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(57)【要約】
喫煙物品は、巻かれた刻みたばこロッド（１）と、フィ
ルター（２、３）とを備え、巻かれた刻みたばこロッド
（１）およびフィルター（２、３）は、チップペーパー
（４）によって接続され、チップペーパー（４）は、フ
ィルター（２、３）と巻かれた刻みたばこロッド（１）
の一部とを上包する。チップペーパー（４）は、単一層
チップペーパーとして設計され、かつ活性炭を含有する
。一実施形態において、チップペーパー（４）は、５重
量％～５０重量％の範囲の活性炭含有量を有することを
特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巻かれた刻みたばこロッド（１）と、
　フィルター（２、３）と
　を備える喫煙物品であって、該巻かれた刻みたばこロッド（１）および該フィルター（
２、３）は、チップペーパー（４）によって接続され、該チップペーパー（４）は、該フ
ィルター（２、３）と該巻かれた刻みたばこロッド（１）の一部とを上包し、
　該チップペーパー（４）が単一層チップペーパーとして設計されかつ活性炭を含有する
ことを特徴とする、喫煙物品。
【請求項２】
　前記チップペーパー（４）が、５重量％～５０重量％の範囲の活性炭含有量を有するこ
とを特徴とする、請求項１に記載の喫煙物品。
【請求項３】
　前記チップペーパー（４）が、１５重量％～３０重量％の範囲の活性炭含有量を有する
ことを特徴とする、請求項２に記載の喫煙物品。
【請求項４】
　活性炭が前記チップペーパー（４）内に本来的に含まれていることを特徴とする、請求
項１～請求項３のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項５】
　活性炭が、前記チップペーパー（４）の外方向に向けられた表面に適用されることを特
徴とする、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項６】
　活性炭を含有する前記チップペーパー（４）が少なくとも５０ＣＵの本来的な多孔率を
有することを特徴とする、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項７】
　活性炭を含有する前記チップペーパーが、該チップペーパーの外向きに向けられた表面
上に少なくとも部分的なコーティングを備えることを特徴とする、請求項１～請求項６の
いずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項８】
　活性炭を含有する前記チップペーパー（４）が人工的な穿孔を備え、これは、１０％～
９０％の範囲の前記喫煙物品のフィルター通気をもたらし、該人工的な穿孔は、好ましく
は、電気穿孔またはレーザー穿孔であることを特徴とする、請求項１～請求項７のいずれ
か１項に記載の喫煙物品。
【請求項９】
　活性炭を含有する前記チップペーパー（４）が、２０ｇ／ｍ２～８０ｇ／ｍ２の範囲内
の面重量を有することを特徴とする、請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の喫煙物
品。
【請求項１０】
　前記刻みたばこロッドが、低副流巻紙を用いて巻かれているか、または副流軽減効果を
有する複数層の巻紙によって巻かれていることを特徴とする、請求項１～請求項９のいず
れか１項に記載の喫煙物品。
【請求項１１】
　前記フィルターが、吸着材（好ましくは、活性炭）を含有する少なくとも１つのフィル
ター区分を備えることを特徴とする、請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の喫煙
物品。
【請求項１２】
　前記フィルター（２、３）が、１００ＣＵ～４００００ＣＵの範囲内の多孔率を有する
多孔質プラグラップ（３）に巻かれ、該プラグラップは、必要に応じて、活性炭を含有す
ることを特徴とする、請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、喫煙物品（例えば、フィルター付き煙草）に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　喫煙が、悪臭を放つ指をもたらす可能性があることは、一般に公知である。煙草の燻り
段階中に、燃焼端部から副流煙が発される。煙草が保持されている角度に応じて、この副
流煙の一部は、煙草の横側を流れ、喫煙者の指と接触する。副流煙の悪臭を放つ要素が、
皮膚に付着する可能性があり、長続きする不快な指の臭いをもたらす。
【０００３】
　巻紙およびフィルター内に吸着材料（例えば、炭材または活性炭）を使用することは、
揮発性の煙成分のレベルを軽減するために広く適用された技術である。
【０００４】
　ＷＯ　２００８／０４３９８８　Ａ１は、フィルタープラグラップとして使用される炭
素含有紙を開示している。関連するフィルターのコア部も炭素を含む。この書類に従った
フィルターは、従来のチップペーパーを使用して煙草ロッドに接続され、その結果、炭素
紙が煙草の外側表面に直接さらされない。
【０００５】
　ＷＯ　２００９／１０９４２７　Ａ１は、複数の層から成る刻みたばこ巻き紙の使用を
記載しており、１つの層は、活性炭および風味を含有する。炭素層は、巻き紙の刻みたば
こ側に位置し、それにより、より良い風味の解放および主流煙との相互作用を可能にする
。
【０００６】
　ＷＯ　２００９／１０９４３３　Ａ１において、複数の層から成る炭素含有プラグラッ
プまたはチップペーパーが記載されており、１つの層は、活性炭などの吸着材料を含む。
この炭素含有層は、喫煙物品の内側の方へ向けられており、それにより、主流煙との相互
作用を可能にする。いずれの吸着材も含有しない別の層が、プラグラップまたはチップペ
ーパーの外側表面を形成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００８／０４３９８８号
【特許文献２】国際公開第２００９／１０９４２７号
【特許文献３】国際公開第２００９／１０９４３３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、喫煙によって概してもたらされる指の臭いを軽減することが可能であ
る喫煙物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１の特徴を有する喫煙物品によって達成される。本発明の有利な異
形は、従属請求項から得られる。
【００１０】
　本発明に従った喫煙物品（例えば、煙草）は、巻かれた刻みたばこロッドおよびフィル
ターを備える。巻かれた刻みたばこロッドおよびフィルターは、チップペーパーによって
接続され、チップペーパーは、フィルターと巻かれた刻みたばこロッドの一部とを上包す
る。チップペーパーは、単一層チップペーパーとして設計され、活性炭を含有する。
【００１１】
　当該技術分野において周知であるように、喫煙物品の刻みたばこロッドは、適した巻紙



(4) JP 2016-518141 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

を用いて巻かれることが可能である。フィルターは、単一または複数のフィルターとして
設計されることが可能であり、これは、プラグラップを用いて巻かれることが可能である
。巻かれた刻みたばこロッドおよびフィルターは、同軸に整列され、チップペーパーを用
いて巻くことによって連結される。したがって、チップペーパーは、常に、喫煙物品のフ
ィルター領域において最外層である。
【００１２】
　チップペーパーは、活性炭（活性木炭）を含有する単一層から成る。用語「単一層」は
、必要に応じた付加的なコーティング（以下を参照のこと。）を除外しないが、たった１
つの紙層が存在することを意味する。例えば紙製造過程中に、活性炭が付加されることが
可能であり、その結果、その活性炭がチップペーパー内に本来的に含まれる。適した紙が
ＷＯ　２００８／０４３９８８　Ａ１（上記を参照のこと。）に開示されており、例えば
Ｓａｂｅｒ　Ｓｗｉｓｓ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｐａｐｅｒから商業的に入手可能である。そ
れらの適した紙は、一般に、「炭素紙」と呼ばれている。活性炭も、コーティングまたは
プリントなどの適した方法による製紙の後に、従来のチップペーパーの外側表面に適用さ
れることが可能である。活性炭を既に本来的に含んでいるチップペーパーの外側表面に活
性炭を適用することも考えられる。
【００１３】
　本発明に従った喫煙物品において、活性炭は、喫煙物品のフィルター端部の外側表面（
そこでは、喫煙物品がたいてい保持される）に存在し、その結果、喫煙物品の使用中、活
性炭が喫煙者の指に極めて近接して配置される。活性炭は、煙草表面に沿って進む副流煙
と相互作用することが可能であり、悪臭を放つ副流煙の成分を吸収することが可能である
。相互作用の更なる方法は、活性炭と指との間の直接接触によるものであり、それによっ
て、皮膚に既に付いた悪臭を放つ揮発性物質が、活性炭によって吸収されることが可能で
ある。
【００１４】
　本発明の有利な実施形態において、チップペーパーは、５（重量）％～５０（重量）％
の範囲内であるかまたは好ましくは１５（重量）％～３０（重量）％の範囲内である活性
炭含有量を有する。
【００１５】
　既に述べられたように、完成した喫煙物品において、活性炭は、チップペーパーの外方
向に向けられた表面に（すなわち、外方向に向けられた（さらされた）チップペーパーの
表面に）適用され得る。適用のステップは、好ましくは製紙過程後かつフィルターと巻か
れた刻みたばこロッドのフィルター端部領域との周りにチップペーパーが巻かれる前に、
例えばコーティングまたはプリントによって、行われることが可能である。
【００１６】
　炭素紙の特定の製造過程に因り、炭素紙は、たいてい、高い固有多孔率（本来的な多孔
率、すなわち、多孔率が通気孔によって人工的に増大しないときに決定される多孔率）を
有する。本来的な多孔率は、コレスタ単位；１ＣＵ＝１ｃｍ３／（ｃｍ２・ｍｉｎ・ｋＰ
ａ）で測定されることが可能である。好ましくは、活性炭を含有するチップペーパーは、
少なくとも５０ＣＵの本来的な多孔率を有する。チップ材料としてこのタイプの紙を使用
することによって、多孔質プラグラップとの組み合わせにおいて優先的に、主流煙に含ま
れる一酸化炭素（ＣＯ）がプラグラップおよびチップペーパーを通して拡散することが可
能であり、これは、主流煙におけるＣＯレベルを下げる。これは、低副流紙（以下を参照
のこと。）が主流煙におけるＣＯレベルを増大させる傾向があるので、刻みたばこロッド
が低副流紙に巻かれる場合に特に有益である。フィルター通気の要求されるレベルを達成
するために、チップペーパーは、チップペーパーが、喫煙物品の周りに巻かれる前かまた
は後のどちらかに、例えば電気穿孔またはレーザー穿孔によって、付加的に穿たれること
が可能である。
【００１７】
　本発明の有利な実施形態において、活性炭を含有するチップペーパーは、その外方向に
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向けられた表面上に少なくとも部分的なコーティングを備える。このコーティングは、例
えば、チップペーパーの触覚的および／または視覚的な特質を改善し得る。例えば、唇の
解放がコーティングによって容易にされることが可能であるか、または有色あるいは白色
のニスが、活性炭を含有するチップペーパーの外観を変化させることが可能である。用語
「コーティング」はまた、活性炭を含有するチップペーパーの気孔内へ浸透する多孔質ニ
スのような用途をカバーする。そのようなコーティングは、好ましくはチップペーパーが
フィルターと巻かれた刻みたばこロッドとの周りに巻かれる前に、例えば噴霧またはプリ
ントによって、適用されることが可能である。
【００１８】
　そのようなコーティングまたは部分的なコーティングがない場合でさえ、チップペーパ
ー内の活性炭は、概して、紙層にしっかり付着し、消費者が喫煙物品をつかんで喫煙する
ときに指が色づく結果にはならない。
【００１９】
　既に述べられたように、活性炭を含有するチップペーパーは、人工的な穿孔を備え得、
これは、１０％～９０％の範囲内の喫煙物品のフィルター通気をもたらすことが可能であ
る。当該技術分野において周知であるように、人工的な穿孔は、好ましくは、電気穿孔ま
たはレーザー穿孔として作られる。チップペーパーの任意のコーティングが、チップペー
パーの多孔率を減少させる場合、そのような人工的な穿孔は、フィルター通気を所望の値
に調節するために使用されることが可能である。
【００２０】
　典型的に、活性炭を含有するチップペーパーは、２０ｇ／ｍ２～８０ｇ／ｍ２の範囲内
の面重量を有する。
【００２１】
　概して、刻みたばこロッドは、従来の巻紙（典型的に５ＣＵ～４００ＣＵの範囲内の多
孔率）を用いて巻かれることが可能である。本発明の有利な実施形態において、刻みたば
こロッドは、低副流（「ＬＳＳ」）巻紙を用いて（または複数層の巻紙を用いて（これは
、副流軽減効果も有する））巻かれる。ＬＳＳ巻紙は、例えばＤｅｌｆｏｒｔ　Ｇｒｏｕ
ｐから商業的に入手可能であり、たいてい、より高いＣａＣＯ３充填物レベル、またはＭ
ｇＯのような特殊な充填物を含む。ＬＳＳ巻紙を使用することによって、燻り中により少
量の副流煙が喫煙物品から放出され、これは、指の臭いの軽減に関する、活性炭を含有す
るチップペーパーの効果に付加する。
【００２２】
　概して、フィルターは、１つのフィルター区分または１つより多いフィルター区分を備
え得る。有利な実施形態において、少なくとも１つのフィルター区分は、吸着材（好まし
くは、活性炭）を含有し得る。吸着材は、主流煙の組成を変化させるために使用され、捨
てられる煙草の吸いさしの臭いを軽減する潜在力も有する。当該技術分野において一般的
に公知であるように、吸着材は、フィルター材料に付加され得、かつ／または、分かれた
フィルター区画内に含有され得る。
【００２３】
　フィルターは、（好ましくは、１００ＣＵ～４００００ＣＵの範囲内の多孔率を有する
）多孔質プラグラップに巻かれることが可能である。ＣＵ：コレスタ単位。１ＣＵ＝１ｃ
ｍ３／（ｃｍ２・ｍｉｎ・ｋＰａ）。しかしながら、非多孔質プラグラップも使用され得
る。プラグラップは、必要に応じて、活性炭または他の吸着材を含有することが可能であ
る。いかなる場合でも、プラグラップは、チップペーパーによってカバーされる。
【００２４】
　活性炭に加えてまたは活性炭の代わりに、チップペーパーが、活性炭と異なる少なくと
も１つの吸着材を含有することも考えられる。そのような吸着材の例は、ゼオライト、ア
ルミナ、シリカ、シリカゲル、イオン交換樹脂、ポリエステル樹脂、セピオライト、なら
びに添着炭、活性炭繊維および高活性炭のような炭素種である。
【００２５】
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　本発明の更なる実施形態において、当該技術水準に熟知したいかなる人にも公知である
ように、喫煙物品のフィルターは、フィルターの口側端部において、有色のトウ（例えば
、有色のセルロースアセテートトウ）、口側凹部または形づくられた中空穴要素などの特
定の設計特徴を有する。
【００２６】
　以下において、実施形態および実施例によって本発明がより詳細に説明されている。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明に従った、喫煙物品の実施形態の概略３次元図であり、巻かれた
刻みたばこロッドをフィルターに接続しているチップペーパーの一部が、巻かれていない
状態で示されている。
【図２】図２は、フィルターを切断した平面においてとられた、図１の実施形態の概略断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１は、長手方向の視点において、喫煙物品の例として煙草を示している。煙草は、巻
かれた刻みたばこロッド１とフィルターとを備え、巻かれた刻みたばこロッド１は、巻紙
に巻かれたある量の刻みたばこのブレンドを含む。フィルターは、プラグラップ３に巻か
れているフィルター材料２（例えば、セルロースアセテート）を備える。フィルターは、
チップペーパー４によって、巻かれた刻みたばこロッド１に接続され、チップペーパー４
は、フィルター２、３と巻かれた刻みたばこロッド１の一部とを上包する。例示目的のた
めに、チップペーパー４が、部分的に巻かれていない状態で示されている。概して、フィ
ルターは、１つの区分または１つより多い区分を有するフィルターとして設計されること
が可能である。
【００２９】
　図２は、フィルターを切断した断面における、図１の煙草の概略断面図であり、図２は
、フィルター材料２、プラグラップ３およびチップペーパー４を示している。プラグラッ
プ３は、その重複領域において、段を形成し得る（図２には示されていない）。同じこと
がチップペーパー４にも当てはまる。図２は、同規模で描かれていない。
【００３０】
　これまで、煙草の構成は、先行技術において公知である。
【００３１】
　本発明に従って、チップペーパー４は、単一層チップペーパーとして設計され、かつ活
性炭を含有する。一実施形態において、チップペーパー４の色は、濃い灰色である。チッ
プペーパー４の多くの可能な特徴、および喫煙物品の他の部分の多くの可能な特徴が、上
で既にさらに説明された。
【００３２】
　以下において、３つの特定の煙草（実施例１～３）の特質が、相互に比較される。実施
例１は、参照煙草に関連し、そこでは、チップペーパー４は、活性炭を含有していない。
実施例２において、巻紙は、低副流紙（ＬＳＳ）であり、チップペーパーは、依然として
、活性炭を含有していない。実施例３の煙草において、巻紙は、低副流紙（ＬＳＳ）であ
り、チップペーパーは、単一層チップペーパーであり、チップペーパーは、活性炭を含有
する。別の実施例において（詳細には示されていない）、チップペーパーは、実施例３に
おけるような、活性炭を含有する単一層チップペーパーであるが、巻紙は、実施例１にお
けるような従来の巻紙である。
【実施例】
【００３３】
　実施例１：参照煙草
　モノアセテートフィルターと、２４．５ｇ／ｍ２の坪量、２７（重量）％のＣａＣＯ３

充填物含有量および２４ＣＵの多孔率を有する巻紙とを有するアメリカンブレンドの煙草
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が、標準の煙草メーカーにおいて、従来の非多孔質チップペーパーを使用して生産された
。その煙草をオンラインレーザーによって穿ち、それにより、４４％の目標フィルター通
気を達成した。
【００３４】
　実施例２：ＬＳＳ紙を有する参照煙草
　４５ｇ／ｍ２の坪量と、４５（重量）％のＣａＣＯ３充填物含有量と、６ＣＵの多孔率
とを有する低副流巻紙を有する、実施例１に類似するアメリカンブレンドの煙草が生産さ
れた。その煙草をオンラインレーザーによって穿ち、それにより、４１％の目標フィルタ
ー通気を達成した。
【００３５】
　実施例３：ＬＳＳ紙と炭素チップペーパーとを有する煙草
　活性炭を含有し、かつ５０ｇ／ｍ２の坪量（活性炭を含む）と、３０（重量）％の炭素
含有量と、１２００ＣＵの多孔率とを有する単一層チップペーパーを有する、実施例２に
従ったアメリカンブレンド煙草が生産された。その煙草をオンラインレーザーによって穿
ち、それにより、４３％の目標フィルター通気を達成した。
【００３６】
　表１は、実施例１～３に従った煙草の物理データおよび煙発生量を示している。ＮＦＤ
ＰＭ（ニコチンを含まない乾燥粒状物、「タール」）をＤＩＮ／ＩＳＯ　４３８７によっ
て測定し、ニコチンをＤＩＮ／ＩＳＯ　１０３１５によって測定し、ＣＯをＤＩＮ／ＩＳ
Ｏ　８４５４によって測定した。
【００３７】
　表１におけるＣＯ発生量およびＣＯ／ＮＦＤＰＭ比率の比較は、ＬＳＳ紙を使用するこ
とによってもたらされるＣＯの増大が、活性炭を含有する多孔質チップペーパーを使用す
ることによって部分的に補償されることが可能であることを証明している。
【００３８】
【表１】

　さらに、実施例３に従った煙草は、１週間にわたって試験パネルによって喫煙された。
参加者は、彼らの普段の銘柄と比較して指の臭いがより少ないことに気付いたと報告した
。
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【国際調査報告】
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