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【論説】 
 

身体による共同的祝祭行為 

マカオのバカラギャンブルにおける「しぼり」の実践を事例に 
 

劉 振業 
 
 

はじめに 
 
 「しぼり」（広東語：甩牌

ラィッパイ

、北京語：搓牌
ツォーパイ

 1、英語：squeeze）とは、ただ単にカードを

めくるのではなく、端のほうから曲げながら、のぞき込んでゆく動作のことである。手元に

来たカードの端を指で少しずつ折り曲げていくため、カードが完全に表向きになったとき

には、そのカードはクシャクシャになって二度と使用できなくなってしまう 2。「しぼり」

は、マカオのみならず、ラスベガスのカジノにおいても、中国系ギャンブラーは必ず行うと

される。しかし、「勝ち負けには何の関係もない無意味な行為
．．．．．．

（傍点筆者、下略）であるが、

中国人は必ず『しぼり』をする。〔中略〕ヨーロッパのカジノではきわめて下品な行為
．．．．．

と見

られるので、決して真似はしないように。日本人なら、淡々とカードをめくるほうがよほど

カッコよい」と大川・佐伯（2011）が述べたように、西洋人ギャンブラーは「しぼり」を見

て、バカラにおける貴族的優雅さが失われたと嘆いている 3。そして、「しぼり」に理解を示

さなかったラスベガスのカジノのスタッフは、中国系ギャンブラーの「しぼり」を禁止する

こともあった 4。 
 だが、「しぼり」は単に無意味で下品な行為として片付けられるだろうか。「しぼり」に関

する先行研究では後述するように、認識論の視点から「しぼり」は中国人ギャンブラーの持

つ制御幻覚（illusion of control）の行為である、という指摘が見られる。しかし「しぼり」

の全貌は、認識論だけでは語り尽くせない部分があると筆者は思っている。本稿はその補足

として、「しぼり」を実践そのものにおける身体性と、他のギャンブラーとの関係性に焦点

を当てて考察を行いたい。Ⅰ章ではまず、「しぼり」をめぐる考察と中国人ギャンブラーの

心性に関する先行研究を紹介する。議論の射程を広げ、同じくギャンブルの不確実性に対し

て、他民族のギャンブラーの対処法をめぐる研究も紹介する。そこで、ギャンブラーに関す

る研究において、身体論と存在論についての指摘の欠落という問題点を洗い出す。そして、

本稿はこの問題点を克服するために、「しぼり」の身体的側面に注目し、そこに見られる存

在論的能力による「共同的祝祭行為」という視点から考察を試みる。 
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Ⅰ 問題の所在と本稿の視座 
 
 （１）「しぼり」と中国人ギャンブラーの心性 
 「しぼり」は中国人ギャンブラー特有の行為とされるものの、それに対する研究が極めて

少ない。筆者の知っている限りでは、バカラにおける中国人ギャンブラーの行為を中心に考

察を行なったのは、ラム（Lam） 5のみである 6。ラム（2007）は、心理学のアプローチか

ら、マカオのカジノにおいて 15 日間、合計 45 時間以上の非参加型観察（‘non-participatory’ 
observation） 7を行った 8。その結論として、ラムは「しぼり（squeeze）」という言葉を明

記していないが、カード開示における中国人の特殊な行為に、高度な制御幻覚（high illusion 
of control） 9が見られると主張した 10。この特殊な行為とは「しぼり」の他に、欲しいカー

ドを大声で叫んだり、ゲーム結果を記録した罫線を確認してから、ベットしたりすることが

挙げられる。これらの行為が儀礼的であり、ゲームに楽しさと興奮要素を増加させ、頻繁か

つ高額のギャンブル行為にもつながると指摘した 11。 
 しかし、この非参加型観察という方法は、研究者とギャンブラーを切り離した調査法であ

る。つまり、研究者はギャンブラーの考えや背景を知らずに、ただギャンブラーの外側に立

って彼らを眺めたのである。特に、ラムは自身の考察の限界として、非参加型観察によって、

バカラプレイヤーの「心理的な側面（psychological aspect）」を検証することが、十分では

なかったと自ら指摘した。この調査を補完する方法として、ギャンブラーにインセンティブ

を与え、実験室でカジノと似たような「ゲーミング状況」を作り出し、インタビューを用い

る「参加型観察（participatory observation）」をラムは提唱した 12。しかし、この補完方法

は、ギャンブラーを「カジノ」と「他のギャンブラー」との関係性から切り離したものであ

り、中国人ギャンブラーの行為における場所性と、他者との関係性を見落とす恐れがあると

思われる。 
 次に、「しぼり」における高度な制御幻覚という「特殊さ」を解明するには、ギャンブル

の不確実性に対して、中国人ギャンブラーの行為に関する考察を見る必要がある。以下は、

ボスコら（Bosco et al.）とシュタインミュラー（Steinmüller）の研究を紹介する。まず、

ボスコら（2009）は中国広東省にある客家村落における 地下六合彩
デイハーロッハゥツォイ

（違法の数字宝くじの

一種）を、八卦や詩などが描かれている玄妙画に潜むヒントを解読し、あらかじめ決められ

ている当選番号を当てるものであると説明している 13。人それぞれの賢さ（cleverness）と

技術（skill）という能力によって解読の結果が異なり、番号が当たった際には個人の能力が

評価されるが、はずれの場合は 命
ミ ン

が悪いと説明することもある 14。また、ボスコらは数字

宝くじのベッティング実践を金融市場のトレーディングとパラレルに捉え、当選番号がラ

ンダムではなく可知的なものと見なせば、ベッティング実践はトレーディングと同様に論

理的（logical）であると指摘した 15。さらに、そのベッティング実践は運と運命の平衡点と

いう「現地の意味（local significance）」に基づいており、非理性的というより理性的知識

に対する過度な自信を持っていると補足した 16。 
 そして、シュタインミュラー（2011）は湖北省巴山地域恩施地方のギャンブルの調査か

ら、現地の人々が不確実的なものに対して、以下のように二つの説明の枠組みを用いている
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ことを述べた。まず、生活における成功や失敗の出来事の原因について、人々は 本事
ベンシー

（能

力）と 命
ミ ン

（運命）という二つの要素が同時に作用すると説明した 17。また、同じく不確実

性のものであるギャンブルの結果に対して、人々は主に 火気
フォーチー

、火色
フォースェー

（運）が重要である

と思っている。同時に、火
フォー

は日常的偶然性を表す言葉であり、操作（manipulate）可能と

いう点において、命
ミ ン

より人間の影響を受けやすいとされている 18。個人の 命
ミ ン

は一回のギャ

ンブルにおいて変えられないが、ギャンブルに参加することで可視化される。シュタインミ

ュラーは、恩施地方におけるギャンブル行為の社会性について論じたが、ギャンブル実践に

おける行為と、火
フォー

、命
ミ ン

との関係性を解明していないと思われる。 
 この二つの考察に見られる共通の指摘として、中国人ギャンブラーはギャンブルの結果

である不確実な出来事を説明する際に、命
ミ ン

の具現とそれを察知する能力という、説明の枠

組みを利用するのである。同様な結論は、海外在住の中国人ギャンブラーを対象とした、パ

ピノー（Papineau）（2005） 19とロウ（Louw）（2019） 20の研究にも見られる。 
 この説明の枠組みにおける重要な概念である 命

ミ ン

は、中国人ギャンブラーにとってどのよ

うなものであろうか。以下はラファルズ（Raphals）（2003）の整理 21に基づき、命
ミ ン

につい

て簡単に説明する 22。古代中国において皇帝と平民を問わず、全て
．．

の
．
個人
．．

（every individual）
が（傍点筆者）先験的宿命論の 命

ミ ン

を持っている 23。しかし先験的宿命論は、必ずしも従順

に 命
ミ ン

を受け入れることしかできないことを意味していない。命
ミ ン

は商の時代から既定のもの

より、自由意志または人間の選択（free will or human choice）の概念になっている 24。そ

して諸子百家が現れる春秋戦国時代において、命
ミ ン

は多様な意味を持つようになり、予測可

能なものとされる 25。また、後漢の思想家の王充は春秋戦国時代の 命
ミ ン

の論争をもとに、命
ミ ン

は遺伝的なもので身体（体
ティー

）に埋め込まれるもののみならず、偶然の対象として再構築し

た 26。さらに現代において、幸運
シンユィン

、随意
スィエイー

（ランダム）などのような現代的用語は、運命や

偶然、リスクに関する意味論的な言葉に新たに追加され 27、命
ミ ン

はさらなる含意を持つよう

になった。 
 命

ミ ン

の持つ意味を整理した上で、中国人ギャンブラーの行為に関する上記の考察を、以下

のように再解釈することができる。ボスコらやシュタインミュラーが調査を行った現代の

中国人ギャンブラーは、古代中国から引き継いできた 命
ミ ン

の思想を持ってギャンブルの不確

実性を説明している。言い換えると、偶然性に満ちたギャンブルの結果は、まさに 命
ミ ン

を反

映しているものと見なされている。つまり、ギャンブルで勝つには、命
ミ ン

を察知することが

望ましく、この察知能力は中国人ギャンブラーに非常に重要視されている。しかしラムの考

察の中で、中国人バカラプレイヤーの行為は、彼ら自身が思う幸運（lucky）や技術的（skillful）
のやり方であると指摘したが 28、命

ミ ン

について特に言及することが見られない。本稿はラム

の考察の補足として、「しぼり」は 命
ミ ン

を利用する中国人ギャンブラーの身体的実践という

側面を描くことを試みる。 
 このように、中国人ギャンブラーのギャンブル実践をめぐる考察において、命

ミ ン

はギャン

ブルの不確実性と深く関わっている。しかし、ボスコらの考察における社会性と、シュタイ

ンミュラーの考察におけるギャンブル実践そのものの欠如を補足するために、本稿は 命
ミ ン

を

個人のみならず、ギャンブラーの関係性という視点から、「しぼり」という具体的なギャン

ブル実践の行為に注目し、命
ミ ン

の社会性と身体的側面について考察を行いたい。 
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 （２）他民族のギャンブラーの心性 
 次に、中国人ギャンブラーにとって重要な概念である 命

ミ ン

という心性の、認識論的側面を

明示するために、本節では他民族のギャンブラーの心性をめぐる考察を紹介する。以下は、

フランス人、ベトナム系オーストラリア人とナイジェリア人ギャンブラーに関する研究を

簡単にまとめる。 
 まず、フランス人ギャンブラーについて、レヴィ＝ブリュール（Lévy-Bruhl）とハマヨ

ン（Hamayon）の議論が挙げられる。レヴィ＝ブリュール（2020）は、不確実性に対して

の占いという原始人の原始的心性（primitive mentality）は、純粋な賭博者（pure gamblers）
の情熱（passion）の理解に役立つ可能性があると主張した 29。原始人にとって占いという

古代のギャンブルは、不確実性に向き合う一種の儀礼的営為であり、神の判断を仰ぐ神聖な

儀式かつ自然な行為であると理解されていた。このような原始人にとって偶然は存在せず、

ギャンブルの結果は神の審判である。一方、純粋な賭博者は神秘的な力（mysterious power）
をもって、結果を説明すると見なされる 30。そして、良い結果が出るまで占いの実践を繰り

返す原始人の原始的心性は、大数の法則を気にせず、単に勝利を得るまでベッティングを反

復するギャンブル行為における、賭博者の情熱の正体であるとレヴィ＝ブリュールは述べ

た 31。そして、ハマヨン（Hamayon）（2020）はレヴィ＝ブリュールの考察を引き継ぎ、純

粋な賭博者にとって強大なる全能（almighty beyond）がギャンブルの勝利と大いに関わる

と指摘した。その「強大なる全能」がギャンブラーの運の具現であり、運は神聖かつ超自然

的なものであると述べた 32。しかし、フランス人ギャンブラーを対象とした二人の考察は、

神の意思と関連する神秘的な力の運に重点が置かれる一方、他民族のギャンブラーは個人

の属性／能力がギャンブルの結果と関わる議論も見られる。 
 例えば、オーツカら（Ohtsuka & Ohtsuka）（2010）はベトナム系オーストラリア人のギ

ャンブラーが仏教の影響を受け、因果応報（Quả báo）がギャンブルの結果と密接に関連し

ていると指摘した。その現れとして、ギャンブラーの日頃の行いの良し悪しという、個人の

属性に帰属するものが、異なるギャンブルの結果をもたらすと考えている、とオーツカらは

述べた 33。さらに、ナイジェリア・ラゴス州における、数字宝くじを生計活動とするギャン

ブラーについて、荒木（2018）の調査が挙げられる。彼らは当選する幸運が、偶然や運命に

よって、当選者の身に降ってくる受動的なものではなく、個々人が編み出した、主体的に獲

得できるもの「技術」であると認識している。その「技術」を一種の能力と見なし、この能

力を持つ人から、予想を譲り受けることもできる 34。そして、この予想の技術が「確かに在

る」、その技術を持つ人も「確かに居る」、という信念の重なりあう地平から「希望」は生ま

れる。人々がその「希望」を贈与しあう、というナイジェリア人ギャンブラーの関係性を、

荒木は鮮明に描き出した 35。 
 このように、他民族のギャンブラーの心性について、ギャンブルの予想に関わる議論は多

くの考察がなされてきた。ここで挙げた考察はギャンブラー個人にとどまらず、社会関係も

論じているが、いずれも認識論に偏っていると思われる。認識論に偏る傾向は、ギャンブラ

ーの実践や思考を、語り尽くすことができないという問題があると筆者は考えている。本稿

は、「しぼり」という中国人ギャンブラーの行為そのものに基づき、身体的側面から考察を
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行う可能性を探りたい。次節は「しぼり」を論じる際に、存在論の可能性と手掛かりを探る。 
 
 （３）存在論的能力の可能性 
 本節では、認識論を用いたギャンブラーについての考察を脱し、存在論の可能性を提供す

る議論について紹介する。上述した不確実性に対する人間という行為主体の実践または行

為である占いやギャンブルを検討する際に、ギャンブラーの能動性（activity）は不可欠な

視点である。このような能動性は、行為者不在問題（the problem of the absent agent）を

説明する重要な概念となっている 36。 
 まず、行為の因果説の基本的な主張は、「行為とは、意図や欲求などの適切な心的状態に

よって、適切な仕方で引き起こされた身体動作である」というものである。こうした描像は

行為者の能動性という、行為の側面に関する説明を困難にしてしまう 37。行為の因果説は、

信念や欲求といった心的状態を登場させることができても、能動的な行為者を登場させる

ことがない。行為者性に関する日常的直観を奪ってしまうということは、行為者不在問題に

つながる 38。 
 この問題に関して、ホーンズビー（Hornsby）（2004）は行為者を単なる受動者にせず、

「人が何かをもたらす能力（capacity）を行使したという事実」を考慮する必要があると主

張した 39。さらに行為の因果説が、行為の因果的説明において登場させることができるのは、

出来事だけであり、能力の行使はいかなる出来事として説明するのか不明となっている。そ

のため、能力の行使は、出来事とは異なる存在論的カテゴリー
．．．．．．．．．

（傍点筆者）に属する何かと

して理解した方がよい、とホーンズビー（2010）は指摘した 40。 
 そもそも、「しぼり」というカードの点数を自分の思う通りに制御したがる、中国人ギャ

ンブラーの謎の行動は、西欧的合理性に基づく因果関係の視点からみれば、「行為者のコン

トロール」が不可能の行為である。そのため、認識論に基づく研究者は「しぼり」をめぐる

考察において、「制御幻覚」と結論づけて一蹴しがちである。この限界を超えるには、ホー

ンズビーの存在論的カテゴリーに属する能力の行使は、能動性の概念の拡張に有用である

と思われる。特に、すでに述べた中国人ギャンブラーをめぐる考察において、命
ミ ン

はまさに

ギャンブラーという個人の中に存在論的に有しているものであり、ギャンブルの結果がそ

の反映である 41。 
 
 （４）小括と本稿の構成 
 本稿冒頭の引用のように、「しぼり」は中国人ギャンブラーの無意味で下品な行為である

という先入観を持ってしまうと、「しぼり」に潜む中国人ギャンブラーの思考を無視した、

拙速な結論になってしまいかねない。また、「しぼり」は、中国人ギャンブラーの特殊な行

為とされながら、既存のギャンブル研究ではあまり注目されていない。「しぼり」に関連す

る研究は基本的に非参加型観察に基づくものであり、ギャンブルとギャンブラーの乖離

（splitting） 42を伴う、認識論的な考察の結論に至りやすい。その限界を越えるために、本

稿はカジノでギャンブラーと共にギャンブルに参加するという、参加型である人類学的な

調査を通じて、考察を進めたい。 
 本稿は、2018 年 8 月から 2019 年 8 月にかけて延べ約８ヶ月の、マカオカジノにおける
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フィールドワークに基づいている。本稿は主に調査中、客として他のギャンブラーと共にバ

カラギャンブルに参加し、参与観察を行った部分を記述する。また、本稿で取り上げた事例

はグランド・リスボアや、ザ・ベネチアン・マカオといった観光客中心の大型のカジノでは

なく、「街坊賭場
ガイフォンドウチョン

（地域住民型カジノ）」と呼ばれる小規模のカジノで調査したものである。

カジノの具体名を示さないが、主にマカオ半島旧市街にある数軒とタイパの住宅街に近い

一軒のカジノである。 
 本稿の構成は以下の通りである。本章では先行研究に対する批判点と本稿の理論的視座

を示してきた。Ⅱ章では、バカラについて紹介する。Ⅲ章では、マカオのカジノにおける「し

ぼり」の実践を具体的に紹介する。そこでは「しぼり」の実践に見られるギャンブラー個人

の 命
ミ ン

を利用する能力の行使である身体技法という側面や、「しぼり」におけるギャンブラ

ーで構成する運命共同体の様相を記述する。Ⅳ章では、本稿で検討する「しぼり」という中

国人ギャンブラーの、存在論的に不確実性を制御したがる行為の性質に見られる、身体的側

面と共同的祝祭行為が持っている意味を検討する。 
 
 

Ⅱ バカラについて 
 
 （１）バカラのルール 
 バカラ（baccarat）は、フランス発祥のゲームであり、正統派のカジノゲームであると言

われている。1960 年代マカオにおいて西洋式カジノの導入により、バカラはマカオにおい

て 百家樂
バ ッ ガ ー ロ

（誰でも楽しめる）と訳され、簡単なルールと低いハウス・エッジ 43によって急

速に定着した。バカラは、マカオ全てのカジノゲームの収益において、毎年 88％近くの割

合を占めており 44、多様なカジノゲームの中で最も重要なゲームである。 
 大川・佐伯（2011）によると、バカラの主なルールは以下の通りである 45。まず、プレイ

ヤー（閑
ハァン

）とバンカー（庄
ゾォン

）に分かれ、そのどちらかに賭けることができ、カード合計が

９に近い方が勝ちとなるゲームである。そして、カードの点数 46は、２枚のカードの合計、

またはルールに従って一定の場合に配られる追加の３枚目のカードも合計して、９に近い

ほうが勝ちとなる。バンカーまたはプレイヤーのいずれか、もしくは両方が８または９の場

合は、どちらにも３枚目のカードは配らない即勝ち（ナチュラル）となる。それ以外の場合

は、プレイヤーの点数によって、３枚目のカードを配るかどうかが変わってくる。具体的な

ルールは、【表１】に整理する。 
 

【表１】バカラにおける即勝ち以外の場合でカード配りをめぐる具体的なルール 

 プレイヤー 

２枚の合計点数 ３枚目のカード 
0、1、2、3、4、5 配る 

6、7 配らない 
 バンカー 
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２枚の 
合計点数 

プレイヤーの３枚目が 
下記になれば配る 

プレイヤーの３枚目が 
下記になれば配らない 

3 0､1､2､3､4､5､6､7､9 8 
4 2､3､4､5､6､7 0､1､8､9 
5 4､5､6､7 0､1､2､3､8､9 
6 6､7 0､1､2､3､4､5､8､9 
7 配らない 配らない 

（大川・佐伯 2011、55 頁） 
 
 このように、ブラックジャックやポーカーと違い、ゲーム過程においてギャンブラー側の

関与、つまりカードが要るかどうかといった、選択の余地が与えられていない。シュー 47の

中のデック 48が固定されているので、客観的に見れば、毎回のゲームの結果は賭ける前にす

でに決められている。さらに、テーブルに座っている最高額を賭けたギャンブラーに、カー

ド開示権が与えられる。また、３枚目のカードについてのルールを覚えなくても賭けられ、

カジノ初心者にも馴染みやすい点も人気の理由である。 
 
 （２）カジノゲームにおける「しぼり」の特殊性 
 バカラはルールとゲーム進行上 49、プレイヤーの選択の余地はなく、もともと完全偶然的

ゲーム 50である 51。そして、マカオのカジノにおける完全偶然的ゲームは、大小、ルーレッ

ト、バカラが挙げられるが、ゲーム道具に接触できない大小（サイコロ）とルーレット（ホ

イール、ボール）に比べ、バカラ（カード）は唯一ゲーム道具に接触可能の完全偶然的ゲー

ムである。接触可能という「隙間」を突き、中国人ギャンブラーはカード開示において「し

ぼり」という、「身体の参入」をもってバカラの進行に介入する。これによって、バカラを

半偶然半知能的ゲームへと変換するのである。 
 また、マカオのカジノのバカラはテーブルバカラ、マシンバカラ、デジタルバカラと３種

類に分かれるが、「しぼり」はゲームの全過程がテーブルで進行する、最もよく見られるバ

カラの形式である 真人百家樂
ザンヤンバッガーロ

（テーブルバカラ）でしか行われない。さらに、マカオでは、

ブラックジャックなど、他のトランプを使うカジノゲームは、基本的に「しぼり」が禁止さ

れている。「しぼり」は、バカラだけに許された特権とも言える 52。マカオのカジノにおけ

るバカラの概況と特徴を紹介した上で、次章は「しぼり」の実践を詳しく述べる。 
 

Ⅲ 「しぼり」の実践 
 
 本章では、「しぼり」の実践について２点に分けて記述を行う。一つ目は、バカラの基本

な予想技術、「しぼり」の具体的な内容と身体的側面に注目して詳しく紹介する。二つ目は、

「しぼり」における当のギャンブラーと、他のギャンブラーで構成する運命共同体による祝

祭行為の側面を述べる。 
 
 （１）バカラの予想技術と「しぼり」の身体的側面 
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 本節では「しぼり」の具体的な内容を紹介した上で、認識論を補完する身体的側面に着眼

したい。まず、「しぼり」をするギャンブラーは無闇にその行為をするのではなく、自分の

勝利を導いてくれるカードの点数が現れる願望を抱きながら、伏せた状態のカードをめく

る。しかし、初心者と経験者ギャンブラーの相違点として、バカラのルールさえわからない

カジノ初心者の観光客は、深く考えずに「しぼり」をすることも見られる一方、経験者ギャ

ンブラーはバカラの 路
ロ ウ

（罫線）を丹念に見た上で、それに基づく自らの予想に即した「し

ぼり」をするのである。 
 路

ロ ウ

（罫線）とは、バカラの出目を記録する表のようなものである。バカラの 路
ロ ウ

は主に、

大路
ダイロウ

、大眼仔
ダイアンザイ

、小路
シュウロウ

、曱甴路
ガッザッロウ

、珠盤路
ズゥープゥンロウ

と 5 種類に分かれている 53。大路
ダイロウ

と 珠盤路
ズゥープゥンロウ

は

出目をそのまま記録する一方、変則な記録方法である 大眼仔
ダイアンザイ

、小路
シュウロウ

、曱甴路
ガッザッロウ

は中国人ギ

ャンブラーが創り出した「中華罫線」である 54。この５つの罫線の中で、大路
ダイロウ

と 珠盤路
ズゥープゥンロウ

はわかりやすいため、カジノ初心者でも、少し説明を受ければすぐ読める 55。一方、中華罫

線が読めるギャンブラーは、筆者の観察ではそれほど多くない 56。また、マカオのカジノに

おいて、ギャンブラー向けの罫線に関する説明は特に設けられていない。罫線（特に中華罫

線）による予想は積み重ねた実戦を伴う、ギャンブラー間のローカル・ノレッジとなってい

る。 
 中国人ギャンブラーは、同じ罫線に対しても異なる予想を持つ。例えば、バンカーが５連

続出た後でプレイヤーも５連続出た次のゲームに対して、次は折り返しとしてバンカーが

出るという、「斉脚
ツァイギョ

（足を揃える）」を予想するギャンブラーがいる。一方、次もプレイヤ

ーが継続的に出るという、「長路
チョンロウ

（ツラ 57）」を予想するギャンブラーもいる。また、流れ

のみならず、出目で構成される模様に基づき、広東語圏やマカオ当地の文脈を用いた、民俗

的な解釈で次のゲームを予想することも多く見られる 58。 
 しかしながら、予想が的中する場合はともかく、外れた時はギャンブラーの事後解釈によ

る、補完的な説明を行うことが多い。大路
ダイロウ

の流れが崩れた場合、ギャンブラーは中華罫線

に別の流れを、事後的に見出すことがしばしば見られる。一見多彩な記録方法で構成される

バカラの罫線は、恣意的な事後解釈も成立するため、かえってギャンブラーの判断を混乱さ

せるとされている。このことから、「学識下三路
ホッスエハーサンロウ

、走入黄泉路
ザウヤゥウォンツゥンロウ

（中華罫線の読み方が身に

ついたら、黄泉への道を歩み始める）」という常套句はギャンブラーの間で広く言い伝えら

れている。 
 このように、ゲームの出目を多様な方法で記録し、それを活用してゲームの流れを読み取

るギャンブラーの予想行為 59は、Ⅰ章で挙げたギャンブラーの主体的予想技術と、様々な共

通点を持っている。しかし、中国人ギャンブラーは予想にとどまらず、その予想に基づいて

不確実性のカード自体に、働きかけようとしている。その「働きかけようとしている」行為

はまさに、本稿で取り上げる「しぼり」である。ギャンブラーによって「しぼり」の具体的

なやり方が異なるが、以下は「しぼり」の基本内容を紹介する。 
 すでに紹介した通り、「しぼり」はギャンブラーが配られたカードを伏せたまま、少しず

つ折り曲げてめくることである。この折り曲げる過程の中で、ギャンブラーが見るのはカー

ドの「スートの数」である。トランプの中でジョーカーと絵札を除き、 A
エース

〜10 のカード 60

は、縦と横から見てそれぞれスートの数が異なる 61。一般的に言えば、 A
エース

〜３が欲しい際
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に縦「しぼり」、４〜10 が欲しい際に横「しぼり」をする。実際、勝つための点数が 2 種類

以上の可能性は多く、状況に応じて「しぼり」の方向が異なったり、併用したりすることが

見られる。 
 こうして、予想に基づいたベッティングのみならず、勝利条件に満たすためのカード点数

を念頭に、ギャンブラーが自らカードを手でめくることによって、カードの全容を少しずつ

知ることは、「しぼり」の醍醐味と言えるであろう。また、「しぼり」の過程において、身体

による多様な「補助的技術」が見られるが、次節で詳述する。ここでは、中国人ギャンブラ

ーが「しぼり」における身体的な動作と、その心境をめぐる語りの一例を紹介する。 
 
【事例１】目を閉じながら未来を想像する（2019 年 3 月 5 日） 
 玉雲

ユィーユィン

（以下、人名は全て仮名）は湖南省から来た 46 歳の女性観光客である。彼女はミ

ニマムベット 200  62のテーブルで、700-1000 香港ドル 63を賭け、必ず自分がカード開示権

を得るようにしている。彼女は「しぼり」をする時、必ず目を閉じている。 
 「しぼり」をする時、玉雲はまず、配られたカードを手元まで持ってきて、深呼吸する。

そして、軽く手を合わせてから、手を擦って熱くする。次に、目を閉じながらカードを少し

ずつめくり、周りの反応を聞いて、カードが良いかどうか判断しているようである。最後に、

上半身を少し起こしながら目を力強く開き、素早くカードを裏返す。この「しぼり」の全過

程はおよそ 15 秒ぐらいであるが、最も時間的に長いのは、彼女が目を閉じながらカードを

少しずつめくる約 10 秒間である。 
 玉雲は湖南省長沙市で飲食店を営業しており、収入が多いという。息子は当地の名門校に

通っているが、クラスの中ではブランド品を自慢するのが流行っている。そこで自分の息子

も負けてはならないと思い、彼女は息子のためにお金を工面するのだ。筆者はあえてカード

が配られた時から、すでに決まっていることについて触れたが、彼女は以下の通り答えた。 
 そんな興ざめなこと言わないの。それをわかっている人たちも当然いるわ。でも誰だっ

て自分の生活が、よくなるように祈りたいわけでしょう？お寺の参拝と一緒だわ。「しぼ

り」をする時、それが失敗して、負けた生活なんて想像したこと一度もない。そもそも想

像したくないのよ。だから「しぼり」をするのよ。自分の生活は自分で掴まないと。 
 
 【事例１】では、玉雲の「しぼり」の身体動作と、そこに含まれる意味について述べた。

「しぼり」をする時、玉雲の身体動作は、非常に豊かである。まず、深呼吸したり手を擦っ

て熱くしたりする。次に、少しずつめくって周りの反応を聞く。そして、玉雲は目を閉じな

がら想像力を働かせ、ゲームに勝った時の未来を想像する。最後に、上半身を起こしてカー

ドを素早くめくる。このように「しぼり」の十数秒間の全過程において、玉雲は手のみなら

ず、鼻、耳、脳、胴体という、ほぼ全身を用いている。「しぼり」をする中国人ギャンブラ

ーは全員、玉雲のように全身を使うわけではないが、少なからず手以外に、何らかの身体部

位を併用することが多いと見受けられる。 
 さらに、筆者はカードの結果が、「しぼり」をする前にすでに決められていることを、玉

雲に伝えた。玉雲はそれをすでに知っていると答えた上で、それでも「しぼり」をすると言

った。言い換えると、玉雲はあえて、出された瞬間に決まっている「既定のカード」を、自

分にとって未知である「未定のカード」に転換し、「しぼり」を用いてそのカードに働きか
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けようとしている。また、玉雲は「しぼり」をお寺の参拝と同様に、一種の「祈りの行為」

と捉えている。しかし彼女は、お寺の参拝という不確実性から距離を置く「祈りの行為」と、

「しぼり」というカード不確実性に直接に手を出す身体技法、その間における違いまで言及

しなかった。 
 確かに、「しぼり」の過程において、未来に対する想像や、勢いを込めた掛け声などの実

践はよく見られる。これらの実践に、不確実な未来に対する期待が込められており、「しぼ

り」は不確実な未来を探る「祈りの行為」だと指摘できる。しかし、より重要なことに、玉

雲は「しぼり」を通して「自分の生活
．．．．．

は
．
自分で掴み
．．．．．

」
．
、もともとある程度裕福の家庭におい

ても、生活を改善しようとしている姿勢である。この姿勢は、中国人ギャンブラーにおける

肝心な共通点であり、Ⅳ章で再度考察する。 
 
 （２）運命共同体の総動員 
 前節では、バカラの予想技術と「しぼり」の身体的側面を紹介した。しかし、「しぼり」

の場に、常に他のギャンブラーたちが存在し、「しぼり」は自己完結する実践ではない。本

稿では、同じバカラテーブルで同様な賭け方をする、複数のギャンブラーのことを、ギャン

ブルの結果という、不確実性の展開を共にする関係性の意味で、「運命共同体」と呼びたい。

本節では、「しぼり」に見られる運命共同体における、当のギャンブラーと他のギャンブラ

ーという、二つの視点から事例を紹介する。特に、「しぼり」に「選出される」ギャンブラ

ーの特質と、他のギャンブラーが行う身体による「補助的技術」に着目する。 
 「しぼり」は一回のゲームにつき、座っているギャンブラーの中で、最高額を賭けた人の

み、その権利が与えられる。【事例１】の玉雲のように、必ず自ら「しぼり」の権利を取る

ギャンブラーがいる一方、「しぼり」の権利を獲得したにも関わらず、他のギャンブラーに

譲渡する場合もしばしば見受けられる。以下は、その一例を紹介する。 
 
【事例２】カリスマの 命

ミ ン

の持ち主（2018 年 9 月 7 日 20〜21 時頃） 
 20 時頃、赤い服を着た北京語話者の 30 代前半に見える、中国大陸のギャンブラー（以下

「赤服」とする）が、ミニマムベット 300 のテーブルの席に着いた。彼は毎回、1000 香港

ドルを賭け、必ずカード開示権を得て「しぼり」をした。力を入れながらカードを開くと、

往々にして自分のほしいカードになって勝つようである。赤服がすでに４連勝しており、テ

ーブルが多くのギャンブラーに囲まれるようになった。 
 赤服の動向を伺い、彼がチップを置いた後に、人々は赤服と同じところに賭ける。５ゲー

ム目、赤服はバンカーに同じく 1000 香港ドルを賭け、人々もバンカーに賭けた。その時、

ある中年男性がテーブルに来て、2000 香港ドルを賭け、カードの開示権を得た。しかし、

「あの若者に任せるよ」と自ら開示権を赤服に譲った。赤服は笑いながら引き受け、「失望

させないから任せろ」と言った。ディーラーが先にプレイヤーのカードを開示し、６と２の

合計８点という強いカードである。赤服はまず１枚目を軽々しく開き、８のカードであっ

た。「 A
エース

が来るよ！」と言いながら力を入れ、少しずつカードを「しぼり」しながらめくり

はじめた。 
 「 A

エース

！ A
エース

！」というギャンブラーたちの掛け声の中で、赤服が気合いを入れてカードを

開くと、案の定 A
エース

が出た。的中したギャンブラーたちが一斉に歓声を上げ、場は一気に盛
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り上がった。その後も、赤服が続けて４連勝し、合計９勝０敗という好成績を収め、「人路
ヤンロウ

（人間罫線）」と呼ばれた。しかし 10 ゲーム目を迎える際、赤服は「こんな時間になった

か。夜食でも食べに行こう」と言い残し、そのテーブルを去った。「そんなに
．．．．

命
ミ ン

．がいいなの
．．．．．

に
．
、勿体無いなあ。今ついている時期だよ」と、ギャンブラーたちの嘆き声が聞こえてくる。 

 
 【事例２】では、赤服は最初に、「しぼり」を用いて４連勝を果たし、自分の「しぼり」

の効果で、フロアにいる他のギャンブラーを引き寄せた。ギャンブラーが集まるにつれ、さ

らなる大きな運命共同体が出来上がり、高額を賭けて「しぼり」の権利を獲得した中年男性

まで、赤服の強運を伴う「しぼり」に感服し、権利を赤服に譲渡した。最高潮の５ゲーム目

において、９対８という「競り勝ち」を通じて、他のギャンブラーは赤服の「しぼり」のカ

リスマ性を感じた。後に赤服は、予想技術の罫線を超え、「人間罫線」と呼ばれる。９連勝

の後、ギャンブラーたちは、赤服の強運の正体が 命
ミ ン

であると述べ、彼の退場でリーダー不

在による運命共同体の解体を、嘆いたのである。 
 この中で、赤服が「しぼり」を続けられる理由として、良い 命

ミ ン

の持ち主である彼が、そ

の場にいるギャンブラー全員に、勝利をもたらしてくれるからである、と言えるであろう。

運命共同体が形成された場合、「しぼり」はもはや当のギャンブラーの行為にとどまらず、

共同体全員の勝利願望が、その一点に凝縮されるものである。この願望の現れとして、赤服

のような 命
ミ ン

のカリスマ性を持つギャンブラーは、「しぼり」に臨む共同体の代表者として、

選び出されると思われる 64。 
 次に、「しぼり」という共同体の行為において、カリスマ性のある「共同体代表者」のみ

ならず、他の「共同体メンバー」も「しぼり」に助力する「補助的技術」を用いる。この「補

助的技術」は掛け声と、様々な身体動作という２種類に大別できるが、それぞれ独立したも

のではなく、併用する場合が多いと見受けられる。まず、掛け声の中では、欲しい点数を直

接叫ぶことと、点数を「変更しようとする」ことという二つのやり方が見られる。欲しい点

数を叫ぶ場合、【事例２】と後に紹介する【事例３】のように、点数そのものを声に出すこ

とが多い。他に、公
ゴ ン

 65と 辺
ビィン

（注 61 参照）といった、複数の点数の集合的な叫び方も見受

けられる。そして、辺
ビィン

がわかっても勝敗が決まらない場合、同じ 辺
ビィン

の中で点数を「制御し

たがる」掛け声が一般的である。主に、頂
デェン

 66と 吹
ツォイ

 67が挙げられる。「共同体メンバー」で

あるギャンブラーたちは、直接手でカードを「しぼり」することができない代わりに、「擬

似的動作」が含まれる掛け声を、補助的技術として活用している。 
 掛け声の他に、様々な身体動作の補助的技術も見られる。例えば、吹

ツォイ

という掛け声と共

に、手で弧を描いたり、口を丸めて息を吹き出したり、吹くと関連する曲を歌ったりするよ

うな身体動作は、吹
ツォイ

を補強するものとされている。しかし、三辺
サンビィン

のカードが欲しい時、頂
デェン

と 吹
ツォイ

で点数を決定できず、勝敗も分かれてしまう場合は、頂
デェン

と 吹
ツォイ

の代わりに、その場に

ある数字の記号に、手で何かの動作をする。以下は、その一例を紹介する。 
 
【事例３】テーブル叩き（2019 年 3 月 10 日 21 時頃） 
 夜になり、カジノフロアが多くのギャンブラーで賑わう。このカジノのバカラテーブルの

席が９番まであり、筆者はあるテーブルの６番席に座り、他のギャンブラーの様子を伺って

いる。今回のゲームは、２番席のギャンブラー（以下 A とする）が、2000 香港ドルをバン
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カーに賭けた。周りのギャンブラーも賭け始め、筆者の隣にいる７番席のギャンブラー（以

下 B とする）が 500 香港ドルをバンカーに置いた。筆者も B の後に続き、200 香港ドルを

バンカーに置いた。 
 ゲームが始まり、最初に開いたプレイヤーのカードは、３と４の７点である。そして、A
は軽々しく１枚目のカードを開き、２のカードが出た。バンカーが即勝ちするには、２枚目

のカードが６か７で、合計８点か９点となる必要がある。場の雰囲気が一気に盛り上がり、

A は B と筆者を２、３秒間直視し、真剣な顔をして「しぼり」をはじめる。そこで、B は

何か心得た様子で、目の前のボックス 68番号の７を叩き始めた。満場一致で「７！７！」と

叫ぶ中、B は筆者に「なにじっとしているんだよ。お前も６でも叩け！」と不満げに言った。

筆者はようやくその意図を汲み、６の番号を叩きながら、「６！６！」と声を出した。A が

「しぼり」を終え、２枚目のカードは６であり、合計８点でバンカーの勝ちとなった。知ら

ない人のはずだが、A は「サンキュー」、B は「やるね！」と同時に笑顔で筆者に言ってく

れた。 
 
 【事例３】では、運命共同体が勝つためには、６と７が必要であるが、同じく 三辺

サンビィン

のカ

ードの８になると、合計０点で負けてしまう。そのため、頂
デェン

の代わりに、テーブルに描い

てあるボックス番号の６と７を、活用することになる。ここでは、ボックス番号を叩く行為

が見られるが、欲しい点数はちょうど、「しぼり」をする当のギャンブラーの席か隣席の場

合、ボックス番号にカードを当て、その数字がカードに移るように、擦ることも見受けられ

る。 
 このように、ルールが簡単であるバカラにおいても、勝利に必要な点数は、様々なケース

がある。そのため、中国人ギャンブラーには、「しぼり」を直接的な手段とすると同時に、

状況に応じて多様な補助的技術を用いる、柔軟性が見受けられる。本節で見てきたように、

「しぼり」は、命
ミ ン

のカリスマ性のある「共同体代表者」のみならず、補助的技術を使用す

る「共同体メンバー」も不可欠であり、運命共同体の総動員の「共同的祝祭行為」と言えよ

う。 
 
 

Ⅳ 考察と結論 
 
 （１）命

ミ ン

を利用する身体行為である「しぼり」 
 本稿は、マカオカジノのバカラテーブルにおける、中国人ギャンブラーの「しぼり」の事

例を通して、中国人特有とされる行為に分析を行った。「しぼり」を紹介する既存の記事や

研究では、認識論の視点から「しぼり」を考察し、無意味な行為や「制御幻覚」と結論づけ

たことを、Ⅰ章で紹介した。しかし本稿で述べてきたように、中国人ギャンブラーにとって

「しぼり」は、決して無意味な行為ではない。そもそも、中国人ギャンブラーにとって「し

ぼり」は、「制御幻覚」かどうか重要ではない。【事例１】の玉雲の語りからわかるように、

彼女はカードが配られる瞬間に、点数が決まっていることを認めていてもなお、「しぼり」

をするのである。 
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 となると、認識論の視点だけでは、「しぼり」を語り尽くすことができない以上、その身

体的側面に、注目する必要があるだろう。マカオカジノにおける完全偶然的ゲームの中で、

ゲーム道具に接触不能の大小やルーレットに対して、中国人ギャンブラーは認識論的な予

想技術に止まらざるを得ない。しかし、ゲーム道具に接触可能なバカラに対して、中国人ギ

ャンブラーは罫線という、認識論的な予想技術に「満足しない」。 
 閉塞的な完全偶然的ゲームにおいて、唯一接触可能という突破口があるバカラに対し、中

国人ギャンブラーは心性である 命
ミ ン

で、ゲーム道具に身体で直接的に働きかける
．．．．．．．．．．．．

ことができ

る。この身体的行為を通じて、ゲームの結果を操作したいという願望を叶える。その身体技

法は非常に多様であり、当のギャンブラーがカードに「しぼり」をする方法や力加減のみな

らず、他のギャンブラーも多種な「補助的技術」を用いて間接的に「しぼり」をする。 
 
 （２）共同的祝祭行為と希望の共鳴 
 「しぼり」は身体性の他に、個人主義と集団主義が同時に現れる側面も、注目すべきであ

る 69。「しぼり」における個人主義とは、「資金の王」または「命
ミ ン

の王」たる特定人物のみ

が、カードに直接触れることを、許可される状態を意味している。一方、「しぼり」におけ

る集団主義とは、「しぼり」は常に同様な賭け方をした、複数のギャンブラーの願望が凝縮

される行為であり、その集団は全員の勝敗がかかっている運命共同体である、という意味で

ある。 
 同時に、この個人主義と集団主義は対立ではなく、むしろ調和したものである。まず、

様々な先行研究で指摘されたように、ギャンブルの結果が 命
ミ ン

と大いに関わる、と中国人ギ

ャンブラーは思っている。「しぼり」も同じように、運命共同体において最も 命
ミ ン

の良い人を

選出し、「共同体代表者」として不確実性に挑む 70。また、中国人ギャンブラーは罫線より

「人間罫線」を信じ、「資金の王」より「命
ミ ン

の王」が「しぼり」に相応しいと考えている。 
 個人主義と集団主義の調和がとれた「しぼり」の特徴として、同じ賭け方によって運命共

同体が形成し、そこに 命
ミ ン

を軸にして選出された「共同体代表者」に、命
ミ ン

のカリスマ性とい

う、「集団主義における個人主義の強さ」が見られると思われる 71。この点では、「しぼり」

を考察する際に、レヴィ＝ブリュールの「原始的心性」という概念を援用すれば、原始人の

占いの繰り返しとギャンブラーの情熱という認識的側面ではなく、不確実性の事項に対し

て神秘的な力を利用できる首長とその原始共同体と、ギャンブルの勝利に対して良い 命
ミ ン

が

宿る「しぼり」のギャンブラーとその運命共同体という、「原始的心性」の構造的側面に、

目を向ける必要があると思われる。「しぼり」はまさに、構造的な「原始的心性」を持つ共

同的祝祭行為と言えるであろう 72。この共同体は、「命
ミ ン

の王」にまつわる結束力が強いと見

受けられる。本稿の最後に、「しぼり」をめぐる中国人ギャンブラーの運命共同体における、

強固さが生まれる理由について、筆者の考えを簡単に述べる。 
 バカラに見られる、他者との関係性と場所性の視点から、以下の三つの理由が挙げられ

る。一つ目は、他のカジノゲームより、バカラの賭け方は主に、一種類の二者択一のもので

あり、様々な賭け方が用意される大小やルーレットとも、ギャンブラーの願望の集中が生ま

れにくいポーカーとも異なり、同一目標を持つ運命共同体が極めて形成されやすい。二つ目

は、中国人ギャンブラーにとって、カジノでのギャンブルの主な目的はレジャーではなく、
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生活改善という希望を実現する手段として、常に勝利を目指す姿勢を持っているからであ

る 73。三つ目は、この姿勢を背景に、中国人ギャンブラーは希望の共鳴で運命共同体を形成

し、共同体外部に「仮想敵」を作るからである。この「仮想敵」は、二者択一の反対側に賭

けるギャンブラーではなく、無尽蔵の資金を有しているとされるカジノ側である 74。 
 このように、共同的祝祭行為である「しぼり」の正体は、中国人ギャンブラーが運命共同

体を形成し、命
ミ ン

のカリスマ性のある代表者を選出し、ギャンブルの不確実性に挑むもので

ある。この運命共同体は、同じ賭け方が頻繁に見られるバカラにおいて、生活改善の願望を

持つギャンブラーで形成され、「共同体の敵」であるカジノ側に勝利を求める。共同的祝祭

行為の「しぼり」は、中国人ギャンブラーが不確実性に積極的に立ち向かい、彼らの希望の

共鳴が一点に集中したものである。そこには、生活の改善という信念が共有される中で、中

国人ギャンブラーの共闘する姿勢が読み取れると言えよう。 
 

（りゅう・しんぎょう 京都大学） 
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な役割を果たしておらず、主体の能動的な関与の不在のことである（大庭健「乖離していく主体:
行為の因果説の帰趨」『専修人文論集』93 巻、2013 年、83-84 頁）。 
 43 ハウス・エッジ（house edge）とは、胴元側の有利率のことであり、カジノの主な収益であ

る。主に「大数の法則」によって、勝利する確率と勝利したときの払い戻しに、差を設ける。 
 44 この割合は、マカオ政府博彩監察協調局（DICJ）が公表した統計データにおいて、近年（2015
年〜2020 年）マカオカジノの「幸運博彩

ハァンウァンボッツォイ

（カジノゲームの総称）」と、バカラ（マスバカラとビ

ップバカラを足したもの）の収益に基づき、筆者の計算によるものである（澳門博彩監察協調局

ホームページ http://www.dicj.gov.mo/web/cn/information/DadosEstat/2020/content.html#n1, 
2021 年 9 月 11 日最終閲覧）。 
 45 大川潤・佐伯英隆、前掲書、55 頁。 
 46 絵札はすべて 0 点、A

エース

は 1 点、数字のカードはそれぞれの数字を点数と勘定する。 
 47 シュー（shoe）とは、カジノにおけるカードを使用するゲームで、カードを格納する箱型の

道具である。その道具の形が靴に似ており、「シュー」と呼ばれる。また、広東語では「靴
フェー

（ブ

ーツ）」と呼ばれる。 
 48 デック（deck）とは、１組 52 枚のトランプの組数である。「デッキ」とも呼ばれる。バカラ

は１シューにおいて、６デックまたは８デックが一般的である。 
 49 バカラの進行は、以下の通りである。（１）プレイヤーが賭けたい場所にチップを置き、ベッ

トを行う。（２）ディーラーは全てのプレイヤーがベット終了したと確認し、自動シャッフル機

械からプレイヤーとバンカーに各２枚ずつカードを配る。（３）カードを開き、プレイヤーとバ

ンカーの合計値によってゲームの結果が決まり、ディーラーが外れのチップを回収し、的中のチ

ップを配当する。（４）カードを回収し、ゲーム終了となる。 
 50 筆者はゲームを以下のように３種類に分類できると考える。（１）プレイ上の思考能力によっ

てプレイヤーの強弱が分かれ、不確実性を完全に消去する、完全知能的ゲームである（囲碁、将

棋）。（２）来るカードと牌に不確実性が潜んでいるものの、プレイヤーの選択によって異なる結

果を導くことができる、半偶然半知能的ゲームである（大富豪、麻雀）。（３）一回のゲームの限

り、プレイヤーにとって知能を使って偶然性にまみれる結果を当てることがほぼ不可能である、

完全偶然的ゲームである（丁半）。この分類に従うと、バカラは出目を予想するゲームである大

小やルーレットと同じように、完全偶然的ゲームである。また、ここでの「知能性」とは、筆者

の考えでは頭脳を用いた戦略が必要であることを指すだけではない。戦略の他に、プレイヤーの

順番をずらしたり、配られるカードの枚数を調整したりするという、ゲームのルールに反しない

限り、ゲームの進行や結果を撹乱する「ストラテジー」を含むものである。 
 51 実際、大小やルーレットといったゲームが、終了するごとにリセットされるのに対し、バカ

ラは他のトランプゲームと同じく、カードのデックが所定の残り枚数まで使い切らないとリセ

ットされないため、カード・カウンティング（card counting、既出のカードをすべて記憶する）

というテクニックが使用可能である。したがって、バカラは厳密な意味で完全偶然的ゲームでは

ない。しかし、新規デックの使用開始時点から、長時間テーブルに座り続けてカウンティングを

行う一般ギャンブラーが、マカオにおいてあまり見受けられないため、本稿ではバカラを完全偶

然的ゲームに分類する。 
 52 バカラにこの特権が付与される理由は公表されていないが、他のトランプゲームより遥かに

利益を生み出していることが予想される。 
 53 全種類の罫線の詳述と画像を省略するが、以下のネット記事を参照されたい。（「バカラの罫
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線を利用する方法／種類と実際の予想手順まとめ」必勝！カジノオンライン Z、

https://www.casinoonline.jp/guide-game/baccarat/keisen/, 2021 年 7 月 17 日最終閲覧）。 
 54 中華罫線は、中国人ギャンブラーを招き入れるため、マカオのみならず世界各地のカジノに

おける、バカラテーブルのディスプレイに搭載されている。 
 55 ここの「読める」と言うのは、出目の記録という罫線の表面的、直観的な情報を読み取れる

ことである。ゲームの流れを読むなど、罫線を用いて主体的予想技術を行うことは、初心者には

経験を積む必要があると言われる。 
 56 中華罫線が読めるギャンブラーの割合について、公式な統計データは見られない。しかし、

罫線を紹介するネット記事において、カジノ業界に数十年働いた人すら、以下の発言は見られる。

「（ディスプレイの）上部（大路
ダ イ ロ ウ

）と下部（珠盤路
ズゥープゥ ンロウ

）にある罫線はわかりやすいけど、真ん中の

三つ（中華罫線）は相当複雑だ。正直、私でもわからない。でも、最上級レベルのプレイヤーは

それを愛し、絶対的な信頼も置けるくらいだ！」（Yao, P., 2015. “Understanding baccarat 
trends.” World Gaming Magazine, August 27. https://wgm8.com/understanding-baccarat-
trends/, 2021 年 9 月 12 日最終閲覧）。 
 57 ツラとはカジノ用語で、同じ側が連勝することである。 
 58 例えば、出目が山の形をする場合は「松山公園

ツ ォ ン サ ン ゴ ン ユ ゥ ン

」（松山
ツ ォ ン サ ン

：Colina da Guia、東望洋山の通称）

と呼ばれる。 
 59 このような罫線によるギャンブラーの予想は、毎回リセットするゲームにおいて、各ゲーム

の結果が前後のゲームに影響しないという「独立事象（independent events）」を誤った思考と

され、「ギャンブラーの誤謬（gambler’s fallacy）」と呼ばれる。注 51 で述べたように、バカラ

はカウンティングが可能であり、厳密な意味で「独立でない事象（non-independent events）」
だが、デックを多く使用するカジノルールにおいて、確率の偏りが非常に稀であるため、独立事

象に近いゲームとも言える。また、西洋人ギャンブラーは前の事象の反対の結果である「ネガテ

ィブ・リーセンシー（negative recency）」を好む一方、中国人ギャンブラーは前の事象と同じ結

果である「ポジティブ・リーセンシー（positive recency）」を予想する傾向があると言われる。

そのため、ツラが出るバカラテーブルに、中国人ギャンブラーは集まりやすいと見受けられる。

以下は、大小を対象とする中国人ギャンブラーの誤謬についての研究である（Fong, L. H. N., R. 
Law and D. Lam, “An Examination of Factors Driving Chinese Gamblers’ Fallacy Bias”, 
Journal of Gambling Studies. vol.30, 2013, pp. 757-770.）。 
 60 紙幅の関係で、トランプの画像を省く。 
 61 まず、縦から見る場合、カードの上部にあるスートの数は、A

エース

になく、２と３に一個、４〜

10 に二個である。そして、横から見る場合、カードの左右にあるスートの数は、A
エース

〜３になく

（無辺
モ ゥ ビ ィ ン

）、４〜５に二個（両辺
リョンビィン

）、６〜８に三個（三辺
サ ン ビ ィ ン

）、９〜10 に四個（四辺
スェイビィン

）である。 
 62 マカオのカジノでは、チップが香港ドルとパタカに 2 種類分かれている。テーブル・リミッ

トの表記に、minimum bet: 100 というのは、最小限として 100 香港ドルか 100 パタカから賭

けられる意味である。一部のカジノにおいて、テーブル・リミットの表示に通貨単位が省かれる

ため、本稿ではミニマムベットの通貨単位を省略する。 
 63 1 香港ドル＝14.14 円（2021 年 9 月 11 日時点）。 
 64 紙幅のため詳述できないが、命

ミ ン

が良いと思われるギャンブラーが、最高額を賭けたギャンブ

ラーから「しぼり」の権利をもらう事例は、本事例の他にも大量に見受けられる。逆に、命
ミ ン

の良

いギャンブラーが「しぼり」で勝ち続ける中、突然最高額を賭けたギャンブラーが現れ、「しぼ

り」の権利を「横取り」することも稀に見られる。「横取り」で「しぼり」に臨んだにもかかわ

らず、そのゲームで負けてしまう。この場合、場にいる他のギャンブラーは小言を挟んだり、テ

ーブルから去ったりすることが多い。 
 65 公

ゴ ン

とは、「公仔
ゴ ン ザ イ

」の略称であり、広東語の意味では人形、フィギュア、ぬいぐるみなどが挙げ

られる。トランプの中では、絵札（フェイスカード、J、Q、K）のことを指す。 
 66 頂

デェン

とは、持ちこたえる意味であり、「しぼり」の掛け声においてスートの数を残す（増やす）

ことである。 
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 67 吹

ツォイ

とは、吹く意味であり、「しぼり」の掛け声においてスートの数を吹き飛ばす（減らす）こ

とである。 
 68 ボックス（box）とは、英語ではベッティング・ボックス（betting box）と呼ばれ、カジノの

テーブルゲームにおいて、最初に賭け金を置く場所の枠を指す。広東語では「門
ム ン

」と呼ばれ、テ

ーブルとマシンを問わず、賭け金を置くスペース全般を意味している。 
 69 本稿では、個人主義（individualism）と集団主義（collectivism）の定義の多層性について詳

論する余裕がないが、ここでは「集団より個人が優勢である」と「個人より集団が優勢である」

という簡単な定義を用いる。また、個人主義と集団主義という用語を使う場合、その対象が社会

や文化など「大きな比較尺度」に適用することは多いが、本節では「しぼり」の実践を考察する

際に使用する。そのため、ここではあくまで「しぼり」に含まれる「個人主義的」「集団主義的」

の要素について述べる。 
 70 もちろん、ラム（2007）の研究においても、バカラにおける中国人ギャンブラーの社交性に

ついて言及している。しかし、ラムが指摘したバカラにおける社交的要素は、ギャンブラーが他

のギャンブラーまたはディーラーと、次のゲームの予想について意見交換したりする、家族や友

達との麻雀遊びと似たようなものである（Lam, D., op.cit., p. 70）。これに対して、マカオカジ

ノにおけるバカラの社交性は、中国人の麻雀遊びにおける社会関係資本のようなものと異なる、

と筆者は考えている。バカラギャンブルでは、見知らぬ他人でも、共に勝利を目指すために一時

的な共同体を結成し、不確実性に抗するという明確な目的を持つ、連合的社交性が見受けられる。 
 71 中国社会は「集団主義から個人主義への移行」という研究も見られるが（Cao 2009）、個人主

義か集団主義かという二者択一の結論は、あまり意味を成さないと思われる。関係
グ ァ ン シ ー

のネットワー

クにおける信頼は、個人主義でも集団主義でもないという研究（Luo and Yeh 2012）に見られ

るように、個人主義か集団主義という単一の視点で中国社会を考察するのは現代では適用しな

い。例えば、中国の若者の行動様式と思考を考察する際に、彼らの価値観は状況によって異なる

現れ方が見られ、個人主義と集団主義が融合して S 字の太極様式を呈していると主張した議論

もある（史・劉 2019、61 頁）。そのため「しぼり」において、個人主義と集団主義が共存する

ことも可能であると筆者は考えている（Cao, J., “The Analysis of Tendency of Transition from 
Collectivism to Individualism in China”, Cross-Cultural Communication. vol.5. no.4, 2009, 
pp. 42-50. Luo, J. and K. Yeh, “Neither Collectivism Nor Individualism--Trust in Chinese 
Guanxi Circles”, Journal of Trust Research. vol.2. no.1, 2012, pp. 53-70. 史楠・劉念「集体主

義還是個人主義？――従可口可楽的中国本土化広告看当代中国文化価値観」『新聞知識』7 巻、

2019 年、57-61 頁）。 
 72 また、「しぼり」と似たようなギャンブル行為として、麻雀における盲牌

モ ウ パ イ

が挙げられる。盲牌
モ ウ パ イ

とは、麻雀用語のひとつであり、指で麻雀牌の図柄の凹凸をなぞり、その感触で牌の表側を見ず

にどの牌なのか識別
．．

することである。しかし中国人ギャンブラーにとって、盲牌は麻雀上級者の

嗜むテクニックであるが、牌自身を「制御したがる」思考があまり見られない。その理由として、

筆者の考えでは、プレイヤー間の対立が明確である麻雀において、盲牌があくまでプレイヤー個

人の行為であり、「しぼり」に見られる「共同の願望」が欠如しているからである。また、社交

的行為とされる麻雀遊びが行われる場所は、家や雀荘など、日常性を帯びる空間が多い一方、「し

ぼり」が行われる場所は、不確実性が満ち溢れる「真剣勝負」のカジノであり、非日常性の巨大

化する空間が祝祭性をもたらしていることも一因であると思われる。 
 73 カジノにおける西洋人ギャンブラーと中国人ギャンブラーの、ギャンブル動機の違いについ

て多くの研究が見られるが、紙幅上、簡単にまとめる。カジノにおけるギャンブラーの文化的特

徴（cultural characteristics）として、西洋人ギャンブラーはデバイスの時間消費（time-on-device）
に対して、中国人ギャンブラーは大勝利（big win）への欲望が高く、ゲームマシンの非社交的

性質への嫌悪感も強い点などが挙げられる、とシュール（Schüll）（2013）は指摘した（Schüll, 
N. D., “Turning the tables: The global gambling industry’s crusade to sell slots in Macau”, 
Cassidy, R., A. Pisac and C. Loussouarn (eds.), Qualitative Research in Gambling: Exploring 
the production and consumption of risk, New York: Routledge, 2013, p. 95.）。 
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 また、同様な結論は、以下の研究にも指摘されている（Ye, L., “A Comparison of gambling 
motivation factors between Chinese and Western casino players”, UNLV Theses, 
Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 588, 2009.）。 
 74 本稿ではこのような事例を紹介する余裕がないが、ラムの研究において以下の事例が見られ

る。最高額を賭けたある男性ギャンブラーは、彼がカードをめくるためではなく、勝利のために

来たと主張した。そして彼は「しぼり」の権利を、幸運に見えると自分が思っている女性ギャン

ブラーに譲ったが、その女性は権利を断った。そこで、男性ギャンブラーは女性を非難し、テー

ブルにおける全ての人がハウス側に対抗するために「団結（united）」すべきだと言った（Lam, 
D., op.cit., p. 69）。 


