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はじめに
近年，大麻の乱用が世界的に大きな問題となってきた。特に欧米等の先
進諸国においては，それが次世代を担うべき青少年層に深く浸透するに及
んで，それが与える影響は重大な社会問題となっている。

1１１

わが国では，昭和４０年代に入るまで大麻の乱用問題は社会的に注目され
ることはほとんどなかった。しかし,昭和42,3年頃から,外国の影響もあって，
大麻に関する事犯が急激に増え始め，麻薬に関する全事犯の中に占めるそ
の割合も高くなってきた。

大麻に関する研究は２０世紀後半に入り，本格的に行われてきたといって

もよく，未だ大麻の作用に関して不明な点が多々あるといわれる。欧米に

おいて，一部の学者達が，大麻の有害性に疑問を投げかけ，これが若者の
間で受け入れられて，大麻の取締不要論が起きていることは，このような
研究の遅れも一つの原因となっていることは否定できないであろう。しか
しながら，大麻をかなり長期間吸煙することによって，たとえ吸煙を止め

ても時折，不安感やその他の影響が現われる事例がわが国においても報告
されており，大麻を煙草と同じように考えることは極めて危険であるとい
える。

昭和43年，薬務局は「大麻」という小冊子を作成し，取締関係機関に参
考として配布した。しかし，その内容が年の経過とともに古くなり，また

?／

不正確な部分もあることが関係者から指摘され，更に最近わが国において

’

も大麻の有害性等に関して関係者の間で論議されている実情に鑑み，今回，
新しくその改訂に踏み切ったものである。

本書は以前の「大麻」の改訂版といえるものであるが，その後の大麻に
関する研究成果，世界的な乱用の状況等について資料を収集，整理して紹
介することに努め，内容の充実を図ったものである。

今後，本書が些かでも大麻事犯の取締とその防止の一助に活用いただけ
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れぱ幸いである。また，大麻についてさらに詳しいことをお知りになりた

目次

い向きには，巻末に掲げてある文献を御覧いただくことをおすすめしたい。
なお，本書を作成するに当り，専門的な立場から御助言をいただいた九

州大学薬学部の植木昭和教授及び国立国府台病院精神科福井進先生に対
し深く感謝するとともに，特に中心になって本書をまとめた平林敏彦係長
の熱意を付記する次第である。
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大麻の沿革Ｚ

1．大麻の沿革
１．大麻の起源と歴史

大麻草の原産地は中央アジアであると云われているが，この植物は紀元
前2737年，中国の伝説上の皇帝である神農により歴史上初めて薬(鎮静剤）
として使われたことが古書に載っている。そして，この大麻の使用はイン
ドやそれを取り巻くアジアの国々へ伝えられた。

また，紀元前2000年頃のインドの宗教書、AtharvaVeda〃にこの植物
が「神聖なる植物」であるとの記載がされている。

紀元前600～700年頃には，中央アジアからスキタイ人により黒海の北
方，ドナウ河口地方を経てロシア，北・中部ヨーロッパに広がり，更に紀
元前500年頃には，小アジアを通って地中海沿岸地方に及び各地で大麻草
の栽培が盛んになった。

当時から大麻草は，繊維・種子の採取を主な目的として栽培されていた

のであるが，地域によってはその麻酔作用が知られており，宗教的儀式や
快楽のためにも用いられていたようである。

紀元前500年にイランで編さんされたゾロアスター教典の゛ZendAve
-sta〃やインドのバラモン教典そしてホメロスの詩に大麻の樹脂や花穂の
ことが述べられており，バラモン教典の中には大麻が幸福の源であると記
されている。また，紀元前484年に古代ギリシャの歴史家へロドトスが，

その著書の中で「カスピ海の野蛮なスキタイ人は繊維原料として大麻を栽
培するほか，赤熱した石の上で大麻草の葉を焙り，その蒸気に浴し歓喜に
酔いしれていた」と述べている。

紀元前100年頃には，イランにおいて土着宗教の神官（アギ）の間で，

大麻草を用い荒行，幻術を行っており，このアギの幻術が中国にも伝授さ
れている。

、
、
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また，紀元後200年頃には，中国の魏の医師，華陀が大麻を配伍した

として栽培していたが，当時大麻による吸煙は知られていなかった。大麻

「麻沸散」を全身麻酔として使った記録があるが，インドやアラビア医学

を吸煙する習慣は，1910年頃メキシコの農民が流入してもたらしたもので

でも医薬品として利用していた。

大麻を享楽に使う悪習が，アラビア人の侵入によりイラン・インドから
1000～1300年にかけてシリア，エジプト，チュニジア，アルジェリア，モ

ロッコと北アフリカ全域に広がっている。1000～1500年に書かれた「千夜

あり，1930年代には合衆国各地に拡がり，その使用者の多くは黒人，ジャ
ズ音楽家達であった。

２．わが国における大麻の歴史

一夜物語」の中にも「大麻はすばらしいもの」との記載があり，このよう

大麻草は繊維用植物として最も早くわが国に伝来した植物であり，一説

に読物や詩歌によって大麻の使用が回教徒の世界にまで急速に広まってい

には紀元前600～７００年頃栽培されていたと云われ，神話の時代の伝説中

った。

にも現われている。上代には既に一般化した農作物となっていたようで古

エジプトに大麻が入ってきたのは，1300年代のことと云われている。古

語拾遺(807年）等の多くの記録や各地に伝わる風土記等によってうかがい

代エジプト時代には大麻は使われていなかったようで，当時の象形文字の

知ることができる。例えば常陸風土記（７１４年）には，「夫常陸国者。堺

書物やファラオの時代の絵及び旧約聖書に記載がなく，また，麻の着物が

是広大。地亦緬迩.（中略）植桑種麻．｣と記録されており,徳島地方では

墓から発見きれていないからである。エジプトでの大麻の広まりはマメロ

神武天皇の命によって繊維をとるため麻の栽培が奨励きれたと伝えられて

フ王朝(1250-1517年)の荒廃に端を発している。当時圧制に苦しんでいた

いるほどである。また万葉集には

ハルカニシテ

常用者に対し抜歯の刑に処する等厳罰をもってその使用を禁止したものの，

、麻裳よし献簑しも赤薪ifi行き来と見らむ紀人羨しも（55）
、桜麻の苧原の下草露しあれば萌して行け母は知るとも（2687）

その習慣が余りにも浸透していたので実効はあがらなかった。

、をとめ等が積麻の絡染打麻懸け績む時なしに恋ひわたる力塾も（2990）

住民の間で相当乱用され，また，害悪も著しいためその後歴代の支配者が

一方，ヨーロッパ人は十字軍の遠征によって中央アジアにおける大麻吸

あさし

さくらをを．;゜

らうみ念たたりうちそかう

とうたわれ,他にも麻にちなんだ歌が多く残っている。

煙の風習を知ったが，実際に大麻の乱用を紹介したのはナポレオンのエジ

麻から由来した地名（徳島県の麻殖（オエ）郡，長野県の麻積（オミ)，

プト戦役（1789～1800年）から帰還した兵士や科学者達であったと云われ

美麻（ミササ）等）や麻に関係ある神社（大麻比古神社，大麻神社）も多

ている。彼等は大麻使用による種々の記録を持ち帰り，以来フランスでは

く，古くから大麻草が広く分布していたことがわかる。

一般の関心をひくようになった。ボードレールは，著書「人工楽園」の中

奈良東大寺にある正倉院には当時の麻布が今日まで保存され，麻の丈夫

で大麻による酩酊状態を描写しているが，このほか1800年代の文学に大麻

さを物語っているが，麻は木綿が輸入される以前は，住民の主要な衣服原

についての種々の記載が見られる。1900年に入ってイギリスにおいて医薬

料であった。

品として使用されはじめたが，ヨーロッパにおける大麻の乱用は1900年代
の後半になるまではなかった。

また，中南米においては，スペインの征服者によって大麻の吸煙がもた
らされ±着民が使用し始めたようである。

一方，アメリカでは，1632年にその栽培が伝播され，開拓者が繊維作物

平安時代に入ると麻布の製法は次第に発達し，各地の特産物となった。

続日本後記（869年）には麻が錦，綿，絹と共に市場で取引きされたこと
が記されている。

鎌倉時代には，質実剛健の気風が重んじられたため，絹布に代って麻布

の生産が増し，また汗取りにも適当なところから一重地として公卿階層に
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(j普及した。

ひ侍るは，しりへの御園の麻多く生立ちて侍り，カユの若葉こそいと味よき

江戸時代に至り，武士の間に麻袴の使用が盛んとなり，公卿の随身装束

ものに侍れ，江戸の人は食ひ侍らぬにや，田舎人はめで侍る物になんと云

にも咽麻布が多く用いられた。農家では自作の麻で衣類を作ることが普及

ひ侍りしかば，調させて試ふ侍るに，いとうまく覚えければ，誰もあくま

し，それぞれ美濃布，木曾麻，鹿沼麻等の名称で各地で生産された。

でまうばりつるに，やがて気あがりて物腹立たし〈覚え侍れり，夫れよ'）

こうして大麻草は神代の時代から今日まで，繊維として衣類は勿論のこ

後は物もえ覚え侍らずなんありし，さる麻の葉にゑひて狂侍るにこそあら

と織物，漁網，畳経糸，釣糸，蚊帳，下駄緒等として広く利用されてきた

ぬといへり。かかれば麻の葉は多く食へば人の心を乱す物にこそ有りけれ。

が，最近では化学繊維の発達により，これにとってかわったため需要も減

此の物は医書にもしかいへる事あり，こは寛政十二年（1800年）の夏，此

少している。

の頃しかじかの事ありしとてその里人の来りて語るなりけり。

一方，大麻草は繊維原料として発達するにつれて，毒性のあることもあ
る程度知られていたことが，次のような伝説によって知ることができる。
（古今要覧）

麻の生葉には毒あるものなり。用薬順知（1726年に編纂された医薬書）

大麻草は繊維用として用いられる他に，茎の皮をむいて乾燥させた「お
がら」で盆会の仏壇を飾る牛馬を作ったり，それで迎火・送り火を焚くと

か，或いはカイロ灰にする等生活に深い結びつきを持っている。

に人をして狂笑止まざらしむといえり。ある人の園中に繁茂したる葉をそ

わが国においては，大麻の乱用は第二次世界大戦前には全くなく，戦後

の僕採りてゆぴき味噌にあえて食せしに間もなく人事をしらずなりたりと

でも基地周辺で米兵や彼らと接触する者に限られていたにすぎない。この

聞けり，しびれの病を麻木といふも是等の事よりいひしなるべし。佐藤成

乱用が問題になってきたのは1960年代以降であり，この時期は乱用が世界

祐は花にも殊の外毒あり，実も皮を去り仁ばかり食すれば上気する物なり，

的風潮となってきた時期に一致する。

皮と共に食すれば害なしといえり。

（甲子夜話）

或日の座話に聞く，麻の初生の芽を食すれば発狂すといふ。（中略）麻
毒の狂も酒を飲めば発することなしと｡然れば又酒は麻に克つ乎・
（織錦書随筆）

麻の葉に毒あり。上野の国の北に谷中といふ里あり。その里に西光寺と
いふ寺ありけり。ある時，その寺の内ものの音ひしめきていと騒がしけれ
ば,近きあたりの人ゆきてうかがひしけるに住持のひじりをはじめ（中略）み
な現し心もなく（中略）只狂ひに狂えば，こは如何なる故ぞといえど答ふ

る人もなし。（中略）明くる日の昼過ぐる程になりて（中略）里人ども又

ゆきて見けるに，寺のうちにあるもの皆壊ちて，某の人々は此処彼処に倒
れ伏して起きもあへず血など吐きたるものもあり。ひじりの側によりて御
心やつきたると問ひしに（中略）昨日物喰はんと侍りしに飯炊く男の子い

大麻草７

Ⅱ・大麻草
ｌ大麻草の形状

大麻草は学名をCannabissativaLinneといい，くわ科（Moraceae）
の植物で，雌雄異株の１年生草本である。

茎は緑色で鈍い四角状で，直径は２cmほどあり，その表面には浅い縦溝

を有し，直立し，高さは２－３ｍに達する。成長期には日に10cm位伸びる
ことがある。茎の皮は麻布，麻糸等繊維用として用いられ，また皮を取り
去った残りの部分は「おがら」として用いられる。

葉は３～９枚の小葉が集って掌状をなし，各小葉は狭披針形で先端はと
、I

がり，辺縁は鋸歯状を呈している。葉は茎の下部では対生し，上部では互
生しており，小葉には多くの毛と腺毛がある。小葉だけでなく包，托葉な
どほとんど全ての部分にあるこの毛が,大麻を顕微鏡で鑑定するときに役立
つ。

花期は夏で，雄花穂は円錘形，雄花は淡黄緑色の５弁で，５本の雄芯が

あり，藷は黄色で懸垂し，黄白色の花粉を多量につける。雌花は緑色で葉
腋に密生し花弁はなく柱頭は二つに分かれているが子房は一つである。
花序は穂状をなし，そのため花穂と呼ばれる。また，雌花の柱頭のまわり
に樹脂を分泌する。

種子は緑がかった黄色の油を35％位含み，熟すれば灰褐色となり，小卵
形で斑紋があり，麻の実或いは苧実（ウノミ）と呼ばれ，製油原料（ニス

用》工業用石ケン）や香辛料（七味とうがらし）として用いられたり，小
鳥の飼料となる。

大麻草は非常に特徴ある甘い香りを伴って燃えるが，その臭気は容易に
消失しない。また，大麻草を乾燥したものの臭気は牧草（アルファルファ）
のそれと類似している。

▽●

大麻草９

８

図２大麻草の雌株

図１大麻草の雄株
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１０．

る。

２．大麻草の種類

大麻草は生育地によって繊維原料としての価値や成分の麻酔性に著し
い差異があるために，かつてはそれぞれ異った種であると考えられていた
ことがある。しかし，各地産の大麻を比較してみても植物形態学上は特に
差異は認められず，大麻草は寒帯から熱帯に分布し，生育地の気候，風土
に順応して樹脂成分の分泌量や組成等に差を生じた生理的変種であって，
現在では異なった種とはされていない。

従って大麻草は分類上くわ科（Moraceae）カンナビス属のCannabis
sativaLinneのみの－属一種であり，現在のところ世界には100以上の生理
的変種があるといわれている。

３．大麻草の生育特性

1400年代のフランスのRabelaisは大麻草の成育について「ツバメが最
初にやってきたとき大麻の種子を播き，セミの声がかれ始めたときに引き
ぬくと良い｡」と記しているが，これは，大麻草の成長時期を如実に物語っ
ているものである。

大麻草は，気候の変化に対して強い抵抗力を有し，アザミやタンポポ等
の雑草と同様広範囲に分布し，また肥沃な地や不毛の地の区別なく成長す
る。特に沖積地のような窒素を含有した肥沃の地で最もよく繁殖するが，
土地の養分を吸収し過ぎ，結果的にその土地を痩せさせてしまうようであ
る。砂地でも成長するが，この場合身丈は１ｍ位迄で，余り大きくならな
いので花や種子は付けない場合が多い。
４．大麻草の分布

撰鮮溌愛菫蕊
のアフリカ各地では繊維用のほか樹脂の採取を目的として栽培が盛んであ

一方，野生大麻も世界各地に分布している。特にアジア地域では広範囲
に亘って野生しており，コーカサス山脈地方，カスピ海南部，キルギス地

方，中国に多く，イラン，レバノンでは殆んど全てが野生といわれている。
またインドではヒマラヤ山脈のふもとから平野にかけて西はカシミールか

ら東はアッサムまで，大麻草が繁茂している。アメリカ大陸の各地にも広
域に亘る大麻草の野生地があり，殊に中央アメリカではメキシコ，パナマ
運河地帯，南アメリカではブラジル，北アメリカではアメリカのペンシル

バニア，バージニア，ケンタッキー等の諸州に多く野生している。
わが国では，大麻草は神事仏事に使用する綱等に使用するため主として

栃木県で(全国の96％)，その他では長野，福島，鳥取の各県の一部で栽培

されている。野生の大麻草は北海道東北地方を始め全国各地で散見され
ている。

５．大麻の調製品

古来大麻草を古代アッシリア人は、Quonoubou〃、Qunnapuギヘプライ

人は、QunneMアラブ人は゛Qannob",ペルシャ人はいQuonnab"，ギリシ

ャ人は、Kannabas〃と呼んでいた。1753年に植物学者のﾘﾝﾈ(Linnaeus）
が、Cannabissativa〃と命名している。

一方わが国では大麻草を通常「大麻」又は「麻」と呼んでいる。古くは

「こをりぐさ｣,「ぬきぐさ｣,｢ふさ」等といい，通称「を」又は「そ」とも
いわれた。

後に「あさ」をもって通り名とされたが，この「あさ」は「糾ふ」等の
言葉から派生したもの，また中央アジア，トルキスタンの土名Nasha，
Asarathの語源Asa,Ashａに由来したともいわれている。更にその後イ

ンドから移入した胡麻，苧麻，黄麻，亜麻等と区別するため「大麻」と呼
ばれるようになった。

大麻は世界的にみると
広範囲の地域にわたこ

芋の叩

ざまで

大麻草Ｊ３
１２

ある。

Hａｓｈｉｓｈ

樹脂，花穂

Ｋａｆｏｕｒ

花穂，葉

国名

組

形状は次の三つに大別される。

１）葉や花穂を乾燥して粉砕したもの
２）葉や花穂等を樹脂で固めたもの

勺

ビン

ア

アイ

｜フ｜フ

使用法としては次の三つに大別される。

Banji

１）煙を吸う方法

イスラエル

全草

，

んを加えて作ったもので香料が加

主とし

全草

Ｅｓｒａｒ

樹脂，花穂

３）溶液として飲む方法

トルコ

Asarath，

Magoun

シリア

Madiun

Bhang
Sａｗｉ

インド

中央アジア

Ganja

Charaｓ

Hashisb

レノ<ノン

した葉・花穂

々な形で食用とする。

花穂

モロッコ

樹脂

ビン

ア

アイ

一フ｝フ

Dａｗａｍｅｓｋ

樹脂

Kannabis，

全草

樹脂性樛出物を花穂及び結実部と
ともに固める。 平板状，円筒状，

charasと同様，棒状とし

，

香料

，

北アフリカ

全草

乾燥，粉砕する

葉と花が混つ

乾燥

た樹脂

こともある

Ｔａｋｒｏｕｒｉ

花穂

Ｋｉｆに同じ

Ｄｉｍｂａ

花穂

Ｋiｆ

？

粉砕する。タバコに混ぜる

沿岸

吸食

チュニジア

ポロポロの塊状等形態は多様

主として雌性大麻草の植物上部及
び葉から抽出して棒状とする。

吸飲

アフリカ西海
吸食

岸
コンゴ，

Suma，

吸食

中央アフリカ

Ｄａｃｈａ

南・南西アブ

Dagga，

を混ぜる。

リカ

吸煙

Cannabis
、

Ｄｉａｍｂａ

吸食

全草

，

アルヂェI)ァ

これにアラビア

ゴムを混ぜて'1､さな球にまるめ，
硬いペーストにしたもの

乾燥，粉砕する

Kamonga

食

ハチミツを加え，

樹脂，花穂

Chira

エジフ゜ト

吸煙

乾燥し，成熟
した葉

部

Hasbish，

方法

乾燥，粉砕する。香料を混ぜて種

花穂及び結実

eｌＫ

使用

乾燥し，成熟

プ､ジャム，ジャスミン又は

レンジの花を加えて混ぜたもの

Hashishに香料や催淫剤と一諸に，

、】言囿而［
実１大麻の調製品

法

ロツ

全草

のうち主なものを次表に示す。

製

吸煙

Nasha

各国の大麻草からの調整品の呼称が国連のリストに267載っているが；そ

組成

粉末とする

Kobak，

いため，専ら煙草の形で乱用されている。

名称

吸煙

オ

インドやエジプト等では，樹脂含量が多いため樹脂を抽出して塊状とし
それを吸煙したり，或いは葉や茎を粉砕して調味料,香料を加えて飲み物や
菓子として乱用している。アメリカ大陸に生育する大麻草は樹脂量が少な

吸煙

粉末とする

Ｈａ shishのアルコール漬けに，シ

２）そのまま食べる方法

方法

味されたもの

て葉

Shesha

使用

吸煙

乾燥，粉砕する

砕いて棒状にしたＨａ shishにあへ

３）樹脂分のみを固めたもの

国名

法

梨

成

名称

吸煙

吸煙

煙

花穂

全草，主とし
て葉及び花穂

[酉ZZ-UlN剛｜全草

乾燥，粉砕する

吸煙

大麻草Ｚ５

Z型

国名
コミーノレー
ズーーノレーー，

スワヒリ

全草

篭状の別の容器にすりつぶしたり粉砕した大麻を満たして，この篭を

全草

大きな容器の中に吊す。容器を加熱することにより大麻からＴＨＣ等

全草

の可溶成分を抽出する。この抽出操作を繰り返し濃縮することにより

Bａ ｎｇｕｅ，

Ｓｕｒｕｍａ

ＭＡｖｒｏｎ
全草
ギリシャ｜M…ロ｜全草

(南部）

Anascha

方法

ルではＴＨＣの含有率は20～65％であり，大麻の他の調製品に比し，

葉と混った樹

ＴＨＣの含有が極めて高い。濃縮技術の進歩により９５～100％のもの

脂及び花穂

が出来ると思われる。

Marihuana，

メキシコ等の

中央アメリカ，
北アメリカ

イギリス

1１

１１

，

使用方法：ＴＨＣの含有率が高いため，一滴で充分効果がある。普通の煙

Ｍａ rlguana，
Ｒｏｓａ

コール，ヘキサン，クロロホルム或いは石油エーテル等の溶媒を入れ，

高濃度のＴＨＣを含有する液が得られる。押収されたハシッシュオイ

粉末にする

Marijuana，

西インド諸島，

製法：大きな容器（このものの上部には冷却装置がある）の底部に，アル

Ｌｅｂａｋｅ
Lebake

ギリシャ
ソビエト

使用

組成

マダガスカル
ーマダガスカノレVongony
Vongony
モザンビーク

製法

名称

全草

marihuana，

特に花穂及び

Ｈｅｍｐ，

葉

乾燥，粉砕する
タバコに混ぜることもある

草に滴したり，ガラス製パイプに少量落し,火であぶる等して吸煙する
吸煙

他調理，酒に入れたりパンに塗る等して使用する。
流通経路：密造地はアフガニスタン，コロンビア，ジャマイカ，レバノン，

Muggles，
Reefers，

メキシコ，モロッコ，パキスタン及びアメリカでここからアメリカ，

Indianhay
⑤●ｐ

■Ｉ■●

●●０．５０

ヨーロッパ，オーストラリア等に流れている。

Ｄｉａｍｂ ａｐ

ーＩ－●。■

］日０－

１－■０◆‐
００■▲Ⅱ０５。□・■●Ⅱロ

Djamba，
ブラジル

Ｌｉａｍｂ ａｌ

Ｒｉａｍｂ ａ，

全草

粉末にする

(2)その他のHashishの名称・調製法
吸煙

Machona，

Gandia
モーリンャスＧａｎｄｎａ
モーI）シャス

ジャマイカ
ノャマイカGanga
Gangａ

全草
全草

全草

粉末にする

粉末にする

一癒癒

Ｈａｎｆ
ドイノＨａｎｆ
ドイツ

吸煙

吸煙

(参考）

(1)ハシッシュオイル
名称：HashishoiLLiquidhashish，Liquidmarihuana
形状：粘着`性の暗緑色・黒色タール状物質。水に不溶，長期間空気にふれ
ると固化する。

AnassH

Bers

Manzul

Garawish

使用方法

調製法

名称

Meconha

砕いて粉末にしたHashishにヒヨス(注I),又はダツラ(注2）を加
えて作ったもので香料が加味されている

吸煙

Hashishのアルコール漬けにアニス(注3）を加えたもの

吸飲

Hashishにごま油，ココア，チョコレート等を加えて混ぜ，香
科を加味する

粉末にしたHashishにシロップ；けし及びダツラを混ぜエッセ
ンスや香料を加味し，火で料理し，大理石板の上に注いで作る。

吸食

食

菓子として食べる
Stuffed
Dates

なつめやしのピット（核）の代りに，Hashish、アーモンド

，

ピスタチオ (注4）の実及び砂糖から作ったペースを加えたもの

吸食

注１：ヒヨス…ナス科植物，主成分ヒヨスチアミン（アルカロイド),応用：鎮静・鎮痛作用。
注２：ダツラ…ナス科植物，別名マンダラゲ葉，チョウセンアサガオ。

注３：アニス…セリ科植物，ウイキョウと同類植物，芳香剤として使用する。
注４：ピスタチオ…南欧．アジア産の小木，核の中の多肉の子葉が食用になる。
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４ガンジヤ

凸

０

吋へ

１．

'－７－歴茎型整宣堅鰯ｴ狸H2L上皿一

８米国司法省ＤＥＡ発行刊行物による

８ハシッシュ・オイル

海

大麻草１９

（THC）の構造が発表された。この頃幻覚作用の本体であるＴＨＣの類似
化合物が数多く合成され，それ等の薬理作用についても多くの研究がなさ
れている。

1950年代に入り，チェコスロバキアのSantafy等が抗菌性物質を探索

している際に，大麻からCannabidiolicAcid（ＣＢＤＡ）を発見，単離し
ている。この頃より各種クロマトグラフ等の機器分析の発達に伴う分離

●

構造決定がなされ，続いてCannabidiol（ＣＢＤ)，Tetrahydrocannabinol

●

1940年代になってアメリカのＡｄａｍｓ等によりCannabinol（ＣＢＮ）の

●

より始められ，この研究はCahn，Ｔｏｄｄ等によって引継がれている。

●

大麻の成分に関する研究は，1800年代末にイギリスのPivey，Ｗｏｏｄに

ぐロ■■（（血〃〃］（、二，一）●勾刎」△

６．大麻の成分

カンナビノイド

アルカロイド
ステロイド
トリテルペン

表２大麻の成分
１．カンナピノイド
成分の名称

△９－テトラヒドロカ

避一テトラヒドロカ

ンナビノール

ンナビノール酸

(△Ｐ－ＴＨＣ）

(ＡＰ－ＴＨＣＡ）

Ｃ５Ｈｌ１

△Ｐ－テトラヒドロカ

-L；

され，それ等の構造も明らかになった。そしてこれ等のＴＨＣ関連化合

□。●■

００ＣＱＪ１Ｇ１

１，↓‐１．

Ｉ瓠１

物をCannabinoidと総称するようになったが，中でも1964年にイスラエ

[':iｌ
ｉｊ
ｌＩ

nolicAcidMethylEster（CBNA-MethylEster）等３物質を単離したほ

1965年にMechoulam，Gaoniにより△９－ＴＨＣが初めて全合成されたが，

カンナビジオール酸

カンナビジオール

(ＣＢＤ）

(CBDＡ）

カンナビノール酸

カンナビノール

(ＣBNA）

(ＣＢＮ）

葉，包葉，花や未熟果を包む部分（小包）から多量に分泌される。大麻の
成分については次の４種類に大別出来，現在までのところ判明している成
分の名称及び構造式は表２のとおりである。

Ｃ５Ｈｌｌ

C5Hl1

カンナビゲロール酸

カンナビケロ－ｿレ

(ＣBGA）

（ＣBG）
ＯＨ

C5H11
カンナビシクロール

カンナビシクロール

酸

(ＣＢＬ）

等が含有されているが，大麻の麻酔成分は雌雄両株の全植物体表面に分布

する有柄腺毛内に分泌される樹脂に含まれており，樹脂は特に雌雄花房の

Ｃ５Ｈｌｌ

カンナビクロメン

(ＣＢＣ）

ＣＯＯＨ

(ＣＢＬＡ）

、、、

大麻には，樹脂，ロウ，精油，不揮発性油，アルカロイド，糖脂肪酸

ＯＨ
Ｈ１１

Ｃ５Ｈ１１

翌66年にはTaylor，Ｓｈｖｏ等によっても凹一ＴＨＣの全合成がなされてい
る。

5Ｈ１１

Ｃ５Ｈ１１

か，それに基づき新たな生合成仮説を提唱し，大麻成分の研究を飛躍的に
発展させた。

OＯＨ

(△Ｐ－ＴＨＣ）

ル，ヘプライ大学のMechoulam等は，大麻の成分中最も強い薬理作用を
持つＴＨＣについて，従来のＡｄａｍｓ等による構造式を訂正し，Cannabi-

構造式

ンナビノール

技術の向上によって大麻成分の研究が活発となり，多くの化合物が単離

||：

成分の名称

構造式

カンナビクロメン酸

ＯＨ

(ＣＢＣＡ）
Ｃ５Ｈ１１

ＯＯＨ
5Ｈ１１

大麻草２１
2０

３．ステロイド

構造式

成分の名称

構造式

成分の名称

●

カンナビジパリン酸

カンナビジパリン

ＯＯＨ
3Ｈ７

Ｃ３Ｈ７

Ｈ０

テトラヒドロカンナ

テトラヒドロカンナ

ビパリン

ビパリン酸

ＣＯＯＨ

(ＴＨＣＶＡ）

(ＴHCV）

Ｃ９Ｈｌ９

カムペステロール

(ＣＢＤＶＡ）

(ＣＢＤＶ）

構造式

成分の名称

Ｃ３Ｈ７

Ｃ３Ｈ７

C1oH2，

β－シトステロール

Ｈ０

カンナビゲロール酸

カンナビバリン

モノメチルエステル

(ＣＢＶ）
Ｃ３Ｈ７

カンナビゲロールモ

ンナビノール酸一Ｂ

ノメチルエステル

．ｉ州洲０鼻氾【．１Ｊ、１１》わ、．‐

０９０００９‐０００Ｆ０２■ＩＣＣ埒Ｏ０Ｏ１９Ｉ－０９

■。△の一△。９．０■

■ＤＶＤ■０‐２日｜●■。』ｏ●０１‐０Ⅱ

Ｈ1１

Ｃ５Ｈ１１

ＯＣＨ３
カンナビジオールモ

ク酸一Ａ

ノメチルエステル
Ｃ５Ｈ１１
ＯＨ

フリーデリン

(ＣＢＧＭ）

カンナビイルソイッ

(ＣＢＥＡ－Ａ）

構造式

成分の名称

△９－テトラヒドロカ

(ＴＨＣＡ－Ｂ）

４．トリテルペン

(ＣＢＧＡＭ）

０
エピフリーデラノール

(CBDＭ）

Ｃ５Ｈ１１

ＯＣＨ３

Ｈ

カンナビジオール酸
とテトラヒドロカン
ナビトＩ）オールのエ

(1)テトラヒドロカンナピノール（△９－及び△８－ＴＨＣ）

ステル

1964年にイスラエルのMechoulamとGaoniが△９－ＴＨＣを単離しＡｄａｍｓ

等により△９－ＴＨＣの構造式の訂正を行った。また，Hively等は△８－ＴＨＣ

C5H

の単離を行っている。今日，この△９－ＴＨＣ及び△８－ＴＨＣが大麻の幻覚物
２．アルカロイド

質の本体であると云われている。
構造式

成分の名称
Ｎ－（Ｐ－ヒドロキシーβ－フエ

ニルェチル）－Ｐ－ヒドロキシー
トランスーシンナミド

Ｈ

ＨＯ

０
0０

Ｈ２－ＣＨ２－Ｎ－Ｃ

、／

△９－ＴＨＣ及び△８－ＴＨＣは水に不溶性の無色油状の粘性液体であり，不

安定な物質で，光，空気又は高温にさらされると精神不活性化合物に容易
に変り，また酸化により精神活性のないカンナビノール（ＣＢＮ）に変って

Ｈ

Ｃ＝＝Ｃ

Ｈ

／

ＯＨ

しまう。ｂ､p、155～157｡(0.00511m/Hg）

1<麻草２３
，，

大麻から小成ｸ)をｲIl1fllすることは難しく、ま/二llX誌も比較的(IISい二また、
合成法が確立している。

(2)カンナビノール（ＣＢＮ）
かつてﾉ＜麻の幻`覚作用の本体と女われていたが、その後の研究によって

幻覚作用がないことがわかっている。ｍｐ７５～76°
(3)カンナビジオール（ＣＢＤ）

幼覚作用はないが，塩酸ピリジン，アルコール性塩酸でＴＨＣに異性化す
ることが知られている。1950年Ｌｏｅｗｅによりこのものにバルビタール増強
作用があることが，また，1960年Kabelik等により抗菌作用のあることが
わかっている。

結晶形をしている。、.p、６６～67゜

(4)カンナピゲロール（ＣＢＧ）

ＴＨＣ，ＣＢＮ，ＣＢＤの生合成過程の物質であり，1964年に発見された。
幻覚作用はないが,ＣＢＤと同じくKabelik等により抗菌作用があことがわ
かっている。、.p、５１～５３゜
(5)その他のカンナビノイド

前記以外のカンナビンクロール（ＣＢＬ)，カンナビクロメン（ＣＢＣハ
カンナビジバリン（ＣＢＤＶ）等の中性カンナビノイドには精神活性はない
と云われている。

(6)カンナビノイド酸

大麻に含有されているカンナビノイド雌はカンナビノイドの前駆物質で
あ')、カンナビノイドにカルボン酸がついたものである｡・

カンナビノイド酸は貯蔵したり)ｊＩｌ熱することによりカンナビノイドに変
る。カンナビノイド酸には精神活性はないと云われている。

テトラヒトロカンナビノール雌（Ｔｌ１ＣＡ）にはカルボンlMifの剛lMz樋の

違うＴＨＣＡとＴ}ｌＣＡ－Ｂのエつの）ｌｉ１ｌか〃)る。197()frMecl11)lIlamの突雌に
よって大麻''１に含有ざｊ［る△９－ＴＨＣＭＬび△９－ＴＩｌＣＡ－Ｂは１１ﾉj11;１１'1により
△９－ＴＨＣに変ることが判lU1した。このことは大麻を１１ＭＩＩすることによって
摂取する方法が，一番効果的てあることを〉'《１１麦している。

また，繊維用大麻の中の言ｉ２成分であるカン十ヒツオール醗（ＣＢＩ)Ａ）は，
invitroでグラム陽性菌に対して抗繭作用かあるとﾕﾐｵ)れてお|)、、.p・は
43-47・てある。

７．ＴＨＣ類似化合物
前述したように1940年代にアメリカのＡｄａｍｓ等は精神活性作川のある
種々のＴＨＣ類似化合物を合成している。これらはジメチルヘブチルビラン

(ＤＭＨＰ)、メチルオクチルピラン（ＭＯＰ）等である。その薬理学的作用に
ついてはアメリカのHardman，Seevers，Ｄｏｍｉｎｏにより動物実験がなさ

れており，その結果ＤＭＨＰが最強の精神活性作用を持ち，その強さは△９
－ＴＨＣの１０～62倍である。

その後においてもこれらＴＨＣ類似化合物の今成研究がなされ、パラヘキ

シル（Parahexyl）別名シンヘキンル(Synllexyl),ビラヘキシル（Pyral1e-

xyl）が合成されている。このパラヘキンルも精神活性作用を有するが，そ
の効力は△９－ＴＨＣの％－％程度である。ＴＨＣ類似化合物の構造式につい
ては表３に示す。

表３ＴＨＣ類似化合物
構造式

名称
ジメチルヘプチルピラン

ＣＩ１３

(ＤＭＨＰ）
(Ⅲ:！

１１

Ｃ

(？－し､－Ｌ５ｌｌｌｌ

Ｃ｝
|Ｉ

ＣｌＩ３

大麻草２５
2４

量を1970年に調査しているが，それによると一般的には，ＴＨＣの含有量は
構造式

名称

北海道・東北地/jと云った北の方が高く，南に行く程低いようで．ある。そ

３

Ｈ
Ｃ

メチルオクチルピラン

(ＭＯＰ）
３

Ｈ

１

５

７

Ｈ

Ｃ

ＣＩＣｌＨ

ＨＨ
ＣＣ

れる。

しかしながら，大麻成分については，光や熱によって容易に他の物質に

パラヘキシル（Parahexyl）

転換するものがあるし，また，生育条件の相違によってその成分比が違う

シンヘキシル（Synhexyl）
ピラヘキシル（Pyrahexyl）

の調査時点て､のＴＨＣ最高含有量は栃木県産のもので４％，次いで北海道産
の野生のもので3.4％であＩ)，最低は九州産のもので，0.1％と云う結果て、
あった。平均すれば、わが国の大麻草に含有されるＴＨＣは1％程度と思わ

ＣＨ
Ｃ Ｈ３

ので成分含有量については大麻草の保存状態や生育条件等を考慮に入れな
C6H13(､）

８．大麻含有成分の地域による相違

ければならないであろう。

なお，1967年九州大学の西岡教授等が大麻の成分研究をしている際，佐
賀県白石町で栽培されている大麻草の中にＴＨＣＡを含有しないものを発見，
1971年大分県大山町より同じくＴＨＣＡを含有しない大麻草を発見した。こ

大麻の成分は，生育地の気候・風土等の条件によって著しく左右される

の大麻草にはＴＨＣＡの代りにＣＢＤＡを含有しているため,℃ＢＤＡ株〃と仮

し，大麻草自体，遺伝的には柔軟`性を持つため，環境の影響と人為的操作

称している。その後の研究の結果，この、ＣＢＤＡ株〃は，ＴＨＣＡを含有し
ている大麻草に比し遺伝子的に劣性であり両者を交配するとＴＨＣＡ含有の
大麻草になってしまうことが判明し，そのため、ＣＢＤＡ株〃を系統選抜す
るIこには完全な隔離栽培が必要である。西岡教授の推論では，わが国古来
の大麻草は℃Ｂ、Ａ株〃であったが，繊維採取のための品種改良により世
界各地の大麻草と交配されたことにより現在わが国の大麻草にＴＨＣＡが含
有されているのだろうとしている。前述の如くＴＨＣＡがＴＨＣの前駆物質て・
あることから，これを含有しない、ＣＢＤＡ株〃の種の固定が完全になされ

によって多くの変種を持つ。この大麻草を使用目的から大別すると繊維型

と薬物型になる。一般的に前者には浬一ＴＨＣの含有量は低く0.2％程度でカ
ンナビジオール（ＣＢＤ）の含有量が多い。一方，後者には反対にｒ－ＴＨＣ
の含有量が高く１－７％にも達し，ＣＢＤは低い。

各国別にみると，アメリカの場合，一般的には繊維用大麻草であるため
に△Ｐ－ＴＨＣの含有量は低く，せいぜい１％以下であるが，ミシシッピーか

らニューハンプシャーにかけてのものは，パナマ産の変種であることから
△Ｐ－ＴＨＣの含有量が3.4～4.8％というものもある。メキシコ産の場合，あ

れば，大麻草力)幻覚作用を期待して使用されることがなくなる訳で，今後

る学者は△Ｓ－ＴＨＣが1.2％内外であり，それの0.4％がⅢ－ＴＨＣであると

この種の完全固定に関する研究の推進が望まれる。

報告している。ジャマイカ産の大麻草には２～４％の△９－ＴＨＣ力菅有され
ており，また，それから作ったGanjaには４－８％の△Ｐ－ＴＨＣが含有され

ているようである。東南アジア産のものもジャマイカ産と同じくその含有

量は２～４％程度であると云われており，インドのCharａｓの場合には５

～12％の△９－ＴＨＣが含有されているものもあるようである。わが国におい
ても全国に野生と正規栽培の大麻草があり,厚生省でそれらのＴＨＣ等の含有

／

大麻の鑑定法２７

Ⅲ、大麻の鑑定法
大麻事犯の取締りにあたっては大麻の鑑定が極めて重要であり,現在,種々
の鑑定法が開発されているが,一般的には次の三通りに分けることができる。
１）簡易試験

２）植物学的試験（顕微鏡試験）
３）理化学的試験

1．簡易試験
ＫＮ試験器（ＫＮ試薬含

歴塞Hjliiii宣臺務所の鑑
定官である渡辺敬三氏が開発したもの）は，ミニ万年筆大の小さなもので
＝Ｂ。１百四

随時随所で用いることが出来，携帯に便利で，かつ２～３分間と極めて短

時間で大麻の鑑別が可能である。この試験により大麻の疑いのある物件を
現場でスクリーニング出来，捜査と鑑定との中間にあって両者をつなぐ鑑
識としての役目を充分に果し得る。

この試験器は硝子容器を主とした二液式の親子型であり，第一液はクロ
ロホルムにEchtblausalzBMerck（di-o-anisidinetetrazolium-chlo-

ride）を微量混ぜたもの，第二液は希苛性ソーダ水溶液である。
0，

操作は，第一液に大麻の疑いある物件を耳かき１～２杯程度入れて１分

間よく振り，次いで第二液を加え再び30秒間振り静置する。

下層のクロロホルムの色がﾌﾞドウ酒（赤）様の呈色を示すときは，試料
は大麻又は大麻を含む疑いが濃厚である。勿論この反応は大麻成分の特異

反応ではないので，この呈色の陽性をもって試料が大麻であると断定する
ことは出来ないが，逆にこの反応が陰性のときは試料中に大麻は存在しな
いと判断できる。

■■－－～‐．

’

Ｉ

大麻の鑑定法２９

2８

くらみ円錘形を呈した剛毛と，細長い剛毛がある。前者は上面表皮に多く，

２．植物学的試験

太く短い剛毛（長さ８０－１００」α）や巨大な剛毛（長さ150～350（４）等多様で

(1)顕微鏡標本の作成

ある。基部は普通葉内に食いこみ，一方，先端は鋭く尖っている。内部に

I）水酸化ナトリウム法

は上壁から下垂したブドウ状の炭酸カルシウムからなる鐘乳体がある。一

検体が乾燥している場合が多いので小型ビーカー（100～200mC）中に検
体の葉片数個を取り，熱湯を注いで約５～10分間煮沸すれば葉は原形に復
する。別の小型ビーカーに検体を移し，１０％水酸化ナトリウム溶液の適量

を加えて約20分間煮沸し,葉中の葉緑素を溶出する｡次いで葉片を取り出し

希酢酸で中和した後,熱湯を加えて煮沸洗浄し,この葉片をスライドガラス
板上に置きカバーガラスで軽く押して標本とする。
2）抱水クロラール法

葉片をとり，粘固している場合はあらかじめ数分間水或いは熱湯に浸し

て柔軟にした後ミクロトームを用いて細断し，薄片を得る（ミクロトーム
の代りに安全カミソリの刃を使用する場合はパラフィン或いはニワトコ埋
蔵法により細断してもよい)。細断した葉片をスライドガラス板上に置き，
抱水クロラール水（抱水クロラール５容量と水２容量の混液）１滴を加え

カバーガラスで押える。必要ならば水浴上で加温し，葉緑素を除去して標
本とする。

方細長い剛毛（長さ150～200匹）は下面表皮に多く，基部は葉肉に食いこま
ない。内部には炭酸カルシウムを含む液か，或いは鐘乳体をみるが,その発
達は顕著ではない。
2）腺毛・腺りん

腺毛，腺りんは下面表皮に多く，特に主脈上に集っている。腺毛頭部は
２つの半円形の細胞からなる径16～25浬の球状で，樹脂及び精油を含む。

腺りん（腺毛の－種で頭部細胞が数個に分裂したもの）頭部は通例８個以

上の細胞が放射状にならんだ径40～60匹の球状で，更に頭部の中央下部に

径10～27/αの半月形，褐色内容物を含む２個の細胞がある。腺毛，腺りん
は柄が無い（花期）ものもあるが，多くは多細胞性の長柄（長さ200α）を
有して（結実期）いる。

’

(2)植物内部構造の特徴

大麻樹脂は特に葉，包葉，小包等から分泌されるが，これらの顕微鏡検

査を行うと，樹脂を分泌する腺毛の存在をはじめ次のような特徴的な毛茸
を認めることができる。これらは大麻草の鑑定を行う際には極めて有力な
手がかりとなる。

また，大麻の葉を検鏡（倍率200～500）すると多数の剛毛及び腺毛が認

められ，剛毛の基部には炭酸カルシウムの鐘乳体があり，腺毛には樹脂及
び精油を含んでいる。これら剛毛及び腺毛は包及び托葉にも認められる。

1）剛毛
葉の上面表皮，下面表皮に多数存在する単細胞性の毛で,基部が大きくふ

bと｡‐：と！｡
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図３
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大麻草の顕微鏡観察図

剛毛

鐘乳体

剛毛

大麻葉の切片
大麻葉の切片

空・上』‐

Ｉ
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(3)大麻と類似する植物との差異

３．理化学的試験

大麻はしばしば煙草と混ぜて用いられる。吸煙用に調製された大麻は煙

現在，大麻の理化学的試験としては薄層クロマトグラフィー法をはじめ，

草と極めてよく似ており，また大麻と近縁の植物には植物学的によく似た

種々の方法が用いられているが，ここでは比較的広く用いられている呈色

内部構造をもつものも少なくない。以下煙草を初め大麻と誤って押収され

反応，薄層クロマトグラフィー法及びガスクロマトグラフィー法を掲げる

るおそれのある植物及び同属植物の特徴を掲げる。

ことにする。なお，参考としてＩＲ（赤外スペクトル),ＵＶ（紫外スペク

1）タバコNicotianatabacumL．（solanaceae）

トル)，ＧＣ（ガスクロマトグラフィー)，ＮＭＲ（核磁気共鳴スペクトル）

葉の上皮及び下皮に腺毛があるが，大麻のような単細胞の剛毛はない。

のチャート等を掲げる（図４～図14）

また，吸煙きれて灰化した場合，大麻は鐘乳体を含む剛毛膜質，包葉，
成長葉の細胞に含まれる修酸塩結晶が残存する一方トタバコではナス科植物

特有の砂状晶を満たす結晶細胞が多数分布し，葉に存在する多細胞毛の膜
壁は消失する。

2）ホップHumuIuslupulusL（cannabinaceae）
上皮に大麻によく似た剛毛，下皮には短いとげ様突起が一面にみられ
る。大麻にはこのとげがないので容易に区別できる。

3）カラハナソウHumuluslupuIusL,varcordifolius(cannabinaceae）

上皮に大麻にあるような剛毛，下皮には細長い剛毛がみられるが,その数
は大麻の場合より少なく，また上皮の剛毛の基部に鐘乳体がみられない←

(1)検体の調製

試料が多量にある場合は，ｌ～５９を細末とし，ソックスレー抽出器を
用いてへキサンにより３～５時間連続抽出する。

試料が少量の場合は，還流法により石油エーテル（ｈｐ､30～80℃）を用
いて抽出する（試料30～100mgに対して石油エーテル15～20Ｍ)。抽出液は
ろ過し，減圧下で溶媒を留去して得られたエキス分を検体とする。

試料中にタバコが混入している場合は，溶媒抽出液を硫酸酸性の水で数

回振り混ぜて塩基性物質を除去した後,溶媒を留去して得られたエキス分を
検体とする。

剛毛はいずれも単細胞である。

4）カナムグラHumulusjaponicusSiebetZucc（cannabinaceae）

上皮に大麻にあるような剛毛，下皮には，先端が曲った剛毛とまつすぐ

われるが，通常繁用される反応は次の通りである。

皮に２種類の剛毛のあることで，大麻と区別することができる。

1）デュケノア反応（Duq6enoistest）

上皮の剛毛は大麻の場合とまったく異なった形態を示し，また下皮には剛

微量の大麻抽出物を小磁製蒸発皿（径約５cm）にデユケノア試液２Ｍを
加えかき混ぜ（温時の方がよい)，次に塩酸２Ｍを加えかき混ぜると青色

毛がない。

を呈し，更に深青色から紫色，濃紫色になる。これを試験管に移し，クロ

6）チャCamelliasinensisOKuntzetea

ロホルム１～２１Ｍを加えて振り混ぜるとき，クロロホルム層は紫～青紫色

（TheasinensisL.）（theaceae）
上皮，下皮とも剛毛が認められない。

、

大麻と疑われる物質について，普通子試験的に試薬による呈色反応が行

にとがり，基部のふくらんだ剛毛の２種がみられる。また腺毛がある。下
5）クワMorusbombycisKoidzumi（moraceae）

曲とﾎﾟｰﾑ６

(2)呈色反応

（生薬が古い時には緑色を呈することがある）を呈する。
（デュケノア試液）

Ｉ
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アセトアルデヒド６滴（0.06Ｍ)，ワニリン０．４９を95％エタノール20,0

に溶かす（なるべく用時調製,冷暗所密封保存,濃黄色になれば無効)。
2）ガムロイ反応（Ghamrawytest）
大麻抽出物を小磁製蒸発Ⅲにとりガムロイ試液数滴を加え，水浴上で１
分間加温するとき，赤褐色となり，放冷すると赤紫色に変る。次いで水数
滴を加えると，青色（僅かに紫色を帯ぶ）になり，更に水を加えても変化
しない。

（ガムロイ試薬）

ｐ－ジメチルアミノベンズアルデヒド１９に硫酸５ｍ』及び水lmCを加えて
溶かす。

3）ビーム反応（Beamtest）

大麻抽出物を小磁製蒸発皿にとりビーム試薬を加えると鮮紫色を呈する
（場合により反応陰`性のこともある）。
（ビーム試薬）

５％水酸化カリウム・エタノール溶液
(3)薄層クロマトグラフィー法

呈色反応が陽性であっても，それだけで大麻と断定することは困難であ
る。

同定する。

(吸着剤）シリカゲル（時にＮ､Ｎ・ジメチルホルムアミドをしませる）
(展開剤）ベンゼンーｎ･ヘキサンージエチノレアミン（２５：１０：ｌ）溶液，
クロロホルム

(発色剤）ジアゾ化ベンチジン溶液：ベンチジン５９を塩酸14Ｍに溶解し，
水を加えて１Ｃとする。これに等量の10％亜硝酸ナトリウム溶液を加
える。用時調製する。

ジアゾ化スルファニール酸溶液：ジアゾ化スルファニール酸10mgを
５％炭酸ナトリウム溶液201Ｍに溶解する。用時調製する。
ジーオルトーアニシジンテトラゾリウム塩酸塩（ＥｃｈｔＢｌａｕＳａｌｚＢ，

Merck）溶液：ジーオルトーアニシジンテトラゾリウム塩酸塩15mgを
０．１Ｎ水酸化ナトリウム溶液20Ｍに溶解する。用時調製する。
表４大麻成分の発色剤による呈色及び検出限界
成分
カンナビジオ

－ル(ＣＢＤ）

テトラヒ ﾄﾞロカン

ナビノー ﾙ(THC）

カンナビノー

従って実際の鑑定にはこれらの反応の他，顕微鏡による大麻の植物形態

学的特徴の観察，薄層クロマトグラフィー法或いはガスクロマトグラフィ
ー法等種々の方法が併用される｡殊に次に述べる薄層クロマトグラフィー
法は簡便でありかつその装置も簡易であり，大麻成分も微量で検出できる
有力な手段となっている。

(操作）ガラス板（普通20cm×20cm，或いは20cm×５cm）上に，シリカゲ
ゲル等（吸着剤）を均一な厚さに塗布して薄層板とし，その薄層板下
部の一定の位置に検体及び標準品を並べてスポットする。スポットし
た薄層板を適当な溶液（展開剤）上にたて，溶液を薄層に浸透展開さ

せる。溶液が薄層板上の適当な高さに上昇したところで展開を止め，

巴ＬＬ‐二Ｌ

乾燥後，薄層板に発色剤を噴霧して分離した検体と標準品を比較して

ル（ＣＢＮ）

ジアゾ化
ベンチジン

ジアゾ化
スルホン酸

エヒトブラ
ウザルッＢ

黄燈(ｏ」γ）

淡黄(０．３γ）

赤燈(0.1γ）
赤褐(0.1γ）

デュケノア

Rf値

黄紅(０．１γ）

青（５γ）

0．４５

鮮黄(0.1γ）

紫紅(０．１γ）

紫青（３γ）

０．３５

黄（０．１７）

紫赤(0.1γ）

紫青（５γ）

０．２５

試液

(注）１．（）内は検出限界を示す。

２．ジアゾ化ベンチジン試液による△９－ＴＨＣＡ及び△6-ＴＨＣＡの呈色は赤色である。

(4)ガスクロマトグラフィー法

(装置）①水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ装置
②ステンレススチールカラム（内径４，，，長さ2.25ｍ）

(試薬）①充てん剤：シラン処理したクロモソルブＷ（60～80メッシュ）
にＳＥ－３０（1.5％）をコーティングする。

②内部標準物質：0.1％塩酸コカイン・メタノール溶液

ＩＭＩ
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(ガスクロマトグラフィーの条件）①試料室温度：290.

１．１Ｒチャート

②カラム温度：220.
③検出器温度：230.

④キャリヤガス及び流量：窒素ガス35Ｍ/min．

(試験溶液）（１）検体の調製の項における試料の抽出液を試験溶液とする。
(試験操作）試験溶液を適宜，濃縮又はメタノールにて希釈し，その２～
３“をガスクロマトグラム装置に注入し，内部標準物質と比較して同
定を行う。
4０00

大麻３主成分の保持時間（ＲＴ）及び相対保持時間（ＲＲＴ）は表５に
豪l

3600２８００２０００１８００１６００１４００１２００１０００８００

600 (cm-I）

図４△9-ＴＨＣの赤外吸収スペクトル

示すとおりである。

表５大麻３主成分の保時時間及び相対保持時間
※２

Ａ９－ＴＨＣ
ＣＢＤ
塩酸コカインＣＢＤＡ９－ＴＨＣ※２
塩酸コカイン

ＣＢＮ

ＲＴ(分）

2.80

4．９２

６．５８

８．１７

ＲＲＴ

1.00

１．７６

２．３４

２．８８

(注）※１大麻の主成分のカルポン酸体は，180゜で完全に脱炭酸されるといわれ，従って３主
成分のカルボン酸体があれば，装置内で200.以上に加熱されるため，完全に脱炭酸し，
３主成分として検出される。

※２△9-ＴＨＣと△6-ＴＨＣはこのガスクロマトグラフィーでは完全には分離しないが，

４

保持時間として△9-ＴＨＣの約20秒前に△6-ＴＨＣが肩として出現し，その存在を確

0003600２８００２０００１８００１６００１４００１２００１０００８００600（ cm-l）
図５△9-ＴＨＣＡの赤外吸収スペクトル

かめることができる。しかし△9-ＴＨＣから△6-ＴＨＣへの異性化はガスクロマトグ
ラフィーではおこらない。

４

0003600２８００２０００１８００１６００１４００１２００１０００８００

600

ｃ、

図６ＣＢＮの赤外吸収スペクトル
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３．ＮＭＲチャート

図７

…：！Ｊｉ〆…織！

４０００３６００２８００２０００

1800１６００１４００１２００１０００８００600(cm-l）

ＣＢＤの赤外吸収スペクトル

’一』』』》燗ⅧⅦⅦⅦＮｈＩＩＩｉＪ１１１Ｉｌ旧ＩⅡＩｈ１Ⅲ川川Ⅱ

Ｉ

９８７６５４３２１０ＰＰＭ

２．ＵＶチャート

図１１△９－ＴＨＣの核磁気共鳴スペクトル（100ＭＣ）

1.00

1.00

吸

光０．５０

吸

度

光0.50
度

230２５０２７０２９０

２３０２５０２７０２９０

波長(nｍ）

波長(nｍ）

図８△，ＴＨＣの紫外吸収スペクトル

（116/αg/ｍｌＭｅＯＨ）

ＵＶｌＷ幾m､(logＥ):278(324)
284(326）

図９ＣＢＮの紫外吸収スペクトル

（12.2浬g/mlMeOH）

ＵＶ憾;nm(log壜):220(453%
285(4.23）

９８７６５４３２１０ＰＰＭ

図１２△9-ＴＨＣＡの核磁気共鳴スペクトル（100ＭＣ）

1.00

吸

光0.50
度

230２５０２７０２９０

波長(nｍ）

図ＩＯＣＢＤの紫外吸収スペクトル
（252浬g/ｍｌＭｅＯＨ）

ＵＶ)Ｗ､(log`):274(307入
281(3.05）

L－－‘

９８７６５４３２

図１３ＣＢＮの核磁気共鳴スペクトノレ（100ＭＣ）
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Ⅳ、大麻の作用
１．動物実験
大麻の作用についての動物実験は，かなり古くから行われており，文献
９

’

'１

８７６５４

３２

図１４ＣＢＤの核磁気共鳴スペクト ﾉレ（100ＭＣ）

1

0ＰＰＭ

によれば,１９世紀後半フランスの精神科医のJacquesJosephMoreauやイギリ
スのＯ，Shaughnessy等は，マウス，ラット，ウサギを用いて実験している。

彼等は，ハシッシュ抽出物をこれらの動物に経口投与したところ，短時間
ではあるが，明らかな催眠を伴う弱い興奮が起き，また大量投与しても死
に至らなかったと述べている。

1960年代以降には，種々の動物実験がなされている。
(1)毒性

マウスを用いて大麻抽出物の毒性を調べた実験によると50％致死量(ＬＤ５ｏ）
は、経口投与で，２１．６９/k９，皮下注射では，１１．０９／k９，腹腔内注射では

１．５９／k９，静脈内注射では0.189/kgとなっている（Loewel946,Joachimoglu,1965,Gilll970)。また,静脈内注射による△９－ＴＨＣのＬＤ５ｏはラ

ットで，３０mg/k９，マウスで40mg/kgとなっている（Phillipsl971)。この実
験で，腹腔内投与及び経口投与によるＬＤ５ｏは腓静脈内注射に比べて10～

20倍の用量であり，この場合,動物は10～36時間後に死亡している。これら
の動物が死に至るまでの徴候を観察すると運動失調，異常興奮，抑うつ状
態，正向反射の消失，呼吸停止につながる呼吸困難，振戦，流涙，下痢が
みられている。

３ヶ月間の連続投与実験では，△９－ＴＨＣの１日量50～500mg/kｇ投与
によりラットでは，５～１０日の間，抑うつ状態，振戦，運動興奮，詮索運
動，同一ゲージに入れると互いに傷つけあうような攻撃性等の症状がみら
れている。

Ｉ
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３～４週間後には，間代性および強直性痙箪がみらオし高用量の場合に，

３ヶ月後に，死に至っている。サルにおいては１日量250mg/kgで興奮がみ
られている。

催奇'|生についての実験では,妊娠ラットに受胎日より１週間大麻樹脂４ｍｇ/kｇ

による迷路テストの実験では、試行の３分前に投与すると対照群よりよ
くなるが，試行後に投与した場合には誤りの回数は不変であるが走行時

間が長びく。また,投与により数匹は記憶喪失を起している（Carlinil9651
動物の集団行動に及ぼす影響は投与量，期間により異なるが，１回投与

では，ラットやマウスは'１，集団化を示し，大量投与するとラットは闘争的

を投与したところ，先天性奇形の発生があったとの報告もあり，またハ
ムスターやウサギでも同様に奇形が発生したという報告がある（Persaud

行動を示すようになる。ラノト，マウスの行動に及ぼす△ＬＴＨＣの影響

l967，1968)。△９－ＴＨＣ10-20mg/kgをラットイヌ，ハムスターに投
与したところ,異常は認められなかったものの新生仔の死亡率が高かったと

験結果を示す。

ることがわかっているが，この作用を得るためには大量が必要でありかつ

効果は不確実であるようだ。諸種の動物を用いてその行動に及ぼす影響を
調べた実験があり，イヌにおいては大麻成分を０．５－１ｍｇ/kg投与すると運

‐ｐ００Ｆ●
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動失調，悪心，嘔吐を起す（Harrisl971，Coewel975)。ネコでは，２mg/kｇ
投与で最初自発運動が増加するが，後には抑制され，２０mg/k91回投与では
運動失調や筋弛緩が起り，自発運動も抑制される。しかし中には外からの
刺激に対して積極的に攻撃行動に出るものもある（Barryl969)。マウスで
は０．１mg/kg投与でも行動面に対する作用がみられる。

また，ＴＨＣはマウスにおけるアンフェタミンやカフェインの運動興奮作
用を増強すると報告されている（Garriotl967)｡ウサギについての実験では

－３２mg/k930日間連続投与したところ食欲減退や体重の減少が観察されて
いる。投与中止により食欲減退は回復するが，体重減少はその後しばら
くの間残っている。サルにおいては一般的な症状として興奮，抑制，幻
覚，複雑な行動遂行能力の低下が観察されている（Scheckell968)｡ラット

くしてうずくまるようになる。その他，後ずさり歩行（walkingback）や後

肢を軸として転回する（pivot）などの異常行動が発現する。また息をp欠き
かけたり，捕獲した')，外から刺激を加えると，激しい鳴き声を発するな
どの被刺激性増大が見られた。また木片やチョーク等，目前にあるものを
何でも咬み続けたり，マウスを近づけるとこれを直ちに咬み殺し，死んだ

後でもなお咬みつづけ，これを､食ってしまう〔mouse-killingbehavior(muri-

cide)andeating〕というような攻撃的行動を発現するラットもあった。これ
らの実験で，この攻撃的行動の発現が実験条件や飼育環境等によってかな
りの差異を示すことが見出されたので，二つの条件を設定して慢性実験を

行っている。すなわち飼育条件（単独隔離飼育群と集団飼育群)，摂食条件

（１日に２時間だけ餌を与える絶食群と自由に餌を与える群）および薬物
投与条件（ＴＨＣ６ｍｇ/kg腹腔内投与群と薬物投与しない群）について実験

した。その結果，集団飼育群のラットにＴＨＣを慢性投与すると１７日目頃
からマウスを咬み殺して喰ってしまう行動が発現するが，単独隔離飼育し
たラットにＴＨＣを投与すると，初日からmouse-killingbehavior(muricide）

や鼻先に差出した棒に対する攻撃性が発現している。これらの攻撃的行動
は，ＴＨＣの慢性投与を中止した後も単独隔離を続ける限り長期間存続し

蝋鴬

ルで観察され（Scheckell968)，ラットについての実験ではｍ－ＴＨＣを２

/kgに増量すると逆に腹を床につけてゆっくり動きまわり，あるいは背を丸

ｌＤＩＩＩＩＩｌ

角膜反射の消失がおこるという報告がある(Gayerl928)。△９－ＴＨＣ或いは
大麻抽出物4mg/kg経口投与で体温低下作用がマウス，ラット，ネコ，イヌ,サ

った。ＴＨＣ１～２ｍｇ/kgの投与量ては自発運動の六ｺ進がみられ，６～10ｍｇ

」Ｉ■
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醤歯動物についての実験で△９－ＴＨＣ又は△８－ＴＨＣには鎮痛作用があ

_て壜あり，その作用のＥＤ５ｏは，腹腔内投与で1４（０．７－２．８）ｍg/kgで．あ

‐‐・■■ｑ●ＪＬ０６ＩＢ●

(2)薬理作用
Ｉ．

ラットにＴＨＣを投与した場合，最も少量でも発現するのはカタレプン
いい》へ⑪》鉗翔》孵一軸、》「》》一

の報告もある（Pacel971)。

について九州大学薬学部薬理学教室において行われているのてう以下その実

点００

印■■０

ＩＩＳ
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人麻の作１１１４５
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た。この異常行動はラットを飢餓状態にするとさらに増強されることがｵつ
かった（UekietaL,1972)。

その後の実験において，１日だけ単独隔離したラットにＴＨＣを１回投

与すると,５０匹中35匹(70％）にmuricideが出現するが，翌日はmuricide発
現は15匹（30％）に減少する。しかし単独隔離を続けると，２０日以降はこ
れが28匹（５６％）に増加し，その後'００日間も変りなくmuricideを持続し

た。ＴＨＣによって誘発される異常行動は，マウスを咬み殺す行動(muricide)，
ラット同士の闘争行動，棒に対する攻撃性の他に，新生仔ラットや幼若ラ
ットをも咬み殺すような異常な行動である。この実験で，ＴＨＣによって
１句ウー０△▲■Ｄ●。？？■・已

句。。ｑ二ＬｐＯ１０『’▲■▽
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った。１５日間の集団飼育から単独隔離にもどしてやると，muricideが消失
した１３匹のラットは再びmuricideを回復した。一方ＴＨＣ投与によって発
現した棒に対する攻撃性は，隔離飼育から集団飼育に切りかえることによ
り全てのラットで完全に消失するが，これを隔離飼育にもどすと，再び全
例に攻撃性が出現した（UekietaL,1972)。

なお慢性電極を植込んだウサギの脳内各部位の脳波に対するＴＨＣの作

用を調べた実験では，ウサギはＴＨＣ投与によって鎮静はおこらず眼球突
出をおこし，外からの刺激に対してむしろ過敏な反応を示すにも拘らず，
脳波は，傾眠時にみられるような高電圧徐波となり動物の行動と脳波パタ
ーンが平行しないという現象がおこる。また海馬脳波の電圧が著明に低下
する点も特徴で，これはＬＳＤ－２５の作用に似ている。しかしその意味する
ものはなお,不明である（藤原etaL1970)。
(3)耐性に関する実験

大麻の行動薬理的作用に対する耐性は最近の動物実験によって急速に形
成されることがわかっている。ハトの学習行動に対するＴＨＣの作用には
耐性が形成され，餌づけを忘れさせるために当初0.3～１ｍｇ/kgで充分であ
ったものが，１ヶ月間の連日投与後には180mg/kgの大量を要するようにな

（１１

ネコでも行動面に対する作用に耐性の発現がみられ(CarIinil968)，その

他ラットやイヌの実験も耐性の発現が認められている（WHOTechnical
ReportNo478)。

(4)禁断症状ら堯窺～（
従来，大麻には禁断症状がないといわれているが，サルを用いての実験
－－－－－－cc－‐－－－－－．－－－●--------------F・－－ローーーーニー●￣￣~￣~~---

００

で大麻の投与中断により禁断症状が発現した報告が垂亘…(Deneaul971)｡即

ち，サルの静脈内に△ＬＴＨＣＯ４ｍｇ/kgを自己投与させた後，16mg/kgに
増量したところ眼瞼下垂，空間凝視，引っかき等の症状がみられ，数日間
増量したところ耐性の発現もあった。投与を中止したところ全てのサルに

欠伸，食欲不振，立毛，過敏状態，引っかき，咬みつき，指なめ，髪のひ
っぱり，振戦，痙箪等の症状がみられている。

2．ヒトに対する作用
大麻の薬理学的研究は古くから行われているが，この精神作用について
も古くから知られている。1845年，先のフランスのＪＪＭｏｒｅａｕかハシ

ッシュを使用して大麻の精神に及ぼす影響を観察している。また1893年～

蕊篭瀞溌溌卜漬刹引引

1il嚢

その中の13匹はmuricideを消失したが，残りの１５匹のmuricideは不変てあ

1972)。

γ・・（郵論廷

l

muricideを発現した28匹のラットを単独隔離から集団飼育に切りかえると，

っている。甚しい場合には当初の6000倍の量が必要で霞あった（Mcmillan1970,

1894年にはインド大麻薬物委員会（thelndianHempDrugCommission）が
インドにおいて，住民に対して広範に大麻の身体的，精神的影響について

調査を行っている。一方，アメリカにおいては，大麻の問題が起ってきた
1930年代以降にこの種の調査がなされているが，有名なのは1940年～1941

年に当時のニューヨーク市長ＦＬａＧｕａｒｄｉａの命により調査したラ・ガーデ

イア報告（LaGuardiaReport）てある。その後第二次世界大戦後特に１９６０
年代以降種々の調査，研究がなされている。最近では1972年，1973年，当
時のニクソン大統領の命による米国大麻･薬物乱用委員会(Nationa]CommissiononMarihuanaandDrugAbuse）の報告がある。

！
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大麻の作用は，その製品の種類，摂取方法，摂取量，摂取時の環境によ
り左右されるが，一般的に内服するよりは吸煙する方が３～４倍強いとい

われている。例えば，吸煙した場合その主観的作用は非常に早く，経験を
積んだ者では数分以内に現われ，持続時間は３～４時間と比較的短い。内

■■■■■■■Ⅲ■■Ⅱ凸■■ＢＢ凸■■■■■■■■■□曰▲■■巳■■■凸■０ｓ：ｑ１Ⅲロロ日ロロ■】ＤＤ００ｏＤｕ０００００Ｄ００■ｕ０００００ＢＵ７ＰＩ■０００Ⅱ■Ｖ０００６０Ｂ９・ＤＰ■Ⅱ■９■■■■■■■■０

(1)短期間摂取による影響（急性中毒）

性腺系：性感に関しては意見が一致しないが，所謂’催瀧効果はなく、

性能力冗進感と時間･空間感覚が狂うので,オルガスムスが長く強いよう
に錯覚するのではないかと思われる。
２）精神に及ぼす作用

①精神異常発現作用：大麻摂取による最も特徴的な作用は，その精神作
用にあるといえる。

1845年，フランスの精神科医JJMoreauのハシッシュでの実験等によ

服した場合には作用発現は30分～１時間後で．，８時間位持続する。

り，その精神症状を次の８つに分類し説明を行っている。

l:i：

lil

の混乱を生じる。

消化器系：悪心・嘔吐，口渇，鼻咽頭粘膜の渇き（Gill,1970）がみられ

時間二

食欲が冗進する。甘い物に対する渇望があることから血糖値低下が考

更に心榑数の増加があり，その増加はピーク時における主観症状の強
さと並行する（Ｔart,1970)。

筋肉系：筋力の減退がある（Ｔart,1970)｡更には筋力障害を起こしたり，
眼瞼下垂を引き起こす（Domino,1970)。

神経系：触覚，味覚，嗅覚が強化され（Ｔart,1970)，更に知覚，感覚の
変容，特に時間・空間感覚の変容があげられ（WHOTechnicalReport，

1971）多くの場合，実際に時計が示す時間よりも長く感じたり，空間

が実際より広く感じたりする。聴覚の鋭敏さの増大が多くの実験でわ
かっている（Winick,1960)｡多量になると幻覚があらわれ，精神錯乱
する（Isbell,1967)。
泌尿器系：尿量は増えないが，頻尿になる。

し､－８鋼は睾膣主l)長く感些ら型萱且

により潜在していた悲しみが表出し，その悲しみが耐え難くなる。

1968）があるとされている。

循環器系：血圧は上昇，あるいは下降の両方の意見がある(Johnson,Domino，

蒄旦)錯誤ｦｳｴ発竣

影響がある．即ち－つの音楽を聞くこと
聴感覚の過敏により音楽への影響がある。即ち－つの音楽を聞くこ（

えられたが,最近の研究では血糖値は変化がないか僅かな増加(Hollister，

１９７１，１sbe11,1967）が一般的には殆んど変化がないといわれている。
１

２．興奮状態となり，思考が分裂し，現在と過去・未来が入I)混った観念

い（Isbell,1967)。

呼吸器系：呼吸数は通常減少する。

写●▲◇小ｎｄＯＯ

衝動的な喚笑が起る。

眼：眼球結膜の充血がみられる(Ｔart,1970)。瞳孔の大きさは変化しな

ＰＩＩＩＩＩＩ■Ｐ

ｌ多幸感，即ち何とも形容し難い幸福な感じが起る。また，饒舌となり

１）身体に及ぼす作用

－－

大麻の中毒状態が更に進展した場合，固着観念（妄想）が生まれる。
情動障害（感情不安定）を起す。
６．１盲動障害（恐'情/1,女兀ニノセ廷９．

７．衝動的行為に出る。これは過度の興奮により狂乱し，挑発的,暴力的と
なり無責任な行為になる。

８幻視，幻覚が発現し，恐`怖状態を引き起す。

1967年，アメリカのIsbell（ＷＨＯ薬物依存に関する専門家委員会委員）
が，ｍ－ＴＨＣをヒトに使用しての実験で，摂取方法，摂取量と精神作用と
の関係を次のように明らかにしている。

１．吸煙で50肥/k９（体重60kgのヒトで３ｍｇに相当)，経口投与で120/49/kｇ
（７２mg相当）の量で陶酔感を覚える状態となる。

２．吸煙で100略/k９（６ｍｇ相当)，経口投与で240胆/k９（14.4mg相当）の
量で知覚，感覚の変化を生じる。

３．吸煙で200～300略/k９（12～18mg相当)，経口投与で300～480ﾉug/kg(１８
～288mg相当）の量で著明な感覚の変化，離人感，現実遊離感，幻視，

|｜Ⅱ
'’’１
１１
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幻聴が現われる。

偏執（パラノイド），思考，錯覚，幻視，離人感，妄想，錯乱，興奮，

他の報告でも，ＴＨＣを経口的に400～1,00qLKg/kg投与したところ前述の

不安………等。

Isbellの実験で300～400/αg/kg経口投与した際にみられたと同じ症状が発現

ときには，せん妄，見当識障害等の意識障害を伴う中毒`性精神病様状態を

し，これらの症状が治まると次に鎮静状態と睡眠が起っている（Hollister，

呈す。

1968)。

これらの症状は一時的なもので，数時間で消失することが多いが，なか

には１～３日間持続した例もあり，ひどい場合１週間も症状が消失しなか

②精神作業能力へ及ぼす作用：大麻吸煙時には，精神運動能力，作業能

った例もある。また，これ等の症状は，感受性の高いヒトの場合，たとえ

力の低下，記憶障害及び幻想的連想があるとされている。以下はその論文

大麻煙草１本と云う少量でも出現する（ＷＨＯ,TechnicalReport,1971)。

である。

インドのChopraの報告では，大麻（ガンジャ，チャラス）の吸煙により
口喝，発汗，頭のふらつきと云った症状の他に，視覚，聴覚，一般感覚の

たく運動の速度は僅か損われるが全身的運動失調はみられないとの報告が

幻覚の発現や時間・空間或いは思考の歪曲がみられたと云っている。この

ある。大麻が運転能力に与える影響についても種々の研究がなされている

ように前記の症状を報告している例が多く見受けられる。

が，一つの研究結果では，運転能力が損われていたと感じ，速度感の歪み，

④急性中毒による死亡報告：大麻の急性中毒による死亡報告がある。一

反応時間遅延，判断力の低下や注意力減退が被験者の多くに見受けられた

つは23才の学生の例であるが，自室で死亡しているのが発見され，彼の室

との報告がある。

には大麻製品や水パイプが発見されている。検屍の結果，内因性・外因

大麻による短期及び即時の記憶障害については一致した報告が出ている。

即ち，連続した指拡張の繰り返しのような非常に単純な仕事の場合，混乱

性の死因の証拠はなく，臓器の毒性分析でも他の薬物は検出されず，△９－

ＴＨＣだけが検出されている（Heyndrickx,1970)。

した結果が得られている。また，瞬間的に対象者にある物を見せた後その

また,２０才のフランス兵が,大麻中毒により昏睡状態となり,それが４日間

物体を思い出させたり，図形を再現させたりする能力は中等度位まで損傷

持続し，回復した後この患者は，自殺のためにタバコとハシッシュの等量

される（大麻に関する市長委員会)｡一定の結果に達すべき算術計算では，

混合物を大量（９～10パイプ）吸煙している。１パイプは15～209であり，

明らかに低下し，その激しさは大麻の摂取量に関係する（Melges,1970)。

合計1809を吸煙したことになるが，推定この中には△９－ＴＨＣが５％含有

△９－ＴＨＣを感受性の高いヒトが20mg内服した際，連続加算の正確度が

されているとみられ，この症例の報告者は△９－ＴＨＣの静脈での致死量は

低下し，記憶させるような習得を強く妨害し，また読解力にも損傷を与え

30mg/kgであると云っている（Gourves,1971)。

た（Wasko“1970,Clark,1970)。

経験豊かな大麻使用者では，大麻吸煙(推定△９－ＴＨＣ１８ｍｇ含有）によ

り，話のまとまり，明瞭さ，時間の認識に著明な低下が見られ，自由連想
や夢に似た想像力が豊かになっている（Weil,Zimberg,1969)。

③急性中毒作用：大麻を大量に摂取した時，通例急性中毒症状を呈する。
その主な症状は急性精神病の持つ異常体験と類似している。即ち，

この他にエジプトでハシッシュを水パイプで吸煙した子供の事故死が数
例報告されている。

(2)長期間摂取による影響（慢性中毒）
１）身体的症状

大麻の慢性中毒により一般的に認められている身体的症状は次の如くで

羽動咄野師珊川轆迦へ詐川纏昨瀧洲Ⅷ１１傘戦卵ｈ咽Ⅲ小曲服１リ汎ＩＦｌＵ‐咄Ｉい‐Ⅲ〉…よ－’１１‐１ヶ１！●

精神運動能力や作業能力に対する影響についての研究では，指で軽くた
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①エジプトでは古くから大麻の乱用に悩まされ，種々の方策を講じたに
もかかわらず,成果があがらなかった。故ナセル大統領は，この住民にお
ける大麻乱用を重視し，1954年より専門家に研究させた。この中で国立
社会犯罪学研究センター（NationalCenterforSocialandCriminological
Research）がハシッシュ常用者について，ハシッシュ未経験者をコント
ロールとして実施した実験がある。これによると，このハシッシュ影響
下では，精神運動の機能低下並びに認識機能低下がみられている。即ち
精神運動動作の速度，正確さ，初期反応時間，或いは図型や最近の出来

ある。

①急性中毒に見られるような頻脈（Chopra,1957)。

②急性中毒に見られるような結膜の充血一慢性結膜炎（Chopra,1957)。
③胃腸障害一慢性胃炎。

④呼吸器系の障害一慢性気管支炎，慢性咽頭カタル，喘息（Chopra,1957,
Benabud,1967)。

⑤睡眠障害（Spencer,1970)。

長期常用による身体的異常に関する報告はその他多くあるが，次の報

事に対する記憶力等に低下がみられている。また，観念の飛躍や集中力
の低下がみられている。そしてハシッシュ常用者に精神的依存が強く,ハ

告はその主なものである。

下肢の進行性閉塞性或いは若年性の動脈炎がみられたとのモロッコでの

シッシュを止めることが困難であったし，仕事量に対して質的，量的低

報告もある（Sterne＆Ducastaing,1960)。
１０

下を示した（Soueit,1967,1971)。

脳への影響についても報告がある。ある報告によれば，長期常用者にパ
ーキンソン氏病患者やボクサー等にみられる大脳委縮がみられている。主

②西独駐留のアメリカ陸軍兵士での研究では，ハシッシュ常用者（最大

の減少そして勤労意欲の減少であった（Campbell,1971)。
肺へも種々影響を及ぼし，肺細胞変化に大麻が関連することがわかっ

して全てのことに対して興味を示さず，作業能率の低下がみられている

１年間吸煙）に判断力，集中力，記憶力に障害があり，無感動，無気力
を呈し，錯乱したり計算が不能となるような慢性中毒症状を呈した。そ

訴は頭痛，最近の出来事の記憶喪失，人格及び性格の変化，思考の明快さ

（TennantProesbeck,1972)。

ている（Soueit,1967,Tennant,1971)。

③ジャマイカの18～24才の９人の患者に大麻に起因する精神異常が６ヶ
月間続き，これらの患者に攻撃的性格や粗暴な精神運動行動，誇大妄想，
睡眠障害等がみられている（Spencer,1970)。インドにおいては大麻

肝への影響については異常がみられたとする報告（Kew,1969）と異

常がみられなかったとの報告（Tennant，1971,Hockman，1971)の両方が
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ある。’

の長期間使用により健忘症,見当識障害，病的妄想，不安，不眠，狂乱状

最近の研究として，アメリカのコロンビア大学での実験で，大麻の常用
者は,大麻の未経験者に比較して病原体より身体を防御する白血球の再生が

態が数週間から数ヶ月間持続するとの報告がある。

２５才の男性でバングとチャラスを常用している被験者は，過量のチャ
ラスを使用後，実姉に暴行を加え，また実姉の子供を屋根から投げ落し

低下している結果が報告されている（ⅧＴＩＭＥ"1974年３月号)。
２）精神的症状

た。非常に不安で支離滅裂状態で自分が何をしたかわからないと被験者

大麻の長期常用による最も特徴的症状はその精神症状にある。JJMoreau，

とは,最近の多くの研究者達による報告によっても裏付けられている。

は供述している。この状態が消失したのは２ヶ月後であった。
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Isbell等が先に述べているように陶酔感に始まり幻視，幻聴更にはせん妄状
態等多彩なる精神異常作用が認められる。これ等の作用は精神病との間に
類似`性があると云われ，それらの精神症状が大麻中毒によりあらわれるこ

（Chopra,1971)。

この他にもこれと同様な報告がある（WeiL1970，Tennant,1970)。
④アメリカのカルフォルニア大学の精神科部長のＤ・HPowelsonがアメ

大麻の作用５３
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リカ上院の司法委員会で･大麻についての証言を行っているが，彼は大麻
の長期間使用により偏執病様的思考があらわれ，また，少量の使用によっ

ても記憶や時間感覚が阻害され，常用により耐性も生じると証言し，使
用者は自己の精神機能の喪失の始まりであることに気づいていない，と

大麻の安易な使用を警告している（ＤｒｕｇEnforcement"，1974)。
⑤２２才の日本人男性が１年６ヶ月にわたる滞米中に大麻吸煙をおぼえ，
ほとんど毎日（多い日で大麻タバコを５～６本）のように使用していた。
そして帰国の途についたその飛行機の中て，ヒトに監視されていると云

う注察妄想が生じた。帰国後も注察・追跡妄想は消失せず，ますま(すそ
れらの妄想が強くなっていった。不安,困惑状態,見当識障害とともに自
分が過激派学生と間違われて追われていると云う妄想を持った軽いせん
妄状態のまま精神病院に入院した。そして５ヶ月間にわたり情意減退，
無欲，脱力状態などが残存した（加藤伸勝等，1975)。

この報告は大麻の長期間にわたる使用が精神に及ぼした影響であるが，

使用中止後に症状が出現していることから後述の再現症状と考えること
もできる。

萱小宮

ｸ〕ＩｌＥ

状て､,通常.フラッシュ・バッグ（flashback)〃と云われており，ＬＳＤや覚
せい剤に見られる症状である。大麻の常用によってもこの再現症状は表出
することが報告されている（Keeler,1968)｡この大麻の再現症状について

はわが国でも故竹山恒寿東京慈恵会医科大学精神科教授による次のような
症例報告がある。

２３才の男性，最初外人よI)大麻をもらって吸煙したところ，眩量，嘔気，

心悸冗進，荘乎感，知覚錯誤，多幸感，不安状態が１時間持続した。外国
旅行の際ハシッシュの吸煙により動揺視があり，船の音や心臓の音だけが

響き,他の音は聞えなかった。また酔ったような感じと共に不安感を抱いて
いる。恐怖感，焦燥感，不眠が約12時間持続した。その後のハシッシュの

吸煙によっても幻視，夢想，不安，莊乎感が２時間持続した。その後大麻

聴が表出した。またその２ヶ月後の徹夜した朝に心臓の圧迫感，心悸冗進，
･

ｉｉ）判断ｇｔＬ－鞍力2-記憶力の低下。

iii）認識能力の低下（作業能力低下につながる）

最近，欧米における大麻常用者に顕著にみられる特徴的症状として，
､AAmotivationalSyndrome〃がある。これは，物事に対する無関心さ，将来
より現在の強調，理性より空想，幼稚な思考，良く構成された目的志向型
の人生よりも束縛されない人生を好む，と云ったものであり，この症状は臨
床的には脳の器質的障害のある患者のそれと類似している(WHOwlbchnical
ReportNo､４７８，，．Ｊ・Kupeer,1973)。

症状が自然に或いは心因的刺激により薬物を使用していないときに起る症

が暗くなったことから急に心悸冗進，多幸感と不安感，恐怖感，幻視，幻

１

がある。

再現症状とは，元来薬物の作用時に経験され得るような体感的，視覚的

の使用はしていないが，使用中止３ヶ月後に旅行した際，停電により室内

以上，慢性中毒の症状として，
１．多彩なる精神異常発現作用。
2も

(3)再現症状

不安感，焦燥感，外界変容をきたしている。１年後に睡眠不足から心悸冗
進，発汗，心臓が肥大する感じ，眩量，恐`怖感，外界変容が表出し，２日
間持続した。

また，東京医科歯科大学の小田晋助教授の報告では，少年鑑別所に入所
した12名の日本人使用者のうち２名に酩酊，恐`怖症状等が現われ,２日間持
続した。

この再現症状は一般的には断続的で大麻の使用後２日位から３週間に起
きることが多いようだが，先の竹山博士の例のように１年後位でも表出し
得る。これら報告のあった例ては,大麻の使用者は他の向精神剤の使用はな

大麻の作用５５
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いので人麻使用により再現症状が表出したものと云えるだろう。
(4)耐性の発現

先の動物実験でも耐性の発現がみられているが，ヒトの場合でも耐性の
発現の報告がある。

耐性とは「同じ量の薬物に対する反応が減少していくことにより特徴づ
けられる一種の適応状態」て､ある。即ち，ある種の薬物の摂取により引き
おこされる作用（効果）が，その薬物摂取頻度に反比例して減弱していく。
従ってその効果を求めるためには薬物の用量を増加しなければならない。
これが耐性の上昇した状態である。

被験者に39日間にわたり自由に大麻を摂取させた実験では，１日の大麻
使用量が全期間にわたりゆっくり増え続けたにもかかわらず,大麻に特有な
多幸感，脈榑数の増加は初めの数日以後は消失した。他の研究報告ではイ
ンドのガンジャやチヤラスの吸煙者の中に，△９－ＴＨＣとして推定量720mgを
含む量の大麻を毎日吸煙している者がいた(ＷＨＯ,TechnicalReportNo､478)。
また，二重盲検法による実験石大麻を毎日吸煙する者はその陶酔作用（多
幸感）に対して耐性が上昇したとの報告がある（Jones,1971)。
従って，従来大麻については耐性の発現はないと云われていたが，最近
の実験等から大麻には耐性を生じることがわかっている。

(5)依存性

薬物の慢性中毒の場合極めて重要な現象の一つとして、依存性〃の問題
がある｡従来,薬物中毒を説明する場合．習慣性（habituation)"，噸嗜癖（ad-

diction)〃と云った語で説明されてきたが，噸依存〃と云う言葉で説明する
ようになったのは比較的新しいことであり，ＷＨＯ依存形成薬物専門家委員会

（WHOExpertCommitteeonDependence-ProducingDrugs）で1963年以来
使用し始めたことによる。この委員会は,1964年の報告で゛薬物依存〃を薬
物により７つの型に分けている。

１モルヒネ型（ヘロイン，モルヒネ，コデイン等）

２．バルビッレート・アルコール型（催眠剤，トランキライザー，アル
コール）

３．コカイン型（コカイン）

４カンナビス型（大麻）

５アンフェタミン型（ヒロポン，ゼドリン）
６．カート型

７．幻覚剤型（ＬＳＤ，サイロシビン等）

薬物依存について，前述のＷＨＯ専門家委員会は1969年の報告で次のよ
うな定義を与えている。

「生体と薬物との相互反応から生ずる精神・身体状態であり，行動その
他による反応が常に強迫的であるという特徴をもっている。この強迫的と
いうのは，どうしても薬物による精神効果を経験したいという強迫や，薬

物がなくなると不`快感が生ずるのを避けるため，続けて周期的に薬物を使
うという強迫行動である。この際，薬物に対する耐性が高まることもあれ

ば高まらないこともあり，同一人が－剤以上の薬物に依存することもある」
1964年，ＷＨＯのこの委員会で大麻型薬物依存については「大麻及び

大麻様物質の繰り返しの使用により生ずる状態であって，自己の能力が高
まるような気持などを含む薬物効果に対する精神依存を生ずる。耐性の上
昇がない。明確な禁断症状は認められない。従って身体依存がないq」と述
べられているが，最近の実験で，耐性の上昇は確められているし，精神依
存は勿論，身体依存特に大麻の禁断症状についても,動物実験はもとよりヒ
トでの研究でも禁断症状と思われる軽～中等度の不安，抑うつ，弱気，睡

眠障害，発汗，細かな振戦等の症状の報告がある（ＷＨＯ,TechnicalReport
NQ478)。

医薬品としての大麻５７

Ｖ、医薬品としての大麻
１．医薬品としての大麻の評価
大麻が医薬品として使用された歴史は古く，中国では紀元前2000年代に

鎮静剤として使われていたようである。また，紀元後200年頃にも中国の
魏で大麻を配伍した全身麻酔剤が使用されていたとの記録がある。

’

インドにおいても1000年も前から，大麻が医薬品として使われていた。

即ち゛アユルベダ〃と呼ばれるインド古来の医薬品体系やUnami〃と呼

ばれるアラビア（回教徒社会）から伝来した医薬品体系において，不眠症，
神経過敏症，消化不良，下痢，赤痢，神経痛，神経炎，リューマチ，フケ，
痔，らい病，便泌等に使われていた。また催淫剤としても用いられていた。

アルゼンチンでは，破傷風，うつ病，痂痛，淋病，肺結核，喘息等の万
能薬として，ブラジルでは，鎮静，催眠剤，喘息薬として，またアフリカ
では土着民の間で炎症，敗血症，赤痢，マラリア等に用いられていた。

欧米に目を転じてみると，イギリスにおいては，1800年代にインドで

生活したことのあるOshaugnessyが，心身の苦悩の治療や痔痛，筋肉痙

箪，破傷風，狂犬病，リューマチ，癒燗に使用しているし，アメリカ
でも1800年代に破傷風から肺結核までの万能薬として使われていた。

このように古くは医薬品として使われた大麻は，現在では一般的に医薬
品としての価値はないと評価されている。国連麻薬委員会（Commission

onNarcoticDrugs,ＵＮ.)でもこの問題について討議している。第３回委
員会（1948年）以来，大麻の医療目的への使用禁止問題を検討し，第９回
(1954年)の同委員会においてこれを｢大麻の医療目的への使用の中止を検討
すべきである」との決議を行い，国連経済社会理事会に提出した。同理事
会は，折りからチェコスロバキア等数ヶ国で大麻の成分であるカンナビジ

オール酸（ＣＢＤＡ）に抗菌性作用があることに注目し，これが研究の途上
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であったため，この点についても考慮しつつ，ＷＨＯ（世界{呆健機関）に
対して大麻使用について検討を求めたところ，「大麻製剤は陳腐化したもの
であり，抗菌性物質等の有効物質の抽出原料としても有益であるとは認め
られないＵとの回答がなされている。その後1961年に締結された゛麻薬に
関する単一条約〃では医療目的への使用までは禁止しなかったものの,ヘロ
インと同等の厳しい国際統制下に置くことにした。一般に欧米においては

大麻は医薬品としての評価は低く時代遅れのものとされており，実際に薬
局方から除外（例えばイギリスは1932年）している国が多く，わが国でも
大麻製剤は第五改正日本薬局方までは収載されていたが，以後は削除され
ている。

現在でもなお，インド,パキスタン，イラン等のアジア地域やアフリカ地
域，アルゼンチン，ブラジル等の南アメリカ地域で大麻を医薬品として用
いているようだ。

最近のアメリカの報告のなかでバージニア医科大学の研究グループが大
麻の主成分であるＴＨＣに免疫反応力の低下作用があることに着目し，人
工移植に活用することを考え,ハツカネズミに異体からの臓器移植を行い，
それと同時にＴＨＣを投与する実験を行った｡その結果,移植された臓器の
生存期間が約46％延長された。また，ガン細胞抑制のためにＴＨＣを投与
した実験もある。しかし,これらの実験によっても将来ＴＨＣが医薬品とし
て有用になるかどうかは推測できない。

２．わが国における医薬品としての大麻
わが国においても，大麻の医薬品としての応用について記した幾つかの
文献がある。

1590年に中国の李時珍により編きんされた「本草綱目」（1892種の医薬
品が収載されている）がわが国にも伝えられている。同書には，、麻仁
酒〃と云う医薬品が紹介されている。その効能，用法は「骨髄，風毒痛に

して，動くこと能ざるものを治す，大麻子の仁を取り，妙香袋に盛り酒を

浸してこれを飲む」と説明されている。また，「古今要覧」には゛芋がら

の黒焼〃が「積聚，惰症に用いてよし」と記されている。更に江戸時代の

名医，原南陽は，その著書「双柱偶記」（１８００年の編さん）の中て「しま

んだらげ……朝鮮あさがお……）を火麻子花（注：大麻の雌花穂）等分と
共に熱酒三銭を調服すれば，昏昏として癖の如く，手足不仁し或は甘睡し
て醒めず，或は神心守らず風狂の如く三二日にして故に復す。然して其性

は人々異なり，又死の如き者ある」と記してお')，大麻花穂をまんだらげ
と供用し麻酔剤として使用したことを伝えている。
その他妙心寺派の那須，雲厳寺には、血の道妙薬〃として大麻製剤が伝
えられている。

民間療法としても次のように広汎に使われていたようである。

①淋病，便秘二，麻子（アサノミ），８０目スリ，水ニカキマゼ法ヲ去，其
汁ニテ梗米２合粥二煮テ食ブベシ。

②痢病二，麻子ヲ水二入スリ，汁ヲシボリ，其汁ニテ緑豆（ヤエナリ）ヲ
煮テ食べシ・（①②，懐中妙薬集）

③便秘二，麻ノ実，ツキ砕テ粥二入テ用フベシ（和方一万方）
④アサノミヘ大黄１倍シ，細末ニシ水ニテ用フ

⑤胞衣ノオリザルニ，アサノ根，コクセンジ用フルモ又ヨシ（④⑤，経
験千方）

⑥３０パカリノ人ニハ，麻ノ葉ヲ若取ニシテ，又ハフッセ麻ヨシ，陰千ニ
シテ抹シテ味噌ユヲヰカニモウスクシテサマシテ呑汁ニシテ与ウベシ
（奇方録）

⑦麻ノ実ヲイリ，潭疽，末ニシテ袋二入し其上ヲスルナリ（救急方）
近代に入ると「万病治療皇漢薬草図鑑」に大麻を煙草に混じて吸うと喘
息に効果があり，また便秘，月経不順によいと記されている。

日本薬局方は1886年以来公布されているが，その第一版には゛印度大麻
草〃及び帆印度大麻草エキス〃が鎮痛，鎮静若しくは催眠剤として収載さ
れ，また'906年の第三改正で、印度大麻チンキ"が追加収載された。これら
は,1951年の第五改正日本薬局方まで収載されていたが,実際には余り使用
されず,第六改正日本薬局方において削除され,それ以後収載されていない。
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Ⅵ、大麻の乱用
「Ｌ大麻の沿革」の項でも述べたように，大麻の乱用は古い昔から見受
けられていたが，世界的に問題となってきたのは1900年代に入ってからで

ある。大麻の乱用には地域的特性がみられる。即ちアジア，アフリカ地域

においては，貧困，無学，宗教的信仰により各年代に亘って使用され,乱用
に至っているのに対し，先進国のヨーロッパ・アメリカ地域においては，

裕福さ，教育，価値感に対する反発，社会的規制に反抗する手段として大
麻を使用しており，圧倒的に若者に多く乱用が見受けられる。
1956年の国連麻薬委員会での報告によれば，世界中で大麻の常用者は２

億人以上いると推定されている。今日では，それ以上の相当数の大麻常用
者がいると思われる。

以下，各国の乱用状況について述べる。

１．各国における状況
(1)アメリカ合衆国

アメリカでは，大麻は開拓時代より繊維作物として栽培されていた。
1800年代に－部乱用があったようであるが，乱用の発端は1910年代のこと
である。当初テキサスやルイジアナにおける貧乏な黒人やメキシコ人労働

者達が使っていたが，これは，ニューオルリンズがメキシコからの大麻密
輸入港であるためであった。また，密輸された大麻はここから各地に運ば
れていったといわれる。ここに住むジャズ音楽家達にも好んで使用されてい
た。1930年になると全国各地で大麻は容易に入手出来る状態になり,流行し

始めたのである。それと共に新聞等でこの大麻の乱用を撲滅すべきである
とのキャンペーンが盛んに行われていた。1931年に、大麻税法"(Marihuana

TaxAct）が制定されている。

現在,アメリカにおいては非常に多くの大麻常用者がいると云われている‘
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1972年の米国大麻及び薬物乱用委員会（NationalCommissiomon

MarihuanaandDrugAbuse）の報告によれば，１２才以上の者のうち
2400万人が－度は大麻を使用したことがあると云う所謂゛大麻経験者〃で，
Ｉｑ１７ｂ００印仏償少ＬＶＱＰ▲ＰＤｎＤ１■■８□■

大学生・大学院生の中ではこの大麻経験者が40％もいると云われている。

また，このうち８３０万人は現に大麻を使用している。全大麻経験者の２％
にあたる50万人が１日１回大麻を使用する大量使用者である。

また，1974年の米国保健教育省長官の議会への第４回報告,「大麻と健康」
(MarihuanaandHealth,ＦｏｕｒｔｈＲｅｐｏｒｔｔｏｔｈｅＵＳ、ＣＯngressfrom

theSecretaryofHealth，Education，andWelfare）によると，１２才
以上の者の７人に１人は大麻経験者である。国内でも地域により偏差があ
り,西海岸では４人に１人て､あるのに反し,南部では14人に１人が大麻経験
者であると云う。高校生の間でも近年大麻経験者が増加し，1969年には２０
％程度であったものが，1974年には実に３倍の60％となっている。15才以

これからみると，大麻常用者の半分以上が少なくとも週１１m1以上は大麻
を使用していることになる。

(2)カナダ
カナダにおいては，1930年代から大麻の使用が見られるようになった。

1923年に大麻が法（TheOpiumandNarcoticDrugAct）で規制され
た。1965年から1970年にかけて急激に大麻の乱用が増加した。1970年の
調査では高校生の11％，大学生の29％が大麻を経験しており，その数は推

定85万人であろうと云われている。1973年の第25回国連麻薬委員会報告に
よると，この年にカナダでは23,251人の大麻乱用者が新規に発見されてい

る。カナダでの全大麻乱用者は68,378人となっている。1973年に新規に発
見された大麻乱用者の内訳は次のとおりである。
表７カナダにおける大麻乱用者数

上ではペンシルバニア州でその22％，ミネソタ州で12.5％，サウスカロ

ライナ州で７．８％が大麻を経験している。他の州ではこの半分位とみら
れている。青年（14才～25才）では西部で23.5％，南部が７％位と一般に
南部より西部の方で乱用が多いようである。

先の1972年の米国大麻及び薬物乱用委員会の報告による大麻使用回数
の表を次に示す。

％％％％％％％

●●●●●■●

計

００１１１２７

月に１回以下

18オ以上
６８４３３４８

月に２～３回

■●●●●●巳

１週間に１回

％％％％％％％

１週間に数回

００１１１１７

１日１回

６７５２５９４

１日１回以上

20～24才

25～39才

40才以上

不明

計

男

８４６５
８，４６５

８３８８
８，３８８

2,856

１０５
1０５

８０９
809

２０６２３
2０，６２３

女

1,039

1.075

384

1８

1１２

2,628

計

９，５０４

９，４６３

3.240

1２３

9２１

2３，２５１

上記の表から，男：女＝８：ｌである。ちなみに麻薬類ではその比率が

表６米国における青年の大麻使用回数
12～17才

19オ以下

３：１である。２５才以下の者で全体の82％を占めていることから，カナダ

でも若者の間で大麻が乱用されている。またこれら乱用者が他の薬物を所
持している例は，ＬＳＤ９７３件，ヘロイン２８５件，コカイン95件，フェン

シクリジン（ＰＣＰ）２５件であった。
大麻犯罪の態様別件数の内訳は次のとおりである。
表８カナダにおける大麻犯罪の態様
密輸入
態様所持不正取引寵輸入不正栽培計
所持
不正取引
計
不正栽培
年次
年茨一輩1if
4３
802
2６
１９７０年５３９９８０２２６４３６２７０
１９７０年
６，２７０
５，３９９
2２
5８
１９７１年８３８９１００９２２５８９４７８
９，４７８
１９７１年
８，３８９
１，００９
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(3)イギリス

1950年代になり，工場や建築現場の出稼ぎ労働者（インド人，アフリカ

人，トルコ人）に使用されていたものが,イギリスの若者に伝わったもので．
ある。大麻は家族中心的な生活の崩壊，国教会への批判などと云った新生
活様式の一部として使われ始めており，現在,学生達の間で流行している。
(4)ブラジル

vmeconha〃が吸煙されたり,或いは宗教的儀式に使われている。北東部
の海岸沿いに住んでいたアフリカ人やインド人の小作人達が南部のサンパ
ウロやリオ・デ・ジャネイロに出稼ぎに来て，これら労働者達が使用して
いた。現在では，彼等は勿論彼等の支配階級の若者達に使われている状況
にある。

同種の傾向がヴェネズエラ，ペルー，ボリビア，エクアドルと云った南

’

アメリカ諸国にも見受けられる。
(5)インド

Ｉ

Ｉ

インドでは古くからバング，チャラス，ガンジャ等の大麻製品及びそれ
らから作られる飲み物，食物，煙草等が乱用されており，その数は30万人
と推定されている。この国では宗教的秘事或いは慣行として使用されてお

り，例えば行者や托鉢僧が断食等の修業に，飢餓や口渇を耐えるためや
精神集中の助けとして使用している。その他結婚式等，家族的行事にも使
われ，イスラム教の行者はバングを延命薬として用い，また世間の絆から

人間を解放し，神霊との交わりに導いてくれる秘薬として珍重している。
ガンジャは医療用外の使用が認められており，その数は20万人おり，正

規のルートで入手している一方，１０万人がガンジャを正規のルートのほか
不正に入手し使用している。

(6)アラブ連合

大麻乱用の歴史は古く１０００年位続いている。このため1920年代に大麻の
栽培を止めたが，シリアやレバノンから密輸されてきている。故ナセル大
統領もこの大麻の乱用を社会問題として取りあげ,調査研究させている。推
定では，２０～40才の男性のうち４－５％が乱用者であると云われており、

自国の学者も大麻の乱用は国家的問題であると警告している。使用は１６～
18才位で友人等からの誘惑で始める者が多いようである。1973年の国連統
計では，逮捕された２５４人がハシッシュの中毒者であった。

(7)モロッコ

若者の男性のうち30～35％が大麻を使用しており，貧しい農民や職人は

大麻を日常の仕事を成就することを助けるためや寂しい現実からより楽し
い世界への唯一の有効な逃避手段として使用しているようである。

(8)その他のアフリカ諸国

マダガスカルでは大麻の中毒者のうち１４６人が精神病院で治療を受ける
程の重篤な者であった｡

モーリシャスでは1973年に140人の大麻中毒者が発見されている。また，

チュニジアでも農夫や密売者に大麻中毒者が見られる。
(9)ヨーロッパ諸国

1973年の第25回国連麻薬委員会報告によると，フランスでは中毒者の数
は明確ではないが，薬物犯罪者2,830人のうち1,327人が大麻乱用者であ
った。また大麻をへロインと共に使用する例が非常に多いようである。
ルクセンブルグでは，薬物犯罪で検挙された１６３人のうち60％が大麻の
乱用者であった。
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６６

西ドイツでは，大麻の舌し用者が増加しており，大麻乱用者が496人，ハ

国名

スウェーデン，フィンランドでも大麻が乱用されており，大麻乱用者の薬
物乱用者に占める割合は高い。

ナイジェリア

ブルガリアでは，４０件の薬物犯罪のうち38件は大麻犯罪によるもので乱

南アフリカ
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用者は30人であった。
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表９国別大麻押収量
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なお参考として世界各国での大麻，大麻調製品の押収量を次に掲げる。
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スリ・ランカ等でも乱用が見受けられる。

7,030

泌一

オーストリア

1３，５８９

ＲＬ

1973年にシンガポールで126人の大麻乱用者が発見され，タイでは69人
が大麻の乱用により入院治療を受けている。その他ビルマ，マレーシア，

４
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1４７，０８５
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ＣＲＬ

大麻（ハシッシュ）が最も広汎に使用されており，またアラブ連合等
への大麻の供給源となっている。大麻を麻薬やコカインと混ぜて使ってい
る。その他飲料，食用（お菓子)，万能薬としての使用も多い。
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年に比較して減少している（1972年：2,278人)。
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香港

Ｌ

ＣＲＬ

オランダ

国名

1974年

1973年

1972年

1971年

1970年

ＣＲ

ギリシャ

匹万

卿邨

ＲＰＬ

西ドイツ

調製

一ＣＲｌ一Ｃ１ＲＬ１ｌ

国名

，

タイ

Ｃ

２１３６５
2１，３６５

５２１
5２１

２４４２２
2４，４２２

１５０３３
1５，０３３

３０９７０
3０，９７０

エ
ヴ
ウエトナム
トナム

Ｃ

２２１０
２，２１０

５２５８
５，２５８

７６６
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３２
3２

ＮＲ．
Ｎ､Ｒ、

６５２
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８８４
884
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３９
3９

７５
7５

8５

７０
7０

8８

韓国

Ｃ

日本

Ｃ

1973-1975年国連麻薬委員会報告資料（UnitedNation：ReportofCommissiononNarcotic

Drugs，1973～1975）に基づき作成したものである。

（注）１．「調製品」欄Ｃ：大麻，大麻タバコＲ：大麻樹脂Ｌ：液体大麻Ｐ：大麻草
２．押収量単位Ｃ，Ｒ，Ｌはk９，Ｐは本

３．「Ｎ､Ｒ・」は報告なし，「Ｓ､ＱＪは少量「Ｎ・ＳＪは報告あるも記述なし
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表１０わが国の大麻事犯の

（員

２．わが国における状況

わが国では大麻は古くから繊維作物として栽培されていたが,第二次世界
大戦以前には大麻の乱用は全く見られてなかった｡大戦後においても外国軍
隊の駐留軍基地周辺で軍人や軍人と接触する機会の多いバー・ホステス，
ボン；|，輪タク屋の間で大麻の不正取引事犯が散発したに過ぎなかった。

当時大麻の吸煙は外国人に限られていたが、1950年代の後半頃より僅かな
がら日本人にも大麻を吸煙するものが現われ，次第にアメリカ等の大麻流

909

900

800

700

600

500

行の影響を受けて，楽団関係者等に乱用がみられ始めた。

1960年代になると外国船員ベトナム帰休兵，海外旅行者等による自己
吸煙や小使銭稼ぎのための我が国への搬入が顕著になり,大麻事犯も年を追
うごとに増加し，わが国における麻薬犯罪の主流を占めるまでになった。

最近の大麻事犯のほとんどが不正取引事犯であり，年令層では30才以下が
占める割合は，1975年には90％強にもなっており，世界の風潮のそれと似
ている。大麻事犯においては外国人と日本人との割合はほぼ半数となって

300

200

158
100

4１４２４３４４４５４６４７４８４９５Ｃ

年次

いる。これは乱用当時と比較すれば日本人の占める割合は急激な増大である。
大麻の供給先は海外からが多く，タイ，韓国等の東南アジア諸国，アメ
リカ，ヨーロッパ，アフリカ等と多彩であるが，1960年頃より国内産の野

400

生大麻の採取や正規栽培大麻の窃取が顕著になってきた。

大麻不正栽培事犯は，最近大麻犯罪の'0％弱である。従来この種の事
犯では，法知識の欠如により種子や繊維採取の目的で栽培していたもので
あるが，最近はこの種事犯は少なくなり，吸煙の目的をもって栽培する事

栽培

その他

計
３７６１０９
３１２６２０
７７７７７９

’’’２３’

５１０２８１

８６６４５３

５０

１１１１１

４９

譲渡･譲受
７５４６０２
８５５６５６

４８

４４４４４６

４７

８４４８５４

4６

所持
０４５６９２

昭和45年

１７１５０４

最近lo年間のわが国における大麻事犯人員等は次表のとおりである。

密輸入
８５６６５７

犯が多くなってきている。

表１１大麻事犯の態様の推移

大麻の乱用”

厄

最近のわが国の特異大麻事犯を次に紹介する。

南アフリカて､使用される。

竹パイプ（bamboopipe）

l）新宿駅構内でアルゼンチン人が挙動不審により職務質問され,ボストン
パッグを調べたところ大麻樹脂４ｋｇ５３２９を発見し,現行犯逮捕された。
入手先はパキスタンのカラチであった。

２）タイへ観光旅行へ行った日本人が，大麻を携行し、寺等で僧侶を含み
大麻パーティーをしていた。

３）米兵（22才）が韓国から大麻を密輸入して密売しようと計画し，友人
より郵便小包を利用して発送してもらっていた。

４）英国人（23才）と日本人の愛人（25才）が大麻の密売を企てタイか
ら密輸入し都内で密売しており，路上で大麻ｌｋｇ８７０ｇを所持しており，

角パイプ（oxhornpipe）
プロックパイプ（brickpipe）
３）マリカス（maricas）
ブラジルで使用される水ギセノレである。

４）ジヨサー（Josah）
エジプトで使用される水ギセノレである。

これ等の大麻吸煙器具は図１５のとおりである。
図１５大麻吸煙器具
１．チルム

２．いろいろなダッガパイプ

自宅にも隠匿していた。

５）宗教上の慣習からお盆に祖先の霊を迎える行事として，信者が大麻草
の茎を乾燥し，芯を「おがら」と称し,これをたいまつに使用するため大

(士）
竹パイプ

口

鼈

ｿ

麻を栽培していた。

６）東京，大阪のヒッピー５人が，自己の吸煙及び密売のため北海道の原
野に自生する野生の大麻を採取していた。

７）廃品回収業者がテレビで大麻を密売すると儲ることを知り，弟と共謀
正規に栽培している妻の実家から大麻を25kg持ち帰り，自宅で加工し密
売していた。

角パイプ

３．大麻吸煙器具

大麻は最も一般的に煙草と混ぜたり，或いは大麻だけを紙巻煙草の形態
や吸煙器具に詰めて吸煙する方法で乱用されているが，この吸煙器具とし
てはキセル，水ギセノレ，パイプ等があり，地域によっては独特の器具が使
用されている。諸外国の主な吸煙器具を挙げてみると次のとおりである。

１）チルム（Chillum）或いはチラム（Chilum)インドで使用される土又
は木製のパイプ，現地人はフーカー（Hookah）と云う。
２）ダッカパイプ（daggapipe）

角パイプ

ブロックパイプ

竺雪鍵`§

再３

いろいろなマリカス

］

Iｉ

大麻の乱用７５

〒

４大麻の|壜詰
世界各国で大麻や大麻調製品の陰語が使われているが，その陰語の主な

ものを次にあげる。

AcapulcoGold，AfricanWoodbine，baby，bhang，blackgungi，boo，
bush，ｂｕｔｔｅｒＨｏｗｅｒ，Canadianblack，Ｃａｎapa，Congometaby，ｃｈａｒａｓ，

Ｃｈａｒｇｅ，ｃｈｉｃａｇｏｂｌａｃｋ，ｃｈｉｃａｇｏｇｒｅｅｎ，Dagga，Ｄａｙｗｏｍａｎ，ｄｉｒｔｇｒａｓｓ，
Drag，duros，Gage，ganga，gangstar，ganji，gauge，gold，goldenleafl

giggle-smoke，giggle-weed，grass，grefa，greta，grifa，ｇｒｉｆｆｏ，
Ｇｒｉｅｆｏ，gunny，hash，hay，Ｈｅｍｐ，herb，icebery，icepick，
４．ジョサー

Ｉｌｌｉｏｎｉｓｇｒｅｅｎ，Ｉｎｄｉａ，Ｉｎｄｉａｎｈａｙ，Ｉｎｄｉａｎｈｅｍｐ，Ｊ，Ｊｅｒｅｓｅｙｇｒｅｅｎ，

Jive，Johnsongrass，Joint，juanita，Kif，leno，Locoweedjoveweed，
Ｍ，Manicure，margarita，marjorie，maryann，MaryJane，
ＭａｒｙＷａｒｎｅｒ，maryweaver，Ｍｅｘｉｃａｎｂｒｏｗｎ，Mexicangreen，

Mexicanred，Ｍｅｚｚ，michoacam，themighty，ＭＪ.，MOhasky，moocah，
MoraGrifa,mota,mu,Mud,Muggles,Mutahmutha,
吸煙管（竹）

Panama,ＰａｎａｍａＧｏｌｄ，Panamared，Pod，Pot，Ｐ．Ｒ，ｒａｉｎｙｄａｙｗｏｍａｎ，

rama，Rangoon，ｒｅｄ，ｒｅｄdirt，Ｒｅｅｆｅｒ，Roach，Rope，rough，sativa，
sausage，ｓｉｒａｓｈ，sit，smoke，split，ｓｐｌｉｍ，ｓｔｉｃｋ，stoned，stuff，
stum，ｓｗｅｅｔｌｕｃｙ，Ｔ､，Tea，tosca，ｙｅｄｏ，yesca，１３．
その他大麻使用に関連した語を次に示す。

大麻使用者：gangster，grasshead，grasshopper，hashhead，mind
explorer，ｍｉｎｄｏｐｅｎｅｒ，moshky，ｍｏｔｔｅｒ，ＭＵ.，mugglehead，muggles，

pipe，ｐｌｅａｓｕｒｅｓｅｅｋｅｒ，pothead，ｓｈｉｔｈｅａｄ，ｔｅａｂｌｏｗｅｒ，ｔｅａhead，
viper，weedhead，youngblood・

運び屋：cargador，hayhead，head・
体部（ガラス，木

売人：mindexplorer，mindopener・

パーティー：blastinｇparty，ｂｌａｓｔｐａｒｔｙ，ｐｏｔparty，amock，amuck，
batomarijuano．

大麻の取締り７７
７６

ｗａｔｅｒｐｌｐｅ
道具：hookah，pipe，poopkie，steamboat，toke，ｗａ

吸煙：ｇｅｔｏｎ，hotTurkey，icetray，torchup，Ⅵｗｅｅｄｏｕｔ，

ｂｌｏｗ，

Ⅶ大麻の取締り

ｂｕｒｎ，ｔｕｒｎ－ｏｎ・

枝の葉をとること：clean，debris，dirty，manicure．

Ｌ大麻の国|祭的規制

大麻の国際的取締りの歴史は，1912年へ－グでの第１回国際あへん会議

において，アメリカからインド大麻草（IndianＨｅｍｐ）の問題が提案され，
これを討議した結果「今後，その乱用の規制を対象として，統計的及び科

学的見地から，インド大麻草問題の研究がなされることが望ましいと考え
る」との決議がなされたことに始まる。

1924年，あへん及びその他の危険薬品に関する国連諮問委員会は，南ア
フリカ連邦の「1912年条約加盟国は，大麻を習慣性医薬品のリストに加え

るべきである」との提案を検討し，国際連盟に勧告した。国際連盟総会は，
この勧告に基づいて事務総長に対する決議を採択し，条約加盟国に対し，
大麻の生産，取引，消費に関する資料を提出させた。

翌1925年,ジュネーヴでの第２回国際あへん会議において，エジプト代表

が自国の大麻の乱用による窮状を訴え，「大麻を国際的規制による統制さ
れるべき危険薬品のリストに加えるべきである」と提案した。これに基づ
き同問題に関する小委員会が構成され，問題を検討した。エジプトと同様
自国で大麻の乱用がみられる南アフリカ連邦，ブラジル，トルコ等は勿論
当時乱用がみられなかったイギリス，フランス，そしてわが国はエジプトの
提案に賛成したものの，大麻製品の使用というものが一種の風土病となっ
ていたアフリカやアジアの国々はこの提案には消極的であった。

しかし'925年,ジュネーヴ国際あへん条約（第２あへん条約）の締結に伴

い，同条約に、インド大麻〃として，インド大麻製剤（エキス，チンキ）

の医療及び科学的目的のみの使用への制限，輸出入の許可制，不正取引に
対する取締等に関する規定が設けられ，ここに初めて国際的規制がなされ
ることになったのである。
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1954年，ＷＨＯ依存性薬物専門家委員会が「大麻及び大麻製剤は医療へ
の使用には正当性がなく，この使用が身体的，精神的及び社会的のいずれ

の観点からみても危険である」との勧告に基づき，国連経済社会理事
会はこの勧告を採択した。当時既に大麻は国際薬局方からも，また多く
の国の薬局方からも除かれていた。

国連麻薬委員会でも1948年以来，大麻問題に関する独立した議題を設け
て検討を重ねる一方，ＷＨＯに対して大麻の身体的，精神的影響について

研究依頼を行った。

1957年，第12回国連麻薬委員会において，いまだ医療及び科学目的以外
の使用を認めている国に対し，合理的期間内にこれを破棄するよう決議が
なされ,1959年,第14回同委員会では,エジプト，ギリシャ，ドミニカ，パキ
スタン，アメリカ等世界24ケ国の大麻事情が報告されている。

1961年に，第２あへん条約(1925年)をはじめあへん等麻薬に関して従来か
らあった９つの条約を一本化するための麻薬に関する単一条約が締結され

た。このとき，国連麻薬委員会から大麻製品をこの条約に加えることの勧

告もあり，大麻はこの条約で規制対象品目となった。

その後,（1967年，東京において開催された第36回国際刑事警察機構総会
及び1968年ジュネーヴでの第２２回国連麻薬委員会並びにニューヨークにお
ける第44回国連経済社会理事会において,大麻の取締の強化並びに研究の促

進に関する決議が行われている。かかることからも大麻が重大な世界的問
題となっており，その乱用の撲滅がいかに難しいかがわかる。

更に，、1975年の第26回国連麻薬委員会においても大麻問題について討議

され，大麻の有害性は疑いのないところであるとの決議がなされている。

そしてまた，，麻薬周辺薬物である向精神剤（Psycotropicsubstances）
の乱用問題が近年，欧米諸国において大きな社会問題となってきている。
この向精神剤とは,もっぱら中枢神経系に作用して精神機能や情緒活動面に

影響を及ぼす薬物で，幻覚剤，覚せい剤，精神賦活剤及び催眠剤等が含ま
れろ。従来，これら向精神剤について国際的統制がなく各国の規制にゆだ
ねられていたが，近時，国際的規制を求める動きが世界各国で高まってき

たことに伴い，1966年以来国連麻薬委員会でも検討し，1971年１月－２月

ウィーンで国連主催の「向精神剤に関する議定書採択のための全権会議」
を開催し，「向精神剤に関する条約」を採択した。この条約の中には幻覚

作用をもたらす大麻の有効成分であるＴＨＣも規制対象品目となっている。
わが国は，1971年１２月，将来批准することを前提として条約に署名して
いる。

２．１９６１年の麻薬に関する単一条約の主要規定

本条約は，麻薬全般について，その取扱い，国際的取引等を規定したも
ので，わが国は1964年７月１３日この条約を批准している。
同条約による主な規定事項は

①麻薬の取引，分配を免許制とすること

②各国の翌年の製造，輸入，消費量の限度を規定すること

③各国が一年間に製造，輸出入，消費した麻薬量を報告すること
④麻薬の不正取引の防止及び抑圧のための措置をとること
等である。

なお，同条約に規定する麻薬は次の４つに分類されている。

第１表依存性が強い麻薬：大麻，大麻樹脂，大麻エキス，大麻チンキ
ヘロイン，モルヒネ，あへん，コカ葉等
第１I表依存性が弱い麻薬：コデイン，ジヒドロコデイン.エチルモルヒネ苓

第H1表除外製剤：１回用量につき１００ｍｇ以下のコデインを含有する製
剤等

第Ⅳ表特に危険な第１表中の麻薬：大麻及び大麻樹脂，ヘロイン等
これでもわかるように,大麻はへロインに匹敵する程の麻薬として規制さ

れており，特に第Ⅳ表の麻薬については次のような規定が設けられている
第２条の５

（a）締約国は,これらの薬品の特に危険な特性に照らして必要である
と認める特別の統制措置をとるとし，また，

（b）締約国は，自国における一般的状況から判断して，これらのい

大麻の取締り８Ｊ
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（d）大麻，大麻樹脂並びに大麻のエキス及びチンキの医療以外

かなる薬品についてもその生産,製造,輸出,輸入,取弓１，所持又は

使用を禁止することが公衆の健康及び福祉を保護するために最も

の目的のための使用

適した手段であると認めるときは,これらの行為を禁止するものと
する。ただし医療上及び学術上の研究（締約国の直接の監督及び
管理の下に又はこれに従って行われる臨床試験を含む｡）にのみ必、
要なこれらの薬品の数量については，この限I)てない。

－２１の規定に基づく留保は，次の制限に従うものとする。
（a）１に掲げる行為は，留保の対象である領域において慣習的
なものて､あり，かつ，1961年１月１日に許されていた限りに
おいてのみ許される。

大麻に関する規定条文は次のとおりである。

（f）大麻の医療上及び学術上の目的以外の目的のための使用は，
できる限りすみやかに，いかなる場合にも第41条１に定める

①大麻の定義

第１条(b）「大麻」とは,名称のいかんを問わず,大麻植物の花又は果実

この条約の効力発生の日から25年以内に,廃止しなければなら

のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの（枝端から離れた
種子及び葉を除く｡）をいう。

（c）「大麻植物」とは，カンナビス属の植物をいう。

（d）「大麻樹脂」とは，粗のものであると精製したものであると
を問わず，大麻植物から得た樹脂で分離されているものをいう。

②大麻草栽培の統制

第28条１締約国は，大麻又は大麻樹脂の生産のための大麻植物の栽培
を許すときは，大麻植物につき，けしの統制について第23条に
規定する統制制度と同様の統制制度を適用しなければならない・

（注：第23条では①けし栽培地域の指定，②栽培者の免許制度，
③収穫したあへんの政府機関の買いあげ等を規定している｡）

－２この条約は,もっぱら産業上の目的（繊維及び種子に関する場
合に限る｡）又は園芸上の目的のための大麻植物の栽培には，適
用しない。

－３締約国は，大麻植物の葉の悪用及び不正取引を防止するため
に必要な措置を執るものとする。

③大麻の医療上及び学術上の目的以外の使用に関する過渡的規定
第49条ｌ締約国は,署名,批准又は加入の際に，自国のいずれかの領域
において，次の事項を暫定的に許す権利を確保することができ
る。

ない。

３．わが国における大麻取締りの変遷
わが国には，大麻吸煙，吸食の風習はなく，繊維作物や医薬品として古
くから使われていたにすぎない。

大麻の法的規制が行われるようになったのは，1930年（昭和５年）５月
１９日の「麻薬取締規則」からであった｡同規則は,1925年（大正14年）第２

あへん条約の発効に伴い制定されたもので，同規則により印度大麻草，そ
の樹脂及びこれを含有するものは，麻薬に指定され，その製造は内務大臣

の許可を必要とするほか，譲渡手続，容器被包の記載事項，麻薬中毒者の
届出等について規定が設けられた。

1943年（昭和18年）には（１日）薬剤師法，薬品営業並薬品取扱規則及び

前記麻薬取締規則を整理統合して（１日）薬事法が制定され，麻薬取締規則
は廃止されたため，大麻もモルヒネ，ヘロイン等とともに同法により規制
された。

1945年（昭和20年）１０月12日連合軍総指令部は日本政府に対し,覚書｢日

本国内二於ケル麻薬ノ生産及記録取扱文書二関スル制限」を発した。また，
これに先立ち，同年９月２０日公布されていた勅令「ポツダム宣言の受

諾に伴い発する命令に関する件」に基づいて麻薬に関する省令，所謂

「ポツダム省令」が相次いで制定された。そのうちの一つ，1945年（昭和
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20年）１１月24日付省令「麻薬原料植物の栽培，麻薬の製造，輸入及び輸出

等禁止に関する件」により，大麻草をはじめ麻薬原料植物の栽培は「麻薬
原料ﾀﾉﾚ植物ハ種子ノ植付栽培又ハ育成ハ之ヲ為スコトヲ得ズ」との規定

のもとに全面的に禁止された｡･同省令により生あへん，半加工あへん煙膏，
半加工コカイン，粗製コカイン，ヘロイン及び「印度大麻」並びにこれら
に関する図書及び記録の移動，破棄，使用及び販売までも一切禁止された。
この他麻薬一般に関する省令としては,1945年（昭和20年）１１月20日付省

令｢塩酸ジアセチルモルヒネ及その製剤の所有等の禁止及没収に関する件｣，

1946年（昭和21年）３月７日付省令「特殊物件中ノ麻薬ノ保管及受払二関
スル件」及び1946年（昭和21年）６月19日付省令「麻薬取締規則」等が
ある。

こうして，大麻草の栽培は，繊維を目的とする場合を含めて，全面的に
禁止されたが，当時わが国にとっては，繊維原料としては勿論のこと，漁
網，下駄の鼻緒等その需要は多く，大麻草の栽培は不可欠であった。この

ため，再三交渉の結果，この禁令は解除され，1947年（昭和22年）４月厚
生，農林省令第１号をもって「大麻取締規則」が制定された。

翌1948年（昭和23年）７月，前述のポツダム省令を集大成して「（１日）
麻薬取締法」が制定された。これに伴い，大麻については別個の取締規定
が設けられることになり,1948年（昭和23年）７月「大麻取締法」が制定さ

れた。その後，1951年(昭和26年）の第一次改正以後，1952年(昭和27年)，
1953年（昭和28年)，1954年（昭和29年)，1963年（昭和38年）及び1970年
（昭和45年）と６回にわたる改正を経て，今日に至っている。

４．大麻取締法の主要規定
現行大麻取締法では，大麻草及び大麻樹脂等の調製品を取締りの対象と

しているが，大麻の繊維やその製品，おがら，種子は対象から除外されて
おり，また繊維若しくは種子の採取を目的とする許可栽培が認められてい
る。主な規定を掲げると次のとおりである。

第１条（大麻の定義）この法律で「大麻とは，大麻草（カンナビス・サ

テイバ・エル）及びその製品をいう。但し，大麻草の成熟した茎及

びその製品（樹脂を除く｡）を除く。

第２条（大麻取扱者の定義）この法律で「大麻取扱者」とは，大麻栽培
者及び大麻研究者をいう。

２この法律で「大麻栽培者」とは，都道府県知事の免許を受け
て，繊維若しくは種子を採取する目的で，大麻草を栽培する者を
いう。

３この法律で「大麻研究者」とは，都道府県知事の免許を受け

て，大麻を研究する目的で大麻草を栽培し,又は使用する者をいう。

第３条（所持等の禁止及び制限）大麻取扱者でなければ大麻を所持し，

栽培し，譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない。
２この法律の規定により大麻を所持することができる者は，大麻
をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第４条（禁止行為）何人も左に揚げる行為をしてはならない。但し，大
麻研究者が，厚生大臣の許可を受けて，大麻を輸入し，又は輸出す
る場合は，この限りでない。

１大麻を輸入し，又は輸出すること。

２大麻から製造された医薬品を施用のため交付すること。

３大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

第５条（免許）大麻取扱者になろうとする者は，省令の定めるところに
より，都道府県知事の免許を受けなければならない。
なお本法による主要罰則は次のとおりである。
輸入，輸出，不正栽培……７年以下（第24条）

譲渡，譲受，所持，持出，使用，大麻から製造された医薬品の施用・

受施用，交付……５年以下（第24条の２）
５．わが国の大麻栽培状況

わが国では戦前，戦中において，大麻の栽培が奨励された時代もあった
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が，今日ではもっぱら神事仏事で使用する綱等や下駄の鼻緒，茶道での
Ｗ(紗"，タコあげの糸及び種子を採取する目的で栽培され，繊維のために
はほとんど使われず，この目的で'よ輸入品を使っている｡栽培地は､前述の
とおり栃木県，長野県，福島県，鳥取県等の一部で許可栽培されているに
過ぎない。その栽培面積，栽培量も年々減少している状況にある。
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栽培者数

のことで、ある。

面f頁

培

用も一部の地域においては古くからみられたものである。世界的に大麻の

乱用が見受けられるようになったのは，今世紀特に1960年代になってから

表Ｉ２わが国における大麻栽培状況
ﾖﾖﾅ

大麻は古くから医薬品や繊維作物として使われてきたが，一方大麻の乱

麻薬事犯の主流になっている。

1960年代に，欧米，特にイギリスやアメリカで所謂「大麻無害論」が－
部の学者等の間で主張され始めたが，その理論はヒッピー文化と結びつき，
当時大麻を使用していた若者達の間に受け入れられた。大麻はヒッピー文

化のシンボルともなり，これら理論が新聞，雑誌のマスコミで紹介される
ことにより全戸世界に知れわたるようになった。そしてこの論拠をもとに，

大麻を法律で取締ることの是非が主に北米（アメリカ，カナダ）で盛んに
論じられ始めた。

1972年に「米国大麻及び薬物乱用委員会」が大統領及び米国合衆国議会

に提出した報告書「大麻：この誤解の兆」（Marihuana:Asignalofmisunderstanding）では，大麻の使用を抑制する政策を勧告しており，「これ
らの抑制政策を効果的に実施するためには，大麻の個人的使用を犯罪とす
ることは勿論，使用者を刑務所に入れることは不要である」と述べている。

しかし，一方では「販売を意図した大麻の栽培，取引及び所持に対する重
い罰則の維持，大麻の公然使用を処罰の対象とすること，所持する大麻も

公の場所で発見された場合は違法物件として押収の対象とすること」の勧
告もしている。このような勧告が出て従来よりの論争に拍車をかけること
となったわけである。

しかしながらこの報告書を理解するにあたってはその背景となるアメリ
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大麻の社会学的考察８７
8６

力社会の現状を把握しなくてはならない。即ち，アメリカ社会における大

麻使用経験者が2,400万人以上いると言う大麻の浸透度,また大麻より作用
の強い麻薬中毒患者，特にへロイン患者が数十万人もいると云う現実であ
る。これらのことをふまえて，先の委員会の報告は，これだけ大麻の使用
が社会に浸透している現状では法律で取締ることはいたずらに犯罪人を作
り出し，社会政策上問題が生ずるといった社会的問題，たとえば，大麻の
所持や使用など営利犯に比べて軽いと考えられる犯罪についてすべてを取
締ることによって，財政的に破綻を来たし，それによって機能的にも麻癖
し，また同時に他の重要な犯罪に対する取締りがおろそかになりかねない》
いういわばこれらの犯罪をバランスにかけた考え方を背景としているもの
であり，これがそのままわが国にあてはまるとは云い難い。

一般人には，これらの報告書が歪曲して理解されており，また大麻に関
する古い文献等からの都合のよい部分を引用して「大麻無害論」に発展し
ていったのである。先の委員会の報告の中でも決して「大麻は無害である」
とは云っていない。

大麻の使用で問題は，大麻に精神異常発現作用があることである。そ
の使用により陶酔感，知覚・感覚の変容，ひいては幻覚をもたらすし，急
性・慢性中毒により，精神病様状態を呈する。

また，大麻が知覚の低下，認識機能，精神運動能力，作業能力（機械操
作等）の低下をもたらすことから自動車の運転に悪影響を及ぼし，自動車
事故を引きおこす要因となることは明らかであろう。

このように大麻の使用により常用者が社会生活を営むのに支障をきたす

にとって重篤な副作用をもたらすと述べている。これらの報告書をみると、

記憶力の低下，知`覚の著明なる損傷，妄想，抑うつ，学力の著明なる低下
がみられ，こオしらの症状により自殺を図つた者も少なくなかったと述べて

いる。他の報告でも成育過程において，現実に対応する能力の発達に重大

な損傷を与え，また，精神的弱点のある者に精神の異常を促進させる可能
性があり，学習過程に対して特に短期の記|意，注意力に対して悪影響があ

ると云っている。成長期にある青少年にとっては，精神的に非常に不安定
な時期であり，精神変容作用のある大麻を使用することは，一般成人以上

に危険なことである。また，この体験により或る物へ依存することを覚え，
自立の精神が阻害されることにもなろう。

大麻が他のより強い多種薬物へ移行するという所謂「踏み石理論(Step
stonetheory）について，1972年の「米国大麻及び薬物乱用委員会」の報
告では消極的な意見であるが，わが国での大麻犯罪者での調べではへロイ
ンやＬＳＤ等の麻薬等の経験をしている者は決して少なくない。大麻の使
用により薬物経験に対する欲求を刺激し，薬物試用についての抑制を弱め
ることは充分あり得ることから，大麻が踏み石となって多種薬物使用の発
展へと拡大していく傾向をうかがい知ることができる。

大麻の影響を科学的データ等に基づいて十分評価するとき，それが国の

発展に大きな障害となることは明らかであり，これについては誰しも否定
できないであろう。わが国がアメリカなどのように大麻事犯と他の犯罪と
の比較衡量を行わなければならない状態になることは絶対に防がなければ
ならない。

ことになろう。

特に成長期にある青少年に及ぼす害は大きい。このことは，先の委員会

の報告書の中でも述べられていることである。

また大麻の青少年に与える影響に関しては他の種々の文献でも指摘して
いる。たとえばアメリカのユタ州のKolenskhyは，自身が診察した１０代，
２０代前半の若者での大麻使用による悪影響についての具体例を示し，また
ニューヨーク市のコロンビア大学の０Ｇ.Ｎａhasは，大麻の使用が青少年

、
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