日本における「大麻」をめぐる言説と生産地域との関係性
福田

淳

現在，日本において大麻は大麻取締法等の法規制等によって麻薬取締り行政の
規制の対象となっている。しかしながら大麻は規制が行われる以前の日本におい
て繊維採取目的，いわゆる「アサ」として盛んに栽培が行われていた植物であっ
た。現在、その栽培面積は衰退の一途を辿っているが、伝統工芸品などの特殊需
要に支えられ今なおその栽培を続けている地域が存在する。本稿ではその大麻生
産地域ならびに「アサ」としての語られる大麻言説と社会に様々存在する大麻解
放論，麻薬取締り行政などをめぐる言説との関係性を見ていこうとするものであ
る。
Key words：大麻，大麻取締法，言説，大麻解放論，生産地域
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Ⅰ．はじめに
1）問題の所在
「大麻」という言葉を聞いてどのようなものを思い浮かべるであろうか。おそらく，
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犯罪，非行，中毒といった暗くて陰湿で恐ろしいもの，非社会的で社会の道徳と秩序，
健康と衛生を脅かすマリファナという恐ろしい「麻薬」というイメージがメディア等
によって作り出されており，新聞報道などメディアによって大麻という植物に対する
言説には，そのほとんどが有害な薬物，犯罪の対象 １ ） という，負のイメージが付き
まとっているように感じられる。しかしながらこれは単なるイメージではなくその社
会的な有害性の観点から他の逸脱行為と同様に，日本において大麻に対する様々な社
会的統制が執り行われている。ベッカー（1993）によれば，マリファナ喫煙における
主要な社会統制は，マリファナの供給およびそれへの接近機会の制限による統制，非
使用者にマリファナ使用者の存在を隠蔽することによる統制，マリファナ喫煙の行為
を不道徳と決めつけることによる統制，の 3 つが挙げられている。
大麻を含む麻薬を「悪」と位置づける考え方は国内法だけではなく ２ ） ，国際法に
おいても規定されており，不法な麻薬の取り扱いを犯罪として位置づけている。また，
厚生労働省の認可を受けて大麻を含む麻薬の危険性を説いた財団法人麻薬・覚せい剤
乱用防止センターのホームページ ３ ）を開いてみても，画面に大きく映るのは「ダメ。
ゼッタイ。」という文字である。このホームページの中を見てみると，薬物乱用がいか
に個人の健康を犯し，社会秩序を乱し，究極的には国家の存亡にまで関わる深刻な社
会問題であるのかを主張し，その恐ろしさを説いている。この中で大麻も他の麻薬と
同様に扱われ，その効用がいかに有害であるかということが謳われている ４ ） 。
以上のように，厚生省，警察を主とする麻薬取締り行政は「大麻」を法の下で規制
し，身体・精神双方に有害な薬物として語り，取り締まってきた。その一方で，麻薬
取り締まり行政が語ってきた「「大麻」が有害なものである」という言説 ５ ）に対して，
主にカウンターカルチャー，近年の海外，特に欧米諸国での大麻取締り政策の変化の
流れを受けて，大麻は無害なものであり，今まで行政が語ってきた大麻に対する言説
は科学的な根拠が乏しい神話であるとして，大麻取締法の違憲性，それに伴う大麻解
放，大麻の非犯罪化を主張する解放論 ６ ） があり，この両者において大麻に対する語
られ方には大きな隔たりがある。
このように大麻解放論，大麻取り締まり行政双方において，大麻が社会に与える効
用というものを薬物的観点からの有害性如何という一面からしか捉えられてはいない。
しかしながら，厳密な意味で言えば「大麻」はマリファナではなく，マリファナの原
料となるものであり，大麻の社会的効用というものは薬物的利用だけではない。他に
大麻の産業的利用，つまり大麻から採取される繊維を加工し，
「アサ」として利用して
きた地場産業としての伝統大麻栽培が日本では古くから全国の各地で行われており，
重要な換金作物としてその栽培が隆盛を誇っていた時期もあった。その後日本におけ
る「アサ」としての大麻栽培は，そのほとんどが綿製品や化学繊維，木材紙，代用穀
物の普及による需要の低下などにより衰退の一途をたどってきたのだが，現在でも小
規模ではあるが実際に栽培が行われている地域が存在する。このような地場的な伝統
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大麻栽培は，薬物的な利用ではなく繊維採取目的であるがために麻薬取締まり行政か
らはその取り締まりをある程度考慮され，その生産が継承されてきた。
本稿では，単一のものでありながらその薬物的観点において様々な語られ方がなさ
れている「大麻」に対する言説について検討し，それが実際に存続している大麻生産
地域に対してどのような影響を与え，またそのような言説の中で，この大麻生産地域
がどのように引用されてきたかを明らかにし，国内に流布する大麻言説と大麻生産地
域との関係性との考察を試みようというものである。
これらのことを踏まえて，Ⅱ章では日本での取り締まりの根幹となる大麻取締法に
至るまでの大麻規制の変遷過程を明らかにしていき，
「大麻」というものがどのように
位置づけられていったのか，特に，日本にあった繊維採取目的での大麻栽培がどのよ
うに法律という普遍的な枠組みの中で考慮されていったのかを明らかにする。Ⅲ章で
は，「大麻」という植物に対して，「有害である」として規制の対象に据える大麻取り
締まり行政と，一方で「無害である」としてその規制の緩和を要求する大麻解放論者
の言説を文献，ホームページ等からそれぞれ取り上げ，その相違点，対立点を明らか
にしていく。また，
「大麻」を薬物としてではなくその繊維を「アサ」として活用して
きた伝統的大麻，そして近年伝統的な大麻利用以外での産業的活用を目的とした，
「大
麻」を「ヘンプ ７ ） 」として利用しようとしている産業大麻（第 1 図参照）の語られ
方も同様に取り上げ，薬物としての大麻とどのように異なるのかを検討する。Ⅳ章で
は，日本に古来から存在していたという歴史，文化を概観した上で地場産業としての
アサ栽培の実態，アサ生産地域の地域性ならびに現況を明らかにする。そしてこの地
場産業としての「アサ」というものが「大麻言説」においてどのようなものとして捉
えられ，または取り扱われていったのかについて聞き取りや先行の研究をもとに考察
する。Ⅴ章では以上の分析を踏まえた上で，大麻言説と大麻生産地域との関係を明ら
かにし，その大麻言説が大麻生産地域に何らかの影響を及ぼしたのかどうかを考察し
ていきたい。
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品

薬用型

種

繊維型

利
用
部
花穂

葉

THC
栽
培

種子

茎

重量比 2～6％

重量比 0.3％未満

枝をたくさん出すように

株間を空けないで密植する

室内栽培が多い

ほとんどが露地栽培

法

＜医薬品＞

＜産業利用＞

鎮痛剤、制嘔薬、緑内障治療薬、

衣服、化粧品、食品、紙、建材、塗料、

用 神経性難病薬など

プラスチック原料、エネルギーなど

途 ＜嗜好品＞

＜伝統工芸＞

ソフト・ドラッグとして

麻織物、神事用、結納品、花火、弓弦

マリファナ、ハッシッシなど

屋根材など

日 大麻取締法により医者の処方、患
本 者の使用の一切が禁止されている

アメ
リカ

EU

連邦法では使用不可だが、州によ
っては医療目的に限定して認めて
いる

法律の規制対象外だが、都道府県知事の許可
免許なしには栽培できない（管轄は厚生省なら
びに各都道府県保健福祉薬務課）
連邦法では栽培不許可だが、いくつかの州で
栽培実験をしている

一部の国では個人の所持・使用は

THC0.2％未満の品種ならば許可なしで栽培で

罰せられない

きる

第1図

大麻草の利用方法の違いと日本ならびに欧米諸国の政策の違い

（『ヘンプ 55』ホームページから引用後、筆者が加筆修正）
2)「大麻」と「アサ」
本稿を書き始めるにあたって，まず「大麻」と「アサ」の区別について述べておき
たい。
「大麻」という言葉には上記であげたように薬物としての大麻の側面が強く押し
出されている。戦後，その「大麻」言説をもとに麻薬取締り行政は大麻に対して規制
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をかけていくこととなるのだが，従前から伝統的な大麻栽培を行っていた栽培農家は
そのような薬物として語られるようになった「大麻」とは異なる伝統的大麻な繊維採
取目的の大麻を「あさ」または「アサ」と呼び，薬物としての「大麻」ではない繊維
としての大麻の言説を形作るようになっていった。また『広辞苑』によると「あさ（麻）」
の意味は以下のようになっている。
あさ【麻】
①イ．大麻・苧麻・黄麻・亜麻・マニラ麻などの総称。また，これらの原料から
製した繊維。糸・網・鋼・帆布・衣服用麻布・ズックなどを作る。お。
ロ．クワ科の一年草。中央アジア原産とされる繊維作物。茎は四角く高さ一～
三メートル，葉は長柄，小葉五～九枚から成る掌状複葉。雌雄異株。夏，葉腋
に単性花を

生じ，花後，痩果（おのみ）を結ぶ。夏秋の間に茎を刈り，皮か

ら繊維を採る。実は鳥の飼料とするほか，緩下剤として摩子仁丸の主薬とされ
る。紅花，藍とともに三草と呼ばれ，古くから全国に栽培された。インド原産
のインドタイマはハシーシュ・マリファナの原料。大麻。あさお。お。
②麻布の略。
このように，
「アサ」は大麻のみをさす用語ではなく，広義の意味での茎の靭皮繊維を
用いる，簡単に言えば，繊維採取という目的が共通している植物の総称であり，あさ
と称される植物の種類は様々である。日本において昔から「アサ」として栽培されて
きたものは主に大麻，苧麻（からむし），亜麻の 3 種類である。この中でも古代～江戸
時代までは麻と名称付けられた植物には大麻と苧麻があり，明治以降に亜麻（リネン），
洋麻（ケナフ），黄麻（ジュート），サイザル麻，マニラ麻などが加わった。現在，こ
れらのアサは日本国内では大麻がわずかな地域で栽培されているだけでほとんど栽培
されてはおらず，その需要を輸入に頼っている。
このように，広義の意味で「アサ」という言葉は大麻を含む繊維採取目的の植物の
総称である。しかし，第 1 表のように，同じ用途を目的としていてもその植物学的関
連は全く異なっている ８ ） （写真第 1，写真第 2，写真第 3 参照）。そんな中で，①の
ロに挙げられるような特徴は，大麻特有の性質であり麻と大麻と同義としているよう
な点が見られる。また，参考資料の中には明らかに大麻に対する記述であるところを
麻として描かれているものが多く見られる ９ ） 。また，｢日本人が「麻」と称している
ものが大麻なんですね｣（aff農林省広報，1974，p．66）と小林が述べているなど，大
麻は他の麻よりも日本において身近な植物であったと考えることのできる一助となり
うる。また麻生（1998）によれば，江戸時代には大麻の葉の模様を柄にした着物の柄
にした「麻の葉文様」が一大ブームになっていたりと大麻植物が日本社会に繊維以外
の方面でも「生活の隅々まで入り込んでいた」ように，大麻は「アサ」のひとつとし
て用いられてきたのであるが，他の麻と比較してみてもその文化的な側面などから大
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麻の重要度は抜きん出ていたと言えよう。このように大麻は日本において他の麻と同
様に繊維を得る目的での「アサ」の一種として語られてきたのだが，戦後，薬物とし
ての認識がもたらされ，また他の「アサ」の生産が途絶えてしまったことも加わって，
既に述べたように「アサ」は薬物としての「大麻」と繊維としての大麻とを区別する
ために用いられるようになった。
本稿では論を進めていくにあたり，植物種としての大麻を表すときには大麻，薬物
として語られる大麻の言説についての大麻には「大麻」，繊維等を利用する伝統的・産
業的大麻として語られる大麻については「アサ」というように一応の区別をつけて論
を進めていきたい。

呼

大麻

亜麻

苧麻

名

タイマ

アマ

チョマ

ジュート麻

マニラ麻

Boehmeria

サイザル麻

学

Cannabis

Linum

Agave

名

Sativa L.

usitatissimum L. nipononivea

Hemp

Flax

Ramie

Jute

Abaca

ヘンプ

フラックス

ラミー

ジュート

アバカ

リネン

からむし

黄麻（ｺｳﾏ）

分 アサ科

アマ科

イラクサ科

シナノキ科

バショウ科 ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科

類 1 年草

1 年草

多年草

1 年草

多年草

多年草

主 中国

中国

中国

インド

フィリピン

ブラジル

フランス

ブラジル

sisalana

ケナフ

Hibiscus
cannabinus

Sisal Hemp Kenaf

別
名

洋麻

アオイ科

インド

な
生 フランス

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼ
エクアドル 中国

中国

ｭ

産
国
産 栃木

北海道

地 長野

フィリピン

中国

コスタリカ

メキシコ

沖縄

熊本、大分

なし

なし

なし

福島

下駄の鼻緒

服、シャツ

服、シャツ、 麻袋、括糸

ロープ

ロープ

麻袋

蚊帳、衣料

帆布、魚網

寝装具、

導火線、

魚網

敷物

綱

混紡地

ホース、

資材、魚網

ﾍｷｱﾝｸﾛｽ

ｲﾝﾃﾘｱﾏｯﾄ マニラ麻

神事、縁起物 芯地

製紙原料

ｶｰﾍﾟｯﾄ

機能紙

畳の縦糸

小千谷縮

用
途

第1表

麻と呼ばれる植物の一覧
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の代用

製紙原料

写真 1

大麻

（大森氏より写真提供）

写真 2

写真 4
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苧麻

亜麻

Ⅱ．大麻に関する規制，政策
1)大麻に関する取締規制とその変 遷
（a）概観
ここでは， 麻薬取締り行政の絶対的な根拠の枠組みとなる「大麻取締法」に至るま
での過程を見ていきたい。（第 2 表参照）
日本における薬物としての大麻に関する規 制というものは戦前から行なわれており，
そ れは昭和 5 年に施行，制定された「麻薬取締規則」に始まる。しかしながら，戦前
における大麻規制と戦後期における大麻規制というものはその内容において取り扱い
が異なっている。その大きな要因のひとつは，古田・斉藤（1996）等が述べているよ
うに「大麻草はわが国においても千年以上の長い歴史があるが，主に衣服原料等の繊
維作物として使用され，吸煙・吸食の風習はみられなかった」とあるように，当時，
大麻は現在のように大麻＝麻薬とする認識が見られなかったことが挙げられる １０ ） 。
このことから日本における大麻規制は，
「大麻」というものに対する認識が諸外国，特
にアメリカと異なっていたため １１ ） に，また戦後の混乱期に早急に法整備されたため
に，その法的取締りについても「大麻の完全禁止」というように一辺倒には進むこと
はなく，GHQの主導はあったものの，ある程度国情にあったものとして立法させるため
に，何度かの根本的な見直しが現行の大麻取締法に至るまでになされてきた。

年
1930

昭和 5

1943

昭和 18

1945

昭和 20

内容
第 2 阿片条約の批准に伴う麻薬取締規則の制定。大麻に関しては麻薬成
分の含量が高い印度大麻に関して樹脂及びこれを含むものを麻薬に指定
麻薬取締規則等の法令を整理統合して旧薬事法が制定、この中でも印度
大麻は麻薬取締規則と同様の規制を設けられる
終戦。占領米軍の主導により日本の復興が始まる
GHQ(公衆衛生福祉局)より大麻を含む麻薬成分を含む植物の栽培、製
造、販売、輸出入を全面的に廃止

1946

昭和 21

ポツダム省令に基づく麻薬取締規則（厚生省令第 25 号）が公布、施行

1947

昭和 22

ポツダム省令に基づく大麻取締規則（農林・厚生省令第１号）が公布、施行
大麻栽培可能地域を 12 県に指定，上限を 5880ha と定める

1948

昭和 23

大麻取締法が公布、施行。以後数度の改正を経て現在に至る
大麻栽培可能地域を従来の 12 県に 5 県を加え，計 17 県に指定

1961

昭和 36

ニューヨークで麻薬に関する国際条約が採択

1971

昭和 46

向精神薬条約採択

1988

昭和 63

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約採択

1992

平成 3

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約採択に伴い
国内制度を整備、条約の批准書を寄託
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第2表

日本における大麻取締りの規制年表

（b）戦前
日本における大麻の規制は，1925 年に行なわれた第二あへん会議条約の批准に伴っ
て制定，施行された「麻薬取締規則」
（昭和 5 年 5 月 19 日内務省令第 17 号）に始まる。
ここで大麻は他の薬物，モルヒネやコカインとともに麻薬として扱われることとなる
のだが，ただし大麻の中でも，幻覚成分，テトラヒドロカンナビノール（THC）の含有
量が高い，
「印度大麻草，其ノ樹脂，之ヲ含有スル物」を麻薬として指定しただけであ
り，その規制内容も輸出入が内務大臣の許可制，製造等が届出制となっただけであっ
た。その後，この麻薬取締規則も統合された旧々薬事法（昭和 18 年 3 月 12 日法律第
48 号）が制定されるが，ここでも薬物としての大麻は「印度大麻」のことであり，従
来のようにモルヒネ，ヘロイン等とともに麻薬として従前の麻薬取締規則と同等の規
制を受けただけであった。
この「麻薬取締規則」を契機として，日本では大麻を麻薬として指定し，規制をか
けていくことになるのだが，日本で従来から繊維採取を目的として栽培されていた大
麻草は，幻覚成分の多い印度大麻草とは区別して考えられており栽培，譲受，販売等
については全くの自由だったのである。大麻栽培農家はまったくなんの規制も受けな
かった と いってもいい。
（c）戦後
終戦後，GHQ の日本占領統治に伴う政治経済のドラスティックな構造変化は，大 麻
においてもその 一端が見られた。
第二次世界大 戦終了時までは上記のように大麻栽培は特に 規制を受けてはおらず，
それどころか，逆に国家政府によって「アサ」としての栽培は その生産が奨励されて
いた １２ ） 。しか し，GHQ占領後の 1945 年 10 月に，「「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴 ヒ発
（以下，ポツダム省令）に 伴うGHQ/SCAP文書によって大麻を含む
スル命令 ニ関ス ル件」
けしなど麻薬の原料となりうる植物の植付，栽培等一切が全面的に禁止する主旨 の指
令 １３ ） が出された。これを受けて政府は，「麻薬原料の植物ノ栽培，麻薬ノ製造， 輸
入及 輸 出等禁 止 に関スル件」
（厚生省令第 46 号，昭和 20 年 11 月 24 日 ）を施行し，以
降大麻はその薬物成分以外の大麻繊維の使用など，その目的如何を問わず 種子の植付，
栽培 ま たは育 成 等が全面的に禁止事項とされ，大麻は他のアヘン，コカイン ，ヘロイ
ン等の麻薬と同一の厳しい規制を受けることとなった。こ れに続いて，昭和 21 年には
ポツダム省令の一つとして「麻薬 取締規則」（厚生省令第 25 号）が制定され，厚生大
臣の免許を受けた取扱者以外の者については，大麻を含めた麻薬の販売，授与 ，所有，
所持等が禁止された 。
しかしながら当時，日 本において「アサ」としての大麻 繊維の需要は根強く １４ ） ，
産業として確立しており大麻栽培者は相当数存在していた １５ ） 。このことから，政府
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関係機関とGHQとの交渉の結果，翌年の昭和 22 年にポツダム省令として，繊維なら
び に種子採取，また は研究目的の場合に限定してはいるが，大麻草の栽培を認める内
容の「大麻取締規則」（厚生・農林省令第 1 号）が制定された。この「大麻取締規則」
において，薬物と繊維・種子採取目 的の大麻とを区別するために，第一条において，
「 大麻とは，大麻草（印度大麻草を含む。以下同じ。）及びその種子並びにそれらの製
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。）並びに発芽不能の
種子及びその製品を除く。」と規制対象を厳密に明確化している。また，栽培者にとっ
ても，第九条二項において栽培免許を受けようとする者は，
「大麻草の栽培目的別の栽
培地の数，位置及び面積又は研究目的」を住所地の地方長官を経由し，厚生大臣に届
け出なければならなかった。そして，第十九条において大麻取扱者は，その月におけ
る栽培地の数，位置，栽培面積，採取した茎の数量ならびに大麻繊維を販売した数量
やその相手方の氏名等を記した報告書を，毎月地方長官を経由し厚生大臣に提出しな
ければならず，その作業はかなり煩雑ものとなっていた。また，この規則の制定に伴
い大麻栽培可能地域ならびに栽培面積の上限を定めており １６ ） ，全国のどこでも栽培
が許可されるというわけではなく，その管理は厳しいものとなっていた。
（d）大麻取締法
このように，麻薬取り 締まり行政の根幹となる法律が進んでいく中，翌昭和 23 年
に は旧阿片法及びポツダム省令を集大成した旧麻薬取締法（法律第 123 号，7 月 10
日）が制定された。一方，大麻についてはその栽培者の大体が農業従事者であり，他
の麻薬とは違い繊維採取という目的もあったことから，旧麻薬取締法とは別個の法律
として現行の「大麻取締法」（法律第 124 号）が同日付で制定・施行され，以後数度
の改正を経て現在に至っている。この「大麻取締法」において 2005 年現在，大麻は
「大麻草（カンナビス・サティバ・エル）及びその製品をいう。ただし，大麻草の成
熟した茎及びその製品（樹脂を除く。）並びに大麻草の種子及びその製品を除く」とあ
るように，従前では規制対象となっていた種子がその対象から外されており，そして
また，免許を交付する主体が都道府県知事，報告義務が毎月であったものが年 1 回に
なるなど，従前のものに比べて大麻栽培従事者の実情に即した，日本の国情により合
わせたものとなっている。
2）関連国際条約
ここまで日本における大麻の取締規制の経緯を見てきたが，大麻を含む他の薬物全
般は日本国内だけの関連法案だけでなく，薬物乱用に対する国際的な取り組みの中に
おいても一律的に統制が図られている。ここでは戦後における国際的な大麻における
麻薬取締条約を見ていきたい。
1961 年以前までに各国 が個別に批准していた 9 つのアヘン，麻薬の取り締まりに関
す る国際条約，協定等のために複雑化していたためにこれらの条約，協定を一つにま
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とめ，国際的な麻薬統制を整理統合し，より実効性のあるものに統一した「麻薬に関
する単一条約‘Single Convention on Narcotic Drugs’」が 1961（昭和 36）年に採択
された。日本においては 1964（昭和 39）年に批准している。この単一条約において麻
薬類の生産・製造・所持・輸出入の免許制，国際麻薬統制委員会（INCB）の設置等が
規 定 さ れ た 。 1971 （ 昭 和 46 ） 年 に は 「 向 精 神 薬 に 関 す る 条 約 ‘ Convention on
Psychotropic Substances’」が採択された。この条約は，単一条約が薬物として規制
対象としていた麻薬，あへん，大麻の 3 種以外の幻覚剤，覚せい剤，精神安定剤等の
乱用が世界的に広まりこれらを防止するために，これまで規制のなかった上記の薬物
についても国際的な統制をなす必要が出てきたために締結された。日本は 1990（平成
2）年に批准している。そして 1988 年には上記の条約による国際統制が十分になされ
ない麻薬等の不正取引が近年増加傾向にあり，深刻な社会問題となりつつあったのを
受 け て上記 2 つの条約を補完，強化する「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関す
る 国際連合条約‘United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances’」という麻薬新条約が採択され，1990 年に発効
されている。日本においては平成 （
3 1991）年に国内の法整備 １７ ）を行い翌平成４（1992）
年に本条約を批准している。
このように日本において大麻を 含める薬物 １８ ）は国内法だけでなく国際条約におい
てもその統制に置き，規制の対象になっている。そうすることによって現在の麻薬取
り締まり行政が生まれ、「大麻」は有害であるとする言説の根幹を担っている。

Ⅲ．大麻に関する言説
大麻をめぐる言説にはさまざまなものが存在する。例えば麻薬取り締まり行政が主
張する薬物としての「大麻」を前面に押出し，その社会に与える影響等が有害である
がうえに厳しく取り締まるべきであるとする言説，日本に古来より栽培され伝統的な
工芸品として存在する伝統的な地場産業として繊維としての「アサ」として語られる
言説，そして近年にはバイオマスエネルギーとしての植物資源として注目を集め始め
ている産業大麻として語られる言説，そして「大麻」を嗜好品もしくは医療品として
捉え，
「大麻」を服用することはアルコール，タバコ等と比較しても比較的依存性，毒
性が少ないとして，現在法において一律に取り締まられている大麻の非犯罪化を唱え
る大麻解放の言説である。これらは全て同じ植物である大麻を指しているのであるが，
それぞれの立場からの大麻に対しての語られ方というものはそれぞれ異なっている。
この章では日本における大麻の語られ方においてどのような語られ方がなされている
のかを検討していきたい。
1）大麻の解放論の根拠と大麻規制との主張の相違
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現在，大麻の取り扱いは大麻取締法を主とする各種の法律で厳しく規制されている
ということは既に述べたとおりであるが，主として 1960 年代以降のカウンターカル
チ ャーの流れを受けた大麻解放論が主張しているのは麻薬取締行政が述べている「大
麻」の有害性を否定し，大麻の 薬物的使用を肯定，認可せよ，というものである。し
か し，このような大麻解放論は大麻の薬物的利用だけではなく，それまであった伝統
的なものとしての「アサ」としての大麻，また近年石油資源に代わる新たな植物資源
として注目を集め始めている産業的な活用といった用途での大麻（ヘンプ）といった
ものを含み包括的に語られている。ここでは大麻に対する薬物的観点，そして大麻取
締法に関する法律的観点に焦点をあてて述べてみたい。
（a）薬物的観点から
大麻が有害な薬物であるとしてその乱用を防止するために厳しく取り締るべきだと
主張する大麻についての言説には，岸田（1978）や丸井（1990）などによれば，主と
して次のようなものがある。（1）マリファナを使用することによって，さらに強い作
用を求めて覚せい剤，ヘロイン等の使用にエスカレートするおそれがある。（2）身体
的にも精神的にも依存性があるので長期間多量に摂取すればやめることができなくな
る。（3）運転技術に影響を及ぼし，交通事故を引きおこすおそれがある。（4）無気力
になり，勤労意欲が低下する 。
（5）多量を摂取すれば，あるいは少量でも常用すれば，
幻 覚・妄想を生じ，また，それが原因で犯罪を引きおこすおそれがある。（6）人を攻
撃的にして暴力犯罪を引きおこす。以上のように大麻 有害論が「大麻」を危険なもの
であるとする一方で，
「大麻」は無害なものであるとして規制の緩和を求める大麻解放
論は「大麻」を以下のようなものとして主張している。それは（1）大麻有害論者が主
張する「大麻」の有害性は科学的に実証できず，客観的な事実がない「神話」である。
（2）マリファナを吸ってみても雰囲気がなごやかになるとか，くつろぐとかいうリラ
ックス作用をもたらす程度で身体上の有害性はない １９ ） 。
（3）マリファナは酒やタバ
コより害が少なく，酒・タバコが法の許容範囲であれば当然マリファナも許容範囲で
ある。
（4）
「大麻」の作用は嗜好の範囲に属することであり，刑事罰の対象となるもの
ではない。個人が「大麻」を摂取して感覚が鋭くなったり，幻覚が生じたりしても社
会的な害が具体的に存在しない以上，
「大麻」を摂取するか どうかは個人の自由裁量に
委ねられる。（5）大麻を 所持しただけで懲役刑というのは厳しすぎる。欧米諸国のよ
う に罰金程度にしたらよいのではないか。
このように，同一の植物である大麻ひとつにしても有害論と無害論との間ではその
意見に対して相違が見られ，その主張は二極化しているのだがその理由については岸
田（1978）が言うように「有害・無害論は，一方は，多量に毎日摂取した場合を，他
方は少量を時々摂取した場合を想定して論じているようなのが多い」というように，
お互い自分たちの都合のいいように解釈しているためにこのような対極的な主張が生
み出されている。
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（b）法律的観点から
上記のような大麻についての認識の相違というものは法廷の場でもしばしば争われ
ており，その数は相当数に上っている。これらの裁判における判決はいずれも大麻の
有害性を否定または疑問視する見解を棄却し，大麻取締法の合憲性を認め，大麻の有
害性を肯定する内容となっている。このような中，1985 年には最高裁においてはじめ
て大麻の有害性についての判断 ２０ ) が示されている。この裁判は大麻には「有害性が
ないこと，あっても極めて低いことは公知の事実であり」
（『判例時報』，1985，pp.183），
大麻取締法が憲法 13 条 ２１ ） ，14 条 ２２ ） ，31 条 ２３ ） ，36 条 ２４ ） に違反する無効な法
律であるとして、その判断が最高裁にまで委ねられたものである。この判断において
最高裁判決は「大麻が所論のいうように有害性がないとか有害性が極めて低いもので
あるとは認められないとした原判断は相当である」として上告の棄却を決定，大麻取
締法は合憲であるという判断を示しており，大麻の嗜好目的における有害性に関する
裁判実務上は一応の決着がみられている。
（ c）非犯罪化という概念
上記のように法律的な観点において，大麻の有害性如何によっての処罰の有無の論
争に対する大麻解放論と大麻取り締まり行政の対立には非犯罪化 ２５ ） ，非刑罰化 ２６ ）
という概念が関係している。これは軽微な犯罪や被害者なき犯罪，社会における意識，
価値観の変化によって，それまで刑法によって犯罪とされていた行為を処罰の対象外
にすること，もしく は犯罪とされていた行為を刑事罰による制裁に代えて罰金等の行
政 罰や民事罰など刑法の枠組み から除外してその行為を取り締まろうというものであ
る。この概念に関して，大麻等麻薬における従来の刑罰一本槍の麻薬統制に見直しを
求める声が高まりつつあり，大麻の服用は主に個人使用の範囲であり，直接的な被害
者のいない「被害者なき犯罪」であること，また大麻の有害性が立証されていないこ
となどから，この「非犯罪化」という概念を適用し，大麻の営利目的以外の個人的使
用等における所持，栽培を刑法の範囲から除外し罰金刑などの行政罰の範囲に規定し
ている国や地域なども存在している ２７ ） 。
2）伝統的な大麻と産業大麻
日本には大麻の薬物的使用だけでなく，大きく分けて地場産業としての伝統的大麻
利用と新たな植物資源としての新興的大麻利用の産業大麻，いわゆる「アサ」として
の大麻草利用いうものも存在している。伝統的な大麻利用というものは，日本に大麻
吸煙の習慣が入ってくる以前 ２８ ） ，そして大 麻取締法が制定される以前から地場産業
として確立しており，その歴 史文化も古いものがある ２９ ） 。そして近年，自然志向の
高まり，環境保全の流れを受けてバイオマス ３０ ） のひとつとしての大麻の新たな産業
的な利用が生み出されつつある。このバイオマスとしての大麻利用は様々なものがあ
り繊維から衣服，非木材紙としての紙，分解可能なプラスチック，種子のオイルから
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化粧品・生活用品 ３１ ） ，住宅用の建材，燃料としてのエタノールなどその分野は多岐
にわたっており石油資源に代わる資源，エネルギーとして利用が注目されている。し
かしながら，現在日本では既に述べたように大麻取締法においてその栽培・研究が容
易には認可されない状況にあるため ３２ ） ，日本においてその研究ならびに市場の開拓
はほとんど進んでいない。
3）小括
大麻における語られ方は上記に述べてきたように，大麻は有害であるとして規制す
るべきだとする麻薬取締り行政，反対に大麻の有害性は客観的事実として実証されて
はお らず，現在の規制は違法であるとしてその規制を緩和するべきだとする大麻解放
論，繊維採取目的として古くか ら栽培されてきた伝統的なアサ，そして石油資源に代
わる植物資源としてのヘンプなど大麻という植物に対してそれぞれの観点から様々な
語られ方がなされている。これらの大麻の言説は，
「大麻」という一つの植物に対して
語られるものであるためか，別々に語られているわけではなく同じ括りの中で語られ
ている場合もある。例えば大麻解放論の中では日本での大麻の持つ歴史文化の深さを
もってその正当性を主張している場面が見られ，
「いまこそ，生活に役立ち伝統的な文
化としての大麻と意識を解放する草としての大麻は，同じものなのだということを見
直していきたい」
（麻生，1998，p.302）とあるように伝統的な大麻，つまり繊維採取
を目的とした「アサ」と精神に作用を与える「大麻」を同一視して解放しようとして
いる場面が見られる。そして麻薬取締まり行政においても，薬物としての大麻だけで
はなく，薬物としての用途が望めない産業大麻においても一律に規制をかけているよ
うに，
「大麻」に対する語られ方，考え方は別々に考えられるわけではなく混同して語
られている場合もある。

Ⅳ ．現在における大麻生産地域の状況
現在，日本では大麻栽培は麻薬の一種として「大麻取締法」
「麻薬および覚せい剤取
締法」でおいて厳しく取り締まられているが，その一方で，特に戦後化学繊維が普及
する以前，大麻栽培は茎の繊維採取目的，種子の食用目的をはじめとして重要な換金
作物として昔から全国各地で栽培されてきた。本章ではそのような日本においては繊
維作物として栽培されてきた，麻薬としては異なる扱いを受けている「大麻」につい
て述べていきたい。
本章において，大麻生産地域の対象地域として栃木県をその対象とした。栃木県に
おける大麻の歴史は古いものがあり，また『栃木の園芸特産』（p.40，1999）には，
あさは県西部の山間地帯で栽培され，全国生産量の 9 割以上を占める唯一の産
地である。化学繊維の普及等による減少や輸入麻の増加により，作付面積は減
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少傾向にある中で，伝統的技術の伝承された（製麻法）品質の良い国産の麻と
して，神社における需要等その人気には根強いものがある。
という説明がなされているように，栃木県の大麻は特産品として栽培され，現在では
その姿を残している唯一の産地だからである ３３ ） 。
1)日本における大麻文化
「光があふれ，気温もだいぶ高くなった。少し体を動かしただけで，汗ばむ季節で
ある。こうなると，麻がいい。麻にかぎる 。水分の吸収，発散の速さは抜群。繊維も
丈 夫だ。麻を発見し，麻の衣を身にまとった先人の知恵を改めて見直す」と平成 2 年
5 月 28 日の『天声人語』にあるように，アサは日本において，最も古くから栽培され
てきた植物の一つであり，昔から繊維の原料として知られ，衣料原料のみならず魚網，
蚊帳，畳表の縦糸，紙の原料などとしても幅広く使われてきた。また，大麻は三草四
木 ３４ ） のひとつとして数えられ，大麻の種子は稲・大豆・小豆・大麦などとともに食
用として九穀のひとつに数えられ，その油は食用や灯油として利用されてきた。
また，大麻草の植物 的な特徴として丈夫で，成長が早く，まっすぐ伸びるというこ
とから，無病息災を願うために赤ん坊のお宮参りの際には麻模様の入った着物を着て
参ったという風習があったり，人名にも「麻」の文字が用いられたりしているのも，
麻がもっているその特徴から子供の成長を願って用いられている。一方，麻は人間の
「赤ん坊が生まれたときには，今ではしないけど，麻で
一生と も密接に関わっており，
（大森氏談 ３５ ）。
へその 緒を結んで切ったり，葬式の時にはお棺を麻糸で結んでいた」
そして ，お盆の迎え火や送り火といったものにも麻の茎の部分が使わ れているなどア
サは魔よけとして信じられ，神事や冠婚葬祭 ３６ ） などに用いられており，縁起物とし
て使われてきた。また，日本に現存する最古の歌集で ある『万葉集』には麻について
詠 まれた歌が 30 首近くもあり，麻の作業過程が詠まれていた。このように日本にお
いて，麻は日常の生活に密 着したものであり日本人と深くつながってきた植物であっ
た。
2）戦前期における大麻も含めた麻栽培の奨励
近代における大麻栽培は現在のような規制を受けてはいなかった ３７ ) 。それどころ
か，国家によってその生産が奨励されていたふしさえ見受けられる。
近代，特に産業革命以降，繊維産業全般としては綿糸の機械紡績工業が発展し，大
麻の経済全体の中で占める割合は相対的に低下していった一方で，日本では明治維新
以後，国内市場の拡大により大麻の作付面積は増加した ３８ ) 。特に北海道では 1876 年
（ 明治 9 年）の北海道開発経営のための政府行政機関である開拓使の布達の中で，政
府歳入の財源を生み出すための輸出を目標とした，北海道に適しており栽培を奨励す
る農作物として，小麦粉，養蚕製糸，大麦からのビール，ブドウからのワイン，そし
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て大麻および亜麻をあげている。
また大麻を中心とする麻産業は，高谷（1906）が述べるには，
我国固有の大麻類は目下其産出盛大なり，而して大麻は亜麻の如く精細糸を成す
能はざれども，先づ，海陸軍人並に巡査，小吏官等夏服，又は常人用服其外帆布，
鉄道荷車の覆ひ，敷物，日本蚊帳，畳の縁，渾て是等に類する織物となすべき糸
を製出し得べきに付き・・（中略）・・，彼是以って此時に於て再び精良亜麻皮を
以て精良糸且つ精良布を紡織すべき製造所を興すも亦た遅きにあらざるべし
とあり，大麻は亜麻のように細かい糸を生み出すことは出来ないけれども，日本にお
ける大麻の生産は盛んであるので，まずは「海陸軍人並びに巡査，小吏官等夏服，又
は 常人用服このほか帆布，鉄道荷車の覆い，敷物，日本蚊帳，畳の縁」といった用途
が国家にとっては重要である。結論としては，兵服類 を製織する目的で，まず大麻の
紡績所を設け，その後，亜麻も手がけるようにするのがよい。と記されているように，
近代日本の麻産業は，軍需用という側面が大きかったことがわかる。こ うして大麻は
軍 需を基にして，他の繊維による代替性があまりない下駄芯縄，畳表経糸，一部の魚
網や釣り糸，ロープなどの用途に用いられた。特に第二次大戦中，アサは軍需用とし
て使用するための重要な農林水産物の一つとして ３９ ) 国策として増産が奨励された。
このようなアサの軍需的な需要の重要性は，当時から全国の 3 分の 1 以上の作付面
積を誇っていた栃木県 ４０ ) においてもその傾向は見られ（第 5 図参照），第一次世界大
戦時および，満州事変以降の時期において，大麻の作付面積は他の工芸作物と比べて
みてもその上昇率は高い。特に第二 次世界大戦時には軍需品として安定した供給が望
ま れていたため ４１ ） に，「価格等統制令」（昭和 14 年 10 月 18 日公 布，同 20 日施行）
によ って価格が公定化され，安定供給が図られた一方で，また農林省からの増産計画
など が策定され，その結果大麻作付面積は急増した ４２ ） 。
こ のように，戦前・戦中期の大麻は重要な繊維作物として魚網，製網産業，特に軍
需産 業との結びつきを強め，その生産を奨励さえされていたのである。
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7,000.0
6,000.0
5,000.0
4,000.0
町
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0

かんぴょう作付面積
はたばこ作付面積
こんにゃくいも作付面積
麻作付面積

19 43

1939
1935

1931
1927

1923

1919
1915

1911

1907
1903

16

第2図

栃木における戦前期の「アサ」と他の工芸作物の作付面積
（『栃木県史資料編近現代 2』より筆者作成）

3）現代の麻栽培の現況
（a）栃木県への大麻栽培の集中
約半世紀前までは全国の各地で栽培されていた大麻も大麻取締法の制定 ４３ ）や科学
繊維の普及，輸入麻の増大によって国内需要が著しく減少したがために，その生産は
衰退の一途を辿っている。そのような中でその生産地域は次第に栃木県へと集約され
ていくこととなった ４４ ） 。（第 6 図参照）
そして，マクロなスケールにおいて全国の大麻生産が栃木県へと集約されていった
と同時に，ミクロなスケール，つまり栃木県の中でおいてもその生産が途絶えていく
につれ，その生産地域は鹿沼市近郊と上都賀郡粟野町を中心とした「本場 ４５ ） 」と呼
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ばれる大麻作に適した栃木県西部の山間部の地域に収斂されていくこととなった。

第3図

昭和中期以降の栃木及び全国の大麻作付面積

（『麻薬・覚せい剤行政の概況』ならびに栃木県保健福祉課提供資料より筆者作成）

4）現在の大麻栽培地域の状況
（a）環境
現在，大麻栽培は上記においてある一定地域に集中することになったのは少し述べ
たが，ここではその要因となった事柄について考察していきたい。
過去において，大麻栽培は日本全国の各地で栽培がなされていたのであるから，大
麻栽培に適した場所というものは自然的な環境とは関係ないのかもしれないが，
『 野州
の大麻』
（栃木県経済部編，1939）には栃木県における大麻栽培の自然環境的な側面が
述べられている。
「本県大麻産地ノ内，山間部ハ気候概ネ温和ニシテ強風襲来ノ如キモ稀ニシテ
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大麻作ニ極メテ安全ナルノミナラズコレレガ生育ノ初期ニ於テハ大気ノ湿度大
ニシテ常ニ霧深クショカノコウニ至レバ殊ニ蒸熱ヲ感ズルガ如ク何レモ大麻ノ
生育ニ最モ適当セル状態ナルモ平坦部地方ハ春季風強クシテ大気乾燥シ加フル
ニ寒暑ノ差概シテ著シク，大麻栽培上好適地ト認メ難キモ全産地ヲ通ジ初夏ノ
候ヨリ盛夏ニ亘リ驟雨頻来シ天然潅水ノ適度ニ行ハルルハ天恵ニシテ大麻栽培
ノ有利ナル一因ヲナスモノナレドモ一面ニ於テハ五六月ノ候ニ至リ往々降雹ノ
惨害ヲ見ルハ本県大麻作ノ最モ不安トスル処ナリ」
「土質ハ亜麻大麻等ト同ジク大麻ノ品質ニ影響スルコト大ニシテ如何ニ耕耘肥
培ニ周到ヲ極メ気象状態亦順調ナルモ土質ニシテ大麻ニ適応セザレバ優良繊維
ノ製出ハ望ミ得ベカラズ，大麻栽培者ハ斯ル地方ヲ「場違ヒ」ト称シ之ニ反シ
優品ヲ産スルチホウハ之ヲ「本場」ト称シ居レリ優品ヲ産スル地方ハ殆ンド小
仏古生層 ニ属シ礫質壌土，含壌

粘質

壌土ニシテ上都賀郡西大 芦村，南摩村，

粟野町等比例ナリ。
普通品ヲ産スル地方ハ第四紀

新層（即チ小仏古生層ノ分解ニヨリ形成）ニ属

シ埴質壌土，腐敗質又ハ火 山灰ヲ含メル壌土ナリトス。又不良品ヲ産スル地方
ハ第四 紀古層ニ属シ腐埴質壌土，火山灰ヲ含ム埴質壌土ヨリ成リ何レモ排水良
好ナリトス，表土ハ浅キハ四，五寸ノ処アルモ多クハ一尺五，六寸ニシテ時ニ
六尺五寸ヲ越ユル地モ亦少カラズ」
このように，一般には砂礫地で排水がよく，風害も少なく，夏の気温が冷涼な地域，
西日が当たらない地域，風雹害が少ない地域，そして肥沃ではない土地が良い大麻繊
維を取れる土地に向いているとされている（栃木県立博物館編，2001 ４６ ） 。この点か
ら言えば，栃木県で は足尾山地東南斜面の谷間から山麓の台地の一帯 ４７ ） がこれに当
て はまる。この地域は海から遠く，また三方が山に囲まれているためにあまり風の被
害を受 けず，地質的にも大麻栽培に適した場所であったために大麻栽培が盛んに行わ
れてき た。また，このような土壌は稲作などには適してはおらず，山あいの土地であ
るため に大規模な開田化が困難であったという消極的な理由からも大麻がこの地域に
おいて 特産となったことが伺える。
一方 で，このような自然的な側面だけでなく，人的な側面も大きく，行政などから
産業と して確立していくために，「麻栽培の奨励，品種や農具の改良」 ４８ ） がこの地
域で図 られたことも麻栽培が大いに発達したことも要因のひ とつである。また，大麻
『 栃木
生 産地域に多くの麻の仲買商や麻問屋が存在していたことも一つの要因である。
市史』４９ ） には「明治 22 年の頃，栃木町で専業 9 業者，鹿沼町で専業 3 業者があり，
大正 10 年に栃木町 30 業者，鹿沼町で 20 業者が営業していた」とある。現在では麻繊
維需要 の低下により麻問屋の数も減少しており，鹿沼市では昭和 40，50 年代ごろに廃
業した 店が多く，現在は存在しない。栃木でも同様の傾向にあるが，現在でも数件の
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店が営 業を続けている ５０ ） 。
このよ うに大麻生産はこの地 域において自然的な要因がその栽培に適していただけで
はなく，その生産を支え，発展させていこうとする人的な側面もこの大麻生産地域の
形成に 大きく寄与していったのである
（b）現 在の大麻製品の主な用途
現在 ，大麻から作り出される繊維製品はすでに述べたように，化学繊維等の普及に
より衣 料用にはほとんど用いられなくなって いる。現在，大麻製品の主な需要という
の は，『広辞苑』でおいて「大麻」の項を見てみると，
たいま【大麻】
①伊勢神宮および諸社から授与するお札
②幣（ぬさ）の尊敬語。おおぬさ。
③アサから製した麻薬。栽培種の花序からとったものをガンジャ，野生の花序や葉
からとったものをマリファナ，雌株の花序と上部の葉から分泌される樹脂を粉にし
たものをハシーシュといい，総称して大麻という。喫煙すると多幸感・開放感があ
り，幻覚・妄想・興奮を来す。
と，その第一義にもあるように神道等 の世界においては大麻を「オオヌサ」と呼び，
罪やケガレを祓う神聖な植物として呪術的な事柄に用いられることが多かった。この
ことから神社等で利用される注連縄や鈴縄，護摩の札など神道と深く結びついている
ものの他に皇室行事等に用いられている。この他に大麻は，大麻繊維の持つ神聖さ，
力強さから大相撲での横綱の化粧回し，弓道の弓の弦といった伝統的なスポーツ，ま
た，高級下駄の芯縄，和凧の糸や和太鼓などに使われるなどその用途は主に神道，伝
統的な工芸品など他の繊維，特に化学繊維などでは代替することができないものに用
途は限られているが，日本の伝統芸能を陰で支える特殊需要を担うものとして現存し
ている。
そして，近年には「麻の持つ 繊維の強度に着目した麻紙の生産等，需要拡大に向け
た新たな取り組みも見られる」
（『栃木の園芸特産』p.38，2003）とあるように，若い
後継者の中にはこれまで精麻精製時に出ていた麻のくずを利用した麻紙作りと，その
紙を利用したランプシェードやタペスト リーなどの工芸品を作り ５１ ） ，消費拡大を図
る動きなども出てきた。
（ c）大麻生産者からみる「大麻」というものへのイメージ
この地域で大麻栽培を始めたのは江戸時代からであって，この辺り一帯の大麻栽培
農家の人たちは代々その栽培を受け継いできた人ばかりで あり ５２ ） ，薬物としての大
麻という認識が入って きたのは後の話であって，「ここ 2・30 年，昭和 40 年の後半ま
で は大麻を吸ってそういう幻覚症状があるだ なんて感じて作っている人はこの辺りで
は 一人もいなかった」「皆さんが感じてい るような，（ドラッグとしての大麻が持つ）
暗 いイメージというものは（栽培者である）私たちの心の中には存在しない」
（大森氏）
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と あるように，そのような認識でもって栽培をしている人たちはいなかった。また，
上 記のような現在の大麻用途に見られる神聖なものとしての大麻利用や「人間の生活
に 深く関わってきた」という大麻繊 維を代々栽培してきたという自負からか「変な意
味ではなくプライドを持って真摯な気持ちで栽培を続けてきた」ということである。
ドラッグとしての大麻の認識が入ってきたのは戦後大麻取締法が制定されてすぐとい
う話ではなく「昭和 45，46 年ごろに米兵がやって来て大麻を取っていった」以降の話
であり，それまではドラッグとしての認識は大麻栽培者にはなかったのだが，毒性の
少ない新たな品種の開発の必要性に迫られた ５３ ） 。
また，大麻を嗜好品等ソフトドラッグとして普及させようとする大麻解放運動にお
いて，伝統的大麻利用の歴史文化が大麻解放の主張のひとつになっていることについ
ては，
「 犯罪行為を正当化しようとする大麻解放論とかの大麻を広めようとする人たち
は好きじゃ ないんだよ」
「大麻を広めてくれることは大いに結構。でもその広め方は賛
成できない」
「嗜好品としての大麻と私たちの（伝統的な）大麻を一緒にしてほしくな
い」
「アサのことを本当に分かってくれる人たちと私はつきあっていきたい」
「（たしか
に大麻解放運動の人たちが）来るよ，来るけど相手にしない」というように大麻に関
する歴史文化は繊維採取目的の伝統的大麻利用に対して語られてきた言説であり，大
麻解放論が主張する，嗜好 品としての大麻と伝統的なアサを同一視して述べることに
ついて大麻栽培地域としては否定的な見解を持っている。
（d）大麻栽培の問題点と今後の取り組み
上記のように，それまで大麻栽培に対してドラッグとしての認識がなかったのであ
るが，昭和 40 年代になってドラッグとしての「大麻」という認識が蔓延するようにな
り大麻泥棒など大麻の収穫に影響を及ぼすような問題が出てきた。そのような観点か
ら大麻の向精神性物質がほとんど含まない，ドラッグとしての大麻に適さない無毒性
の大麻の開発を進め ５４ ） ，現在ではその栽培地域全域に無毒性の大麻が栽培されてい
る ５５ ） 。
現在，大麻栽培者における高齢化が進んでおり「私はまだ 50 代で若い方だよ。大
体他の人は 60 歳から 70 歳代の人たちで，中には 80 代の人でまだ栽培を続けている
人もいる」
（大森氏）というのが現在大麻栽培における現状であり，高齢化がだんだん
と深刻になってきている。そしてそのほとんどが未だにその後継者が決まっていない。
また「この場所は麻のためにあるような場所」であり，伝統工芸の技術（第 7 図，第
8 図参照）は，一度途絶えると復活させるのに大きな労力が必要であり，多くの場合
復活の試みが成功するのは難しいとされる」
（赤星，2002）ことから，
「大麻」という
伝統技術を要する伝統工芸 ５６ ） を後世に残していくことが急務となってきている。こ
のような特産品としての大麻の存続，そして大麻栽培者における高齢化問題，そして
伝統技術の継承という観点から若者の研修生の受け入れ態勢を行政に頼ることなく現
在整えつつあり ５７ ） ，「最終的には，この土地でアサと一生つきあっていきたいとい
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う人がいるなら，使わなくなった土地を提供してここを「大麻の町」として確立して
いきたい」と伝統技術の継承および後継者問題の解決を図ろうとしている。また現在，
需要拡大のために神道等の伝統工芸品などの用途以外の新たな用途の開発も進められ
ている。

写真 4

アサの加工過程「水浸し」
（大森氏より写真提供）
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写真 5

アサの加工過程「麻はぎ」
（大森氏より写真提供）

Ⅴ ．おわりに
本稿では，現在様々な側面から語られている「大麻」という植物に対しての言説を
「大麻」に対して「有害であるが上に規制をするべき」という言説は，他の
見 てきた。
様 々に語られる言説と同様，社会的に構築されていったものであり，特に日本におい
て は戦前期において「大麻」の薬理成分を嗜好品として用いるということはなく，そ
れ に対する罰則というものもなく，現在大麻について語られるような「おそろしいク
ス リ」という言説は存在していなかったと考えて差し支えない。そしてまた日本にお
い て初めて大麻に規制をかけたときにも，日本の大麻は繊維と採るためだけの「アサ」
と 考えられ，薬理作用がある大麻は日本の「大麻」とは別に「印度大麻」と区別して
扱 われ，語られていた。そして，日本の大麻は「印度大麻」とは違い，靭皮繊維を用
いる「アサ」としての大麻として歴史的にも古くから栽培が行われており，戦前期ま
での日本では「大麻」と語られていたものは苧麻，亜麻といった他の繊維採取目的で
ある「麻」とを区別するために用いられていたに過ぎなかった。
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しかしながら戦後，向精神作用をもたらす大麻の服用の習慣が伝えられ，それが社
会 的に有害であるとして麻繊維採取目的での「アサ」であっても国家という政治権力
に よって一律に取り締まられ，管理されるようになり，そしてアサが化学繊維の普及
等によってその存在が衣服，その他の生活用品に用いられなくなり身近なものではな
く なったことも加わり，次第に従来日本にあった繊維としての「アサ」としての大麻
で はなく，身体に有害であるとする「大麻」としてその語られ方が負の性質を与えら
れ て再生産されるようになった ５８ ） 。これに伴いそれまで「アサ」として語られて い
た 「大麻」は薬物としての属性を帯び，厳密な意味における「アサ」としての大麻で
は なくなったために，これまで他の麻と大麻とを区別されるために用いられていた「ア
サ 」という言葉が戦後においては薬物としての「大麻」と，繊維を得るための大麻で
あ る「アサ」というように，現代においては大麻草という植物の言説をめぐって「大
麻 」と「アサ」の使い分けがなされるようになった。このような状況の中，近年新た
な 大麻の活用法として従来存在していた薬物としての「大麻」でもなく伝統的大麻と
し ての「アサ」でもない，石油資源に代わるバイオマスエネルギーとしての産業利用
と しての大麻が注目されてきており，この大麻は「ヘンプ」と呼ばれて従前のものと
は 異なる大麻として語られている。
このよう流れの中，戦後，特に終戦を境にして大麻におけるその語られ方は劇的 に
そ の姿を変えていき，
「大麻」という植物ひとつに対してもその語られ方の違いからそ
の 語られ方，呼ばれ方も現代では様々なものとなっている。これについて考えられる
に は，やはり麻薬取締り行政ならびにマスメディアによって構築されてきた「大麻は
乱 用薬物の一つであり身体だけでなく社会的観点からも有害である」と構築し，どの
よ うな大麻であっても一律的に取り締まるべきだとする「大麻」言説のために，大麻
と いう同一の植物であっても，その用途，歴史文化の深さなど「大麻」言説において
語られる社会的に有害な薬物としての「大麻」と差異を持たせるために「アサ」，「ヘ
ンプ」といった薬物としての「大麻」とは異なる言説，語り方でもって薬物でない社
会的に有用である大麻，つまり「アサ」
「ヘンプ」といった伝統的，産業目的での大麻
言説，概念を構築しようとしている。
戦後日本において大麻をめぐるさまざまな言説が語られる中，薬物としての「大麻」
とは異なる繊維採取目的の「アサ」として伝統的な大麻栽培を続けてきた地域が存在
しており，その数，作付面積等は減少傾向にありその地域も全盛期と比べるとその規
模は 100 分の 1 以下となっているが，その土地の性質等，その地域に根付いたものと
して大麻栽培が今なお行われている。この地域においての大麻というものは昔からこ
の土地において根付いたものであり，国内に流布する世間一般の，薬物としての「大
麻」という認識とは異なり，栽培農家の方の大麻についての語り方は繊維作物として
の「アサ」という認識であるば かり ではなく，その伝統的な文化や現在の主な用途先
でもある神道など神聖なもの， 言わ ば日本人のアイデンテ ィティ の創出に携わってき
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たものとして「誇りやプライドを持って」このアサ栽培という仕事を続けており，
「今
ここにあるアサ栽培地域」そのものの姿を後世に残していきたい，と考えておりそこ
には「大麻」ついてまわる負のイメージというものはまったく感じられず，大麻有害
論としての言説とも大麻解放論としての言説とも異なる独自の言説がそこには存在し
ていた。また，このことはその地域における大麻の認識の独自性にも表れており，
「（繊
維のそれであっても）アサではなく大麻と呼んでもらいたいんだよね」
（大森氏談）と
あるようにその認識にはその地域独自のものが見られた。そして，伝統的大麻生産者
においても大麻解放論者においても「大麻」という植物についてもっと認知度を広げ
ていきたいという目的は共通しているのだが，その方向性が異なるがために両者の間
には溝があることも聞き取りの結果から明らかになった。
このように，伝統的大麻は大麻解放論とも，また近年出てきた産業大麻（ヘンプ）
とも異なる伝統的な大麻から新たな試みを発信しようとするなどその活動は伝統的大
麻生産地域において新たな言説を組み立てようとする一方で，その地域を「大麻のま
ち」として行政等に頼らず独自に構築していこうとする動きも見られ，現在その動き
はまさに過渡期であり，今後の動向も注目される。
（総文字数 31,473 字）

注 ・参考文献

１）

朝日新聞データベース『聞蔵』

http://libser.media.osaka-cu.ac.jp/ejournal/dna.htmlでの「大麻」検索（2005 年 6
月 1 日から 12 月 30 日）を行うと検索件数全 307 件中約 6 割が「大麻取締法違反の疑
いで 3 人逮捕 塩尻署」（2005 年 8 月 11 日），「大麻栽培し譲渡，元大学生ら有罪 鹿
児島地裁判決」（2005 年 6 月 28 日）等犯罪としての「大麻」がクローズアップされ
ており，他の工芸品としての「アサ」として大麻というものは取り扱われてはいない。
そして，他の約 4 割の「大麻」というものは全て徳島県などにある「大麻」という地
名からのものであり，大麻植物について の記事ではない。
２）

日本において大麻を含む薬物を違法であるとして取り締まり，規制するものとして

麻薬及び向精神薬取締法，大麻取締法，覚せい剤取締法，あへん法，そして国際的な
協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向
精神薬取締法等の特例に関する法律（通称麻薬特例法）の薬物五法の下で執り行われ
ている。 大麻についてはこの内の大麻取締法ならびに麻薬及び向精神薬取締法におい
て規制対象となっており，その栽培，使用等について厳しく制限されている。
３）

麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ！ゼッタイ。」ホームページURL

http://www.dapc.or.jp/
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４）

「ダメ！ゼッタイ。」ホームページ上ではこのような大麻服用の有害性に関して，

忍耐力に乏しく欲求不満に陥りやすい。
感情の起伏が激しく，喜怒哀楽の振幅が非常に大きい。
頭は常に朦朧状態・・・例えば，昨日何をしたのかも思い出せない状態。
鬱状態，自己陶酔，まやかしの行動，病的虚言。
学業・就業成績の低劣化，体育活動その他本来求められているもろもろの活動への不
参加。
交通違反，破壊行為，万引きなど様々な違法行為。
などの有害な影響を及ぼすと警鐘を促している。
５）

詳しくはⅢ章において取り上げる。

６）

このような大麻の違憲性を主張し非犯罪化を掲げる団体には，

カンナビスト
URL

http://www.cannabist.org/index.html

大麻取締法被害者センター
URL

http://www.asayake.jp/thc/index.html

また，書籍に関しては『マリファナ・X』
（1995）などが大麻の違 憲性を問題視し，疑
問を投げかけている。
７）
８）

ヘンプ‘hemp’は英名で大麻を指す。
大麻はアサ科（クワ科という説も）に属する雌雄異株の双子葉の一年草の植物。

日本では昔から三草四木（三草：麻，紅花，藍

四木：桑，漆，茶，楮）の一つとし

て人々に利用されてきた。学名Cannabis Sativa L.。苧麻はイラクサ科カラムシ属に
属する多年草。和名からむし。日本では本州，九州，沖縄にかけて広く分布する。古
くから織物の原料とされており，越後上布，宮古上布，小千谷縮（ちぢみ）などが知
られている。学名Boehmeria nipononive。亜麻はアマ科アマ属に属する一年草の植物
である。日本には，17 世紀に薬用として亜麻仁油を得る目的で渡来した。繊維を採る
目的では明治時代において，北海道で栽培が奨励された時期もあったが，現在ではほ
とんど栽培されていない。学名Linum perenne。
９）

例えば，戦時中の栃木県における大麻栽培事情を綴った『 栃木県の大麻』の中には

「大麻」と記述するべきところを「麻」と一律的に書かれている。
１０ ）

「大麻事犯は，戦後外国軍隊の駐留に伴い，基地周辺で散発するようになったの

だが，その大部分は外国人であった」
（『麻薬・覚せい剤行政の概況』，2004，pp．76）
とあるように当初大麻は外国人の独自の習慣であり，日本にはそれから入ってきたと
推測される。
１１ ）

後述するが，ポツダム省令として指令が下ったとき，その覚書にあった

Marijuana（Cannabis Sativa L.）という語は日本における大麻草全般を包括 したも
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のを意図したのであった が，日本政府はこのMarijuana（Cannabis Sativa L.）を「麻
薬原料の植物ノ栽培，麻薬ノ製造，輸入及輸出等禁止に関スル件」において印度大麻
草として規定し，日本の大麻と区別して考 えていた。
１２ ）
１３ ）

詳しくはⅣ章において取り上げる。
Control of Narcotic Products and Records in Japan〔麻薬製品ならび に記録に

関する件〕（12 Oct 45）
１４ ）

衣料原料の他に，魚網や下駄の鼻緒の芯，神道行事等に用いられていた。特に戦

時中にお いては軍需品としてその需要は必須でありその栽培は奨励されてさえいた。
このように化学繊維が普及する以前，大麻繊維は重要 な繊維の一つとして存在してい
た。詳しくはⅣ章において取り上げる。
１５ ）

山本（1992）によれば，1948 年当時で大 麻栽培者は 23,902 人，大麻作付面積

は 3,860.8 ヘクタール（うち，繊維採取目的面積 3,488.9（ha），種子採 取用面積 371.9
（ha）であった。（赤星，2000，より引用）
１６ ）

第五条において，栽培区域および栽培面積 が厚生大臣のみならず，農林大臣もの

許可が必要であり決定されてい た。このときには，青森 150，岩手 350，福島 200，
栃木 2400，群馬 100，新潟 200，長野 1000，島 根 150，広島 200，熊本 1120，大分
10，宮崎 120 町歩の 12 県，計 6000 町歩と大麻栽培可能県とその大麻栽培面積の上
限がそれぞれ定められた 。
１７ ）

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正 行為を助長する行為等の防止を図るた

めの麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（通称麻薬特例法，法律第 94
号）を制定，施行することによって麻薬新条約が日本国内においても機能するように
整備されている。
１８ ）

上記 3 つの国際条約において大麻はそれぞれの条約において規制の対象になっ

ている。
「麻薬に関する単一条約」では大麻の定義は本条約の一条の一項（b）～（d）
によると，
b)“Cannabis” means the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding
the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has
not been extracted, by whatever name they may be designated.
c)“Cannabis plant” means any plant of the genus Cannabis
d)“Cannabis resin” means the separated resin, whether crude or purified, obtained
from the cannabis plant.
となっており，規制対象となる「大麻」とはその種を問わずすべての大麻に当てはま
り，その名称のいかんを問わず，樹脂が抽出されていない大麻植物の花穂もしくは果
実（花穂や果実 から分けられた種子および葉を除く），大麻樹脂等が規制の対象とな
っている。そして「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約 」にお
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いてその定義における条文は，
Cannabis plant” means any plant of the genus Cannabis
と簡略化されてはいるが，基本的に「麻薬に関する単一条約」の定義に準じたものと
なっている。そして，
「向精神薬に関する条約」において の規制対象は Cannabis 属に
属する大麻草というわけではなく，大麻に 含まれる向精神物質 tetra‐hydro‐
cannabinol（テトラヒドロカンナビノール，通称 THC）が規制の対象となっている。
この条約においてテトラヒドロ カンナビノールが規制薬物の附表に掲げられていたた
めにこの大麻成分と同一の合成品を「麻薬及び向精神薬取締法」において規制される
こととなった。
１９ ）

しかしながら，精神的な依存性については個人によって差があるため一概に害が

ないとは言えない。
２０ )

大麻取締法違反，関税法違反被告事件，最高裁昭六〇(あ)四四五号，昭 60・9・

10 一小法廷決定，上告棄却
２１ ）

第十三条（個人の尊重，生命・自由・幸 福追求の権利の尊重）

すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利
については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必
要とする。
２２ ）

第十四条（法の下の平等，貴族制度の否認，栄典の限界）

すべて国民は法の下に平等で あつて，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，
政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。
華族その他の貴族の制度は，これを認めない。
栄誉，勲章その他の栄典の授与は，いかなる特権も伴はない。栄典の授与は，現にこ
れを有し，又は将来 これを受けるものの一代に限り，その効力を有する。
２３ ）

第三十一条（法定手続きの保障）

何人も，法律の定める手続きによらなければ，その生命若しくは自由を奪はれ，又は
その他の刑罰 を科せられない。
２４ ）

第三十六条（拷問及び残虐な刑罰の禁止）

公務員による拷問及び残虐な刑罰は，絶対にこれを禁止する。
２５ ）

非犯罪化

decriminalization

従来犯罪とされていた行為を処罰の対象から除くこと。現代社会 に生ずる新たな社会
的問題に対処するため新たな立法が行われ，新たな罰則が次々と制定される一方，従
来の罰則は，ほとんど適用 をみないものであっても，廃止・限定されることはまれな
ため，処罰の過剰が生じがちで，刑法の適正な守備範囲をどのように画すべきか，新
たな反社会的行為の犯罪化とともに従来の犯罪のあるものを非犯罪化すべきではない
かは重要な問題となっている。殊に多元的な現代社会において，同意した成人間の性
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行為，ポルノグラフィーなどの単なる特定のモラルに反するにすぎないような，直接
の被害者のいない被害者なき犯罪 などは刑法による規制から外すべきではないかが盛
んに議論されている。なおこのような非犯罪化が，取締り上 ，裁判上，立法上のいず
れかのレベルで行われるかにより，事実上の非犯罪化，司法上の非犯罪化，法律上の
非犯罪化に区別されて議論されることもある。
２６ ）

非刑罰化

depenalization

刑罰の妥当性・効果等の考慮から，犯罪として刑罰の対象となっている行為に対す
る刑罰を軽減・緩和し（刑の短期化，開放処遇，自由刑に代えた罰金刑等の付加など），
更には刑罰以外の制裁に代替することをいう。刑罰権の介入を，合理的な範囲に限定
しようとするもの で，その理念において，非犯罪化と共通する一面がある。
EU諸国の中には少量の大麻所持，栽培を刑法では取り締まらない国が存在する。

２７ ）

特にいち早く大麻の非 犯罪化を決定したオランダでは 1976 年から大麻に対して法律
規定を執行しない政策をとっている。
２８ ）

前掲 10）

２９ ）

詳しくはⅣ章において述べたい。

３０ ）

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で，一般的には「再生可能な，生物由

来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオマスと呼んでいる。
３１ ）

THE BODYSHOP

URL http://www.the-body-shop.co.jp/top.html ではヘンプ（大麻）種子を用いた化
粧品・生活用品などを販売している。
３２ ）

大麻栽培の認可について，
「大麻の乱用拡大を防止するた め，これまで栽培の目的

が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必 需品として生活に密着した必要不可
欠な場合にのみ限定しており，産業目的では認めていない」という見解を厚生労働省
は示しており，この観点からすると産業大麻の認可は困難なものとなってい る。
３３ ）

また，現地調査において現在，栃木 県粟野町において最大の大麻生産者（約 1 ヘ

クタール）であり，現在その主産地である粟野町，鹿沼市において運営されている栃
木県あさ振興連絡協議会現会長大 森由久氏に対して現在の大麻栽培における聞き取り
調査を行った。
３４ ）

前掲 8）参照

３５ ）

前傾 33）参照

３６ ）

このような冠婚葬祭に用いられるものとして，他には結納時に送られる友白髪な

どがある。
３７ ）

第Ⅱ章参照。大麻取締規則。

３８ ）

『日本農業基礎統計』（1958）によれば，1897（明治 30）年の時点でその作付

面積は 25,188 町歩と隆盛を誇りその後減少傾向となるのだが，1903（明治 36）年の
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時点で 16,616 町歩と，他の主要な繊維作物であるわた（15,512 町歩）との作付面積
が逆転している。
３９ ）

大麻は戦時中において，
「国民主要食料，軍需並ニ貿易関係重要農林水産物」
（『重

要農林水産物増産計画概要』，1939）の一つとして考えられ，軍需および民需の充足
等を図るために増産が計画された。大麻のほかにも他の麻類，米穀，麦類，酒精原料，
甘藷，馬鈴薯，蚕糸類，木炭，畜産物等が重要農 林水産物として挙げられ，第二次世
界大戦が佳境に入るにつれてこれ ら全般の農林水産物にわたり一定の増産目標が定め
られ着手することとなった。
昭和の初めの時点でその割合は約 4 割で，その後昭和 10 年代後半になると大麻

４０ ）

生産が全国で奨励されてためかその割合は約 3 割と相対的にはその比率は減少してい
るが，以前としてその作付面積はトップであり続けた。
４１ ）

『栃木県の大麻』
（1943）には，
「殊にそれは，軍の必需品で，謂はば平気の材料

となつて居ります。
・・・
（中略）
・・・麻はいくら生産されても足らぬ状態であります。
そこでこの麻の問題は，食糧問題と殆ど 同じ地位迄押上げられた形になつて居り，今
後益々さうなるだ ろうと謂ふのであります。而して差当りは何といつても軍の需要を
充たさなければならぬ，戦争する為に絶 対必要な部分だけは，どうしても供給しなけ
ればならん事情に在るのであります」
「 麻の不足は戦闘力に影響を来して居るといふ訳
であります」というような軍需品としての大麻の重要性を伺わせる一節が 存在する。
（1939）における昭和 14 年次の計画において，大
『重要農産物増産計画書 概要』

４２ ）

麻 は全国 41 都道府県で現状（7,236 町歩）の約 2 割となる 1,528 町歩の作付面積の増
産計画が画策され，このうち，栃木県（ 3,677 町歩）においては約 17％増となる 630
町歩が増産目標として掲げられている。この結果，全国では 7,050 町歩から 8,560 町
歩（『日本農業基礎統計』 1977）と 1,510 町歩とほぼその目標値を達成しており，ま
た栃木県においては 3,677 町歩から 4,158 町歩（『栃木県史資料編近現代 2』）と 481
町歩の増反が見られ国家主導の増産計画が行なわれていたことをうかがい知ること が
できる。
４３ ）

「戦後になって大麻取締法が成立，栽培には毎年更新が必要な免許の所持が義務

づけられた。煩雑さに，農家は大麻から離れていった」（朝日，2002 年 1 月 24 日）
など，大麻栽培減 少のひとつの要因として大麻取締法があげられている。
４４ ）

昭和 30 年代には 栃木県での大麻生産の全国比率は 90％を占め，現在に至ってい

る。
４５ ）

他に「常場」（ジョウバ），「西場」（ニシバ）と呼ぶ場合もある。また反対に良質

の麻が産出さ れにくい場所は「場違い」（バチガイ）と呼ばれている。「場違い」と呼
ばれ る地区はその需要が拡大した際 に栽培が始められるようになった地区であり，需
要が縮小していった際にはその生産がいち早く衰退していった。このようにアサ栽培
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はその生産力によってその残存要因は異なり，その栽培は残存要因が強力な地区へと
次第に収斂されていくこととなった。
４６ ）

『野州麻作りの 民俗』栃木県立博物館編，2001

４７ ）

この地域に当てはまる市町村は，栃木県では今市市，鹿沼市，栃木市ならびに上

都賀郡，下都賀郡一帯の粟野町，西方町，都賀町，葛生町などがあてはまる。（2005
年 11 月現在）
前掲 46）

４８ ）
４９ ）

栃木市史編さん委員会，1979

５０ ）

前掲 46）

しかしながら，最近ではこのような仲買業者を通さずに直接売買するケースも出てき
ている。
５１ ）

URL

このような動きをはじめたものには「野州麻紙工房 」
http://www003.upp.so-net.ne.jp/gajin/

がある。

５２ ）

大森氏に関しては現在 7 代目。

５３ ）

詳しくは下記に記述している。

５４ ）

栃木県保健福祉部薬務課によると無毒性大麻（品種名「とちぎしろ」）への切り

替えは昭和 60（1985）年に行われたとあるのだが，聞き取りによるとそれ以前から
無毒大麻の開発，品種改良は行われていた。無毒大麻「とちぎしろ」については高木
（1982）に詳しい。
また，このことに関する新聞記事もいくつか出されている。
「有毒大麻の一掃へ――栃木県あさ振興連絡協議会会長池沢正良氏（83 年この人）」日
本経済新聞，1983 年 12 月 27 日，
「無毒大麻を追放―大産地の栃木県，無毒の新品種
に転換，新用途開発も進める」（朝日，1983 年 5 月 21 日），「栃木県粟野町，麻薬無
縁の大麻産地」（朝日，1984 年 6 月 15 日）
５５ ）

現在，栃木県において栽培されている大麻はすべて無毒大麻である「とちぎしろ」

に切り替わっている。しかし，薬用に適さない無毒大麻になったあとも取締り行政に
よる厳しい 審査は現在も続けられており，たとえ無毒であってもその葉，花穂を持ち
出したり譲渡等したりする場合は大麻取締法でおいて罰せられる。
５６ ）

大麻栽培および精麻へと加工するでは専門的な技術，経験が必要であり，特に麻

はぎ（麻の茎から繊維をはがす作業），麻挽き（麻はぎされたものから表皮や 異物を取
り除いて繊維をとる作業）の工程段階においては一人前になるには最低五年かかると
いわれ ている。（赤星，2002）
５７ ）

本格的には来年（2006）度からこのような受け入れをしていきたいとのこと。

５８ ）

このような言説の生産活動には「「大麻」が社会的に有害である」という知識を

流通させるためにマスメディア等のマスコミュニケーションツールが必要であり，こ
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の観点から言えば，脚注 1）であげたような新聞報道等の大麻報道はこの国家の社会
制度に即した言説の生産に寄与していると言える。
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