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１ はじめに 

 

大麻は、アサの葉や茎を乾燥または樹脂化、液体化させたものである。これに含有さ

れる化学物質感カンナビノイドには様々な薬理作用があり、嗜好品や医薬品として用い

られている。 

日本では主に、神社の鈴紐、畳表の経糸、七味唐辛子、食用油などに利用されており、

その他にもスキンケア用オイルやバイオプラスチックなどにも活用されている。 

 大麻について議論するうえで、大麻を吸った経験があるか否かは重要な要件になって

くる。本来ならば経験の有無を表明したうえで、議論を交わすべきなのだが、それが行

われないために、吸った経験がない者が勝手な妄想を並べ立てる事態となっている。 

 思い込みや妄想ほど怖いものはないだろう。それはどのような麻薬よりも恐ろしくて

危険である。 

そのような現状を鑑みて、大麻をこよなく愛する私が大麻についての独自考察をまと

め、大麻について今一度、社会に問うこととした。本稿が少しでも大麻をこよなく愛す

る人びとのお役に立てたなら幸いである。 

なお、日本の刑法において大麻は、所持、栽培、譲渡等に関して規制がある（大麻取

締法）。法治国家において法を犯すことは犯罪であり、民主主義社会において法を犯せ

ば罰を受けるのは当然である。私はこの基本理念に強く同意している。 

大麻を吸いたければ、私のように海外で吸うべきである。それか、無人島で吸うべき

である。くれぐれも捕まらないように気を付けるべし。 

 

 

２ 大麻との出会い 
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 初めて大麻を吸ったのはアメリカのボストンだった。 

１９９３年から１９９５年まで、私はマサチューセッツ州のボストンに住んでいた。

台湾人が経営している日本食レストランでウエイターの仕事をしながら、モグリの学生

としてハーバード大学の講義を聴いていた。正直なところ、私の英語力ではその講義の

内容を理解できず、ちんぷんかんぷんで、ただ忍び込んでいるといった感じだった。 

そこで出会ったバラクに大麻を教えて貰った。彼は黒人の父親と白人の母親のあいだ

に生まれた混血だった。弁護士資格を取得するためハーバードのロー・スクールに在籍

していた。 

 その瞬間は唐突にやってきた。日常のありふれた行為だった。 

バラクは、紙巻きタバコ（Marlboro だったと思う）の筒を破り、そのなかにあった葉

っぱを抜きとった。そのタバコの葉っぱに乾燥大麻をまぶしていく。その混ざり合った

葉っぱを巻紙でクルクルっとやって、ポンポンと固めた。そしてそれはタバコではなく、

ジョイントと呼ばれるものになった。 

バラクはジョイントを私に手渡して、火をつけてくれた。私はタバコを吸う感覚で肺

に煙を入れて吐き出した。 

「早い、もっと肺に貯めろ」とバラクに指導された。 

そこで私は肺に煙を入れて一拍置いた。その後、ゆっくりと煙以外のよくわからない

何かも一緒に吐き出すような気持ちで下腹部を引っ込めた。バラクが頷いたので、この

吸い方で正しいとわかった。 

バラクがジョイントを求めたので手渡した。バラクも煙以外のよくわからない何かを

一緒に吐き出していた。 

そうこうしていると、孫悟空の輪のようなものが頭にすっぽり嵌ったような感覚にな

った。その輪は私の頭を少しずつ締め付けてきた。それは産まれて初めて味わう感覚だ

った。驚いた私は思わずその感覚に逆らった。そうなると脳内での戦いだ。私は最後ま

で大麻の効力に抵抗した。これが大麻との最初の出会いだった。 

誠にお恥ずかしい話だが、日本で大麻に対する警戒心を植え付けられていた私は、そ

の効用をまったく楽しめなかった。それはつまり、アルコールを飲んで酔うことを拒絶

するのと同じである。日本で違法となっているものを試したので、思わず警戒心が勝っ

てしまった。 

 

 

３ 大麻の効用 

 

その後、警戒心の消えた私は、大麻を好んで吸引するようになった。大麻を吸うと、
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体がリラックスした状態になり、ちょっとした無気力状態になる。まわりの景色がゆっ

くりと流れているような感覚になる一方で、五感（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）は

研ぎ澄まされて、音楽がよく聞こえるし、口に入れる物は美味しく感じられる。音楽を

聴きながら体を壁にもたれているだけで幸福感を得られる。大麻を吸うことで単純に幸

福感が増すのである。しばらくすると眠気が襲ってくるので、そのまま横になるとグッ

スリ眠れる。 

大麻を吸ってみて意外だったのは、その効き方が、タバコよりもアルコールに似てい

たことである。アルコールの“酔う”といった感覚にとてもよく似ていた。ただし、アル

コールはアッパー系で高揚感を得るのに対して、大麻はダウン系でリラックスした状態

になる。アッパー系を求めるならアルコールで、ダウン系を求めるなら大麻といった具

合である。それによって好みが分かれるだろう。 

ちなみに私は、バーテンダーなど水商売をしていた経験があるのだが、アルコールの

持つ高揚感が若い頃から合わなかった。なぜなら、アッパー系のアルコールは効いてく

ると気が大きくなる傾向があり、どうでもいいことで感情的なトラブルを招きやすかっ

た。ついには呂律（ろれつ）が回らなくなり、千鳥足で歩行さえもままならなくなる。

吐いた後の悪臭は見る者すべてを不幸のどん底に陥れる。そのような状態になるのも嫌

だし、そのような状態の者と関わるのも嫌だった。 

それに比べて大麻は五感を楽しむものなので、じっとしているだけだった。誰にも迷

惑をかけることなく自己完結できる。そのため、私は大麻をこよなく愛するようになっ

た。 

その大麻は吸い始めてから効いてくるのに２０分ほどかかる。大麻のことを知らない

と、「効かねぇなぁ」とか言いながら吸いすぎてしまう。何事もほどほどが大切で、吸

いすぎてしまえば当然の如く、急性アルコール中毒のような状態になる。大麻に関する

トラブルのほとんどは、こうした無知による大量摂取である。大麻を吸うにあたって注

意しなければならないのは、大麻のことをよく知ることである。 

 

 

４ 大麻の危険度 

 

自動車を運転した時の危険度は『メール３２％ 飲酒２５％ 大麻９％』と言われて

いる。そもそもダウン系の大麻は、その場でじっとしているのが効用を得るための手段

であるため、動き回るような行動はほとんどないのが実情である。 

 大麻の精神依存や耐性獲得指数は、タバコと比べるとはるかに低くなっている。タバ

コは依存性もさることながら健康被害も大きく、身体に及ぼす害の比率は『大麻ジョイ

ント３本＝マルボロ２０本』となる。 
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大麻は頑張って吸っても一日に１本なので、健康被害はタバコの方が断然高くなる。

正直、私も毎日大麻を吸おうとは思わない。気分転換で休みの前夜に吸うくらいがベス

トだろう。 

もちろん、大麻は煙を吸うため健康に良くないのは確かである。大麻を過剰に吸えば

重大な健康被害を及ぼす。それはアルコールも同じであり、感情が不安定になったり、

足が縺れたり、嘔吐をもよおしたりする。タバコは精神依存や耐性獲得指数が高いので、

大麻よりもっと深刻な健康被害を及ぼしている。 

そこでふと疑問が起こる。正直なところ、アルコールも、タバコも、大麻も同じよう

なものである。それなのにどうしてアルコールやタバコは合法なのに、大麻は違法なの

だろうか。 

そこで私はバラクに尋ねてみた。 

「オランダは大麻が合法だよね」 

「あぁ、コーヒーショップに沢山の種類の大麻が売られている。大麻が合法だから裏社

会（マフィア）に金が流れにくくなっている。社会に良い影響を与えているね」 

「それなのに、どうしてアメリカでは大麻が違法になっているのかな」 

「人間の必要悪を取り除くのが聖書の教えだからさ。聖書の教えに従って大麻は違法扱

いになっているのさ」 

「なるへそ」 

「だから、１９１９年にアメリカは禁酒法に挑戦したのさ。でも、結局はアルコールが

マフィアの巨大な収入源になって禁酒法は廃止になった。宗教が社会システムに負けた

典型的な例だね。それに大麻を合法化すると、タバコやアルコールが売れなくなるだろ」 

「なるへそ」 

「たとえば、十世紀のヨーロッパでは、コーヒーは中東から来た悪魔の水と呼ばれ、飲

んだら死刑だった。それが今では何処もかしこもカフェ、カフェだ。つまり違法と合法

の境界線は、宗教や、経済や、歴史的な背景といった、社会の都合によって決まるのさ」 

「なるへそ」 

「そうそう、日本の大麻法は、アメリカが日本を占領した時にＧＨＱがつくったものだ

よ。占領前まで日本で大麻は合法だった」 

 

私はひたすら「なるへそ」と頷いてばかりいた。 

 バラクはとても博識で、どのような質問に対しても答えを持っていた。一つの質問に

対して十の答えが返ってくるといった感じだった。 

 その後、ロー・スクール課程を修了したバラクは、シカゴの弁護士事務所で働くこと

になった。人権派弁護士として多くの貧しい人々を救っている。そうした業績を順調に

積み重ねて、いつしかバラクは政治家になっていた。そして激しい選挙戦に勝ち残り、
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アメリカ合衆国大統領の就任宣誓に至っている。 

まさか、あのバラクが聖書に片手を置いて大統領就任演説を行うとは、あの当時は思

いもしていなかった。そう、私に大麻を教えてくれたのはバラクだった。 

バラクとの交流については、各方面に配慮してこれ以上は触れないでおく。私はバラ

クのあんなことも、こんなことも知っていて、下手をしたらＣＩＡに暗殺されてしまう。 

この件についてはどのような形で質問されてもノーコメントとさせて頂く。 

 

 

５ 大麻の入手方法 

 

大麻は英語でマリファナ (marijuana)である。私のまわりでは隠語で「はっぱ」と呼

ばれることが多かった。タバコに混ぜて吸うのが一般的であり、こだわっている者は大

きな水パイプを使って吸っている。 

大麻樹脂を固めたものはハシシ（hashish）である。見た目がチョコレートに似ている

ので、「チョコ」と呼ばれている。マリファナもハシシも形状が違うだけで成分は同じ

だ。 

下記の写真はインド滞在時にチョコでつくったジョイントである。 

 

 
 

日本で大麻を入手する手段として、激しい系の音楽をやっている人に、「手に入る？」

と聞けば、たいがい入手先を知っている。ただし日本は、どうしても粗悪品で割高にな

ってしまう。日本での購入は大麻取締法もあるので辞めておくべきだ。大麻と呼べない

大麻がでまわっているのが実情である。 

そこで私は、もっぱら海外で吸っている。発展途上国や貧困国では、違法とされてい

ても、実際は自由に売買されていて、簡単に格安の大麻が手に入る。 

ただし、旅行者から賄賂をとろうとして、売人と警官がグルになっているケースがあ
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る。そこらへんは注意が必要である。 

もし読者の皆さんが、安全かつ、格安かつ、良質な大麻を御希望なら、合法化されて

いるオランダのアムステルダムをお薦めする。街のあちらこちらにコーヒーショップが

あり、そこで幾らでも最高級の大麻を購入できる。店のメニュー表には、コーヒー豆の

如く、様々な種類の大麻が記載されていて、どれを選んで良いのか困ってしまうほどだ。

そんな時は、「最も軽いのを下さい」と言って、購入すれば良いだろう。店内に流れて

いる『ボブマーリー』でも聴きながら一服すれば、もう最高の気分を味わえる。 

アムステルダムの街は、大麻が合法だからと麻薬が氾濫することもなく、他の先進国

同様に整然としている。むしろ闇販売が無いので裏社会に金が流れ難くなっている。 

アメリカは１９１９年に禁酒法を執行したが、マフィアの巨大な収入源となった為に

廃止した。ロシアも禁酒法によってマフィアが巨大化した為に廃止した。法の縛りがあ

ればあるほど、裏社会にお金が流れていく。世の中はそういうふうにできている。 

私はいつも汚い服装で世界を旅しているので、帰国したら必ず、全身のみならず、靴

の中まで調べられる。怪しげな行動をすれば別室で尻の穴まで調べられるので、素直に

従って大人しく調べてもらっている。「大麻の持ち込み多いですか？」と尋ねると、決

まって「多いですね」と返ってくる。 

 繰り返しておく。日本で大麻は違法であり、持ち込みは辞めておくべきだ。海外に行

く楽しみのひとつとして大麻を捉えてもらいたく思う。 

 

 

６ 大麻の報道 

 

以前、ＴＶの教養番組で麻薬の危険度を４段階に別けて解説していた。そこで最も危

険な麻薬の中に、覚せい剤、コカイン、ヘロインと一緒に大麻が入っていた。何かの間

違いでないかと思ったが、解説者は「大麻」と明瞭に発音した。 

覚せい剤の最も悪い点は、耐久がついて消費量が増えてしまうことである。依存性が

あるので、辞めるに辞められず身を滅ぼしてしまう。大麻にはそうした危険性などなく、

大麻が最も危険な麻薬なら、アルコールやタバコでさえも最も危険な麻薬になってしま

う。 

報道機関として麻薬の危険性を訴えるのはわかる。社会を安定させるために、そうし

た報道は必要だろう。かといって、真実を偽って報道するのは論外で、正しい情報を正

しく伝えることに報道の意義がある。 

そもそも報道機関が風俗やギャンブルに寛大なのも納得がいかない。外国人の売春は

人身売買と繋がっており、とてつもなく悪質である。女性を買うという行為をもっと批

判的に取り扱うべきだろう。また、世界中でパチンコなる違法ギャンブルを黙認してい
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るのは日本だけである。そのような黙認に対して積極的に突っ込んで、社会正義を追求

するのが報道の役割だろう。報道機関はエリート化してしまったために、自己利益ばか

り求めるようになり、どうにも腰がぬけている。 

さて、話を大麻に戻そう。よくある大麻に対する主張に次のようなものがある。 

「大麻を合法化すると、次はヘロインやコカインを吸い始める」。 

これは大麻を麻薬として定義しているからであり、アルコールやタバコと同じように

嗜好品と定義すれば、そうはならない。 

このような主張の最も駄目なところは、自らの大麻体験を語れない所にある。実際に

大麻を吸ってみて、そのうえで大麻を否定するのならわかる。しかし、大麻を吸った経

験のない者が、大麻の危険性を幾ら訴えても、それはただの妄想である。聞きかじりの

知識でもって、ありきたりの主張をされても困ってしまう。 

 

かつて、小説家の『中島らも』さんが、エッセイで面白可笑しく大麻解放論をぶって

いた。下北沢にある大麻堂のオーナーである麻枝光一氏は、今でも元気に大麻解放論を

ぶっている。そもそも私が大麻について考察を始めたのは、麻枝光一氏の書いた『マリ

ファナ青春旅行（幻冬舎）』を読んだのがきっかけだった。海外を旅してみようと考え

たのも、この書籍の影響が大きかったように思う。 

もう２０年程前の話になるが、ラジオ（ＦＭ横浜だったと思う）で私のつくった芝居

の宣伝をさせてもらう機会があり、そこで大麻解放論をぶったら、クレームが殺到して

重役会議にまでなってしまった。それから、もう二度と芝居の宣伝をさせてもらえなく

なった。それはどうでもいいとして、その時につくった芝居の招待券を麻枝光一氏に送

ったら、わざわざ劇場まで来てくれた。大麻解放論者のカリスマとして、いつまでも元

気に頑張ってほしいと願う。 

最近はインターネットで情報を容易に取得できるようになり、社会が隠してきた大麻

の実態について明らかになっている。若者を中心に大麻解放を主張する者も増えている。

そのような若者たちに向けて、大麻合法化の可能性についての持論を述べておこう。 

 

 

７ 大麻の合法化 

 

世界にはオランダのように大麻が合法な国もあれば、宗教的な理由でアルコールやタ

バコが違法な国もある。肉を食べない国もあれば、一夫多妻制の国もある。これらはそ

の国々の宗教や習慣から生まれた文化である。 

日本では、縄文時代以来、日本人の生活は大麻と密接に関わっている。着物やフンド

シを麻布でつくり、人家の壁や天井を麻の茎でこしらえ、下駄の鼻緒や畳を麻糸で縫い
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合わせ、麻の袋に食料を貯め込んでいた。その他にも燃料用として、医療用として、祭

事用として、あらゆるところで大麻は使われていた。そのため、戦前の日本に大麻を取

り締まる法律はなかった。むしろ戦前は大麻栽培を奨励していたくらいである。 

日本において大麻は、ひとつの日本文化だった。現在ある『大麻取締法』は、日本が

大東亜戦争に負けて、アメリカから押し付けられたアメリカ文化である。そこに、日本

における大麻問題の難しさがある。 

しかも、大麻取締法を押し付けたアメリカでは、地域活性化の一環として大麻が合法

化されている地域がある。 

たとえば、２０１２年１１月１日、コロラド州で嗜好用の大麻使用についての住民投

票が行われた。その結果、合法化案は賛成多数で可決された。これを受けてコロラド州

では『大麻販売の許可を得た店は２１歳以上の客に２８グラムを上限に販売できる』よ

うになった。合法化が可決された背景には、マリフアナ・ツアーによる観光客の呼び込

みや大麻販売による地域活性化への期待があった。 

 アメリカ以外の国々でも大麻の規制を見直す動きが高まっている。ウルグアイでは大

麻の栽培や売買が合法化され、ポルトガルでも条件付きで少量の使用が認められた。イ

スラエル、カナダ、オランダでは、政府が医療用大麻の製造販売を支援する計画を推進

している。このような情報に触れれば、世界が大麻合法化の流れに向かい始めていると

感じるだろう。 

ただし、これらは地域活性化の一環として行われている政策であり、日本が嗜好用と

しての大麻を合法化してまで観光客を呼び込む必要性は無いのである。 

たとえば、地方分権が進み、道州制が導入されて、アメリカの州のように各地域で法

律を決められるようになれば、一定の地域で合法化される可能性はある。そのような状

況にならない限り、日本で大麻が合法化されることは無いのだ。 

なぜなら、タバコやアルコール程ではないにしても、大麻を吸えば健康被害があるのは

確かである。煙を体内に取り込み吐き出すのだから、タバコやアルコールと同じように

肺や消化器、その他の内臓疾患などのリスクを高める。タバコやアルコールでも多くの

問題を抱えているのに、わざわざ大麻を合法化して新たな問題を抱えるのは国家戦略と

してあり得ないだろう。大麻の合法化に対して、ほとんどの官僚が反対し、ほとんどの

政治家も反対する。もちろん、大麻を合法化するとタバコやアルコールが売れなくなる

ため、関連企業も反対する。大麻を資金源としている裏社会も違法でなければうま味が

無くなるので反対する。このように反対する勢力が余りにも多いため、日本で大麻合法

化の可能性はゼロである。 

大麻解放論者の『中島らも』氏でさえも、大麻を合法化すれば、僅かながら国力が低

下すると指摘している。生活の豊かさは増えるが、生産性は落ちるのである。 

２０年程前、大麻の安全性が国連で認められて、多くの先進国で大麻解放についての
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議論が行われた。ドイツでは大麻解放の直前まで世論が盛り上がった。そうした世界の

流れを止めたのがタバコだった。ヨーロッパでタバコの嫌煙運動が巻き起こり、それが

アメリカに渡って日本にもやってきた。これによって一気に大麻解放の流れは消えてし

まった。煙を吸うという行為そのものが、時代の流れのなかで否定されてしまったので

ある。そうした様々な『社会の都合』によってこれからも大麻取締法は存続していくだ

ろう。 

 唯一、医療用の大麻使用は日本でも認められる可能性がある。 

たとえば、アメリカでは、首都ワシントン（コロンビア特別区）など２３州において、

医療用の大麻使用は合法化されている。ヨーロッパをはじめ、その他の国々でも医療用

の大麻使用を認めている地域は多くある。時代の流れとして、いずれ日本でも医療用の

大麻使用は認められる可能性はある。 

ただし、嗜好用の大麻合法化の可能性はゼロである。 

 

 

８ おわりに 

 

イギリスの哲学者であるジョン・スチュアート・ミルは、その著書『自由論』におい

てこう述べている。 

 

「たとえ仲間達がわれわれの行為を愚かしいとか、片意地であるとか、間違っていると

か考えるとしても、われわれのすることが彼らに害を与えないかぎり、彼らから妨害さ

れることなく、その結果は自分で引き受けて、自分のしたいことをするという自由を要

求する」 

 

これはいわゆる『愚行権』と呼ばれるものだ。 

たとえ愚かな行いであったとしても、他者に危害を与えない限りにおいて、個人の自

由は認められるべきである。多数派が少数派の行動を「多数意見だから」と言って統制

し、その権利を奪うのは不当行為であり、暴力行為でもある。 

確かに煙を吸うというのは愚かな行為である。だからといって徹底的に禁止してしま

うのではなく、程度問題のなかで折り合いをつけるべきである。 

大麻を吸った経験がない者が勝手な妄想を並べ立てている現状を鑑み、大麻をこよな

く愛する私が大麻についての独自考察をまとめた。 

本稿が少しでも大麻をこよなく愛する人びとのお役に立てたなら幸いである。 

 なお、繰り返しになるが、大麻を吸いたければ、私のように海外で吸うべきである。

それか、無人島で吸うべきである。くれぐれも捕まらないように気を付けるべし。 
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追記 警察関係の方々へ。 

私は大麻を海外で吸います。日本では一切吸いませんので踏みこんでも無駄骨ですよ。 

 

了。 

 

 

 

 
 

（注）本作品の著作権はＳＨＯＳＡＫＵ事務所に帰属しております。本書の内容を権利

者の許諾なく複製・複写・翻案・放送・出版・データ配信（送信可能化を含む）などす

ることはできません。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
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