IR 法案にもっと日本的知恵を盛り込め！
−日本型カジノの模索を−
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世界のカジノの光景
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国境のカジノや︑今日世界一と言わ
素敵な建築物としてのカジノ等を巡

れるマカオのカジノやシンガポールの
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り︑実際にカジノでゲームをして遊
ぶと共に︑様々なイベントを楽しみ︑
その建築︑内装︑イベント︑そして運
営に関しても興味を持って研究して
きた︒真近では︑ウラジオストックの
空港の近くのカジノを訪れた︒地域
の名前は︑
〝ギャンブルゾーン〟であっ

ラスベガスのカジノ

あり︑それこそが今日本社会に望ま
さて今日統合型リゾート︵ＩＲ＝
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〝小さな部 屋〟を 意 味した
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カジノの由来は︑幾つかの説がある
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と︑図３の如くになる︒どちらかと

ト 地と 関 連する 言 葉を 集めてみる

IR に求められる機能
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ンス政府が︑税金を徴収するのに良

置づけられていたし︑今も多くのカ

しかし今日の日本におけるリゾー

エーションの定義は下の括弧の中の

トやレクリエーションの意 味は︑そ

ジノがその色彩を色濃く持っている︒

場の少ない日本では︑大人が堂々と

ようである︒そして図２の機能を全

キレイに遊べる空間を創り出す事が

うした定 義 と 比べると 曖 昧であえ

実はこの点は日本にとって極めて重

不可欠である︒何故なら︑個人金融

い︑未だ日本的に確立している訳で

て持つのがＩＲである︒

資産残高︵約１８００兆円︶の３分

はなく︑拡散している︒現存リゾー

要である︒ただでさえ︑大人の遊び

の２以上を 歳以上の人々が持って

求められているからである︒
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リゾート（Resort）とレクリエーション（Re-creation）の定義

本来、静かに神との対峙や、一人静かな思考出来る空間を求め、今の自分がこのままで良いの
かを自問自答（反省）し、自分を新たにソートする。あるいはクリエーションし直す場、それが
リゾートであり、レクリエーションの場である。
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界の金 持ちを 集めるには不 十 分で

クリエーションの地とは言えず︑世

せ集め施設では︑真のリゾートやレ

ションの場なのである︒これらの寄

まのリゾート地であり︑レクリエー

と 言えば統 合 化の目 的が曖 昧のま

であり︑統 合 化されていない︑もっ

の語るリゾートやレクリエーション

訪問の駆け足の旅というのが日本人

場とはなっていない︒むしろ観光地

あり︑自分をじっくりと見つめ直す

ようになることを︑ロシアやヨーロッ

珍 奇の話 題を 求めて世 界を 旅する

主となり︑その為に教養を磨き︑新

や喫茶をし︑楽しい会話をする事が

そこでは親しい仲間と美味しい食事

という 俗 称〝貴 族 研 究〟を 行った︒

ようなライフスタイルを形成するか﹂

十分なお金と時間を持ったら︑どの

立し︑初 代の所 長となり︑
﹁人 間は

いる時に︑サンリオ文化研究所を設

ある︒私は㈱サンリオの顧問をして

パの貴族︑インドのマハラジャ︑
朝鮮の両班︑中国の明の貴族︑
日 本の 平 安︑室 町 時 代の 貴
族︑江戸時代の旦那衆を生ま
れてから 死ぬまでを︑徹 底 的
に調 査する事によって明らか
にした︒これからの日 本では
これからそうした人々のニー
ズに応える事が非常に大きな
ウェートで望まれるのである︒
まさに︒一人 当たりの滞 在日
数と消費金額の大きいＶＩＰ
ゲストが喜んで訪れる統合型
リゾートの開発である︒
それを達成させるのが日本
が創り上げるＩＲの本当に求
められる姿であろう︒︵続く︶
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IR 施設の例
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