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「薬物事犯により刑務所に収容される女性のための

国際的アドボカシー」 

古藤 吾郎（日本薬物政策アドボカシーネットワー

ク） 

 

 

1.はじめに 

 私は、日本薬物政策アドボカシーネットワーク

（NYAN）の事務局長を務めています。また、ソーシ

ャルワーカーでもあります。私が普段活動している

半分ぐらいは、ソーシャルワーカーとして薬物使用

がある人の相談支援などに携わっています。残りの

半分はNYANでの活動で、社会を変えていくための

アドボカシーをしています。 

 なぜ半分半分の活動をしているかというと、薬物

使用の問題の多くを解決するには社会が変わってい

くことが不可欠だと思っているからです。こういう

相談電話を受けたことがあります。10代半ばぐらい

の子どもからの電話なのですが、友達との付き合い

の中で違法薬物を使うようになって、そのことが本

人としては怖かったり、不安でたまらない。でも、

その友達との関係もとても大事なので、そこも壊し

たいわけではない。でも、使っていることでどうな

るのだろうかという、たまらない怖さや不安を抱え

ていました。 

 話を聞くと、周りには学校の先生や福祉に関係す

る大人がいるようなのです。それなりに関係も悪い

わけではなさそうでした。本当は身近にいる大人に

相談できればどんなにいいことかと思うのですが、

相談できないのです。私も相談できないだろうと理

解できます。なぜなら、相談した途端、警察の介入

が必要になるかもしれないと言われてしまうという

不安があるからです。実際に先生や周りの大人たち

が絶対に通報しないとはとても思えません。 

 そう考えたときに、私が大人として関わってきて

いるこの社会というのは、若い人たちが正直に薬物

の相談をできない社会であると感じるのです。です

ので、その子どもがどうしたら薬物使用を止められ

るかということ以上に、まず社会がどうやってその

ことに向き合っていくのかを考えることが大事だと

思い、この活動をしています。 

 

2.NYANのミッション 

 NYANのミッションは、薬物使用という事象に対

して、薬物使用がある人やその身近にいる人たち（家

族など）の健康と福祉、尊厳と権利を重要視する社

会の実現を目指すことです（Slide 1）。なので、薬物

依存症に限定するものでもないし、司法や医療も大

切な視点ではあるのですが、それ以上に大切な視点

があると考えています。 

 

 とても小さな団体で、先ほど登壇した上岡が代表

で私が事務局長、一緒にコアなメンバーとして関わ

っている数名がいます。そして援助職や当事者とそ

の家族、専門家など、国内外のネットワークの中で

この活動を行っています。実際の活動資金も、日本

ではなく海外の財団から受けています。 

Slide 1 
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 今日のシンポジウムでも何回か出ましたが、合理

的配慮ということがいわれています。まず本題に入

るに当たって、薬物使用に関する合理的配慮、そし

て現実的・科学的視点に基づく見解について少しお

話ししたいことがあります。私が今日ここで話す薬

物というのは、覚醒剤や大麻などの違法な薬物だけ

でなく、処方薬や市販薬も含まれます（Slide 2）。処

方薬、市販薬、ヘロインや覚醒剤、大麻などを混ぜ

て使っている人もいますし、処方薬・市販薬だけを

医療目的を超えて使っている人もいます。日本は国

民皆保険制度があるので、処方薬や市販薬を入手す

ることは決して難しくありません。 

 

 そして、ある薬物を使うからといって、薬物に依

存しているとは限りません。その人が依存症という

病気である、あるいはメンタルヘルスに問題がある

と周りが決め付けるものではありません。本人がど

のように捉えているかが尊重されるべきです。 

 そして、薬物を繰り返し使っているからといって

依存症の治療などの支援を求めなければならないと

いうものではありません（Slide 3）。毎日のように使

う人もいれば、週に 1回、月に 1回という人もいま

す。一度にたくさん使う人もいれば、ほんの少しし

か使わないということもあります。薬物を繰り返し

使うことがありながらも仕事を普通にしていたり、

友達や同僚、子ども、パートナー、家族と良好な関

係を築いて支障なく暮らしている人たちもいます。 

 

 

 薬物の使用が短期間でも長期間でも、治療回復の

支援を必要とすることなく、その薬物を使わなくな

ることも多くあります（Slide 4）。 

 

 薬物を使う人のうち、低い割合で依存する場合が

あります。ただ、その依存状態は本人の生活状況や

使用範囲の背景でそれぞれ異なります。誰もが当然

に断薬するべきと他者が決め付け、強要するもので

はありません。虐待や暴力被害、何らかの障害によ

る影響を受けていて、薬物を使用することで生き延

びている人たちがいます。 

 例えばある人は長年、覚醒剤を使っているとしま

す。その頻度は週に 1回もしくは月に 1回、毎日か

もしれません。あるとき、捕まったために使用が止

まったとします。それは法律的には良いことかもし

れません。ですが、何かしらの向精神薬を長年ずっ

と使っていた人が、あるときスパッと服薬を止めた

Slide 2 
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とします。私はむしろ、その人の健康状態が心配に

なります。ですので、司法の視点と保健福祉の視点

は必ずしも一致する必要はないですし、私がソーシ

ャルワーカーとして優先すべきことは、保健福祉の

視点になります。 

 

3.薬物のない社会から薬物乱用のない社会へ 

 続いて現実的な視点で見ていきたいと思います。

国際的にDrug Free World（薬物のない社会）という

表現を聞いたことがあるかもしれませんが、国連レ

ベルでその言葉は使われなくなりました（Slide 5）。

国連で話されるときも、薬物とは大麻や覚醒剤だけ

ではなく、さまざまな向精神薬が含まれます。薬物

のない社会といったときに、大麻や覚醒剤、ヘロイ

ンはなくして、向精神薬はなくすのかなくさないの

かというふうに、薬物を選ぶことはできません。な

ので、薬物がある、薬物を使う人がいるという現実

の中でどう関わるのかというのが、今の現実的・合

理的な捉え方になります。 

 

 Slide 6 は科学的データからの数字です。国連の薬

物・犯罪事務所（UNODC）が昨年出したデータです

が、薬物を使用している人のうち、依存症などの物

質使用障害がある人は 13％です。これはいろいろな

国や地域のデータを集めて算出しています。ですの

で、多くの人は薬物に依存しているわけではないと

いうことです。 

 

 

 さらに、これも国連のデータですが、何かしらの

薬物使用障害を持っている13％の人のうち、適切な

治療や回復プログラムにつながっている人は 7人に

1人というデータが出ています（Slide 7）。 

 

 

4.女性への差別 

 なぜつながらないかというと、例えば依存状態に

より治療に関心がないということもあるかもしれま

せん。あるいはそうしたプログラムが地域で提供さ

れていないからかもしれません。ただ、それ以上に

強く考えられるのが、自分に適したプログラムがな

いということです。その背景として、差別・偏見が

あります。それで、支援を求めたくない、SOSを出

したくないということがあります。ここでまさにジ

ェンダーが深く関係してきます。 

 多くの治療や回復プログラムは基本的にヘテロセ

Slide 5 
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クシュアルの男性向けにデザインされていて、働い

ている人もヘテロセクシャルの男性が多くいます。

その中で女性の当事者がそこに行って、自分に適し

たプログラムを受けられることはとてもハードルが

高いことです。 

 全ての援助職者がそうだというわけではないので

すが、例えばそこで男性スタッフの男性優位なジェ

ンダー観の影響を受けやすくなります。性的な関係

ではなくても、社会の上下関係もそこに投影される

ことがあります。男性のクライアントには「○○さ

ん」と言うのに、女性のクライアントには「おまえ」

とか「○○ちゃん」と言ったりすることが起きたり

する訳です。つまり、そういったことは社会の中に

女性への差別的な向き合い方があるから起きるので

すが、こういった差別には長い歴史があります。 

 代表的な国際的アドボカシーとして、通称「女子

差別撤廃条約」というものがあります（Slide 8）。1972

年に国連で採択され、日本は1985年に批准しました。 

 

 それから 35年たって、国連で SDGsが採択されま

した（Slide 9）。その中でも薬物政策とジェンダーに

深く関係する項目があります。目標 5「ジェンダー

の平等を達成し、すべての女性及び少女のエンパワ

ーメントを行う」という目標があります（Slide 10）。

その小項目の二つ目に、「人身売買や性的、その他の

種類の搾取など、すべての女性及び少女に対する、

公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除

する」とあります。 

 

 

 SDGs の多くの目標には、具体的に達成の目標年

度が書いてあるものがあります。ただ、この目標 5

に関しては目標年が設定されていません。なぜなら、

今すぐ解決しなければならない喫緊の課題であると

いう姿勢で望むべきものと捉えられているからです。 

 

5.刑務所と女性の薬物使用 

 今度は、刑務所と女性の薬物使用に関して視点を

深めていきたいと思います。刑事司法の専門家から、

刑務所は社会の縮図であると聞くことがあります。

つまり、その地域におけるジェンダーに対する理解、

薬物使用に対する理解の程度や姿勢が、刑務所にも

反映されるということです。 

 国際的には、生物学的・身体的な理由ではなく社

会的な理由から、女性の方が、薬物使用が一度始ま

ると薬物使用障害になるのが早いといわれています

Slide 8 
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（Slide 11）。繰り返しますが、身体的・生物的な理由

ではなく、社会的な理由です。先ほども言ったよう

に、適切な支援がなかなかないということも大きな

一つの理由です。 

 

 なぜかということをもう少し深めていくと、SOS

を出しにくかったり、あるいは女性なのに、母親な

のに、ドラッグを使うなどあり得ないという偏った

考えがあります（Slide 12）。あるいは、子どもを養育

している人が相談しに行って子どもと分断されれば、

母親は相談に行かなくなります。もちろん子どもの

福祉も大事ですが、どうやって母親と子どもの両方

を支援できるのだろうかという視点から本来は考え

られるはずです。あるいは、ヘテロセクシュアルの

男性中心の支援では、女性が直面する困難や被害の

理解が低いことも考えられます。先ほどもダルク女

性ハウスの上岡さんが話していた通り、国際的にも 

 

薬物使用がある女性の背景には PTSDや性暴力の被

害があり、社会の不平等や差別・スティグマを受け

ていたり、幼少時の逆境的体験があったりします。

そして、薬物使用に関連する受刑もあります。 

 受刑についてもう少しデータで見てみると、国際

的なデータでも、刑務所にいる人のうち薬物事犯で

受刑している人の割合は男性に比べて女性が圧倒的

に高くなっています（Slide 13）。 

 

 そして日本は、世界の数字よりもさらに高くなっ

ています。日本の場合は、女子刑務所にいる人の 4

割弱が薬物事犯によって受刑しています。受刑犯罪

の名目で 2番目に多いのは窃盗ですが、日本では薬

物事犯がそれを上回って 1番目に来ます。ここでぜ

ひお伝えしたいのは、ほとんどの人が薬物の個人的

な使用や所持で捕まっていることです。暴力や被害

が存在しない罪で刑務所に収容されている人が 4割

弱いるのです。 

 こういう状況ですので、世界中で市民社会が声を

上げています。そして、国連もその動きの中で、薬

物政策においてジェンダー視点を重要視しています。

2009年には、薬物使用がある女性を罰することによ

って社会に深刻な悪影響を与えているという提言が

出されました（Slide 14）。UN WOMANも 2014年に

提言を出しました（Slide 15）。その中で、薬物取引の

背景にある虐待や暴力について話したいと思います。 

Slide 11 

Slide 12 
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 女性が薬物取引に関わることがあります。それは

多くの場合、シングルマザーで養育している子ども

がいる、ケアしている親がいるという状況であり、

短時間で収入が得られることは、養育やケアをして

いる女性にとっては、家族が暮らしていくために役

立つ収入源になります。そして多くの場合、その背

景に取引をしている組織に属する男性の存在があり

ます。本人はほとんどよく知らされていないような

状況も多いなか、つまり上下関係の下位にいる状況

の中で、短時間で稼げる何かしらの仕事を選択する

ことになるわけです。場合によっては国境を越えて

薬物を運んだりすることもあります。そしてその運

んだ先で捕まって、密輸の実行犯として厳罰を受け

ることになります。 

 本来はそういった取引をする組織のトップにいる

人たちを厳しく罰するためにデザインされた法律な

のに、末端の社会的に立場の弱い人たちが厳罰を受

ける対象になっているのです。それが女性であるこ

とが多くありますが、他にも障害を持っている人の

場合も、少数民族であったり、十分に教育を受けら

れなかった人たちもいます。その人たちがその国で、

場合によっては長期刑を強いられたり、死刑になっ

たりすることも起きています。 

 しかも、収容されている刑務所や厳罰というのは

男性を想定してデザインされているものが多いので、

当然セクシャルヘルスやリプロダクティブヘルスの

アクセスや理解が欠落している環境に身を置くこと

になります。 

 2016 年には国連で約 18 年ぶりに、麻薬に関する

特別総会が開かれました（Slide 16）。上岡と私も日本

の市民社会からの顧問として代表団に参加すること

ができました。この中で共同コミットメントが発表

され、ジェンダーに関するものが幾つも盛り込まれ

ています（Slide 17）。その中の一部でしかありません

が、妊娠中の女性に差別することなく保健サービス

へのアクセスが保証されるべきということや、当事

者である女性が薬物政策プログラムの計画、実行、

評価のプロセスに当事者として関与する必要がある

こと、そして女性が薬物事件で受刑する際にはバン

コク・ルールズを適用すべきだと言われています。 

  

Slide 14 

Slide 15 

Slide 16 
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 このバンコク・ルールズは今から 10年前に国連で

示されたもので、女性の拘禁に対してどのように措

置するべきかという国連のスタンダードを示してい

ます（Slide 18）。例えば、子どもを養育中の女性が受

刑する場合があります。子どもの福祉のためにも、

子どもは母親に面会できるようにすることが望まし

いとされています。ただ、面会をどのような形で実

現するかというと、受刑している極悪人の母親に会

いにいくというような環境をつくってはいけないと

言われています。子どもも刑務所に入るのであれば、

身体検査を受けることがあるかもしれません。そう

いったことがあっても子どもの尊厳が守られ、子ど

もは極悪人の母親に会いにいくのではなく、自分の

愛すべき母親との時間を過ごせる機会とすること、

子どもにポジティブな体験が残るように配慮した面

会になるようにデザインしなければならないことが、

バンコク・ルールズの中で言われています。他にも、

母子分離をどうしてもしなければならないのであれ

ば、子どもの福祉を最優先にすべきとも書かれてい

ます。 

 女性の差別を撤廃するいろいろな条約があり、バ

ンコク・ルールズがあり、SDGsもあり、なぜそうし

たものがどんどん出てくるかというと、達成されて

いないからです。日本もこのバンコク・ルールズに

のっとった処遇が刑務所でなされているかというと、

まだまだかなっていません。ただ、そもそもこうい

ったバンコク・ルールズをしっかりと守れるような

社会であれば、恐らく受刑への向き合い方自体が違

うのではないかと思うのです。 

 

 

6.薬物使用の非処罰化 

 市民社会が声を上げていることを幾つか話したい

と思います（Slide 19）。こうした国連の動きがなぜ起

きているかというと、その背景に当事者やその支援

者たちによる市民社会の声が、小さなものから大き

なものまでつながりながら、多くのポリシーメーカ

ーに訴えてきたからで、それでこうした条約やルー

ル、コミットメントが発表されてきたわけです。 

  

 市民社会が訴えていることは、刑務所を居心地良

くすることを最終目標に掲げているのではありませ

ん。そもそも非暴力の、被害者のいない薬物使用で

受刑させること自体が不適当であると訴えているの

です。ただ、それがどうしてもできないのであれば、

Slide 17 

Slide 18 

Slide 19 



8 

せめて刑務所内ではこういった配慮をすべきではな

いかということになります。だから、刑務所をどん

どん良くしていくことを目指しているのではなく、

そもそも刑務所から解放すべきで隔離するべきでは

ないと主張するものなのです。それがドラッグの個

人使用や軽微な取引などを非処罰化するということ

です。 

 「非処罰化」について簡単に説明すると、合法化

すれば良いということではありません。非処罰化は

あくまでもダメなものだけれども、処罰はしないと

いうことです（Slide 20）。ですので、すごく軽微な犯

罪として見ることなのです。例えば、横断歩道を信

号無視して渡ることは法律違反です。でも、それで

逮捕されたり、刑務所に入れられたりすることには

なりません。つまり、ダメとはいってもそれに見合

った対応は何かを検討した結果、処罰しないという

選択があるということです。しかしながら、ただ処

罰しないだけではなくて、地域社会ではハームリダ

クションという保健的な向き合い方が普及されてい

ることが必要であると併せて言われています。 

 

 非処罰化やハームリダクションとは何のことなの

か、まったく馴染みがないこともあるはずと思いま

す。私や上岡が編著した『ハームリダクションとは

何か―薬物問題に対する、あるひとつの社会的選択』

と、季刊誌『福祉労働』（2019年 12月）の「ハーム

リダクション―構造的スティグマによる『意思』の

蔑視への反論」という記事で、非処罰化やハームリ

ダクションについて解説しています（Slide 21）。よろ

しければぜひご参照くださいませ。 

 

 

7.エビデンスに基づく再犯防止プログラム 

 では、どのようなグッドプラクティスが展開され

ているのかということを二つほどご紹介したいと思

います。 

 一つは、米国で広がっている Law Enforcement 

Assisted Diversion（LEAD）というプログラムです

（Slide 22）。警察が捕まえても、そこで逮捕して調書

を取るのではなく、捕まった時点ですぐに地域社会

の支援機関につなげるものです。ですので、その人

は支援先に行くことだけ命じられます。その支援先

はハームリダクション的な向き合い方をしているの

で、その人が困っていることについてサポートしま

す。捕まったとしても本人は別に困っていないとい

うことであれば、「何かあったらいつでも来てくださ

い」で終わってもいいし、本人がお金や仕事、子育

てのことで困っているのであれば、そのことに対す

るサポートを受けられます。場合によっては本人が

薬をやめたいということで、断薬のプログラムにつ

ながる、ということもあっていいわけです。本人に

何かを強要するのではなく、本人が自発的に望むこ

とに対して対応するのです。そして、こうした向き

合い方をすることによって、結果的には違法薬物に

関する再犯率が下がっているというエビデンスが出

ています。再犯防止のエビデンスが出ているプラク

Slide 20 

Slide 21 
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ティスがなかなかないなか、LEADプログラムはエ

ビデンスをしっかり出しているものの一つです。 

 

 もう一つ紹介したいのが、スペインの薬物使用が

ある女性たちのセルフヘルプによる支援です。ピア

の支援ですけれども、いわゆるドロップインセンタ

ーのようなところです。より安全に使用するための

サポートをしたり、薬物使用に関係なくご飯を一緒

に作ったり食べたり、一緒に時間を過ごす活動をし

ています。 

8.日本国内におけるアドボカシー 

 最後に、日本国内のアドボカシーについてもお話

ししたいと思います（Slide 23）。 

 

 まず、薬物使用に対する現実的・科学的・合理的

な理解がもっと増進されるべきだと考えます。最初

に私が申し上げたようなことも含めて、NYAN の

Facebook ページにまとめたものを提示しているので、

もし興味があればぜひご覧くださいませ。 

 そして、法律が変わる以前に、地域社会でハーム

リダクションの実践が拡大されていくことが重要だ

と捉えていますので、覚せい剤を使用する当事者が

編み出したハームリダクションのアイデアも掲載し

ています。一例としては、覚せい剤を使う人が、ど

うしても使いたいけれども翌日に仕事があって薬が

残るのが心配というときに、お昼ぐらいまでに使っ

て、夜に寝ることができれば翌日の仕事への影響が

少なくなる、ということを健康面のアドバイスとし

て伝えることができます。健康・保健の立場で関わ

ることで、クライアントとそうした向き合い方がで

きます。 

 ジェンダーに関してどういうところにアドボカシ

ーをしていくのかと考えると、社会的に有利な立場

にある人たちが率先して変えていくことが何よりも

大事だと思います。男性優位の社会なので男性が多

くなるはずです。社会的に有利な立場にいる人たち

こそ社会を変えていく力も併せ持っているはずなの

で、その立場にある人たちがジェンダーへの理解を

深めていくことが不可欠だと思います。 

 その中で、今回私たちは女子依存症回復支援セン

ター構想に関与しています。これは法務省が日本の

女子刑務所で始めるプロジェクトなのですが、この

ことについては次の大嶋先生の講演で詳しくお話し

いただけると思うので、そちらに委ねたいと思いま

す。 

 今日は初めて聞くようなことばかりだったかもし

れません。もしご関心があれば、e メールでも

Facebook を通してでもご遠慮なくお尋ねいただけた

らとてもうれしく思います（Slide 24）。ネットワーク

が広がることが私どもは何よりもうれしいことと思

っています。こういった機会を頂けて本当に感謝し

ています。 

Slide 22 

Slide 23 
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