明す
る。
【００２４】
　次に、各種葉タバコを混合する（S10）。葉タバコの混合は、各種葉タバコが有した独
特の香りや味、または色などを利用して独特のタバコを生産するための過程であり、この
過程を介して、タバコは、その固有の味と香りとを有するようになる。
【００２５】
　次に、前記混合された原料を加工する（S12）。原料の加工は、発酵、加熱、加香、不
良部分の除去のような過程を経るものであり、タバコの商品性を高めるためである。また
、加湿または加熱を介して葉タバコをマイルドにすることも可能である。
【００２６】
　次に、加工された葉タバコを、適切な大きさに切断する（S14）。切断された葉タバコ
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【００２７】
　次に、タバコ製造機では、運搬された葉タバコ混合物をタバコ巻紙で巻き、フィルタの
ないタバコロッドを作る（S16）。
【００２８】
　一方、別途の工程でタバコフィルタを製造する（S30）。この場合、タバコフィルタに
ククルビツリルを組み込むことができる（S40）。ククルビツリルの含有量は、望ましく
は、タバコフィルタ100重量部に対して1～99重量部であり、さらに望ましくは、25～75重
量部である。ククルビツリルの含有量がタバコフィルタ100重量部に対して1重量部未満で
あるならば、ククルビツリルによる有害成分の除去効率が低くて望ましくなく、99重量部
を超えれば、タバコフィルタがククルビツリル粉末を支持する効果が低くなって望ましく
ない。
【００２９】
　次に、タバコロッドとタバコフィルタとを組み合わせる（S18）。この場合、前記クク
ルビツリルをタバコフィルタに組み込まずに、タバコロッドとタバコフィルタとの間にク
クルビツリルを組み込むこともできる（S40）。
【００３０】
　最後に、このように製造された1本のタバコを包装し（S20）、製品を最終的に完成する
。
【００３１】
　ククルビツリルは、1905年にベーレンド（R. Behrend）、マイヤー（E. Meyer）、ラス
チェ（F. Rusche）によって最初に報告された物質である。2000年に入りつつ、金キムン
とその共同研究者らは、既存のククルビット［6］ウリルの合成方法を改善し、ククルビ
ット［6］ウリルだけではなく、同族体であるククルビット［n］ウリル（n＝5、7、8）を
合成、分離し、それぞれの構造をX線回折法で確認した（J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 
540）。前記のククルビツリルについては具体的に後述する。
【００３２】
　図2は、本発明の一実施例によるククルビツリルを含有するタバコの透過斜視図である
。
【００３３】
　図2を参照すれば、本発明の一実施例によるタバコ10は、タバコロッド11およびタバコ
フィルタ12を含む。
【００３４】
　タバコロッド11は、前述のように、葉タバコ混合物をタバコ巻紙で巻くことによって製
造される。
【００３５】
　タバコフィルタ12は、タバコロッド11に接触される第1フィルタ部12a、喫煙者の口につ
く第3フィルタ部12c、および第1フィルタ部12aと第3フィルタ部12cとの間に配される第2
フィルタ部12bを備える。
【００３６】
　第1フィルタ部12aと第3フィルタ部12cは、通常のファイバフィルタであり、かかるフィ
ルタ部12a,12cは、同じ素材で形成されもし、互いに異なる素材で形成されもする。
【００３７】
　第2フィルタ部12bは、下記化学式1で表されるククルビツリルを含む。
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　式中、Xは、O、SまたはNHであり、
　A1およびA2は、いずれもHであるか、またはOR1およびOR2であるか、SR1およびSR2であ
るか、またはNHR1およびNHR2であり、ここでR1およびR2はそれぞれ独立的に、水素、置換
または非置換のC1－C30アルキル、置換または非置換のC1－C30アルケニル、置換または非
置換のC1－C30アルキニル、置換または非置換C2－C30カルボニルアルキル、置換または非
置換のC1－C30チオアルキル、置換または非置換のC1－C30アルキルチオール、置換または
非置換のC1－C30アルコキシ、置換または非置換のC1－C30ヒドロキシアルキル、置換また
は非置換のC1－C30アルキルシリル、置換または非置換のC1－C30アミノアルキル、置換ま
たは非置換のC1－C30アミノアルキルチオアルキル、置換または非置換のC5－C30シクロア
ルキル、置換または非置換のC2－C30ヘテロシクロアルキル、置換または非置換のC6－C30
アリール、置換または非置換のC6－C20アリールアルキル、置換または非置換のC4－C30ヘ
テロアリール、および置換または非置換のC4－C20ヘテロアリールアルキルからなる群よ
り選択され、nは4から20までの整数である。
【００３８】
　具体的に、前記XはOであり、前記A1およびA2はいずれもHであり、前記nは5から12まで
の整数であることが望ましい。
【００３９】
　または、前記XはOであり、前記A1およびA2はいずれもOHであり、前記nは5から12までの
整数でもある。
【００４０】
　さらに代替的に、前記XはOであり、前記A1およびA2はいずれもO－CH2－CH＝CH2であり
、前記nは5から12までの整数でもある。
【００４１】
　以上のククルビツリルおよびククルビツリル誘導体は、置換基のないグリコールウリル
単量体が集まってなった化合物である。一方、置換基の導入されたグリコールウリルを利
用して合成されたククルビツリル誘導体も開示されている（Angew. Chem. Int. Ed. Engl
. 1992, 31, 1475）。以下では、ククルビツリルおよびククルビツリル誘導体を通称し、
単にククルビツリルと呼ぶことにする。
【００４２】
　ククルビツリルは巨大環分子化合物であり、親油性のキャビティを有し、その両側に親
水性の入口を有している。従って、かかるククルビツリルは、前記キャビティ内では親油
性の相互作用がなされ、6個のカルボニル基の位置した上下の2つの入口では、それぞれ水
素結合、極性相互作用、陽イオン－極性相互作用などがなされ、多種の化合物と非常に安
定した非共有結合を介した包接効果を示す。特に、かかるククルビツリルは、アルキル鎖
、アミノ基、カルボン酸のような作用基を有した化合物や、アルカリ金属および重金属、
アミン基の連結されたガスなどに対して非常に安定した非共有結合を介した複合体を形成
するので、かかる特性を利用して多様な分野に適用されうる。
【００４３】
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　前記ククルビツリルは、内部に空き空間を有しているホスト分子であり、非共有結合を
介したホスト－ゲスト分子化合物を良好に形成すると知られている（Acc. Chem. Res. 20
03, 36, 621）。従って、前記ククルビツリルと非共有結合を介した複合体を形成できる
さまざまな分子、およびCO、NOxのような人体に有害なガスに対する吸着能力も有してお
り（Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 3020）、特定の分子またはガスを濾しだす役割を
行うことが可能である。従って、前述のククルビツリル同族体および誘導体、またはそれ
らの混合物を既存のタバコフィルタに組み込む場合、喫煙によるニコチン、タール、ニコ
テリン、アナバシンおよびCO、NO、NOxのような有害物質の濾過、奪取、中和、除去能を
向上させ、かつ体内吸入を最小化できる。
【００４４】
　前記化学式1で表示され、ククルビツリルに活性置換基を導入したアルコール基を有す
るヒドロキシククルビツリルは、本発明者らは、最近薬物伝達体としてのククルビツリル
を持続的に研究した結果として開発するに至った（大韓民国公開特許第2003－60053号公
報）。
【００４５】
　かかるヒドロキシククルビツリルは、多様な作用基の導入を容易にするので、多種のク
クルビツリル誘導体の合成を可能にする。
【００４６】
　再び図2を参照すれば、第2フィルタ部12bは、前記化学式1で表示されるククルビツリル
のうちの1つのククルビツリルのみを含むこともでき、2つ以上のククルビツリルを含むこ
ともできる。
【００４７】
　前記化学式1のn値に対応するククルビツリルをククルビット［n」ウリルと表記する。
【００４８】
　図2には、ククルビツリルを含む第2フィルタ部12bが第1フィルタ部12a、第3フィルタ部
12cと分離されて配されると図示されているが、本発明がこれに限定されるものではなく
、第2フィルタ部12bと第1フィルタ部12a、第3フィルタ部12cは、一体に形成されることも
ある。すなわち、その場合には、ククルビツリルが第1フィルタ部12a、第3フィルタ部12c
に分散される。
【００４９】
　図3は、本発明の他の実施例によるククルビツリルが含有されたタバコの透過斜視図で
ある。
【００５０】
　図3を参照すれば、タバコ20は、タバコロッド21、タバコフィルタ22、およびククルビ
ツリル23を含む。
【００５１】
　本実施例が図2の実施例と異なる点は、ククルビツリル23がタバコフィルタ22に含まれ
ずに、タバコロッド21とタバコフィルタ22との間に配されるというのである。
【００５２】
　図2および図3に示される態様によるタバコは、かかる構造上の差は、製造工程上の差を
もたらす。すなわち、図2の場合、タバコ製造工程は、タバコロッドの製造工程－タバコ
フィルタの製造工程－タバコロッドとタバコフィルタとの結合工程を含むようになるが、
図3の場合には、タバコ製造工程は、タバコロッドの製造工程－タバコフィルタの製造工
程－タバコロッド、タバコフィルタ、およびククルビツリル結合工程を含むようになる。
すなわち、ククルビツリルは、図2の場合には、タバコフィルタの製造工程を経てタバコ
フィルタ12に含まれるようになるが、図3の場合には、タバコフィルタの製造工程ではな
いタバコロッド－タバコフィルタ結合工程と共になされる別途の結合工程を経てタバコ20
に含まれることになる。
【００５３】
　以下、本発明の実施例を具体的に例示するが、本発明が下記の実施例に限定されるもの
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【００５４】
実施例
実施例1
タバコの製造
　粉末状の前記化学式1のククルビット［5］ウリル100mgを細かく刻み、図2のように、既
存の商用タバコ（THISTM、KT＆GTM）フィルタ間に入れて試験用タバコを準備した。ここ
で、XはO、A1およびA2はいずれもHであった。
【００５５】
タバコフィルタ内のニコチン濃度の測定
　前記試験用タバコをタバコパイプに込めてタバコを吸った後、タバコのフィルタ部分を
分離し、タバコフィルタに吸着しているニコチン成分の含有量を、次の通り測定した。す
なわち、分離したタバコフィルタに対して約15μlの酢酸エチルで溶出した後、これを減
圧蒸留した後、残渣に100μlの酢酸エチルを入れて溶解させ、分析試料として使用した。
分析は、ガスクロマトグラフィ（HP社、FID付着の5890、米国）を使用し、カラム（colum
n）は、2％Tharmon 1000＋1％KOHクロモソルブWAM（8／100メッシュ）を充填した直径3mm
、長さ2mのガラスカラムを使用した。カラム温度は100℃、キャリアガスは窒素を使用し
、流速は60μl／分とした。
【００５６】
　ニコチン濃度を測定した実験結果を下記表1に表した。
【００５７】

【表１】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含んだタバコフィルタを使用
【００５８】
　前記表1から、ククルビツリルを含んだタバコフィルタを使用した場合、そうではない
場合に比べて、多量のニコチンがタバコフィルタに残っているという事実を確認すること
ができる。従って、かような結果を介して、ククルビツリルがタバコフィルタの外部に放
出されるニコチンの量を減らすという効果を確認することができる。
【００５９】
タバコフィルタを抜け出したガスでのCOおよびNOガス量の測定
　タバコフィルタを抜け出したタバコの煙を採集してCOとNOとの量を測定した。分析は、
ガス分析機（Eurotron社、UniGas 3000＋、イタリア）を使用した。
【００６０】
　CO並びにNOガス量を測定した実験結果を下記表2に表した。
【００６１】
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【表２】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含むタバコフィルタを使用
【００６２】
　前記表2から、ククルビツリルがタバコフィルタ外部に放出されるCOおよびNOガスの量
を減らすという効果を確認することができる。
【００６３】
実施例2
タバコの製造
　前記化学式1のククルビット［5］ウリルの代わりに、ククルビツリル［7］を使用した
ことを除いては、前記実施例1と同じ方法で試験用タバコを準備した。
【００６４】
タバコフィルタ内のニコチン濃度の測定
　前記実施例1と同じ方法で、タバコフィルタ内に吸着しているニコチンの濃度を測定し
た。ニコチン濃度を測定した結果を下記表3に表した。
【００６５】
【表３】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含んだタバコフィルタを使用
【００６６】
　前記表3から、ククルビツリルを含んだタバコフィルタを使用した場合、そうではない
場合に比べて、多量のニコチンがタバコフィルタに残っているという事実を確認すること
ができる。従って、かような結果を介して、ククルビツリルがタバコフィルタの外部に放
出されるニコチンの量を減らすという効果を確認することができる。
【００６７】
タバコフィルタを抜け出したガスでのCOおよびNOガス量の測定
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　前記実施例1と同じ方法で、タバコフィルタを抜け出したタバコの煙を採集し、COおよ
びNO量を測定した。
【００６８】
　COおよびNOガス量を測定した結果を下記表4に表した。
【００６９】
【表４】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含むタバコフィルタを使用
【００７０】
　前記表4から、ククルビツリルがタバコフィルタ外部に放出されるCOおよびNOガスの量
を減らすという効果を確認することができる。
【００７１】
実施例3
タバコの製造
　前記化学式1のククルビット［5］ウリルの代わりに、ククルビット［5］ウリル、クク
ルビット［6］ウリル、ククルビット［7］ウリル、ククルビット［8］ウリルを、それぞ
れ1：1：1：1の重量比で混合した混合物を使用したことを除いては、前記実施例1と同じ
方法で試験用タバコを準備した。
【００７２】
タバコフィルタ内のニコチン濃度の測定
　前記実施例1と同じ方法で、タバコフィルタ内に吸着しているニコチンの濃度を測定し
た。ニコチン濃度を測定した結果を下記表5に表した。
【００７３】
【表５】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含んだタバコフィルタを使用
【００７４】
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　前記表5から、ククルビツリルを含んだタバコフィルタを使用した場合、そうではない
場合に比べて、多量のニコチンがタバコフィルタに残っているという事実を確認すること
ができる。従って、かような結果を介して、ククルビツリルがタバコフィルタの外部に放
出されるニコチンの量を減らすという効果を確認することができる。
【００７５】
タバコフィルタを抜け出したガスでのCOおよびNOガス量の測定
　前記実施例1と同じ方法で、タバコフィルタを抜け出したタバコの煙を採集して、COお
よびNO量を測定した。COおよびNOガス量を測定した結果を下記表6に表した。
【００７６】
【表６】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含むタバコフィルタを使用
【００７７】
　前記表6から、ククルビツリルがタバコフィルタ外部に放出されるCOおよびNOガスの量
を減らすという効果を確認することができる。
【００７８】
実施例4
タバコの製造
　XはOであり、A1およびA2はいずれもHである前記化学式1のククルビット［5］ウリルの
代わりに、XはOであり、A1およびA2はいずれもOHである前記化学式1のククルビット［6］
ウリルを使用したことを除いては、前記実施例1と同じ方法で試験用タバコを準備した。
【００７９】
タバコフィルタ内のニコチン濃度の測定
　前記実施例1と同じ方法で、タバコフィルタ内に吸着しているニコチンの濃度を測定し
た。ニコチン濃度を測定した結果を下記表7に表した。
【００８０】
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【表７】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含んだタバコフィルタを使用
【００８１】
　前記表7から、ククルビツリルを含んだタバコフィルタを使用した場合、そうではない
場合に比べて、多量のニコチンがタバコフィルタに残っているという事実を確認すること
ができる。従って、かような結果を介して、ククルビツリルがタバコフィルタの外部に放
出されるニコチンの量を減らすという効果を確認することができる。
【００８２】
タバコフィルタを抜け出したガスでのCOおよびNOガス量の測定
　前記実施例1と同じ方法で、タバコフィルタを抜け出したタバコの煙を採集して、COお
よびNO量を測定した。COおよびNOガス量を測定した結果を下記表8に表した。
【００８３】

【表８】

　A：ククルビツリルを入れずに既存のタバコフィルタのみを使用
　B：ククルビツリル100mgを含むタバコフィルタを使用
【００８４】
　前記表8から、ククルビツリルがタバコフィルタ外部に放出されるCOおよびNOガスの量
を減らすという効果を確認することができる。
【００８５】
　本実施例では、ククルビツリルがタバコに組み込まれる場合、タバコの有害成分のうち
、ニコチンおよびCOおよびNOガスに対するフィルタリング効果のみのついて述べたが、ク
クルビツリルは、それら以外にも既存のタバコフィルタに組み込まれ、タール、ニコテリ
ンおよびアナバシンのような有害成分を濾過、奪取、中和、または除去する能力を向上さ
せることによって、喫煙による有害成分の体内吸入を最小化できる。
【００８６】
　以上、本発明による望ましい実施例を説明したが、それらは例示的なものに過ぎず、当
技術分野で当業者ならば、それらから多様な変形および均等な他実施例が可能であるとい
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う点を理解することができるであろう。従って、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲に
よってのみ決まるのである。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の一実施例によるククルビツリルを含有するタバコの製造工程を示したフ
ローチャートである。
【図２】本発明の一実施例によるククルビツリルを含有するタバコの透過斜視図である。
【図３】本発明の他の実施例によるククルビツリルを含有するタバコの透過斜視図である
。

【図１】

【図２】

【図３】
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