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2016.12.15 カジノ法案成立

客から金銭を巻き上げ
胴元だけが儲かる

公序良俗・社会正義に反する
悪辣ビジネス！



カジノ法案＝IR法案 / 衆法（議員立法）「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」
※内閣提出法案（閣法）で提出できない：賭博罪・賭博場開帳図利罪の違法性を阻却できない

（経過）

2013年12月 自民・生活・日本維新の会の共同提案で国会に提出
2014年11月 衆議院解散で廃案
2015年 4月 自民・維新等により再提出
2016年11月 突如、審議強行（安倍総理・菅官房長官を中心とした首相官邸主導）

きっかけは・・・会期延長問題を話し合った11月28日の与党党首会談
安倍総理が公明党山口代表に「IR法案をよろしくお願いします」

※公明党は山口代表らが慎重・反対論/自民党は谷垣幹事長が慎重・反対論だった

【状況一変】
7月の自転車転倒事故で、慎重・反対派の谷垣幹事長が辞任
→二階俊博幹事長、カジノ議連会長の細田博之氏が総務会長、カジノ議連メンバーの
茂木敏充氏が政調会長

超・推進！日本維新の会代表 松井大阪府知事
2025年に誘致をめざす「大阪万博」会場
人工島・夢洲にカジノ誘致を目指す

横浜市・林文子市長も積極的！
バックに「ハマのドン」こと藤木企業の
藤木幸夫会長（林文子市長の後援会長）
横浜が選挙区の菅官房長官も推進！



全国紙すべて（朝日・毎日・東京・日経・読売・産経）が
カジノ法案審議強行・強行採決に批判・反対

読売新聞 世論調査（12/4）
カジノ解禁に 反対57％ 賛成34％

読売新聞 社説（12/2）
そもそもカジノは、賭博客の負け分が収益の柱となる。
ギャンブルにはまった人や外国人観光客らの“散財”に
期待し、他人の不幸や不運を踏み台にするような成長
戦略は極めて不健全である。



●刑法185条（賭博）
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。

●刑法186条（常習賭博及び賭博場開帳等図利）
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
２ 賭博場を開帳し、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。

の違法性を阻却できない

重大犯罪

とばくじょう かいちょう とり ざい



賭博場開帳罪の違法性を阻却できない

最高裁大法廷判決（昭和25年11月22日）
賭博場開帳図利罪の違法性について具体的に示した判決

賭博は
●怠惰浪費の弊風を生じ 悪い風習 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

●健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風（憲法27条1項参照）を害し
●甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し
●国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある
●公益に関する犯罪中の風俗を害する罪であり、公共の福祉に反する

ことに、賭（博）場開帳図利罪は
●自ら財物を喪失する危険を負担することなく、専ら、他人の行う賭博を開催して
利を図るもの
●賭博等に関する行為の本質を、反倫理性、反社会性を有するものでないとする
所論は、偏に、私益に関する個人的な財産上の法益のみを観察する見解であって、
採ることができない

政府・都道府県が競馬・競輪の主催
者であっても、賭博の本質は同一で、
これを認める立法の当否は問題にな
り得るが、国家が、一般に賭博場開
帳図利を公認したものではない。



の違法性を阻却できない
重大犯罪

とばくじょう かいちょう とり ざい

●飲食店経営者：賭博場開帳図利罪で
懲役1年6月（執行猶予4年）
●大学院生：1年6月求刑、結審
●胴元：懲役1年6月（執行猶予3年）

2010年、琴光喜、大嶽親方（貴闘力）が
野球賭博への関与し、相撲協会から解雇
処分。

賭博開帳図利ほう助等の罪で懲役1年2月
（執行猶予4年）

貴闘力
豪州のカジノで5500万
円勝ったことをきっかけ
にギャンブル依存症
→結局、5億円負け

産経ニュースより 産経新聞より



既に、ギャンブル大国・日本！

日本中央競馬会
「勝馬投票券収入」
（H26事業年）2兆5千億円

ネバダ州（ラスベガス）のカジノ売上高

2013年 1兆399億円
東京都「IRに関する調査業務委託報告書」

シンガポールのカジノ売上高

2013年 4193億円
東京都「IRに関する調査業務委託報告書」

パチンコホール貸玉量
2015年 23兆2290億円
（ レジャー白書2016）

2014年4兆6897億円

2015年 2310億MOP
約3兆4900億円

MOP：マカオパカタ(1MOP = 約15円)

【減少の背景】
中国の習近平指導部が進める反腐敗・汚職
摘発運動。VIP客のマカオへの渡航意欲減退
とマネーロンダリングへの規制強化。

マカオのカジノ売上高
カジノ情報サイト「カジノル」より



「風営法第23条第1項第1号及び同項第2号は、
『現金又は有価証券を賞品として提供すること』 及び 『客に提供した賞品を買い取
ること』を、ぱちんこ営業者の禁止行為として規定している。これは、このような行為
が行われれば、遊技の結果が直ちに現金の獲得につながることになり、著しく客の
射幸心をそそるおそれがあるからである」

2012年（平成24年）7月13日
警察庁・生活安全局保安課長名
各管区警察局広域調整担当部長・警視庁生活安全部長・各道府県警察（方面）本部長宛

「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律違反の取締り等の徹底について」

ギャンブル依存症536万人 / 大半はパチンコ
（H25.8.21発表 厚生労働省科学研究 / 5年に１回）

通達発出

現にそうなっている！



【パチンコ店の禁止事項】
風俗営業法第23条により、遊技場営業者に以下のことを禁止している。

1.現金又は有価証券を賞品として提供すること
2.客に提供した賞品を買い取ること（いわゆる「自社買い」）
3.遊技の用に供する遊技球等を客に営業所外に持ち出させ
ること
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に
発行すること

※三店方式のオリジナル・大阪府の大阪方式は、景品換金業務を大阪身障者未亡人福祉事業協会に委託。未亡人や障害者などに雇用を提供して社会貢献に寄与、と主張。

ギャンブル依存症対策は、
パチンコの「特殊景品」・「三店方式」の廃止しかない！

●パチンコ参加人口 1070万人
●パチンコホール貸玉量 23兆2290億円（2015年 / レジャー白書2016）
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客

限りなくブラックな、「特殊景品」と「三店方式」

遊技場営業者＝パチンコ店
①客は特殊景品を受け取る

景品交換所
（古物商）

②客は特殊景品を換金

景品問屋
③交換所から景品を買取り

パチンコ店に卸す

特殊景品

代金

古物営業法により、
1万円以上の換金は、客の確認（同法15条1項）、帳簿等への記載（同法16
条）が必要だが、同法15条2項により1万円未満の取引はその必要がない。

1万円未満の換金を
複数の客と行ったこと
にして免れている！

特殊景品

特殊景品 代金



パチンコ＝遊技の結果が直ちに現金の獲得につながる＝違法行為

2012年（平成24年）7月13日
警察庁・生活安全局保安課長名
各管区警察局広域調整担当部長・警視庁生活安全部長・各道府県警察（方面）本部長宛

「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律違反の取締り等の徹底について」

通達発出

通達の内容：ぱちんこ営業者の禁止行為 （風営法第23条第1項第1号及び同項第2号で規定）

●現金又は有価証券を賞品として提供すること
●客に提供した賞品を買い取ること

理由：このような行為が行われれば、遊技の結果が直ちに現金の獲得につながるこ
とになり、著しく客の射幸心をそそるおそれがある。

パチンコ店は事実上の賭博場開帳であり、違法行為である！

違法行為



カジノ推進は、トランプ対策？

2016年11月17日会談

安倍総理 vs トランプ次期大統領

●ラスベガス・サンズの
アデルソン会長は、大統領選で
トランプ氏の政治資金団体に
約27億円を寄付

●「大統領就任式典」（2017.1.20）の
20人の運営委員にはアデルソン会長他
フィル・ラフィン、スティーブ・ウィンの2
人のカジノ経営者も

官邸HPより



MGMリゾーツ
日本ではカジノを含む統合型リゾートに関する研究・検討が進め
られています。私たちは当社の企業哲学を守りながら、市場を熟
知した日本の企業とパートナーシップを結び、次世代のリゾート
開発を共に描いていきたいと考えています・・・

MGM リゾーツ・インターナショナル 会長 兼 最高経営責任者
ジェームス・ムーレン

ラスベガス・サンズ
LサンズHP「サンズストーリー」
2016年には、ラスベガス・サンズによるマカオで4つ目の
施設 「ザ・パリジャン」が、「マカオを変える」というアデル
ソンの構想の総決算としてオープンします。
その次は…いよいよ日本かもしれません。

会長兼CEO シェルドン・アデルソン

標的は日本！二大胴元

MGM-HP「CEOメッセージ」より

DIAMOND ONLINEより

ロイターよりWSJより

日本でカジノ解禁とな
れば、1兆円投資する！

私も、1兆円投資できる！



今後4年間で、500億ドルの投資
と5万人の新規雇用創出

2016.12.6トランプ次期大統領＆孫正義氏会談

仲
介
役

L・サンズ アデルソン会長

紹介しよう。日本
のソフトバンクの
マサだ。彼は本
当に偉大な男だ。

アデルソン氏は1995年、IT関連
の展示場を、約９７０億円でソフ
トバンクに売却。それを元手にカ
ジノビジネスを始め大成功。１４
年２月に来日した際、日本での
カジノ進出に意欲を示し、「提携
先は孫氏のようなリスクテー
カー（失敗を恐れない勝負師）がいい」
と称賛。

ソフトバンクの米国における投資計画を確約



ＨＩＳ
傘下の長崎県ハウステンボ
スへの誘致を表明。
澤田秀雄社長は、日本初の
ＩＲ設置を目指している。

セガサミー
2017年上半期・完工予定韓国カジノ複合リゾート「パラダイスシティ」
・2014.11.20着工韓国カジノ最大手パラダイスグループとセガサミーホールディングスの合弁
・仁川（いんちょん）国際空港に隣接し、東京ドーム4個分以上（20万㎡） / 約1,380億円を投じる
・出資比率：パラダイス55％、セガサミー45％
◆IRのノウハウを習得したい。
◆2012年、宮崎のフェニックス・シーガイア・リゾートを買収。ＩＲを誘致する構想を発表済。

日本の胴元は、セガサミー
代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO 兼 COO 里見治（はじめ）

里見総帥

娘婿は、
鈴木隼人 自民党衆議院議員

披露宴（2013.9.16）には安倍総理も！

元経済産業省課長補佐
東京ブロック比例代表選出



韓国人が入れる唯一のカジノ江原（カンウォン）ランド周辺
ATM・質屋（自動車・不動産なんでもOK）が乱立！

韓国のカジノ 29ヶ所（2016年3月現在）
→供給過剰で倒産ラッシュも間近？

●アメリカ東海岸アトランティックシティ
→倒産が相次ぎ、ゴーストタウン化
トランプ・タージマハールも閑散・・・

「大阪民主新報」2014.7.6

暴力団は「カジノ金融」（貸金）への進出を狙う！

韓国：2ヶ月続けて15回カジノに
入ると「賭博中毒センター」で指
導を受けることを義務付けている
（1年間で約1万人）



申立人（ラスベガス・サンズ、MGMリゾーツ）と被申立人（日本政府）は
協議及び交渉をしなければならない。

仲裁は、投資紛争解決国際センターICSID（世界銀行が設立）。

TPPのISDS条項（投資家対国家の紛争処理）
第9章・投資の第B節・投資家と国との間の紛争解決

ISDS（Investor-State Dispute Settlement）

●所在地は米国のワシントンD.C.
●仲裁人は3名

※両当事者が1名ずつ任命し、仲裁裁判所での長となる第3の仲裁人は、
原則として、両当事者の合意又は2名の仲裁人の合意で任命

政権交代となり、カジノ禁止・規制強化となれば

日本政府は、合せて数兆円の損害賠償請求される！

日米二国間協定でも！



カジノは百害あって一利なし！

Thank you !!


