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20代、30代の若い世代で「⼤⿇容認派」が増えているようです Photo:PIXTA

合法⼤⿇ビジネスの盛り上がり「グリーンラッシュ」が⽶国を中⼼に広がる中、⽇本の若者の間でも

「⼤⿇容認派」が増えつつあるという。謎の隠語を駆使することで、闇世界とのリアルな接触を回避

し、⼤⿇を⼊⼿するという彼らの実態とは。（フリーライター さとうあつこ）

 昨年は沢尻エリカ、プロスノーボーダーの国⺟和宏など有名⼈が⼤⿇所持で逮捕され、⼤騒ぎになり

ましたが、なんとうちの会社からも逮捕者が出てしまいました。⼤⿇といえば芸能⼈やアウトローがや

るもので、堅気の会社員は無縁と思っていたのですが……。時代が変わったのでしょうか。ショックで

す。
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 合法⼤⿇ビジネスの盛り上がり、「グリーンラッシュ」に注⽬が集まっている。現在、⼤⿇は世界中

の多くの国で⾮合法とされているが、アメリカやカナダなど⼀部の国で合法化されており、医療や⾷品

といった分野で⼀⼤市場が誕⽣する可能性も⾼まってきた。

 ⼀⽅、⼤⿇が厳しく取り締まられてきた⽇本は、世界的に⾒ても乱⽤者は少ない。だが、ここ数年は

事情が変わりつつあるようだ。

次のページ
隠語を駆使し、⼤⿇を⼊⼿する若者たち >
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 法務省の「犯罪⽩書（令和元年版）」によれば、⼤⿇取締法違反の検挙⼈員は2017年に最多を記

録。さらに2018年には前年⽐16.9％増の3762⼈に達した。また、2017年の国⽴精神・神経医療研究

センターの調査報告書では、⼤⿇の⽣涯経験率はモニタリング期間中で最多の1.4％、推計使⽤⼈⼝は

約133万⼈に及ぶ。

 今や有機溶剤に代わり、国内でもっとも乱⽤されている薬物となった⼤⿇。規制強化により乱⽤者が

減っている「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」などの危険ドラッグとは対照的だ。

 気になるのは、20代、30代の若い世代で「⼤⿇容認派」が増えていることだ。

 前出の国⽴精神・神経医療研究センターの調査で、⼤⿇使⽤についてどう思うか尋ねたところ「法律

で禁⽌されてはいるが、少しなら構わないと思う」「法律で禁⽌する必要はなく、個⼈の⾃由だと思

う」の合計は、20代では3.6％、30代ではなんと5％と20⼈に1⼈に達しているのである。

“野菜”“⼿押し”︖
隠語を駆使し、⼤⿇を⼊⼿する若者たち

 ⼤⿇に対する⽇本⼈の意識は“緩く”なっているのだろうか――。薬物依存症からの回復と社会復帰を

めざす⺠間リハビリ施設、特定⾮営利活動法⼈東京ダルクの秋元恵⼀郎⽒はこう語る。

「ほかの薬物についてもいえることですが、以前に⽐べて⼊⼿しやすくなったことは⼤きいですね。20

年くらい前は密売⼈を介して⼊⼿するのが普通でしたから。密売⼈は上野や渋⾕の街⾓に⽴っていて、密売 密売

表向きは偽造テレカを売りつつ、実は薬を隠し持っているんです。
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 独特の⽬配せで『薬を持っている』という合図をし、通⾏⼈にアピールするんですが、買い⼿は⼈通

りの多い繁華街で彼らに接触しなければならないわけですから、もちろんリスクは⼩さくなかったと思

います」

 それが今やいつでもどこでも、スマホひとつで注⽂できる時代になった、と秋元⽒は説明する。

「ＳＮＳで連絡を取り合って買う⼈が増えました。“野菜”“⼿押し”などのキーワードで検索し、密売⼈密売

を捜すのです。野菜というのは⼤⿇のこと。⼿押しは通販の意味です。⼤⿇はほかに、ガンジャとか葉

っぱなどと⾔われたりしていますね」

 これらの⾔葉はすでに新聞記事などでも取り上げられており、話題になっている。もはや隠語とはい

えないだろうが、密売⼈たちは次から次へとさまざまな隠語をつくっては、ＳＮＳで発信を続けている密売

そうだ。
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「社会の⽬」が再起を阻む︖ >
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「社会の⽬」が再起を阻む︖
⽇本社会の現実

 現在は、闇社会の相⼿と顔を合わせることなく⼤⿇を⼊⼿できる分、若い買い⼿たちは、落とし⽳の

恐ろしさをあまり意識していないのではないか。

 1つめの落とし⽳は、もちろん薬物依存症のさまざまな症状である。⼤⿇を乱⽤すると、五感がさえ

渡るなど知覚に変化が起こることはよく知られる。だが⼀⽅で集中⼒の⽋如、情緒不安定なども⽣じ

る。

 諸説あるが、乱⽤を繰り返しているとコントロールが利かなくなり、依存症に陥る危険性は⾼い、と

厚⽣労働省は注意を促す。⻑期間続けた場合は、幻覚、妄想などの症状が起こるほか、知的機能が低下

してものを考えられなくなったり、無気⼒状態に陥ったりすることもあるという。幻聴による⾃傷⾏為

や犯罪、事故も後を絶たない。

 2つめは、薬物依存症に対する社会の“⽬”だ。⽇本では薬物依存症を病気と捉えず、犯罪と結びつけ

て考えがちである。⼤⿇所持で逮捕され有罪判決になれば、懲戒処分どころか解雇もありうる。アメリ

カのようにリハビリ、リワークの体制が充実していないこともあり、再起しづらいのが現実だ。路頭に

迷った結果、孤独や⾃⼰否定感が募り、つらさをまぎらわそうとますます薬に溺れる⼈が多いという。

 ビジネスパーソンも含め、誰でも発症する可能性のある薬物依存症だが、特に危ないのは優秀で出世

スピードの早い、いわゆる“意識⾼い系”だ。常に⾼い⽬標にチャレンジし、緊張感を抱いている彼ら

A A

⼤⿇でクビになる意識⾼い系社員、若者が気づかない
薬物中毒「真の恐怖」
さとうあつこ︓フリーライター

ライフ・社会  依存する⼈々――現代ニッポンに潜む罠

2020.1.15 4:50 Tweetいいね︕ シェア
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は、ふとしたはずみから⼤⿇のような弛緩（しかん）効果のある薬物に依存してしまうことがある、と

秋元⽒は⾔う。

「⼤学を卒業後、有名企業に⼊社して営業トップで表彰されたある男性が会社のご褒美旅⾏で海外研修

に参加したんですね。ところが現地で盛り上がり、つい⼤⿇に⼿を出してしまった。そのときの解放感

が忘れられず、帰国後もやり続けていたそうです。成績を維持しなければ、トップを⾛り続けなけれ

ば、というプレッシャーに耐えられなかったのでしょう。

 そのうち依存症となり、妄想などの精神障害が出てきた。とうとうあるとき、道で不審な⾏動をとっ

たために警察に通報され、20⽇ほど拘留されることに。その事実が会社に知られ、結局彼は解雇されて

しまったのです」

次のページ
「厳罰より⽀援を」新たな試みがポルトガルで成果 >

関連記事

「個」の尊厳を「組織」の尊厳より上
に置くユニークな外⾷産業

AD

発売2年で10億本⽬前。キリンビール
史上最も売れた新商品とは︖

AD

特集

Tweet

1 2 3 4

いいね︕ シェア

睡眠薬をラムネ菓⼦のようにボリボ
リ…⾼学歴⼥性ほどハマる「薬物」の
闇

さとうあつこ

妻がドラッグ＆不倫、⾃堕落な⽣活…
男たちの「単⾝赴任」悲喜こもごも
（上）

武藤弘樹

仕事中にも︕恐ろしすぎる「レイプ・
ドラッグ」の罠
AERAdot.,週刊朝⽇

⽇本でも違法じゃない⼤⿇製品「CBD
オイル」が欧⽶で⼈気の理由
ステレンフェルト幸⼦

⽇の丸液晶JDIを潰せない経産
省、「⽣命維持装置」外せずゾンビ救

「キッチンカー」が稼げる場所ラ
ンキング︕2位神宮前6丁⽬、1位は︖

TOP

特集 連載 書籍 週刊ダイヤ WSJ

https://diamond.jp/articles/-/225784?page=4
https://diamond.jp/articles/-/225784?page=2
https://diamond.jp/articles/-/225784
https://diamond.jp/articles/-/225784?page=2
https://diamond.jp/articles/-/225784?page=4
https://diamond.jp/articles/-/225784?page=4
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst6TpkyPdYYncFKSX4RrsLx77uSR1YDFaDAqpE3qMBW_6iEwGVOuBGJGl-Ooadp445LDQsUadSavedDj9ztbO_yK296zF9ym6m4btuyjYMXeH0LaAZKevVEc_uxQTCO31IFJRSwpGmtNzLSt1XbvGnqeC_OKrVYUlyiPmTOv-TN1tUmL1AwOsnxO5NSpVFmCUcUr02ByZFTtEk0aEXA-kohhH5EXstZpEZPUeWFSXuITUD6fMJzSsPoVv0z8jWpGn-8BrxStvO8xhI&sai=AMfl-YS4j8zS6zMyNcuiaV94NY3GnCzcsvGY-STb6eKIAkyHNM-h7x67aRs1-r0Q9Z5kggqE7qjh1ZcVp9OmHvhk-PU5T-2C72cTuyO16ZyT0w&sig=Cg0ArKJSzKveivagO_WFEAE&urlfix=1&adurl=https://diamond.jp/articles/-/222293
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuGPfPYJe3GVWdROhNoVW2hChuw_rdveh89aWeGcsR1840hzjjoXNEN1c6ZhtDA4GWPEDciiHyjdrEjeFmiw-2G8Zp0rE0dDkcyJvB2vsSlsPOQ8U1hQZBD5dMigcRwmH927duYKyZrWM03GreFO88P_nBpdETqzB-7q5LLtxiSfa0zBjKsoAwAcOk89fkJ8GK9jr_xhRvS_PTbsf7modITMPpDmmmBWgNQRe5_PRIjhY8Tk-6K3C78wqbsJUTWSENDM1bSJX3VpVsY&sai=AMfl-YQNxhUymvinkhubEg2ejJwrxGUipXldsVKtWa_VYQ9bQwr2FSQjdZgNY1k0LYCjahPWljcEhiq1ns9dtfDqASKOjbwz10-Lee4SelXMzg&sig=Cg0ArKJSzHENwRUfn7jSEAE&urlfix=1&adurl=https://diamond.jp/articles/-/224891
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fdiamond.jp%2Farticles%2F-%2F225784%3Fpage%3D3&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E3%81%A7%E3%82%AF%E3%83%93%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%AD%98%E9%AB%98%E3%81%84%E7%B3%BB%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%80%81%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%8C%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E8%96%AC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E6%AF%92%E3%80%8C%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%81%90%E6%80%96%E3%80%8D%20%7C%20%E4%BE%9D%E5%AD%98%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%80%85%E2%80%95%E2%80%95%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%BD%9C%E3%82%80%E7%BD%A0%20%7C%20%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fdiamond.jp%2Farticles%2F-%2F225784
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/diamond.jp/articles/-/225784?page=3
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdiamond.jp%2Farticles%2F-%2F225784&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://diamond.jp/articles/-/218150
https://diamond.jp/articles/-/199721
https://diamond.jp/articles/-/152994
https://diamond.jp/articles/-/197543
https://diamond.jp/articles/-/225584
https://diamond.jp/articles/-/225402
https://diamond.jp/list/feature
https://diamond.jp/list/series
https://diamond.jp/list/dolbook
https://diamond.jp/list/dw
https://diamond.jp/list/wsj


2020/1/16 ⼤⿇でクビになる意識⾼い系社員、若者が気づかない薬物中毒「真の恐怖」 | 依存する⼈々――現代ニッポンに潜む罠 | ダイヤモン…

https://diamond.jp/articles/-/225784?page=4 1/4

 薬物依存症は糖尿病と同様、⼀度かかると完治することはないとされる。⽇々、⾃分と向き合いなが

ら⼀歩⼀歩、“回復”への道を歩んでいくしかないのだ。また、薬物依存症は、「⾦持ちとインテリは回

復しにくいのが定説」という。

「普通はお⾦を使い果たし、薬を買えなくなって『もうやめよう』となるわけですが、⾼収⼊の⼈はふ

んだんに⼿に⼊れられるから、⻭⽌めが利かなくなってしまう。また社会的ステータスの⾼い⼈ほど、

捕まったりして挫折を味わうと精神的に深いダメージを負い、⽴ち直りにくくなるようです」

「厳罰より⽀援を」
新たな試みがポルトガルで成果

「犯罪者として扱い、社会から排除すると、かえって乱⽤者が増えてしまう」――。こうした課題に対

して、世界では薬物依存症への新しいアプローチ、「ハームリダクション」が広がりつつある。厳罰に

よってやめさせるのでなく、⽀援することで健康被害や危険をもたらす⾏動習慣を減らしていこうとす

る試みだ。⼤⿇をビジネス化しようとするグリーンラッシュとは、真逆の⽬的を持つ取り組みといえ

る。

 たとえばポルトガルは2001年から、違法薬物の所持について逮捕や投獄などの処罰を⾏わなくなっ

た。代わりに「薬物依存抑制委員会」へ出頭し、必要な治療を受けることなどを課している。この試み

は功を奏し、結果的に薬物乱⽤者の増加に⻭⽌めをかけることができた。オーストラリア、カナダなど

でもハームリダクションが始まっている。

「信頼できる相⼿やコミュニティーがない」「⾃分を⼤切と思えない」。薬物依存症はそんな孤独感か

ら陥る病気といわれる。⼈⽣常に順⾵満帆とはいかないし、⽇本の将来に対し、若者が抱く不安感は底
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知れない。危機と隣り合わせの⼈は周囲にもきっといるはずだ。

 グリーンラッシュは今や世界的に広がろうとしている。⽇本もいつ“開国”を迫られるかわからない。

だからこそ「ダメ、ゼッタイ」で終わらせず、薬物依存症についてしっかり理解しておくべき時代とい

えるのではないだろうか。
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