第５回

一

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20日（火）16：00～18：00
場所：合同庁舎８号館１階講堂

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、武内紀子委員、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．有識者からのヒアリングについて
３．懸念への対応について
・依存防止対策について
・青少年の健全育成について
・マネー・ローンダリング対策等について
４．閉会
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○山内議長

ただ いまから第５ 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。
本日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございま した。
本日の議題でご ざいますけれ ども、本日は カジノに係る 懸念への対応 ということ でご
ざいまして、依存 防止対策、青 少年の健全育 成、マネー・ ローンダリン グ対策等に つい
て議論したいと思っております。
本日はまず事務 局からの説明 の前に、依存 防止対策につ いて理解を深 めるために 、ギ
ャンブル等依存症 の専門家でい らっしゃいま す樋口進様、 独立行政法人 国立病院機 構久
里浜医療 セン ター院 長でい らっし ゃい ます。 それか ら、西 村直 之様、NP O法人 リカ バリ
ーサポート・ネッ トワーク代表 理事兼医療法 人卯の会新垣 病院精神科医 でいらっし ゃい
ます。このお二方 からヒアリン グを行いまし て、依存防止 対策及び青少 年の健全育 成に
ついて、事務局からの資料説明を聴取した後に質疑を行いたいと思いま す。
その後に、マ ネー・ローン ダリング対策 の実態につい て理解を深 めるために、 この関
係の専門家でいら っしゃいます 渡邉委員から 、マネー・ロ ーンダリング 対策の実態 につ
いて御説明いただ きまして、そ れから事務局 の資料説明を 聴取した上で 、まとめて 意見
交換を行いたいと思います。
恐縮でございますが、プレスの方はここで御退室をお願いしたいと 思います。

【プレス退室】

○山内議長

それでは、議事に入りたいと思います。

まずは依存防 止対策につい てであります 。依存症治療 及び研究の 全国拠点機関 の長で
いらっしゃいます 、独立行政法 人国立病院機 構久里浜医療 センター院長 の樋口様及 び依
存症治療に当たる 精神科医でも あり、また、 電話相談等も 行う民間支援 団体の代表 理事
でもいら っし ゃいま す、NPO 法人 リカバ リーサ ポート ・ネ ットワ ーク代 表理事 兼医 療法
人卯の会新垣病院 精神科医でい らっしゃいま す西村様、こ のお二方から それぞれ10 分程
度の御説明をいただきたいと思います。
まずは樋口様からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし ます。

○独立行政法人国 立病院機構久 里浜医療セン ター樋口院長

まず、こ のような場に お招き

いただきまして、ありがとうございます。大変光栄に存じます。
既に配付されている資料を見て、一枚一枚説明してまいりたいと思 います。
自己紹介です けれども、今 、紹介いただ きましたとお り、久里浜 医療センター の院長
で、厚労省が指定 する依存症の 全国拠点機関 の施設長でご ざいます。臨 床経験は、3 0年
以上、アルコール 、ギャンブル 、インターネ ットのような 依存の診療に 携わってき てま
いりました。また 、アルコール や薬物の依存 症、ギャンブ ルとかインタ ーネットは 行動
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嗜癖と言いますけ れども、その ような学会等 で関連するメ ジャーな国際 学会の理事 長と
か理事等を歴任して、大会長も今からさせていただくところであります 。
１枚おめくり いただきまし て、ギャンブ ル等の依存症 の実態把握 に関する平成2 8年度
予備調査の概要で すけれども、 これは既に一 度、皆様のお 目に触れてい るのではな いか
と私は推察してい ます。平成28 年度、昨年度 と今年度にか けて、ギャン ブル等依存 症の
実態把握に関する 調査を行って ございます。 昨年度はちょ うど真ん中の あたりに書 いて
ございま すけ れども 、11都 市の 住民基 本台帳 から無 作為 に抽出 した2,20 0人に 調査 を行
いまして 、993 名から 回答 を得ま した。 その結 果、SOG Sとい うギ ャンブ ル等依 存の 最も
世界で使われてい るスクリーン テストを用い た過去１年間 の割合ですが 、推計値0.6 ％、
それから 、過 去どこ かの時 点で このSOGS の５ 点以上 を満た すとい う方 が2.7％ とい うこ
とでございました 。私どもが平 成25年度に行 った調査では 、過去１年度 のデータは 出し
てございませんで 、過去どこか でという、言 ってみれば生 涯にわたる推 計値ですけ れど
も、4.8 ％とい うこと でした 。こ れは調 査の方 法が大 分違 います ので、 直接比 較と いう
のはなかなか難しいところがあります。
次のページにい きまして、こ の予備調査を 踏まえて現在 、より正確な 数値を得る ため
に全国から無作為 に選んだ方々 、約１万人に 対して実態調 査を行ってい るところで 、調
査が進んでいると ころです。夏 ぐらいまでに は概要が出て くるのではな いかと考え てご
ざいます。
次のページにい きまして、こ のポンチ絵で すけれども、 これは厚生労 働省の精神 ・障
害保健課からお借 りしたもので ございます。 今年度から依 存症対策総合 支援事業と いう
ものがスタートし まして、この ポンチ絵にあ るような対策 がスタートす るというこ とで
ございま す。 ちょう ど真ん 中あた りに「 47都 道府県 ・20指 定都市 」とし てお ります が、
ここの中に専門医 療機関、これ はギャンブル もアルコール も薬物も含め て専門医療 機関
が指定されて、そ れと同時に精 神保健福祉セ ンター等の相 談の拠点にも 依存症の相 談員
が配置され、支援者に対する研修等が行われるということでございます 。
左のところに全 国拠点機関（久里浜医 療センター ）とござい ますけれども 、これは 我々
の施設で、役割は 専門医療機関 の中から地域 の拠点機関と いうものが指 定されるで しょ
うけれども、その 方々に対して 研修を行って 、そのような 方々が今度は 地域で専門 医療
機関の方々あるい は一般医療の 方々に研修を していくとい う状況になっ ています。 それ
から、我々はでき るだけ多くの 情報を収集し て発信してい くこととか、 依存に関す る普
及啓発を行ってい く。このよう なことを使命 として、この 事業を進めて まいりたい と考
えてございます。
次のページにま いりまして、 我々、医療面 とか公衆衛生 とか、そのよ うな立場か ら依
存だけではなくて 疾病に対する 予防の段階と して一次予防 とか二次予防 、三次予防 とい
うことを言います 。一次予防と いうのは発生 予防ですけれ ども、主な対 策としては 教育
です。学校におけ る教育あるい は国民に対す る啓発。国民 のギャンブル の問題に関 する
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意識を向上させる こと。それか ら、依存とい うのはスティ グマというの がついて回 りま
すので、このステ ィグマを何と か減らしてい かないといけ ないというこ ともござい ます。
そのためにはギャ ンブル等依存 というのは予 防・治療が可 能な疾病であ るから、ぜ ひ受
診して、あるいは適切な介入を受けてくださいということです。
二次予防ですと 、メディアや インターネッ ト等を通じて 正しい情報を 発出してい くこ
ととか、相談がい つでも受けら れるような状 況にあるとか 、あるいは隣 にいらっし ゃる
西村先生のような 電話によるカ ウンセリング とか、そのよ うなことが対 策として挙 げら
れると思います。
三次予防という のは治療とか 再発予防です けれども、こ れに関しては まだ治療の 施設
が十分あるわけで はありません ので、治療施 設の拡充とか 治療の有効性 を向上させ るこ
と、それから、こ れは非常に大 事なのですけ れども、相談 機関とか医療 機関から専 門医
療機関に紹介がス ムーズにいっ て連携がうま くいくという ことです。こ れはとても 大事
だと思います。相 談施設の増加 や相談員の資 質向上等も大 事ですし、自 助グループ の育
成、それから、ギ ャンブル等依 存には、金銭 問題が必ずつ いて回ります ので、そう いう
ことの解決に対して弁護士等との連携の強化も大事だと思います。
次のページに まいります。 ギャンブル等 依存に関して は、今まで リスク、危険 要因と
い う も の が 色 々 な研 究 で な され て い ま す。 例 え ば 右 下に Hodgins と い う 方 が 2011 年 に
『Lancet』 とい う非常 に有名 な雑誌 に、 このリ スクに つい て論文 をまと めてい まし て、
それを見ますと早 期のギャンブ ル暴露、幼少 期における劣 悪な環境、併 存する精神 的な
問題、特に高い衝 動性を伴うよ うな疾患とか 、ギャンブル 施設へのアク セスの良さ 、ギ
ャンブルの報奨金 が高いこと、 このようなリ スクを考える と、リスクに 対応する対 策と
して、子供の養育 環境を向上さ せるとか、あ るいはギャン ブルの開始年 齢を遅らせ ると
か、発達障害を含 む精神的な問 題への適切な 対処あるいは ギャンブル施 設の数、開 催の
曜日、時間等の制限、報奨金に関する制限等が考えられるのではないか と思います 。
これは我々の施 設のデータで すけれども、 各ギャンブル 等施設数・売 上高とその ギャ
ンブル等に依存し ている当セン ターの受診患 者数は高い相 関を示してい ますので、 この
ことをある程度裏づけているのかなということになります。
次のページに まいりますが 、ギャンブル 等依存の予防 対策に関す る文献という のは限
られていますけれ ども、ギャン ブル等依存に よく似ている アルコール依 存は昔から 研究
がたくさんありま して、その予 防対策に関し て多くの論文 が出ています 。この論文 の中
身か らギ ャン ブル 等 の依 存の 対策 のヒ ン トが ある 程度 得ら れ るの では ない かと い うこ
とで、ここに示してございます。
右にある本が、 コネチカット 大学のThomas Baborという 有名な学者と 、そのグル ープ
がまとめた本でご ざいまして、 これを見てみ ますと例えば 酒類の入手規 制というこ とで
すけれど も、 これは 言って みれば ギャン ブル に例え るとア クセス の規制 とな ります が、
それは非常に有効 性が高い。そ れから、課税 と価格設定、 つまり酒税の 課税ですけ れど
4

も、これはお酒の 価格のことで すが、価格が 高ければ有効 である。これ はギャンブ ル施
設の入場料の徴収 に関係してい るかもしれま せん。それか ら、飲酒環境 の調整では 、従
業員教育が少し有 効性のエビデ ンスがある。 マーケティン グの場合、広 告・宣伝に 関す
る法的規制はある 程度の有効性 を示している 。我々の分野 ですと、この 場合、ギャ ンブ
ルの 予備 軍あ るい は 軽度 のギ ャン ブル の 方々 に対 する カウ ン セリ ング の介 入と い うの
は非常に有効である。治療も非常に有効であるということでございまし た。
このようなこと を踏まえまし て、これは私 どもの考えを 述べさせてい ただいたに すぎ
ませんが、カジノ 利用者に関す る制限等につ いて、まず、 本人申告によ るアクセス 制限
は北米やヨーロッ パ等多くの国 で行われてい ます。しかし 、この手法の 有効性を検 討し
た研究はほとんど ないと認識し ております。 あるカナダの 研究では、ア クセス制限 をし
た人 の95 ％は ギャ ン ブル 等依 存で 、30 ％ はそ の期 間ギ ャン ブ ルを して いな かっ た が、
50％は別のギャン ブルをしてい たという研究 もございます 。イギリス等 では、この 措置
がギャンブル等依 存の治療とう まくマッチン グしていると いうところも ございます 。ア
クセス制限に関する有力な手法ではないかと考えます。
家族申告に関す るアクセス制 限ですけれど も、実施され ているところ は非常に少 ない
ということです。 ギャンブル等 依存の家族は 非常に困って います。この ような措置 を望
む家族も非常に多 いと推測され ます。これは 私が外来で患 者さんを拝見 したときの 経験
でございますが、 多くの家族は 非常に大変な 思いをされて います。患者 の臨床的な 特徴
を見る限り、この ような措置に よる報復のた めの家庭内暴 力というのは 物質依存と 比べ
て少ないのではな いか。例えば 家族がノーと 言ったので、 本人が後で報 復するよう なこ
とというのは大い に可能性はあ るのですけれ ども、物質依 存、例えばア ルコール依 存な
んかの場合にはこ ういう問題は 非常に大きな 問題ですが、 私が外来で診 ている限り では、
このようなことは物質依存に比べて比較的少ないのではないかと考えま す。
しかし、実施に 当たってはど のような手続 でこの指定を 行い、また、 解除するか 、慎
重に検討する必要があります。
その次のページ 、入場料の徴 収ですけれど も、アルコー ルにおいても 価格は非常 に重
要な予防対策であ る。この措置 は依存まで至 らない人や、 依存レベルの 低い人に特 に有
効かもしれない。 入場料がさら なるギャンブ ルにつながる 可能性が指摘 されていま すが、
そのような人に対 しては別の対 策を講じる必 要があるので はないかと考 えます。こ のよ
うな対策について 、特にお金が あまりない若 者に有効であ ることが示唆 されている と思
います。
入場回数の制限 ですけれども 、これも重要 なアクセス制 限手法である ため、導入 の検
討が必要と思われ ます。先ほど 少し申し上げ ましたカジノ に関する広告 制限ですけ れど
も、これについても議論が必要なのではないかと思います。
最後のページで すけれども、 私が考えるカ ジノ事業者に おける依存症 の防止対策 です
が、全体像を意識 した対策が望 まれます。安 易な入場の抑 止、過度な賭 博の抑止、 関連
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問題への 対応 等、こ こに書 いてあ るよう なも のが考 えられ るので はない かと 思いま す。
以上です。ありがとうございました。

○山内議長

どう もありがとう ございました 。続きまして 、西村様に 御説明をお願 いしま

す。

○NPO法人リカバリ ーサポート・ネット ワーク西村代 表理事

続 きまして 、私からも 話をさ

せていただきます。
このような機会をいただきまして、ありがとうございます。
私はもともと、 国立療養所で 薬物依存の治 療に当たって いたのですが 、病院に来 ない
人たちをどうする かということ が自分のライ フワークにな って、そうい う形で医療 に来
ないのめり込みの 人たちをどう 拾い上げるか ということを 中心にこの十 数年、民間 でや
ってきております。
資料に沿って少し話をさせていただきます。
私たちは電話相 談という簡易 介入手段をと っています。 医学的側面を 強調したフ ルパ
ッケージというか 、きっちりと した医療モデ ルと比べて、 こういう簡易 介入という のは
一見かなり頼りな い感はあるの ですが、頻回 なギャンブル で何らかの問 題を起こし てい
る人でも、医療等 の介入なしで 自然に自制が 可能な程度ま で改善すると いう、いわ ゆる
自己改善とか自己 修正という形 になる人たち がかなりの数 いるというこ とが、少な くと
もギャンブルに関してはある程度報告がある。
それに疾病モデ ル、すなわち 、後天的にギ ャンブルに触 れる過程で病 気となった とい
う概念だけでは、 ギャンブリン グ問題は説明 できない。先 ほど樋口先生 が提示され たリ
スク説明の中にも 発達障害とか 、その基盤の 問題への介入 が必要だとい う、そうい うあ
たりも大事なとこ ろで、生活の 問題、もとも と持っている 色々複合的な 問題という のが
かなり関係してい るだろう。そ ういう意味で は様々な経過 を示すので、 様々なアプ ロー
チがあってもいい のではないか と、どれかが いいというこ とではなくて 、そのよう に考
えました。
それから、ギャ ンブル等依存 症といっても 、世間で一般 的にイメージ されるよう な重
度な状態になる人 は、ギャンブ ルの問題を抱 えている人の 全体から言え ば数％で、 それ
でも日本のように 参加者が多け ればかなりの 数になるので すが、それは 全ての代表 例で
はない。むしろ九 十数％の軽度 の状態にある 人や初期の状 態にある人に どの様な手 当て
が必要なのかと考えました。
そういうこと で、治療等の 介入なしで自 己改善、自己 修正に至る 者と、医療等 こうい
うフォーマルな支 援が必要とな るような重度 の依存症への 対策というの は、それぞ れ少
しレベルを分けて 組み合わせて いく、また、 段階を変えて いくというの が良いので はな
いか。
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自己改善、自己 修正に至る者 に対しては医 療で対応する よりも、問題 の整理等改 善の
スピードを上げら れるような後 押しを目的と した簡易介入 がかなり有効 で、それで だめ
であれば次のステ ップに行って もらうという のがいいので はないか。こ のような簡 易介
入は、背景となる 特性とか重症 度等、個別性 に注目した対 応が色々な形 で展開しや すく
て、コストが安く て効果が高い という、ある 程度エビデン スも現在出て おります。 その
１つの社会実験としてこの十数年、電話相談をやってまいりました。
実際、 この1 0年間 で２万 件を超 える 相談を 受けて おりま す。 私たち のNPOは 遊技 業界
の啓発に寄ってい るところもあ って、パチン コホールにポ スターを張っ てもらって いる
ので、この動きの影響 もあって、せっせ と張っていた だいたおかげ で現在、１カ月に 400
件を超える相談を 受けておりま す。これはパ チンコ、パチ スロの問題の みです。と いう
ことで、今年は4,000～5,000件の相談が来るのではないか。
この特徴は、相 談者の80％が 本人であると いうことです 。家族が約20 ％、医療現 場の
場合はか なり 重症化 して家 族がよ うやく 相談 に来て 、それ からで ないと 動き 出さな い。
これはやはり依存 症全般の特徴 ではあるので すが、それゆ えにどうして も家族支援 とい
うところに力が行 くのですが、 見方を変える と、このよう な簡易介入で は本人の早 期介
入が可能であるという可能性は示せると思っています。
その模式図を３ ページに書い ているのです が、専門医療 機関・滞在医 療機関型の 回復
施設等のフォーマ ルな支援はき ちんと準備さ れておくべき であると思う のですが、 それ
までに至る段階で はこういう簡 易介入が色々 な形で準備さ れて、まずそ こをなるべ く利
用しなくていい段 階にして、よ り専門的なと ころはより集 約してできる ようになっ てい
くというバランスが大事ではないかと思っております。
４ペー ジ目 、民間 事業者 側の取 組みと して は、ギ ャンブ ルの種 類によ って パチン コ、
競馬とか競輪とか 色々なものが あります。今 回カジノが出 てくる。実は それが利用 者層
によって生じる問 題がかなり異 なっている。 親和性も異な ると思います ので、それ ぞれ
の娯楽に沿った取 組みが必要な のだと思いま す。ただ、重 症化していく とほぼ一本 化し
ていくので、その 部分は集約し てもいいかと 思いますが、 早期の部分は より多様で ある
べきだと思っております。
公的な取組みと いうのはより 専門的になっ ていきますの で、様々な制 限とか制約 が生
じやすく、機動性 とか柔軟性が なかなか確保 しにくいこと がありますの で、民間の 事業
が機動性とか柔軟 性をより担保 して、そして 公的な取組み を支えていく というよう な形
がいいのではないかと思っております。
カジノに関する 在り方につい てですが、私 は今までカジ ノではない日 常娯楽のサ ポー
トをしていますの で、これが日 常娯楽と一致 するというこ とで意見を言 っているわ けで
はなく、あくまで も今回できる カジノという １つの特殊な 施設の中でと るべき対策 とい
う意味でまとめさせていただいています。
適切な 従業 員教育 や施設 内での カウン セリ ングを 受けら れるよ うな体 制、 それか ら、
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事業者負担で受け られる通所プ ログラムとか 電話相談の提 供というのは 、まず現場 であ
る程度対処できる ものは対処す るという形が 非常に大事で はないかと思 います。そ の上
で適切な形でより 高度な専門治 療につながっ ていく。相談 に来た人に対 して、何も しな
いで「あちらに行 きなさい」と 言うのは果た していいのか というと、そ れではなか なか
うまくつながらないのではないかと思っています。
民間事業である カジノの影響 に伴う対策で あることを踏 まえますと、 国民の理解 を得
るためには、カジ ノ事業者の責 任として対策 に取り組んで いくというの が重要なこ とで
はないかと思いま す。地域 格差もありま すし、カジ ノがある場 所、ない場 所があるの に、
これが一律皆さん 税金で全て賄 われるという のは、やや納 得を得にくい のではない かと
思います。
一方で、とはい え、せっかく このような形 で対策をとっ ていくので、 ギャンブル 等依
存症者にとっての 問題となるギ ャンブルが、 カジノか既存 ギャンブルか という形で 特別
に区別されずに、 広く社会の中 で支援される ような仕組み にしていかな いと、カジ ノは
カジノ、そうでな いものはそう でないものと ばらばらにな ってしまうと もったいな いと
思うし、そうあるべきではないと思っております。
各国を見ると、I Rが開設する と最初、国民 が熱狂的に浮 かれたような 状態になっ てき
て、たくさん問題 が起きるので すが、時間と ともにあまり 問題というの はそれほど 、熱
狂がなくなってい くとか、なじ んでいくとい うことが大体 どこの国でも ある程度起 こっ
ているような印象 を受けており ます。という ことは、時間 経過とともに 求められる 対策
と費用が変化して いくと考えま す。そのため 常時見直しが 必要で、正確 な疫学デー タが
とり続けられる必要があると思っています。
事業者による相 談窓口の設置 については、 事業者が開設 する相談窓口 はあった方 が良
いと思います。現 在、議論され ているのは、 カジノが大き なIRの中にあ るというこ とで
すので、こういう 相談窓口はし っかり作られ ていくべきだ と思います。 特に、一定 規模
以上のカジノにお いては、施設 内に相談・ケ アができるス タッフ・体制 が準備され てお
くことが望ましいのではないかと思っています。
カジノごと個別 の電話相談窓 口を作ること とか、カジノ に特化した相 談窓口が求 めら
れるのかとなると 、カジノの数 はそんなにた くさんできる わけではない ので、クオ リテ
ィーのコントロー ルもできずに ばらばらにな るのは、これ はどうなのか と思います 。あ
る程度集約できる ところはきち んと集約した 方がいいので はないかと思 っ て お り ま す 。
今の全体の模式 図なのですが 、民間の部分 との連携とい う意味では、 この図の中 で強
調したい のは 、ステ ップア ップし ていく とい うこと 。入り 口にワ ンスト ップ があっ て、
使わなくてもいい 予算は使わず に、費用は使 わずに、きち んとした専門 的治療は専 門機
関が集約してでき るようになる 。また、そこ に至る前のも のは、何段階 もサポート 体制
があるようにというふうな模式図で書いております。
次に、本人・家 族申告による アクセス制限 については、 これは先ほど エビデンス レベ
8

ルのこと を樋 口先生 がおっ しゃら れまし たが 、私は 特にそ れに異 論はあ りま せんの で、
ざっくりとした話 なのですが、 本人確認を行 うというのが カジノの前提 とすれば、 本人
の申告によるアク セス制限は一 定の効果があ ると思います 。そもそも自 己排除を申 請し
ながら参加すると いう人は何ら かの支援が必 要なレベルな ので、ただ配 慮するだけ では
なくて、そこを介 入のチャンス として何らか のプログラム につなげてい くというや り方
もあってもいいの かなと。いず れにしても申 告制度は、本 人が問題解決 支援につな がる
きっかけにはなるのではないかと考えております。
家族申告につい ては、家族と いうのは誰か 。それから、 確認をどうす るか。色々 な法
的な問題もあって 、まずそこが 議論されなけ ればいけない と思います。 個人情報等 の問
題も出てきます。 ただ、制度と 連携した家族 教育・支援プ ログラムの提 供があれば 、こ
れはこれで家族介入の重要な機会になるのではないかと考えております 。
ただ、これに関 してはエビデ ンスレベルで どうかと言わ れると、私も はっきりし たこ
とは言えません。
入場回数制限に ついては、こ れは現実的で 効果が期待で きる方法だと 考えており ます。
ただ、この回数制 限の情報管理 とか回数をど のように設定 するかとか、 その後、治 療プ
ログラム等をどの ようにリンク させるか、そ れを強制にす るのかしない のかとか、 その
ような点について 、日本におけ る適切な在り 方が検証され るべきだと思 っ て お り ま す 。
最後に、入場料 の徴収ですが 、これについ てはあまり国 外のエビデン スがない。 やっ
ていると ころ が少な いとい うこと もあり ます し、金 額もま ちまち という こと もあっ て、
何ともこれは支援 者の立場とし ては言いづら いところはあ るのですが、 例えばシン ガポ
ールでは依存問題 の抑制として 考えられたも のではあるの ですが、徴収 した費用が 様々
な社会問題の対応 に、色々な民 間活動の活動 資金として再 配布されてい るというこ とが
あります。ギャン ブリング問題 だけではなく てです。そう いう形で、短 期的な依存 問題
の抑止ということ ではなくて、 未成年とか色 々なリスクの 高い人たちの 長期的なリ スク
を落としていくた めの社会全体 の費用として 入場料が使わ れるという意 味では、長 期的
に私たち が今 のとこ ろ測定 できな いよう な社 会的な 有効な 効果が あるの かと 思いま す。
ただ、入場料だけ の効果をエビ デンスとして 拾い出すのは 非常に難しい と思います ので、
ここはどういう形 、一体幾 らぐらい、また、取 ったものがど ういう形で使 われていく か、
それがどういう期 待になってい くかというの は、十分に議 論する余地が 残っている 問題
ではないかと思っています。
駆け足で、時間 が少ない中で わかりにくい 説明で申しわ けありません でした。ど うも
ありがとうございました。

○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 資料説明の後 にまとめて行 うことにし たい
と思います。
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続きま して 、事務 局から1 5分程 度を目 安と して資 料説明 をいた だきた いと 思いま す。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

資 料３に基づ きまして、今 、先生

方から御説明のあ りました依存 防止対策及び 青少年の健全 育成について 、御説明さ せて
いただきたいと思います。
１ページ目は 、今日御 議論いただく 項目を整理し たもので 、飛ばさせ ていただきま す。
２ページでござ いますが、今 、先生方から 御説明のあり ましたように 、依存防止 対策
につきましては、 多段階の取組 みで様々なア プローチをと る必要がある ということ を全
体的な図でまとめ てみたもので ございます。 依存防止につ きましては、 まずゲーミ ング
に触れる機会の限 定、誘客時の 規制、厳格な 入場規制、カ ジノ施設内で の規制、相 談・
治療につなげる取 組みまでの様 々な段階があ るかと考えて ございます。 この資料の 真ん
中にありますよう に、具 体的な施策例 としましては 、これ までの推進会 議におきまし て、
既に機会の限定に 関しましては 区域数の限定 、カジノ施設 の数、ゲーミ ングエリア の限
定等々に御議論をいただいたところでございます。
また、④のカジ ノ施設内の規 制につきまし ては、カジノ 行為、ゲーミ ングそのも のの
規制、著しく射幸 心をあおらな いようにどの ようなルール を設定するか 、それから 、カ
ジノ事業者が行い ます金融業務 についての規 制等、これま でにも御議論 をいただい たと
ころでございます。
本日は、こ の誘客時の 規制としての 広告・勧誘規制 、そして 、いわゆる コンプの規 制、
入場時の 規制 としま して入 場回数 の制限 及び 厳格な 本人確 認、入 場料の 賦課 につい て、
そして、一番現場 に近いところ になるのかも しれませんが 、事業者の規 範として相 談窓
口の設置ですとか 、本人・家族 申告による利 用制限の義務 付けといった 項目を御議 論い
ただきたいと考えてございます。
３ページでござ いますが、こ れまでの推進 法、そして附 帯決議でこの 依存防止に つい
て様々な規定、決 議があるとい うことでござ いますけれど も、時間の都 合上、詳し い説
明は控えさせていただきたいと思います。
４ページ、最初 の議題である 広告・勧誘の 制限でござい ます。諸外国 の規制の例 でご
ざいますけれども 、シンガポー ルにおきまし てはカジノ管 理当局による 広告の事前 承認
制が敷かれており まして、原則 といいますか 、シンガポー ル国民及び外 国人永住者 を対
象としたカジノの 広告は禁止と なっておりま す。広告の場 所等につきま しては空港 、ク
ルーズ船の停泊場 所等、国際旅 客が目にする 場所に限って 認められてい るというこ とで
ございます。
また、ネバダ州 につきまして は、内容的に は良識、品位 、品格、誠実 さを備えた 、人
に不快感を与えな い広告、広報 活動を行うと いうことで、 これを怠った 場合は処分 の対
象になるというルールになってございます。
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今後どのように 考えるかとい うことでござ いますけれど も、やや法学 的ないし判 例上
の法律的な議論で ございますが 、一般的に、 表現の自由の 保護に値する と考えられ てい
るわけでございま すけれども、 営利的自由の 保障の程度は 非営利的な言 論の自由、 例え
ば政治的な言論の 自由等よりも 低いと理解さ れているとこ ろでありまし て、判例に おき
ましても、公共の 福祉のための 必要かつ合理 的な制限であ れば許容され ることにな って
ございます。
一方、日本の国 内法令の整理 でございます けれども、ま ず広告その他 の表示につ きま
して広く適用され る法律として は、不当景品 類及び不当表 示防止法、い わゆる景表 法が
ございますが、こ れは一般消費 者の利益保護 を目的としま して、事業者 に対して不 当に
顧客を誘引し、一 般消費者によ る自主的かつ 合理的な選択 を阻害するお それがある と認
められる表示を行うことを禁止してございます。
また、５ページ に進みますけ れども、その 他の法令等に おきましても 種々の規制 が行
われ てお りま して 、 医薬 品医 療機 器等 法 にお きま して は、 医 薬品 や医 療機 器は 人 の生
命・身体にかかわ るものであり ますので、そ の被害が他分 野に比べて著 しく深刻に なる
リスクがあること から、事業者 のみならず、 「何人」に対 しても医薬品 等に関する 虚偽
または誇大な広告 ですとか、承 認前の医薬品 等に関する広 告の禁止が定 められてお りま
す。
また、風俗営業 適正化法にお きましては、 善良の風俗を 保持する観点 から事業者 に対
して広告制限区域 等が設けられ て、ここでは 広告物の表示 等や清浄な風 俗環境を害 する
方法での広告・宣伝の禁止が定められております。
たばこ事業法に おきましては 、未成年者の 喫煙防止やた ばこの健康に 及ぼす悪影 響に
鑑みて、広告を行 う者に対して 努力義務を課 しております し、また、財 務大臣によ る指
針が定められております。
一方、公営競技 では現時点に おきましては 、公営競技の 施行者、事業 者に対する 規制
はないということになってございます。
引き続きまして 、今後のカジ ノ事業に対す る広告・勧誘 の考え方でご ざいますけ れど
も、本来、刑法で 禁止されてい るカジノ事業 を特権的に認 めるというこ とでござい ます
ので、事業者に対 して副次的弊 害を排除する 必要があるこ と。また、問 題としては 人の
心身・財産に対し て重大な支障 を及ぼすおそ れがございま すので、今、 御説明いた しま
した一般法として の景表法より も、一段と強 い広告・勧誘 規制をかける 余地がある ので
はないかということでございます。
６ページに進み まして具体論 でございます けれども、ま ず、広告・勧 誘の内容・ 場所
に関する規制とい たしましては 、カジノ事業 者のみならず 、旅行業者、 IR区域以外 の近
隣のホテル業者等 が様々な形で 広告・勧誘を 行うことが想 定されますが 、不適切な 内容
の広告・勧誘は、 確実に排除さ れるべきであ るということ が原則だと考 え て お り ま す 。
先ほど申し上げ ましたように 、景表法は規 制対象が事業 者に限定され ております ので、
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また、違反に対し て直ちに罰則 を科せられる ものではない ことから、よ り実効性の 高い
規制とするために 「何人」規制 を導入すべき ではないかと いう提示でご ざいます。 内容
的には虚偽・誇大 な表示や説明 、２番目に、 客観的な事実 であることを 証明するこ とが
できない表示・説 明は「何人」 も規制される という考えで ございます。 また、風適 法が
善良の風俗、清浄 な風俗環境の 保持という観 点から規制を かけているこ とも鑑みま して、
同様に「何人」に 対しても善良 の風俗や清浄 な風俗環境を 害するおそれ のある表示 ・説
明を規制すること が考えられま す。また、こ の風適法にお きましては、 広告の方法 につ
きましても規制し ておりますの で、同様に「 何人」に対し てもIR区域以 外の地域で は看
板、ポスター等の 広告物の設置 及びビラ等の 頒布を原則と して禁止すべ きではない かと
いう提示でございます。
また、未成年者 に対する広告 ・勧誘の制限 が必要だとい う観点からは 、風適法も 参考
にいたしまして「 何人」に対し ても20歳未満 の者に対して は、IR区域の 中か外にか かわ
らず、ビラ等の頒布や勧誘を禁止すべきだということも考えられます。
７ページに進み まして、再勧 誘の禁止とい うことで、貸 金業法を参考 に、これも 「何
人」に対しても相 手方がカジノ 施設を利用し ない旨の意思 を表示したと きの再勧誘 を禁
止すべきではないか。
カジノ管理委員 会による広告 勧誘指針の作 成・公表も考 えられます。 テレビやイ ンタ
ーネット等、全て の媒体におい て「何人」に 対してもカジ ノ施設と依存 症の関係や2 0歳
未満の者への影響 を配慮すると ともに、その 広告・勧誘の 方法が適切な ものとなる よう
努力義務を課すこ とが考えられ ますし、また 、たばこ事業 法を参考にカ ジノ管理委 員会
が広告勧誘指針を 作成・公表で きるというこ とも検討でき ると考えてお ります。※ にあ
りますように、た ばこ事業法に おきましては 財務大臣が定 める指針にお きまして、 テレ
ビ、ラジオ、イン ターネットに おけるたばこ 広告は、成人 のみを対象と することが 技術
的に可能である場 合を除き、行 わないことと されておりま す。同様のこ とが考えら れな
いかという趣旨でございます。
最後に、広告・勧誘 を行う場合の 表示・説明の義 務付けでござ います。再度、「何 人」
に対しても広告・ 勧誘をする場 合には、カジ ノ施設の利用 と依存症との 関係に注意 を促
す内容ですとか、2 0歳未満の者 の入場禁止に ついて表示や 説明を義務付 けるべきだ と考
えてございます。
８ページ、コン プに関する規 制でございま す。諸外国に おきましては 顧客の勧誘 、ゲ
ーミングの促進手 段として、様 々な形で、コ ンプという形 で物品ですと かサービス 等の
提供が行われるこ とが一般的な 商慣習となっ ております。 日本でも同様 のことがど こま
で許されるのか、という疑問、問題でございます。
ちなみに、この ８ページの下 の方でござい ますが、景表 法におきまし ては取引価 格が
1,000円以 上の場 合、 取引価 格の10 分の ２とす るとい う形で 、景 品類の 最高額 に関 する
規制があるところでございます。
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９ページでござ いますが、諸 外国におきま してコンプの 取扱いでござ いますけれ ども、
シンガポール、ネ バダ州、いず れにおきまし ても提供され たコンプの額 等の記録保 存の
義務付けが行われ ております。 今後の議論の 方向性でござ いますが、諸 外国の商慣 習に
鑑みますと、カジ ノ事業者にコ ンプの提供を 一律に禁止す ることは適切 ではないと 考え
ておりますけれど も、あまりに 高額なコンプ の提供ですと か、善良の風 俗環境を害 する
おそれがある提供 方法は規制を していくべき であると考え ておりまして 、このよう なコ
ンプの提供は禁止 するという方 向を考えられ ないかと思っ ております。 また、諸外 国と
同様にカジノ事業 者に対して、 コンプの提供 に対する様々 な情報を記録 、作成し保 存を
するという義務を課していくことが考えられると思います。
また、今、述べ ました景表法 に基づく最高 額の限度のと ころにつきま しては、こ の景
表法とカジノのコ ンプ規制の適 用関係の整理 が、今後必要 になってくる と考えてい ると
ころでございます。
10ページ、入場 回数の制限で ございます。 推進法第10条 第２項等でカ ジノの利用 客の
入場規制について 範囲を設定す る等が求めら れております 。また、附帯 決議におき まし
ては、そういう入 場規制の制度 設計に当たっ ては、マイナ ンバーカード の活用を検 討す
るという決議がなされているところでございます。
我が国における 公営競技、諸 外国の例でご ざいますけれ ども、ここに ありますよ うに
我が国の公営競技 では年間の開 催回数ですと か、１回の開 催日数、１日 の競走回数 等が
制限されていると ころでござい ます。また、 諸外国では韓 国の自国民が 入場できる カジ
ノにおきましては 、１カ月の入 場回数が15回 という形で制 限が加えられ ているとと もに、
シンガポールでは 本人、家族の 申請がある場 合には、月８ 回を上限とし て入場回数 の制
限をしているとこ ろでございま す。また、そ の場合にはNR ICと呼ばれる 国民IDカー ドを
提示して、厳格に本人確認をして入場管理を行っているところでござい ます。
11ページ、今後 の議論の方向 性でございま すけれども、 二重四角の中 に囲まれて おり
ますように、我が 国のカジノに おきましては 外国人旅行客 以外の顧客、 利用客につ きま
して、長期で１カ 月程度の、短 期で１週間程 度のタームで 回数制限を設 けることと して
はどうかという提 示でございま す。考え方の 整理でござい ますけれども 、基本的に は常
態的にカジノ施設 に入場できる 環境をつくら ないというこ とが、カジノ 依存防止の ため
に最も必要かつ効 果的な政策だ と考えており ますけれども 、事業者側に 対する制限 とし
て営業日数や営業 時間等につい て規制をかけ ていくことは 、海外のカジ ノ施設の実 態で
すとか、あるいは 旅行客等も含 めたニーズへ の対応という ことを考える と、一律に 制限
していくことは現実的には困難だと考えております。
また、２番目に 個々人の利用 客の状況に合 わせた対応を 考えることも あり得るわ けで
すけれども、医学 的・客観的に 個々人の依存 に関するリス クを判定し、 それへの対 応を
ある程度類型的に 導入していく ことは、これ も現実的には 大変困難なこ とだと考え てお
ります。
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12ページに進み ますけれども 、したがいま して、この入 場回数制限と いうことを 考え
てみますと、入場 回数を制限す ることにつき ましては、ま ず第１に本人 確認を厳格 に行
うことによって入 場回数は客観 的に把握でき る指標である こと、また、 一般論とし ては
入場回数が頻繁に なるにしたが って、依存が 進むリスクも 大きくなると 考えられる こと、
また、諸外国でも 入場回数制限 の導入例があ ることからし ますと、入場 回数制限で あれ
ば効果的な依存防止策になり得るのではないかと考えているところでご ざいます。
このため、外国 人旅行客と比 べて、日本人 や国内居住の 外国人のアク セスが容易 であ
ることに鑑みまし て、日本人や 国内居住の外 国人に限りま してカジノ施 設への入場 回数
制限を導入することとしてはいかがかという提示でございます。
その際、次の項 目になります けれども、他 国の例を参考 といたしまし て、１カ月 程度
の長期間における 回数制限を設 けた上で、そ れに加えて集 中的な利用を 制限するた めに、
１週 間程 度の 短期 間 にお ける 回数 制限 を 組み 合わ せる こと と して はど うか と考 え てご
ざいます。また、 回数のカウン トの仕方でご ざいますが、 シンガポール では１度の 入場
から24時間以内を １回として考 えて入場料を 賦課している ことにもなら いまして、 同様
に１ 度の 入場 から 24 時間 以内 を１ 回と し て数 える こと にし て はい かが かと いう 提 示で
ございます。
13ページに進 みます。入場 回数をどのよ うにして把握 するのかと いうことでご ざいま
すが、結論といた しましては二 重四角の中に ありますよう に、カジノ管 理委員会が 顧客
のカジノ施設への 入場回数を把 握し、事業者 の照会に応じ ることができ るような仕 組み
をつくることはできないかという提示でございます。
複数のカジノ施 設が設置され ることを前提 にいたします と、利用客の 過去の一定 期間
の複数のカジノ施 設への入場回 数に関する情 報を一元的に 把握し、かつ 、その都度 、新
たな入場の可否を 判断できる仕 組みをつくる ことが必要に なりますけれ ども、カジ ノ運
営主 体の 民間 事業 者 にこ のよ うな 個人 情 報を 共有 する 制度 設 計を する こと はな か なか
難しいのではない かと考えてい るところでご ざいまして、 カジノ管理委 員会が入場 回数
を一元的に把握し 、個々の事業 者からの入場 の可否の照会 に対応する制 度設計とな らざ
るを得ないのでは ないかという 考え方の整理 でございます 。無論、この 際には個人 情報
を取り扱う以上、 情報管理の徹 底は不可欠で ございまして 、行政及び事 業者が個人 情報
保護の関係法令に 従う。また、 システムの設 計に当たって も、そういう 観点を十分 に留
意することが必要なことは、言うまでもございません。
また、この入場 回数を把握し た結果を利用 者本人にフィ ードバックす ることにつ いて
も、その要否、方 法について引 き続き検討す ることとして はどうかとい う提示でご ざい
ます。
引き続きまして 、この回数を 数える場合の 、確認する場 合の本人確認 措置につい てで
ございますけれど も、二重四角 の中にありま すように、カ ジノ施設の入 場者に対し て原
則としてマイナン バーカードを 用いた公的個 人認証により 、本人確認を することが 適切
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ではないかという 考え方の整理 でございます 。附帯決議の 第９項で、こ のマイナン バー
カードの活用の検討が求められているところでございます。
２番目の○でご ざいますけれ ども、マイナ ンバーカード は以下の点で 優れた本人 確認
の手段だと言える と思っており ます。本人特 定事項である 氏名や住所、 生年月日、 顔写
真が記載されてい ること。それ によってなり すましの防止 をすることが 可能である とい
うこと。２番目に 、公的機関が 発行する書面 であり、国民 が容易に入手 できるとい うこ
と。３番目に、特 定の個人につ いて一貫して 最新の情報を 確認すること ができると いう
ことでございます。
一方、３番目の ○でございま すけれども、 マイナンバー そのものは行 政機関のみ が利
用可能となってお りまして、民 間事業者は利 用することが できないとい うことが法 令で
定まっております 。しかし、こ の点、マイナ ンバーカード のICチップに 格納されて おり
ます電子証明書を 用いた公的個 人認証（JPKI ）は、民間事 業者も使用す ることがで きる
ことになっており まして、カジ ノ管理委員会 と事業者でこ れを活用して 統一的に入 場回
数を把握することができます。
以上から、マイ ナンバーカー ドの公的個人 認証を活用し て本人確認を 行い、入場 回数
の把握照会制度を設けることが適切ではないかという考え方の整理でご ざいます。
一方、外国人旅 行客等マイナ ンバーカード が取得できな い利用客につ きましては 、パ
スポ ート 等の 写真 つ きの 公的 書面 で本 人 確認 を行 うこ とと し ては どう かと いう こ とで
ございます。
15ページは 、公的個人 認証について の説明ですの で、説 明は省略させ ていただきま す。
16ページで入場 料の問題につ いて説明させ ていただきま す。御承知の ようにシン ガポ
ールにお きま しては 、100シ ンガ ポール ドルと いう24 時間 単位の 利用料 、そし て、 １年
間2,000シ ンガポ ール ドルと いう年 間の 利用料 がシン ガポー ル国 民ない しは外 国人 永住
者から徴 収さ れてお ります 。韓 国のカ ンウォ ンラン ドカ ジノに おきま して は9,000 ウォ
ン、約90 0円の 入場料 を徴収 され ており まして 、それ ぞれ 公的、 社会的 または 慈善 目的
ないしは一般財源として公益に活用されてございます。
17ページ、今後 の議論の方向 性でございま すけれども、 先ほど先生方 からも意見 表明
がございましたよ うに、入場料 につきまして は、この入場 料を課すカジ ノが世界的 にも
まれであることか ら、その効果 についての科 学的知見は必 ずしも確立さ れていない と理
解しております。 一方、入場料 を賦課するこ とには、一定 の制度的なメ リットがあ るこ
とには着目すべき ではないかと 考えてござい ます。入場料 の支払いを求 めることに より、
入場回数制限のた めに必要とな る本人確認を 確実に行える こと。また、 安易な入場 を入
場料で抑止できる のではないか という観点。 そして、入場 料を公益目的 に還元でき ると
いう観点。こうい う制度的メリ ットに鑑みま して、日本の カジノにおき ましても入 場料
を賦課することと してはどうか という整理で ございます。 また、その賦 課の単位は 入場
回数制限と同様に 、１日24時間 単位で入場料 を課すことが 考えられると 思ってござ いま
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す。
18ページ、最後 になりますけ れども、事業 者が実施する 依存防止策に ついてでご ざい
ます。これまでの ような公的な 制度としての 制度の整備に 加えまして、 カジノ事業 者が
取り組むべき規範 を制度化して 盛り込んでい く、義務付け をしていくと いう必要が ある
と考えております 。18ページの 中ではシンガ ポールでの制 度的な、ある いはネバダ 州で
の事業者の自主的な取組みを説明しております。
19ページ、今後 の議論の方向 性といたしま して、日本の カジノにおき ましてもカ ジノ
事業者に対して同 様に様々なこ とに依存防止 の観点から取 り組んでもら う、規範を 義務
付けてはどうかと いう提案でご ざいます。ま ず相談窓口の 設置、そして 適切な情報 提供
等の措置の義務付 け。２番目に 、本人・家族 申告による利 用制限の制度 を、カジノ 施設
の利用約款を通じ て明確にして いくことを事 業者に義務付 けてはどうか という観点 。そ
して事業者の内部 管理体制の整 備として、そ もそも依存防 止事業にどの ように取り 組む
のかという内部管 理規程の作成 を義務付け、 これを免許審 査時等にちゃ んとチェッ クを
するということ。 そして、委員 からも御指摘 がありました ように、従業 者への教育 訓練
等の義務付け。
20ページにいき まして、経営 陣の中に依存 防止措置を統 括管理する責 任者を選任 する
といったことの義 務付け、また 、それがきち んと実施でき ているかとい うことを第 三者
的な立場から監査 する責任者の 選任等の義務 付け、そして 自己評価を行 い、それを カジ
ノ管理委員会に報 告をさせると いうことまで 、カジノ事業 者に義務付け てはどうか とい
う考え方の整理でございます。
21ページに、２ 番目の柱であ ります青少年 の健全育成の 観点からの説 明でござい ます。
これまでに触れま したように、2 0歳未満の者 には特に広告 規制を考える ということ もご
ざいますけれども 、これに加え まして未成年 者のカジノ施 設の入場自体 を制限すべ きで
はないかという観 点でございま す。その旨の 提案者の答弁 も国会審議の 中で既にな され
ているところでございます。
諸外国におき ましても、お おむね成人年 齢等に着目し て、カジノ 施設への入場 が禁止
されているところ でございまし て、今後の議 論の方向性で ございますけ れども、我 が国
のカジノにおきま しても公営競 技の例も参考 にいたしまし て、20歳未満 の者につい ては
カジノ施 設へ の入場 を禁止 すべき ではな いか という 考え方 の整理 でござ いま す。以 上、
多少長くなってしまいましたけれども、御説明でございます。

○山内議長

どうもありがとうございました。

それでは、これまでい ただいた御説 明について質 疑、意 見交換とさせ ていただきま す。
御質問、御意見のある方は挙手をお願いしたいと思います。まず渡邉 委員。

○渡邉委員

樋口 先生に１点、 御質問がある のですけれど も、2013年 と2017年の依 存症の
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調査がございます けれども、201 3年はアルコ ール依存症の 調査に付帯し た簡易調査 とい
う理解でございま すが、そうい った意味で今 後発表される 2017年の調査 の方が、よ り正
確性が高いという理解でよろしいのでしょうか。

○独立行政法人国 立病院機構久 里浜医療セン ター樋口院長

2013年の 調査と2017、2 018年

の調査の一番の違 いは何かとい うと、2013年 の調査はSOGS を自記式で自 分で書いて いた
だいた。一方、2017年、2018年は対面式で答えていただいているという ことです。
2017年の調査は 、ここにも書 いてございま すとおり大都 市をターゲッ トにしてサ ンプ
ルを集めていると いうことなの で、このあた りのバイアス がある可能性 があるので 、今
後出てくる大きな調査の方がより正確だろうということです。
そこで問題なの は、自記式で 書いたものと 対面式で書い たものが、ど ちらの方が より
信頼性が高いかと いうことです けれども、こ れについて色 々な論文もあ るのですが 、大
方は 対面 式で 答え た 方が より 正確 なの で はな いか とい うこ と を支 持す る論 文が 多 いと
思いますので、どちらかと言われると対面式を選ぶ方がよろしいだろう と思います 。

○渡邉委員

ありがとうございます。

あと、意見として今回の依存症対策等について申し上げたい点が４点 ございます 。
まず、今回の御提 案の中のコン プについては 、依存症対策 の観点でお話 しいただいて
おりますが、景表 法の他、税法 上の取扱い、 交際費の扱い ということに ついてもぜ ひ検
討をお願いしたいという点が１点でございます。
それから、今日 皆さんに衝撃 がある御提案 の１つでござ いますけれど も、マイナ ンバ
ーカードを用いた 本人確認につ いては、私自 身はマイナン バーカードを 持っている ので
すが、現在、マイ ナンバーカー ドの普及率が ８％程度であ るということ で、顧客の 利便
性の観点で事業者 の収益にも影 響がありうる ところなのか なと思います けれども、 本人
確認での活用とか 、入場回数の 把握の照会制 度のメリット があるという 、そういっ た点
があることからすると私自身は賛成できます。
ただ、実際にIR 施設の中に来 てカジノ施設 に入ろうとし たところ、マ イナンバー カー
ドがないから入れ ないというこ とで、顧客の 苦情が起きる 可能性がある のではない かと
思いますので、例 えばIR施設に 宿泊する人に ついては、事 前に「もしカ ジノ施設に 来る
場合には、ちゃん とマイナンバ ーカードがな いと入れませ んよ」とか、 そういった 事前
の周知が必要にな ってくるのか なと思います 。あと、これ は私自身が考 えたことな ので
すけれども、実際 に可能かどう かわかりませ んが、例えば カジノ施設の 横に全国の 市町
村の出張所のよう なものを設け て、日本に住 所がある人で あれば必ず持 っている通 知カ
ードを持ってくれ ば、短時間で マイナンバー カードを発行 できるような 体制の整備 もあ
りうるのかなと。 そういうこと で顧客の利便 性も考えてい ただいてもい いのかなと 思い
ました。
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入場料の賦課に ついては、直 接の依存症の 対策ではなく て、今回いた だいた御提 案の
中では入場回数制 限のための本 人確認とか、 安易な入場の 抑止とか、入 場料の公益 還元
というメリットが あるというお 話がありまし たけれども、 これが憲法上 の法の下の 平等
とか、入場制限と いう経済的自 由の制限とい う観点ではど うかと考えて みましたけ れど
も、そういった観 点では、必要 かつ合理的な 理由があれば 、経済的自由 の制限なの で許
されるのかなと考えております。
また、入場料の 公益還元は日 本国内でなさ れているので 、観光客に対 して賦課し ない
ことも合理性があ るのかなと思 います。ただ 、憲法上の制 約もあります ので、相当 性の
ある制約でなけれ ばいけないの で、高額な入 場料を課すこ とは問題があ るのかなと 思っ
ております。
最後に、未成年 者の対策でご ざいますけれ ども、今回、 未成年者につ いて入場を 禁止
することを提案さ れております が、シンガポ ールでIR事業 者に対する課 徴金が課さ れて
いる事例の多くは 、未成年者を カジノ施設に 入場させたと いう場合が圧 倒的に多い とい
うことでございま す。そこで、 日本において も事業者に対 して、未成年 者を入場さ せな
い義務を課すべき ではないかと 思いました。 また、間接的 な未成年者対 策ではござ いま
すが、IR施設を設 置する際には 学校等の公共 施設の近くに はIR施設は置 かないとか 、こ
れは区域選定とか 地方公共団体 が考えること ですけれども 、そういった ことも必要 かと
思います。以上でございます。

○山内議長

ありがとうございました。それでは、熊谷委員、どうぞ御発言くださ い。

○熊谷委員

樋口 先生のところ で何点か質問 をさせていた だきたいの ですが、７ペ ージ目

で「代表的なアル コール問題対 策とその有効 性」というこ とでございま すが、そも そも
のところで様々な 依存症がある と思うのです が、その中で ギャンブル依 存症という のは、
他の依存症と比べ て何か特殊性 を持っている のか。もしく は、色々な依 存症の本質 は同
じなのか。例えば 入場料もギャ ンブルで言え ば高過ぎたら 高過ぎでまた 問題がある と言
われております。 他方、お酒は 高ければ高い ほどいいと思 うのですけれ ども、その あた
りの ギャ ンブ ル依 存 症の 特性 を踏 まえ た 規制 の在 り方 を教 え てい ただ きた いと い うの
が１点目。
２つ目は、日本 の依存症、特 にギャンブル 依存症の特殊 性があるのか どうかとい うこ
とで、私が以前 、聞いた 話では、日本人は脳の ある物質が多 かったり少な かったりし て、
将来に不安を感じ る度合いが強 いだとか、そ ういうことが 科学的に最近 、言われて いる
という話もありま す。そういう 意味で、日本 でのギャンブ ル依存症対策 の特殊性が 何か
あれば教えていただきたい。
３つ目は、ここ にあるような サーベイです けれども、お そらくPDCAサ イクルを回 す意
味で言えば、将来 的には日本でI Rが始まった 後に、これに 近いようなこ とを調べて いっ
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た方がいいと思う のですが、そ ういうことが 本当に可能な のかどうか。 もしくは時 間的
にどれぐらいかかるのか。
以上の点について 教えてくださ い。その後で 事務局に少し 申し上げたい ことがあるの
で、もし続けて言った方がよければ続けます。

○山内議長

区切りましょうか。では樋口様、お願いいたします。

○独立行政法人国 立病院機構久 里浜医療セン ター樋口院長

非常に難 しい御質問で 、的確

にお答えできない かもしれない ですけれども 、そもそも依 存とはどう定 義するんだ とい
う問題がございま して、もとも と依存という のは薬物とか アルコールの 依存から発 展し
てきて、そこが言 ってみればプ ロトタイプで 、そことギャ ンブルと同じ 性質がある かど
うかということが議論の一番の中心なのです。
特に話で出てく るのは、脳の 中のメカニズ ムとして、ア ルコール、薬 物の依存と 同じ
ようなメカニズム が、ギャンブ ルとか昨今ゲ ームもですけ れども、それ に見られる かど
うかという研究が 実はたくさん ありまして、 大まかに言う と同じような 状況が見ら れる
ということです。
もう一つ、依存 の話をすると きに大事なの は、依存の人 の特殊な症状 みたいなも のが
ございまして、例 えばコントロ ールができな いとか、ある いは前に比べ るとたくさ んや
らないと気が済ま ないとか、そ のようなもの もアルコール 、薬物とギャ ンブルと同 じよ
うにあるというこ とがあって、 今は、ギャン ブルは依存の 中に入りつつ あるという こと
です。ですから、 そういうこと を考えるとあ まりアルコー ルとかギャン ブルという こと
以外、我々の医療 の面から見る とそう大きな 差はないかも しれない。も ちろん依存 して
いる対象が全く違いますから、そのあたりの差はあると思います。
我が国の場合、 特殊な状況が あるかという ことですけれ ども、先ほど の熊谷委員 の指
摘について私は実 は存じ上げな くて大変恥ず かしいのです が、むしろ、 その大きさ より
も、海外で何に依 存している方 々が多くて、 日本は何に依 存している方 々が多いの かと
いう、そちらの違 いの方がはる かに大きいの ではないか。 先ほど西村先 生がおっし ゃっ
ていまし たけ れども 、我々 の外来 に来 る方々 が100人 いれ ば92人 ぐらい はパチ ンコ とか
スロットに依存し ているわけで すから、海外 と比べれば全 く違うわけで 、そのパチ ンコ
とかスロットに依 存している方 々の特性とい うものが、そ の他のものの 方々と特性 とし
て違う。これは印 象ですけれど も、そんなこ ともあるので 、そういう違 いの方が大 きい
のではないかと考えます。
最後は何でございましたっけ。

○熊谷委員

PDCA サイクルを回 せるかどうか 。例えばここ と同じよう な検証をIRが 始まっ

た後にできるかどうかです。
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○独立行政法人国 立病院機構久 里浜医療セン ター樋口院長

それはモ ニターをして いけば

いいと思うわけで 、同じような 調査を継続的 にやっていっ て、どう変わ っていくか とい
うことを確認して いけばいいの だと思います 。海外にも同 じような調査 は私が知る 限り、
幾つかあって、カ ジノが始まる 前と始まった 後でどうなの かということ については 既に
調査がたくさんで はないけれど も、私の知る 限りでは２本 報告されてい る と 思 い ま す 。

○山内議長

時間の関係があるので手短にお願いします。

○熊谷委員

まず マイナンバー カードです。 おそらくこれ は事業者か らはかなりの 反発が

予想されると思う のですが 、私自身は 基本的には賛 成であって 、これを きっかけとし て、
国と して マイ ナン バ ーカ ード を普 及さ せ てい くよ うな 施策 を あわ せて とる こと が 必要
であると考えます 。例えば今、 総務省ではス マホでICカー ドを読み取る ようなこと を始
めていますし、構 想段階ですが 、例えばICチ ップをスマホ に入れるとい う構想もあ るわ
けですから、その あたりの国全 体として他の 省庁もあわせ た利便性の向 上策を講じ るこ
とによって、国民や事業者の理解を得ていくことが必要ではないかと思 います。
もう一つ、コン プ規制は先ほ ど渡邉委員か らも御指摘が ありましたが 、税制面の 取扱
いが非常に重要だ と思いますの で、そこの整 合性をしっか りと議論して い た だ き た い 。
もう一つは、世 界最高水準の 規制というこ となので、今 回の規制の方 向性は全く 異論
がないわけですけ れども、あわ せて例えば公 営企業等の規 制が若干甘い のではない かと
いう指摘もありま すので、例え ば横比較とい うか、あわせ て公平性の面 から他のも のに
ついても、この機会に検討していくことが必要なのではないか。
以上、３点申し上げます。

○山内議長

ありがとうございます。では、櫻井委員、どうぞ。

○櫻井委員

両先生、大変有意義なお話をありがとうございました。

私が重要な問題 であると思っ ておりますの はアクセス制 限のところで す。本人申 告に
加え て家 族申 告も 入 れて はど うか とい う こと が事 務局 の御 提 案に ある とこ ろな の です
が、家族申告の場 合、家族は非 常に深刻な悩 みを抱えてい て、本人はや りたいと言 って
いるときに、家族 の申告によっ てできなくな るということ になると、構 造的に家庭 の中
で非常に大きなト ラブルを抱え ることになり まして、樋口 先生のペーパ ーですと８ ペー
ジですけれども、 臨床的特徴を 見る限り、必 ずしも家庭内 暴力にはなら ないのでは ない
かというお話なの ですが、この あたりもう少 し具体的に教 えていただき たいのと、 暴力
には発展しないか もしれません が、色々な形 の紛争があり 得るので、こ のあたりに つい
てはもう少し慎重に考える必要があるのではないかという感じを持って おります。
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この点、西村先 生のペーパー ですと８ペー ジになります が、家族も含 めた支援プ ログ
ラムということで 、確か にこれは１つ の解決策なの かもしれませ ん。事 務局の御提案 で、
本人・家族申告に よって利用制 限する措置を 事業者に義務 付けてはどう かというこ とな
のですが、義務付 けたあとこれ を実施してい くことは非常 に難しそうで 、三者関係 の中
で事業者がどのよ うに調整をす るのか、家族 の中に入って いかないとい けないので 、こ
こはどういう内容 になるのか、 少し内容を詰 めないと、あ るいはガイド ラインをつ くる
とか、そういうも のがないと事 業者も困るの ではないかと 危惧します。 内部管理体 制の
ところの依存防止 規程の中身に あるいは関係 するかもしれ ませんが、そ のようなこ とを
思っております。
両先生には、今 の点について どのようにお 考えになって いるか、もう 少しお伺い でき
ればと思います。

○独立行政法人国 立病院機構久 里浜医療セン ター樋口院長

実際にど のようなシス テムで

それを達成してい くかというの は、えらく大 変な話だと思 います。それ は私のとこ ろで
はなくて、また専 門の先生方に お願いしたい なと思うので すけれども、 ただ、私が 外来
で患者さんを診て いる患者さん の群というの は、おそらく かなり重症だ と思われる 方々
を診ているのだと 思いますけれ ども、このよ うな状況の方 々を診てみる と、アルコ ール
とか薬物の方に比 べると全然状 況が違ってい て、家族に連 れてこられて 、本人はし ょぼ
んとしているみた いな感じのこ とがほとんど でして、この ような状況で あったらあ る程
度家族が主導権を 握って、アク セス制限とい うのは実現可 能なのではな いかと臨床 の経
験から思えるということです。
他方で、家族は 何回も本人に 裏切られて、 やり場のない 状況でいらっ しゃるので 、心
情的 には 家族 に対 す る何 か手 当て みた い なこ とが ある のが 望 まし いの では ない か とい
う、そういうことでございます。

○山内議長

西村様、お願いします。

○NPO法人リカバリ ーサポート・ネット ワーク代表西 村理事

家 族の定義の話 とか、本人の

遊びに来ていると いう状態をど う開示するか とか、色々な 法的な側面は あると思う ので
すが、私は申告イ コール禁止で はなくて、家 族が申告した ときに、例え ばその状態 でな
ぜ申告し てき たかと いうこ とを聞 き取れ る制 度、つ まり、 発生し ている 問題 を分析 し、
どの様な対応が考 え得るかを家 族に提示し、 その上で禁止 措置をするか どうか選択 がで
きるというワンク ッションのシ ステムがあれ ば、これは少 し違う意味合 いを持って くる
のかもしれないと思っています。それ自体が簡易介入としても成立する 。
禁止となったと きに揉めるか というと、私 は実は樋口先 生と同じよう に、日本の ギャ
ンブラーの特性か もしれないの ですが、お金 が無くて家族 に怒られると 、ほとんど のギ
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ャンブラーは一旦 止まるのです 。そして、ば れなくなって くるとまたや るという、 その
潜伏期間が１年、 ２年ある方が 結構多いので 、そういう意 味で逆に言う と１、２年 しか
なくても抑止効果 というのは発 揮できて、あ まりそのこと で修羅場にな ったケース は私
もかかわったこと はありません 。ですので、 そういう意味 では、むしろ その間、家 族に
何かのプログラム を提供するき っかけとか、 その担保とし て禁止できま すよという こと
を言わないと、な かなか家族の 方に「相談し てください」 と言っても来 ないという 意味
では、ありうる対応なのかなと思っております。

○山内議長

篠原委員、どうぞ。

○篠原委員

私は 、基本的に日 本人の入場規 制は厳しくや るべきだと いう考えの持 ち主で

すから、 今日 色々出 てきた 入場回 数の制 限、2 0歳未 満の入 場だめ 、いず れも 賛成で す。
それから、マイナ ンバーカード がいいかどう かというのは 私も今、結論 を出しにく いの
ですけれども、そ ういう履歴が 残っていくと いうのは大変 な抑止力にな っていくと 思い
ます。ですので、 日本人につい ては縦横斜め 、あらゆる角 度から入場規 制をかけて いく
べきだと思ってい ます。今日は 吉田刑事局長 がいらっしゃ るからちょっ とお聞きし たい
のですが、パチン コはたしか18 歳未満がだめ となっていま すね。18歳未 満になって いる
のは何か理由があるのでしょうか。

○吉田警察庁刑事 局長

その辺 についてはお そらく事務局 の方でもパ チンコの営業 との整

合性について色々 な検討をされ た上で、20歳 ということを 御提案された のかなと推 察い
たしておりますけれども、いかがでしょう。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

パ チンコにつ きましては、 これま

で議論がありまし たように賭博 とは位置づけ られておらず 、遊技である ということ に鑑
みて18歳未満となっているのだと理解しております。
ちなみ に、tot oにつ いて は19歳 未満は 購入禁 止と なって おりま すけれ ども 、これ は、
高校生には触れさ せないという 議論がtotoの 議員立法をし た当時の起草 者、提案者 たち
の考えということだと理解しております。

○篠原委員

それ から、入場料 の問題ですけ れども、先ほ ど渡邉委員 でしたか、シ ンガポ

ールより低くても いいのではな いかとおっし ゃっていまし たが、私は逆 の意見で、 もっ
と高くすべきだと 思います。樋 口先生にお聞 きしたいので すが、９ペー ジ目に入場 料の
徴収というのは若 者に有効であ ることが示唆 されていると ありますが、 これは何か 根拠
があるのでしょうか。
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○独立行政法人国 立病院機構久 里浜医療セン ター樋口院長

これは、 アルコールの 価格に

関しては若者が非 常にセンシテ ィビティーが 高いという話 でして、おそ らく類推す ると
若者はそんなにお 金があるわけ ではないので 、金額を高く しなければい けないだろ うと
いう、それは言えるのではないかということです。

○篠原委員

わかりました。

入場料の問題は 、誘致する自 治体にも色々 な考えがある と思うのです 。一律に「 日本
におけるカジノ施 設の入場料は 全部これです よ」と１つの 金額を決めて しまうのか 。あ
るいは、それぞれ の地域に裁量 権を持たせる のか。私は裁 量を持たせて もいいので はな
いかと思っていま す。これを決 めるに当たっ て少し柔軟に 対応していく のがいいの かな
と。自治体の中に は、高く設定 して、できる だけ日本人を 少なくしたい ところもあ るみ
たいですから、そこを踏まえて考えていく必要があるのかなと。
今日の資料に出 ているような ものを本当に 全部やったら 、世界最高水 準の規制に かな
り近づくと思うの で、日本でや る規制が最終 的に決まりま したら、世界 最高水準の 規制
のリストを作り、 他の国と比べ て日本はここ までやってい るんですよと いう比較表 をぜ
ひ作ってほしい。 それを、国民 の皆さんに提 示することは 、アレルギー をやわらげ る１
つの重要なツールになると思うので、ぜひやっ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

両先 生にせっかく 来ていただい たので質問し たいと思い ますが自分の 意見を

続いて申し上げますので、両先生には、後でお答えいただければと思い ます。
先生方に１点だ けお聞きした いのは、治療 の現場ではい わゆる共依存 、先ほど西 村先
生がちらっとおっ しゃいました が、ギャンブ ル依存だけで はない、複数 の障害が入 って
いる事象というの は、どのくら いのパーセン テージなので しょう。ギャ ンブルだけ の問
題というのはどの くらいあるの かというのを 後ほど一言ず つ、両先生か らお聞きし たい
と思います。
事務局に対して 若干意見を申 させていただ きたいと思い ますが、大枠 については 賛成
のところと反対の ところがあり ます。反対の ところ、ある いは熟議が今 後必要では ない
かという点を若干申し上げて、更なる御検討をお願いしたいと思います 。
１つは、いわゆ る入場回数制 限です。これ を一般国民に 適用している 国はほとん どあ
りません。こ の事実は 、ギャンブ ルを通常の 娯楽と考えて 楽しむ人たち をも対象とし て、
国民全員に対して いわゆる消費 抑制施策を課 すことを意味 しますから、 果たしてい かが
なものかというこ とです。もち ろん両先生が おっしゃった ように依存症 の症状を示 した
人の行動を規制す るのは当たり 前で、対象を 限定してかか る施策をとる ことは適切 な考
えであると思いま す。ただ、普 通の人、ギャ ンブルを普通 に楽しむ人た ちまでも規 制の
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対象とし て、 国がマ イナン バーカ ードと いう ツール を使っ て個人 の行動 履歴 を把握 し、
それを依存症の予 防管理に使お うという考え 方でもあるわ けです。これ は過剰な管 理措
置にも思え、果たしてかかる考え方は適切か否かということです。
か かる 手法 や考 え 方が 国民 や一 般消 費 者に 対し てか なり 強 い参 加抑 止行 動を も たら
すことは間違いな いと思います 。結果的に参 加者が減少し 、売り上げも 税収も減少 する
わけですから大き なマイナスの 効果をもたら しかねないわ けです。こう いった考え 方が
本当に適切かどう かというのは 、ぜひ熟慮し ていただきた い。国民の消 費行動を抑 制す
れば依存 症は 少なく なる、 問題は 防げる とい う単純 な考え では、 問題は 解決 しない し、
一般的な消費行動 を抑止するこ とだけでは、 負の連鎖を招 き、IRの政策 効果が期待 でき
なくなると私は信 じています。 様々な複雑な 問題がある。 ですけれども 、両先生が おっ
しゃっているよう に、医師の判 断により、一 定の深刻な状 態に達してい る対象者は 適切
な入場規制、入場 禁止か入場回 数制限をした 方がいいと思 います。ギャ ンブルをレ ジャ
ーとして楽しむ一 般の人と、依 存症の懸念の ある人を分け て考えること が必要では ない
でしょうか。
もう一つ問題が あると判断す るのは、個人 の行動履歴を 捕捉するツー ルとしてマ イナ
ンバーカードを利 用するという 考えについて です。確かに この可能性は 国会審議で も議
論の対象になりま した。でも、 このカードの 携行を必須の 条件にすると いうことは 、マ
ーケ ット に対 して 日 本国 民は ほと んど 入 れな い状 態を 前提 に する とい うこ とを 公 言す
ることに他なりま せん。残念な がら、現状は 、国民の10％ 以内しかこれ を持ってい ない
わけです。国の方 針として義務 化しないこと になっていま すから、４、 ５年後、こ のカ
ードの保有率が飛 躍的に向上し 、80％～90％ になっている ことは、極め て考えにく い不
明確な前提になり ます。この結 果、実質的に 日本人が参加 できない施設 になるとい うメ
ッセージを市場に 伝えることに なるのではな いでしょうか 。これでは投 資家の前提 も狂
い、巨額の投資を する投資家も いなくなるリ スクもありそ うです。そう いうデメリ ット
も十分に考えた上 で、果たして かかる手法が 適切か否かを 熟慮されるこ とが必要で はな
いかと思います。
また、もし個人 の行動履歴を 捕捉して、何 らかの形で依 存症対策につ なげたいと いう
政策的意思がある ならば、他の 様々な方法も ありえるし、 民間事業者が これをやる こと
も可能でしょう。 税金を使って 国家がやるの でなく、なぜ 民間事業者に やらせない ので
しょうか 。方 法は幾 らでも あるは ずです 。も っと熟 議を尽 くして 、何が 効果 的なの か、
税金を使うべきな のか、国が個 人の行動履歴 を捕捉して、 パターナリス チックにこ れを
管理することが適 切なのか否か ということを 、ぜひとも慎 重に検討する 必要がある ので
はないかと思います。
入場料に関して は、これが依 存症問題の抑 止に繋がると いう科学的根 拠は全くな いと
共に、やはり市場 を大きく抑制 する効果があ ることを理解 する必要があ ります。こ れに
は様々な議論があ るところです けれども、事 業の市場性を 損ねる可能性 がある以上 、私
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は、その可否の判 断は、国では なく、実際に リスクを担う 地方自治体に 任せればい いと
思います。デメリ ットも大きく ある。必ず大 きな消費抑制 効果があるで しょうし、 この
IRを 国民 にと り楽 し いエ ンタ ーテ イメ ン ト施 設に しよ うと す る趣 旨が 大き く削 が れる
ことになります。 商業性のデメ リットにも配 慮し、バラン スをとりなが ら考えてい くこ
とができるのは、 おそらく自治 体ではないか と思います。 自治体に賦課 の可否判断 を委
ねるべきでしょう 。確か に高い入場料 を課すという 自治体もいる かもしれませ ん。た だ、
それでは明らかに 、顧客は来ず 、投資家も来 ないという結 果になるかも しれません 。そ
のリスクを踏まえ た上でやられ るのだったら 、堂々とおや りになればい いのではな いか
と思います。めり はりをきかせ て、誰が何を やるべきなの かというのを もう少し慎 重に
考えた方がいいか もしれません 。消費を抑制 すれば依存症 はなくなると いうことは 、母
数が減れば減ると いうロジック ですが、実際 の問題の在り 方はそんな単 純な問題で はな
いと思います。以上、若干の意見を申し上げました。
あと、先生方に若干、共依存について御説明いただければありがたい と思います 。

○独立行政法人国 立病院機構久 里浜医療セン ター樋口院長

先ほど、 私のパワーポ イント

の中で合 併症 を持っ ている 方がい らっし ゃる という ことを 申し上 げたの です けれど も、
これは調査によっ て大分パーセ ンテージが違 いまして、海 外のデータだ と70％とか いう
論文もあったりす るのですけれ ども、我々の 病院でやって いる限りはそ んなに高く ござ
いません。
２つあって、 １つはギャン ブル等の依存 が起きる前か らあって、 むしろリスク 要因と
して働いているケ ースと、その 結果として起 きてきたケー スの２通りあ りまして、 例え
ば鬱なんかの場合 には頭の痛い 問題がいっぱ いありますけ れども、合併 症の問題は ギャ
ンブルの問題が発 生した後から 起きてきたこ とが多くて、 ですからその あたりは分 けて
考えないといけないのではないかと思います。
我々の病院の データだと、 ギャンブル等 への依存が起 きる前から 合併症の問題 があっ
た方は、おそらく高くても20％程度だと思います。

○NPO法人リカバリ ーサポート・ネット ワーク代表西 村理事

多 分、ご 質問の共依存 という

のは、共依存 ではなくて 重複障害のこ とだと思うの ですけれども 、医学 的な診断とし て、
重複障害ときっち り診断できる ものというの は、日本では それほど高く ないように 思い
ます。
ただし、精神医 学の範疇に入 らない軽度の 問題も含めた 様々な背景問 題を考えた とき
に、パーセントと いうよりは私 の印象として はギャンブル だけでギャン ブル依存が 起き
ている人はいない と思っていま す。一方でギ ャンブルに出 会わなければ ギャンブル 依存
にはならなかった という事実も あるわけです 。ここは鶏が 先か卵が先か みたいなと ころ
で明確に分けられ るものではな くて、両軸か らアプローチ していって、 医療として 治療
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適用になるものと して複数の診 断をつけられ るとなると、 実はそれほど 高率に、例 えば
海外みたいにもの すごくアルコ ールの合併率 が高いとか、 薬物依存の合 併率が高い かと
いうと、そうでも ないので、そ この部分の治 療対象として の重複障害と 、生活障害 の基
盤になる複数の障 害がまたどの 程度あるかと いうのは、少 し見方によっ て分かれて くる
ので、数％とあまり固定しては言えない問題ではないかと思っています 。

○山内議長

では丸田委員、どうぞ。

○丸田委員

何点か意見を述べさせていただきます。

最初に櫻井委員 からも御指摘 がありました けれども、私 も気になって いるのは、 家族
申告とか 本人 申告で 、特に この手 続の具 体的 な設計 という のは非 常に難 しい のかな と。
特に、樋口先生の レジュメにも ありますが、 手続の指定と か解除という ところがポ イン
トで、諸外国で我 々も調べた例 ですと、例え ば第三者のカ ウンセラーを 入れた上で 、そ
の意見をもって家 族の申告を認 めるとか、そ ういった例も ございました ので、そこ につ
いては本人申告の 解除もどうや って認めるか というのも含 めて、非常に 細かい設計 、よ
り詳細な検討が必要ではないかと思っております。
２つ目は資料３ ですけれども 、先ほど皆様 からも意見が 出ましたが、 特にコンプ に関
しまして は私 も会計 士でご ざいま すの で、特 にVIPの 誘致 の観点 からも 、コン プに 関す
る損 金算 入の 可否 と いう のは 事業 者が 投 資を 行う に当 たっ て 非常 に重 要な ポイ ン トに
なりますので、そ の点はできれ ば御配慮をい ただきたい。 コンプを行い やすくする 点と
海外を含めたVIPの誘致には直接的かつ強い関係性があると理解をして おります。
それから、マイ ナンバーカー ドです。私は この点につい て２点ほど非 常に気にな る点
があります。毎回 マイナンバー カードを持っ てこないと入 れないという 前提につい ては、
毎回持っていない といけないと いう点、言い 換えれば気軽 に立ち寄るこ とができな い点
と、本当に普及率 の低いマイナ ンバーカード だけが入場規 制の際の本人 確認に認め られ
るべきものである かという２点 が非常に気に なっています 。全体的には ここを過度 に規
制していくと、先 ほど美原委員 からも御指摘 がありました けれども、IR に対する投 資額
自体がそのまま大 きく目減りし てしまう可能 性があると思 います。です ので、現在 の案
では、IRの政策目 的である十分 な経済効果が 得られない非 常に大きなリ スクがある と考
えております。入 場規制をしっ かりするとい う目的であれ ば、民間事業 者でできる 工夫
としましては、例 えば登録制の ような形でマ イナンバーカ ード以外も免 許証とか、 個人
をしっかり特定で きるものを最 初に来た際に 会員登録して いただいて、 あとはテク ノロ
ジーを使って、例 えば指紋認証 等で、２回目 以降は本人と 確実に確認で きることを 民間
事業者の 創意 工夫の 下で認 めると いった とこ ろも含 めて、 認めら れるべ きと 考えま す。
制度の目的は個人 を特定して入 場回数を管理 、制限するこ とだと思いま すので、そ こが
担保できるのであ れば、ある程 度自由度を認 めないと民間 事業者が巨額 の投資を行 うの
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は非常に厳しいのではないかと思います。
あと、先ほどの 入場回数制限 の話だとか、 入場料につき ましても、こ ちらの個々 の制
度の妥当性だけで なく、やはり 今のマイナン バーカードも 含めて全体と しての仕組 みを
消費行動抑制とい う観点から見 ていただき、 全体としての 入場規制がも たらす経済 効果
への影響と期待さ れる投資との バランスを忘 れないような 形での制度設 計を、ぜひ お願
いしたいと考えております。
以上でございます。

○山内議長

ありがとうございました。武内委員、何かございますか。

○武内委員

広告 のところなの ですけれども 、特に大きな 反対があるわ けではありま せん。

場所の制限という ことで、これ はIRのPRは多 分色々やって もオーケーで 、カジノだ け少
し制限をかけると いう意味だと 思います。た ばこの場合に は色々な害が あるという こと
が書いてあったり 、シンガポー ルでは、依存 症に関する問 題が非常にあ るという政 府広
報がかなり出てい たりというこ ともあります 。カジノとい うかIRを広く PRしてもら う必
要があり ます ので、 事業者 には、 そうい う依 存症対 策等の 問題に 関する 警告 ととも に、
カジノに関するこ とも含めてPR してもらうと いうことで、 もう少し緩め ることも考 えら
れるのではと思います。

○山内議長

ありがとうございました。

他にこの点について。大体よろしゅうございますか。ありがとうござ いました。
皆さんの御意見 を伺っている と、幾つか温 度差があるよ うでありまし て、特にマ イナ
ンバーカード、そ れから、入場 回数制限、入 場料というと ころですね。 これについ てこ
こで必ずしも十分 に決め切れる ところではな いのかなと思 いますけれど も、やはり 、実
態がとても大事だ と思いますの で、事務局で 実態をさらに 精査していた だいて、事 業性
の問題と抑制の関 係、その辺の ことについて も少しまたエ ビデンスを出 していただ いて、
我々のところで、 これは議論の 場というのは なかなかない のですけれど も、納得の いく
ような形で御説明いただければと思っております。ありがとうございま した。
ここで西村様と 樋口様は御退 席ということ です。どうも 御協力賜りま してありが とう
ございました。改めて感謝申し上げたいと思います。

【樋口氏・西村氏退室】

○山内議長

それ では、先に進 ませていただ きます。２番 目のセクシ ョンはマネー ・ロー

ンダリング対策等 でございまし て、これは専 門家でいらっ しゃいます渡 邉委員から1 0分
程度で御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○渡邉委員

委員の渡邉でございます。資料４で御説明をいたします。

私自身、常日ご ろ金融機関の マネー・ロー ンダリング対 策、そして民 暴委員とし て反
社対策を多々やっ ておりますの で、そういっ た点も踏まえ たお話をさせ ていただけ れば
と思います。
まず１ページは 、マネー・ロ ーンダリング とはどういう ものかという ことをイメ ージ
図で警察庁が出し ている図を使 って御説明し ております。 ここに書いて あるような 違法
賭博とか振り込め 詐欺、売春の ような犯罪収 益を下の黄色 いボックス、 これは金融 シス
テムでございます が、ここでは 銀行取引とか 不動産取引が ありますけれ ども、カジ ノに
なりますと、ここ にカジノが入 るわけですが 、そこを通じ て身元をわか らなくして 、表
の世界で堂々使えるお金にする。これがマネー・ローンダリングでござ います。
２ ペー ジ、 こ こで はFAT F勧 告と いう こ とを 書い てお り ます が、FA TF とい うの は マネ
ー・ローンダリン グ対策、テロ 資金供与対策 に関する政府 間会合で、こ こが出して いる
FATF勧告はマネロ ン対策、それ から、テロ資 金供与対策に 関して各国が 定める法制 上の
措置の国際スタン ダードとなっ ております。 そして、FATF 勧告において はカジノと いう
ゲーミング場につ いては、マネ ー・ローンダ リング対策を 講じなければ いけない対 象施
設としておりまし て、カジノを 合法としてい る国では国内 法的な措置を 講じている とこ
ろでございます。
一番下に行きま すけれども 、我が国 では、犯罪による収 益の移転防止 に関する法律 で、
金融機関やクレジ ットカード会 社等に取引時 確認、確認記 録・取引記録 の作成・保 存義
務、疑わしい取引の届出義務等を定めております。
３ペー ジ、I R推進 法が成 立した 際の参 議院 の内閣 委員会 での附 帯決議 でご ざいま す。
世界最高水準の厳 格な営業規制 という中で、 マネー・ロー ンダリング対 策を重視さ れて
おります 。カ ジノの 顧客の 取引時 確認、 確認 記録の 作成・ 保存、 疑わし い取 引の届 出、
罰則等も含めた厳格な措置ということがうたわれております。
４ページ、犯罪収益移 転防止法の概 要でございま すけれども 、簡単に 申し上げます と、
下のボックスの特 定事業者に金 融機関、その 他の事業者が 入っておりま すが、これ に対
して取引時確認義 務、確認記録 、取引記録の 作成・保存義 務と疑わしい 取引の届出 義務
がありまして、こ の疑わしい取 引の届出を行 政庁、将来的 にはここにカ ジノ管理委 員会
が入りま すが 、ここ に疑わ しい 取引を 届け出 て、そ れが 警察庁 のJAFIC といわ れる 組織
に集約されまして 、それが捜査 機関、警察に 還元されて、 捜査をした上 で暴力団等 の犯
罪組織から犯罪収 益を剥奪して いく。こうい ったように最 終的には結び つくわけで ござ
います。
５ページ、犯罪 収益移転防止 法における取 引時確認。ど ういった場合 にするかと いう
ことでございます が、真ん中の 方に取引時確 認が必要な取 引を列挙して おりますが 、吹
き出しにあります ように継続的 な取引関係の 構築とか、多 額の一見取引 、なりすま し等
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が疑われる取引が 列挙されてお ります。平成 28年の改正で 疑わしい取引 とか異常な 取引、
閾値以下に分割したことが明らかな取引も、取引時確認の対象になりま した。
６ページ、先ほ ど申し上げた とおり平成28 年10月に犯罪 収益移転防止 法の大改正 がな
されました。これ まで我が国の 犯収法は、国 際的にはマネ ロン対策とし て弱いと言 われ
ておりましたけれ ども、今回の 改正で法制上 は国際水準に 追いついてき たかなと思 いま
す。
７ページは、こ こではネバダ 、シンガポー ル、マカオと 比べた各国の 高額取引報 告と
疑わしい取引の報 告についての 比較をしてお ります。米国 、シンガポー ル、マカオ では
一定の高額取引に ついて当局に 報告するとい う義務を課さ れております が、日本で はこ
の高額取引の報告 という制度が 犯収法の中で は定められて おりません。 それに対し て疑
わしい取引の届出 については、 各国同様定め られておりま す。疑わしい 取引の届出 につ
いては、 米国 は5,000 ドル以 上と定 めら れてい るので 、この 点で は我が 国の方 が厳 しい
と評価できると思います。
８ページ、では どういった場 合にカジノに おいて取引時 確認をすべき かというこ とで
ございます。IR事 業者が犯収法 上で特定事業 者と位置づけ られることに なると思い ます
が、取引時確認、 確認記録・取 引記録の作成 ・保存、疑わ しい取引の対 象としては 、下
にあるように現金 をチップに交 換する場面や チップを現金 に交換する場 面、フロン ト・
マネーを設定する 場面や与信、 クレジット・ ラインを設定 するような場 面となると 思い
ます。
なお、犯収法で は取引時確認 済みの顧客に ついては、確 認済みである ことの確認 のみ
を行うというよう に許容されて おりますが、 そうなると結 構いいかげん になる可能 性が
ありますので、私 としては１回 ごとにちゃん と取引時確認 をすべきなの ではないか と思
っています。なお 、取引時確認 の際には本人 確認書類が顔 写真つきのも のに限定す べき
と考えております が、さきの依 存症対策のと ころでありま したとおり、 日本では入 場時
に日本人 ・永 住者等 につい ては個 人番号 カー ド、マ イナン バーカ ードが 義務 付けら れ、
外国人観光客につ いてはパスポ ートが求めら れることにな るので、本人 確認書類も これ
らが用いられることになると思います。
そして、犯収法 では高額取引 の報告が義務 付けられてお りませんが、 このマネロ ン抑
止には一定程度役 に立っている と考えられま すので、IR実 施法の中で高 額取引に関 する
報告を義務付けてはどうかと思います。
９ページ以降は 、リスクベー ス・アプロー チと内部管理 体制について お話をして おり
ます。リスクベー ス・アプロー チというのは 、事業者がマ ネロンのリス クに応じて 顧客
管理措置を講ずる ことで、事業 者の限られた 資源をマネー ・ローンダリ ングの危険 性の
高い取引に効果的 に投入するも のでございま す。FATFの勧 告が2010年に 改訂された ので
すが、その中では 、まず国が事 業者のリスク 評価をしてく ださいという ふうにされ てお
ります。それを元 に、各事業者 が自らの取引 を見て、その 国のリスク評 価も参考に しな
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がら事業者のリス ク評価をして ください 。そして 、そのリ スク評価を反 映して高リス ク、
中リスク、低リス クと分けて厳 格な取引確認 、厳格な顧客 管理、通常の 顧客管理、 簡易
な顧客管理としていくことが求められています。
10ページ、犯罪 収益移転防止 法で求められ る特定事業者 の内部管理体 制の整備義 務で
ございます。ここ にあるように 昨年の法令、 平成28年10月 の改正でかな り我が国も 内部
管理体制 が充 実して きまし た。こ の中で 特徴 的なの は、使 用人に 対する 教育 訓練の 他、
統括管理者の選任 とか、リスク 評価書を作っ て、それに基 づいてちゃん とリスク評 価を
して、取引を見て 、継続的な顧 客管理をする ことが求めら れているとい うことです 。カ
ジノにおいても、 ゲーミングに おける内部統 制（MICS）と ともに、犯収 法に求める 内部
管理体制の整備が 求められます 。なお、犯収 法上の内部管 理体制は努力 義務でござ いま
すが、カジノにつきましては法的義務にする必要があると存じます。
11ページは、今 お話したとこ ろをカジノに 当てはめた内 部管理体制の 整備義務と いう
ことで、リスクベ ースで書いて おります。ま ずカジノ事業 者、IR事業者 としてはリ スク
評価をちゃんとし た上で 、内部規定 、AMLコン プライアンス プログラムを 策定した上 で、
有能な従業員を採 用した上、そ して従業員に 対して教育訓 練をちゃんと する。リス ク評
価の結果に基づい て取引モニタ リングをして 、最終的に監 査をして全体 の内部管理 体制
にほころびがあれ ば、それを見 直していく。 いわゆるPDCA サイクルをす ることが求 めら
れております。
12ページでは、 カジノ施設に おけるマネー ・ローンダリ ングの手口、 疑わしい取 引を
簡単にま とめ ており ます。F ATFの 報告書 の中で も代 表的な ものを 取り上 げて おりま す。
特によく 行わ れてい て問題 だと言 われて いる のが上 の２つ 。「少 額使用 ・未 使用」 は、
実際にカジノでチ ップにお金を 交換したのだ けれども、ほ とんどプレー をしないで 現金
化をしたりすると いう手法 。それから 、「ストラクチ ャリング 」という手 法がありま す。
これは、閾値以下 の取引により 取引時確認を 忌避するとい うパターンで ございます 。そ
の他、低額の紙幣 を高額の紙幣 に交換したり 、両サイドで 賭けたり、勝 ちゲームを 買い
取ったり、従業員と共謀するといった手段も紹介されております。
13ページ、今の 疑わしい取引 の手口に対し てどういうリ スク評価を事 業者として する
のかということを 少し当てはめ てみたもので ございます。 要は、こうい った疑わし い取
引があることに対 して、従業員 に対する教育 とか厳格な取 引時確認を行 う。従業員 に対
する教育というの が一番重要だ と思いますが 、各種の対策 を講ずる。こ ういったリ スク
低減措置を通じて 、マネー・ロ ーンダリング のリスクを低 減することが 可能になる と存
じます。
14ページ、従業 員に対する教 育でございま すが、こちら がやはりマネ ロン抑止の ため
には一番重要なのではないかと思います。
15ページは飛ば しまして16ペ ージ、現金・ チケット・キ ャッシュレス の比較とい うこ
とですが、やはり 現金になるほ どお金の流れ がつかみにく いので、でき る限りキャ ッシ
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ュレスでやっていくのが重要ではないかということを挙げております。
17ページ以降は 入場規制につ いて書いてお りますけれど も、先ほども 依存症の入 場規
制がございました が、マネロン の観点でも入 場規制を課す ことが重要だ ということ を書
いております。
18ページ、入場 規制として誓 約書も徴求す べきというこ とですが、前 回、カジノ 利用
約款の中 に反 社排除 条項を 入れる という こと が提言 されま したけ れども 、我 が国で は、
それだけでは暴力 団員の詐欺罪 が成立しない という最高裁 の判例もござ います。で すの
で、ちゃんと誓約 書をとらない といけないと 考えておりま す。これは、 外国人につ いて
も同様でございま す。暴力団が 外国人にお金 を渡すことも 考えられます ので、誓約 書を
とることが必要になってくると思います。
19ページ、事業 者に対して暴 力団員を入場 させない義務 を課すという ことが今回 、提
言されております が、ここにつ いては不可能 を強いること がないよう、 ちゃんと事 前に
暴力 団員 とし て登 録 して いる 者を 見逃 し たと いう 場合 にの み 義務 を課 すこ とに す べき
だと思います。
もう一つ、今回 提言されてい るものとして 、暴力団員に 対して入場禁 止義務を課 すと
いうことでござい ますけれども 、暴力団をや めれば暴力団 員でなくなる ということ なの
で、法の下の平等 に反しないと いう最高裁判 例もございま すので、これ 自体は法制 上も
成り立つものかなと存じます。
21ページ、反社 の情報でござ いますけれど も、これはIR 事業としてや っていかな けれ
ばいけな いと いうこ とでご ざいま すが 、ちゃ んと反 社デー タベ ースを 構築し た上で VIP
顧客のみならず、 一般顧客につ いてもちゃん と照会をして いかなければ いけないの では
ないか。そして、 この一番下に 書いてござい ますけれども 、自社の反社 データベー スに
は限界がございま すので、暴対 法上の不当要 求情報管理機 関に該当する 機関を事業 者間
で設立した上で、 警察の支援を 受けやすくす ることもいい のではないか と考えてお りま
す。
22ページ以降は 、今日は御説 明しませんけ れども、ジャ ンケット制度 については マネ
ー・ローンダリン グのリスクが 非常に高いの で、これは極 めて慎重に検 討すべきで はな
いかということをここでは紹介させていただいております。以上でござ います。

○山内議長

あり がとうござい ます。それで は、資料５に ついて事務 局から御説明 をお願

いします。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

時 間の制約も ございますの で、簡

潔に御説明させていただきます。
１ページ目がマ ネー・ローン ダリング対策 の全体像でご ざいまして、 左側にあり ます
ように環境面の対 策、取引行為 に着目した対 策、顧客の行 動に着目した 対策、そし て事
31

業者の遵守義務を 定めるための 対策、こうい う多面的な組 み合わせが必 要ではない かと
考えているところ でございます 。これまで御 議論いただい た免許制度等 も、これら のこ
とに資する対策だと考えております。
今日は、この右 側の横長で四 角で（１）暴 力団員等の入 場禁止、（２ ）取引時確 認等
の義務付け、（３ ）チップ等の 規制・監視、 （４）事業者 が実施するマ ネー・ロー ンダ
リング対策、以上の４点について御説明をさせていただきたいと思って おります。
３ページに飛ば させていただ きますけれど も、暴力団員 等の入場禁止 についてで ござ
います。今、渡邉 委員からも御 説明がありま したとおり、 暴力団員等不 適格者のカ ジノ
施設への入場を制 限することは 必須だと考え ておりますが 、どのように してやるか とい
う問題でございま す。諸外国に おきましても 、カジノの信 用に悪影響を 及ぼすとし て規
制当局にリストア ップされた者 等は、カジノ 施設に入場さ せることを事 業者に対し て禁
止する義務をかけ ている。また 、本人に対し ても入場が禁 止されている という例が ござ
います。
４ページ、今後 の議論の方向 性でございま すけれども、 結論といたし ましては二 重四
角の中に書き込み ましたように 、法令により 暴力団員をカ ジノ施設に入 場させない 義務
をカジノ事業者に 課すとともに 、暴力団員本 人に入場して はならない義 務を法令に よっ
て課すことを検討 すべきという 考え方の整理 でございます 。また、今、 渡邉委員か らも
ございましたよう に、３つ目の ○でございま すけれども、 カジノの入場 時に暴力団 員や
反社会的勢力の者 でない旨を表 明する措置等 を導入するこ とも、検討す べきではな いか
ということでございます。
２番目の○に戻 りますけれど も、暴力団員 以外のカジノ 施設の秩序維 持上、排除 の必
要がある者につい ては、カジノ 事業者に排除 義務を課する とともに、カ ジノ施設利 用約
款に規定すること で、カジノ施 設への入場を 禁止すること を義務付ける という手法 を検
討すべきだということでございます。
４ページ目の後 半は、この暴 力団員の入場 を排除する必 要性について でございま すけ
れども、今、渡邉 委員からの御 説明もござい ましたので、 このパラグラ フごとの説 明は
省略させていただきたいと思います。
結論でございま すけれども、 ５ページの下 に書いてあり ますように、 カジノ施設 につ
いては法令により 暴力団員を入 場させない義 務をカジノ事 業者に課すと ともに、暴 力団
員本人に入場してはならない義務を課すべきだとしております。
そして６ページ でございます けれども、暴 力団員以外で カジノ施設の 秩序を乱す おそ
れのある者につき ましても、施 設利用約款を 通じて入場を 禁止する措置 をとるとい うこ
とでございます。
７ページ、取引 時の確認等に ついてでござ いますけれど も、今、渡邉 委員から犯 収法
の体系等について 御説明がござ いましたので 、７ペ ージ目 、８ページ目 は時間の関係 上、
説明を省略させていただきたいと思います。
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９ページ目、今 後の議論の方 向性というこ とで、まず１ つ目には犯収 法上の枠組 みの
もとで義務付ける ことが可能な 取引時の確認 等、取引記録 の作成・保存 につきまし ては
FATF勧告の趣旨も 踏まえまして 、一定の閾値 以上の本人確 認、取引記録 の作成・保 存を
義務付ける方向で 考えるべきだ と考えており ますし、疑わ しい取引につ いても同様 でご
ざいます。
３番目は現行の 犯収法を超え る措置としま して、今、渡 邉委員の御説 明の中でも ござ
いましたが、諸外 国、例えばシ ンガポール、 ネバダ等では やっているが 、犯収法上 の枠
組み には ない 措置 と して 一定 額以 上の 全 ての 現金 取引 につ い て、 カジ ノ管 理委 員 会に
Cash Transacti on Repor tと いう形 での 届出を 義務 付け ること も考 えるべ きだ とい う整
理でございます。
10ページ目、チ ップ等の規制 ・監視につい てでございま す。チップ、 バウチャー 等は
現金同等物でござ いますので、 マネロン対策 の観点からも 、チップ等の 譲渡につい ても
一定の規制を行う ことが必要で はないかと考 えているとこ ろでございま す。諸外国 にお
きましては、FATF 勧告ではチッ プの譲渡規制 、カジノ施設 外への持ち出 しについて ガイ
ドライン があ るわけ ではご ざいま せんけ れど も、一 方、シ ンガポ ールに おき まして は、
チッ プの 持ち 出し に つき まし ては １万 シ ンガ ポー ルド ル超 の チッ プを カジ ノ施 設 から
持ち出すことについて、規制をかけているところでございます。
11ページ目、今 後の議論の方 向性でござい ますけれども 、まずカジノ 施設内での 顧客
間のチップ等の譲 渡の規制につ きましては、 これを認めま すと犯罪収益 の譲渡を容 易に
するということ。 それから、依 存症予防のた めにカジノ事 業者に与信規 制等をかけ てい
ることを潜脱する 行為であるこ とから、日本 のカジノにお きましてはこ れを原則と して
禁止して、日本独自の規制を導入してはいかがかという整理でございま す。
また、２番目に カジノ施設外 へのチップの 持出しにつき ましては、こ れを例外な く禁
止してはどうかと いう整理でご ざいます。先 ほど紹介いた しましたよう に、シンガ ポー
ルで は１ 万シ ンガ ポ ール ドル 以上 のチ ッ プの 持ち 出し だけ を 規制 して おり まし た けれ
ども、日本ではここを例外なく禁止してはどうかということでございま す。
その関 連も ござい ますけ れども 、11ペ ージ の下の 執行の ための 措置で ござ います が、
まず約款において これらの規制 をきちんと規 定することと 、２番目に入 退場ゲート やカ
ジノ施設内でこう いう規制の旨 をきちんと表 示させるとい うこと。３番 目に監視カ メラ
や従業員による巡 回警備等を通 じて、きちん とした監視を カジノ事業者 に行わせる こと。
これらを義務付け るということ を検討すべき だと思ってお りますし、ま た、持ち出 しを
禁止することから しますと、チ ップについて 入退場ゲート で反応するIC タグを内蔵 する
等の機能上の規制を設けることを検討してはいかがかという整理でござ います。
12ページ、今、 渡邉委員から も御説明があ りました事業 者に課せられ るマネー・ ロー
ンダリング対策で ございますが 、諸外国にお いても同様の 取組みがなさ れ て お り ま す 。
13ページに進ませ ていただきま す。今後の議 論の方向性で ございますけ れども、日本
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におきましても事 業者に対して マネー・ロー ンダリング対 策に係る業務 について、 万全
の内部管理体制の 整備を義務付 けるべきでは ないかという ことで、今も 触れていた だき
ましたように、教 育訓練の実施 、対策実施体 制の整備等々 の義務付けを いたします とと
もに、内部管理規 程を作成させ 、それ自身を 免許審査時の 審査の対象と していくこ とを
考えなければいけないのではないかという整理でございます。
２番目でござい ますけれども 、今、渡邉委 員からも御説 明がありまし たように、 現行
の犯収法 では 、この ような 内部管 理体制 の整 備は努 力義務 となっ ており ます けれど も、
カジ ノ事 業者 につ き まし ては 内部 管理 体 制の 整備 を例 外な く 義務 付け する こと を 考え
る必要があると思 っております 。また、諸外 国やFATF勧告 でのガイドラ インからの 上乗
せということにな りますけれど も、この内部 管理規程に基 づくマネロン 対策の自己 評価、
内部監査の結果を 、諸外国にお きましてはカ ジノ管理当局 にまで報告し なければな らな
いということには なってござい ません。日本 の場合は、こ ういう自己評 価、監査の 結果
をその都度、カジ ノ管理委員会 に報告させる システムとす ることを考え てはどうか とい
うことでございます。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 。それでは、 御意見のあ る方。どうぞ 櫻井委

員。

○櫻井委員

２点 、申し上げた いと思います 。１つは資料 11ページの チップのお話 になり

ます。規制の執行 のための措置 ということで 、最後の○の ところでチッ プにICタグ を内
蔵して、機能上で きないように してはどうか という整理に なっているの ですが、規 制を
設けるときには、 社会科学的と いうか、法律 論的に人間を どうやって規 制するのか とい
う議論をするより は、これは大 抵、困難な問 題になること が普通でして 、技術的に 解決
できるのだったら 、その方がず っといいので す。というこ とで、私は、 ICタグをや ると
決めて、規制を設 ければそれで 話は終わるの で、順番とし ては、そのよ うに優先順 位を
変えた方がよろしいのではないかと思っております。
もう一点は資料 の６ページで 、これは実効 性の確保とし て前回も発言 したところ と関
係しているのです が、暴力団員 等について入 場規制をかけ るのはいいと 思うのです 。入
場禁止にする。そ れで一応一筆 とるのも別に 問題はない。 どういう効果 があるかど うか
は別にし まし て、ま た、詐 欺罪に する必 要は 論理的 には必 ずしも ないと 思う のです が、
しかし、一応選択 肢としてはあ ってもいいの かなと思いま す。ですが、 そのように 禁止
をしたからといっ て退去させる ことができる かというと、 ここは違うの ではないか と考
えており、事務局 はどのように 整理されてい るのかわから ないのですが 、そのあた りを
疑問に思っています。
資料の３ページ を見ると、競 馬法の条文が 紹介してあっ て、競馬法の 施行令では 、こ
れは暴力団員等に ついて入場拒 否ができて、 退場命令がで きるというふ うに書いて あり
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ます。調べ切れて いるかどうか わからないの ですけれども 、競馬法で一 般的な秩序 維持
の規定があって、 施行令で中央 競馬会という 特殊法人が処 分というふう にまさに明 示的
に書いてあり、入 場拒否や退去 命令ができる という書き方 がされており 、それを受 けて
日本 中央 競馬 会の 競 馬施 行規 約と いう と ころ でそ れら がブ レ ーク ダウ ンさ れて い るの
ですが、どうもこ れは命令がで きるというだ けにとどまっ ているように 読めます。 つま
り、実効性担保の 仕組みがない 命令であるよ うに理解され ます。善解す ると、命令 だと
言えば相手が言う ことを聞くだ ろうという牧 歌的な発想な のかもしれま せんが、こ れで
はあまり参考にな らないのでは ないか。最近 は行政対象暴 力も日常化し ていますし 、一
般の民間事業にお いてもクレー マー対策等の 問題もあって 、そういう最 近の情勢を 踏ま
えると、暴力団員 等が実際に入 ってしまった 場合に、出て いけと言った らわかりま した
と素直に出ていく とは限らない と考えるのが 普通だと思い ます。ここに ついては義 務付
ければそれで終わ りではないの で、その後の 展開をどうす るのかという ことを真剣 に考
えておかないと、 結局、不退去 罪にして警察 を呼んでくる とかそういう 話にしかな らな
いように思います 。このあたり の問題は、行 政法でも一時 期かなり議論 がされてい たの
ですが、庁舎管理 権でどこまで できるかとか 、簡易な有形 力の行使がで きるように でき
ないかとか、そう いう議論があ りましたけれ ども、なかな かそこは乗り 越えられな いの
で、立法的に考え るなり、ある いは何かしら 技術的な工夫 をして民間事 業者にツー ルを
与えてあげないと 、言っている だけになって しまう。この あたりは今の 状況に応じ た対
応をよく考えないといけないところではないかと思います。

○山内議長

事務 局からコメン ト、回答につ いて、もし時 間があった ら後でまとめ てとい

うことにさせていただきます。美原委員、どうぞ。

○美原委員

簡潔に、今のご質問とほとんど同じ点で意見があります。

まずチップに関 してですが、 チップにICタ グを入れて完 璧な情報管理 をするとい うの
は今や常識です。できる限りそうしていただいた方が結構だと思います 。
それと、これは マネー・ロー ンダリングと ほとんど関係 ありません。 ICチップを 入れ
ることに より チップ の偽装 はほと んど できな くなり ます。 100％ 不可能 と思っ た方 がい
いでしょう。
チップの持ち出 しについてで すけれども、 私は若干異論 があります。 というのは 少額
でマネー・ローン ダリングする 人はいないわ けです。必ず 一定金額以上 の金額をも って
マネー・ローンダ リングをする 。カジノとい うのは、現金 ポジションと チップポジ ショ
ンを毎日 正確 にチェ ックし ます。 もし、 チッ プが大 きく足 りない という こと になれ ば、
そこから大口取引 は誰かで相手 を特定するこ とができます 。大口取引は 本人確認が 義務
付けられているか らです。この 意味では、シ ンガポールと 同様に一定の 高額以上の チッ
プ持出しを禁止す るというのは 正しいでしょ うけれども、 果たして少額 のチップ持 出し
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まで規制するのは 適切でしょう か。例えば２ 日間ホテルに 滞在するとし て、少し勝 った
分を明日に使うた めにホテルの 部屋に持ち帰 ってはいけな いのか、とい うことが起 こり
ます。顧客にとっ ての利便性の 問題が起こる わけですね。 あるいは私は 、必ずチッ プを
１個ぐらいお土産 に持って帰り ます。コレク ションするわ けですが、こ れはだめな のか
と。いや、ゲート で電子的にチ ェックし、つ ぶしたチップ を渡せばいい だろうとい う形
になると思います が、果たして そこまでやる 必要があるの でしょうかと いうことで もあ
ります。
それと、暴力団 員を法律上の 欠格者とする ことは賛成で す。民間事業 者に相応の 義務
を課すことも正し いと思います 。問題は、櫻 井委員がおっ しゃっている ように効果 的な
法の執行の在り方 です。入場時 点での対象者 の特定や効果 的な物理的排 除はどう実 践で
きるのか、罰則は どうあるべき なのか、確実 に抑止できる 体制を組める か等です。 法令
で入場と 参加 を禁止 するだ けでは 不十分 で、 国とし て、あ るいは 警察公 安当 局とし て、
本当に暴力団員を 入れさせない という意思を 聞きたい。そ れと民間事業 者も相応の 義務
を負うわけですか ら、公安当局 からの情報提 供等相応の協 力体制をとっ ていただか なけ
れば民としても対 応できません 。かかること をやっていた だける御意思 はあるのか とい
うのを確認していただけたらと思います。

○丸田委員

私は ２点ございま して、１点は 先ほどから出 ているチッ プの話ですが 、チッ

プにRFIDとかそう いったものを 入れるという のは、ある程 度コストが伴 うものでは ある
のですが、これをI Rの設置こそ 投資しやすい ものですので 、導入してい ただくと。 これ
はマネロンだけで はなくて、ト レーサビリテ ィーという意 味で、カジノ の、特にテ ーブ
ルゲームにおける お金の流れを よりしっかり つかんで、よ り高いレベル の内部統制 を構
築できる可能性も 非常に高まり ますので、そ こまで完全に やれと強制す るまででは ない
かもしれませんが 、有用と思い ます。こちら については日 本での特にテ クノロジー を使
った新しい、より 高いレベルの 内部統制とい う意味でも可 能性が非常に 広がるので はな
いかと考えております。
それと、マネー ・ローンダリ ングの規制で 最後の13ペー ジ目でござい ますが、こ れは
渡邉先生のところ でもしきりに 書いていただ いているので すが、マネロ ンの規制で 重要
なのはリスク評価 をしっかりし て、リスクの 度合いに応じ て適切なレベ ルの対応を 行う。
言い換えれば、リ スクが高いと ころに、また そのリスクも 多分、時によ って手口や リス
クの度合いがが変 わってくると 思いますので 、そういう意 味で、ここは 手続レベル とい
うところよりは、 まず全体とし ての柔軟性を 持ったサステ ナブルなマネ ロン体制の フレ
ームワークを事業 者にしっかり 課すという形 で、事業者に しっかり柔軟 に、かつ、 全て
のリスクについて 同じレベルで 漏れなくやる というよりは 、リスクが高 いところに 集中
的にチェックをかけていくような仕組みでやっていくべきではないかと 考えます。
以上でございます。
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○篠原委員

チッ プの持ち出し 禁止について 私は美原委員 と全く同じ 意見で、全面 禁止に

すると先ほど言っ たような話が 出てくると思 うのです 。それから 、先ほ ど櫻井委員か ら、
JRAの規 制の話 で本当 に実効 性が あるの かとい う話が 出ま した。 ７ペー ジ目に 暴力 団員
以外でカジノ施設 の秩序を乱す おそれがある 者の入場を禁 止するとあり ますが、暴 力団
員以外で秩序を乱 すおそれのあ る者を、事業 者は本当に見 抜けるのでし ょうか。実 効性
がどうなのか大変疑問に思います。以上です。

○渡邉委員

今日 発表した身で ございますけ れども、１つ 意見がござ いまして、今 回のマ

ネー・ローンダリ ング規制に関 しては、私自 身は100点満 点中120点ぐら い頑張って くれ
たのかなと思っております。
先ほどから櫻井 委員をはじめ 、実効性はど うかというお 話で、特に５ ページ、６ ペー
ジのところで入場 禁止義務を課 したり、表明 確約を課すこ との実効性と いうお話が あり
ますけれども、カ ジノ施設利用 約款とか、い わゆる表明確 約というのは 、それをも とに
排除するという機 能の他、あら かじめコンプ ライアンス的 に宣言すると いう機能、 それ
から、予防的に暴 力団員を立ち 入らせないと いう機能があ ると言われて おります。 そう
いった意味で、こ ういったこと を宣言するこ とによって、 暴力団員が「 入ったらこ うい
う刑事罰がかかる 」「そういう ことを誓約し たら、これで ゴルフ場と同 じように詐 欺罪
の対象になる」と いったふうに 考えて、抑止 になるという ことで、対策 の１つとな って
おります。
もちろん、今回 の禁止に加え て、櫻井委員 のお話にあっ たように退去 命令のよう なも
のを定めるという のが１つある のかなと思っ ておりますけ れども、なか なか難しい のは、
誰が暴力団員なの か、それから 、誰が共生者 というのはな かなか、特に 一見の顧客 です
とわかり にく いとこ ろがご ざいま すので 、そ ういっ た意味 でも、 事業者 にお ける自 助、
反社 のデ ータ ベー ス の整 備と いう のが 非 常に 重要 にな って く るの かな と私 自身 は 思っ
ております。

○武内委員

重なりますので、特にございません。

○熊谷委員

今日 の議論全体と してそうだと 思うのですが 、もちろん 世界最高水準 の規制

だから、 規制 はきつ ければ きつい ほどい いわ けです が、他 方で事 業者の 利便 性だと か、
そのあたりとのバ ランスをどこ ら辺でとって いくかという ことを、これ から細部に つい
て詰めていく必要があるのではないかと思いました。

○山内議長

事務局から何かございますか。

37

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

簡 潔に。先ほ ど６ページ、 櫻井委

員、それから 、暴力 団員以外の者 に対する入 場禁止措置の ところでござ いますけれど も、
ここで念 頭に 置いて おりま したの は、も ちろ ん今、 共生者 という 言葉も あり ました が、
特にカジノ場内で かつて乱暴を したりだとか 、秩序維持の 上から施設の 管理者であ る事
業者の目から見て 、入場を排除 するのにふさ わしいと考え られるような 顧客が過去 の例
にあった場合には 、そういう顧 客を排除でき るよう、カジ ノ利用施設約 款によって 事業
者の 判断 とし て入 場 を断 るこ とが ある と いう こと を明 確に す るこ とを 念頭 に置 い てい
るわけでございます。
無論、渡邉委員 からもありま したように事 業者の自助と して暴力団員 あるいは共 生者、
その関連の者だと 民間でも色々 なデータベー スもございま すので、そう いうものも 活用
して、事業者の判 断としてカジ ノ施設利用約 款を通じて民 民ベースで排 除ができる よう
な仕組みは整えた方がいいのではないかという趣旨でございます。
また、もう一段 進んで、実際 にどこまで退 去の実効性を 確保できるの かというこ とで
ございますけれど も、カジノ事 業者自身が見 回りだとかを することもご ざいますし 、ま
た、前回の議論も ありましたよ うに、カジノ 管理委員会自 身がオンサイ トでカジノ の秩
序維持状況をきち んと見て回る こともあると 思います。ま た、既に御指 摘もありま した
ように、なかなか カジノ事業者 だけの努力で 排除できない 場合には、地 元警察への 通報
等を通じて、暴力 団排除の観点 から警察力の 手を借りるこ とも考えられ ると思って おり
ますので、そうい うことを念頭 に置いており ましたが、今 、複数の委員 から、暴力 団排
除の実効性の担保 をどうするの かという御指 摘がございま したので、そ こは引き続 き事
務局の方で検討を深めさせていただきたいと思います。

○篠原委員

一言 だけ。私が指 摘したいのは 、暴力団員以 外の人を見 抜けるかとい うこと

です。暴れている 人は過去にわ かっているか ら、それは排 除できるので しょうが、 不正
をや ろう とし て静 か に入 って きた 暴力 団 員以 外の 人を 事業 者 は本 当に 見抜 ける の です
かということを聞いているのです。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

そ こは、今日 は刑事局長も いらっ

しゃっております ので、私の後 に刑事局長か ら少しクラリ ファイしてい ただくこと も可
能かと思っており ますけれども 、基本的に民 間事業者であ るカジノ事業 者は、入場 者と
してふさわしい者 かどうか、疑 義がある場合 には、地元の 警察に確認を 求めること も可
能だと聞いており ます。もちろ ん警察の方か ら確認をして 、返答が来る までにはき ちん
としたチェックを して、多分も う少し時間の かかるプロセ スになるのか もしれませ んけ
れども、いず れにしまし ても、約 款等に基づ いて現場から 排除をしよう という場合に は、
必要があれば警察の応援を頼むことも可能になるかと思います。
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○山内議長

警察庁からお願いします。

○吉田警察庁刑事 局長

今、御 指摘の点、例 えば不正を行 う可能性が ある者をどう するか

ということでござ いますけれど も、もちろん 、その中にも 暴力団という こともござ いま
すでしょうし、そ の他の者もあ ると思います 。暴力団につ きましては今 、事務局次 長か
らもお話がありま したように、 私どもには、 暴力団の情報 提供をすると いう枠組み がご
ざいます。それを 入場規制とい う形でどうい うふうに担保 していくかと いうのは、 オン
サイトの話になり ますので、ま た検討が必要 かと思います が、その他の 方々という こと
に関しましては、 お答えするの は難しいとこ ろでございま すが、おそら くこれは制 度が
できてからのお話 になろうかと 思いますけれ ども、運用の 中でそういっ た事例を蓄 積し
た上で、例えば事 業者の方々が 独自にデータ ベースなりを 構築されて、 排除される とい
ったこともあり得 るのかと思い ますけれども 、いずれにし ましてもそこ は事例の蓄 積と
いうことで、警察 においては、 一義的には暴 力団の情報を 念頭に置きつ つ、また、 その
他については制度の運用の中で検討していくべき問題かと思います。

○山内議長

よろ しゅうござい ますか。あり がとうござい ました。時 間も過ぎてお ります

ので終わりにした いと思います けれども、今 日の事務局の 提案につきま しては幾つ かの
点で御指摘があり ましたので、 事務局の方で 御対応いただ くことで処理 したいと思 いま
す。ありがとうございます。
それでは、本日の議論 はこれで終了 とさせていた だきます 。会議の内 容につきまし て、
終了後、私から記 者の方にブリ ーフィングを 行いたいと思 います。次回 の日程等、 事務
局から連絡事項等ございましたら、よろしくお願いいたします。

○中川特定複合観 光施設区域整 備推進本部事 務局次長

次 回の会議日 程につきまし ては、

議長とも相談の上 、委員の皆様 と調整をさせ ていただきま す。よろしく お願い申し 上げ
ます。

○山内議長

ありがとうございます。

それでは、これ をもちまして 第５回「特定 複合観光施設 区域整備推進 会議」を終 了と
させていただきます。本日はどうもありがとうございました。

以上
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