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この度、ＰＴＢでは警察庁による最新公表データをはじめ、民間調査機
関等が公表している最新の業界関連調査データを基礎に、パチンコ・パチスロ
産業の２０１２年市場関連データを折り込んだ『パチンコ・パチスロ産業関
連データ』を作成致しました。 パチンコ・パチスロ産業の現状を広く皆様にご
覧いただき、ご理解いただけたら幸いです。
※ご希望の方に１部進呈させていただきます。お電話、FAX、e-mail 等でお
名前・所属・送付先をご連絡ください。

この度、ＰＴＢではＰＴＢの各委員会の概要や活動、ＰＴＢ評価調査
の概要、第 5 回評価調査結果とそれを受けて改訂をした新「ＰＴＢ評価基
準」、「モデル行動規範（第２版）」、「ＰＴＢのあゆみ」などを掲載した、Ｐ
ＴＢの案内冊子を作成いたしました。
※ご希望の方に１冊進呈させていただきます。お電話、FAX、e-mail 等でお
名前・所属・送付先をご連絡ください。

日

時

：

平成 25 年 8 月 21 日 15：30～18：00

場

所

：

アルカディア市ヶ谷（東京） 富士（3 階）

内

容

：

第一部

パネルディスカッション

15：30～17：00

「パチンコホール企業の IPO (株式上場) 実現に必要とされること」
コーディネーター

末川 修 氏(公認会計士) 東京さくら監査法人代表・PTB 評価委員会委員

パネラー

永沢 徹 氏(弁護士) 永沢総合法律事務所・PTB 評価委員会委員
山中 健児 氏(弁護士) 石嵜・山中総合法律事務所・PTB 評価委員会委員
曾我 貴志 氏(弁護士) 曾我法律事務所パートナー
小川
森

明 氏（公認会計士）新橋監査法人代表社員・PTB 調査員
治彦 氏（株式会社ダイナム 常務取締役）

第二部 講演 「PTB パチンコホール会計基準」

17：15～18：00

田宮 治雄 氏 東京国際大学商学部教授（公認会計士）・PTB 評価委員会委員
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※当日の講演を収録しました DVD(レジュメ・発言録付)を、ご希望の方に１セット、進呈させていただきます。
お電話、FAX、e-mail 等でお名前・所属・送付先をご連絡ください。
出 席 者

:

（名）
47
35
24
24
18
148

PCSA 正会員
PCSA 賛助会員
PCSA アドバイザー・業界誌記者
一般（招待）（含 PTB 委員）
一般（有料）（パチンコホール等）
計

開会のご挨拶
PTB 評価委員会委員長
公認会計士（元東京理科大学教授）
横山 和夫 氏

第 1 部 パネルディスカッション「パチンコホール企業の IPO (株式上場) 実現に必要とされること」
コーディネーター：PTB 評価委員会委員 公認会計士 末川 修 氏（東京さくら監査法人代表）
パネラー

：PTB 評価委員会委員 弁護士 永沢 徹 氏(永沢総合法律事務所)
PTB 評価委員会委員 弁護士 山中 健児 氏(石嵜・山中総合法律事務所)

末川氏

弁護士 曾我 貴志 氏(曾我法律事務所パートナー)
PTB 調査員 公認会計士 小川

永沢氏

明 氏（新橋監査法人代表社員）

株式会社ダイナム 常務取締役 森 治彦 氏
山中氏
曾我氏

第 2 部 講演
「PTB パチンコホール会計基準」

小川氏

PTB 評価委員会委員
東京国際大学商学部教授・公認会計士
田宮 治雄 氏
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森氏

★ 弁護士 曾我 貴志 氏 のご紹介
本年 9 月より新たに評価委員会委員に弁護士の曽我 貴志 氏が就任いたしました
のでお知らせいたします。
曾我弁護士は、昨年の㈱ダイナムジャパンホールディングスの香港証券取引所での株
式上場に携わり、また、今年８月２１日に開催いたしました「ＰＣＳＡ・ＰＴＢ共催
公開経営勉強会」でも、パネルディスカッションに登壇いただきました。

弁護士 曾我 貴志 （曾我法律事務所）
http://sogalaw.com/member/takashisoga

（曾我法律事務所 HP）

PTB ではこの度、平成 25 年 9 月 24 日の第 51 回有識者懇談会におき
まして、㈱リンクアソシエイツ 代表取締役社長 大川 潤 氏にご講演いただ
きました

日

時 ： 平成２５年 9 月 24 日（火）16：00～17：00

場

所 ：

講

師 ： 株式会社リンクアソシエイツ 代表取締役社長・経営コンサルタント 大川 潤 氏

講 演 テ ー マ
参

加

一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード 会議室

： 「日本におけるカジノ解禁、過去・現在・未来。パチンコ産業はどうする？」

者 ： ＰＴＢ有識者懇談会委員８名、ＰＴＢ評価委員会委員２名、
ＰＴＢ社員会社担当者 ４名、ＰＣＳＡ会員企業、パチンコホール企業８名
業界誌等報道関係者 13 名、弊社事務局２名

出席報道媒体名：

合計 37 名

「フジサンケイビジネスアイ」、「Green Belt」、「レジャー情報」、「遊技通信」、
「遊技ジャーナル」、「YUGI ネット」、「SEQUENCE」、「PLAY GRAPH」、「遊技日本」、
「PiDEA」、「遊技経済」、「娯楽産業」、「Fame21」、「日刊遊技情報」

次頁より、大川氏講演の講演録を収録いたしましたのでご覧ください。
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★大川 潤 氏 ご講演★

ＰＴＢ有識者懇談会

ＰＴＢ有識者懇談会では、先に行われました９月の定例委員会におきまして、㈱リンクアソシエイツ 大川 潤
氏をお招きし、約１時間にわたり「カジノ」についてのご講演をいただきました。その内容を掲載いたします。

『日本におけるカジノ解禁、過去・現在・未来 パチンコ産業はどうする？』
株式会社リンクアソシエイツ 代表取締役社長 大川 潤 氏

講

演

録

― 大川 潤 氏 経歴 ―
・1950 年生まれ、1974 年慶応大学経済学部を卒業後通商産業省に入省。産業構造課、原料紡績課、資源エネル
ギー庁総務課、技術振興課、通商政策局米州課、大臣官房総務課、中小企業庁金融課を経て 87 年通産省を退
職。米国シカゴ大学経営学大学院 MBA。
・90 年にリンクアソシエイツ社を設立、米国企業の日本市場参入戦略のアドバイスを中心にロビング業務展開
・米国のスロットマシーン市場の 75％シェアを誇る IGT 社の日本パチスロ市場への参入に関し、海外メーカーとしてただ１
社参入の許可を獲得
・2002 年以降世界最大の米国カジノ運営会社シーザーズ・エンターテインメント社のアドバイザーに就任し、日本でのカジ
ノ法の制定に向けた環境作りに努力。日本の民間企業と共同でカジノ・エンターテインメント法制研究会（現在はゲー
ミング法制研究会）を 2006 年８月に設立し、世界７ヶ所のカジノ法の翻訳を行い、自民党カジノ小委員会に提出。
2009 年６月佐世保市と共同で、佐世保市に限定されたカジノ法案を作成し、佐世保市の特区申請コンサルティング
を実施。2011 年１１月中央公論新社より『カジノ文化誌』を出版。
・M&A のアドバイスに関しては、2003 年米国人弁護士をパートナーに ExCapital 社を設立。外資のための M&A のア
ドバイスを展開。また、2011 年以降日本の中小企業の M&A アドバイス事業を活発化している。

有識者懇談会・和田座長 挨拶
本日は、パチンコ業界としては非常に関心のあるカジノ問題についての権威である 大川 潤 リンクアソシエイツ社
長にお越しいただきました。
大川さんは政府のお役人をやっておられましたので、政府を動かすにはどうしたらよいか、というツボを心得ていらっ
しゃる。当初、５～６年前は、警察も法務省もカジノは賭博罪でアウト、ダメに決まっているではないか、とけんもほろろ
であったわけですが、そのお役所を手を替え品を替え攻め、ついに安倍総理がこの間、カジノというのは意義のあるビ
ジネスだという国会の答弁まで持ってきた。その張本人がこの方です。そのためにまず各国のカジノ法制、英語フラン
ス語ドイツ語でカジノに纏わる法制を全部翻訳した、これは大変な資料です。それから日本の公営のカジノ、国が認め
ている賭博についても研究され、一番いいのを選んで日本に合う法律案を作りました。
それによって初めて国会議員が、これならわかる、こういう法律案の骨子があれば日本でカジノができるなということ
になった。それまではカジノは、実態が無かった、骨組みが無かった。それを大川さんが骨組みを作って法律案まで
作った。そこでカジノというものが初めて動きだした。そういう意味で言うと、パチンコ業界にとって、もしカジノが敵である
とすればこの人は敵の№１です。そういう人ですからそういう意味ではカジノについて本当によくご存知です。
あと、大川さんは「カジノ文化誌」という本を出されていますが、これを一冊読むとカジノについてよく解りますし、実
際にプレイする場合役に立ちます、おすすめの本です。それではよろしくお願いします。
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大川氏ご講演
大川です、こんにちは。本日は一時間ほどカジノ業界、いま検討中のＩＲ法案、それが及ぼすパチンコ業界への影響とい
うことについて、三点お話をさせていていただきます。

（スライド２） 「世界のカジノゲーミング市場」
最初はおさらいということでカジノ産業がどの程度の規

うと言われています。なかでもアジア太平洋地域が牽引役

模かという事をざっと頭の中に入れていただけたらと思い

ということで毎年 16％程度の伸び、今現在アメリカの市場

ます。正式な統計があるわけではないのですが、国際的

の大きさとアジア太平洋の数字がだいたい等しいと言われ

な会計事務所のプライスウォーターハウスが２年に 1 度推

ていますが、2015 年にはこれが逆転してアジア太平洋が

計をしている数字からの引用です。2011 年世界のカジノ

世界シェアの 40％以上、米国が 40％くらいという数字に

の市場規模はだいたい１３兆円と推計しています。同じ程

なると言われています。

スライド２

度の産業規模というと、雑誌書籍等の出版市場が１２兆

世界のカジノゲーミング市場
世界のカジノゲーミング市場

３千億円、ゲームコンテンツの市場は４兆３千億円程度で
す。ここにもしパチンコが入るとすれば、２０兆円くらいの売

•• 2011年の市場規模は約13兆2400億円（1324億
2011年の市場規模は約13兆2400億円（1324億
ドル、$=¥100）
ドル、$=¥100）

上に対し粗利が２0％とすると、４兆円となります。この 4

–– 世界の出版市場：12兆3000億円
世界の出版市場：12兆3000億円
–– 世界のゲームコンテンツ市場：4兆3000億円
世界のゲームコンテンツ市場：4兆3000億円

兆円がカジノの「売上」の数字ということになります。世界

•• 今後5年間9.2%(毎年）の成長を予測
今後5年間9.2%(毎年）の成長を予測

のカジノ市場 17 兆円（13 兆円プラスパチンコの 4 兆円）

–– 2015年の市場規模は約18兆2700億円（1827億ドル）
2015年の市場規模は約18兆2700億円（1827億ドル）
–– アジア太平洋地域が牽引役で16.3%（毎年）の伸び
アジア太平洋地域が牽引役で16.3%（毎年）の伸び
–– 2010年米国(49%)とアジア太平洋(29%)
2010年米国(49%)とアジア太平洋(29%)
–– 2015年には逆転しアジア太平洋(43%）米国(40%)
2015年には逆転しアジア太平洋(43%）米国(40%)

の約 25%に相当します。
このカジノ市場が今後５年間約１０％弱成長すると予測し
ています。２０１５年の市場規模が１８兆円くらいになるだろ
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（スライド３） 「世界のカジノ市場の推移」
これをまとめたのが（スライド３）のグラフでアジア太平洋が急激に伸びているのがよくおわかりになると思います。

世界のカジノ市場の推移
世界のカジノ市場の推移
（百万米ドル）
（百万米ドル）
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スライド３

米国
米国

アジア
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太平洋
太平洋
43%
43%

2010年
2010年

40%
40%

欧州・
欧州・
中東・
中東・
アフリカ
アフリカ
10%
10%

2015年
2015年
44

スライド４

（スライド４） 「カジノ市場地域別シェアの推移」 これを円チャートでまとめたのがこの図です。
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（スライド５） 「カジノゲーミング市場の特性」
次に「カジノゲーミング市場の特性」です。エンターテイ

されます。

メントとして非常にユニークな特性を持っています。洞窟

供給サイドで言うと、政府の認可ビジネスと言う事もあり、

壁画にもサイコロらしき絵が描かれているとか、「平家物語」

供給がショートしがちになる傾向があります。言いかえれば

でも後白河法皇が、意のままにならぬもの３つということで

供給により需要が刺激、喚起される傾向があります。供給

賽の目が出てきます。人類始まって以来、ギャンブルをエ

がショートする傾向にあるというのがこの市場の特徴の一

ンターテイメントとして楽しんでいた様子が伺われます。

つです。

ゲーミングが提供するリスクと報酬の微妙なバランスが

供給サイドの提供する商品も変化してきています。カジ

消費者にアピールするようです。勝ちすぎてもダメ、負け

ノ単体しか提供しなかったものが、いろいろなアメニティを

すぎてもビジネスにならないということで、そのバランスを

備えたＩＲになり、供給サイドもずいぶんと工夫をしてきてい

非常にうまくとっているのがカジノのオペレーターということ

るわけです。需要サイド、供給サイドの相互作用によりカジ

になります。

ノゲーミング市場は拡大してきています。

次に需要の要因を見てみましょう。所得の要因が非常

他の市場と異なるもう一つの特性は、需要と供給だけ

に高くて中間所得者層が拡大するにしたがってカジノに対

ではゲーミング市場は成り立ちません。第三のプレイヤー

する需要が膨らみます。アジアがこれほどカジノの市場と

が必要です。それが政府で、政府の存在なしには市場と

して大きくなっているというのは中間所得層が大変の勢い

して成り立っていきません。政府の強い関与・規制がこの

で増加していることが背景にあることは容易に想像がつき

市場の発展には必要不可欠なのです。政府がどのように

ます。

制度設計を行うかによってカジノ市場は大いに変わり得ま

ただそれだけではカジノ需要は大きくなりません。ギャン

す。制度設計により、市場は大きく変わり得る、政策は可

ブルに対する需要は社会規範がどの程度までギャンブル

変変数であることを踏まえて、議論を行う事が大切かと思

を許容するかということに大きく影響されます。社会の余

います。

裕もあって初めて需要が発現すると思います。

カジノゲーミング市場の特性
カジノゲーミング市場の特性

アメリカは宗教的な国で教会に行く人も多数く、ギャン
ブルに対しては厳しい見方をしていました。であるがゆえに

•• ユニークなエンターテイメント
ユニークなエンターテイメント

–– 洞窟壁画の時代から存在
洞窟壁画の時代から存在
–– ゲーミングが提供するリスクと報酬との微妙なバランスは消費者に特別のアピールを提供
ゲーミングが提供するリスクと報酬との微妙なバランスは消費者に特別のアピールを提供

ラスベガスだとかアトランタだとかある特定の地域しかギャ

•• 需要
需要

–– 所得の要因、中間所得層の出現
所得の要因、中間所得層の出現
–– ギャンブルに対する受容性、緩やかな社会規範、社会の余裕
ギャンブルに対する受容性、緩やかな社会規範、社会の余裕

ンブルが許されなかったわけです。９０年に入ってインディ

•• 供給
供給

–– ライセンス取得によるshort
ライセンス取得によるshortsupply
supply
–– 供給形態の多様化（カジノ単体－カジノホテル－IR）
供給形態の多様化（カジノ単体－カジノホテル－IR）

アンカジノが許されるようになって、カジノが急速に広まり

•• 政府
政府
––
––

今アメリカでは５００弱のカジノが存在しています。カジノを
許さない州が例外的になってしまいました。ギャンブルを

政府の強い関与、規制が必要不可欠
政府の強い関与、規制が必要不可欠
制度設計の役割を担う
制度設計の役割を担う
• • 公設民営、公設公営、民設民営
公設民営、公設公営、民設民営
• • 自国民の入場制限を行うか
自国民の入場制限を行うか
• • カジノ税のパーセントは
カジノ税のパーセントは

–– 規制の執行
規制の執行

許す余裕が社会にどの程度あるかによっても需要が左右

スライド５
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（スライド６） 「アジアのカジノゲーミング市場」
アジアのゲーミング市場ではマカオ、シンガポール等め

のか？うまく成功したのか？導入を検討している世界の

ざましい発展をしており、先ほど 30％くらいと言いましたが

国々が興味津々で、その過程を勉強しています。シンガ

2010 年には 50％、2011 年には 37.2％、今後 2015 年

ポールのＩＲが成功したということでフィリピン、マニラ、ベト

まで 18.3％の伸びを予測されています。

ナム市場が開放されました。ベトナム市場は確か２週間く

世界各国がモデルとして見ているのは、マカオではなく

らい前にアナウンスメントがありました。日本と韓国がＩＲ型

シンガポールです。どうしてあれほど短時間で導入できた

のゲーミングの合法化をどうしようかということでいま議論
6

をしています。マカオ市場というのは、「底知れぬ」市場で

オ行くにはフェリーしかありません。フェリーは毎時、忙しい

す。70％はＶＩＰ市場と言われています。マカオが凄いの

時は 30 分毎に出てはいますが、いま島々を橋でつなぐ計

は、これだけの大きさになったわけですが、交通インフラの

画が進んでいます。あと数年後にはそれが完成予定です。

整備が未だに不十分であると言うことです。香港からマカ

そうなるとマカオは VIP のみならず巨大なマスの市場にな
ります。いまＶＩＰの市場でこれだけの規模で、マスの市場

スライド６

がさらに膨らんでくる。用地はコウタイ島（島と島の間を埋

アジアのカジノゲーミング市場
アジアのカジノゲーミング市場

め立てた地）にまだ十分に余裕があり、あと５～６社のＩＲ
型のカジノが出来ると言われています。マカオはギャンブ

•• マカオ、シンガポール市場の目覚ましい発展はアジアのゲーミング市場
マカオ、シンガポール市場の目覚ましい発展はアジアのゲーミング市場
を劇的に変化
を劇的に変化

ルのみならず、エンターテイメントの世界の中心地になる

–– 2010年49.7%、2011年37.2%の伸び
2010年49.7%、2011年37.2%の伸び
–– 今後5年間18.3%（毎年）の伸びを予想
今後5年間18.3%（毎年）の伸びを予想
–– 2013年世界最大のカジノゲーミング市場に
2013年世界最大のカジノゲーミング市場に

可能性があります。ただ、マカオに行く中国のＶＩＰと言って

•• シンガポールのIR成功が刺激
シンガポールのIR成功が刺激
––
––

も上海から南の人達です。飛行機で２時間くらいかける必

フィリピン、ベトナム市場が開放
フィリピン、ベトナム市場が開放
日本、韓国市場でIR型ゲーミングの合法化が課題に
日本、韓国市場でIR型ゲーミングの合法化が課題に

•• マカオ市場：底知れぬ市場規模
マカオ市場：底知れぬ市場規模

要があり、上海からはマカオもインチョン、博多と大して変

–– マカオへの交通インフラの整備
マカオへの交通インフラの整備
–– カジノ用地としてコータイ地区
カジノ用地としてコータイ地区
–– 発展余地あるマス市場
発展余地あるマス市場

わらない、同じくらいの時間で日本に来られるとなると、中

•• 中国北半分の国民が目指すIR
中国北半分の国民が目指すIR
––
––

国の人々の動きがどうなるか。

韓国
韓国
日本
日本
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（スライド７） 「アジア太平洋カジノ市場の推移」
グラフの通り、いくらシンガポールが頑張っても２つで６
千億７千億くらいの市場規模、マカオの５兆６兆の規模に
はとてもではないが追いついていかない。

スライド７

（スライド８） 「日本市場の二つの空白」
では、海外を除いて日本の市場というのはどのくらいポ

供給サイドの努力だと思うが、カジノがこの空白のポケット

テンシャルがあるのかについて考えてみたい。

の中に入り込む余地はあると思うし、パチンコ業界として、

「二つの空白」と書いたが、一つは日本のギャンブル市

再度チャレンジというのであればそれなりの覚悟を決めて

場はここ１０年２０年で急激に減少してきている。ピーク時

やらなければいけないことだと思います。

に比べてパチンコで 1.5 兆円くらい、公営競技で１兆円くら

もう一つの空白というのは、日本の低い国際観光客の

い売上が減少してきている。これは明らかに日本の遊技、

レベル、これは政府がこの前目標を改訂しして２０１６年

公営競技がファンのニーズを満たしていない証左。需要

1,800 万人、２０２０年 2,500 万人としました。いま現状が

サイドから新しいエンターテイメントを促す声がある、受け

860 万人にレベルですからそこからオリンピックまでに倍

皿のない需要がそこにあるということではないかと思う。そ

以上増やすというのは、なかなか野心的ではないのか？

れが受け皿としてカジノなのかＦＸのトレーディングなのか、

とても「おもてなし」で対応できる数字ではないと、そういう

スマホを使ったポーカーゲームなのか、それはいまからの

中で大胆な供給サイドの発想を展開しないとこの需要を
7

生み出す事は難しいのではないか、この空白は埋められ

日本市場の二つの空白
日本市場の二つの空白

ないのではないか、と思います。そもそも「観光」の語源は
「光るものを見に行く」ということで「光るもの＝killer

ギャンブル市場
ギャンブル市場
•• ギャンブル市場：失われた
ギャンブル市場：失われた
需要
需要

国際観光客
国際観光客
•• 国際観光客：2016年1800
国際観光客：2016年1800
万人、2020年2500万人の
万人、2020年2500万人の
目標
–– ピーク時に比較して需要減
目標
ピーク時に比較して需要減
•• パチンコ
約1．5兆円
パチンコ
約1．5兆円 •• 大胆な供給サイドの発想な
大胆な供給サイドの発想な
•• 公営競技
約1.0兆円
公営競技
約1.0兆円
しに実現可能か
しに実現可能か
–– 顧客のニーズを満たしていな
顧客のニーズを満たしていな
•
『易経』に曰く「光るものを
•
『易経』に曰く「光るものを
いと自覚
いと自覚
観に行くのが観光」の語源
観に行くのが観光」の語源
•• パチンコや公営競技にない
パチンコや公営競技にない
–– 光るもの＝killer
光るもの＝killercontent
content
新しいエンターテイメント＝
新しいエンターテイメント＝
•• シンガポールに学ぶ
シンガポールに学ぶ
カジノゲーミング
カジノゲーミング

content」だと、それを見に行くのが「観光」だということから
すると、いま日本に来る海外旅行客が求めている killer
content はいったい何なのか？オリンピックか、ＩＲなのか、
その需要を満たす事業の出現が期待されています。

スライド８

（スライド９） 「パチンコの売上推移」
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パチンコの売上推移
パチンコの売上推移
（百万円）
（百万円）

350,000
350,000
300,000
300,000

満たされない需要
満たされない需要
250,000
250,000
200,000
200,000

（スライド１０） 「公営競技の売上推移」
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150,000
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30,000
30,000
25,000
25,000

中央競馬
中央競馬

20,000
20,000

地方競馬
地方競馬

15,000
15,000

競艇
競艇

10,000
10,000

競輪+オート
競輪+オート
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5,000
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2000
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2004

2005
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（スライド１１） 「パチンコとカジノの比較」
パチンコ＝大衆娯楽として 1,110 万人のファンがおり、

サービスに関してもパチンコ店も従業員教育には熱心

それが強み。それに対してカジノは女性層、富裕層等多様

であり、制約の中で様々なサービスを提供しているが、カジ

な層の人が行けるし行きたがるような場所だと思います。

ノはＶＩＰに対しては特別にコンプで無料のエアラインのチケ

服装もパチンコにわざわざスーツを着ていく人はいない、 ットや部屋を無料で提供したりしている。家族連れには、夕
普段着で行く。カジノはそれほど気楽に行ける場所ではな

食無料のクーポンを差し上げるからご家族でどうぞ、という

い。交通費も使って、ギャンブルだけでない、異次元の経

サービスも行っている。これらのサービスはパチンコには許

験、体感を期待してそれなりに社交性のある服装で訪問

されていない。VIP 専用フロアがなぜ駄目かは理屈が不明

する、所謂、ハレの場と言っていい。そういうものを提供す

であるが、マーケティングの手法が非常に限られている。カ

るのがカジノ。

ジノはそういうサービスが出来るし、トータルリオード（Total

利便性としてはどうか。パチンコは圧倒的に利便性に優

Rewards）というマイレージのようなものがあって、賭ける度

れている、全国に１万２千ヶ所、カジノの場合には出来たと

にポイントが上がっていくといったものが普及している。

しても全国に１０ヶ所。

施設に関して、パチンコも建築デザイナーを採用して立
8

派なものを造っておられるが、カジノはその点は規模が異

提供するゲームの多様性から言うと、カジノはギャンブルの

なる。シンガポールのＩＲは世界の一流の建築家が造ったも

王様だと感じる。

ので、SMAP の広告で有名になった。5,000 億円の投資と

入場制限についてはカジノの場合は相当厳しくて、年齢

は比較が難しい。

が２０歳未満と見える人がいるとパスポートなり身分証明書

根拠法は「風適法」と「IR 法」

を見せろと言われてしまう。子供を連れて行ってもいいが、

運営者で、犯罪歴のチェックは当然パチンコでもあるが、 歩いて通る分には構わないが、立ち止まってはダメ。子供
カジノの場合には厳密な背面調査を行って多くの時間と多

が立ち止まったらすぐに警備員が飛んでくる。そのくらい監

額の費用がかかる。所謂、カジノゲーミングボードも申請す

視の目は厳しいし、ルールを守ってもらおうとする執行の能

ると、申請者をダメだとは言わない。もっと信用に足る人間

力は相当高い。

であることを証明しろと言う。そうやっていろいろな資料を提

あと運営時間が違うとか、民設民営である点は両方と

供させて最終的には「もういいです、勘弁してください、申

も同じ。

請は諦めました」と言うまでやる。弁護士費用をかけさせて

監視体制についてはカジノ監視機構が常に一人とか二

あきらめさせるというのがカジノゲーミングボードのやり方。

人常駐していて監視カメラを見ている。

ゲームの多様性も異なる。公営競技の方と話していた

これはそれぞれの特徴をまとめたものでどちらが良いと

ら、「カジノはいいですね、いろいろな商品を提供できるから。 か悪いということではないが、エンターテイメントとしてはカジ
うちなんか、100 円の車券だけの単品商売です。」と仰っ

ノの方が優れているという気はするが、パチンコも今まで培

ていたが、ファンに対していろいろな商品提供ができるのが

われた５０年の歴史があり、もっと自由になればいろいろな

カジノの強みであろう。ルーレットが飽きればスロットもあるし、 工夫を導入出来るのかもしれません。
資金が続けばいろいろなゲームへのチャレンジが可能ある、

スライド１１

パチンコとカジノの比較
比較項目
比較項目

パチンコ
パチンコ

カジノ
カジノ
・集客性に優れている（女性層、富裕層）
・集客性に優れている（女性層、富裕層）
・外国人を含めた多様な顧客
・外国人を含めた多様な顧客
・華やいだ雰囲気に惹かれる若い層、女性客
・華やいだ雰囲気に惹かれる若い層、女性客

・大衆娯楽、1,110万人のファン
・大衆娯楽、1,110万人のファン
・ギャンブル志向の人からゲームを楽しむ人まで
・ギャンブル志向の人からゲームを楽しむ人まで
・技術介入の要素があり、30～５０歳代の男性中心
・技術介入の要素があり、30～５０歳代の男性中心
・日常の服装
・日常の服装
・おしゃれとは異なる
・おしゃれとは異なる

・おしゃれな服装
・おしゃれな服装
・社交性のある服装
・社交性のある服装

利便性
利便性

・全国に１万２千ヶ所、利便性に優れる
・全国に１万２千ヶ所、利便性に優れる

・出来ても全国に１０ヶ所程度
・出来ても全国に１０ヶ所程度

施設
施設

・５００台程度の中型店が主流
・５００台程度の中型店が主流
・デザイナー起用による斬新な設計
・デザイナー起用による斬新な設計

・常に新たな感動を与える施設を開発
・常に新たな感動を与える施設を開発
・最新のデザイナーによる建築
・最新のデザイナーによる建築

サービス
サービス

・熱心な従業員教育
・熱心な従業員教育
・大胆な顧客サービスは不可
・大胆な顧客サービスは不可

・最大限のサービス提供に努力
・最大限のサービス提供に努力
・顧客が何を欲しているかを絶えず調査
・顧客が何を欲しているかを絶えず調査

根拠法
根拠法

・風俗営業適正化法
・風俗営業適正化法

・カジノ新法
・カジノ新法

運営者
運営者

・犯罪歴等のチェック
・犯罪歴等のチェック

・カジノ監視機構による背面調査、多額の費用
・カジノ監視機構による背面調査、多額の費用

上場の可能性
上場の可能性

・上場不可、金融機関からの借入主流
・上場不可、金融機関からの借入主流

・通常上場し多種類の資金調達可能
・通常上場し多種類の資金調達可能

ゲームの種類
ゲームの種類

・パチンコとパチスロの２種類
・パチンコとパチスロの２種類

・多種類のゲームを提供（ルーレット、スロット等）
・多種類のゲームを提供（ルーレット、スロット等）

提供可能なゲーム
提供可能なゲーム

・著しく射幸心をそそる恐れの無いゲーム
・著しく射幸心をそそる恐れの無いゲーム

・射幸心をそそる恐れのあるゲーム
・射幸心をそそる恐れのあるゲーム

入場制限
入場制限

・未成年者禁止だが執行は緩やか
・未成年者禁止だが執行は緩やか

・未成年禁止、厳格に適用
・未成年禁止、厳格に適用

掛け金
掛け金

・0.1円パチンコ～４円パチンコ、スロット20円（上限）まで
・0.1円パチンコ～４円パチンコ、スロット20円（上限）まで

・テーブルごとに異なる
・テーブルごとに異なる

運営時間
運営時間

・通常１日13～15時間営業（午前8時、10時～午後11時）
・通常１日13～15時間営業（午前8時、10時～午後11時）

・24時間可能
・24時間可能

運営形態
運営形態

・民設民営、公安委員会の許可
・民設民営、公安委員会の許可

・民設民営、地方公共団体からの許可
・民設民営、地方公共団体からの許可

監視体制
監視体制

・所轄署による立ち入り検査、緩やか
・所轄署による立ち入り検査、緩やか

・カジノ監視機構が常時監視
・カジノ監視機構が常時監視

顧客
顧客

衣服
衣服

11
11
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（スライド１２） 「公営競技とカジノの比較」
スライド１２

公営競技とカジノの比較

12
12
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（スライド１３） 「訪日外国人観光客数の推移」

訪日外国人観光客数の推移
訪日外国人観光客数の推移

先ほど申し上げた観光客数の推移ですが、2011 年は
地震の後ですから少し特殊ですが、2020 年に 2,500 万

（千人）
（千人）

30,000
30,000

人というのは、相当いろいろなことを考えないと難しい。

25,000
25,000

20,000
20,000

15,000
15,000

10,000
10,000

必要な供給サイド
必要な供給サイド
の発想
の発想
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目標値
13
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（スライド１４） 「シンガポールへの海外旅行者数推移」
シンガポールはこのケースにおいても非常に好例とい

シンガポールには 1,500 万人を超える国際観光客が来

うことでいつも評価されるが、シンガポールがカジノ・ＩＲを

訪するが、その 20％がカジノを訪問する海外旅行者で

導入しなければいけないと検討を始めたのは 2000 年代

す。

スライド１４

の前半です。国際観光客が減少して次の展開を考える必
要に迫られた。マーライオンでは人を呼べないことに気が

シンガポールへの海外旅行者数推移
シンガポールへの海外旅行者数推移

付いた。更に SARS 騒ぎもあって、このままでは東南アジ
アでの都市間競争に負けてしまうかもしれないという恐怖
に襲われたのであろう。ＩＲ導入にどんどん傾斜していった。
決断は早く、リーマンショックも乗り越えて、2010 年最初
のカジノがオープンして以来、どんどん外人観光客が増え
ていった。2010 年以降は海外旅行客の 10%から 15%程
度がＩＲ効果に起因すると政府は分析している。非常に実
の伴う効果が、シンガポールの場合にはあった。今現在、

14
14

（スライド１５） 「ＩＲとは」
「ＩＲ」というのはいったい何か？複合施設(リゾート)であ

ルフ場」をつけたりとかは普通にやっている。シンガポール

るが、絶対無ければならないのが「カジノ」で、これが収益

でもマリナベイサンズ（Marina Bay Sands）は「カジノ」があ

源となる。それに対してまず「ホテル」が次に出てきます。

って当然「ホテル」があってそれから「マイスの施設」、高

マカオもリスボア（Hotel Lisboa）がカジノホテルとして建

級ブランドショップがある、スポーツ施設は無いが、確か美

設される前は、ラスべガスのようなカジノホテルが無かっ

術館があったり巨大な植物園があったりと家族でも楽しめ

た、スタンレー・ホー（何鴻燊、Stanley Ho）さんが最初にリ

る、ビジネス客も受け入れ、カジノ客も受け入れる。一番

スボアつくったときは本当に収支がとれるのか？と言われ

有名なのは屋上のプールで、SMAP の CM で有名になっ

ていた。こういった「カジノ」と「ホテル」が併設されたのが

たのはご存知でしょう。

最初のＩＲのスタイル。その後にシェルドン・アデルソン

もう一つのシンガポールのカジノ、リゾート・ワールド・セ

（Sheldon Adelson）のようなマイス（MICE）の帝王みたいな

ントーサ（Resorts World Sentosa）では、「カジノ」があって

人が現れ、人があまり来ないウィークディ用に MICE 施設

「ホテル」があって、小さいが「マイスの施設」もある。それ

をカジノホテルに併設した。すると、これが当たった。という

から２つ「ゴルフコース」があり、シンガポールオープンなど

わけでいま普通に「ＩＲ」と言ったら「カジノ」があって「ホテ

の開催コースである。

ル」があって「マイスの施設」、国際会議だとか博覧会だと

こういったＩＲ施設を作ることがカジノを認める前提条件

かが出来る施設がある。敷地に余裕があるところは、「ゴ

となっている。

（スライド１６） 「ＩＲの効果」
「ＩＲの効果」として、2011 年に既に 968 万人が 1,300

例ですが、カジノ税収を利用して地域社会に貢献している。

万人になっている。あと観光客一人当たり消費額が相当

マカオはこのカジノ税でほぼ所得税が無しになっている。

増えている。それから雇用の創出。それからネバダ州の

そういったＩＲの効果が生まれている。

11

（スライド１７） 「超党派カジノ議連の動き」
次に「ＩＲ法案」について話を進めます。超党派ＩＲ議連

生懸命やろうやろうと言った割には、内閣部門会議、法務

が発足する前に自民党内に「カジノ議連」がありました。野

部門会議、これが時期尚早とかいろいろな反対をして民

田聖子先生とか岩屋先生、当時会長は鳩山邦夫先生だ

主党の中で最終的に合意が取れなかったということで、こ

ったでしょうか、これが 2002 年くらいから勉強を始めまし

の話は残念ながらストップになった。

た。私もちょうどその頃から議連を傍聴していましたが、最

昨年の暮れに自民党が政権をとって、今年に入ってさ

初の自民党のカジノ議連が発足したときに森喜朗先生が

ぁやろうということで４月に議連が再発足。秋の臨時国会

出てきて、サッカーくじも１０年かかったのだから「カジノ」の

に法案提出ということで一応合意を見ている。先週、細田、

審議が１０年超えることは確実だと仰った。長老の意見は

萩生田、岩屋の３名で会合が持たれて、１０月早々に法

当たります。それを超えるぐらい長く議論をしています。自

案の修正を決定し、幹部会において今臨時国会での法

民党のカジノ議連の時には専ら公設公営中心の議論であ

案上程及び各党で党内手続きを開始するということを決

ったが超党派の議連が 2010 年に出来て、その後だんだ

定しています。今週、岩屋先生が各党の幹部に直接会わ

ん民設民営の方に傾いていった。

れて説明をしている最中で、各党内での調整を進めて欲

法案として今の法案の骨格ができたのが、２０１１年８

しいということをいまお願いしている。その合意がとれたとこ

月。「推進法案」、「実施法案」の 2 段階である。「推進法

ろで全体的な総会を開こうという段取りになっています。

案」というのは法案のスケジュールを定めた法案で、「実
施法案」はその中身、骨格を定めその中身を詰めた法案

超党派カジノ議連の動き
超党派カジノ議連の動き

です。このあたりのところは小沢鋭仁先生などにずいぶん

•• 2010年4月14日「国際観光を考える超党派議連」総会
2010年4月14日「国際観光を考える超党派議連」総会
•• 2010年8月4日総会にて古賀会長よりカジノ法「私」案提出
2010年8月4日総会にて古賀会長よりカジノ法「私」案提出
•• 2011年8月25日推進法案、実施法案の二本立てで進めることで合意
2011年8月25日推進法案、実施法案の二本立てで進めることで合意

一生懸命にやっていただいた。これが出来て一応議連と

–– 推進法案について承認
推進法案について承認
–– 各党に持ち帰り審議を進めることで合意
各党に持ち帰り審議を進めることで合意

しての了解が取れて、各党に持ち帰って審議をすすめよ

•• 2012年7月自民党政調部会議論終了、議長一任を取りつけ茂木政調会
2012年7月自民党政調部会議論終了、議長一任を取りつけ茂木政調会
長に報告
長に報告
•• 2012年8月前原政調会長から内閣部門への督促にも係らず民主党合意
2012年8月前原政調会長から内閣部門への督促にも係らず民主党合意
取れず
取れず
•• 2013年4月IR議連再発足(細田会長、岩屋幹事長、萩生田事務局長)
2013年4月IR議連再発足(細田会長、岩屋幹事長、萩生田事務局長)

うということで、2012 年７月に自民党の合同部会で議論
があって会長一任をとりつけた。当時、茂木さんが政調会

–– 秋の臨時国会での法案提出で合意
秋の臨時国会での法案提出で合意

•• 2013年6月維新の会が単独で法案提出（継続審議）
2013年6月維新の会が単独で法案提出（継続審議）
•• 2013年9月17日
2013年9月17日

長だったが、茂木さんがいつでも総務会にあげようというこ

–– 議連幹部間で会合、以下を合意
議連幹部間で会合、以下を合意

とで預りになって、その後はあまり動いていない。

•• 10月早々にIR法案修正案を決定
10月早々にIR法案修正案を決定
•• 幹部会において、今臨時国会での法案上程及び各党で党内手続きを開始
幹部会において、今臨時国会での法案上程及び各党で党内手続きを開始

問題はその当時、民主党の方が、前原政調会長が一

17
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スライド１７

（スライド１８） 「ＩＲ議連役員」
これが「ＩＲ議連」の役員になっている方で、最高顧問

スライド１８

に素晴らしい４名の方が名前を連ねている。

ＩＲ議連役員
ＩＲ議連役員
（（平成25年4月現在
平成25年4月現在）
）

この中に石井一さんですとかもう落選をされた方がい
らっしゃるので、この議連の役員を今度の総会で再度見
直しを進めていかないといけない。

16
16
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（スライド１９） 「ＩＲ議連活動状況」

議連の活動ということで並べさせていただいた。

スライド１９

（スライド２０） 「自民党政務調査会 内閣部会・国土交通部会合同会合」
自民党の中でも議論を積み重ねている。

スライド 20

自民党政務調査会
内閣部会・国土交通部会合同会合
（平成24年）

13

スライド２１

（スライド２１） 「ＩＲ法案の考え方」

IR法案の考え方
IR法案の考え方

ＩＲ法案の考え方ということで順序だけご説明しますが、
最初に地方の方がマスタープランを作ってそれを国に対
して申請する。国はそれを審査してその結果、地方自治
体に特定区域をＩＲ可能な地区に指定をします。この指定
を受けた地方自治体が民間事業者のコンペを行い、選ば
れた民間事業者が責任を持ってそのプランに基づいて施
設の建設、運営を行う。この間、民間事業者の資格審査
を国が行い、適格性の認証・免許交付等を行います。

19
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（スライド２２） 「政府の動き」
政府の動き―国家公安委員長は特に反対しないと表

係省庁が責任を持ってこの話をまとめ上げるということを

明されております。

閣議で決めています。ただ成長戦略には盛り込まれなか

観光立国関係閣僚会議ではＩＲについては各省庁にお

ったというのは非常に残念だったが致し方ないと思ってい

いて、いろいろな問題があるという観点から問題を生じさ

ます。

せないために必要な制度上の措置の検討を進める―関

スライド２２

政府の動き
政府の動き
•• 2013年5月古谷国家公安委員長、警察はIRに反対せずと表明
2013年5月古谷国家公安委員長、警察はIRに反対せずと表明
•• 2013年6月観光立国関係閣僚会議にてIR法言及
2013年6月観光立国関係閣僚会議にてIR法言及

–– IRについて、IR推進法の制定の前提となる犯罪防止：治安維持・青少
IRについて、IR推進法の制定の前提となる犯罪防止：治安維持・青少
年の健全育成・依存症防止などの観点から問題を生じさせないため
年の健全育成・依存症防止などの観点から問題を生じさせないため
に必要な制度上の措置の検討を関係省庁において進める。
に必要な制度上の措置の検討を関係省庁において進める。

•• 2013年6月成長戦略には盛り込まれず
2013年6月成長戦略には盛り込まれず
•• 2013年7月甘利大臣発言
2013年7月甘利大臣発言

–– IRは本格議論になっておらず
IRは本格議論になっておらず
–– 議連、部会を通じて提言を
議連、部会を通じて提言を
–– 複合施設であって、ある程度規模を維持する事も大切
複合施設であって、ある程度規模を維持する事も大切
–– 正式な議論となっていない。
正式な議論となっていない。

•• 2013年9月現在政府部内での議論は分かれている
2013年9月現在政府部内での議論は分かれている
–– 観光庁「時期尚早」論
観光庁「時期尚早」論
–– 国土交通省（建設省）、経済産業省
国土交通省（建設省）、経済産業省

20
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14

（スライド２３） 「産業競争力会議」
産業競争力会議にこの文章が載ることになっていた―

力会議の委員で経団連の有力メンバーの会社の調査部

「ＩＲ市場の形成に向けて積極的な取り組みを開始してい

がこういう文章を作りまとめ上げていったものである。それ

る自治体と推進体制を構築します。各省庁と連携した検

なりにプロセスを踏んだものだったが、政府部内に異議も

討体制を整備します。」という相当踏み込んだ案だった。

あったようで、会議の報告には盛り込まれなかった。

これもただ単に竹中さんがまとめたというだけでなく、競争

スライド２3

産業競争力会議
第６回議事次第
第６回議事次第

立地競争力強化に向けて
立地競争力強化に向けて

21
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（スライド２４） 「地方自治体の動き」

（スライド２５） 「ＩＲに関心を持つ自治体」

地方自治体の動き
地方自治体の動き

ＩＲに関心をもつ地方自治体
ＩＲに関心をもつ地方自治体

•• カジノ誘致を推進する発信力のある地方公共団体（猪
カジノ誘致を推進する発信力のある地方公共団体（猪
瀬知事、橋下市長等）が積極的に発言
瀬知事、橋下市長等）が積極的に発言
•• 東京都は場所選定、都市計画及びインフラ等との整
東京都は場所選定、都市計画及びインフラ等との整
合性につき議論
合性につき議論
•• 大阪市は体制整備の段階でRFP方式を検討か
大阪市は体制整備の段階でRFP方式を検討か
•• 各地方も真剣度合いが徐々に増加
各地方も真剣度合いが徐々に増加
•• 誘致の4条件
誘致の4条件
–– 地元の支持（首長、議会、住民）
地元の支持（首長、議会、住民）
–– 10万坪以上のまとまった適地
10万坪以上のまとまった適地
–– 旗振り役
旗振り役
–– 投資家（国際的なオペレイター）
投資家（国際的なオペレイター）

24
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スライド２５

スライド２４
15

（スライド２６～３１） 「地方自治体の動き」
大阪は海外の事業者向けにプレゼンの資料を作成して、

もどうです。当然、ＩＲ法が、今年とは言わないが来年の通

大阪への誘致を呼びかけているところです。４か所候補が

常国会で当然通るだろうということを前提に活動を始めて

あり、夢洲、舞洲、咲洲は皆大阪市の土地です。最後は

いる。それに対して事業者の方もこういうマスタープランは

ユニバーサルスタジオの横にある民間企業が保有する土

如何でしょうか？大阪、東京などに提示する等の動きが

地です。ユニバーサルスタジオと一体で運営できるのが

あります。我々が考えている以上にものごとは進んでいる

利点でしょうか。

かもしれません。

東京都でも同様に取組を進めている。他の地方自治体

スライド３２

（スライド３２） 「経団連の動き」

経済団体の動き
経済団体の動き

経団連もマイス（MICE）施設のためには、ＩＲ導入が早道

•• 2012年3月関西同友会がMICE、カジノに関し
2012年3月関西同友会がMICE、カジノに関し
提言を取りまとめ
提言を取りまとめ
•• 2013年6月17日経団連が「新たな成長を実現
2013年6月17日経団連が「新たな成長を実現
する大規模MICE施設開発に向けて」と題する
する大規模MICE施設開発に向けて」と題する
政策提言
政策提言

だと考えたのか、カジノを「魅力づけ施設」と呼んで、具体
化する法案を早急に結論を出して欲しいと主張している。

–– カジノを魅力づけ施設と呼称
カジノを魅力づけ施設と呼称
–– 法案に関し早期結論が得られる事を強く期待
法案に関し早期結論が得られる事を強く期待

スライド３３
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国内企業の動き
国内企業の動き

（スライド３３） 「国内企業の動き」

•• 不動産開発（森ビル、三井不動産、三菱地所、
不動産開発（森ビル、三井不動産、三菱地所、
住友不動産、総合商社）
住友不動産、総合商社）
•• セガサミー
セガサミー
•• ユニバーサル・エンターテイメント
ユニバーサル・エンターテイメント
•• 東京ドーム
東京ドーム
•• HIS
HIS
•• パチンコオペレイター（マルハン、ダイナム）
パチンコオペレイター（マルハン、ダイナム）
•• パチンコ機械メーカー
パチンコ機械メーカー （京楽、フィールズ）
（京楽、フィールズ）
25
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スライド３４

（スライド３４） 「ＵＮＩＯＮ ＧＡＭＩＮＧ」
先々週、「UNION GAMING」 というインベストメントバンク
が東京でセミナーを開催しました。パチンコ関係と思われ
る方に●をつけてみた。

26
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スライド３５

海外オペレイターの動き
海外オペレイターの動き
主要オペレイター
主要オペレイター
•• ラスベガスサンズ
ラスベガスサンズ
•• ゲンティング
ゲンティング
•• シーザーズ
シーザーズ
•• PENN
PENN
•• Hard
HardRock
Rock
•• メルコクラウン
メルコクラウン
•• ギャラクシー
ギャラクシー
•• Ｗｙｎｎ
Ｗｙｎｎ
•• ＭＧＭ
ＭＧＭ

（スライド３５） 「海外オペレイターの動き」

アジアの主要カジノ予想売上
アジアの主要カジノ予想売上
（2015年）
（2015年）
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（スライド３６） 「ＩＲ法のスケジュール」
「ＩＲ法のスケジュール」は、諸説があるが、常識的に

できるのか？と言えなくもないが、やるときはやるだろうと

言って今年立法されるかどうかは常識的には難しい。ただ、

期待しています。

国会では何が起きるかわからないので、ひょっとすると通

自治体がＩＲの指定を政府に申請をして、その後、入札、

過と言うこともない話ではないと思います。

ライセンス供与、ぎりぎりオリンピックに間に合うのかどうか。

では、今年なくても来年、再来年もないのかと言うと、皆

オリンピックを外したら絶対ダメかというとそうでもないが、

さんそうは思われないでしょう。可能性はあると思います。

オリンピックはいいモメンタムを与えてくれた。

今年末までに法案を提出して、来年の６月末の通常国

スライド３６

会中に成立、７月以降に自治体が作るマスタープランと

ＩＲ法のスケジュール
ＩＲ法のスケジュール

実際にそこに投資をする人たちが議論をしないといけない。

•• 2013年末まで
2013年末まで
•• 2014年6月末まで
2014年6月末まで
•• 2014年7月以降
2014年7月以降

そういったものが相当行われていくでしょう。
ＩＲ法案はあくまでも「推進法」でその「実施法」というもの
が作られないといけないが、２年間で作るということなので、

••
••
••
••
••
••

2014 年から 2016 年に「実施法」を政府が中心になって
まとめていく。そこが本当の勝負で、建蔽率を変えてくれる
のか、高さ制限を取っ払ってくれるのか、などいろいろな
議論が当然ある。カジノ税だって決めないといけないし、

2014年から2016年
2014年から2016年
2016年
2016年
2017年
2017年
2017年から2020年
2017年から2020年
2019年から2020年
2019年から2020年
2020年8月
2020年8月

ＩＲ法案国会に提出
ＩＲ法案国会に提出
ＩＲ法案国会で成立
ＩＲ法案国会で成立
自治体とオペレイターと
自治体とオペレイターと
の対話活発化
の対話活発化
ＩＲ実施法国会で成立
ＩＲ実施法国会で成立
地方自治体ＩＲ指定申請
地方自治体ＩＲ指定申請
ＩＲ入札とライセンス供与
ＩＲ入札とライセンス供与
ＩＲ建設
ＩＲ建設
ＩＲ開業
ＩＲ開業
オリンピック
オリンピック
28
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課題はたくさんある。それを一つ一つ見ていくとそんなもの

スライド３７

ＩＲ法の成立の可能性
ＩＲ法の成立の可能性
臨時国会
臨時国会
•• 10月初めから2カ月間の予
10月初めから2カ月間の予
定、苦しい日程
定、苦しい日程
•• 消費税、ＴＰＰ、成長戦略等
消費税、ＴＰＰ、成長戦略等
内閣提出の重要法案目白
内閣提出の重要法案目白
押し
押し
•• 段取り
段取り
––
––
––
––

ＩＲ法案の内容修正
ＩＲ法案の内容修正
自民党内の総務会での承認
自民党内の総務会での承認
他党でも同様の手続き
他党でも同様の手続き
国会対策委員会、議院運営
国会対策委員会、議院運営
委員会を得て法案提出
委員会を得て法案提出

（スライド３７） 「ＩＲ法成立の可能性」

スポーツ振興くじ法案
スポーツ振興くじ法案
•• 平成9年4月（140回通常国会）
平成9年4月（140回通常国会）
–– 衆議院に法案提出
衆議院に法案提出

•• 平成9年5月
平成9年5月

–– 衆議院本会議可決
衆議院本会議可決

•• 平成9年6月
平成9年6月

–– 参議院文教委員会付託
参議院文教委員会付託
–– 継続審査
継続審査

•• 平成9年9月（141回臨時国会）
平成9年9月（141回臨時国会）
–– 参議院参考人から意見聴取
参議院参考人から意見聴取

•• 平成10年1月（142回通常国会）
平成10年1月（142回通常国会）
–– 参議院参考人から意見聴取
参議院参考人から意見聴取

•• 平成10年3月
平成10年3月

–– 参議院本会議可決（68%）
参議院本会議可決（68%）

•• 平成10年5月
平成10年5月

–– 衆議院本会議可決（75%）
衆議院本会議可決（75%）

29
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（スライド３８） 「議論される懸念材料」
懸念される材料、「依存症の問題」、「地球環境への影

問題は「依存症の問題」、たしかに依存症は勉強すれば

響」、「組織悪の介入」、「青少年への悪影響」。サッカーく

するほど深刻な問題だと思える。ゲーミング業界の中では

じのときは「組織悪の介入」、「青少年への悪影響」という

パチンコ業界が一番前向きに取り組んできているが、公営

のは大変な議論だった。コンビニで売ってもいいのか、学

競技の方は対策を取っていると言う話を知らない。パチン

校の中でサッカーくじに夢中になってしまうのではないか、

コ業界の活動には大いに期待したいし、ＩＲ法案が審議さ

とかそんな議論だった。この議論は今回のカジノではたぶ

れるにつれて、本格的に「依存症の問題」は議論していな

ん無いだろう。

かければならない。

スライド３８

議論される懸念材料

（スライド３９） 「次のステップ」

スライド３９

次のステップ
次のステップ
•• 推進法が成立したら
推進法が成立したら
–– 一斉に活動開始
一斉に活動開始
••
••
••

地方自治体とのお見合い
地方自治体とのお見合い
パートナー探し
パートナー探し
シンクタンクを採用してFS
シンクタンクを採用してFS
調査
調査
•• 実施法に向けての提案活
実施法に向けての提案活
動
動

–– ビジョン取りまとめ
ビジョン取りまとめ

•• 設計事務所との話し合い
設計事務所との話し合い
•• デザイナーとの打ち合わ
デザイナーとの打ち合わ
せ
せ
•• 都市計画法等との整合性
都市計画法等との整合性
•• 土地所有者との話し合い
土地所有者との話し合い
•• Financing
Financing

•• リークワンユー元首相の
リークワンユー元首相の
言葉
言葉

–– カジノがあるという理由だ
カジノがあるという理由だ
けで数千億円規模の海外
けで数千億円規模の海外
からのIR投資を拒否する
からのIR投資を拒否する
のか
のか

•• ホセ・ロペス・ポルティー
ホセ・ロペス・ポルティー
ヨメキシコ元大統領の言
ヨメキシコ元大統領の言
葉
葉

–– 日本は確かに検討に時間
日本は確かに検討に時間
はかかるが、決めたら早
はかかるが、決めたら早
い。あの相撲のようだ。
い。あの相撲のようだ。
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（スライド４０） 「パチンコ業界への影響（1）」
パチンコ業界への影響。先月アメリカのシティ銀行が調

何故これを取り上げたかというと、3 つの推計手法の一

査レポートをまとめた。日本のカジノ市場はいったいどのく

つとして、パチンコファンから乗り換えるファンがどの程度

らいの大きさになるのだろうかという推計をしている。2020

かを想定しているためです。結果は、「新タイプの娯楽に

年、日本にカジノが出来たときにどの程度の規模か？シテ

魅力を感じるファン」はパチンコの場合はだいたい２0％

ィ銀行の推計では、日本は１兆５千億円くらいとなってい

1,200 万人に対して 257 万人がカジノに乗り換えるだろう、

る。想定は東京と大阪と沖縄にカジノが出来た場合をもと

という推計をしている。

に推計している。

スライド４０

パチンコ業界への影響（1）
パチンコ業界への影響（1）
2020年の日本のカジノ市場
2020年の日本のカジノ市場

CITI銀行の推計
CITI銀行の推計

•• 東京、大阪及び沖縄で開設
東京、大阪及び沖縄で開設
•• 134億ドルから150億ドル（1兆5000
134億ドルから150億ドル（1兆5000
億円）と予測（13年のラスベガス市
億円）と予測（13年のラスベガス市
場は63億ドル）
場は63億ドル）
•• 推計1：訪問回数xシンガポールの
推計1：訪問回数xシンガポールの
カジノ支出（175ドル）＝149億ドル
カジノ支出（175ドル）＝149億ドル
•• 推計2：推定国内人口x一人当たり
推計2：推定国内人口x一人当たり
カジノ支出（1700ドル）＝150億ドル
カジノ支出（1700ドル）＝150億ドル
–– パチンコからカジノへの乗り換え
パチンコからカジノへの乗り換え
（20%、257万人）
（20%、257万人）

• • 新タイプの娯楽に魅力を感じるファ
新タイプの娯楽に魅力を感じるファ
ンン

–– 退職者と富裕層がカジノファンの主
退職者と富裕層がカジノファンの主
力
力

•• 推計3：カジノ1か所あたりのGGRx3
推計3：カジノ1か所あたりのGGRx3
か所＝134億ドル
か所＝134億ドル
32
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（スライド４１） 「パチンコ推計のロジック」
もう少し詳しく見ると、パチンコ利用者 1,260 万人

の推計はパチンコの利用者は年間 225,000 円パチンコに

（2011 年レジャー白書）、国民の 10％であるが、カジノの

使っている。これはパチンコの粗利を２兆 8,600 億円とと

開設により、東京、大阪、沖縄のパチンコファンの 30％が

らえていることと同義であるが、それを 1,260 万人で割っ

新しい娯楽カジノの利用者になるとみている。上記の 3 県

た数字である。この 225,000 円を 1.5 倍して２で割った 17

以外の都道府県では 18％がカジノの利用者になり、結果

万円をカジノで使うという計算である。1.5 倍して 2 で割る

パチンコファンの 20％ 1,260 万人の 20％の 260 万人

根拠は開示されていません。

がパチンコからカジノに乗り換える、という推計をしている。

カジノの市場規模をこのような観点から考察した初めて

これが正しいかどうかはもちろんわかりません。とりあえず、

の報告書です。正しいかどうかはシティの調査レポートを

名前の通った銀行の調査部が推計した報告ですので、そ

読んで判断していただくしかありませんが、ご参考までにお

んなにいい加減なことはしないだろうとは思います。

話を致しました。

では一人当たり年間カジノ予算はどれくらいなのか、彼ら

19

スライド４２

（スライド４２） 「パチンコ業界への影響（2）」

パチンコ業界への影響（2）
パチンコ業界への影響（2）

もう少し定性的な話をすると、ＩＲ法案との対比で今後

•• ＩＲ法案との対比で論じられるパチンコ業界
ＩＲ法案との対比で論じられるパチンコ業界

当然論じられていくのだと思います。射幸心をそそっても

–– 射幸心をそそる恐れのあるカジノ
射幸心をそそる恐れのあるカジノ
–– 射幸心をそそる恐れのないパチンコ
射幸心をそそる恐れのないパチンコ

いいカジノと射幸心を著しくそそるおそれのないパチンコの

•• パチンコ業界への規制は？
パチンコ業界への規制は？

識別は当然厳しく問われていくのだろうと思います。

–– 3店規制
3店規制
–– 射幸性
射幸性
–– 広告規制
広告規制
–– 依存症対策への真剣な取り組みの要請
依存症対策への真剣な取り組みの要請

それから三店規制なり広告規制なりにも厳しい目が向け
られる、常にカジノに対比してパチンコは、という議論が継
続していくものと思います。

•• ＩＲ法案でも依存症対策は大きな議論に
ＩＲ法案でも依存症対策は大きな議論に

33
33

（スライド４３、４４） 「依存症問題（1）（2）」
スライド４３

依存症問題（1）

34
34

スライド４４

依存症問題（2）
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（スライド４５） 「パチンコ業界の方向」
もしそうであるなら選択肢として何があるのか？パチンコ

民営の立場で法的な枠組みができたわけですから、それ

業界にとっては迷惑かも知れませんが、「ＩＲ法」が審議さ

に類似の枠組みの中でパチンコ店の枠組みを作って欲し

れている限り、その対比でパチンコが議論されると言うこと

いという要望に対しては政府として聞く耳持つのではない

かと思います。緩やかな締め付けが続くというのが一つの

かと思われます。ただその時に気をつけていただきたいの

未来像かと思います。その時にどういう対応があるのかと

は、いま１０ヶ所とか言っていますが、たぶんこれは動き出

言うと、一つは他の公営競技がきちんと対応できていない

すと１０ヶ所ではとてもきかなくなる可能性があります。当

「依存症対策」の本格化、それからプラスαの社会貢献と

然時間は相当かかりますが。

書いたが、例えばパチンコの駐車場を防災拠点にするよう
な発想とか、パチンコ輸出というのが可能かどうかはわか

時間をオーバーしておりますが、ご質問があればお受け

りませんが、そういったことも方向性の一つとしてあるのか

します。

と思います。例えばこれは、大きな駐車場に太陽光パネ

スライド４５

ルを設置して、その下に電気自動車の充電施設を作るだ

パチンコ業界の方向
パチンコ業界の方向

とか、電気がなくなってもここから強力なライトを放射する
ことによってここは安全ですよということを示すような装置

幾つかの選択肢
電気自動車用充電施設併設店
幾つかの選択肢
電気自動車用充電施設併設店
•• IR法が審議されている限り、
IR法が審議されている限り、
緩やかな締め付け継続
緩やかな締め付け継続

だとか、あとこの電気を使って携帯等の充電ができる場所

––
––

依存症対策の本格化
依存症対策の本格化
＋αの社会貢献、防災拠点と
＋αの社会貢献、防災拠点と
しての視点
しての視点
–– パチンコ輸出は可能か？
パチンコ輸出は可能か？

を作るとか、ある種、コンビニが評価されたのもトイレを貸し
てくれたというのが大きかったのだと思う。そのような防災

•• ＩＲ法成立後
ＩＲ法成立後

拠点として何か訴えるというようなことも一つ考えられるの

–– 民設民営の立場で新たな法
民設民営の立場で新たな法
的な枠組みの模索
的な枠組みの模索
–– ＩＲが全国に広がる可能性あ
ＩＲが全国に広がる可能性あ
り（リゾート法）
り（リゾート法）

かと思います。
ではＩＲ法成立後はどうかと言うと、そこはパチンコ業界にと
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っては一つのチャンスではないかと思います。やはり民設

★質疑応答★
社員会社Ａ
いろいろお話ありがとうございました。大川先生はカジノサイド、我々はパチンコサイドということで質問させ
ていただきます。
初めの方で、公設民営か民設民営かというお話がありましたが、我が国の法体系の立てつけですが、賭
博は基本的に禁止されていて、いまギャンブルは公営ギャンブルがあるのですが、これは全部公設公営
で、公が独占事業としてやっている。賭博法の中で一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは，この
限りではない、ということで我々が風適法の中で規制されて民設民営で賭博未満ということでやっている。
つまり我が国の法体系では、他の国に無い法体系になっているはずです。カジノの方は民設民営になると、
では公設公営のギャンブルと我々民設民営の賭博未満のところでは、法律上の立てつけ、整合がとれな
いし、民設民営でギャンブルが認められるのであれば、我々も認めてくれという話になるので、私はカジノ
サイドがちょっといささか乱暴な感じがする。何故、風適法の専門家や関係者の意見をきちんと入れてくれ
ないのか疑問ですし、そのあたりがどうなっているのかお聞きしたい。
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大川 そういう意見があるのも、知っています。ただ、公設でなければいけないとは法律には書いていない。たま
さか公設で穴をあけたというだけであって、そこのところは少し違うように思います。
社員会社Ａ そうでしょうか、法律論でそのようにしてもらわないと、民設民営でギャンブルが認められると、
我々のポジションがなかなか見つからない感じがする。
大川 そこのところの法律論は、ＩＲ法案をまとめる際にも衆議院法制局、法務省との意見交換を通じて議論が
なされました。違法性を阻却するに正当業務でないといけない訳ですが、実施目的の公益性が必要であ
ることは広く認められているところです。御意見は、それにプラスして実施主体が地方公共団体のような公
的存在でなくてはいけないと仰っておられるのではないかと思います。私の意見は、その点は法律論と言う
よりは政策論であり、この点を強調するのは疑問があります。過去数１０年間規制緩和の議論の中で国の
固有業務でされてきたものがどんどん民営化されてきている事実があります。｢公｣が期待されている以上
のことを、｢民｣が為し得ると思います。当然ながら、民の活動が正しく規制、監視されることが条件ですが。
社員会社Ａ わかりました。また別の機会でお話しさせていただけるとありがたい。
大川 これは面白いテーマなのですが、法制局長官も言葉、解釈変える国ですから、あまり法律論で議論す
る話ではないのか？むしろ政策論なのではないか？という気がする。
社員会社Ａ わかりました、ありがとうございます。
委員Ｂ カジノは射幸性が高くていい、パチンコの方は低射幸性、このだいたいの線引きはあるのでしょうか？
大川 そこはなかなか難しい議論だと思います。ただ、射幸心を著しく煽るということで警察庁がずっと規則で
定めてきた歴史があるので、その歴史のラインに沿って議論をする、カジノの方は確率によってある種、許
される範囲が決まってくるのだから、ただ風適法の枠内で今までの規則の事例があったということでそれを
尊重しながらそれとの距離感で定めていく、ということではないでしょうか。
委員Ｃ 今日のお話でカジノ法案というのが観光立国という一つの枠組みの中で出てきたということがよくわか
りました。そういう点で言いますと、このパチンコ産業自体を一つの日本の観光資源として位置付けるという
ことを考えるべきか、ということを考えますがそれについてはどうお考えでしょうか？有り得るとお思いになり
ますか？
大川 正直、たぶんあり得ないのだろうと思うのですが、それは業界努力だと思います。外人が来ると、みんな
一度は行きたがる、ただ、あまりにも煙がすご過ぎて退散とか、ゲームが難しすぎて彼らはよく解らない、三
店方式で裏の方に連れて行くとすごく嬉しがって、「やった！やった！」とか言うが、ゲームに入れない。だ
から千円入れて、玉をそのまま持って行って、「俺はパチンコをやった」と言っているが、それはゲームをし
たわけではなくて、千円入れて玉とって、裏に行って換金して・・・・とそれを経験したい。確かにそれもひょ
っとしたら観光になるかもしれない・・・ただ、今、仰った話は、パチンコが輸出できるかどうか、というところに
も関係する割と深い問題ではないかと思う。
委員Ｃ ありがとうございました。
委員Ｄ 結構なお話ありがとうございました。
手元に 2010 年に当時の国際観光を考える超党派議連の古賀会長が公にしたカジノ法案の試案とい
うのを見たことがあるが、その後の推進法案、実施法案は内容はどのように変わっているのですか？
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大川 たぶん古賀先生が試案で出されたのは、推進法、今の推進法そのものだと思います。その前に実は、
推進法と実施法を一体になったＩＲ法案というのが実際にあって議論もずいぶんしたのですが、とても国会
の議員提出の議論にはなじまないだろう、とても質問に答えられそうにもないというのでそこをむしろ分けて、
所謂骨格だけを示した推進法と内容を定めた実施法に分けてということで、古賀先生が試案というかたち
にまとめられたのは、この推進法の部分、推進法を仰っていると思います。
委員Ｄ ありがとうございました。
司会 大川先生、本日は言わば敵地に乗り込んできてご説明いただきありがとうございました。
以上

ＰＴＢ入社のご案内

１. ＰＴＢの目 的
・ パ チ ン コホー ル 業 界 の 社 会 的 認 知 を 高 め 業 界 全 体 の 向 上 を 目 指 す。
・ P TB 評 価 調 査 を 継 続 的 に 受 け る こ と を 通 じ て ｺ ﾝ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ｱ ﾝ ｽ ・ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ ｶ ﾞ ﾊ ﾞ ﾅ ﾝ ｽ の 改 善 を 目 指 し 、 PTB
評 価 ・ 格 付 け を 致 しま す 。
・ 会 員 企 業 が 株 式 会 社 であ る 場 合 に は 、そ の 株 式 公 開 の 実 現 を 支 援 致 しま す 。

2. 入 社 資 格
ＰＴＢの目 的 に賛 同 し、ﾊﾟﾁﾝｺ産 業 全 体 の社 会 的 認 知 を高 めるために行 動 するパチンコホール経 営
企 業 で あれ ばご 参 加 い た だ けま す （ Ｐ Ｔ Ｂ 社 員 規 程 第 ２ 条 ） 。ま た 、 株 式 公 開 を 目 指 す パ チ ン コ ホー ル
経 営 企 業 も 是 非 ご 参 加 く だ さい 。

3. 社 員 会 社 の権 利
① 評 価 調 査 を 受 ける 権 利

②社 員 総 会 の議 決 権

③ PT B 各 組 織 （ 評 価 委 員 会 , 有 識 者 懇 談 会 等 ）への オ ブ ザ ー バー 参 加 と 会 議 議 事 録 の 入 手
④専 門 委 員 会 等 の研 究 結 果 の入 手

⑤ 本 会 主 催 の セミ ナー への 参 加

⑥ 本 会 が 配 布 す る 書 籍 等 の入 手

4. 入 社 に伴 う費 用
【入 会 金 】 不 要

【基 金 】 100 万 円 以 上

【 年 会 費 】 5 ,0 0 0 ,0 0 0 円

※ 社 員 総 会 に おけ る 議 決 権 票 数 は 基 金 の 拠 出 額 に 応 じ て 変 動 しま す。
基 金 拠 出 額 1 0 0 万 円 か ら 2 0 0 万 円 までを 議 決 権 1 票 と し、2 0 0 万 円 を 超 え 4 0 0 万 円 まで 2
票 、4 0 0 万 円 を 超 え 6 0 0 万 円 ま で 3 票 、6 0 0 万 円 を 超 え 8 0 0 万 円 まで 4 票 、8 0 0 万 円 を 超
え る 場 合 は 5 票 と なり ま す 。

5. 評 価 調 査 原 則 年 1 回 実 施
6．評 価 調 査 費 用 個 社 負 担 （約 500 万 円 /1 回 につき）
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