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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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インターネットによる薬物密売  

・これまでのところ薬物サプライチェーンは、劇的に変わっておらず、インターネットの 

オンラインプラットフォームは世界の薬物市場のほんの一部しか占めていない。 

 

相互接続性の向上と オンラインプラットフォームの継続的な進化は、麻薬密売者と薬

物を使用する者の両方に多くの利便性をもたらした。より高いレベルの匿名性と検出リス

クの低下により、インターネットはストリートに代わる魅力的な密売買代替手段となり、

違法薬物市場向けの薬物の潜在的な、よりメリットのある安全な方法となっている。しか

し、これらのメリットにもかかわらず、インターネットはこれまでのところ薬物サプライ

チェーンを劇的に変えておらず、オンラインプラットフォームは世界の薬物市場のほんの

一部しか占めていない。 

暗号通貨の人気の高まりは、オンライン薬物取引を利するものであった。ビットコイン

は、ダークウェブ上で薬物を購入する使用者にとって選択する暗号通貨であり続けている

が、他の者は、例えば Monero などを使っている。 

インターネット上で行われる規制薬物と新規精神活性剤（NPS）のマーケティングと販売

は、さまざまなレベルで行われている：オープンインターネット上で；また、しばしば暗

号化された通信ツールを使用する「クリアウェブ」で；さらにソーシャルメディアアプリケ

ーション上で；そしてディープウェブの一部を形成する「ダークウェブ」上で。 

薬物を使用する者は、リスクに反応して、急速に進化する技術を利用しながらこれらの

プラットフォーム間を移動している。 

 

 



・ソーシャルメディアは、薬物取引のためのプラットフォームとして、ますます拡大 

している。 

ソーシャルメディア、インスタントメッセージングアプリ、出会い系アプリ、および薬

物を供給し、取引するための暗号化されたメッセージングアプリなどの他の匿否性の高い

通信チャネルの使用の重要性が高まっている。  

薬物を使用する多くの者や密売者にとって、これらのチャネルはダークウェブよりもは

るかに便利でアクセスしやすいようである。現在、ほとんどの主要なソーシャルメディア

プラットフォームは、あるレベルで違法薬物取引の市場として機能しているようである。 

ヨーロッパの調査によると、密売業者はキャプション、ハッシュタグ、絵文字を使用し

て潜在的な顧客にコンタクトしている。密売業者は、さまざまなメッセ―ジング・アプリ

を介して連絡を受け、暗号化された通信チャネルを使用して取引を行う。一部の取引は対

面および現金で行われるが、他の取引はオンライン決済システムを使用しており、薬物は

購入者のドアまたは小包のピックアップポイントに出荷される。 

現在のダークウェブの傾向は、より小さな市場への移行を示している。暗号化されたメ

ッセンジャーサービスの人気が高まっていることは、違法な商品やサービスのためのデジ

タル市場の断片化が進んでいることを示唆している。この傾向は、小規模な小売取引が大

規模な取引をはるかに上回っている。これは、行われた金融取引の性質にも反映されてい

る。 

 

・デジタル対応の薬物市場は、薬物密売にとってますます重要になっているが、現在でも

依然として世界市場のわずかなシェアを占めるに過ぎない。  

大きな年間変動があるが、ダークウェブでのオンライン販売は、2011 年から 2017 半ばと

比較して 2017 年半ばから 2020 年の期間に 4 倍になり、近年のオンライン薬物取引全体で

は、さらに大きく成⾧した可能性がある。しかし、オンラインプラットフォームは依然と

して世界市場全体のわずかなシェアしか占めていないようである。 

World Drug Report 2021 で報告されたように、2011 年から 2020 年にかけて監視された

19 の主要ダークネット市場における薬物関連の取引は、2017 年から 2020 年にかけて年間

わずか 3 億 1,500 万ドルと推定され 、その期間に米国と欧州連合(EU)で推定される違法

薬物の年間全密売売上高の約 0.2%を占めているに過ぎない。この割合は 2021 年も同様で

あったようである。暗号化された通信プロバイダーや DoubleVPN や Safe-Inet( 「クリッ

プトーフォン」とも呼ばれる)などの仮想プライベートネットワーク(VPN)を介して行われ

る薬物関連のオンライン販売や薬物取引は、すでにダークウェブを介した薬物販売を追い

越している可能性があるという。しかし、これらすべてのデジタル対応の薬物市場での売

買は、従来の薬物市場において、より伝統的な方法で行われた小売および卸売薬物売買と

比較すると少ない。この分野の調査は非常に限られており、有効な結論に達するためには

さらに経験を踏まえた証拠が必要である。 



・ダークウェブ上の麻薬密売 

 2020 年と 2021 年の著名なダークネット市場  

ダークネット市場は、売上高が最も多い市場であっても、常に一時的であるという特徴

がある。市場は主に法執行機関の行動や出口詐欺（exit scam）などによって消滅している。 

メディアを通しての噂は、最後の主要なダークネット市場であった Dream Market の場合

のように、ダークネット市場の活動にも影響を与えている可能性がある（2017 年、Dream 

Market は、顧客が資金を失ったという噂を受けて深刻な挫折に遭遇し、オペレーターが顧

客データを売却したという憶測が流れた後、2019 年に操業閉鎖を余儀なくされた）。 

それ以来、支配的なダークネット市場は現れていないが、Empire と Hydra Market が

2020 年に一時的には重要な役割を果たした。Empire は、2019 年と 2020 年に強さを増し

た。2011 年から 2021 年にかけて 38 の主要なダークネット市場でダークネットサイトをク

ロール、スクレイピング、解析して収集されたデータシステムによると、Empire は 2020

年第 3 四半期に(売上高の面で)世界最大のダークネット市場であった。しかし、2020 年 8

月下旬の出口詐欺の後、事業を停止した。2019 年第 2 四半期と第 3 四半期、「ロシア語を

話す」ダークネット市場 Hydra Market が浮上し、2020 年第 1 四半期に世界最大のダーク

ネット市場となった。メディアによると、Hydra Market は、第 4 四半期まで主要なプレー

ヤーであり続けたが、最終的には 2022 年 4 月に解体された。Cannazon は、主に大麻の密

売市場であり、2020 年第 2 四半期(COVID-19 関連の移動制限が行われたピーク時)と 2020

年第 4 四半期に世界最大のダークネット市場であった可能性がある。 しかし、2021 年上

半期を通じて保持し続けた地位は、その後半には、Cannazon がいわゆる「分散型サービス

拒否」(DDoS)attacks.ad により事業を閉鎖することを余儀なくされたと報告されている。 

 

Cannazon は、すでに 2021 年第 3 四半期にダークネット市場で White House に追い越さ

れ、さらに 2021 年第 4 四半期には Dark0de Reborn 市場によって追い抜かれた。White 

House は 2019 年に設立され、2021 年 7 月までに最大規模になった。2021 年 10 月 1 日に

終焉を迎える前は、White House への総上場には、フェンタニルとその類似体の薬物リス

ト、すなわち他のいくつかのダークネットサイトで禁止されていた薬物も含まれていた。

White House の存在中、薬物取引は White House のダークネット販売全体の 93%を占めて

いた。これらの売買のほぼ半数は、合成(覚せい剤 ATS)と植物性(コカイン)の両方の覚醒

系薬物に関するものであった。他のほとんどのダークネット市場とは異なり、White 

House は主に支払い目的で Monero（仮想通貨）を受け入れていた。 

ダークウェブでの取引は、2011 年から 2021 年にかけて 38 のダークネット市場で監視さ

れ、2019 年から 2021 年にかけては 28 の市場が監視された。2021 年 8 月から、そのよう

な販売は、前払い預金を必要とせず、さまざまな特別なセキュリティを持つ市場である

Dark0de,246 によって支配されていたが、2021 年の全売上高の 92%以上が薬物関連であっ

た。覚醒剤は全薬物密売の 40%以上を占めていた。一部の情報源は、一部の購入者が資金



を失い、購入した薬物を受け取れなくなるのを防ぐことができなかったとしている。 

2019 年から 2021 年にかけて監視された 28 のダークウェブ市場の全体的な売上高は、

2019 年(Dream Market の終焉の結果として売上高が低かった年)と比較して、2020 年に約

130%増加し、2021 年にはさらに 13%増加した。最低推定額は前四半期比で 50%以上減少

したが、これは White House の崩壊を幾分反映している。大規模なダークネット市場の大

部分には、減少が見られたが、これらのデータは、これまで体系的に監視されていない新

しいダークネット市場への移行を示している可能性も否定できない。 

 

 

・薬物、特に大麻がダークネットの売上を支配している。 

大麻は、2019 年から 2021 年にかけて監視された 28 の主要なダークネット市場での全売

上高の 91%を占め、2019 年からは 85%から増加した。 

大麻は依然として最も人気のある薬物であり、2021 年に監視対象市場で売買されたすべ

ての薬物の 48%を占めている。他のほとんどの薬物の売買は 2020 年に減少し、覚醒剤、

NPS、コカイン、オピオイドにつてはすべて 2020 年に市場シェアが低下し、2021 年に部

分的に回復した。 

2021 年についてみると、ダークウェブ上の薬物売買において、大麻の次に大きなシェア

を占めるのは、覚醒剤 ATS(16%)、コカイン(12%)、ベンゾジアゼピン(6%)であり、続い

てオピオイドと処方医薬品(それぞれ 5%)であった。  

 

 

 

 



・個々の売り手によるダークネットの薬物売上高は比較的少ないままであり、また売り手

が活動している期間も減少している。 

監視対象市場における分布構造は、ほとんどの売り手がダークウェブを介して少量の薬

物のみを販売し続けているため、あまり変わっていない。「アクティブ」ダークネット市場

(すなわち、 2022 年第 1 四半期に少なくとも部分的に営業している市場)の全売り手の

85%近く、そして「非 AC 技術」ダークネット市場(すなわち、2011 年から 2021 年の間に

閉鎖された、または事業を停止した市場)のほぼ 4 分の 3 が、製品(薬物が主役であるサー

ビスおよび商品)を販売している。これらのダークネット市場が機能していた期間中に売買

が行われたのは、それぞれ$ 10,000 未満と考えられる。2011 年から 2022 年第 1 四半期の

間に 100 万ドル以上の総売上高を記録したと特定された売り手はわずか 150 社で、これら

の売り手のうちわずか 3 社が 2022 年第 1 四半期にダークネット市場で活動していたに過ぎ

ない。 ЦУМ Москва  – Top1 cocaine と GangBang Shop は、どちらも 2018 年か

ら 2022 年第 1 四半期にかけて、Hydra Market 経由で 薬物コカインを販売していた。 

2011 年から 2021 年の間にダークウェブ上で特定された最大の売り手は、Drug.store (主

に Silk Road2 でコカインを販売)、Shiny Flakes (Evolution で覚醒剤 ATS を販売)、および

thedudesspecialstash(Cannazon で 大麻を販売)であり、これらの売り手の最小売上高の合

計は 480 万ドルから 630 万ドルの範囲であった。しかし、一般的に、売り手が⾧い間存在

していることはめったない。 2011 年以来、平均してわずか 188 日間(38 の監視されたダ

ークネット市場から収集された情報に基づいて )営業したのみであり、売り手あたりの期

間の中央値は 101 日であった。売り手がダークウェブ上で活動する時間の⾧さは減少して

いる。2017 年 1 月 1 日以降に業務を開始した売り手は、その日より前に運用を開始した売

り手の 203 日と比較して、運用期間は短く、平均 179 日間ダークネット市場で運用した 。 

 



・違法薬物の最大の供給者はヨーロッパと北米に残っている。 

2019 年から 2021 年の間に監視された 28 の主要なダークネット市場で検出された取引の

93%で薬物出荷国が特定できた。顕著なのは東ヨーロッパでの出荷の大幅な増加であり、

その大部分は Hydra Market (ロシア語圏の国々を標的に)での密売重量の増加に牽引された

ものである。 

また、アジアと南米でのダークネット市場の出現も注目する必要がある。これらの地域

では、薬物供給のためのダークウェブの使用の拡大の可能性がある。データによると、地

域間の取引は限られており、ほとんどの取引は単一の地域内で行われている。 

 

 

・薬物を使用するインターネットユーザーの間でのダークネット市場の人気は 2021 年 

には低下した。 

薬物を使用する者の観点からダークウェブの使用を説明する厳密なデータは入手困難で

ある。Global Drug Survey は、ダークウェブ上で薬物を購入した使用者の割合に関するい

くつかの情報を提供しているが、この情報は、50 カ国以上(主に高所得国)から約 10 万人

の自己選択の非代表的な利便性サンプルに限定されたものであり、注意して使用する必要

がある。この調査では、薬物を使用するすべてのインターネットユーザーの間で、ダーク

ウェブ上で薬物を購入する者の割合が⾧期的に上昇する傾向を示唆している。その割合は

2014 年 1 月の 4.7%から 2021 年 1 月の 14.5%と 3 倍に上昇し、すべての地域で増加したと

報告されている。しかし、この上昇傾向は続かなかった。世界レベルでのダークウェブ利

用の割合は著しく低下し、2022 年 1 月までに 10.8%に低下し、すべての地域で 2019 年に

報告された COVID-19 以前のレベル付近まで低下した。この減少の理由は、文書化されて

いないが、大規模な闇市場の閉鎖後の信頼の喪失が要因の 1 つである可能性がある。 



入手可能なデータからみると、薬物購入のためのダークウェブの使用は、依然として男性

が支配的である。2020 年 12 月 1 日から 2021 年 3 月 16 日までの期間に 1,444 人のダーク

ウェブユーザーを対象とした 2021 年グローバル薬物調査のサブセットでは、ダークウェブ

で薬物を購入する人々の 80%が男性、13%が女性、7%が自分自身を「トランスジェンダー

」、「ノンバイナリー」、または「インターセックス」と考えている者であった。 

         


