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PCSA アクションレポート（不正対策研究部会）
令和 1 年 9 月版

第 159 回不正対策研究部会
開催日時

令和 1 年 9 月 25 日（水） 午後 1 時～午後 3 時

開催場所

TKP 上野駅前ビジネスセンター 7A

出席人数

部員 10 名､正会員オブザーバー参加者 2 名、日遊協 参加者 2 名、オブザーバー参加者 1 名、
合計 15 名

出席者

＜リーダー＞
松本 浩

株式会社ヒカリシステム 設備マネジメントグループ メンテナンスチーム アシスタントマネジャー

＜サブリーダー＞
柏

信吾

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 営業支援部 主任

＜正部員＞
金子

敦

株式会社ダイナム 法務リスク管理部 リスク管理担当

倉沢 隆志

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス リスク管理マネジャー

荒田 政雄

夢コーポレーション株式会社 顧問

梅野 唯行

株式会社合田観光商事 業務推進部 セキュリティ課 課長

上野

株式会社ヒカリシステム 設備マネジメントグループ メンテナンスチーム

誠

春原 正愛

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ） 監査室 課長

徳永 正宣

株式会社チアエンタープライズ 総務部 法務課長

山本

株式会社三永 営業部 業務推進課 係長

譲

＜正会員オブザーバー＞
森

華子

杉山 徹

株式会社ダイナム 法務・リスク管理部 リスク管理担当
株式会社ニラク 営業本部 渉外担当

＜日遊協 参加者＞
株式会社マルハン 1 名、株式会社アプリィ 1 名
＜オブザーバー＞
高石 隆一 様 有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役社長

１）PCSA 活動報告
・事務局より、前回 8 月 23 日（金）開催の不正対策研究部会以降の PCSA 活動について報告がされた。
＜部会＞
8/31 依存問題対策プロジェクトチーム
機構によるホールの依存対策調査 チェックシート確認
8/31 法律問題研究部会
時代に適した風営法議連会議
保通協 試験結果報告を共有
9/5 コスト問題研究部会
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消費税増税 対応策 情報共有
ベンチマーク制度 勉強会
9/13 人事問題研究部会
従業員の受動喫煙対策 情報共有
9/19 遊技法研究会
釘 無承認変更による 遊技台押収
釘確認シートの使われ方
9/19 9 月拡大理事会
11 月 総会・勉強会 内容
全日遊連 依存問題対策要綱 意見交換
＜その他＞
9/10 不正 日工組訪問
9/10 アクションレポート ８月版 発信・公開
9/24 69 回勉強会 発言録 Youtube 公開

２）日本遊技機工業組合（日工組）訪問報告
＜概要＞
日時：

令和 1 年 9 月 10 日 午後 1 時 30 分～

場所：

日本遊技機工業組合（以降、日工組） 事務所（東京 丸の内）

出席者：

日工組
＜不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）＞
部会長 澤田 盛弘 様 株式会社三洋物産
副部会長
委員

小島 俊幸 様 株式会社ニューギン

朝日 卓也 様 京楽産業.株式会社
中西 洋一 様 サミー株式会社
毒島

壮 様 株式会社 SANKYO

清原 賢二 様 株式会社サンセイアールアンドディ
吉田 陽介 様 株式会社大一商会
加藤 晶弘 様 豊丸産業株式会社
オブザーバー

中島 圭介 様 株式会社藤商事
志村 一樹 様 株式会社三洋物産
新井 将識 様 株式会社ソフィア
倉田 豪 様 株式会社三洋物産

＜事務局＞
技術課長 末次 直明 様
PCSA
不正対策研究部会 リーダー
松本 浩 株式会社ヒカリシステム
部員 金子 敦 株式会社ダイナム
部員 森 華子 株式会社ダイナム
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事務局 岩瀬 史朗
資料：

PCSA 用意
A 2019 年 3 月期、2020 年 3 月期 発生ゴト 一覧
B パチンコ不正被害の主な事例
C 設定変更装置に対する意見、要望

要旨：

日工組で 11 月に開催する「全社会議」にて、PCSA との情報交換の結果を報告したい、という
事で今回の打ち合わせが開催された。
昨年 1 年と今年半ばまでのゴト被害の件数、被害額のリスト、主な不正被害の機種と個別のゴ
ト事例の詳細などを PCSA 側が説明し、それに対する質疑応答がされた。その中で PCSA 側の
要望としては、
・ゴトの発砲や誤報知のレベルをホールで調整できるようにしてほしい。
・ドツキなどのゴトの際、「左に戻してください」というような音声が出ると非常に良い。
といった意見が出た。
最後に設定変更装置に対する意見、要望を PCSA 側が説明した。設定キーを刺す際に物理的
に当たる部分の指摘や導入した台数分の鍵の提供を依頼した。また、統一キーの提供も依頼し
たが、コストが非常に高くなるとの回答を得た。一方、日工組側からは、設定付きパチンコでの設
定変更、設定確認の際に電源を落とすという仕様について感想を求められた。PCSA 側としては、
電源を落とさないで確認が可能となれば便利だが、この仕様で現在ゴトが起きていないなら、この
ままで良いと回答した。
なお、今後の全社会議に関しては、一旦この日工組の不正対策メンバーで検討、協力が必要な
らばお願いすると言われた。
また、今後の PCSA 不正対策研究部会・勉強会などに日工組の不正防止対策部会（ぱちんこ
遊技機）を招待することになった。

＜意見＞
・クジラッキー、ダイナマイトキングなどの釘曲げの話をした。前期１年間と今期４月から８月で、糸付玉の被
害が増えている。また、社内で困っているゴト事例、事案の説明をした。また、有限会社ジャパン・セキュリテ
ィ・サービスの資料を説明させていただいた。
・遊技台のセンサーの感度の話が出た。スロットの様に、状況に応じて感度を変更できるようにして欲しいと要
望した。
・株式会社ユニバーサルエンターテインメントの遊技台のようにオフ、ロー、ハイが変更できると良い。
・また、パチンコの設定確認や変更の際の電源 OnOff に関しては、現状のままで良いと思われる。
・以前は、日工組側が４名くらいだったが、今回は、不正防止対策部会（ぱちんこ遊技機）のほとんどのメ
ンバーが参加して頂けた。
・台枠に設定機能がついていると鍵を変える必要はないのでどうかという話をしたが、セキュリティ上とコストの問
題に言及された。
・台枠の鍵には、コストがかかると言われた。
・今後、日工組の方々を部会や勉強会に招待する。

３）1 月 不正対策勉強会 in 静岡について
＜静岡開催に至る経緯＞
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・前回、令和１年７月の不正対策勉強会を長野県にて長野県遊技業協同組合様（以降、長野県遊
協）のご協力をいただき開催。
・全参加者 31 名中、長野県遊協様から６社９名の方々にご参加頂いた。
・参加者の方々から、高い評価をいただき部会として開催に手応えを感じることができた。
・不正部会としては、不正対策のセミナーがあまり開催されていない都道府県で開催する方針を決めた。
・通常の不正部会には、ホール団体を通じて PCSA 会員以外のホール企業担当者が参加している。
・その中で、株式会社 ABC 様、株式会社アプリイ様から参加されている事があげられ、2 社が本社をおく静
岡県開催の交渉を開始する事になった。
・静岡県遊協様のご協力が得られれば、開催の詳細を詰めていく。
＜お願いする内容の概要＞
１．静岡県遊技業協同組合様
・PCSA の「不正対策勉強会」の開催を静岡県遊協様に協力していただきたい。
※具体的には「不正対策勉強会 in 静岡」の案内を県遊協傘下の組合員に配布していただきたい。
２．株式会社 ABC 様、株式会社アプリイ様
・PCSA の「不正対策勉強会」の開催を静岡県遊協様に協力してもらえるよう口添えしていただきたい。

４）最新ゴト情報・ゴト被害アンケート(８月)について
ゴト被害アンケート、最新ゴトの情報が報告された。
・アンケート回答 6 社
・被害件数 19 件
・被害額\2,076,080・警察への通報回数 0 件
・被害届申請 0 件
・被害届受理 0 件
ゴトは、先月と同様にドツキや糸付き玉の発生が目立った。他には磁石ゴトなどが発生した。各不正の詳細を
説明した後、広域犯罪に属するドツキゴト師の情報が共有された。

５）次回開催
名称：第 160 回不正対策研究部会・第 49 回不正対策勉強会
開催日：令和 1 年 10 月 25 日（金）
時間：午後 1 時～5 時
場所：TKP 上野駅前ビジネスセンター 4A（4 階）
スケジュール： 13：00～15:00 第一部 第 160 回 PCSA 不正対策研究部会
部会員による最新ゴト情報交換 会場:TKP 上野駅前ビジネスセンター4A
15：00～17:00 第二部 第 49 回 PCSA 不正対策勉強会
『最新のゴト情報について』
講師:有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一様
17：15～19:15 第三部 情報交換交流会
会場：ハリマ・ケバブ・ビリヤニ（南インド料理）会費￥5,000-（税込）

以上

