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(57)【要約】
【課題】ゲームに先立ちゲーム主催者が長時間をかけて
シャッフルを行う必要がなく、かつ、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】所定数のデッキを構成するトランプカード
１２をシャッフル機によりシャッフルして得られる１組
のシャッフルトランプカードセット１である。このシャ
ッフルトランプカードセット１は、１組ずつ個別に包装
されており、固有のシャッフルトランプＩＤをあらわす
バーコード１３ａを印刷したシール１３で封緘されてい
る。シャッフルトランプＩＤは、そのトランプのシャッ
フルに関与したシャッフル機を特定可能な情報に関連付
けてデータベースに登録される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定数のデッキを構成するトランプカードをシャッフル機によりシャッフルして１組のシ
ャッフルトランプを組むシャッフルステップと、
前記シャッフルステップを経たシャッフルトランプを１組ずつ個別に包装する包装ステッ
プと、
前記シャッフルステップを行うシャッフル機のシャッフル完了の信号をもとに、前記シャ
ッフルステップを経たシャッフルトランプの組毎に異なるシャッフルトランプＩＤを情報
処理装置において作成するＩＤ生成ステップと、
前記シャッフルトランプＩＤを、前記シャッフルトランプの包装にＩＤコードとして付与
するＩＤ付与ステップと、
前記シャッフルトランプＩＤを、当該シャッフルトランプＩＤが付与されたシャッフルト
ランプのシャッフルステップに関与したシャッフル機を特定可能な情報に関連付けてデー
タベースに登録するＩＤ登録ステップとを含むことを特徴とする、シャッフルトランプカ
ードの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トランプゲームに用いられるトランプカードに関し、特に、十分ランダムに
シャッフルされた（切り混ぜられた）状態で個別包装されたシャッフルトランプカードと
、その製造方法に関する。
【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られる必要があるので
、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。
【０００３】
　なお、カードをシャッフルするための従来のカードシャッフル装置が、例えば特許文献
１に開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９８６６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、ゲーム主催者がゲームに先立ってシャッフルを行う場合、シャッフルに長い時
間を要することがあり、ゲームの効率的な運用を妨げる要因となっていた。また、ゲーム
の主催者がシャッフルを行うと、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。
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであって、ゲームに先立ちゲーム主催者が長
時間をかけてシャッフルを行う必要がなく、かつ、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およびその製造方法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】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明にかかるシャッフルトランプカードの製造方法は
、所定数のデッキを構成するトランプカードをシャッフル機によりシャッフルして１組の
シャッフルトランプを組むシャッフルステップと、前記シャッフルステップを経たシャッ
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フルトランプを１組ずつ個別に包装する包装ステップと、前記シャッフルステップを行う
シャッフル機のシャッフル完了の信号をもとに、前記シャッフルステップを経たシャッフ
ルトランプの組毎に異なるシャッフルトランプＩＤを情報処理装置において作成するＩＤ
生成ステップと、前記シャッフルトランプＩＤを、前記シャッフルトランプの包装にＩＤ
コードとして付与するＩＤ付与ステップと、前記シャッフルトランプＩＤを、当該シャッ
フルトランプＩＤが付与されたシャッフルトランプのシャッフルステップに関与したシャ
ッフル機を特定可能な情報に関連付けてデータベースに登録するＩＤ登録ステップとを含
むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ゲームに先立ち、ゲーム主催者が長時間をかけてシャッフルを行う必
要がなく、かつ、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
とが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら、本発明にかかるシャッフルトランプカードおよびその製造
方法の一実施形態について説明する。
【００１０】
　図１（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態にかかるシャッフルトランプカードセ
ット（個別包装済み）の外観を示す斜視図である。図１（ａ）および（ｂ）に示すように
、本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１は、紙箱１１の中に十分にシャ
ッフルされたトランプカード１２が収納され、その蓋がシール１３によって封緘されたも
のである。トランプカード１２は、それが用いられるゲームの種類等に応じて、所定数の
デッキ（例えば４デッキまたは８デッキ等）に構成されている。なお、この例では、紙箱
による包装形態を例示しているが、包装の形態はこれに限定されない。例えば、プラステ
ィック箱を用いることも可能である。また、箱に限らず、紙または樹脂フィルム等の包装
紙によって包装され、シールで封緘された形態であっても良い。要は、ゲーム開始前に封
が開けられて、カードの順番が並べ替えられたり、カードの挿入または抜き出しがなされ
たり、あるいは、カードに何らかの印が付けられたりといった不正行為が不可能な包装形
態であれば良い。
【００１１】
　シール１３には、バーコード１３ａおよび仕様表１３ｂが印刷されている。バーコード
１３ａは、後に詳述するが、シャッフルトランプカードセット１を個別に特定可能なＩＤ
（シャッフルトランプＩＤ）を表している。仕様表１３ｂは、必須ではないが、例えば、
このトランプカードの製造番号、品番、品名、色、製造年月日等の任意の情報を記載する
ことができる。
【００１２】
　図１（ａ）および（ｂ）から分かるように、シャッフルトランプカードセット１は、紙
箱１１の蓋の開封口がシール１３によって封緘されているので、このシャッフルトランプ
カードセット１を使用する際には、シール１３を剥がすか破断しなければならない。なお
、不正行為を防止するために、シール１３は、一旦剥がすと元の状態に接着することがで
きない材料で形成されているか、剥がそうとする外力が加わると少なくともその一部が破
断される形態であることが好ましい。
【００１３】
　以上のとおり、本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１は、十分ランダ
ムにシャッフルされたトランプカード１２が、シール１３によって封緘された個別の包装
（紙箱１１）に入れられているので、このシャッフルトランプカードセット１をゲームに
使用する際は、紙箱１１を開けてすぐにトランプカード１２をカードシュータにセットす
ればよい。したがって、ゲーム主催者がトランプカードをシャッフルする手間を省くこと
ができる。また、シャッフルする際に、トランプカードの抜き差しや差し替え等の不正行
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為が介在する余地がなくなる。
【００１４】
　次に、本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１の製造方法について説明
する。
【００１５】
　本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１の製造工程においては、工程管
理システムによって、受注から出荷まで一貫した工程管理がなされることが好ましい。こ
の実施形態では、そのような工程管理システムを利用した製造工程について説明する。
【００１６】
　まず、顧客から受注した際に、シャッフルトランプカードセット１の製造者は、受注番
号を起番して工程管理システムへ入力する。この受注番号の起番の方法および入力方法は
任意であり、工程管理システムが受注番号の起番を自動的に行ってもよい。
【００１７】
　本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１は、従来のトランプカードと同
じく、カード原紙の一面にスートとランクとを印刷し、裏面に絵柄を印刷し、印刷済みの
カード原紙を切断機により個別のカードにカッティングする工程を経て作成されたトラン
プカードを用いて製造される。そして、そのトランプカードを、その用途（どのようなゲ
ームに使用されるか）に応じて、所定数のデッキを構成する枚数分集めて十分にランダム
にシャッフルし、個別包装して封緘したものが、上述のシャッフルトランプカードセット
１である。
【００１８】
　カード原紙への印刷の前に、シャッフルトランプカードセット１の製造者は、原紙関連
情報（例えば、メーカ、製品名、購入日、紙ロット番号等）を工程管理システムへ入力す
る。また、印刷工程においては、シャッフルトランプカードセット１の製造者は、印刷工
程関連情報（印刷機番号、印刷日時、ロット番号等）を工程管理システムへ入力する。さ
らに、カッティング工程においても、シャッフルトランプカードセット１の製造者は、カ
ッティング工程関連情報（切断機番号、印刷日時、ロット番号等）を工程管理システムへ
入力する。このように、各工程で入力された情報のうち所要の情報が、後に説明するよう
に、工程管理システムのデータベース上において、シャッフルトランプＩＤに関連付けら
れる。
【００１９】
　次に、シャッフル工程について説明する。
【００２０】
　図２は、本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１を製造する工程におい
て、トランプカードをシャッフルする際に用いられるシャッフル機１００の概略構成を示
す図である。図２に示すように、シャッフル機１００は、カードスタック１０１と、カー
ドフィーダ１０２と、スライドレール１０３と、フィーダ移動ローラ１０４と、カード送
り出しローラ１０５と、カメラ１０６（または後述するカードセンサ１０９）と、画像処
理部１０８とを備えている。
【００２１】
　カードスタック１０１は、複数のポケット１０１ａ～１０１ｇを備えている。なお、図
２の構成においては、カードスタック１０１が７個のポケットを備えた構成を例示したが
、ポケットの個数は任意である。各ポケット間には、可動式の仕切り板１０７ａ～１０７
ｆが設けられている。カードフィーダ１０２は、シャッフルすべきトランプカードをセッ
トすると、その底部に設けられているカード送り出しローラ１０５が回転することに伴い
、カードフィーダ１０２内の最下部にあるカードｃが、カードフィーダ１０２の下部側面
に設けられたカード送り出し口からカードスタック１０１へ向けて送り出される仕組みに
なっている。また、カードフィーダ１０２は、モータ（図示せず）等の駆動手段により駆
動されるフィーダ移動ローラ１０４によって、スライドレール１０３に沿って鉛直方向（
上下）にスライド移動可能に構成されている。
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【００２２】
　上記の構成により、シャッフル機１００は、ポケット１０１ａ～１０１ｇのいずれかに
対向する位置へのカードフィーダ１０２のスライド移動と、カードフィーダ１０２からポ
ケットへのカードｃの送り出しとを、交互に行う。なお、シャッフル機１００は、カード
フィーダ１０２をポケット１０１ａ～１０１ｇのどれに対向する位置へ移動させるかを、
乱数発生プログラム等を用いてランダムに決定する。これにより、カードフィーダ１０２
にセットされたカードは、１枚ずつランダムな順序で、カードスタック１０１のポケット
１０１ａ～１０１ｇへ送り出される。そして、カードフィーダ１０２にセットされた全て
のカードがカードスタック１０１に送り出されると、カードスタック１０１において、仕
切り板１０７ａ～１０７ｆがカードスタック１０１内部から退行することにより、ポケッ
ト１０１ａ～１０１ｇのそれぞれに仕分けされたカードが、１つに積層された状態で、シ
ャッフル機１００から取り出される。ただし、上記の仕切り板１０７ａ～１０７ｆの退行
は必須ではなく、他の任意の代替手段を用いることができる。例えば、ロボットアーム等
でポケット１０１ａ～１０１ｇのそれぞれからカードを取り出す構成であっても良い。こ
こまでが、シャッフル機１００によって行われる１回のシャッフル工程である。このシャ
ッフル工程を経ることにより、カードフィーダ１０２にセットされた１組のトランプカー
ドは、ある程度シャッフルされた状態となる。カードフィーダ１０２のスライド移動が高
いランダム性を持って制御される場合は、シャッフル機１００によって上記のシャッフル
工程を１回行うだけでも、十分ランダムにシャッフルされたシャッフルトランプカードを
組むことができる。ただし、このようなシャッフル工程を実行するシャッフル機１００を
複数台用いてシャッフル工程を複数回繰り返すことにより、シャッフルトランプカードに
おけるカードの並びのランダム性を、さらに向上させることができる。
【００２３】
　なお、カードフィーダ１０２において、トランプカードは、表面（スートとランクが印
刷された面）が下方（カメラ１０６側）を向くようにセットされる。カメラ１０６は、カ
ードフィーダ１０２からカードスタック１０１へカードｃが送り出される毎に当該カード
ｃの画像を撮影する。撮影された画像は、画像処理部１０８へ送られる。各シャッフル機
１００におけるカメラ１０６および画像処理部１０８の機能は、以下に説明するように、
製造ラインにおける当該シャッフル機１００の位置によって異なる。
【００２４】
　図３は、本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１の製造ラインの一部を
示す模式図である。この製造ラインは、上記の構成を有するシャッフル機１００を、複数
台連続して並べたものである。なお、図３においては、シャッフル機１００が３台（シャ
ッフル機１００ａ～１００ｃ）並べられた製造ラインを例示するが、シャッフル機１００
の台数は３台に限定されず、これよりも少なくても良いし、多くても良い。シャッフル機
１００ａは、図２に示されたとおりの構成であるが、シャッフル機１００ｂ，１００ｃは
、カメラ１０６の代わりにカードセンサ１０９を備えている。カードセンサ１０９は、セ
ンサ上を通過するカードの枚数をカウントする機能を有している。
【００２５】
　図３に示すように、所定数のデッキを構成する１組のトランプカードが、まず、シャッ
フル機１００ａのカードフィーダ１０２にセットされる。そして、シャッフル機１００ａ
において上述のシャッフル工程が行われた１組のトランプカードは、シャッフル機１００
ｂのカードフィーダ１０２にセットされる。そして、シャッフル機１００ｂで上述のシャ
ッフル工程が行われた１組のトランプカードは、さらにシャッフル機１００ｃのカードフ
ィーダ１０２にセットされる。なお、シャッフル機１００ａ～１００ｃにおいて、カード
フィーダ１０２のスライド移動は互いに独立して制御される。このように、シャッフル機
１００ａ～１００ｃによる複数回のシャッフル工程を経ることにより、トランプカードの
並びのランダム性は、さらに向上する。
【００２６】
　また、シャッフル機１００ａにおいては、カメラ１０６が撮影したカード表面の画像は
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、このシャッフル機１００ａ～１００ｃを含む製造ラインを管理する工程管理システムの
画像処理部１０８において、画像解析処理により、カードフィーダ１０２からカードスタ
ック１０１へ送り出されるカードのスートおよびランクが検出される。すなわち、シャッ
フル機１００ａにおいて、カードフィーダ１０２からカードスタック１０１へカードが送
り出される毎に、そのカードのスートおよびランクが検出され、カードフィーダ１０２に
セットされた１組のカードの全てがカードスタック１０１に送り出された時点で、当該１
組のカードに含まれているべきスートとランクの組み合わせに過不足がないかが確認され
る。例えば、１組のカードが６デッキで構成されている場合、当該１組のカードには、ス
ートとランクとの組み合わせが同じカードが６枚含まれているはずである。ここで、スー
トとランクの組み合わせに過不足があった場合は、当該１組のカードは不良品として廃棄
される。なお、画像処理部１０８では、スートとランクの確認に加えて、各カードの汚れ
の有無、切断状態の良否、裏柄のデザイン等を検査し、各カードが所定の規格に合ったも
のであるか否かも検査し、不良があったカードの組は廃棄される。
【００２７】
　２回目以降のシャッフル工程を行うシャッフル機１００ｂ，１００ｃにおいては、カー
ドセンサ１０９が設けられ、カードセンサ１０９上を通過したカードの枚数をカウントす
る。このように、シャッフル機１００ｂ，１００ｃにおいては、シャッフルすべき１組の
カードの枚数を確認し、最終製品におけるカードの過不足を検査している。また、初回の
シャッフル工程を行うシャッフル機１００ａにおいては、図４に示すように、カードの裏
面（絵柄の面）がカメラ１０６に向くようにミラー１１０を設けるか、またはカードの裏
面を撮影するもう１台のカメラ（図示せず）を設けて、カードの両面を同時に検査するこ
とが好ましい。
【００２８】
　なお、最終シャッフル工程を行うシャッフル機１００ｃにおいてシャッフルが完了する
と、シャッフル機１００ｃは、シャッフル完了信号を出力する。そして、工程管理システ
ムは、このシャッフル完了信号を検知すると、最終シャッフル工程を経て完成された１組
のシャッフルトランプに付与すべきシャッフルトランプＩＤを生成する。このシャッフル
トランプＩＤは、シャッフルトランプカードセット１のそれぞれに対して固有のＩＤとし
て生成される。工程管理システムは、生成したシャッフルトランプＩＤを、工程管理シス
テムのデータベース上で、当該データベースに格納されている生産関連情報のうち所定の
情報に関連付ける。なお、シャッフルトランプＩＤと関連付けられる情報の種類や容量は
任意であるが、シャッフル工程に関与した製造ラインまたはシャッフル機を特定する情報
は特に重要である。
【００２９】
　すなわち、本実施形態にかかるシャッフルトランプカードセット１の製造者は、複数の
製造ラインを有する場合、各製造ラインに対して、固有の製造ラインＩＤをあらかじめ付
与しておく。そして、工程管理システムは、シャッフルトランプＩＤを生成した際に、生
成したシャッフルトランプＩＤを、そのシャッフルトランプの製造に関与した製造ライン
の製造ラインＩＤと関連付けて、データベースへ登録する。なお、このように製造ライン
単位のＩＤに限らず、シャッフル機のそれぞれにあらかじめシャッフル機ＩＤを付与し、
シャッフル工程に関与した全てのシャッフル機ＩＤに関連付けて、シャッフルトランプＩ
Ｄをデータベースへ登録することとしても良い。
【００３０】
　このように、シャッフルトランプカードセット１のシャッフルトランプＩＤと、当該シ
ャッフルトランプカードセット１の製造に関与した製造ラインまたはシャッフル機のＩＤ
とを関連付けてデータベースへ登録することにより、次のような利点がある。
【００３１】
　例えば、シャッフルトランプカードセット１を購入した顧客が、購入したカードに何ら
かの不良があったことに気付いた場合に、当該顧客は、シャッフルトランプカードセット
１の製造者にシャッフルトランプＩＤを知らせる。これにより、製造者は、このシャッフ
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ルトランプＩＤに基づいてデータベースを検索することにより、不良が生じた可能性があ
る製造ラインまたはシャッフル機を特定することができる。このような場合、製造者は、
同じ時期に同じ製造ラインまたはシャッフル機にて製造されたシャッフルトランプカード
セット１について顧客に注意を喚起したり、必要な場合には、製品の破棄を依頼したりま
たは製品を回収したりするといった対策をとることもできる。また、製造者は、特定され
た製造ラインまたはシャッフル機を検査することにより、不良品の再発を防ぐことができ
る。
【００３２】
　また、納品の際に、納品対象のシャッフルトランプカードセット１に関するデータ（シ
ャッフルトランプＩＤおよびこれに関連付けられた情報）をデータベースから可搬型の記
憶媒体へダウンロードし、この記憶媒体を添付して顧客へ納品しても良い。なお、データ
ベースから記憶媒体へのダウンロードデータのデータ構造（フォーマット）は、顧客のコ
ンピュータにおいて参照可能であることを条件として、任意である。この場合、顧客側に
おいて、例えばカードの折れ曲がり等の不良を発見した場合に、不良があったシャッフル
トランプカードセット１のシャッフルトランプＩＤに基づいて、この記憶媒体上のデータ
を検索することができる。また、その検索結果に基づいて、同じ製造ラインまたはシャッ
フル機が関与しているシャッフルトランプカードセット１を破棄する等の対策をとること
が可能となる。また、顧客への納品物の中に、不正目的のシャッフルトランプカードセッ
ト１が混入していたとしても、顧客側で、記憶媒体に格納されているシャッフルトランプ
ＩＤと納品物のシャッフルトランプＩＤとを照合チェックすることにより、納品時に提供
された記憶媒体内に存在しないシャッフルトランプＩＤを有するシャッフルトランプカー
ドセット１があることが判明すれば、そのシャッフルトランプカードセット１が不正目的
で混入されたものであると判断できる。これにより、第三者による不正品の混入が防止で
きる。
【００３３】
　なお、上記の実施形態においては、製造ラインＩＤまたはシャッフル工程を行ったシャ
ッフル機ＩＤをシャッフルトランプＩＤに関連付けてデータベースへ記憶する例を示した
が、シャッフルトランプＩＤに含めるべき情報はこれに限定されない。例えば、上記の実
施形態では、シャッフル機１００にカメラ１０６が内蔵され、シャッフルと同時に、画像
処理部１０８の画像解析処理によって、カードが揃っているか否かを検査する例を示した
。しかし、変形例として、それぞれのシャッフル工程の後に、カメラ１０６および画像処
理部１０８を含む検査機を設け、シャッフル機１００ａ～１００ｃによってシャッフルが
完了したカードをこの検査機に投入することにより、全てのカードが揃っているか否かを
検査する構成としても良い。この場合、検査機にあらかじめ検査機ＩＤを付与しておき、
それぞれのシャッフルトランプカードセット１に対して付与するシャッフルトランプＩＤ
として、この検査機ＩＤを含めるようにしても良い。
【００３４】
　また、その他にも、印刷工程に関与した印刷機のＩＤ、カッティング工程に関与した切
断機のＩＤ、包装工程に関与した包装機のＩＤ、原紙のロット番号、製造日、製造日時、
カードの品種を表すＩＤ、顧客ＩＤ等の様々な情報をシャッフルトランプＩＤに含めるこ
とが可能である。この場合、これらの情報を、当該情報が含まれたシャッフルトランプＩ
Ｄに関連付けてデータベースへ登録すればよい。
【００３５】
　また、上記の実施形態においては、シャッフルトランプＩＤをバーコードとして印刷し
たシール１３によって紙箱１１を封緘する例を示した。しかし、本発明の実施態様はこれ
に限定されない。シャッフルトランプＩＤを、いわゆるＱＲコード等の二次元マトリック
スコードとして包装に付与しても良い。また、シャッフルトランプＩＤを、封緘シール以
外の箇所に記録することも可能である。すなわち、包装に直接にまた、シャッフルトラン
プＩＤを記録する製法を採用しても良い。例えば、レーザ光を照射すること等により、シ
ャッフルトランプＩＤを包装に付与することが可能である。また、シャッフルトランプＩ
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Ｄを、ＰＦＩＤまたはＲＦＩＤ（いわゆるＩＣタグ）として包装に添付することも好まし
い。
【００３６】
　さらに、本実施形態においては、１つのシャッフルトランプセット１に対して１つのシ
ャッフルトランプＩＤを付与する例を示したが、例えば、複数のシャッフルトランプセッ
ト１をカートン詰めし、カートン毎に固有のＩＤを付与しても良い。あるいは、複数カー
トンを輸送するためのコンテナ毎に固有のＩＤを付与しても良い。このような場合も、そ
れぞれのＩＤをデータベースに登録することにより、後日に何らかの不良が発見された場
合に、当該ＩＤに基づいてデータベース検索を行うことにより、不良があった製品の製造
および流通履歴を把握することができる。
【００３７】
　例えば、カートン詰め工程においては、シャッフルトランプセット１の所定数の箱が１
カートンに詰められるが、このとき、カートン内のシャッフルトランプセット１のバーコ
ード１３ａをバーコードリーダで読み取ることにより、１つのカートンに詰められたシャ
ッフルトランプセット１のシャッフルトランプＩＤを、工程管理システムのデータベース
へ容易に登録することができる。また、１カートン内の全てのシャッフルトランプセット
１のバーコード１３ａの読み取りが完了すると、工程管理システムは、カートンを特定す
るＩＤ（カートンＩＤ）を生成し、このカートンＩＤを表すバーコードをシールに印刷す
るようにしてもよい。このシールをカートンに貼り付けることにより、カートン単位での
管理が可能となる。なお、生成されたカートンＩＤは、そのカートンに詰められたシャッ
フルトランプセット１のシャッフルトランプＩＤと関連付けて、データベースに登録され
る。
【００３８】
　同様に、所定数のカートンを１パレットに搭載し、複数パレットをコンテナに詰める際
に、１パレットに搭載されている全てのカートンから、前記のカートンＩＤをバーコード
リーダで読み取り、読み取ったカートンＩＤをパレットを特定するＩＤ（パレットＩＤ）
に関連付けて、工程管理システムのデータベースへ登録しても良い。このとき、１パレッ
ト内の全てのカートンからのバーコード読み取りが完了すると、工程管理システムは、パ
レットを特定するＩＤ（パレットＩＤ）を生成し、このパレットＩＤを表すバーコードを
シールに印刷する。このシールをパレットに貼り付けることにより、パレット単位での管
理が可能となる。パレットをコンテナに積み込む際に、このパレットのバーコードを利用
することにより、どのコンテナにどのパレットが積み込まれたかを記録することができる
。
【００３９】
　なお、このようにコンテナへの積み込みが完了すると、パレット単位またはコンテナ単
位で、出荷情報（顧客名、出荷日、仕向け先、運送会社、便の種類等）が工程管理システ
ムへ入力される。
【００４０】
　以上のとおり、シャッフルトランプＩＤの包装だけではなく、カートンやパレット等に
もカートンＩＤやパレットＩＤを添付することにより、カートン単位、パレット単位での
管理が可能となる。すなわち、例えば、ある１つのシャッフルトランプセット１に何らか
の不具合が発見された場合、そのシャッフルトランプセット１のシャッフルトランプＩＤ
に基づいて、当該シャッフルトランプセット１が入っていたカートン、パレット、コンテ
ナのＩＤをデータベースから検索することができる。そして、不具合があったシャッフル
トランプセット１の入っていたカートン、パレット、コンテナ単位での廃棄処分を行うこ
とも可能となる。
【００４１】
　また、上記の実施形態において例示したシャッフル機１００はあくまでも一例であり、
シャッフル機の具体的構成は上記の例のみに限定されない。例えば、上記においては、カ
ードフィーダ１０２がスライド移動する構成を示したが、カードフィーダ１０２は固定さ
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れており、カードスタック１０１がカードフィーダ１０２に対して相対的にスライド移動
する構成であっても良い。また、カードフィーダ１０２からカードを送り出す構成につい
ても、上述したような送り出しローラに限定されず、例えばロボットアームのような機構
によってカードが取り出される構成としても良い。
【００４２】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明の技術的範囲は、以下の付記事項にも
及ぶ。
【００４３】
　［付記１］
　原紙の一面にトランプカードのランクおよびスートを印刷する表面印刷ステップと、
原紙の他の面に裏絵柄を印刷する裏面印刷ステップと、
　前記表面印刷ステップおよび裏面印刷ステップの両方を経た印刷済みのカード原紙を切
断機により個別のトランプカードにカッティングするステップと、
　前記カッティングするステップにおいて切断された個別のトランプカードを所定数のデ
ッキを構成するように集めてシャッフルしシャッフルトランプを組むシャッフルステップ
と、
　前記シャッフルステップで組まれた個別のシャッフルトランプを包装する包装ステップ
と、を含む製造工程を有し、
　前記シャッフルステップを行うシャッフル機のシャッフル完了の信号をもとに、前記シ
ャッフルされた個別のシャッフルトランプ毎に異なるシャッフルトランプＩＤを情報処理
装置において作成し、
　このシャッフルトランプＩＤを前記個別のシャッフルトランプの包装にＩＤコードの形
式で付与するＩＤ付与ステップを含み、
　前記ＩＤコードで表された前記シャッフルトランプＩＤが、対応する前記個別のシャッ
フルトランプのシャッフルステップに関与したシャッフル機の情報もしくはこのシャッフ
ル機を含む前記製造工程に関与した生産ラインに関する情報に関連付けられてデータベー
スが構成され、前記シャッフルトランプＩＤをもとにして、前記個別のシャッフルトラン
プを構成する個別のトランプカードの製造工程におけるシャッフルステップに関与したシ
ャッフル機もしくは前記シャッフル機を含む生産ラインが特定可能なように前記データベ
ースが構成されていることを特徴とする、トランプカードの製造方法。
【００４４】
　［付記２］
　原紙の一面にトランプカードのランクおよびスートを印刷する表面印刷ステップと、
原紙の他の面に裏絵柄を印刷する裏面印刷ステップと、
　前記表面印刷ステップおよび裏面印刷ステップの両方を経た印刷済みのカード原紙を切
断機により個別のトランプカードにカッティングするステップと、
　前記カッティングするステップにおいて切断された個別のトランプカードを所定数のデ
ッキを構成するように集めてシャッフルしシャッフルトランプを組むシャッフルステップ
と、
　前記シャッフルステップ中もしくはシャッフルステップの後に、前記シャッフルトラン
プを構成する所定数のデッキの個別のトランプカードが所定枚数そろっていることを検査
機により検査する検査ステップと、
　前記シャッフルステップで組まれた個別のシャッフルトランプを包装する包装ステップ
と、を含む製造工程を有し、
　前記検査ステップにおける検査機による検査合格の信号をもとに、前記シャッフルされ
た個別のシャッフルトランプ毎に異なるシャッフルトランプＩＤを情報処理装置において
作成し、
　このシャッフルトランプＩＤを前記個別のシャッフルトランプの包装にＩＤコードの形
式で付与するＩＤ付与ステップを含み、
　前記前記シャッフルトランプＩＤが、対応する前記個別のシャッフルトランプの前記検
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査ステップに関与した検査機もしくは当該検査機を含む製造工程に関与した生産ラインに
関する情報に関連付けられてデータベースが構成され、前記シャッフルトランプＩＤをも
とにして、前記個別のシャッフルトランプを構成する個別のトランプカードの製造工程に
おける検査ステップに関与した検査機もしくは前記検査機が属する生産ラインが特定可能
なように前記データベースが構成されていることを特徴とする、トランプカードの製造方
法。
【００４５】
　［付記３］
　前記表面印刷ステップおよび裏面印刷ステップの少なくとも一方の印刷を行った印刷機
を特定するデータが情報処理装置に入力されるステップをさらに含み、
　前記個別のシャッフルトランプの前記製造工程を行う前記生産ラインに関する情報には
、前記印刷機を特定するデータが含まれ、前記シャッフルトランプＩＤをもとにして、前
記個別のシャッフルトランプを構成する個別のトランプカードの生産ラインにおける前記
印刷機が特定可能なように前記データベースが構成される、付記１または２に記載のトラ
ンプカードの製造方法。
【００４６】
　［付記４］
　前記個別のシャッフルトランプの製造工程を行う前記生産ラインに関する情報には、前
記表面印刷ステップまたは裏面印刷ステップの対象となる原紙のロット番号が含まれ、前
記個別のシャッフルトランプを特定する前記シャッフルトランプＩＤをもとにして、前記
個別のシャッフルトランプを構成する個別のトランプカードに対応する前記ロット番号が
特定可能なように前記データベースが構成される、付記１または２に記載のトランプカー
ドの製造方法。
【００４７】
　［付記５］
　前記個別のシャッフルトランプを構成する所定数のデッキの数は１から１０のいずれか
であることを特徴とする、付記１から４の何れかに記載のトランプカードの製造方法。
【００４８】
　［付記６］
　前記個別のシャッフルトランプが包装された状態のシャッフルトランプ複数個を、搬送
箱に梱包する工程をさらに含み、前記搬送箱は個別に異なる搬送箱データが作成され、前
記搬送箱の表面には対応する搬送箱データがＩＤコードで付与される工程をさらに含み、
前記搬送箱内のシャッフルトランプを特定する前記シャッフルトランプＩＤと前記搬送箱
データとが関連付けられて前記データベースに含まれる、付記１から５の何れかに記載の
トランプカードの製造方法。
【００４９】
　［付記７］
　前記ＩＤコードは、前記シャッフルトランプＩＤで特定される前記シャッフルトランプ
についての製造日、製造日時、品種および顧客に関する情報の内いずれかをさらに含むこ
とを特徴とする、付記１から６のいずれかに記載のトランプカードの製造方法。
【００５０】
　［付記８］
　前記シャッフルトランプＩＤを表すＩＤコードはバーコードの形式で対応するシャッフ
ルトランプの包装に付されている、付記１から７のいずれかに記載のトランプカードの製
造方法。
【００５１】
　［付記９］
　前記シャッフルトランプＩＤを表すＩＤコードはＱＲコード（二次元マトリックスコー
ド）の形式で対応するシャッフルトランプの包装に付されている、付記１から７のいずれ
かに記載のトランプカードの製造方法。
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【００５２】
　［付記１０］
　前記シャッフルトランプＩＤを表すＩＤコードはＰＦＩＤの形式で対応するシャッフル
トランプの包装に付されている、付記１から７のいずれかに記載のトランプカードの製造
方法。
【００５３】
　［付記１１］
　前記シャッフルトランプＩＤを表すＩＤコードはＩＣタグの形式で対応するシャッフル
トランプの包装に付されている、付記１から７のいずれかに記載のトランプカードの製造
方法。
【００５４】
　［付記１２］
　原紙の一面にトランプカードのランクおよびスートを印刷する表面印刷ステップと、
原紙の他の面に裏絵柄を印刷する裏面印刷ステップと、
　前記表面印刷ステップおよび裏面印刷ステップの両方を経た印刷済みのカード原紙を切
断機により個別のトランプカードにカッティングするステップと、
　前記カッティングするステップにおいて切断された個別のトランプカードを集めてシャ
ッフルし所定数のデッキからなるシャッフルトランプを組むシャッフルステップと、
　前記シャッフルステップで組まれた個別のシャッフルトランプを包装する包装ステップ
と、を含む製造工程により製造され、
　前記シャッフルステップにおけるシャッフルステップ完了の信号をもとに作成された個
別のシャッフルトランプ毎に異なるシャッフルトランプＩＤが対応する前記個別のシャッ
フルトランプの包装に付されており、
　前記シャッフルトランプＩＤは、対応する前記個別のシャッフルトランプの前記シャッ
フルステップに関与したシャッフル機の情報もしくはこのシャッフル機を含む製造工程に
関与した生産ラインに関する情報に関連付けられて構成されたデータベースを用いて、前
記個別のシャッフルトランプを構成する個別のトランプカードの製造工程におけるシャッ
フルステップに関与したシャッフル機もしくは前記シャッフル機を含む生産ラインが特定
可能なように構成されていることを特徴とする、シャッフルトランプカード。
【００５５】
　［付記１３］
　原紙の一面にトランプカードのランクおよびスートを印刷する表面印刷ステップと、
原紙の他の面に裏絵柄を印刷する裏面印刷ステップと、
　前記表面印刷ステップおよび裏面印刷ステップの両方を経た印刷済みのカード原紙を切
断機により個別のトランプカードにカッティングするステップと、
　前記カッティングするステップにおいて切断された個別のトランプカードを集めてシャ
ッフルし所定数のデッキからなるシャッフルトランプを組むシャッフルステップと、
　前記シャッフルステップ中もしくはシャッフルステップの後に、前記シャッフルトラン
プを構成する所定数のデッキにおいて個別のトランプカードが所定枚数そろっていること
を検査機により検査するシャッフルトランプの検査ステップと、
　前記シャッフルステップで組まれた個別のシャッフルトランプを包装する包装ステップ
と、を含む製造工程により製造され、
　前記検査ステップにおける検査機の検査合格の信号をもとに作成された個別のシャッフ
ルトランプ毎に異なるシャッフルトランプＩＤが対応する前記個別のシャッフルトランプ
の包装に付されており、
　前記シャッフルトランプＩＤは、対応する前記個別のシャッフルトランプの前記検査ス
テップに関与した検査機もしくは当該検査機を含む前記製造工程に関与した生産ラインに
関する情報に関連付けられて構成されたデータベースを用いて、前記個別のシャッフルト
ランプを構成する個別のトランプカードの製造工程における検査ステップに関与した検査
機もしくは前記検査機が属する生産ラインが特定可能に構成されていることを特徴とする
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、シャッフルトランプカード。
【００５６】
　［付記１４］
　前記ＩＤコードは、前記シャッフルトランプＩＤで特定される前記シャッフルトランプ
についての製造日、製造日時、品種および顧客に関する情報の内いずれかをさらに含むこ
とを特徴とする、付記１２または１３に記載のシャッフルトランプカード。
【００５７】
　［付記１５］
　前記所定数のデッキの数は１から１０のいずれかであることを特徴とする、付記１２か
ら１４のいずれかに記載のシャッフルトランプカード。
【００５８】
　［付記１６］
　前記シャッフルトランプＩＤを表すＩＤコードはバーコードもしくは二次元マトリック
スコード（ＱＲコードなど）の形式で対応するシャッフルトランプの包装に付されている
、付記１２から１５のいずれかに記載のトランプカードの製造方法。
【００５９】
　［付記１７］
　前記ＩＤコードがラベルに印刷され、このラベルが前記シャッフルトランプの包装に付
けられることを特徴とする、付記１６に記載のシャッフルトランプカード。
【００６０】
　［付記１８］
　前記ＩＤコードがレーザ光により個々のシャッフルトランプの包装に付されることを特
徴とする、付記１６に記載のシャッフルトランプカード。
【００６１】
　［付記１９］
　前記シャッフルトランプＩＤを表すＩＤコードはＰＦＩＤの形式で対応するシャッフル
トランプの包装に付されている、付記１２から１５のいずれかに記載のトランプカードの
製造方法。
【００６２】
　［付記２０］
　前記シャッフルトランプＩＤを表すＩＤコードはＩＣタグの形式で対応するシャッフル
トランプの包装に付されている、付記１２から１５のいずれかに記載のトランプカードの
製造方法。
【００６３】
　［付記２１］
　前記個々のシャッフルトランプの包装には開封されたことを知るためのシールが付され
ている、付記１２から２０のいずれかに記載のシャッフルトランプカード。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】（ａ）および（ｂ）は、本発明の一実施形態にかかるシャッフルトランプカード
セット（個別包装済み）の外観を示す斜視図である
【図２】本発明の一実施形態にかかるシャッフルトランプカードセットの製造工程におい
て、トランプカードをシャッフルする際に用いられるシャッフル機の概略構成を示す図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態にかかるシャッフルトランプカードセットの製造ラインの一
部を示す模式図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかるシャッフル機の概略構成の変形例を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　　シャッフルトランプカードセット
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　１１　　紙箱
　１２　　トランプカード
　１３　　シール
　１３ａ　バーコード
　１３ｂ　仕様表
　１００　シャッフル機
　１０１　カードスタック
　１０２　カードフィーダ
　１０３　スライドレール
　１０４　フィーダ移動ローラ
　１０５　カード送り出しローラ
　１０６　カメラ
　１０１ａ～１０１ｇ　ポケット
　１０７ａ～１０７ｇ　仕切り板
　１０８　画像処理部
　１０９　カードセンサ
　１１０　ミラー

【図１】 【図２】
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