
JP 2017-500852 A 2017.1.12

(57)【要約】
　喫煙物品（８）は、前面部分（２ａ）および後方部分
（２ｂ）を持つ可燃性熱源（２）と、可燃性熱源（２）
の後方部分（２ｂ）の下流にあるエアロゾル形成基体（
１０）と、前記可燃性熱源（２）の前面部分（２ａ）お
よび後方部分（２ｂ）を囲むラッパー（４０）とを備え
る。ラッパー（４０）は、可燃性熱源（２）の後方部分
（２ｂ）と接触している。可燃性熱源（２）の前面部分
（２ａ）のすべてまたは一部の直径は、少なくとも約０
．５ｍｍの空気ギャップ（４２）によって、ラッパー（
４０）が可燃性熱源（２）の前面部分（２ａ）のすべて
または一部から半径方向に間隙を介するように、可燃性
熱源（２）の後方部分（２ｂ）と比較して小さい。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙物品であって、
　　前面部分および後方部分を持つ可燃性熱源と、
　　前記可燃性熱源の前記後方部分の下流のエアロゾル形成基体と、
　　前記可燃性熱源の前記前面部分および前記後方部分を囲むラッパーとを含み、
　　前記ラッパーが、前記可燃性熱源の前記後方部分と接触し、また前記ラッパーが少な
くとも約０．５ｍｍの空気ギャップ分だけ前記可燃性熱源の前記前面部分のすべてまたは
一部から半径方向に間隙を介するように、前記可燃性熱源の前記前面部分のすべてまたは
一部の直径が前記可燃性熱源の前記後方部分と比較して小さい、喫煙物品。
【請求項２】
　前記ラッパーが、空気ギャップによって約０．５ｍｍ～約１．５ｍｍだけ前記可燃性熱
源の前記前面部分のすべてまたは一部から半径方向に間隙を介している、請求項１による
喫煙物品。
【請求項３】
　前記ラッパーが前記空気ギャップによって前記可燃性熱源の前記前面部分の少なくとも
約５０％から半径方向に間隙を介している、請求項１または２に記載の喫煙物品。
【請求項４】
　前記ラッパーが前記空気ギャップによって前記可燃性熱源の前記前面部分のすべてから
半径方向に間隙を介するように、前記可燃性熱源の前記前面部分のすべての直径が、前記
可燃性熱源の前記後方部分と比較して小さい、請求項１～３のいずれか１項に記載の喫煙
物品。
【請求項５】
　前記可燃性熱源の前記前面部分が、前記可燃性熱源の前記後方部分と比較して直径が小
さい複数の円周方向に間隙を介した長軸方向の溝を含む、請求項１～３のいずれか１項に
記載の喫煙物品。
【請求項６】
　前記ラッパーが１つ以上の熱伝導材料の層を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載
の喫煙物品。
【請求項７】
　前記ラッパーが１つ以上のアルミニウムの層を含む、請求項６に記載の喫煙物品。
【請求項８】
　前記ラッパーが１つ以上の熱絶縁材料の層を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載
の喫煙物品。
【請求項９】
　前記ラッパーが１つ以上の紙の層を含む、請求項８に記載の喫煙物品。
【請求項１０】
　前記ラッパーが半径方向に内側にある熱絶縁材料の層および半径方向に外側にある熱伝
導材料の層を含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項１１】
　１つ以上の空気吸込み口が前記可燃性熱源の前記前面部分の周りの前記ラッパー内に提
供されている、請求項１～１０のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項１２】
　前記可燃性熱源の前記後方部分の直径がエアロゾル形成基体と実質的に同じである、請
求項１～１１のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項１３】
　前記可燃性熱源がブラインド可燃性熱源である、請求項１～１２のいずれか１項に記載
の喫煙物品。
【請求項１４】
　１つ以上の長軸方向の気流チャネルが前記可燃性熱源を貫いて提供されている、請求項
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１～１２のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項１５】
　前記可燃性熱源と前記１つ以上の気流チャネルとの間に不燃性の実質的に不通気性のバ
リアをさらに含む、請求項１４に記載の喫煙物品。
【請求項１６】
　前記可燃性熱源の前記後方部分と前記エアロゾル形成基体との間に不燃性の実質的に不
通気性のバリアをさらに含む、請求項１～１５のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前面部分および後方部分を持つ可燃性熱源と、可燃性熱源の後方部分の下流
にあるエアロゾル形成基体とを含む喫煙物品に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　たばこが燃焼するよりはむしろ加熱される多くの喫煙物品が、当業界において提唱され
てきた。このような「加熱式」喫煙物品の１つの目的は、従来的な紙巻たばこにおけるた
ばこの燃焼および熱分解によって生成されるタイプの周知の有害な煙成分を低減すること
である。加熱式喫煙物品の一つの公知の種類では、可燃性熱源から可燃性熱源の下流にあ
るエアロゾル形成基体への熱の移動によりエアロゾルが生成される。喫煙中、揮発性化合
物は可燃性熱源からの熱伝達によってエアロゾル形成基体から放出され、喫煙物品を介し
て引き出された空気中に混入される。放出された化合物が冷えるにつれて、これらは、凝
縮してユーザーによって吸入されるエアロゾルを形成する。
【０００３】
　容認可能なエアロゾルを得るために、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への十分な伝
導性熱伝達を確保するために、可燃性熱源の少なくとも後方部分、および加熱式喫煙物品
の少なくともエアロゾル形成基体の前面部分の周りにあり、それらと直に接触する熱伝導
性要素を含めることは周知である。例えば、ＷＯ－Ａ２－２００９／０２２２３２号では
、可燃性熱源と、可燃性熱源のエアロゾル形成基体下流と、可燃性熱源の後方部分および
エアロゾル形成基体の隣接する前面部分の周りにあり、それと直に接触する熱伝導性要素
とを備えた喫煙物品を開示している。
【０００４】
　加熱式喫煙物品で使用するための可燃性熱源の燃焼温度は、加熱式喫煙物品の使用中に
エアロゾル形成材料が燃焼または熱劣化するほど高くなるべきでない。ところが、可燃性
熱源の燃焼温度は、エアロゾル形成材料から十分な揮発性化合物を放出して、特に吸い始
めに容認可能なエアロゾルを生成するために十分な熱を生成するのに十分に高いものであ
るべきである。
【０００５】
　加熱式喫煙物品で使用するための各種の可燃性炭素含有熱源が、当業界において提案さ
れてきた。加熱式喫煙物品で使用するための可燃性炭素含有熱源の燃焼温度は、約６００
°Ｃ～８００°Ｃである。
【０００６】
　加熱式喫煙物品の表面温度を低減するために、加熱式喫煙物品の可燃性炭素含有熱源の
周辺を断熱部材で包むことは周知である。
【０００７】
　例えば、ＵＳ－Ａ－４，７１４，０８２号では、可燃性炭素含有燃料要素と、エアロゾ
ル発生手段と、熱伝導性の部材と、ガラス繊維ジャケットなどの弾力性のある非燃焼性材
料でできた周辺の断熱部材とを備えた喫煙物品が開示されている。断熱部材は、燃料要素
の少なくとも一部、および有利なことにエアロゾル発生手段の少なくとも一部を囲む。
【０００８】
　ＥＰ－Ａ２－０　１７４　６４５号は、炭素質の燃料要素と、エアロゾル形成材料を有
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する基体を含む、物理的に分離されたエアロゾル発生手段と、燃料要素および基体の一部
と接する熱伝導性部材と、マウスエンドピースとを含む喫煙物品を開示している。燃料要
素の少なくとも一部には、断熱ファイバーのジャケットなどの周辺の断熱部材が提供され
ることが好ましく、これが、半径方向の熱損失を低減させ、熱の保持および燃料要素から
エアロゾル発生手段に向けた熱の配向を支援する。
【０００９】
　ＵＳ－Ａ－４，７１４，０８２号およびＥＰ－Ａ２－０　１７４　６４５号に開示され
ている通り、別個の断熱部材を含めることで、その結果、喫煙物品の長さに沿って一定で
はない横断断面を持つ加熱式喫煙物品となりうる。これは、加熱式喫煙物品の外観に悪影
響を与えることになりかねず、可燃性炭素含有熱源を加熱式喫煙物品内に確実に固定する
ことがより困難となりうる。ＵＳ－Ａ－４，７１４，０８２号およびＥＰ－Ａ２－０　１
７４　６４５号で開示されている別個の断熱部材を含めることで、加熱式喫煙物品の組立
が複雑なものにもなりかねない。
【００１０】
　熱源の近傍で表面温度が低く、容認できる外観を持ち、より信頼できる方法で組み立て
られうる喫煙物品を提供することが望ましい。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明によれば、前面部分および後方部分を持つ可燃性熱源と、可燃性熱源の後方部分
の下流にあるエアロゾル形成基体と、可燃性熱源の前面部分および後方部分を囲むラッパ
ーとが提供されており、ここでラッパーは、可燃性熱源の後方部分と接触しており、また
すべてまたは一部の可燃性熱源の前面部分は、少なくとも約０．５ｍｍの空気ギャップに
よって、ラッパーが可燃性熱源の前面部分のすべてまたは一部から半径方向に間隙を介す
るように、可燃性熱源の後方部分と比較して直径が小さい。
【００１２】
　本明細書に使用される場合、「エアロゾル形成基体」という用語は、エアロゾルを形成
することができる揮発性化合物を加熱に応じて放出することができる基体を記述するため
に使用される。本発明による喫煙物品のエアロゾル形成基体から生成されるエアロゾルは
、見えても、または見えなくてもよく、蒸気（例えば、気状である物質の微粉は室温にて
通常、液体または固体である）、ならびに気体および凝縮された蒸気の液体の液滴を含ん
でもよい。
【００１３】
　エアロゾル形成基体は、揮発性化合物を加熱に応じて放出できる材料を含むプラグまた
はセグメントの形態であってもよく、それはラッパーによって取り囲まれてエアロゾルを
形成することができる。エアロゾル形成基体がこのようなプラグまたはセグメントの形態
である場合、ラッパーを含むプラグまたはセグメントの全体は、エアロゾル形成基体であ
ると見なされる。
【００１４】
　本明細書に使用される場合、「遠位」、「上流」および「前方」、ならびに「近位」、
「下流」および「後方」という用語は、ユーザーがその使用中に喫煙物品において吸い込
む方向に関して喫煙物品の構成要素または構成要素の部分の相対的位置を記述するために
使用される。本発明による喫煙物品は、使用において、ユーザーへの送達のために喫煙物
品を出るエアロゾルが通る近位端を含む。喫煙物品の近位端はまた、口側の端と呼ばれる
こともある。使用において、ユーザーは喫煙物品によって生成されるエアロゾルを吸入す
るために、喫煙物品の近位端において吸い込む。
【００１５】
　可燃性熱源は遠位端に、またはその近くに位置する。口側の端は遠位端の下流である。
また、喫煙物品の近位端は下流端と呼ばれてもよく、また、喫煙物品の遠位端は上流端と
呼ばれてもよい。本発明による喫煙物品の成分または成分の部分は、喫煙物品の近位端と
遠位端との間のこれらの相対的位置に基づく互いの上流または下流にあると記述されても
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よい。
【００１６】
　可燃性熱源の前面部分は可燃性熱源の上流端にある。可燃性熱源の上流端は喫煙物品の
近位端から最も遠い可燃性熱源の末端である。可燃性熱源の後方部分は可燃性熱源の下流
端にある。可燃性熱源の下流端は喫煙物品の近位端に最も近い可燃性熱源の末端である。
【００１７】
　本明細書に使用される場合、「長軸方向」という用語は、喫煙物品の近位端と対向した
遠位端との間の方向を記述するために使用される。
【００１８】
　本明細書に使用される「半径方向」および「横断方向」という用語は、喫煙物品の近位
端と対向した遠位端との間の方向に対して直角をなす方向を記述するために使用される。
【００１９】
　本明細書に使用される場合、「長さ」という用語は、喫煙物品の長軸方向の最大寸法を
記述するために使用される。それは、喫煙物品の近位端と対向した遠位端との間の方向に
おける最大寸法である。
【００２０】
　本発明による喫煙物品は、可燃性熱源の前面部分の少なくとも一部分とラッパーとの間
に少なくとも０．５ｍｍの空気ギャップを含む。可燃性熱源の前面部分のすべてまたは一
部とラッパーの間に少なくとも約０．５ｍｍの空気ギャップを含めると、有利にも可燃性
熱源の断熱がなされ、またそのため可燃性熱源の近傍の喫煙物品の表面温度を下げる。
【００２１】
　本発明による喫煙物品の可燃性熱源の前面部分のすべてまたは一部の直径は、可燃性熱
源の後方部分と比較して小さい。可燃性熱源の前面部分のすべてまたは一部の直径が可燃
性熱源の後方部分と比較して小さいことで、可燃性熱源の前面部分のすべてまたは一部と
ラッパーとの間の空気ギャップが含まれるにも関わらず、ラッパーが可燃性熱源の後方部
分と接触するようになる。これは有利なことに喫煙物品内での可燃性熱源の保持に役立つ
。これはまた、許容されるエアロゾルを提供するための可燃性熱源からエアロゾル形成基
体への適切な熱伝達の促進を助ける。
【００２２】
　本明細書で使用される場合、「接触する」という表現は、ラッパーと可燃性熱源の後方
部分との間に空気ギャップがないことを意味するために使用される。
【００２３】
　ラッパーは、少なくとも約１．０ｍｍの空気ギャップによって可燃性熱源の前面部分の
すべてまたは一部から半径方向に間隙を介しうる。
【００２４】
　ラッパーは約０．５ｍｍ～約１．５ｍｍの空気ギャップによって可燃性熱源の前面部分
のすべてまたは一部から半径方向に間隙を介していることが好ましい。ラッパーは、約１
．０ｍｍ～約１．５ｍｍの空気ギャップによって可燃性熱源の前面部分のすべてまたは一
部から半径方向に間隙を介しうる。
【００２５】
　ラッパーは空気ギャップによって可燃性熱源の前面部分の少なくとも約５０％から半径
方向に間隙を介していることが好ましい。ラッパーは空気ギャップによって可燃性熱源の
前面部分の少なくとも約６０％から半径方向に間隙を介しうる。
【００２６】
　可燃性熱源の後方部分は、実質的に一定の横断断面であることが好ましい。可燃性熱源
の後方部分は、実質的に一定の円形の横断断面であることがより好ましい。
【００２７】
　可燃性熱源の前面部分は、実質的に一定の横断断面であることが好ましい。
【００２８】
　一定の実施形態において、可燃性熱源の前面部分のすべての直径は、ラッパーが空気ギ
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ャップによって可燃性熱源の前面部分のすべてから半径方向に間隙を介するように、可燃
性熱源の後方部分と比較して小さい。一定の好ましい実施形態で、可燃性熱源の前面部分
および後方部分は実質的に一定の円形の横断断面であり、また可燃性熱源は実質的にＴ型
の長軸方向の断面である。
【００２９】
　その他の実施形態において、可燃性熱源の前面部分の一部のみの直径が、ラッパーが空
気ギャップによって可燃性熱源の前面部分の一部のみから半径方向に間隙を介するように
可燃性熱源の後方部分と比較して小さい。一定の実施形態において、可燃性熱源の前面部
分は、可燃性熱源の後方部分と比較して小さい直径を持つ複数の周辺に間隙を介した長軸
方向の溝を含む。一定の好ましい実施形態で、可燃性熱源の前面部分は実質的に一定の星
型または歯型の横断断面であり、可燃性熱源の後方部分は実質的に一定の円形の横断断面
である。
【００３０】
　可燃性熱源の長さは約７ｍｍ～約１７ｍｍであることが好ましく、約７ｍｍ～約１５ｍ
ｍであることがより好ましく、約７ｍｍ～約１３ｍｍであることが最も好ましい。
【００３１】
　可燃性熱源の前面部分の長さは、少なくとも５ｍｍであることが好ましい。
【００３２】
　可燃性熱源の前面部分の長さは、少なくとも５ｍｍ～約１２ｍｍであることが好ましい
。
【００３３】
　可燃性熱源の後方部分の長さは、少なくとも３ｍｍであることが好ましい。
【００３４】
　可燃性熱源の後方部分の長さは、少なくとも約３ｍｍ～約６ｍｍであることが好ましい
。
【００３５】
　可燃性熱源の後方部分の直径は約５ｍｍ～約９ｍｍであることが好ましく、約７ｍｍ～
約８ｍｍであることがより好ましい。
【００３６】
　可燃性熱源の後方部分は、エアロゾル形成基体と実質的に同じ直径であることが好まし
い。
【００３７】
　ラッパーは、外側ラッパーとしうる。本明細書で使用される場合、「外側ラッパー」と
いう用語は、喫煙物品の外側に見えるラッパーを描写するために使用される。
【００３８】
　別の方法として、ラッパーは内側ラッパーでもよい。本明細書で使用される場合、「内
側ラッパー」という用語は、喫煙物品の外側から見えないか、または部分的にのみ見える
ラッパーを描写するために使用される。こうした実施形態において、喫煙物品はさらに、
ラッパーのすべてまたは一部の上にある１つ以上の追加的な材料の層を含む。例えば、喫
煙物品は、ラッパーのすべてまたは一部を囲む追加的なラッパーを備える。
【００３９】
　可燃性熱源の前面部分への酸素の供給を促進するために、１つ以上の空気吸込み口がラ
ッパー内に、また存在する場合には可燃性熱源の前面部分の周りのラッパーの上にある任
意の追加的な材料の層内に提供されることが好ましい。
【００４０】
　ラッパーの物理的な統合性は、点火および燃焼の間、可燃性熱源によって達成される温
度にて維持されることが好ましい。
【００４１】
　ラッパーは、熱伝導材料を含みうる。ラッパーは、適切な熱伝導率を持つ任意の適切な
熱伝導材料または材料の組み合わせを含んでいてもよい。
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【００４２】
　こうした実施形態で、ラッパーは、改良非定常平面熱源（ＭＴＰＳ）法を使用して測定
される時に、２３℃および５０％の相対湿度にて、約１０Ｗワット毎メートル毎ケルビン
（Ｗ／（ｍ・Ｋ））～約５００ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））、より好
ましくはあたり約１５ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））～約４００ワット
毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））のバルク熱伝導率を有する１つ以上の熱伝導材
料を含むことが好ましい。適切な熱伝導材料は、金属箔（例えばアルミ箔、スチール箔、
鉄箔および銅箔）、および金属合金箔を含むが、これらに限定されない。
【００４３】
　別の方法としてまたは追加的に、ラッパーは熱絶縁材料を含みうる。ラッパーは、適切
な任意の熱絶縁材料または材料の組み合わせを含みうる。適切な熱絶縁材料は紙を含むが
限定されない。
【００４４】
　ラッパーは、単一層の熱伝導材料または単一層の断熱材料で形成されうる。
【００４５】
　別の方法として、ラッパーは、１つ以上の熱伝導材料の層および１つ以上の断熱材料の
層を含む複数層の材料または層状材料で形成されてもよい。このような実施形態において
、熱伝導材料の１つ以上の層は、上記の熱伝導材料のいずれかを含んでもよい。
【００４６】
　一定の好ましい実施形態で、ラッパーは、可燃性熱源の後方部分に面した半径方向に内
側にある熱絶縁材料の層と、半径方向に外側にある熱伝導材料の層を含む、層状材料で形
成されうる。
【００４７】
　こうした実施形態において、半径方向に内側にある熱絶縁材料の層および半径方向に外
側にある熱伝導材料の層の組み合わせを含むラッパーを含めることで、有利なことに可燃
性熱源からエアロゾル形成基体へ熱が伝導し、可燃性熱源からの放射熱損失が制限され、
可燃性熱源が断熱される。
【００４８】
　一定の実施形態において、ラッパーは可燃性熱源の後方部分と直に接触しうる。本明細
書に使用される場合、「直に接触」という用語は、成分の表面が相互に触れているように
、任意の中間材料がない２つの成分間の接触を意味するために使用される。
【００４９】
　その他の実施形態において、ラッパーは可燃性熱源の後方部分と間接的に接触しうる。
こうした実施形態において、１つ以上の材料の層は、ラッパーと可燃性熱源の後方部分と
の間に提供される。
【００５０】
　本発明による喫煙物品は、可燃性熱源の後方部分とラッパーの間に第一の熱伝導性要素
を備えうる。こうした実施形態において、第一の熱伝導性要素はラッパーの一部の下にあ
る。
【００５１】
　第一の熱伝導性要素は、可燃性熱源の後方部分のすべてまたは一部の周りでもよい。第
一の熱伝導性要素は、可燃性熱源の後方部分のすべてまたは一部、およびエアロゾル形成
基体の少なくとも前面部分の周りにあることが好ましい。第一の熱伝導性要素は、燃焼抵
抗性であることが好ましい。一定の実施形態において、第一の熱伝導性要素は酸素制限性
である。言い換えれば、第一の熱伝導性要素は、酸素が第一の熱伝導性要素を通って可燃
性熱源を通過することを抑制する、または抵抗する。
【００５２】
　一定の実施形態では、第一の熱伝導性要素は、可燃性熱源とエアロゾル形成基体との間
に実質的に気密な結合を提供しうる。これは、その周辺を介してエアロゾル形成基体に容
易に引き出されている可燃性熱源からの燃焼ガスを有利に阻止または抑制してもよい。ま
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た、このような結合は、可燃性熱源およびエアロゾル形成基体の周辺に沿って引き出され
る空気によって、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への強制対流熱伝達を有利に最小に
しても、または実質的に回避してもよい。
【００５３】
　一定の実施形態において、第一の熱伝導性要素は、可燃性熱源の後方部分のすべてまた
は一部、およびエアロゾル形成基体の少なくとも前面部分の周りにあり、それと直に接触
してもよい。このような実施形態において、可燃性熱源の後方部分のすべてまたは一部は
第一の熱伝導性要素によって囲まれ、それと直に接触し、エアロゾル形成基体の少なくと
も前面部分は第一の熱伝導性要素によって囲まれ、それと直に接触する。このような実施
形態において、第一の熱伝導性要素は本発明による喫煙物品の可燃性熱源とエアロゾル形
成基体との間に熱リンクを提供する。
【００５４】
　一定の実施形態において、エアロゾル形成基体の全長は、第一の熱伝導性要素によって
囲まれてもよい。
【００５５】
　その他の実施形態において、第一の熱伝導性要素は、エアロゾル形成基体の前面部分の
みを囲んでいてもよい。このような実施形態において、エアロゾル形成基体は、第一の熱
伝導性要素を越えて下流に延びる。
【００５６】
　第一の熱伝導性要素がエアロゾル形成基体の前面部分のみを囲む実施形態において、エ
アロゾル形成基体は、第一の熱伝導性要素を越えて下流に少なくとも約３ｍｍ延びること
が好ましい。エアロゾル形成基体は、第一の熱伝導性要素を越えて下流に約３ｍｍ～約１
０ｍｍ延びることがより好ましい。しかし、エアロゾル形成基体は、第一の熱伝導性要素
を越えて下流に３ｍｍ未満伸びてもよい。
【００５７】
　第一の熱伝導性要素によって囲まれるエアロゾル形成基体の前面部分は、約１ｍｍ～約
１０ｍｍの長さであることが好ましく、約２ｍｍ～約８ｍｍの長さであることがより好ま
しく、約２ｍｍ～の６ｍｍの長さであることが最も好ましい。
【００５８】
　第一の熱伝導性要素は、熱伝導材料を含む。第一の熱伝導性要素は、適切な熱伝導率を
持つ任意の適切な熱伝導材料または材料の組み合わせを含んでいてもよい。
【００５９】
　第一の熱伝導性要素は、　改良非定常平面熱源（ＭＴＰＳ）法を使用して測定される時
に、２３℃および５０％の相対湿度にて約１０ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・
Ｋ））～５００ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））であることが好ましく、
約１５ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））～約４００ワット毎メートル毎ケ
ルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））のバルク熱伝導率を有する１つ以上の熱伝導材料を含むことが
より好ましい。適切な熱伝導材料は、金属箔ラッパー、例えば、アルミ箔ラッパー、鋼鉄
ラッパー、鉄箔ラッパーおよび銅箔ラッパーなど；および金属合金箔ラッパーを含むが、
これらに限定されない。
【００６０】
　第一の熱伝導性要素は熱伝導材料の単一の層で形成されてもよい。あるいは、第一の熱
伝導性要素は、１つ以上のその他の熱伝導性の層または非熱伝導性の層と組み合わせて熱
伝導材料の少なくとも１つの層を含む多層または層状材料で形成されてもよい。このよう
な実施形態において、熱伝導材料の少なくとも１つの層は、上記の熱伝導材料のいずれか
を含んでもよい。
【００６１】
　一定の実施形態において、第一の熱伝導性要素は、熱伝導材料の少なくとも１つの層お
よび熱絶縁材料の少なくとも１つの層を含む層状材料で形成されてもよい。こうした実施
形態において、可燃性熱源の後方部分に面した半径方向に内側にある第一の熱伝導性要素
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の層は熱伝導材料の層でもよく、また半径方向に外側にある第一の熱伝導性要素の層は熱
絶縁材料の層でもよい。
【００６２】
　第一の熱伝導性要素の厚さは、約５ミクロン～約５０ミクロンであることが好ましく、
約１０ミクロン～約３０ミクロンであることがより好ましく、約２０ミクロンであること
が最も好ましい。一定の特に好ましい実施形態において、第一の熱伝導性要素は約２０ミ
クロンの厚さを有するアルミ箔を含む。
【００６３】
　別の方法として、またはラッパーの一部の下にある第一の熱伝導性要素に加えて、本発
明による喫煙物品は、ラッパーのすべてまたは一部の上にある第二の熱伝導性要素を備え
うる。
【００６４】
　本発明による喫煙物品が第一の熱伝導性要素および第二の熱伝導性要素を備える場合、
第二の熱伝導性要素は、第一の熱伝導性要素の少なくとも一部分の周りにあることが好ま
しい。すなわち、第二の熱伝導性要素は、第一の熱伝導性要素の少なくとも一部の上にあ
ることが好ましい。こうした実施形態において、第二の熱伝導性要素の少なくとも一部は
、ラッパーによって第一の熱伝導性要素から半径方向に分離されている。
【００６５】
　本明細書で使用される場合、「半径方向に分離」という用語は、第二の熱伝導性要素お
よび第一の熱伝導性要素の少なくとも一部の間で直接の接触がないように、第二の熱伝導
性要素の少なくとも一部が、ラッパーによって第一の熱伝導性要素から半径方向に間隙を
介していることを示すために使用される。
【００６６】
　第二の熱伝導性要素のすべてまたは実質的にすべては、ラッパーによって第一の熱伝導
性要素から半径方向に分離され、その結果、第一の熱伝導性要素と第二の熱伝導性要素と
の間に直接の接触が実質的にないことが好ましい。これは、第一の熱伝導性要素から第二
の熱伝導性要素への伝導性熱伝達を有利に制限する、または抑制する。これは有利にも、
第一の熱伝導性要素よりも低い温度を保持する第二の熱伝導性要素を生じる。
【００６７】
　こうした実施形態において、第二の熱伝導性要素は有利にも、第一の熱伝導性要素から
の熱損失を減少させる。使用時、第二の熱伝導性要素は、熱が可燃性熱源によって生成さ
れるにつれて、喫煙物品の喫煙中に温度を上昇させることになる。第二の熱伝導性要素の
上昇温度は、第一の熱伝導性要素、ラッパーおよび追加的な間に入る任意の材料の層との
間の温度差を減少させ、その結果、第一の熱伝導性要素からの熱損失が減少されうる。第
一の熱伝導性要素からの熱損失を減少させることによって、第二の熱伝導性要素は有利に
も所望の温度範囲内で第一の熱伝導性要素の温度をより良く維持するのを助ける。
【００６８】
　第二の熱伝導性要素は、熱伝導材料を含む。第二の熱伝導性要素は、適切な熱伝導率を
持つ任意の適切な熱伝導材料または材料の組み合わせを含んでいてもよい。
【００６９】
　第二の熱伝導性要素は、改良非定常平面熱源（ＭＴＰＳ）法を使用して測定される時に
、２３℃および５０％の相対湿度にて、約１０ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・
Ｋ））～約５００ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））であることが好ましく
、約１５ワット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））～約４００ワット毎メートル毎
ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））のバルク熱伝導率を有する１つ以上の熱伝導材料を含むこと
がより好ましい。適切な熱伝導材料は、金属箔ラッパー、例えば、アルミ箔ラッパー、鋼
鉄ラッパー、鉄箔ラッパーおよび銅箔ラッパーなど；および金属合金箔ラッパーを含むが
、これらに限定されない。
【００７０】
　本発明による喫煙物品が第一の熱伝導性要素および第二の熱伝導性要素を備える場合、



(10) JP 2017-500852 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

第一の熱伝導性要素および第二の熱伝導性要素は、同じ熱伝導材料または異なる熱伝導材
料を備えうる。
【００７１】
　一定の好ましい実施形態において、第一の熱伝導性要素および第二の熱伝導性要素は、
同じ熱伝導材料を含む。一定の好ましい実施形態において、第一の熱伝導性要素および第
二の熱伝導性要素は、アルミ箔を含む。
【００７２】
　本発明による喫煙物品が第一の熱伝導性要素および第二の熱伝導性要素を備える場合、
第二の熱伝導性要素は、アルミニウムまたは鋼など、１つ以上の熱反射性材料を含むこと
が好ましい。このような実施形態において、使用において、第二の熱伝導性要素は、第一
の熱伝導性要素の方へ後ろに第一の熱伝導性要素から放射する熱を有利にも反射する。こ
れにより第一の熱伝導性要素の温度をより良く制御でき、可燃性熱源がより高い温度に維
持されうるように、第一の熱伝導性要素からの熱損失がさらに減少する。
【００７３】
　本明細書に使用される場合、「熱反射材料」という用語は、材料が放射するよりも大き
い割合の入射放射線をその表面から反射するように、相対的に高い熱反射率および相対的
に低い熱放射率を有する材料をいう。材料は、入射放射線の５０％以上を反射するのが好
ましく、入射放射線の７０％以上を反射するのがより好ましく、入射放射線の７５％以上
を反射するのが最もより好ましい。
【００７４】
　本発明による喫煙物品が熱反射材料を含む第一の熱伝導性要素および第熱伝導性要素を
含む場合、すべてまたは実質的にすべての第二の熱伝導性要素は、第二の熱伝導性要素に
よる第一の熱伝導性要素に向けた反射を促進するために、ラッパーによって第一の熱伝導
性要素から半径方向に分離されていることが好ましい。
【００７５】
　第二の熱伝導性要素の反射率は、光沢のある半径方向に内側にある表面を持つ第二の熱
伝導性要素を提供することによって改善でき、半径方向に内側にある表面は、第一の熱伝
導性要素の半径方向に外側にある表面に面する第二の熱伝導性要素の表面である。
【００７６】
　第二の熱伝導性要素は熱伝導材料の単一の層で形成されてもよい。あるいは、第二の熱
伝導性要素は、１つ以上のその他の熱伝導性の層または非熱伝導性の層と組み合わせて熱
伝導材料の少なくとも１つの層を含む多層または層状材料で形成されてもよい。このよう
な実施形態において、熱伝導材料の少なくとも１つの層は、上記の熱伝導材料のいずれか
を含んでもよい。
【００７７】
　一定の実施形態において、第二の熱伝導性要素は、熱伝導材料の少なくとも１つの層お
よび熱絶縁材料の少なくとも１つの層を含む層状材料で形成されてもよい。こうした実施
形態において、ラッパーに面した半径方向に内側にある第二の熱伝導性要素の層は熱絶縁
材料の層でもよく、また半径方向に外側にある第二の熱伝導性要素の層は熱伝導材料の層
でもよい。
【００７８】
　本発明による喫煙物品が第一の熱伝導性要素および第二の熱伝導性要素を備える場合、
第二の熱伝導性要素の厚さは、第一の熱伝導性要素の厚さと実質的に同じでもよい。ある
いは、第一の熱伝導性要素および第二の熱伝導性要素は、相互に異なる厚さを有してもよ
い。
【００７９】
　第二の熱伝導性要素の厚さは、約５ミクロン～約１００ミクロンであるのが好ましく、
約５ミクロン～約８０ミクロンであるのがより好ましい。
【００８０】
　第二の熱伝導性要素は、約２ミクロン～約５０ミクロンの厚さを有する熱伝導材料の１
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つ以上の層を含むのが好ましく、約４ミクロン～約３０ミクロンであるのがより好ましい
。
【００８１】
　一定の実施形態において、第二の熱伝導性要素は、約２０ミクロンの厚さを有するアル
ミ箔を含んでもよい。
【００８２】
　一定の実施形態において、第二の熱伝導性要素は、約５ミクロン～約６ミクロンの厚さ
を有するアルミニウムの外層および紙の内層を含む層状材料を含んでいてもよい。
【００８３】
　本発明による喫煙物品が第一の熱伝導性要素および第熱伝導性要素を含む場合、第一の
熱伝導性要素に対する第二の熱伝導性要素の位置および範囲は、可燃性熱源およびエアロ
ゾル形成基体の位置および広がりは、喫煙中にエアロゾル形成基体の加熱を制御するため
に調整されてもよい。
【００８４】
　第二の熱伝導性要素は、可燃性熱源の前面部分および後方部分の一方または両方の周り
に配置されうる。
【００８５】
　ラッパーが単一層の熱絶縁材料を含む場合、第二の熱伝導性要素は、可燃性熱源の前面
部分および後方部分の周りに配置されることが好ましい。
【００８６】
　別の方法としてまたは追加的に、第二の熱伝導性要素は、エアロゾル形成基体の少なく
とも一部の周りに配置されてもよい。
【００８７】
　一定の実施形態において、エアロゾル形成基体は、可燃性熱源の後方部分に隣接しても
よい。
【００８８】
　本明細書に使用される場合、「隣接する」という用語は、可燃性熱源の後方部分、また
は可燃性熱源の後方部分の後面に提供される不燃性の実質的に不通気性のバリア被覆と直
に接触するエアロゾル形成基体を記述するために使用される。
【００８９】
　その他の実施形態において、エアロゾル形成基体は可燃性熱源の後方部分から間隙を介
していてもよい。すなわち、エアロゾル形成基体と可燃性熱源の後面との間のスペースま
たはギャップがあってもよい。
【００９０】
　本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体の周辺に１つ以上の第一の空気吸込み口
をさらに含みうる。
【００９１】
　使用において、冷気は、第一の空気吸込み口を通ってエアロゾル形成基体に引き出され
る。第一の空気吸込み口を通って喫煙物品のエアロゾル形成基体に引き出される空気は、
エアロゾル形成基体から喫煙物品を通って下流に通過し、その近位端を通って喫煙物品を
出る。
【００９２】
　ユーザーがたばこを吸う間、１つ以上の第一の入口を通ってエアロゾル形成基体に引き
出される冷気は、本発明による喫煙物品のエアロゾル形成基体の温度を有利に低下させう
る。これは、ユーザーがたばこを吸う間、本発明による喫煙物品のエアロゾル形成基体の
温度におけるスパイクを有利に実質的に阻止または抑制しうる。
【００９３】
　一定の好ましい実施形態において、１つ以上の第一の空気吸込み口は、エアロゾル形成
基体の下流端に近くに位置する。
【００９４】
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　別の方法としてまたは追加的に、エアロゾル形成基体が可燃性熱源の後方部分から間隙
を介している場合、本発明による喫煙物品は、可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基
体との間に１つ以上の第二の空気吸込み口をさらに備えうる。使用において、冷気は、第
二の空気吸込み口を通って可燃性熱源とエアロゾル形成基体との間のスペースに引き出さ
れる。第二の空気吸込み口を通って可燃性熱源とエアロゾル形成基体との間のスペースに
引き出される空気は、可燃性熱源とエアロゾル形成基体との間のスペースから喫煙物品を
通って下流に通過し、その近位端を通って喫煙物品を出る。
【００９５】
　また、ユーザーがたばこを吸う間、可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間
の１つ以上の第二の入口を介して引き出された冷気は、本発明による喫煙物品のエアロゾ
ル形成基体の温度を有利に低下させうる。これは、ユーザーがたばこを吸う間、本発明に
よる喫煙物品のエアロゾル形成基体の温度におけるスパイクを有利に実質的に阻止または
抑制しうる。
【００９６】
　別の方法としてまたは追加的に、本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体の下流
に１つ以上の第三の空気吸込み口をさらに含んでいてもよい。
【００９７】
　当然のことながら、本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体の周辺の１つ以上の
第一の空気吸込み口と、可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間の１つ以上の
第二の空気吸込み口と、エアロゾル形成基体の下流にある１つ以上の第三の空気吸込み口
との任意の組み合わせを備えうる。
【００９８】
　本発明による喫煙物品は、可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間に不燃性
の実質的に不通気性の第一のバリアを含んでいてもよい。
【００９９】
　本明細書に使用される場合、「不燃性」という用語は、その燃焼および点火の間に可燃
性熱源によって到達される温度で実質的に不燃性であるバリアを記述するために使用され
る。
【０１００】
　第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分およびエアロゾル形成基体の前面部分のうち一
方または両方に接してもよい。あるいは、第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分および
エアロゾル形成基体の一方または両方から間隙を介していてもよい。
【０１０１】
　第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分およびエアロゾル形成基体の一方または両方に
接着され、または別途貼り付けられてもよい。
【０１０２】
　一定の好ましい実施形態において、第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分の後面に提
供される不燃性で実質的に不通気性の第一のバリア被覆を含む。このような実施形態にお
いて、第一のバリアは、少なくとも実質的に可燃性熱源の後方部分の後面全体に提供され
る第一のバリア被覆を含むことが好ましい。第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分の後
面全体に提供される第一のバリア被覆を含むことがより好ましい。
【０１０３】
　本明細書で使用される場合、「被覆」という用語は、可燃性熱源を覆いそれに接着する
材料の層を描写するために使用される。
【０１０４】
　第一のバリアは、可燃性熱源の点火および燃焼の間にエアロゾル形成基体が曝露される
温度を有利に制限でき、そのようにして、喫煙物品の使用中にエアロゾル形成基体の熱分
解または燃焼を回避するまたは減少させるのに役立ちうる。これは、可燃性熱源が可燃性
熱源の点火を補助するため一つ以上の添加剤を含む場合に、特に有益である。
【０１０５】
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　また、可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間の不燃性で実質的に不通気性
の第一のバリアの封入は、喫煙物品の貯蔵中の可燃性熱源への本発明による喫煙物品のエ
アロゾル形成基体の構成要素の移動を有利に実質的に阻止または抑制しうる。
【０１０６】
　別の方法としてまたは追加的に、可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間の
不燃性で実質的に不通気性の第一のバリアの封入は、喫煙物品の使用中の可燃性熱源への
本発明による喫煙物品のエアロゾル形成基体の構成要素の移動を有利に実質的に阻止また
は抑制しうる。
【０１０７】
　可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間の不燃性で実質的に不通気性の第一
のバリアの封入は、エアロゾル形成基体が少なくとも１つのエアロゾル形成剤を含む場合
、特に有益でありうる。このような実施形態において、可燃性熱源の後方部分とエアロゾ
ル形成基体との間の不燃性で実質的に不通気性の第一のバリアの封入は、喫煙物品の貯蔵
および使用中のエアロゾル形成基体から可燃性熱源への少なくとも１つのエアロゾル形成
剤の移動を有利に阻止または抑制しうる。従って、喫煙物品の使用中の少なくとも１つの
エアロゾル形成剤の分解が有利に実質的に回避されるか減少されうる。
【０１０８】
　喫煙物品の所望の特徴および性能に応じて、第一のバリアは、低熱伝導率または高熱伝
導率を有してもよい。一定の実施形態において、第一のバリアは、改良非定常平面熱源（
ＭＴＰＳ）法を使用して測定した時に、２３℃および５０％の相対湿度にて、約０．１ワ
ット毎メートル毎ケルビン（Ｗ／（ｍ・Ｋ））～約２００ワット毎メートル毎ケルビン（
Ｗ／（ｍ・Ｋ））のバルク熱伝導率を有する材料から形成されてもよい。
【０１０９】
　第一のバリアの厚さは、優れた喫煙性能を達成するように適切に調整されてもよい。一
定の実施形態において、第一のバリアは、約１０ミクロン～約５００ミクロンの厚さを有
してもよい。
【０１１０】
　第一のバリアは、点火および燃焼中、可燃性熱源によって達成される温度にて実質的に
熱安定しており不燃性である１つ以上の適切な材料から形成されてもよい。適切な材料は
当業界で周知であり、および粘土（例えば、ベントナイトおよびカオリナイトなど）、ガ
ラス、ミネラル、セラミック材料、樹脂、金属およびこれらの組み合わせを含むが限定さ
れない。
【０１１１】
　第一のバリアが形成されうる好ましい材料は、粘土およびガラスを含む。バリアを形成
してもよいより好ましい材料は、銅、アルミニウム、ステンレス鋼、合金、アルミナ（Ａ
ｌ2Ｏ3）、樹脂およびミネラル接着剤を含む。
【０１１２】
　一定の好ましい実施形態において、第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分の後面に提
供されるベントナイトおよびカオリナイトの５０／５０の混合物を含む粘土被覆を含む。
その他の好ましい実施形態において、第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分の後面に提
供されるガラス被覆、より好ましくは焼結ガラス被覆を含む。
【０１１３】
　一定の特に好ましい実施形態において、第一のバリアは、可燃性熱源の後方部分の後面
に提供されるアルミニウム被覆を含む。
【０１１４】
　バリアは少なくとも約１０ミクロンの厚さを有するのが好ましい。
【０１１５】
　空気に対する粘土の浸透性はわずかなため、第一のバリアが可燃性熱源の後方部分の後
面に提供される粘土被覆を含む実施形態において、粘土被覆は、少なくとも約５０ミクロ
ンの厚さを有するのがより好ましく、約５０ミクロン～約３５０ミクロンが最も好ましい
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。
【０１１６】
　第一のバリアがアルミニウムなどの空気不浸透性である１つ以上の材料から形成される
実施形態において、第一のバリアはより薄くてもよく、一般に約１００ミクロン未満が好
ましく、約２０ミクロンの厚さがより好ましい。
【０１１７】
　第一のバリアが可燃性熱源の後方部分の後面に提供されるガラス被覆を含む実施形態に
おいて、ガラス被覆は、約２００ミクロン未満の厚さを有するのが好ましい。
【０１１８】
　第一のバリアの厚さは、当業界において公知の顕微鏡、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）また
は任意のその他の適切な測定方法を使用して測定されてもよい。
【０１１９】
　第一のバリアが可燃性熱源の後方部分の後面に提供される第一のバリア被覆を含む場合
、第一のバリア被覆は、吹き付け塗装、蒸着、浸漬、物質移動（例えば、ブラッシングま
たは接着）、静電沈着またはそれらの任意の組み合わせを含むがこれらに限定されない、
当業界において公知の任意の適切な方法によって可燃性熱源の後方部分の後面を覆い、そ
れに接着するために塗られてもよい。
【０１２０】
　例えば、第一のバリア被覆は、可燃性熱源の後方部分の後面のおよそのサイズおよび形
状にバリアを予め形成し、可燃性熱源の後方部分の後面にそれを塗って、少なくとも実質
的に可燃性熱源の後方部分の後面全体を覆い、それに接着することによって作製されても
よい。別の方法として、第一のバリア被覆は、それが可燃性熱源の後方部分の後面に適用
された後で、切断またはその他の方法で機械加工されうる。好ましい一つの実施形態で、
アルミ箔が、可燃性熱源に糊付けまたは圧迫により可燃性熱源の後面に適用され、そのア
ルミ箔が少なくとも実質的に可燃性熱源の後方部分の後面全体（可燃性熱源の後方部分の
後面全体であることが好ましい）を覆い接着するように、切断またはその他の方法で機械
加工される。
【０１２１】
　もう一つの好ましい実施形態において、第一のバリア被覆は、１つ以上の適切な被覆材
料の溶液または懸濁液を可燃性熱源の後方部分の後面に塗ることによって形成される。例
えば、第一のバリア被覆は、１つ以上の適切な被覆材料の溶液または懸濁液中に可燃性熱
源の後方部分の後面を浸漬することによって、または溶液または懸濁液をブラッシングま
たは吹き付け塗装することによって、もしくは１つ以上の適切な被覆材料の粉末または粉
末混合物を可燃性熱源の後方部分の後面上へ静電沈着させることによって、可燃性熱源の
後方部分の後面に塗られてもよい。可燃性熱源の後方部分の後面上へ１つ以上の適切な被
覆材料の粉末または粉末混合物を静電沈着させることによって、第一のバリア被覆が可燃
性熱源の後方部分の後面に塗られる場合、可燃性熱源の後方部分の後面は、静電沈着の前
に水ガラスで前処理されるのが好ましい。第一のバリア被覆は、吹き付け塗装によって塗
られることが好ましい。
【０１２２】
　第一のバリア被覆は、可燃性熱源の後方部分の後面への１つ以上の適切な被覆材料の溶
液または懸濁液の単一の塗布により形成されてもよい。あるいは、第一のバリア被覆は、
可燃性熱源の後方部分の後面への１つ以上の適切な被覆材料の溶液または懸濁液の複数の
塗布により形成されてもよい。例えば、第一のバリア被覆は、可燃性熱源の後方部分の後
面への１つ以上の適切な被覆材料の溶液または懸濁液の１、２、３、４、５、６、７また
は８回の連続する塗布により形成されてもよい。
【０１２３】
　第一のバリア被覆は、可燃性熱源の後方部分の後面への１つ以上の適切な被覆材料の溶
液または懸濁液の１～１０回での塗布により形成されることが好ましい。
【０１２４】
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　その後方部分の後面への１つ以上の被覆材料の溶液または懸濁液の塗布後、可燃性熱源
は、第一のバリア被覆を形成するために乾燥されてもよい。
【０１２５】
　第一のバリア被覆がその後方部分の後面への１つ以上の適切な被覆材料の溶液または懸
濁液の複数回の塗布により形成される場合、可燃性熱源は、溶液または懸濁液の連続した
塗布の間に乾燥される必要がありうる。
【０１２６】
　あるいは、または乾燥に加えて、可燃性熱源の後方部分の後面への１つ以上の被覆材料
の溶液または懸濁液の塗布後、可燃性熱源上の被覆材料は、第一のバリア被覆を形成する
ために焼結されてもよい。第一のバリア被覆の焼結は、第一のバリア被覆がガラスまたは
セラミック被覆である場合、特に好ましい。第一のバリア被覆は、約５００℃～約９００
℃の温度にて焼結されるのが好ましく、約７００℃にて焼結されるのがより好ましい。
【０１２７】
　本発明による喫煙物品は、非ブラインド可燃性熱源を含んでいてもよい。本明細書に使
用される場合、「非ブラインド」という用語は、可燃性熱源の前面部分の前面から可燃性
熱源の後方部分の後面まで延びる少なくとも１つの気流チャネルを含む可燃性熱源を記述
するために使用される。
【０１２８】
　本明細書に使用される場合、「気流チャネル」という用語は、ユーザーによる吸入のた
めに下流に引き出されうる空気が通る可燃性熱源の長さに沿って延びる流路を記述するた
めに使用される。
【０１２９】
　非ブラインド可燃性熱源を含む本発明による喫煙物品において、エアロゾル形成基体の
加熱は、伝導および強制対流によって生じる。
【０１３０】
　１つ以上の気流チャネルは１つ以上の密閉された気流チャネルを含んでもよい。
【０１３１】
　本明細書に使用される場合、「密閉される」という用語は、非ブラインド可燃性熱源の
内部を通って延び、非ブラインド可燃性熱源によって囲まれる気流チャネルを記述するた
めに使用される。
【０１３２】
　別の方法としてまたは追加的に、１つ以上の気流チャネルは１つ以上の密閉されていな
い気流チャネルを含んでもよい。例えば、１つ以上の気流チャネルは１つ以上の溝、また
は非ブラインド可燃性熱源の後方部分の外部に沿って延びるその他の密閉されていない気
流チャネルを含んでもよい。
【０１３３】
　１つ以上の気流チャネルは１つ以上の密閉された気流チャネル、または１つ以上の密閉
されていない気流チャネルもしくはそれらの組み合わせを含んでもよい。
【０１３４】
　一定の実施形態において、本発明による喫煙物品は、非ブラインド可燃性熱源の前面部
分の前面から非ブラインド可燃性熱源の後方部分の後面まで延びる１つ、２つまたは３つ
の気流チャネルを含む。
【０１３５】
　一定の好ましい実施形態において、本発明による喫煙物品は、非ブラインド可燃性熱源
の前面部分の前面から非ブラインド可燃性熱源の後方部分の後面まで延びる単一の気流チ
ャネルを含む。
【０１３６】
　一定の好ましい実施形態において、本発明による喫煙物品は、非ブラインド可燃性熱源
の前面部分の前面から非ブラインド可燃性熱源の後方部分の後面まで延びる単一の実質的
に中央もしくは軸方向の気流チャネルを含む。
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【０１３７】
　このような実施形態において、単一の気流チャネルの直径は約１．５ｍｍ～約３ｍｍで
あるのが好ましい。
【０１３８】
　ユーザーによる吸入のために引き出されうる空気が通る１つ以上の気流チャネルに加え
て、本発明による喫煙物品は、空気がユーザーによる吸入のために引き出されない１つ以
上の閉じた、または遮断された通路を含む非ブラインド可燃性熱源を含んでもよいことが
認識されるであろう。
【０１３９】
　例えば、本発明による喫煙物品は、非ブラインド可燃性熱源の前面部分の前面から非ブ
ラインド可燃性熱源の後方部分の後面まで延びる１つ以上の気流チャネル、および可燃性
熱源の長さに沿って途中までのみ非ブラインド可燃性熱源の前面部分から前面から延びる
１つ以上の閉じた通路を含む非ブラインド可燃性熱源を含んでもよい。
【０１４０】
　１つ以上の閉じた空気通路の封入は、空気からの酸素に曝露される非ブラインド可燃性
熱源の表面積を増加させ、非ブラインド可燃性熱源の点火および燃焼の持続を有利に容易
にしうる。
【０１４１】
　本発明による喫煙物品が可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間に非ブライ
ンド可燃性熱源および不燃性の実質的に不通気性の第一のバリアを含む場合、第一のバリ
アは、１つ以上の気流チャネルを通って喫煙物品に入る空気が喫煙物品を通って下流に引
き出されるように制御されるべきである。
【０１４２】
　あるいは、または可燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間の不燃性の実質的
に不通気性の第一のバリアに加えて、非ブラインド可燃性熱源を含む本発明による喫煙物
品は、非ブラインド可燃性熱源と１つ以上の気流チャネルの間の不燃性の実質的に不通気
性の第二のバリアを含んでいてもよい。
【０１４３】
　非ブラインド可燃性熱源と１つ以上の気流チャネルの間にある第二のバリアは、吸い込
まれた空気が１つ以上の気流チャネルを通って通過するにつれて、非ブラインド可燃性熱
源の点火および燃焼中に形成される燃焼および分解生成物が、１つ以上の気流チャネルを
通って本発明による喫煙物品に吸い込まれる空気に入ることを有利に実質的に阻止または
抑制しうる。これは、非ブラインド可燃性熱源が、非ブラインド可燃性熱源の点火または
燃焼を補助するために１つ以上の添加剤を含む場合、特に有益である。
【０１４４】
　また、非ブラインド可燃性熱源と１つ以上の気流チャネルとの間の不燃性の実質的に不
通気性の第二のバリアの封入は、ユーザーがたばこを吸う間、非ブラインド可燃性熱源の
燃焼の活性化を有利に実質的に阻止または抑制しうる。これは、ユーザーがたばこを吸う
間、エアロゾル形成基体の温度におけるスパイクを実質的に阻止または抑制しうる。
【０１４５】
　非ブラインド可燃性熱源の燃焼の活性化を阻止または抑制し、そのようにしてエアロゾ
ル形成基体における過剰な温度上昇を阻止または抑制することによって、激しくたばこを
吸う状況下でエアロゾル形成基体の燃焼または熱分解は有利に回避されうる。加えて、主
流エアロゾルの組成物へのユーザーのたばこを吸う状況の影響は、有利に最小にされ、ま
たは減少されうる。
【０１４６】
　非ブラインド可燃性熱源と１つ以上の気流チャネルとの間の第二のバリアは、非ブライ
ンド可燃性熱源に接着またはその他の方法で貼り付けうる。
【０１４７】
　一定の好ましい実施形態において、第二のバリアは、１つ以上の気流チャネルの内部表
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面に提供される不燃性で実質的に不通気性の第二のバリア被覆を含む。このような実施形
態において、第二のバリアは、１つ以上の気流チャネルの少なくとも実質的に内部表面全
体に提供される第二のバリア被覆を含むのが好ましい。より好ましくは、第二のバリアは
、１つ以上の気流チャネルの内部表面全体に提供される第二のバリア被覆を含む。
【０１４８】
　その他の実施形態において、第二のバリア被覆は、１つ以上の気流チャネルへのライナ
ーの挿入によって提供されてもよい。例えば、１つ以上の気流チャネルが非ブラインド可
燃性熱源の内部を通って延びる１つ以上の密閉された気流チャネルを含む場合、不燃性の
実質的に不通気性の中空管は１つ以上の気流チャネルのそれぞれに挿入されてもよい。
【０１４９】
　喫煙物品の所望の特徴および性能に応じて、第二のバリアは、低熱伝導率または高熱伝
導率を有してもよい。第二のバリアは、低熱伝導率を有するのが好ましい。
【０１５０】
　第二のバリアの厚さは、優れた喫煙性能を達成するように適切に調整されてもよい。一
定の実施形態において、第二のバリアは、約３０ミクロン～約２００ミクロンの厚さを有
してもよい。好ましい実施形態において、第二のバリアは、約３０ミクロン～約１００ミ
クロンの厚さを有する。
【０１５１】
　第二のバリアは、実質的に熱安定しており、点火および燃焼中に非ブラインド可燃性熱
源によって達成される温度にて不燃性である１つ以上の適切な材料から形成されてもよい
。適切な材料は当業界で周知であり、例えば粘土、金属酸化物（酸化鉄、アルミナ、チタ
ニア、シリカ、シリカ－アルミナ、ジルコニアおよびセリアなど）、ゼオライト、リン酸
ジルコニウム、およびその他のセラミック材料またはこれらの組み合わせを含むが限定さ
れない。
【０１５２】
　第二のバリアが形成されうる好ましい材料は、粘土、ガラス、アルミニウム、酸化鉄お
よびこれらの組み合わせを含む。必要に応じて、二酸化炭素への一酸化炭素の酸化を促進
する原料成分などの触媒原料成分は、第二のバリアに組み込まれてもよい。適切な触媒原
料成分は、例えば、白金、パラジウム、遷移金属およびこれらの酸化物を含むが限定され
ない。
【０１５３】
　第二のバリアが１つ以上の気流チャネルの内部表面に提供される第二のバリア被覆を含
む場合、ＵＳ－Ａ－５，０４０，５５１に記述される方法などの任意の適切な方法によっ
て、第二のバリア被覆は、１つ以上の気流チャネルの内部表面に塗られてもよい。例えば
、１つ以上の気流チャネルの内部表面は、バリア被覆の溶液または懸濁液で吹き付けられ
、濡らされ、または塗装されてもよい。一定の好ましい実施形態において、第二のバリア
被覆は、可燃性熱源が押し出されるにつれて、ＷＯ－Ａ２－２００９／０７４８７０に記
述される方法によって１つ以上の気流チャネルの内部表面に塗られる。
【０１５４】
　あるいは、本発明による喫煙物品は、ブラインド可燃性熱源を含んでいてもよい。本明
細書に使用される場合、「ブラインド」という用語は、可燃性熱源の前面から後面まで延
びる任意の気流チャネルを含まない可燃性熱源を記述するために使用される。
【０１５５】
　使用において、ユーザーによる吸入のためにブラインド可燃性熱源を含む本発明による
喫煙物品を通って引き出された空気は、ブラインド可燃性熱源に沿って任意の気流チャネ
ルを通って通過しない。ブラインド可燃性熱源を介しての任意の気流チャネルの欠如は、
ユーザーがたばこを吸う間のブラインド可燃性熱源の燃焼の活性化を有利に実質的に阻止
または抑制する。これは、ユーザーがたばこを吸う間、エアロゾル形成基体の温度におけ
るスパイクを実質的に阻止または抑制する。
【０１５６】
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　ブラインド可燃性熱源の燃焼の活性化を阻止または抑制すること、およびそのようにし
てエアロゾル形成基体における過剰な温度上昇を阻止または抑制することによって、激し
くたばこを吸う状況下でエアロゾル形成基体の燃焼または熱分解が有利に回避されうる。
加えて、主流エアロゾルの組成物へのユーザーのたばこを吸う状況の影響は、有利に最小
にされ、または減少されうる。
【０１５７】
　また、ブラインド可燃性熱源の封入は、ブラインド可燃性熱源の点火および燃焼の間に
形成される燃焼および分解生成物並びにその他の材料が、その使用中、本発明による喫煙
物品を介して吸い込まれる空気に入るのを有利に実質的に阻止または抑制しうる。これは
、ブラインド可燃性熱源がブラインド可燃性熱源の点火または燃焼を補助するために１つ
以上の添加剤を含む場合、特に有益である。
【０１５８】
　ブラインド可燃性熱源を含む本発明による喫煙物品は、可燃性熱源の後方部分の下流に
ある１つ以上の空気吸込み口を備える。上述の通り、ブラインド可燃性熱源を備えた本発
明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体の周辺の１つ以上の第一の空気吸込み口と、可
燃性熱源の後方部分とエアロゾル形成基体との間の１つ以上の第二の空気吸込み口と、エ
アロゾル形成基体の下流にある１つ以上の第三の空気吸込み口とのうち１つ以上を含みう
る。
【０１５９】
　ブラインド可燃性熱源を含む本発明による喫煙物品において、ブラインド可燃性熱源か
らエアロゾル形成基体への熱伝達は、伝導によって主に生じ、強制対流によるエアロゾル
形成基体の加熱は最小にされる、または減少される。これは、本発明による喫煙物品の主
流エアロゾルの組成物へのユーザーのたばこを吸う状況の影響を最小にする、または減少
させるのに有利に役立つ。
【０１６０】
　ブラインド可燃性熱源を含む本発明による喫煙物品において、可燃性熱源とエアロゾル
形成基体との間の伝導性熱伝達を最適化することは、特に重要である。こうした実施形態
において、熱伝導材料の層を含むラッパー、第一の熱伝導性要素、および第二の熱伝導性
要素のうち、１つ以上を含めることが特に好ましい。これは、ブラインド可燃性熱源から
エアロゾル形成基体への十分に高い伝導性熱伝達を確保し、容認可能なエアロゾルを生成
するために有利に役立つ。
【０１６１】
　本発明による喫煙物品は、ユーザーによる吸入のために空気を引き出させない１つ以上
の閉じた、または遮断された通路を含むブラインド可燃性熱源を含んでもよいことが認識
されるであろう。
【０１６２】
　例えば、本発明による喫煙物品は、ブラインド可燃性熱源の長さに沿って途中までのみ
ブラインド可燃性熱源の上流端にて前面から延びる１つ以上の閉じた通路を含むブライン
ド可燃性熱源を含んでもよい。
【０１６３】
　１つ以上の閉じた空気通路の封入は、空気からの酸素に曝露されるブラインド可燃性熱
源の表面積を増加させ、ブラインド可燃性熱源の点火および燃焼の持続を有利に容易にし
うる。
【０１６４】
　可燃性熱源は炭素質熱源であることが好ましい。本明細書に使用される場合、「炭素質
」という用語は、炭素を含む可燃性熱源を記述するために使用される。本発明による喫煙
物品で使用するための可燃性炭素質熱源の炭素含有量は、可燃性熱源の乾燥質量で少なく
とも約３５パーセントであることが好ましく、少なくとも約４０パーセントがより好まし
く、少なくとも約４５パーセントが最も好ましい。
【０１６５】
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　一部の実施形態で、本発明による可燃性熱源は可燃性炭素系熱源である。本明細書に使
用される場合、「炭素系熱源」という用語は、主に炭素から成る熱源を記述するために使
用される。
【０１６６】
　本発明による喫煙物品における使用のための可燃性炭素系熱源は、少なくとも約５０パ
ーセントの炭素含有量を有する。例えば、本発明による喫煙物品における使用のための可
燃性炭素系熱源は、可燃性炭素系熱源の乾燥質量によって、少なくとも約６０パーセント
、または少なくとも約７０パーセント、もしくは少なくとも約８０パーセントの炭素含有
量を有してもよい。
【０１６７】
　本発明による喫煙物品は、１つ以上の適切な炭素含有材料から形成される可燃性炭素質
熱源を含んでもよい。
【０１６８】
　必要に応じて、１つ以上の結合剤を、１つ以上の炭素含有材料と組み合わせてもよい。
１つ以上の結合剤が有機結合剤であることが好ましい。適切な周知の有機結合剤は、ゴム
（例えば、グアーガム）、修飾されたセルロースおよびセルロース誘導体（例えば、メチ
ルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースおよびヒド
ロキシプロピルメチルセルロース）、小麦粉、デンプン、糖、植物性油脂およびこれらの
組み合わせを含むが限定されない。
【０１６９】
　一つの好ましい実施形態において、可燃性熱源は炭素粉末、修飾されたセルロース、小
麦粉および糖の混合物から形成される。
【０１７０】
　１つ以上の結合剤の代わりに、またはそれに加えて、本発明による喫煙物品で使用する
ための可燃性熱源は、可燃性熱源の属性を向上させるための１つ以上の添加剤を含みうる
。適切な添加剤は、可燃性熱源の圧密を促進する添加剤（例えば、焼結助剤）、可燃性熱
源の点火を促進する添加剤（例えば、過塩素酸塩、塩素酸塩、硝酸塩、過酸化物、過マン
ガン酸塩、ジルコニウムおよびその組み合わせなどの酸化剤）、可燃性熱源の燃焼を促進
する添加剤（例えば、カリウム、およびクエン酸カリウムなどのカリウム塩）、ならびに
可燃性熱源の燃焼によって生成される１つ以上のガスの分解を促進する添加剤（例えば、
ＣｕＯ、Ｆｅ2Ｏ3およびＡｌ2Ｏ3などの触媒）を含むが、これに限定されない。
【０１７１】
　本発明による喫煙物品が可燃性熱源の後面に提供される第一のバリア被覆を含む場合、
このような添加剤は、可燃性熱源の後面への第一のバリア被覆の塗布の前または後に可燃
性熱源に組み込まれてもよい。
【０１７２】
　一定の好ましい実施形態において、可燃性熱源は炭素および少なくとも１つの点火補助
剤を含む可燃性炭素質熱源である。一つの好ましい実施形態において、可燃性熱源は、Ｗ
Ｏ－Ａ１－２０１２／１６４０７７号に記載されているように、炭素および少なくとも１
つの点火補助剤を含む可燃性炭素質熱源である。
【０１７３】
　本明細書に使用される場合、「点火補助剤」という用語は、エネルギーおよび酸素の一
方または両方の材料による放出速度が周囲酸素の有限拡散でない、可燃性熱源の点火中に
エネルギーおよび酸素の一方または両方を放出する材料を意味するために使用される。言
い換えれば、可燃性熱源の点火中の材料によるエネルギーおよび酸素の一方または両方の
放出速度は、周囲酸素が材料に到達できる速度に非依存的である。また、本明細書に使用
される場合、「点火補助剤」という用語は、可燃性熱源の点火中、エネルギーを放出する
元素金属を意味するために使用され、元素金属の点火温度は約５００℃より低く、元素金
属の燃焼の熱は少なくとも約５　ｋＪ／ｇである。
【０１７４】
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　本明細書に使用される場合、「点火補助剤」という用語は、カルボン酸のアルカリ金属
塩（クエン酸アルカリ金属塩、酢酸アルカリ金属塩およびコハク酸アルカリ金属塩など）
、ハロゲン化アルカリ金属塩（アルカリ金属塩化物塩など）、アルカリ金属炭酸塩または
アルカリ金属リン酸塩のアルカリ金属塩を含まず、これらは炭素燃焼を修飾すると考えら
れる。このようなアルカリ金属燃焼塩は、可燃性熱源の総重量に対して大量に存在する時
にさえ、初期のたばこを吸う間に許容されるエアロゾルを製造するのに十分なエネルギー
を可燃性熱源の点火の間に放出しない。
【０１７５】
　例えば、本発明による可燃性熱源は、可燃性熱源の第一の部分が点火すると、分解して
酸素を放出する１つ以上の酸化剤を含みうる。本発明による可燃性熱源は、有機酸化剤、
無機酸化剤またはその組み合わせを含みうる。
【０１７６】
　適切な酸化剤の例は、硝酸塩、例えば硝酸カリウム、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチ
ウム、硝酸ナトリウム、硝酸バリウム、硝酸リチウム、硝酸アルミニウムおよび硝酸鉄な
ど；亜硝酸塩；その他の有機および無機ニトロ化合物；塩素酸塩、例えば塩素酸ナトリウ
ムおよび塩素酸カリウムなど；過塩素酸塩、例えば過塩素酸ナトリウムなど；亜塩素酸塩
；臭素酸塩、例えば臭素酸ナトリウムおよび臭素酸カリウムなど；過臭素酸塩；亜臭素酸
；ホウ酸塩、例えばホウ酸ナトリウムおよびホウ酸カリウムなど；鉄酸塩、例えば鉄酸バ
リウムなど；亜鉄酸塩；マンガン酸塩、例えばマンガン酸カリウムなど；過マンガン酸塩
、例えば、過マンガン酸カリウムなど；有機過酸化物、例えば過酸化ベンゾイルおよび過
酸化アセトンなど；無機過酸化物、例えば過酸化水素、過酸化ストロンチウム、過酸化マ
グネシウム、過酸化カルシウム、過酸化バリウム、過酸化亜鉛および過酸化リチウムなど
；超酸化物、例えば超酸化カリウムおよび超酸化ナトリウムなど；ヨウ素酸塩；過ヨウ素
酸塩；亜ヨウ素酸塩；硫酸塩；亜硫酸塩；その他のスルホキシド；リン酸塩；ホスフィン
酸塩；亜リン酸塩；および亜ホスフィン酸塩を含むが限定されない。
【０１７７】
　可燃性熱源の点火および燃焼特性を有利に改善する一方、点火添加剤および燃焼添加剤
の封入は、喫煙物品の使用中に望ましくない分解および反応産物を生じさせうる。例えば
、その点火を補助するために可燃性熱源に含まれる硝酸塩の分解は、窒素酸化物の形成を
生じうる。
【０１７８】
　可燃性熱源の後面とエアロゾル形成基体との間の不燃性の実質的に不通気性の第一のバ
リアの封入は、このような分解および反応産物が本発明による喫煙物品を通って引き出さ
れる空気に入るのを有利に実質的に阻止または抑制しうる。
【０１７９】
　本発明による喫煙物品が非ブラインド可燃性熱源を含む場合、１つ以上の気流チャネル
と非ブラインド可燃性熱源との間の不燃性の実質的に不通気性の第二のバリアの封入は、
引き出された空気が１つ以上の気流チャネルを通って通過するにつれて、このような分解
および反応産物が１つ以上の気流チャネルを通って本発明による喫煙物品に引き出された
空気に入るのを有利に実質的に阻止または抑制しうる。
【０１８０】
　本発明による喫煙物品における使用のための可燃性炭素質熱源は、当業者に周知である
従来技術に記載されているように作成されうる。
【０１８１】
　本発明による喫煙物品に使用するための可燃性炭素質熱源は、１つ以上の結合剤および
含まれる場合はその他の添加剤と１つ以上の炭素含有材料を混合し、所望の形に混合物を
予め成形することで形成されるのが好ましい。１つ以上の炭素含有材料、１つ以上の結合
剤および随意のその他の添加剤を含む混合物は、例えばスリップキャスティング、押出、
射出成形および型圧縮またはプレスなどの任意の適切な周知のセラミック形成方法を使用
して、所望の形に予め成形されうる。一定の好ましい実施形態において、混合物はプレス
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または押出またはそれらの組み合わせによって所望の形に予め成形される。
【０１８２】
　１つ以上の炭素含有材料、１つ以上の結合剤およびその他添加剤の混合物は、細長いロ
ッドに予め成形されることが好ましい。しかし、１つ以上の炭素含有材料、１つ以上の結
合剤およびその他添加剤の混合物を、その他の所望の形に予め成形してもよいことが認識
されるであろう。
【０１８３】
　形成後、特に押出後、細長いロッドまたはその他の所望の形は、その含水量を減少させ
るために乾燥させ、次いで、存在する場合には１つ以上の結合剤を炭化するのに十分な温
度にて非酸化大気において熱分解し、細長いロッドまたはその他の形状における任意の揮
発物を実質的に除去するのが好ましい。細長いロッドまたはその他の所望の形状は、約７
００℃～約９００℃の温度にて窒素大気において熱分解されるのが好ましい。
【０１８４】
　一定の実施形態において、少なくとも１つの金属硝酸塩は、１つ以上の炭素含有材料、
１つ以上の結合剤およびその他の添加剤の混合物に少なくとも１つの金属硝酸塩前駆体を
含むことによって可燃性熱源に組み込まれる。次いで、少なくとも１つの金属硝酸塩前駆
体は、熱分解され予め成形された円柱状ロッドまたはその他の形状を硝酸の水性溶液で処
理することによって、少なくとも１つの金属硝酸塩にインサイチューでその後変換される
。一つの実施形態において、可燃性熱源は、約６００℃未満の熱分解温度を持つ少なくと
も一つの金属硝酸塩を含み、約４００℃未満がより好ましい。少なくとも一つの金属硝酸
塩は約１５０℃～約６００℃が好ましく、約２００℃～約４００℃の分解温度を有するの
がより好ましい。
【０１８５】
　好ましい実施形態において、従来の黄色炎ライターまたはその他の点火手段への可燃性
熱源の曝露は、少なくとも１つの金属硝酸塩を分解し、酸素およびエネルギーを放出させ
るはずである。この分解が可燃性熱源の温度の初期ブーストを生じさせ、また可燃性熱源
の点火を補助する。少なくとも１つの金属硝酸塩の分解後、可燃性熱源は、より低い温度
にて燃焼し続けるのが好ましい。
【０１８６】
　少なくとも一つの金属硝酸塩を含むことは、その表面上のある地点だけでなく可燃性熱
源の点火が内部で開始されることを有利に生じさせる。少なくとも一つの金属硝酸塩は、
可燃性熱源の乾燥質量で約２０パーセント～約５０パーセントの量で可燃性熱源に存在す
るのが好ましい。
【０１８７】
　その他の実施形態において、可燃性熱源は、約６００℃未満の温度にて酸素を活発に放
出する少なくとも１つの過酸化物または超酸化物を含むのが好ましく、約４００℃未満の
温度がより好ましい。
【０１８８】
　少なくとも１つの過酸化物または超酸化物は、約１５０℃～約６００℃の温度にて酸素
を活発に放出するのが好ましく、約２００℃～約４００℃の温度がより好ましく、約３５
０℃の温度が最も好ましい。
【０１８９】
　使用において、従来の黄色炎ライターまたはその他の点火手段に可燃性熱源を晒すこと
により、少なくとも一つの過酸化物または超酸化物を分解し、酸素およびエネルギーを放
出させるはずである。これが可燃性熱源の温度の初期ブーストを生じさせ、また可燃性熱
源の点火を補助する。少なくとも１つの過酸化物または超酸化物の分解後、可燃性熱源は
、より低い温度にて燃焼し続けるのが好ましい。
【０１９０】
　少なくとも一つの過酸化物または超酸化物を含むことは、その表面上のある地点だけで
なく可燃性熱源の点火が内部で開始されることを有利に生じさせる。
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【０１９１】
　可燃性熱源は、約２０パーセント～約８０パーセントの多孔度を有するのが好ましく、
約２０パーセント～６０パーセントがより好ましい。可燃性熱源が少なくとも一つの金属
硝酸塩を含む場合、これは、少なくとも一つの金属硝酸塩が分解して燃焼が進む中で燃焼
を持続するために十分な率で可燃性熱源の塊に酸素が放散することを有利に可能にする。
可燃性熱源は、例えば水銀多孔度測定またはヘリウム比重びん法によって測定される場合
に約５０パーセント～約７０パーセントの多孔度を有するのがさらに好ましく、約５０パ
ーセント～約６０パーセントがより好ましい。必要な多孔度は、従来の方法および技術を
使用して可燃性熱源の生成中に容易に達成しうる。
【０１９２】
　有利なことに、本発明による喫煙物品における使用のための可燃性炭素質熱源は、約０
．６ｇ／ｃｍ3～約１ｇ／ｃｍ3の見掛け密度を有する。
【０１９３】
　可燃性熱源の質量は約３００ｍｇ～約５００ｍｇであることが好ましく、約４００ｍｇ
～約４５０ｍｇであることがより好ましい。
【０１９４】
　本発明による喫煙物品は、少なくとも１つのエアロゾル形成剤および加熱に反応して揮
発性化合物を放出することができる材料を含むエアロゾル形成基体を含むことが好ましい
。エアロゾル形成基体は、湿潤剤、風味剤、結合剤およびそれらの混合物を含むがそれら
に限定されない、その他の添加剤および成分を含んでもよい。
【０１９５】
　エアロゾル形成基体はニコチンを含むことが好ましい。エアロゾル形成基体は、たばこ
を含むことがより好ましい。
【０１９６】
　少なくとも一つのエアロゾル形成剤は、使用時に、密度の高い安定したエアロゾルの形
成を促進し、喫煙物品の使用温度で実質的に熱劣化耐性のある任意の適切な既知の化合物
または化合物の混合物としうる。適切なエアロゾル形成剤は当業界で周知であり、例えば
、多価アルコール、多価アルコールのエステル（グリセロールモノ、ジまたはトリアセタ
ートなど）、およびモノ、ジまたはポリカルボン酸の脂肪族エステル（ドデカン二酸ジメ
チルおよびテトラデカン二酸ジメチルなど）を含む。本発明による喫煙物品における使用
のための好ましいエアロゾル形成剤は、トリエチレングリコール、１，３－ブタンジオー
ル、および最も好ましいグリセリンなどの多価アルコールまたはこれらの混合物である。
【０１９７】
　加熱に反応して揮発性化合物を放射することができる材料は、植物ベース材料の装填で
もよい。加熱に反応して揮発性化合物を放射することができる材料は、均質化した植物ベ
ース材料の装填でもよい。例えば、エアロゾル形成基体は、植物に由来する１つ以上の材
料を含んでもよく、たばこ、茶（例えば緑茶）、ハッカ、月桂樹、ユーカリ、バジル、セ
ージ、ビジョザクラ、およびタラゴンを含むが限定されない。
【０１９８】
　加熱に反応して揮発性化合物を放射することができる材料は、たばこベース材料の装填
であることが好ましく、均質化したたばこベース材料の装填であることが最も好ましい。
【０１９９】
　エアロゾル形成基体は、紙またはその他のラッパーによって取り囲まれる加熱に反応し
て揮発性化合物を発することができる材料を含むプラグまたはセグメントの形態としうる
。前述のように、エアロゾル形成基体がこのようなプラグまたはセグメントの形態である
場合、任意のラッパーを含むプラグまたはセグメントの全体はエアロゾル形成基体である
と見なされる。
【０２００】
　エアロゾル形成基体の長さは約５ｍｍ～約２０ｍｍであることが好ましく、約８ｍｍ～
約１２ｍｍであることがより好ましい。
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【０２０１】
　好ましい実施形態において、エアロゾル形成基体はプラグラップに包まれるたばこベー
ス材料のプラグを含む。特定の好ましい実施形態において、エアロゾル形成基体はプラグ
ラップに包まれる均質化したたばこベース材料のプラグを含む。
【０２０２】
　本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体の下流にマウスピースを含むことが好ま
しい。マウスピースは喫煙物品の近位端に位置する。
【０２０３】
　マウスピースは低濾過効率のマウスピースであることが好ましく、非常に低い濾過効率
のマウスピースであることがより好ましい。マウスピースは単一のセグメントまたは構成
要素マウスピースでもよい。あるいは、マウスピースは多分割または複数構成要素マウス
ピースでもよい。
【０２０４】
　マウスピースは、適切な周知の濾過材料を含む１つ以上のセグメントを含むフィルター
を含んでもよい。適切な濾過材料は当業界で周知であり、酢酸セルロースおよび紙を含む
が、これらに限定されない。別の方法としてまたは追加的に、マウスピースは吸収剤、吸
着剤、風味剤、およびその他のエアロゾル変性剤および添加剤またはその組み合わせを含
む１つ以上のセグメントを含みうる。
【０２０５】
　本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体とマウスピースの間の気流指向要素をさ
らに含みうる。こうした実施形態において、気流指向要素は気流経路を定義し、空気を少
なくとも一つの空気吸込み口から、気流経路に沿って、喫煙物品の口側の端に向けて指向
する。
【０２０６】
　少なくとも一つの空気吸込み口は、エアロゾル形成基体の下流端と気流指向要素の下流
端の間に提供することが好ましい。気流経路は、少なくとも一つの空気吸込み口からエア
ロゾル形成基体に向けて長軸方向に延びる第一の部分と、エアロゾル形成基体から喫煙物
品の口側の端に向けて長軸方向に延びる第二の部分とを含むことが好ましい。使用中、少
なくとも一つの空気吸込み口沿って喫煙物品に引き出された空気は、気流経路の第一の部
分をエアロゾル形成基体に向けて通過した後、気流経路の第二の部分に沿って喫煙物品の
口側の端に向けて下流に通過する。
【０２０７】
　気流指向要素は、開放端の実質的に不通気性の中空体を含んでもよい。このような実施
形態において、開放端の実質的に不通気性の中空体の外部は、気流経路の第一の部分およ
び気流経路の第二の部分の一方を定義し、開放された実質的に不通気性の中空体の内部は
気流経路の第一の部分および気流経路の第二の部分の他方を定義する。開放端の実質的に
不透気性の中空体の外部は気流経路の第一の部分を定義し、開放された実質的に不通気性
の中空体の内部は気流経路の第二の部分を定義することが好ましい。
【０２０８】
　一つの好ましい実施形態において、開放端の実質的に不通気性の中空体は円柱であり、
直円柱であることが好ましい。
【０２０９】
　もう一つの好ましい実施形態において、開放端の実質的に不通気性の中空体は切頭円錐
であり、切頭直円錐であることが好ましい。
【０２１０】
　開放端の実質的に不通気性の中空体は、エアロゾル形成基体に隣接してもよい。あるい
は、開放端の実質的に不通気性の中空体は、エアロゾル形成基体の中に延びてもよい。
【０２１１】
　実質的に不通気性の中空体を、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への熱の移動によっ
て生成されるエアロゾルの温度にて実質的に熱安定した１つ以上の適切な不通気性の材料
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から形成してもよい。適切な材料は当業界で周知であり、ボール紙、プラスチック、セラ
ミックおよびこれらの組み合わせを含むが限定されない。
【０２１２】
　本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体とマウスピースとの間に移動要素または
スペーサー要素をさらに含むことが好ましい。
【０２１３】
　移動要素はエアロゾル形成基体およびマウスピースの一方または両方に隣接してもよい
。あるいは、移動要素はエアロゾル形成基体およびマウスピースの一方または両方から間
隙を介していてもよい。
【０２１４】
　移動要素の封入は、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への熱伝達によって生成される
エアロゾルの冷却を有利に可能にする。また、移動要素の封入は、本発明による喫煙物品
の全長が、移動要素の長さの適切な選択により所望の値、例えば従来の紙巻たばこの長さ
に類似した長さに調整されるのを有利に可能にする。
【０２１５】
　移動要素は約７ｍｍ～約５０ｍｍの長さ、例えば約１０ｍｍ～約４５ｍｍの長さ、また
は約１５ｍｍ～約３０ｍｍの長さを有してもよい。移動要素は、喫煙物品の所望の全長お
よび喫煙物品内のその他の成分の存在および長さに応じて、その他の長さを有してもよい
。
【０２１６】
　移動要素は少なくとも１つの開放端の管状中空体を含むことが好ましい。このような実
施形態において、使用中、喫煙物品を通って引き出された空気は、それがエアロゾル形成
基体からその近位端まで喫煙物品を通って下流に通過する時に、少なくとも１つの開放端
の管状中空体を通って通過する。
【０２１７】
　移動要素は、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への熱の移動によって生成されるエア
ロゾルの温度で実質的に熱安定している１つ以上の適切な材料から形成される少なくとも
１つの開放端の管状中空体を含んでいてもよい。適切な材料は当業界で周知であり、紙、
ボール紙、プラスチック、このような酢酸セルロース、セラミックおよびこれらの組み合
わせを含むが限定されない。
【０２１８】
　別の方法としてまたは追加的に、本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体とマウ
スピースとの間にエアロゾル冷却要素または熱交換器を含んでもよい。エアロゾル冷却要
素は複数の長軸方向に延びる流路を含んでもよい。
【０２１９】
　エアロゾル冷却要素は、金属箔、重合体材料および実質的に非多孔性の紙またはボール
紙から成る群より選択される材料シートの集合体を含んでもよい。一定の実施形態におい
て、エアロゾル冷却要素は、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化
ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、酢酸
セルロース（ＣＡ）およびアルミ箔から成る群より選択される材料シートの集合体を含ん
でもよい。
【０２２０】
　一定の好ましい実施形態において、エアロゾル冷却要素は、ポリ乳酸（ＰＬＡ）または
Ｍａｔｅｒ－Ｂｉ(登録商標)の等級（デンプンベースのコポリエステルの市販のファミリ
ー）などの生物分解性高分子材料のシートの集合体を含んでもよい。
【０２２１】
　本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体の下流に１つ以上のエアロゾル修飾剤を
含んでもよい。例えば、本発明による喫煙物品のマウスピース、移動要素およびエアロゾ
ル冷却要素の１つ以上は、１つ以上のエアロゾル修飾剤を含んでもよい。
【０２２２】



(25) JP 2017-500852 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

　適切なエアロゾル修飾剤は、風味剤、および化学感覚剤を含むが限定されない。
【０２２３】
　本明細書に使用される場合、「風味剤」という用語は、使用中に、喫煙物品のエアロゾ
ル形成基体によって生成されるエアロゾルに味覚または芳香の一方または両方を与える任
意の薬剤を記述するために使用される。
【０２２４】
　本明細書に使用される場合、「化学感覚剤」という用語は、使用中、味覚受容体または
嗅覚受容体細胞による知覚以外、またはそれに追加した手段によってユーザーの口、また
は嗅空洞において知覚される任意の薬剤を記述するために使用される。化学感覚剤の知覚
は、三叉神経、舌咽神経、迷走神経またはこれらのいくつかの組み合わせのいずれかを経
て、典型的には「三叉神経応答」を経る。典型的には、化学感覚剤は、辛い、香辛料のき
いた、冷却するまたは和らげる感覚として知覚される。
【０２２５】
　本発明による喫煙物品は、エアロゾル形成基体の下流に、風味剤および化学感覚剤であ
る１つ以上のエアロゾル修飾剤を含んでもよい。例えば、本発明による喫煙物品のマウス
ピース、移動要素およびエアロゾル冷却要素の１つ以上は、冷却する化学感覚効果を提供
するメントールまたはもう一つの風味剤を含んでもよい。
【０２２６】
　本発明による喫煙物品は既知の方法および機械を使用して組み立てられる。
【０２２７】
　本発明は以下の添付図面を参照しながら、例証としてのみであるがさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】本発明による喫煙物品に含めるための第一のブラインド可燃性熱源の斜視図を示
す。
【図２】本発明による喫煙物品に含めるための第二のブラインド可燃性熱源の斜視図を示
す。
【図３】図１に示したブラインド可燃性熱源を含む本発明の第一の実施形態による喫煙物
品の長軸方向の横断面の略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０２２９】
　図１に示した第一のブラインド可燃性熱源２は、実質的に一定の円形の横断断面の前面
部分２ａと、実質的に一定の円形の横断断面の後方部分２ｂとを含む。図１に示す通り、
第一のブラインド可燃性熱源２の前面部分２ａの直径は、ブラインド可燃性熱源の後方部
分２ｂと比較して小さい。図１に示す第一のブラインド可燃性熱源２は、実質的にＴ型の
長軸方向の断面である。
【０２３０】
　図２に示す第二のブラインド可燃性熱源４は、一般的に円形の横断断面の前面部分４ａ
と、実質的に一定の円形の横断断面の後方部分４ｂとを含む。図２に示す通り、第二のブ
ラインド可燃性熱源４の後方部分４ｂと比較して小さい直径の周辺に間隙を介した長軸方
向の６つの溝６は、第二のブラインド可燃性熱源４の前面部分４ａの周辺付近に提供され
る。図２に示す第二のブラインド可燃性熱源４の前面部分４ａは、実質的に一定の星型ま
たは歯型の横断断面である。
【０２３１】
　図３に示した本発明の第一の実施形態による喫煙物品８は、隣接する同軸配列で、図３
に示す第一のブラインド可燃性熱源２を備え、エアロゾル形成基体１０、移動要素１２、
エアロゾル冷却要素１４、スペーサー要素１６およびマウスピース１８である。
【０２３２】
　第一のブラインド可燃性熱源２は前面２０および向かい合った後面２２を持ち、喫煙物
品８の遠位端に位置する。図３に示すように、アルミ箔のディスクの形態で不燃性の実質
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的に不通気性の第一のバリア２４は、第一のブラインド可燃性熱源２の後面２２とエアロ
ゾル形成基体１０との間に提供される。第一のバリア２４は、第一のブラインド可燃性熱
源２の後面２２上へアルミ箔のディスクをプレスすることによって第一のブラインド可燃
性熱源２の後面２２に適用され、第一のブラインド可燃性熱源２の後面２２およびエアロ
ゾル形成基体１０に隣接する。
【０２３３】
　エアロゾル形成基体１０は、第一のブラインド可燃性熱源２の後面２２に適用される第
一のバリア２４のすぐ下流に位置する。エアロゾル形成基体１０は、プラグラップ２８に
包まれた、例えばグリセリンなどのエアロゾル形成体を含む均質化したたばこベース材料
２６の円柱状プラグを含む。
【０２３４】
　移動要素１２はエアロゾル形成基体１０の下流にすぐ下流に位置し、円柱状の開放端の
中空のセルロースアセテートチューブ３０を含む。
【０２３５】
　エアロゾル冷却要素１４は移動要素１２の下流にすぐ下流に位置し、例えばポリ乳酸な
どの生物分解性高分子材料のシートの集合体を含む。
【０２３６】
　スペーサー要素１６はエアロゾル冷却要素１４のすぐ下流に位置し、円柱状の開放端の
中空の紙またはボール紙管３２を含む。
【０２３７】
　マウスピース１８はスペーサー要素１６のすぐ下流に位置する。図３に示すように、マ
ウスピース１８は喫煙物品８の近位端に位置し、フィルタープラグラップ３６に包まれた
、例えば非常に低い濾過効率の酢酸セルローストウなどの適切な濾過材料３４の円柱状プ
ラグを含む。
【０２３８】
　図１に示すように、喫煙物品８は、第一のブラインド可燃性熱源２の後方部分２ｂおよ
びエアロゾル形成基体１０の前面部分１０ａの周りにあり、それと直に接触する、例えば
、アルミ箔などの適切な材料の第一の熱伝導性要素３８を含む。図３に示した本発明の第
一の実施形態に従った喫煙物品８において、エアロゾル形成基体１０は、第一の熱伝導性
要素３８を越えて下流に延びる。すなわち、第一の熱伝導性要素３８は、エアロゾル形成
基体１０の後方部分の周りになく、それと直に接触しない。しかし、本発明のその他の実
施形態において（図示せず）、第一の熱伝導性要素３８は、エアロゾル形成基体１０の全
長の周りにあり、それと接触しうることが理解されるだろう。
【０２３９】
　図３に示すように、第一のブラインド可燃性熱源２の前面部分２ａと後方部分２ｂ、エ
アロゾル形成基体１０、移動要素１２、エアロゾル冷却要素１４、スペーサー要素１６お
よびマウスピース１８は、例えば、紙巻たばこ用紙など、熱絶縁材料のラッパー４０によ
って囲まれる。
【０２４０】
　ラッパー４０は、第一の熱伝導性要素３８の上にあり、また可燃性熱源２の後方部分２
ａと間接的に接触している。図３に示す通り、第一のブラインド可燃性熱源２の前面部分
２ｂのすべての直径は可燃性熱源２の後方部分２ｂと比較して小さいため、ラッパー４０
は、空気ギャップ４２により可燃性熱源の前面部分２ａのすべてから半径方向に間隙を介
している。
【０２４１】
　喫煙物品は、ラッパー４０の下流端部分を囲むチッピングペーパー（図示せず）のバン
ドをさらに含んでいてもよい。
【０２４２】
　喫煙物品８はまた、第一のブラインド可燃性熱源２の前面部分２ａおよび後方部分２ｂ
、エアロゾル形成基体１０の全長および移動要素１２の全長の周りに、例えば、アルミ箔
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などの適切な材料の第二の熱伝導性要素４４をさらに含む。図３に示す通り、第二の熱伝
導性要素４４は、ラッパー４０の上流端部分の上にあり、かつ直に接触している。
【０２４３】
　複数の穿孔４６は、可燃性熱源２の前面部分２ａの周りのラッパー４０および第二の熱
伝導性要素に提供される。
【０２４４】
　本発明の第一の実施形態による喫煙物品８は、エアロゾル形成基体１０の周辺に１つ以
上の第一の空気吸込み口４８をさらに含む。図３に示すように、第一の空気吸込み口４８
の周囲配置は、冷気（図３に破線矢印によって示す）をエアロゾル形成基体１０に入れる
ために、エアロゾル形成基体１０のプラグラップ２８、ラッパー４０、および第二の熱伝
導性要素４４に提供される。
【０２４５】
　使用において、ユーザーは本発明の第一の実施形態による喫煙物品８の第一のブライン
ド可燃性熱源２の前面部分２ａに点火し、次いでマウスピース１８で吸い込む。第一のブ
ラインド可燃性熱源２の前面部分２ａの周りのラッパー４０および第二の熱伝導性要素に
提供されている複数の穿孔４６により、第一のブラインド可燃性熱源２の前面部分２ａへ
の十分な酸素の供給が確保され、その燃焼が維持される。
【０２４６】
　ユーザーがマウスピース１８で引き出す時、冷気（図３に破線矢印によって示す）は、
第一の空気吸込み口４８を通って喫煙物品８のエアロゾル形成基体１０に引き出される。
エアロゾル形成基体１０の前面部分１０ａは、第一のブラインド可燃性熱源２の後面２２
および第一のバリア２４並びに第一の熱伝導性要素３８を介して伝導によって加熱される
。
【０２４７】
　伝導によるエアロゾル形成基体１０の加熱は、均質化したたばこベース材料２６のプラ
グからグリセリンおよびその他の揮発性および半揮発性化合物を放出する。エアロゾル形
成基体１０から放出される化合物は、それがエアロゾル形成基体１０を通って流れるにつ
れて、第一の空気吸込み口４８を介して喫煙物品８のエアロゾル形成基体１０に引き出さ
れる空気に混入されるエアロゾルを形成する。引き出された空気および一緒に運ばれたエ
アロゾル（図３に破線の矢印によって示した）は、移動要素１２の円柱状の開放端の中空
のセルロースアセテートチューブ３０、エアロゾル冷却要素１４およびスペーサー要素１
６の内部を通って下流に通過し、ここで冷却・凝縮する。冷却された引き出された空気お
よび混入されたエアロゾルは、マウスピース１８を通って下流に通過し、本発明の第一の
実施形態による喫煙物品８の近位端を通ってユーザーに送達される。第一のブラインド可
燃性熱源２の後面２２上の不燃性の実質的に不通気性の第一のバリア２４は、使用におい
て、喫煙物品８を通って引き出された空気が第一のブラインド可燃性熱源２と直に接触し
ないように、喫煙物品８を通って引き出される空気から第一のブラインド可燃性熱源２を
隔離する。
【０２４８】
　使用において、第二の熱伝導性要素４４は、喫煙物品８内で熱を保持して、喫煙中に第
一の熱伝導性要素３８の温度を維持するのに役立つ。同じく、これはエアロゾル形成基体
１０の温度を維持して、連続かつ増強されたエアロゾル送達を容易にするのを助ける。加
えて、第二の熱伝導性要素４４は、熱がエアロゾル形成基体１０のより大きな容積を通っ
て分散されるように、第一の熱伝導性要素３８の下流端を越えて、エアロゾル形成基体１
０に沿って熱を伝達する。これは、より一貫したたばこを吸うごとのエアロゾル送達を提
供するのに役立つ。
【０２４９】
　ラッパー４０と第一のブラインド可燃性熱源２の前面部分２ａとの間にある空気ギャッ
プ４２は、第一のブラインド可燃性熱源２の前面部分２ａを断熱し、そのため、第一のブ
ラインド可燃性熱源２の前面部分２ａの周りの喫煙物品８の表面温度を下げる。
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【０２５０】
　本発明の第二の実施形態による喫煙物品（図示せず）は、図３に示した本発明の第一の
実施形態による喫煙物品と大部分は同一の構造である。ところが、本発明の第二の実施形
態による喫煙物品は、図２に示す第二のブラインド可燃性熱源を含む。本発明の第二の実
施形態による喫煙物品において、ラッパー４０は、第二のブラインド可燃性熱源４の前面
部分４ａ（これらは第二のブラインド可燃性熱源４の後方部分４ｂと比較して直径が小さ
い）の周辺に提供された、円周方向に間隙を介した長軸方向の６つの溝６から空気ギャッ
プによって半径方向に間隙を介している。
【実施例１】
【０２５１】
　本発明による喫煙物品は、表１に示す寸法を持つ、図１に示すタイプの第一のブライン
ド可燃性熱源を使用して、手作業により組み立てられる。比較の目的で、表１に示す寸法
を持つ、同じ組成物および実質的に一定の円形の横断断面の可燃性熱源を使用して、同一
の構成および寸法の喫煙物品が手作業で組み立てられる。

【表１】

【０２５２】
　表１に示す通り、ブラインド可燃性熱源の後方部分と比較してブラインド可燃性熱源の
前面部分の直径は小さいため、実施例１の本発明による喫煙物品では、ラッパーは、ブラ
インド可燃性熱源の前面部分のすべてから空気ギャップ１．０ｍｍで半径方向に間隙を介
している。対照的に、比較例の喫煙物品では、ラッパーとブラインド可燃性熱源の前面部
分との間には空気ギャップはない。
【０２５３】
　実施例１の本発明による喫煙物品の可燃性熱源および比較例の喫煙物品の周りの表面温
度についてテストする。ワットマンフィルター１０個を標準フィルターホルダーの上に配
置する。喫煙物品のブラインド可燃性熱源は、黄炎のライターを使用して点火する。点火
の伝搬が起こった時に炎が除去される。ブラインド可燃性熱源の表面の色が、点火に伴い
爆燃の最前線がブラインド可燃性熱源の前方端から後方端へと下流に移動することにより
変化する。爆燃の最前線がブラインド可燃性熱源の後方端に達してから３０秒後、喫煙物
品を１０枚のワットマンフィルターの上に水平に置く。喫煙物品を、１０分間、ワットマ
ンフィルター上に放置する。次にワットマンフィルターをフィルターホルダーから除去し
、第１（最も上）、第３、第６および第１０（最も下）のワットマンフィルターについて
、燃焼の発生および熱の貫入深さを分析する。
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【０２５４】
　比較例の喫煙物品の第１、第３、第６および第１０のフィルターは、すべて跡が付いて
いる。対照的に、実施例１の本発明による喫煙物品の第３、第６および第１０のフィルタ
ーは、跡が付いていない。
【実施例２】
【０２５５】
　本発明による喫煙物品は、表２に示す寸法を持つ、図１に示すタイプの第二のブライン
ド可燃性熱源を使用して、手作業により組み立てられる。比較の目的で、表２に示す寸法
を持つ、同じ組成物および実質的に一定の円形の横断断面の熱源を使用して、同一の構成
および寸法の喫煙物品が手作業で組み立てられる。
【表２】

【０２５６】
　表１に示す通り、ブラインド可燃性熱源の前面部分の周辺に提供された複数の円周方向
に間隙を介した長軸方向の溝の直径はブラインド可燃性熱源の後方部分と比較して小さい
ため、実施例２の本発明による喫煙物品では、ラッパーはブラインド可燃性熱源の前面部
分の一部から空気ギャップ０．５ｍｍで半径方向に間隙を介している。対照的に、比較例
の喫煙物品では、ラッパーとブラインド可燃性熱源の前面部分との間には空気ギャップは
ない。
【０２５７】
　実施例２の本発明による喫煙物品の可燃性熱源および比較例の喫煙物品の周りの表面温
度についてテストする。ワットマンフィルター１０個を標準フィルターホルダーの上に配
置する。喫煙物品のブラインド可燃性熱源は、黄炎のライターを使用して点火する。点火
の伝搬が起こった時に炎が除去される。ブラインド可燃性熱源の表面の色が、点火に伴い
爆燃の最前線がブラインド可燃性熱源の前方端から後方端へと下流に移動することにより
変化する。爆燃の最前線がブラインド可燃性熱源の後方端に達してから３０秒後、喫煙物
品を１０枚のワットマンフィルターの上に水平に置く。喫煙物品を、１０分間、ワットマ
ンフィルター上に放置する。次にワットマンフィルターをフィルターホルダーから除去し
、第１（最も上）、第３、第６および第１０（最も下）のワットマンフィルターについて
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、燃焼の発生および熱の貫入深さを分析する。
【０２５８】
　比較例の喫煙物品の第１、第３、第６および第１０のフィルターは、すべて跡が付いて
いる。対照的に、実施例２の本発明による喫煙物品のための第６および第１０のフィルタ
ーは跡が付いていない。
【０２５９】
　実施例１および２の結果は、可燃性熱源の前面部分のすべてまたは一部とラッパーとの
間に少なくとも約０．５ｍｍの空気ギャップを含めることで、有利にも本発明による喫煙
物品の表面の温度が下がることが示している。
【０２６０】
　上記の実施形態および実施例は、図示するが、本発明を限定しない。本発明のその他の
実施形態を作成しうるが、本書に記載した具体的な実施形態および例は、制限するもので
ないことが理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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