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【基調講演】 

司会者：西村理事長、ありがとうございました。それでは、プログラム１番の基調講演と

いうことで、副理事長の谷岡より「IR において日本の国のあるべき姿」と題しまして講演

をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

谷岡：皆さん、こんにちは。谷岡といいます。この IR……ちょっと準備ができるまで、雑

談などをしたいと思います。理想はどうあるべきかという話と、それから学術的事実は何

かという話は、全く別の話でございます。この依存学推進協議会というのは、今、西村理

事長が申し上げました通り、世の中には依存というものがポジティブに使われているケー

スもある。例えば、テレビチャンピオンなんていうテレビ番組がありまして、見ておりま

したら、チョコレートチャンピオンとか、ラーメン王とか、いろんなものが出てくるわけ

です。でも、考えてみたら健康に良くないですね。チョコレートばかり食べて体を壊す人

は、じゃあ、それ、健全なのか。それともどこかで病理的な感覚、やめられなくなってい

るということがあるとすれば、それはかなり問題ではないか。では、どこからが問題で、

どこまでが健全で、そういうことも研究してみようじゃないかと西村理事長と当初お話を

した覚えがあります。でも、このように今日は、「IRにおいて日本の国のあるべき姿」とい

う題を与えられておりますので、そのように講演をいたしますけれども、主にギャンブル

依存症を中心に幾つか私どもが日夜研究した研究の知見を含めてご紹介申し上げたいと思

います。 

 まず、IR とは何かというのをちょっと、これは釈迦に説法ではございますが、基本的な

ことを知っていただきたいと思います。世の中では、この法案のことを「カジノ法案」と

いう言い方をしております。ただ、私としては、これは観光に資する新しい産業だと考え

ておりますから、新しい産業というのは要するに、例えば今日ここにマリーナベイ・サン

ズのタナシェビッチさんにおいでいただいてますが、あのマリーナベイ・サンズでどれぐ

らいの職種のリストがあるかというと、900種類ございます。900のジョブタイトルがある

んです。そのうち 300 以上は皆さん、聞いたことも見たこともないようなものばっかりで

す。早い話が、この IRというものができたときに、どれだけ新しい職業が増えるのか、新

産業としてどれだけやっていけるのかが全く皆さんの予想を越えている範囲だと信じてお

ります。マリーナベイ・サンズとリゾート・ワールド・セントーサ、シンガポールにでき

ました２カ所の IRで約４万人以上の雇用が生まれております。しかも、これは重要な点で

すが、結構賃金が良いんです。今、日本の観光産業の一番の問題と言ってもいいぐらいの

問題は、賃金が安すぎることです。観光産業というのは、もう何か、どちらかといえば、

かなり下の職業に追いやられていますけど、本来こんなものではない。観光産業というの

は立派な、そんじょそこらの学者よりも高い給料を取ってもいいレベルの職業だという風

に思います。ですから、この IRというものがめざすところのもう１つの目的に入りますが、

それは少なくとも、日本における観光産業というものの地位をもっと上げるんだと。そし

て、そこに携わりたいという人たちをとにかく増やしていこうということも１つの目的と
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してございます。例えばシンガポールに関して言えば、オープンした当初から５年間続け

て、平均して GDP13％アップいたしました。GDPですよ。単に観光客が増えたとか、IRの売

上が増えたというのは違います。シンガポール全体の GDP です。今、インバウンドで大変

日本は調子が良く、景気も含めて悪くはないですけれども、それでも、これはいつストッ

プするか分からないし、海外の方策によっては急にストップする可能性もある。そういっ

たいろいろな状況の中で、IR というのはこのカジノが中心になります。それはもう間違い

ないです。心臓部分で、この部分で人とお金を回します。そして、残りを融合的にいろい

ろなもので囲みながら、複合的に相乗効果を求めた新しい観光インフラ、それが IRである

というふうな考え方ができるでしょう。これを細かく説明していると全然時間が足りない

のでやめておきますけれども。 

 本日ここで使います用語には、正式な用語ではないものも多く混じっております。例え

ば「ギャンブル依存」という言葉は、実は正式用語でも何でもございません。私が 1996年

に勝手に作っただけのことで、正式な用語ではないのですが、世の中ではこの言葉が随分

独り歩きしているみたいなので使わせていただきます。最近出ました定義では、ギャンブ

ル依存という状態はどんな病気なのか。また、病気ではないのか。そういったことも全部

実は定義が変わっております。ですから、この定義の変化なども含めて、今日は言葉とし

てそういう言い方をしますけれども、決して正式な用語ではないかもしれないということ

をご理解ください。これだけは言っておきたいのは、このカジノが果たすエンジン役、心

臓役、人とお金を回す役というのが主な役割ですから、実はそんなに儲からなくて結構な

んです。ここはかなり勘違いされている部分で、カジノというのはお金と人を回す役割が

中心ですから、どこかの国みたいにたくさん儲かるというのは、別に必要ありません。例

えばラスベガスで言えば、210何カ所のホテル、カジノいろいろございますけれども、それ

全体で 8,000 億円いっておりません。ただ、マカオなんかは６兆円とか、そういうレベル

になっておりますから、それはちょっとさすがに IRの機能として、カジノの機能が大きす

ぎるのではないかなという感覚はございます。 

 さて、私が言うところの IR法、カジノ法という呼び方がいかに実態から外れたものであ

るかというのは、もう私の感覚の中では明らかなのですが、一部マスメディアはそういう

言い方をいたします。それは置いておきまして、2016 年 12 月に成立しました基本法、IR 

Promotion Lawというのは、全体的な枠組みを決めます。そして、先日成立しました実施法、

IR Implementation Lawというのは、より細かい内容になっておりますけれども、それでも、

まだまだ実は細則が決まっておりません。何百ページもありましたかね。また、その間、

基本法の中でギャンブル等依存症対策法をつくりなさいという付帯決議がありました。実

際に去年の７月に通っておりますけれども。そういう意味で、今日お越しの中川さんは、

その組織の室長をなさっておられますので、こういう対策も現在は進められております。

ただ、名称についているギャンブル「等」、この「等」というのは、要するにパチンコです。

つまり、もう端的に言いますが、パチンコというのは法律上、正式にはギャンブル種目で

はございませんので、この「等」という言葉になりますけども、やはりギャンブル依存症
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対策を考えるにあたって、パチンコを外すとかなりいい加減なものになりますので、パチ

ンコは入れておかなければいけないということになります。 

 さて、今日はギャンブル依存症についてお話をしますが、一番初めに話をしなきゃいけ

ないのは、ギャンブル依存という病気が仮にあったとして、これは一体誰の責任で、誰が

お金を出し、どんなふうに対策をするのかという基本哲学ですね。この基本哲学が話し合

われた例は、1960年と 1968年のイギリスにおいて、国会の中で王立委員会というのが立ち

上げられた例があります。反対派も賛成派もバランスよく議員を集めまして、その中でこ

れからわが国のギャンブル行政はどうするべきであるかということが王立委員会の小さな

委員会の中で話し合われました。国の役割としてギャンブル依存症に対する責任は社会が

取るべきか、もしくは、それぞれの家族や個人が取るべきなのか。今でこそ個人責任だな

んだっていう感覚も見たことがありますけれども。仮に、ギャンブル依存症というのが

1,000 人いたら、10 人ぐらいかかる風邪のようなものであるとすれば、それに対し、本人

に責任を負わせるのはちょっとおかしい。やっぱり社会全体で、そのひずみの中で出てく

るギャンブルをやめられない人たちへのケアは社会がするべきだと、そういう考え方にな

ります。ですから、社会の責任なのか、まず個人の責任なのかということが、しつこくそ

の委員会で話し合われました。イギリスで 1960年に出されました報告の結論的なことを言

いますと、こういうことです。イギリスは、できれば不要な規制や法律をなるべく外して

いき、そして、ちょっと失礼な言い方をしますが、大人の世界に入るべきだと。つまり、

ギャンブル依存症だった方が子供だと言っているわけではありませんが、少なくともギャ

ンブルを子供に禁止するようにある種の人たちに対しては禁止したり、ケアしたり、いろ

んなことを国がしていくのは別問題として、社会が面倒を見るべきものとは考えないとい

う。つまり、これから基本的にイギリスという国は、ギャンブル以外も含めてリベラルな

世界をめざすべきだという基本的精神が話し合われました。 

 そこにおきまして、ギャンブルについて特にそういう結論が出た理由としては、まず１

つ目に、客を守るためには競争させる方がよろしいというのがあります。これは実例です

けども 1968年、最終的には法案で「スポーツブッキングを自由にやってよろしい。もうこ

れから合法化します」という宣言が出たとき、380カ所のスポーツブッキングが市場に出て

まいりました、ロンドンだけでね。ロンドンだけで 380 カ所の、それまで違法に営業して

いたスポーツブッキーと呼ばれる小さな賭け屋、サッカーの結果とかいろんなものを賭け

るんですが、その賭け屋が市場に出てまいりました。そして 15 年後の 1983 年、何軒残っ

ているかを調べましたところ、何と 75軒に減っている。どこが減ったか。もう端的に申し

上げます。客からぼったくっていたところが消えていったんです。つまり、380軒が価格競

争を始めることによって、客に対し不親切なオッズを提供するブッキーは淘汰されていっ

た。つまり、競争し、客に薄利でゲームを提供するというブッキーだけが、75 軒残ったと

いうことになります。つまり、これで得をしたのは誰かと言いますと、正直に言います。

客です。エンターテインメントとして日ごろの娯楽としてスポーツの賭けなどを含めて賭

けを楽しもうという人たちがたくさんイギリスにはいた。その人たちが、一番価格のよい
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賭け方をできるようになった。それだけでも大変いいことだというふうに考え、結論付け

てもいいかと思います。 

 もう１つの理由は、禁止してもなくならないという意味です。古今東西、日本でも 689

年の持統天皇の禁止令に始まって、もう何十回と実は禁止令ができましたが、全部骨抜き

になり、闇組織の資金源になりました。そういったものを含めて、この王立委員会の報告

書には「禁止しても闇組織だけが資金源にするものである。従って、市場に出し、健全な

競争をし、不当な競争が起こらないように監視することが国の役割である」。そういう言い

方で実際に、このギャンブル依存というのは最終的に個人の責任に、リベラルなソサエテ

ィをめざすべきだ。ただし、世の中には子供に禁止するように、やはり禁止してあげない

とやめられないタイプの人たちもいる。それは認めざるを得ない。そういう人たちに対し

ては、やはり国が今まで以上にケアしてあげなければいけないし、正しい道に進むような

条件付けをしてあげなければいけないということがこの法案に実は盛り込まれています。

従いまして、ギャンブル依存に関して、日本がどういう対応を取るか知りませんよ。最後

は社会の責任か個人の責任か。もちろん国が親代わりになって禁止してくれと、そういう

国もあってもいいと思います。でも、考えてみてください。アルコールやチョコレートな

んかを大人になれば自由に好きなだけ食べることができます。子供は、ほっといたらチョ

コレートばっかり食べるから、「ニンジンも食べなさいね」とか言いながら親がコントロー

ルしなきゃいけない。でも、アルコールやチョコレートに関しては、食べ過ぎで心臓病に

なろうが、タバコを吸い過ぎて肺がんになろうが、それはもう、大人ならば大人の責任な

んだと。そういう考え方を取りあえずいたします。でも、ギャンブルに関しては、あまり

に常習性が激しいから国が介入して禁止しましょう。もしくは、ケアしましょうという考

え方も、当然成立いたします。ですから、これはどういう政治哲学を日本人が選ぶかとい

う問題にすぎません。アルコールは自由化してアルコール中毒で困る方がいても、自分の

責任でやってもらいます。でも、ギャンブルは違いますよと。それはそれで１つの見識で

すから結構です。でも、どこが違うのかなというのは正直な感覚ではあります。 

 政府の関与のレベルといたしまして、次の紙を見ていただきましたら分かりますように、

この自主的任意性の強いものは、実はこれはどちらかといえば、民間企業界が中心になっ

て進める賭博施行というふうに考えています。これは美原さんという方の図なんですけど

も。強制的なものはやはり、社会的な危害を縮小化するための具体的な政策、そして政府

の関与の強さをちょっと見せております。これだともっと分かりにくいので、もう少し分

かりやすくご説明いたしますと、義務的対応と自主的対応があるであろうと。政府がどの

ぐらい関与するべきかという強制的な取り組みに関しては、供給量抑制施策であるとか、

賭け金行動抑止策だうんぬん、そういった幾つかの義務的な制度は法律の整備がなされな

ければなりません。でも、自主的な対応として特に民間施行者を中心として自発的・任意

的に取り組まなければいけないものが、リスクの周知徹底・啓蒙であったり、カウンセリ

ング、自己排除プログラム、問題顧客の具体的なブラックリストをつくってというような

対応をするのは現場ですから、現場の対応になります。ですから、義務的対応と任意的・
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自主的対応があるということを覚えておいてください。それを例えば日本での例にいきま

すと、国レベルや地方自治体、事業者、民間団体、こういったものが、それぞれがどんな

役割を持って、どんな部分にどういう風に貢献するべきかと。例えば治療、例えば法律改

正や制定、研究はどうか、予防はどうか。民間で頑張っておられる治療施設に対する補助

金などはどうかと。そういった考え方をしなければならないんですけども、その前に考え

なきゃいけないことは、誰がどこに、どれだけお金を出さなきゃいけないのかという基本

的な哲学です。先ほど自主的対応、国はパターナリスティックに進むべきか、リベラルな

国をめざすべきかと、そういう言い方をいたしました。だから、ギャンブル依存に関与す

るときに、自主規制から強制的な規制に至るこういうレベルで、民間はどの部分をどれだ

け賄うべきか。そして、その理由は何か。地方自治体はどの部分にどれだけ関わり、そし

て、その背景にある政治哲学は何か。国はというふうにやっぱり分けて考えなければ、誰

がどこにどれだけお金を出すのかという感覚はまるで、その焦点のぼやけたものになりま

す。「とにかく、これまで困っているから金くれ」と。そういうのは、楽は楽なんですけれ

ども、どちらかといえば、正当な入り口ではなく、緊急的な要件にすぎない。それよりは、

国全体の対策として、また、地方自治体が条例やいろんなことで決めていくこと。そして、

民間はどうするんだということに関しては、もっともっといろいろな考え方をしなければ

ならないというふうに考えられます。 

 海外の事例ですけども、ギャンブル依存に対する対策は幾つか行われておりまして、今

日も西村直之さんが来ておられますが、緊急のヘルプラインであるとか、広告規制。これ、

日本ではテレビコマーシャルで宝くじの宣伝をいっぱいやってますでしょう。私、あまり

いい気持ちになれません、正直言いまして。「おお、当たった」とか、芸能人なんかが騒い

でいるあれを見るだけで、私は気分が悪くなってくるんですね。というのは、海外では少

なくともアメリカの例だと、どの州でも当ったところを見せる広告は一切禁止されていま

す。それ以外に、広告自体が禁止されている州もいっぱいあります。それはやはり、下手

にある特定の人々の心を刺激し、そして宝くじを買うという行動を、またはギャンブルを

するという行動に走らせるような動機付け、ましてや正直に言いますが、胴元が必ず儲か

るんだから、もう「当ったー」なんていうのは、かなりレアなケース。そんなものをテレ

ビの宣伝媒体を使って流すのは、あまりよろしくないという考え方を持っているからです。

例えば、カリフォルニア、サンフランシスコ郊外にありますあるインディアン部族のカジ

ノには、50マイル以内に宣伝のボードを、「あっちへ行ったらこのカジノがありますよ」と

いうボード、数枚までしか付けていません。そういうふうに、地方自治体でしか決められ

ない規制もあるんです。これは別に国の法律でも何でもございませんけれども。 

 それから、当初イギリスのカジノではアルコール飲料の提供は禁止されておりました。

その後徐々に、さっき言いました 60年、68年の解禁によって、なしくずしにちょっとずつ

実験的に、「これだったら合法化しても、この部分は許しても問題ないな」と。ライブミュ

ージックだとか、いろんなものが当初は禁止されておりましたけども、それも現在では問

題ないなというレベルになっています。信用貸し規制、これは重要ですね。日本でもどう



 8 / 55 

 

いう人たちにどういうお金を貸すのか貸さないのか。「100 万持ってきたけども、全部すっ

ちゃった。あと 100 万貸してくれ」と彼が言ってる。どうしましょうみたいな話は、いろ

んなカジノであり得ます。でも、そういったときに、それをするのかしないのかと。正直

言いまして、こんなのは、私の意見ですが－これは個人意見ですよ－そんなのは国が決め

ることじゃないんです。事業者が決めればいいんです。返ってこないというリスクも取る

わけですからね。だから、信用貸し規制をどうするか。従業員の教育訓練はどうあるべき

か。従業員の問題あるギャンブル行動、乖離策。というのは、従業員というのは結構ギャ

ンブルが好きな方が多くて。しかも、ラスベガス辺りに流れてくるディーラーというのは、

ほかのところで失敗して、実は流れてもう１回いちからやり直そうという方が結構おられ

ますので。そういう意味で、もともとギャンブルの大好きな方が結構おられます。それか

ら負け額上限設定、これはイリノイとかアイオワとかいろんなところで負け額の上限を設

定して、オーストラリアの一部でもやっていますけども、「私が 300ドル以上負けたら止め

てください」とか、そういう言い方をいたします。それから、マーケティングやダイレク

トメール、「「次、割引セールがありますよ」みたいなダイレクトメールをうちへは送らな

いでください」という申し込みもできます。これは言いましたね。 

 それから、一番重要なのはセルフエクスクルージョンです。これはあとで言いますよう

に、一番効果的なものとされています。誰しも、例えばカジノに行って、10 万円負けた。

「もうやめたぞ。俺はもうきっぱり決心した。もう今後絶対行かない」と思った瞬間、そ

の自分の顔写真を登録するわけです。そして、もし俺が来たら追い返してくれと。これは

大変効果的であるだろうと言われておりますし、実際その効果はいろんな研究で報告され

ています。シンガポールでは、いわゆる病気と呼ばれているレベルの方は 0.2％まで減って

います。普通は、先進国では２～３％まではいくんですけども、大体、病気レベル１％、

その予備軍が２％、合わせて３％と考えていいわけです。シンガポールの場合は予備軍が

0.5％、病気が 0.2％、合わせて 0.7％ぐらいまで減りました。その一番の理由は、このセ

ルフエクスクルージョンであろうと言われていますけども、はっきり原因と結果が実は分

かっているわけではございません。このセルフエクスクルージョンというシステムですが、

これは３年間、私が来たら追い返してくれっていうのもありますし、５年というのもあり

ますし、一生というのもあれば１年というのもあります。そして、今の顔認証技術だと、

どんなに変装しても駄目です。やっぱりやりたくなる人がいて、付け髭をつけたり、サン

グラスをかけて入ろうとするんですが、全部分かります。一卵性双子などのまれな例外は

あるかもしれませんが、ほとんど 99.9％、顔認証は正しく認識いたします。ただ、このセ

ルフエクスクルージョンを家族が行うとどうなるかという問題があります。第三者エクス

クルージョンという言い方をしていますけれども。例えば、かなりギャンブルにお金をつ

ぎ込む旦那を持った奥さまが、「この人が来たら追い返してください」というシステムも、

韓国、シンガポール、アメリカの一部、その他多くのところで実は稼働しており、実際に

行われています。それによって訴訟も起こりました。「俺の権利は俺の権利だ。家内といえ

ども、そんなもの制限できるか」っていう理屈ですけども。裁判所が両方の言い分を聞い
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た上で判断するというふうに今はなっています。それから治療予算の財源化。要するに、

これは財源化という前に日本においては、例えば保険医療の対象になるのかどうか。本当

に誰でもかかる病気なんだとすれば、保険というのも考えたほうがいいのではないかなと

いうことになりますけども。 

 でも、ここで気を付けていただきたいのは、これはあくまで海外の研究の事例です。日

本でこれが役に立つかどうかは未知数です。それだけは言っておきます。ですから、異文

化という設定、特にパチンコやパチスロの機械が 430 万台ある日本において、それが実際

にうまく稼働するのか。例えばアメリカでは、インディアンカジノという特殊なカジノな

どを全部含めても、ギャンブルのマシンは 89万台しかありません。日本は 430万ですから、

その 89 万台の５倍ぐらいの機械がある。人口は半分ですから、実質上 10 倍あるとお考え

ください。もうそんな状態なわけです。ですから、現在そういう状況である日本において、

こういった施策が本当に役に立つのか立たないかというのは、全く別の話です。それは申

し上げておきましょう。 

 ここで特に言いたいのは、要するに実態の把握が先にあるべきだということです。本当

は定義の問題もあるんです。何をもってギャンブル依存とわれわれは呼ぶべきか、呼んだ

らいけないのか。日本において、ギャンブル依存症の海外の定義をそのまま当てはめます

と、かなりパーセンテージが高くなります。先進国の中でも比較的高い状態になるでしょ

う。この定義というのは DSM-Ⅲという 1980年の診断基準で最初に打ち出されました。DSM-

Ⅳでも、それが継承されました。ところが、DSM-Ⅴが 2005年に出される前、われわれがア

メリカで３年に１回開いているギャンブル依存症の学者たちが集まる会議があるんですけ

ども、その会議に全米のアメリカの精神医学会からお尋ねといいますか、依頼があったわ

けです。ギャンブル依存症というものをもう一度定義し直してくれと。その３年に１回の

会議は来年開かれる予定になっていますから、またそのときには新たな動きがあるかもし

れません。ギャンブル依存というものの定義は、実はこの 20～30年間変わり続けておりま

すし、それを診断する基準も変わり続けております。また文化軸によっても違います。 

 そういったいろいろな事情の中で、じゃあ、ギャンブル依存症というものをどう定義し、

それを実際に把握するにはどうすればいいのかという問題になるわけです。日本のデータ

というのは、どちらかといえば、かなり変だなと思うものもございます。厚労省が行った

調査では、2013 年に 536 万人だと発表して、いろんな新聞に取り上げられました。これは

ちょっと用語の問題もありまして、ギャンブル依存症の危険性ある人も全部含んでおりま

すし、過去に１回はまって、今は何もしてない人も含んでおります。だから、その数字は

ちょっと大丈夫？という感覚はございました。そして 2017年には今度は厚労省、同じよう

な測り方でしたけども 320万人いるという発表をいたしました。「じゃあ、この間４年間で

210万人も減った理由は何ですか」って聞いても、お答えはありません。ありませんが、要

するに、その元データを見せてくれないんです。本当です。私、何回か請求いたしました

が、ローデータを見せてくれない。われわれの学者の世界では追試のできないこういう表、

統計結果、論文というのは、かなり疑問符を持っていなければいけないというふうに考え
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ています。従いまして、追試のできない数字をかなり出してこられたなと。後ほど大阪市

で金森さんのほうから具体的な数字、この数字であろうという数字も恐らく出されると思

いますが……。パンフレットに書いてあります。それだと 70万人程度というふうに書いて

あります。で、一体どれが正しいんだと。まぁ、どれが正しいかは別にどうでもいいです。

それが５人であれ、10 人であれ、大きな問題であることには変わりはないし、絶対われわ

れは対策が必要だし、それに対してどう考えているのかという基本的な精神も重要です。

重要なんですが、少なくとも考えてほしいのは、何て言いますか、どう定義し、どう測定

し、そして実態はどうなのかということをもう一度ちゃんと知らなければ、対処しようが

ないという点でもあります。 

 もう１つありますね。ここにアルコール依存、薬物依存、うつ病、その他のものを併発

と書いてあります。というのは、ギャンブルをやめられなくなっている人たちは、実はお

酒にもはまっている、薬物にもはまっているという結果が、アメリカでは多数報告されて

おります。共依存と呼んでいる問題ですけれども、この共依存、併依存、もしくはコハビ

テーション、コーモービリティという言葉、正式にはコーモービリティという言葉で表現

していますけども、幾つか、複数のものにはまってしまっていると考えられている人がい

るわけです。すると最終的にギャンブル業界が、例えばお金を出すとかいう話になった場

合、じゃあアルコール業界は何もしなくていいのかと、そういう議論も起こるわけです。

だから、誰がどこで、どんな責任を取るのか。それは全てデータがないと何も把握できま

せん。そういった状態が現在は続いているということだけ認識してください。私に言わせ

れば、私生活、仕事、経済生活に深刻な弊害をもたらすほどのめり込む状態を、ほぼ問題

あるギャンブリングであるというふうに考えています。この表を見ていただいたら明らか

で、これはよくいろんなところに出すんですが。ギャンブル依存というものをずっと研究

してきた私どもにとってというか、われわれギャンブル依存の研究者にとって、問題は要

するにどう治療するかではないんです。この部分だけだと思ったら大間違いで、まず、ギ

ャンブル依存症にどのような啓発が可能か。要するに、若いころ、高校生までの教育とし

て、どんなことをすべきなのか。例えば海外では、「ギャンブルというのは必ず胴元が勝つ

ようにできております。なぜなら……」というふうに数学的な意味をパンフレットの中で

しつこく証明してみせます。「だから、たまたまあなたが２～３回続けて勝ったようなとき

でも、それは単に数学的なこういう意味しかないんですよ」ということを高校生までの間

にしつこくお教えします。薬物やアルコールに関しては、「体を壊しますよ」といういろい

ろな事例も紹介します。教育で役に立つかもしれないと思われているのは、やはり数学的

な事実として「必勝法なんかないんだよ」と。また、「あなたがやっているやり方でずっと

勝てると思ったら間違いですよ」というのを正直な数学的な事実として啓蒙する。はまっ

たらどうなるかも教える。そういった教育レベルですね。「あなた、ひょっとしたら病気じ

ゃない？」みたいな軽いレベルになったときに、予防、相談、カウンセリング、こういう

ステップがあります。このときはまだ予備軍か、その手前にすぎないレベルです。でも、

この段階で病気の重くなる状態と仮に言っておきますが、その状態になる前に、かなりい
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ろいろなことが実はできるはずだと。ところが日本では、1990 年代までは自分が病気かも

しれないと思っていた人、例えばパチンコにずっと通い続けている人の中に、そういう人

はほとんどおりませんでした。つまり、これが病気かもしれないという認識は世間にはな

かったからですね。そして、それがやめられなくなって、周りに迷惑をかけるようになっ

て、やはり治さなきゃということで介入が始まるんですが。そのときには、もう隔離する

ケースも出てきます。治療法は実は、80 年代から数十種類は考えられましたかね。愚にも

つかないいろんな治療法がありました。場合によったら、負けないように必勝法を教える

なんていうのがありましたけど、そんなのむちゃくちゃだと、そういうのもありました。

ただ、負けないように必勝法を教えるというより、負け額が少なくなるような賭け方を教

えるという治療法はあります。それだけは言っておきます。 

 そして、今度は治ったら治ったで、そのあとぶり返す人もいるわけです。もう１回やっ

ぱり思い出してやっちゃったと。アルコールも一緒なんですけども、断酒したのに、また

ちょっと飲んでしまったがゆえに始めちゃったと。そういうケースもございますので、ア

フターケアをどうするべきか。それも依存症への対応という感覚でのわれわれの研究材料

です。ただ、アフターケアとしてどういう期間、どういう人たちが、どういうやり方をす

るのが一番いいのかというのは、海外での事例によってある程度われわれは予想はつきま

すが、日本人にこれが一番いいというものが分かっているわけではありません。その間、

家族の方々も一番迷惑をこうむる方々ですけども、協力態勢やサポート態勢は、この予防

相談以降、どんなことをしなければいけないか、どういうことをしては逆にいけないか、

いろんな説はありますけども、ちゃんと臨床実験されたものは意外と少ないです。例えば

海外のある州では、弁護士がついて具体的に返済計画を立てさせたりします。そして、ど

うしても本人の収入で返せないときには、その弁護士が債権者に対し説いてまわることが

あるんです。「もし負債を半分にしてくれるなら返せる。それ以外だったら、この人は破産

宣告して、あなたには一銭も入ってこないよ。どうしますか？」みたいな、半分脅しみた

いな返済計画の割引も弁護士がしてくれるケースがあります。というようにして、ギャン

ブル依存症と聞くと、大抵治療だうんぬんだ、また、精神科医のお医者さんだという感覚

しか浮かんでこないかもしれませんが、実は対策といっても、いろんなレベルでいろんな

ことがなされるんだと。それをどの部分を誰がやるかというのが、この現在お話ししてい

る内容でもあります。 

 レスポンシブル・ゲーミングという動き、これは RGという頭文字でよく書かれています

が、アメリカで始まりました。最初に言いましたように、個人の責任だからほっときゃい

いという考えもある。あるけれども、IR 業界の人間がこうした困っている人たちを増やし

ているのであれば、それに対して真摯に向き合って対処していこうという動きです。要す

るに事業者たちが発案し、政府、自治体への協力を求め、民間とも協力して、このレスポ

ンシブル・ゲーミングという動きを始めました。アメリカにおける 20世紀の後半ですけど

も。これは予防中心で、できることをやっていこうというものです。経験的証拠、または

補強証拠に基づいて、なるべくそういったものに研究予算も出していこうと。だから、個
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人の責任としてほっておけばいいと言えばそれまでだけれども、そういうことじゃ、やっ

ぱりこの業界は長続きしない。やはり自分たちでつくった、ひょっとしたら負の部分、ひ

ずみの部分はケアしていく責任があるんじゃないかという考えの下に、かなりのお金を使

い、治療、相談、そして研究、そういったものにお金を投資してきたというのが本当のと

ころです。 

 さて、シンガポール、この数字はよく見るので、もう省いておきます。これはいつでし

たかね？ケベック州でギャンブル依存症というのは、１年後、２年後、３年後、どんなふ

うに増えたり減ったりするのか、ちょっと調べてみようということで、カジノ開設前と開

設後の発生率を調べてみたんですね。こういった幾つかの調査の結論を大体要約しますと、

こういうことになります。一時的にギャンブル依存症患者はギャンブル場ができたところ

に増える。それは間違いない。ただそれは、やがて飽和状態になり徐々に減っていく。そ

ういう研究が至るところで報告されております。このギャンブル依存症の報告が増えると

いうのは、相談窓口が増えたということの実は裏返しかもしれません。というのは、ドメ

スティックバイオレンスだとか、いじめ、この間でもいじめの数字とか、そういうものが

発表されたときに、過去の定義との、過去の統計の取り方なども全部違うという状態の下

で、われわれは数字で増えたの減ったの言っているだけです。もともと自分が病気である

かもしれないと思ってもみなかった人、もしくは、相談したくても相談先がなかった人た

ち、そういう人たちのことが実際に潜在的にたくさんいたとすれば、それはドメスティッ

クバイオレンスと一緒で、今の世の中右肩上がりで、倍々ゲームで増えていますけども、

それは単に暴力をふるう夫が増えたわけではなく、訴え出るところが増えたというだけの

ことなんですね。相談する場、ラインも増えたと、それだけのことです。ですから、定義、

それからデータの集め方。データさえなければ、ものは存在しないよというふりをしてい

るほうが私は罪深いと考えています。逆に言えば、ある意味でのカジノ合法化を進めた人

たちによって、このレスポンシブル・ゲーミングの考え方が世の中に出されなかったら、

いまだに頬かむりしているギャンブル業界は幾つもあると思います。でも、今はちゃんと

真摯に考え、そして対応していこうという動きを見せてくれているギャンブル業界の方々

が結構おられるので、それはうれしいことだと思います。仮に、そういうレスポンシブル・

ゲーミングの動きがなかったら、いまだに無視して頬かむりしてる人たちがいたかもしれ

ません。それだけは言っておきましょう。 

 さて、効果が認められた施策として今、先ほどのセルフエクスクルージョンを説明しま

したけど、もう１つ、従業員教育、これが大変効果があるということが現在の研究ではも

う既に分かってきております。例えばシーザーズパレスでは、３つぐらいの従業員教育の

ギャンブル依存症教育のサティフィケートといいますか、認証票といいますか、授業を取

ったよという仮の認定書が出るわけです。従業員はまず全員ベーシックは受けなければい

けません。こういうものが存在するんだということを絶対知らしめる。で、アドバンスト

いうのは、お客と向き合う職業は全員取らなければいけません。そして、この人たちが逆

に、もっと上に報告するときには、エキスパートレベル従業員研修というのがありまして、



 13 / 55 

 

それを持っている人間に報告しなければなりません。その人たちは実際に客たちと話し合

い、お話をし、本人の考えを聞き、場合によっては、「もうここに来てはいけません」とい

う認定を行います。それぐらいの権限を持たされていますけども、そういった従業員研修

というのも大変効果的であるというふうに現在では認められていますが、従業員研修をす

るのはもともと民間ですから、これ、国がやるわけでもないわけです。もちろん国がそう

いうベーシックだ、アドバンスだという認定書をあとで裏付けてあげることはできるだろ

うし、自分たちで国家試験みたいにすることも可能は可能ですけども、こういうのは民間

に任せておく方が、かなりお金は節約できると思います。 

 これはシーザーズパレスの責任あるゲーミングに関する従業員研修３つのモジュール、

今、言いましたね。責任あるゲーミングに対する認識は全従業員。責任あるゲーミングに

おける役割は、お客に接する従業員および全管理者。責任あるゲーミング・アンバサダー

研修は、お客さまと会話する各施設における一部の従業員。こういったものを全てレベル

に分けてちゃんとやっていく。ややこしいので説明はしませんが、例えばこういうふうに

流れ作業で責任あるゲーミングに関する従業員研修というものができておりまして、実は

シーザーズパレスの代表、このジェーンさんという人は、ネバダのゲーミングコントロー

ルボードの依存症の方の代表でもありますので、今、ラスベガスでは、シーザーズパレス

で出入りを禁止されて、セルフエクスクルードされた人は、別のホテルへ行っても同じこ

とになるように、全ホテルに登録をしています。では、日本を考えてみてください。例え

ばある駅のパチンコ屋で「あなた、来てはいけません」とセルフエクスクルードをされて

も、次の駅に行けばいくらでもあるわけですよ。結局、11,000 軒近くある日本のパチンコ

屋さん全部が横の連絡を持ってセルフエクスクルードのシステムをつくるなら、それは活

用できます。ですから、そのような方向に進んでくれれば大変ありがたいですが、今は高

校生もスカスカに入っているのが現状ではないかなという風に思います。 

 日本における問題点をちょっと申し上げておきましょう。もちろんパチンコ、パチスロ

の存在です。それから、ギャンブル依存症社会的コストはどのぐらいかということで、よ

くいろんな人がいろんな試算をいたします。例えば失業して給料を 200 万円失った。損失

200万円なんていう数え方もあります。それも決して否定しません。ですが、その人が失業

して、別の人が雇われてその人にその給料 200 万円支払われたとすれば、社会全体では要

するにプラスマイナスゼロなわけです。だから、個人のレベルに還元してプラスだ、マイ

ナスだというのは楽なんですけれども、社会的コスト、要するに、社会全体でどれだけの

コストが余分に掛かったのかという感覚で言うならば、失業でお金を失ったというのは全

く問題になりません。でも皆さん、一番大きな損失をあまり計算していないんです。一番

大きな損失は何かといいますと、家族メンバーへの影響。特に、子供たちへの影響、将来

に対する影響です。これはお金に換算できるものでもありませんが、決して小さくないも

のだと私は信じています。ですから、ギャンブル依存症というものがあるとして、その一

番の問題は何かと私に問われたら、その答えは家族への影響だと。そのように計算しづら

い、また、誰も指摘していないこの部分に関しては、どれぐらいのコストが掛かっている
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のかというのは、実はとんでもない損失が日本において計上されているのかもしれません。 

 さて、そこで問題がもう１つ。誰が経費を負担するのかということなんです。このギャ

ンブル依存症に関しては、実は人材がほとんどおりません。専門家が何人かはおりますが、

そういう人たちを除けば、ほとんどギャンブル依存に真摯に向き合える人たちは、もう存

在しないのではないかという風にゴチャゴチャ話しているうちに、時間がどんどん過ぎて

おりますので、次の部分はちょっと飛ばします。どれだけ人がいるかというのを少し事例

だけ持ってきたんですが。 

 例えば会計システムでも、皆さん、ここに書いてあるこういったことは全部分かった上

で会計システム、要するに早い話が、今度の IRというのは、会計システムも法律も全て違

います。ですから、今までの MBA だの何だっていう感覚で人材を育てようと思っても、無

理です。できません。つまり、人材、ここからはちょっと宣伝なんですが、人材育成が必

要といたしまして……。実は、リーダーとか簡単なライセンスを取れるものは、結構人が

潜在的におりますが、一番欠けていると思われるのは、オペレーターと丁丁発止をやり合

う、また、自治体からの意向を受けて、オペレーターときちんと交渉できる人間、そのレ

ベルの人間が、実は一番足りないであろうと考えております。大阪商業大学を除いては多

分、このプログラムをやっていないと思いますけども。そういう人材育成の必要性という

のが、これから大きくなっていくであろうなと考えています。例えばこの大阪商業大学に

おける大学院の IRマネージメントコース、働いた経験があり、英語がある程度でき、そし

て意欲ある人間でなければ合格できないようになっておりますが、こうして海外のオペレ

ーターとも互角にちゃんと話し合える人間を育てていかなければ、日本の IRというのは成

功にはほど遠いレベルになるかなという風に考えています。 

 最後に１つだけ紹介しておきたいのは、このアトランティックシティというのは、よく

引き合いに出されて「たくさんホテルがつぶれているじゃないか。ほれ、みたことか。カ

ジノなんか失敗するに決まっている」というような感覚で引き合いに出されますけれども、

この赤い部分が実はノンゲーミングレベニューと言いまして、ゲーム以外の収入、すなわ

ち青い部分が、カジノからのギャンブルの収入だと思ってください。このアトランティッ

クシティは、ずっと右肩上がりに成長してきたがゆえに、そのときに将来への投資をどち

らかと言えば怠けました。あまり将来に投資しようとしなかったんですね。ところが、2006

年あたりをピークに、東海岸のギャンブルやカジノ、IR に関する競争相手の出現がありま

した。つまり、各州で合法化が始まりました。それによって、わざわざ何で遠くのニュー

ジャージーまで行かなきゃいけないんだというような感覚でどんどん減っていきました。

今では、将来への投資を怠ったが故の下向きの傾向が、ますます強まっております。 

 ところが、ラスベガスを見てください。この赤い部分、実は今 65％に達しています。要

するに、ギャンブルの収入は 35％以下なんです。それ以外のレストラン、ホテル、ショー、

スポーツアクティビティなど、いろんなもので残り 65％以上の収益を上げています。逆に

言えば、私が冒頭に言いましたように、カジノというのはお金と人を回す役割なんだとい

うのを端的に示している例がこちらでございます。で、こちらはこのころに、もっともっ
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と家族志向でいろんなものに投資していこうと。もちろんコンベンション施設や MICE、そ

の人たちの移動、食事、全てにわたって新たにしていこうという動きをこの辺りでしてお

りました。リーマンショックで一時減りはしましたけれども、昨年でも 4,300 万人の客が

ラスベガスを訪れております。そういう意味で、今、全米ナンバーワンになっています。

このころ、私が研究を始めた 1986年ぐらい、全米で一番客が訪れる場所は、ここニュージ

ャージーアトランティックシティでございました。今、ニュージャージーアトランティッ

クシティは５位以下に落ちております。逆に、その当時３位だったラスベガスは、全米で

１位になっています。日本で IRをもしつくるとしたら、これは私の願いですが、少なくと

も、ラスベガスの 65％を超えるノンゲーミング収入をめざしてほしい。実際に日本だけの

コンテンツ、文化を持っているなら、それはできると私は信じております。ですから今後、

日本における IR というものが仮に完成し、どんどん成長していく実態となるのであれば、

それを実現して欲しいなと考えております。 

 今日、皆さんにお配りしました別紙がお手元にあるはずです。これは後のパネルディス

カッションでお話しをするために、急きょまとめた資料です。今日、私の講演でお話しし

ましたとおり、まず、左側に政治哲学、理想としてギャンブル依存は誰が責任を追うべき

かという政治哲学、根本ですね、そんな中で役割分担はどうあるべきかと。それに対し、

財源はどこからどのぐらい来るべきなのか。例えば、他のギャンブル産業、特にパチンコ

産業などもお金を出し、そしてギャンブル依存症に協力しようという姿勢を見せているの

は、高く評価いたします。ただ、自分たちはギャンブル依存症患者などかけらも出してい

ませんというギャンブル業界もあれば、われわれがやっているのはギャンブルですらあり

ませんという業界もあります。それは、立派に刑法 186条、187条に違反しているにも関わ

らず、ギャンブルではありませんということを白々しく言い、テレビで宣伝もする。そう

いったところもあるわけです。どこか分かっちゃいましたね、ごめんなさい。そして、も

う１つの理想に対し現実というもの、ギャンブル依存症とはそもそも何なんだと。その実

態をどう変えることができるのか。日本は全て先行研究におんぶにだっこしております。

アメリカでこういう結果が出たら、「じゃあ、日本でもいけるだろう」と、そういう感覚し

かありません。ですから、日本から海外に、「こうすればもっといいよ」なんていう考えが

発表されたこともありません。そのため、私が今日ご紹介した内容も全て海外の知見に基

づいていますので、日本のデータとしてはかなり遅れておるなあという風に思います。 

 もう１つ、他分野との協働。先ほど言いましたように、じゃあ、薬物は？ アルコール

は？ じゃあ……っていう風にいろいろな分野、また、京都大学医学部さんにいつも脳の

中を見るような機械でいろんなものを、どの部位が活発化しているか、そういった研究が

行われてはおりますが、いろんなものを取り付けてパチンコをしても、真剣にパチンコを

やってないかもしれないですね。だから、「本当かい？これ」というような研究も実は幾つ

かございまして。だから、そういった研究も進まなければいけないなという風に考えてい

ます。また、日本独自の変数というか、ここにカッコして地域とも書いてありますね。要

するに、大阪だけでひょっとしたら有効な変数があるのかもしれない。長崎だけで実は役



 16 / 55 

 

に立つ治療方法があるのかもしれない。それは各地域がお金を出し、研究費を出して研究

し、そして報告し、それが幾つか蓄積し、メタアナリシスとして、どうやらこうであるら

しいというレベルになるまでは、証拠も何もない、闇の中で鉄砲を撃ってるような政策に

なる可能性があるということです。 

 ですから、さっき言いましたように、いろんなステップにおけるいろんな定義、そして、

それに対する治療、実態把握、予防、原因、治療、アフターケアって書いてありますね。

そういったものを全部含めて総合的に考えていかなければいけない。そして、政治哲学の

理想と学術研究の現実とが組み合わさり、また、切磋琢磨し、場合によっては研究費を出

し、そういったことをしながら総合的対策を立てていく、そういう世の中でなければいけ

ないと考えています。また、その点において日本が世界に貢献できることは何か。今まで

おんぶにだっこの状態であった海外の治験に対して、日本も積極的にこういった問題に対

し、特にギャンブル依存という状況に関しては、かなり特異なものを持っていると言った

ら怒られますけども、少なくともパチンコという存在によってかなり様相の違う研究が進

められるはずだという風に信じております。また、ほかの業界という言い方をしましたけ

ども、薬物やアルコールだけではなく、例えばゲームやネット依存という問題、それが一

体どんな風にこの問題に関わっているのか。では、どういう施策を取るべきなのか。それ

は、これからわれわれの前にある幾つかの問題の１つとして認識しております。 

 最後に、あとのパネルディスカッションでは各地域の方にもおいでいただきまして、各

地域の IRの考えもお聞かせいただけるものと思っています。そんな中において、各地域の

IR はどうあるべきか。そして、いろいろ投げ掛けられている問題に対しては、どう対処す

るべきなのか。そういったものも各地域からご開陳があるものと考えておりますので、ど

うぞご期待いただきたいと思います。それよりも何よりも、ここにおられますいろいろな、

幾つかのオペレーター、またはギャンブル関係産業の方々に一言申し上げておきますが、

この依存学推進協議会では若手の依存学の研究を支援しております。毎年企業から少しず

つお金をいただいて、その少ない原資を公募した研究の中から、当協議会の研究として必

要だと思った研究に対して、研究費として振り分けるということを毎年やっております。

もう 10年以上これを繰り返しておりますが。やはりその原資というのはあってもあっても

足りないものでございます。従いまして、このレスポンシブル・ゲーミングという感覚を

お持ちのオペレーター、企業、その他の方々には、ぜひ若手研究者にもっと研究をさせて

やってほしいということを心よりお願いしたいと考えております。これは私からの個人の

勝手な、また、学会からのお願いでございますが、そういう研究、そして、この依存学推

進協議会ではいろんな人が、もちろんギャンブル依存だけではありません。いろんな人が

研究者として参画しておりまして、その結果はもう 10年以上たまっておりますので、また

冊子にしたり、こういうシンポジウムを通じて、皆さんに結果を発表していきたいと考え

ております。今日は特にギャンブル依存症の話ばかりになりましたけども、ギャンブル依

存症だけが依存症ではないということももう一度確認しておき、私の最後の言葉としたい

と思います。今日はご清聴ありがとうございました。 



 17 / 55 

 

司会者：谷岡副理事長、ありがとうございました。質問の時間は後ほど、パネルディスカ

ッションが終わったあとに設けてございますので、よろしくお願いいたします。それでは、

次のパート、パネルディスカッションは 14 時 20 分からということで、いったん休憩させ

ていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


