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アミューズメント産業の活性化を目指して、
グローバルで多様な取り組みを推進 ──
（一社） 日本アミューズメントマシン協会

会員の皆様におかれ

ましては、健やかに新

年頭所感

年を迎えられたことと

里見

治

会長

お慶び申し上げます。

「アベノミクス第 2 ステージ」の「ニッポン

別のご支援、ご協力を

となり、完全な景気回復にはいま一歩の努力

厚く御礼申し上げま

に、2017 年 4 月には消費税の再増税も予定

昨年は当協会への格

一億総活躍プラン」などの新たな施策が必要

賜りましたこと改めて

が必要な状況にあると認識しております。特

す。

されており、今後の景気の動向には予断を許
さないと考えております。

2016 年の新春を迎えるにあたり、所感の

このような経済環境下におけるアミューズ

一端を申し述べ、新年のご挨拶に代えさせて
いただきます。

メント産業の動向ですが、オペレーション市

ベノミクス」が着実に進行し、完全失業率、

始め、存続店舗の一部においては対前年比で

以上前のバブル期以来の水準を示し、賃金引

しているとは言い切れず、楽観視は出来ない

となり、企業の経常利益額も過去最高水準と

として構築し、アミューズメント施設の提供

さて、昨年の国内経済に目を向ければ、
「ア

場においては、不採算店舗の整理が落ち着き

有効求人倍率などの雇用指標において 20 年

の改善も見られますが、市場環境全体が改善

き上げ実態調査でも 1999 年以来の賃上げ

環境であり、お客様の遊びやすい環境を業界

なっております。

価値を向上させる事が重要と考えておりま
す。

又、2014 年には訪日外国人旅行者数は

利便性の向上という観点からは、電子マ

1341 万人に上り、「爆買い」に象徴される

インバウンド消費額は２兆円を超えました。

ネーシステムが順次アミューズメント施設に

月に実施された消費税の増税以降、個人消費

できるようになってまいりました。交通系マ

その一方で、景気動向指数は 2014 年 4

導入され、様々な料金体系に柔軟に対応が

がなかなか回復せず足踏みを示しています。

ネーや流通系マネーの利用も可能となり、お
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客様に多様な利用方法を選択いただけるよう

また、かねてより、当団体内でも「風適法

になりました。一方、2020 年のオリンピッ

研究特別委員会」等にて研究、働きかけを重

ク開催を控え、今後も海外からのお客様の増

ねて参りました業界の規制適正化について

加が見込まれる為、インフォメーション等の 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
言語対応など、アミューズメント施設におけ

する法律」の改正が昨年の５月 27 日の衆議

と考えています。

立し、公布されました。

るグローバル対応は重要性を増していくもの

院での可決を経て、参議院で６月 17 日に成

他方、昨年も申し述べましたが成長に向け

従前からの業界の皆様の取組みにより、ア

た活路を求めるべく、海外展開を積極的に進

ミューズメント施設が健全で身近な娯楽とし

める企業もあり、アミューズメント施設が国

て認知されてきた結果、規制の緩和に至った

内だけでなく世界中の人々に広く認知され、 ものと考えております。
受け入れられるような取り組みも進んでいま

法律の改正に続き、既に各都道府県議会に議

す。

案が上程され始めている条例の改正に向けて

これを受け機器メーカーは、多様な顧客

引き続き業界一丸となって働きかけを行い、

ニーズに合わせ、人気ＩＰを利活用したプラ

18 時以降の年少者の親子同伴立ち入りを全

イズの提供とコーナー展開の提案、インカム

国で実現することで、お客様がアミューズメ

連動型ビジネスモデルにおける料金プランの

ント施設を生活の中で楽しく、安全にご利用

更なる柔軟な設定、インフラ機器とサービス

いただく環境を整え、これを契機とし業界の

を一体化したソリューション提供など運営の

活性化を実現したいと考えております。

多様化に対応できる新たなコンテンツ・サー
ビスの提供に取り組んでいます。

昨年の世界情勢においては世界各地でテ

このような各社取組みの情報を発信すべ

ロが頻発し、眉を顰めたくなるような暗い

く、展示会事業においては、JAMMA と一
般社団法人

ニュースが日々報道されておりました。この

全日本アミューズメント施設営

ような時こそ当業界は、お客様に対し当たり

業者協会連合会（AOU）の共同主催による

前の幸せな時間を提供する。という役割を担

展示会「ジャパンアミューズメントエキスポ

うべく、業界関係者が一層の努力を行うこと

（JAEPO）2016」を本年も 2 月 19、20 日

で、お客様がアミューズメント施設に家族で

の 2 日間にわたり、幕張メッセにて開催い

訪れ、遊び、喜んでいただく事が重要である

たします。「今年も遊びまくろう！」をテー

と考えております。

マに最新のアミューズメントマシンやプライ

ズを取り揃え、物販コーナーや主催者ブー

最後になりましたが、皆様のご発展とご健

スで行うイベントの拡充などを推進し、ア

勝を心から祈念いたしまして、私の新年のご

ミューズメント関連業者のみならず、マスコ

挨拶とさせていただきます。

ミ、一般入場者の方への働きかけを昨年以上
に強化していきたいと思います。
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（ジャパンアミューズメントエキスポ）2016、
2 月 19 日・20 日、幕張メッセ

出展社・出展小間割が決定しました
JAMMA と（一社）全日本アミューズ

メント施設営業者協会連合会（AOU）の共

催で、2016 年 2 月 19 日（金）
・20 日（土）
・
2 日間、千葉・幕張メッセで開催される AM

業界唯一の総合展示会「ジャパン アミュー
ズメント エキスポ（JAEPO）2017」の出
展社、出展小間が固まりました。

今回は、小間の音量制限や来場者への安全

対策などの項目が出展規定に追加され、より
安全なショーを目指すことが説明され、出展

後詰めていきますが、JAEPO2017で新し

また、前回は主催者事業として行った

のJAEPOは翌年に向けてのステップだと考

い形を作ろうと思っていますので、2016年

社にも協力が求められました。

えていただければ幸いです。

JAEPOショップは今回は出展社の負担によ

ドワンゴさんと絡むことで、今回も生中継

る物販コーナーとして展開されることも説明
されました。

を行うなどの施策も検討しています。今まで

田区のアルカディア市ヶ谷・穂高の間で出展

いただくショーだったと思いますが、今回か

は、業界の方々や関東周辺の方々に見に来て

15年11月12日午後３時から、東京都千代

らは全国にショーの様子などが生中継される

説明会を開催、出展各社が出席しました。主

ような、全国へ向けてのショーという形にな

催者側からは、相木伸一郎実行委員長をはじ

りますので、それらを踏まえて、会場だけで

め担当者が出席しました。

なくネットを通じての各社のアピールを念頭

出展規定等の説明に先立ち相木委員長が挨

に置いて出展内容を構成していただければと

拶しました。その中で「今回のショーは、

思います」と、翌年のJAEPO2017で、ド

我々も全力で取り組みますが、皆様が中心

ワンゴと協力して開催する予定であることを

となって作って頂くショーにしてほしい。１

受けた施策の一端が説明されました。

年先の話2017年の話になりますが、ドワン

続いて担当者から出展規定等の説明が行わ

ゴさんと様々な話をしまして、新しい形の
JAEPOを色々模索しています。

れた。

意されております。中身の詳細については今

各社の小間位置が決定しました。

休憩をはさみ小間位置決定を行い、出展

一緒にコラボレーションすることは基本合
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ジャパン アミューズメント エキスポ

■会場：幕張メッセ 4・5 ホール

（JAEPO）2016 〈開催概要〉

（〒 261-0023

千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）

■名称：ジャパン アミューズメント エキス

TEL：043（296）0001

ポ 2016

■主催：ジャパン アミューズメント エキス

■日時：平成 28 年 2 月 19 日

ポ協議会

（金）ビジネスデー（招待日）

（一社）日本アミューズメントマシ

2 月 20 日（土）

ン協会（JAMMA）

パブリックデー（一般公開日）
開場時間

（一社）全日本アミューズメント施

10：00 〜 18：00

設営業者協会連合会（AOU）

（ビジネスデー）

■出展規模：37 社・495 小間

10：00 〜 17：00

（パブリックデー）

（20 日の入場は 16：30 まで）
2016

出展小間位置
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2016 アミューズメント産業新春賀詞交歓会が開催されました
300 名の業界関係者が出席されました
は午後 10 時

まで入場がで
きる条例が半
分ぐらい成立
しました。後
は2月の議

会でほぼ全部
出揃うことに

なると思いま里見会長に代わり挨拶した AOU 飯澤会長

2016AM 産業新春賀詞交歓会

す」とした上
で「条例が改

日本アミューズメント産業協会（里見治会

正 さ れ れ ば、

長、JAIA）、（一社）JAMMA、（一社）全日

我々は結構プ

本アミューズメント施設営業者協会連合会

ラスの材料に

（飯澤幸雄会長、AOU）、の 3 団体関係者が

できるのでは

集った『2016 アミューズメント産業新春賀

ないか」とＡ

詞交歓会』が 1 月 14 日、東京・文京区の東

京ドームホテル、天空の間で開催されました。 Ｍ業界への好

材料になる

今回は、前回並みの 300 名の関係者で埋

め 尽 く さ れ、17 時 30 分 か ら 19 時 ま で、 と 示 唆 し ま祝辞を述べる鈴木隼人衆議院議員
た。

新春の懇親を深めました。

し

最後に「Ａ

定刻になり JAIA の菊池陽事務局長の司会

により、開会を宣言、まず主催者を代表し、 Ｍ業界は来年
の消費税増税

里見治会長が欠席となったため AOU 飯澤幸

もありピンチ

雄会長が挨拶を行いました。

飯澤会長は、昨年の AM 業界の状況に触れ、 ではあります

消費税の影響で厳しい１年だったとしながら

が、 こ れ を

さらに、昨今経済の刺激になっている “ イン

えれば２倍に

もたらしていることを示されました。

ことを念頭に今年１年を頑張って行きたい」

も、明るい兆しが見えてきたことを示した。 チャンスに変

祝辞を述べる秋元司衆議院議員

も３倍にもなって返ってきます。そういった

バウンド ” についても、AM 施設に好影響を

と挨拶を締め括りました。

さらに昨年成立した改正風適法に伴う都道

続いて来賓として鈴木隼人衆議院議員が祝

府県条例の改正状況については「都道府県の

辞を述べられました。鈴木議員は国内市場が

議会が昨年の 12 月に終わったところが半分

厳しい中、アミューズメントが海外に発信さ

くらいあります。その中で親子連れの方々
5
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男、わた
しはツキ
のある男
ですので
私が乾杯
すれば皆
さんにも

ツキがあ乾杯の音頭を取る JAIA 内田博副会長
る 」 と、
高々と杯

来賓を交えての鏡開き。
を掲げま
左から経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課の西垣淳子課長、
AOU 飯澤幸雄会長、鈴木隼人衆議院議員、JAIA 内田博副会長の４氏 した。

れていることに期待し、ＡＭ業界にエールを

会の途中に

送りました。

は、来賓とし

続いてＡＯＵ飯澤幸雄会長、ＪＡＩＡ内田

博副会長に、来賓である

て秋元司衆議

鈴木隼人衆議院議

院議員が祝辞

員、経済産業省商務情報政策局生活文化創造

を述べられま中締めを行う橘正裕副会長

産業課の西垣淳子課長を交え鏡開きが行わ

した。

れ、３氏が壇上に残るなかＪＡＩＡ内田副会

活発な懇親の輪が広がった会場は最後にＪ

長が乾杯の挨拶を行いました。

ＡＭＭＡ橘正裕副会長が中締めを行い、今後

しい１年だったとしながらも「今年私は年

会となりました。

内田副会長は、昨年はＡＭ業界にとって苦

の業界発展の可能性に期待し、一本締めで散

遊園施設事業部

活動状況

平成 ２８ 年度遊戯施設安全管理講習会を開催しました。
15 年 12 月２日、JAMMA 遊園施設事業部

( 中川実事業部長）は大阪市中央区の北浜
フォーラム会議室において、「平成 27 年度

遊戯施設安全管理講習会」を開催しました。
この講習会は、高度化や大型化が進んでい

る遊戯施設の安全確保のために、遊戯施設を

維持 ･ 管理する関係者、運行管理者や運転者、
技術者等を対象として毎年実施されているも

のです。今回も全国から 95 名が参加されま
した。

6
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遊園施設事業部
今回の

活動状況

調査を行えること、製造者に対しても

講習会の

後 援 は、

調査権限を持つことが報告された。

また定期検査報告の資格者の移行手続きに

国土交通

も触れ、手続きの関係で年内の申請が必要に

府。協賛

ことを強調、申請を行っていない資格者に対

省と大阪

なる

は、一般

しては早急な申請を呼びかけた。

財団法人
日本建築

遊戯機械

定期検査マニュアル（補足）

降機セン

定期検査についてわかりやすく説明

法令の改正に伴って大幅に変更された

大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築安全設備・昇
課の中杉重登課長

ター、西日本遊園地協会、東日本遊園地協

中杉課長の挨拶の後は、各テーマにそって

会、日本ウォータースライド安全協会、一般

具体的な講義が開始された。

社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会で

最初は、「遊戯施設

した。

定期検査マニュアル

講習会は午前 10 時、大阪府住宅まちづく （補足）」と題する講義が、日本アミューズメ

り部建築指導室建築安全課の中杉重登課長の

ントマシン協会・技術委員会の森田栄二委員

中杉課長は、遊戯施設について「大人から

こちらは 14 年 11 月に JAMMA 遊園施設

長によって行われた。

開講挨拶から始まりました。

子どもまで乗っている方々は “ 安全 ” が前提

事業部

こしてしまうと楽しい時間が暗転してしま

料として解説されました。

械

になって楽しんでいる。これが一度事故を起
う」と指摘して、「定期検査をしっかり行っ

定期検査マニュアル（補足）」を教材資

同冊子は 08 年 11 月に全日本遊園施設協

てもらうこと

会

技術委員会（現 JAMMA 遊園施設事業

した。

検査マニュアル」作成後、遊戯施設の定期検

部

が第一だ」と

技術委員会）が作成した「遊戯施設定期

査報告書における検査及び定期点検の項目、

続いて、最

事項、方法などが大幅に改正されたことから、

近建築基準法

新たに冊子を作成し、実務に即して検査の手

の一部が改正

助けとなるようにと作成されたも

されたことに

のです。

触れ、定期検
JAMMA 技術委員会の森田栄二委員長

技術委員会が作成した冊子「遊戯機

その内容も、実際の法律に基づいてＱ＆Ａ

査 ･ 調査報告

形式でわかりやすく記されているほか、図表

制度が 強 化 さ

も豊富に掲載されており。今回の講義でも、

れたことを明らかにした。また、事故などが

その内容が適宜紹介されました。

起きた場合の調査体制も強化され、国が自ら
7
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遊園施設事業部

事故が発生

画と運行管

特定行政庁

した場合の

理

への報告

施設の安全

や、遊戯施

確保におけ

各担当者の役割を説明

さ ら に、

遊戯施設の
維持保全計

（一財）日本建築設備 ･ 昇降機センター
認定評価部の金田宏副部長

活動状況

設を運行す

る各担当者

るために必

の役割を

要な教育及㈱共和電業

技術本部の坂田光児フェロー

び訓練についても説明がありました。

２つ目の講義は「遊戯施設の維持保全計画と

技術概論⑴

設備 ･ 昇降機センター認定評価部の金田宏副

評価方法等を説明

運行管理」。講師は、一般財団法人日本建築

加速度測定について

コースターを中心に加速度その測定方法、

部長。

講義は、全日本遊園施設協会（当時）の技

技術概論として、部品等の製造企業の専

術委員会によって作成された「遊戯施設セー

門家による講義が行われました。

れました。

児フェローによる「加速度測定について」
。

フティダイジェスト」を教材資料として行わ

最初は、㈱共和電業

このセーフティダイジェストは、遊戯施設

技術本部の坂田光

講義は、レジュメをもとに行われました。

で不測の事故を起こさぬよう、日常の維持保

内容は主にローラーコースターについて

全及び運行の管理について必要な事項を述べ

の加速度の種類や人体の安全性との関係、

たものです。

講義では、運行管理者、運転者、補助者、

加速度の評価などの説明が行われました。
また実際の加速度計の種類やその選定方

維持保全管理者、維持保全技術者の選任の条

法、加速度測定に必要な機器の説明されま

日常的な巡回や安全管理、定期検査のポイン

さらに加速度計の設置や測定に際しての

件や役割が話された。それぞれの職掌に従い、
トなどについても細かな留意点が説明されま

した。

注意点、実測値についての評価方法なども

した。

合わせて紹介されました。

また、安全を確保するために、遊戯施設の

所有者等が行わなければならないこと、「運

技術概論⑵

意事項の掲示」「万一の事故に備える救急体

遊戯機械のワイヤロープ検査基準などを紹

行管理規定の作成」「利用の制限に関する注

ワイヤロープについて

ワイヤロープの歴史から実際の使用方法、

制の整備」などについても講義がなされまし

介

た。
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活動状況
加えて太古の昔から遡ったワイヤロープの

続けて、東

京製綱㈱

鋼

歴史についても説明が行われました。

営業本部

市

なされたあとワイヤロープの特性、損傷劣化

伸洋マ

これについてはレジュメの図表をもとにど

続いて、新しいワイヤロープの説明などが

索鋼線事業部
場技術部の菊

について説明が行われました。

ネージャーに

のような劣化、損傷が起こるのかという事例

ロープについ

選定に際しての注意点取扱い、保管、引き出

池

東京製綱㈱ 鋼索鋼線事業部 営業本部よる「ワイヤ
市場技術部の菊池 伸洋マネージャー

を説明した。これを踏まえてワイヤロープの

て」の講義が行われました。

し、取り付け方法など、実際に使用する際の

講義は「ワイヤロープ

と こ ろ か ら 始 ま り、 レ

注意点などが説明されました。

とは何か」という

さらにワイヤロープの点検検査方法につい

ジュメの図表をも

とにワイヤロープの構成・種類、撚り方や使

て説明がなされ、最後に法律に基づいた遊戯

て、まず説明されました。

説明が行われました。

機械のワイヤロープ検査基準について詳細な

用機種・用途によって異なる形状などについ

協会活動

第 23 回理事会

日時：16 年 12 月 10 日

16：30 〜 17：30

場所：ＪＡＭＭＡ大会議室

平成 28 年度重点事業計画（案）

出席：理事 11 名、監事２名、

1．アミューズメントマシン（AM）産業に

◎議題

2．AM 産業に関する技術開発・標準化事業

経産省担当官３名

関する調査研究事業

28 年度重点事業計画に関する

3．AM 産業に関する情報の収集・提供及び

標記の件について、事前に会員企業に対し

4．AM 産業に関する内外関係機関との交流

第 1 号議案
件

展示会・講習会等の事業

て実施したアンケートの結果を踏まえた上で

事業

く承認された。

報の収集・提供及び展示会・講習会等の事業、

事業を行う。また各事業については、前年度

共催（JAEPO の開催）を行います。また 4．

事業、又は収益活動に分けられている。

業、の中で（5）ＩＡＡＰＡアジア主催ミー

作成された平成 28 年度重点事業計画（案） 5．AM 産業に関する登録事業
なお、28 年度は 3．AM 産業に関する情
が、事務局から説明され、審議の結果異議な
なお、28 年度も次の 5 つの事業を中心に

の中で（4）AOU、KADOKAW との展示会

に続き公益性の高い事業、業界活動に留まる

AM 産業に関する内外関係機関との交流事
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協会活動

第 23 回理事会

ティング開催に向けた支援活動（詳細は第４

催

れます。

全セミナー及び親睦会を開催したい、

号議案で審議）。が新たな活動として注目さ

第 2 号議案

③これ等の前段階として 2016 年 9 月に安
との要請があった事を受け IAAPA との打

会費規定の改正に関する件

ち合わせを行ったことを報告。

16 年の会議については、IAAPA 主催で 9

標 記 の 件 に つ い て は、 旧 JAMMA、 旧

月予定で開催することで同意した。費用は

業部として継続したことによる問題点を踏ま

通手段の手配などの協力が要請された。今後

JAPEA、旧 NSA が統合する際、旧団体を事

IAAPA が負担し、JAMMA は、ホテルや交

え会費規定の見直しを特別諮問員会（委員長： は両団体で機関決定次第、具体的な内容につ
橘正裕副会長）で審議している。今回の理事 いて詰めていくことが了承されました。
会では審議経過の報告が行われ、次回理事会
で会費見直しの方向性を示すことで了承され
ました。

第３号議案
する件

◎報告事項

1．各部会の活動報告

（1）AM マシン事業部会

任期満了に伴う役員の選任に関 （2）遊園施設事業部会
（3）SC 遊園事業部会

標記の件について、事務局から、定款に理

2．ジャパン アミューズメント エキスポ
2016

事の選任方法について規定がないことから、 3．賀詞交歓会
一般社団化本委員会で定めた規定をもとに、 4．年間スケジュール
次回理事会に理事の候補者を推薦することで
了承されました。

第４号議案 IAAPA 展示会の日本開催に向
けて

標記の件については、事務局から、IAAPA

から

報告事項の中でＡＭマシン事業部の活動報

告は①ＪＡＭＭＡホームページ新コンテンツ
の制作②デジタルコンテンツの景品利用に向
けた取り組み③ＡＭ機器に関するＪＩＳの制
定について④ＡＭ機器の部材やメンテナンス
方法の共通化について報告された。

遊園施設事業部会からは 12 月２日に開催

① 2019 年 IAAPA アジアトレードショーの

された遊戯施設安全管理講習会（詳細は別掲）

②日本でアジアショー開催に当たり 2017

回ＳＣ施設事業部会開催について②エア遊具

察を行うリーダーシップカンファレンスの開

た。

日本開催

の報告が、ＳＣ施設事業部会からは①第 12

年に、数百名程度の規模で会議及びパーク視

の安全管理セミナーについてが報告されまし
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