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特定複合観光施設区域整備推進会議

議事録

会議の日時及び場所
日時：平成29年６月13日（火）16：00～18：00
場所：官邸３階南会議室

二

出席した委員の氏名
熊谷亮丸委員、櫻井敬子委員、篠原文也委員、丸田健太郎委員、美原融 委員、
山内弘隆議長、渡邉雅之委員

三

議事
１．開

会

２．カジノ施設・機器の規制について
・カジノ施設の数・規模、カジノ施設の構造・設備に関する規制につ いて
・カジノ関連機器等の基準、型式検定、指定試験機関に関する規制に ついて
３．カジノ事業活動の規制について
・カジノ行為（ゲーミング）に関する規制について
・金融業務の規制について
・カジノ施設内関連業務の制限について
・内部管理体制の整備義務について
・約款の認可について
・業務委託の制限について
・従業者の確認・届出について
４．閉

会
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○山内議長

それ では、定刻に なりましたの で、ただいま から、第４ 回「特定複合 観光施

設区域整備推進会議」を開催いたします。
本日は、大変お忙しい中御参集いただきまして、どうもありがとう ございます 。
本日はカジノ 規制のうち「 カジノ施設・ 機器の規制に ついて」「 カジノ事業活 動の規
制について」を議論したいと思います。
本日から、カ ジノ規制の細 部にわたり議 論を行うこと になります ので、事務局 からの
説明の前に、本日 のテーマに関 連するカジノ 規制の各分野 の専門である ２名の委員 より、
本日のテーマに関する論点について御説明いただきたいと思います。
委員からの説 明は、まず、 美原委員から 、諸外国にお けるカジノ 規制の考え方 、カジ
ノ施設の規模に関 する規制、カ ジノ施設内で 行うことが認 められるゲー ミングの種 類等
の諸外国のカジノ の実態につい て、次に、丸 田委員から、 日本における 内部統制報 告制
度（J-SOX ）の考 え方 及びカ ジノに おけ る内部 管理体 制につ いて 、それ ぞれ御 説明 いた
だきたいと思いま す。その後、 事務局から資 料説明を聴取 した上、最後 にまとめて 意見
交換を行いたいと思います。
それでは、プ レスの方々は ここで退室を お願いしたい と思います 。よろしくお 願い致
します。
【プレス退室】

○山内議長

それ では、議事に 入ります。ま ずは、諸外国 におけるカ ジノ規制の実 態や内

部管理体制につい て、専門家で いらっしゃい ます美原委員 、丸田委員に それぞれ10 分程
度の御説明をいた だきたいと思 います。それ では、まず美 原委員から御 説明をお願 い致
します。

○美原委員

美原 です。お手元 の資料１をご 覧下さい。１ ページ目で す。カジノと は、い

わゆる賭 博行 為をエ ンター テイン メント とし て提供 する施 設であ り、こ の行 為自体 は、
顧客に対するサー ビス行為とし て認知されて いるところで す。但し、国 際的には条 約等
でこのサービス提 供の自由度が 認められてい るわけではな く、各国固有 の規制と制 度が
設けられています 。賭博行為を 認めるか否か 、どう認める かは一国の公 序良俗をど う保
持するかの問題で もあり、国民 を保護するこ とは国家の専 権という考え 方があるか らで
す。WTO-GATS あるいはEU 条約において も、賭 博行為はサー ビスという認 識はあります が、
あくまでも例外的 に各国が法的 管轄権と許諾 権を持ってい ます。この結 果、規制も 課税
も各国で制度はバラバラになります。
一方、遊びの用 具とかルール は共通ですの で、どこの国 に行っても同 じゲームを 楽し
めること にな ります 。この 意味で は、遊 び方 やこれ を律す る規制 の在り 方に ついて は、
一定の類似的な規 範が存在する ことも事実で す。規制の考 え方は各国微 妙に違いま すけ
れども、現代社会 においては、 段階的にこれ が収斂しつつ あるというこ とが言える ので
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はないかと思います。
次の２ページを ご覧下さい。 カジノの規制 の考え方です が、供給の量 と質を規制 の対
象とし、これら両 方をコントロ ールすること がポイントに なります。あ くまでも制 限的
に認めることによ って、確実に 一定の政策目 的の達成を図 る考え方をと ることがよ り一
般的ということです。
この供給の量と 質の規制に関 しては色々な 考え方があり ます。例えば 施設の設置 地点、
設置数に制限を設 けることが世 界の常識でも あるわけです 。これにも色 々な考え方 があ
り、例えば、あら かじめ特定の 設置地点、設 置数を決めて やる手法もあ りますし、 一定
の地域をゾーニン グという区域 設定をして、 この特定の区 域内に限定し た数だけ認 める。
あるいは、事業者 に着目して事 業者数の上限 を設けたり、 市場に提供さ れる施設数 と事
業者数を限定する 。個別施設の ゲーミングフ ロアのテーブ ル及び機械の 台数を制限 する
ことによって全体の供給量をコントロールする等の考え方があります。
一方、ゲーミン グハブという 考え方も存在 し、複数カジ ノ施設を１カ 所の地点に 集中
して設置すること が競争のメリ ットをもたら すという考え 方です。但し 、こと賭博 に関
しては、カジノ施 設間の競争が 経済学におけ る消費者余剰 をもたらすと は必ずしも 限ら
ないという学術的 な研究もあり ます。競争に より顧客の好 ましくない賭 け行動を助 長す
る、あるいは射幸 性を高めてし まうという負 の効果があり うるというこ とですが、 複数
施設の集約を認め るか否かがオ ーストラリア では侃侃諤諤 の議論になり まして、こ の結
果、同国では原則１州１施設ということになっています。
例外もあります が限定されま す。例えば、 米国ネバダ州 は事業者の廉 潔性を検証 する
ライセンスの取得 義務を事業者 に課しますが 、事業者数・ 施設数・設置 地点には制 限を
設けておりません 。フランスも 同様です。法 律上の施設要 件規定を設け て、一定の 要件
を満たす基礎的自 治体に手を挙 げさせ、事業 者を選定させ 、地点と事業 者のパッケ ージ
を内務省が認めて 、ライセンス を付与する形 になっていま す。要件を満 たせば如何 なる
自治体で も提 案でき るとい うこと になり 、結 果的に カジノ 施設の 数が多 くな ってい る。
これがいいかどうかというのは各々の国の政策的な問題ですね。
次の３ページを ご覧下さい。 量の規制につ いては、個別 の施設ごとに 様々な規制 があ
ります。施設総数 のみならず、 個別施設の規 模や設置する テーブルや機 械、また施 設の
レイアウトも規制 するというこ とが世界の常 識でしょう。 これをゲーミ ングフロア 規制
と言っています。ゲーミングフロアを規制する手法として、
・ゲーミングフロアの敷地面積を絶対値として面積の上限を規制する、
・ゲーミングフロアの施設面積を全体施設の中の一定比率として規制す る、
・これらを組み合わせる、
等という３つの考 え方は現実に 存在します 。ただし、母 数としての施 設全体の内 容をあ
る程度把握してい ないと、比率だけ というのはど うしてもおか しな考え方を 引き起こす
可能性があります 。母数を かさ上げする ために、不必要な施設 をつくってし まうという
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懸念があるという ことです。絶対値だ けでこれを規 制するとい う考えも、メリット・デ
メリット双方があり、単純じゃありません。
先ほど申しまし たように、テ ーブルの設置 数、機械の設 置数を個別に 規制するこ とに
よって、全体の面 積をコントロ ールすること もできます。 これは、１つ のテーブル は大
体数平方メートル 、１つの機械 に大体何平方 メートルとい う快適な施設 に必要な面 積の
相場感があり、全体面積を一定の枠に収めることができるからです。
ゲーミングフロ アのレイアウ トも規制の対 象になります 。どうレイア ウトを考え るか
は原則カジノ事業 者の裁量です が、基本的に は申請の上、 認可の対象に するわけで 、そ
の変更も同様の認 可対象になり ます。これは 日本でも同様 のはずで、カ ジノ施設は 集客
施設ですから、監 視とか警備の 在り方、入退 出管理、火災 ・震災等の事 故が起こっ た場
合、どういう退避 計画をどう実 践するのか、 監視システム をどう設置す るのか等が 規制
の対象になるわけです。
次の４ページを ご覧下さい。 質の規制は、 実は３つの要 素から構成さ れています 。１
つは、リスクのあ る主体を入れ させないこと で、これは内 部者も顧客も です。この ため
に厳格な参入規制と入場規制を設けます。
もう一つは、変 なことをさせ ないことです 。不正行為と か違法行為を 明確かつ厳 格に
定義して、行為自 体を厳格に規 制し、これを コンプライア ンスの仕組み で補強する とい
う考え方になります。
３つ目の考え方 は、悪事は必 ず露見し、こ れを厳罰に処 する仕組みを 作るという こと
になります。法の執行を 厳格にするこ とにつきます が、監 視システムが 機能していれ ば、
不正やいかさまなどの悪事は確実に露見するわけです。
悪いことを行う者 は、悪事は露 見しないと思 っているから こそ悪いこと をするわけ であ
って、必ずばれる と思った場合 、ペイしなく なるわけで、 抑止効果が生 まれること にな
ります。
この３つの要素 がどう機能す るかをいかに 国民に分かり やすく説明し 、カジノと いう
施設は、安全な仕 組みで運営さ れているとい うことを理解 してもらうこ とが重要だ と思
います。
同様に 、次 の5ぺー ジは 、行為 規制の 考え方 を図 示した もので す。カ ジノ施 設は ゲー
ミングフロアと附 帯施設エリア に分かれます 。このうち、 監視対象区域 が両方に、 正確
にはゲーミングフ ロアと一部の 附帯施設エリ アですが、ま たがっている とお考え下 さい。
この制限区域にお けるあらゆる 行為、行為を なす主体、施 設・機材等の 在り方、第 三者
の関与の在り方は 、網羅的に規 制の対象とな り、かつ、監 視の対象にす るというこ とが
なされているわけです。
例を見てみまし ょう。次の６ ページをご覧 下さい。大体 どこの国も監 視制度はこ うい
う形で構築されま す。事業者に よる自主管理 を基本としつ つ、全体を管 理する仕組 みを
考えるという形で す。通常の中 規模の施設で すと、数千個 の固定式・可 動式カメラ が天
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井等に設置され、 中央監視室か ら全ての行為 を監視します 。先ほど申し ましたゲー ミン
グフロアを常時24 時間規制の対 象にして監視 するという形 になりますが 、実態は法 律的
には要件を定義す るのみで、民 間事業者に具 体の提案をさ せて、それを 認可すると いう
形になります。そ れに伴い、様 々な関連する 義務を法によ り規定するこ と が 通 例 で す 。
例えば、映像記 録の保持義務 とか、規制機 関による映像 記録の提出要 求あるいは 押収
権。暫時的に一定 のシステムを 排除できる権 利、規制シス テムに規制機 関が随時入 るこ
とができる権利な どです。この ように、証拠 を押さえなが ら間接的に事 業者をどの よう
にコントロールするかというのが行為規制、監視制度の肝でもあるわけ です。
次の７ページで すが、カジノ 施設内で行わ れる行為の中 には、カジノ 特有の疑似 金融
行為が行われるこ とが通例で、 これにかかわ る規制です。 我々は大体１ ～２万円持 って
遊びに行くわけで すけれども、 お金持ちは一 銭も持ってい きません。特 定顧客の利 便性
を高めるために、 カジノ事業者 が一種の資金 の融通を行う わけです。銀 行勘定みた いな
顧客勘定を設けさ せて、フロン トマネー、即 ち、予め預託 金を預けさせ 、この枠内 で現
場でチップを供与 するとか、一 定の枠内で顧 客にチップを 供与するとい う与信行為 を実
施し、後刻精算することが現実的に行われています。
次の８ページを ご覧下さい。 これはこのよ うな特殊な取 引の事例です ね。小切手 は我
が国では 余り 使われ ていま せんが 、一 種の与 信手段 でもあ るわ けです 。VIPと 呼ば れる
富裕層に対しては 、与信枠とで もいうべきク レジットライ ン、フロント マネーの許 諾あ
るいはマッチング ・クレジット と申しまして 、預託金の額 に応じてチッ プを融通す るこ
とですが、かかる 慣行が現実に は行われてい るわけです。 極めて金融行 為に近いあ るい
は疑似金融行為が 行われている ということで しょう。勿論 カジノ事業者 は金融業者 では
ありません。
次の９ページは 、かかるカジ ノ事業者の与 信取引がどう 内部的に決済 されている かを
図示したのですが 、内部的には 銀行と同じだ ということが お分かりいた だけると思 いま
す。個人情報を収 集し、与信価 値を評価して 、与信付与判 断をする。そ れに基づい て契
約行為において一 定の与信枠を 定めるという 形式をとりま すから、一種 のクレジッ トラ
イン契約をして、 この枠内で個 別の証書にサ インして、チ ップを引き出 すことにな りま
す。低額与信行為 の場合には、 銀行残高のチ ェックとか、 債務残高とか 、過去の貸 し借
り等々全て第三者 機関によって チェックさせ た上で、与信 の判断をして いるという のが
実態です。この意 味においては 、お金持ちに なればなるほ ど、現金をあ まり持ち歩 かな
いので、顧客に対 する完璧なコ ントロールシ ステムが機能 しているのが 実態です。 いい
加減な形で金持ちにお金を貸すことは絶対あり得ないということでしょ う。
次の10 ペー ジをご 覧下さ い。ち ょっと IRと かカジ ノの組 織を見 てみた いと 思いま す。
全体の組織のイメ ージを10ペー ジ目に示して います。注目 すべき点は、 カジノ事業 は労
働集約型 産業 である という 点です 。カジ ノ運 営部門 という のが12 ページ にあ ります が、
ディーラーだけで は成立しませ ん。実際のフ ロアでは管理 職が複数の目 で全体の運 営を
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監視すると共に、 ゲームの進行 は上から監視 カメラでも見 ているわけで す。１つの テー
ブルに１ 人の ディー ラーだ けでは ないテ ーブ ルもあ り、全 員シフ トで交 替し ますか ら、
例えば500テーブル ありますと、 最低2,000人 以上はこの部 門で雇用する ことになる わけ
です。それと、MIC E、ホテル等 のサービス部 門ですが、こ れでも施設規 模次第では 、数
千人の雇用になり ますから、5,0 00～6,000人 あるいは7,00 0～8,000人と いう雇用規 模が
十分考えられるのがカジノを含むIR事業であると言えるのではないかと 思います。
13ページは、ど うやってカジ ノは儲けるの だろうという 御質問がある かと思いま して、
記載したものです 。実は、カジ ノというのは 顧客を楽しま せて、できる 限り長く滞 在さ
せることが結果的 に収益を最大 にするという 仕組みになっ ています。顧 客にとって 確率
的期待値が高いゲ ームや遊び方 を提供するわ けで、だからこそ顧 客も、遊び方次第で は、
そこそこ負けずに 、あるいは勝 ち続けて、長 い時間遊べる わけです。顧 客もある程 度勝
てるからこそ長い 時間を遊べる わけです。も ちろん確率で すから、常に どちらかが 勝つ
というわけではあ りません。時 間がたてばカ ジノ側が有利 になるポイン トは、ハウ スア
ドバンテージと呼 ばれる確率的 なコミッショ ンを設定しお り、大数の法 則によって 、時
間の経過に伴い、 これが固定値 になるわけで す。でも、胴 元は一人で、 顧客は多数 の関
係にあり、顧客の 負け分は全て 胴元がとりま すので、大勝 ちされる顧客 がどんどん 出て
もカジノ側として は全く問題な いわけです。 そこそこ勝て るゲームだか らこそ、人 気が
あり、顧客が集ま るわけです。 いかに顧客に 勝たせて楽し ませ、長時間 滞在しても らう
かが、結果的にカ ジノ側の収益 に繋がります 。顧客とカジ ノというのは 敵対的な関 係で
はないわけで、何 回もきてもら い、継続的、 安定的な取引 関係にあるこ とが好まし いわ
けですから、例え ば顧客をのめ り込ませるこ とは企業とし て好ましくな いことと認 識さ
れているのが健全な企業としての実態ではないかと思います。
最後に14ページ をご覧下さい 。どういうゲ ーム種が認め られるかとい うことです 。基
本的にはゲーム種 とともにルー ル、配当や顧 客にとっての 確率的期待値 といったこ とが
規制と許諾の対象 になります。 法令や規則に よってこれを 決める場合も 無いわけで はあ
りませんが、通常 はカジノ事業 者の申請に基 づき、カジノ 管理委員会の 専権的な許 諾事
項となっています 。そのポイン トは、顧客に とって公正・ 公平なゲーム であるか否 かと
いうことでしょう 。ただ、今後 、検討されな ければいけな い様々なおも しろいゲー ムも
ございます。例え ば「リンクド ・ジャックポ ット」という のは、スロッ トマシンを コン
ピューターで連結 し、一定の賭 け金をプール 化して、より 高額の勝ち金 を取得でき るシ
ステムです。「ト ーナメント」 というのは、 イベントとし て実施される 顧客同士の 勝ち
抜き戦みたいなも ので、テキサ ス・ホールデ ムポーカーの イベントとい う形で今、 世界
中で流行っております。
考慮すべき考え 方としては、 やはり技術の 進展とか、新 たなゲーム種 の展開など 急速
に環境が変化する のがこの世界 ですから、何 をどう認める かという規制 の在り方も 柔軟
であるべきであっ て、規制機関 が公正さ、公 平さを審査し た上で取り決 めることが 重要
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ではないかと思い ます。御質問 が出るかもし れませんので 、日本の伝統 的な賭博種 はど
うするのかという ことに関しコ メントします 。例えば 花札賭博とか 、丁半賭 博とか、色々
ございますけれど も、社会的に 、あるいは国 民的にこれが 許容できるか 否かという 問題
があります。残念 ながら、過去 の経緯よりク リーンなイメ ージからほど 遠いという 現実
もありますので、 国民の社会的 許容度という 観点から評価 し、どうある べきかは、 規制
機関の判断に委ねることが適切ではないかと思います。
また、現在考 慮中のIR実施 法の枠組みで は無理で、別 途制度的枠 組みが必要な カジノ
種もあり ます 。例え ばクル ーズカ ジノ。 船舶 という 極めて 限られ た物理 的空 間、船 社、
船長、民間施行者 という限られ た関係の中で 規制機関との 関係を築かな ければいけ ませ
んから、今考えて いる法律の枠 組みとは全く 違った枠組み が必要になる わけです。 イン
ターネットカジノ も規制の在り 方が根本的に 異なります。 スポーツベッ ティングは 既存
のスポーツ団体、 プロ団体との 関係、サッカ ーくじとの関 係、これもス テークホル ダー
が複雑に絡み合う ために、現在 の枠組みの中 では難しいで しょう。IRと 言っても何 でも
できるわけではあ りません。で すから、大き な考え方を取 り決め、この 枠組の中で 、規
制機 関が 適切 にそ の 許諾 を判 断す ると い うの が正 しい アプ ロ ーチ では ない かと 思 いま
す。簡単でございますが、海外の仕組み等々を御説明申し上げました。 以上です。

○山内議長

どう もありがとう ございました 。それでは、 次に、丸田 委員の御説明 をお願

い致します。

○丸田委員

丸田 でございます 。お手元の資 料２に沿って 御説明致し ます。ちょっ と資料

が多いので、適宜省きながら御説明します。
まず、３ページ 目を開けてい ただけますで しょうか。そ もそも内部統 制という言 葉が
若干取っつきにく いところがあ るのですけれ ども、内部統 制の本質は何 かといいま すと、
一人で業 務を やって いると 、間違 いとい うの は自分 でコン トロー ルでき ます けれど も、
組織でやりますと 必ずミスや間 違いが起こり ます。特に、 カジノはお金 がそのまま 商品
として動 いて います ので、 ミスだ けでな く、 必ず不 正を行 おうと いう者 が出 てきま す。
これを組織的に防いで、業務の品質を向上するというのが内部統制でご ざいます。
次の４ページで は、内部統制 の目的という のは何かとい うことです。 内部統制の 仕組
みとしましては、 企業のために 作られている ということが ございまして 、４つの目 的の
内、右の３つは非 常に分かりや すいですね。 先ほど説明し ましたように 、資産が盗 まれ
ないように、資 産保全を行 うということ 。法令遵守 、カジノ であれば関連 法令に従っ て、
例えば入場管理等 の規制に従っ てちゃんと業 務を行ってい るかどうか。 財務報告の 信頼
性も大事 です ね。決 算書だ けでは なく て今回 、カジ ノの場 合に はGGRと いう課 税の 基礎
となる、売上数値 が正しく算定 されないと税 金が正しく納 付されません ので、これ を正
しく報告するためです。
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あともう一つ、 これは企業が やっていると いうことで、 業務の有効性 と効率性も 目的
に入っています。 管理のコスト というのはも ちろん無限に かければミス が限りなく ゼロ
になります。ただ 、組織として 永続的にやっ ていくために は、一定の有 効性と効率 性の
下、コストベネフ ィットのバラ ンスを保ちな がらやってい くというのも ポイントに なっ
ております。
次の５ページで ございます。 内部統制と言 われると一般 的に皆さんが 思われるイ メー
ジでございますが 、要素が６個 ある中で、皆 さんがイメー ジしやすいの は３つ目の 統制
活動というものな のですね。何 かと言います と、チェック する手続があ る。例えば 現金
は２人でカウント して、必ずそ の結果を記録 に残して承認 しなければい けない。こ れが
統制活動で、これ が内部統制だ と思われる方 も結構多いの ですが、実は 内部統制は 非常
に広い概念でございます。
ここに書いてあ る１つ目、統 制環境。これ は大事ですね 。組織がそも そも従業員 に対
して不適切なこと をやらせない 、不正を防ぐ ようなカルチ ャーにあるか 。それを経 営者
がどうやって意識として浸透させていくか。これも非常に重要でござい ます。
２番目のリスク の評価。今、 世の中でリス ク、言い換え れば色々な手 口の不正が 起こ
ってくる中で、こ ういったリス クをちゃんと 捉えて、しっ かり対応して いくという のも
重要です。
情報と伝達。組 織内外でしっ かり情報が管 理されて、企 業内外から必 要な情報を 得た
上で、ちゃんと内部で情報共有するということも大事です。
モニタリング。 実際に自ら組 織としてやっ ているだけで は緩むことが ございます ので、
内部監査のような 仕組みは重要 です。特にル ールはあって もルールどお り運用され ない
リスクに関しては 、モニタリン グによってし っかり範を垂 らしていくこ とが必要と なり
ます。
最近特に重要 なのが、ITへ の対応です。 いくら紙の帳 簿を正しく つけていても 、最後
にITで不 正が 起こっ てデー タが全 て書き 換え られて しまえ ば全く 意味が ござ いませ ん。
その意味で、実は 内部統制とい うのは、左の 図にあります ４つの目的に 従った６つ の要
素に従った、枠組みとしては非常にしっかりとしたフレームワークでご ざいます。
次の６ ～７ ページ 目は飛 ばさ せてい ただき まして ８ペ ージ、 日本で はい わゆるJ- SOX
と言われている内 部統制をチェ ックする仕組 みがございま して、昨今、 上場企業で も少
なくない不祥事が ある中で、そ れを未然に防 止して健全な 資本市場を形 成するため の仕
組みがあります。 上場企業は特 に財務報告、 決算が正しい かどうかとい うところに フォ
ーカスして、ディ スクロージャ ーの信頼性を 確保するため に財務報告の 信頼性の内 部統
制について、こち らを経営者が しっかり監査 して、外部の 会計士がこれ をさらにチ ェッ
クするという仕組みがございます。
次の９ ペー ジでご ざいま して 、日本 の内部 統制監 査、 通称J-SO Xと言 われて いる もの
でございますけれ ども、毎年上 場企業の経営 者は、まず自 らの内部監査 部門が自社 の内
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部統制が 健全 かどう かとい うのを チェッ クし て、そ の結果 を報告 書とし てま とめま す。
この報告書は、自 社の内部統制 は適切、有効 に機能してい るという報告 書がほとん どで
ございますが、こ ちらに対して 、下の流れは 外部の会計士 、監査人がこ ちらを実際 にテ
ストして、経営者 の報告につい てしっかりそ の通りになっ ているかとい うところを 確認
して、それについ て経営者の報 告が正しくな ければ適正意 見を付すとい う仕組みで ござ
います。 ここ でのJ-SO Xにお ける内 部統 制は、 財務報 告の目 的に フォー カスし てお りま
すが、先ほどの６つの要素全てを含む非常に広範囲な概念でございます 。
次の10ページは 飛ばさせてい ただいて、11 ページ目でご ざいます。で は、内部統 制で
問題があるとどう いうことが起 きるかという ことでござい ますが、例え ばカードゲ ーム
のメインバンクに 保管された現 金、チップを ８時間ごとに カウントして チェックし なけ
ればいけないとい う仕組みにつ いて、内部統 制に不備があ るとどういう ことかとい うと、
例えば左側の列に ありますよう な、整 備状況に関す るもの 、そもそもル ールがないと か、
ルールが適切でな いといったも の、これは整 備状況の不備 となります。 右側の列は 、ル
ールはちゃんとあ るのですけれ ども、ルール 通りに運用さ れていない。 サンプルで 数十
件を見て、承認者 のチェック漏 れがあれば不 備ということ になりますの で、こうい った
ものが右側の運用 状況の不備と 判断されます 。整備状況も しくは運用状 況、もしく は両
方の不備を併せて 、それが企業 経営にとって 重要であれば 、開示すべき 重要な不備 とい
うことで、内部統 制が有効に機 能していない ということを 世の中に知ら しめるとい う制
度が、この内部統制の報告及び監査制度でございます。
では、カジノの 場合、諸外国 でどういう規 制があるのか ということで 、13ページ 目を
開けていただけま すでしょうか 。ここでは、 MICSという概 念がございま す。アメリ カに
おいて主に運用さ れている概念 でございまし て、ゲーミン グの事業者が 最低限遵守 すべ
き内部 統制 をMICS 、Minimu m Interna l Contro l Standa rdと 呼ん でお りま す。 こち らに
ついて、ネバダ州では会計士によるチェックもされているというのが13 ページです 。
では、具体的 にどういうも のがMICSの対 象かというの が14ページ 目でございま す。ま
ず、「MICSの主な 領域」と書い ているところ で、カジノの テーブルゲー ムをイメー ジし
ますと、ディーラ ーをちゃんと 採用して、教 育して、実際 にお客様が来 て、お客様 は現
金をチップに換え て、カードゲ ームをして、 チップをやり とりして、最 後にそれを キャ
ッシャーのところ に持って行っ て現金に交換 して、現金が キャッシャー からケージ とい
うところに運ばれ て、ケージで カウントした 上で銀行に運 ばれる。これ らのプロセ スの
全ての記 録を 通じて 、結果 として カジ ノの勝 ち金と いうの がGGR として 集計さ れ、 これ
が売上として課税対象になるという仕組みがございます。
MICSの領域は 、まさに現 場のゲーミン グの業務プロ セス、フ ローについて 、直接的 な、
いわゆる 統制 手続を 主にし た基準 です。 図の 上部はI Tに関 するチ ェック の仕 組みで す。
ITを主にしたいわ ゆる全般統制 とか業務処理 統制とか、下 部はIT以外に よる業務の チェ
ックの仕組みが書 いてあります 。先ほどお話 しした、例え ば組織風土と かその他の 要因
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というのは、実は ここには含ま れていないの です。何を言 っているかと いうと、MIC Sと
いうのは最低限遵 守すべきもの で、カジノ事 業者はMICSを 含む全体的な 内部統制を 当然
持ってお りま すが、 そのう ちMICS の対象 とし て、具 体的な ゲーミ ング の実務 、主に GGR
が適 切に 算定 され て いる かと いっ たと こ ろに フォ ーカ スを し た仕 組み をア メリ カ の場
合は導入しております。
ただ、カジノに 関連する業務 のチェックの 仕組みはMICS に書いてある ものだけで はな
くて、例えば先ほ ど美原委員か らも御説明が ありましたが 、監視カメラ が張りめぐ らさ
れていて、アイオ ンザスカイと 言われるよう になっていま すし、他には 、Win-rate で勝
ち金の率をテーブ ルごととか、 フロアごとに 分析したり、 色々MICSに含 まれてはい ない
ものの、通常カジ ノでチェック されているポ イントや内部 統制がござい ます。これ は後
ほど御説明します。
では、具体的にM ICSでどうい うことが書か れているかと いうのは、次 の15ページ にあ
りますように、例 えばカードゲ ームであれは 、まず使うカ ードが不正な アクセスが でき
ないところに置い てあるといっ たもの、使用 しないカード は無効処理を するとか、 チッ
プ、現金、カード 等の移動は全 て文書で記録 を残して監督 者の承認行為 が必要とか 、そ
ういったものがご ざいます。あ とは、ドロッ プボックスを テーブルから 取り出す鍵 とド
ロップボックスの 中身を取り出 す鍵は別々の ものにする。 これは典型的 な内部統制 の例
ですけれども 、職務分掌 と言われてい るものです 。内部統 制の中で強い 仕組みの一つ で、
１つの業務をわざ わざ２つに分 けることで、 チェック機能 を利かせるの が職務分掌 とい
うものでございます。
次の16ページがI T技術に関す る内部統制の 具体例でござ います。ITは 非常に広範 囲で
ございまして、そ もそもITのア クセスという ことで、例え ば一番上、ゲ ーミングシ ステ
ムのITとかサーバ ーについては 、必ずそこに 立ち入る者に ついてはチェ ックしなけ れば
いけないとか、２ つ目のセキュ リティーにつ いては、基本 的にパスワー ドによるセ キュ
リティーの仕組を しっかり持た なければいけ ないとか、色 々ITに関して も改ざんな どを
されないためのMICSというものが詳細に記述されております。
次が17 ペー ジ目で ござい ます。 MICSに 関連し て提 出が求 められ る文書 とし まして は、
ここにあるような 、そもそも業 務の記録であ るとか、組織 図、業務記述 書といった もの
がございます。下 から２つ目は 内部統制シス テムの正当性 についてゲー ミング部門 の各
部門長が評価した 署名入りの宣 誓書、それに 対して第三者 、会計士によ る内部統制 の整
備にかかわる意見書といったものが求められております。
次の18ページ、 内部統制に関 する監査人の 手続は色々詳 細がございま すが、割愛 させ
ていただきます。
19ページ目でご ざいます。こ ちらはMICSと いわゆるマネ ロン防止規制 との関係で ござ
いますが、これはM ICSが業務の システムとか チェックシス テムを記載し ております ので、
その意味ではマネ ロン防止対策 の統制もこの MICSの中に一 部含まれてお ります。例 えば、
10

疑わしい取引や高 額取引が生じ た場合に、規 制当局へ報告 するために記 録を作って 、そ
れを情報として持 っておくとい ったことも含 まれています 。そういう意 味では、マ ネロ
ン対策とMICSとい うのは非常に 強く相互に関 連しながら、 より強固な仕 組みとして 機能
しているというものでございます。
最後、 日本 にMICSを 導入 した場 合、ど のよう なと ころが 論点に なるか とい うこと で、
21ペ ージ 目が １点 目 の論 点で ござ いま す 。こ ちら は、 先ほ ど お話 しし まし たよ う に、
J-SOXとい うの はMICSと 目的 が少し 違って おり 、どち らかと いう と、よ りハイ レベ ルな
企業全体の内部統 制をイメージ しています。 一方で、MICS は非常に業務 レベル、さ らに
言うと現 金の 取り扱 いとか 、GGR の算定 に非常 に特化 して います ので、 かなり 細か いも
のになっ てお ります 。です ので 、その 意味で は、仮 に日 本でJ-SO Xをイ メージ した より
広範囲な内部統制 の報告制度を 導入した場合 には、少しMI CSとはレベル 感が違って くる。
ただ、その分、広 範囲にしっか りゲーミング 事業全体をチ ェックするこ とが可能に なる
というのが１点目でございます。
次の22ページ目 でございます が、先ほど監 視カメラのお 話をさせてい ただきまし たが、
実はMICS という のは、 カジ ノ事業 者がGG Rを正 しく出 すとか 、不 正を防 止する ため の内
部統制の中の最低 限の一部分で しかないので す。イメージ で表すと、下 の図の米国 ネバ
ダ州MICS より広 範囲に 外側 を囲むSO P、 標準作 業手続 という もの がござ います 。こ れは
非常に標準なマニ ュアルが実は もう決まって おりまして、 こちらについ ては、例え ば先
ほどの監視カメラ とかもそうで すし、ゲーミ ングテーブル でチップを両 替するとき に必
ずチップを広げた りするかと思 います。これ はカメラに両 替するチップ が重ならな いよ
う見せているもの です。チップ が何枚か重な っていれば、 両替の際にデ ィーラーが チッ
プを抜いてしまい ますので 、そういっ たものを防ぐ とか、制服にはポケ ットがないと か、
そういった細かいものがSOPとしてそもそもあります。
あと、今回、 想定される日 本でのMICSと いうことにな ります。例 えば、日本で はより
入場規制とかのよ り広い範囲の 統制が求めら れるかもしれ ません 。場合によ ってはテク
ノロジーも非常に 進化しており ますので 、ITの仕組み で、今まで 手作業でチ ェックして
いたものをより効 率的かつ効果 的にできる可 能性がありま す。また 、最新の マネロン防
止対策に対 応したよ り強固な 手続き が要求さ れるかも しれませ ん。そ ういう意 味では、
日本版のMIC Sという のはそも そもネ バダ州のMI CSのよ うなもの だけでい いのか どうか。
もう少 し範 囲を 広げ てカ バーす るか どう かと いう ところ がポ イン トに なっ てく るかと
思っております。駆け足になりましたが、以上でございます。

○山内議長

どう もありがとう ございました 。ただいまの 御説明に関 する質疑は、 事務局

の資料説明の後に まとめて行い たいと思いま す。続けて 事務局から、20分程度を目 安に、
資料説明をよろしくお願いいたします。
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○中 川特 定複 合観 光施 設 区域 整備 推進 本部 事 務局 次長

よ ろし くお 願 い致 しま す。 今の

美原委員、丸田委員の フレームワー クの御説明に 基づきまし て、少し具体論を 資料３に
基づいて御説明させていただきたいと思います。
まず、１ページ 、今日御議論 いただきます 論点、非常に 多岐にわたっ ております 。カ
ジノ施設の数・規 模など、美原 委員のフレー ムワークに沿 ったイシュー になってい ると
思います。
引き続きまして 、カジノ事業 活動の規制に つきまして、 美原委員から 御提言があ りま
した事業内容に対 する様々な規 制内容といた しまして、日 本のカジノに おけるゲー ミン
グに関する規制、 金融業務の規 制、カジノ施 設内でのカジ ノ事業以外の 関連業務の 制限
についての論点でございます。
引き続きまし て、事業方法 そのものに関 する規制とい たしまして 、今、丸田委 員から
も解説がありまし た内部管理体 制の整備義務 について、顧 客との間での 約款の認可 につ
いて、さらに、カ ジノ事業部門 での業務委託 の範囲・制限 について、最 終的には従 業員
の確認・届出、従業員の品質管理についての多様な論点にわたっており ます。
早速中身に入っ ていきますけ れども、２ ページ、カ ジノ施設の数・規模、施設の構造 ・
設備に関する問題 点の所在でご ざいます。そ もそも御記憶 だと思います けれども、 附帯
決議では区域の数 につきまして 、依存症予防 等の観点から 、厳格に少数 に限るとい うこ
とが求められまし て、また、推 進会議第２回 では、単一の 区域には１つ のIR施設と いう
対応関係が議論さ れました。こ れらを踏まえ まして、１つ のIR施設に設 けられるカ ジノ
施設の数を制限する必要があるのかないのかという論点でございます。
次に、カジノ施 設の規模につ いてでござい ます。附帯決 議では、カジ ノ施設の規 模に
上限等を求めるこ とが求められ ておりますけ れども、どの ような方法で カジノ施設 の規
模に上限等を設け ることが適切 なのか。そし て、カジノ施 設の構造・設 備面でござ いま
すけれど も、 厳格な 入場管 理、不 正なカ ジノ 行為の 防止、 秩序の 維持等 々の 観点か ら、
カジノ施設の構造 ・設備につい て、どのよう な規制が必要 になるのかと いう議論で ござ
います。
３ページ目、 これまでの議 論ということ で、今も触れ ましたけれ ども、推進法 、附帯
決議で関連の事項 がございます 。また、カジ ノの施設ない しは規模につ いての諸外 国の
規制の例 とい たしま しては 、ここ ではシ ンガ ポール の例を 挙げて ござい ます けれど も、
カジノ施設の数に つきましては 、シンガポー ルでは１区域 内のカジノ施 設を１つに 限定
しております。ま た、カジノ施 設の面積の規 制につきまし ては、シンガ ポールでは ゲー
ミング区域につい て面積規模を1 5,000㎡以下 とするという 規制がござい ます。なお 、ゲ
ーミング区域とい う言葉でござ いますけれど も、※のとこ ろにあります ように、ゲ ーム
の実施やゲームの 運営管理・監 督をするため の場所という ことになって おりまして 、さ
らに１行下の主要 通路、飲食ス ペースどの附 帯区域とは区 分された区域 となってお りま
して、この２つの 区域を合わせ てカジノ施設 の総床面積が 構成されると いう概念が 構成
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されております。 また、シンガ ポールでは、 カジノの構造 ・設備につき まして、今 、言
いました区域の明 確な区分です とか、監視カ メラなどによ る監視、見通 しの確保な どの
規制が講じられているところでございます。
４ページ、ま ず、カジノ施 設の数につい ての議論でご ざいますが 、結論といた しまし
ては、１つの特定 複合観光施設 に設置するカ ジノ施設の数 を１つに制限 すべきでは ない
かという御提案を 申し上げてお ります。２つ 目の○の２行 目になります けれども、 賭博
場であるカジノ施 設に関連する 犯罪やトラブ ルを防止する とともに、IR 区域内の清 浄な
風俗環境を保持し て、お客様の 安全・安心を 確保すること は極めて重要 な観点とい うこ
とに着目いたしま して、カジノ 施設は単一の 施設に集約し て設置して、 １つの区域 には
１つのIR施設があ って、そのIR 施設の中には 単一の施設に 集約されたカ ジノ施設が １つ
あるということを 原則にするこ ととしてはい かがかという 提言でござい ます。諸外 国の
例でございますけ れども、おお むね１つの建 屋内にカジノ 施設が設置さ れておりま して、
また、シ ンガ ポール 等でもV IP用 の施設 も含め まして 、１ 区域に 設置さ れるカ ジノ 施設
は１つに限られているということでございます。
５ページ目、２ 点目、カジノ 施設の規模の 上限等の設定 についてでご ざいます。 二重
線で囲みました枠 内に提言を申 し上げており ますけれども 、以下の２つ の観点を組 み合
わせて上限等を設定することが適切ではないかということでございます 。
１つ目は、カ ジノ施設がIR 施設のあくま で一部に過ぎ ない位置付 けであるとい う比率
的な、あるいは相 対的な大きさ の関係の考え 方。２番目に 、カジノ施設 の面積が絶 対値
としての上限値を 超えないこと ということで 、先ほど美原 委員からも提 言がありま した
両方の考 え方 がある という ことで すけれ ども 、日本 の場合 、２つ の、相 対的 な考え 方、
絶対値としての規 制、この２つ を組み合わせ ることではい かがかという 提言でござ いま
す。面積の絶対値 の対象といた しましては、 専らカジノ行 為の実施や現 場で運営管 理・
監督をするための 区域、ゲーミ ングエリアを 対象として絶 対値をカウン トするとい う提
言でございます。
その理由でござ いますけれど も、附帯決議 にカジノ施設 の規模に上限 等を設ける とい
うことは明確に求 められている ところでござ いますけれど も、これまで IR施設全体 の機
能などについて御 議論いただき ましたが、カ ジノ施設は特 定複合観光施 設の一部で ある
に過ぎないことを 前提として、 規模に上限等 を設けるとい う附帯決議の 考え方があ ると
推量しているとこ ろでございま す。従いまし て、カジノ施 設の規模につ きましても 、お
のず とIR 施設 のあ く まで 一部 に過 ぎな い 位置 付け だと いう 考 え方 が当 然あ るの で はな
いかということで ございます。 一方、区域の 数を厳格に少 数に限るとい う附帯決議 がご
ざいますが、実質 的には賭博場 でありますカ ジノ施設の数 を制限する考 えが反映さ れた
ものと考えており まして、もしI R施設の規模 の拡大に比例 いたしまして 、カジノ施 設の
規模が無 制限 に拡大 するこ とは避 けなけ れば いけな いので はない かと考 えて おりま す。
従いまして、我が 国におきまし ても、カジノ 施設の面積に ついて絶対値 としての上 限値
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を盛り込むこととしてはどうかという提言でございます。
６ページにいき ますけれども 、絶対値の面 積上限の対象 といたしまし ては、シン ガポ
ールと同様の考え 方をとりまし て、専らカジ ノ行為の実施 や現場で運営 管理・監督 など
をするための区域 、ゲーミング エリアを対象 とし、具体的 な数値につき ましては、 国際
競争力あるIR施設 の円滑な運営 の確保なども 勘案して、シ ンガポールの 法令による 上限
値等を参考にして 定めていくと いうことが適 切ではないか という御提言 で ご ざ い ま す 。
また、カジノ施 設の構造・設 備についてで ございますけ れども、委員 からの説明 でも
御紹介がございま したように、 監視カメラの 設置ですとか 、入退場ゲー トの設置、 見通
しの確保等、カジ ノ施設の構造 ・設備に関す る技術的な基 準を設定し、 この基準の 遵守
をカジノ事業者に義務付けることが適切ではないかと考えてございます 。
７ページは飛ば させていただ きまして、８ ページ、カジ ノ関連機器等 の基準、型 式検
定等々の規制につ いてでござい ます。前回の 推進会議のと きにカジノ機 器を製造す る事
業者などの規制の 在り方につい て御議論いた だきましたが 、カジノ関連 機器である スロ
ットマシン、ルー レット台、チ ップ等々の製 品そのもの、 機器そのもの についての 品質
や性能を確保する ための規制が 必要ではない かという論点 でございます 。また、そ のた
めに は型 式検 定な ど の効 率性 を求 める 仕 組み も必 要で はな い かと いう こと でご ざ いま
す。
推進法の第10条 第１項第１号 におきまして は、ゲームの 公正性の確保 のために必 要な
基準 に関 する 事項 に つい ては 必要 な措 置 を講 ずる こと が法 律 上求 めら れて いる と ころ
でございます。
９ ペー ジに シン ガ ポー ルと ネバ ダ州 に つい ての 該当 する 制 度の 状況 をま とめ さ せて
いただきました。 シンガポール におきまして も、ネバダ州 におきまして も、関連機 器そ
のものについて、 いずれもカジ ノ規制庁から 承認を受けた 機器ないしは 承認を受け た製
造者、供給者から 入手したゲー ミング機器等 を使わなけれ ばならない。 また、それ に関
する技術基準が当 局によって定 められている 、ないしは実 地試験を監督 当局が命じ てい
るという形になってございます。
また、技術基準 に従っている かどうかとい うことを確認 する試験を行 う機関につ きま
しては、シンガ ポールの場 合ですと、サービス提供 機関が申請 を行い、当 局が承認を し、
サービス提供者の 試験機関のリ ストを公表す るという仕組 みになってご ざいます。 ネバ
ダ州におきまして も、ゲーミン グ規制委員会 に対して、試 験機関が登録 しなければ なら
ないという規制になっております。
10ページに参り ますけれども 、今後の議論 の方向性とい たしましては 、カジノ関 連機
器等について、技 術的な基準を 設定し、基準 適合を義務付 けていく。基 準に適合し たも
ので ない とカ ジノ 事 業者 はカ ジノ フロ ア で使 うこ とが でき な いと いう 規制 を構 築 して
いくことが必要ではないか。
型式検定、指定 試験機関等に つきましては 、このスロッ トマシンなど の電磁的カ ジノ
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関連機器等につき ましては、事 前にカジノ管 理委員会が品 目ごとに型式 の検定を行 うこ
ととし、合格した 型式であるこ とを確認する という形で、 基準の適合性 を確認して いく
こととしてはどう か。一方、サ イコロ、カー ド等の非電磁 的機器につき ましては、 製品
が非常に大量に製 造されること を勘案いたし まして、まず は製造者自身 が性能を確 認す
るという仕組みに いたしますけ れども、カジ ノ管理委員会 は製造業者の 自己確認方 法を
事前に審査すると いう形の規制 にしてはいか がか。その場 合でも、必要 があれば、 カジ
ノ管 理委 員会 は自 ら 実際 に性 能を 確認 す るこ とも 当然 でき る こと は言 うま でも な いこ
とだと思っております。
最後に、型式 検定の指定 試験機関制度 についてでご ざいます 。こういう 試験を客観的、
専門的、定型的に 行います試験 事務そのもの については、 カジノ管理委 員会以外の 者に
行わせることがで きることとし てはどうかと いうことで、 指定試験機関 制度を導入 する
ことを考えてはい かがかという 御提言でござ います。また 、試験の結果 、基準に適 合し
てい るか どう かを 最 終的 に判 断す る事 務 は当 然カ ジノ 管理 委 員会 が自 ら行 うこ と が必
要だと考えております。
11ページに参り ます。ここか ら先はカジノ の事業内容に 関する規制に ついての論 点を
幾つかカバーしてまいります。
まず、第１に、 ゲーミングそ のものに関す る規制につい てでございま す。先ほど 美原
委員から、ゲーミ ングについて の諸外国の考 え方の整理を 説明いただい たところで ござ
いますが、まず、 問題としまし ては、カジノ 行為と呼んで おりますけれ ども、ゲー ミン
グの範囲そのもの 、ゲーミング の実施に関す る基準と２つ の問題がある のではない かと
考えております。
推進法におきま しては、先ほ ども触れまし たように、第 10条第１項第 １号におき まし
て、ゲームの公正 性の確保のた めに必要な基 準に関する事 項について、 政府は必要 な措
置を講じなければ ならないとい うことになっ ておりますし 、また、附帯 決議におき まし
ても、射幸性の程 度ですとか副 次的弊害の防 止等の観点か ら、こういう 法制をきち んと
考えなければならないという要請も出ているところでございます。
12ページに、諸 外国における ゲーミング規 制の例があり ます。先ほど の美原委員 の説
明と少し重複する かもしれませ んが、米国ネ バダ州やシン ガポールでは 、当局が認 めた
ゲームのみが実施 可能だとされ ております。 ルーレットか らスロットマ シン等具体 的な
ゲームを紹介して おりますけれ ども、同様の 観点から、下 の○でござい ますが、ゲ ーム
のルールや支払い オッズ等の情 報の表示を義 務付けており ますし、また 、酩酊状態 の客
とのゲームの禁止 等、ゲームの 実施に関する 基準も規制が 設けられてお りまして、 カジ
ノ事業者に遵守義務が課せられているところでございます。
13ページ、これらを踏 まえまして 、日本の カジノにおい てゲーミング の範囲につい て、
まずどのように考 えるべきかと いう整理でご ざいます。容 認するカジノ 行為のゲー ミン
グの範囲につきましては、
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・第１に、事業者が公正な実施を確保することができる行為
・第２に、カジノ施設内でのみ実施される行為
・第３に、偶然の 勝負に関し参 加者が賭けを 行う、いわゆ る賭博に該当 する行為に 限定
する
ことではいかがか という提言で ございます 。また 、具体的な方 法、種 類につきまし ては、
最終的にはカジノ 管理委員会が 社会通念上妥 当と認めたも のを定めると いうことで、国
民の信頼や理解を確保していくことが必要ではないかという整理にして おります。
上記の３点の整 理をすること により、第１ 点目といたし ましては、カ ジノ事業者 がカ
ジノ行為、ゲーム そのものの実 施を自分で管 理し、公正性 を確保するこ とができな いよ
うな、例えば、括 弧の中でござ いますけれど も、スポーツ ベッティング など、他の 者が
実施する競技に対 する賭け、あ るいは単純に 顧客同士が賭 けをするとい ったことは 、日
本のカジノフロア の中では禁ず るべきではな いかという提 言でございま す。また、 第２
に、カジノフロア への厳格な入 場管理を行う という趣旨に 鑑みますと、 カジノ施設 外か
らカ ジノ 内の ゲー ミ ング に参 加で きる こ とに なり ます オン ラ イン ゲー ムは 不可 と する
べきではないか。 つまり、カジ ノ施設内で実 施されるゲー ミングに限定 するべきで はな
いかということで ございます。 また、３点目 につきまして は、宝くじ等 の富くじの 販売
は既に公営目的等 で認められて いることを勘 案いたしまし て、今後整備 される日本 のカ
ジノにおきまして は、いわゆる 刑法の賭博に 該当する行為 と限定して、 富くじの販 売に
相当 する よう なく じ 類な どは 認め ない と いう 原則 は持 って い てい いの では ない か と考
えているところでございます。
14ページに続き ますけれども 、いずれにし ましても、最 終的には、カ ジノ事業の 健全
な運営に対する国 民の信頼や理 解を確保する 観点から、カ ジノ管理委員 会が社会通 念上
妥当 と認 める もの を 日本 のカ ジノ にお い て実 施す ると いう 規 制を しい ては どう か とい
う提言でございます。
引き続きまして 、ゲーミング の実施そのも のに関する基 準などでござ います。カ ジノ
行為の実施基準を 定めるほか、 何人に対して もカジノ行為 に関する不正 行為を禁止 する
という方向を出す ことが重要だ と考えており ます。ルール 等の情報を顧 客に明示・ 提供
することの義務付 けですとか、 あるいは、先 ほども触れま したように酩 酊客の参加 制限
ですとか、そうい う基準を設け るとともに、 公正なカジノ 行為をカジノ フロアでき ちん
と確保するために は何人、つま り、カジノの 事業者サイド 、顧客サイド に対しても 、カ
ジノ 行為 の結 果に 影 響を 及ぼ す不 正な 行 為を 禁止 する とい う 規範 が必 要だ と考 え てお
ります。
15ページ、事 業内容に関す る規制の２番 目といたしま して、金融 業務の規制で ござい
ます。先ほど美原 委員の説明の 中でも、カジ ノの疑似金融 行為について 御紹介があ った
ところでございま すけれども、 諸外国のカジ ノにつきまし ては、15ペー ジで整理さ れて
おりますように、 貸付け、送金 ・受入れ、金 銭を預かる業 務ないしは両 替等の業務 が行
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われているところ でございます 。これらにつ きましては、 それぞれ目的 もございま すけ
れども、依存症と の関連、マネ ー・ローンダ リングとの関 係で、懸念事 項があるこ とも
事実でございます。
その中で、16ペ ージでござい ますけれども 、諸外国の規 制の例でござ いますが、 例え
ばシンガポールで は、カジノ事 業者が行う貸 付けの対象を シンガポール 国民または 外国
人永 住者 のう ち10 万 シン ガポ ール ドル 以 上を カジ ノ事 業者 に 預け 入れ てい る者 及 び外
国人非永住者に限 って、顧客ご との貸付上限 額の設定をし ながら、限定 的に貸付業 務を
認めているという 規制になって おります。ま た、クレジッ トカードを利 用してチッ プを
購入できる者につ きましても、 同様の対象に 限っておりま すし、また、 シンガポー ルに
おきまし ては 、カジ ノ施設 内では ATMを 設置す ること が禁 止され ている という 規制 がご
ざいます。
以上を踏まえま して、17ペー ジ、今後の議 論の方向性で ございますけ れども、顧 客の
利便性向上のため 、あるいは外 国客の利便性 のため、今、 見ていただい たような諸 外国
のカジノで一般的 に行われてい る規制を踏ま えつつ、貸付 け、送金・受 入れ、金銭 を預
かる業務、両 替業務を日 本のカジノで も認めてはど うかという提 言でございま す。ま た、
これらの業務につ きましては、 過剰な取立て 行為の規制で すとか、資金 移動の際の 履行
保証金の供託義務 等、これらの 業務を一般的 に規制してい る貸金業法で すとか資金 決済
に関する法律など が既にござい ますが、これ らの法律とは 別に、これら と同等の規 制を
今後検討いたしますIR実施法案の中で講じてどうかという提言でござい ます。
また、今、触れ ました、金融 業務に関連す る懸念に対応 するための規 制といたし まし
て、金銭の貸付け につきまして は、シンガポ ールの例も踏 まえまして、 貸付対象を 一定
以上の現金を事業 者に預託でき る資力を有す る者、または 外国人非居住 者に限定す るこ
ととしてはどうか という提言で ございます。 送金・受入れ に関しまして は、まずは 金融
機関を介すること とし、かつ、 事業者が管理 する顧客の預 かり金と、顧 客名義の預 貯金
口座との間の資金 移動に限って 、送金・受入 れ業務を限定 的に認めると いう規制を 考え
てはいかがかという提言でございます。
引き続きまして 、18ページ目 、第三者が提 供する金融業 務ということ で、クレジ ット
カードで すと か、一 般の金 融機関 のATM の設置 に関す る議 論でご ざいま す。ク レジ ット
カードの利用に関 しましては、 依存を防止す るため、対象 を限定した顧 客への金銭 の貸
付け以外の与信は 原則としては 認めるべきで はないと考え ますけれども 、一方、外 国人
非居住者に対する クレジットカ ードを利用し たチップの購 入につきまし ては、諸外 国で
も同様の例がある こと及び外国 人旅行客の利 便性向上の観 点から、ここ については 認め
ることと して はどう かとい う提言 でご ざいま す。ま た、AT Mの設 置につ きまし ても 、カ
ジノ施設内におけ るATMの設置を 禁止すると ともに、カジ ノ施設の周辺 におきまして は、
貸付機能 がつ いてい ないATM に限 って設 置を認 めるこ とと しては どうか という 提言 でご
ざいます。むろん 、広く大きいI R施設内では 、ホテルです とかMICEとか の施設のと ころ
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につきま して は、ク レジッ ト機能 がつ いてい る、い わば通 常のAT Mを設 置する こと も可
能であろうと考えてございます。
19ページ目でご ざいます。３ 番目といたし まして、カジ ノ施設内関連 業務の制限 でご
ざいます 。カ ジノ施 設には 、厳格 な入場 管理 を行う ことを 考えて ござい ます けれど も、
カジ ノ施 設内 では 原 則と して カジ ノ行 為 以外 の営 業に よっ て 顧客 をカ ジノ 施設 に 誘引
することは認める べきではない ということが 原則だと思い ますけれども 、一方で、 適度
な社交的雰囲気の 中でカジノ行 為を行うこと まで抑制する 必要はないの ではないか 。従
いまして、一定の 範囲でカジノ 行為以外の営 業を認めても いいのではな いかという 考え
方でございます。
諸外国の例でご ざいますけれ ども、シンガ ポール等では 、入退場ゲー トを設けて 本人
確認、厳しい入場 規制が行われ ておりますけ れども、シン ガポールでも カジノ施設 内に
飲食スペース等を 設け、飲食物 の提供ですと か、ショー・ 生演奏を行う ことは認め られ
ております。
今後の議論の方 向性でござい ますけれども 、事業者がカ ジノ施設内で カジノ行為 の実
施以外に行うこと ができる営業 は、カジノ事 業者のみが行 えることとい たしまして 、そ
の内容につきまし ては、善良な風俗 の保持等の観 点から、風俗営業 適正化法上の「接 待」
を伴わない飲食や演奏等の提供等としてはどうかという提言でございま す。
20ページでござ います。ここ からさきはカ ジノ事業者の 事業方法に関 する規制に なり
ます。先ほど丸田 委員からも御 説明がありま した内部管理 体制の整備義 務について でご
ざいます。先ほど の御説明でも 尽くされてい たと思います けれども、高 い規範意識 に基
づくカジノ事業活 動の実施を徹 底するために は、規範を制 定するだけで はなく、事 業者
の内 部管 理体 制を き ちん と整 備さ せる と いう 規制 を設 ける こ とが 必要 であ ろう と いう
ことでございます。
21ページに、繰 り返しになる かもしれませ んが、シンガ ポール、ネバ ダ州の財務 、そ
れよりさらに広い内部統制の構築のルールについての概要でございます 。
ネバダ州の方を 見ていただき ますと、先ほ ど御紹介があ りました、最 低限遵守す べき
内部統 制基 準、Min imum Inte rnal Con trol Sta ndard をカ ジノ管 理局 が策 定し てお りま
して、カジノ事業 者はこれに準 拠した業務方 法書といいま すか、内部の 取扱規程を きち
んと作らないとい けないという ことになって おります。そ れと同様のも のはシンガ ポー
ルにも ござ いま して 、Intern al Contr ols Code for Casino Operator sと いう 当局 が制
定したコード、規 範がございま して、カジノ 事業者はこれ に準拠した内 部規程を整 備し
なければならないという義務がかけられてございます。
22ページ、今後 の議論の方向 性でございま すけれども、 ３段階にわた って検討し てお
ります。まず、IR 事業全体の業 務の適正を確 保するための 内部管理体制 の整備でご ざい
ますけれども、IR 事業者にこう いう内部管理 体制の整備を 義務付け、そ れをカジノ 事業
免許の審査対象等 としてはどう かという提言 でございます 。また、IR事 業全体の業 務を
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監査する者を必置 といたしまし て、業務監査 の実施等を義 務付けること としてはど うか
という提言でございます。
２番目に、IR事 業全体を通じ た財務の健全 性、公益性確 保のための内 部管理体制 の強
化でございますけ れども、これ もIR事業全体 としての財務 健全性、公益 性の確保、I R事
業内の収益還元が 確認できるよ う、IR事業の 事業部門ごと の区分経理の 実施を義務 付け
るとともに、財務 報告書及び財 務報告に係る 内部統制報告 書の作成を義 務付け、認 定都
道府県等とか、カ ジノ管理委員 会への提出等 を義務付ける こととしては どうかとい う提
言でございます。
特に厳しい内部 統制が求めら れるカジノ事 業部門そのも のにつきまし ては、カジ ノ事
業の重要な個別事 業ごとに、各 業務における 内部管理規程 を作成し、そ れに基づき 、従
業者の教育訓練を する。そして 、内部管理業 務を統括管理 及び監査を行 う者の選任 を義
務付けて、そうい うことを含む 内部管理体制 の整備を義務 付けてはどう かという御 提言
でございます。
23ページ、24ペ ージは我が国 の他の法令に 基づいても同 様の規制があ ることを御 紹介
申し上げております。
25ページ、業務 方法に関する 規制の２番目 の論点といた しまして、約 款の認可で ござ
います。カジノ事 業者は、カジ ノ行為を行う ほか、多様な 業務を行って おります。 この
中には全て顧客が 関わってくる ということが ございまして 、これらの多 様な業務に つい
ての厳正な管理を どのようにす るかというこ とで、まずは 、第１に、厳 格な規制を つく
るということも必 要ですし、２ 番目に、事業 者の適切な自 主的な取組も 重要でござ いま
すけれども、その 上で、３番目 に事業者と顧 客との間のル ールをきちん と作って、 それ
を通じて顧客も巻 き込む形で一 定の規制を行 うことが必要 ではないか。 そのために 約款
を使えないかという論点でございます。
今後の議論の方 向性でござい ますけれども 、カジノ行為 の実施のほか 、カジノ施 設の
入退場管理、金融 サービスの提 供等、顧客に 提供する様々 なサービスに 関するカジ ノ施
設利用約款を作成 し、これを２ 番目に顧客に 明示した上で 、サービスを 提供すると いう
ことを義務付ける という仕組み にしてはどう か。また、重 要な役割を果 たしますカ ジノ
施設利用約款は、 カジノ事業免 許審査におけ る審査対象等 とすべきでは ないかとい う提
言でございます。
26ページ、事業 方法に関する 規制の３番目 に、カジノ事 業の中での業 務委託の制 限で
ございます。前回 までの御議論 の中で、IR事 業のうち、カ ジノ事業につ いては業務 委託
を認めるべきでは ないという原 則を御議論い ただきました けれども、カ ジノ事業の 中で
は、カジノ行為だ けではなく、 今、見ていた だきました金 融業務など、 様々な業務 が行
われております。 これらの中に は、業務の効 率性や専門性 の観点から、 委託を認め ても
いい業務があるのではないかという問題意識でございます。
諸外国の例とい たしまして、 シンガポール の例を出して おりますけれ ども、規制 対象
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契約、Controll ed Cont ractという 概念がござい まして、例 えばゲーミン グ機器の維 持、
修理、廃棄、安全 装置の維持・ 修理、監視装 置の維持・修 理、債権取立 てサービス 等が
その対象となって おりますが、 これらにつき ましては、事 業者が委託契 約を締結し よう
という少なくとも2 8日前までに 管理当局に契 約の詳細を通 知の上、当局 が異議を唱 えな
いという形で、この委託を認めているところでございます。
27ページ、今後 の議論の方向 性でございま すけれども、 冒頭、述べま したように 、こ
のカジノ事業は基 本的には委託 は禁止すべき だと考えてお りますけれど も、一部の 業務
につきましては、 委託を可能と するという道 をつくってお こう。そして 、業務委託 契約
につきましては、 カジノ管理委 員会による認 可制としまし て、厳格な規 制を行うと いう
考え方を提示しております。
具体的には、委 託ができる業 務の範囲でご ざいますけれ ども、チップ と現金の交 換な
ど、カジノ行為の 実施に関する 行為ですとか 、賭け金の受 入れ、賭け金 の貸付業務 等の
カジ ノの 中核 的な 業 務に つい ては 委託 を 禁止 して おく こと は 当然 でご ざい ます け れど
も、一方、カジノ 関連機器の保 守管理、顧客 の指示を受け て顧客の資金 を顧客の預 貯金
口座に送金する行 為、あるいは 清掃、警備等 につきまして は、業務委託 を可能とし ては
どうかという提言でございます。
下の委託の方法 でございます けれども、委 託契約をカジ ノ管理委員会 の認可にか から
しめることによっ て、カジノ管 理委員会が委 託先チェック し、廉潔性を 確保し、事 業者
には再委託以下の 管理を含め、 適切な実施を 確保するため の措置を義務 付けるべき では
ないかという提言になります。
28 ペー ジ、 事業 方 法に 関す る規 制に つ いて の最 後の 論点 で ござ いま す。 従業 者 の確
認・届出 につ いてで ござい ます。 これま での 議論と いたし まして 、推進 法第 ９条で は、
カジノ施設の設置 、運営に係る 事業に従事し ようとする者 、あるいはカ ジノ施設に おい
て入場者に対する 役務の提供を 行おうとする 者は、別に法 律で定めると ころにより 、カ
ジノ管理委員会の 行う規制に従 わなければな らないという 規定がござい ます。また 、附
帯決議第７項では 、カジノ施設 関係者につい ては、真に適 格な者のみが 選定される よう
厳格な要件を設けることが要請されており、これと同趣旨の国会答弁も ございます 。
29ページでは、 諸外国の例と いうことで、 引き続きシン ガポール、ネ バダ州の例 を整
理しておりますけ れども、いず れの管轄にお きましても、 従業者を管理 職あるいは いく
つかのカテゴリー に分類いたし まして、マネ ジャー等の管 理職、ディー ラー等のゲ ーム
に直接・間接的に 関与する者、 キャッシャー 等会計・管理 ・監査等に関 与する者、 バー
テンダー 、調 理スタ ッフ等 その他 カジノ 施設 に立ち 入る者 と分け て整理 して おりま す。
その中で、マネジ ャー、ディー ラー、キャッ シャー等、あ るいはゲーム に従事する 者は
ライセンスの対象 になっていて 、かつ、ライ センスを受け た場合、指定 された施設 で指
定さ れた 業種 にの み 従事 する こと がで き ると いう 形で 規制 が 行わ れて いる とこ ろ でご
ざいます。
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30ページで、我 が国での今後 の議論の方向 性を提示して おりますけれ ども、カジ ノ事
業のうち、特定の 重要業務に従 事する者につ きましては、 主として廉潔 性に関する 事前
の適格性審査が必 要だと考えて おります。ま た、それ以外 のカジノ施設 の従業者に つい
ても、相応の適格 性を求めるよ うな、段階を つけた管理の 仕組みをつく ってはどう かと
いう提言でござい ます。その方 法でございま すけれども、 第一義的には 、従業者の 廉潔
性について事業者 が責任を負っ て確認するこ ととし、事業 者の確認申請 を受けて、 カジ
ノ管 理委 員会 が従 業 者の 業務 内容 に応 じ て必 要な 審査 を行 う とい う形 にし ては ど うか
という提言でございます。
具体的には、管 理職、ディー ラー、キャッ シャー等の特 定の重要業務 の従事者に つき
ましては、カジノ 事業に重大な 影響を及ぼす 業務を行うこ とに鑑みまし て、非常に 厳格
な人的要件を設け るとともに、 廉潔性を確実 に確保する必 要があると考 えておりま すの
で、他法令を参考 にいたしまし て、事業者が 従業者の廉潔 性を調査し、 それをカジ ノ管
理委員会が確認す るという形に して、カジノ 管理委員会の 確認を得た後 でなければ 、従
業者は業務に従事 することがで きないという 、実質的に免 許制、認可制 等と同様の 仕組
みを設けることとしてはどうかという提言でございます。
バーテンダー、 調理スタッフ 等々のその他 の業務の従事 者の届出につ きましては 、厳
格な人的要件を設 け、廉潔性を 確保するとい うことは一緒 でございます けれども、 まず
は事業者が廉潔性 を調査し、そ の旨をカジノ 管理委員会に 届け出るとい う形での管 理を
してはどうかとい う提言でござ います。多少 長くなりまし たけれども、 以上で資料 の説
明を終わらせていただきます。

○山内議長

どう もありがとう ございました 。それでは、 これまでの 御説明につい て、質

疑、意見交換を 行いたいと 思います。御意見、御質問がある 方は挙手をお 願い致しま す。
渡邉委員、どうぞ。

○渡邉委員

６点 ほど簡単な意 見を述べさせ ていただきた いと思いま す。まず、５ ～６ペ

ージでカジノ施 設の面積で ございます けれども、 カジノ施設 の上限を絶 対値で定め る点
については賛成 です。仮に パーセンテ ージで定め ると、IR施 設の全体の 床面積によ って
大きく変動して しまう。場 合によって は、立体駐 車場などを 増設して大 きくしてし まう
ということもあり得るので、反対でございます。
ただ、カジノ 施設の面積は 、前の臨時国 会でも問題に なりました とおり、賭博 罪の違
法性阻却とも関連 しますので、 シンガポール と同様に15,0 00㎡とするの はどうかと 思っ
ております。その 場合は、シン ガポールのレ ギュレーショ ンを参考にし て、バック ヤー
ド等は含まないという形にしていただければと思います。
２点目といたし ましては、ゲ ーミング機器 に関するオペ レーターから 支払う報酬 につ
いては、サプライ ヤーの報酬の 体系として、 レベニュー・ パーティシペ ーションと いう
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形がござ いま して、 これは スロッ トマ シンの リース に関連 してGG R、ゲ ーミン グ収 益に
連動した報酬を支 払うという形 がございます 。サプライヤ ーに言わせれ ば、新たな スロ
ットマシンの開発 のために有効 という意見も ありますけれ ども、これは ゲーミング 収益
がIR事業者の外に 出ているよう に見えるので 、公益性、賭 博罪の違法性 阻却の観点 で難
しいのかなと思っ ております。 前回も問題に なりましたと おり、土地施 設所有者へ の収
益連動賃料が許さ れるかとか、 親会社である カジノ事業者 へ収益連動の マネジメン トフ
ィーが許されるか という問題も ございますが 、これも将来 的な検討課題 の一つなの かな
と思っております。
３点目は、ゲー ミングの種類 でございます が、13ページ で基準を示し ていただい てお
りますが、こちら の基準で見て 考えましたの は、パチンコ やパチスロの ような日本 で風
営法の「遊技」と して認められ ているものを カジノ施設内 に導入するの は、囲碁、 将棋
が認められないよ うに、適切で はないと思っ ております。 また、基準と して偶然性 があ
るということです が、技術が介 入する、よう はスキルゲー ムについては どういうも のが
認められるのかと いうことは検 討していただ きたいと思い ます。顧客同 士が賭け合 うポ
ーカーのようなも のについては 、マネー・ロ ーンダリング の観点では、 両者が共謀 して
行うということも 実際に事例と して上がって おりますので 、慎重に御検 討いただけ れば
と思います。
次、18 ペー ジのATM の設置 につ いては 、シン ガポー ルよ りも厳 しく、 カジノ 施設 の周
辺にも置かないと いう点につい ては賛成でご ざいます。現 在、依存症対 策基本法案 等で
もこの点が検討さ れております が、実際上、 シンガポール 等のようにカ ジノ施設の すぐ
外にATM が設置 されて いたり する という ことで は余り 意味 がない と思い ますの で、 この
ような案は賛成でございます。
25ページの約款 の認可に関し ては、入場者 の排除の対象 として、暴力 団等とする とい
うことに なっ ており ますけ れども 、その 他、 自己排 除・家 族排除 等の排 除対 象者と か、
未成年者も当然排 除対象者とす べきと考えて おります。た だ、約款に記 載するだけ で十
分かという問題も ございます。 実際、我が国 のゴルフ場の 入退場の最高 裁判決、暴 力団
員が入ったという ことで、詐欺 罪で告発され た最高裁判例 がございます けれども、 約款
で暴排条項を置く だけでは不十 分で、誓約書 も取らなけれ ばいけないと いうことも ござ
いますので、そ ういったこ ともあわせて 、ぜひ御検 討いただき たいと思いま す。この 点、
外国人についても 、暴力団の共 生者となり得 るので、例え ば多言語での 排除対象者 の入
場禁止の 掲示 を入口 付近に 設置し たり、 入場 ゲート でも排 除者で ないと のア クショ ン、
例えばボタンをプッシュして入場させるようなことを検討しては思って おります。
最後、 30ペ ージの 従業者 の確認 、届出 でご ざいま すけれ ども、 ネバダ 州の 登録と か、
シンガポールのラ イセンスより も劣後したも のではなく、 背面調査やラ イセンスと して
はこ れら の国 のも の と同 等で ある こと を 対外 的に しっ かり 説 明す べき では ない か と思
っております。前 回は役員のラ イセンスがな いこと、すな わち、事業者 の免許申請 の一
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環として役員の背 面調査が行わ れるというこ とで、指摘も させていただ きましたが 、全
体的 に背 面調 査が ネ バダ 州な どと 同等 の 世界 最高 水準 であ る こと をし っか り説 明 して
いただきたいと思っております。以上でございます。

○山内議長

ありがとうございます。事務局から何かコメントはございますか。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

そ れでは、簡 単に。今、渡 邉委員

から、約款の認可に 絡めて、暴力団 員等々の入場 排除の御指摘 がございまし た。入場排
除の検討につきま しては 、次回の推進 会議で御検討 いただきたい と考えてい るところで
ございまして、ま たそれに向け てきちんと検 討を進めさせ ていただきた いと思いま す 。

○山内議長

約款の問題と物理的な排除の問題と両方あるのですね。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

両 方あると思 います。今、 ボタン

をプッシュして宣 誓をさせるべ きではないか ということも ございますの で、次回論 点で
きちんと整理して御提示申し上げたいと考えます。

○山内議長

分かりました。篠原委員。

○篠原委員

美原 委員にお聞き したいのです けれども、悪 事は必ず見 破られるとい うのが

ありましたね。４ ページ目、厳 罰に処する仕 組み、これは 見破られて厳 罰に処され た諸
外国の例はあるのですか。

○美原委員

不正 、いかさま、 偽造、ディ― ラーと顧客が つるんでい かさまをする などが

悪事ですね。いわ ゆるゲームの 進行は全て録 画され、複数 の目でその進 行が常に監 視の
対象になります。 かつフロア全 域を監視シス テムで死角が ないように、 ゲーム外の 全て
の行為も含めて記 録されるわけ です。ですか ら、ポーカー の絵札で何を 出したのか 、ど
ういうゲームの進 行かを、後か らトレースで きます。例え ばディーラー がもらった お札
を広げてテーブル にぱっと出す ことがありま す。それを上 からこの番号 をチェック して
偽札かどうかチェックするという形になります。

○篠原委員

それ は分かるので すけれども、 チェックされ て悪事が見 破られた例と いうの

はあったのですか。

○美原委員

おか しな行為は必 ず誰かに見ら れて、常に複 数のチェッ クが入るとい うこと

が実際行われてい ます。ラスベ ガスでは例え ば日本よりも 犯罪検挙率は ものすごく いい
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ですよ。全く犯罪 はできません 。例えば、あ らゆる行為は ホテルに入っ たときから 全て
カメラでチェックされていると思ってください。

○篠原委員

実際に検挙されているということでしょうか。

○美原委員

もち ろんそうです 。不正が見つ かった場合、 直ちに警備 官が拘束し、 規制機

関・警察がかけつ けます。おか しな行為は、 不正する前か ら察知され、 監視の対象 にも
なりますから、確実に検挙されることになるわけです。

○篠原委員

分か りました。そ れから、13ペ ージ目ですけ れども、顧 客を勝たせて 楽しま

せ、できるだ け長く滞在さ せることが カジノの収益 を最大化する ということで すけれど
も、私の知る限り、カ ジノでは負け ている人の方 が圧倒的に多 い。この原則と 実態はど
うも違うように感じるのです。これはどういうことなのでしょう。

○美原委員

負け る話は他人に するけど、勝 った話はあま りしません ね。確率的に は、例

えばスロ ット マシン の顧客 の期待 値は9 5％か ら98%ぐ らい です。 そこそ こ楽し めて 、負
け続ける わけ ではあ りませ ん。バ カラ でも賭 け方次 第では 期待 値は98% 以上と いう のも
ありますから、極 めて顧客にと って勝つ確率 が高いわけで す。なぜみん なはまるの でし
ょう。適度に勝つ 確率が高いか らですね。も し、顧客が負 け続けるなら ば、おそら く顧
客はより つか ないで しょう 。適度 に勝ち 負け を楽し むこと がカジ ノの遊 び方 であっ て、
この遊び方を間違 える、あるい は自己責任で コントロール できない人は 、はまって しま
うリスクもある。 でも、はまっ てしまうとい うことはカジ ノ事業者にと っては、必 ずし
も好ましい顧客との関係ではないというのが今のカジノの経営方針だと 思います。

○篠原委員

もう 一つ納得感が 私にはないの ですが、それ はとりあえ ず結構です。 事務局

にお聞きしたい。先 ほど御説明い ただいたので すが、総理はこ の推進会議の 発足に当た
って、「 世界最高水 準」とい う言葉を使っ ています 。入場規制 はこれから議 論する話だ
と思いますけれど も、今までのと ころで、シンガ ポールやネバ ダ州のカジノ 規制の例が
あらゆるところで 出てきます 。その２つ を超える 、これが「世界最 高水準」だというも
のが今までの御説 明の中に、もし あったら教え ていただきた い。私のスタン スを決める
上で参考にしたいもので。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

IR 推進法の議 論等を巡って は、特

に依存症対策 、マネロン に対する懸念 、こう いうことが非 常に注目を浴 びていました し、
また、メディア等 々でも社会的 にも非常に大 きな関心を呼 んでいると思 います。こ れま
でのところでとい う限定でござ いましたが、 今、我々事務 局の中で、本 日の会議の 論点
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以外にも色々なこ とを検討して ございますけ れども、次回 御審議いただ きます依存 症対
策の観点 から の入場 規制、 マネロ ン対策 等に つきま しては 、諸外 国でも やっ ていな い、
ないしはやってい るものを組み 合わせていっ て、日本独自 のものを作っ ていきたい と考
えております。

○篠原委員

今ま でのところで はそれほど突 出して一番日 本が厳しい というものは ないの

ですね。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

こ れまでの例 でいきますと 、例え

ばゲーミングの機 器等について は、電子的に 管理できるよ うなチップも 今、開発は され
ております。これ もまた次回に マネー・ロー ンダリング関 係になるので すけれども 、チ
ップ の管 理あ るい は 顧客 によ るチ ップ の 持ち 出し など をど う する のか とい うの は 非常
にマネロン対策上 大きなものな のですけれど も、こういう 機器の中にIT の技術をど こま
で使えるのか、そ ういう技術基 準を作ってい くというのも 、諸外国では なかなかな い規
制になるのではないかと考えております。

○篠原委員

では、次回にそういうものが色々出てくるということですね。

○中川特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長

その通りでございます。

○山内議長

熊谷委員、どうぞ。

○熊谷委員

あり がとうござい ます。大きく ４点申し上げ たいのですけ れども、１点 目は、

今の篠原委員の御 質問とも重な るのですが 、美原委員 の御説明の１ ページ目で 、国とか
地域ごとに規制は 異なり得ると いうことです けれども 、例えば諸 外国が規制を 作るとき
に、どうい う要素を考慮 して決めてい るのか 。もしくは 、日本で 言えば考慮す べき特殊
性とか、も しくは配慮す べき点 、それは国民 性だったり 、歴史文 化であったり すると思
うのですけれども 、諸外国が 何を基準にし ていて、日本は何を考 慮すべきかと いう点を
お伺いしたいというのが、まず１点目。
２つ目は、事務 局からの御説 明、５ページ 目、規模の上 限という話で 、ここは私 は比
率と絶対値の両方 でやるという ことには賛成 であって、そ れはまず、カ ジノ事業を 行う
ことは特権である ということが ありますし、 加えて、ゲー ミングエリア の大きさで 競う
のではなくて、一 体としてのIR の魅力で競う ことが基本だ と思いますの で、そこは 両方
組み合わせるとい うことには賛 成です。ただ 、その上で、 若干お伺いし たいのは、 おそ
らく地域の認定に 当たって、こ れをどう設定 するかで大分 有利、不利が 出てくるわ けで
あって、広い面積 を利用してＩ Ｒを作りたい という地域が あれば、もし かすると比 率の
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みでやったほうが 有利なのかも しれない。地 方は、なかな か広い土地も 難しいとい うこ
とですから、むし ろ比率、そし て比率につい ても例えば地 方は特例で高 くするとか 、そ
ういう要望もある かもしれませ んので、その 辺りを含めて 、おそらくか なり慎重な ヒア
リングをして、現 実の問題を踏 まえて決めて いく必要があ るのではない か。また、 比率
については、何か 具体的なイメ ージみたいな ものがあるの かどうか。も しくはそれ をど
ういう形でどんな 風に出してい くのかとか、 もしくは美原 委員の御説明 の中で、テ ーブ
ル数とかスロット などの数の話 もありました けれども、そ の辺りとどん な形で組み 合わ
せていくのか、もし何かコメントがあれば伺いたいというのが２点目で す。
３点目は、15ペ ージ、金融業 務ということ ですが、おそ らくここにス トレートで はな
いけれども、若干 関係する可能 性があること として、ジャ ンケットとい うものをど う扱
うかという問題が あると思うの ですけれども 、私は基本的 に認めるべき ではないと いう
考え方ではありま すが、例えば ジャンケット に対してどう いう考え方を していくか 。も
しくは、それに対 してそもそも 規制をかける のかかけない のかという、 そのあたり につ
いて何かあればお伺いしたいというのが３点目。
４つ目は、20ペ ージの内部管 理体制、ここ と若干関係す る話として、 実際色々な 関係
者の方と話をして いると、外国 資本が結局は カジノの収益 の相当部分を とってしま うの
ではないかという 懸念を持って いる人がいる わけですけれ ども、これに 対して、例 えば
カジノの収益を公 益性のある事 業とか、もし くはノンゲー ミングセグメ ントに再投 資を
していくというこ とが、国民の 理解を得る意 味でも必要だ と思います。 こういった こと
を推進するために 、これは内部 の資金移動の 何らかのチェ ックでやるの か、もしく は全
く違う形で政策評 価的な形でや っていくのか とか、色々な 考え方がある と思うので すけ
れども、そのあた りの最終的に 公共性、公益 性のあるとこ ろにお金が行 くような仕 組み
ということで、何 か建てつけみ たいな、仕掛 けみたいなも のを考えてい らっしゃる かど
うかという、以上４点、お願い致します。

○山内議長

どうぞ。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

ま ず、比率の 具体的なイメ ージで

ございますけれど も、率直に申 し上げて、今 、日本に立地 するIRがどれ ぐらいの大 きさ
のものになるのか ということが まだ分からな い以上、具体 的な数値で比 率を出して いく
のは、算定すること自体、非常に難しいものがあるのではないかと考え ております 。
一方、今日、 御提示した資 料の中では、 カジノ部門が IRの施設の あくまで一部 に過ぎ
ない位置付けであ るという考え を出しており ますけれども 、この考え方 は、これま で御
議論いただきまし たIRに必置の 機能、MICEと か、魅力発信 、送客、ホテ ル、こうい うも
のがそれぞれ日本 を代表するよ うなものとな り、それに相 応しい経済効 果をもたら すも
のであるというこ とまで求めて おります。従 いまして、そ ういうものが ノンカジノ の部
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分できちんとでき ているのかど うかというこ とを、具体的 な提言などを 見る際にき ちん
と見ていくという形での執行になっていくのかと考えているところでご ざいます。
２番目 に、 テーブ ル、ス ロット 数との 組み 合わせ の考え という ことで ござ いまし た。
諸外国の例を見ま しても、スロ ット数、テー ブル数などの 上限を決めて いるという 例は
非常に稀有でござ います。私ど もが承知して いる限りでは 、シンガポー ルがスロッ トの
台を2,500 と上限 を引 いてい ること が唯 一では ないか と理解 して おりま すけれ ども 、こ
ういう状況に鑑み まして、機器 の数の上限を 導入すること はむしろ避け て、一定の 面積
規制の中で、あと は事業者、提 案をする地元 の地方公共団 体等の創意工 夫の中で対 応を
して もら うよ うな 柔 軟性 を残 して おく ほ うが いい ので はな い かと 考え てい ると こ ろで
ございます。
ジャンケットに ついてでござ います。これ はIR推進法の 国会議論の中 でも極めて 慎重
に対応すべきだと いう方向が示 されておりま すし、また、 そうすべきだ と事務局も 考え
ております。今回 の資料の中で は触れており ませんけれど も、これまで 御議論いた だい
た、例えばカジノ 事業の委託を 認めないとい うことは、通 常、ジャンケ ットと言わ れて
いる業者 がや ってい る業務 の穴を 塞ぐ上 では かなり 有効で はない かと考 えて おりま す。
また、本日御議論 いただきます 金融の部門で 、カジノ事業 者が貸付けを 行える相手 は顧
客自身に限る。そ して、顧客の 指示を受けて 、顧客のお金 を顧客の管理 口座に送金 する
ことだけを許すと いうことにし ておりますの で、こういう 規制も、ジャ ンケットと 言わ
れている業者がや っている業務 、行為を相当 塞ぐ効果があ るのではない かと考えて おり
ます。
最後に、ノンゲ ーミング部門 への再投資等 、公益実現の ための建てつ けが工夫で きな
いかというお尋ね でございまし たけれども、 この点につき ましては、た しか２回前 の推
進会議でも、櫻井 委員からも御 指摘を受けた ところだと理 解しておりま して、今、 少し
事務局の中でも検 討を深めさせ ていただいて おります。御 指摘がありま したように 、内
部での資金移動に 関する何らか の規制、内部 管理なのか、 外部的なもの なのか、本 当に
そういう こと が可能 なのか 。ある いは、 政策 評価的 な事後 的な評 価を考 えさ せるの か。
貴重な御示唆をい ただいたと思 いますので、 この点につき ましては、引 き続き検討 を深
めさせていただいて、まとめて御報告させていただきたいと思います。

○山内議長

美原委員、どうぞ。

○美原委員

一国 の政策に特殊 性があるのか 、日本は何を 考えるべき かというご質 問でし

た。賭博行為の規制の 考え方は第二 次世界大戦後 に米国から 発展してきた ものです。当
初、1931年から19 60年代までの アメリカの 政策は、税収 確保だけでし た。1960年 代以降、
大きな政策の変更 があり、悪・組織 悪の排除、具体 的には従前か らこの業界に 巣くって
いたマフィアの排 除に政策の軸 足が移りまし た。カジノ賭博 自体を是認し つつ、顧客を
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守る、すなわち、公序良俗 を保持しな がら社会の否 定的要素を排 除するかとい う考え方
から政策のバラン スをとってき たのが実態で はないかと思 います。国によ って、どうい
う政策に焦点をあ てるのかは微 妙に異なるの ですが 、現代社会の 多くの国では 複数目的
を政策目的に掲げ て、その実現を 目指していま す。税収増、雇 用増、それに地 域振興と
か、あるいは我が国 のIRのように 観光振興、観光 客増、地域振 興、これを通じ てどのよ
うに地域社会の富、国 の富を増やす かということ になります。こ のように国に よって政
策の焦点とその強 弱は微妙に異 なりますが、類似 的になりつ つあることは 事実です。現
代社会においては、お おむね複数の 目的を政策目 的にしなが ら、バランスのと れた考え
方をとっ ている という のが実 態では ない かと思 います 。賭博 規制の 本質は 、悪や 不正、
いかさまをどう排 除し、賭博行為自 体をどう健全 化するかに 尽きるのであ って、我が国
の政策も、基本的に は類似的にな るのでしょう し、我が国固有 の政策という のは、この
分野に関しては、あま りありえない のかもしれま せん。もちろん インバウンド 誘致のた
めに日本らしいコ ンテンツや環 境を考慮する ことは重要で しょうが 、これらは 現場に委
ねるべき事項であって、政策の課題であるとも思えません。
一、二点コメン トをよろしい ですか。今、 お話を聞いて いて思ったの は、先ほど 熊谷
委員 がお っし ゃら れ た２ つの 考え 方を 組 み合 わせ なが ら設 置 の量 をコ ント ロー ル する
というのは正しい のですけれど も、ループホ ールがあるか もしれないと 思いました 。例
えばカジノ事業者 からしてみる と、絶対値と しての面積上 限を設定され た場合、収 入を
上げるために、ぎ ちぎちにスロ ットマシンと テーブルを置 いて、品格の ない施設が でき
る可能性もありま す。相対的な 比率だけです と、必要でな い施設を作れ ば比率もご まか
せますね。ですか ら、おそらく レイアウトを 許諾の対象と し、施設とし てのバラン ス感
とか品格、快適さ といった定性 的な考え方も 取り入れつつ 、余り品のな い変なこと をし
ては許諾の対象に はならないと いうことを間 接的に指摘し た方が、ルー プホールは 生ま
れてこないのではないかと思います。
もう一つ。ジャ ンケットにつ いてですが、 マカオにおけ る典型的なジ ャンケット は認
めるべきではあり ません。でも 、あれは特異 中の特異、例 外中の例外で して、ジャ ンケ
ット自体が問題であることはありません。アメリカで発達した ジ ャ ン ケ ッ ト の コ ン セ
プトは一種のエー ジェントで、 カジノ事業者 の代理として 、顧客を誘致 する行為を 担う
わけです。自分た ちの職員を利 用し、顧客を 開拓し、連れ てくるよりも 、外部の業 者に
委託し顧 客誘 致を委 ねるわ けです 。それ に対 して固 定ある いは変 動的な フィ ーを払 う。
これ自身は単なる 企業の一機能 のアウトソー シングですか ら、禁止すべ き対象では ない
でしょう。これが 本来のジャン ケットです。 一方、リスク アンドアカウ ントを第三 者に
委託するような行 為は、先ほど の事務局の説 明通り、絶対 認めるべきで ありません 。こ
の原則が保持され れば、おそら くマカオのジ ャンケットみ たいな行為は 存在しえな いと
思います。同様に 、パーティシ ペーションも 私は渡邉委員 がおっしゃら れたように 問題
だと思います。な ぜならばカジ ノ事業者以外 にカジノ事業 者をつくるよ うな行為に なっ
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てしまうからです 。リスクとア カウントはあ くまでも同一 主体が担い、 これをコン トロ
ールしたほうがより適切ということでしょう。

○山内議長

櫻井委員、どうぞ。

○櫻井委員

今日 は盛りだくさ んなので、ど こからいこう かという感じ なのですが、まず、

先ほど篠原委員が おっしゃった ところとも関 係するのです が、ラスベガ スの場合は 日常
的に違法行為が見つかっているということですね。

○美原委員

そう です。不正、 いかさま等は まず間違いな く監視の網 にひっかかっ てます

ね。

○櫻井委員

それで検挙されているということでしょうか。

○山内議長

そう したら、必ず 罰せられると いう、だった らやらない ということと 矛盾す

るのではないでしょうか。

○美原委員

顧客 自身が確実に 監視されてい ることが分か っているの ですね。です から、

変なことをすれば 、確実 に見つかり 、逮捕さ れることに繋 がります 。よって強 い抑止力
が働き、変なこ とをする人が 来なくなるわ けです。法の執行は日 本とは比較に ならない
程厳格ということでしょう。

○櫻井委員

ペイしているのではないですかね。違法行為。

○美原委員

ペイしていません。

○櫻井委員

そうではないのですか。

○美原委員

ここ で言うのは、 いかさま・不 正等々、従業 員、職員等 々に起こり得 る可能

性があるリスクで す。これが排 除できれば、 カジノにおけ る不正行為は ほぼ完璧に 遮断
することが可能です。

○櫻井委員

違法 行為は起きて いるけれども 、検挙するこ とができる という意味で 対応で

きるということでしょうか。

○美原委員

そう です。法の執 行はかなり厳 格なことがこ の分野の特 徴です。エン フォー
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スメ ント の確 実性 と 悪事 が確 実に 露見 す るよ うな 仕組 みが う まく 機能 して いる の でし
ょう。

○櫻井委員

そう すると、未然 に予防はでき てはいないと いうことで すね。それか ら、丸

田委員に お伺い したいの は、日 本の場 合の内 部統制 につい てです が、御説 明の趣 旨は、
日本の場合も内部 統制システム がそれなりに あるわけです が、そ れがあること を前提に
した上で、カジ ノの場合にMI CSを重畳的に 置くべきだ という整理で 、事務局も そういう
前提で話をされているということでよろしいでしょうか。

○丸田委員

１つ は、考え方と して、今のMI CSというのが 若干業務の 統制に特化し ている

部分がありますの で、そ の意味で 、日本で既 に存在するJ-S OXといった制 度を活用し て、
より広範囲に、あ る意味単なる 手続だけでは ないところも 含めてしっか りカバーす ると
いうような、事業 者の内部管理 体制を強化す るという意味 では、そうい った考え方 もあ
るのではないかと いうところで す。ここで書 かせていただ いていること は、これは 別に
そうあるべきだと いうところで はないのです けれども、一 つの考え方と して、MICS だけ
で十分なのかどう かというとこ ろで、そうい った考え方も 、日本では既 存の制度が ござ
いますので、その フレームワー クを利用して 、MICSも包含 したような内 部統制制度 を作
ることは理論的には十分可能であると考えております。
また、米国の事 業者につきま して補足させ ていただきま すと、実は大 規模な事業 者は
いずれも米国のSEC に上場してお りますので 、既に米国のS OX制度である US-SOXとい う仕
組みが導入されて います。この ような事業者 はUS-SOXプラ スMICSといっ たものが両 方適
用されております ので、日本の 場合は、いき なりIR事業者 が上場会社で あることは ない
ので、非 上場 会社にJ- SOXと 同様の 規制 を導入 すると いうこ とに なりま すが、 米国 では
実質 的に 大手 の事 業 者に つい ては その よ うな 仕組 みが 既に 両 方導 入さ れて いる と いう
現実がございます。

○櫻井委員

上乗 せするという ことですね。 当該事業者が どうなって いるかにより ますけ

れども、そういうお話ですね。分かりました。
それで は、 意見を 申し上 げたい と思い ます が、ま ず、内 部統制 からい きま しょう か。
今日の事務局の御 説明ですと、 内部統制の話 はまだ生煮え であるという 印象です。2 2ペ
ージですが、３段 階にするとい うお話ですが 、何をどのよ うに内部統制 を細かく作 って
いくのかという部 分については 、必ずしもま だ具体的に出 ていないとこ ろで、それ を義
務付けるとおっしゃっているだけですね。
私として大変懸 念しますのは 、23ページ以 下に、我が国 にもそういう 内部統制的 なも
のを規定している 法律があると いうことでは あるのですが 、しかしなが ら、信託業 法と
か、会社法、金商 法、銀行法と 書いてありま すが、カジノ 事業について は、多分日 常的
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に違法行為が生じ 得るというこ とですので、 そうすると、 こういう規定 があって、 これ
をそのまま横滑り に規定するだ けでは全く足 りないという ことだと思い ます。です から、
これらを超える異 質の統制的な ものを考えざ るを得ないと いうのが、実 態に合った 対応
ということだろうと考えられます。
もう一つは、法 執行が大事で あるというこ とを初回にち ょっとさせて いただいた ので
すが、例えば22ペ ージのところ で、色々「義 務付ける」「 義務付ける」 と来ている ので
すが、問題は義務 履行確保の在 り方でして、 そこに単純に 罰則を置くだ けでは全く 足り
ないのだろうと考 えられます。 刑罰について は、行政法の 世界では機能 不全である こと
は常識でありまして、行政罰則をどのように動かせるのかという問題が あります。
さらに、制裁手 段、別の手段 も含めてどの ように考える のかというの が、現代的 な大
きな課題で、これ は戦後法制と も関わってい るところです けれども、そ この部分が 議論
として今後ちゃん と出てくるの かどうかが若 干心配です。 １ページ目の 全体像の図 がご
ざいますが、本日 のテーマとし ましては、機 器の規制とか 、事業活動の 規制という 形で
リストは確かに出 ているのです が、リストア ップすること はそれほど難 しい作業で はあ
りません。どこで 何をやってい るかについて は外国法の例 を見ればそれ なりに出て くる
わけですが、問題 はそれをどう やって実行す るのかという 点でありまし て、例えば 内部
管理 体制 につ いて 整 備義 務を 本当 にや っ てい るか どう かを ど うや って 確保 する か とい
うことで すね 。そう すると 、この 図表で すと 、カジ ノ事業 者等の 監督と いう ところ が、
ここに入るのかも しれませんけ れども、多分 監督という言 葉ではくみ尽 くされない 問題
であって、監督以 前に法の執行 をするのがカ ジノ管理委員 会なのでしょ うから、そ うす
ると、カジノ管理 委員会がどう いう形で執行 をしていくの かという点を よくよく考 えな
いといけないとこ ろです。おそ らく我が国の 法制度で言う と、行政実務 上、そこを 乗り
越えたいというニ ーズがあるに も拘らず、法 制上の議論も あって、なか なか乗り越 えら
れないでいるということだと思うのです。
この点、個別に 御相談を受け ることもある のですが、や はり最終的に 無理でした とい
う展開がとても多 いのですが、 例えば色々な 議論としまし ては、執行罰 という議論 があ
って、これは罰で はないのです が、義務履行 確保の手段と して、金銭を 取っていく とい
う民事法で活用さ れている仕組 みがあります が、そういう ことだったり 、あるいは 課徴
金の仕組みという のがあって、 行政制裁金と 言ってもよろ しいと思いま すが、これ には
独禁法や金商法、 さらに最近で は景表法でも 新たに課徴金 が導入されま した。これ ら３
つの類型 は、 それぞ れバリ エーシ ョンが ある のです が、お そらく カジノ 規制 の場合 は、
カジノの実態に合 うような形で 、アクターが ペイしないよ うな課徴金を 考えて、そ うい
う合目的的な制度設計にしないといけないのだろうと思います。
もう一つ、義 務履行確保で 考えなければ いけないのは 、権限の連 結という手法 があっ
て、建築行政でも よくあります 違法建築をど うやって抑え るかというと ころで、水 道法
と連結させて、水 道供給を停止 するという議 論がされた例 があります。 車検証の交 付と
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自動車税の納付を 連結したり、 あるいは放置 違反金も車検 とくっつけて 成功してい るの
ですが、我が国の ベースで言う と、義務履行 確保はそうい う色々なバリ エーション があ
って、そういうこ ともセットで 考えていかな いと、機動的 にカジノ管理 委員会が動 いて
いかないといけま せんので、捜 査当局に任せ きってしまう というわけに は必ずしも いか
ないと思います。 そこのところ をどこで扱う のかというの が気になって おりまして 、最
後のほうに監督な どでちょっと 書いてあるだ けだと困るの で、以前、行 政調査と監 督権
限のリストが乗っ ていた資料が ありましたが 、今日の資料 にないのです が、こうし た問
題領域も御検討い ただきません と、結局やっ ていることに なっておりま すという従 来型
の対応では、違法 行為が実際に は起きてしま うということ になるのでは ないかとい うと
ころを一番心配しているところですので、よろしく御検討いただきたい と思います 。

○山内議長

事務局、どうぞ。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

非 常に大きな 、かつ重要な 御指摘

をいただいたと思 っております 。２点申し上 げたいと思い ます。内部管 理体制につ きま
しては、22ペー ジの、簡 潔な資料でご ざいましたけ れども、日本のカジノ 管理委員会 も、
ネバ ダのMI CS に相 当す るよ う なカ ジノ 事業 の事 業 形態 ごと にど う いう 業務 手続 を とる
のかという、内部 管理規程をき ちんとカジノ 事業者に作ら せて、かつ、 おそらくひ な形
はこういうスタン ダードなもの でなければい けないという ものは、カジ ノ管理委員 会が
カジノ管理委員会 規則という形 で、世の中に 示していくと いうことが必 要になるの では
ないかと思ってお ります。カジ ノ事業者は、 それを受けて 、丸田委員の 説明にあり まし
たように、アメリ カの事業者で ありましたら 、標準作業手 続を内部で作 っているの と同
様のことを、各事 業者は内部管 理規程という ことで作って いく。その執 行状況を、 内容
もカジノ管理委員 会が見るし、 執行状況は監 査人等が内部 統制報告書の 評価、意見 を付
つけて、カジノ管 理当局とかに もきちんと提 出して、問題 があれば是正 報告等もき ちん
と出 させ てい くと い う形 で内 部統 制シ ス テム を回 して いく と いう こと にな るの か と思
っております。
２番目に、実際 の規制と義務 履行の確保と いうことで、 執行罰、課徴 金の在り方 、権
限の連結といった 具体的な検討 課題まで御指 示いただきま して、ありが とうござい ます。
実際、各国のカジ ノ管理当局が どのような形 でエンフォー スしているか ということ を見
ると、実際にはフ ァイナンシャ ルペナルティ ーという言葉 で表わされて いますが、 おそ
らく日本語に訳す と課徴金とい う言葉が一番 当てはまるの かもしれませ んが、これ が最
も多用されている ようにも思い ます。実際に はライセンス の取り消し、 停止等もご ざい
ますけれども、そ こに至るまで の段階でいか にペイしない かということ をきちんと 分か
らせるかというこ とでは、ファ イナンシャル ペナルティー という仕組み も諸外国の 当局
ではありますので、こういうことも検討しないといけないと思っており ます。
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実際、検討もし てございます ので、推進会 議でカジノ管 理委員会の権 限等を議論 する
際には、きちんと まとめて御議 論いただける ように準備を 進めさせてい ただきたい と思
っております。

○櫻井委員

よろ しいですか。 先ほど、業務 監査の実施で すね。とい うことは、監 査につ

いては内部監査で基本的には完結するということですか。外部には置か ない。

○中川特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長

○櫻井委員

もちろん外部もです。

カジノ管理委員会自身は独自に監査はされるのですか。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

監 査報告書を カジノ管理委 員会も

当然受けますので 、その中身を カジノ管理委 員会もきちん と見ていく。 また、カジ ノ管
理委 員会 には それ を きち んと 見ら れる よ うな スタ ッフ ィン グ が必 要に なる とい う こと
になると思います。

○櫻井委員

そこ が大きな問題 でもあるので すが、もう一 つ、即時強 制ですけれど も、行

政調査という形で 書いておられ ましたが、直 接行政が入っ ていくこと自 体が非常に 大き
な影響があって、 それは予防的 に働くという ことを含め、 活用されたら よろしいの では
ないかと思います。
それから、外国 のエンフォー スメントと比 べると、おそ らく日本の方 がすごくエ レガ
ントに法制度がで きていますし 、乱暴なこと を行政はやら れませんので 、権限行使 が非
常に慎重なのです 。もっとも、 慎重になりす ぎて、そこが 壁になってい るようなと ころ
でもあるかと思う のですが、そ うすると、正 式の公権力の 行使をしよう とすると、 非常
にハード ルが 高くな ってし まう。 憲法論 もあ ります し、あ るいは 手続規 定も あるの で、
そうすると、そこ をどうやって 乗り越えよう かというと、 一つの法技術 としては仮 の手
続、仮の処分みた いなものを使 っていたりし ます。こちら は、最近の立 法例等もあ ると
ころで、重い手続 をとらないで 実効性のある 、しかも即時 性のある対応 がとれると いう
のが一つの活路と なる可能性が あります。も ちろん、もっ と正面突破し ていただい ても
結構ですが、その ような工夫も あるところな ので、それも あわせて御検 討いただけ ると
いいのではないかと思います。
最後に、カジ ノ管理委員会 、３条委員会 ですけれども 、合議制の 機関なので、 どうし
てもフットワーク が遅いところ があって、そ ういう意味で は内部的な組 織の体制に つい
ても機動性のある セクションを きっちりつく って、意思決 定方法とか、 そこのとこ ろも
工夫しませんと、 通常の３条委 員会と少し違 うタイプの任 務遂行が期待 されている ので、
そこは特殊性があるのではないかと考えております。以上です。
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○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

貴 重な御提言 ありがとうご ざいま

す。

○山内議長

委員会自体の権限の問題ということで議論するということですね。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

次 回以降の推 進会議でカジ ノ管理

委員会の権限及び スタッフィン グ、建てつけ などを御議論 いただきたい と思ってお りま
すので、そのときにきちんとまとめて御報告させていただきたいと思い ます。

○山内議長

丸田委員、どうぞ。

○丸田委員

最初 の私の説明が 足りなかった 部分があるか もしれない のですが、１ つは、

SOPの部 分で、 カジノ のオペ レー ション という のは、 ゲー ムの種 類やル ールが 定型 化さ
れていま すの で、あ る意味 、一般 の民間 企業 のよう に様々 な業務 がある わけ ではな く、
ゲー ムの 種類 とル ー ルが 特定 され てい る ので 標準 手続 とい う のが 非常 に組 みや す いと
言えます 。な ので、MI CSで は足り ない部 分が あるか もしれ ません けれ ども、SO Pと いっ
たもので 、非 常に詳 細な手 続を 、場合 によっ てはSO Pに含 まれる もの をMICSレ ベル まで
格上げするなどに よって、さら にそこをしっ かりモニタリ ングするとい うところは 、カ
ジノ以外の民間企業の業務に比べて有効ではあると思います。
もう一つは、と は言っても、 現実、不正を 犯そうとする 人は絶対に出 てきます。 お金
が回っていますの で、それでお そらく摘発さ れるというこ とも実際には 、もちろん 組織
の中で捕まる場合もあれば、警察の方に捕まるということもあるかもし れません。
ですが、やはり 諸外国を見て いますと、先 ほど内部監査 、外部監査と いうのがあ りま
したが、一つは、 例えば内部監 査は絶対にや るのですけれ ども、まずそ こに外部監 査を
入れる。プラス、 さらにカジノ 管理委員会も 直接監視、監 督を行う仕組 みになって いま
す。諸外国のカジ ノ管理委員会 でお話を聞い たときにあっ たのは、カジ ノ管理委員 会の
方が常駐して、不 正の起こりや すいエリアや リスクが高い 点を中心に常 時モニタリ ング
をすることは実際 に行われてい ます。カジノ 管理委員会は 事業者の監視 カメラにも 全て
アクセスがありま すし、業務シ ステムにも全 部アクセスが あるのです。 そういった アク
セスを全部与えら れて、リアル タイムに、い わゆるカジノ の経営者と同 じ内部管理 のシ
ステムに入り込む という状況を つくっている ところでござ いますので、 お話を伺っ てい
ると、具体的には リスクが高い エリア、もし くはオープン 当初はかなり カジノ管理 委員
会の方が実際に現 場に張り付い て、リアルタ イムでチェッ クしたり、そ の場で指導 した
りということもあ ったものの、 徐々に事業者 も慣れてきて 、リスクに関 する感度が 高ま
って、内部監査と か外部監査も ある程度落ち ついて、より 実効性が高ま ってきた場 合に
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は、徐々にカジノ 管理委員会の 人数を減らし ていって、よ り経営者とか 監査の仕組 みに
依拠していくとい う考え方もあ るようでござ いますので、 そこはリスク によって色 々な
パターンが考えら れると思いま す。ただ、諸 外国でもカジ ノの内部統制 というのは お金
を扱っている以上 、非常にリス クが高いとさ れております ので、そこに ついては日 本で
考え られ てい る今 の 内部 統制 の仕 組み よ りも かな りレ ベル と して は高 いも のが 実 際に
要求されて、運用 されていると いったところ は、ぜひ御理 解いただきた いと思って おり
ます。
あと、２点ほど コメントがあ ります。まず 、面積の部分 については色 々議論があ ると
いうところかと思 いますが、民 間の事業者の 視点からする と、ある程度 大きな投資 をす
るのであれば、そ の投資に応じ たカジノ面積 若しくはある 程度自由度が 欲しいとい う点
はあります。別に 面積が広いイ コール自由度 ではないと先 ほど美原委員 からもお話 があ
りましたけれども 、投資に応じ たインセンテ ィブは欲しい という考えは あると思い ます。
その中で、今のシ ンガポールの 面積のレベル と比べて、実 際はテーブル とかスロッ トの
比率の違いによる レイアウトの 違いはあるの ですが、公表 面積としてマ カオなどは ゲー
ミングフロアが広 いとか、ラス ベガスはもう ちょっと狭い とか、色々な パターンが あり
ます。ここについ ては、そもそ もカジノ面積 が何を定義し ているかによ ってアップ ル・
ツー・アップルで 比較できない 面もあるので すが、ある程 度投資と規制 のバランス を見
た上で、先ほど美 原委員の御意 見もありまし たが、事業者 のほうでしっ かり魅力あ る施
設を作り出すとい う前提の中で 、過度な規制 ではなく合理 的な規制とな るというと ころ
が前提かと考えております。
最後に１点、細 かいのですけ れども、30ペ ージ、特にカ ジノにかか わる特定重要 業務の
従業者の確認とい うことで、デ ィーラーとか 、そういった 方々でござい ますが、事 業者
が一義的に廉潔性 をチェックし て、カジノ管 理委員会の確 認を受けるこ とになって おり
ますが、事業者だ けでは、その 方が反社関連 かどうかとい ったところも 含めて、情 報の
入手にある程度限 界がある部分 もあるのでは ないかと考え ておりまして 、その意味 では、
カジノ管理委員会 の確認という のが、場合に よっては事業 者が取れない 情報も別途 入手
した上で、リスク に応じてしっ かりとしたチ ェックがされ るのかどうか というとこ ろを
御質問させていただきたいと思います。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

用 語としては 、「確認」と してお

りますけれども、 他の免許です とか認可、許 可等と同様、 きちんとした 人格要件を 出し
て、それに適合し ているかどう かをカジノ管 理委員会がし っかり背面調 査も行える とい
う前提での「確認」でございます。

○美原委員

その 点は法律上の 効果も当然免 許と同じと考 えてよいで すね。例えば 取消し

があった場合の効 果とか、二度 と入れないと か、常にチェ ックするとか 、それは同 じで
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すね。渡邉委員の言っている劣後しないということと同じことですが。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

そ こは今日の 資料の30ペー ジに書

きました よう に、一 度カジ ノ管理 委員会 が確 認した 後、当 該従業 員に問 題が あった り、
あるいは廉潔性に 問題が生じた りした場合に は、その確認 を取り消すと いう前提で 、御
提言を申し上げております。

○山内議長

よろ しいですか。 その他に御意 見、よろしい ですか。あ りがとうござ いまし

た。この辺で議論 を閉めたい と思います。 今日、伺って みて、内容 そのものにつ いては
大きく大体皆さん の御同意だ ったかなと思 っております けれども、 詳細な点につ いての
意見の違いと、も う一つは完 全にここでは 決め切れない ところがあ る。今の面積 の問題
などはまさにそう ですけれど も、その辺を 峻別していた だくのが非 常に重要かな と思い
ます。
もう一つは、先 ほど篠原委員 がおっしゃっ たように、世 界最高水準の カジノ規制 とい
うことで、それを どのように我 々は出してい くのかという ことだと思い ます。新規 性も
そうですけれども 、色々な組み 合わせの中で 日本独自のも のというのが あると思い ます。
その辺のアピール の仕方がある のですね。そ れを含めてお 願いしたいと 思います。 その
他、よろしゅうございますか。
それでは、本日 の議論の内容 につきまして は、会議終了 後、私から記 者に対して ブリ
ーフィングを行い たいと思いま す。次回の日 程など、事務 局から連絡事 項がござい まし
たら、よろしくお願い致します。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

そ れでは、次 回の日程につ きまし

ては、議長と も御相談の 上、委員 の皆様と調 整をさせてい ただきたいと 思っておりま す。
よろしくお願い申し上げます。

○山内議長

どう もありがとう ございました 。それでは、 以上で第４ 回特定複合観 光施設

区域整備推進会議を終了といたします。本日はどうもありがとうござい ました。

以上
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