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第 1 ギャンブル依存症の被害実態
1 医学的研究・調査から浮かび上がるギャンブル依存症の被害実態
（1）依存症者数
平成 26 年 8 月 21 日、毎日新聞において、ギャンブル依存症者が 536 万人にのぼるとい
う記事が掲載され、社会に衝撃を与えた1。
成人の依存症について調べている厚生労働省の研究班（研究代表者＝樋口進・久里浜医療センター
院長）は 20 日、パチンコや競馬などギャンブル依存の人が成人人口の 4．8％に当たる 536 万人に上
るとの推計を初めて発表した。
（中略）
研究班は昨年 7 月、成人約 4000 人に面接調査を実施した。その結果、ギャンブルについては、国
際的に使われる指標で「病的ギャンブラー」
（依存症）に当たる人が男性の 8．7％、女性の 1．8％だ
った。海外の同様の調査では、米国（02 年）1．58％、香港（01 年）1．8％、韓国（06 年）0．8％
−−などで、日本は際立って高い。
ギャンブル依存は、秋の臨時国会で本格審議される IR 推進法案（カジノ法案）が成立した場合の
患者増を心配する声もある。研究班の尾崎米厚（よねあつ）
・鳥取大教授（環境予防医学）は「パチ
ンコなど身近なギャンブルが、全国どこにでもあることが海外より率が高い原因ではないか」と分析
する。
（以後省略）

この調査は、
「WHO 世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合的研究」
研究班の中で、鳥取大学医学部環境予防医学分野教授尾崎米厚氏が飲酒行動に関する全国
調査の一環として、2013 年に 4153 人に対し、SGOS テストを行い、5 点以上の者を病的
ギャンブラーとして推計したものである2。
諸外国での問題ギャンブラーについてはは 1～3％の報告が多いようであり3、日本の現
状は、欧米に比して、高い割合を示している。また、2013 年報告において、アルコール依
存症者が 58 万人、
アルコール依存症疑いが 113 万人と推計されていることと比較しても、
非常に大きな数字である。
アルコール依存症や海外との比較におけるギャンブル依存症者数の多さは、ギャンブル
1

2

3

毎日新聞では、
「パチンコや競馬などギャンブル依存の人が成人人口の 4．8％に当たる 536 万人に
上るとの推計を初めて発表した」との報道がなされていたが、2013 年調査は、2008 年全国調査の結
果と比較することを目的としており、実際には、2008 年の調査において、男性の 9.6％、女性の 1.6％
がギャンブル依存症疑いであることが明らかとなっていた。
尾崎米厚
「わが国の成人の飲酒行動に関する全国調査 2013 年、
2003 年 2008 年全国調査との比較」
WHO 世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合的研究平成 25 年度分担研究報告
書（厚生労働科学研究費補助金 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
樋口進「成人の飲酒と生活習慣に関する実態調査研究」わが国における飲酒の実態ならびに飲酒に
関連する生活習慣病、公衆衛生上の諸問題とその対策に関する総合的研究 平成 21 年度年度総括・
分担研究報告書（厚生労働科学研究費補助金 環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業）
、和田清編
「依存と嗜癖」医学書院（精神科臨床エキスパートシリーズ）
（以下「依存と嗜癖」と表記）156 頁、
鶴身孝介、高橋英彦「ギャンブルにはまる脳」BRAIN and NERVE 65 巻 1 号（以下「ギャンブル
にはまる脳」と表記）参照
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依存症に対する対応の必要性を裏付けている。
なお、2010 年の調査では、回答が得られた 460 施設のうち、308 施設でギャンブル問
題の相談を経験しているという結果が得られており、ギャンブル問題を抱える率の高さを
示している4。
（2）症状
ギャンブル依存症の本質的な症状として、①ギャンブルに対する渇望（強烈な欲求）
、②
ギャンブルに対するコントロールの困難・喪失、③ギャンブルへのとらわれ（ギャンブル
が頻繁・高額になり、ギャンブル以外への関心興味の低下）④心理・社会的状態の進行性
の悪化、⑤離脱症状といったものが上げられる5。
中でも、ギャンブルが無性にやりたくて、やりたくなるとどうにも止まらなくなるとい
ったギャンブルに対する渇望や、やりだしたらお金がなくなるか、店が閉まるまで止まら
ないといったギャンブルに対するコントロールの喪失は、ギャンブル依存症の中心的な症
状である。その一方で、ギャンブル依存症から回復した人やギャンブル依存症を扱う医師
が非常に重視しているのが「嘘をつく」ようになるという症状である。DSM-5 の診断基
準にも認められている症状であるが、人格に問題が生じることを端的に示すものであり、
ギャンブル依存症の危険性を示すものと考えなければならないだろう。
また、ギャンブル依存症者においては、精神的な症状のみならず身体的症状も生じるこ
とが報告されている。ギャンブル依存症者の重症度と健康状態の悪さは統計学的に非常に
有意な関連を有するとの報告や、不眠、消化器疾患、高血圧及び頭痛などが高率であると
の報告がある他、ギャンブル依存症者 105 名を調査した研究においても、1～2 割の患者
に、
「かなり強い」頭痛、肩こり、口渇、便秘などの身体症状が認められている6。
（3）合併症
ギャンブル依存症患者には、他の精神疾患を合併している事例が少なくないとの研究報
告がなされている。
特に、うつ病やアルコール依存症をはじめとした物質使用障害の合併は高い比率で認め
られている7。その他、気分変調症や双極性感情障害、社会不安障害、統合失調症、広汎性
発達障害、認知症、精神発達遅滞等の併存が認められる。
これらの併存疾患等については、治療方針を決めるに当たり重要になることはもちろん
であるが、ギャンブル依存症が、うつ病を誘発したり重症化させたりすることを踏まえ、
併存疾患等を主訴として訴えている患者の背後に、ギャンブル依存症がないか常に留意す

4

宮岡等「病的ギャンブルリング（いわゆるギャンブル依存）の概念の検討と各関連機関の適切な連
携に関する研究」様々な依存症における医療・福祉の回復プログラムの策定に関する研究 平成 22
年度分担研究報告書（厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業）
5 「依存と嗜癖」
、田辺等「ギャンブル依存症」生活人新書（以下「田辺ギャンブル依存症」と表記）
、
帚木蓬生「ギャンブル依存とたたかう」新潮選書（以下「ギャンブル依存とたたかう」と表記）等
6 太田健介
「病的賭博者の特徴－1 医療機関を受診した 105 例の検討から－」
精神神経学雑誌 110
（11）
1023～1035（以下「太田論文」と表記）
7 森山成彬「病的賭博者 100 人の臨床的実態」精神医学 50（9）895～903（以下「森山論文」と表
記）
、太田論文等
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る必要があるとの指摘がなされている8。
なお、ギャンブル依存症者のうつ状態については、借金の取立てや生活破綻などのスト
レスから生じた反応性の不安抑うつ状態であることが多いと考えられているが、うつ状態
の代理症状としてギャンブル依存症を呈することもあり、うつ状態が 1 次的なものか、ギ
ャンブル依存症に伴う反応性かについて注意を要するものとされている9。
（4）自殺率
ギャンブル依存症と自殺（自死）との関係については、非常に高い相関関係が示されて
おり、ギャンブル依存症を人権問題としてとらえる必要性が高いことを示している。
海外の研究では、ギャンブルをやめて 2 週間以内の研究協力者 101 名の内、33％が自殺
企図を、39％は自殺念慮があるといった報告もなされている10。日本でも、厚生労働省研
究班「精神障害者の地域ケアの促進に関する研究」では、自殺念慮率、自殺企図率共に、
一般の場合より非常に高い割合であることが示されている11。
○自殺念慮（自殺をしたいと思った）の経験率12
ギャンブル依存症群 62．1％ ｖｓ 対象群 14．5％
○1 年以内の自殺念慮（自殺をしたいと思った）の経験率13
ギャンブル依存症群 26．7％ ｖｓ 対象群 2．7％
○自殺企図（何らかの形で自殺を計画した）率
ギャンブル依存症群 40．5％ ｖｓ 対象群 1．8％
○1 年以内の自殺企図（何らかの形で自殺を計画した）率
ギャンブル依存症群 12．1％ ｖｓ 対象群 0．0％
一方、大うつ病性エピソード診断該当者の自殺念慮率については 19.4％、大うつ病性エ
ピソード診断該当者の 1 年以内の自殺企図率は 8.3％とされており14、ギャンブル依存症の
自殺念慮率ないし自殺企図率は、うつ病ないし大うつ病性エピソード診断基準該当者より
も高い。またアルコール使用障害患者（アルコール依存症患者）の自殺企図率 30.6％と比

佐藤拓ら「病的ギャンブリング－その鑑別と対応－」精神科治療学 27（6）715～721（以下「佐藤
等論文」と表記）
、 田辺等「ギャンブル依存症（病的賭博）と自殺」精神科治療学 25（2）
（以下「田
辺等論文」と表記）
9 太田論文
10 田辺等論文
11 田中克俊「人格障害、およびいわゆるギャンブル依存症の実態と地域ケアの促進に関する研究」精
神障害者の地域ケアの促進に関する研究 平成 20 年度総括分担研究報告書（厚生労働科学研究費補
助金 障害保健福祉総合研究事業）
12 平成 20 年度自殺対策に関する意識調査（内閣府自殺対策推進室作成）における、生涯自殺念慮経
験率は 19.1％となっている。
13 平成 20 年度自殺対策に関する意識調査（内閣府自殺対策推進室作成）における、1 年以内の自殺
念慮経験率は 4.0％となっている。
14 田中克俊「人格障害、およびいわゆるギャンブル依存症の実態と地域ケアの促進に関する研究」精
神障害者の地域ケアの促進に関する研究 平成 20 年度総括分担研究報告書（厚生労働科学研究費補
助金 障害保健福祉総合研究事業）
8
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較しても高い自殺企図率となっている。他の精神疾患と比較しても非常に高い自殺との相
関関係が確認されるところである。
そのため、自殺総合対策大綱（2012 年改訂）でも、
「うつ病以外の自殺の危険因子であ
る統合失調症、アルコール依存症、薬物依存症、病的賭博等について、借金や家族問題等
との関連性も踏まえて、調査研究を推進するとともに、継続的に治療・援助を行うための
体制の整備、自助活動に対する支援等を行う。
」旨定められている。
ギャンブル依存症を人権問題としての課題と位置付けるべき所以である。
（5）誰にでも生じうる疾患であること
ギャンブル依存症は、父親によくパチンコに連れていかれていた人や低学歴の人に生じ
るというものではなく、誰にでも生じ得る疾患であることに注意すべきである15。
100 名のギャンブル依存症者を調べた調査研究では、親の双方あるいは一方がギャンブ
ルを行うのは約 4 割であり、残りの 6 割ではギャンブルを行わないという結果が報告され
ている16。当会で聞き取りをした中でも、ギャンブル依存症者の中には、ギャンブルに対
して強い嫌悪感を抱く家庭の出身者において、ギャンブル依存症となってしまった人がい
ることが確認されている。
また、ギャンブル依存症の危険因子として、男性、若年、マイノリティ、低所得者層が
挙げられている一方で、ギャンブル依存症者について、高学歴の者が少なくないことも確
認されている17。
（6）周囲への影響18
ギャンブル依存症は、それに罹患している人の家族や友人などの近しい人に対して、社
会的、感情的、経済的に大きなダメージを与えることが報告されており、一人の病的ギャ
ンブラーがいると、その周りの 8－10 人の人に直接的な否定的影響を与えると言われてい
る。
ギャンブル依存症は、ギャンブル依存症者のみの問題ではなく、その家族等の人権問題
も含んでいることを念頭におかなければならない。
① 配偶者への影響
ギャンブル依存症が、その配偶者に与える経済的影響は、人生を変えるほどのインパ
クトを持つものとされている。
配偶者は、
負債の事実を知らされるという経験を通じて、
ギャンブラー当事者に対して経済的な意味での安全感や信頼感を失ってしまう。それが
知らされたときの強い衝撃からＰＴＳＤなどのトラウマ症状に結び付くこともあるとい
う。ギャンブル依存症者が負債した事実が分かってから、家族は、借金返済のための対

佐藤拓、宮岡等「病的ギャンブリング－その鑑別と対応―」精神科治療学 第 27 巻第 6 号（以下
「佐藤等論文」と表記）
16 森山論文
17 短大卒以上の高学歴者が、森山論文では 66％、太田論文では 42％、原田等論文では 62.5％であっ
た。
18 宮岡等
「病的ギャンブリングと債務問題等との関連および病的ギャンブラーの家族らの実態調査と
回復支援のための研究」様々な依存症の実態把握と回復プログラム策定・推進のための研究 平成
25 年度分担研究報告書（厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業）
15
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応を迫られることになり、ストレスを受ける。
また、ギャンブル依存症は、婚姻関係のストレスや別居・離婚やＤＶのリスクになる
ことがあるとされている19。
② 子どもに対する影響
子どもの生活は、病的ギャンブリングに強い影響を受けている。心身に強い影響を与
えている場合も多く、これが病的ギャンブリングの世代間連鎖につながっている場合も
ある。
（7）違法行為
ギャンブル依存症が違法行為をも引き起こすようになることは、多数の事例がこれを証
明しているところである20が、臨床研究調査によっても、そのことが明らかとなっている。
アメリカでは、ギャンブル依存症者の 60％がギャンブルを続けるために違法行為を犯した
との報告がある21。また、日本における調査でも、ギャンブル依存症者の 1 割が横領を行
っていると報告がなされている22上、
「精神障害者の地域ケアの促進に関する研究」研究班
の研究においても、
「男女に限らずギャンブリングの問題が深刻化することにより、重大な
違法行為に及んでしまう可能性があることが示唆された」と報告されている23。
（8）ギャンブルの種類
森山論文、原田等論文、太田論文いずれにおいても、パチンコ・パチスロだけを行うギ
ャンブル依存症者が 8 割を、パチンコ・パチスロがらみのギャンブル依存症者を含めると
9 割を超える結果となっている。諸外国では、年齢、性別により陥るギャンブルが異なる
と報告されている24ことからすると、これらの結果は非常に特徴的な結果を生じていると
言わなければならない。
この結果につき、大田論文では、パチンコの依存性の高さと容易にできる環境が推測さ
れたとしている。
加えて、2013 年 8 月から 2015 年 5 月の間に調査されたギャンブル症者 100 人の臨床
的実態（続報）25では、森山論文における調査で、宝くじにはまっているギャンブル依存
症者が 2 名であったのに対し、新しい調査では 15 名と急増していることが指摘されてい
る。

大田論文でも、一般に比べてギャンブル依存症者では、離婚が 4 倍多かったとの報告がなされて
いる。
20 本報告書第 2 部第 1 の 4 犯罪事例（新聞報道より）の項目等参照
21 太田論文
22 太田論文
23 田中克俊「いわゆるギャンブル依存症の実態と地域ケアの促進」精神障害者の地域ケアの促進に関
する研究 平成 19～平成 21 年度総合分担研究報告書（厚生労働科学研究費補助金 障害保険福祉総
合研究事業）
24 原田等論文
25 森山成彬「ギャンブル症者 100 人の臨床的実態（続報）
」臨床精神医学 45（4）517～522（以下「森
山論文２」と表記）
19
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2 会員アンケート結果
（1）はじめに
ギャンブル依存症の被害実態の調査として、最も身近なものは、会員たる弁護士から、そ
の事件処理を通じて知り得た事柄を調査することであると考え、九弁連管内の全会員を対
象とし、ギャンブル依存症に関するアンケートを実施した。
九弁連管内会員のアンケート結果は次のとおりであった。なお本報告書第 5、第 8 にもテ
ーマに沿った質問と回答を掲載しているので参照されたい。
（2）アンケート結果
①質問 1

過去 10 年間において、当事者がギャンブル依存症に罹患していると疑われる人
の事件を取り扱ったことがあるか
①はい(110件)
45.5%

②いいえ(132件)
54.5%

回答者は全体的に若手が多かった。そのためか、経験が十分ではない会員が多く含まれて
おり、結果的にいいえが多かったものと思われる。また問題意識が低いために、取り扱っ
たことがあるのに記憶に残らずいいえの回答になったケースも相当あると推測する。
なお、中堅からベテランの弁護士の回答が比較的少なかったことについても、ギャンブル
依存症に罹患していると思われる人の事件を取り扱ったことがあるのに、当時の問題意識
の低さも相まって、その具体的内容について記憶喚起することが困難で回答をしなかった
という会員が多いと思われる。
②質問 2

取り扱った事件のうちギャンブル依存症が関係する事件の種類（複数回答可）
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想定されたとおり、債務整理事件が最も多かった。
ただ、ギャンブル依存症が問題となるケースは、もちろん債務整理事件に限らない。む
しろ、債務整理事件として弁護士のもとを訪れるということは、それだけ覚悟を決めてい
るということであり、弁護士が十分事件を掘り起こせておらず、ギャンブル依存となりな
がらも、弁護士には相談できずにいる実態がむしろ浮き彫りになったと言える。
その他の事件について、記載数（有効回答 5 件）が少なく、債務整理、刑事、離婚事件
を除いてギャンブル依存症が大きくかかわる事件類型のようなものは確認できなかった。
敢えて言うならば、記載されたものの中では、家族と何らかの紛争（家業廃業、相続、成
年後見）が発生したというものが目立っていた。
③質問 3（1）ギャンブル依存症が疑われる当事者の年齢

⑦７０代(3件)
0.9%

⑧８０代以上(1件)
0.3%

⑨不明(19件)
5.5%

⑥６０代(22件)
6.4%

①１０代(1件)
0.3%
②２０代(40件)
11.6%

⑤５０代(78件)
22.7%
③３０代(78件)
22.7%
④４０代(102件)
29.7%
全世代にわたっているという印象を持つ。基本、40 代が 3 割を占めて一番多く、80 代や
70 代は減少傾向にある。働き盛りの者が同時に被害者となることが見て取れる。
④質問 3（2）ギャンブル依存症が疑われる当事者の性別

③不明(37件)
9.4%
②女性(40件)
10.2%

①男性(316件)
80.4%
想定されたとおり、男性が圧倒的であるが、女性の被害者も 1 割を占めており、それな
りの数がいるものと思われる。
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⑤質問 3（3）ギャンブル依存症が疑われる当事者の職業

⑨その他(5件)
1.4%

⑧無職(59件)
16.5%

⑩不明(18件)
5.0%

①公務員(27件)
②会社役員(4件)
7.5%
1.1%
③会社員(122件)
34.1%

⑦生活保護(42
件)
11.7%
⑥学生(0件)
0.0%
⑤自営業(27件)
7.5%

④パート・アルバ
イト(54件)
15.1%

職業については、
実に幅広い。
特定の職種にその傾向が見られるということにはならない。
また、想定されたとおり、生活保護受給者や無職者が合わせてちょうど 100 件の報告が
あった。ほぼ確実に高額な支出を伴うギャンブルに依存していると疑われる者がいること
は、やはり被害が根深いと思わざるを得ない。
⑥質問 3（4）ギャンブルの種類
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当初から、パチンコ・パチスロが多いであろうことは予想していたが、それ以上に多く圧
倒的多数という状況であった。複数回答なので割合を検討することは意味がないかもしれ
ないが、パチンコ・パチスロ以外の総数が 55 件に止まるのに対して、パチンコ・パチスロ
は 312 件と、実に 5 倍以上の数となっている。
もとより、いわゆる「三店方式」が横行している状況にあって、賭博罪が成立するのかど
うか曖昧にされているのだが、ギャンブル依存症という観点からその被害実態を捉え直し
たときに、最も曖昧にされているパチンコ・パチスロが圧倒的トップに来るのは理不尽で
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あると言わざるを得ない。
警察庁では、一応の依存症対策を行っているようではあるが、これだけの被害者を目の前
にするとき、より抜本的な対策が必要ではないかと考えられる。
⑦質問 3（5）ギャンブルで使用する金額（特定の人が時期によって異なる額になるという場
合には、最も使用金額が多い時期のもの）

⑥あるだけ全部使
う(37件)
11.1%

①１万円未満／月
(2件)
0.6%
②１～５万円未満
／月(84件)
25.2%

⑦不明(61件)
18.3%

⑤決めていない
(22件)
6.6%

③５～１０万円未
満／月(71件)
21.3%

④１０万円以上／
月(56件)
16.8%

金額は様々であったが、あるだけ全部使うが 1 割強いる一方で、1 万円未満は 1％未満で
あった。収入の程度との関係でアンケートを取っていないが、仮に収入と比較をすることが
できれば、家計に相当程度打撃のある支出となった可能性も考えられるところである。

質問3(6)
ギャンブル歴（期間）
⑧質問 3（6）ギャンブル歴（期間）

①１年以内(6件)
1.8%
②５年以内(101
件)
30.1%

⑤不明(75件)
22.3%

④１０年以上(80
件)
23.8%

③１０年以内(74
件)
22.0%

期間も様々であるが、1 年以内は少なかった。

― 53 ―

2016 九弁連大会シンポジウム報告書

⑨質問 3（7）ギャンブルが当事者に対して与えた影響（複数回答可。一人の当事者が複数の
項目に該当する場合には、全て）
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1 借金のきっかけになった
2 万引きや詐欺など刑事事件のきっかけになった
3 家庭での不和の原因となった
4 アルコール依存
5 薬物依存
6 精神疾患
7 摂食障害（過食）
、生活習慣病（糖尿病、高血圧等）
8 仕事をしなくなった
9 自殺（未遂を含む）
10 その他
弁護士が関わるケースに限ってのことであるため、
借金や刑事事件等が多いことは当然で
ある。債務整理事件を契機に弁護士が関わることが多いことと連動している。
ただ、この設問は複数回答で様々な問題点も同時に聞いているわけであるが、弁護士が必
ず関わる借金・刑事事件・家庭内不和に加えて、アルコール・薬物依存、摂食障害等、さら
には自殺にも結びついていることが認められる。このことは、借金問題、刑事事件、家庭問
題以外の部分にそれなりに問題点を含んでいることがわかる。ギャンブル依存症対策を考え
るならば、やはり債務整理や刑事事件に対応するだけでは不十分である可能性がある。
刑事事件のきっかけにおける罪名としては、窃盗が 27 件、詐欺が 6 件、強盗が 5 件、横
領が 2 件であった。窃盗は万引きや職場の金を盗むという態様が多く、詐欺は無銭飲食が多
くみられた。強盗については、内 3 件が強盗殺人（未遂含む）であった。
すべての罪名に共通して、動機は、生活費のため又はギャンブル資金のためというものが
ほとんどであった。また、生活保護者によるものが 7 件あった。
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ギャンブル依存症者による刑事事件は、被害弁償が困難なものが多く、強盗といった重大
犯罪に発展するものもあり、社会にもたらす不利益は小さくないと思われる。そうすると、
国によるギャンブル依存症対策の必要性は高いといえるが、一方で、金がないから万引き・
無銭飲食をしたというものでも、その根底にギャンブルがあると動機に酌量の余地なしとさ
れるケースがほとんどであることからすると、ギャンブルは自己責任という考え方が法曹界
ひいては国内において根強くあるものと思われる。
自由記載欄の記載された具体的事例を以下に紹介する。
・被疑者（40 代男性）はパチスロを繰り返し、父母の自宅が被疑者の債務返済のために
売却され、その後は母の兄弟の名義の家に父母とともに居住していた。母の死亡後、
母の兄弟は被疑者及び父に家を明け渡すように要求し、被疑者は単身で原付バイク
により宮崎に行き、同所のカラオケ店に寒さをしのぐため入店し、無銭飲食した（な
お、父は被疑者が借家を出た後に自殺してしまった。
）
。なお、この事例は末尾で詳

しく紹介する。
・地元のサッカーチームに所属し活躍するなど普通の青年だったが、パチンコのために
借金を重ね、借金の原資を返済するためパチンコを繰り返し、はてに他のパチンコ
客（障がい者）を待ち受けて、ゴルフクラブで襲うという、強盗傷人事件を起こし
た。
・元スポーツ選手が、パチスロで大当たりした経験を忘れられず、両親からの学費、仕
送りをパチスロに費消した。その後、両親から金の無心ができなくなると、当時の
恋人に借金をさせて現金を調達し、それをパチスロに費消した。その際、当事者は、
パチスロ資金のために、元交際相手の現金及びキャッシュカード入りバッグを持ち
去るという窃盗を行った。逮捕され、被疑者段階では、両親も見放すほどに依存の
進行度は進んでいた。しかし、ギャンブル依存症が病気であるとともに、自助グル
ープを通じて回復が可能ということを知ることで、自身の行為の罪深さを自覚する
とともに、ギャンブルとの決別を誓った。現在も元々専念していたスポーツに打ち
込んでいるようであり、ＧＡの有効性と依存症者の生の声に共感することの重要性
を実感した一件であった。
家庭での不和の原因についての不和の内容は、記載されたものは、ほぼ家族間に関する
ものであった。離婚が多数を占め、そのほかは、借金関係、絶縁関係の不和が目立った。
具体的な記載内容としては、主なものは次のとおりであった。
・離婚
・親が遺産を相続させたくないと言う。
・母の着物を質に入れた。
・配偶者から借金
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⑩質問 3（8）弁護士が関与する前に、当事者は、ギャンブルによって当事者の生活が維持で
きなくなっていることについて、自覚があったか
③不明(67件)
20.6%

①自覚あり(184件)
56.6%
②自覚なし(74件)
22.8%

弁護士のもとに来た際には、既に自覚があったというのが半数以上に達した。ギャンブ
ル依存症の域に達してしまうということは、その認識を持ち得ないからこそそうなるので
あり、認識があるならば、治療は比較的容易であると言える。やはり自覚ある件の方が多
いということは、弁護士が自覚のない被害者の救済をしていく余地があることを意味する
と考えられる。
⑪質問 3（9）当事者がギャンブルをするために事件処理にあたりご苦労された点（当てはま
るもの全て）
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上の質問で、ギャンブル依存症について自覚のある者が過半数であったことの報告がさ
れているが、それにも拘わらず、ギャンブルを繰り返してしまう者が相当数いることが見
て取れる。弁護士が介入しても、なおその対策が必要であることがわかる。
嘘をつくことの具体的内容の主なものは次のとおりであった。
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・債務整理のための積立金を費消したことを、盗難被害に遭ったと言う。
・パチンコに行っていないと嘘をつく。
・家計表に虚偽の記載をする。
・他の借り入れを装い、ギャンブルに当てる金員を借りる。
・ヤミ金からの借り入れを隠す。
・借金の原因がギャンブルにあることを隠す。
その他の具体的内容の主なものは次のとおりであった。
・養育費、婚姻費用を支払わない。
・破産してやり直すという気力が感じられない。
・精神障害で、ギャンブルの害悪を理解していない。
・被後見人が競艇をしたいというので、どの範囲で認めるか苦労した。
・専門的な治療を受けさせるようにするのに苦労した。
・親族が非協力的で、環境調整が困難であった。
⑫質問 3（10）当事者が、ギャンブル依存を克服するためにした努力（複数回答）
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自分でギャンブルをしないと決意をしたところで、
繰り返されてしまう事例が少なからず
あることは我々が経験するところであり、結局、
「自己責任」であると自らも認識してしま
い、自己解決を図ろうとしている状況が浮き彫りとなっている。
「①何もしていない」と「②
自分でギャンブルをしないと決意した」を合わせると相当な数に及ぶ。複数回答ではあるが、
回答の事柄上、この 2 つの設問は重複することがないはずである。そうだとすれば、全体の
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7 割以上の数であることは明らかである。弁護士が介入しているにも拘わらず、殆ど対策が
取られていないということが、当事者の側の数字から明らかとなっている。
「⑤自助団体での治療」の具体的内容の主なものは、以下のとおりであった。
ＧＡでは、週に 1 回の集会が行われているようである。
・ＧＡで 7 日に 1 回の集会。
・ＧＡ熊本グループ（中央会場、黒髪会場、健軍会場、大江会場）で 7 日に 1 回の集会。
「⑥その他」の具体的内容の主なものは、以下のとおりであった。
・ギャンブルに使うお金がなくなった。
・パチンコに行く時間を無くす為に、仕事のシフトを多く入れた。
・家計簿をつけてもらう。
⑬質問 3（11）ギャンブル依存を克服できたか

①克服できた(48
件)
15.3%

②克服できていな
い(50件)
16.0%
③不明(215件)
68.7%
克服できたかについては、不明が 7 割近くに上っているもので、克服できたかどうかは
明らかではない。ただ、少なくとも克服できたことの確認はできていないことは間違いなく、
「②克服できていない」と「③不明」を合わせると、8 割以上となる。弁護士が介入した事
件でも、後のフォローができていない案件が極めて多いことが浮き彫りとなる。
⑬質問 3(12)

紹介した機関

自助団体のほか、ギャンブル依存を扱っている病院、精神科病院や福祉の窓口を紹介する
事例が見られる。
自助団体として、ＧＡ、Emotions Anonymous が、福祉の窓口として、長崎県こども・
女性障害者支援センターの相談窓口、鹿児島精神保健福祉センター（はーとぱーく）
、佐賀
県精神保健福祉センター、国立肥前精神医療センターが、精神科病院として、大悟病院、八
幡厚生病院、菊陽病院、指宿竹元病院が、各々上げられた。
ギャンブル依存症克服の助けとなる機関を知っておく必要があると考えられる。
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⑭質問 3(13)特筆すべき事件の紹介
以下のとおりの回答があった（一部を抜粋）
。ギャンブル依存症を克服できた事例も紹介
されている。
・ギャンブル依存症の治療入院している診断書の提出をしたところ免責決定が出た。
・自己破産の準備中は、はまっていたパチンコにも行かず、真面目に取り組んでいた依
頼者であったが、取引推移表をとるために銀行へ行った際、パチンコ屋の前を通った
ときに入ってしまい、1 日で 7 万円を使ってしまい、結果、個人再生に切り替えるこ
とになった。
・ギャンブル依存症の書籍を読んでもらった。
3 会員が体験した具体的な被害実例
（1）事案の概要
平成 26 年 12 月某日、宮崎市所在のカラオケ店において、午後 10 時頃から翌日午前 4 時
頃までの間、カラオケルーム利用料金や飲食代金等の支払いを受ける意思も能力もないのに、
無銭飲食したという詐欺被告（刑事）事件。
被告人は宮崎市出身の四十代男性で、高校卒業後、トラック運転手、調理師、大工、造園
業を転々とし、事件当時は新聞配達員をしていたが、高校生のころから、パチンコ（パチス
ロ）にのめり込んでいた。
被告人とその両親は被告人が破産したことから実家を失い、
県外の母方の親戚の家に住み
込んでいた。被告人は、そこで新聞配達員として稼働していたものの、所持金がなくなれば、
父母に頼んでキャッシュカードを借りて父母の年金を引き出しパチンコに使用するという
生活を送っていた。
ところが、母親が死亡したことから、親戚から父共々立退きを迫られていた。被告人は、
父との自殺心中を考えていたが、自分がいなくなれば父が死ぬ必要もないものと考えて、原
付バイクに乗って一人宮崎に向かった。
その後、被告人は、ネットカフェに泊まる生活をしており、乗ってきていた原付バイクを
売り払い 3000 円を手に入れるも、その金銭をパチンコに使い所持金を使い果たした。
そのため、空腹となり行く当てもなかったことから、逮捕されても構わないと考え、カラ
オケ店で無銭飲食をした。
判決は、懲役 8 月、執行猶予 3 年というものであった。
（2） 担当した弁護人の感想
ア ギャンブル依存症からの脱却が難しい
本件は刑事事件としては執行猶予相当の軽微事案であった。しかし、本件の原因がパ
チンコであるところ、パチンコにより被告人のみならず、被告人の父親が自宅を失い自殺
するなど、パチンコの害が著しい事案であった。そこで、私は、弁護活動の初動から、今
後被告人がパチンコを辞める方向での弁護活動を心がけようと思った。
この点、私は、被告人がギャンブル依存症という「病気」であったとは思い至らず、
単に被告人の意識改革の問題、つまり自己責任で片付けられるものだと思い込んでいた。
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そのため、私は、
「被告人にギャンブルの不採算性を説けば、被告人の意識改革が生じ
て、今後のギャンブルを防止できる」
、と安易にも本気で考えていた。そのため、私は、
元パチンコ店長が教える脱パチンコ実践編などの書籍を購入し、
パチンコ店は新台入れ替
え 1 台につき 50 万円程度の経費がかかる旨の試算があり、パチンコ店はかかる資本投下
を客から回収しなければならないこと等、パチンコの不採算性の説明を繰り返した。
しかし、被告人は、そんなことはわかっているといった浮かない顔つきをしながら、
私の言葉をなぞって「パチンコは儲からないです」と一応の自己批判を述べるだけで、特
段の効果はなかった。
他方で、私がパチンコは楽しいかと尋ねると、被告人は目を輝かせて「楽しい」
（特に
北斗の拳）
、
「1000 円以上のお金があって、30 分以上の空き時間があれば、パチンコに行
きたくて我慢できなくなっていた」
、でも「パチンコはやめる」とのことであった。
このころの私の思いは「被告人が言っていることは全く理解出来ないが、このままで
はパチンコをやめるという弁論要旨が書けない。
とにかく公判までにパチンコをやめさせ
る算段をつけなければ」というものだった。
イ

父の自殺
被告人の父親が自殺していたことが、警察より、身柄拘束中の被告人（当時は被疑者）
に対して伝えられた。
このときばかりは、被告人は神妙な顔をして「父母に償うために、パチンコをやめる。
」
と述べるようになった。
私は、
「でも今まで親の年金を使ってもパチンコをしていたのに、
やめられますか？」と尋ねたところ、被告人は「親が元気でそばにいて、ありがたみを感
じていなかった。今は親が自殺して、初めて親のありがたみを感じるようになった。一日
でも早く仕事をしたい。
」ときっぱりと述べていた。
このころの私の思いは、
「ついに本当にパチンコをやめて立ち直るのではないか？」と
いうものだった。

ウ

被告人が母の病院代をパチンコに費消していた
私は、被告人の反省が深まってきたと考えて、被告人の兄に対して、示談金 5000 円
あまりの立替えを求めた。被告人の兄は、被告人には迷惑をかけられているので本来は関
わりたくないとしつつも、以下の条件のもとで示談金を出す旨を約束してくれた。
①被告人が本当に反省しているならば、兄は示談金を出す。
②被告人の反省具合を測るため、弁護人が被告人に対して、以下の質問をする。
「母の
病院代として親戚から借りた 10 万円を、パチンコ代として使ったことがあるか？」
（なお、兄によれば、被告人はパチンコ代に費消して病院代が足りなくなったとの
こと。また、この質問は①兄による示談金の立替えの条件であることを被告人には
伏せること）
③弁護人は、被告人の②の回答内容を、被告人の兄に対して、正確に伝えること
このころの私は、パチンコへの欲が肉親の病院代（生命身体）をも上回ることを知り、
パチンコの害は意識改革不能なもの、
つまり自己責任では片付けられないものではないか
と思い始めた。ただし、被告人が依存症という「病気」だとは思いつかなかった。
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私は、上記条件を飲む以外に示談金の供出方法が見つからなかったことから、被告人
と面会に行き、上記②（被告人が母の病院代のパチンコ費消の有無）について尋ねたとこ
ろ、被告人は真顔でパチンコ費消の事実を否定した。
そこで、念のため私が、
「お兄さんによれば、あなたがお母さんの病院代をパチンコに
使ったことがあるとのことでしたが、違うということでよろしいですか？」といった内容
の質問をしたところ、被告人は、
「本当は母の病院代をパチンコに使った」旨を回答した。
私は、なぜ、ウソをついてしまったかを尋ねたところ、被告人は「悪い人間ではないと思
って欲しかった」旨を述べていた。
私は、被告人の兄に対して如何に回答するか迷ったが、結局、被告人の回答内容を正
直に伝えることにしたところ、
被告人の兄はそれでも示談金を出すと一旦は言ってくれた。
ところが、兄は、示談金の立替えをするが、お金がないので給料日まで待ってくれと
言っており、5000 円あまりの額でも拠出が困難な状況であった。しかし、その後兄は私
の電話に出てくれなくなり、示談金は諦めざるを得なかった。兄が金銭的に困っていた可
能性が考えられるが、被告人のギャンブル依存に嫌気が差して、急遽示談金の立替えをし
たくなくなった可能性も否定できない。
エ

ギャンブル依存症の対策
被告人はギャンブル依存症であろう。しかし、ギャンブル依存症患者が、どこに行き、
どのような治療を受ければよいのかについては、平成 28 年現在においてネット検索して
も、なかなか見つけられなかった。この意味において国のギャンブル依存症の対策は少な
くとも充分に周知されているとはいえない。
むしろパチンコへの欲は肉親の病院代（生命身体）をも上回るのであるから、ギャン
ブル依存症は治しようがないのではないか、と感じた。
以上から、ギャンブル依存症に対する有効な対策は、ギャンブル自体の禁止であると
私は、考える。

4 犯罪事例（新聞報道より）
（1）県外の犯罪事例
ギャンブル依存症である可能性が極めて高いと考えられる犯罪例は、
県外に目を向ければ、
新聞報道などで極めて多数に及んでいることがわかっている。
財産的犯罪、つまり、詐欺・横領・背任・窃盗といった金に絡む犯罪に発展した例として
は、昨今最も注目を集めたのが、製紙会社の会長による特別背任事件である。同社の創業
家出身の経営者である代表取締役会長が、平成 22 年 4 月から平成 23 年 9 月までの総額で
105 億円を子会社から引き出すなどした特別背任事件である。社内に特別調査委員会を設
置して調査が行われたが、会長の子会社からの借入金のほとんどをマカオやシンガポール
などのカジノで浪費していたことが発覚し報道されている。金額の点では驚きの数字が出
ている。
また、通信教育会社の顧客情報流出事件も有名で、データベースの顧客情報が外部に持
ち出され、最大約 2070 万件の情報が漏洩した可能性があると発表し、派遣社員のエンジ
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ニアが逮捕された。取り調べで、情報を持ち出し名簿業者に売却したことを認めている。
エンジニアは、パチンコや競馬で借金があったとのことである。
さらに、毎年 1～2 件ずつ報道されるのが、パチンコ店駐車場で発生する幼児の車内放
置事件である。パチンコ店も巡回をするなどして対策を講じているところもあるようだが、
十分とは言えず、毎年死亡事故が報道されていることは公知の事実である。ギャンブル依
存症が人命に関わることも少なくない。
これらの事象は、
「ギャンブル依存国家・日本

パチンコからはじまる精神疾患」
（光

文社新書・帚木蓬生／著）の 68 頁以下にまとめられている。
（2） 県内の犯罪事例（宮崎日日新聞の調査）
宮崎県内における被害実態事例を調査するにあたっては、やはり新聞報道が考えられる
ので、宮崎県立図書館の検索サービスを用いて、キーワードで検索が可能な平成 12 年 1
月 1 日から平成 28 年 6 月までの宮崎日日新聞の記事の調査を行ってみた。
ところが、
「ギャンブル」
「依存症」等で検索をしても、依存症対策の記事は出てくるも
のの、刑事事件としてはなかなか出て来なかった。各種報道をよくよく見てみると、
「ギャ
ンブル」という使途が、報道当時に報道機関において明らかになっているケースはあまり
なく、どちらかというと警察発表に頼っているのではないかと考えられた。警察発表では、
使途について「遊興費」という項目が存在し、実際、
「遊興費」で検索をすると、多くの刑
事事件がヒットした。
そこで、刑事事件として筆頭に上がるであろう、
「横領」
「着服」のキーワードに加え、
「遊興費」というキーワードで検索を行い、使途が調べられるものについて、調査を行っ
た。
その結果が、次のページからの表である。
このような調査手法の限界があるため、ここに記載されたものは、ギャンブル依存症と
無関係の事例も含まれているし、ギャンブル依存症と関係のある刑事事件すべてを拾い出
せているわけでもない。2016 年 5 月に発生した信用組合の行員は、融資を装い 1 億 4000
万円を着服しているとの報道があったが、今回の検索にはなぜか引っ掛からなかった。お
そらくは罪名が「詐欺」だったからではないかと考えられる。
他方で、資金使途が「遊興費」と記載されているものに加えて、明らかにギャンブルで
あるものも、強調表示にしている。もちろん、
「遊興費」がギャンブルと断定できるわけで
はないのだが、ただ、犯罪行為をしながら、遊び金に使うというのは異常であると言わざ
るを得ず、ギャンブル依存症の可能性が疑われることは確かである。
以上のとおり、調査の限界がある中でのデータであるので、この点、ご留意願いたい。
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