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Ⅰ. 近時の動向 

 

2020 年 10 月 9 日、観光庁から、①特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方

針（案）の修正案1,2（以下「IR 基本方針修正案」という。）、②特定複合観光施設区域整

備法第九条第十項の期間を定める政令案3（以下「政令案」という。）、③特定複合観光施

設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令案4（以下「省令案」という。）、

及び④特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定に必要な事項等を定

める告示案5（以下「告示案」という。）が公表され、同年 11 月 7 日までの期間におい

てパブリックコメントの募集が行われた6。 

 

①IR 基本方針修正案及び②政令案は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓

延や IR 事業の誘致に関する汚職事件を受けて、IR 事業における公衆衛生・安全性や公

正性・透明性が確保されなければならないこと等を明記した上で、特定複合観光施設区

域整備法7（以下「IR 整備法」という。）9 条 10 項において、政令で定めることとされ

ていた同条 1 項による区域整備計画（以下「区域整備計画」という。）の認定申請の期

間を、2021 年 10 月 1 日から 2022 年 4 月 28 日までとすることを定めるものである。 

 
1 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207488 
2 2019 年 9 月 4 日に公表された特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針（案）については、

ENERGY&INFRASTRUCTURE BULLETIN 2019 年 9 月号（Vol.19）をご参照いただきたい。 
3 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207492 
4 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207494 
5 https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207495 
6 https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics03_000106.html 
7 平成 30 年法律 80 号。IR 整備法自体の概要については、TOURISM INBOUND NEWSLETTER 2018

年 7 月号（Vol.2）をご参照いただきたい。 
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また、③省令案及び④告示案は、区域整備計画に関連する手続き及びその内容につい

て、IR 整備法において国土交通省令により定めるものとされた事項、さらに当該省令を

受けて定めるものとされた国土交通省告示の案として、それぞれ公表されたものである。 

 

本稿では、まず、直近に公表された上記①～④の内容で特に注目すべき点について説

明した上で、次に、（これら上記①～④に関わる点に限らず）今後 IR 事業を進めるにあ

たって事業者及び資金提供者がそれぞれ留意すべき諸課題について論じることとする。 

 

Ⅱ. IR 基本方針修正案、政令案、告示案及び省令案の概要 

 

1. IR 基本方針修正案 

 

2020 年 10 月 9 日に公表された IR 基本方針修正案の主な修正点は、以下のとおり

である。 

 

① IR 事業者の評価基準として、IR 区域や IR 施設の安全性確保や新型コロナウ

イルス感染症の蔓延を受けた感染症対策その他の健康・衛生の確保のための

適切な取組みを講じるべきことが加えられた。 

② IR 事業の誘致に関する汚職事件を受け、国及び都道府県等において接触ルー

ルを定め、これを遵守すべきことが明記され、また、IR 事業者においてもコ

ンプライアンスの確保に取り組むべきことが明記された。 

③ ギャンブル等依存症対策推進計画の策定及びこれを適切に実施することが要

求水準として明記された。 

 

特に、②については、今後、都道府県等による民間事業者の選定プロセスがより本

格化すると予想される中で、「面談は、原則として庁舎内」で行うこと、「電話、メー

ル、FAX によるやり取りは、日程調整等の事務連絡その他の必要な範囲にとどめる」

とされており、新型コロナウイルス感染症対策への配慮の観点から、どの程度オンラ

インによる方法が認められるのかといった点を含め、各自治体の今後の対応に留意す

る必要がある。 

2. 政令案（区域整備計画の申請期間） 

 

2020 年 10 月 9 日に公表された政令案は、都道府県等が、民間事業者と共同して区

域整備計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる期間を、2021 年

10 月 1 日から 2022 年 4 月 28 日までとすることを定めるものである。今後、この期

間を前提として、関連する都道府県等において民間事業者の選定が進むことが予想さ
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れ、事業者及び資金提供者においても、それを踏まえて審査・選定プロセスに向けた

準備を進めていく必要がある。 

 

3. 告示案（区域整備計画の内容） 

 

2020 年 10 月 9 日に公表された告示案は、主として区域整備計画に定める事項の内

容及び区域整備計画の認定申請における添付書類について定めるものである。 

 

その内容は多岐にわたるものの、大きなポイントとしては、①IR 事業等に係る工程

（工事の発注、着手及び完了並びに IR 施設の営業開始の予定時期を明示することを

含む。）、②IR 区域の土地に係る権原の取得予定時期、③IR 施設の維持管理及び設備

投資の内容及び必要な費用、④IR 事業における資金計画（必要資金の総額、内訳及び

調達方法を含む。）、⑤IR 施設へ来訪する観光旅客の数の見込み（国内及び国外の別に

記載する。）、⑥IR 施設内における国際会議や国際的規模の展示会の開催回数の見込

み、⑦日本国内の各地域へ観光旅行を行う者の数の見込み等を記載することが求めら

れており、とりわけ、将来変動することが想定される事項についても一定の記載が求

められている点には留意を要する。 

 

4. 省令案（区域整備計画の軽微な変更） 

 

区域整備計画の変更については、IR 整備法 11 条により、「軽微な変更」を除き、国

土交通大臣の認定を受けなければならないとされているところ、2020 年 10 月 9 日に

公表された省令案では、国土交通大臣の認定ではなく、届出を行うのみで区域整備計

画の変更を行うことが許容される「軽微な変更」に該当する事由が掲げられている。 

 

その内容は、IR 区域及び IR 施設の所在地並びに IR 事業者、IR 事業者の役員及び

IR 事業者における一定割合以上の議決権保有者の名称の変更といった形式的な変更

のほか、IR 施設の規模及び IR 事業等の工程の「最小限の変更」、修繕又は災害からの

復旧に伴う施設規模の「一時的な変更」その他区域整備計画の「内容の実質的変更を

伴わない変更」に限られており、「軽微な変更」の範囲は相当程度限定されている点

に留意を要する。 

 

Ⅲ. 事業者における諸課題 

 

1. 開業までの手続 

 

IR 事業の大きな特徴として事業者がまず留意しなければならないのは、開業に至
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るまでに通過しなければならない公的な審査・選定プロセスが何層にもわたって存在

する点である。すなわち、事業者は、開業に至るまでに、以下の 3 つの審査・選定手

続を通過する必要がある。 

 

 

 

これらの 3 つの手続きはいずれも別個独立の手続きであり、そのうちの 1 つでも通

過できないと IR 事業は開業できず、開業に要した費用の大部分が回収できなくなる

おそれがある。もちろん、全ての手続きを通過して無事開業した暁には当初引き受け

たリスクに見合ったリターンが得られることが取組みの大前提になるものの、事業者

として、リスクの度合いを正確に見極め、かつ、リスクを可能な限り低減するために

は、それぞれの手続きに関する慎重な検討と戦略的な準備が必要になる8。 

 

この点、IR 整備法上の選定手続については、国や地方自治体によるコンセッション

案件（空港や道路、水道、文教施設等）における事業者の選定手続が一定程度参考に

なるものと思われる。たとえば、IR 基本方針案9は、都道府県等による民間事業者の

選定手続において「競争的対話」方式を活用することに言及しているが10、この「競

争的対話」は、従来よりコンセッションにおける事業者の選定手続において一般に利

用されている方式であり、手続きや準備の過程における予測可能性を確保する観点か

らは、コンセッション案件における知見・ノウハウの活用が期待されるところである

（但し、当然のことながら、国・自治体の公共政策目的に裏打ちされた事業とは言え、

コンセッション案件のような公共施設の民営化ではなく本質的には民間事業である

点を含め、コンセッション案件との相違点にも留意して進める必要がある。）。 

 

 

 

 
8 特に、コンソーシアムを組んで参加するような場合には、コンソーシアムの各構成員の専門性や経験

を踏まえて、構成員間の責任とリスクの分担をあらかじめ取り決めておくことが肝要と思われる。 
9 IR 基本方針修正案による修正後の特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針（案）をいう。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207490 参照。 
10 IR 基本方針案第 4.3.(2)イ（エ）参照。 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207490
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2. 開業後の諸課題 

 

上記のような重層的な審査・選定手続を全て通過して無事開業に至った場合であっ

ても、事業者は長期継続して IR 事業を遂行するにあたって、種々のリスクを考慮し、

できる限りの対応策を講じておく必要がある。 

 

（1）許認可の更新リスク 

まず、事業者が得る中核的な許認可に期間が付されていることに留意を要する。

すなわち、①認定区域整備計画については初回は 10 年後、以降 5 年毎に更新が必要

であり、②カジノ事業の免許については 3 年毎の更新が必要となる点である。特に、

①の認定区域整備計画の更新に際しては、当該都道府県等の議会の議決に加えて、

立地市町村等及び公安委員会の同意も要するものとされており11、したがって、将来、

都道府県議会や立地市町村等の議会において反対派が多数を掌握するような政治的

変動が生じた場合、議会同意が得られずに認定区域整備計画が更新できないおそれ

が生じることになる（いわゆる「10 条問題」）12。 

この点、IR 基本方針案においては、IR 事業が適切に運営されているにも関わらず

都道府県等が必要な手続きを行わないことにより認定の更新がなされない場合（都

道府県等の判断による場合のほか、地方議会の同意が行われない場合を含む。）につ

いて、事業者と都道府県等との間で締結することとなる実施協定の中で都道府県等

による事業者に対する補償について規定することも可能であるとされている13。この

ような補償規定は、事業者にとって認定更新がなされない場合の損害を軽減すると

ともに、都道府県等に対して不合理な行動を採らせない抑止効果を有するものとし

て特に有効な規定と思われる14。実際、大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実

施方針（案）（以下「大阪実施方針案」という。）においてもこのような補償が行われ

る旨の記載がある15。 

また、仮に将来、政治的変動が生じて IR 事業の継続が困難となってしまったよう

な場合であっても、事業者が所有する資産について、（カジノ事業を行わない）一般

商業施設への転用や第三者への譲渡等によって最大限活用し、事業者に生じる損害

 
11 IR 整備法 10 条 4 項において準用される同法 9 条 6 項 2 号、同条 8 項及び 9 項。 
12 もっとも、実際に IR 事業を開始するにあたっては、いずれにしても区域整備計画の認定の段階で関

係地域の住民からの幅広い賛同や支援の存在とその長期継続が見込まれることが必要不可欠であると考

えられ、事業者としては住民との良好な関係を維持しなければ事業運営に支障を来すおそれがあること

や一度開業まで至った IR 事業を合理的な理由なく想定外の形で中止させることは関係地域の経済や自

治体の政策等にも多大の悪影響を与え得ること等を踏まえると、現実にはカジノの開業後にその中止を

強いられるような不合理な政策変更が実施されるおそれは限定的であるという評価も成り立ち得るとこ

ろと思われる。 
13 IR 基本方針案第 4.8.(2)オ参照。 
14 なお、このような補償規定の実効性については、地方自治法上、支出に際して歳出予算に関する議会

議決を経ることを要する（96 条 1 項 2 号）こととの関係で検討を要するものの、義務費としての計上に

なると考えられることを踏まえると、実効性も相応にあるものと思われる。 
15 大阪実施方針案第 10.2.(3)b.参照。但し、和歌山県特定複合観光施設設置運営事業（案）（以下「和歌

山実施方針案」という。）においては同種の記載はなく、その詳細は実施協定（案）に委ねられている。 
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をできる限り低減させるといった方法も考えられるところであり、大阪実施方針案

においてもそのような有効活用が想定されている16。 

事業者としては、これらの各種の手段について、都道府県等と競争的対話の機会

等を通じて交渉し、可能な限りリスクを低減させる方法を確保しておくことが必要

となる。 

 

（2）認定区域整備計画の事後的変更 

IR 整備法において、事業者が一度認定を受けた区域整備計画を事後的に変更しよ

うとする場合には原則として国土交通大臣の認定が必要となるが、その場合、IR 施

設の立地市町村等の同意（条例で定められた場合は議会による同意17）の取得や、公

聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければなら

ない等、当初の区域整備計画認定において要求される要件に準じた要件が課されて

いる18。 

新型コロナウイルス感染症のような疫病の蔓延や観光旅客・国際的イベントの動

向・需要の変動といった事由により、将来の見込みを含む区域整備計画の内容を変

更しなければならなくなることは容易に想定され得る一方、上記のとおり国土交通

大臣の認定が不要となる例外の範囲（IR 整備法 11 条における「軽微な変更」に該当

する事由）が限定されていることは、IR 事業者による区域整備計画の変更について

大きな負担・制約となるものと考えられる。 

この点、仮に立地市町村等の同意が得られない等の理由により区域整備計画の変

更が認められない場合、変更前の区域整備計画に従った事業の遂行が求められるこ

とになる。しかし、当該変更が、観光旅客数が想定を下回っている等の理由から変

更前の区域整備計画に従った事業の遂行が困難であることに起因する場合、現実問

題として変更前の区域整備計画に従うことは困難であるため、国及び都道府県等の

モニタリングや実施協定等の条件（区域整備計画において予定されていた、再投資

による地域貢献が十分に行われないことも含まれる可能性がある。）によっては、区

域整備計画の認定取消し、認定の不更新及び実施協定の解除等の IR 事業の継続を不

可能とする重大な結果をもたらすおそれも否定できないと考えられる。 

したがって、IR 整備法 11 条における「軽微な変更」に該当する事由について、パ

ブリックコメントの結果等も引き続き注視しつつ、区域整備計画の内容を検討する

に際しては可能な限り将来の情勢変動に関わらず区域整備計画の変更が必要となら

ないような記載ぶりについて模索する必要があると考えられる。 

 

（3）カジノ管理委員会の権限 

IR 整備法において、カジノ事業を行おうとする者は、営業開始前にカジノ管理委

 
16 大阪実施方針案第 10.2.柱書参照。 
17 地方自治法 96 条 2 項 
18 IR 整備法 11 条 3 項は、同法 9 条 5 項から 9 項を準用している。 
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員会の免許を受ける必要があるほか、当該免許の取得後も、継続的にカジノ管理委

員会による広範な管理監督を受けるものとされている19。 

主な例としては、①カジノ事業者及びその認可主要株主等20の役員の変更について

はカジノ管理委員会の承認を受ける必要がある21、②カジノ行為区画の位置、カジノ

行為の種類や方法、カジノ施設の構造・設備・管理方法（軽微な構造・設備・管理方

法については届出で足りる。）の各変更を行う場合は、都度、カジノ管理委員会の承

認を受ける必要がある22、③カジノ事業者が締結する一定の契約については事前にカ

ジノ管理員会の認可を受ける必要があり、認可を受けずに締結した契約は効力を生

じない23、④(i)カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務（い

わゆるカジノディーラーによる業務）、(ii)カジノ行為区画及び本人確認区画の監視、

(iii)警備、並びに(iv)カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理等を含む特定カジ

ノ業務に従事させる者については、カジノ管理委員会の確認を受けなければ当該業

務に従事させてはならない24、等の規制がある25。ほかにも、IR 整備法では、カジノ

管理委員会による認可、承認及び確認が必要となる事項、カジノ管理委員会への届

出が必要となる事項、並びにカジノ事業を行う者に対する行為規制等が数多く定め

られているものの、その詳細や細目については幅広くカジノ管理委員会規則に委任

されていることから、カジノ事業におけるカジノ管理委員会による権限は、極めて

広範となることが想定される。 

現在、カジノ管理委員会において、カジノ管理委員会規則の策定を含む広範な事

項について検討されているところであるが26、特にカジノ管理委員会規則の内容につ

いては今後留意する必要がある。なお、カジノ管理委員会による認可、承認、確認が

必要となる事項の審査については、事業者側で、実費を勘案して政令で定める額の

手数料又は審査費用を負担するものと定められている点も27、合わせて留意する必要

がある。 

 

（4）コンソーシアム構成員の変動 

最後に、事業者としてはコンソーシアム構成員の変動時における株式の流動性に

も留意する必要がある。IR 整備法のもとでは、認定設置運営事業者の議決権又は発

 
19 カジノ管理委員会においても、IR 整備法におけるカジノ規制は「世界最高水準の厳格なもの」と評し

ている。（https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/index.html）。 
20 IR 整備法 2 条 12 項。詳細については紙幅の関係で割愛するものの、主として、認定設置運営事業者

の議決権又は発行済株式（無議決権株式も含む。）を 5%（過半数の議決権を保有する子会社を通じて間

接的に保有する場合等も含む。）以上保有する者であってカジノ管理委員会の認可を受けた者が該当す

る。 
21 IR 整備法 48 条 1 項 4 号、61 条 1 項 
22 IR 整備法 48 条 1 項 1 号から 3 号 
23 IR 整備法 95 条 
24 IR 整備法 114 条。また、特定カジノ業務の詳細についても同条各号に列挙されている。 
25 カジノ管理委員会の認可、承認、確認等が必要とされている行為の一例であり、他に多数存在する規

制を網羅するものではないことに留意されたい。 
26 カジノ管理委員会における委員会開催状況（https://www.jcrc.go.jp/activity/holding.html） 
27 IR 整備法 233 条及び 234 条 

https://www.jcrc.go.jp/policy/regulatory/index.html
https://www.jcrc.go.jp/activity/holding.html
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行済株式（無議決権株式も含む。）の 5%以上を保有することになる場合にはカジノ

管理委員会の認可を受ける必要があるため（IR 整備法 58 条 1 項）、支配権のみなら

ず 5%以上のステークを有する株主が交代・変動する場合にはカジノ管理委員会の認

可が必要になる。 

さらに、都道府県等と締結する実施協定においても、株式の譲渡・処分に際して

都道府県等の事前承認が要求される可能性が相応にある28。事業者としては、都道府

県等との交渉を通じて、株式譲渡に承認を要する条件の緩和・明確化を求める必要

があるものと思われる。 

 

3. その他の諸課題 

 

上記に挙げたほかにも、IR 事業は、その特性上、様々なリスクを抱えている。 

たとえば、税制の文脈においては、事業者がカジノ顧客に対して提供する種々の

特典・サービス（いわゆる「コンプ」）の損金算入が認められるか否か次第で事業の

収益性が大きな影響を受ける、あるいは、カジノの勝ち額に対する個人所得税の源

泉徴収制度が導入されると来場者にとっての魅力が減退する、といった懸念もある。 

また、IR 事業のように大規模な施設に多人数を集約するというビジネスモデルは、

自然災害や感染症等のリスクに対して非常に脆弱であることにも留意を要する。こ

の点、昨今の台風やコロナ禍が大規模施設である空港やアミューズメントパーク等

に与えている重大なインパクトを踏まえると、今後の事業戦略については改めて慎

重な検討を要するものと思われる。 

事業者としては、日本においてトラック・レコードのない新規事業についてボラ

ティリティの高い需要リスクを取ることが求められる点を踏まえ、個々のリスクに

ついて丁寧に検証と対策を行う必要があるだろう。 

 

Ⅳ. 資金提供者における諸課題 

 

1. 建設段階における資金提供 

 

IR 事業に対してローンや社債等によりデット性の資金を提供する金融機関（以下

「資金提供者」という。）が最初に投融資を実行するのは、IR 施設の建設が開始され

る前後のタイミングになることが予想される。この段階において、資金提供者は、①

建設段階のみを対象とするブリッジローン等か、②建設段階と完工・開業後のいずれ

も対象とするパーマネントローン等のいずれかを供与することが考えられる。 

（1）建設・完工リスク 

 
28 大阪実施方針案においても、一定の要件を充たす場合を除いて大阪府の事前承認を要するものとされ

る（第 8.3.(2)）。 
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ファイナンスという観点から見た場合、IR 事業への投融資は、コンソーシアム構

成員のクレジットに依拠したコーポレートファイナンスとして取り組む場合を別と

すれば、プロジェクトからの収益を引当てとしたキャッシュフロー・ファイナンス

の性質を有することになるところ、そのリスクプロファイルとしては、同じく大規

模なインフラ事業への投融資において先行するコンセッション案件の大部分がブラ

ウン・フィールド案件（稼働済みのプロジェクトに対する投融資）であるのと異な

り、グリーン・フィールド案件（施設の建設から始めるプロジェクトに対する投融

資）に分類されるものと考えられる。その意味で、IR 事業への投融資は、たとえば、

再生可能エネルギーを含む発電所の建設プロジェクトに対する資金提供と共通する

性質を有しており、国内でも近年プロジェクトファイナンスが数多く組成されてい

るエネルギー分野のプロジェクトにおいて蓄積された知見が活かされるものと思わ

れる。 

すなわち、グリーン・フィールド案件に特有のリスクとして、想定期日・想定コス

ト内で施設が完成しない（タイムオーバーラン・コストオーバーラン）という完工

リスクや、建設請負業者が複数社に分かれる場合における各業者間における責任分

担の整合性（インターフェースリスク）等に的確に対応するためのファイナンス・

ストラクチャーを構築する必要があるものと考えられる。 

 

（2）カジノ事業免許の取得リスク 

また、IR 事業の建設段階に特有のリスクとして、カジノ事業免許の取得リスクが

挙げられる。すなわち、建設工事の開始時点では事業者はカジノ管理委員会からカ

ジノ事業の免許を得ていない状態であるため、資金提供者にとっては、建設資金の

投融資を実行した後に、最終的にカジノ事業の免許が得られずに開業できないおそ

れが大きなリスクとなる。 

この点、資金提供者としては、事業者の親会社等のスポンサーに対するリコース

なしに取れるリスクではないと考える場合には、まず、スポンサーからスポンサー

サポートレターや保証を徴求することが考えられる。もっとも、個別の案件におい

てスポンサーから十分なサポートや保証が受けられるとは限らないとすると、たと

えば、最終的にカジノ事業の免許が得られなかった場合に、資金提供者の主導で国

や都道府県等と協議し、事業者を変更する（ステップイン）といった手続きを含め、

事業のリストラクチャリングや債権回収に向けた枠組みをあらかじめ合意しておく

等の対応を模索することも検討に値すると考えられる。 

 

2. 開業後における資金提供 

 

IR 施設の開業後における資金提供に関しては、事業者と同様、認定区域整備計画の

更新が大きなリスクファクターとなる。この点、前述Ⅲ.2.（1）に記載のとおり、都
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道府県等による事業者に対する補償の規定を通じて、事業者における損失が十全に補

填されていると認められない場合、資金提供者としては、ファイナンスの見地からの

対応策を検討する必要があろう。この点、たとえば、①（カジノ事業を行わない）一

般商業施設への転用及び第三者への売却が認められることを前提として、一般商業施

設としての資産価値（清算価値）を引き当てにしたアセットファイナンスとしての観

点から、資金提供者主導での施設売却（担保実行）により資金を回収する手段を確保

しておくことや、②メザニン性の資金を導入することで、（A）初回の認定区域整備計

画の有効期間（10 年間）内の資金を提供するシニアトランチと（B）更新リスクを踏

まえて長期の資金を提供するメザニントランチにトランチ分けをするといった方法

が考えられる。もっとも、これらの手段を尽くした上でなおリスクが残存するような

場合は、親会社からの保証やスポンサーサポートによる信用補完等の措置を求めるこ

とも含めた検討をせざるを得ない可能性がある。 

 

3. その他の諸課題 

 

（1）デフォルト時の対応・ステップイン 

資金提供者としては、万が一事業者がデフォルトに陥った場合に備えて、ステッ

プイン及び事業の再構築を実効的に進められる仕組みを用意しておくことが必要で

ある。 

この点、都道府県等は事業者のデフォルト時には実施協定を解除する権限を有す

ることになるものと思われるところ、そのような解除権が行使されてしまうと資金

提供者はステップイン及び事業の再構築を行うことが不可能となってしまうため、

そのような事態を防ぐ手立てがあることが望ましい。一案としては、資金提供者と

都道府県等との間で直接協定を締結し、デフォルト時における協議義務等を定めて

おくことが考えられるところ29、国内のコンセッション案件において類似の直接協定

が多く締結されてきたところであり、それらの実務が参考となるものと思われる。 

 

（2）カジノ管理委員会による規制 

また、資金提供者自身の問題として、カジノ事業を行おうとする者によるカジノ

事業に係る免許の審査にあたっては、資金提供者もいわゆる背面調査の対象とされ

得ることとされている点に留意を要する30。加えて、カジノ事業者が行う業務に係る

資金調達に関する契約は、カジノ管理委員会の認可対象となっているため、締結前

にその審査を受ける必要があるほか、その変更及び更新についても事前に審査を受

ける必要がある31。 

 
29 大阪実施方針案（第 10.3）及び和歌山実施方針案（第 8.7）のいずれにおいても、直接協定の締結可

能性に関する言及がある。 
30 IR 整備法 41 条 1 項 3 号 
31 IR 整備法 95 条 1 項 3 号。認可を受けずに締結した場合は効力を有しないとされている点について、

同条 2 項。 
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他方、カジノ事業者においては、カジノ行為に対する依存防止のための規程及び

犯罪収益移転防止規程を策定し、その変更を行う場合を含め、内容についてカジノ

管理委員会による認可を受けることとされているほか32、かかる認可を得た後も継続

的にカジノ管理委員会の管理監督を受けることとされている。33この点、カジノ管理

委員会の認可が適時に得られるかは資金提供者にとってもリスクになると言える一

方で、かかる厳しい規制を遵守することが前提となっていることをもって、資金提

供者としてもカジノ事業者による依存症対策やマネー・ローンダリング対策といっ

たレピュテーションリスクを伴う問題について相応の対応が確保されている事業で

あると評価できる部分もあると考えられる34。 

 

Ⅴ. 結び 

 

新型コロナウイルス感染症の蔓延や IR 誘致に関する汚職事件の影響により、IR 事業

のスケジュールは全体的に後ろ倒しとなったものの、IR 基本方針修正案、政令案、省令

案及び告示案の公表を受け、今後、国、各自治体及び民間事業者における準備・検討が

再び加速することが予想される。 

他方、世界及び日本を取り巻く状況は、コロナ前と比較して全く様相を異にしている。

今後は、新型コロナウイルス感染症を始めとする公衆衛生に関するリスクは勿論、近年

増加する一方の自然災害等のリスクも含め、従来の国内プロジェクトにおけるリスク分

担の発想のみでは十分に対応できない事態に対して、民間事業者・資金提供者と国・自

治体の間での建設的な対話・協力を通じて、これまでにない踏み込んだ対応を検討・実

施することが with コロナ時代における IR 事業の成功の鍵となるのではないかと思われ

る。 

  

 
32 IR 整備法 55 条 1 項、56 条 1 項、41 条 1 項 13 号及び 14 号、（55 条 2 項及び 56 条 2 項が準用する）

52 条 2 項 
33 IR 整備法 68 条、103 条 
34 注 20 のとおり、カジノ管理委員会は、IR 整備法におけるカジノ規制は「世界最高水準の厳格なもの」

となることを想定しており、認可に際して行う審査も厳格に行われることが予想される。2020 年 11 月

19 日時点における同委員会の委員には検察出身者及び警察官僚出身者も含まれており、また、マネー・

ローンダリング対策や依存防止対策は同委員会の基本政策の 1 つとして掲げられている

（https://www.jcrc.go.jp/policy/index.html）。 

https://www.jcrc.go.jp/policy/index.html
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セミナー情報 

➢ セミナー  『第 4426 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務 ～発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の

影響も踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 1 月 15 日（金）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4410 回 金融ファクシミリ新聞社セミナー「エネルギー事業

における不正・不祥事の事前防止と発覚時対応の要点－環境変化を

踏まえながらコンプライアンスをいかに確立するか－」』 

開催日時  2020 年 12 月 17 日（木）9:30～11:30 

講師    木山 二郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『プロジェクトファイナンスの実務～発電事業プロジェクトの最新

動向とリスク分担のポイントを事業者・金融機関双方の視点で解説

～』 

開催日時  2020 年 12 月 11 日（金）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『いよいよ本格化 洋上風力発電プロジェクトの最新実務～入札戦

略、送電系統、契約交渉、ファイナンスの横断的見地から～』 

開催日時  2020 年 11 月 30 日（月）14:00～17:00 

講師    村上 祐亮、市村 拓斗 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


