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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】シャッフルトランプカードを、再度シャッフル
して、不正行為の入り込む余地のないシャッフルトラン
プカードを提供する。
【解決手段】カード２の真偽を判定するための情報を含
む複数枚のカード２と、カード２の束を置くための２つ
のカードセット台３と、２つのカードセット台３から繰
出したカード２を一個所にストックする共通のカードス
トッカ４と、カードセット台３からカードストッカ４へ
カード２を一枚ずつ繰出すために２つのカードセット台
３のそれぞれ下方には、繰出しローラ５、６が設けられ
、制御装置８は、２つのカードセット台３から同時にカ
ードが繰り出されないように、必ずどちらか一方のカー
ドセット台３からのみカード２が繰出され、かつ一度に
繰出すカード２の枚数を所定の値の範囲内で毎回ランダ
ムに変更して繰出し枚数を決定する枚数決定手段を有す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャッフル対象の複数枚のカードの束を置くための２つのカードセット台と、
前記２つのカードセット台から繰出したカードを一個所にまとめてストックする共通のカ
ードストッカと、
前記カードセット台から前記カードストッカへカードを一枚ずつ繰出すために前記２つの
カードセット台のそれぞれ下方に設けた第１の繰出し手段および第２の繰出し手段と、
前記第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を駆動するモータと、
第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を選択的に作動させて前記２つのカードセット
台にあるカードのどちらか一方のカードを選択的に繰出すよう制御する制御手段と、を備
え、
　前記２つのカードセット台に載せたカードを共通の前記カードストッカにまとめてスト
ックして複数カードをシャフルする装置であって、
　前記制御手段は、
　前記各カードセット台から同時にカードが繰り出されないよう必ずどちらか一方のカー
ドセット台からのみカードが繰出され、かつ一度に繰出すカードの枚数を所定の値の範囲
内で毎回ランダムに変更して繰出し枚数を決定し前記繰出し手段を制御する枚数決定手段
を含む、簡易シャッフル装置。
【請求項２】
　前記第１の繰出し手段および第２の繰出し手段からそれぞれ繰出したカードを前記カー
ドストッカへ送る一対の送出しローラをそれぞれ備え、前記送出しローラは前記各繰出し
手段により送出されるカードの速度より早い速度でカードを送出すよう設定した、請求項
１に記載の簡易シャッフル装置。
【請求項３】
　前記送出しローラから送出したカードを検出するカードセンサをそれぞれ有し、前記共
通のカードストッカにストックしたカードの枚数を前記２つのカードセンサによりカウン
トするシャッフル枚数カウンタを備えた、請求項１または２に記載の簡易シャッフル装置
。
【請求項４】
　前記第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を駆動するモータは、共通の一個のモー
タであって、その回転方向を左右に切り替えることで、前記第１の繰出し手段および第２
の繰出し手段のどちらか一方のみを動作させる構成とした、請求項１から３のいずれかに
記載の簡易シャッフル装置。
【請求項５】
　前記シャッフル対象の複数枚のカードは、前記２つのカードセット台に分けて載せ、前
記共通のカードストッカにストックしたカードの枚数を積算してシャッフルしたカードの
総枚数を通算し、前記共通のカードストッカにストックしたカードが所定枚数揃った段階
で一旦シャッフル動作を停止し、前記共通のカードストッカにストックしたカードを取り
出した後に、再度シャッフル動作を行い、複数回のシャッフル動作で所定のデッキ数を構
成する枚数分のカードをシャッフルするよう構成した、請求項１から４のいずれかに記載
の簡易シャッフル装置。
【請求項６】
　前記２つのカードセット台の少なくとも一方においてカードが無くなったことを検出し
てこれを出力する未シャッフルカードの検出手段をさらに備えた、請求項１から５のいず
れかに記載の簡易シャッフル装置。
【請求項７】
　前記一度に繰出すカードの枚数を所定の値の範囲内で毎回ランダムに変更して繰出し枚
数を決定し前記繰出し手段を制御する枚数決定手段は、前記２つのカードセット台から送
出すカードの枚数の差が所定枚数以内にとなるよう制限する機能を備える、請求項１から
６のいずれかに記載の簡易シャッフル装置。
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【請求項８】
　前記シャッフル枚数カウンタの枚数が予め設定した枚数と一致するか否かを検出し、一
致不一致を出力する出力手段を備えた、請求項１から７のいずれかに記載の簡易シャッフ
ル装置。
【請求項９】
　前記カードの表面もしくは絵柄の検査を行う異常判別装置をさらに備えた、請求項１か
ら８のいずれかに記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１０】
　前記シャッフル対象の複数枚のカードの真偽を判定するために、真正カードに関する情
報を記憶するメモリを備え、カードに付されたカードの真偽に関する情報をシャッフル対
象の複数枚のカードから順次一枚毎に取得して、取得した情報を前記真正カードに関する
情報と比較して、カードの真偽を判定する真偽判定装置をさらに備えた、請求項１から９
のいずれかに記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１１】
　前記真偽判定装置によりカードが偽物であることが判定されると、偽物と判定されたカ
ードが前記カードストッカの最上部に位置する状態で動作を停止する機能を、前記制御装
置が備えた、請求項１０に記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１２】
　前記真偽判定装置によりカードが偽物であることが判定された場合に、前記カードスト
ッカからカードを取り出せないようにするカード取出しロック装置をさらに備えた、請求
項１１に記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１３】
　鍵付きのリセットスイッチをさらに備え、前記真偽判定装置によりカードが偽物である
ことが判定された場合に、この鍵付きのリセットスイッチによらなければカード取り出し
ロック装置の解除およびシャッフル動作の再起動ができないように制御される前記制御装
置を備えた、請求項１２に記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１４】
　前記シャッフル枚数カウンタの枚数が予め設定した枚数と一致しない場合に、カードス
トッカからカードを取り出せないようにするカード取出しロック装置をさらに備えた、請
求項８に記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１５】
　前記異常判別装置が異常を検出した場合に、カードストッカからカードを取り出せない
ようにするカード取り出しロック装置をさらに備えた、請求項９に記載の簡易シャッフル
装置。
【請求項１６】
　鍵付きのリセットスイッチをさらに備え、前記シャッフル枚数カウンタの枚数が予め設
定した枚数と一致しない場合もしくは異常判別装置が異常を検出した場合に、鍵付きのリ
セットスイッチによらなければカード取り出しロック装置の解除やシャッフル動作の起動
ができないように制御される制御装置さらに備えた、請求項１４もしくは１５に記載の簡
易シャッフル装置。
【請求項１７】
　カードの種類等が特定可能なマークのある面にカードの真偽を判定するための情報が、
目に見えないインクもしくは材料により付したカードをシャッフル対象とする、請求項１
１から１６のいずれかに記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１８】
　前記インクもしくは材料は、蛍光反射する分子を含み、前記反射光によりカードの真偽
が判定可能な、請求項１１から１６のいずれかに記載の簡易シャッフル装置。
【請求項１９】
　カード面にカードの真偽を判定するための情報が、目に見えないインクもしくは材料に
より付されたカードと、
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　前記カードを、２つのカードセット台に分けて載せ、それぞれのカードを共通のカード
ストッカにまとめてストックして複数カードをシャフルする装置と、からなるカードシャ
ッフルシステムであって、
　前記複数カードをシャフルする装置は、
シャッフル対象の複数枚のカードの束を置くための２つのカードセット台と、
前記２つのカードセット台から繰出したカードを一個所にまとめてストックする共通のカ
ードストッカと、
　前記カードセット台から前記カードストッカへカードを一枚ずつ繰出すために前記２つ
のカードセット台のそれぞれ下方に設けた第１の繰出し手段および第２の繰出し手段と、
　前記第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を駆動するモータと、
第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を選択的に作動させて前記２つのカードセット
台にあるカードのどちらか一方のカードを選択的に繰出すよう制御する制御手段と、を備
え、
　前記制御手段は、
　前記各カードセット台から同時にカードが繰り出されないよう必ずどちらか一方のカー
ドセット台からのみカードが繰出され、かつ一度に繰出すカードの枚数を所定の値の範囲
内で毎回ランダムに変更して繰出し枚数を決定し前記繰出し手段を制御する枚数決定手段
を含み、
　前記シャッフル対象のカードの真偽を判定するために、真正カードに関する情報を記憶
するメモリを備え、シャッフル対象の複数枚のカードから順次一枚毎にカードに付された
真偽に関する情報を取得し、このカードの情報を前記真正カードに関する情報と比較して
、カードの真偽を判定する真偽判定装置を備えた、カードシャッフルシステム。
【請求項２０】
　前記真偽判定装置によりカードが偽物であることが判定されると、偽物と判定されたカ
ードが前記カードストッカの最上部に位置する状態で動作を停止する機能を、前記制御装
置が備えた、請求項１９に記載のカードシャッフルシステム。
【請求項２１】
　前記第１の繰出し手段および第２の繰出し手段からそれぞれ繰出したカードを前記カー
ドストッカへ送る一対の送出しローラをそれぞれ備え、前記送出しローラは前記各繰出し
手段により送出されるカードの速度より早い速度でカードを送出すよう設定した、請求項
１９または２０に記載のカードシャッフルシステム。
【請求項２２】
　前記送出しローラから送出したカードを検出するカードセンサをそれぞれ有し、前記共
通のカードストッカにストックしたカードの枚数を前記２つのカードセンサによりカウン
トするシャッフル枚数カウンタを備えた、請求項１９から２１のいずれかに記載のカード
シャッフルシステム。
【請求項２３】
　前記第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を駆動するモータは、共通の一個のモー
タであって、その回転方向を左右に切り替えることで、前記第１の繰出し手段および第２
の繰出し手段のどちらか一方のみを動作させる構成とした、請求項１９から２２のいずれ
かに記載のカードシャッフルシステム。
【請求項２４】
　前記シャッフル対象の複数枚のカードは、前記２つのカードセット台に分けて載せ、前
記共通のカードストッカにストックしたカードの枚数を積算してシャッフルしたカードの
総枚数を通算し、前記共通のカードストッカにストックしたカードが所定枚数揃った段階
で一旦シャッフル動作を停止し、前記共通のカードストッカにストックしたカードを取り
出した後に、再度シャッフル動作を行い、複数回のシャッフル動作で所定のデッキ数を構
成する枚数分のカードをシャッフルするよう構成した、請求項１９から２３のいずれかに
記載のカードシャッフルシステム。
【請求項２５】
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　前記２つのカードセット台の少なくとも一方においてカードが無くなったことを検出し
てこれを出力する未シャッフルカードの検出手段をさらに備えた、請求項１９から２４の
いずれかに記載のカードシャッフルシステム。
【請求項２６】
　前記一度に繰出すカードの枚数を所定の値の範囲内で毎回ランダムに変更して繰出し枚
数を決定し前記繰出し手段を制御する枚数決定手段は、前記２つのカードセット台から送
出すカードの枚数の差が所定枚数以内にとなるよう制限する機能を備える、請求項１９か
ら２５のいずれかに記載のカードシャッフルシステム。
【請求項２７】
　前記シャッフル枚数カウンタの枚数が予め設定した枚数と一致するか否かを検出し、一
致不一致を出力する出力手段を備えた、請求項１９から２６のいずれかに記載のカードシ
ャッフルシステム。
【請求項２８】
　前記カードの表面もしくは絵柄の検査を行う異常判別装置をさらに備えた、請求項１９
から２７のいずれかに記載のカードシャッフルシステム。
【請求項２９】
　前記真偽判定装置によりカードが偽物であることが判定された場合に、前記カードスト
ッカからカードを取り出せないようにするカード取出しロック装置をさらに備えた、請求
項１９から２８のいずれかに記載のカードシャッフルシステム。
【請求項３０】
　鍵付きのリセットスイッチをさらに備え、前記真偽判定装置によりカードが偽物である
ことが判定された場合に、この鍵付きのリセットスイッチによらなければカード取り出し
ロック装置の解除およびシャッフル動作の再起動ができないように制御される前記制御装
置を備えた、請求項２９に記載のカードシャッフルシステム。
【請求項３１】
　前記シャッフル枚数カウンタの枚数が予め設定した枚数と一致しない場合に、カードス
トッカからカードを取り出せないようにするカード取出しロック装置をさらに備えた、請
求項２７に記載のカードシャッフルシステム。
【請求項３２】
　前記異常判別装置が異常を検出した場合に、カードストッカからカードを取り出せない
ようにするカード取り出しロック装置をさらに備えた、請求項２８に記載のカードシャッ
フルシステム。
【請求項３３】
　鍵付きのリセットスイッチをさらに備え、前記シャッフル枚数カウンタの枚数が予め設
定した枚数と一致しない場合もしくは異常判別装置が異常を検出した場合に、鍵付きのリ
セットスイッチによらなければカード取り出しロック装置の解除やシャッフル動作の起動
ができないように制御される制御装置さらに備えた、請求項３１もしくは３２に記載のカ
ードシャッフルシステム。
【請求項３４】
　カードの種類等が特定可能なマークのある表面にカードの真偽を判定するための情報が
、目に見えないインクもしくは材料により付されたカードをシャッフル対象とする、請求
項１９から３３のいずれかに記載のカードシャッフルシステム。
【請求項３５】
　前記インクもしくは材料は、蛍光反射する分子を含み、前記反射光によりカードの真偽
が判定可能な、請求項１９から３４のいずれかに記載のカードシャッフルシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ポーカー、バカラ、ブリッジ、またはブラックジャック等の各種のトランプゲームに使
用する１デッキもしくは複数デッキのトランプカードのシャッフル装置に関する。また、
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更に本発明は、プレイングカード以外のカード、たとえばトレーディングカード等にも使
用可能で、ゲームの前に所定のカードのセットをシャッフルする必要があるときに、また
そのカードの真偽を判定することが必要な各種ゲームのカードシャッフル装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポーカー、バカラ、ブリッジ、またはブラックジャック等の各種のトランプゲームにお
いては、ディーラーが、１デッキもしくは複数デッキのトランプカードをカードシュータ
等にセットし、そこから一枚ずつ繰り出して、ゲーム参加者にカードを配る。このとき、
ゲームの公平性を担保するために、それらのカードはランダムに配る必要があるので、ゲ
ーム主催者は、カードシュータにセットする前に、トランプカードを十分にランダムにシ
ャッフルしておかなければならない。
【先行技術文献】
【０００３】
　なお、シャッフルカードを製造する装置が、例えば特許文献１に開示されている。
【特許文献１】　国際公開２００９／０６９７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　あらかじめシャッフル済みのシャッフルカードを使用する場合でも、ゲームテーブル上
で使用する前にカードの抜き差しや差し替え等の不正行為が行われる余地があるという問
題があった。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであって、ゲームに先立ち使用するシャッフ
ルトランプカードを、再度シャッフルして、不正行為の入り込む余地のないシャッフルト
ランプカードを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本願発明の簡易シャッフル装置は、シャッフル対象の複数
枚のカードの束を置くための２つのカードセット台と、２つのカードセット台から繰出し
たカードを一個所にまとめてストックする共通のカードストッカと、カードセット台から
カードストッカへカードを一枚ずつ繰出すために２つのカードセット台のそれぞれ下方に
設けた第１の繰出し手段および第２の繰出し手段と、第１の繰出し手段および第２の繰出
し手段を駆動するモータと、第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を選択的に作動さ
せて２つのカードセット台にあるカードのどちらか一方のカードを選択的に繰出すよう制
御する制御手段と、を備え、２つのカードセット台に載せたカードを共通の前記カードス
トッカにまとめてストックして複数カードをシャフルする装置であって、制御手段は、各
カードセット台から同時にカードが繰出されないよう必ずどちらか一方のカードセット台
からのみカードが繰出され、かつ一度に繰出すカードの枚数を所定の値の範囲内で毎回ラ
ンダムに変更して繰出し枚数を決定し前記繰出し手段を制御する枚数決定手段を含む構成
を有するものである。
【０００７】
　さらに、本発明の簡易シャッフル装置は、シャッフル対象の複数枚のカードの真偽を判
定するために、真正カードに関する情報を記憶するメモリを備え、シャッフル対象の複数
枚のカードから順次一枚毎に情報を取得して真正カードに関する情報と比較して、カード
の真偽を判定する真偽判定装置をさらに備えるものであってもよい。
【０００８】
　また、本発明のカードシャッフルシステムは、カード面にカードの真偽を判定するため
の情報が目に見えないインクもしくは材料により付されたカードと、このカードを、２つ
のカードセット台に分けて載せ、それぞれのカードを共通のカードストッカにまとめてス
トックして複数カードをシャフルする装置と、からなるカードシャッフルシステムであっ
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て、複数カードをシャフルする装置は、シャッフル対象の複数枚のカードの束を置くため
の２つのカードセット台と、２つのカードセット台から繰出したカードを一個所にまとめ
てストックする共通のカードストッカと、カードセット台から前記カードストッカへカー
ドを一枚ずつ繰出すために前記２つのカードセット台のそれぞれ下方に設けた第１の繰出
し手段および第２の繰出し手段と、第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を駆動する
モータと、第１の繰出し手段および第２の繰出し手段を選択的に作動させて２つのカード
セット台にあるカードのどちらか一方のカードを選択的に繰出すよう制御する制御手段と
、を備え、制御手段は、各カードセット台から同時にカードが繰出されないよう必ずどち
らか一方のカードセット台からのみカードが繰出され、かつ一度に繰出すカードの枚数を
所定の値の範囲内で毎回ランダムに変更して繰出し枚数を決定し、前記繰出し手段を制御
する枚数決定手段を含む構成を有するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、カードゲームで使用する所定数のカードをゲームテーブル上などでシ
ャッフルして不正の発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】　本発明の実施の形態１のカードシャッフルシステムにおける簡易シャッフル装
置の概略側面図。
【図２】　本発明の実施の形態２のカードシャッフルシステムにおける簡易シャッフル装
置の概略斜視図。
【図３】　（ａ）、（ｂ）本発明の実施の形態１、２の変形例における簡易シャッフル装
置のカードセット台の要部部分正面図。
【図４】　本発明の実施の形態１および２におけるカードシャッフルシステムのカードの
平面図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態１について図面を参照しながら説明する。
　本発明の実施の形態１におけるカードシャッフルシステムの簡易シャッフル装置１は、
シャッフル対象の複数枚のカード２（シャッフル済みのシャッフルカード）の束を置くた
めの２つのカードセット台３と、２つのカードセット台３から繰出したカードを一個所に
まとめてストックする共通のカードストッカ４とを備える。カードセット台３からカード
ストッカ４へカード２を一枚ずつ繰出すために２つのカードセット台３のそれぞれ下方に
は、第１の繰出し手段である繰出しローラ５および第２の繰出し手段である繰出しローラ
６を備えている。第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６は駆動モータ７によ
り回転駆動される。この駆動モータ７はステッピングモータを使用している。駆動モータ
７を制御することにより第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６は選択的に回
転作動する。この駆動モータ７の制御は制御装置８により行う。制御装置８は、２つのカ
ードセット台３から同時にカードが繰り出されないように、必ずどちらか一方のカードセ
ット台３からのみカード２が繰出され、かつ一度に繰出すカードの枚数を所定の値の範囲
内で毎回ランダムに変更して繰出し枚数を決定し前記繰出し手段を制御する枚数決定手段
を含んでいる。
【００１２】
　駆動モータ７は、共通の一個のステッピングモータを使用し、その回転方向を左右に切
り替えることで、第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６のどちらか一方のみ
を動作させる構成となっている。なおこのため、第１の繰出しローラ５および第２の繰出
しローラ６には図示しない一方向回転クラッチを設けている。
【００１３】
　このようにして、第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６のどちらか一方を
選択的に駆動することにより２つのカードセット台３にあるカードのどちらか一方のカー
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ドのみが選択的に繰出される。第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６からそ
れぞれ繰出したカードを、常時回転する一対の送出しローラ９がカードストッカ４に送出
す。前記送出しローラ９は第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６により送出
されるカードの速度より早い速度でカードを送出すよう、駆動速度が設定されているので
、カード２は送出しローラ９により引っ張られるようにして、確実にカードストッカ４へ
送られる。送出されたカード２は、カードセンサ１０により検出され、カードストッカ４
へ送られたカード２の枚数がこのカードセンサ１０の信号により制御装置８でカウントさ
れる。このカウント（計数）は、制御装置８にあるシャッフル枚数カウンタ（図示せず）
によってカウントされ、記憶される。また、カードストッカ４へ送られたカード２のシャ
ッフル枚数カウンタによる総数カウント値は、ディスプレイ１１に表示される。本実施の
形態では、カードストッカ４にはカードケース４ａがセットされており、カード２はこの
カードケース４ａ内に積み重なるように保持される。このカードケース４ａは、不透明も
しくは黒色に着色され外部からカード２が見えないようにされ、かつこのカードケース４
ａに入ったカード２を外部から裏返したり出来ないようにするとともに、カード２の抜き
取りを防止して、カード２の取扱いを安全にしている。
【００１４】
　制御装置８は、前記２つのカードセット台３から一度に繰出すカードの枚数を今所定の
値（例えば５）の範囲内で毎回ランダムに変更して繰出し枚数を、１枚乃至５枚までに変
化させる機能を有しており、毎回異なる繰り出し枚数を決定して前記繰出し手段である繰
出しローラ５，６のモータ７を制御する。このため制御装置８は繰出し枚数決定手段（図
示せず）を含む。毎回ランダムに繰出し枚数を変更する枚数の最大値は、１枚乃至５枚ま
での間で、枚数セット液晶パネル（８ａ）により設定でき、この設定をもとに繰出し枚数
決定手段（図示せず）が一度に繰出すカードの枚数を今所定の値（例えば５）の範囲内で
毎回ランダムに変更して繰出し枚数を、１枚乃至５枚までに変化させる変化させる。なお
、制御装置８には後述するキースイッチ（後述）が接続されており、毎回ランダムに繰出
し枚数を変更する枚数の最大値の変更は、このスイッチを操作しないと変更できないよう
に設定されている。
【００１５】
　また、２つのカードセット台３から第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６
を介してそれぞれ繰出すカード２の枚数は毎回変更されるので、これを複数回繰り返して
行っていくと、２つの繰り出しローラ３で繰出しカード２の総繰出し枚数に偏りが生じる
。このため各送出しローラ９を介して送出したカードを検出する２つのカードセンサ１０
の出力により、２つのカードセット台３から送出したカードの枚数を比較して、その差が
所定枚数以内になるよう、制御装置８がそれぞれの繰出し枚数を制御する。これは制御装
置８の繰出し枚数決定手段（図示せず）を介して行う。
【００１６】
　このようにして、２つのカードセット台３からのカード２は、同時に繰出されることで
なく、毎回繰り出し枚数がランダムに変化して、枚数が異なるように交互にカードストッ
カ４へ送られるので、２つのカードセット台３からのカード２はランダムにシャッフルさ
れた状態で、カードストッカ４にストックされる。
【００１７】
　前記２つのカードセット台３には、カード２が無くなったことを検出してこれを出力す
る未シャッフルカードの検出センサ１２（検出手段）をそれぞれ備えている。これにより
、いずれかのカードセット台３のカード２が無くなると作業者がカード２を他方のカード
セット台３のカード２を振り分けて補充することが出来る。通常カード２は、複数デッキ
（例えば８デッキの４１６枚）で１セットのシャッフルカードとして使用するので、この
複数枚（４１６枚）のカードを、２つのカードセット台３に分けて載せてシャッフルを行
う。この場合、駆動モータ７を動作させ、共通のカードストッカ４にストックしたカード
の枚数を積算し、シャッフルしたカード４の総枚数を通算し、共通のカードストッカ４に
ストックしたカードが所定枚数（例えば２０８枚）揃った段階で一旦シャッフル動作を停
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止する。
【００１８】
　これは、一度に複数デッキ（例えば８デッキの４１６枚）のカード２を共通のカードス
トッカ４にストックしてしまうと、カード２の高さ（嵩）が高くなり、作業者がカードス
トッカ４からカード２を取出すのが困難となったり、片手で持てない、などの不具合を防
ぐためである。これらの動作は、制御装置８でプログラムされている。作業者がカードス
トッカ４からカードケース４ａに入ったカード２をカードケース４ａごと取り出した後、
空のカードケース４ａをカードストッカ４へ戻して、スタートスイッチ（図示せず）を操
作して、再度駆動モータ７を動作させる、更なるシャッフル動作を行う。これを繰返して
複数回（２回以上）のシャッフル動作で所定のデッキ数を構成する枚数分（例えば８デッ
キの４１６枚）のカードをシャッフルする。このとき、カードストッカ４の上部には、カ
ードストッカ４内のカード２を検出するストックカードの検出器１３が設けられており、
カード２を取り忘れ、残っているとシャッフルの再起動が出来ないように制御装置８が制
御する。
【００１９】
　複数回（通常２回）のシャッフル動作で所定のデッキ数を構成する枚数分（例えば８デ
ッキの４１６枚）のカードをシャッフルする。２つのカードセット台３には、カード２が
無くなったことを検出する未シャッフルカードの検出センサ１２をそれぞれ備えている。
どちらか一方のカードセット台３のカードが無くなると、シャッフル枚数カウンタのシャ
ッフル済みカード２の総数カウント値と、シャッフル完了予定（設定）枚数（例えば４１
６枚）とを比較し、カードセット台３に残っている残り枚数が計算される。この残り枚数
が所定値（例えば８枚）を超えると、シャッフル動作を停止する。残り枚数が所定枚数以
下のときは、停止せずにシャッフル動作を完了する。シャッフル動作停止後、作業者がカ
ード２が残った一方のカードセット台３から、カードのない他のカードセット台３へカー
ド２を均等に分ける。このあとシャッフル動作を再起動することで、２つのカードセット
台３から繰出したカードの枚数を均等化することが可能となる。
【００２０】
　カードセット台３の両方のカード２が全て繰出されると簡易シャッフル装置１はシャッ
フル動作を停止する。そして、シャッフル枚数カウンタの総シャッフル枚数が、予め設定
した枚数と比較されて一致するか否かを検出し、一致不一致を表示手段１４（ｂ青とｒ赤
のランプ等）により表示する。このとき同時にディスプレイ１１に、シャッフル枚数カウ
ンタの総シャッフル枚数が表示がされる。予め、正規のシャッフルカードとして使用され
る所定の枚数（例えば８デッキで１セットのシャッフカードでは４１６枚）を設定する機
能を備えておくことで、シャッフ済みのカードの総枚数に過不足があった場合、ディスプ
レイ１１にその過不足の表示がされ、表示手段１４（青と赤のランプ等）により、過不足
等が確認できるよう（例えば赤のランプ１４ｒを点灯する）になっている。
【００２１】
　カードセット台３の底１５には、ＤＮＡセンサ１６が設けられており、カード２に付さ
れたＤＮＡ含有塗料（後述）からＤＮＡ情報を取得する。ＤＮＡセンサ１６は底１５の貫
通穴１５ａを介して最下部のカード２のＤＮＡ含有塗料（後述）にＵＶ光を照射して、照
射される光の反射光をＤＮＡセンサ１６が受光する。このＤＮＡセンサ１６の信号を受け
て、カードセット台３のカード２の組情報を取得する。組情報はカードの真偽を判定する
ための情報であり、制御装置８はＤＮＡセンサ１６から組情報を取得してカード２の真偽
を判定する真偽判定装置１７を備えている。
【００２２】
　シャッフル対象の複数枚のカード２の真偽を判定するための真偽判定装置１７は真正カ
ードに関する情報を記憶するメモリ（図示せず）を備えている。真偽判定のための真正カ
ードに関する情報は、情報入力装置１８により予め入力される。シャッフル対象の複数枚
のカード２からは、ＤＮＡセンサ１６により順次一枚毎に組情報を取得する。取得した組
情報は、真偽判定装置１７において、真正カードに関する情報と比較され、カード２の真
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偽が判定される。真偽判定装置１７によりカードが偽物であることが判定されると、真偽
表示ランプ１９が点滅する。
【００２３】
　また、真偽判定装置１７によりカード２が偽物であることが判定されると、偽物と判定
されたカード２がカードストッカ４のカードケース４ａの最上部に位置するまで各部は動
作するが、その状態で動作が停止されるよう制御装置８が各部を制御する。さらに真偽判
定装置１７によりカード２が偽物であることが判定された場合に、カードストッカ４のカ
ードケース４ａと中のカード２を取り出せないようにするカード取出しロック装置２０が
設けられている。カードケース４ａの取り出しロック装置２０は通常ソレノイド等の公知
の電磁機器によるロック動作が利用される。
【００２４】
　制御装置８にはキースイッチ２１が接続されており、キースイッチ２１がマネージャ等
が有する鍵（図示せず）によって操作されない限り、カードケース４ａの取り出しロック
装置２０は解除されず、かつシャッフル動作が再起動できないように制御装置８が制御す
る。なお、前述のように、毎回ランダムに繰出し枚数を変更する枚数の最大値の変更は、
枚数セット液晶パネル（８ａ）により設定できるが、この変更もマネージャ等が有する鍵
（図示せず）によりキースイッチ２１（以下同じ）を操作しないと変更できないように制
御装置８が設定されている。なお、カードケース４ａが設置されていない場合には、カー
ドケース４ａの検出器２６が作動してシャッフル動作が起動されないし、カード取出しロ
ック装置２０も作動しないように制御装置８が制御を行う。
【００２５】
　カードケース４ａの取り出しロック装置２０は、シャッフル枚数カウンタの枚数が予め
設定した枚数と一致しない場合にも制御装置８を介して作動し、カードケース４ａのカー
ドケース４ａおよび中のカード２の取り出しが出来ないように機能する。この場合も、キ
ースイッチ２１が鍵によって操作されない限り、カードケース４ａの取り出しロック装置
２０は解除されず、またシャッフル動作も再起動できないように制御装置８が設定されて
いる。
【００２６】
　制御装置８には時刻記憶装置２２がさらに接続され、カード取り出しロック装置２０が
作動した時ないしキースイッチ２１によりカード取り出しロック装置２０が解除された時
にこれらの時刻を記憶する機能を備えている。これらの時刻は、無線送信（通信装置）２
３により、　管理部門等の外部に伝えることができる。
通信
【００２７】
　また、制御装置８は、カード取り出しロック装置２０のロック状態を表示するロック状
態表示装置２４および非ロック状態を表示するロック状態表示装置２５を装置本体上方に
備え、電源ＯＮ表示とは独立して、これらのロック状態と電源のＯＮ状態を表示し、カジ
ノ等の上方にあるモニターカメラによる撮影を可能にするようにしている。
【００２８】
　制御装置８の真偽判定装置１７におけるカード２の真偽判定結果は、さらに警報音等に
より出力されてもよいし、警報音以外の音、例えば音声メッセージまたはメロディが出力
されてもよい。さらに真偽判定装置１７によりカードが偽物であることが判定された場合
およびシャッフル枚数カウンタの枚数が予め設定した枚数と一致しない場合には、無線送
信（通信装置）２２により、　これらの状態が管理部門等の外部に伝えることもできる。
【００２９】
　次に、本発明の実施の形態２について図２を参照しながら説明する。
　本発明の実施の形態２におけるカードシャッフルシステムの簡易シャッフル装置１００
において、実施の形態１における簡易シャッフル装置１と同一の構成については同一の番
号を付して説明を省略する。
　本実施の形態では、カードストッカ４にはカード受け１０１が取り出しできるように配
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置されており、カード２はこのカード受け１０１内に裏向けに積み重なるように保持され
る。このカード受け１０１には、不透明もしくは黒色に着色され外部からカード２が見え
ないように前面にカバー１０１ａが設けられている。したがって、このカード受け１０１
が簡易シャッフル装置１００にセットされた状態では、カード受け１０１に入ったカード
２に対しては誰も触れることが出来ず、カード２の抜き取りが防止され、また外部からカ
ード２を裏返したり、カード２を見ることが出来ないようにして不正を防止することでカ
ード２の取扱いを安全にしている。
【００３０】
　制御装置８は、前記２つのカードセット台３から一度に繰出すカードの枚数を今所定の
値（例えば５）の範囲内で毎回ランダムに変更して繰出し枚数を、１枚乃至５枚までに変
化させる機能を有しており、毎回異なる繰り出し枚数を決定して前記繰出し手段である繰
出しローラ５，６のモータ７を制御する。このため制御装置８は繰出し枚数決定手段（図
示せず）を含む。毎回ランダムに繰出し枚数を変更する枚数の最大値は、１枚乃至５枚ま
での間で、枚数セットキー（図示せず）により設定でき、この設定をもとに繰出し枚数決
定手段（図示せず）が一度に繰出すカードの枚数を今所定の値（例えば５）の範囲内で毎
回ランダムに変更して繰出し枚数を、１枚乃至５枚までに変化させる。各送出しローラ９
を介して送出したカード２を検出する２つのカードセンサ１０の出力により、制御装置８
がそれぞれの繰出し枚数について確実に繰出されたか否かを確認する。また、制御装置８
は、繰り出し指示した側の送出しローラ９とは異なる反対側からカード２が繰出された場
合には異常（エラー）を検出して装置の動作を停止するように動作全体を制御する。
【００３１】
　また、２つのカードセット台３から第１の繰出しローラ５および第２の繰出しローラ６
を介してそれぞれ繰出すカード２の枚数は、毎回変更されるよう設定されているので、こ
れを複数回繰り返して行っていくと、２つの繰り出しローラ５，６で繰出すカード２の総
繰出し枚数に偏りが生じるおそれがある。制御装置８は、繰り出し指示した２つのカード
セット台３から送出したカードの枚数を常時比較して、その繰り出し総数の差が最終的に
は所定枚数以内になるよう繰出し指示枚数をその都度制御する。なお、制御装置８には後
述するキースイッチ（２１後述）が接続されており、毎回ランダムに繰出し枚数を変更す
る枚数の最大値の変更は、このスイッチを操作しないと変更できないように設定されてい
る。（この変更は情報入力装置１０８（後述）により行う。）
【００３２】
　カード受け１０１に入ったカード２が所定枚数（例えば１４０枚毎に停止する）に達し
たとき、これを検出する満タンセンサ１０２が設けられており、シャッフル動作はこれに
より一旦停止する。これは、一度に複数デッキ（例えば８デッキの４１６枚）のカード２
を共通のカード受け１０１にストックしてしまうと、カード２の高さ（嵩）が高くなり、
作業者がカード２を取出すのが困難となるなどの不具合を防ぐためである。これらの動作
は、制御装置８でプログラムされている。作業者がカード受け１０１に入ったカード２を
カード受け１０１ごと取り出した後、空のカード受け１０１をカードストッカ４へ戻して
、スタートスイッチ（１０３）を操作すると、再度駆動モータ７が動作し、シャッフル動
作が更に行われる。カードストッカ４の底には、カード受け１０１を検出するカード受け
センサ１０４が設置されており、カードストッカ４にカード受け１０１が戻されていない
場合には、シャッフル動作が起動されないし、カード取出しロック装置２０も作動しない
ように設定されている。また、カード受け１０１の底に設けた穴（図示せず）を介してカ
ード２の有無を検出するカード有無センサ１０５が設けられており、カード２をカード受
け１０１ごと取り出した後、空のカード受け１０１をカードストッカ４へ戻したときに、
カード２がカード受け１０１の底に残っているとシャッフル動作が再起動出来ないように
機能するようプログラムしている。このようにしてカードシャッフル動作を繰返して複数
回（３回以上）のシャッフル動作によりで所定のデッキ数を構成する枚数分（例えば８デ
ッキの４１６枚）のカードをシャッフルする。
【００３３】
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　カードセット台３の両方のカード２が全て繰出されると簡易シャッフル装置１はシャッ
フル動作を停止する。そして、シャッフル枚数カウンタの総シャッフル枚数が、予め設定
した設定枚数（例えば８デッキの４１６枚）と比較され、相互の枚数一致するか否かを検
出し、一致不一致を表示手段１４（青と赤のランプ等）により表示する。このとき同時に
ディスプレイ１１に、シャッフル枚数カウンタの総シャッフル枚数が表示がされる。予め
、正規のシャッフルカードとして使用される所定の枚数（例えば８デッキで１セットのシ
ャッフカードでは４１６枚）を設定する機能を備えておくことで、シャッフ済みのカード
の総枚数に過不足があった場合、ディスプレイ１１にその過不足の表示がされ、表示手段
１４（ｂ青とｒ赤のランプ等）により、過不足等が確認できるよう（例えば枚数過不足が
あった時は赤のランプ１４ｒを点灯する）になっている。
【００３４】
　本発明の実施の形態２においても、カードセット台３の底には、ＤＮＡセンサ１６が設
けられており、カード２に付されたＤＮＡ含有塗料（後述）からＤＮＡ情報を取得する。
このＤＮＡセンサ１６の信号を受けて、カードセット台３のカード２の組情報を取得する
。組情報はカードの真偽を判定するための情報であり、制御装置８はＤＮＡセンサ１６か
ら組情報を取得してカード２の真偽を判定する真偽判定装置１７を備えている。なお、Ｄ
ＮＡセンサ１６から組情報を取得してカード２の真偽を判定する真偽判定装置１７以外に
、カード２のスート（種類）およびランク（数）を読み取るセンサーは備えていない。こ
れは、本簡易シャッフル機１００内で、カード２のスート（種類）およびランク（数）を
読み取り、シャッフルされた複数のカード２の並び方の情報が判ると不正使用等に利用さ
れる問題を生じないようにするためである。
【００３５】
　シャッフル対象の複数枚のカード２の真偽を判定するための真偽判定装置１７は真正カ
ードに関する情報を記憶するメモリ（図示せず）を備えている。真偽判定のための真正カ
ードに関する情報は、情報入力装置１０８から通信端子１０９を介して予め入力される。
シャッフル対象の複数枚のカード２からは、ＤＮＡセンサ１６により順次一枚毎に組情報
を取得する。取得した組情報は、真偽判定装置１７において、真正カードに関する情報と
比較され、カード２の真偽が判定される。真偽判定装置１７によりカードが偽物であるこ
とが判定されると、真偽表示ランプ１９が点滅する。
【００３６】
　また、真偽判定装置１７によりカード２が偽物であることが判定されると、偽物と判定
されたカード２がカードストッカ４のカード受け１０１の最上部に位置するまで各部が動
作し、その状態で動作が停止される。このように制御装置８が各部を制御することで、疑
わしいカード２をカード受け１０１の最上部に置き検査の便宜をはかっている。さらに真
偽判定装置１７によりカード２が偽物であることが判定された場合に、カードストッカ４
のカード受け１０１が取り出せないようにするカード取出しロック装置２０が実施の形態
１同様に設けられており、偽物カードを紛失することを防止している。
【００３７】
　制御装置８にはキースイッチ２１が接続されており、キースイッチ２１がピットのマネ
ージャ等が有する鍵によって操作されない限り、カード受け１０１の取り出しロック装置
２０は解除されず、かつシャッフル動作が再起動できないように制御装置８が制御する。
このようにして、シャッフル動作の間を含めて、外部からカードストッカ４内部にアクセ
スすることをカード受け１０１が防止し、カードストッカ４のカード受け１０１に手を入
れることは不可能にしている。このようにして、カード受け１０１のカードを取り出す動
作以外においては、カードストッカ４にはカード受け１０１が常時存在するように設定さ
れており、カードストッカ４の内部にアクセスすることが防止され、不正目的でカメラ等
をカードストッカ４に設置することが防止される。なお、カードストッカ４へカード受け
１０１が戻された状態で、装置全体は停止されるようになっている。カードストッカ４へ
カード受け１０１が戻されていない場合には、シャッフル動作が起動できず、キースイッ
チ２１を操作して装置のロック状態を解いて、カードストッカ４へカード受け１０１が戻
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されないとシャッフル動作が起動されないように制御装置８が全体を制御するよう設定さ
れている。
【００３８】
　カード受け１０１の取り出しロック装置２０は、シャッフル枚数カウンタの枚数が予め
設定した枚数と一致しない場合にも作動し、カード受け１０１および中のカード２の取り
出しが出来ないように機能する。この場合も、キースイッチ２１が鍵によって操作されな
い限り、カード受け１０１の取り出しロック装置２０は解除されず、またシャッフル動作
も再起動できないように制御装置８が動作設定されている。
【００３９】
　制御装置８には時刻記憶装置２２がさらに接続され、カード取り出しロック装置２０が
作動した時、もしくはキースイッチ２１によりカード取り出しロック装置２０が解除され
た時など、鍵によりキースイッチ２１が操作されたとき、異常の種類とこれらの時刻を記
憶する機能を備えている。これらの時刻は、無線送信（通信装置）２３もしくは有線通信
端末１０６を介して管理部門等の簡易シャッフル装置１０１の外部に伝えることができる
。
【００４０】
　また、制御装置８は、カード取り出しロック装置２０のロック状態を表示するロック状
態表示装置２４および非ロック状態を表示するロック状態表示装置２５を装置本体上方に
備え、電源ＯＮ表示ランプ（１０７）とは独立して、これらのロック状態を表示し、カジ
ノ等の上方にあるモニターカメラによる撮影を可能にするようにしている。このようにし
て、シャッフル動作が行われている間は、カード取り出しロック装置２０によりカード受
け１０１の取り出しがロックされ、カード２への不正なアクセスが防止され不正できない
動作が確保され、これらがカジノの天井カメラ等によりモニターされる。
【００４１】
　（ポーズ機能の説明）
　簡易シャッフル機１００が作動している間は、カード取り出しロック装置２０によりカ
ード受け１０１の取り出しがロックされ、カード２への不正なアクセスが防止され、さら
にカードストッカ４内のカード受け１０１がカードストッカ４内に常に（カードの取り出
し動作以外）存在するために、不正者が簡易シャッフル機１００内部に対して不正行為が
できない状態が確保される。しかし、簡易シャッフル機１００はテーブルゲームにおいて
常時使用されるものではなく、ゲームに使用されるシャッフルカード（例えば最大８デッ
キの４１６枚）の使用が済んだ時、または途中でシャッフルトランプを新しいものに交換
するときに、カードをシャッフルするために使用されるものである。したがって、簡易シ
ャッフル機１００のシャッフル動作は例えば１時間程度に一回程度となる。この間に簡易
シャッフル機１００が不正にアクセスされるリスクがあるので、簡易シャッフル機１００
は、ポーズ機能を備えている。
【００４２】
　（ポーズ状態の説明）
　ポーズ機能は、ポーズ機能スイッチ１１０を作動することにより、もしくはシャッフル
動作後に所定時間（１０秒程度）経過した後に自動的に、制御装置８が、簡易シャッフル
機１００をポーズ状態にすることで機能する。ポーズ状態においては、簡易シャッフル機
１００はカード取り出しロック装置２０のロック状態を維持し、これによりカード受け１
０１の取り出しが出来ないようにロックし、カード２への不正なアクセスを防止した状態
を維持する。また、カードストッカ４内のカード受け１０１がカードストッカ４内に常に
（カードの取り出し動作以外）存在して、不正者が簡易シャッフル機１００の内部に対し
て不正行為ができないような状態を保持する。このポーズ状態を解除できるのは、鍵によ
りキースイッチ２１を操作した時、あるいは暗号キー等（図示せず）により解除操作をし
た時のみに設定されている。また、このポーズ状態は、ポーズ状態表示ランプ１１１によ
り、装置本体上方において表示される（電源ＯＮ表示ランプ１０７の色を変えることでポ
ーズ状態表示ランプ１１１を省略することも可能）。これらの状態は、カジノの天井カメ
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ラ等によりモニターされ、かつ、ポーズ機能作動時間は時刻記憶装置２２により記憶され
、無線送信（通信装置）２３により、これらの状態が管理部門等の外部に伝えられる。な
お、前記カード取り出しロック装置２０は、本実施の形態２ではカードストッカ４内側面
より突き出る形態で、カード受け１０１の取り出しを防止するよう構成しているが、変形
例として、カード受け１０１の前面下部にカード取り出しロック装置２０を設け、取り出
し防止板（図示せず）をカード受け１０１の前面においてソレノイド等で上下させるよう
に構成してもよい。
【００４３】
　制御装置８の真偽判定装置１７におけるカード２の真偽判定結果は真偽表示ランプ１９
が点滅することで外部に知らせるが、さらに警報音等により外部へ出力されてもよいし、
警報音以外の音、例えば音声メッセージまたはメロディが出力されてもよい。さらに真偽
判定装置１７によりカード２が偽物であることが判定された場合およびシャッフル枚数カ
ウンタの枚数が予め設定した枚数と一致しない場合には、無線送信（通信装置）２３によ
り、これらの状態を管理部門等の外部に伝えることもできる。
【００４４】
　次に、本実施の形態１、２の変形例について図３（ａ）、（ｂ）により説明する。本変
形例では、カードセット台３にカード２をセットした後、カード２の浮き上がりを防止す
る錘（ウエイト）１１２が設けられている。この錘１１２は、カードセット台３に設けた
ガイド３ａに案内され、その重さによりカード２を矢印Ｗ方向に押してカード２が確実に
繰り出しローラ５，６に接触し繰り出されることを助ける。また、錘１１２は、カードセ
ット台３にカード２をセットするときは、固定用のフック１１２ｆを回転させて上方に仮
固定（図３（ｂ）に示す状態）できるようになっている。
【００４５】
　本発明の実施の形態１および２の変形例にカードシャッフルシステムに使用するカード
２について、図４により説明する。カードの真偽を判定するための情報としての組情報は
、絵札（Ｊ、Ｑ、Ｋ）を含むすべてのカードのインデックス２Ｍ（スートおよびランク）
を印刷するインク（ＤＮＡ含有塗料）に含まれている。このインク（ＤＮＡ含有塗料）は
ＤＮＡでコード化されている。本実施の形態１において、「スート」とは、トランプカー
ドの種類（ハート、スペードなど）を意味し、「ランク」とは「数」（たとえば、エース
、２、３、――１０、ジャック、クイーン、キング等）を意味し、トランプカードであれ
ば、表（おもて）面に表されている。また、「裏柄」とは、トランプカードの裏面に表さ
れたカードに共通の柄を意味する。１デッキを構成するトランプカードでは、それぞれ表
面の種類表記が異なる。また、すべて裏面の絵柄が同じである。通常のトランプゲームで
は１デッキのみを用いるが、カジノでは、同一絵柄同士の複数デッキを用いてゲームを行
う場合がある。
【００４６】
　本発明の実施の形態１のカードシャッフルシステムに使用するカード２では、「スート
」や「ランク」であるカードの種類が特定可能なインデックスのある表面にカードの真偽
を判定するための情報が、目に見えないインクもしくは材料により付されている。このイ
ンクもしくは材料は、蛍光反射する分子を含み、前記反射光によりカードの真偽が判定可
能であるが、通常の使用条件では人間の視覚により判別することができない。応用例とし
ては、ＤＮＡ含有塗料が、「スーツ」もしくは「ランク」を表すインデックスが印刷され
るインキとして使用され、またインデックスの色毎に異なる種類のＤＮＡを含有するカー
ドとして構成することでより複雑なものとしてもよい。
【００４７】
　本実施の形態の応用例としてのカードは、ＤＮＡ含有塗料が、カードの紙の下地を調整
するアンカー塗料としてカードに付して組情報としてもよい。また、ＤＮＡ含有塗料が、
カードの外側のコーティング塗料としてカードに付された構成としてもよい。組情報を表
すＤＮＡ含有塗料が、カードの裏柄印刷用塗料の少なくとも一部としてカードに付された
構成や、ＤＮＡ含有塗料が、複数種類のＤＮＡを含有し、組情報は複数種類のＤＮＡの中
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の少なくとも１個もしくは複数個により構成するようにして、不正者からの解読をより困
難にすることなども有力な手段となる。
【００４８】
　本実施の形態における、変形例を以下に説明する。本変形例では、カード２へのＤＮＡ
含有塗料の付与方法として、インデックス２Ｍの印刷インクに含有させて設ける代わりに
、インデックス位置の下部の空白部１１３（図４に示す）に透明なＤＮＡ含有塗料（イン
ク等）を設けている。そしてＤＮＡセンサ１６からこのＤＮＡ含有塗料に対して、例えば
異なる波長の２種類のＵＶ光を２つのスポット（Ｐ１，Ｐ２）にそれぞれ当てる構成とし
ている。この場合、透明なＤＮＡ含有塗料からは、異なる信号がそれぞれ返ってくる。こ
の場合の透明なＤＮＡ含有塗料は、異なる波長のＵＶ光に対して異なる反応をして異なる
反射光が返ってくるように構成されている。このようにして異なる照射光からそれぞれ異
なる反射光を得て、これより異なる組情報を２つのＤＮＡセンサ１６がそれぞれ取得する
。一個の組情報では、万が一に情報が不正者に漏洩した場合には、ＤＮＡ含有塗料が複製
されて不正が可能となるが、このように２種類のＵＶ光を照射して、２種の異なる組情報
を得るようにすれば、より不正に対する安全が確保できる。上記の例では、前記２つのカ
ードセット台３に設ける両方のＤＮＡセンサ１６の一方と、他方においてそれぞれ異なる
波長の蛍光（ＵＶ）光を単独で照射するようにすることもコスト面で有効な手段となる。
【００４９】
　本実施の形態における、カードの真偽を判定するための情報としての組情報は、ＤＮＡ
含有塗料としてカードに設けられているが、この組情報はカジノ共通の組情報であったり
、テーブル毎の組情報が使用されてもよいことはもちろんである。さらに組情報は、カー
ド提供源（カードシュー等）毎に種類が異なる組情報であってもよく、また生産ロット毎
、あるいは使用するカジノ毎に異なる組情報が設定されてもよい。また、組情報としての
ＤＮＡ含有塗料が、カードの裏柄あるいは数もしくはスーツを表すインデックス以外の組
情報用の別の専用インデックスとしてカードに付されることも考えられる。
【００５０】
　次に、カードの真偽を判定するための情報をカード２に付けるための、目に見えないイ
ンクもしくは材料についてさらに説明する。　このインクもしくは材料は、ナノテクノロ
ジーと分子科学によって開発されたもので、ＤＮＡを組み合わせて、サインコードあるい
は暗号コードを構成することにより、目に見えない分子配列（ＤＮＡ等）によるセキュリ
ティー機能を有する。分子配列（ＤＮＡ等）によるサインコードあるいは暗号コードは、
単独の原子からポリマーまでの大きさで、０．５から５ミクロン程度の化学物資の複合体
で、ほとんど無限の種類（約３０兆以上）があり、容易に生産、または再生産することが
できる。また、偽造や読みとりを防ぐため、真のサインコードは、偽の多数のコードの中
に忍び込ませることもできる。偽造者からみると、そもそも同じものを複製することがほ
ぼ不可能なことに加え、真のサインコードがどれなのかが分からないので、セキュリティ
が高い。また、分子配列（ＤＮＡ等）によるサインコードあるいは暗号コードは、透明で
あり目に見えないので、透明な液体やインキに混入しても使われている場合、ＤＮＡ等が
混入されていること自体が通常は分からない。分子配列（ＤＮＡ等）によるサインコード
等は、それだけを取り除いたり不活性化させたり、機能を喪失させたりすることは非常に
難しい。
【００５１】
　分子配列（ＤＮＡ等）によるサインコードに、狭い帯域のＵＶなどの特定の光をあてる
と、サインコードに応じた特定の波長の組み合わせた複雑な光が返ってくる。この返って
くる光を光センサ（オプトエレクトロニクスセンサ）により電気信号に変換し、この信号
を解読することで意図したサインコードの有無を判別することができる。サインコードあ
るいは暗号コードを構成する分子配列（ＤＮＡ等）をパルプ、インク、ニスなど他の対象
物質に微量を混ぜるだけで使うことができる。物質自体は安定しており、混入する対象物
質に影響を与えないので、分子配列（ＤＮＡ等）インク等を使うことによって通常の生産
工程・生産スピードに影響を与えることはない。
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　分子配列（ＤＮＡ等）の判定は、対象物に特定の光をあてたときに、返ってくるオプト
エレクトロニクス信号を解読する機器を用いてほとんどリアルタイムで行うことが可能（
実際には０．０１秒以下）である。よくあるホログラムなどは目に見えるし、また、たと
えば特定の金属粒子を組情報として用いるなどの方法は、目に見えないタイプのものであ
っても複製可能であり、この点で分子配列（ＤＮＡ等）を用いた場合に比べて従来の方法
には弱点がある。
【００５３】
　なお、本実施の形態では、分子配列（ＤＮＡ等）含有塗料とそれを検出する分子配列（
ＤＮＡ等）センサを用いている。分子配列（ＤＮＡ等）含有塗料の組情報は、人間の視覚
により読取不能であって、所定の条件で読取可能な組情報の一例である。組情報をコード
化する分子配列（ＤＮＡ等）としては、例えば、自然由来分子配列（ＤＮＡ等）や、人工
分子配列（ＤＮＡ等）などが利用できる。また、分子配列（ＤＮＡ等）の塩基配列のよう
に、周期的な配列をもつ分子配列であれば、組情報のコード化に利用することができる。
例えば、タンパク質のアミノ酸配列を利用して、組情報をコード化してもよい。
【００５４】
　以上、本発明の各種の実施の形態を説明したが、上述の実施の形態は、本発明の範囲内
で当業者により変形可能なことはもちろんである。例えば、本発明により、バカラ以外の
ブラックジャック等のゲームに使用可能であり、適用されるゲームでの必要に応じて、本
実施の形態の装置が適切に変形されてよい。またさらに、本発明は、プレイングカード以
外のカード、たとえばトレーディングカード等にも使用可能で、ゲームの前に所定のカー
ドのセットをシャッフルする必要があるときには有用であり、またそのカードの真偽を判
定することが必要な各種ゲームへの適用が広く可能であることは言うまでもない。
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