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麻薬戦争はなぜ勝てないか
一アンデスのコカ・コカイン産業一

日本貿易振興会黒崎利夫

１゜はじめに

（１）

アンデスの世界におけるコカの葉の使用（チューインガムのようにかむ）Ｉま、
（２）

考古学的証拠から*己元前3500年頃に始まったといわれる。したがって、その栽培
（３）

の起源もその前後Iこさかのぼることができる。

アンデスの先住民（インディオ）は何世紀にもわたってコカの葉を労働の生産

性向上、疲労回復、宗教的儀式、医療などの手段や社交上の絆として使用してき

た。今日においてもアンデスの人々にとってコカは社交生活、宗教的儀式に不可
（４）

欠の要素であり、民族の:正となっている。

コカの使用は、インカ帝国のはるか以前からアンデスの中央部では一般化し、

広い範囲に及んでいた。コカの使用の性格やその範囲については、なお議論の余

地はあるが、スペイン人が到来したとき、その習慣は広く大衆のものとなってい

た。これまで、コカの葉はインカ帝国の独占であり、その使用は特権階級層に限

られていたと考えられていたが、近年の研究ではそのような考え方は否定されて
（５）

し、る。

興奮剤、社交上の絆としてのほかに、1970年代に入ってからは、世界で最も強

力な麻薬（drugs）のひとつであるコカイン生産の原料としての価値を持つに至

り、ボリビアやペルーなどのアンデス地方において、コカの生産は急速に拡大し

た｡

現在、世界のコカ生産の約３分の２を供給するペルーは、不法なコカの葉およ

びその半製品であるコカ・ペースト（コカインの純度約40％）などの販売による
（６）

収入I式年間８～10億ドルあるいは19億ドルと推定されている。

この金額はペルーの正規の輸出額の４分の１から２分の１に相当する。また、
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ペルーでは総人口の３％が、なんらかの形でコカ・コカイン産業に関与してい
（７）

る。

ボリビアはペルーに次いで第２の不法コカの生産国で、1987～89年のコカ・コ

カインの輸出は、正規の輸出額（５億2,000万ドル～７億2,000万ドル）に匹敵す
（８）

ろ。

コカ・コカイン関連産業で働くボリビア人は35～40万人に達する。この人数は
（９）

同国の労iii力の５～６％に相当する。

アンデスにおいてコカ・コカイン産業は、農民の雇用を増加させ、貧しい人々

の所得を引き上げ、政府に外資をもたらし、工業製品一コカイン精製に必要な

硫酸、ケロシン、アセトン、トイレット・ペーパーなど－に対する需要を増大
（１０》

さｔｔる。

この点についてタリスは次のように論じている。

「コカ産業は、発展途卜国において農村・農業開発に必要とみられるすべての

ことを実現する。すなわち、コカ産業は労働集約的であり、地方分散型の輸出

志向産業であり、家内工業促進的、外貨獲得の産業である。もし、コカ産業が

完全に合法であり、その生産者に高い利益が保証されるのであれば、経済的に
（１１）

停滞した地域の農ﾈｵ開発にとって最終的回答になるだろう。」

ペルー、ボリビアのいずれにおいても、コカ産業の完全な撲滅が成功すれば、

現状では両国とも経済的に非常に困難な事態となり、政治的・社会的にも緊張が

高まるだろう。

現在、米国の麻薬戦争の圧力により、コカ栽培は主要生産国のペルーおよびボ

リビアから近隣のエクアドル、パナマ、ベネズエラ、アルゼンチン、グァテマラ
（１２）

などIこ急速Iこ広まっている。

麻薬産業は不法であるから、その生産や取引に関する正確なデータは入手でき

ない。しかし、多くの学者や研究者、政府機関などが種々の方法で推定を行って

いる。

本稿では、コカインの原料の主生産地であるボリビアとペルーの状況について

概観し、麻薬戦争がなぜ勝てないのか、その原因の一端を探ってみたい。

Ⅱ、植民地時代

コカは南米大陸では古くから広い地域で知られ、カリブ海に接する今日のベネ
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ズェラやコロンビア、アマゾン河流域の西部の渓谷地帯のほか中米にも広まって

いた｡

スペイン人が入植してから、コカの栽培は増加し、その用途も広まった。スペ

イン人のコカに対する態度は、現代の状況と同じようにあいまいであった。一方

で、先住民のコカ使用が宗教的儀式に関連していたことから、スペイン人の聖職

者はその禁止運動の先頭に立って、1543年にペルー政府は法律や命令で栽培や梢
（１３）

費を禁止した。しかし、その過程でコカIま経済的な価値を高めていった。

コカはスペイン人にとって金や銀と並んで重要な富の源泉となった。ペドロ・

シェサ・デ・レオンは次のように述べている｡

「コカは1548～４９年および1551年にペルーで非常に価値があった。世界を通じ

て、スパイスを除けば、毎年成熟して収穫できる植物のうちコカほど有利なも
（１４）

のIまなし､。」

スペイン人は禁止運動の攻撃から自分たちの産業を守るため団結したが、この

とき彼らは先住民にとってのコカの効用と植民地経済におけるコカの中心的役割

を強調した。すなわち、コカがなければ先住民は鉱山や農場で仕事をしなくなる

と主張した。

1567年にコカ支持者のひとりファン・デ・マティエンソは、スペイン国王に次

のように報告している。

「コカを撲滅しようとすることは、ペルーが存在しなくなることを希望するこ

とであり、この土地から人々が去り、先住民が働かなくなり……ついには自分

の利益のため何かを成し遂げていると信じる人の想像が、それとは知らずに国
（１５）

士を破滅することIこなる。」

このような経済的な考え方が国王を説得し、コカは禁止すべきでないとされた。

1573年に入ってトレド副王はコカに課税し、スペイン国王は16世紀の終わりまで

コカ税で莫大な利益をあげた。１６世紀は銀鉱ブームによりコカの葉に対する需要

が増加した。鉱山労働者の疲労をいやすためにコカの葉が使われたため、農民は
（１６）

コカの生産を増ｶﾛさせｵﾆ。

１６世紀の後半に約2,000人のスペイン人が大規模なコカの取り引きに従事してい
（１７）

た。植民代にコカを栽培する農民lまもっとも裕福な人々の仲間であり、したがっ
（１０》

て多額納税者でもあっﾒﾆ。

スペイン系のエリートによるコカ産業の支配は、ボリビアの1953年農地改革に
（１９）

より大規模なコカ農上易が分割されるまで継続した。
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、、ボリビアの状況

ボリビアではコカの栽培は合法で、主として先住民の伝統的使用１号群れてい
る。公認の作付面積は法律により１万2.000ヘクタールと定められている。ボリ

ビアのコカの主な生産地は1930年代まではラパス州のユンガス地方であった。そ

のほかにコチャパンパ州のチャパーレとサンタクルス州でわずかに栽培されてい

た。

ボリビア政府は１９世紀末以来、食料の自給力向上のため、種々の方策を講じて

アンデス高地の人口をコチャバンバ州などの熱帯低地への入植を進めた。入植と
《２１）

ともIここの地方のコカ栽培も増加した。ユンガス地方が高地の段々畑であるのに

対して、チャパーレは低地で平坦なため、生産性が高く、1970年代に人って米国

をはじめとする世界のコカイン需要の増加に応じてコカ栽培は急速に拡大し、．
（Ｚ２）

カイン生産lこ供給されるようIこなった。

さらに、1975～76年の綿花市場崩壊はコカ栽培にとって大きな転換期となった。

サンタクルス州の大手綿花生産者は、代替産業としてコカインの精製に着目し、
（２３）

これがチャパーレ地方のコカ栽培に大きな東リ激となった。

チャパーレ地方はアマゾン河流域にあり、河川輸送など輸送条件がよく、コカ

イン精製や密輸に適している。現在、チャパーレには推定で１．５００カ所の滑走路

があり、また隣接するベニハ|、パンド州およびサンタクルス州でもコカイン精製
（２４）

が行われており、小規模な精製設備力K推定で約4,500カ所存在する。

チャパーレの農民が栽培したコカを仲介業者に売り渡し、仲介業者がサンタク

ルスなどの精製工場へコカを輸送する。1982年頃からは農民が直接コカの葉を．
（２５）

力・ペーストIこｶﾛｪし、それを地下組織に売り渡すようになった。

ボリビアの統計協会の経済政策研究所（ＵＤＡＰＥ）の1989年のデータによる

と、ボリビア全体のコカの葉（乾燥）の生産は15万1.992トンで、このうち１６％

の２万4.781トンが伝統的な国内消費用である。残りの12万7,211トンが不法コカ

としてコカイン・ベースまたはコカイン加工の原料となる。この原料からコカイ

ン・ベース（コカインの純度90～９２％）が約684トンできる。そのうちの６０％の

約410トンがそのまま密輸出され、残りの40％が精製されて、２１９トンのコカイン

が生産される。この図式からボリビアのコカ産業の生産額は14億1,940万ドル、
〈２６）

ＧＤＰの約31％Iこ達すると推定されている。
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このようなコカ・コカイン生産によるボリビア農民の収入は、1987年で１億ド

ル、取り引き業者（traffickers）のそれは５～10億ドルとそれぞれ推定されて
（２７）

いる。また、コカ栽培Iこ従事する農民は４～７万人、コカに直接・間接関係する

産業で生計を立てている人口は50万人（経済活動人口の20％）に達するとの推定
（２８）

ｶﾇある。

一方、1989年のデータに基づく政府委託のある調査によると、コカイン経済の

年間取り引き額15億ドルのうち、約６億ドルが国内に残留した。1990年２月にコ

ロンビアのカルタヘナで開催された麻薬サミット会議の際に、パス・サモーラ大

統領は、ボリビアの実質ＧＮＰの70％はコカイン関連であり、輸入の２分の１以
（２９）

上カヌコカ・コカイン収入でまかなわれていると言明した。

このような状況にあるボリビアでは、地主、政治家、商人、麻薬カルテルの区
（３０〕

ｶﾞﾘはない。ボリビアのコカ・ロビーの組織は強力である。全国的なコカ生産者組

合として次のような組織がある。

全国コカ生産者協会（ＡＮＡＰＣＯＣＡ）

全国コカ調整委員会（ＣＯＮＣＯＣＡ）

ユンガスおよびチャパーレの両地方には10の生産者組合があり、その上位機関

としてコカ産業化委員会（ＣＯＩＮＣＯＣＡ）がある。ボリビアのコカ生産者の

組織力の源泉はこれらの組織が次のふたつの全国的労働組合組織の傘下にあるこ

とである。

ボリビア労働者連盟（ＣＯＢ）

全国農業労働者組合連合会（ＣＳＵＴＣＢ）

コカ・ロビーは定員120名の下院に35～40名の支持者を持っている。その結果、

これらの組織は、米国政府の圧力によるコカ撲滅、特に薬剤散布に強力に反対し
（３１）

ている。

ボリビアには問題視する程の革命組織はないが、麻薬取り引き業者は軍との関

係が強い。1970年代の軍事政府はコカイン産業の発展のため資金援助を行った。

名目的にはサンタクルス州の綿花その他の農業開発に対する融資であるが、実際

に資金はコカイン精製設備の建設に使われた。また、1980年６月のガルシア・メ

ーサ将軍のクーデターは、麻薬カルテルの資金援助によるもので、ガルシア・〆
（３２）

－サ政権下の麻薬カルテルと軍Iま事実上共棲関係にあった。

ガルシア・メーサの軍事政権から1981年８月に民政に移管し、1985年に政権に

就いたパス・エステンソロは、麻薬資金を銀行システムの中に取り込むためにい
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〈つかの措置を講じている。すなわち、国内に還流する資本に対する税の免除、

中央銀行の情報公開義務の緩和、ボリビアに持ち込まれた資産の源泉に関する当

局による調査の禁止がそれである。政府は中銀が並行市場を通じる麻薬資金の取
（３３）

り入れを暗黙のうちIこ合法化している。

コカ・ロビーが強力であるため、農民がその畑のコカを撲滅した場合に政府か

ら支払われる補償金は１ヘクタール当たり2,000ドルである（ペルーの場合は300

ドル）。この補償額が少なすぎるとして、1987年に農民のリーダーは１ヘクター

ル当たり6,000ドルを要求している。これはコカ栽培による収入から割り出した
（３４）

金額Iこ基づいている。

チャパーレ地方の農民は、コカ栽培で年間に１ヘクタール当たり２，６００ドルの

ネットの収入を得ている。この額は、コカに次いで有利な作物であるオレンジや

アポガドの収入の４倍以上に達する。したがって、代替作物への転換には魅力は

非常に小さい。また、チャパーレのコカ農場で働く農業労働者の賃金は、その他

の合法的作物の農場のそれの２倍以上になる。コカイン・ペースト加工のために、

コカの葉を踏む作業を行う労働者（pisadores）は、コカ農場で収穫作業その他

の季節労働者の数倍の賃金を稼ぐ。1986年半ばのpisadoresの収入は１日当たり
（３５）

４０ドルであったが、農村部のﾉI、学校教師の給料は、月額で２３ドルにしかならない。

植民地時代と同様にコカほど有利な作物は存在しないといえよう。

Ⅳ、ペルーの状況

１９７０年にペルーでは1万６，９０６ヘクタールにコカが合法的に栽培されていた。

これは先住民の伝統的用途と科学・医療用向けのもので、政府はコカ生産を国家

経済のなかに組み入れて政府機関に管理させている。1949年に設立されたコカ公

社（EstancodelaCoca）は1972年に改組されて、ＥＮＡＣＯ（EmpresaNacion

aldelaCoca）が合法的コカ栽培を管理し、その取り引きに課税している。この

ような合法的なコカの栽培面積は1984年に５万4,770ヘクタールに拡大している。

合法的コカの生産量は1970年の１万5.050トンから1984年に５万9,859トンに増加
（３６）

してし、ろ。

これと並んでペルーでは不法なコカが栽培されている。1970年代の初めに世界

のコカイン需要が増加したため、ペルーでも原料としてのコカ栽培が急増した。

今日、コカイン産業はラテンアメリカ最大の多国籍産業となっている。この産業
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が興って以来、ペルー人は最終製品のコカインに加工精製して販売するコロンピ
（３７）

ア人に、コカの葉とコカ・ペースト（コカインの純Ｂｉﾋﾟ約40％）を供給している。

１９８５年に政府は、不法コカの作付面積が約13万5,000ヘクタール、コカの葉の
（３８）

生産Iま年平均21万4,700トンに達していることを認めている。現在、コカ生産の

中心地のアルト・ワジャガだけで栽培面積は２２万1,000ヘクタールあるとの推定
（３９）

もある。

アルト・ワジャガはアンデスの北東部の斜面（海抜500～2,000メートル）に位

置する熱帯雨林である。この地域に道路が建設された1940年代には主としてアン

デスの山岳地から先住民が農地を求めて入植を始めた。その後、茶やコーヒーの

プランテーションが出現して労働力の需要が高まって人口が増加した。また、ベ

ラウンデ政権（1963～68年）は農地改革を実施したが、反対が強く大農場の接収

に手をつけられなかったため、その代替として熱帯雨林の開発に着目した。都市

の過剰人口、失業、不平等な土地所有などの問題をアマゾン開発で解決しようと

して、アンデスの北東部の斜面（CejadeSelva）への入植を促した。これを契

機に多数の人々の入植が進んだが、政府は農業開発に必要な物的援助などに配慮

しなかったため、この政策は失敗に終わった。農産物は政府による価格統制があ

るため高く売れず、輸送などのインフラ整備が十分でないため、市場を見い出す

ことが困難であった。さらに、熱帯雨林の土壌は酸性で沃度が低く、コーヒー、

カカオ、豆類、バナナなどは期待した収穫は上がらなかった。そのため、大半の
（４０）

入植者は折りからのコカイン需要の増ｶﾛに対応してコカの作付Iこ転換した。

1968年に登場したベラスコ軍事政府も農地改革を実施し、沿岸部の大農場接収

の点では相当の実績を残したが、アンデス山岳地や熱帯雨林のアルト・ワジャガ

地方に関しては実情に合わない改革を実施しようとしたため、その成果は上がら

ず、結果として不法コカの栽培を促すことになった。

さて、ペルーの不法コカの栽培面積は、ペルー平和研究所（ＡＰＥＰ）による

と、１５万～32万ヘクタールの範囲にある。１ヘクタール当たりの収量は乾燥重量

で、アルト・ワジャガの2,400キログラム、その他の地域900～2,000キログラム

である。全国の生産量は、栽培面積20万ヘクタール、収量を１ヘクタールあたり

1,000キログラムとみて、２０万トンが算出される。コカの葉１トンから７キログ
（４１＞

ラムのコカインが抽出されるので、２０万トンの葉は1,400トンのコカインIこなる。

この数値はコカイン生産の可能量で、実際には加工・精製の過程におけるロス、

半製品の現地での消費があるから、最終製品の産出盤はこれより相当少ないとみ
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なければならない。

しかし、ＡＮＥＰは前記の生産量から1988年のコカ・コカイン輸出の売上額を

18億9,000万ドルと推定している。この金額のうち、約９億ドルが海外に逃避し、
（４２）

10億ドルが国内Iこ残留して、輸入などをまかなう資金となる。

コカの生産地アルト・ワジャガ地方はコカ・ダラーが大量に流入しているため、

中央銀行を含む主要銀行は、この地方に進出してコカ収入を吸い上げている。中

銀は近年特に熱心なコカ・ダラーの買い手で、一部の推定によると、１日当たり

400万～1,300万ドルを買い上げている。リマ市の下町の並行市場でもアルト・ワ

ジャガ地方から流入した多量のドルが取り引きされている。コカ・ダラーはいっ

たん金融制度の中に取り込まれれば、対外債務の返済をはじめ、ペルーの多くの

外貨需要を満たすのに使うことができる。フジモリ大統領は数カ月の交渉の後、

米国政府と1991年５月に麻薬取締協定に調印した．当初、同大統領は米国との協

定が軍事面を強調しすぎるとして、調印を拒否していた。しかし、6,000万ドル

の援助のうち２％がコカの代替作物への転換のためのもので、大半の資金は国際
<４３）

収支補填Iこ向けられる。

ペルーのコカ・ロビーはボリビアとは異なり、全国規模の組織はなく、各生産
（４４）

地の地方組織Iことどまっている。しかし、麻薬取り引き業者のネットワークは、

警察、軍のほかに外務、法務、内務など主要省庁の中に情報網を持っている。コ

カイン取り引き業者が取締当局の責任あるポストを占めることもある。レイナル

ド・ロドリーゲス・ロペスはペルーの大物マフィアで、ペルー捜査局（ＰＩＰ）

長官のアドバイザーとしてＰＩＰ本部の中に事務所を構えていた。ロドリーゲス

は1985年の半ばに逮捕されたが、彼の一味はＰＩＰの高官やベラウンデ政府（１９
《４５）

85～1990年）の内務大臣の私的秘書を務めている。

ペルー軍の将校は麻薬戦争にはあまり熱心ではない。彼らは麻薬戦争によりコ

カ農民をゲリラの陣営に追い込むと考えている。1991年３月、ペルー国防相は、

「直接の敵は麻薬カルテルではなく、反政府活動であり、反政府グループは麻薬

取り引きの同盟者である。」と言明している。軍は麻薬取締活動を現実に妨害し
（４６》

ており、麻薬取締当局の活動に対して軍ｶﾇ発砲したとの報告がしばしばある。

一方、センデーロ・ルミノーソなどの反政府ゲリラは、コカ農民を政府のコカ

撲滅およびコロンビアの麻籍ズフィア（仲買人）の搾取から保護するという戦術
により農民から支持を得ている。しかし、ペルー政府当局はゲリラと麻薬取り引

（４６》

きとの関係を明確に示したことはなし､。
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ペルーのコカ農民はｌヘクタールのコカ栽培で年間4.000ドル～２万ドルを稼

ぐ。したがって、コカ撲滅に対する政府の補償（１ヘクタール当たり３００ドル）
〈４９）

を拒否している。コカ生産地の先住民族のある青年Iま、コカ栽培のほかにコカ・

ペーストを加工し、さらに取り引きにも関与し、１年間に自動車２台だけで２万
（５０）

2,000ドルを使っている。

コカ収入は政府にとっても、また農民にとっても大きな魅力があるといわざる

をえない。

Ｖ・コカの栽培はなくならない

アンデスでは今日でも数100万人の人々が日常的にコカの葉をかんでいる。コ

カの葉には14種のアルカロイドが含まれ、そのひとつがコカインである。南米に

は約250種類のコカがあるが、コカインを含むのは４種類で、それらがアンデス

の各地で合法的にあるいは不法に栽培されている。

コカの葉をかむ効用としては一般に次の点が指摘されている。

①疲労感をやわらげる。

②空腹感やのどの渇きを抑える。
（５ｔ）

③高地Iこ対する適応性を高める。

植民地時代にスペイン人が鉱山や農場での先住民労働者にコカを与えて働かせ

たのは、これらの効用によるものといえる。

しかし、コカイン以外のコカのアルカロイドについては十分な研究が行われて
（５２》

いないので、コカの効用は完全にIま解明されていない。

コカ消費の伝統は一般にアンデス高地のものとされているが、コカをかむ習慣

は高地に限らず、歴史的にはベネズエラやコロンビアのカリプ海岸地帯、中米に

も存在していた。また、今日でもアマゾンの低地でも先住民族の一部がコカの葉

をかんでいる。一方、同じアンデスの高地に属するエクアドルではコカ消費の伝
（５３）

統I土なし､。

アルゼンチンの北東部（サルタ、フィフィ、およびトゥクマンの３州）でも、

コカの葉をかむ習慣がある。ここではアンデスの先住民系の人々ばかりか、社会

的､経鮒に有力な人々－一流の弁護士や代議士などのエリートーもコカを
かんでいる。

今日のアンデスの社会においてコカの葉は、もっとも重要なもののひとつであ

－４０－



ろ。老若男女、金持ちも貧しい人もコカを消費する。コカの葉は冠婚葬祭、労働

の際の休憩に、病人も健康な人にも、共同社会の親睦や団結の手段として使われ、

「インカの神聖な葉」と呼ばれている。コカの葉の使用については、その目的に
（５５）

応じてケチェア:吾やアイマラ語でいくつもの名称がつけられている。

アンデスにおいてコカはシンボルであり、お金以上の価値がある。また、コカ

をかむという行為には厳しい作法があり、原則としてひとりではかまない。グル

ープがくるま座になってかみ、友情や団結の気持ちを表す。仲間に自分のコカを
（５６）

贈り物として与え、また与えられたら感謝の意を表して受け取る。子供Iまコカを
（５７）

かまなし、といったものである。

コカは疲労や気候の変化および社会的緊張によって生ずる生理的不均衡を直す

作用があるが、個人としてのコカの消費は民族としてのシンボルである。コカの

消費は社会の圧力や必要により規制された行為であり、アンデス文化の統合のメ

カニズムにおいて重要な役割を果たしている。そのようなものであるから、コカ

の消費は快感を生む。伝統的なコカの消費を促す主な理由は、それがもたらす快

感にある。先住民族はコカが好きだからかむ。それは、先住民族の文化における

娯楽のひとつである。現代の我々が友人と酒を飲み、タバコを吸うのと同じであ
（５８）

ろ。

アルゼンチンの北東部においても、コカは酒やタバコと同じように扱われてい

る。しかし、この地方のエリートは中央（ブエノス・アイレス）のエリートとの

差を示す、あるいは中央に従属しないことを示すシンボルとしてコカをかむ。し
（５９）

ストランのデザートとしてもコカカヌ使われている。

さて、コカインの主要市場である米国における麻薬戦争は、1914年のハリソン

麻薬取締法（theHarrisonNarcoticsActofl914）に始まる。第２は、1971年

６月にニクソン大統領が、麻薬を国家の敵として全面戦争を宣言したときである。

しかし、1970年代のフォード、カーター両政権下でカリフォルニア、オレゴン、

メーンなどの１１の州でマリファナの消費が部分的に犯罪とされなくなり、この措

置を米国医師会や米国弁護士協会などの有力団体が支持したため、麻薬戦争は勢
（６０）

し､を失っメニ。

レーガン政権は巻き返しを図り、1982年10月に「麻薬戦争に終止符を打つ」方

針を打ち出した。同大統領は麻薬の供給源を断つ大規模な作戦を展開して、コカ

生産の撲滅、コカインの海上輸送を攻撃、米国国境や海岸での押収などを実施し
（６１）

プヒ。
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ブッシュ大統領は、レーガン政府の政策を引き継いで、1989年国麻薬取締戦略
（６２）

（TheNationalDrugControlStrategyｏｆｌ９８９）を発表した。プッシュ政府は
（６３）

麻薬対策贄をレーガン政府の２倍に引き上げたが、戦争は敗北Iこ終わっている。

麻薬戦争が敗北に終わったことは、コカインの卸値が米国のマイアミでキログ

ラム当たりで1980年に５万～５万5,000ドルであったものが、1988年に１万2,000

～２万ドルに低下したことからも示される。末端の価格は1980～81年にコカイン

1グラム当たり１００ドル、その純度は12％であった。1986年には１グラム当たり

８０ドルに低下したが、純度は逆に50％に向上した。さらに、1988年にはコカイン
（６４）

の純度は70％に向上しプピ。

米国における麻薬戦争の攻撃目標は、コカインのほかにマリファナとヘロイン

がある。しかし、両者とも米国人の生活の中でいわば制度化されているので、こ

れらに対する戦争はあまり熱心ではない。

1914年のハリソン法の施行以来の努力にかかわらず、ヘロインは高価格ではあ

るが需要家の手に確実に届いている。最近のデータによると、ヘロインは富裕階

級や中産階級の人々の間でますますレクリエーションとしての使用量が増加して
（６５）

いる。富裕階級の↑肖費に対しては取り締まりの成功はない。

一方、マリファナは現在米国の50の州で栽培されている。輸入の不足を補うた

め大規模なマリファナ産業が出現している。いまや、米国ではマリファナは年額
（６６）

140億ドルの第３の換金作物となっている｡

先に触れた11州のマリファナ消費の容認は、個人消費の目的で少量（１オンス
（６７）

未満）の所持を犯罪としない（decriminalized）ということである。ミズーリｌＮ

も１１州のひとつであるが、同州のジェファーゾン市ではコカインも少量（７ダラ
（６８）

ム、１０錠未満）であれIま処罰されない。

これはマリファナやコカインの公認ではなく、流通・消費の黙認といえよう。

国際的には1961年単一麻薬協定（theSingleConventiononNarcoticDrugs，

1961）により、ボリビアもペルーも科学用および医療用を除き、コカ栽培は25年

以内（1986年まで）に廃絶しなければならない。1986年以降、コカの葉をかむこ
（６９）

ともその他の伝統的使用も禁止される。しかし、現実にはこの協定'よ履行されて

いない。

これまでみてきたように、植民地時代も現代も、外部の需要に応じてアンデス

の農民はコカ生産を増やしてきた。コカの消費はアンデスの先住民にとっては数
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千年の伝統によるもので、文化の一部となっている。コカイン消費国の米国にお

いても、麻薬戦争は失敗に終わり、麻薬に対する需要はなくならず、一部は国内

で大規模に生産され、かつ消費も一部容認されている。

コカインをはじめとする麻薬は、完全に需要と供給にのっとって取り引きされ

ている。したがって、コカインの需要が存在する限り、アンデスのコカ栽培はな

くならない。不法コカの栽培を抑制するには、麻薬の需要を削減することである

が、もひと－つ重要なことは、麻薬の原料を生産する魅力をなくすことである。

ペルーにおいてもボリビアにおいても、コカ栽培の農民の大半は社会の底辺にお

り、コカ栽培が唯一の生活の手段となっている。そのような農民のためにコカ以

外の生活の手段を見い出すこと、この施策が伴わなければコカの栽培を止めるこ

とは不可能である゜
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