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第 59 回 PCSA 公開経営勉強会
発言録

＜主催＞
一 般 社 団 法 人 パチンコ・チェーンストア協 会
＜後援＞
一般社団法人日本遊技関連事業協会
一般社団法人日本遊技産業経営者同友会
一般社団法人余暇環境整備推進協議会

開催日：平成２９年２月２０日（月）
時 間：午後３時３０分～６時１５分
会 場：ＴＫＰガーデンシティプレミアム神保町
３階「プレミアム ボールルーム」

＜スケジュール＞
開会挨拶 午後３時３０分

第１部

森 治彦 副代表理事

午後３時３０分～４時３０分 （６０分）

＜講演＞

『ＩＲ整備推進法とパチンコ・パチスロ依存問題』
：西村 直之様
認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事

講師

休憩

午後４時３０分～午後４時４５分（１５分）

第２部

午後４時４５分～午後６時１５分（９０分）

＜シンポジウム＞

『カジノ到来時代に パチンコ・パチスロ依存問題に
遊技業界は何をすべきか？』
コーディネイター

：藤田
宏 様
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

シンポジスト

：西村 直之 様
認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事

シンポジスト

：木曽
崇 様
株式会社国際カジノ研究所 所長

シンポジスト

：力武 一郎 様
株式会社セントラルカンパニー 代表取締役社長

シンポジスト

：吉村 泰彦 様
JCM システムズ株式会社 代表取締役社長

閉会挨拶 午後６時１５分

加藤 英則 副代表理事
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＜プロフィール＞

西村 直之 様

（にしむら なおゆき）

認定特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事
精神科医（医療法人卯の会新垣病院、日本精神神経学会認定専門医、医学博士）
NPO 法人ワンデーポート 理事
沖縄ダルク 理事
龍谷大学矯正・保護研究センター 研究員
公益財団法人日工組社会安全研究財団 パチンコ依存問題研究会 研究員
那覇少年鑑別所 嘱託医
2006 年全日遊連と協働し RSN を設立し、代表理事を務める。薬物やギャンブルに問
題がある人の当事者活動を支援。

皆さん、 初めてお会いする方も、 すでに顔を見知っていただいている方もいらっしゃると思いますが、 本日はこれ
から１時間ほど、 この 「ＩＲ整備推進法とパチンコ ・ パチスロ依存問題」 ということでお話をさせていただきます。
「ＩＲ推進法」、 カジノ法案が１２月の年末に急きょ成立しまして、 この問題で、 いま、 実際、 現場のみなさんがど
の程度この影響を感じていらっしゃるかは、 私は定かではないですが、 ほとんど１２月の年末から本日まで、 私の方
は本業ではないこの活動になぜかほぼ振り回され続けているという状態です。 実際かなり政治的な部分で大きな動き
になっております。 これが３月４月５月というこの年度が変わると同時に遊技業界の現場に直接影響が出てくるという
ことは明らかな状況となっております。 今日はまず、カジノの話はパチンコと違うしね、とまだ思われている方もいらっしゃ
ると思いますが、 そのことも含めて少し話をしていきたいと思います。
まず、 これはご存知の方は今更というところでしょうが、 「ＩＲ整備推進法」 というのがどのような経緯でできたかとい
うと、 ２０１６年昨年１２月１５日に 「ＩＲ整備推進法」 が成立、 ２６日に交付、 即日施行されました。 この法律は 「整
備推進法」 なので、 これから１年以内を目途に 「ＩＲ実施法案」 が策定されて国会に提出されます。 早ければ秋の
国会に出てくるというふうに言われております。 それでこの「ＩＲ実施法案」はあくまでもＩＲの法律なのですが、これに伴っ
て 「ギャンブル等依存症対策基本法」 というのが近く国会に出される予定となっています。 これは３月の次の国会で
出てくるはずです。 ご存知だと思いますが、 もう既に維新の会がこの対策案のたたき台を出してきています。 この 「Ｉ
Ｒ整備推進法」 というのはそもそもこういうかたちでＩＲを作っていきましょうという大雑把なロードマップを示している法
律に本来は過ぎなかったのですが、 この１２月１５日の成立の議論で、 可決条件として付帯決議がつきました。 この
付帯決議を見ると、 ここにある通り （Ｒ -02 ＩＲ整備推進法成立と付帯結決議） 「ギャンブル等依存症患者への対
策の抜本的強化」、 それから 「ギャンブル等依存症の実態把握の体制を整備と、 原因を把握 ・ 分析」、 「ギャンブ
ル等依存症患者の相談体制や臨床医療体制を強化」、 「ギャンブル等依存症に関する教育上の取り組みの整備」、
この次が非常に大事なところで、 「カジノにとどまらず他のギャンブル ・ 遊技等に起因する依存症を含め、 ギャンブル
等依存症対策に関する国の取組を抜本的に強化するため、 ギャンブル等依存症に総合的に対処するための仕組 ・
体制を設けるとともに、 関係省庁が十分連携して包括的な取組みを構築し、 強化すること。」 さらに 「このために十
分な予算を確保すること」 という付帯決議がなされることで今回成立しています。 この動きはかなり新聞で出ていた
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ので皆さんもかなりご存知かと思います。
カジノの話ではありますが、 「他のギャンブル」 このな
かに 「パチンコ遊技等」 というかたちでパチンコが明確
に対象とされるということが書かれているということは非
常に重要な点です。 先ほどの 「ギャンブル等依存症対
策基本法」 というのが出来る前に、 付帯決議を受けて
既に２０１６年１２月２７日に厚生労働省は 「依存症対
策推進本部」 というものを立ち上げています。 本部長
は厚生労働省の大臣、 塩崎恭久厚生労働省大臣で
す。 初会合が開かれてこのなかでこのような方針が示
されています。 （Ｒ -03 依存症対策推進本部）
一つは、 厚生労働大臣が本部長となり、 ギャンブル、
アルコール、薬物の３分野について、それぞれ省内チー
ムをつくり具体的な対策を協議する、 ざっくり言うとアル
コール ・ ギャンブルは厚生労働省、 薬物は法務省と共
同でやるということになりました。 依存症対策推進本部
という名前ですが、 中では一括されないというちょっと不
思議なことが起こっています。 これは、 とても大事なと
ころで、 今回のように依存の問題が出てきたときに厚生
労働省が対策本部をつくるというと当たり前のように思い
ますが、 これは厚生労働省の行政上初めてのことです。
悲惨な飲酒運転で死亡事故が相次いで飲酒運転が厳罰化されたことは皆さんご存知だと思います。 今どこに行って
も飲んだら乗るなの掛け声だけでなく、 罰則、 代行利用、 そういうものをどんどん広げていって、 とにかく飲んだら絶
対運転してはダメですと、 違反罰金は１００万円まで上がっています。 その飲酒運転の問題が世の中で、 だいたい
１０年位前からかなり大きな動きになっていて、 その結果、 「アルコール健康対策基本法」 というものが、 平成２５年
１２月に制定されています。 これがたぶん今回の 「ギャンブル等依存症対策基本法」 のたたき台になる法律です。
けれどこの法律はアルコール依存症とは書いていません。 「アルコール健康障害対策基本法」 という名前で、 超党
派の議員で作られました。 危険ドラッグとか覚せい剤の問題というのがこの数年かなり問題になりました。 これに対し
ても国・厚生労働省が一応依存症の対策をしています。 ただし、これだけの問題があっても厚生労働省のなかに 「依
存症対策推進本部」 というようなものがつくられた経緯は一度もないのです。 アルコール対策に関しては、 「アルコー
ル健康障害対策基本法」 というのが平成２５年に策定されましたが、 成立時の主管は内閣府で、 厚生労働省がそ
の主管になるのを嫌がったという経緯があります。 そのためにある意味、 たなざらし法案と言われて、 現場になかな
かこの問題がおりてこない状態が未だに続いています。
今回は、 このカジノの話が決まった瞬間に厚生労働省が手を挙げました。 で、 今年、 ５億４千万円の予算がつい
て動き出しました。 これを私が良いとか、 悪いとか言っているわけではなくて、 この動きが未だかつてない、 なんとな
く今までは世論で問題になったら依存対策をしましょう、 そのことが場合によっては警察の取締りの厳罰化でも、 法務
省の対策でも、 厚生労働省の対策でもまぁとにかく何とか社会がある程度落ち着けば良いでしょうというそういう折り合
いのなかで行われてきたのが、 今回、 まだ存在していない国内カジノの問題に対しては、 国内カジノのいわゆるギャ
ンブル依存症という人が一人もいない段階に既に依存対策が行われ始めるという、 これは日本の国策上初めてのこ
となのです。
まだ影も形もない国内のカジノ問題とか、 実態が良くわかっていないいわゆるギャンブル依存症の対策というのがこ
れだけのスピードで動き出したということは、 やはり、 良い悪いではなくて皆さんが今まで知っている依存症の話、 皆さ
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（Ｒ -02 ＩＲ整備推進法成立と付帯結決議）

（Ｒ -03 依存症対策推進本部）
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んがなんとなく思っている世の中のリスク対策という、 国がいままでとってきたものとはちょっと次元が違うことが動き出
したのだということを、 やはり知っておかなければなりません。 内容としてはそれほど特殊なことは書いていません。 依
存症の予防 ・ 治療の対策等々いろいろな包括的な対策を議論するとか、 もっと言えば推進本部をつくった後に有病
率の調査をする、 というのはよく考えたらおかしな話です。 病気があるか、 ないか、 どの程度あるかわからないのに
対策本部が先に出来るというは本来変な話です。 普通は、 世の中にこれだけ大変な問題があるから対策しましょうと
いうのが健康対策ですよね。 しかし対策は動き出しました。 つまりそれくらいこれはある意味、特殊な状況がいま起こっ
ているということだということを知っていただきたい。
更に、 いままで５３６万人という、 いわゆるギャンブル依存症の数が出ていましたが、 これについては都市部を中
心に有病率推計調査を現在行っていまして、 ２０１６年中に公表することになっています。 今後は厚生労働省の対
策はこの数値がたぶん基準値になってくると思います。
私は本業は医者ですし、 厚生労働省の批判をしているわけではないのですが、 厚生労働省の対策で依存症、 依
存症と言われたときにみなさんにはやはり戸惑いがあると思います。 それは当然と言えば当然で、 今回、 「ギャンブ
ル等依存症」 が言う 「依存症」 とは一体何か、 と言うことがわからないからなのです。 有病率もはっきりわかってい
ないこの 「依存症」 の定義は、 厚生労働省のホームページの 「依存症対策」 のなかにあります。 「依存症」 の定
義というのはここにとても難しく書いてあるのですが （Ｒ -04 厚生労働省の考え方の基本 （1））、 下の２行、 「依存
症候群の中心となる記述的特徴は、 精神作用物質、 アルコールあるいはタバコを使用したいという欲望である。」 つ
まり、 もともと物質、 アルコールとか薬物とか身体の外から何か物、 依存性の薬物を入れていくことで、 起こってくる
というものを中心に考えたものを基本にして 「依存症」 は考えられています。 この定義は、 １９９３年にＷＨＯが定義
した 「ＩＣＤ - １０」 の診断基準を未だに踏襲しています。 しかし、 この 「ＩＣＤ－１０」 は現在、 改訂作業中で、 カジ
ノができる頃には、 「ＩＣＤ－１０」 もこの依存症の病名も無くなっていることは間違いないと思います。 「ＩＣＤ - １１」 で
は既にこの概念は消えるはずです。 これに先行して２０１３年に改訂された 「ＤＳＭ - ５」 というアメリカの精神医学会
の疾病分類基準があるのですが、 この 「ＤＳＭ - ５」 というのは既にギャンブルだけではなくて、 アルコール、 薬物
を含めて 「依存症」 という用語は消滅しています。 実は、 「依存症」 という病名自体が医学的にはもうないのです。
この話をし始めるとこれだけで１時間位になってしまうので、 ちょっとこれは端折りますが、 つまり 「依存症対策本部」
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（Ｒ -04 厚生労働省の考え方の基本 （1））

（Ｒ -05 厚生労働省の考え方の基本 （2））
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というのが出来たのはいいのですが、 それがどうもこの 「依存症」 の概念が少なくとも１９９３年以前の概念を土台に
始まっているという状態になっています。
（Ｒ -05 厚生労働省の考え方の基本 （2）） 厚生労働省はギャンブルについては、「いわゆる、ギャンブル依存症」、
今回、「ギャンブル等依存症」、「ギャンブル依存症」 と言っていますが、厚生労働省は 「病的賭博」 というかたちでホー
ムページに載せてあります。 ここは時間の関係で中身は端折りますが、 これも、 ２０１３年の時点ではＤＳＭ - ５には
「病的賭博」 という言葉も、 「ギャンブル依存症」 という用語も、 もう存在していません。 代わりに 「ギャンブリング障
害」 という日本語に訳すと 「ギャンブル障害」 となっていますが、「Gambling disorders」 という用語が出てきています。
ただしこれと、 「病的賭博」 は一部一致しますが、 一緒の内容ではありません。
厚生労働省のやらなければいけないことというのは実はたくさんありまして、 最大の問題は高齢化問題、 それから
医療費の抑制、 認知症の対策です。 いままで、 ギャンブルの問題は、 医療現場で問題なったことは一度もありませ
ん。 間違いなくアルコール依存症の人の方が、 ギャンブルの問題の人よりもたくさん病院に来ていますし、 薬物の問
題の人たちの方がたくさん来ているわけで、 実際、 あまり医療現場でそれほど問題になってこなかったのです。 だか
ら、 あまりこのことについて厚生労働省が新しい概念に切り替えていく必要性がたぶんなかったのだと思います。 ない
ままこういう事態が起きたので、 新しい言葉を使うというよりはそのままの従来の対策を持ち込んできたという、 まぁ、
状況的にはそういうものだろうなというふうに思います。
私が今回頭を抱えている問題というのは、 基本的な用語が定まっていないまま、 これが過去の話だったらいいの
ですが、 いまから起こる問題を対策していくときに、 依存症をどうにかしろと言われても、 何なのかわからないのです。
医者の私でもそうなっているのです。 例えが良いかどうかわかりませんが、 日本で昔から、 獏とか麒麟とか想像上の
生き物がいます。 今からそれを捕まえてこいと言われても、 現実の動物園からバクとかキリンを捕まえたらこれではな
いよという話が起きる。同じ言葉だけれど言っている概念がずれてしまっているという事態が起きている。これはやはり、
見切り発車と言うしかないのだろうと思います。 このことは医学、 医療の未来的な問題にも禍根を残すかもしれないと
いうことを、 私たちは懸念しています。 だからここで 「ギャンブル依存症」 とはこういうもので、 こういう対策をすべき
だということを敢えて言えないのは、むしろこの言葉の概念にあまり引っ張られずにいたほうが良いと思うからです。 「依
存症」 という言葉にどうしても…、 遊技業界の方というのはとても不思議なところがあって、 行政が 「依存症対策を
しろ」 と言うと、 「依存症対策をしました」 と答えないと、 一語一句間違えずに答えないといけないという強迫観念に
襲われるところがあって、 私はかなり病的だと思っているのですよね。 言っているのは 「依存症」 という 「言葉の対
策」 をしました、 ということではなくて、 パチンコのユーザーに起こってくるリスク又は社会的な問題をどのように対策し
て、 社会の不安を無くすかであって、 そこを十分読み替えが出来れば良いのだけれど、 お国がこの対策をしろと言っ
たら、 一語一句その対策をしましたと返答しないといけないという感じになってしまいがちです。 敢えてこの話をしたの
はこれから先、 遊技業界がやらなければいけないのは 「ギャンブル依存症対策」 というその言葉にまずあまり振り回
されないことだと思います。 依存症があるか、 ないか、 とかではなくて、 それよりもパチンコの周辺で起こってくる、 こ
れによって起きる社会の不安、 健康の障害をどう対策していくか、 というもっとユーザーの、 又はそのパチンコのユー
ザーのまわりにいる人たちの健康という視点からしっかり考えていくことが非常に大事なのだと思います。
でも、 そうは言っても法律が出てきているので、 その骨格を見てみましょう。 （Ｒ -06 ギャンブル依存症対策法案
の骨子予想） これは、 日本維新の会の案と 「アルコール健康障害基本対策法案」 を参考にしています。 日本維
新の会の案は 「アルコール健康障害基本対策法」 がベースになっています。 「アルコール依存症」 ではないので
すね。 不思議ですよね、 用語が使い分けられてしまっていて。 これがアルコール健康障害だったら 「ギャンブル健
康障害」 でもいいのではないかと思いますが、 そうはならないところがやはり、 今回の対策法は如何に対世論なのか
と思うところです。 これはその通りになるかどうかわかりませんが、 ただ、 ここで大事なのは、 ３つ目に書いてある 「責
務」 の部分だと思います。 「国、 地方公共団体、 ギャンブル等関連事業者、 国民、 医師等の責務を規定」、 たぶ
んこれはいままで、 「アルコール…」 では 「努力義務」 と書いてありました。 同じような内容ですが、 これが 「責務」
になります。 ただし、この 「責務」 というのは、「アルコール等…」 であれば、単純に行政の指導とかがあるのですが、
7
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（Ｒ -06 ギャンブル依存症対策法案の骨子予想）

（Ｒ -07 これらの法律の施行で何が変わるのか）
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遊技業界の場合は、 これが風営法との関係もありますので、 「指導、 罰則、 規制」 というかたちで発展することが出
来る。
それから、 もう一つは、 「基本的政策」 のところに、 「事業実施の方法」 というのがあります。 「ギャンブル等関連
事業者の事業実施の方法…」 たぶんこれは盛り込まれるだろうと、 「… （広告宣伝、 入場管理等） について自主
的取組を尊重しつつ…」 これは維新の会が書いたので本当にこうなるかどうかはわかりません。 「…ギャンブル等依
存症の予防等に配慮」 と書いていますが、 これもそれで済むかどうかわかりません。 いずれにしても、 既に警察庁
の担当の方ともお会いして少しお話しを聞いた感じでは、 やはり 「入場管理」 に関してはもうかなり積極的に考えてい
るという感じです。
更にもう一つ、 大きく変わってくるのはメンバーです。 「内閣府、 総務省、 法務省、 文部科学省、 厚生労働省、
農林水産省、 経済産業省、 国土交通省、 警察庁、 その他関係行政機関の職員」 となっていますので、 これはよ
く見ると、 文部科学省はスポーツくじでこれはある意味国際的に言えばギャンブルの胴元ですね、 農林水産省、 国
土交通省もそうですね。 警察庁は管轄というかたちなので、 そういうふうに他省庁はこれに対して関わっていくという
ことがわかっています。
それでこのような法律の成立でなにが変わるかということをちょっと考えたいと思います。 （Ｒ -07 これらの法律の
施行で何が変わるのか） 私がこんなことを言って良いのかどうかわかりませんが、 今回この話をしないと進まないの
で…、 風営法というのがやはり遊技業界と警察庁の間をしっかり繋いでいて、 警察庁は風営法によって遊技業界を
しっかり管理監督している。 指導通達等でしっかり管理して、 それに対して遊技業界は法令を遵守して、 自主規制
で対応するということをされてきた、 ということがあります。 表現に関してはご容赦いただきたいですが、 これはいまま
でのかたちというのは風営法を遵守しておけばそれ以上のことについて、 法的に何かを問われるということはない、 と
いう構造があったわけですね。 風営法の目的というのは、 「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、 及び少年の健
全な育成に障害を及ぼす行為を防止する。」 というこれが基本で、 このなかには、 具体的なことが書いてありません。
つまり、 防止するのだけれど、 結果として何か起きたときに、 それをどうしろということはないわけです。 そうするとの
めり込みとか依存の問題のような後での結果で、 参加者の一部の人たちに起こってくるような事柄については、 直接
風営法のなかでどうしろ、 こうしろ、 というふうに書いてはありません。 風営法というのは、 基本的には事後法律なの
ですよね、 水道の蛇口のようなもので、 何か問題が起きて世の中が、 これどうも度が過ぎているぞと思うと、 これを
ちょっとダメですよと絞りなさいと、 その現状を見ながら調節していくというやり方で、 あと何か問題が起きたらその程度
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（Ｒ -08 これからは ・ ・ ・ ・ ・ ）

（Ｒ -09 ＩＲ整備推進法による行政の枠組み変化）
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を実際に状況を見ながら、 世論の反応を見ながら少し水道の蛇口を閉めていくというやり方でやってきた。 あまりにも
過度に閉まると世の中そこまで求めていなさそうということであれば少し開いてくれる、 そういうようなことを繰り返してき
た。 警察庁の方にも、 「風営法というのは基本的に事後法律としてやってきましたよね」 と言ったら 「そうだ」 と言っ
ていましたので、 やはりそういう解釈でいいのだと思います。 つまり後追いなのです。 だから結果やはり警察庁と遊技
業界が社会的な折り合いがみつかるところである程度調整が効いてくる、 逆に、 社会があまり問題に感じていなけれ
ば、 結構危ないリスクが高いような機械とか営業の仕方をしていても見逃されてきたという側面もあるわけですね。 そ
れは風営法で規制されていないから良いではないか、 という一言で、 本当にそれがどの程度お客様にリスクを与えて
いるかということはあまり規制されなければそれで良いというところでやってきてしまったという好ましくない側面を生んで
きたように思います。 これの良し悪しについては私はまぁ……
もう一つ大きなことは賭博法を回避するということです。 賭博ではないということをやるために、 射幸心を著しく煽る
な、 ということをやってきた。 ところが、 これから 「ギャンブル等依存症対策基本法」 というのが出てくると、 スキー
ムが変わってしまいます。 つまり、 遊技業界は 「ギャンブル等依存症対策基本法」 と 「風営法」 の二つの法律に
よって監視されるということになります。 いままでは、 世論が警察に言って、 警察がそのことを受け止めて風営法のな
かで若干の拡大の部分があったりもするかもしれないですが、 遊技業界に対して、 これはちょっとどうにかしなさいと、
どうにかできないとちょっとこれは規制したり通達出しますよというようなかたちで、 ある程度まず自分たちで何とかしま
せんか、 というようなことを言ってきた。 遊技業界は自主対策案を作っていく、 それに対してそれをちゃんと遵守する
か、自分たちなりの規制をするか、というやり方でやってきて、まぁよっぽどでないと賭博法の違反に引っかからないし、
そこに抵触しないとあまり大きな強力な行政処分を出してこなかったケースがたくさんあります。 しかし、 今度は２つの
法律になると、 先ほどたくさんの省庁が絡んでいるので、 国民世論の意見というのに対して、 警察庁がどう受け止め
るだけではなく、 他の省庁、 国、 それを取り巻く自治体の人たちがどう考えるか、 ということによって、 いろんな意見
が直接遊技業界にやってきたり、 他の省庁から自治体に行ったり、 警察庁に行ったり、 その結果として対策の主導で、
つまり依存対策が出来ているか、 という視点で監視されます。 そしてその対策が義務になります。 これは自主努力
ではなくて成果が求められます。
（Ｒ -08 これからは ・ ・ ・ ・ ・ ） そしてこの対策法は先ほどちょっと簡単に説明しましたが、 予防法です。 ギャ
ンブル等依
存症を予防
しろというこ
と。 つまりこ
れは事前法
律 で す。 い
ままでみた
いに起こっ
てからちょっ
と蛇口を閉
め れば良
いということ
ではなくて、
起こっては
ダメなんで
す ね。 つま
り起こらない
ということを
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（Ｒ -10 ＩＲ整備推進法による行政の枠組みの変化）

（Ｒ -11 パチンコ ・ パチスロ業界が直面すること）
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証明しないと、 起こらないような対策が出来ていて、 実際、 数値がそれによって証明できているということが必要に
なるわけです。 これは、 いままでやってきたもので例えば、 射幸性が高すぎるから遊技機の性能を落としますというこ
とを言いました。 それで、 実際世の中でどれくらい依存問題のリスクが減ったのですか？これはだれも答えられないで
すよね。 結果、 何が起こっているかというと、 お客様が離れたという…、 それは依存問題を解決したのですか、 単
にお客様が離れたというだけではないですか。 そういうふうに実はなにも実証されていません。 こういうことが今後、 ど
んなかたちであれ、 何かの対策のときに、 ではこれで対策したら何が改善したのか、 というのが求められてくる。 こう
いうことが証明できず、 社会の不安が続くと、 今後この対策のなかに、 先ほどちょっと触れましたが、 自治体の予防
対策の責務を負うので、 これに不安を持つ自治体は条例をつくれます。 条例というのは結構簡単につくれます。 営
業時間を規制することもできます。 それからいろいろな条件付け、 出店の条件付け、 いろいろなことを言うことができ
ます。 つまり、いままでは風営法の枠組みでは、まぁ警察で営業認可降りていれば良いでしょう、これがそうではなくて、
条例によって営業そのものがアウトになる自治体も出てくる可能性が出てくる、 こういう根拠法になりうるということです。
これはやはりすごく大きな問題ではないかと思います。
これは先ほど言ったこれまでの部分の簡単なまとめです。 （Ｒ -09 ＩＲ整備推進法による行政の枠組み変化） こ
れまでのものは、 機械性能とか射幸心を煽る営業とか不正の規制が本来、 骨格にあって、 依存問題というのは射
幸心を煽ることによって生じる可能性がある現象なのです。 現象そのものなので、 風営法そのものでは指導 ・ 規制
の対象にあまり馴染みにくい、 ゆえに現在まで遊技業界は自主的対策を求められてきました。 警察が新年の講話と
かでリカバリーサポート ・ ネットワークを支援しなさいというのは不思議な話です、 ＮＰＯを警察が支援しろと言うのは。
遊技業界が作ったのだけれど…。 そういうことが起こってくるのは、 やはり何らかの対策を自主的にやってくださいとい
うのが、風営法の枠のなかの依存問題の考え方にある。 そして、未成年対策とか地域社会への影響対策というのは、
基本的には指導とか業界への要請のなかで行われてきている。 しかも法文のなかに 「依存」、 「射幸心」、 「入場管
理」、 「広告規制」 等の用語は一切明記されてこなかった、 つまりそれはあくまでも、 これが射幸心を煽るというのに
引っかかっているかもしれないから気をつけなさいよ、 あまりやりなさんなよという、 なんとなく相対的なコントロールで
やられてきた。
（Ｒ -10 ＩＲ整備推進法による行政の枠組み変化） これがこれからは、 機械性能と営業の在り方そのものについ
て強い指導とか要請が行われて、これは規則、処罰というかたちにまで、いままでよりも敷居がかなりひくくなるだろうと、
そして依存問題は、 風営法・依存症対策法の 2 つの法律によって管理・監督されるでしょう。 そして、 未成年対策、
地域社会への影響対策への予防義務というのは責務に書かれるわけですから、 当然、 これに関しては何らかのペ
ナルティが発生する可能性があります。 そして、いま言ったように、自治体の条例による営業規制が容易になるでしょ
う。 それで、 法文のなかに、 先ほどの付帯決議で、 明確に出てくる。 「依存」、 「射幸心」、 「入場管理」、 「広告規
制」 等の用語が明記され、責務となる、これは間違いなく、更に法的な管理・監督が強まっていくのだろうと思います。
つまり、 一回出来てしまったら、 あとでちょっとそれ、 なんとかなりませんか、 というようなことはできなくなってしまうと
いうことです。 より強い方向にはいっても、 より軽い方向にはいかない。
（Ｒ -11 パチンコ・パチスロ業界が直面すること） このことで、 遊技業界がどのようなことに直面するのかと言えば、
先ほどのことの繰り返しになりますが、 まず 2 つの法律の遵守が強く求められます。 それから、 風営法には明記され
ていなかった 「依存問題」 が自主的対策の水準から、行政から明確な成果を求められる責務となります。 場合によっ
ては風営法の一部改正で、 依存問題なり、 社会に対する負の影響に対する防止義務みたいなものがそのなかに書
き込まれる可能性がないでもないと思います。
それから 「未成年の問題発生の防止に強い対策が求められる」 これは、 何故そういうことなのかと言うと、 これ
は世界がそうだからです。 これは、 パチンコだろうが何だろうが、 煙草であろうが、 現在の主流はとにかく未成年の影
響をこの依存問題、 対象は何であれ、 排除しろというのが、 これが非常に強い基準になっています。 これはやはり、
日本の中がどうであれ、 世界から対策を求められている、 未成年の対策がどうなっているか、 ということは種類が何
であれ、 評価の基準になります。
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（Ｒ -12 （参考） 厚生労働省の依存問題対策の傾向）

（Ｒ -13 ＩＲの依存問題対策は…）
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それから、 遊技参加による健康への負の影響全般に対策が求められます。 「これは依存症じゃないからいいでは
ないか」、 というふうには収まってもらえない、 いろいろなことが起こってきて、 言いがかり的なものであってもパチンコ
のせいだと言われたら、 一応そうかと言って何か対策を出来るか出来ないか、 考えざるを得ない状況になる。
そして自治体が、 遊技店舗の営業を直接的に規制することが可能になってくる。 ここが厄介で、 世論が納得しな
ければ、 いままでは世論の納得というのは絶対にはっきりした意見として出てこなかった、 なんとなくここで落としどころ
でいいかなとうやむやになっていたのが、 世論が納得しなければ規制は更に強化されていく。 飲酒運転の罰金がい
きなり 100 万円になったりはしない。 途中で改正されて、 改正したけれどまだ問題が起きる、 まだこれではだめだ、
ではまだ……というかたちで厳罰化されていって免許の取り消し基準などがどんどん厳しくなって、 危険運転致死の
重罰化が一気に進んでいった、 特に、 法律による厳罰化は非常に目に見えるかたちとしてやりやすいので、 今後、
罰則がついたときにはいろいろなかたちの規制というのは極めて強化しやすいかたちになります。 アルコール対策では
お酒を飲んでいる人たちを減らせないので、 飲酒運転を減らすというのが社会に対する一つの成果なのです。 だから
その成果を出す方法として、 司法権限の強化というのが行われたわけです。 薬物に関して言うと、 捕まえても捕まえ
てもあまりにも刑務所を出た人の再犯率が薬物依存の人は多い、 だから、 厚生労働省ではなくて、 法務省が再犯
防止のために薬物依存の人の治療 ・ 教育をするという法律が、 監獄法の改正で行われている。 司法の力というの
が、 数値的には必ず関与してくるので、 これがいままであまり明確でなかったものが今後出てくると思います。 なぜな
ら、 警察庁が他の省庁から当たり前だけれど成果を求められるわけです。 当然、 遊技業界の内部事情というのは更
に考慮されにくい事情になると思います。 いや、 実際はこうなんだけれど…と言っても。 これまた考慮されにくいという
のは、 本当に大変な事態になると思います。
時間がおしていますので、 こちらは端折ります。 （Ｒ -12 （参考） 厚生労働省の依存問題対策の傾向）
（Ｒ -13 ＩＲの依存問題対策は…） それで、 ＩＲ依存問題対策とは結局何か？どんな概念でこれからこの数年間
進んでいくのか？と言うと、 基本は、 実際にギャンブル等依存症の人がどうなるか、 ではない。 何故かと言うと、 こ
れを言うと医者に怒られるが、 依存症だったら減らない、 薬物依存症の人とかアルコール依存症の人は何があって
も、 病院に入院していても酒をどこからか持ち込んで飲む人だし、 薬物依存の人はどこからか薬を持ってくる、 これを
以って依存症と言うので、 ちょっと啓発したとか、 ちょっと何か対策をしたらとカクンと落ちるのは本当は依存症ではな
いわけです。 だけれど、 世の中はむしろそういう人たちが、 今後カジノが出来ることによって増えてくる、 いまのパチン
コ業界、 そんな人がたくさんいるじゃないか、 と言う、 これは事実かどうかわからないけれど、 そういう思い込みのもと
で、 更にカジノが出来ることに対して不安があるわけです。 基本はこれが事実かどうかということよりも、 国民の不安
をどうやって下げるか、 ですよね。 それからもう一つの対策のなかで、 「未成年の健康問題」、 これをどうにかしない
と世界から非難を浴びます。 そうすると、 いまの時点ではカジノはないので、 既存のギャンブリング、 ギャンブリングと
いうのはパチンコも含めて全ての賭け事、 宝くじも含めてですが、 問題を持っている人をとにかく減らさないことには国
民の不安を軽減できない、 そのうえで新たな国内のギャンブラーの数、 これは問題があるかどうかは別です、 ギャン
ブルに参加する人をとりあえず一旦減らさないと、 そういうことを抑制しておかないとダメ。 だけど、 何を以ってギャン
ブラーとするのかというのが定義が曖昧なんです。 宝くじを買う人がたくさん増えても国内のギャンブラーの数が増え
たとは言わない、 たぶん、 ターゲットはやはりパチンコです。 直接参加だと人数が読めますから、 間接参加だと金額
しか読めないので、インターネットで購入とかするとわからないわけです。何人とはっきりわかるのは、パチンコの参加者。
参加者が一番補足出来るので、 やはりこの部分がターゲットになってくるでしょう。 つまり、 国はカジノが出来る前にと
にかく地ならしをしないといけない。 既にこれだけの対策をしてこれくらい減ったのだから、 もうカジノが出来ても、 この
対策はまた十分に役に立つから大丈夫でしょうということなので、 カジノ対策は既存ギャンブリングの抑制対策以外の
ものでも何でもない、 ということ。 つまりそのターゲットはいま遊技業界であるということが、 これがこの法律の現状の本
質です。
（Ｒ -14 シンガポール） シンガポールの実例ですが、 シンガポールというのはほぼ社会主義国家なので、 ガムを
発売禁止するということが出来るし、 エレベーターで用を足すとアンモニア感知器がついていて、 降りた瞬間、 警察
15
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に捕まる、 土地が少なくて高層ビルでエレベーター使うというのは非常に公共性が高いので、 そこで用を足す奴はけ
しからんと、 すぐ捕まって連れていかれる。 そのくらい国家の統制というのに国民も慣れている国。 2010 年にＩＲが開
業したのですが、 「病的ギャンブラー」 と 「問題ギャンブラー」 がそのとき 4％いたのが、 開業前に既に 3％を切っ
ていて、 2014 年で開業後になんと 0.7％になっている。 ということは、 これは依存症ではないのだろうな。 薬物とか
アルコールだと絶対こんな数値は出ませんから、 つまり、 やはり娯楽なのである程度ネガティブなキャンペーンとか対
策をがっちりやると、 結構、 短期的には…数値だけですけど効果は見えるんですね。 これがたぶんいま日本が目指
している一つのモデルじゃないかと思います。 つまりシンガポールがやったことを日本もやっているのだからいいだろう、
ということはこのくらいの数値を落とすのに最も手っ取り早いのは何かと言えば、 パチンコの遊技参加者をある程度落
としてしまう、 これがたぶん一番手っ取り早いだろうと思います。
（Ｒ -15 韓国） 韓国の場合。 日本はギャンブルでは大国だと言うが、韓国は実は 2008 年にカジノが出来たとき、
「問題ある人」 と 「中危険な人」 が 9.5％いる。 日本では問題性がある人をギャンブル依存症という言い方をしてい
るのだけれど、実際、536 万人という数値を韓国のデータにはめてみると、たぶんこの 「中危険性の人たち」 までがちょ
うど入ってきて日本の数値ととても近い感じになる。 この 「中危険」 の 7.2％という人たちがパチンコのヘビーユーザー
を含めているくらいの数値なのかもしれないですね。 2003 年に韓国人が入ることが出来るカジノが開設されるわけで
すが、 ここから対策を打ち始めます。 そうすると、 面白いことに全体として問題ある人たち徐々に減ってはいくのです
が、「中危険性」 の人は減っても、「問題性」 のある人はあまり減っていません。 全体合計したときには国内から 4％
以上の問題があるひとたちは減りました、 ということで効果があって社会的な問題ではないということになっているわけで
す。 こういうロジックで国民は納得する。
（Ｒ -16 既存ギャンブリングの抑制とは…） こう考えると既存ギャンブリングの抑制というのは、 最善は、 娯楽は
いまのまま、 又は参加者は増える、 娯楽産業、 パチンコだけでないレジャー産業 ・ 娯楽産業が発展しながら、 なお
かつ、娯楽参加者のなかの問題保有者が減っていく、というのが理想ですよね。 極端に言えば、パチンコに行く人が、
これから２千万人くらい増えて３千万人になったけれど、 問題を持っている人はいまよりも半分になったと言えばすごく
良いわけですよね。 だけど、 実施そういうふうには理想的にはならないです。 だから、 なかなか難しいので短期的に
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既存ギャンブルの問題を抑制しようとするとどうしてもこういうようなかたちがとられます。 「外的圧力」 で直接的なも
のとすれば、 機械性能を抑える、 営業時間を規制する、 入店規制を行う、 広告規制を行うなど、 これはまぁ風営
法でも依存対策法でも条例などでも国内ではできます。 更に、 間接的に、 学校教育とか問題啓発とかメディアのな
かでネガティブな部分をしっかり啓発していく、 そうするとやはりなかなか新しく参加していこうという人たちの気持ちが
萎えるわけで、 そうするとやはり全体としての参加者が落ちていくというようなかたちの流れがこれから続いていくことに
なるのではないかと思います。
（Ｒ -17 遊技参加人口、 遊技参加年齢分布） このいわゆるギャンブル依存症といわれる人たちが 536 万人と
言われた時点で、 この数値で見ればわかる通り参加者はもうどんどん減っています。 更に遊技参加年齢分布を見る
と、 17％程度なんですよね。 娯楽とか遊びというのは若い人が参加しなければその業界は衰退します。 これは依存
問題があろうが、 なかろうが、 遊技業界が抱えている致命的な構造的な問題だと思います。 つまり、 若いときに遊
ばなかったことを、 年を取って遊び始めるという比率は極めて低い。 若いときに遊んでいない人が、 いったん止めて
また年配になって遊ぶというのはあるのだけれど、 若いときにやっていないことを 40 代、 50 代からやり始める、 この
ようなことは特に男性ではほとんどないと言われています。 だから、 よく考えてみるとこれで若年対策を今後１０年か
けて巨額の投資をするとか、 依存問題対策をするというのはある意味、 パチンコ業界がやるのはナンセンスと言えば
ナンセンスです。
（Ｒ -18 遊技関連問題対策で将来的なギャンブリング問題は減少するのか？） 遊技の社会的リスクはどんどん
落ちていっていて、 これからカジノが出来上がってくる１０年後を考えたときに見れば、 むしろ、 本当に危険なのはイ
ンターネットのギャンブリングです。 確かに遊技人口が減少すれば見せかけ上、 問題ギャンブラーは一時的に離れ
ます。 これは、 お金がなくなった人とかは、 数年間とか、 パチンコの問題がある人たちは行動を止めてしまうこととい
うのはよく見られます。 だからかなり強力にプロモーションをすると数年間で入場率を減らすことは人工的に可能です。
ただし、 むしろこういうかたちで急激に業界が小さくなったときに、 これを一気に小さくすると何が起こるかと言うと、 そ
の間減った人たちの一部で若い人たち、 又はそれから中年位までの人たちの一角がインターネットギャンブリングと闇
カジノに移っていく危険性というのが非常に高いと思っています。 （かつて高射幸性遊技機が規制された後の） 一時
期診療現場で、 闇カジノに若い子たちが行っていてそちらで借金を背負っているケースというのが出てきた。 この子
たちは当たり前ですけど、 いきなり闇金です。 闇カジノから闇金、 そしてそこに危険ドラッグの販売が絡むというかなり
嫌な感じというのが、 暴力団を介在せずに、 まぁ裏ではひっついているのだけれど、 昔のように不良とか何とかという
集団でないのにそういうところに行っている人たちがでてきた。 そういう受け皿となる闇カジノがかなりあります。 闇カジ
ノの問題として４号機が流れていて、 相変わらず使われているという問題があります。 そういう意味では機械のトレサ
ビリティとか今後どうしていくかという問題はあるかと思います。 表面上の参加者数が減っても実際、 国内として問題
が軽症化したかどうか、 といえばかなり疑問があります。 かつて、 暴力団対策基本法が施行されて覚せい剤の取締
りがものすごく厳しくなり、 覚せい剤の営利販売に無期懲役が出るように国内で方が改正されて、 表面上は暴力団は
解体していきました。 その結果、 危険ドラッグが蔓延しました。 医療的には覚せい剤の依存の問題は減ったけれど、
全く別の問題が、 より対応が厄介なものが、 自動販売機レベルで買えるものが法の抜け穴で出てきて、 その実態が
把握できないという結構恐ろしい状態が生じ、 今度は別の法律で取り締まりに頼るしかなかった。 このようなことは未
だに多い。 これは暴力団対策基本法が良いか悪いかではないのです。 一つ強力に出元というのを抑えると一時的に
は良いのだけれど、 暗数になって凄い危険になっていく人たちがいる。 これは補足出来る問題保有者が減少すると
いう大変大きな問題を抱えます。 ただ、 国はいま、 この暗数部分に関してはやや片目をつぶっている感があります。
それで、 だからと言うことではないのですが、 遊技業界は頑張らないといけないのです、 苦しいけれど。 若い人た
ちが急激に遊技から離脱して、 遊びからぼこんと抜けてしまって、 どこか、 危険なところに行かないように、 何とか機
械を上手く入れ替えていきながら、 リスクを下げていきながら、 いま遊んでいる人たちを少しずついまのハイリスク状態
から下げていきながら、 安全に遊び続けてもらう、 離脱したあとも安全にやっていってもらえるようにここで知恵を絞ら
ないと自分たちも大変な目に合います。 社会にとっても結局リスクの多い、 かつて自分たちのユーザーだった人たち
19
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がよりリスクが高いところに
単に移行させるだけの対
策になりかねない。 そうい
うことが今回、 この法律の
なかで水面下で起こる危
険がある。 警察庁がどう
言うか、 自分たちがどう言
われたら何をするかと言う
従来の考え方があるのか
もしれないが、 ここは遊技
業界がいままで自分たち
が一緒にやってきたお客さ
んをどういうかたちで安全
にこの流れのなかで ラン
ディングさせていくかというのは極めて娯楽のプロとして大きな力を、 大きな責任を問われているのだと思います。
（Ｒ -19 遊技業界がやるべきことは…） なかなかすんなりやりにくいところではあるのですが、 遊技業界がやるべ
きというのは、 いまこういういろいろな状況はあるのだけれど、 やはり対行政ではなくて、 国民に届くメッセージとインパ
クト、 それから同時にお客さんにもちゃんと届くメッセージ、 面白くない人はもう去ってくださいとか、 金銭的にはちょっ
とあまり出なくなったからこっちならいいよ、 というだけではなくて、 こういう遊び方でもう少し遊んでもらえませんか、 と
いうそういう自分たちもいま変わっていこうとする、 だから、 そのあたりがやはりまだまだ努力が足りないと思います。 そ
して国民に見える取り組みにしないといけない、 ユーザーに見える取り組みにしないといけません。 そして、 結果、 国
民が認めないとダメです。 そして、 ユーザーが認めないとダメです。 それからやはり業界目線ではなくて、 国民の目
線で、 またユーザーの目線で、 迅速かつ目に見える対策の実施を考えないといけない。 ここを具体的に言いたいの
ですが、 いまそこはいろいろ政治的な動きがありますので、 あまり細かい項目をここで出すわけにはいかないので…。
国民に信頼されうる事実、 事実がないと信用してもらえない、 遊技業界が何を言っても。 それをちゃんと発信できる
システムを作らないとダメで、 それが出来ないと遊技業界が単に衰退して問題ユーザーが消滅するというそういう悲
しいところになってしまうのではないかなと思っています。
いろいろいま対策の案が、 私も出来るだけのことは協力をして作っておりますが、 今日みたいな考えで、 なんとな
くこれは言われたらしょうがないからやらなければいけない、 なかには去年、 釘の問題でもう大変だった、 もう今更何
かをやれと言われても…というのもあると思います。 去年もリカバリーサポート ・ ネットワークの電話相談件数が激減し
たんです。 わかっていたんです、皆、釘問題とかで大変でポスターなんて貼っている暇ないのだろうなと…。 で、今回、
ＩＲの話が出ました。 それでポスターの貼付を警察立ち入りするというふうに各都道府県に通達が出たのはご存知です
よね。 その瞬間、 電話相談の件数が倍増しました。 問題がある人が減っているわけではないのです。 結局、 ここ対
策のネックはホールなんです。 前線でお客さんに何があってもこのメッセージを伝えようと思うかどうか、 そこの視点
からもう一度取り組まないと、 やはりこの問題というのは、 結局、 滑って行ってそのなんかモヤモヤしたものが行政指
導というかたちで来て、 それに受け身になっていってしまう。 それでは、 娯楽産業というのは国民大衆のものには戻っ
ていかないのではないか。 だからこれは大変ですけど、 本当の意味でこれだけの血を流すというか痛みを伴ってもう
一度、 パチンコを国民の娯楽に戻せるかどうか、 たぶん、 最後のチャンスだと私は思っています。 このチャンスを逃
してしまうと、 そういう力がないものとして、 あとはただＩＲのつまにされるだけだと思います。 たぶんここが一つのターニ
ングポイントではないかと思いますので、 ぜひ、 大変とは思いますが、 頑張っていただきたいと思います。 結構、 生
意気なことをたくさん言いまして、 耳の痛い話もあるかと思いますが、 ぜひ、 頑張っていただきたいと思います。 どう
もありがとうございました。
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第２部
＜シンポジウム＞

『カジノ到来時代に
パチンコ・パチスロ依存問題に
遊技業界は何をすべきか？』
コーディネイター ：

藤田

宏 様

株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

シンポジスト ：

西村 直之 様
認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事

木曽

崇 様

株式会社国際カジノ研究所 所長

力武 一郎 様
株式会社セントラルカンパニー 代表取締役社長

吉村 泰彦 様
JCM システムズ株式会社 代表取締役社長
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＜コーディネイター
藤田

宏 様

（ふじた

プロフィール＞

ひろし）

PCSA 調査研究・経営分野アドバイザー
株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長
生年月日
1964 年 2 月 16 日
略歴
大学卒業後、経営コンサルティング企業に入社。
コンピュータシステムの設計構築、海外事業展開企画、プロモショーン戦略立案などに従事。
1992 年エンタテインメントビジネス総合研究所、設立とともに入社。
1998 年より代表取締役。社内教育・人事制度、マーケティング業務、コンピュータシステムの
企画・設計、経営計画立案、実施などのコンサルティング業務に従事。
早稲田大学アミューズメント総合研究所 カジノ産業研究会理事。
会社事業内容
エンタテインメントビジネス総合研究所は、1992 年の設立以来、パチンコ業界に特化したシン
クタンクとして、調査研究、コンサルティング、教育研修、出版を行っています。
調査研究
「パチンコ・パチスロプレイヤー調査」「パチンコ景気動向指数（DI）調査」を定期的に実施。
コンサルティング
遊技機メーカー、パチンコ店経営企業へのコンサルティング。
教育研修
パチンコ店の管理者向けに「パチンコ店舗管理者実務能力検定試験（Ｐ能検）」、スタッフ向けに
「マイスター認定試験」の試験を実施。その他、研修、講演を実施。
出版
「駅別乗降者数総覧」
「ホールスタッフ仕事始め読本」
「☆輝く女性へ 身だしなみハンドブック」
「よくわかる店長のための風適法入門」
「よくわかる店長のための計数管理入門」等の書籍出版。

＜シンポジスト プロフィール＞

西村

直之

様

（にしむら

なおゆき）

認定特定非営利活動法人 リカバリーサポート・ネットワーク 代表理事
精神科医（医療法人卯の会新垣病院、日本精神神経学会認定専門医、医学博士）
NPO 法人ワンデーポート 理事
沖縄ダルク 理事
龍谷大学矯正・保護研究センター 研究員
公益財団法人日工組社会安全研究財団 パチンコ依存問題研究会 研究員
那覇少年鑑別所 嘱託医
2006 年全日遊連と協働し RSN を設立し、代表理事を務める。薬物やギャンブルに問題がある
人の当事者活動を支援。
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木曽

崇

様

（きそ

株式会社国際カジノ研究所

たかし）
所長

日本で数少ないカジノの専門研究者。
ネバダ大学ラスベガス校ホテル経営学部首席卒業（カジノ経営学専攻）。
米国大手カジノ事業者での会計監査職を経て、帰国。
2004 年 エンタテインメントビジネス総合研究所へ入社。
2005 年 早稲田大学アミューズメント総合研究所へ一部出向。
2011 年 国際カジノ研究所を設立し、所長に就任。

力武 一郎

様

（りきたけ

いちろう）

株式会社 セントラルカンパニー 代表取締役社長
昭和３８年生まれ。昭和６１年日本大学法学部卒業。同年株式会社セントラルカンパニー入社。
平成１３年より現職
ぱちんこ依存問題相談機関「リカバリーサポート・ネットワーク」運営委員会

委員

大分県遊技業協同組合 理事長
全日遊連・遊技関連依存問題検討プロジェクト 委員
“問題点に勇気を持って取り組んでこそ本物の産業”という持論をもとに「ぱちんこ依存問題」
へ取り組む。
２００２年４月１１日、全国で初めてパチンコ団体が主催する「ぱちんこ依存問題セミナー」
を大分市で開催する。
２００３年１月２６日、パチンコ関係者として初めて「ワンデーポートフォーラムｉｎ福岡」
に出席。ギャンブル依存症者、その家族、医療関係者の前でその活動の歩みを止めないこと
を宣言した。この取り組みは業界誌「アミューズメントジャパン」
「グリーンベルト」
「遊技
通信」「プレイグラフ」等に紹介され、業界内外から注目を集めた。
２００６年４月、ぱちんこ依存問題相談機関「リカバリーサポート・ネットワーク」が設立さ
れ、運営委員会委員となる。

吉村 泰彦

様

（よしむら

やすひこ）

昭和３６年１１月２６日生まれ
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藤田 皆さん、 こんにちは。 依存症の言葉の定義としてこ
れを使うのが良いのかどうなのかというのは悩みながら
も、 今日、 依存症という話を少しさせていただきます。
ちょっと私事ですが、 昨日、 一昨日とお酒を断ちまし
た。 最近、 １月は業界の新年会が多くて、 ほぼほぼ毎
日飲んでいて、 そこで飲むのは半分仕事で仕方ないな
と思いながらも、 つい地元、 家の近くまで帰って、 もう
一杯飲みたくなってしまう…、 これは世の中的に言う依
存症という、 まぁ、 中毒まではいっていないけれど依存
症と言われるレベルかな、 などとちょっと気にしながらこ
の週末二日間は頑張ってお酒を断ちました。 いま言っ
たのがアルコール中毒なのか？健康障害なのか？とい
うあたり、 私は医学的にはわからないのですが、 いま楽
しくパチンコ ・ パチスロをやっているプレイヤーのなかにも
全然問題のない方が多いかと思いますが、 なかにはや
はり問題を抱えておられる方が現実おられます。 この方
たちを如何に少なくしていくか、 或いは、 今後そういう人
たちを発生させないか、 というのが業界の大きな課題で
もあるかと思いますので、 今日は結構重い大変なテーマではありますが、 ９０分間を使って今後業界として
はどういうことをやるべきか、 というあたりを忌憚なく話をさせていただきたいと思います。 パネラーの皆さん、
よろしくお願いいたします。
では、 自己紹介をお願いいたします。 西村先生は先ほどお話しされましたので、 木曽さんからお願いいた
します。

木曽 木曽でございます、 よろしくお願いいたします。 先ほどの西村先生の講演を聞いた後だと非常に自己
紹介をしにくいですが、 大変ご迷惑をおかけしております、 カジノの専門家でございます。
ＩＲ法案が通って、 これから具体的にいろいろな話が進んでいくことになると思います。 もちろん中心となる
のは我々カジノ産業そのものなのですが、 一方でその影響の部分でギャンブルに類するものまで含めた社
会的な影響というものをもう少し考えていくべきではないかというような話になっているわけで、 その流れの
なかで皆さんに若干ご迷惑をおかけしているのかなと思いながら、 一方でたぶん、 今日のメンバーのなか
で私がおそらくパチンコ業界に対して最も嫌なことを言う役割なので、 それはもう講師陣のなかでも言いにく
いことがあったら私に言ってください、 私が憎まれ役をしますので、 と言っていますので、 たぶん、 私はき
ついことを言うかもしれませんが、 本望ではないという前提で聴いていただければと思います。 よろしくお願
いいたします。

力武 皆さん、 こんにちは。 株式会社セントラルカンパニーの力武と申します。 大分で遊技場と保育所の経
営をしています。 私が依存問題に取り組みだして１６年がたちました。 その時は、 現在のような状況になる
とは思わず、 これまで私なりに依存についての意見を発信してきました。 今日は西村先生の話を聴いて、
皆さんと同じように、 これからのパチンコ店の社会的責任は重いなと感じています。 私はリカバリーを作るま
でが自分の仕事だと思って一生懸命やってきたので、 リカバリーが出来たあとは西村先生にこういう機会を
お譲りしてきたんですが、 今日は久しぶりに駆り出されて参りました。 どうぞよろしくお願いいたします。

吉村 こんにちは。 ＪＣＭシステムズの吉村と申します。 私のようなものがこういう高いところから皆さんの前で
お話しするような立場ではないのですが、 もちろん見識者でもないし、 専門家でもないのですが、 国内で
はご存知の通り、 メダル補給、 或いは、 サンドを含めて設備系のビジネスをさせていただいて、 海外では
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ネバダに本社がありますが、 所謂カジノの識別機、 ビルアクセプターとプリンター。 プリンターというのはＴＩＴ
Ｏと言われるスロットマシーンで、 例えば、 勝ち負けしたときに出るバーコードのプリンターをベースにビジネ
スとしてやらせていただいていまして、 なかなか皆さんに馴染みがないのですが、 一応、 カジノに従事す
る人間はライセンスというのがあって、 もし必要があればまた後ほどお話しさせていただきますが、 たぶん、
日本で５社くらいでしょうか、 このライセンス足るものを持ってやっているというのは珍しいと思います。 そう
いうものも含めて海外のゲーミングショーがだいたいいま、 ４回くらい大きなものがあって、 そのなかから私
が感じた見識だとか、 いま、 皆さんと一緒にやっているこのパチンコ業というもの、 今後それに対してどう対
応していくべきかという話がもし経験値のなかから私の考えを皆さまと共有できればと思っておりますので、
短い時間ですが、 どうぞよろしくお願いいたします。

藤田 ありがとうございました。 では、 本日、 この４名のパネラーの皆さんと一緒に進めさせていただきます。
まず、 一番初めに、 先ほどお話しがありましたようにリカバリーサポート ・ ネットワークを始められたきっかけ、
というあたりを力武さんからお話しいただけますでしょうか。

力武 私が依存問題に取り組みだしたのは２００１年、 いまから１５年位前です。 そのときに、 カジノが日本に
出来るときにパチンコが同じように語られる、 非常に危険だということを言っていまして、 周りのひとからは、
力武さんよく先見の明がありましたね、 とか言われるのですが、 全くそういうことはなくて、 2001 年当時で
すから皆さんもご存知のように非常にパチンコの調子が良いときで、 正直、 商売としては儲かっていました。
ただ、 何か違和感があって、 やはりお客様が危ないなぁというような感じがしました。 闇金のステッカーが
電柱に貼られたり、或いはお客様の車にビラが挟まれていたりとか、ちょっと健全ではないと思っていました。
そのときにちょうど、 ドラッカーの 「マネジメント」 という本が出まして、 話題だったので読んだら、 「自らが
社会に及ぼす影響に関してはマネジメントの責任である。 言い訳は通用しない。 社会はいずれ、 社会の秩
序に対する攻撃とみなすであろう」 と書いてありました。 これはまさにいま、 依存問題の根が大きくなりつつ
あって、 いずれ顕在化してくるなと思ったのです。 それが本当になって、 さすがドラッカーだなと思っていま
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す。 それが取り組むきっかけです。

藤田 まだまだ業界的にはそんなに依存症というような言葉が使われていなかったときですよね？
力武 あまりなかったかもしれないですね。 自分で言うのも何ですが、 すごく真面目なところがありまして、 だ
から良心の発露だと自分では思っているんですが、 当時の状況に違和感はありました。

藤田 それを聞かれて、 西村先生、 立ち上げの協力をされたということなのですが、 立ち上げというか、 実
際その後運営されている、 そのはじめのあたりのお話しをお願いします。

西村 私はパチンコしない、 どちらかというと精神科の医者なので、 人間相手に相手を凹ますことが大好き
なので、 麻雀とか馬とかの方が好きで、 台の前にじっと座っていられないんです。 パチンコというのは正直
言うとあまりよくわかっていなかったのですが、 非常に興味があったのは、 力武さんが、 遊技業界の方が、
自分たちの子供に対して胸を張る業界にしたいのだけど、 いまのままだとまずいと思うと。 それでこの問題
を何とかしたいのだけれど、 自分たちはどうしてよいのか良くわからないから、 力を貸して欲しいというような
話だった。 それともう一つ、 今日来ていただいているが、 ワンデーポート、 本人がギャンブリングの問題を
持つ方を支援する機関なのですが、 その力武さんとの間に入ってくれたのが、 実はそのワンデーポートの
中村さん。 パチンコの経営者と当事者活動の方が繋いでくれた出会いでした。 私はそのころ沖縄で薬物
依存のケアにだいぶ疲れていまして、 もう少し何か日常の問題に取り組みたかった。 そう思っていたときに
ちょうどこの話が来たので。 私は依存の問題というのを、 問題の一番本質と言われている人が、 自分たち
のプライドの為に取り組みたいという意見が来るとは正直思っていなかった。 だったらやりましょうというところ
で大変なことになったのですが。 まぁそういうことで、 そもそも意見なんかもあまり出てこない方です…ほと
んど私は薬物とかアルコールの方をかなりの数を診ていたが、 本当に純粋のギャンブルの方にほとんど出
会うことがなくて、 あまり医学の問題として深刻にそう考えたことがなかった。 ただ、 その時期位にあまりに
も射幸性が上がってきて、 危険な、 これを本当に娯楽と呼べるか、 というような声がかなり入り始めたのが
1990 年の後半くらいでした。 あと自殺の問題のなかにやはりパチンコに関連して、 というのが自殺対策の
なかで上がり始めたのがやはりそのくらいだったと思います。

藤田 そういう意味で言うと業界的には、 ２０００年ちょっと前くらいから、 このいま言われている所謂、 依存症
の懸念がだいぶ大きくなってきたのかなと思いますが、レジュメに書かせていただいた、「のめり込むこと」 「の
めり込ませること」 は悪いのかどうか、 という、 もともと日本語のなかで 「のめり込む」 というのは、 あること
にすごく集中して我を忘れてやるといういい意味で使われていたことが以前は多かったのではないかと感じ
ていたが、最近、「のめり込む」 と言うと、悪いことという感じで使われることが多いかなと思いますが、この 「の
めり込む」 という言葉に関して、 吉村さん、 どう思われますか？

吉村 私は自称ゴルフ依存症です。 のめり込んでいます。 やはり医学的に、 ドーパミンが出る、 出ないという
のはなかなかわからないですが、 例えば、 何かを楽しんだときに本当に楽しいと思えることが、 それが皆さ
ん含めていろいろな趣味があると思いますが、 いま、 議論しているのはその一つが、 いま１千万人というファ
ンが本当にパチンコが楽しいという方が楽しんでもらえるという、 我々の業をどのように、 減らさずにやってい
なかければいけないかという部分では本当に難しい言葉だとは思う。 やはり、 依存とかのめり込みあって、
先に進めるものというのはたくさんあるが、 それを何かで制御しなくてはいけない、 といったときに何をもって
やるかというのが一番今日のテーマになっていると思います。 なかなか答えになっていないと思いますが…

藤田 これ、 皆さんに対しての投げかけだったのですが、 「のめり込み」 という言葉の使い方が非常に難しい
のではないかと…、 既に業界的にはのめり込ませないようにしていきましょうということで、 「のめり込み」 は
悪いことだという意味で世の中的には使っているのですが、 では、 「のめり込む」 というのはどういう状態ま
でいったらだめなんだというような定義をある程度しておかないと、パチンコを好きになった人がみんな、やっ
てはいけないというふうに捉えかねないかなと思っているのですが、 カジノ文化ではそのへん、 ここからは病
的なもので、 ここまでは健全にギャンブルを楽しんでいるというような線引きみたいな定義はあるのですか？
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木曽 病的な線引きはあるのだと思います。 当然、 のめり込んでいる人がみんな悪いわけではなくて、 きちん
とコントロールができている人、 所謂、 コントロールユーザーといわれる人というのは、 正しく遊んでいいただ
けているわけですから、 そういう方々までのめり込んでいるのだというふうに何かしら非難の対象にしてしま
うというのは、 業界としては困ることで、 しょうがないと言えばしょうがないのですが、 という前提で申し上げ
るのならば、 我々の業界、 私はギャンブル、 皆さんは遊技業ですが、 我々のような業態というのは、 すご
く因果なものだと思うのは、 例えば、 飲食店が美味しいものを作っても怒られないですよね？でも我々は、
お客様がのめり込んでしまうような面白いサービスを産みだすと怒られてしまったりする。 なかなかそういう
業態ってあまりなくて、 お酒だってそうですね、 新しいお酒が出てきて、 これ美味しいなとみんなが評価を
してくれるのに、 何故か我々は消費者の人たちがそれに夢中になればなるほど、 美味しいと思ってくれれ
ばくれるほど、 非難されてしまうという、 若干そういう因果な商売にあるのかと思いながら、 ただそれを言っ
ても仕方ないですから、 それが度を過ぎないように、 どういうふうにユーザーに対して適切な教育をしてい
くのか、 ということ。 消費者教育の部分です。 そういったことを我々業界側からやっていかないといけない、
というのはたぶん業界人として自覚をしないといけないのだろうなと思います。

藤田 そういう意味では、 カジノ業界というのはいまのところ上手く回っている…？
木曽 いいえ、 全く上手く回っていません。 それを上手くいっていますと言うと嘘になる。 必ずどこかに問題が
あってゼロにはならない話ですから、 それを社会問題にならないレベルに抑えてきているというのが我々の
業界のいままでの在り方であって、 ただ、 ここに至るまでは同様にいろいろな問題があって、 社会的に激
しく非難された時代も実はアメリカのカジノの歴史のなかでもありますしスロットマシーンを持ち出されてきて、
パフォーマンスのために、 アンチギャンブルの人たちがハンマーで叩いて潰すみたいなパフォーマンスをさ
れていた時代もあって、 1980 年代くらいですか、 なので決して我々も上手くやってきたわけではないけれ
ども、 まぁ何かしらこう社会に向けて我々はこういう取り組みをしていますよということを継続的にアピールを
しながら、 だんだんと社会的評価を得てきたというのが現状だと思います。

藤田 そういう過去があって、ということですね。力武さん、先ほど、リカバリーのスタートの話をお聞きしましたが、
この 「のめり込み」 という言葉に対してはどういう印象を持たれていますか。
力武 私は、 遊技が面白ければ、 それはやはりのめり込む方がたくさんいらっしゃるだろうと思います。 完成度
の高い、 夢中にさせる遊技であれば、 それは当然のことだと思いま
す。 しかし、 いまのリカバリーのポスターにも明記されているように、
パチンコって 「適度な楽しみ ・ 遊び」 であるべきなんですね。 それ
が程度というものを超えたときに、 いろいろな問題が起こるわけで、
ですから適度であるということが、 私たちの存在が許される絶対条
件だと思います。 それで、 何を以って適度とするか、 というのがま
たこれからの課題になると思うのですが、 私は 「のめり込み」 という
ものは個々によって違うと思います。 ライフスタイルに支障が出るこ
とが 「のめり込み」 だと思っています。 すごくお金持ちの人が、 一
日に使う額が大きくてもそれは別に問題にならないのではないかと
思います。 ただ、 パチンコを起因として、 それが家族の不和の問題
であるとか、 借金の問題であるとか、 それがもしかしたら犯罪の問
題であるとか、 そういうふうにライフスタイルが間違った方向にいった
ときに、 私はそれが 「のめり込み」 が大きく問題化する起点だと思
います。
藤田 西村先生、 病的ギャンブリング…、 「のめり込み」 という言葉
とその 「病的ギャンブリング」 の関係と言いますか、 どこで線が引
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けるのでしょうか？

西村 線は引けないのでしょうね。 「のめり込み」 自体は私は
全く悪いことだと思っていなくて、 世の中でのめり込むものが
見つからない人は不幸だし、 のめり込む程楽しいものがない
世の中は非常に残念ですから。 私がずっと言っていたのは、
本人もまわりも片目を潰れる程度、 というところで折り合いが
ついておけば、 ほどほどのめり込みという感じでいいのかな
と。 これを医学的に言うと、 問題を対策するときに一応有
病率とか基準を作らないといけないので、 そうすると、 一つ
は、 やはりコントロールが出来なくなる、 なおかつ、 生活と
か健康に支障が出ているけれども、 また、 まわりも介入する
のだけれども、 本人もそこから離れようとするけれども、 問
題が起こり続けるというのが病的……重度のギャンブリング
障害という言い方です。 軽症な人たちもいる。 軽度で大し
て大きな問題になっていないのだけれども、 中には、 カジノ
なんかに行くと、 一回で全財産をはたくまで止まらない人が
いる、 だけどカジノに毎日行きたくなるかというと、 それは行
かない。 このような、 いわゆる従来の病的と言われるような、 いつだって行きたくてしょうがない、 行き続け
ているという人たちだけが有病率に入っているわけではない。 軽症だけれど行ってしまうとスイッチが入って
しまう人もあれば、 重度で健康とかいろいろな問題がありそうだけれどお金をいっぱい持っていたり、 まわり
もいいからと、 重度なんだけれど大して何の問題も起きていない人もいて、 ここがやはりギャンブリング独特
の問題でもあるので、 明確などこからが問題である、 どこから病的である、 という明確な線引きは不可能
です。 先ほど触れた 1993 年の 「ＩＣＤ－１０」 のときはわかっていなかった。 今回、 「ＤＳＭ - ５」 が出た
のは 2013 年。 ２０年間、 まさにこの２０年間はカジノの２０年間です。 海外でカジノが広がっていって、 そ
の研究で、 一体何が起こってきたかのかが、 わかってきた。 そのなかで、 どうもそどこかだけの線引きをし
て、 病気であるとか病気でないとか、 対策はこれくらいの人は軽くていい、 ここから上は大変だというような
ことをしてもあまり有効ではなく、 重度の人でも勝手に元に戻る人たちもいっぱいいるし、 従来はギャンブリ
ングしない人もカジノの中だけは逸脱する人もいるし、 毎日やっていても意外とコントロールできている人もい
るし、 様々なんだということなど非常にいろいろな知見がわかってきて、 そこで依存症という概念がなくなっ
てきて、 ギャンブリング障害で連続して考えましょう、 というふうに変わっていったのです。

藤田 先生の話を聴いていると、 行為障害という言葉が出てくるが、 その行為障害というのがいまいちピンと
来なかったのですが、 ギャンブリングすること自体…？

西村 行動の障害ですよね、 やること自体。 ギャンブリングというのは別にギャンブルかどうかではなくて、 何
かをやり始めると、 そのことを途中で止められなくなったりするんだけど、 それがずっと維持しているかどうか
というと個人個人で様々です。 その背景がアルコールとか薬物だと、 最初、 山に登り始める理由は何でも、
途中からわけがわからなくなるのですが、 脳がやはり物質でやられてしまうので、 だけど、 ギャンブルの場
合は面白くて、 最初に何故やり始めたか、 という動機が結構最後までちゃんと残っていて、 ずれているとこ
ろを戻していくと行動の修正が効いたりとか、 ちょっと独特の部分がある。 それが効かない人は背景の問題
にいろいろな問題があるとか、 そういうことがだんだんわかってきて、 それぞれに合わせてケアを組んでいっ
たほうが良い…。 そういうふうに考え方は、 世界の考え方はむしろ、 止める、 止めない、 どこの線で止め
させるか、 ではなくて、 どうやってセルフコントロールを無くさないようにサポートするか、 又は取り戻すか、
というふうにいま、 変わりつつある。 日本の意識とは、 そういう意味では２０年位乖離してしまっている。 だ
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から、 のめり込んでもコントロールできれば良いではないか、 と
いうのが正直なところです。

藤田 実は１９９０年代の後半ですか、 あるところから…、 パ
チンコ依存症の症例研究をしたときに、 ちょっといま言われた
ように、 それなりに回数が多い人たち、 と言うのは当時の基準
でいうと依存症だろうという人、 そしたら、 うちのお店に来てい
るヘビーユーザー、 重要顧客はみんな依存症で、 この人たち
に来るなと言ったら商売成り立たなくなるよな、 というようなこ
とを報告書を出したときに言われて、 何という報告をしてくれる
んだというようなことを言われて、 単に真面目に研究しただけ
なんですが…という過去がありますが、 世の中的、 世界の研
究という意味では、 単に回数が多いとかお金をいっぱい使うと
かで依存症とかいう定義は無くなって来ている？

西村 ないですね。 それはあくまでも、 いまのギャンブリングと
のかかわり方の程度を評価しているだけであって、 それイコー
ル、 また、 病的かどうか、 その生活障害がどの程度あるかと
いうは別の軸でちゃんと評価しなさいと。 だから重度でも別にケ
アしなくてもいい人は、 別にケアしなくてもいいし、 軽度でもリスクの高い人、 このまま放っておくといろいろ
な問題が起きそうな人の場合は早めに介入しなさいとか、 そういう意味で先ほど言っていた、 未成年の介
入により世界がシフトしているのは、それがある程度かたちになってからだと、人それぞれあまりにも違うので、
最初の段階で、 早い段階で問題が起きないように手当しておきましょうという、 そういう方向に全体がシフト
していますよね。

藤田 いま、 単に回数とかで制限できない、 軽度の人でもケアが必要な人がおられるとなると、 事業者として
は結構……というのは大変そうだと思うのですが、 では、 放っておいて良いかと言うとそうではないというの
がいまの世の中の流れだと思うのですが、 ここで事業者の責任というか、 事業者はどうこの問題に向き合う
のが良いのか、 非常に抽象的な質問ですが、 事業者としてどう思われますか？

吉村 責任という部分では、 このＩＲ法案が通ってから、 所謂カジノと公営ギャンブルとパチンコを含めたなか
での、 こういった問題の責任を問うようになっているが、 要は政府が求めているのはレスポンシブルゲーミ
ングという言葉、 要はパチンコは風営法のなかで我々は許可をもらっているが、 もちろん１分間に４００円と
いう制限はありながらも、 この事業をするにあたっての責任たるものは自分たちで考えるべきだというものを
構築しなさい、 ということなのです。 ですから我々としてはこの業を将来にわたって、 このＩＲよりカジノという
ものがなければこのままの業でよかったと思うのですが、 我々の責任というものはやはりお客様に対する責
任とか、 これはＣＳＲに近いと思うが、 我々がパチンコの業を営むにあたってやるべき最大最小の責任を負
うことが必要だということに対して、 一つは、 こういった依存症対策ということになってくるのかなと思います。
で、 この辺の話をするにあたって、 パチンコはギャンブルではない、 賭博ではない、 といういろいろな娯楽
という観点から、 いろいろな合理的な回答が出ていると思いますが、 ちょっと生意気なようですが、 アメリカ
のカジノでＩＡＧＡというところがあって、 たぶんＩＡＧＡにパチンコの話を聞いたのは初めてではないかと思い
ますが、 パチンコはギャンブルだと思うか？という質問をした。 なんて答えたかと言うと、 ギャンブルだと言っ
ている。 要は、 博打、 賭博ではないけれど、 ギャンブル。 と言うのは、 ゲームに対する回答の対価が出
るということに対しては、これは同じギャンブルだと。 では、パチンコに対する対策はどう考えたらよいだろう？
ということ、 これからいま議論になると思うが、 パチンコにおいてもカジノにおいても依存症というのは永遠の
テーマとして話されていることであって出口はない。 常にいろいろなことを考えながらこれを無くすような方
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向性というのはちゃんと議論して対策するというのが、 先ほど言った責任のなかでのレスポンシブルゲーミン
グということになってくると思います。 それで、 我々は設備系で言うと、 予防の部分しかできない。 それに
対してこれから、 このカジノを含めたなかでの依存症対策とするときには、 予防と治療ともう一つ学習という
のが大事で、 学習というのは小学校の道徳教育あたりから、 このカジノというのはこういうもので怖いものな
んだよということをパチンコを含めたなかでこういう教育する。 あとは従事する方たちがこういう学習をしなけ
ればならない。 カジノではアンバサダーという仕組みがあって、 特にネバダの方ですが、 必ず精神科に近
いレベルの研修を行って、 依存症のプレイヤーの方が吐く言葉がある、 「オレもう死にてぇ」 とか 「やって
らんねぇ」 とか 「殺せ」 とか、 そういった行為を見抜いたところで相談を受ける仕組みがあったりして、 こ
れから依存症を考えるにあたっては、 やはり、 「予防」 と 「治療」 と 「学習」 というのをしっかり構築して
いかないとかたちだけに終わってしまうのかなという気がします。 それが一つの責任ではないか。

藤田 ありがとうございます。 一点だけ教えていただきたいのですが、 途中でＩＡＧＡという単語が出ましたが、
どういう機関なのか、 というのを教えてください。

吉村 これはゲーミングに関するコンサルをやっているところで研究員がいるのですが、 ＩＡＧＡとスマホで検索
していただければ、 たぶん出てくると思います。 例えば、 法律面であるとか、 こういった依存症の問題とか、
いろいろなＩＡＧＡとか、 ラスベガスのなかでもゲーミングの団体がたくさんある、 我々も１４団体あるような
認識をしていただければいいと思いますが、 そのなかで、 ギャンブル、 或いは、 カジノはこうあるべきだと
制定するような仕組みを持っているということで理解していただければよいと思います。

藤田 ありがとうございます。 いまちょっとラスベガスのカジノの話が出ましたが、 弊社は 1993 年からラスベ
ガスにあるネバダ州立大学ラスベガス校と提携していろいろな研究を進めていたのですが、いまここにいらっ
しゃる木曽さんもそこの卒業生で、 そのころ向こうの学校でいろいろ研究しているなかでこの依存症対策で、
外向きの対策もいろいろやっているなかで、 初めにまず、 従業員スタッフに対しての依存症の教育をしっ
かりやるように、 一つはいまみたいに対策をしっかりやらなければいけないとか、 もう一つは普段カジノと接
する機会の多いそこの従業員がその人そのものも依存症になるリスクというのも高いからそのあたりはしっか
りやっているんだというような話を聞いたのですが、 実際にはやはり向こうのカジノではそういう依存症対策と
いう教育はスタッフによくやられているのですか？

木曽 そうですね、 私も元ある大手事業者の従業員ではあ
りますが、 必ず最初に入社するときに社員研修があって、
そのなかで、 ギャンブル依存に関連する、 それはお客様
に対するもの、 プラス自分自身も研修を受けなければいけ
ないことになっている。 詳細は西村先生から解説いただけ
ればと思いますが、 アクセスビリティ、 到達のしやすさ、 ギャ
ンブルサービスに対する到達のしやすさが高ければ高いほ
ど、 どうしてもそこから発生する問題の可能性が大きくなる、
当たり前のことですが、 そういう意味では一番リスクを抱え
ているのはカジノで週 5 日働いている従業員そのものなの
で、 そういう意味ではそういう人たちのケアをまず最低限や
らなければいけないでしょう、 というところが、 たぶんそれは
事業者もしくは雇い主としての責務としてカジノのなかでは
一応認識をされていて、 従業員に対しては必ずそういった
自分自身のケアも含めて、 まず理解をさせ、 そこからお客
様に対する対応、 もしくはこういうサインが出ているというも
のを一つずつ教えられながら、 こういうサイン ・ 言動 ・ 特
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性が出ているお客様というのは、 危ないから少し抑えるようにお話しをしてください、 というような教育が行
われたり…というところでしょうか。
あと、 ネバダ州のカジノなどで行われているのは、 ギャンブルの教育強化月間・週間とか業界団体で決まっ
ている。 業界団体側がこの一年間のうちのこの一週間は教育の普及を力入れて従業員もやりましょう、 と
いうのが決まっていて、 実はそこは業界団体としていろいろなメッセージを出すのもあるのですが、 一方で
実は個々の従業員にもこういうことをやってくださいということをお願いされます。 どういうことかと言うと、 少
なくとも自分の家族に対して自分が働いている事業の内容、 リスク、 そういったものを年に一回その一週
間の間にきちんと自分の近親者に対してまず認知してもらいなさい、 というような教育をします。 ある意味、
それが、 先ほど吉村さんが仰った言葉を使うなら、 アンバサダーのようなものをやって、 自分にとって一番
身近な業界の外にいる人にまず最初に自分のいる業界のことを理解していただいて、 その家族がまた誰か
にそれを伝えるというかたちで少しずつ社会的に認知を高めていくということをやりましょう、 というのがギャン
ブル教育の強化月間のなかの一つの方向性になっていて、 例えばそういうようなことというのは、 パチンコ
業界でもたぶん出来ることなのかなと思います。

藤田 今日このなかでパチンコ店を経営されている、 或いはそこで働いておられる方がかなり多いかと思いま
すが、 うちの会社、 うちのお店ではスタッフがパチンコ ・ パチスロの依存症になっているのは全然いないと
自信を持って言える方はいらっしゃいますか？日本人なのでシャイなので、 本当はそう思っていても手を挙
げない方が多いのかなというふうに勝手に解釈しますが、 先ほど言ったように結構カジノの場合はまずスタッ
フ教育からしっかりやっていくというのが、 伝統的というのか…昔からやられていますよね？

木曽 はい。
藤田 そこで力武さん、 自社のスタッフのことも含めて、 このような教育というのはどうやられていましたか。 や
られてこられなかったのなら、 今後どうした方が良いのか？というようなことを…
力武 皆さん、 手が挙がらなかったですけど、 その通りだと思って手を挙げられなかったと思います。 私もうち
の社員、スタッフを見ていて、うちは家族的な経営なので、子供を守るのは親の責任だと思っておりますが、
給料をもらったらすぐ、 パチスロで全部使ったりとか、 やはり普通にあるわけです。 メーカーの開発の方でも、
ある意味プロですから、 良い機械を開発しようと思っていくらでも打ってしまう…そういうことは、 顕在化しな
いですが大きな問題としてあると思います。 ホールスタッフは、 お客様の一喜一憂をホールで見ています
から、敷居が低いのです。 のめり込むとそれが深刻化してしまって、なかなか言えないという状況もあります。
だからリカバリーでは従業員の方の休憩室にポスターを貼るということを奨励しているわけです。

藤田 まだまだ業界のなかで従業員向けのこういう依存症の教育というのは充分にされている状況ではないと
思いますが、 今後あった方がいいと思います。 西村先生はどう思われますか。

西村 カジノのベースで考えるか、 日常娯楽で考えるかでだいぶ違うと思います。 拡大解釈すると、 宝くじ売
り場のおばちゃん全員、 研修しないといけないことになりますよね、 あれギャンブルですから。 公営ギャン
ブルでも、 では従業員がいないインターネットでの購入はいったい誰がやるのか？といったところになってく
るので、 もともとがカジノというのは、 かなりそれ自体が完全にブロックされた、 いわゆる、 言い方悪いけれ
ど賭博場のなかの話なんですよね、 つまりそこは日常とちょっと切り離された空間であるという前提なので。
その非日常の空間のなかでは誰かがやはり冷静にちゃんと管理して、 また、 非日常の空間で仕事をして
いる人たちは極めて危険だということで、 日本で従業員がいろいろなかたちで賭博的なものを禁止されてい
るのは、 むしろ不正防止なんです。 そう意味で、 不正を防止するためにやるという、 そういう発想ではやっ
てきているので…。 パチンコとカジノが似ているところというのは、 直接参加型だと思います。 直接参加で
はないカジノもありますが、 お客さんが直接来ないと成り立たないとなると、 やはりそこに従業員もお客さん
と接点を持ちながら、 自分自身もそこに参加して出来る、 例えば、 公営ギャンブルなんかだと、 ジョッキー
の人とかレーサーは自分の券を買えません、 ものすごく煩いです。 それはやはりそういうかたちで規制がか
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かっている。 だけどパチンコホールの従業員というのは、 自分自身がお客さんが跳ねたあとの台を拾おうと
思えば、 仕事が終わった後拾えるという、 そういうようなことを知っていて、 他のお店に行っている人たちも
いるわけです。 そういう意味では、 やはりまず、 不正という意味でもお客さんを守るというレスポンシブルギャ
ンブル、 責任あるギャンブリングという場合の基本というのは、 顧客の保護という概念、 カスタマープロテク
トですか…顧客の保護という一つの概念が、 これがやはり申し訳ないのですが、 遊技業界は極めて薄かっ
たんだと思います。 顧客の保護のために自分たち自身がまず健全であるという発想で考えて行くのであれ
ば、 顧客を守るために自分自身がまず健全でなければならないというそういう発想のもとでやるという、 依
存症をどう抑えるかではなくて、 健全な娯楽というかたちをつくっていくためには、 やはり一歩踏み込まない
といけない部分ではないかなと思います。

藤田 単に依存症というだけでなく、 お客様に楽しく遊んでもらえて、 かつ、 問題も起こさないために、 そのな
かの一環としての依存症対策という感じですかね。 ぜひ、今後どのようなプログラムを作った方が良いのか、
単に依存症だけ、 いまの話を聴いていると依存症対策のためだけでなくて、 せっかくわざわざお店に足を
運んでくださったお客様を如何に楽しくしていくか、 というような対応というのが、 それこそ射幸性を落とした
遊技機が中心となってくる今後には重要になるのかと思われます。
ここで、 話題を変えさせていただきますが、 先ほどの西村先生の講演のなかで、 今後自治体が営業に
関するようなところで関与してくる可能性も出て来るであろうという話がありましたが、 いままで全くなかった、
全部とは言いません、 いままで、 お店の建築をここではしてはいけないとか、 或いは、 近隣の風紀を乱す
からという条例が何回か出来ては、 けどあまり大きな問題にならなくて済んできたのですが、 今後これは大
きな問題になる可能性がありそうだ、ということですよね？具体的に、自治体が今回の依存症の法律をベー
スにしていろいろな条例を作る可能性がありそうだ、 ということでしょうか？

西村 未成年の話で法律で禁止しているものを認定している場合は、 いまの青少年保護条例の拡大で、 そ
のまま罰則がホールに適用できますので、 それは条例を遵守していないホールとして、 処罰対象にしよう
と思えばそれは即出来ると思います。 営業時間などでも、 例えば、 子供の通学路などの問題をもっと厳し
くすることとか、 景観条例のようなものがどんどんできるわけだし、 それからもう一つがいわゆる観光税みた
いな対策税ですね、 入浴税、 観光税、 宿泊税のようなかたちで、 これこれこういうものを対策するのだか
ら、 税金を払ってというよりもこれは自治体レベルでの、 県警単位での営業の認可だから、 それをうちの
県でやるのはこれは要りますよというのは、 いままで根拠がなかったのですが、 これが青少年への影響とか
地域で起こる依存問題の要望のために、 これが必要ですと言われると反論のしようがなくなりますよね。

藤田 そういう意味では、 自治体単位で色々と。
西村 自治体にその対策責務があるというように。 本来はもともとカジノが出来る自治体がその対策法案を作
る、 ということなのですが、 ここにアルコール健康障害基本対策法というのが引っ付いてきたところからやや
こしくなって、 あれには、 都道府県が対策プランを立てる、 という。

藤田 都道府県の責務がそこに。
西村 もともとパチンコだけでなくて、 このギャンブリング問題に対して都道府県、 自治体、 カジノが出来よう
が出来まいが、 それに対する対策のプランを県レベルで作りなさい、 という方向で出てくる可能性があるわ
けで、 そうすれば当然、 それに対する県の条例は何らか出来てくるというのが自然な動きで、 ただ、 いま
までは努力義務だったから罰則はなかったが、 今後は、 そういうかたちで、 努力義務ではなくて責務であ
る以上は何らかの行政処分が発令される、 それは路上喫煙の防止とか、 今回の煙草の話なんていうのは
まさにそういうところで、 どんどんどんどん自治体が強化したりしているし、 生活保護者の問題とかも既に条
例が可決したところもありますから、 ああいうことに対してちょっと、 えっと言うような、 法律的に本来はどう
かと思うものに関しては、 この流れのなかでは出てくる可能性というのは考えておかないといけない、 と思い
ます。
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藤田 ありがとうございます。 いままで、 自治体がそのような条例をどんどん作るというのが業界的にはあまり
なかったので、 国レベルで警察庁との対応だけで済んでいたのが、 今後は済まなくなる可能性が出てくる
ということがあったのでちょっと取り上げさせていただいました。
次に移らせていただいますが、 今後の課題の整理ということで、 まず遊技障害者に対して、 回復に対して
はどんな課題があるのでしょうか？いま既に障害を持たれているのか、 その人たちを回復させて行く為の対
策なり、 こういう課題をちゃんとクリアしていかないといけないというのは…

吉村 所謂、 病的賭博とか問題賭博という観点のなかで、 問題を抱えている方がどこにいるのか、 というの
がわからないというのが、 我々の正直なところで、 例えば、 日々パチンコを打っている方のなかに、 所謂、
依存症の方がいるといったときに、 見極めが難しいですよね。 ですからそもそもの前提の 536 万人という
数字が本当に先に動いていて、 ではその 536 万人がどこのカテゴリーに属するかもわからず、 重複もされ
ていると思うが、 こちらのホール経営者のなかの皆さんのお店にいま、 この時間に何人の方が座っている
のかな、 というのは全くわからないですね。 そういったなかでの、 我々が入れてはいけない、 もちろん年齢
的なものもありますが、 それをどうやって排除ではなくて区別して我々が健全な営業をするかというのは、
この依存症対策に対しての非常に大きなテーマになってくるのではないかと思います。 ですから、 どなたが
依存症なんだろうということがわからない。

藤田 実態が見えていない、 というかたちですね。 皆さんも、 536 万人という話はよく聞かれているとは思い
ますが、 本当にそんなにいるのか？それもほとんどがパチンコ ・ パチスロだよと言われて、 でもプレイヤー
が 1 千万人くらいしかいないのに、 半分依存症？というと、 事業者としてはびっくりする数字ですが、 一体
どのくらいなんでしょうかね？先ほど、 西村先生の講演のなかで今年度中というのは 3 月までにという意味
ですか？そんなに先ではないうちに、 或いは厚生労働省が実態を発表するというかたちなのですか？

西村 そうですね、 調査していますから
藤田 そんなわけで、 実態は少しは前に進むというかわかる状況にはなるかと思いますが、 力武さん、 いま、
実際にご自身のやられているお店のなかで、 この方はちょっと問題を抱えているなという方に対しての回復
ということに対してどういうケアをされていますか？

力 武 私 は 15 年
依存問題に取り組ん
できて、 やはり 4 号
機 の 頃 と か、 或 い
は、 初当たりが遠い
1/500 と か そ の 頃
は非常に真性ギャン
ブラーの方がいらっ
しゃったなという印
象があります。 その
頃はホールの雰囲
気が殺伐としていま
した。 朝から並んで
いるお客様も本当に
命がけで遊技してい
るような感じで、 健
全ではないと思って
いました。 でも、 最
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近だいぶ雰囲気は変わってきました。 皆さんもそうお感じだと思いますが、1 円パチンコが出来たくらいから、
ホールのムードが何かほっこりしたというか、 ちょっと穏やかになったなあという気がします。 それで、 いま、
うちの社員に言っているのは、 田舎の 2 万人くらいの商圏にお店があるのですが、 シニア層が人口の半分
以上を占めていて、 独居老人が多い地域で、 子供たちはみな都会に行ってしまって…。 寂しいからパチ
ンコを打ちに来る。 そのときに私が社員に言っているのは、 寿命より先に貯金が尽きたらいかん、 それは
悲劇だと、 それだけはしないでくれということをお客様に言えと。 だからうちのスタッフはお客様と非常に親し
い関係をつくっています。 「今日はそのくらいでやめとかんね」 とか、 そういうふうな関係性が、 あとでまた
議論がでると思いますが、 お客様対応係というか依存問題に対応する常駐スタッフを各店一人くらい作っ
たほうが良いと思います。 それですごく親身な、 ケースワーカーとかソーシャルワーカーに近いようなかたち
でお客様の相談にのったり、 ケアをしていくという人間が必要ではないかなと思います。

藤田
力武
藤田
力武
藤田

既にそういう対応係というのを作られているわけなんですか？
「あのやかましい常連のおじいちゃんには、 ○○ちゃんが係ね」 とか…
その人の個性に合わせて…
それぞれのお客様に相性がいいスタッフが何人かいるような状態です。

カジノのなかではそういうような問題がありそうな方に対して対応するプログラムというのは、 或いは、 仕
組みとして何かありますか？

木曽 あります。 まず、 たぶん、 業界として自覚をしなければいけないことは、 焼畑農業をやっている限りは
業界は大きくならない、 我々の業界は。 それはたぶん我々ギャンブル業界も同じです。 お客様が端から
干上がっていってどんどん人口が減ってくる。 お客様の数自体減っていくという状態を作ってしまうと、 我々
はビジネスとしてそれが永続しない、 ということをまず、 ビジネス主体としてどうしてものめり込み対策、 依存
問題に対策と言ってしまうと商売とは別の方向に目が行ってしまいますが、 そうではない。 業界そのものの
存続のためにそれをやらなければいけないのだ、 というまずそこの前提からスタートしなければいけない。 そ
れで我々カジノ業界がそれを明確に認知し始めたのは、 所謂、 お客様の会員カードの普及が進んでから
です、 正直申し上げると。 お客様の会員カードの普及が我々の業界だと 7 割 8 割くらいお客様の会員カー
ドを挿入してプレイをするが、 そういう状況になってくると、 お客様がどんどん焼畑的にいなくなっていくとい
うのが目の当たりにわかってくるわけです。 顧客のプールがあるわけですから、 データベースのなかに。 そ
うしたら一番稼ぎ頭、 我々にとっては一番良いお客様だったお客様から順番に、 少しずつ来なくなってい
く状況が目の当たりにわかってきたのが、 1980 年代後半から 1990 年代に入ってからです。 そうすると、
もう産業としてやばい！という危険信号が出ているのがわかってくるわけです。 そうすると何とかしなければ
いけない、 すなわち、 毎日の店舗売上だけ、 売上高だけ、 皆さんで言うと粗利なのかもしれませんが、
だけを指標にして日々のオペレーションもしくは業績評価をしていると、 実はお客様がどんどんどんどん減っ
て行って先細っているだけなんだと、我々は実はそのことに気づいて後からもう一つ指標を作りました。 我々
はお客様の 「ライフタイムバリュー」 の最大化というのを目標にしなさいというのが一時期、 90 年代特にカ
ジノ業界のなかで標語にされた。 お客様が業界とお付き合いをしていただいて人生のなかで一番最大化、
我々のお客様である期間、 そしてお客様として使用していただける金額、 消費額を最大化することを目標
にしなさいというのがある意味、 会員カードがきちんと普及が完了したことによって、 トラッキングがある意味
出来るようになって、 それも一つの経営指標にいま、 なっています。 というような、 大きな流れがあって、
そういう前提があると、 それがいろいろなシステム化に繋がってくる、 例えば、 いま、 カジノ従業員は端末
を持っています。 端末を持っていると、 ギャンブルをし過ぎなお客様はアラートが出る。 指標があってこれ
を超えるとやばい、 お客様がどんどん去っていくラインが統計上あって、 それぞれの事業者はそれぞれ異
なったラインを持っているのですが、主にスロットマシーンですが、スロットマシーンに必要以上に座っていて、
必要以上に金額を投入していると、 一定のラインが出るとお客様のアラートが出て、 従業員がそこに駆け
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つけて、 まず、 ひとまずゲームから離さないとこのお客様はその先、 焼畑的にいなくなってしまうという、 そ
ういう前提で我々は従業員が動いている。 プラス、 ここが遊技業の方々には残念ながら難しいところなの
ですが、 幸いにも、 我々カジノ業に関しては、 ギャンブル以外の様々なホスピタリティ施設があるので、 そ
ういうお客様を無理なく、 例えば、 レストランに誘導したり、 他のエンターテイメントに誘導したり、 ということ
で、 少し間をあかせていただくと言うことが出来る。 レストランで美味しいお酒をご用意しました、 と一言申
し上げればそちらに誘導することはできるので、 そういう意味では我々は比較的そういう対応が出来る、 一
方で遊技業の方々は残念ながらいまオペレーション上遊技業がメインのサービスで、 それ以外のサービス
をあまり提供されていないですから、そういう意味では、お客様をどうやっていったんクールダウンさせるか？
というここの手法を考えないと、 スムーズに、 商業者としてお客様はプレイをしたいと言っているのに、 プレ
イしてもらっては困りますとはちょっと言いにくいわけで、 何かここを作っていかないとしんどいなぁというところ
が正直あります。
藤田 それこそポイントが溜まっているからご飯でもどうでしょうか、 ただで食べられますよ、 というならお客様も
それなら悪い気もしないし、 クールダウンも出来るというような手法が使えるかな、 というのがありますね。
西村先生、 いまの障害、 病的障害までいかれている方に対する対策なのですが、 単にパチンコ ・ パチス
ロを止めてくださいと言うだけで、 対応できるのかどうなのか。 先ほど、 軽度、 中度、 重度、 と分けた場合
にはどんな対応が必要なのでしょうか？

西村 パチンコの問題だと考えるとよくない、 わからなくなる。 つまり、 パチンコの問題がこじれる人は何か別
の問題がある。 それは単に孤独かもしれないし、 何かコミュニケーションの障害とかがあって、 つまりパチ
ンコを止めなさいと一時的に離しても、 結局そこが上手くいかないと、 いずれまた戻ってきてしまうか、 別
のところを転々としてしまう、 それはまずい。 ここが、 先ほどのカジノの場合というのは、 箱のなかに入って
いるわけで、しかもずっといるわけではない。 毎日 20 年間カジノに来る人というのは基本的にいないけれど、
パチンコは存在するわけだから。 そうすると、 先ほど他に誘導しなくても、 もう今日は帰りなさいということを
敢えて言えば、 今日は帰って、 ということは言えないこともない、 だけど、 帰ったら解決するわけではない
わけです。 その人がまた何で来てしまうのか？というところが大事で、 つまり、 先ほど、 焼畑と仰っていた
がまさにそうで、 植林しないといけない。 植林のためには、 単に娯楽性ではなくて、 むしろお客様がこのマ
イナスの問題でパチンコに入っていくというのを防がなくてはいけない。 そうするとお客様がはまっていく理由
というのを考えていかないといけない、 そこが相談できる。 パチンコの程度の問題を評価するのは馬鹿でも
できる、 チェックリストがあれば…それは本当にそうで、 依存症かどうかみたいな…アルコールで酔っぱらっ
ているおじさん診てみんなアルコール依存症ってどんなアホな医者でもできる。大事なことはそうではなくて、
何故その人はそうなっているか？それでこの部分がカジノに短期で来ている人の場合、 そこまで踏み込ん
でも生活支援とか再建するわけではないので、 そこは求められない。 いま、 大事なのは、 いまなのです。
だけれども、 パチンコの場合はいまよりもむしろ明日なのです。 この人は今日はとりあえず帰らせよう、 でも
また明日、 同じところ…別の店舗に行ってしまったらしょうがないよね、 そこの対策をしてあげられるかどう
かが、 遊技業界全体として、 社会にすそ野を広げ続けられるかどうか、 そういう方がむしろ問題が起きた
人により生活の再建とか困りごと支援とか、 何かホールに来ていていっぱい負けるけれど続けてしまうのだ
ろうね、 というときに、 むしろ来るな、 ではなくて、 どうしたらもう少し安全に遊べるか一緒に考えましょうと
いうことが出来る生活サポートの…、 これは日本独特だと思うが土着的ギャンブリングの最たるものなので、
そういう意味ではある意味泥臭い支援の部分がやはり家族とか本人に広がっていく、 こういう視点が日本で
は極めて薄いのだけれど、 むしろこれから必要なのはその部分だと思います。 だから、 あそこに行っている
人たちはパチンコしているけど、 大して問題は最近起きなくなったね、 来なくなったから問題が起きなくなっ
たのではなくて、 行っているけど問題が起きなくなったねというまでどうするか？それでもダメな人はいった
んクールダウンでちょっとパチンコを離れるのにここでまとめて集中的に少しケアを受けてみて、 そのうえで
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生活のこととか評価しても
らったら？今日来ていただ
いているワンデーポートとか
もそういう意味で、 集中的
な評価とかサポートを一回
仕切り直していくためにはと
ても大事。 だけど、 止めさ
せるようなサポートはしてい
ないわけです。 むしろ生活
のなかに何故上手く付き合
えなくなっているか、 そうは
言っても余暇は絶対必要
なので、 どうやってもっとよ
り安全な余暇を楽しんでい
くかという支援をしていこう
と。 たぶんこのパラダイム
の転換というのは、パチンコの支援からではないとたぶん日本のなかでは出てこないのかもしれない、と思っ
ているので、 それはすごく大事な…、 そこがカジノの対策とは差別化しないと結局そこをやったところでパチ
ンコの問題というのはなにも解決してこない。

藤田 いまパラダイムシフトという話がありましたけど、 発想の転換という、 とにかく切ればどうにかできるという
のではなくて、 その方の根本的な対策を考えるという意味でのパチンコ店に来ている方が安全ではないか、
より楽しくレジャーを楽しんで生活も楽しくなるのではないかという拠点に出来る可能性があるということです
よね。

西村 そうですね、無理にいま目の前にある問題だからということで切り離して、かえって孤立させてしまっても、
その人たちがもともと対人関係で援助を受ける力が強いのだったらパチンコにハマらないのです。 こっそりう
ちの匿名の電話相談に電話をかけてきたりしないのです。 寂しいし、なかなか人と繋がる力が弱いから、そっ
とパチンコに行っている人たちだから、 そこが先ほど、 パチンコ業界に来ている人たちの種類というか、 先
ほど焼畑と…もともとどんな種類のものかと考えるとやはり線が細いと思うのです。 だから切り取るのではなく
て、 そっとほぐしながら一緒に…そういう意味ではパチンコの健康な部分とか社会的価値というものをもう一
度考えてみてもいいのかと思います、 こういうときだからこそ。

藤田 ちょっと事前に打ち合わせをさせていただいているときに、 吉村さんから、 ケースワーカーという言葉が
出てきて、 あぁ、 こういうのがちゃんとできてくれば、 いいのかなということとともに、 世の中に対しての不安
を取り除いていくという大きな課題のなかで、 何をやったら不安を取り除けるのか？というとき、 そのケース
ワーカーという考え方というのはすごく面白いなと思ったので、 ぜひそのへんの話をしていただけませんでしょ
うか。

吉村 特に専門性がなくこの話をしていますが、 先ほど、 アンバサダー的なものを言いましたが、 力武さんに
も同じようなことを言っていただいて、 西村先生も同じようなお考えですが、 やはりギャンブルで悩んでいる
人に対する民間なり国なりの対策のなかで、 レスポンシブルゲーミングを語るならば、 やはり店舗自体も責
任を持つという観点からすると、 依存症の方が、 先ほど、 誰だかわからないと発言しましたが、 もし紛れて
いるならば、ある程度の金額はもちろん売上のコンピュータを見ていったときに、異常値になったというアラー
ムがあったりとかで、 何か注意が出来たらまた違ってくるのかなとか、 或いは、 いろいろな特に地方に行く
と店員さんとお客様との会話がありますね、そのなかにはネガティブな話があったときに、何か感じたときに、
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そういったケースワーカー的な人間が声をかけて、 若干相談に乗ってあげられるレベルに…、 もちろんお
金を貸すとかそういうことではなく、 そういったことをお客様に対して出来るのも我々のサービスの一つなの
かと思っています。 適宜にコーヒーを持ってきたり、 玉詰まりを直したりというのはもちろん重要ではあります
が、 ＩＲカジノという世界水準のこういった新しい黒船が乗り込んできたときに、 パチンコは日本を代表するよ
うな世界に通じるようなゲーミングであっていかなくてはいけないと思います。 そういったなかでどういうことを
しなければいけないという部分で言うと、 そういったホールにもきちんとしたお客様のサービス以外にもやれ
るような仕組みを作っていくと、 まず一つ感じるものとか、 止められるものとか、 我々がお客様に対して対
応できるものがあるのではないかと思います。 ただ、 どうやってやるの？誰がやるの？これ、 どれだけコスト
かかるの？というのがもちろんありますが、 それを含めて我々は仕組みでできるようなことも考えていかなく
てはいけないのかなと、 本当にそういう時期にきているのかと…、 これは本当に時間がないことですので…、
少なくとも実施法案は１年以内に出来上がってきます。 だからいま我々は将来どういうかたちでやっていく
かというのが今年のテーマのなかでは、 個人的には本当にカジノに負けないような世界に通じるような対策
をあらためてやって、 外国人の方すら安心して入れるような店舗づくりと言うか、 我々の業界をぜひ認知さ
せてたいという夢のようなことを考えています。

藤田 先ほど、 どういう仕組みという話がありましたが、 やはり世の中に対してのインパクト…あぁパチンコホー
ルがちゃんとやっているな、 これだったら安心だな、 実際には自分はパチンコはやらないけれど、 やらない
人から見て、 これだったらまぁまぁ大丈夫じゃないかなというレベルの安心感を与えないと、 いまのバッシン
グ、 まだバッシングまでいっていないかもしれないけれど、 これから本格的に始まろうとしているバッシング
を止められないかなと思うのですが、 何というか…仕組みなり対策なり、 いま例えば、 ケースワーカーのよ
うな人又はアンバサダーのような人たちを作っていくとした場合に、 どんな仕組みくらいまで用意しないとイ
ンパクトがないでしょうか？

吉村 ここは、 非常に難しい考え方になってきますが、 ドイツにカジノがあります。 なかなか皆さんご存知ない、
ＡＷＰ Amusement with Prize というスロットマシーンなんですが、 ドイツのカジノというのは日本で言うスロ
専に近い、 １６台ブースくらいで切って、 お客さんが座りながらスロットマシーンをする。 ドイツでは依存症を
含めて、 問題が起こっているということで、 何をしたかと言うと、 約 30 ～ 40 万台だと思ったが、 木曽さん
の方が詳しいと思いますが、 その 40％を減らすという法律が出た。 台数を減らすということです。 それで
その AWP にはプレイヤーが自ら、 例えば回数だとか、 金額であるとか、 このくらいでもう入れないでくれと
いうエクスクルージョンが出来る。 それで我々も業として、 ＩＲに関連しているなかで、 日本のＩＲの方向性を
いろいろなかたちでヒアリングしたり、 認識したりしていくと、 やはりエクスクルージョン、 要は入場制限という
前提からしたときに、 我々がやらなくてはいけないもの、 要はカジノにあってパチンコにないもの、 ただ、 皆
さんが先ほど、 仰っている通り、 それを全て導入する必要はないと思いますが、 私が先ほど、 申し上げた
理想のなかに世界に通じるような業であるという前提からしたときに、 やはりカジノに近い水準にもっていか
なければならないいけないのかということからすると、 やはり何らかのかたちで入場する方に対しての識別 ・
認識或いは制限をかける仕組み作らないといけないのかなとは思っています。 ただ、 全てを排除したり、
依存症という病の方を排除してしまうと、やはり差別に値しますので、そのエクスクルージョンというシンガポー
ルの仕組みを考えたときには家族或いは自分、 そういうかたちで、 出入禁止を自ら申告させるということを
このパチンコの業にも浸透させる、或いは仕組みとして取り入れられたら、方向性としてはいいのではないか。
もっと理想とするならば、 この場では大変言いにくいですが、 射幸性はいまのまま落とさずに、 なんとかそ
ういった仕組みで、 依存症対策の仕組みを作るというのが我々の考え方かと思っており、 私自身も一つ団
体の長をやらせていただいているなかでは、 そういう考え方をもって、 とにかくホール様にも負担なく、 いま、
日遊協さんが中心でやっていますが、 自己排除プログラムというのが、 一応、 アナログ的と言ったら失礼
ですが、 紙ベースで店員に申請するというかたちですが、 これを何とか近い将来仕組みとして取り入れら
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れないかということを私自身は考えています。 これは売上が落ちたり、 いろいろな賛否が当然あろうかと思
います。 それでもちろん私共設備業界のカードユニット関連業界においても、 まだインターフェイスの繋がり
とかいろいろと問題がありますが、 まず入口のなかで何らかのかたちでプレイヤーさんに対してアラームを出
せることがまず一つ具体的なやり方なのかなと思っています。これは先ほど、から申し上げているカジノにあっ
てパチンコにないというなかでの発想ですので、 個人的な発想ですが…。

藤田 ありがとうございます。 本当はここで木曽さんと言いたいところですが、 実は今日、 メインスピーカーだっ
た西村先生がこのあと所用でここを６時に出なければいけないということで、 あと、 時間が少々なので、 最
後にちょっと気になっていること、或いは、思っていることを言っていただきたいのですが、ちょっと私の方から、
いまの紙ベースであり或いはいま会員カードシステムにもそれなりには入っているなかで、 依存症であろう
人たちの実態が全然掴めていない、 このあたりどうやったら掴めていけるようになるのだろう、 或いは今後
の対策として事業者でやらなければいけないことが当然ありますが、 事業者ではやりきれない部分、 こうい
うのがあった方がいいのではないか、 というような部分があればお願いします。

西村 機械の開発に関して言えば、 そもそも射幸性と射幸心とどう違うか？という定義がはっきりしていないで
すよね。 風営法で射幸心を煽らないということになっている、 それと果たして、 射幸性を制限するというこ
とが同じことなのか、 というとずいぶん怪しい概念。 これは私自身も先日、 警察庁で射幸性の内規の科学
的根拠は何ですか？と聞きました、 答えはちょっとここでは言えませんが、 そういうことなのです。 これは
海外のカジノではかなりリスク要素が出てきて、 この機械はどういうリスクがあって、 どんな演出？がどういう
ことやるからこういうところに置いてはいけない、 みたいなことというのは結構対策がある。 つまりそこには科
学的な根拠というのに沿って、 実はパチンコ業界というのは動いてきていないのに、 突然、 疾病対策を求
められる。 疾病対策は科学です。 疾病対策は疾病という現象を科学的に検証して成果を上げる、 これは
医学であり、 自然科学です。 だけど、 パチンコ業界がいままでやってきた射幸心、 射幸性は、 極めて呪
術的な色彩がある、 科学とはちょっと違う色彩…。 これがどこかでやはり与えられるものではなくて自分た
ち自身が大きなデータをとりながら、 依存症とかよりもどんなお客さんにどんなリスクが生じているか、 という
メガデータをしっかりとっていって、 自分たち自身がこの部分はむしろ、 この演出、 射幸性ではなくて、 例
えば、 もともとの収入の問題であるとか、 回数であるとか、 年齢であるとか、 田舎の方ではこういう台は大
丈夫だとか、 都会の若い人たちではどうだとか、 あと、 ホール内の台数比率の問題とか、 そういうメガデー
タをとっていくと、 本来自分たちがお客さんのリスクを減らすには何をしなくてはいけないか、 というのはいま
まで極めてざっくり、 非科学的なものを、 もっとちゃんと主張できるようになってきて、 本当の意味での自主
規制と言うか、 自主対策が生まれてくるのに、 私はやはりしっかりしたデータを業界全体が日本のデータを
統一できて、 いったいお客さんは何をどう動いてどんなリスクを背負って、 先ほど出た、 どんなお客さんか
ら離れていくのか、 どのお客さんが疲弊していくのかをやはり見るべきだと思います。 もう一つ警察に聞いた
のは、 暴れる台の規制はどうなっているか？これもまた答えは言えませんが、 それは射幸性とどう折り合い
がつくのですか？やはりそういうところを自分たちがしっかり理解していく、 科学として。 私はそれをいまやる
べき時期が来ているし、 データを、 何か自分たちの内輪のことが捕捉されるのが嫌だということではなくて、
今日、 せっかくデータをしっかり集めていくことのメリットがわかっている方が、 既にこれだけ国内にいらっしゃ
るのに、 それを使わない手はないなと思います。

藤田 ありがとうございました。 本当はもっといろいろお聞きしたいのですが、 ちょうどお時間になってしまいまし
たので、 西村先生はこれでご退席になります。 どうもありがとうございました。

藤田 残り時間あと１５分となってしまいましたが、 今後の対応とか方向性というようなあたりのことを最後にお
聞きしたいと思います。
いま、 パチンコ業界の動きを見て、 対応策というか、 方向性であったり、 スピード感であったり、 について
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どう思われますか？

木曽 おそらく皆さんが思っている以上に、 時間的に切迫しているので、 まずそこは自覚いただかないといけ
ないと思います。 おそらくこの３月には、 依存症対策の基本法を通そうとしています、 完全に。 プラスＩＲ実
施法、 次のカジノのより詳細な規制を定める法律はこの年末には出てくることにはなっています。 そのペー
スから考えると、 皆さんはそこにある意味、 合わせて動けというのは、 社会的要請として出てくるので、 こ
の１年勝負みたいな話になってしまっているので、 そんなに気の長い話ではない、 というのがまず第一。
そして私はいまの依存問題対策を大きく３つに分けています。 一つはどの業界がというのはあまり関係ない
部分で、 基礎、 基本的な予防教育の部分だったり、 回復支援の部分であったり、 もしくはその背後にある
専門家の養成の部分であったり、 こういう部分というのは別にカジノがとか、 パチンコがとか公営競技だとい
うものではないので、 共通基盤としてやっていきましょう、 という話。
ただ、 これとは別に産業ごとのそれぞれの話というのはやはり出てくるわけですね、 産業規制に関する話で
す。 西村先生の講演のなかでもありましたが、 広告規制云々という話、 これに関してはそれぞれの個別業
界での論議になるのは間違いないです。 何故ならば、 それぞれが異なる論拠法を持っているから。 カジノ
の法律でパチンコは規制できませんから、 例えば、 パチンコ業を規制するのだったら風営法の何かの枠内
で法的な枠組みを作るしかなくなってくるわけです。 そういう問題というのは個別論にはなるのですが、 大
変申し訳ないですが、 という前提で申し上げると、 カジノはおそらくこれから世界でも有数の厳しいレベルで
の依存問題の対策というのを当ててくることになると思います。 これは議員さんたちの思考にあるので、我々
もある意味抗えないところもある、そうするとそれがどうしてもベンチマークになってしまうのです、皆さんにとっ
ては。 当然、 遊技の特殊性、 そして我々カジノの特殊性、 それぞれ個別の特殊性がありますから、 カジ
ノがやっていることを遊技業が全部やる必要はないですが、 少なくともカジノはこういうメニューで依存問題
対策をやりますというメニューが出てきます。 それに対して、 では遊技業はどうするの？例えば、 具体的に
言うと、 先ほど吉村さんが仰ったような、 自己排除のプログラム、 お客様が自己申告して入店も禁止して
もらうようなプログラム。 カジノはやるのだけれど、 遊技業はどうするの？と言うような比較の論議というのは
まず出てきてしまう。 というのがこの年末くらいにもう迫っているので、 そんなに気の長い話ではない、 という
ようなこと。
そして最後、 これも、 これがもう、 たぶん皆さんにとっては一番しんどい話です。 一番しんどい話をこれか
ら申し上げるしかないのですが、財源の拠出の話。 しんどいです。 少なくとも、最初に申し上げた共通基盤、
全業界全く関係なくどこの業界だろうと関係なく、 共通部分でやらなければいけない対策があると申し上げ
た。 ここには当然、 行政コストがかかります。 だとすると、 各関連する業界が、 そこに対する何かしらの財
源拠出をしなさいという論議は必然的に出てきます。 これはたぶん皆さんにとっては一番しんどい論議にな
ると思うので、 ここはいまから認識して、 しっかりと業界のなかで論議をしていかないとまずいです。 絶対、
急に合意はできないですから。我々カジノ業界は、カジノ税というものを皆さんの業界で言う粗利のなかから、
もう行政に対して拠出することになっています、 これはほぼ決まっています。 そして、 行政に納めたカジノ
税のなかの一定比率を依存問題の対策のために特別に使いますというように用途の制限をする、 ここまで
基本的には語られています。 我々業界は既に依存問題対策の財源拠出はやらなければいけない業界とし
てスタートします。 問題は皆さんの業界です。 いま遊技業というのは、 行政に対して特別な税、 もしくは拠
出金を収めるという手法自体がいまはないですね。 消費税が出来るまでは皆さん、 娯楽施設税というのが
ありましたが、 いまはない、 基本的に法人税しか払っていない。 所謂、 一般法人が払っているものしか払っ
ていない。 ここに対して、 当然、 共通基盤で何か対策をするをするのだったら、 対策用の財源拠出をしな
さい、 ではどういうふうにそれを納めるのかという話が必ず出てくるので、 そして、 申し訳ない、 これは私の
立場からすると申し訳ない、 カジノだけの財源ですべての依存問題対策をやりますと、 行政が言い出した
瞬間にカジノ業界は大反発します。 我々だけのお金ではないはずだと、 我々の立場だったら当たり前では
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ないですか。 皆さんそれぞれが共有している対策に関しては、 我々が財源を拠出するのだったら、 それぞ
れ公営競技も遊技業もその他類するものも、全ての人たちが拠出をしてくださいというメッセージを必ず我々
の業界は発しますから、 そのときに皆さんがどう対応するか、 というのはいまから考えておかないといけない
こと。 そして、 もっと言うのなら、 税金を納めるのだったらその見返りをどうやって引っ張り出すかもきちんと
セットで考えないといけないと思います。 財源拠出はたぶんほぼほぼ確定だと私は思いますから、 やれとい
う話は出てくると思うので、 ただ取られるのではなくて、 その見返り、 バーターとして何をもらうかというのは、
これは業界としての行政との交渉ですから、 その準備もきちんとやっておかないと、 ただ損する、 取られ損
になりますよということだけは、 きついようですが、 明確に申し上げておかないといけないと思います。

藤田 ありがとうございます。 先ほど、 ２つ目で仰ったところの、 カジノ業界としてはこういうような依存症対策
を年内くらいですか、 カジノとしての部分を出しているというなかで、 ベンチマークという言葉がありましたが、
できたあとにパチンコ業界がそれに対して、 ではうちはこうしますと言っていく方がいいのか？それが出来る
前にパチンコ業界、 まぁ精緻じゃなくてもだいたいこのくらいはやって何年くらいでこうやりますと先に当てて
いく方が良いのか？どちらが良いと思いますか。

木曽 先出しは損だと思います、 正直申し上げると。 カジノ側が出したものに対して答えるというのは一番損は
しにくいと思うので、 たぶん出し方というのはそういうやり方になると思いますが、 一方で、 カジノ側がやるで
あろうことはほぼメニューとしては一定程度決まっています。 時間がないので言いませんが、 私がリストとし
てここで喋れるくらい決まっています。 だとすると、 それぞれに対応する自分の業界のなかの都合というも
のを、 やはり業界内でまとめておかないと。 皆さんの場合は業界団体がいくつにも分かれているわけです
から、 そのなかで歩調を合わせておかないと、 絶対に、 では我々はこうしますと出されたタイミングにレス
ポンスすらできないではないですか。 そういう状況になってしまうと変な話、 負けです。 何も返せなくなった
ら、 ではこうしなさい、 と今度は行政側が何か被せてきます。 そうなったら皆さん、 もう負けですよね。 そ
うならないような環境をこれから１年間はもうない、 どうやって整えていくか？というのがある意味、 ここの業
界団体としての機能だと私は思っています。

藤田 敢えて先には出さなくていいけれど、 出た瞬間にポンと出せるくらいまでは、 しておかないと危ないよね、
ということ。

木曽 仰る通り。
藤田 はい、 ありがとうございます。
次、 力武さんにお伺いしたいですが、 先ほど、 店舗のスタッフの方が、 ある意味、 ケースワーカー的な動
きもされているという話があったのですが、 そういうのが全国のパチンコ店でやれるような人が育てば、 それ
はかなり有効かと思いますが、何か良い手法とか、こんなことをやれれば、こういう仕組みが出来れば、きっ
と出来るのではないかというような、 何か案はお持ちですか？

力武 すでにあると思います。 皆さんのホールのなかでも、 すごく気が利いて、 目配りができて、 お客様の状
態を良く見ているスタッフの方がいらっしゃると思います。 そういう人をお客様の依存の相談係にすれば良
いと思います。 それが一番だと思っています。 いますごく感じているのが、 所謂、 ギャンブル依存の問題
と、 私たち遊技業界が依存に関して一緒に議論されている。 非常に危険だなと思っています。 私が依存
問題に取り組みだした頃は、 真性ギャンブラーの方がいて、 所謂、 底付きと言うものを体験させるのが良
いことなのだと言われていました。 要はとことん落ちるところまで落ちて、 そして自分はギャンブルの前では、
本当に無力なのだと、 パチンコの前ではもう抗えない、 自分ではどうしようもない、 そういうふう状態のとこ
ろまで落ちて、 そしてＧＡなどのミーティングで回復を図っていくのが、 ベストな回復の方法だということが言
われていました。 でも今はそうではないのです。 ホールの雰囲気もずいぶん変わりましたし、 あと生活保護
の問題もあります。 私は、 生活保護には少なからず軽度知的障害の方が混ざっているのではないかと思っ
ているのですが、 そこでお金の管理もできないとかいろいろな問題が多岐にわたっている、 ですから一括り
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ではなくて、 やはりパチンコ独自の回復の支援というのを探っていかないと本当に当事者のためにならない
し、 ご家族のためにもならない、 と思っています。

藤田 パチンコ独自の対策というか、 ものが非常に大事かと思いますが、 どうやったらできる？どうやったら、
とうか、 各店でやるにしてはあまりにも課題としては重いかなというなかで、 業界を挙げてやっていくとしたら、
どのようなやり方がありますか？

力武 先ほど申し上げたような、 お客様相談係というスタッフを常駐させるということは一つの手でしょうし、 そ
の人たちがすぐに気づいて、 お客様に自己チェック表みたいなもので管理をしていただいて、 そして早期に
リカバリーに相談の電話をするということが一番大事ではないでしょうか。 リカバリーはそこで当事者がどのよ
うな問題で悩んでいらっしゃるのか、 振り分けることができると思う。 だから一刻も早くリカバリーに繋ぐという
ことが大事なのではないでしょうか。

藤田 いま言われたコアの部分はよくわかるのですが、 そのスタッフ、 各店で、 あなたはそういう係ね、 と言
われた人に対しての教育を業界を挙げてやっていくということ…

力武 そうですね、 やった方がいいですね。
藤田 専門的な知識というのはほとんど持たれていないではないですか。 実は私も今日、 西村先生の講演を
聴いていて、それなりに勉強していたつもりでも、まだ全然底が浅かったなぁというのを自覚したくらいなので、
各店のスタッフに任せてもやはり表面的なことしかできないのかな、 というのがあって、 何かしっかりした教
育プログラムを作ってあげないと、 それこそ本人も辛い思いをしそうだよなという…

力武 私は逆に、 深くかかわるのは難しい問題だと思います。 当事者を個々に見ていくと１００人いたら１００
通りの依存の在り方があると思います。 それに対応するということは大変なことなので、 やはり、 問題があ
るお客様には相談にのって、 リカバリーに相談してくださいというかたちを早くとったほうがいいと思います。

藤田 ありがとうございました。 では時間もなくなってきましたので、 最後に一言ずつ、 お願いいたします。
木曽 あらためて皆さんにはいろいろ影響、 もしくはご面倒をおかけしておりますというところですが、 何しろ社
会問題としてこういうものがあがってしまった限りは、 何かしら対応するのが産業としての務めではありますの
で、 先ほど申し上げた通り、 あまり後ろ向きに考えるというよりは、 業界が持続可能なかたちで発展をして
いくために必要なものであるという認識で、 この問題には取り組んでいただきたいと思います。 よろしくお願
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いいたします。

藤田 ありがとうございました。
力武 私から二つあるのですが、一つは広告宣伝をいったん、自粛した方がいいのではないかと思っています。
私も最近また依存問題に深く関わりだして、 やはり、 ことが簡単ではないなと思っています。 非常に大きな
荒波が来ると思っています。 私も将来息子に継がせたいなと思っているので、 いったん、 きついけれども
広告宣伝を自粛したほうが良いと思います。
もう一つは、先日、全日遊連で警察庁の小柳課長が講話をされましたが、非常にそのとおりだと思ったのは、
遊技機の開発を製造者任せにするな、 と仰いました。 我々お客様にいちばん近いホールの視点で、 遊技
が抱える問題に対処するという点から、 意見をいうことが必要だと仰って、 まったくそうだと思いました。 で
すから依存問題の観点から、 こういう遊技機は好ましくないということを遊技機メーカーに提言していくなど、
私たちホールが機械の開発に関わっていかなければならないと強く思っています。

藤田 ありがとうございました。
吉村 日本ＩＲというのに関連しているなかで、 日本としては世界一クリーンなカジノを作りたいといういろいろな
思惑があって、 そのなかでマネーロンダリングの問題とか依存症の問題があって、 例えば、 いま現金を電
子マネー化したらどうかという議論がもちろんあって、 そういった新しい取り組みがあったときに、 かなり、 日
本独自の規制というのが厳しくなってくるのかなと。 同時に、いま我々がここにいるような問題を抱えながら、
ただこのパチンコ業というのは私ももうずっとお世話になっている以上は、 これから先まで絶対に続ける必要
があるし、 続けなくてはいけない業として思っていますので、 そういったなかで、 いまちょうど両足を突っ込
める、 片足はカジノ、 片足はパチンコという私の立場からしたときに、 何かいろいろお役に立てるような情
報並びにどういう方向性が一番正しいのだろうかと、 常日頃、 私自身も勉強しながら皆さんと一緒にやって
いけたらと思っていますので、 よろしくお願いいたします。

藤田 ありがとうございました。 最後にまとめとして、 一言申し上げさせていただきたいと思います。 力武さん
の最後のメッセージにありましたが、 やはり、 ホール業者側が機械に対してこういうのを作っていくべきだと
いう話がありましたが、 その前に、 西村先生の話のなかで業界目線ではなくてプレイヤー目線、 或いは世
の中の目線と言われていました。 そういう意味では、 業界のなかだけでというのではなくて、 第三者の目、
業界外の人たちの目、 機械に対してもそうでしょうし、 依存症の対策、 或いはいろいろなデータの分析、
というようなことも含めて、 世の中から見たときに、 これは客観的な判断がされているなと担保できるような
仕組みづくりというのも、 併せて必要ではないかなと感じました。
９０分の間、 今日、 ４人のパネラーの良いところ、 全部出しきれなかった部分があったかと思いますが、
今後の業界の発展のために、 この時間が有効な対策になればと思って締めさせていただきます。 どうもあ
りがとうございました。
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