


　定番＝いつ、どこにでもある。だれもがするよう
な事柄。ありふれた事柄。
　業界の歴史において、「定番」と認識されている機
種がいくつかあります。「海」もその一つと呼べるで
しょう。古くからの歴史の中で「シリーズ機」と呼
ばれるまでに立ち位置を確立させ、業界に貢献して
きたことは紛れもない事実であり、高く評価される
べきものです。遊技機の進化と共にプレイヤーの嗜
好性も変化を続ける現在の市場環境において、これ
まで「定番」と呼ばれ続けた機種は、今もなおプレ
イヤーから支持され続けているのか、そうでないの
か。今月は「定番」と呼ばれる「海シリーズ」につ
いて様々な角度から考察していきたいと思います。

　まずは、週次系列で市場規模を観察し、検証対
象とする集団（ミドル海ユーザー）が時間の経過
に従ってどのように変化するか（あるいは変化し
ないか）を示す統計的関係について確認していき
ます。
　図表１は、４円パチンコにおけるスペック別市
場規模（延べ人数）の推移を示していますが、「ミ
ドル海ユーザー」の増減推移を確認すると、7 月
5 日週までは 4 円パチンコ全体の 9.6％前後で推
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「海シリーズ」（ミドルスペック）の転換期到来！
～「Pミドル海」の延べ遊技人数が格段に増加～
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「海シリーズ（ミドルスペック）の延べ遊技
人数は直近４カ月でどう変化したのか

【図表１】延べ遊技人数の推移（スペック別）

9.6％前後で推移
11,2％前後で推移
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　「ミドル海ユーザー」に集団変化をもたらした7月
5 日週のタイミングで発生した事象を確認し、集団
が成長した要因を考えると、「P スーパー海物語 IN
沖縄 5LTV」のリリースが起点となっているものと推
察され、当該機のリリースはマーケットに効果的な
インパクトを与えたものと考えられます。しかしなが
ら、そのインパクトは４円パチンコ全体の延べ人数
増加には及んでおらず、それまでの一定の市場規模
の中で、プレイヤーが遊技対象を変更するという影
響を及ぼしたにとどまっています。
　一定の市場規模の中で、「ミドル海ユーザー」の
比率が上昇したのであれば、他の集団の延べ人数
比率が減少することは当然ですので、念のため図表
２で、他の集団の延べ人数比率の変化を確認しま

変化の最大の要因は
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」

した。
　7月 5日週とその前週との比較で、延べ人数比率
を大きくダウンしているのは「アマデジ」「ライトミド
ル」「ライトミドル海」の３つの集団です。これらの
集団は「1/99 ～ 1/199 スペック」に該当すること
から、彼らのウォンツは射幸性ではなく、「遊べる」「楽
しめる」といった娯楽性にあると推測できます。古く
からその価値観に親和性が高かった「海シリーズ」
の最新作である「Pスーパー海物語 IN沖縄 5LTV」
はミドルスペックでありながらも、「アマデジ」「ライ
トミドル」「ライトミドル海」で遊ぶプレイヤーにとっ
ては比較的試しやすい遊技機であったと思われま
す。それゆえ、今回のような延べ人数比率の変化が
生じたと考えられます。
　一方で、当該機のリリースの影響を受けなかった
集団も確認できます。射幸性を軸とする「ミドル」や、
遊びの軸が異なる「ハネモノ」です。遊技の質が
異なるこれらの機種は、「Pスーパー海物語 IN 沖縄
5LTV」リリースの影響をほとんど受けていません。
　このように、遊技機毎の特性を踏まえた上で最新
機種のリリースが及ぼす影響をイメージすることで、
機種レイアウトの検討や、精度の高い営業戦術立案
が可能になるようにも思われます。
　今後想定されるケースとして、「海シリーズ」との
親和性が高い「1/99 ～ 1/199 スペック」で最新

移しているのに対し、それ以降は一定の規模まで
成長して 11.2％前後で横這い状態の推移となりま
した。これは「ミドル海」ユーザーの延べ人数が
増加し、市場成長率が高まったことを意味する
データと捉えることができます。
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7月5日週に発生した「CRミドル海」
から「Pミドル海」へのリーダーチェンジ

機種がリリースされる際など、今回のケースとは逆
に「ミドル海」の集団からの一時的な流出が起こり
得ますので、十分に注意しておきたいところです。
　互いに引っ張りあう関係にあるということを理解し
ておくことでより良い戦略を考えることもできますの
で上手く利用していきたいところです。

　「ミドル海ユーザー」の集団変化の要因をご理解
いただいたところで、「ミドル海」の集団を「CRミド
ル海」と「Ｐミドル海」の個別集団に細分化して、
それぞれの延べ人数比率の推移について動きを確
認してみました（図表３）。
　すると、7 月 5 日週を起点に、「ミドル海」の集
団を牽引するマーケットリーダーに逆転現象が生じ

ていることが確認できます。「Ｐミドル海」の延べ人
数比率は、「Pスーパー海物語 IN沖縄 5LTV」リリー
ス前の平均 3.6％に対し、リリース後は平均 10.0％
まで急上昇していることが確認できます。一方で、
「CR ミドル海」の市場規模は同様に、リリース前平
均 6.0％に対し、リリース後平均 1,2％まで急下降し、
衰退市場と言わざるを得ないところまで縮小しまし
た。
　「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」がリリースさ
れたことにより、まさに「CR ミドル海」から「Pミド
ル海」へプレイヤーが移行し、「ミドル海」を牽引
する新たなリーダーが誕生しましたということになり
ます。従いまして、「CR」にこだわり続けるよりも、
現段階では早めに「Ｐミドル海」へシフトした方が
合理的だと言える状況になりました。
　それでは、「CR ミドル海」から「Ｐミドル海」へ
舵を切るとしたときに、「沖縄派（Pスーパー海物語
IN沖縄 5LTV）」「大海派（P海物語 E）」のどちらに、
どの程度、比重を傾け営業することが理想的である
かについても考えてみたいと思います。

6.0％前後で推移

3.6％前後で推移

10.0％前後で推移

1.2％前後までダウン
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「Pスーパー海物語 IN沖縄 5LTV」と
「P海物語 E」の違い

　図表４は「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」と
「P 海物語 E」の延べ人数比率の推移を比較したグ
ラフです。
　ここでも、7 月 5 日週を起点に「Ｐ海物語Ｅ」の
延べ人数比率は大きくダウンしていることが確認で
きます。「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」リリー
ス前の平均 3.6％が、リリース後には平均 2.0％と
なり、約 1.6ポイントダウンしています。
　一方で「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は、リリー
ス後平均 8.0％の延べ人数比率を維持し、「Ｐミド
ル海」の集団において、その 80％を占有している
ことが確認できます。つまり、「Ｐミドル海」へ転換
＝「Pスーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」に比重を傾け
営業することが現在、理想的であることをデータは
示しています。
　では、理想的な方向感を理解した上で、具体的
なイメージを確認していきましょう（図表５参照）。
　それぞれの延べ人数比率（リリース後平均）は、

①「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」＝８％、②「P
海物語 E」＝２％、であるため、支持率 100％を想
定してシュミレーションした場合、４円パチンコ設置
台数 200 台の店舗であれば、それぞれ①16 台、②
4台、が妥当な台数となります。よって、「Ｐミドル海」
の合計設置台数としては 20 台程度が理想的である
と判断できます。
　かつての業界常識にあてはめ、「P ミドル海」を
BOX（島）単位で構成し、これを成立させることは、
４円パチンコ設置台数 200 台規模の店舗では困難
であると言え、かつての常識は通用しにくくなってい
ると考えるのが妥当かと思われます。
　なお、これらの想定はあくまでも統計的推論に基
づくものです。店舗個別の営業状況に違いがあるか
と思いますので、最終的には足元商圏の形質を鑑
みて、希望的観測に頼らず、根拠のある慎重な判断
を行うことをお薦め致します。

【図表５】



　それではここからは、「P スーパー海物語 IN 沖
縄５LTV」「P海物語 E」を遊技する際のプレイヤー
の遊技の質について確認し、そこから有効な策を
模索してみたいとおもいます。参考データとして
図表６、図表 7、図表８の３点を掲載しておきます。
　まず最初に、１人あたりアウト（図表６）の推
移を確認すると、「P スーパー海物語 IN 沖縄５
LTV」がリリースされた 7 月 5 日週は、１人あた
りアウト（≒遊技時間）は約 3,000 個を記録して
いたことが確認できますが、これが導入から 7 週
目（お盆明け週）には、「P 海物語 E」と同等の水
準にまで落ち着き、それ以降は１人あたりアウト
については両者がほぼ同じ水準で推移していま
す。
　また、１人あたりアウトに影響を与えやすい利
益率について確認すると（図表７）、両者は共に
10％前後で運用されており、どちらか一方が突出
して甘く運用されているような状況にはありませ
ん。つまり、双方の機種を遊技するプレイヤーの
遊技の質に大きな違いはないということ分かりま

す。
　それぞれ同等の扱い（運用）と仮定した場合、
母集団の大きな集団にアプローチする方が反応度
は高く効果的ですので、延べ遊技人数比率が高い
「P スーパー海物語 IN 沖縄５ LTV」にアプローチ
する方が合理的という結論になります。
　また、60 分以上遊技人数比率を確認すると、
１人あたりアウトと同傾向の推移となっていま
す。
　これらの結果から、「P スーパー海物語 IN 沖縄
５LTV」と「P海物語 E」の関係性を考える上では、
「60 分以上遊技人数比率≒１人あたりアウト」と
捉えることができ、１人あたりアウトを上昇させ
るためには、（短時間プレイヤーを減少させ）60
分以上遊技するプレイヤーを少しでも多く生み出
すことが重要であることが分かります。
　従いまして、遊技台整備を入念に行うことは勿
論のこと、それとは別に遊技環境への配慮や、ス
トレスフリーな遊びの提供などといったソフト面
のサービスの強化を図ることが重要な意味を持つ
ことになりそうです。マニュアル化するだけでな
く、プレイヤーの心理を先取りして能動的な行動
のできる人材育成の強化も、ここでは一層重要と
なるものと思われます。

1人あたりアウトの推移 利益率の推移 60分以上遊技人数比率の推移

【図表６】 【図表７】 【図表８】

両者はほぼ同水準に収束している気配がある
両者はほぼ同水準に収束している気配がある

利益率には目立った差はない
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「１人あたりアウト」「６０分遊技比率」に
極端な差はない
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　では、ここからは、それぞれの機種の勝ちの魅
力について観察していきたいとおもいます。
　まずは、勝ち金額の推移（図表 9）確認すると、
「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」の勝ち金額は、
「CR ミドル海」に迫る高いものとなっていること
が確認できます。しかしながら、「P 海物語 E」の
勝ち金額を確認すると、「CR ミドル海」、「P スー
パー海物語 IN 沖縄 5LTV」を下回る金額で推移し
ていることが分かります。同じミドルであっても
「P 海物語 E」は勝ち金額という点でやや弱さがあ
るというわけです。
　その結果、市場規模が縮小した「CR ミドル海」
は別として、「Pミドル海」の集団の中においては、
勝ち金額の高さを重視するのであれば、「P 海物語
Ｅ」　＜　「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」であ
るといえ、勝ち金額を重視する「ミドル海」プレ
イヤーや「Ｐミドル」集団（「ミドル海」以外の集団）
から「Ｐミドル海」への回遊があるとすれば、自
ずと「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」を選択す
ると考えるのが妥当なところでしょう。

　さて、勝ち金額では「CR ミドル海」がこれま
では高い水準で推移してきましたが、勝ち率の推
移（図表 10）を観察すると、また違った状況に
あることが確認できます。勝ち率における優位性
は、「Ｐミドル海」の集団のほうが高い水準で推
移しており、その中でも「Pスーパー海物語 IN 沖
縄 5LTV」が最も高い水準にあります。また、勝
ち率だけで見れば「Ｐ海物語Ｅ」も高い水準にあ
り、これが同機の現状維持の最大の理由と考えら
れます。
　以上から、勝ちの魅力（＝勝ち金額 × 勝ち率）
が高いのは、「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」
と総合的に判断できそうです。「CR ミドル海」の
市場規模が縮小し、「P ミドル海」の市場規模が
「P スーパー海物語 IN 沖縄 5LTV」リリース後か
ら拡大し、その後一定の市場規模を保ったまま推
移しているという現象は、「P スーパー海物語 IN
沖縄 5LTV」の勝ちの魅力が支えているというこ
とになります。

「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」の
勝ち金額は「CRミドル海」に迫る
～「P海物語E」との最大の相違点～

最も勝ち率が低い「CRミドル海」から
「Pミドル海」へファンが移動し始めた

【図表９】 【図表10】

勝ち金額の推移 勝ち率の推移
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　「CR ミドル海」から「P ミドル海」へのシフ
トは、「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」のリリー
スにより、本格化したものであるといえます。
これに伴い、課題も見え「CR ミドル海」と「P
海物語 E」の今後の営業戦略上の位置づけにつ
いて冷静な判断が求められるものであります。
　また、市場規模などの観点から、かつての常
識から「海」をあれこれ揃えておけば良いとい
う時代ではないことを認識した上で、足元商圏
における特徴を把握し、合理的判断が求められ
ているものであると考えます。海シリーズを支
持するファンはいつの時代も存在し、潜在的な
ニーズが高い商品であることは、今も、これか
らも、変わりないものであると考えられます。
　商品提供を行う側の立場にあるものの使命と
しては、時代にあった売場面積の取り方、レイ
アウトにおける考え方、さらには、販売促進に
おける仕掛け方に課題設定を置くべきではない
でしょうか。また、ソフト面においても、サー
ビスの在り方など、現在の需要に寄り添う形で
提供し続けることが、いつの時代もファンに支
持され続けるためには必要不可欠なものである
といえるのではないでしょうか。

　パチンコにおいて昔からの定番機種である
「海物語シリーズ」ですが、CR 機から P 機への
移行は「P大海物語 4スペシャル SCA」、「Pスー
パー海物語 IN 沖縄 5LTV」がリリースされて進
んできています。今後も人気のある「桜シリー
ズ」のリリースが予定されているので順調に進
むと思われます。
　そんな「海物語シリーズ」ですが、かつてに
比べれば存在感が小さくなっています。１種２
種混合機や遊タイム搭載機の登場により、パチ
ンコ遊技機の幅が広がり多種多様な遊技機が市
場に投入されたことと、コロナ禍による「海物
語シリーズ」の主要ユーザーであった高年齢層
のユーザーが、外出を自粛することによりホー
ルから足が遠ざかってしまったことも影響して
いると思われます。しかし、ホールにおける「海
物語シリーズ」が占めるウェイトは大きく、営
業をしていくうえで注力が必要なのは変わり有
りません。色々な外的要因により需要が変わっ
てきていますので、店舗全体の「海物語シリー
ズ」の台数バランス。また、「海物語シリーズ」
内での台数バランスを考えていくことが大切で
はないでしょうか。

TRYSEMプロジェクト

上席研究員 DRO元

TRYSEMプロジェクト

上席研究員 柚木　正徳
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月次データ（パチンコ）

集計対象期間：2021 年 8月 1日～8月 31日
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月次データ（パチスロ）

集計対象期間：2021 年 8月 1日～8月 31日
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政治に行動規制緩和の動き、気になる業界への影響

POKKA吉田の

寄稿：POKKA吉田

ぱちんこ雑記

　オリンピックに続いてパラリンピックも閉幕。
これにて一年越しの開催となった東京 2020 は終
了した。菅政権が心から願った政権支持率浮揚と
はならず、しかし大会そのものは日本人選手らの
大活躍もあって盛り上がったとは思う。日本国内
開催でなければ生で観ることができる環境にほと
んどない私にとっては緊急事態宣言下での無観客
開催はとても残念ではあったが、こればかりは事
情が事情だけにシカタガナイ。

　まさかの菅首相の自民党総裁選不出馬表明で、
今は政治についての報道が自民党総裁選一色に
なったように見受けられる。都議選や横浜市長選、
その他補選などで今年はかなり勢いづいていたこ
とから 11 月にもあるだろう衆議院総選挙での政
権奪還を目指していた野党にとってはかなりの痛
恨事かもしれない。
　そもそも積極的な政策支持というよりも反アベ
反スガ的な消極的な支持が集まったという見方も
多く、2009 年の民主党政権誕生時のような期待
感が立憲民主党や共産党に集まっているとは言い
難いのだ。
　政府の批判を繰り返して支持を延ばしてきた野
党にとって、批判のマトの芯である菅首相が次期
総理でなくなったことが確定したことは、主に地
上波での政治報道について野党の主張が報じられ
る尺が激減することを意味する。実際に立憲など
の野党 4 党の政策協定内容等の具体的な政策を
知っている人と、岸田氏、河野氏、高市氏の自民
党総裁選に向けての具体的な政策を知っている人
とを比較すれば、圧倒的に後者の方が多いわけで
ある。これにて自公政権安泰とはさすがに言い難

いかもしれないが、総選挙で自公が過半数を割ら
なければ業界と政治の関係性は維持される。それ
は総理が代わろうが自民党役員人事となろうが、
である。

　期待したいのは 11 月以降に政府（現菅政権）
が目指している行動制限の緩和の方針である。い
わゆるワクチンパスポート的な内容であり、ワク
チン接種証明か陰性証明があれば行動制限がなく
なっていく方向である。これをどのようにして運
用していくのか、法的な根拠を持たせるのかどう
か、実際に日本社会の日常のさまざまなシーンに
おいてしっかりと運用されるのか、それとも今の
東京都内の飲食店のようにザルのようになってし
まうのか、等々注目である。
　もちろん、ぱちんこ営業にとって行動制限緩和
がどういった影響になるのかも重要だ。この点は
10 月にも政府がより深く実証実験というか検討を
するとのことであり、その推移を注目しておきた
い。

　旧規則機撤去の最終期限まで 4 か月ちょっとと
なった。新台供給が滞りなくなされることが求め
られるが、この点今は各メーカーも苦労している。
来年 2 月に新規則機だけの市場になったときの稼
働推移も気になる。こんなことを考えた一か月だっ
た。
　来月はもっと明るい話題があれば嬉しい。日本
社会にとってはやはり行動制限緩和の方針が次の
政権にどのように引き継がれるか、が最重要だろ
う。業界への影響も含めて注目しておく。
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