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第 1 章 はじめに
パチンコ・パチスロという分野を扱うに当たって、現在のパチンコ業界を簡単に記述する。
パチンコ業界は余暇市場に分類され、余暇市場規模は 64 兆 9410 億円である。余暇の過ごし
方として、スポーツや旅行・業楽、趣味・創作、娯楽と分けられており、その中でも娯楽に大
きな割合を示すのがパチンコ業界である。娯楽部門は市場全体の 65.3％もあり、そのうちパ
チンコが占める割合は 18.8 兆円で約 44.3%ととても大きい。パチンコ業界の労働人口は 29 万
人、娯楽参加人口では 1260 万人となっている。2012 年現在全国にパチンコホール1は 11199
店舗存在している。パチンコ遊戯者は平均すると年間 27.8 回遊び、9 万 3700 円使っている計
算となる。
図 1 パチンコホール年間別売上推移

(注 1）レジャー白書 2012 年より作成
近年、パチンコ・パチスロはギャンブルではなくアミューズメント化が進んでいると感じ
ている。1 円パチンコや 5 円スロット等、低玉貸営業が全国各地のパチンコホールで行われ
ている事もその要因である。パチンコ・パチスロの実機自体もアミューズメント色が強くな
っている。パチンコの始祖であるヨーロッパで生まれた「マーブル」は玉の動きや釘による
玉の動きの変化を楽しむというものであった。現在のパチンコ・パチスロに対するギャンブ
ルという世間の認識はいつ、何が引き起こした物なのだろうか。また、現在起こりつつある
アミューズメント化への動きに起因する物は何であるのか。それを文献や資料、インタビュ
ーによって紐解こうとする物が論文の目的である。私はこのテーマであるパチンコ・パチス
ロのアミューズメント化について卒業論文を書いている。この論文を書くにあたって、私が
在学している大学ではパチンコ・パチスロに関する研究を行う環境は存在していなかった。
このテーマについて論文を書くにあたって私が恵まれていた事は所属したゼミナールの教授
陣の中に過去にパチンコ・パチスロについて知識をもつ教授がいたことである。卒業論文の
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パチンコ店を指す。パチンコパーラーとも呼ばれる。

テーマにパチンコ・パチスロを設定し、書くことができたのはこの教授から様々な意見を頂
けたためである。大学で学ぶ内容は情報分野であったため、パチンコ・パチスロについて研
究を行う人は私以外では存在していなかった。情報処理学科という学科では様々なマルチメ
ディアについて多くのことを学ぶことができた。ゲーム分野にも研究を行う人々がいるのに
も関わらず、現在では日本の文化となりつつあるパチンコ・パチスロを扱っている教授や学
生はいない。
このアミューズメント化へとつながる影響を与えた存在について注目を当てた物は、技術
的要素である。パチンコ・パチスロの技術的要素、つまりマルチメディアが搭載されたパチ
ンコ・パチスロの技術である。現在のパチンコになるまでに搭載されてきた技術の総称をこ
れ以降、技術的要素として記述している。
私は、この研究を行うにあたって、一遊戯参加者という視点、情報処理を学んできた一学
生からの視点、卒業後に業界で働くにあたっての視点など様々な視点を持って研究に従事し
たい。
本論文中では「ぱちんこ」、「回胴式遊技機」を最も一般的な「パチンコ」、
「パチスロ」と
表記する。
本論文の以下の構成は次のようになっている。
第 2 章では、本論文における業界の軌跡と規制について技術的要素に関する事象を述べる。
第 3 章では、パチンコ・パチスロがもたらす遊戯参加者への心理的影響について、心理学と
感性情報処理の側面から述べる。
第 4 章では、本論文における技術的要素についてモデルをいくつか例に挙げ、考察し、影響
について仮説を述べる。
第 5 章では、技術的要素と心理的影響の実証を行い仮説に対する結果を述べる。
第 6 章では、本論文の結論と業界への展望を述べる。

第 2 章 業界の軌跡と規制背景
第 1 節 パチンコの始祖
まずは、パチンコの歴史から調査を開始した。一遊戯者である私もパチンコの歴史につい
てはほとんど知識が無かったものの、パチンコの歴史は想像以上に古かったのである。これ
を語る上でまず、パチンコのはじまりとは何だったのかという事から述べる事とする。現代
におけるパチンコの祖先であるパチンコの始まりと言えるものは、17 世紀ヨーロッパイギリ
ス周辺の移動遊園地にて球と釘を用いた単純な縦型の「マーブル」という遊技機である。今
のようにホールに設置してある煌々と輝き、大きな音楽が流れるような派手なパチンコ台と
は違い、シンプルなものであった。その後イギリスにおいて産業革命などを経て、18 世紀末
頃には大人の遊びである「ウォール・マシーン」というゲーム機が登場した。これは壁に取
り付けて遊ぶ縦型の盤面にコインを打ち上げ、クギや単純な役物を経て入賞2を競うといった
ゲーム内容である。球を打ち出しクギによる変化によって入賞させるという単純なゲーム機
であるパチンコの原点であるといえる。ウォール・マシーンの登場と同時期に、ヨーロッパ
2

パチンコにおいて玉が穴に入る事。

のドイツやフランス、アメリカでも似たよう
なゲームマシンが登場している。フランスの
縦型ゲーム機は「マシン・ア・スー」、アメ
リカでは「コリントゲーム」と呼ばれる球と
釘を使ったゲーム機が誕生している、横型の
ゲーム機は「ピンボール」と呼ばれゲーム性
の高いものであった。
ウォール・マシーンは第一次大戦、世界恐
慌の時代背景の中で人気を高めていったが、
1960 年半ばにそういったマシンのギャンブ
ル性とゲーム性について規制が厳しくなり
生産自体が禁止された。これは現代にも言え
ることである。2007 年以前のパチスロ 4 号
機から 5 号機と呼ばれる現行仕様のパチス
ロへシフトするきっかけとなったのは「高い
射幸性3を示す遊技機の規制」によるもので
ある。一日に何十万円も勝ち負けが動くこと
は好ましくないということからである。現代
では規制による生産停止などはされていな
いが、過去と現代では内容は異なるものの規制の根本となる 図 2.Wall machine
ものは変わってはいない。
出所:Bonhams Auctions
日本でパチンコが初登場する前に 1920 年代にアメリカや
ヨーロッパから「ウォール・マシーン」「マシン・ア・スー」「コリントゲーム（ピンボー
ル）」が上陸した。「ウォール・マシーン」は 1923 年ごろに当時のレジャーランドである「宝
塚温泉」、「大阪天王寺公園」に置かれたという記録がある。同時にそれらのゲーム機に触れ
た関係者達が、日本風にアレンジしたおもちゃなどを作ってデパートの屋上などへ子供向け
に設置し始めた。その頃から縁日の屋台などに、当たり穴に入ればお菓子がもらえるといっ
たコリントゲームのような縦型おもちゃが登場した記録もある。当時の日本には「ウォール・
マシーン」や「コリントゲーム」のような縦型や横型のゲームが存在し、それらの形状やゲ
ーム性を模倣してパチンコへと進化していったのである。
ここまでが、日本でパチンコと呼ばれる遊技機の原点となるまでの過程であるが、共通し
て見られることとして球を動かし、または発射し、球の動きによって特定の穴に賞球させ遊
ぶという点がある。現在のパチンコも同じく釘が盤面にゲージ状に打ち込まれ、一定間隔の
自動ではあるが発射される銀球がある。「日本風にアレンジしたおもちゃなどを作ってデパ
ートの屋上などに子供向けとして設置」という点から、パチンコは子供向けとして日本で成
長するきっかけとなり、「縁日の屋台」では当たりにより景品（お菓子）を得るというビジネ
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成功や報酬を得ることを期待させる心理を表す度合い。

ススタイルは成り立っていたことが分かる。これに現在の大当たりによる出玉、玉の景品交
換4が当てはまる。1920 年台には日本におけるパチンコのビジネススタイルは法律によって手
法が変わったといえ、当たりと景品報酬という図式は同じという事である。
子供向けとして設置された縦型や横型のゲームは現代の子供達にも身近なところにある。た
とえば、子供の頃に夏休みの自由研究や図工の時間に作成した、ビー玉を用い、釘をベニヤ
板に打ち込んだパチンコに類似したものは、ウォール・マシーンと酷似していたと記憶して
いる。輪ゴムを用いた発射装置から飛び出したビー玉が、配置された釘にあたって方向が変
化し、あたり・はずれ、10 点・50 点などの穴に入るというものであった。子供達が作成した
パチンコに類似したものは、それぞれの好きなキャラクターやデザインによりデコレーショ
ンされ、釘の配置も様々であり、創意工夫がなされていた。この論文で言う技術的要素とは
この創意工夫であるデザインやデコレーションと同じく個性的な遊戯を装飾する要素のこと
である。つまり技術的要素が今のように多彩に搭載される基礎の部分は、これらのウォール・
マシーンやコリントゲーム等があったからこそ意味を成していると考える。

第 2 章 業界の軌跡と規制背景
第 2 節 現代パチンコまでを追う
（1）手打ちの時代
手打ち時代のパチンコはおよそ第 2 次世界大戦
以降、1946 年に連合国軍の慰安所として再開され
た。当時は戦前の 1 銭パチンコ5を模したメダル
が払いだされるタイプの遊技機がそんざいして
いた。メダルは 1 枚 5 銭であったが、インフレに
より年々1 円～2 円と増加傾向にあった。当時の
台を手掛けていたのが「正村商会」社長の正村竹
一であった。現代のパチンコにも搭載されている
「風車」であるが、これは正村竹一が考案した、
「正村ゲージ」に初めて開発され搭載されたもの
である。当時の正村ゲージは独特の釘の並び方と
風車がつけられることにより、球の動きに緩急が
生まれ非常に面白い動きを見せていた。これらは
現代の最新式パチンコにも応用されており、最新
式のコンピュータを用いても正村ゲージ以上の
ものは作ることはできないというほど画期的な発 図 3.正村ゲージ
出所:なんば経済新聞
4
5

パチンコによって得た出玉を一定量、景品や特殊景品と交換する事。
1920 年代後半に存在した 1 銭銅貨で玉 1 個を借り遊戯するパチンコ

明だったのである。正村竹一氏が生産するゲージは品質や素材に徹底的にこだわり、月に 2
万台を生産していた。当時、パチンコ台の価格相場は 1 台 3500 円程度であった中、正村ゲー
ジは 7000 円もしたのだが、全国からの注文が殺到していたのである。現代パチンコの基礎は
正村竹一氏によって完成していたといっても過言ではない。
（2）チューリップなど非電役の時代
正村ゲージの風車のような役物6が搭載されたパチンコ台が飛躍的にヒットした時代の中
で爆発のきっかけとなったのが、
「チューリップ」である。この非電動役物時代には、ゲーム
性を追求した様々な役物が登場し、多くの進化と発展があった。その中でもチューリップは
人気を博す役物となった。当時は役物の名前がそのまま機種につけられることがほとんどで
あった。1960 年に成田商会から発表された台「チューリップ」であるが、チューリップ（役
物）は、一度玉が入賞すると左右に口を開けるように開き、次の入賞を容易にするという仕
組みが“お得感”を満足させたのである。以降のパチンコにとっては、なくてはならない役
物となった。現在のパチンコに使われている「電チュー」とは「電動チューリップ」の略であ
り、この当時開発されたチューリップを電動化したものである。また、球が通過するとクラ
ゲの足のようにゆらゆら揺れる「クラゲ」など、ほかの役物や部品と組み合わせたチューリ
ップ台も人気を集めていた。この当時は、ゲーム性が多様な機種が多く登場していた時代だ
ったのである。

図 4.電チュー
出所：PachinkoVista.com
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遊技機に搭載された装置全般を指す。本来は出玉を獲得する為の入賞口を指す用語であるが、
玉の動きに影響を与える装置などを指す。

（3）電動ハンドル（電動パチンコ）の登場
1973 年、
「電動ハンドル」が登場した。手打ち
に比べ誰でもハンドルを握るだけで 1 分間に約
100 発の玉を打ち出すことができるため、女性
や初心者をターゲットとして普及が図られた。
4 年後の 1977 年には、全国の設置台数は約 190
万台中、電動ハンドル搭載の台は 77 万 3000 台
となり、約 40％まで普及していた。同時に、電
動ハンドルでは手で操作を行わない固定ハンド
ルが問題となった。ハンドルにマッチやゴム、
厚紙などを挟む事で操作を行わず遊戯できたが、
遊技機の劣化を早めたり、一人で何台も操作す
ることが可能なため射幸性をそそるという恐れ
があるとされたのである。これ以降、手が触れ
図 5.電動ハンドル
出所.パチンコ＆パチスロ大辞典

ていなければ玉が飛ばないハンドルや、ホール
による自主的な固定ハンドルの防止が行われて

いる。また、この時期には平和が 1977 年に発表した、盤面のみの入れ替えによる低コスト化
を実現する着脱分離式「救世号」がある。それまでのパチンコは盤面と台枠が一体型であり、
新台と入れ替える際、丸々1 台交換するのが普通であった。役物が普及して以降は各メーカー
から新台が次々と発表されていた為、新台7の選定を間違えてしまうとコストがかさむ事を恐
れて買い控えが起きていた。この状況に対して、救世号では盤面と枠を完全に分離し低コス
トで交換しやすくしていた。この分離式は浸透し、その後は常識となるほど業界に対して果
たした貢献度は非常に大きかった。

（4）電動役物の登場
1978 年、
「スペースインベーダー」をはじめとする、ビデオゲームが登場した。当時のスペ
ースインベーダーは人気が爆発し、社会現象を引き起こすまでとなった。また、パチンコ台
自体のハイテク化が進み、70 年代後半には電気仕掛けで動くチューリップ（電チュー）を備
えた物や、役物自体が電動式になった「電役」などが登場した。きらびやかなライトや強烈
な効果音に乗せて、派手な動きを見せるようになっていた。インベーダーを意識したと思わ
れるヒット機種には、京楽の「UFO」や平和の「メテオ」といったものがあり、当時はダイナ
ッミックな電役の動きが人気を博していた。1980 年に発表された余暇開発センターの調べに
よると、パチンコ参加人口は約 3000 万人とトップではあるが、インベーダーゲームの影響に
より若い男性ファンのパチンコ離れが目立っているということが分かっている。また、パチ
7

新たに導入される遊技機。

ンコとゲームの比較といった項目では、ゲームのほうが面白い、楽しいという声が多いとい
う結果となっている。さらに、気分転換やストレスの解消といった効果でも、パチンコとゲ
ームが拮抗するなど、パチンコにはよりゲーム性が求められており、本当にゲームに打ち勝
つパチンコというものがまだまだ望まれている時代でもあった。

（5）デジパチ（フィーバー型役物：ドラムや 7 セグ LED のデジタル）の登場
インベーダーゲーム登場以降、マイクロコンピュ
ータを使用し、電役の動きを制御する派手な機種
（「特別電役機」
、略して特電機とも呼ばれる）が人
気を盛り返しにかかるも成果はいま一つであっ
た。1977 年に SANKYO（当時は三共）から発表さ
れた「ブレンド」もその一つである。この「ブレン
ド」は中央にドラム式ルーレットが配置され、そこ
に絵柄がそろうと 5 個の電チューが解放されて、
まとまった出玉を獲得できるという物であった。
ドラム式ルーレットがそろうと発想やゲーム性
は、のちの大ヒット作「フィーバー」に受け継がれ
ていく。この「フィーバー」という機種は 1980 年
に SANKYO が開催した「創立 15 周年記念謝恩特
別新型機発表展示会」において発表されたなかの
一つである。
「ブレンド」を改良し、ドラム式ルー
レットに太陽図柄がそろい、
さらにデジタルに 7 が
止まれば大当たりとなる。この際、盤面下のアタッ 図 6.ゼロタイガー
出所.懐かしのパチンコ名機列伝
カー8が 30 秒間開きっぱなしになる。このときにア
タッカーが解放され、事実上、上限無く出玉を獲得できるという仕組みであった。
「フィーバ
ー」という機種名は 1978 年に日本でも公開された映画「サタデー・ナイト・フィーバー」か
らきている。熱狂する様を表現した「フィーバーする」という流行語から名づけられた。
「フ
ィーバー」が大ヒットして以降、同様のゲーム性を持つ機種を「フィーバー機」と総称する
ようになった。また、同時期新ジャンルパチンコである「ゼロタイガー」が平和から発表さ
れた。この「ゼロタイガー」は 1981 年に発表された特電機で、のちに「羽根モノ9」と総称さ
れるジャンルの初代である。その内容は以前から開発されていたゼロ戦をモチーフとした電
動役物に出玉性能をプラスした物となっている。中央に開閉式の羽根のある役物が存在し、

8

入賞口の一種で、大当たり後に解放され、入賞することによって出玉を得る事ができる。
数字をそろえるデジタルパチンコとは違い、スタートチャッカーに玉を入れ、羽根を開閉させ
V ゾーンに入賞させれば大当たりとなるパチンコ。
9

始動口に入賞することにより 1、2 回開閉する。この開閉時に役物に入った玉が V ゾーン10に
入賞すると大当たりとなり、羽根の開閉が 18 回行われる。その 18 回の開閉の間にまた V ゾ
ーンに入賞すると再び 18 回の開閉を手にする（最高 8 ラウンド11まで）というものであった。
また、最終ラウンドで V ゾーンに入賞すると大当たりが最初からまた始まってしまうという
機能も実装していた。これらの「フィーバー」や「ゼロタイガー」といった登場により、
「デ
ジパチ（デジタルパチンコの略）
」と「羽根モノ」という 2 大ジャンルが誕生した時代となっ
た。
（6）液晶デジパチの登場
液晶という素材を初めてパチンコの表示に取り入れたのは、当時のパチンコメーカー平和
である。1989 年に発表された「ブラボーエクシード」というデジパチが初代であり、液晶上
の青い窓の中に、白く透き通った立体的な 7 セグ（デジタル時計のような 7 本のセグメント
で構成された物）で数字が浮き上がったように美しく表示されており注目を集めた。液晶表
示以外でも周りの装飾品やオブジェクトに金色を多く採用し、従来の台とは違い高級感を醸
し出していたのも特徴であった。ブラボーエクシードで使用された液晶表示は新要件機初期
のデジパチに多く使われ、同様の表示装置が搭載された機種も存在する。1991 年 8 月にイン
テックス大阪で開催された「'91 パチンコ博 in 大阪」にて、平和から新機種発表が行われた。
表示部分にパチンコで初めてカラー液晶
モニターを使用した「麻雀物語」である。
モニターはセイコーエプソン社製で、3 イ
ンチという大きさではあるが、麻雀の牌を
鮮やかに表示できているものであった。演
出はテンパイ12した場合、残りがスローに
なるというリーチ13アクションしかなかっ
た。大当たり中は女性キャラクターの「さ
やか」が、ラウンドが進むごとに脱衣する
という脱衣麻雀ゲームを意識したもので
あった。また、大当たり終了後の保留玉14で
の連荘15も発生することがあり、ファンか
10

図 7.麻雀物語
出所.さらば攻略天国

入賞することで大当たりとなる入賞口。
大当たり中のアタッカーの解放数の事を指す。アタッカーが開閉するまでの間を 1 ラウント
（1R）等と呼ぶ。
12 3 つある数字の中で同じ数字が 2 つ並ぶ事。麻雀用語からきている。
13 画面に数字が 2 つとなる演出の一つ。演出はパチンコ内部で大当たりかはずれの抽選は終了
しており、当否に関係はない。
14 入賞口に入賞し、液晶画面が回転している最中に再度入賞することで貯留され表示される
玉。最大 4or8 個まで貯留する事が可能。
15 「レンチャン」と読み、大当たりが連続することを指す。麻雀用語からきている。
11

らは絶大な人気を集めた。液晶モニターが搭載された機種は麻雀物語登場の翌年に SANKYO
から発表された「フィーバーパワフルⅢ」があり、この機種も人気を博した。こちらは麻雀
物語よりもゲームを意識した作りとなっており、9 分割された画面内では 7 やフルーツの図
があらからなるロールが独立して回転を行い、8 ラインいずれかのラインにフルーツか 7 が
並ぶか、すべてにフルーツが並ぶと大当たりであった。大当たりの組み合わせは 2237 万 946
通りであり、すべてのラインが 7 で大当たりする確率は 49 億分の 1 であった。すべてのライ
ンが 7 で大当たりするオール 7 は大当たり終了後の画面が 3 分ほど停止し記念撮影ができる
ようになっていた。また、SANKYO オリジナルキャラクターである「夢夢（ムム）ちゃん」
が登場するなど現在のパチンコにどんどん近付いてきていたのである。当時の連荘システム
やキャラクターの登場など後に人気となるポイントをよく押さえていたといえる。

第 2 章 業界の軌跡と規制背景
第 3 節 CR システムと規制
第 2 節ではそれぞれの時代における技術的要素の発展や登場による流れを述べてきたが、
現代パチンコへの転換期である 90 年代へと突入する。このパチンコ転換期である 90 年代に
は新要件機、CR 機16といった様々な仕様のパチンコが登場する。
「1990 年 10 月の「パチンコに関する規則改正」国家公安委員会規則第六号」によってメー
カーが送り出したものが新要件機である。また、新要件機時代が始まった 1991 年（平成三年）
から 1993 年（平成五年）は連荘機が全盛時代でもあった。新要件機は、大当たり時の出玉が
各メーカーで一定になり、大当たり時の出玉で機種の差別化が図りづらくなり、連荘性を持
たせ大当たり後に如何に早く次の大当たりを獲得できるかが人気機種の条件になったためで
あるが、このことがメーカー間の鮮烈な連荘機開発合戦を招いた。
その中に。1993 年（平成五年）に発売された平和の「ダービー物語」があった。この機種の
連荘の仕組みは、通常時大当たりの確率は 1/235 であるのだが、大当たり後のラウンド進行
中にアタッカー内の V ゾーンに連続して 5 個の球が入賞すると大当たり後に回転する予約を
意味する保留球（メモリーランプ）の 3 個目、4 個目がデジタルを回転させ表示する出目17の
内容を強制的に書き換えるのである。その書き換えパターンは 15 通りあり、12 通りは保留
の 3 個目、4 個目ともにハズレだが、3 通りは保留 3 個目、4 個目でハズレ/大当たり、大当た
り/大当たり、大当たり/ハズレと書き換え大当たり後この 3 通りの内どれかのパターンで連荘
する可能性が 20 パーセントもあったのである。そして驚くべきことに。連荘時（2 回目、3 回
目････の大当たり時）にも保留の 3 個目と 4 個目はアタッカー内の V ゾーンに 5 個連続して
球が入賞すると、またこの連荘が起こる可能性があり、大連荘を引き起こしたのである。
しかし、この連荘システムは、やがて事件へと発展する。1993 年（平成五年）10 月 19 日、
Card Reader システムを搭載したパチンコ機。Card Reader システムはプリペイドカードを
購入し、それを利用して遊戯できるシステム。
17 液晶画面やリールに表示される数字の並びを指す。
16

「埼玉県防犯かと大宮署は 19 日、風適法18違反の疑いで、県内 8 ヶ所のパチンコ店と事務所、
さらにパチンコ台メーカー・平和（本社・群馬県桐生市、小柳錦ニ社長）の本社と埼玉営業所
など合わせて 19 ヶ所を家宅捜索した。調べによると、幸手市や上尾市など 8 つのパチンコ店
は平和が製造したパチンコ台「ダービー物語」で、球が出やすくなるように釘を曲げ、風適
法で禁じられているパチンコ台の無承認変更をした疑い」〔原文ママ〕（『朝日新聞』1993<
平成 5>年 10 月 20 日付）と報道された。
このダービー物語事件はなぜ世間で騒がれたのか。まずは保通協に審査を受ける前に提出
する資料を保通協19側で連荘に係わるプログラムを解読できなかったことが「騙し」だとされ
たこと。また大当たり時 5 個の球を V ゾーンに入賞させることからクギを曲げ玉が入賞しや
すくしたこと。これらによりホール側の関係者も逮捕された。
（国家公安委員会規則第 4 号・別表第 3･2･「ホ」「《ロ》遊戯くぎ及び風車は、遊戯版に
おおむね垂直に打ち込まれているものであること」に違反。）
この「ダービー物語」は世間を騒がせ、1994 年からの日工組による「連荘機製造販売自粛」、
業界四団体による「社会的不適合機撤去」の動きに繋がった。
これらの社会不適合機撤去の要因は警視庁による CR 機を普及させ、業界の健全化をしよう
というのが一番大きい。
現在のパチンコに変化するきっかけとなったのが CR 機の登場である。現在、ホールに設
置されているパチンコ台は CR 機しかない。CR とはなにかをここで解説する。CR とは「カ
ードリーダー」の略称である。1988 年（昭和 63 年）に警視庁の平沢勝栄保安課長（当時）が
全国プリペイドカード構想を発表したことが発端である。この構想は、全国共通でパチンコ
のプリペイドカードが使用できることで業界の脱税防止、暴力団への資金源排除を目的とし、
業界健全化と福祉への還元も視野に入れたものだった。CR システムの導入が開始されたのは
1990 年（平成二年）であった。
ホール自体は当初、経営がガラス張りになるという事でこの構想には否定的であったため
に、CR システムを導入する店舗が開店はしたものの、CR に対応した機種が発売されていな
かった。それまで小銭を投入し球を借りていたがいちいちカードを投入し、球を借りる手間
に見合うメリットが感じられていなかった為である。
CR 機時代の到来
この傾向に変化が生じたのは、1992 年（平成 4 年）である。CR 第一号機は京楽の「CR フ
ラワーショップ」である。この機種は今となっては有名であるが、「確率変動」と呼ばれる機
能を搭載していた。これは CR 機普及のため警察庁が射幸性が高まることに目をつぶった為
18
19

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略。
一般財団法人保安通信協会の略。遊技機の型式試験を主に行っている。

搭載された。この「CR フラワーショップ」の「確率変動20」機能は 333 や 777 の大当たりに
なると次の大当たりまで大当たりの確率が 10 倍にアップするという機能に加え、店側にとっ
ても大当たり確率を 3 段階に設定可能で営業にあわせて釘の調整だけでなく確率の変更で利
益調整が可能というメリットがあった。
しかし、初期の CR 機は従来の連荘機に比べ制限が加えられたことにより、ホールと遊戯
者に魅力的であった部分が劣っており、普及の成功には至らなかった。そして翌年 1993 年に、
さらに射幸性を高めた西陣の「CR 花満開」保通協の試験に合格した。これは CR 機を普及さ
せる為に、さらに射幸性の高い機種を容認したためである。この機種は 333・777 の確率変動
図柄で大当たりすると、以降 2 回の大当たりまで大当たり抽選確率がアップすると同時に電
動チューリップの開放確率や開放時間もアップすることに加えて連荘性まで兼ね備えた高射
幸性機種であった。CR 機が発売された 1992 年（平成 4 年）には、CR システムの導入は全国
で 500 店あったが、1993 年（平成 5 年）には 1600 店、1994 年（平成 6 年）には、5200 店と
激増した。これらの CR システムの構想自体は脱税防止や業界の健全化を目的としたもので
あったものの、普及を促すための規制緩和や高射幸性を持った機種の容認はかえって行き過
ぎた射幸性へとつながった。これには更なる内規21改正を必要とし、現在の ST 機（平成 11 年
内規改正における確率変動をデジタル表示によって決められるスペシャルタイムの略）や時
短（平成 14 年内規改正における大当たり後一定回数の回転の時間短縮の略）等の現在の CR
機に搭載される機能をもたらした要因ともいえる。

第 2 章 業界の軌跡と規制背景
第 4 節 韓国のパチンコと規制について
前節では日本における規制背景について記述してきたが、日本以外にもパチンコは存在し
ていた。韓国である。今節では韓国におけるパチンコの廃止までを記述していく。
韓国では 2006 年末、パチンコによる依存症の危険性を認識してパチンコの禁止に踏み切っ
た。禁止になる前は、認可を受けた店だけでも全国で 1 万 5 千軒はあったのである。無許可
の店を入れると 2 万件を超えていたという説もある。釜山の繁華街では、道路の両側にパチ
ンコホールがズラっと並んでいた。認可を受けた店だけでも、ソウルで約 3 千店、釜山で約
千店はあった。店の形態は「メダルチギ（パチンコ）」をおいたゲームセンターという位置づ
けであったため、最初は許可制であったが、あまりに増えるため後に認可制になった。韓国
のパチンコであるメダルチギは、日本のものとは違い、一人で 2 台も 3 台も掛け持ちして打
つことができた。客が多いときでも 2 台まで掛け持ちが許されていた。また、パチンコとい
っても、玉は打たない。日本の中古パチンコ台を輸入し、盤面と液晶はそのままに釘を根元
から切断してある。台下に紙幣の挿入口があり一万ウォン（約 1000 円）を入れると、メダル
20
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確変と略される。大当たり確率の変動を指す。
法令を受け、各メーカー組合によって作られる組織内部で適用される決まり。

が 100 枚出る。メダルを台の
中央部に設けられた皿に流し
込みスタートボタンを押す。
大当たりになると、玉のかわ
りに商品券が出る仕組みであ
った。4 秒に一度、台の下部の
薄いプラスチックケースの中
にメダルが落ちる。メダルが
スタートチャッカー 22 をくぐ
れ ば 液 晶 が 回る 仕 組 みで あ
る。そのため、液晶は常時回っ
たままなのである。釘が無い
ため釘で出玉を調整すること
もなく、日本よりフェアであ
ったのである。二十四時間営

図 8.メダルチギ
出所.佐渡屋太郎のパチンコ商売道具日記

業な為、台の前に座ったままで、飲み物や、食事を届けてくれるようにもなっていた。
パダイヤギ事件について
韓国では当時、1 回あたりの限度額を 2 万ウォン程度と規定していた。しかし、実際には守
られておらず、一度に数百万ウォンの当たりは不法であるにも係わらず横行していた。特に
問題となった「パダイヤギ」は日本でも人気であるパチンコ台である「海物語」をベースに
改造されたものである。これらを筆頭にした電子式メダルゲームの場合、確率プログラムを
偏重させて射光行為を高める手口が横行したのである。これらは 2 万ウォンずつ数百回に分
けて排出する方式にゲームを改造し、高額当たり金額をメモリーに保存した後、表ではゲー
ム機を初期化しているように見せかけて連続的に当たるようにしていた。この問題が大きく
扱われるきっかけとなったのは、こうした変造機械の許認可の不正にあたって、また景品と
して提供されていた商品券の問題に絡んで当時の大統領の甥や側近が関連し、贈収賄事件に
発展したことである。この問題によりパチンコ廃止論が一気に沸騰し、こうした動きを受け
2006 年 8 月に取締りが強化され、
ゲーム機の押収、事業所の閉鎖が行われ全国的に広がった。
韓国のパダイヤギと日本のパチンコの大きな差としてあげるのであれば、遊戯性の違いが
ある。日本では球がスタートチャッカーに入れば液晶の数字が回転し演出やインタラクショ
ンによる操作があるが、パダイヤギに関してはメダルを投入し画面の演出を当たるまで見続
けるという点である。また台の掛け持ちやただ座っているだけで日本のパチンコとは違いア
ミューズメントというよりも宝くじが当たるのをただ待っているだけのようである。日本の
パチンコは、パチンコ台右下にあるレバーを手で握り、球を打ち出し、スタートチャッカー
22

入賞すると液晶画面で演出が起きる入賞口。

へと導き、抽選を受け当否が決まり、大当たりへと繋がるプロセスがある。韓国のパダイヤ
ギはメダルを利用するパチスロに共通するものがあるが、パチスロは自分の手でメダルを入
れ、各リールをストップボタンにより停止するという遊戯者が介入する要素がある。しかし
ながら、パダイヤギには遊戯者自身が台への介入自体がメダルを皿に流し込むという事だけ
である。遊戯性に大きな差異が見受けられる。
だが、パダイヤギが韓国で流行したのは事実である。これはなぜであろうか。注目する点
は液晶演出である。パダイヤギの原型となったのは海物語である事を前述で分かる通り、日
本の中古パチンコ台なのである。パチンコは液晶に表示される数字が 3 つ揃えば大当たりと
いう事はとても分かりやすく、表示される言語が日本語を話さない人にも理解可能である。
現時点では韓国にパダイヤギは存在せず、現在日本のホールにあるようなレバーやボタンが
付属し、液晶演出技術の進化したパチンコがパダイヤギとして韓国にあった場合どうなって
いたのか分からないが、韓国テレビドラマとタイアップした台などもたびたび登場している
ことからアミューズメントとして浸透することもあったのではないかと考える。

第 2 章 業界の軌跡と規制背景
第 5 節 むすび
ここまで技術的要素に関する歴史に関して軽く記述してきたが、この節ではこの章に対して
考察を記述していく。17 世紀に登場した「マーブル」やコリントゲーム、ピンボールなどは
パチンコの始祖である事が判明したが、当時の遊技機にアミューズメント性を持たせた物は
玉の動きや釘による変化であった。日本に上陸し、海外から渡った遊技機を模した物がパチ
ンコの原型となった事により、日本においてパチンコ文化が芽生えたのである。正村竹一氏
が発明した正村ゲージでは「風車」が搭載され、技術的要素が次々と登場し始めた。パチン
コ自体を楽しむという点では理想であったのは出玉に重きを置くギャンブル性よりもアミュ
ーズメントとして屋台の出店やレジャーランドに置かれていた当時の方が大衆を意識した娯
楽であると感じる。ギャンブル性に重きを置く韓国のパダイヤギは衰退した歴史がある。ア
ミューズメントを装飾する物は技術的要素であり、現在のパチンコは技術的要素が作り上げ
ているのである。もし、技術的要素がほとんど取り外されたパダイヤギのようなパチンコが
主となった場合業界は衰退の一途をたどるだろう。電チューや電役、ギミック、液晶など、
様々な技術的要素が存在する事でパチンコのアミューズメント化が進んでいるのである。し
かし、電動ハンドルや CR システムなどの普及により、金銭の増減やゲーム性の加速化が起
きたことはギャンブル性を高めているのだと考える。

第 3 章 パチンコ・パチスロがもたらす心理的影響
第 1 節 脳内物質とパチンコ
第 3 章では心理学的側面からパチンコ遊戯者の心理を考察する。東京理科大学諏訪短期大

学の篠原菊紀氏らが、安静時、パチンコをしている時、フィーバーしている時、それぞれの
血液中の快感物質を測定した。その結果、パチンコをしている最中には、ベータ・エンドル
フィンといういわゆる「脳内麻薬」の血中濃度が高いという結果が出た。新聞でも紹介され
たこのベータ・エンドルフィンの研究は対象が 6 人ではあったが、パチンコをしている最中
の脳内物質を測定するという大変に難しい状況でのリサーチだった。人間の行動を身体的な
要素、生物学的要素から研究すること、特に快感誘発物質との関連での研究は重要なことで
ある。
ベータ・エンドルフィンというのは、そもそもモルヒネに似た作用がある脳内物質である。
陸上競技の長距離ランナーなどが体験している”ランナーズハイ”という快感状態においても
競技中の苦痛が脳内麻薬のベータ・エンドルフィンを誘発し、その効果で苦痛が減じて快感
に変わると理論付けられている。
ベータ・エンドルフィンの脳内麻薬としての快感効果の証として、ジョギングの健康への
貢献を宣伝して自ら多忙な研究活動の合間に走り続けていたい学者が、ランニングの最中に
死亡したという話がある。ランナーズハイを繰り返し体験したマラソン愛好家は、本当は体
調が悪いのに、脳内麻薬の効果をこれまでに何度も体験した為、「走らずにはいられない」
状態になっていたという推論である。本来、健康の目的の為の手段であるジョギングが自己
目的化し、コントロールできなくなる背景として考えられたものである。自分の行動を自分
の心でコントロールできなくなっているとき、外からの薬物でなく内因性の脳内物質が平常
とは違う動きになっているという仮説は無理のないものであるといえる。
しかしながらギャンブルは、アルコールやモルヒネ、アンフェタミン（覚せい剤）のよう
な脳へ直接作用する薬ではない。ギャンブルに勝つ為に細心の注意を払い、工夫し、エネル
ギーを注ぎ、負けの連続の時間で気持ちが落ち込み、勝てそうな気配がして急激にドキドキ
やワクワクといった興奮を持ち、ついに勝利する。このギャンブルを行う人々がほぼ体験す
るであろう背筋を駆け抜けるような快感の瞬間に脳内麻薬物質が急に分泌されるという仮説
が考えられる。
この脳内麻薬物質による作用は実際に体験したことがある。パチスロを終日打つ機会があ
った。その日は早朝から夕方の 6 時頃までパチンコホールに滞在し、遊戯を続けていた。し
かし遊戯中は普段は感じる空腹感などはさほど感じず、コーヒーやタバコなどだけで、半日
以上何も食べなくても平気という事があった。しかしパチスロ店から遊戯を終えて帰ると、
ぐったりとした疲労感や空腹感を感じるのである。
これはやせ薬などと悪用宣伝される覚せい剤の話と良く似ている。遊戯の最中は、食欲や
空腹感が抑制され、勘が鋭くなり、猜疑心や攻撃性のある心の準備状態にある。これは覚せ
い剤系の体験と同様である。
また、負け連続の時間で気持ちが落ち込み、ふとした瞬間に勝つ等の体験もある。通算で
は負けとなっているにも係わらず、ひとつの勝ちが大きな喜びとなるのである。このパチン
コや、パチスロを遊戯する人々は欲求として勝ちを求める事に関してとても大きな快楽とな

っているのだと考える。これは勝ちと負けだけではなくパチンコホール内で遊戯している際
にも言えることなのである。
先ほどベータ・エンドルフィンとランナーズハイの関連性について記したが、これは店内
においてパチンコを遊戯している状態とほぼ同じといえる。負けが込んで居てもベータ・エ
ンドルフィンによる効果と仮定すれば、大当たりというゴールを目指すことに快感を覚えて
いるためハズレ演出や長々打ち続けている苦痛などは転じて快感として感じられているので
はないかと考えられる。これはランナーズハイと同じ体験といえる。負けが大きくなるにつ
れ、勝ちに対する執着は大当たりを手にしたいという思考へと変化し、投資する金額に対し
て執着を生まなくなる。つまり勝ちよりも当たりたいという欲求や投資分を取り戻したいと
いう欲求が強くなるため、負けに関しての感覚を麻痺させているのだと考える。

第 3 章 パチンコ・パチスロがもたらす心理的影響
第 2 節 遊戯者とスキナーの箱
第 1 節ではベータ・エンドルフィンなどの脳内物質とパチンコの関連性について述べた。
第 2 節ではスキナーの箱をパチンコ遊戯者に置き換えて解説してみようと考える。まずはス
キナーの箱とはなにかというところから始める。アメリカの心理・行動科学者であるバラス・
スキナーが開発した実験装置がスキナーの箱である。これは主に実験用動物のネズミやハト
のオペラント条件付けや行動研究に主に用いられる実験装置である。このオペラント条件付
けとはヒトや動物の自発的な行動が対象となっており、環境の変化に応じてその後の行動の
自発性が変化する学習を指す。言語を持たない動物の行動に対して、どのようにして、過去
の経過と現在の状況に基づく自然科学的な説明や心理学的な説明、因果関係的な説明が可能
なのかという事を実験によって解明するための装置である。
例えばこの装置にハトを使用し、小さな箱の中にいれ観察する。行動の単位である「つい
ばみ」を見定め、その行動がどのようなときに起こるのか、何によって引き起こされるのか
を問題とするものである。ハトが箱の内壁についているプラスチック板をついばむ自発性の
反応に基づいてエサが与えられるならば、ついばみ反応の頻度が増すはずである。反応に引
き続き、生起する事態を操作することで、鳥の反応頻度などありとあらゆる特性を自由に作
り上げることができるものである。
このスキナーが行ったスキナーの箱実験ではハトがプラスチック板を押す動作をした後に
エサが与えられることで、プラスチック板を押す行動自体を増やすことができる物である。
プラスチック板を押す以外の行動では餌は与えられないためプラスチック板を押す行動で餌
が与えられるとハトが学習するのである。この餌の事を「強化刺激」と呼ぶ。スキナーはこ
の強化刺激を与える頻度、経過時間に基づいて与えるなど、様々な設定で実験を行う事でハ
トが板を押す頻度が変化する事を発見したのである。時間経過の間隔による設定と、プラス
チック板を押した回数による設定を用意する。時間経過で餌を与える物とプラスチック板を

押した回数で餌を与える物である。
・時間経過によって餌を与える・・・・・case1 固定間隔 case2 変動間隔
・押した回数によって餌を与える・・・・case1 固定比率 case2 変動比率
この 2 種類の設定をさらに 2 分化し、両方の設定に間隔と比率を用意するものである。すべ
て合わせると 4 つの設定が可能になる。
固定間隔は時間を基準とし、与えられる時間間隔は常に一定。
変動間隔は時間を基準とし、与えられる時間間隔は変動するが間隔の平均値は固定と同じ。
固定比率は板を押す回数を基準とし、何回に 1 回与えられるかの比率は常に一定。
変動比率は板を押す回数を基準とし、与える比率は変動するが比率の平均値は固定と同じ。
この研究を行った結果、ハトの行動（人間の行動も共に）はどの設定を使った場合も予測
可能であることが分かっている。結果では変動比率の設定で行った物が時間内に板を押す回
数（反応し行動した回数）が一番多く、二番目が固定比率であった。時間経過によって餌を
与える固定間隔と変動間隔は反応し行動した回数よりも、押した回数によって餌を与える固
定比率と変動比率の方が 1.5 倍から 2 倍行動を起こす回数が多いのである。
これはパチンコやパチスロにも言えることである。パチスロはメダルを投入し、ボタンを
押し遊戯を行う。出玉による報酬は時間によって得られるのではなく、遊んだ回数によって
得られる。自分がいつ勝てるかは知ることはできないが、報酬を得る機会は多くなるのであ
る。また、それにともなう投資も必要となる。遊戯者は何度も金銭を投入し、遊戯をするこ
とで変動比率を持つスキナーの箱としてのパチンコやパチスロによって報酬を得ようとして
いるのである。また、パチンコでは決まった回数を遊戯すれば絶対に報酬が手に入る訳では
ない。回数を重ねても「完全確率23」により抽選され当否が判定されているため、固定比率で
報酬が与えられるわけではないのである。パチンコは変動比率をうまく利用したものであり、
人間や生き物の行動頻度を強化する強化刺激としてうまく大当たりを採用しているのである。
これは、一度の大当たりから一定量の出玉や大当たりの喜びという報酬が得られる固定比率
ではなく、一度の大当たりから次の大当たりへと連荘する、連荘による喜びという変動比率
が当てはまるからである。これはパチンコだけではなく、趣味や食事などにも当てはまる。
例えるならば、食べ歩きを行っている人がいろいろな飲食店をめぐっているとしよう。多く
の店をめぐり自分の見つけた好きな味や料理がある店をみつければ、その飲食店に通いつめ
たり、通う頻度があがるだろう。値段や質、量などさまざまな違いがそれぞれの店舗によっ
てあり、その日によって味も変わっていたりするであろう。また、このスキナーの箱のハト
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過去の抽選に影響されずに一回、一回が独立した抽選を行う事。現在のパチンコはすべて完
全確率で抽選されている。

のように、空腹であるならば、摂取制限を加えることでより頻度が高まるのである。このよ
うに日常の中で行動の反復を強め最大限に引き出そうとするならば、変動比率が効果的なの
である。

第 4 章 パチンコ・パチスロの技術的要素モデルと考察
第 1 節 遊技機のカスタマイズ化
第 4 章からは主題にも含まれる技術的要素について、パチンコ・パチスロの技術的要素モ
デルとしていくつか例をあげて解説していく。まずは技術的要素とは何かを冒頭で説明しよ
う。この論文で言う技術的要素とは創意工夫であるデザインやデコレーションと同じく個性
的な遊戯を装飾する要素のことであると第 1 章で述べた。技術的要素としてあげる例として
は、2DCG・3DCG、アニメーション、実写映像、携帯端末連動、可動ギミック、操作系イン
ターフェース、タッチセンサー、3D 液晶等である。これらの"パチスロ・パチンコが現在まで
進化してきた中で付随してきた要素"を技術的要素と定義する。
現在では、アニメやドラマ、映画、企業とのタイアップ機種がパチンコ・パチスロ問わず
多くホールに設置されている。また自社オリジナルのキャラクターデザインや自社で使用し
たキャラクターを後発の最新台にプレミア24扱いし、演出に織り交ぜていくという古くからの
パチンコファン層を楽しませる要素として搭載しているメーカーも少なくはない。新規遊戯
者の獲得にはタイアップ作品のニーズとしてファン層の取り込みという事も一理あるのだが、
パチンコ・パチスロ自体が楽しめるような、納得できるゲーム性や技術的要素が話題となる
ような機種が完成しなければ難しいのである。
まずは、台を遊戯する際のカスタマイズを解説していく。現在ホールに設置されている遊
技機（パチンコ・パチスロ）機種にはカスタマイズ機能というものが多く見受けられる。こ
のカスタマイズ機能とはなんなのだろうか。例をあげて解説してみよう。このカスタマイズ
機能は 2009 年 3 月 30 日にサミーより発売されたパチスロ「怪盗天使ツインエンジェル 2」
に搭載された「マイスロ」が火付け役となった。内容としては遊戯レベルの表示、マイスロ
使用遊戯時のイラスト追加やサウンドのカスタマイズが可能となっていた。マイスロとは今
では多くが持つ携帯端末（フューチャーフォンやスマートフォン）を使用し、サミーが解説
しているサイト「マイスロ」にアクセスし登録後、遊戯する際にサイト内にてパスワードを
発行し、遊技機にパスワードを入力し遊戯を開始するものである。このパスワードを入力す
ることによって前述した遊戯レベルの表示など通常遊戯とは異なる遊戯が行えるのである。
ただ自分専用の台としてカスタマイズするだけではなく、遊戯を終了後に QR コードを生成
しそれを各携帯端末に搭載された QR コードリーダーを使用し URL を取得しサーバーへと保
存、今回遊戯した内容反映したカスタマイズを引き続き利用し遊戯が可能となるのである。
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プレミアムの略。出現率が極めて低く。出現すれば大当たりが濃厚な演出や効果音、キャラ
クターを指す。

このカスタマイズ機能の利点は再度遊戯をする
ことによるリピーター獲得構想、ひとつのマイス
ロアカウントによって複数のマイスロ対応機種
の遊戯が可能となるメーカーブランドの強みと
なっていると考える。このマイスロ機能は私も利
用しているが、2009 年当時のマイスロとは格段に
進化していることがある。現在のマイスロ機能に
は遊戯履歴が閲覧可能となる機能が搭載されて
いる。これはロデオから 2010 年 3 月に発売され
た「新鬼武者」からの子役25の当選回数をカウン
トする機能が発展し、大当たりした契機や、ゲー
ム数や大当たりによる獲得枚数や遊戯総ゲーム
数などを保存、閲覧できるようになったものであ
る。この遊戯履歴の保存は過去の台と変わらず
QR コードによるものであるが、サミーから 2013
年 10 月 7 日に発売された「パチスロ化物語」に
搭載されている。また、マイスロにはミッション
というものがあり、特別な演出を見たり、遊戯ゲ
ーム数 3000 回転等、あまり見れないプレミア音
声など自分が遊戯した内容を手元の携帯端末で
いつでも確認し楽しむことができるのである。マ 図 9.マイスロ
イスロのようなカスタマイズ機能はサミーだけではない。年々台のカスタマイズ機能は増え
ている。2010 年ユニメモ（UNIVERSAL）
、2011 年俺スロ（ネット）
、2012 年モバパチ・モバ
スロ（ビスティ）
、ダイトモ（大都技研）、2013 年打－WIN（平和・オリンピア）など、各メ
ーカーが独自のサービスを立ち上げている。また、大都技研のダイトモのように他の遊戯者
と交流できるなど SNS サービスがあるサイトも登場している。これらのサービスで提供され
る自社の版権物キャラクターやタイアップキャラクターの携帯端末用待ち受けや着信ボイス
などは、パチンコ・パチスロ本体の技術的要素だけでなく、付加価値としての技術的要素と
いえるのである。
カスタマイズ機能がなぜ新規遊戯者を獲得するための利点として機能しているのか検討し
てみよう。携帯端末は今ではほとんどの社会人は所持しており、携帯端末自体のスペックも
進化している。スマートフォンが普及する今、アプリケーションとして自社のカスタマイズ
機能をスマートフォンに導入すればホールに行かずとも身近にパチンコ・パチスロへの意識
を置くことができる。手元で閲覧できる SNS では、自身が撮影した画像を SNS サイトにアッ
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ボーナスゲーム以外の当たり役、代表的な絵柄はスイカ、ベル、プラム、チェリー等が存在
する。ボーナスゲームはそれぞれの役で抽選されている。

プロードしたり、その画像を元に他遊戯者との交流や話題づくりなどができるのである。ま
た、タイアップ作品ファンを獲得する上で重要と考えられる点は携帯端末用の待ち受け画像
や着信ボイスなどである。これらのコンテンツはタイアップ先となっている作品では配信さ
れない限定のものであったり、新たにキャラクターボイスの録り直しなどによりカスタマイ
ズサービスを利用しなければ得られないものがある。限定やプレミアなどの特別である物に
弱い人もいるのではないだろうか。パチンコ・パチスロを打つ理由としてタイアップ作品で
あるために打つというよりも新たなキャラクターボイスやオリジナル演出の獲得を目的とし
て、また付加価値であるカスタマイズサービスを利用するためなどの一つの動機として完成
しつつあると考える。日本人にはアイドルやアニメ、芸能人を応援するファンやオタクとい
った特殊な文化性があるが、パチンコ・パチスロ業界も世相を遊技機に反映する傾向がある。

一時期人気を博した韓流ドラマとタイアップしたのが、京楽産業の「パチンコ冬のソナタ」
シリーズである。この機種ではスーパーリーチ26でヒロインであるユジンとチュンサンが出
会う事ができれば数字が揃って大当り、出会う事ができなければ数字が外れるという演出に
なっている。このように大当りまでのプロセスがとても単純明快な作りになっている。そし
てこの「冬のソナタ」シリーズはとても特殊な台である。この「冬のソナタ」シリーズ最初
の台である「CR パチンコ冬のソナタ」はパチンコファンの話題となっただけでなく他にも
さまざまな面で相乗効果を生んだ。2002 年に韓国 KBS で放送された人気ドラマである「冬
のソナタ」は 2003 年 NHK にて吹き替え版が放送され、大ブームを起こし、韓流ブームの火
付け役となった。このドラマは、特に中高年女性の間で人気を呼んだ。そうした人気を背景
に 2004 年頃 NHK で再放送が行われたのに合わせ、京楽産業がパチンコ機として開発をスタ
ート。「CR パチンコ冬のソナタ」が発表されたのは 2006 年初頭であったが、韓流ブームは
衰えず、本機種は業界内外の媒体でも大きく取り上げられた。この「CR パチンコ冬のソナ
タ」は旬のテーマを抜群のタイミングで取り入れ発表する事に成功し、パチンコ業界が最も
ターゲット先に適切と考えていた中高年層の女性に、強くアピールすることにも成功した。
それまでのタイアップ機のネックであった「流行とマッチしたタイミングで出すのが難し
い」「パチンコファン層とタイアップ先ファン層とのかみ合いが難しい」といった問題を同
時に解決した、数少ない機種であった。加えて、台数的にもヒットしたことから、パチンコ
を打ってみた人がドラマや韓国語に興味を持ったり、思わぬ相乗効果を多く生み出している
といえる。

第 4 章 パチンコ・パチスロの技術的要素モデルと考察
第 2 節 タイアップがもたらす影響
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通常のリーチよりも派手な演出を伴うリーチを指す。スーパーリーチにも序列が存在し、種
類により大当たりの期待度が異なる。

技術的要素の発展の中にはタイアップ作
品（芸能人やアニメとコラボレーションし
たパチンコ）が深く係わっていると考える。
まずは現在ホールにも設置されている CR
エヴァンゲリオンシリーズについて述べて
いくこととする。2004 年、12 月パチンコ台
の「CR エヴァンゲリオン」
（ビスティ）が
発売された。通常のパチンコ台が 3 万台販
売されればヒットと呼ばれる中で、12 万 5
万台という売上げを記録した。それ以降は
1 年間隔で新機種がリリースされている。
2009 年 3 月発売の「～最後のシ者～」では
23 万 7 千台という過去最高の売上だった。
2010 年 8 月時点での「エヴァ」のパチンコ
台の販売台数は、シリーズ 8 機種の累計で
120 万台に達した。パチスロでも、2009 年
末までに計 3 機種が出ている。シリーズ累
計で約 120 万台に達した。パチンコ・パチス 図 10.CR 新世紀エヴァンゲリオンＳＦ
ロの両方で、
「エヴァ」はブランドを確立し、 出所.パチンコ地獄通信
毎年、全メーカーの人気機種のトップ 5 に名を連ねている。全国のパチンコホールには「エ
ヴァ」のパチンコ台を並べた「エヴァ島27」というスペースができた。店の前には、作中に登
場するヒロインのノボリが立ち並び、パチンコ点に客を呼ぶ看板娘になっていた。この記録
的ヒットの遊戯者はどのような層だったのだろうか。
パチンコやパチスロ離れを受け、業界で新規顧客の掘り起こしの為、人気アニメやタレン
トをキャラクターにしたタイアップ機の導入が進む中、
「エヴァ」シリーズは「パチンコホー
ルに足を運ばなかった多くの人を呼び込んだ。」
（読売新聞 09 年 6 月 16 日朝刊）。パチンコ・
パチスロの人気機種の移り変わりが激しいが、例外的に「エヴァンゲリオン」は長期間にわ
たって人気が持続している。その理由の一つとして、当時テレビアニメを見ていた原作ファ
ンが、パチンコホールへ足を運ぶ年齢に成長したことがある。
（日経エンタテイメント！増刊
「ゲームエンタ！」vol.2）しかし、これだけが人気機種となったヒットの要因なのだろうか。
私が初めてパチンコホールへ足を運んだのは中学生の時である。同じくエヴァンゲリオン
のパチンコが出ているという事だけで父とパチンコホールへ足を運んだ。パチンコの遊戯に
はお金を入れ、玉を打ちだし、台中央の穴に入れるという事だけを教えてもらい父の隣に座
り、父が遊戯している姿を見ていた。運よく玉がスタートの穴に入ると、液晶上のキャラク
パチンコが設置された 1 列のブロックを指す。パチンコホールの規模によって様々だが、10
台から 20 台ほどで構成されている。
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ターと数字が書かれた図柄が回り始めたが、回って止まる事の繰り返しで所持していた 3 千
円があっという間になくなっていた。実際パチンコホールに滞在したのは 20 分程度であるが
遊戯時間は 15 分もなかった。中学生にとっての 3 千円は大金でありゲームソフト 1 本が買え
る値段であったため、15 分で持っていたお金が無くなるというのはとても驚愕した。何の知
識もないような者が簡単に遊べるほどパチンコは甘い世界ではない様だと感じたのを覚えて
いる。
ゲームセンターなどには遊戯方法を書いた説明書などが備え付けてあるが、それを見れば
大体の遊戯方法は分かるものである。しかしパチンコホールの中には遊戯方法を記載した、
初心者向けの説明書は存在しない。機種説明のようなパンフレットはあるが演出やパチンコ
の専門用語がならべられており、初心者が一目で理解するにはむずかしい。遊戯方法すら定
かでないのであるから、予備知識や何をどう打てばどうなるといった事が知るすべは無いの
である。初心者が一人でパチンコホールへ足を運ぶ人は少なく、パチンコにくわしい人に連
れてってもらうものである。何度もプレイを重ねて行く中で、自分なりの経験則で覚えて行
き、一人でも行くようになるという流れである。遊戯者がパチンコホールに行く場合、
「どう
打つとどうなる」という基本ルールは分かっていて当たり前なのである。
エヴァのパチンコ台は、原作のアニメを見ていない層が夢中になっていたようである。2004
年末に「エヴァ」の初代パチンコ台が出た当時は「エヴァ」を打っていた客は、中高年配層で
あった。特に若い人だけが打っているわけではなく、若者からご年配までオールマイティに
人気があった。エヴァの新台が出た時、まず、40～50 代の年配層で新台を好んで打つ人たち
の間で人気を博し、1 ヶ月後増台したが空き台が無くなり、台の前で並ぶ状態となった。そし
て、パチスロコーナーにいた若い人達が「エヴァ」の台に並ぶようになった。この当時は 40
～50 代がパチンコを打ち、若者はパチスロをやるものだと相場が決まっていた。しかし、そ
の流れが「エヴァ」が登場してから変わった。携帯で写真を取るアニメファンもいたが、圧
倒的にパチスロから流れてきた人が多かった。ギャンブルをやる人でなければ、パチンコホ
ールは「エヴァ」といえども店内に入りにくかったのである。マスコミによる情報では、原
作人気による遊戯者の流入がヒットの要因として報道されているが、必ずしもそうではない
ようである。
「エヴァ」はパチンコで、原作が認知された格好であり、何のアニメかは知らな
いが、試しに打つと「これは」面白いとなり、口コミで人気が広がった。
「エヴァ」のパチン
コを、長く打っていると、断片的な演出からなんとなくストーリーが見え、実際に DVD を借
りてきて、どんな内容だか確認したくなるという流れである。マスコミで流れ居ている風説
とは逆で、パチンコホールにアニメファンが増えたのではなく、パチンコホールの客が「エ
ヴァ」のファンになっていたのである。
「エヴァ」のプロデューサーである大月俊倫により、新劇場版「序」の観客層が分析されて
いる。パチンコのヒットに合わせ、まず DVD レンタルがとても伸び、販売も伸びた。一時期、
新作などの売り上げ一位から十位まで全部「エヴァンゲリオン」となった。新劇場版の映画
も、過去からのファンは 2 割ぐらいであるという分析だった。パチンコの登場以降、
「エヴァ」

を知った人が来ているのである。
原作を知らない人すらハマった「エヴァ」のパチンコ台には人気の秘密があった。パチンコ
は大当たりの後に確変になるものと相場が決まっているが、
「エヴァ」の場合は大当たりして
いないのに確変状態に突入する「暴走28モード」というシステムを搭載していた。「突然確変
」と呼ばれるものである。このシステムを始めて普及させたのが「エヴァ」であり、革新的

29

なパチンコ台となった。原作の内容というよりも「突然確変」によるところが大きいのであ
る。これは作品の中身でなく「突然確変」という特殊なゲーム性がヒットの要因となってい
たのである。
パチンコ業界を監督する警察組織が定めた規則に、「大当たりの直後しか確変を認めない」
という内容があるが、この「突然確変」である暴走モードは、通常状態からいきなり確変に
なっているように見える。
「エヴァ」のパチンコ台が違反とならない。この仕組みは、ほんの
一瞬だけ、
「アタッカー」が開き、すぐに閉まっているのである。出玉の無い大当たりを経由
して確変状態になっており、実際は大当りしてはいるが出玉がなく遊戯者は損をしている事
になるのである。
ではなぜ遊戯者が損をするような仕組みがヒットしたのだろうか。
実は「エヴァ」のパチンコが初めて「突然確変」を搭載した訳ではない。
「突然確変」を搭
載した最初のパチンコ台は、2003 年に平和から発売された「CR 木枯らし紋次郎」である。紋
次郎チャンスという名前で「突然確変」を搭載していた。しかし、時間制限があり、突入して
も必ず大当たりするとは限らなかったのである。これゆえに、遊戯者には受けなかった。し
かし「エヴァ」の暴走モードは、損を感じさせるどころか、逆に大当たりへの期待感を高め
る演出をしたのである。リーチ演出もなく、いきなりエヴァンゲリオンが暴走し、パチンコ
の最大の見せ場を暴走モードに持って来た。暴走モードに入ってしまえば、確変状態で次の
大当たりまで継続するため、遊戯者にしてみれば損したどころか「暴走モードに入ってラッ
キー」と得した気分になれたのである。実際は損しているのだが、全く気がつかない仕様だ
ったのである。
つまり「暴走モード」の実態は、
「今回の大当たりは出玉は無いが、次回は大当たりする」
というものであった。出玉を奪われた上に、時間稼ぎをされているだけなのだが、プレイヤ
ーは全く気付かない。近年では、突然確変という言葉ではなく、
「2R 大当り」と言い換えるこ
とがある。遊戯者に誤解を与えない為である。
「エヴァ」はパチンコのゲーム性を変えた台だったと言える。突然確変の他にもリーチの
前に出てくる「予告30」や、出れば必ず大当たりする「プレミア」に何種類ものパターンを充
実させていた。
「5 分以内に 3 の図柄でリーチをかけろ」など指示が出るミッションモードに
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アニメ、新世紀エヴァンゲリオン内で登場する、人造人間エヴァンゲリオンが暴走する事を
指す。
29 通常時突然、確率変動になる事を指す。
30 演出の一種。リーチや大当たりの期待度を遊戯者に告知する物を指す。

至っては、確率が全く変動していないのにもかかわらず、大当りのチャンスのように錯覚さ
せる。遊戯参加者は、しばらく大当りが出ない状態でも「今度こそ当たるかも……」と期待
感が高まり、ついついお金を投じてしまうのである。パチンコ業界は法令によりの定められ
た規制と自主規制で、大当り確率は上限が定められているため、出玉性能で無茶はできない。
しかし、「エヴァ」は出玉そのものではなく、「大当たりに至るプロセスを見せて遊戯参加者
を夢中にさせる」という発想の転換をした。上記で語った暴走モードは、その中核だったの
である。
この「エヴァ」のパチンコは過去に社会現象を引き起こしたタイトルを、新劇場版につな
げるきっかけとなったのである。新規「エヴァ」ファンの獲得はパチンコ・パチスロによる
ものが大きく、
「エヴァ」というタイトルをここまで大きく後押しした事は否定できない。し
かし、原作である「新世紀エヴァンゲリオン」は暴走モードである「突然確変」やその他大当
りに至るまでの演出内容が原作に沿った形で設計されている。これはコンテンツとして、パ
チンコとタイアップする上でとても相性が良かったと考えることができる。
このコンテンツとのタイアップというものはパチンコに付加価値を与える上でとても重要だ
と言える。その付加価値とはリーチ演出である。
リーチの時に、パチンコの台の上で展開される特殊効果が「リーチ演出」である。90 年代
以前はごくシンプルであった。リールが、それまでよりもゆっくり回転して「当たるかな？
外れるかな？」と、大当りの期待感を煽る程度だった。それが、91 年に初めて液晶画面を搭
載した「麻雀物語」というパチンコ機が出て以降、リーチ演出はどんどん高度化していった。
液晶上でアニメやドラマなどの映像を、そのまま使えるようになったからである。
京楽産業の「CR パチンコ仮面ライダーMAXEDITION」では、ライダーが怪人と戦う場面
が展開される。怪人に勝てば数字が揃って大当り、怪人を倒せず逃げられてしまえば数字が
外れると言う演出になる。こうした液晶画面でストーリーが展開するリーチ演出は、特に「ス
ーパーリーチ」と呼ばれる。数字がゆっくり変化するだけの旧来型のリーチよりも大当りす
る確率が高く設定されているからだ。最近の機種では、スーパーリーチの種類だけで何十種
類もあり、短くても数十秒、長いものでは数分かかるものすらある。
リーチがかかったときに、液晶画面でヒーローやヒロインの活躍が繰り広げられる事が多い。
遊戯参加者はそのリーチ演出を見ながら、
「勝ってくれ、そして大当りになってくれ！」とド
キドキワクワクするのが現代演出の特徴である。
こうして見るとリーチ演出には「エヴァ」の戦闘シーンは媒体として向いていると考えら
れる。またリーチ演出の前に一瞬だけ登場するキャラクターによる「予告演出」でも「エヴ
ァ」のキャラクターがパチンコ台に適していたと言える。現在のパチンコはいかに大当りへ
の期待感を膨らませるかが重要であるため、
「何が液晶に出たら当たりやすいか」をプレイヤ
ーに把握させやすい機種がヒットにつながる傾向にある。その点、
「エヴァ」の登場人物は記
号的であるため、原作を知らない人でも暗記しやすい。ロボットの色が青、赤、紫と 3 色揃
っており、パイロットはロボットの色に合わせた服や髪の毛をしているからである。
「エヴァ」

を全く見たことがない年配の遊戯参加者でも「赤い服の女の子が出たら大当りしやすい」な
どと覚えやすいのである。
リーチと予告など、今のパチンコには、
「大当たりの可能性」をプレイヤーにいかに分かり
やすく演出するかが、ゲーム性の肝になっていた。リーチではバトルシーンの勝負で直接的
に大当りが決まる。しかし、リーチの前に出る予告では、キャラクターの風貌で、それとな
く「大当たりの可能性」を知らせる訳である。
「エヴァ」のパチンコ台が大ヒットした背景に
は、
「バトルという面でも、キャラクターという面でもパチンコのゲーム性と相性が良かった」
があったと言える。
「エヴァ」の初代パチンコ台の大ヒットには原作ファンが関わっていなかったが、毎年新
作が出てシリーズ化するうち、原作ファンが遊戯参加者になるケースが出てきていた。当時、
「エヴァ」を読んでいた中学生が、大学生となり、
「エヴァ」パチンコの CM によって再度「エ
ヴァ」にハマり、友人に誘われエヴァのパチスロを打つようになったといった例がある。プ
レミアで色々な演出を見ることができたり、また、リーチ演出の中には原作に無いオリジナ
ル要素が含まれていることがあり、原作のストーリーにはないバトル等が見れる為、
「エヴァ」
のパチンコを打つというファンもいるようだ。リーチ演出は本来、
「大当たり」で出玉を得て
大儲けする事を遊戯参加者に期待させるものであったが、リーチ演習の中で原作に無いシー
ンを見ること自体を楽しみにするなど、「エヴァ」のパチンコ台は、「エヴァ」のコンテンツ
のひとつにも現在では成長を遂げたといえる。
「ライセンスキャラクター消費者調査 2008」に
よると「エヴァ」の知名度は、大学生と社会人が最も高く、男女ともに 9 割を超えている。
過去にブームとなった「エヴァ」はパチンコ・パチスロでの認知とともに若年層にまでだれ
もが知っているコンテンツとなっている。
「エヴァ」のパチンコがヒットしたのは、最初の内は「突然確変」という革新的なシステ
ムによるものだった。この時はあくまでも、既存のパチンコホールの客層が主体であったが、
パチンコ台がシリーズ化されロングセラーになるうちに、本当に原作ファンの若者まで引き
寄せるようになっていたのである。

第 5 章 技術的要素による影響の実証
技術的要素による影響に対して以下のものの検証を行った。
Ⅰ.タイアップによる顧客獲得と遊戯の多様化
Ⅱ.技術的要素の進化による遊戯性変化がもたらす複雑化
Ⅲ.遊戯目的の変化「ギャンブルからアミューズメントへ」
この章において検証を行うため、パチンコ・パチスロ遊戯参加者、パチンコホール経営会
社社員にインタビューを行った。アンケート方式で技術的要素について中心的に質問に答え

た物を実証の参考材料とする。インタビューについては技術的要素の定義を明確にしたうえ
で、回答者の意見を答えていただいた。遊戯参加者へのアンケートについてはどのようにし
てパチンコ、パチスロを打つようになったかという経緯や現在の遊戯状況なども含まれてい
る。パチンコホール経営会社社員へのインタビュー数は 20 名、業界内の変化や接客を行う側
からの視点からも意見をいただいた。どちらもアンケート内容は 8 項目となっている。紙面
による回答、電話による回答を合わせ、計 27 件のインタビューを行った。

Ⅰ.タイアップによる顧客獲得と遊戯の多様化
タイアップについては第 4 章でも述べているが、遊戯参加者層のパチンコに対する意識の
変化が考えられる。過去に発表されホールに設置された台のリメイクが近頃多くなってきて
いる。これは過去機種のファンであった遊戯参加者の獲得と自社の看板でもあるような機種
を押し出すことによる新規ファンを獲得する物であると考える。また、新たにアニメやアイ
ドルとのタイアップ機種を世に送り出すことで普段はパチンコを遊戯しない層をも取り込も
うとしている。この昨今の他メディアとのつながりやコラボレーションは機種のバリエーシ
ョンの増加や新たなゲーム性を作り出すなどメリットはあるが、続々と増え行くタイアップ
機種は質の低下や専用筐体や版権料による実機価格の高騰などを招きそのしわ寄せは遊戯参
加者へとつながってしまう。やはりヒットしているタイアップ機はゲーム性やオリジナルな
要素を含んでおり、原作や元となる要素がしっかり踏襲されていたり、コンテンツが充実し
ているなど遊戯参加者が求める新規性などを顧慮している。しかしながら、オリジナル楽曲
や原作には登場しないシーン・新規書き下ろし等、アニメやアイドル、ドラマの第 2 次展開
として有効な場と言える。原作を知っている人からすればその機種を遊戯する理由ともなり、
原作を知らず遊戯した人はその機種のタイアップ先を知りたいとなる。金銭を投じ、より多
くの報酬を求めるというパチンコ元来の目的に新たな選択肢を追加したのがタイアップ機で
あろう。では、遊戯参加者はどう感じているのかインタビューの一例を挙げ、考察しよう。
パチンコを遊戯している時の心境を聞くと
「激アツ31演出、プレミアを見れたときはとてもうれしい。お金を稼ぎたいというよりも演出
を見るためというのが強い。稼ぐのは二の次。パチンコは遊びであり良い時間つぶしになる。」
（関東.遊戯暦 7 年.20 代.男性 Z 氏）
と答えている。ホールに行くきっかけとなったのは CR 新世紀エヴァンゲリオン・奇跡の価

値は（ビスティ）だそうだ。
「エヴァから通うようになり、年に一回の新台を楽しむために遊んでいたが、色んな台や演
出などを見るために打っている。アニメなど自分の好きな台を楽しみたいという気持ちが多
い。ほとんどタイアップ物しか打たない。」（関東.遊戯暦 7 年.20 代.男性 Z 氏）
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大当たりする可能性が高い予告やリーチ演出の事を指す。文字や柄で期待度を指す物も存在
する。

この回答について、やはり原作を知っていて遊戯する事が主であるか聞いたところ。
「タイアップ機は打つがほとんど原作は見ずに触ってみてから、原作を見ます。」（関東.遊
戯暦 7 年.20 代.男性 Z 氏）
との事だった。原作ファンだからどの機種を遊戯するという訳ではないようで、原作を見ず
に遊戯後に原作を見るというパチンコからタイアップ先という図式である。現在のパチンコ
ホールにはよく休憩コーナーなどが設置されている。そこにはタイアップ作品の原作であっ
たり、マンガが数多く設置されており、休憩コーナーで良くマンガを読んでいる遊戯参加者
を見かける。タイアップ作品を知る人がパチンコを遊戯するようになったばかりでなく、パ
チンコを遊戯する人がタイアップ作品を知るきっかけとなっているのである。他メディアと
の相乗作用は 4 章でもふれたとおり、原作が新作映画を作る上で作用するなど、原作・パチ
ンコファン層へ同時に互いを周知させているのである。パチンコの始祖であるウォール・マ
シーンは釘による玉の動きを楽しむ事であったが、現在までパチンコが進化してきた今では
で楽しみの中心は液晶画面に表示される演出や、それと連動するランプやギミックなどの技
術的要素となった。演出に使用されるアニメーションや CG 映像や技術によってタイアップ
機種を扱う事がとても容易になった訳であるが、すべての機種が良い評価を受けているわけ
ではない。昨今の技術的要素についてどう感じるか聞くと
「複雑だと感じる。3D で見れたり上下左右からギミックが出てきたり派手すぎる。今の台は
個人が遊べる台となっているためとても楽しめる。演出でいらいらしたりすることはない。
出てくる台は同じ内容のものが多いと感じる。タイアップするのであれば原作を尊重して、
しっかり踏襲してほしい。タイアップをやめてはどうか、台の仕様でガッカリさせないでほ
しい為。新しいものをしっかり考えた上で搭載して欲しい。」（関東.遊戯暦 7 年.20 代.男性
Z 氏）
という意見をいただいた。遊戯参加者である以上タイアップ機種が良いできであって欲しい
という正当な意見である。インタビューに答えていただいたその他の遊戯参加者にも同じく
「タイアップ機種を打ってから原作を知った・興味を持った」、「タイアップ機種を良く打
つ」などの意見が多かった。タイアップによる顧客獲得とタイアップによる相乗効果はある
ようだが、遊戯参加者の満足度はやはりゲーム性や台の完成度が左右しているようだ。
では、ゲーム性やインタラクションについて業界ではどうなっているのだろうか。
「製造するメーカーは、販売するにあたり、他メーカーとの差別化や、パクリ合いなど基本
的に特許申請などしていない状況ですので、なんでも在りの状況かと。現在はある程度の出
尽くした感がありますので、斬新なアイディアは出にくいようです。逆にアイディアがあっ
ても実現する事と、コストが見合わないような事もあるでしょう。」（パチンコホール経営
会社社員.30 代.男性 A 氏）
との事である。現在メーカー側が新規性をタイアップ機種に持たせることはそう簡単ではな
いようである。インタラクションについては
「機種特性であるボタンプッシュやレバーを時間の都合や、その時の心理状態でキャンセル

する事は、私にもあります。多種
多様の顧客の欲求に対してのも
のと考えれば、楽しんでいるお客
さまもいるのだと理解していま
す。」（パチンコホール経営会社
社員.30 代.男性 A 氏）
と遊戯者の介入要素としてのイ
ンタラクションが欲求を充たす
一要素であるとしている。パチン
コホール経営会社社員 K 氏（30 代
男性）によると

図 11.プッシュボタン

「ここ数年で液晶・音響・技術介入 出所. PachinkoVista.com
ツール（ストップボタン、レバー等）は飛躍的に進化し品質も上がってきているが、同時に
複雑化しているのも事実であり、初心者だけではなくライトユーザーであっても知識の無い
状態で遊戯するには不安要素の多い遊技機が増えていると感じる。」としたうえで「業界側
の変化として、業界紙に代表される情報発信ツールに顕著な変化が見られる。従前の機種説
明ではリーチアクションや大当たり期待度の説明がほぼ 100％だったが、直近では遊戯方法
の説明や各機能の説明も記載する等、より分かりやすさと遊戯への参加しやすさを意識した
内容の情報発信が増えている当然、ホール企業側のホール内での情報発信も同様の変化が見
られている。」
と述べている。新規遊戯参加者獲得、ライトユーザー層の遊戯頻度の向上について業界内で
も変化が起きているようだ。遊戯参加者の獲得、既存遊戯参加者を飽きさせないために技術
的要素が進化する上でもパチンコ業界も変化に適応しつつあるのだろう。
まとめ
遊戯参加者はタイアップにより自身の好きな台や遊技機のバリエーションによる選択の幅
が広がるなどしたが、すべてが良い評価を受けているわけではない。あくまで技術的要素と
遊技機がタイアップをしっかり踏襲し満足度が絡んだからこそ遊戯参加者に受け入れられた。
インタラクションによってゲームへ疑似介入できる事は欲求を充たす一要素ではあるが、複
雑化によって遊戯参加者に不安を与えてしまう。

Ⅱ.技術的要素の進化による遊戯性変化がもたらす複雑化
遊技機に搭載される技術的要素の質の向上は新規性を生み出し、遊技機のヒットや高評価
を作り出す要であるが、それに伴う遊戯性の変化がもたらす複雑化が起きていると考えた。
現在のパチンコには遊戯参加者の欲求を満足させるための様々な機能やゲーム性を持つ技術
的要素が続々と搭載されている。シンプルであったパチンコの始祖が登場した 17 世紀とは制
作環境や技術水準が著しく向上し、今なお新たな技術的要素の発展は続いている。過去の日

本における正村ゲージ、役物、電動役物、液晶、カラー液晶等の登場によりパチンコを現在
の姿へと変えてきた物たちはすべて何らかの形で受け継がれ続け、今なおパチンコの楽しさ
や魅力を遊戯参加者へと与え続けている。しかしながら、発展の末、遊戯参加者が技術的要
素による外面と遊戯性の複雑化に順応できていないのではないかと考えた。昨今の技術的要
素について遊戯参加者は複雑だと感じているだろうか。前述Ⅰでも（関東.遊戯暦 7 年.20 代.
男性 Z 氏）からは複雑であるという回答をいただいたが、そのほかの回答にも
「やはり過剰である。リーチがかからないのに、あたりに絡まないのにガチャガチャ動いた
りが多すぎるのではないか。享楽とか平和とか。しかし役物やギミックがいらないとは思わ
ない。」（関西.遊戯暦 8 年.31 歳.男性 Y 氏）
「タッチパネルはもっと増えると思っていた。現在ではスマホやタブレットのようにタッチ
パネルが応用されているがあるが、パチンコ、パチスロには採用されにくくなっていると感
じる。新しい技術が搭載されにくくなっているのではないかと考える。効果音や BGM は完
成されているように感じる。演出などに関しては信頼度があいまいになっていると感じる。
ホール側も稼ぎを出さなければならないだろうが煽りの多さはどうにかならないものだろう
か。」（関東.遊戯歴 4 年.22 歳.男性 X 氏）
「液晶や役物は派手になったがその分外れると悲しい。無駄な PUSH ボタンやタッチ機能な
んかはいらないと思う。」（関東.遊戯歴 5 年.20 代.男性 W 氏）
「大当たりに繋がらない演出でも非常に喧騒的な演出傾向が強く、そのハズレ演出パターン
を覚えると非常に苦痛な時間（ハズレ確定まで）になりストレスが高まる。」（パチンコホー
ル経営会社社員.30 代.男性 B 氏）
などの意見があがった。信頼度という単語がでてきているが、これは非常に留意すべき点で
ある。大当たり表示に至るまでに様々な演出やリーチ、ギミック作動、効果音などが起こる
が、遊戯参加者にはあまりに多くの種類やバリエーションが把握できず、自分が大当たりを
勝ち取ったという実感が薄れつつあると考えられる。遊戯する上で大当たりへとつながると
信頼する技術的要素が存在していることで、興奮や楽しさを実感できていたはずが、様々な
技術的要素が供給されていることで遊戯参加者が許容できる範囲を超えてしまい、どの演出
やギミックの動作がどういう役割を持っていてどの程度の信頼度があるのか分からなくなっ
ているのである。遊戯参加者がインタラクションや PUSH ボタンにより介入できることがパ
チンコにとって楽しさを味付けする要素であるべきだが、それらが遊戯参加者に不満をもた
らす要素となってしまっている。出玉やギャンブル性だけがパチンコとパチスロを楽しませ
ているではなく、遊戯参加者を満足させるためにはマズローの欲求 5 段階説32にも言えるよ
うに、外的に充たされるためのインタラクションや演出等の技術的要素がしっかりと計算さ
れ実装されていなければそのもの自体が本当に満足させられないのである。技術的要素の発

東京モチベーション研究所によると「人間の欲求は 5 段階のピラミッドのように構成されて
いて、低階層の欲求が充たされると、より高次の階層の欲求を欲するというもの。」〔原文ママ〕
と指している。
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展がもたらす新規性や遊戯性の貢献度は大きい物であるが、遊戯参加者の心理や反応を活か
しブラッシュアップすべきであり、すべてを搭載し完成とすれば遊戯上の混乱を招きかねな
いのである。様々なコンテンツを取り込むだけでなく、個性を持ち理解が容易な技術的要素
が存在することができれば遊戯参加者がパチンコを楽しみながら遊戯することができるでは
ないかと考える。
まとめ
技術的要素は現在までパチンコの歴史の中で様々な変化を遂げ、受け継がれ続けてきた。
それらは発展を遂げた故の複雑化を招いた。複雑化に関して遊戯参加者からの意見は様々な
物があった。多くのニーズを充たす可能性はあるが、過剰な技術的要素の搭載は混乱を招き
ストレスを与えてしまう。自分で大当たりを勝ち取るという事を実感させるためには遊戯参
加者の心理を計算した技術的要素のブラッシュアップが必要である。

Ⅲ.遊戯目的の変化「ギャンブルからアミューズメントへ」
パチンコは元来、投資を元に報酬を得ようとする娯楽である。これは他の競馬や競輪、カ
ジノのトランプゲームなどと同じくギャンブルとされるもの共通することであり、それぞれ
に楽しむ要素や人気の秘密などが存在している。パチンコにおいての楽しむ要素や人気を博
す理由という物は、技術的要素による物がとても大きいと考えられる。パチンコにおける技
術的要素は時代の流れの中で技術の進化とともにゲーム性や演出の表現の可能性を広げたり、
規制やブームによってより良いものへと遊戯参加者が楽しめる物へと改善や変化を遂げてき
た。ギャンブル本来の確率や運を楽しみ報酬を勝ち取るといった人間の欲求を満たすための
パチンコから、タイアップや音楽、遊戯性をもったインタラクションといった付加価値をも
楽しめるパチンコへとシフトしているのではないか。
「筐体の技術的要素として、最も強く影響するのはグラフィック ROM である。数年前まで
は、128～256MB の ROM が一般的であったが、最近では 32GB 以上の ROM を持つ筐体も増
えてきた。演出幅が増えるのみではなく、サブモニターを持つものや画面サイズを大きく持
つ(高解像度)筐体が増えてきたのもそのためだ。カスタマイズ機能に関しても、演出バリエー
ションが増えた際の容量的な問題が無くなったため普及した。どのような技術的要素もアイ
ディア勝負ではあるが、大容量メモリーの価格が安価になったため、新しい演出にも期待で
きる。」（パチンコ・パチスロ会社液晶開発.20 代.男性 C 氏）
ハード面であるグラフィック ROM の容量の増加による演出面の進化やカスタマイズ機能の
実装等、メーカーでは新しい技術をパチンコに次々と投入している事が分かる。技術の進化
によってパチンコ事体もさらに豪華になり、より楽しませる要素が付随されていくのではな
いかと考える。しかし一方では
「いろいろなカスタマイズ機能（マイスロ、パチログ等）はとてもよくできているのですが、
老若男女受け入れられるかと言えばそうではないと感じられ、使用者を選ぶ機能であること

から少し勿体ない様に思える。開発にかけた費用やサーバーを維持する費用等を秤にかけた
とき、釣り合いが取れているとは考えにくい、結果遊技機費用に跳ね返りエンドユーザーに
そのしわ寄せが全て行くことを思慮すると、手放しに喜べる環境ではないと思います。」（パ
チンコホール経営会社社員開発部.30 代.男性 D 氏）
と遊技機の技術進化に伴う費用負担が遊戯参加者へと向いてしまうという危険性を説いてい
る。さらに続けてこのように回答されている。
「技術革新に伴う費用が全て遊戯台に反映されるため、一昔の手軽に遊べるといった娯楽で
は無くなりつつある。しかも遊戯台の寿命が短くもなっているので、更に拍車をかける格好
となっているのが実情。ぱちんこ業界が装置産業であることを考えると、このまま技術革新
が続くのはマイナスだと感じます。物販でいえば商品の仕入れ単価が上がり続けているとい
う状況です。」〔原文ママ〕（パチンコホール経営会社社員開発部.30 代.男性 D 氏）
遊戯参加者が楽しむための技術的要素であるはずが、楽しみながらパチンコを遊戯するた
めの代償として遊戯参加者の投資の負担が大きくなってしまうのである。それらの投資の負
担の軽減に対して貢献しているのが、1 円パチンコ、5 円スロット33等の低玉貸しの遊戯スタ
イルである。通常 4 円パチンコはホールが 1 玉 4 円でパチンコ玉を貸し出し遊戯するもので
あるが、1 円パチンコは 1 玉 1 円であり、1000 円で 1000 玉貸し出される。これはより長い
時間少ない投資で遊戯することを可能にしたのである。4 円パチンコで報酬を得るために大
きな投資をするよりも、長く少ない投資でパチンコを遊戯したい人々は低玉貸しパチンコを
利用している。これは投資と報酬によるギャンブルからアミューズメントへ変化している一
つの証拠ではないだろうかと考える。あくまでパチンコはギャンブル性が根底にあるため、
パチンコを遊戯することで毎回勝利するという事は難しい、しかし楽しませる要素である技
術的要素が存在することは遊戯参加者にとって絶対的なプラスなのである。なぜパチンコを
打つのか、何のためにパチンコを打つのかという質問を遊戯参加者へのインタビューで毎回
行った。その回答はほとんどがそれぞれが遊戯したい「パチンコ台を楽しみたい」という物
であった。パチンコを楽しみたいという意思は、人間の欲求としてのお金を儲けたいよりも
強くなりつつあると考えられる。
まとめ
パチンコがギャンブルとして確率や運を楽しみながら報酬を得るという事からパチンコ遊
戯自体を楽しむという事にシフトしつつある。パチンコは技術の発展と共に表現性や遊戯性
を共に大きく向上させた。技術革新による遊技機の高騰によるしわ寄せが問題となっている。
それに伴い、低玉貸しによる 1 円パチンコや 5 円スロット等は長い投資で長時間遊ぶことが
できるため、報酬を得ようとするギャンブルに近いものではなく楽しむ娯楽としてアミュー
ズメントとして楽しむ割合の大きいものへとシフトしつつある。遊戯参加者はアミューズメ
ントとしての「パチンコを楽しみたい」のであり、技術的要素はその中核となる部分である。

20 円スロットはメダル 1 枚が 20 円に対して、5 円スロットはメダル 1 枚が 5 円となってい
る。
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第 6 章 まとめ
この章ではこれまで述べてきたパチンコの歴史や心理的影響、技術的要素を元に、総じて
結論を述べる。17 世紀に登場したマーブルから始まり、ウォール・マシーンやコリントゲー
ム、ピンボール等様々な遊技機が登場した。日本へ渡った遊技機達から日本人によって土壌
ともいえる原型を作られ、技術の発展とともに土壌を耕され、流行や新たな技術という苗を
植えられ、規制や世論という環境に揉まれ、パチンコファンによる遊戯やメディアが水を注
いだ事で初めて現在のパチンコが育っているのである。我々の生活の中でパチンコは一つの
娯楽として存在している事は日本独自の文化の一つと言っても過言ではない。これまで論じ
てきた内容から技術的要素が遊戯参加者に与えた影響は「パチンコをギャンブルというイメ
ージからアミューズメントへと変化させた」事であると考えた。アミューズメントとして代
表格に「東京ディズニーランド」をあげることができよう。東京ディズニーランドはなぜ楽
しいのだろうか。その理由は環境や世界観を大事にしている事である。東京ディズニーラン
ドの園内からは外の景色が見えないように作られている。これはパチンコにも言える事であ
る。パチンコ台の前に座った事がある人は分かるかもしれないが、最近のパチンコ台は台枠
から液晶へと段階的に奥行きがあり、パーソナルスペースとして集中できたり他の台はあま
り気にならないような作り方がなされている。うるさいと感じるか賑やかと感じるかは人次
第ではあるが、パチンコ台から様々な効果音や音楽が鳴り響きパチンコホール内と外では雰
囲気がまるで違う。なぜあのような大きな音が流れていても自分の台に集中できるのか、こ
れは体験した人にしか分からない独特なものである。自分の世界としてパチンコ台を感じる
ために必要なものが技術的要素だと考えた。
技術的要素として様々な物をあげると音楽、液晶、タイアップ、インタラクション、ギミ
ック等があり、それらは、自分が座っているその目の前にある世界を構成している環境の一
部である。これは東京ディズニーランドにおけるアトラクションであり、キャラクター、景
色である。パチンコホールの環境も同じくおしぼりや空気清浄機、店内の美化、日常用品の
無償提供など客に対してのサービスなども技術的要素と同じく人間の欲求を充たす一要素で
あるといえる。楽しいという感情を支えるものこそ技術的要素であり、パチンコを彩る世界
観である。遊戯参加者へのインタビューからも把握できるように賭けごととしての意識は強
くはなく、
「あわよくばお金を稼ごう」という意見や「たのむ！勝てなくても良いから楽しま
せてくれ！」等、アミューズメントとして楽しんでいる物がほとんどであった。お金を稼ぐ、
勝負を楽しみたいというギャンブル性を主に楽しむ人がいない訳ではない。しかし、その人々
が技術的要素による影響を受けていないはずはないと考えられる。
もし、ただ目の前で 399 面体のサイコロを回し続ける事で遊戯をするとなればそれは勝負
やギャンブルという欲求を十分に充たせないからである。遊戯参加者を楽しませる要素とし
て存在する技術的要素はパチンコの歴史上でも多くの人々に受け入れられ今のパチンコに活
かされている事は事実である。遊戯参加者として技術的要素に対し、不満や意見を述べる事
はクレームやヘイトスピーチなどではなく、ただ単によりパチンコを楽しみたいという意思

の現れである。遊技機メーカーは、新たに搭載する技術的要素足り得る物に対し、より楽し
いものを作ろうと新規性やゲーム性を模索し遊技機を作り世に出していることを忘れてはな
らない。しかし、これまで遊戯参加者に受け入れられてきた歴史上に存在する技術的要素達
は、当時の時代背景を色濃く残しているものばかりであり、人によって造られた人をより楽
しませる物である。遊戯参加者の反応や意見はアミューズメントとして変化しつつある、現
在のパチンコ業界にとって今後も業界の発展に関係する大きな要素となる。規制による遊技
機の検定34などがある事は足かせとなる場合もあるが、これまでの歴史を見返すと当時の規制
に対応して各メーカーが発表した台はそれぞれの看板機種や人気機種の発端となっている。
技術的要素もその度に進化し、過去の遺産を持ち合わせ人々を楽しませたのであるからして、
この先パチンコを発展させる機会なのだと考える。
パチンコ業界での年々売り上げ規模の減少が起きている昨今はより技術的要素とアミュー
ズメントというイメージを前面に押し出すことが必要である。しかしパチンコの世間からの
イメージはけっして良いものではない。パチンコに対してのイメージについてパチンコを遊
戯しない友人や知人に聞くとギャンブルというイメージやタバコの煙、子供の車内放置等と
いったイメージを持っていた。遊技機そのものをマイナスイメージに捉えている人は私が聞
いた人には居なかった。環境や過去の事件に対してマイナスイメージを持っていた人々はパ
チンコホールへと足を運び、パチンコを遊戯したことがあるだろうか。私もパチンコを初め
て打つ時は遊戯方法などの知識はまったくの皆無であった。現在では遊戯方法の書かれた小
冊子や店舗独自のファイルなどが設置されており、分からない事があれば店員が教えてくれ
るのである。遊戯環境においても接客面では「ぱちんこ情熱リーグ」という NPO 法人が開催
する全国 410 店舗が参加する大会が行われている。このぱちんこ情熱リーグでは 414 店舗に
第 3 者機関による覆面調査による、1 次審査、2 次審査があり、決勝リーグへ到達する店舗数
は 6 店舗である。この大会では全国各地のパチンコホールの人材育成、サービスレベル、社
会的地位の向上を目指すものである。実際に私も 2013 年 11 月 20 日中野サンプラザホールで
行われた第 4 回ぱちんこ情熱リーグ決勝大会を観覧した。壇上で行われる各店舗のプレゼン
や店舗毎の力強い接客サービスへの熱気には圧倒された。このようにサービスを提供するパ
チンコホール自らが接客の質を向上しようと、全国各店舗でそれぞれの目標へ向け日々尽力
しているのである。
パチンコホールでパチンコを遊戯した事がない人々には一度足を運んでみて欲しい、それ
ぞれが感じ、イメージするパチンコは自身が体験しなければ本当に分からないであろう。パ
チンコをギャンブルとして捉えている方はパチンコ自体を自分の目で見て、触れてみてもら
いたい。技術的要素と呼ばれるそれらをどう感じるかは分からないが、日本の造りだした娯
楽、アミューズメントとしてのパチンコが楽しいと思える機会はいつでもそこに存在してい
るのである。
技術的要素が与えた影響は遊戯参加者を通じ、パチンコの歴史とパチンコ業界に様々な貢
34

保安通信協会による型式試験を指す。

献をし、発展をもたらした。その技術的要素は「ギャンブルからアミューズメントへと変わ
る」楽しさの変換を促したのである。アミューズメントとして、よりパチンコを人々に楽し
ませる物こそ技術的要素であり、人の欲求を充たすための重要な物である。遊戯参加者の反
応はよりよい技術的要素を生む鍵であると共に、満足度を示す貴重な意見となる。パチンコ
を遊戯する上で、技術的要素は遊戯参加者にとって快適な環境である。これからも快適な環
境としてあるために遊戯参加者の心理を考え、遊戯参加者の反応を活かす事によりパチンコ
は進化すべきである。ユーザーにとって楽しいパチンコという感覚を与え続ける技術的要素
がブラッシュアップされていくべきである。
このアミューズメント化はパチンコ業界にとって好機であると私は考えている。遊戯参加
者の増加や地域に密着したコミュニティとしてのパチンコホールを形成する事は、パチンコ
の世間へのイメージとしてアミューズメントと理解してもらえる機会となるからである。パ
チンコのありかたとして、コンサートや映画のように体験して楽しめるアミューズメントへ
とシフトするべきであると考えている。パチンコホールに来店した遊戯参加者が遊戯を行う
にあたって、投資した金額が妥当だと思えるような物がこの先のパチンコには求められてい
るのである。東京ディズニーランドを例として前述しているが、来場者への配慮やサービス
のレベルはアミューズメントとしてとても高い。ゲームセンターが成り立つのは支払った金
銭と等価の体験や個人的なデータを得る事ができるためである。パチンコホールがこの先ギ
ャンブル化が起こる場合は技術の発展はするが、アミューズメント性がおろそかになってし
まうのではないかと考えられる。歴史を学んでみると一時的な射幸性の向上は衰退し、復興
しの負の連鎖であった。その度に規制や自主規制などによる変革は起こったが、やはりギャ
ンブルとして世間からは認知されてしまうような問題や事件が発生しているのである。今現
在、パチンコ業界がアミューズメント化を進める傾向は大衆娯楽として普及するという日本
初期のパチンコと同じ動きなのである。新たな遊戯参加者として、パチンコホールに足を運
ぶ人々にはイメージの改善につながるアミューズメント化を活かし、パチンコホールだけで
なく、メーカーも COOL JAPAN のような日本の文化として世界に発信できるようなアミュー
ズメントを確立しなければならないと私は考えている。
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付録
付録 1
パチンコ遊戯の流れ
ゲームを行う流れを以下の図を用いて説明する。

遊戯者はパチンコ筐体左上にあるサンドに現金投入口に現金を投入する。
球貸ボタンを押し、球を貸し出す。球は上皿に排出される。
4 円パチンコの場合、1 球 4 円なので千円で 250 発の球を貸し出しできる。
貸し出した球を左下のハンドルを右へ回し打ち出す。
スルーチャッカーやクギを伝ってスタートチェッカーへ入れ、入賞させる。
スタートチェッカーへ入賞した場合内部で抽選が行われる。
また、1 球入賞した場合払い出しとして 3 球が排出される。
入賞した球は液晶表示の保留や保留ランプで表示され液晶で数字が回転する。
スタートチェッカーへ入賞しなかった場合回転は始まらない。
これらの演出は 7 などの数字が一回転するまでが一回転とされる。
液晶上で 2 つの同じ図柄が停止した場合、「リーチ」が発生する。
みごと数字が 3 つ液晶上で揃えば大当たりである。
大当たりした場合アタッカーが開放され球を入賞させることができる。
大当たり中は入賞させることにより出玉を獲得することができる。
大当たり終了後は筐体上のナンバーランプの回転数は 0 にリセットされる。
払い出される出玉は上皿と下皿へ払い出され、下皿に入りきらない場合、

ドル箱と呼ばれる球を入れる箱へ移すことができる。
※現在のパチンコは大当たり確率が 1/300～500 が一般的であり、
完全確率方式となっているため毎回同じ確率で抽選されている。
完全確率方式とは回数を重ねることにより当たりやすくなったりはせず、
大当たりの抽選が毎回行われているため、
一度の当たりが次の抽選には何も影響を与えない。

付録 2 卒業論文実施時、遊戯者インタビュー時に使用した質問項目。

