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賭博・カジノ・パチンコ 

 

論点 

 

 

2016年 12月 15日、カジノを中心とする統合型リゾート（IR）整備推進法（カ

ジノ法）は衆院本会議で可決、成立した。これにより、日本でカジノ合法化が

現実味を帯びてきた。カジノ合法化により、外国人の観光客が増えることで税

収の増加につながることや、雇用の創出などの経済効果が挙げられる。しかし

一方で、賭博を容認することにより、ギャンブル依存症の増加や、賭博が原因

の犯罪が増える、マネーロンダリングの温床になるなどの問題点も挙げられて

いる。その中で 2014年の厚生労働省の調査によると、日本人のギャンブル依

存有病率は 4.8%で 536万人いると言われている。海外の国々の有病率は米国

1.6%、香港 1.8%、韓国 0.8%となっており、日本の有病率は極めて高く、問題

である。また、日本のギャンブル依存の 8割はパチンコ・パチスロ依存だと言

われている。そこで日本においてカジノを容認する代わりにパチンコ・パチス

ロを禁止する。この案に賛成か反対か。 
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第 1 章 賭博について 

 

賭博とは 

→偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為のこと。囲碁や将棋などのように、当

事者の技量に差がある場合でも、偶然的要素があれば賭博にあたると解されている。 

Ex)競馬、宝くじ、カジノなど 

 

 

 

 

日本には既に大規模な「ギャンブル市場」が形成されている。日本生産性本部がまとめた「レジ

ャー白書」によると、競馬や競艇、競輪などの公営ギャンブルの売上高は 5兆 7510億円（2015

年）で、世界最大のマカオのカジノに匹敵する。パチンコの市場規模は 23兆 2290億円と推計さ



3 
 

れる。また厚生労働省研究班の 13 年の調査によると、国内で公営ギャンブルやパチンコへの依

存症が疑われる人は推計 536万人に上っている。 

世界の動向 

先進国の集まりである OECD（経済協力開発機構）加盟 34カ国で、カジノが合法化されて

いないのは日本とアイルランドだけである。世界では 130カ国以上が合法化している。禁

止されている国の多くがイスラム教国家で、イスラムの教義に反するというのが禁止の理

由である。カジノの国アメリカでも、ユタ州、アーカンソー州、ハワイ州の 3州は、カジ

ノに限らず宝くじも含め一切のギャンブルが禁止である。 

 

 

世界のカジノ市場規模（2014 年予測：百万 US ドル） 

 

アジア・太平洋のカジノ市場規模           ヨーロッパのカジノ市場規模  

 

http://world-japancasino.com/_src/sc116/market_world.png
http://world-japancasino.com/_src/sc124/market_ap.png
http://world-japancasino.com/_src/sc133/europa.png
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賭博罪 

刑法第１８５条 

 賭博をした者は、５０万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を

賭けたにとどまるときは、この限りでない。 

 

第１８６条 

 常習として賭博をした者は、３年以下の懲役に処する。 

第２項 

 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、３月以上５年以下の懲役に処す

る。 

 

＊当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を取得する場合、賭博罪は成立しない。 

Ex)主催者や協賛企業が景品や賞金を提供するトーナメント 

 

＊「一時の娯楽に供する物」とは、一般的にその場で直ちに消費する茶菓子や食事などのよう

な、関係者が一時娯楽のために消費する物を指すと解されている。「一時の娯楽に供する物」

にあたるかについては、価格の僅少性と消費の即時性の両方を加味して判断される。 

 

 

なぜ賭博は禁止されているのか。 

賭博を処罰する根拠として、以下 4点である。 

・勤労意欲を麻痺させる 

・怠惰浪費の風潮を生じさせ、勤労の美風を害する 

・暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発 

・暴力団や外国人犯罪組織が入り込む 

・国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ 

・ギャンブル依存症患者を生む 

・青少年の育成への悪影響がある 
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ではなぜ宝くじ、競馬、パチンコ類は違法ではないのか。 

・競馬や宝くじは公営賭博 

競馬などの競技、宝くじなどのくじは、実質的には違法である。しかし、これらはそれぞれに

特別法が定められており、刑法 185・186条の対象外になっている。これら公営競技、公営くじ

は、その目的および収益の使途を「公益性」と「地方財政の健全化」にあると定義し、賭博で

はあるものの、「公」の利益に資する施策である、というロジックの上に成り立っている。 

↓というのも 

これらの多くは終戦から間もなく定められたもので（競馬、富くじは戦前もあり）、戦災復

興、その他の公共事業の資金調達を目的としていた。また、競馬は畜産業、競艇は船舶事業、

競輪やオートレースは機械工業や体育事業といったように、それぞれ結びつきの強い事業の振

興を支援。ある意味、特殊な時代背景の中で制度化され、戦後日本の成長に貢献し、そして現

在まで続いている存在である。 

 

・換金問題がグレーなパチンコ 

パチンコは公営賭博のように特別法をもって合法化されているわけではない。パチンコ店は、

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）の管轄である。その風営法の定

めるルールの範囲内で健全に運営されており、あくまでも遊技であると解釈しているからであ

る。またパチンコ店は明らかに換金行為を伴うものだが、「三点方式」というロジックを用い

ることで、パチンコ店と換金の関係性を切り離し、ひいては賭博にあたらないということであ

る。 

 

[三点方式] 

賭博罪では金品の授受に関して規制されているので、パチンコ屋とは別に古物商の景品買取所

が店のすぐそばに設置されている。打ち手は出した玉を特殊景品と呼ばれる延べ板のようなも

のに交換してそれを古物商に持っていくと換金してくれるという手順である。 
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特別法で現行認められているギャンブル 

・競馬（競馬法） 

・競輪（自転車競技法） 

・競艇（モーターボート競走法） 

・オートレース（小型自動車競走法） 

・宝くじ（当選金付証票法） 

・スポーツ振興くじ（スポーツ振興投票の実施等に関する法律） 

 

風営法の対象ではない別法で現行認められている法律 

・金融デリバティブ（金融商品取引法） 

・先物取引（商品先物取引法） 

・生命保険、損害保険（保険法） 

・商店街の福引（景品表示法） 

 

 

カジノ法、賛成多数で可決・成立  

内閣不信任決議案は否決  

カジノを中心とする統合型リゾート（ＩＲ）整備推進法（カジノ法）は 15日未明の衆院本会議

で自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。政府・与党はこれに先立ち、14日

までの会期を 17日まで再延長することを決めた。野党４党は内閣不信任決議案を提出したが、

与党などの反対多数で否決された。自民党などの賛成多数でカジノ法を可決、成立した衆院本

会議（15日未明）カジノ法は、カジノに宿泊施設や会議場を併設したＩＲの整備を促す内容
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で、基本法という位置づけ。運営業者の選定基準やギャンブル依存症対策については、１年以

内に政府が整備する実施法案に盛り込む。自民、公明両党は年明け以降、法整備に向けた協議

を始める方針だ。国会審議では、自民党が参院審議を踏まえ、独自に法案を修正。ギャンブル

依存症対策の強化や、施行後５年以内に法律を見直す規定などを盛り込んだ。14日夕の参院本

会議で修正案を可決し、衆院に回付した。マネーロンダリング（資金洗浄）防止を促す付帯決

議も新たに加えた。（日本経済新聞 2016.12.15） 
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第 2 章 ギャンブル賛成意見 

【メリット】 

 

① 経済効果 

日本の IR は、都市部、地方部とも大きな利益が期待される。IR 推進法の正式名称は、「特

定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」。特定複合観光施設が IR のことで、一般

的には統合型リゾート（Integrated Resort）と呼ばれている。そして IR に不可欠なのがカ

ジノ施設である。（シンガポールのマリーナベイサンズは総工費 5 千億円の巨大 IR だが、

施設の中で、カジノの占める面積はわずか 3％にすぎない。ところがカジノから上がる収益

は、施設全体の収益の 8 割を占める。） 
『政府は日本を訪れる海外客を 20 年までに２千万人に増やす目標を掲げる。集客の目玉と

してカジノを併設した「統合型リゾート（ＩＲ）」計画も浮上。この施設には「ＭＩＣＥ（マ

イス）」と呼ばれる国際会議や学会、展示会などを開ける大型施設、ホテルや劇場、ショッ

ピングモールを集める計画なのだそうだ。 
施設を新設すれば建設投資が促されるほか、観光消費が活発になり、雇用や税収も生まれる。

国内各地で新たな地域振興策としてカジノ誘致への期待が高まっている。』（日本経済新聞 

2013/12/7 より） 
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日帰り圏内の経済規模をもとに関東 IR の収益規模を算出すると、営業利益は 2000 億円に

なる。関西 IR の場合も、営業利益 1000 億円規模が見込まれる（2021 年度以降の想定）。

先行するアジアにおける 3 大施設はどうか。シンガポールの「Marina Bay Sands」の営業

利益は 1300 億円、「Resorts World Sentosa」は 433 億円、マカオの「The Venetian Macao」
は 1019 億円である（2015 年度実績）。アジア 3 施設は、それぞれ単一施設として世界最大

級の収益力であるが、関東 IR の収益はそれら以上、関西 IR はそれらと同等の規模となり

そうだ。 
しかも、膨張するアジアの富裕層を考えると、その成功確率は非常に高い。 
 

② カジノ資金の日本消費・地方の活性化 

二つ目のメリットとして、最後に、国外へ流れるカジノの消費を、国内にシフトすることが

できることである。具体的な統計はないが、マカオにカジノが出来てから、日本の観光客が

200 万人になったことから、少なからず日本では 200 万人程度が日本にカジノが無いがゆ

えに、海外に出かけてしまっていると考えることができる。そして、国外からの新規観光客

を日本に呼び込むことができる点にある。特に地カジノを地方に創設すると、地方経済の活

性化につながることだ 
。地方部の IR であっても、十分に世界上位と肩を並べるようなポテンシャルがある。とく

に北海道ブロック、東北ブロック（仙台空港周辺への設置を想定、集客範囲は岩手県・宮城

県・福島県）、四国ブロック（鳴門市への設置を想定、集客範囲は兵庫県、香川県、徳島県）、

九州ブロック（佐世保市への設置を想定、集客範囲は福岡県・佐賀県・長崎県）の IR は、

それぞれ 20 兆円前後の経済規模を誇っている。この経済規模をベースに試算すると、北海

道、東北、四国、九州もそれぞれ営業利益 100 億円以上のレベルになることが想定される。 
 

③ 闇社会への資金流出の根絶 

カジノは禁止されているにも関わらず、摘発報道から考えてもカジノは「違法」状態で日本

に存在しているのです。米国の禁酒法時代を顧みれば、禁止をすることでカジノが闇の資金

源になってしまうことになるのです。 
つまり、カジノを解禁して管理が行き届く状態にすることで、闇社会への資金は逆に根絶さ

れることになるのです。 
『現職のガーナ大使（５５）が借りていたビルの一室で客に賭博をさせていたとして、警視

庁は、無職山野井裕之容疑者（３５）＝東京都板橋区宮本町＝ら男女１０人を賭博開帳図利

の疑いで逮捕し、１９日発表した。同庁は、外交特権のある大使が事件に関与した疑いがあ

るとみて、外務省を通じて任意聴取の要請をしている。』(朝日新聞デジタル「ガーナ大使名

義の部屋で闇カジノ 開帳容疑で１０人逮捕」2014/03/19 11:51) 
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【ポイント】 
① ギャンブル依存症は結果であって原因ではない！ 

つまり、カジノ解禁がギャンブル依存症を増加させるわけでもなければ、ギャンブルが無く

なれば、依存症がなくなる訳でもないということだ。国際カジノ研究所・所長の木曽 崇が

2014 年に指摘していたことだか、これは依存の対象物をお酒に置き換えてみると判り易い。

誰かがアルコール依存になったとして、その原因は「そこに酒があったから」なのでしょう

か? それとも、お酒に逃げなければならない何らかの事情があったからなのでしょうか? 依
存症の発生を抑えるためには、このような社会の中にある様々な負の要因を解消する事、も

しくは困った時に相談に駆け込める先を作る事が重要なのであって、「ギャンブルが無くな

れば依存症が無くなる」などという主張は問題の本質を正確に掴んでない、全く間違ったア

プローチであるといえる。 
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第 3 章 ギャンブル(パチンコ)反対意見 

 
根拠 
１．ギャンブルは自己責任か 
２．ギャンブルの被害 
３．パチンコについて 
 
 
１．ギャンブルは自己責任か 

 
ギャンブルにお金を使うのは自己の選択による自己責任である。よってそこから生じる

結果はすべて若しくはほとんど本人が悪い。こうした固定概念は現代社会に根付いている。

しかし、ギャンブルによる被害は、すべて自己責任で片づけることができる問題だろうか。

このことについてここでは述べていく。 
 
2014 年の厚生労働省の踏査によると、日本のギャンブル依存の有病率が 4.8%であると

発表した。男女別で言えば、男性が 8.7%、女性が 1.8%で日本には約 536 万人のギャンブ

ル依存者がいると言明した。海外の調査では、米国が 1.6%、香港が 1.8%、韓国では 0.8 パ

ーセントなので、日本の 4.8%は極めて高い数値である。このように世界的に見ても、ギャ

ンブルの有病者が多い日本だが、政府も人々もこのことに関しての危機感は薄い。 
ギャンブル依存症は、1980 年に精神医学の疾患として登場し、現在 WHO によっても「病

的ギャンブリング」づけられている。 
 

ギャンブルにはまるのは、当人が悪く、当人の自己責任である、という固定観念がある。

ギャンブルの被害が衆目の前に出づらいのはそのような諦めじみた考えがあるからである。

しかし、そもそもギャンブルの被害はすべてが自己責任でかたづけられることだろうか。 
 
ギャンブルは１つの産業である。ギャンブルをする人間はその消費者といえる。ギャンブ

ルの害を論じるときに、これまで欠けていたのはこの消費者という視点である。 
例えば、ある食品企業が何かの食品を売る時、そのものを食べても健康には害がないとい

う暗黙の了解がある。これこそが消費者の権利である。仮に消費者側に、何らかの健康被害

が生じれば、食品企業側の責任が問われ、消費者の自己責任だとは絶対に言われないだろう。

ギャンブルについても、同様の消費者の権利という視点が必要である。 
 
ギャンブルには依存性がある。病的ギャンブリングはアルコール依存症と極めて似た症

状がある。 
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「アルコール依存症には、離脱症状と耐性があります。毎日欠かさなかった飲酒を急にや

めると、発汗や手指の震え、不眠、幻覚が生じます。少しのアルコールで酩酊していたのに、

次第に量を増やさないと酔えなくなるのが耐性です。」(箒木蓬生，2014)「病的ギャンブリ

ングにも、この離脱症状と耐性があります。ギャンブル三昧の日々を送っていた人が、何ら

かの拍子にギャンブルができなくなると、焦燥感や落ち着きのなさ、不眠、動悸や息苦しさ、

冷汗、手の震えが生じます。」(箒木蓬生，2014) 
 
村上春樹の 1Q84 の中には次のような記述がある。「(大麻が)依存症になるから危険だと

司法当局は主張しているけれど、ほとんどこじつけだね。そんなこと言ったらパチンコの

ほうがよほど危険だ」。この言葉はまさに的を射ているのである。この他にも、ギャンブル

には射幸心を煽ることが多くあるが、これは後に述べる。 
 
また、ギャンブルの開始年齢は平均すると男性 18 歳、女性 24 歳で、借金が始まるのは

平均で男性が 27 歳、女性が 31 歳である。 
 
ギャンブル障害の自助グループ GA(Gamblers Anonymous=通称ギャマノン)がとった平

均年齢男性 46 歳、女性 45 歳のアンケート結果を見るとギャンブル症者 121 人がこれまで

ギャンブルにつぎ込んだ金額は下の表のようになっている。 
 

300 万円未満     → 8.3% 
300～500 万円    → 14.0% 
500～1000 万円   → 19.8% 
1000 万～2000 万 → 24.0% 
2000 万～3000 万 → 19.8% 
3000～5000 万   → 7.4% 
5000～1 億      → 5.0% 
一億円以上      → 1.6%  

(箒木蓬生，2014「ギャンブル依存国家・日本 パチンコからはじまる精神疾患」光文社) 
 
 この図は GA にたどり着くことができ、回答をしてくれた 121 名の表である。GA にたど

り着くまでには十数年かかり、その間は借金まみれの生活が続くのである。 
 
 

２．ギャンブルの被害 
 
ギャンブルに負けて借金が始まると、ギャンブル症者はその借金をどうするかを朝から

晩まで考えるようになる。他方で、ギャンブルで作った借金だから、ギャンブルに勝って返
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すべきだという、妄想じみた考えをするようになる。 
 
これまで負けてきたのだから、勝って返せる見込みなどないのに、ここでギャンブル症者

特有の特異な思考法が現れる。これまで負けてきたのだから、ここからは勝つに違いないと

考えるのである。現に過去に 3000 円が 15 万になった日もある。よってそのようなときに

3 万円つぎ込めば 150 万になるから 1000 万の借金などすぐ返せる、といった具合にであ

る。この思考には 3 種の歪がある。 
 
第 1 に、これまで負けてきたにもかかわらず、次は勝つという奇妙な確率論的思考であ

る。1 年、5 年、10 年と負け続け、「100 万の借金が出てきたのだから、確率的には負け続

けるのが正しい。しかし、負けが続いているのだから次は勝つと考えるようになる。これは

ウォッシュフル・シンキングと呼ばれる既に妄想の領域に足を突っ込んでいる状態の思考

法である。 
第 2 に、3000 円が 15 万になった日があったと思っているが、逆に 15 万円が 0 円になっ

た日などをあまり記憶に刻んでいないことである。これは罰に対する脳内報酬系の機能が

鈍化していることが原因であると考えられる。勝った時の記憶のみを強化する方策に精通

しているのが、パチンコ店である。勝った時は光が輝き、「爆音が鳴り、否応なく勝者が興

奮する仕掛けになっている。しかし逆に負けた時には、例えば電流が流れて痛みを伴うなど

なら負けの記憶が残るだろうが、そのようなこともない。結果として買った時の記憶のみが

残りやすいのである。 
第 3 は、3000 円が 15 万になったからそういった時にレートを 10 倍にすれば 10 倍に儲

かるなどと考えるなどの浅はかな単純計算をすることである。 
 
そして、ギャンブルによって間違いだらけの思考法で頭が占領されるので、人としての

倫理観、道徳観、善悪の分別などがなくなっていく。 
 

ギャンブル症者に犯罪がつきものなのは、以上述べてきた考え方のゆがみに起因してお

り、米国の服役している囚人の 4 分の 1 に、ギャンブル障害があるという報告もある。 
 
賭け事での負け→借金→犯罪の流れの事例は多い。今回は 2009 年での事例を下に図とし

てあげる。 
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(箒木蓬生，2014「ギャンブル依存国家・日本 パチンコからはじまる精神疾患」光文社) 
 
 
３．パチンコについて 
 
ここではパチンコを例として、その被害を挙げていく。 
 
2010 年のカジノでの売り上げはマカオが世界一で 1 兆 8834 億円(2010 年)であった。一

方、日本でのパチンコの売り上げは 19 兆 3800 億円(2010 年)である。このことから分かる

のは実は日本は大賭博国家であると言うことである。1991 年以降、日本においては 540 兆

円(2010 年までで)がパチンコに使われている。540 兆円あれば何ができただろうか。 
 

パチンコの客層はカジノで豪遊する富裕層ではない。少ない手元が増える快感を求めて、

年金受給者や時間のある主婦などがパチンコにしばしば通う。ここで述べておくと、日本の

ギャンブル依存患者の 8 割がパチンコ、パチスロによるものである。 
 
カジノで一億円負けても自殺しないが、パチンコで 1 万円負けると自殺する。カジノは
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金を持っている人が挑戦し、一瞬で勝ち負けを決めるものだが、パチンコはじわじわと何年

かの蓄積によって、人を自殺や離婚へと追いやるという傾向がある。 
 
 韓国では 2006 年 8 月、パチンコによる依存症の危険性を認識してパチンコ(メダルチギ

と呼ばれる)は禁止になった。中国などでも許可していない。「警察庁の A4 二枚分の通達で

は、「最近、裁判所の判決でもゲーム『パダイヤギ』は賭博性の高いゲームとして認められ、

没収が望ましいとの判決が言い渡された」「国民の大多数はゲームセンターを娯楽施設では

なく、賭博場だと思っている」としたあとで、「これからは『賭博行為などの規制および処

罰特例法』を適用し、さらに取り締まりを強化し、ゲーム機を押収して事業所を閉鎖する」

と明記された。(若宮，2010)」とある。 
 
また、テレビ・映画で禁じられているサブリミナル効果がパチンコでは使われている。サ

ブリミナル効果とは意識しない中で、欲求を呼び覚ます効果のことで、ある種の詐欺的行為

である。よって NHK などは「通常知覚できない技法で、潜在意識に働きかける表現はしな

い」と放送基準に明記している。パチンコでの具体的な仕掛けは「液晶に表示される大当た

りの図柄を「暗示図柄」として、遊戯者が認識できないくらい短い時間、挿入し、潜在意識

を刺激して期待感を持たせ、ゲームを続けさせようとするもの」(若宮，2012)である。これ

はまさに依存症を作る罠を仕掛けていると言える。 
 
パチンコでの依存症誘発システムとしては、以上の 5 つの要素が挙げられる。 

 
①様々な不正が横行するパチンコ業界←確率の調整、サクラなど 
②業界と癒着している警察←パチンコは公安・警視庁管轄で天下り先となっている 
③業界にすり寄る政治家←多額の資金が動くことから資金源になる 
④専門的対応が遅れている医療←精神医学会では積極的な関心を示していない 
⑤広告収入優先で事なかれに流れるマスコミ←CM や新聞広告等の額が極めて大きい 

 
行為自体は極めて賭博に近く、被害も報告されているパチンコだが、それらが特段話題に

上がらない理由としては、②、③、⑤などが関係していると言われている。 
 
その中で、2011 年 5 月 25 日、東京・豊島公会堂で「パチンコ違法化・大幅課税を求め

る議員と国民の会」などが開かれている。 
また、諸外国にはパチンコ等のギャンブルは存在しない。あるのはカジノ・スロット・ビ

ンゴ・ロト程度である。これらを承認している理由は税金収入、経済振興、雇用創出、不法

ギャンブルの締め出し等であるが、これらはすべてのギャンブルを禁止にするのは不可能

としたうえで、ギャンブル障害をできるだけ減らすという政策なのである。 
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