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与党の多数決強行突破で漸く・・ 



延長国会最後の日の強行採決 
2018-7-20 カジノ実施法案 



第一段階もかなりな無理押しだった 
2016-12-15 カジノ推進法案 



カジノ法成立のステップ 



• 2013年12月、自民・維新・生活の3党は「特定複
合観光施設区域整備推進法案」を提出した。  

• 2016年12月15日に「特定複合観光施設区域の
整備の推進に関する法律」（IR推進法）が成立し
た。  

• 2018年7月20日に「特定複合観光施設区域の整
備に関する法律」（IR実施法）が成立し、日本に
おいてもカジノが解禁される事となった 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
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https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%A4%87%E5%90%88%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B&action=edit&redlink=1


2010-4-14参加者74人で発足した 
参加議員は現在224名 

パチンコの賞品換金合法化を目指して発足 



カジノ実現には２０年以上を要した 

 







ＩＲ（カジノ）法とは 

• 「カジノを含む統合型リゾートを設置するため
の法律」  

 

• ＩＲで使われる「MICE」とは 

  Meeting（会議） 

  Incentive Travel（研修旅行） 

  Convention（国際会議） 

  Exihibition/Event（展示会/イベント） 



こんなスキャンダルも記憶に新らしいが・・ 





カジノ誘致を望む地域は多い 





世論は圧倒的に反対なのだが・・ 



日本には既に公営ギャンブルが多い 



行政の整備が求められる 



日本人は如何に甘いか！ 



現実を認識して観よう！ 

• 日本は世界最大のギャンブル大国です。世
界のギャンブル機の約60％が日本にあるとさ
れています。 

• 人口28人あたりにギャンブル機1台あります。 

• また、日本は世界で最も多くギャンブル依存
症者を保有しています 

 

• 世界の殆どの国にカジノは合法的に存在して
いる（日本は例外的存在）。 

 



日本国刑法による賭博の罪 
これほど有名無実化している法は無い 

• 刑法 2編23章 
（賭博）  
第185条 
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に
供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。  
 
（常習賭博及び賭博場開張等図利）  
第186条 
1 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。  
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の
懲役に処する。  
 
（富くじ発売等）  
第187条 
1 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。  
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処
する。  
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は
科料に処する。 



そもそも日本人は古来バクチ好き 





「パチンコ営業」は、遊技の結果により賞品を提供している 
風営法第4条（許可の基準） 
同法施行令第7条（政令で定める営業） 
同第10条（遊技機の種類） 
同第11条（政令で定める営業が遊技の結果に応じ客に賞品を提供させる営業） 
風適法施行規則第36条（遊技料金等の基準）である。  



2017年12月末時点でパチンコホール経営
企業数は3244社、店舗数は1万258店舗 



３店方式 
1968年の福岡高等裁判所で、「交換所が顧客から買い上げた特殊景品が景品問屋

でシャッフルされる形で複数のホールに卸されているため、ホールの特殊景品が交
換所や景品問屋を経てそのままストレートに最初のホールに戻ってくると特定できな
い」として「三店方式が風俗営業法条例違反に当たらない」として無罪判決が出た 



パチンコ景品にはチップ紛いも・・ 



パチンコ市場は20～30兆円!？？ 





宝くじは1948年に当せん
金付証票法（昭和23年法
律第144号）に基づき浮動

購買力を吸収し、もって地
方財政資金の調達に資
することを目的とする為に
運営されている。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/1948%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1948%E5%B9%B4
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E3%81%9B%E3%82%93%E9%87%91%E4%BB%98%E8%A8%BC%E7%A5%A8%E6%B3%95


富くじ自体は刑法第187条により富くじ罪として犯罪として規定されているが、
宝くじは当せん金付証票法に基づく根拠法があることから、刑法第35条（法
令又は正当な業務による行為は、罰しない。）に該当し違法性が阻却される 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%8C%E3%81%8F%E3%81%98%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA


競馬、競輪、競艇も賭博ではない？ 



こうして多くのギャンブルが合法化されている 





さて本題のカジノについて・・・ 



「カジノ」とは 

• 語源は家を指すイタリア語の「casa」に縮小の語尾「-
ino」が付いたものである。言語により「カジノ」あるい
は「カシノ」と発音される 

• カジノはヨーロッパ起源とされる 
• イタリアでは1638年に世界最古と言われるカジノ・
ディ・ヴェネツィアが作られた 

• アメリカでは1931年にネバダ州で合法化され、1940年
代にはラスベガスがカジノの町として急速に発展した 

• その後、カジノは120か国以上で合法化されており、
国によって制限内容は大きく異なる。世界で2000軒以
上のカジノが存在し、観光資源の1つとして競争が行
われている 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%90%E3%83%80%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%AC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89%E8%B3%87%E6%BA%90


大雑把に云うと下記のようなゲーム 
 



カジノは意外に還元率が高い 



カジノは世界中に沢山ある 
ＯＥＣＤ３５ヶ国で無いのは 

日本、アイルランド、ノルウェーのみ 



マカオは今や世界ダントツ！ 







 



ＩＲでカジノの比率は？ 



今や世界最大となったマカオ 



マカオは香港から船で１時間 



２００３年ポルトガル領から中国返還 



マカオの歴史 

• 1557年 - 中国南部マカオに居留権獲得 
• 1572年 明朝はポルトガル人のマカオ居留認可 
• 1847年、ポルトガル・マカオ政庁は、賭博経営を合法化 
• 1891年 公認賭博営業免許の入札制度を導入 
• 1999年12月20日 中華人民共和国へ返還、マカオ特別行政区と
なる 

• 2002年には、カジノ経営権の国際入札を実施、 
 スタンレー・ホー経営の「Sociedade de Turismo e Diversões  
 de Macau,S.A.（STDM/澳門旅遊娯楽股份有限公司）」が独 
 占してきたギャンブルを含むカジノ産業を、香港系の「ギャ 
 ラクシー・カジノ（銀河娯楽場）」社とアメリカの「ウィン・リ 
 ゾーツ（永利渡暇村）」社にも開放し、その結果多くの外国 
 からの投資を呼び込むことに成功 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1557%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1557%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%82%AA


ポルトガルの世界制覇はかなりのものだった 



スタンレー・ホー（何鴻燊、Stanley Ho）
1921年11月25日 -  

香港およびマカオ等において
多数の土地を所有すると同時
に、娯楽、観光、船舶、不動産、
航空、銀行など、多種にわた
るビジネスを展開している。 

35年以上に亘ってマカオの
ギャンブル産業界に君臨し続
けており、同国におけるカジノ
の経営権を長年独占していた 

「ギャンブルの帝王」、「マカオ
の盟主」、「カジノ王」などと渾
名されることもある 



マカオのサイズは 

葛飾区 



マカオは急変貌しているのだ 

１９８６年 ２０１８年 



スタンレー・ホーの誇る 
「グランド・リズボア」 



コタイ (Cotai) は、マカオ南部のコロアネ島とタイパ島をつなぐ埋立地 

今ではホテル・カジノの集積地だ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%82%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%8D%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%91%E5%B3%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8B%E7%AB%8B%E5%9C%B0


ギャラクシー・マカオ 
「ギャラクシーホテル」「オークラ」「バイヤンツリー」「リッツカールトン」「JWマリオット」 

計5つのホテルがあります。 

https://re-lief.net/macau-resort-hotel/#galaxy
https://re-lief.net/macau-resort-hotel/#okura
https://re-lief.net/macau-resort-hotel/#by
https://re-lief.net/macau-resort-hotel/#rc
https://re-lief.net/macau-resort-hotel/#jw
https://re-lief.net/macau-resort-hotel/#jw


シティ・オブ・ドリームス 
「ハードロック」「グランドハイアット」「クラウンタワーズ」 



サンズ・コタイ 
「ホリデイ・イン」「シェラトン」「コンラッド」 



ザ ヴェネチアン マカオ リゾートホテル  
 澳門威尼斯人度假村酒店    

 THE VENETIAN MACAO-RESORT-HOTEL 

















１９３０年開場、カジノの嚆矢 



今や全米２３州でカジノ公認 



ラスベガスのカジノ群は 
飛行場からダウンタウンまでのストリップに 



砂漠の中の不夜城 



最近は嘗ての豪華絢爛は下火 



アトランティックシティは廃れている 



２００６年シンガポールにカジノ誕生 



マリーナ・ベイ・サンズ 
２０１０年開業、世界一のＩＲ施設 



明らかに大成功を納めている 



ヨーロッパでは殆ど全ての国に 

 ヨーロッパのカジノ合法国 
イギリス フランス スペイン 

オーストリア ドイツ イタリア   

ベルギー ロシア フィンランド 

スウェーデン モナコ公国 
ポルトガル オランダ マルタ共和国 
ギリシャ  ジブラルタル トルコ 
デンマーク ユーゴスラビア  

ラトビア 北キプロス  

ルクセンブルグ  ブルガリア 
ボスニア・ヘルツェゴビナ   

マケドニア共和国 スイス連邦 

エストニア ポーランド スロバキア   

スロベニア ルーマニア など３５ヶ国 
 



大規模ＩＲというより貴族的な雰囲気 



ヨーロッパ・カジノ市場は大きくない 



アフリカにも３４ヶ国にカジノが在る 

・エジプト 
・モロッコ 
・トーゴ 
・チュニジア 
・エチオピア 
・コロモ 
・マダガスカル 
・モーリシャス 
・レユニオン 
・セーシェル 

・シェラネオーネ 
・カメルーン 
・コンゴ 

・ケニア 
・ウガンダ 
・ベナン 
・コートジボワール 
 

・ガンビア 
・タンザニア 
・ガーナ 
・ニジェール 
・ナイジェリア 
・ボツワナ 
・セネガル 
・ナミビア 
・スワジランド 
・レソト 
・南アフリカ共和国 
・ジンバブエ 
・ザンビア 
・リベリア 
・ジプチ 
・ザイール 
・ガボン 
 

 



南ア・サンシティの威容！ 



日本ＩＲへの期待は？ 









わざわざカジノ通いせずとも・・・ 



バクチだけならＩＴで簡単に出来る 



貴方はどう思いますか？？ 


