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　いよいよ、撤去問題の期日まであと僅かと
なりました。まさに、転換期までのカウント
ダウンが始まったと表現するに相応しい状況
であります。
　さて、転換期には「対応力」が大切である
とされていますが、「一時的な収益悪化」が
あったとしても、最終的には「長期利益の獲
得」を実現させることが目指すべき方針であ
ります。不確実性の高い時代に突入するから
こそ、一時的な対応でその場を凌ぐのではな
く、将来、長期に渡り、利益獲得を実現させ
る「対応力」こそ、賞賛に値するものであり
ます。本稿では、このような観点を基に「高
速出玉系」機種を分析していきたいと思いま
す。

　まずは、週次系列で「Ｐミドル」の集団を、「Ｐ
ミドル海以外」と「Ｐミドル海」の個別集団に区分し、
それぞれの延べ人数比率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）につ
いて観察していきます（図表１参照）。
　1月11日週と11月1日週の状況を比較しますと、
「Ｐミドル」全体の延べ人数比率は 34.4％から
46.4％まで拡大しており、マーケットが 12.0 ポイン
ト成長したことが確認できます。同様に、「Ｐミドル
海以外」は30.3％から35.2％まで4.9ポイント成長、
「Ｐミドル海」は 4.1％から11.2％まで 7.1 ポイント
成長したことが分かります。
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韋駄天が着火した高速出玉系ブーム
～高速出玉系機種は単なるブームなのか？それとも救世主なのか？～

VOL.67

TRYSEM プロジェクトチーム

「Ｐミドル高速出玉系」のマーケットサイズは
どのような拡大を辿っているのか？

【図表１】延べ人数比率の推移（Pミドル＝Pミドル海＋Pミドル海以外）
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●「Pミドル高速出玉系」の定義
　さて、「Ｐミドル」の集団が約 10 カ月の間でど
のように変化したのかご理解していただいたとこ
ろで、「Ｐミドル高速出玉系」のマーケットサイ
ズは（現在まで）どのような拡大を辿っているの
かについて迫りたいと思います。
　そもそも、“高速出玉系” という個別集団をカテ
ゴライズするにはどのように定義するのかという
問題があります。遊技機メーカーの公表値や打感、
また、業界やユーザーの認識といったことを基準
とすると曖昧さを回避できないことから、本プロ
ジェクトにおいては「時速 40,000 個」を閾値とし、
それ以上である機種を「Ｐミドル高速出玉系」と
定義しています。

【図表２】

【図表３】「Pミドル高速出玉系」のグループ属性について

●グループ属性の定義
　次は、グループ属性の定義についてご説明して
いきたいと思います。図表 3 の「Ｐミドル高速出
玉系」の推移を観察すると、時折、鋭角に上昇す
るタイミングが存在することが確認できます。こ
こを区切りとして「Ｐミドル高速出玉系」に該当
する機種を、第 1 グループから第 4 グループまで
分類しています。
　第 1 グループについては「P 大工の源さん超韋
駄天 YTA」単独の集団となり、マーケットを
10％形成しながら市場を牽引していたことが確認
できます。2020 年 4 月にリリースされて以降、
2021 年 4 月の「ぱちんこウルトラマンタロウ 2
Ｋ6」リリースまでの、約1年間は「時速40,000個」
に到達する機種が存在していないことからも、当
該機がいかに優秀であったのか理解できます。
　この点については、仮に 2021 年 4月以降の「新
解釈機」の登場がなければ、現在においても「Ｐ
大工の源さん超韋駄天 YTA」単独の集団となって
いた可能性があります。それだけに、現在の状況
を踏まえると、「新解釈機」が「Ｐミドル高速出
玉系」市場にもたらした変化は大きかったと言え
ることでしょう。

延べ遊技人数増加のポイント延べ遊技人数増加のポイント
延べ遊技人数増加のポイント延べ遊技人数増加のポイント

延べ遊技人数増加のポイント延べ遊技人数増加のポイント
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●市場拡大においてポイントとなったのは「3％」
　次に図表4を確認しますと、「Ｐミドル高速出玉系」
の延べ人数比率が上昇する（＝マーケットサイズが
拡大する）タイミング（4月19日週・6月 7日週・
8 月 2 日週）において、キーとなる新機種の登場が
大きな影響を与えていることが確認できます。同時
に、キーとなる新機種が導入週の延べ人数比率で
「3％」以上を占めることができるかどうかが、マー
ケットの成長において重要な要素であることが分か
ります。
　ともすれば、単一機種が延べ人数比率で「3％」
以上を占めることができるか否かに関しては、供給
数、つまり、販売台数との関係性は切り離せないも
のです。いくら、稼働が良い機種が登場したとしても、
供給されている台数が少ないとなれば、「3％」の
マーケットを形成することはできません。
　したがって、図表 4 で確認できるように、新機種
として「1.4 万台～ 2.5 万台」の供給がなければ、
このようなマーケットの変化は生じなかった可能性
があると言えます。この値は、将来的なマーケット
の変化を占う上で参考にできるものと思われます。

●3 人に 1 人は「Ｐミドル高速出玉系」を遊技して
いる
　さて、マーケット拡大におけるポイントとなる要因

【図表４】
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についてご理解いただいたところで、「Ｐミドル高速
出玉系」の集団が「総ミドル」の集団において、ど
の程度の割合を占めているのか、また、どのような
変化を辿ってきたのかを確認していきたいと思いま
す。次ページの図表５をご参照ください。
　第 1グループから第 4グループまでの「Ｐミドル
高速出玉系」の集団変化については、1 月 11 日週
と11 月 1 日週の比較において、10.2 ポイントの変
化が確認できるものの、同様の対比軸において「総
ミドル」の集団変化を確認すると 1.6 ポイントの上
昇で留まっています。すなわち、「Ｐミドル高速出玉
系」の延べ遊技人数増加分が、そのまま「総ミドル」
の延べ遊技人数増加になっていないのです。
　つまり、「総ミドル」の母集団は、一定の集団とし
て存在しており、その集団内で「Ｐミドル高速出玉系」
を選択するプレイヤーが増加しているのが実態であ
るいうことになります。
　また、現在の「Ｐミドル高速出玉系」第 4グルー
プの延べ人数比率は 19.6％で、これは「総ミドル」
の延べ人数比率 34.3％を占めています。従いまし
て「総ミドル」集団では、その 3人に1 人が「Ｐミ
ドル高速出玉系」で遊技していることも確認できま
す。
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「Ｐミドル高速出玉系」のマーケットサイズは
どこまで拡大するのか？ 

　さて、ここまでの話でもっとも驚いたのが、ここま
での変化をもたらすことになった「Ｐミドル高速出玉
系」の集団は、たった「8機種」であるという事実です。
ある意味で、「8 機種」しか存在していないというこ
とは、機械メーカーも「時速 40,000 個」を搭載し
た機種の開発に注力することも想定されるわけです
から、「Ｐミドル高速出玉系」のマーケットは、まだ
まだ成長する可能性があります。しかしながら、こ
のような話は、どこまでいっても不透明な要素から
の憶測に過ぎないことをご了承ください。

●透明性のある要素から予測
　さて、ここからは、不透明な要素から予測するの
ではなく、透明性があり将来起こり得る可能性が高
い要素から、「Ｐミドル高速出玉系」のマーケットサ
イズはどこまで拡大するのか？について考えていきた

【図表５】

【図表６】

55.5% 57.1%
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いと思います。
　図表 6は、週次系列で「CRミドル」の集団とCR
ミドルに代表される「CR北斗無双 FWN」、「CR真・
花の慶次 2L10-VH」の延べ人数比率が時間の経過
に従ってどのように変化するか（あるいは変化しな
いか）をまとめたデータとなります。
　敢えてここで CR 機の動向を検証する理由は、「Ｐ
ミドル高速出玉系」の集団の変化を予測する上では、
今後登場する当該カテゴリの新機種以外に、変化に
影響を与える確率が高い出来事として「CR 機の撤
去」という問題があります。
　具体的には、図表 6 で確認できるよう、「CR ミド
ル（CRミドル海以外）」の延べ人数比率は 1 月 11
日週の 15.1% から、11 月 1 日週には 9.5％にダウ
ンしています。背景には、「Ｐミドル高速出玉系」
の活躍や、「撤去問題」に対応すべく、CR 機の撤
去が進行していることが要因として考えられます。
　このような点を鑑み、これまで「CRミドル」マーケッ
トを牽引してきた、「CR 北斗無双 FWN」の動向を
観察すると、1 月 11 日週も 11 月 1 日週も、延べ
人数比率は 5.6％で変化はありません。同様に「CR

15.1%

9.5%

5.6%

5.0%

3.0%

5.6%



真・花の慶次 2L10-VH」は 5.0％から3.0％まで縮
小しています。
　注目すべき点は、この 2 機種が占める割合です。
11 月 1 日週で確認すると、「CR ミドル（CR ミドル
海以外）」の延べ人数比率は9.5%となっていますが、
「CR 北斗無双 FWN」と「CR 真・花の慶次 2L10- 
VH」は合計で 8.6％を占めています。つまり、「CR
ミドル（CRミドル海以外）」の約 90％の割合を、こ
の２機種が占めていることから、今後この 2 機種が
撤去されるタイミングにおいて、プレイヤーが「Ｐミ
ドル高速出玉系」にシフトして集団を成長させる可
能性が想定されます。これはかなり信憑性が高い予
想として捉えておくべきでしょう。

●「無双」「漆黒」は高速出玉系にあてはまるのか？
　それでは、この 2 機種が撤去されることにより、
どの程度のプレイヤーが「Ｐミドル高速出玉系」に
流入してくるのか考えていきたいと思います。
そもそも、「CR 北斗無双 FWN」、「CR 真・花の慶
次 2L10-VH」は高速出玉系にあてはまるのか？とい
う疑問があると思いますが、高速出玉系の定義とな
る「時速 40,000 個」という指標にあてはめると、2
機種とも「時速 23,000 個」前後となり、「速さ」を
嗜好とするプレイヤーのウォンツとは異なる性質で
あることが確認できます。ただ、時速とは、ゲーム
フロー上での話であり、プレイヤーが実感する「勝
ち金額」や「勝ち率」が非常に重要であると考えます。

　そこで今回はプレイヤーの実感を加味した上で、
どの程度のプレイヤーが「Ｐミドル高速出玉系」へ
流入するのか考えていきたいと思います。
　「CR 北斗無双 FWN」、「CR 真・花の慶次 2L10- 
VH」を遊技するプレイヤーの嗜好やウォンツは
「T1Y2,400 個搭載」や「勝ち金額」にあると考え
られ、ここまで長きに亘り一定のファンの支持を集
め続けてきました。そこで「勝ち金額」について確
認してみますと（図表７参照）、「CR 北斗無双 FW 
N」の勝ち金額は「Ｐミドル高速出玉系」とほぼ同
等である一方で、「CR真・花の慶次 2L10-VH」は、
「CR 北斗無双 FWN」と「Ｐミドル高速出玉系」の
勝ち金額を下回る状況で推移していることが分かり
ました。また、「Ｐミドル高速出玉系」の勝ち金額
は 8 週連続で最も高い数値となっており、現在では
「Ｐミドル高速出玉系」の勝ち金額が最も高くなって
いることも確認できます。
　従って、「CR 北斗無双 FWN」のプレイヤーが同
等の「勝ち金額」を誇る「Ｐミドル高速出玉系」へ
比較的スムーズに移行する可能性は高いと推察され
ます。他方、「CR 真・花の慶次 2L10-VH」のプレ
イヤーは、必ずしも「勝ち金額」がウォンツになっ
ていない可能性があり、例えば「花の慶次ファン」
が「勝ち金額」の高さに縛られることなく、シリーズ
機を追いかけるということも想定されるため、慶次
シリーズ最新作には特に注目しておきたいところで
す。

【図表７】
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●5％の流入
　「Ｐミドル高速出玉系」のマーケットサイズはどこ
まで拡大するのか？については、あくまでも推測の
域をでませんが、「勝ち金額」をモノサシとした場合、
図表 6・図表 7で確認できたように、延べ人数比率
が 5.6％ある「CR 北斗無双 FWN」のプレイヤーが
流入する可能性が高いと判断できそうです。まとめ
ると次のようになります。

「Ｐミドル高速出玉系」のマーケットサイズの予測
・現在のマーケットサイズ：約20％
・将来のマーケットサイズ：約 25％（プラス約 5
ポイントは「CR北斗無双 FWNプレイヤー）

　勿論、「CR真・花の慶次 2L10-VH」を含めた、「そ
の他ミドル」集団からの流入や「パチスロプレイヤー」
の流入があればマーケットサイズは想定以上に膨ら
むことでしょう。

●現在好調な「Ｐミドル高速出玉系」の将来の展望は？
　また、現在好調の「Ｐミドル高速出玉系」に該当
する機種の今後としては、図表 4 で確認できるよう
に、それ以前にリリースされた機種は、次機種登場
の度に縮小の一途を辿っていくのがこれまでの傾向
であることが確認できます。
　しかしながら、３ページ（市場拡大においてポイ
ントとなったのは 3％）に掲載したように、「P 大工
の源さん超韋駄天 YTA」「P 牙狼 MAXX-MC」「P
フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン b」は、現
在でも「3％以上」の延べ人数比率を維持できてい
ることから、これらが後に登場する新機種に対して
サブ的なポジションになったとしても、一定のマー
ケットを維持し続けることができるものと推察します。
　同時に、これらが仮に「3％」を大きく割り込むよ
うなことがあれば、該当する単一機種のマーケット
は転換期を迎えることになると言えます。

　さらに、プレイヤーに最も負担が高いと思われる
「Ｐミドル高速出玉系」の設置シェア増加が健全な
マーケット育成の障害にならないのかについて考え
ていきたいと思います。
　「Ｐミドル高速出玉系」の登場により、プレイヤー
にかかる「負担」という意味では玉単価上昇などと
いった数値から想像がつくところであります。しかし
ながら、現在の「総ミドル」集団が、「4円パチンコ」
の中において占める割合は、図表 5 で示した通り、
約 57％のボリュームとなっています。従って、多少
の負担がありながらも、プレイヤーからの「ミドルス
ペックに対するニーズ」は高いことが明らかです。
　問題とする「健全なマーケット育成の障害になら
ないのか？」については、プレイヤーニーズが存在
する以上、「Ｐミドル高速出玉系」がその障害にな
るとは考えにくく、ここまでご紹介したデータからは
むしろプラスに働くものと考えられます。しかしなが
ら、「健全な」という意味においては、プレイヤーに
かかる負担が過度なものとなれば問題になることで
しょう。ホールとしてはこのようなことが生じた際に
は、「ミドルスペック」以外の “離脱先” について柔
軟に対応するのがベターな選択と言えそうです。

●離脱先として、期待されるスペックカテゴリは？
　“離脱先” を準備する意味では「ライトミドルスペッ
ク」など単価が低いスペックカテゴリをイメージしや
すいところです。これはこれで、決して間違った見
解でないと考えますが、ただ、４ページ（透明性の
ある要素から予測）で述べたように、現在は新機種
がもたらす影響よりも「CR 機撤去」がもたらす影響
の方が予測が立てやすく、透明性があります。
　まとめとして、本紙の予測を次ページの図表８と
して掲載していますが、「Ｐミドル高速出玉系」は 5
ポイントの増加が想定され、結果として延べ人数比
率は 25％に達し、「Ｐその他ミドル」も同様に 5 ポ

「Ｐミドル高速出玉系」の設置シェア増加は
いつまで続くのか
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イントの増加が想定され、延べ人数比率は 21％に
なると見ています。無論、今後登場する新機種への
プレイヤーの反応など変動要素があるため、あくま
で “予想” の域を出ませんが、参考にして頂ければ
と思います。
　確かに「P ミドル高速出玉系」が飽和状態になっ
たり、過度な負担をプレイヤーに強いるような状況

になれば別ですが、現在のところ「CR 機撤去」と
いう転換期において、考えるべき戦略は新たな “離
脱先” の準備よりも、「P ミドル」の安定拡大と見た
方が現実的ではないでしょうか。
　当面は、パチンコで期待されるスペックカテゴリ
は、やはり「ミドルスペック」ということになりそうです。

TRYSEM プロジェクト各担当者の見解

　いよいよ、撤去まで数カ月となりました。長
期利益獲得にむけた、「対応力」という観点に
おいて、「Ｐミドル高速出玉系」機種の活用は
重要なウエイトを占めるものであると考えま
す。一方では、「CR 機」の撤去に応じ、ＣＲミ
ドルを支持していたプレイヤーを獲得すること
において「ミドルカテゴリ」を強化することは
理解できるところでありますが、ＣＲ機の撤去
後マーケットに一定の安定性をもたらすタイミ
ングでは、プレイヤーが感じる「負担感」とい
う部分も合わせて考えていく必要があるように
感じます。ただ、このような想定も実際にはど
うなるものかわからないものです。不確実性の
高い時代に突入するからこそ「混乱」や「不正解」
が起こるものです。ですが、反対の意味では、
不確実性からおこる混乱や不正解の中から、い
ち早く「正解」を見つけ出し、着手した者だけが、
より高い確率で成功を手にすることができる訳
ですから、この局面は間違いなく「チャンス」
であり、差をつけるタイミングであるといえま
す。今こそ、悲観することなく、前に進むべき
時ではないでしょうか。

　今回は、Ｐ大工の源さん超韋駄天ＹＴＡの登
場以降、徐々に増えてきた「Ｐミドル高速出玉
系」機種に注目しました。CR 機の時代から ST
中の展開が速い「CR 聖戦士ダンバインシリー
ズ」がありましたが、それを超える時速を持つ
機種が出てきました。「CR 聖戦士ダンバイン」
や「Ｐ大工の源さん超韋駄天」は少ない出玉の
大当りを高継続で繰り返す機種でしたが、最大
出玉（払出し 1,500 発）の大当りを短時間で繰
り返す機種等も登場しています。このように「Ｐ
ミドル高速出玉系」の機種の中でも複数の遊技
性の機種が存在しています。パチンコの強みは
この多彩な遊技性にあるように思えます。営業
の柱となるＰミドルの中でも玉単価・射幸性が
高い「高速出玉系」、海シリーズに代表される
ような単純な「ループ系」、演出・ある程度の
一撃性が見込める「V 確 ST 系」等選択肢は豊
富にあります。１つの機種を BOX で導入する
ことが少なくなった現状で、どのようなバラン
ス・配置で機種を設置していくのか？時代の流
れや地域・店舗の特色に合わせたより細かな戦
略が必要になっています。

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

【図表８】
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月次データ（パチンコ）

集計対象期間：2021 年 10 月 1日～10月 31日
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月次データ（パチスロ）

集計対象期間：2021 年 10 月 1日～10月 31日
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余暇進秋季セミナーの行政講話について

POKKA吉田の

寄稿：POKKA吉田

ぱちんこ雑記

　余暇進の秋季セミナーが 11 月 9 日に開催され
た。恒例の警察庁の課長補佐講話もあって、その
内容がなんというか、個人的な感想だが、しっく
りきたものとなったように思う。

　コロナ禍が一年半以上続いてきた日本にとって、
政府も自治体も、行政の仕事の優先順位的にはコ
ロナ対策がかなり上位になっている。東京都を中
心に激増していた 7 月 8 月、逆に激減していた 9
月 10 月と、新規感染者数の増減の幅が極端になっ
ている。しかし、激減トレンドが本稿執筆時点で
は続いており、政府も緊急事態宣言とまん延防止
等重点措置をすべて解除した。行動制限を主張し
ていた専門家たちは激減の理由を完全に総括して
おらず、相変わらず専門家のくせにエビデンスの
ないことばかりを今後も主張するのだろう、とシ
ラケた気にもなっているが、今、コロナ禍が日本
全国として落ち着いているのは間違いない。

　振り返ると、業界的には恒例の行政講話という
のは 3 つあって、1 月の全日遊連理事会、6 月頃
の日遊協の総会、11 月頃の余暇進秋季セミナーで
ある。まだコロナ禍とは言えない昨年の全日遊連
理事会を除けば、昨年の日遊協総会は緊急事態宣
言の残滓（ざんさい）期間中だし、秋季セミナー
は飲食店を中心に都内の新規感染者数が急増トレ
ンドだったし、今年については全日遊連も日遊協
もコロナ禍の真っ最中である。社会経済活動や日
本国内の消費者の個人的な行動が制限緩和のトレ
ンドに向かっている最中の行政講話というのは、
コロナ禍突入後はたぶん初と言っていい。それだ

けに行政講話のメッセージが「普通」にもかかわ
らず、しっくりきたように思ったわけだ。

　一昨年までは、言葉は悪いが、どの行政講話も
壊れたテープレコーダーのように毎回同じことを
言葉を変えたりあるいは全く変えずに語っていた
だけに過ぎず、話を聴いたり講話テキストを読む
ことすら時間の無駄に思えたものである。また、
コロナ禍においては、話の聴こえ方も変わるのか、
私にとってはいつもの講話には聴こえなかった。
　今もまだコロナ禍ということは言えるし、世界
的にはまた欧米が増えているという話もあるし、
日本国内においてもワクチン接種が 3 回目という
政府方針になっているし、まだ予断を許さないの
は当然としても、心の中では少し穏やかに感じて
いる。だから、私としては久しぶりに行政講話を
ちゃんと行政講話として、ぱちんこ業界所管を警
察庁がどのように考えているかをチェックするた
めに「しっかりと評価する」という作業を久しぶ
りにやった次第である。

　講話テキストについては業界内で共有されてい
るだろうから特に触れるつもりはない。内容とし
ては、テーマはほぼ変わらずであるが、そのニュ
アンスはかなり変化してきている。それらについ
て、腑に落ちる点、変に踏み込まなかった点など、
ひょっとしたら背景に何らかの思惑もあるような
ニュアンスもテキストにはあってそれなりに評価
できるというのが私の結論だ。これが久しぶりの
感覚だった。
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