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本資料は、国際連合薬物と犯罪事務所（United Nations Office on Drugs and Crime:  

UNODC）が毎年公表している世界の薬物問題の現状に関する報告の最新版 

World Drug Report 2022 の Vol.2 から一部を要約して日本語に翻訳したものである。 

下記にしたがって、非営利目的で勝野＊ の責任で要約・翻訳した。 
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最近の戦争・紛争と薬物問題 

違法薬物経済と地域内紛争・反乱との関係、組織犯罪とテロリスト集団との関係を探る

報告がある。国連安全保障理事会はまた、麻薬密売の問題について、ガバナンスと安全を

損なうという観点からその影響を取り上げている。 

2010 年代には、世界中で武力紛争の数が増加した。世界の武力紛争は、21 世紀の最初

の 10 年間で減少したが、その後は増加に転じ、その傾向は 2020 年代まで続いている。 

 

 
 

 

生産であれ、密売であれ、違法薬物市場の提供であれ、紛争と違法薬物取引は、多くの

場合、地理的に重なり合っている。注目すべき例としては、過去に⾧年の反乱が起こった

アフガニスタンとコロンビアがある。この二つの地域は、世界のヘロインとコカイン製造

のかなりの部分を占めている。 

コロンビアでは、コカの栽培と密売が人民解放革命軍(FARC)の反乱に役立った。しか

し、FARC が 2016 年の和平合意の一環として麻薬事業への関与を停止することに同意した

とき、皮肉にもコカ栽培は全国的に減少しなかった。一部の農家が栽培中止のための政府

補助を受ける資格を得るためにコカを植え、 その結果、生産量は 2017 年に過去最高に達

した。 

一方、近隣 のペルーでは、コカ生産を通じて活動に資金を供給することで知られてい

た反政府勢力 Sendero Luminoso(「輝く道」)に対する国家の協調行動と並行して、1990 年

代にコカ栽培の面積が 64%減少した。 

法の支配の弱体化は、違法薬物事業を開始あるいは拡大するための条件を作り出す。た

とえ武装集団自身が主要なアクターでなくても、既存の麻薬市場を利用したり、領土支配



を金銭的利益のために搾取したり、違法な生産や取引に関与したりする可能性がある。 

ただ、反乱と麻薬は共生関係にあるかもしれないが、たとえ反乱が麻薬密売の繁栄を助

ける条件を作り出したとしても、反乱軍が主要な麻薬密売人であるとは限らない。一方、

麻薬密売は、過去のコロンビアのように、密売業者が反乱を直接率いていないとしても、

汚職、不公平な経済競争、脆弱な社会管理システムなど、紛争を引き起こす不安定な状況

に関与する可能性がある。 

紛争は、違法な麻薬取引と麻薬取引のルートを大きく変える可能性がある。大規模な麻

薬密売は、致命的な暴力なしにも起こり得る。例えば、⾧年にわたり、何百トンものヘロ

インが、殺人率が低い状況下の南東ヨーロッパの一部を横断して密輸されてきた。ただ、

大量の薬物が通過する地域は、不安定化や紛争に対して脆弱でもある。これは、グループ

間で権力が争われている地域で特に当てはまる。 

反乱者自身は、利益のための国境を越えた⾧距離麻薬の取引に責任を負わないことが多

く、ほとんどの反政府勢力は、彼らが物理的に支配している地域での活動に焦点を当てて

いる。例えば、コロンビア国と FARC の紛争は、麻薬栽培農家の「課税」と、反政府勢力

の活動に資金を供給するためのコカイン製造と密売への直接関与の明確な例を提供した。

FARC グループはもともとコロンビア国外の大規模な密売には関与していなかったが、後

に近隣諸国の違法薬物市場に進出するようになった。 

 

 
 

 

 

 

 



アヘン系麻薬とアフガニスタン  

アフガニスタンでは、違法薬物取引は⾧期的な社会の不安定と貧困と強く結びついてい

る。アヘンは 18 世紀から北部地域で使用されてきたが、この国が世界的なアヘンの主要な

供給源として浮上し始めたのは、ケシ栽培が黄金三日月地帯にある他の地域から排除され

た 1980 年代になってからであった。麻薬取引は、ここで論ずるすべての国において大きな

経済的重要性を帯びているが、アフガニスタンでは、国家生産活動のかなりの部分を占め

ており、最も重要な場所である。 

アフガニスタンの違法なアヘン経済からの収入は、2021 年では 18 億ドルから 27 億ドル

の間と推定され、GDP の 12%にも相当している。農民は、2021 年 8 月以前にタリバンを

含む非国家団体に⾧い間税金を支払ってきた。2019 年の農場ゲート販売データ(最新の入

手可能なデータ)によると、3 億 5000 万ドルの農場ゲート販売額総額のうち、非国家武装

グループにアヘン税で支払われたのは約 1450 万ドルであった。 

アヘン系麻薬の製造と密売からの収入に同様の税が課されたかどうかは不明であるが、

もしそうであれば、非国家団体 (当時はタリバンが大半)に最大 1 億 1300 万ドルが拠出さ

れていたと考えられる。 

2021 年 5 月、当時のアフガニスタン政府は、タリバンがアフガニスタンで急速に拡大す

るメタンフェタミン（覚醒剤）の製造にも関与していたと報告した。メタンフェタミンの製

造拠点はイランに近い州に集中しているが、近隣諸国でのアフガニスタン起源のメタンフ

ェタミン押収の急増は、覚醒剤市場が成⾧し、この地域及び周辺地域の脅威が高まってい

ることを示している。 

アヘン生産に対する課税に加えて、タリバンは密売にも関与しており、これが麻薬から

の主な収入源であった可能性が高い。ヨーロッパではアフガニスタンの密売業者の一部が

逮捕されているが、大規模なヘロイン密売に関与したほとんどのアフガニスタン人は、自

国内や周辺地域で活動している。この事実は、ヨーロッパのグループとは別のグループが

地域や大陸を越えて大量のヘロイン密売を行っていることを示唆している。一方、伝統的

なアヘンの密売ルートはメタンフェタミン（覚醒剤）の取引のルートにも使用されている。

この地域では、覚醒剤はアヘン系麻薬との組み合わせで使用されている。 

コロンビアの和平プロセスとアフガニスタンでのタリバンの権力への復帰は本質的に反

乱を終わらせたが、 両国は今日まで、違法薬物の栽培と生産において顕著な役割を保持

し続けてきている。 

 

製造と市場の近接  

"Captagon"＊生産は、2011 年にシリア内戦が始まる前、レバント（東部地中海沿岸地域

：シリア、レバノン、ヨルダン、イスラエル、パレスチナ自治区）ですでに懸念事項にな

っていたが、最近のこの薬物の大規模な押収は、生産がそれ以来大幅に増加していること

を示している。違法な"Captagon"は、以前は主に東ヨーロッパから供給されていた。しか



し、シリアにおける紛争が違法薬物取引に有利になるような条件を育んだため、

"Captagon" 製造は、主要な消費者市場である湾岸に近い地域にシフトしたようである。  

国連加盟国が報告した押収データからは、シリアとレバノンが"Captagon"の供給源とし

て特定された。シリアからの貨物は、ヨルダンや海を通過して目的地に到着することが知

られている。 

ミャンマーは⾧年の未解決の紛争に苦しんでおり、依然として麻薬生産国である。ミャ

ンマーの非国家武装集団は麻薬取引を行わなかったが(黄金三角地帯でのアヘン生産は 19

世紀に遡る)、現在では、麻薬密売は、シャン州や他の場所での武装集団が利益を生み出す

ことを可能にしている。また他のグループも少ないながら薬物売買の課税から利益を得て

いる。このようにして、麻薬経済は紛争を煽り、逆に紛争は国の違法薬物経済を強化して

いる。 

麻薬生産と密売の増加傾向は、特に社会の不安定さが増大し、法の支配の欠如が広がる

現在の世界の環境を反映し、このダイナミクスのさらなる加速と増強が起こっていること

を示している。 

2000 年代には、ミャンマーの停戦地域におけるアヘン生産が減少したが、一方でそれは

メタンフェタミン（覚醒剤）製造の出現を伴った。地域の⾧期的な不安定さと貧困の急激な

増加は、地域の多数の武装勢力に資金を提供する上で重要な役割を果たしている。アヘン

はミャンマーの北部地域で使用されている。東南アジアでの需要は、沿岸地域がシャン州

を原産地とする国際的な麻薬輸送の密売のハブとしてますます重要になっていることと一

致している。 

これらの要因の組み合わせは、ミャンマーにおいて違法薬物生産のための理想的な条件

をグループに提供する可能性が高い。ミャンマー国内の一部、特に自治区と特別地域にお

ける不安定さは、メタンフェタミンとその前駆体の製造と密輸の拡大に関与するものであ

り、武装集団が生産施設のセキュリティプロバイダーとして機能し、密輸業者に安全な通

路を提供することを可能にしている。 

 

サヘル地域圏 

サヘル地域は、アフリカのサハラ砂漠の南の大陸を横切って広がる広大な地域である。

ここでも紛争の影響があり、その不安定さはモロッコ、スペインおよびアルジェリアの間

の厳格な国境管理を避けようとする麻薬密売人によって利用されている。アルカイダやダ

ーイシュとの同盟を主張するジハード主義グループを含む、多様な非国家武装グループが

この地域で活動しており、これらのグループは、反政府勢力が通常利用できる多様な収入

源のひとつとして、違法薬物取引に少なくともある程度の関与している。 

ここでの、密売買の主な薬物は大麻樹脂であり、 主にヨーロッパと中東の消費市場向

けにモロッコで生産され、サヘルのルートに沿って密輸される。サヘル・ルートが大麻樹

脂の密売に利用されているという証拠は山積しており、安全保障理事会のマリに関する専



門家パネルは、モロッコからリビアに輸送される大量の大麻樹脂の出荷が、この地域のグ

ループ間の致命的な衝突を引き起こして、これが停戦違反につながる可能性を示す、いく

つかの事例を報告している。 

西アフリカを経由したコカインの密輸も近年再浮上している。 マリとニジェールでの

最近の押収は、比較的大きな密売の存在を確認するものである。  西アフリカ地域におい

て薬物の過去最高の押収件数と逮捕数は、サヘル紛争地域外での薬物密売が、そこで活動

する武装集団に資金提供している可能性があることを示唆している。例えば、西アフリカ

沿岸諸国でのコカイン押収に関与した疑いのある数人は、マリのパスポートを所持してい

た。  

また、2021 年 1 月にガンビアで押収された 3 トンと 2021 年 2 月にコートジボワールで

押収された 1 トンを含むトラマドール、ヘロイン、覚醒剤・ATS のリビアでの押収は、こ

れらの薬物の密売がサヘルにも影響を与えているという疑いを投げかけるものである。   

しかし、リビアへの往来経路に関する情報は非常に限られている。 

マリに関する国連安保理専門家パネルは、非国家武装集団による課税を指摘し、最新の

報告書の全セクションを組織犯罪について割いている。マリはサヘル地域全体を代表する

わけではないが、より広い地域の薬物密売の状況を反映している可能性があり、記録され

た密売の流れのいくつかは近隣諸国を巻き込んでいる。 

国連専門家パネルは、さまざまな政治思想を持つ武装集団が麻薬密輸に関与しているこ

とを示唆しており、薬物の違法な市場が、継続する戦争に経済的に依存してきた人々に潜

在的な財源を提供していることを示している。専門家パネルは、麻薬がリビアに向かう途

中にマリ北部を通って密輸され、武装グループに資金を提供している一方で、麻薬密輸隊

を運営する武装グループ間の紛争が、他の競合グループとの頻繁な衝突につながったこと

も報告している。 

 

中央アメリカとメキシコ: 麻薬密売と非国家間暴力のつながり  

麻薬生産と密売は歴史的に中米とメキシコにおける死につながる暴力と直接結びついて

おり、麻薬取引および異なる組織犯罪グループ間の衝突は、紛争の影響を受けた国に匹敵

するほどの頻度で起こっており、この地域の世界で最も高い殺人率と関連している。 

データによると、殺人事件の大部分は、何十年も前から存在しており、組織犯罪グルー

プとストリートギャングの 2 つにおおくくりできる有名な組織が関与している。 エルサル

バドルとホンジュラスにおける殺人事件の約 30%は組織犯罪またはギャングに関連してお

り、メキシコでは 40～70%である。 

メキシコのカルテルなどのほとんどの組織犯罪グループは、伝統的に麻薬密売に焦点を

当ててきた。対照的に,中央アメリカのストリートギャングは、国際的な麻薬取引に深く関

与しているようには見えない。しかし 2 つの最大の傘下ギャング,一般に MS-13 として知

られるマラ・サルバトルチャとバリオ 18 は、恐喝という主な収入源に加えて,地元で麻薬



を販売している。 これらのグループは、特に地元の麻薬取引に焦点を当てているようで

あり、国際的な麻薬取引に移行したという証拠はほとんどない。 

メキシコのカルテルも中米のマラスも、麻薬を中心とした犯罪ビジネスを行う際に暴力

を使用しているが、麻薬取引自体は、暴力行為を起こす前に終えている。 

 

結論: 紛争と薬物の関連性 

紛争、反乱、暴力の過去と現在、およびその違法薬物取引との関連性を調べると、紛争

から薬物へ、あるいは薬物から紛争へ、の明確な道筋があるわけではないことがわかる。 

しかし、麻薬取引は反乱のための資金を提供する可能性がある、あるいは紛争に資金を

提供することによって、それを⾧引かせる可能性がある。いくつかのケースでは、紛争当

事者と薬物の関係は共生している。コロンビアの FARC とアフガニスタンのタリバンは、

麻薬生産と密売から得た利益がなければ、おそらくあのような力を持ち得なかったと思わ

れる。しかし、ほとんどの紛争において、薬物と反乱の関連性は、相互依存的というより

はむしろ日和見主義的なものである。紛争前に麻薬市場が設立されたところでは、紛争に

関与したグループがそれを搾取し、保護税といくつかの直接関与を通じてそれを促進して

きた。 

一方、紛争によって生み出された社会の脆弱性と法の支配の空白は、西アフリカのコカ

インや大麻の場合に実証されているように、薬物生産と密売が繁栄するための肥沃な環境

を提供する。一方、東南アジアのメタンフェタミンや中東の"Captagon"などの特定の薬物

の生産の爆発的拡大はそこを紛争地域に変える。 

シリアとミャンマーに関する薬物押収データは、紛争が引き起こした状況が合成薬物の

製造のための「磁石」として機能し、どこででも生産できるようになることを示している。

この効果は、紛争地域が大きな消費者市場に近い場合に増幅される可能性がある。 

ウクライナでは、ロシア侵攻前には、摘発され閉鎖解体されたアンフェタミン密造所の

数は、2019 年の 17 から 2020 年には 79 に増加していた。2020 年は、どの国でも摘発を受

け、閉鎖解体されたアンフェタミン密造所は最大になった。ロシア侵攻前にウクライナで

は多数の密造所が摘発閉鎖解体されたので、現在密造所数は減っている。しかし、このこ

とは、この地域が合成薬物を生産する高い潜在的能力をもつことを示すものでもある。 

これは、紛争が続くと、他の紛争地域で見られる傾向と同じように、密造が再び拡大する

可能性を示している。 

戦争・紛争は、麻薬密売ルートを混乱させ、変更させる可能性がある。例えば、それは

ユーゴスラビア戦争中にバルカン半島を通るヘロイン密輸ルート(今でもアフガニスタンか

らのアヘン系麻薬の主要な密売ルートの 1 つであり続けているが)に見られる。データから

ウクライナを経由したヘロインの密売は、2022 年 2 月の紛争開始前に増加していたことが

わかっている。戦争や紛争は、確立された密売ルートへの流れを混乱させ、近隣諸国を経

由するあるいは他の代替のルートへ置き換えを起こしている可能性がある。戦争や紛争の



継続が、例えばアフガニスタンからのアヘン系麻薬などの密売ルートに、どのように影響

するかを判断するために監視が必要である。 

現実に起こっている多様なダイナミクスは、進行中の危機や戦争・紛争への対応に薬物

政策アプローチを統合し、紛争や脆弱な法の支配から生じる課題を予防し、対処するため

の法執行機関の能力の構築と調整の必要性を強く示すものである。 

 

＊Captagon:  フェネチリン；覚せい剤の代替え薬物 

 

 

 


