ＴＫ正人の業界コラム･･･【左目は千里眼】（2019 年 12 月 15 日）・・・【フリーコラム】
タイトル～＜年末【みなし機撤去】は、重い問題なのか？＞

■多くの遊技組合から、【みなし機撤去】の指示内容が・・・。
【みなし機撤去】問題について、正直なところ『今更、何をドタバタしているの？』と感じている人の方も多いと思いま
すが、『突然！行政からの指示・指導が・・・！』と感じている方もいるかと思います。
本コラムでは、この問題に対しての「一連の流れ」を再確認しつつ、検証してみたいと思います。

■そもそも、【みなし機の定義】とは何か？
以前から申している通り、【みなし機】の定義は、新規則施行日（２０１８年２月１日）以後、【適宜の措置】に該当する
遊技機の事であって、一般的な＜検定切れ・認定切れ状態で設置されている遊技機の全て＞を指す言葉では無い。
定義上では、以下【３つ条件】に該当している遊技機の事を指します。
（１） 新規則施行日（２０１８年２月１日）以前に、【認定】を受けている遊技機。
（２）更に、新規則施行日（２０１８年２月１日）までに、【認定期間が満了】し、継続的にホールに設置されている事。
（３）比較的【射幸性の低い】遊技機である事（※パチンコ＝特賞確率 1/100 以上・スロット＝いわゆる純Ａタイプ機）
ざっくり言うならば、現在タイミングで言うならば、【「検定日から３年間」＋「認定＝３年間」＋「適宜の措置＝１年１０ヶ
月」】の合計、【７年１０ヶ月間】以上の期間ホール設置されている、「甘デジとジャグラー系」って事になりますね。
●全国で、『どのくらいの台数があるのか？』・・・現在は、概ね「ＰＳ合算で０．５％程度」と言われており、現在の「総
台数＝４２５万台（Ｐ＝２６０万台＋Ｓ＝１６５万台）」の内、ザックリ『２万台程度』と推定されます。

■『突然のみなし機撤去指示』なのか？
元々は、警察庁が旧法律下においての「みなし機」（認定切れ機の指し、検定切れ機は含まれない）の中で、「比較
的射幸性の低い遊技機」においては、【新規則機が、十分に市場に流通するまで】と言う条件で、『取締り対象としな
い』（※厳密には、設置自体が合法でも無く、許可されている訳でも無い）と言った事から始まる。
・・・と言う事は、『その時期はいつまでなのか？』と言う疑問を抱えながら、「現在までに至る事となった」のだが、今
年の【４月１９日】付け【全国理事会】の決議として、【全日遊連発・第３１号】のお知らせ文書として、『その適宜の措
置の期限を【１２月３１日】とする』事が発出されている。
個人的な思いではあるが、『この時点（４月で）の「全国の各遊技場組合における情報通達と拡散」について、告知が
弱かった』と言う感想でもある。もっと強く、もっと正確に、更には「非組合員にも」同様に通達すべきであり、それが行
われていれば、『今更になって・・・』と言う思いも無かったのではなかのろうか？・・・と思い次第である。
●そんな中、なぜ今突然、全国の各遊技組合が『「みなし機の撤去」に対して通達文書を発出しているのか？』
警察庁は、【１２月５日】付けにて、全国の警察署本部に向けて・・・
＜① みなし機に対する、適宜の措置の期限を厳守する事＞
＜② 該当遊技機が、その期限を超えての設置に対しては【所要の措置】を取る事＞
・・・と言う通知があった様であり、【１２月６日】には、「各警察署本部から各遊技組合に通知された」との事である。
よって、全国的にも「みなし機についての様々な見解」は、やっと一元化された認識となった様ですね。ちなみに、
【１２月５日以前】に論議された内容・意見・解釈等々は、『今、全て、白紙状態となっている』事もご理解下さい。

■パチンコ業界において、【歴史上初！】の「みなし機問題のクリア」となる？
【パチンコ業界】と言う言葉を語る時、一応、第二次戦後の「１９４６年（昭和２１年）から始まる」して語られるが、本質
的には、１９８５年（昭和６０年）の＜風俗営業取締法＞から＜風俗営業適正化法＞に法改正された事が、【最も重要
な分岐点】だと思う。そんな近代業界歴史の中、現在の規則改正の前には、「２００４年」に規則改正されている（※ス
ロット４号機から５号機移行時代）。そして『２００６年には、「みなし機」の完全撤去』と謳われたが、当時の私（ホール
店長職）の感覚では、『現実的には、完全撤去とはなっていなかった』と感じている。
そして、遂に『２０２０年１月に、業界初めての【みなし機問題は完遂】するのでしょうか？』「それが完遂できるかどう
か？」は、「ホール側の意思」よりも、『行政側の指導力に掛かっている』と言わざるを得ないのでしょうか？

■「１２月撤去」と言えば、スロットの「撤去動向」が気になるが・・・
「高射幸性機撤去」に関しては、一応「６機種が該当」しているが、【みなし機】として最も気になるスロット機が、現在
【５００店舗】程度（※Ｐ-ＷＯＲＬＤ調べ＝４７２店舗）に設置されている【ニューアイムジャグラーＥＸ-Ｃ】がある。
全国規模では、４７都道府県中の半分の『２４府県で「みなし機」として設置されている』状況である。

【ニューアイムジャグラーＥＸ-Ｃ】～検定・認定満了日
エリア
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

検定公示日
平成24年2月3日
平成24年2月1日
平成24年2月7日
平成24年2月2日
平成24年1月31日
平成24年2月15日
平成24年1月30日

検定満了日
平成27年2月2日
平成27年1月31日
平成27年2月6日
平成27年2月1日
平成27年1月30日
平成27年2月14日
平成27年1月29日

想定認定満了日 暫定設置
平成30年2月2日
撤去
平成30年1月31日
可
平成30年2月6日
撤去
平成30年2月1日
撤去
平成30年1月30日
可
平成30年2月14日
撤去
平成30年1月29日
可

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県

平成24年2月13日
平成24年2月2日
平成24年1月25日
平成24年2月3日
平成24年2月8日
平成24年2月13日
平成24年1月31日
平成24年2月9日

平成27年2月12日
平成27年2月1日
平成27年1月24日
平成27年2月2日
平成27年2月7日
平成27年2月12日
平成27年1月30日
平成27年2月8日

平成30年2月12日
平成30年2月1日
平成30年1月24日
平成30年2月2日
平成30年2月7日
平成30年2月12日
平成30年1月30日
平成30年2月8日

撤去
撤去
可
撤去
撤去
撤去
可
撤去

長野県
新潟県
富山県
石川県
福井県

平成24年2月9日
平成24年1月27日
平成24年1月30日
平成24年1月25日
平成24年1月25日

平成27年2月8日
平成27年1月26日
平成27年1月29日
平成27年1月24日
平成27年1月24日

平成30年2月8日
平成30年1月26日
平成30年1月29日
平成30年1月24日
平成30年1月24日

撤去
可
可
可
可

岐阜県
静岡県
愛知県
三重県

平成24年2月2日
平成24年1月31日
平成24年2月1日
平成24年2月9日

平成27年2月1日
平成27年1月30日
平成27年1月31日
平成27年2月8日

平成30年2月1日
平成30年1月30日
平成30年1月31日
平成30年2月8日

撤去
可
可
撤去

設置可能エリア状況

エリア
京都府
滋賀県
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

検定公示日
平成24年2月10日
平成24年2月8日
平成24年1月27日
平成24年2月14日
平成24年2月8日
平成24年1月30日

検定満了日
平成27年2月9日
平成27年2月7日
平成27年1月26日
平成27年2月13日
平成27年2月7日
平成27年1月29日

想定認定満了日 暫定設置
平成30年2月9日
撤去
平成30年2月7日
撤去
平成30年1月26日
可
平成30年2月13日
撤去
平成30年2月7日
撤去
平成30年1月29日
可

鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県

平成24年2月10日
平成24年2月3日
平成24年1月30日
平成24年2月6日
平成24年1月26日

平成27年2月9日
平成27年2月2日
平成27年1月29日
平成27年2月5日
平成27年1月25日

平成30年2月9日
平成30年2月2日
平成30年1月29日
平成30年2月5日
平成30年1月25日

撤去
撤去
可
撤去
可

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

平成24年2月1日
平成24年2月3日
平成24年2月10日
平成24年1月27日

平成27年1月31日
平成27年2月2日
平成27年2月9日
平成27年1月26日

平成30年1月31日
平成30年2月2日
平成30年2月9日
平成30年1月26日

可
撤去
撤去
可

福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

平成24年1月24日
平成24年1月26日
平成24年1月27日
平成24年1月30日
平成24年1月31日
平成24年1月24日
平成24年1月31日
平成24年2月6日

平成27年1月23日
平成27年1月25日
平成27年1月26日
平成27年1月29日
平成27年1月30日
平成27年1月23日
平成27年1月30日
平成27年2月5日

平成30年1月23日
平成30年1月25日
平成30年1月26日
平成30年1月29日
平成30年1月30日
平成30年1月23日
平成30年1月30日
平成30年2月5日

可
可
可
可
可
可
可
撤去

【認定満了日】が、「たった１日」の違いで既に撤去となった県（宮城・栃木・岐阜）もあれば、「北陸と九州」地方のよう
に、新規則施行から１年１０ヶ月も稼働出来ていた地域もあった。
行政側としても、【適宜の措置】としてある意味『業界側の都合も理解・優遇してくれていた』面もあるが、どこかで『線
引きをしなくてはいけない』現実もあったのでしょう。現実的には「一時の不公平感はあった」ものの、それも遂に終
わりを告げる時が来ました。本当の【新規則機時代】を迎える２０２０年。ホールもメーカーも関係業者も、『どう生き残
るのか？』『どう勝ち残るのか？』を、本気で挑戦する時になるでしょう。
しかし、パチンコ業界が本当に考えなければならない事は・・・
パチンコ業界に蔓延する業績の【勝ち感】では無く、ユーザー・ファンに認められる、存在の【価値感】だと思う。
＜このコラムは、無料コンテンツ に該当しております。情報共有可としますが、転載・改ざん等はお控えください＞
＜また、文章・資料等の所有権は、「有限会社トータル・ノウ・コネクションズ」に帰属いたします＞

ＴＫＣ～【法人セミナー】のご案内
「ＴＫＣセミナー」は、基本的に「単一法人様」または「団体」での勉強会となります。
各法人・団体様の意向を踏まえ、内容はカスタマイズさせて頂きます。
※組合様等の場合、内容にて摺り合せが必要な場合がございますので、ご相談させて頂く事となります。
＜日 時＞：ご依頼会社様の希望とのご相談の上、決定させて頂きます
＜場 所＞：ご依頼会社様にて、手配をお願い致します。
※関西エリアにおいては「大阪元町・スリーストン大阪営業所」開催は可能（概ね１５名まで）
＜時 間＞：「１日＝４～５時間」が基本となります。（休憩含む拘束時間です）
＜費 用＞：基本価格～「１開催＝１５万円」となります。
＜内 容＞：ご依頼会社様とのご相談の上決定させて頂きます。
※基本的内容は、「業界情報」・「パチンコ運用」・「店舗全体運営」の内容が中心となります。
※「業界動向セミナー」は、随時必要なタイミングにての開催を推奨いたします。
※「パチンコ・係数管理運用セミナー」は、２回～３回（月１回）の連続開催を推奨いたします。
＜その他＞：交通費（長野県長野市から）・宿泊費は別途請求となりますのでご了承くださいませ。
～＜セミナーのカスタマイズ＞について～
⇒【勉強会開催において、多岐に渡るセミナー内容を同時開催したい場合】等。
弊社内容の他、「スロット運用」・「マーケティング情報」等々、内容のご希望がありましたらご相談下さい。
同日（または別日）、別コンテンツの専門的講師の推薦紹介させて頂き、同時（別日）開催となります。
（※この場合、別途講師費用と諸経費が加算されますので、ご了承くださいませ）

＜お問い合わせ＞
弊社代表「髙橋正人」まで、ご連絡下さいませ。
【メールアドレス】：info@tkc-g.jp
【電話連絡】：（会社）026-256-9677 （携帯）090-3063-1757
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