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・ 宮崎県遊技業協同組合

・ ウィキペディア
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・ たちかわ競輪
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・ 女性限定 ボートレース観戦＆選手と作ろう！シルバーアクセサリー

・ パンフレット：若松＆芦屋＆福岡ボートレース場がおもしろい！

・ 広報誌：ボートレース広報誌プロペル

・ パンフレット：ボートレースバイブル

・ 報告書：一般財団法人 日本モーターボート競走会 平成 26 年度事業報告書

・ 計画書：一般財団法人 日本モーターボート競走会 平成 27 年度事業計画書

・ 論文：戦後日本における競艇の発祥と展開に関する一考察 古江真之

・ 論文：競艇界のさらなる発展に向けた改善策に関する研究 江口晃生

・ 報告書：モーターボート競走事業活性化検討委員会 報告書

・ 論文：ボートピア設置が周辺地域に与える影響について 海老澤 佳之

・ 国会議事録 第 010 回国会 運輸委員会 第 27 号（昭和二十六年五月三十日（水曜日）

・ オートレースオフィシャルサイト

・ オッズパーク

・ 宝くじワクワク NAVI
・ 宝くじ公式サイト

・ 総務省・宝くじ活性化検討会報告書

・ 宮崎県 HP・ようこそ！宮崎県の宝くじのページへ

・ 文部科学省 スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）

・ カジノ＆レストランＪａｃｋ＆Ｑｕｅｅｎ

・ ＡＫＩＢＡＧＵＩＬＤ

・ 【五輪バド金候補闇カジノ賭博】「ライオンで言えば、がけから突き落とす感じ」 協会、厳格処

分も「這い上がって」と再起に期待（産経ニュース 2016.4.11）
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医療機関・ＧＡ／ギャマノンの連絡先～掲載内容及び利用の注意点 

１．九州各県の精神保健福祉センター 

 治療機関や、ＧＡ、ギャマノンについても紹介を受けられることが多く、ギャ

ンブル依存症に関する重要な初期相談機関になります。 

２．地域毎のギャンブル依存症対応治療機関 

 精神保健福祉センターが把握している情報を元に整理したデータです（精神保

健福祉センターが紹介するものではありません）。但し、医師の異動等もあります

ので、受診を希望する場合には、事前に各医療機関にご連絡の上、受診の可否を

ご確認下さい。 

  なお、医療機関等について情報を出していただけない地域もありましたが、こ

こに治療機関の情報のない県の精神保健福祉センターでも、治療機関等の把握は

しているようですので、直接精神保健福祉センターへ相談されることをお勧めし

ます。 

３．ＧＡ・ギャマノン 

 日本ＧＡインフォメーションセンター及び一般社団法人ギャマノン日本サービ

スオフィスの連絡先を挙げておりますが、ミーティングに参加したい、ＧＡやギ

ャマノンと連絡が取りたいという場合、精神保健福祉センターが案内してくれる

こともあります。精神保健福祉センターへの問い合わせとあわせてご活用下さい。 
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プレシンポジウム開催報告 

『もっとよく知ろう、ギャンブル依存症のこと。』 

日時：2016 年 7 月 9 日（土）14 時～16 時 45 分 
場所：宮崎県弁護士会館 2 階 

１ 基調講演 

宮崎県北諸県郡三股町にある大悟病院精神科医師の内田恒久先生を講師にお招きして、アデ

ィクション（嗜癖）全般の基礎知識、ギャンブル依存症の歴史、診断、臨床的特徴、家族や本

人がすべきこと、そして現在大悟病院で行われている治療の内容等についてご講演いただいた。

基礎的な部分から、詳細な統計データを踏まえた臨床分野のお話まで、非常に充実した内容の

ご講演であった。 
当日のパワーポイント資料を末尾

に添付したので、是非ご一読いただ

きたい。 
質疑応答の時間には、活発に手が

挙がり、「治療期間はどのくらいかか

るのか。」「治療に保険適用はあるの

か。」「宝くじが原因で依存症になっ

た患者はどのくらいの割合いるか。」

等の質問がなされた。 

２ 当事者家族の声 

その後、この日のためにわざわざ鹿児島からお越し下さったギャマノン（ＧＡＭ―ＡＮＯＮ）

鹿児島の方々に登壇いただき、ギャマノンの活動内容と、ご自身の体験談をお話いただいた。 
ギャマノン（ＧＡＭ―ＡＮＯＮ）とは、ギャンブルの問題に影響を受けた家族・友人・パー

トナーなどの自助グループである。グループには匿名で参加することができ、現在、全国各地

に 130 以上のグループが存在している。 
まず始めに、お一人の方から、ギャマノンはプラ

イバシーを尊重するために話の内容は公表しないル

ールであること、話す内容はあくまでもそれぞれの

個人の意見であってギャマノンとしての意見ではな

いことについてご説明があったあと、お二人の方か

ら、壮絶な実体験談をお話いただいた。 
ギャンブル依存症の問題は、当事者だけでなく家

族にも深刻な被害をもたらすことが特徴の一つであ

るが、実際に当事者の家族から生の声を聞く機会は

なかなかないため、非常に貴重な機会となった。終
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了後のアンケートでも、「家族の話は非常に感銘を受けた。」「家族の方がこんなに苦しんでいる

ことは知らなかった。話を直接聞けてよかった。」などの感想が多く寄せられた。改めて、「当

事者の生の声を聞く」そして「被害を知る」ということの重要性を身をもって感じた。 

３ 当会会員調査報告 

  その後、当会シンポジウム部会員によるギャンブル依存症の問題についての調査報告がなさ

れた。被害実態班、産業班、法規制班、海外視察班、医療班それぞれから資料を交えつつこれ

までの調査内容の報告があった。終了後のアンケートでは「弁護士報告でも知らなかったこと

が多く聞けて勉強になった。」「調査報告の時間がもう少し長くてもよかったのではないか。」と

いう意見があった。 

４ 関心の大きさ、被害の深刻さ 

このプレシンポジウムは、開催にあたって事前に一般市民向けにも告知したが、当初、どち

らかといえば 9月の本シンポジウムを開催するにあたっての当会会員向け勉強会としての要素

が強くなると想定していた。しかし、蓋を開けてみると、当日は参加者の約半数が一般市民の

方の参加となった。前日に新聞で告知した効果もあると思うが、最終的に 80 名近い参加者で

会場は超満員、事前に用意していた資料 70 部が不足する事態となった。 
そして、一般市民の参加者の中には、比較的年齢層の高い夫婦など当事者の家族のように見

受けられる方々の姿が目立ち、終了後には複数名の方から「資料は余っていませんか。」「本人

の分ももらいたいのですが。」といったお声かけをいただいた。改めて、反響の大きさに驚くと

共に、この宮崎にも、現在進行形でギャンブル依存症の悩みを抱えている方が多くいらっしゃ

ること、その被害がとても身近で、かつ深刻であることを実感した。 

５ 終わりに 

今回のプレシンポジウムを通じて、これまであまり取り上げられてこなかったギャンブル依

存症当事者及びその家族等の被害実態が浮き彫りとなった。同時に、我々弁護士は普段の業務

でギャンブル依存症者と関わる機会が少なくないはずであるのに、病気としてのギャンブル依

存症について理解が不十分であったこと、今後はよりいっそう関心を持つべきであることを実

感できた。終了後のアンケートの中には、「弁護士さんがこの問題を取り上げてくれて非常にあ

りがたく思います。」という当事者の感想もあり印象に残った。 
そして、ギャンブル依存症問題の深刻さ、今後社会において弁護士に求められる役割を考え

るきっかけとして本シンポジウムにつながるとても有意義な機会となった。 
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ギャンブル依存症の話

2016年7月9日 宮崎県弁護士会館
大悟病院 内田恒久

本日の話の内容
 嗜癖（アディクション）とは、その歴史など

 重複障害とクロスアディクション

 病的賭博という用語の問題点

 ギャンブル依存症の歴史、診断

 ギャンブル依存症の実態調査、発生率など

 嘘と借金が2大症状、その結果

 性格的危険因子、臨床的特徴

 社会的機能障害、弊害

 ギャンブル依存症と犯罪

 家族、本人がすべきこと

 ギャンブル依存症者の脳の特徴

 大悟病院における実態

 大悟病院における治療

ハードカバー: 1408ページ
3.3kg

Basic Science and Core Concepts
Pharmacology
Understanding “Behabioral Addeicctions”
PG, Binge Eating, Compulsive Sexual Behavior, 

Problem Internet Use, Compulsive Buying 
Disorder, Kleptomania, Trichotillomania, Skin 

Picking, Intermittent Explosive Disorder
Diagnosis, Assessment and Early 
Intervention
Treatment
Medical Diagnosis and Complications of 
Addiction
Mutual Help, Twelve Step, and Other 
Recovery Programs
Co-occurring Addiction and Psychiatric 
Disorders
Pain and addiction
Ethical, Legal, and Liability Issues in 
Addiction Practice

This book examines the 
spectrum of addictions-
related problems across 
different cultures worldwide, 
highlighting differences 
and similarities between 
clinical practices based on 
neurobiological similarities, 
and epidemiological and 
socio-cultural differences. 

日本におけるアディクションの歴史

• 第1巻～8巻（1984～1991）アルコール医療
研究

• 第9巻～14巻2号（1992～1997）アルコール
依存症とアディクション

• 第14巻3号～ （1997～ ）アディクションと
家族

深刻な、健康障害、経済的問題、職業上の問

題、家庭内問題、社会的問題、法的問題（飲酒

運転、無銭飲食、横領、窃盗、無賃乗車、喧嘩

など）、スピリチュアルな障害が生じているにも

かかわらず、やめることができない薬物使用、

ある種の行為、ある種の人間関係。

嗜癖（アディクションaddiction）とは
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脳が、化学物質、ある種の行為や人間関係
に乗っ取られた（ハイジャックされた）、あるい
はアディクション・ウィルス（かなりの強毒性）
に感染した状態。
以下の3分類がある。

1)物質嗜癖（アルコール・薬物・ニコチンなど）
2)行為嗜癖（ギャンブル・買い物など）
3)関係嗜癖（恋愛・セックス・共依存など）

背景に空虚さがある

気分を劇的に変容させる（気分変容効果）：薬と類似し
た効果 ＊自己治療としての嗜癖

適切をはるかに超えている＝行動制御障害

身近な家族や他者を巻き込みながら慢性進行性に経
過し、自己破壊的である：高い自殺率

家族も病む

否認を伴っている

再発が多い：「失われた週末」「28 Days」「めぐり逢い」

スピリチュアリティを病む

アディクションに共通すること

病的賭博と物質依存の類似点

行為や物質へのとらわれ

強い衝動と渇望

進行性

耐性の増加

コントロールの喪失

否認

離脱症状 (Peck, 1986)

ギャンブル依存症はアルコール依存症や薬物乱用と
異なり、「薬物なしの」衝動制御障害と考えられている
が、ギャンブラーは物質乱用者の興奮と類似した感覚
を体験する。

これらの感覚には、刺激、鎮静、もしくは、痛みの軽
減（鎮痛）などが含まれ、しばしばこれら3つの全てを同
時に体験する。

病的賭博と物質嗜癖の相違点

物質嗜癖は血液や尿検査で異常がある。

物質嗜癖はふらつき、構音障害を起こす。

物質の過剰使用は身体機能停止を起こす。

自殺率はギャンブラーが高い。

病的賭博は深刻な借金問題を繰り返す（治療で取り
扱う必要がある）。

賭博問題は社会的認知度は低いが、より広範囲に
及んでいる。

病的賭博は物質嗜癖よりも治療・援助を受けにくい。

関係する要因

性格

遺伝

環境

対処技能

うつに対する脆弱性

物質乱用(男性>女性、クロス・アディクション)

衝動性

激しさを求める(女性>男性)

反社会的行動
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重複精神疾患（Co-morbidity）
（アディクションと精神疾患の併発）

 気分障害（うつ病）・双極性障害

 全般性不安障害（GAD）、社交不安障害（SAD）、強迫
性障害（OCD）

 境界性人格障害（BPD）

 不眠症

 注意欠如多動性障害（ADHD）

 パーキンソン病（精神疾患ではないが治療薬のドー
パミンアゴニストがドーパミン受容体を刺激することが
誘因となっている）

クロスアディクション（cross-addiction）

• 複数の嗜癖の問題が同時に存在してみたり、あ
るいは、AからBへ、ＡからCへと変化していくこと
はよくみられる。例えば、アルコールからギャンブ
ルへ、摂食障害からアルコールへ、アルコール
から薬物へ、など。

• 昔よく男の道楽として、飲む、打つ、買うというの
があった。当時からクロス・アディクションというの
は存在していたのである。結局は人の生き方の
問題が根底にあると考えられる。

クロス・アディクション
（複数のアディクション）

アルコール依存症

処方薬・市販薬依存

ニコチン中毒

異性問題

過食

ネットオークション

ネットや携帯のゲーム

「賭博」という呼称の問題点
• ICD-10ではF6 成人のパーソナリティおよび行動の障害

の中の、F63 習慣および衝動の障害の中で、F63.0 病的
賭博（Pathological Gambling）として分類されている。

• 日本において「賭博」は、刑法で禁止された行為である。
• また、違法性のある賭博行為より、国内ではむしろ風営

法の対象となっている遊戯などによる問題が大きいとの
意見がある。

• このため、今後の調査や研究の方向性としては、対象を
違法性のある賭博に限定せず、遊戯や株取引なども含
めた広い概念として捉えるべきと考えられている。

• ギャンブルという表現にも賭博と混同されてしまうリスク
がある。

• 平成19年度より行われていた厚生労働科学研究班では、
さしあたり「ギャンブリング」という表現が用いられている。

病的ギャンブリングの実態調査と回復支援の
ための研究（平成19年度~平成25年度）

このような理由から診断名についても、研
究班では差しあたり「病的ギャンブリング」と
呼んでいた。

2015年に出たDSM-5では「Gambling 
Disorder ギャンブリング障害」となっている。

ギャンブル依存症は病気である
（ギャンブリング障害：DSM-5）

Robert L. Custer（アメリカの精神科医）

（強迫的賭博（病的賭博）の専門的援助の創始者）

アメリカ精神医学会は、1980年、病的賭博を(＊)
衝動制御障害の一つとして認めた。

(＊)クレプトマニア、放火癖、抜毛癖
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社交的ギャンブラー、問題賭博者と病的賭博者

問題賭博者
Problem Gambler

病的賭博者

Pathological Gambler

社交的ギャンブラー
Social Gambler

全くギャンブルしない人

ギャンブル依存症の診断

ギャンブル依存症の診断ガイドライン
（ICD-10: WHOの診断基準）

ギャンブル依存症の本質的な特徴は、持続

的に繰り返される賭博であり、それは貧困にな

る、家族関係が損なわれる、そして個人的生活

が破壊するなどの、不利な社会的結果を招くに

もかかわらず持続し、しばしば増強する。

ギャンブリング障害の診断基準 （DSM-5）

 過去12か月間に以下のことがあったか、はい・
いいえでお答えください。

 以下のうち4つ（またはそれ以上）の項目で当て
はまればギャンブリング障害

(1)ギャンブルのことで頭がいっぱい。
(2)興奮を得るには、より多くのお金を賭ける必要
がある
(3)ギャンブルを止めたり、抑えたりしようとするが、
失敗する
(4)ギャンブルを止めると、イライラする

(5)嫌なことや不快感から逃れるために、ギャンブル
をする
(6)負けを取り戻そうとする
(7)周りの人に嘘をつく

(8)ギャンブルのせいで、重要な人間関係を損ねた
り、仕事を失ったり、学校を中退した

(9)借金の肩代わりをしてもらった

【 4～5点：軽症 6～7点：中等症 8～9点：重症 】

2008年の実態調査

我が国のギャンブル依存症の有病率は他の
先進国の数倍に及ぶことが示唆されている。

（日本アルコール関連問題学会ニュースレ
ター No.11 2012年4月発行より）
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ギャンブル依存症536万人（厚労省研究班）
2015年

成人の依存症について調べている厚生労働省の研
究班（研究代表者＝樋口進・久里浜医療センター院
長）は2015年2月20日、パチンコや競馬などギャンブル
依存の人が成人人口の4.8％に当たる536万人に上る
との推計を初めて発表した。

インターネットから離れられないIT依存の傾向がある
成人は421万人となり、5年前から約1.5倍に増えた。

また、アルコール依存症の人は初めて100万人を超
えて109万人に達し、女性は2008年の8万人から14万
人に急増した。

研究班は2014年7月、成人約4000人に面接調査を実施し
た。その結果、ギャンブルについては、国際的に使われる
指標で「病的ギャンブラー」（依存症）に当たる人が、男性の
8.7％、女性の1.8％だった。

海外の同様の調査では、

米国（02年）1.58％
香港（01年）1.8％
韓国（06年）0.8％
などで、日本は際立って高い。

典型的な経過

１）一過性

２）プラトー状態が何年も続く

３）進行性に経過する

重症度

時間経過

ギャンブル依存症の2大特徴

•嘘をつく
（金を工面するための嘘、ギャンブルの時間
を作るための嘘、嘘を守るための嘘など）

•借金を繰り返す
（多額の金を失う→取り戻そうとして借金を繰
り返す）

強毒性のギャンブリング・ウィルスに感染した結
果は・・・嘘、金銭感覚・良心、家族関係の破綻

 多種多様の数々の嘘にまみれた生活となる。その結果、
身近な家族も当事者を信じられなくなり、精神的に疲弊し
てくる→離婚話、離婚。

 家電製品、妻の貴金属、友だちのゲーム機・ゲームソフト、
職場のパソコンなどを質入れする。

 保険を無断で解約する

 妻や祖父母の財布から抜き取る。

 子どもの貯金箱から抜き取る。

 置き引き、車上荒らし。

 集金した金を使う、会社の金を横領する、など。
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性格的危険因子
(McCormick & Taber, 1988 )

衝動性は人の性格の基本的な一面であり、衝動性の程度が、
病的賭博や物質使用障害などの衝動制御障害の進展に影響を
及ぼす可能性がある。

衝動的な人は、彼らの性質や性格のために、生まれつきギャ
ンブル問題を抱える傾向がある。全ての衝動的な人がギャンブ
ル癖や問題を生じるというつもりはないが、時と要因がかみ合っ
て働けば生じ得る。

衝動制御困難と満足感を先延ばしにすることができないことが、
病的賭博者の２つの主要な衝動関連症状である。

男性は女性と比較して気分転換（distraction 
technique）や感情のガス抜き（emotional outlet-
seeking）などの対処技能を用いるが、対照的に女性
は対処技能を用いない傾向がある。

女性では、激しいもの・強烈なものを希求することが
病的賭博の重要な要因である。

男女共に、衝動性はギャンブル問題の可能性を占う
強い予測因子である。（Nower,Derevensky, & Gupta, 
2004）

男女共に、衝動性の高さや強烈なものを希求するこ
とは、ギャンブル問題のリスクを高める。

スポーツ選手は「ギャンブル依存症」になりや
すい？ 野球賭博の背景にあるもの

もともとアスリートにギャンブル好きは多い。勝負の興奮や相手との駆け
引きは、ギャンブルの“切った張った”のスリリングな状況に通じ、中でもプロ
スポーツは「成功が収入＝カネ」に直結することも共通する。

アスリートの酒やタバコ、ギャンブルなどの依存症（アディクション）を克服
する英国のある施設で、受診者の約７割がギャンブルの虜（とりこ）になって
いたという深刻な報告がある。スポーツ選手の依存症といえば、かつてはア
ルコールが多かったが、今はギャンブル依存が度合いを強めている。桁違
いの掛け金で莫大な資産を失うこともある。ロンドン南部のスポーツクリニッ
クには、常にコンペティティブな（競争）社会にさらされるアスリートのために
田舎のコテージのような環境で心の平穏を回復させる治療法があるという。

競馬好きも多い。ＧＩレースの前は選手同士で競馬談義に花が咲く。試合
ごとに重圧にさらされるスポーツ選手にとって、オンとオフの切り替え、移動
日やオフの時間の過ごし方はきわめて重要なのだ。しかし、プライベートの
時間管理はこれまで個人の「裁量」にゆだねられてきた。夢に見たプロの世
界で莫大なお金を手にした若手選手にとって、節度ある金銭管理も大切で
あることは言うまでもない

（2015.11.11 産経新聞）

競馬騎手のギャンブル好き

2015年、43歳の若さで競馬騎手を電撃引退した「平成の風雲児」藤田伸二
によると、騎手の中にもギャンブル好きは多く、中でもパチンコやパチスロの
愛好率は高い。競輪や競艇の達人や賭け事全般に強い者もいるという。た
だし、あくまで趣味の領域で身の破滅を呼ぶような無茶をする者はいない
（『競馬番長のぶっちゃけ話』宝島社）
しかし、自分では節度を守っているつもりでも、専門家から見れば、すでに

一線を超えているというケースもある。

作家で精神科医の帚木蓬生によると、クリニックに訪れた病的ギャンブ
ラー１００人の中にいくつかの「違法行為」が判明したという。違法行為には
賭け麻雀や花札、野球賭博、バカラ賭博、ルーレットなど多彩で、１００人中
１１人、約１割が違法ギャンブルにはまっていた。また、全体の約８割はパチ
ンコ・スロットを通じて「ギャンブル地獄」にはまり込んでいたという。
「日本だけが、世界の基準からは全くかけ離れた鎖国状態の中で、パチン

コ・スロットを遊技として扱っている」「わが国は非合法ギャンブルの餌食にも
なっている」と、著書『やめられない ギャンブル地獄からの生還』（集英社）
で報告する。

（2015.11.11 産経新聞）

巨人、野球賭博３選手の契約解除
福田涙「どうしていいか…

巨人は野球賭博に関与した３選手を山岸
均総務本部長が都内で個別に呼び、契約解
除を通達した。コミッショナー裁定の後に開
かれた球団側の会見には、久保博球団社長
と森田清司法務部長が出席。通達を行った
際の３選手の様子を、森田法務部長が明ら
かにした。
スーツ姿の福田は涙ぐみながら「軽はずみ

に始めてしまった。その後もどうしてもやめら
れなかった。自分の甘さを後悔している」と
語った。９月１２日に三男が誕生したこともあ
り「家族に対して申し訳ない。今は子供の相
手をしている時だけが気が安らぐ」とうなだれ
ていたという。

（2015年11月11日 スポニチアネックス）

最終報告書によると、福田、笠原はＡ氏がプロ野球ＯＢの知り合い
だったことで「気を許して」交際を始めた。３選手は問題が発覚しそう
になった当初、携帯電話から野球賭博のやりとりのメールを削除。
Ｂ氏と相談するなどして、金銭ではなく「食事を賭けていただけ」と口
裏を合わせ、「復元されたメールに金銭の記載があるとしても、それ
は冗談を言い合っていたもの」などと虚偽の弁解を続けていた。そ
の後、メールの内容に窮するなどして真実の供述に至った。

昨年に裏カジノに出入りしていたことが球団に発覚した後も、中学
の先輩Ｃ氏らと横浜や六本木でバカラ賭博を続けていた笠原は、９
日に原沢敦球団代表が引責辞任したことなどを受け「いろんな人の
人生をむちゃくちゃにしてしまい、償っても償いきれない。この思い
は死ぬまで引きずると思います」と語った。松本竜は「多くの方に迷
惑を掛け、自分なりに反省しています」と言った。
福田は今後の人生について「今まで野球しかやってこなかったの

で、どうしていいか分からない…」と途切れ途切れの言葉をつなぎ合
わせるように話したという。森田法務部長は「個人的にはこれからも
相談に乗ろうと思っている」と語った。
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平成28年4月、リオオリンピックの有力な候補選手だった桃
田賢斗選手（NTT東日本）と田児賢一選手桃田賢斗選手
（NTT東日本）と田児賢一選手（同）が違法カジノ店で賭博
をしたことで社内および社会的制裁を受けた。単純賭博罪、
常習賭博罪の適用は？

臨床的特徴 1
1. 病的賭博は思春期、もしくは、成人初期に始まることが多く、

男性の方がより若い年齢で始まる。

2. プロスペクティブ研究（前向き研究）は欠けているが、病的賭
博は、思春期や若い成人で高率、より高齢の成人で低率で
あることと、断賭期間や再発の点で物質依存のそれと似た曲
線をたどるようだ。

3. 病的賭博は深刻な精神科疾患であるが、そのおよそ3分の1
の者は自然寛解を経験するという最近のエビデンスがある
（例えば、正式な治療やGAへの参加なしで）。自然緩解に関
する研究は後方視的報告に基づいており、１年間寛解状態
の人がその後も無症状なのか、あるいは、他の嗜癖行動に
スイッチしたのかどうかに関してはデータはない。

臨床的特徴 2

4. 男性と女性では重要な臨床的差違が観察されてい
る。男性は女性と比べると、独身、もしくは、単居のこ
とが多い。

5. 男性の方がこれまでに物質依存のために治療を受
けた可能性が高く、反社会性人格の割合が高く、賭
博に関連した結末（別居・離婚など）を有する事が多
い。

6. 男性の方が早く賭博を始めるが、米国において病的
賭博者の32%を占める女性の病的賭博者は男性より
もより早く病的状態に進行する。

臨床的特徴 3

7. 男性が好む賭博は女性のそれと異なる傾向がある。男性は、
スポーツの試合、ビデオポーカー、ブラックジャックなどを含
む、より戦略的な賭博を好む。一方、女性は、スロットマシー
ン、ビンゴなどの非戦略的な賭博を好む傾向がある。

8. 賭博を始めるきっかけに関しては、男女ともに広告を挙げ、
男性は賭博に対して情動と関係のない理由を挙げ、一方、
女性はストレスや抑うつ状態から逃れるためと述べる傾向が
ある。

9. この賭博の嗜好の差に対する考えられる理由として、男性で
は高率なスリルを求める、もしくは、アクションを求める行為
が示唆されている。

社会的機能障害 1

 自宅や職場での、集中力を妨げる侵入的な思考や
渇望を訴える。

 無断欠勤、職務怠慢、失業。

 行動制御ができないことで恥辱感や罪悪感が生じる。

 結婚生活の問題、家族内の親密さや信頼の低下。

社会的機能障害 2

 重篤な健康問題（例えば、心疾患、肝障害）とも関係。
その背景には賭博は体をあまり動かさないこと、余暇
や運動時間の減少、睡眠時間の減少、ストレスの増
加、ニコチンやアルコール消費の増加がある 。

 病的賭博は自殺既遂や未遂の一因になることがある。

 病的賭博を抱えた多くの者は賭博に関連した法的トラ
ブルに遭遇する。
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ギャンブル依存症の弊害 1

子どもは親の病的賭博による虐待やネグレクトの犠
牲者になることが多い。

研究によると、親がギャンブルをし過ぎる若者は病的
賭博の率がより高い。

研究によると病的賭博者の配偶者の50%が虐待を受
けている。

National Council on Problem Gamblingによると、病的
賭博者の5人に1人が自殺を企てたことがある。

ギャンブル依存症の弊害 2

病的賭博者の76%に大うつ病が生じる。

病的賭博者は借金の支払いをする、体面を保つ、あ
るいは、ギャンブルを続けるために犯罪に走ることが
多い。大抵は小切手偽造、クレジットカードの盗み、
職場での窃盗、詐欺、脱税などの非暴力的犯罪であ
る。

熔ける
大王製紙前会長 井川意高の懺悔録

1964年、京都府生まれ。東京大学法学部卒業後、
87年に大王製紙に入社。

赤字子会社を立て直した20代、42歳で社長就任。
同会長を務めていた2010年から11年にかけ、カジノ
での使用目的で子会社から総額106億8000万円もの
資金を借り入れた事実が発覚。

会長職を辞任した後の2011年11月、会社法違反(特
別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕される。
2013年6月、最高裁にて上告が棄却され、懲役4年の
実刑判決が確定した。

有名人との華麗なる六本木交遊、噂に上がった女
性芸能人たち…すべてを手にしていたはずの男はな
ぜ“カネの沼”にハマり込んだのか? 大王製紙創業
家三代目転落の記。

＜北越紀州製紙＞元子会社部長を逮捕
２４億円着服か 2016年6月1日

北越紀州製紙の子会社から不正に小切手を振り出して現金
を横領したとして、警視庁捜査２課は１日、子会社の「北越トレ
イディング」（新潟県長岡市）の元総務部長、羽染政次容疑者
（６０）＝川崎市高津区＝を業務上横領容疑で逮捕した。北越
紀州製紙によると、羽染（はそめ）容疑者は２０００年４月から昨
年４月まで、計約２４億７６００万円を着服した疑いがあり、捜査
２課は全容の解明を進める。

同課などによると、羽染容疑者は００年以降、子会社の経理
を担当し、預金口座を管理していた。着服金は複数の女性との
交際費や競馬、株への投資などに使っていたとみられる。昨年
５月に取引のない銀行から郵便物が届き、内部調査を実施した
ところ、不正が発覚。羽染容疑者は同月に懲戒解雇された。

ギャンブルに関連した多様な犯罪や事件

乳児放置死の母親に猶予付き判決（三重県）

共済担当職員が１９００万円着服…箕面商議所
「パチンコ・競馬・飲み食いに使った」

 「パチンコに負けた腹いせ」トイレで火付けた女
逮捕

市職員、死亡者の生活保護費を着服…生存と偽
る 「パチンコや生活費として使った」

ギャンブルやめられず…生活保護不正受給の女

パチンコカード盗んだ教諭、書類送検隠し授業 「パ
チンコで負けてやってしまった」

浴室で小１長女殴る…パチンコで育児放棄の母親
障害容疑で逮捕

男性巡査が寮費着服、容疑で書類送検 ギャンブ
ルにはまり、一度手をつけたら、給料だけで生活で
きず、やめられなかった」と説明

 児童の修学旅行費をパチンコ代などに使う 着服
の校長、懲戒免職に

佐川急便元係長ら、偽の業務委託で５千万円詐取
「競馬やパチンコに使った」
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犯罪の件数・被害額

警察庁の犯罪統計によると、日本での業務上横領罪
の件数は近年の認知件数ベースで1000件程度。

統計によると、業務上横領事件の35～40％程度は
「遊興費充当」を動機とするものとされている。

ギャンブル費充当が目的の横領・着服事件は年間
223件と推定される。

平均的な横領・着服事件の損害額の平均は4836万。

従って、我が国におけるギャンブル依存を原因とした経
済犯罪の規模は、4836万円×223件で年間107.8億円弱
ということになる。

問題解決のために家族・本人が取るべき行動

 家族は借金などの尻拭いは絶対にしない。

 本人は給料などの金銭管理は家族に委ねる。

 クレジットカードやATMのカード類は所持しない。

 2000円以上の現金は持たない。

 所在をつねにはっきりさせる。GPS機能付きの携
帯を所持させることもある。

 借金の全貌を明らかにして、本人主体で返済計
画を立てる。

 まだ借り入れ可能な状態なら、貸付自粛制度
の利用を考える。

 ギャンブル以外の時間の過ごし方を見つける。

 一人でいる時間をできるだけ少なくして家族と
過ごす。

 GAへの参加。

 できれば通院か入院する。

家族や周囲の方々への支援の必要性

病的ギャンブラーの家族や周囲の方々に対しては、これま

で抱えてきた苦労を労い、十分に話を聞いた上で、今後の

適切な対応についての導入を行う。

病的ギャンブラー本人の自立を促す対応にあたっては、本

人及び家族らについての情報収集やアセスメントを事前に

十分に行うことが必要である。

病的ギャンブラーの家族がギャンブルの問題への適切な対

応を理解することで、病的ギャンブラー本人が回復へ向か

うきっかけとなることが期待できる。

→ 家族はギャマノンへ

脳画像研究からの考察鶴身孝介（京都大学）

病的賭博患者はギャンブル絡みの刺激に対しては
脳が過剰に反応する

一方でギャンブルが絡まない刺激には脳はあまり
反応しない

ギャンブル以外のことへの反応が減っている反面、
ギャンブルへの反応は高まっているため、よりギャ
ンブルから抜け出しにくいと考えられる

この現象は物質依存患者の薬物とそれ以外の刺激
に対する反応と一致している

ギャンブルにはまりやすい人の脳の特徴
2012年2月21日米神経科学誌で発表

ギャンブルにはまりやすい人の脳の特徴を、京都
大の高橋英彦准教授（精神医学）らが見つけた。

彼らは、危険を感知したときに出て、ドキドキさせ
る脳内の神経伝達物質（NA）を回収してしまう「取り
込み口」が多かった。

この研究結果は、ギャンブル依存症の予防などに
役立つと期待される。
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NA(ノルアドレナリン）は、危険を感知した時に放出される神

経伝達物質です。この量が減少するということは、危険を感
知する力が低下することを意味している。

リスク行動を好む脳領域を東北大が特定
ギャンブル依存の治療に期待

2012年11月14日 電気新聞

脳の前頭眼窩野がリスク行動を抑制することはこれまで
にも知られている。研究グループは前頭眼窩野に隣接する
島皮質前部には、反対にリスクを冒し、より大きな利益獲得
を目指す行動を促進する機能があることを世界で初めて発
見したという。

実験では、レバーを押すと常に一定量の水が出る「低リス
ク低リターン型」の装置と、押しても水が大量に出たり、全く
出なかったりする「高リスク高リターン型」の装置を用意。

ラットの島皮質前部に、神経活動を抑制する薬剤を投与し
たところ、高リスク型のレバーを選択する割合が投与前の
64％から37％に減り、リスク行動を回避していた。
（2012/11/13-19:47）

大悟病院における実態

2006年10月～2016年5月

ギャンブルの種別

圧倒的に多いのがパチンコ・スロットである

次に多いのが競艇、競輪、競馬（サテライト
利用がほとんど）、麻雀など

先物取引、不動産投資（詐欺被害？）

患者数の推移（新患）
年 人数（名）

2006/10～ 2 
2007 16 
2008 20 
2009 25 
2010 22 
2011 24 
2012 44
2013 20
2014 26
2015 25
2016/1~5 13

合計 237名
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男女比

男 女

197名（83%） 40名（17%）

名、22%

男性：

197 名

（83％）

女性：

40 名

（17％）

初賭博年齢
初賭博年齢

（歳）
人数（名）

14 5
15 5
16 10
17 10
18 69
19 29
20 39

21~29 33
30歳以降 19

不明 18

合計 237名

年齢 人数 全体に占める割合

10代 124 52.3%
20代 101 42.6%

225名 94.9％

18名の不明を除いて、20歳までに
167名（70.5％）がギャンブルを体験して
いる。

10代と20代を合計すると、225名
（95％）が29歳までにギャンブルを体験
している。

30歳以降に始めた人は僅か19名で
あった。

初診時の年齢階層別

年代 人数
（名）

20代 48

30代 76 
40代 53 
50代 36
60代 19 
70代 5 

30代と40代で129名（54.4%）と半分以上を占めている。
最も多いのは30代で、40代、20代の順に多かった。70代

も5名（2.1%）いた。

初診時平均年齢

男 女

41.7歳 41.8歳

初診時の年齢が一番若かったのは20歳
で、4名いた。

初賭博を20歳までに行っていた人が167名
（70.5％）、また29歳までに95％が体験してい
ることを考えると、初診に至るまでに相当の期
間が過ぎていることが分かる。

クロス・アディクションと併発病（重複障害）

どちらもない人
86名

（32%）

both or either 151名
（68%）

クロスアディクション 89名
（37.6％）

併発病 75名
（31.6％）

both or either  どちらもない

237-86=
151名（68％）

86名
（32％）

双極性障害・気分障害 44名

統合失調症 5名

発達障害（ADHD） 9名

OCD, SAD ,GAD, PD 16名

Parkinson病 1名

合計 75名

併発病の内訳

237名中175名（68％）に併発病・クロスアディクションが認

められた。このことから、単にギャンブル問題に対処する
だけでなく、背後にある併発病（31.6%）やクロスアディク
ション（37.6%）にもきちんと対処していく必要がある。
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違法行為など

家族の財布から抜き取る、職場の金を使い込
む、横領する、置き引き、車上荒らしをするな
どの事例があった。

違法行為ではないが、自宅の家財道具、電化
化製品、妻の貴金属などを質入れするケース
もあった。

初借金から受診までの期間
初借金から受診まで
の期間

人数

1年 13

2年 9

3年 7

4年 8

5年 11

6年 12

7年 9

8年 10

9年 10

10年 9

11年～15年 42

16年～20年 28

21年以上 34

不明 35

合計 237名

受診までの期間 人数 ％

5年未満 48 20.3

6～10年 50 21.1

11～15年 42 17.7

16～20年 28 11.8

21年以上 34 14.3

不明 35 14.8

合計 237名 100

初借金から受診までの期間は11年
以上の人が104名（43.9％）を占め

ており、ギャンブル問題が潜在化し、
長期化していることが分かる。

借金総額

多くが数百万から1千万だった

多いのでは1千万以上、2千万、5千万、1億5
千万以上

違法行為など

人数的にはそう多くはないが、家族の財布か
ら抜き取る、職場の金を使い込む、横領する、
置き引き、車上荒らしをするなどの事例が
あった。

違法行為ではないが、自宅の家財道具、家電
製品、妻の貴金属などを質入れするケースも
あった。

大悟病院紹介

• 昭和56年、アルコール依存

症専門病院として三股町に
開院

• 現在は、嗜癖関連疾患と認
知症関連疾患を主たる対象
として診療を行っている

大悟病院における治療
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治療方針

• 3ヶ月間の入院期間

• 自由な雰囲気の中で、自らの責任において
治療に専念するという主旨のもとに、任意入
院で開放病棟における治療が基本

治療の流れ

入院期間は3カ月が基本

1ヶ月目：急性期症状、合併症の治療、病棟生
活に慣れる期間

2ヶ月目：合併症の治療継続、治療プログラム
の参加

3ヶ月目：合併症の治療継続、退院に向けての
準備をしていく期間

アディクションの治療プログラム

朝夕の座禅

集団精神療法（依存症というものを理解するための多面
的な教育的なプログラム）：全6回

 CBT（認知行動療法）：Cognitive Behavioral Therapy、全6回
 CST（対処技能訓練）：Coping Skills Training、全6回
 ストレス・マネージメント：全6回
グループミーティング(週1回)
高齢者を対象としたシニアミーティング

例会（禅友会）：全員参加型の集会で、スタッフによる講話
や入院患者の意見発表、回復者の体験発表など

院内・院外の自助グループ参加 大悟病院の治療の一環として朝夕行
われている座禅の風景です。

ご清聴ありがとうございました。
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「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」（い

わゆる「カジノ解禁推進法案」）に反対する意見書 

                                                                           

                                           ２０１４年（平成２６年）５月９日 

                                                          日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

  カジノ（民間賭博場）の設置を推進することを定める「特定複合観光施設区域

の整備の推進に関する法律案」の廃案を求める。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

昨年１２月，国際観光産業振興議員連盟（通称「ＩＲ議連」）に所属する有志

の議員によって，「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」（以下

「カジノ解禁推進法案」という。）が国会に提出され，今国会において審議され

ると報道されている。 

カジノ解禁推進法案は，現在政府が進めている，いわゆる「アベノミクス」

と呼ばれる経済政策（大胆な金融政策，機動的な財政政策，民間投資を喚起す

る成長戦略，いわゆる「３本の矢」）の第４の矢と位置付けられている東京オリ

ンピック誘致の成功に続く，第５の矢として位置付けられるとも言われている。 

今，まさに，その経済効果のみが喧伝され，具体的な議論がなされず，深刻

な社会に対する影響等についての検討がなされないまま，法案の審議がなされ

ようとしている。 

２ カジノ解禁推進法案の概要 

    カジノ解禁推進法案は，その目的を，「特定複合観光施設区域の整備の推進が，

観光及び地域経済の振興に寄与するとともに，財政の改善に資するものである

ことに鑑み，特定複合観光施設地域の整備に関する基本理念及び基本方針その

他の基本となる事項を定めるとともに，特定複合観光施設区域整備推進本部を

設置することにより，これを総合的及び集約的に行うこと」と定めている（第

１条）。 

また，第２条において，「特定複合観光施設」を「カジノ施設及び会議場施設，

レクリエーション施設，展示施設，宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると

認められる施設が一体となっている施設であって，民間事業者が設置及び運営

をするもの」，「特定複合観光施設区域」を「特定複合観光施設を設置すること
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ができる区域として，地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域」と

定義している。 

さらに，「国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し，地域経済の振興に

寄与するとともに，適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施

設の収益が社会に還元されることを基本」とし（第３条），内閣に，特定複合観

光施設区域整備推進本部（本部長 内閣総理大臣）を設置し，「総合的かつ集中

的に，必要な法律案及び政令案の立案」を行う（第１４条及び第１５条）とす

るものである。 

このように，カジノ解禁推進法案は，刑法第１８５条及び第１８６条で処罰

の対象とされている「賭博」に該当するカジノについて，一定の条件の下に設

置を認めるために必要な措置を講じるとするものである。ここで想定されてい

るカジノは，「会議場施設，レクリエーション施設，展示施設，宿泊施設その他

の観光の振興に寄与すると認められる施設」と一体となって設置される，いわ

ゆる「ＩＲ方式」である。民間企業が直接，施工，開発，そして運営する完全

な民営カジノという点で，従来の公営ギャンブルとも性格を異にしている。 

３ カジノ解禁推進法案の問題点 

(1) カジノによる経済効果への疑問 

  カジノ推進の立法目的に経済の活性化が掲げられているが，その経済効果

は，十分な検証の上に評価されるべきである。韓国，米国等ではカジノ設置

自治体の人口が減少したり，また，多額の損失を被ったという調査結果も存

在する。地域経済自体がカジノ依存体質に陥れば，将来的なカジノからの脱

却はおろか，副次的弊害を抑え込むためにカジノ規制が必要となった場合で

も，自治体財政を脅かす行為として忌避されてしまいかねない。また，以下

に述べる問題点が指摘されているが，経済効果についてはプラス面のみが喧

伝され，経済的なマイナス要因の可能性について，客観的な検証はほとんど

なされていない。 

(2) 暴力団対策上の問題 

  ２００７年６月に策定された「企業が反社会的勢力による被害を防止する

ための指針」や，２０１１年１０月までに全都道府県で施行された暴力団排

除条例に基づき，官民一体となった暴排活動が進められた結果，暴力団の資

金源は逼迫しつつある。このような暴力団がカジノへの関与に強い意欲を持

つことは，容易に想定される。この点，カジノ営業を行う事業主体からは暴

力団を排除するための制度が整備されるとのことであるが，事業主体として

参入し得なくても，事業主体に対する出資や従業員の送り込み，事業主体か
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らの委託先・下請への参入等は十分可能である。カジノ利用者をターゲット

としたヤミ金融，カジノ利用を制限された者を対象とした闇カジノの運営，

いわゆる「ジャンケット」（ＶＩＰ顧客をカジノに送客し，カジノ事業者から

コミッションを得る者）を典型とする，顧客とカジノとの間の「媒介者」と

しての関与等，周辺領域での資金獲得活動に参入することも可能である。し

かも，これら資金獲得活動を行うに際しては，暴力団員が直接関与する必要

がなく，その周辺者，共生者，元暴力団員等を通じて関与することが十分可

能であり，これら業務を通じて獲得した資金が暴力団の有力な資金源となり

得る。近時，暴力団による金員の要求は巧妙化し，支払いの態様は多様化し

ており（広告料，会費，飲料品の対価名目等，その支払形態は様々である。），

その支払事実を捕捉することは必ずしも容易ではない。 

また，暴力団が関与することで，襲撃やけん銃発砲等の威力を行使する事

態も懸念され，カジノの従業員や利用客に被害が及ぶ危険性もある。 

さらに，カジノの健全な運営を確保するためには，カジノ入場者からの暴

力団排除も不可避であるが，暴力団の潜在化傾向に鑑みれば，入口でどこま

でチェックできるのか疑問も残る。 

(3) マネー･ローンダリング対策上の問題 

我が国も加盟している，マネー・ローンダリング対策・テロ資金供与対策

の政府間会合であるＦＡＴＦ（Financial Action Task Force:金融活動作業

部会）の勧告において，カジノ事業者はマネー・ローンダリングに利用され

るおそれの高い非金融業者として指定されている。海外メディアでは，中国

の官僚等が関与した多額の資金や北朝鮮が武器及び麻薬輸出によって得た資

金が，マカオのカジノを通してローンダリングされている疑いが報道されて

いる。 

我が国にカジノを設けた場合，仮にカジノ事業者に対して，犯罪による収

益の移転の防止に関する法律に基づく，取引時確認，記録の作成・保存，疑

わしい取引の届出を求めたとしても，こうしたマネー・ローンダリングを完

全に防ぐことができるとは考えられない。 

なお，ＩＲ議連においては，キャッシュレスシステムにより，カジノ場内

での資金の流れを捕捉し，マネー・ローンダリングを抑止することを検討し

ていると伝えられるが，果たしてカジノ場内での資金の流れを全て捕捉する

ことが技術的に可能であるのか疑問である。また，仮に資金の流れを捕捉で

きたとしても，資金源が犯罪資金であるか否かを直ちに判別することは困難

である。 
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(4) ギャンブル依存症の拡大 

ギャンブル依存症の問題はさらに深刻である。ギャンブル依存症は，慢性，

進行性，難治性で，放置すれば自殺に至ることもあるという極めて重篤な疾

患である。 

我が国においては，２００８年の厚生労働省による病的賭博（ギャンブル

依存症）の調査によれば，成人男性の９．６％，成人女性の１．６％が病的

賭博とされ，世界各国と比べてその発症率は極めて高く，ギャンブル依存症

の患者は推定で５６０万人以上にも達する。いったん発症したギャンブル依

存症への対策は非常に困難であり，むしろギャンブル依存症の患者を新たに

発生させない取組こそが重要といえる。 

一方，カジノは利益を上げるために多数の賭博客を得ようとするのは当然

であり，カジノ設置によってギャンブル依存症の患者が増加することは避け

られない。カジノの収益によってギャンブル依存症対策を推進するとの見解

もあるが，ギャンブル依存症対策をカジノの収益で行うのは本末転倒であっ

て，独自にその対策を強力に推進すべきものである。 

(5) 多重債務問題再燃の危険性 

賭博には必ず敗者が存在する。破産調査の結果によると，破産した者のう

ちギャンブルが原因と見られる者が５％程度にのぼる（当連合会「破産事件

及び個人再生事件記録調査」）。 

２００６年の貸金業法改正等，官民一体となって取り組まれてきた一連の

多重債務者対策によって，この間，多重債務者が激減し，結果として，破産

者等の経済的に破綻する者，また，経済的理由によって自殺する者も減少し

てきた。カジノの合法化は，これら一連の対策に逆行して，多重債務者を再

び増やす結果をもたらす可能性がある。 

(6) 青少年の健全育成への悪影響 

合法的賭博が拡大することによる青少年の健全育成への悪影響も座視でき

ない。とりわけ，「ＩＲ方式」は，家族で出かける先に賭博場が存在する方式

であるから，青少年らが賭博に対する抵抗感を喪失したまま成長することに

なりかねない。 

(7) 民間企業の設置，運営によることの問題 

現行刑法は，賭博及び富くじに関する規定（刑法第１８５条以下）を設け

ているが，他方で，特別法（当せん金付証標法，競馬法，自転車競技法，小

型自転車競争法，モーターボート競争法，スポーツ振興投票の実施等に関す

る法律等）により，賭博罪・富くじ罪に該当する行為を合法化する規定が置



2016九弁連大会シンポジウム報告書 

― 226 ―

かれている。違法行為を惹起し，暴力団等の資金源となりうるような賭博・

富くじが処罰の対象とされており，最近では，賭博罪の保護法益について，

公認された賭博制度に対する公共の信頼とする考え方も有力になっている。

カジノについても，違法性阻却を認めることができるかどうかについては，

その予想される弊害に照らし，既に公認されている公営ギャンブルと比較し

て，目的の公益性，運営主体の性格，収益の扱い，射倖性の程度，運営主体

の廉潔性・健全性，運営主体への公的監督，副次的弊害の防止等の観点から，

具体的に検討されなければならない。しかしながら，カジノ解禁推進法案で

は民間企業が運営するカジノ施設における不正行為の防止や運営に伴う有害

な影響の排除の措置等は何ら具体的ではないが，そもそも民間企業の設置，

運営にかかるカジノにおいて，公共の信頼を担保することは困難といわざる

をえない。 

４ まとめ 

以上のとおり，日本で初めて完全な民間賭博を認めるカジノ解禁推進法案が

成立すれば，刑事罰をもって賭博を禁止してきた立法趣旨が損なわれ，ギャン

ブル依存症の増加や青少年の健全育成の阻害等の様々な弊害をもたらすことが

大いに懸念される。 

よって，当連合会は，カジノ解禁推進法案に強く反対の意見を表明し，意見

の趣旨記載のとおりカジノ解禁推進法案の廃案を求めるものである。 
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「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」 

（いわゆる「カジノ解禁推進法案」）に反対する理事長声明 

1 初めに 

国際観光産業振興議員連盟（「IR 議連」，通称「カジノ議連」）に属する国会議員によって，

「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」（以下，「本法案」という。）が昨年の通常国

会に提出され，その後の臨時国会において継続審議となったが，衆議院の解散に伴い廃案となっ

た。しかし，IR 議連は，本法案を，本年の通常国会において再提出する方針を明らかにしている。

本法案は，カジノを含む特定複合観光施設区域の整備促進を目的とし，その為の関係諸法令を整

備するための基本法的な性格を有するものとされ，「カジノを解禁する」という結論を定め，政

府に対し関係法令の整備を行うことを義務付けるというものである。 

しかし，現行法上違法とされている賭博行為を行う施設であるカジノを合法化するような正当

な理由はなく，当連合会としては，本法案を容認することは到底できない。 

2 賭博行為は違法であることが大原則であること 

我が国の刑法は，185 条以下に賭博の罪を規定して，競馬等の公営ギャンブルを除き，私的に

賭博を開帳すること及びこれに参加することを禁じている。民間事業者のカジノ施設を認めるこ

とは，法が刑罰をもって賭博行為を禁圧する我が国の法体系に正面から対立するものである。 

もとより，賭博を禁止する趣旨は，「勤労その他正当な原因に因るのでなく，単なる偶然の事

情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは，国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ，健

康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風・・・・・・を害するばかりでなく，甚だしきは暴行，

脅迫，殺傷，強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える」（最

高裁昭和 25 年 11 月 22 日大法廷判決参照）といった弊害の発生を未然に防止しようとする点にあ

るが，賭博行為が違法であるという原則に対する発想の大転換を図る本法案は，このような趣旨

に反しない十分な根拠が必要であることは言うまでもない。 

本法案自体，カジノ解禁により確実に予想される弊害として，「暴力団員その他カジノ施設に

対する関与が不適当な者の関与」，「犯罪の発生」，「風俗環境の悪化」，「青少年の健全育成

への悪影響」，「入場者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響」（法案１０条）など

を認め，これらに対して「必要な措置を講ずる」としているのだが，現時点においては予想され

る弊害に対する具体的かつ有効な予防策及び解決策は何ら示されておらず，法案の成立ありきで

進められている感が否めない。 

3 ギャンブル依存症の深刻化及び多重債務問題の再燃 

カジノ解禁により生ずる弊害の中でも，特に，ギャンブル依存症の問題は深刻である。依存症

となった者は，ギャンブルをするための資金欲しさに，窃盗，横領といった財産上の犯罪（最悪

の場合，強盗，殺人，放火といった凶悪事件に発展することもある。）に走る者もいれば，犯罪

に走らないまでも，借金を繰り返して経済的に破綻し自己破産に至る者もいる。既に日本におい

ては競馬・パチンコなどのギャンブルが存在し，相当数のギャンブル依存症患者が発生している

現実があり，その周囲には，借金の後始末をする家族や友人，あるいは犯罪の被害者となってし

まった者等，ギャンブル依存症によって多大な苦しみを背負うこととなった者が多数存在してい

る。このような実情を踏まえれば，カジノ解禁は，徒にギャンブル依存症患者を増加させ，その

結果，経済的破綻や犯罪増加などの社会問題が一層深刻化することが強く懸念される。 

実際，厚生労働省が 2009 年に発表した報告書によれば，我が国におけるギャンブル依存症の

推定有病率は，男性 9.6％，女性 1.6％となっているが，これは 2008 年の厚生労働省委託研究結

果（大門実紀史参議院議員の国会提出資料参照）において，アメリカ 1.4％，カナダ 1.3％，イギ
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リス 0.8％などと先進諸外国では概ね 1％台に止まっていることに鑑みると，驚くほど高い数字と

なっているのであって，潜在的なものを含めると多くのギャンブル依存症の患者が存在すること

が示されている。しかも，未だ日本においては治療施設や相談機関の設置，社会的認知への取組

みなど，ギャンブル依存症に対する予防や治療体制が不十分な状況である。それにもかかわらず，

カジノを解禁するというギャンブル依存症になる国民を増やすような施策に，合理的な理由や賭

博の違法性を阻却するような正当化事由は存在しない。 

さらに，社会問題となった多重債務問題の要因の一つとしても，ギャンブルがあげられる。総

量規制や金利規制を定めた貸金業法改正やこれに伴う多重債務者改善プログラムなどの対策の結

果，多重債務者数も大幅に減少し，改善されてきたところである。しかし，カジノが解禁されれ

ば，自殺者や犯罪の増加を招いた多重債務問題の再燃も大いに危惧されるところである。昨今，

一部の国会議員から，貸金業法の金利規制等の緩和を要素とする貸金業法改正案の提出が模索さ

れている時期にあって，かかる懸念はさらに強まっている。 

4 暴力団対策上の問題及びマネー・ロンダリングの危険 

また，暴力団が資金源として，カジノへの関与に強い意欲を持つことは，容易に想定されると

ころ，事業主体として参入し得なくても，事業主体に対する出資や従業員の送り込み，事業主体

からの委託先・下請への参入等，さらには，カジノ利用者をターゲットとしたヤミ金融，カジノ

利用を制限された者を対象とした闇カジノの運営，その他，周辺領域での資金獲得活動に参入す

る可能性は十分に懸念されるところである。 

さらに，我が国も加盟している，マネー・ロンダリング対策・テロ資金供与対策の政府間会合

である FATF（Financial Action Task Force:金融活動作業部会）の勧告において，カジノ事業者

はマネー・ロンダリングに利用されるおそれの高い非金融業者として指定されているところ，カ

ジノ解禁により我が国にカジノが設けられた場合に，こうしたマネー・ロンダリングを完全に防

ぐことができるような具体的対応策も考えられていない。 

5 青少年や児童らの健全育成への悪影響 

加えて，本法案で想定されているカジノは，「会議場施設，レクリエーション施設，展示施設，

宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設」と一体となって設置されるというも

ので，「統合型リゾート（IR 方式－Integrated Resort）」と呼ばれるものであるが，カジノ施

設そのものに青少年が入ることはできなくとも，IR 方式では，レクリエーション施設等様々な施

設とカジノが一体となっているというのであり，家族で出掛ける先に賭博場が存在するという環

境になってしまう。こうした環境では，賭博というものに対する抵抗感が喪失してしまうおそれ

があり，青少年の健全育成という観点からも大きな問題がある。もちろん，カジノが開設された

地域での住環境・自然環境・教育環境の悪化も懸念されるところであり，当該地域に居住してい

る青少年，さらには，より年齢の低い児童らに対する悪影響までもが考えられる。 

6 経済効果に対する検証ができていないこと 

他方，カジノ解禁による経済効果が喧伝されているが，客観的な検証はされていない。むしろ，

カジノでの出費により多重債務に陥ったり，老後の資金等としての貯蓄が奪われることなどによ

る新たな経済的弱者の発生や，増加するギャンブル依存症患者に対する治療等の対策に要する社

会的コストの発生も容易に予想されるところである。韓国では，2009 年のギャンブル産業の売上

高が 16.5 兆ウォンであったのに対して，家庭崩壊や労働意識の低下で社会全体では 60 兆ウォン

の損失が生じたという政府の試算がなされている。かかるカジノ解禁に伴う社会的コストをも考

慮すると，これを上回る経済的効果が実際に存在するのか甚だ疑問である。こうした「負のコス

ト」を考えると，カジノ解禁による収益は，トータルでの経済の活性化に繋がるとは思えない。 
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もとより，カジノ経営は公営ではなく私企業が行うことになり，地域への還元は，カジノ経営

による利益の全てではなく，その多くは，税収という形を取らざるを得ない。そして，私企業で

あるがゆえ，採算が取れなくなれば，当然，カジノ経営から撤退することになる。事実，米国で

は，ラスベガスに続く 2 大カジノ都市であるアトランティックシティで，巨大カジノが相次いで

閉鎖される事態が起こっている。また，我が国でも，最近，競馬・競輪場の閉鎖が相次いでおり，

先般も，船橋オートレースが閉鎖されるとの報道がなされていた。カジノ開設が一時的に経済効

果に繋がったところで，およそ永続的なものとなる保証はどこにもない。仮に，地方自治体がこ

うしたカジノ経営からの税収に依存するような体質になってしまえば，運営企業がカジノ経営か

ら撤退した場合に地域経済に与える損害は計り知れないものとなる。カジノ運営企業から利益を

巻き上げられるだけ巻き上げられ，地域はかえって疲弊するだけであるとの懸念さえある。カジ

ノ開設が「地域経済の振興に寄与」するのではなく，むしろ地域経済を衰退させていく可能性が

高い。 

7 内国民禁止という中間案について 

さらに，最近では，日本人の利用を不可とするいわば中間案の策定を進めているとの報道があ

り，これにより妥協的な案と変じた上で，法案を成立させようとの動きもあるようである。 

しかし，カジノそのものに上記のとおりの弊害があることを考えれば，日本人がギャンブル依

存症に罹患することを防いでも外国人はギャンブル依存症に罹患しても構わないと言っているよ

うなものであり，そのような法案は，国際協調主義を取る我が国の法案として認めることはでき

ない。 

なお，韓国には現在 17 箇所のカジノが存在し，カジノ解禁当初は，内国民の入場は禁止され

ていた。しかし，経済活性化を目的とした特別法が制定され，これに基づき韓国国民の入場可能

なカジノが許可されたことから，韓国の江原（カンウォン）道にあるカジノ「江原（カンウォン）

ランド」が，韓国国内で唯一内国民が立ち入ることができるようになったという歴史があり，内

国民の入場は一切できないとするルールが遵守され続けるとは到底考えられない。なお，「江原

ランド」では，内国民の入場を可能としたことで，施設ができる前とできた後を比較した場合，

強盗・窃盗などの犯罪発生件数が 1.5 倍に増加し，立ち並ぶ質屋に自家用車までも質入をして金

銭をつぎ込み，帰宅することができなくなった者が激増し，一時期ホームレスの数が 4000 人にな

ったとの報道もある（平成 26 年 6 月 28 日 NHK 総合「ニュース深読み」）。 

8 結論 

以上のとおり，本来，刑法によって違法である賭博行為を行う施設であるカジノを解禁するこ

とに経済的観点からの合理性が認められないばかりか，むしろ，その弊害に対する危惧感が顕著

に感じられるものであり，弊害対策について具体的な検討がなされることなく，法案の成立あり

きで進められる本法案の審議には強い懸念がある。 

日本経済の再生にカジノ解禁は不必要である。日本経済の再生，地域経済の活性化に必要なも

のは，地域の実情・特性を活かして国民の生活・福祉を脅かすことのない健全な成長戦略である。 

よって，当連合会は，本法案の再提出に強く反対する。 

2015 年（平成 27 年）2 月 4 日 

九州弁護士会連合会 

理事長 森雅美 
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「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」（いわゆる「カジノ解禁推進法

案」）の再提出に抗議し法案に反対する会長声明

１ 去る平成２７年４月２８日に，「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法

律案」（以下「本法案」という。）が国会に提出された。本法案は，カジノを含む

特定複合観光施設区域の整備推進を目的とし，そのための関係諸法令を整備するた

めの基本法的な性格を有するものとされているが，とりわけ「カジノを解禁する」

という結論を定めており，様々な議論が起こっている。本法案は，昨年秋の臨時国

会において，議論が紛糾し審議が進まないまま，衆議院の解散によって廃案となっ

たにも拘わらず，再提出されたものであった。

２ ところが，与党である公明党は法案提出に慎重な立場を崩しておらず，結果，自

民党，維新の党，次世代の党の３党による提出となり，公明党は“黙認”という形

態を取らざるを得なかったようである。しかも，昨今の報道では，５月８日に開催

された兵庫県遊技業組合連合会青年部会の定時総会で，末松信介参議院議員が来賓

として挨拶した中において，参議院自民党政策審議会での勉強会では７割の議員が

反対の意見を持っていることを報告したとのことであり，また，毎日新聞の今回の

全国世論調査の結果として，本法案には「反対」が５７％を占め，「賛成」は２８

％に止まり，自民党の支持層でも５４％が法案に反対していることが明らかとなっ

ている（平成２７年５月２５日毎日新聞）。

そもそも，本法案については，日弁連に加えて，実に全国３５弁護士会と１弁護

士会連合会において，反対等の会長声明が出されているなど，反対の意見が根強い。

当会は，平成２６年９月２４日に，本来，刑法によって違法とされている賭博その

ものであるカジノを解禁する経済的観点からの合理性の検証が十分ではなく，むし

ろ，その弊害に対する懸念が払拭できないことから，国に対して慎重な審理を求め

た。本法案提出は，こうした反対の声を押しきっての提出である。

本法案には，前回の法案と異なり，弊害除去のために「外国人旅客以外の者に係

るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から，カジノ施設に入場すること

ができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるも

のとする。」（法案第１０条第２項）という規定を挿入したが，韓国の江原ランド

が当初内国人の入場を否定していた後に解禁された歴史を踏まえれば，かかる規定

によって弊害が除去できるのか，実効性には強い疑問が残るもので，何ら，抜本的

な対策となっていない。

そうした中にあって，当会は，このような懸念を払拭するに至らない現段階での

本法案の再提出に，抗議するものである。

３ 既に各所において指摘されているとおり，カジノ解禁は，地域風俗環境の悪化を

招き，マネーロンダリングの危険があり，青少年への悪影響があるなど，その害悪

は計り知れないものがある。中でも，問題視されるのは，ギャンブル依存症である。

我が国には，既に，競馬・競輪・競艇・パチンコ・宝くじ等といったギャンブルが

存在しており，厚労省委託研究では我が国には約５３６万人もの病的賭博を疑われ

る者が存在し，諸外国平均よりも遥かに高いギャンブル依存症に当たる者の推計が

出されている。

カジノ解禁はギャンブル依存症を増大させることになり看過できない。
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４ 本法案を推進する立場の者が強力に主張するのは，カジノ解禁による経済効果で

ある。確かに，雇用の増大や建築関係では一時的に経済効果が見込めることは理解

できる。しかし，経済効果は永続性がなければ意味がないことである。

カジノ解禁によって内国民を入れることを許諾した韓国の江原ランドは，カジノ

に金銭をつぎ込む者のために質屋が立ち並び，治安の大幅な悪化を招いてしまい，

かえって人口が減少してしまうなど，弊害の方が大きかった。我が国でも公営ギャ

ンブル施設の閉鎖事例が相次いでおり，売上減少状況が続く船橋オートレースが閉

鎖を決めたことは記憶に新しい。

このように，永続的な経済効果が見込めるのかについての十分な検証がなされた

とは到底言い難く，他方で，上述したとおりの大きな弊害があることを踏まえれば，

現時点で，カジノ解禁の合理性が検証されたとは言えない。

５ よって，本法案については，依然として十分な審理を経たとは言えず，弊害に対

する対策が不十分なままであり，現時点における成立の妥当性が見出せない以上，

当会は，本法案に対する反対の意見を表明し，再提出に抗議するものである。

２０１５年（平成２７年）６月１７日

宮崎県弁護士会会長 町 元 真 也  
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被
害
実
態
班
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班

産
業
班

法
規
制
班

海
外
視
察
班

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
部
会

シンポジウム準備のあゆみ

7⽉29⽇ C1 シンポジウム部会企画検討会議
9⽉7⽇ C2 シンポジウム部会コア会議
9⽉25⽇ C3 宮崎県精神保健福祉センターとの意⾒交換会（宮崎県弁護⼠会館）
10⽉8⽇ C4 シンポジウム部会コア会議
10⽉14⽇ ① シンポジウム部会全体会
11⽉11⽇ ① 班会議
11⽉20⽇ C5 シンポジウム部会コア会議
11⽉26⽇ ② シンポジウム部会全体会・ＤＶＤ「⼤阪の街にカジノはいらない」視聴
12⽉1⽇ ① 班会議

② 班会議
1 ⼤悟病院（宮崎県北諸県郡三股町）訪問。医師からギャンブル依存症についての聞き取り

12⽉3⽇ 2 当事者を招いてミニ勉強会開催
① 班会議

③ 班会議
12⽉25⽇ C6 シンポジウム部会コア会議
1⽉7⽇ 1 宮崎県⽴図書館で新聞記事の検索・調査
1⽉8⽇ ④ 班会議

② 班会議
C7 シンポジウム部会コア会議

1⽉19⽇ ② 班会議
1⽉25⽇ ③ シンポジウム部会全体会
1⽉29⽇ ⑤ 班会議
1⽉30⽇ 1 菊陽病院（熊本県菊池郡菊陽町）訪問
2⽉4⽇ ③ 海外班会議
2⽉9⽇ ④ 国内班会議

③ 班会議
2 帚⽊蓬⽣（森⼭成彬）精神科医訪問（福岡県中間市）

2⽉18⽇ 1 サテライト宮崎実地調査
2⽉22⽇ ⑥ 班会議
2⽉25⽇ ⑤ 班会議，国内班会議
3⽉2⽇ 2 ミニボートピア宮崎，パチンコ店実地調査
3⽉3⽇ C8 シンポジウム部会コア会議

3 宮崎GA訪問
④ 班会議

3⽉10⽇ ⑥ 国内班会議
3⽉14⽇ ④ シンポジウム部会全体会
3⽉17⽇ ⑦ 班会議
3⽉29⽇ ⑤ 班会議
3⽉30⽇ C9 シンポジウム部会コア会議
3⽉31⽇ ⑧ 国内，海外班会議

4 汐の宮温泉病院（⼤阪府富⽥林市）訪問。条件反射療法についての聞き取り
5 ⿅児島ギャマノン訪問

4⽉3⽇ 6 都城GA訪問
4⽉4⽇ ⑦ 班会議

12⽉8⽇

12⽉2⽇

3⽉9⽇

4⽉2⽇

2015年

1⽉18⽇

2⽉17⽇



2016九弁連大会シンポジウム報告書 

252 

― 260 ―

3 質問事項打ち合わせ
1 シンガポール視察。カジノ視察

4⽉7⽇ 2 ONE HOPE CENTER，シンガポール弁護⼠会，クレアシンガポール訪問
4⽉8⽇ 3 国家賭博問題対策協議会訪問，リゾートワールド・セントーサ視察
4⽉9⽇ 4 シンガポール市内各所視察

4⽉10⽇ 5 移動
4⽉11⽇ C10 シンポジウム部会コア会議
4⽉15⽇ ⑨ 海外班会議
4⽉18⽇ ⑩ 国内班会議

⑥ 班会議
1

4⽉20⽇ 2
4⽉21⽇ ⑧ 班会議
4⽉22⽇ 6 韓国視察。カジノ視察

4⽉23⽇ 7
ユーキャンセンター，競輪競艇中毒予防センター，江原ランド依存症管理セン
ター，古汗・舎北南⾯新東地域再⽣委員会，訪問。
江原ランド，ウォーカーヒルカジノ視察

4⽉24⽇ 8 ソウル市内各所視察
4⽉26⽇ ⑪ 班会議
4⽉27⽇ C11 シンポジウム部会コア会議
4⽉28⽇ ⑤ シンポジウム部会全体会・ＤＶＤクローズアップ現代特集他視聴
5⽉13⽇ ⑫ 国内班会議
5⽉15⽇ 4 ウインズ宮崎実地調査
5⽉16⽇ C12 シンポジウム部会コア会議
5⽉18⽇ ⑦ 班会議
5⽉30⽇ 2 宮崎県⽴図書館で新聞記事の検察・調査
5⽉31⽇ ⑥ シンポジウム部会全体会
6⽉2⽇ C13 シンポジウム部会コア会議
6⽉6⽇ ⑬ 班会議

6⽉13⽇ C14 シンポジウム部会コア会議
6⽉15⽇ ⑨ 班会議
6⽉17⽇ ⑧ 班会議
6⽉21⽇ ⑭ 海外班会議
6⽉22⽇ 3 宮崎県⽴図書館で新聞記事の検察・調査
6⽉24⽇ ⑩ 班会議
6⽉27⽇ C15 シンポジウム部会コア会議
6⽉30⽇ ⑨ 班会議
7⽉4⽇ ⑦ シンポジウム部会全体会
7⽉9⽇ 3 プレシンポジウム・内⽥精神科医講演他（宮崎県弁護⼠会館）

7⽉13⽇ C16 シンポジウム部会コア会議
7⽉20⽇ ⑪ 班会議
7⽉25⽇ C17 シンポジウム部会コア会議
8⽉4⽇ ⑩ 報告書検討会議
8⽉8⽇ C18 シンポジウム部会コア会議

8⽉17⽇ C19 シンポジウム部会コア会議
8⽉23⽇ ⑧ シンポジウム部会全体会
8⽉24⽇ ⑫ 班会議
8⽉29⽇ C19 シンポジウム部会コア会議
9⽉5⽇ C20 シンポジウム部会コア会議

⑨ シンポジウム部会全体会
C21 シンポジウム部会コア会議

9⽉23⽇ 九弁連⼤会当⽇・シンポジウム

滝⼝直⼦教授（京都）訪問、聞き取り

4⽉6⽇

4⽉19⽇

2016年

9⽉21⽇
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●シンポジウム部会名簿●

事務局 

部会長 西田隆二 

班長 被害実態班 小林孝志 

医療班 谷口純一  

産業班 塩地陽介  

法規制班 増田良文  

海外視察班 久保山博充 

事務局員 金丸祥子 山田卓 

担当副会長 成見暁子 

部会員 

青木大樹、畝原孝明、江原健太、大城雅喜、大山和伸、織戸良寛、風間久育、 

梶永圭、川越一彦、川谷慎一郎、木村太志、工藤伸太郎、小久保光、後藤好成、 

近藤和弘、笹田雄介、坂巻道生、田坂源治、橘潤、田所伸吾、塚本祥雄、 

土井政人、年森俊宏、戸高雅志、外山亮、中倉康宏、中島多津雄、長友慶徳、 

奈須元樹、成見幸子、西迫広夢、西山律博、速水渉、藤原利全、前田裕司、 

真早流踏雄、松岡優子、松田公利、三浦杏奈、水田祐輔、宮路真賢、宮田尚典、 

村上友彦、山口弥生、山田文美、湯治克治 
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