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（出所）米国麻薬捜査局（DEA） “コカイン生産・流通実態調査報告書、米国へのコカイン流通ルート” 
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０２０年４月１日、米国トランプ大統領は麻

薬撲滅のためにカリブ海一帯での取り締ま 

り強化を発表した。 

 

この発表に先立ち米国麻薬捜査局（DEA）は、マドゥ

ロ大統領、カベジョ制憲議長らに対して、麻薬（コカ

イン）取引の元締めとして懸賞金をかけており、今回

の派兵が麻薬取締りの強化と同時にマドゥロ政権へ

の圧力を目的としていることは明らかだろう。 

 

本稿では DEA の資料からコカイン生産の状況、米国

向けコカイン流通の実態を考察したい。 

 

３月２６日、米国検察局は、麻薬（コカイン）取引の

元締めとして、ベネズエラ政府高官・元高官ら１４名

を訴えた（「ベネズエラ・トゥデイ No.424」参照）。 

 

特にマドゥロ大統領、カベジョ制憲議長については、

コロンビア革命軍（FARC）と結託し米国へコカインを

供給している主犯格として、DEA が夫々１，５００万

ドル、１，０００万ドルの懸賞金をかけている。 

そして、今回のカリブ海への米軍派兵へとつながって

いる。 

 

それでは、マドゥロ政権によるコカイン輸出が、どれ

ほど米国にとって脅威になっているのかについて公表

されている資料から確認したい。 

マドゥロ政権は米国にとって脅威か？ 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a0e2b22a267c46d96657d3ffe69e699a.pdf
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なお、前号「ウィークリーレポート No.142」では、米

国検察局が公表したマドゥロ政権と FARC との関係を

示す資料を紹介した。 

本レポートのベースとなる資料なので、まだご覧いた

だいていない方は、そちらも併せてご確認いただきた

い。 

 

 

最初に明確にしたいのは、ベネズエラはコカインの生

産地ではなく、密売の経由地であるということ。 

 

 

以下、米国 DEA の公表資料「Colombia Cocaine 

Production Expantion Contributes to Rise in Supply 

in the United States」（１７年 8 月公表）によると、

１６年に米国で検挙した９２％のコカインは、コロン

ビアから流れている（残り６％はペルー、２％は不

明）。ベネズエラを生産地とするコカインは統計上存在

していない。 

 

この資料をベースにコロンビアのコカイン栽培実態と

米国・コロンビアのコカイン撲滅への取り組みについ

て確認したい。 

 

 

 

 

 

ベネズエラはコカイン生産地ではなく経由地 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/DIB-014-17%20Colombian%20Cocaine%20Production%20Expansion_1.pdf
https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/DIB-014-17%20Colombian%20Cocaine%20Production%20Expansion_1.pdf
https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/DIB-014-17%20Colombian%20Cocaine%20Production%20Expansion_1.pdf
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米国政府監査院（GAO）の報告書「Colombia: U.S. 

Counternarcotics Assistance Achieved Some Positive 

Results, but State Need to Review the Overrall U.S. 

Approach」（１８年１２月公表）によると、コロンビ

ア国内のコカイン栽培は下図の地域に分布していると

いう。 

 

ベネズエラ国境付近では「Cucuta」の「Norte de 

Santander」が栽培地となっている。 

 

一方で、全ての栽培地がベネズエラ国境付近に集約さ

れているわけではなく、エクアドル、パナマ国境付近

にも栽培地が分散している事が分かる。 

 

 

また、コロンビアのコカイン生産量は２０１２年まで

減少傾向にあったが、１３年から増加に転じている

（下のグラフ参照）。 

 

青い棒グラフは、コカイン原料の生産量。 

黄色い棒グラフは、輸出用に加工されたコカインの生

産量（単位はメトリックトン）。 

 

０７～１２年までコカインの生産量は減少傾向にあっ

たが、１３年以降増加に転じ、１８年時点では過去最

高水準にあることが分かる。 

 

同資料によると、１８年のコロンビアのコカイン原料

生産量は８８７メトリックトン（予測値）。 

 

また、輸出用に加工されたコカインの生産量は１，０

４０メトリックトン（予測値）となっている。 

 

 

（出所）DEA「National Drug Therat Assessment」

（１９年版） 

 

 

 

 

 

１３年からコカイン生産が増加 

https://www.gao.gov/assets/700/695952.pdf
https://www.gao.gov/assets/700/695952.pdf
https://www.gao.gov/assets/700/695952.pdf
https://www.gao.gov/assets/700/695952.pdf
https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-01/2019-NDTA-final-01-14-2020_Low_Web-DIR-007-20_2019.pdf
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この数年間、コロンビア政府が麻薬撲滅活動を全くし

なかったわけではない。米国政府と強調し、コカイン

栽培撲滅作戦を行ってきた。 

 

下グラフは０１～１７年にかけて米国とコロンビアが

共同で実施したコカイン栽培地撲滅作戦と栽培面積の

推移を示したもの（単位は全て千ヘクタール）。 

 

 

黒い折れ線ラインは「陸上で実施した撲滅作戦」 

青い折れ線ラインは「上空から実施した撲滅作戦」 

赤い折れ線ラインは「陸上・上空の撲滅作戦の合計」 

緑の棒グラフは「コカイン栽培面積」 

 

２０１２年までコカインの撲滅オペレーションは大規

模に行われており、コカインの栽培面積も減少傾向に

あったが、１３年以降同オペレーションは減少。 

１６年からは上空オペレーションを停止、コカイン撲

滅活動は大きく減じた。これが１３年以降、コカイン

栽培が増加している大きな要因とされる。 

 

 

（出所）GAO「Colombia: U.S. Counternarcotics Assistance Achieved Some Positive Results, but State Need to 

Review the Overrall U.S. Approach」（１８年１２月公表） 

 

 

 

１３年以降、コカイン撲滅活動を縮小 

https://www.gao.gov/assets/700/695952.pdf
https://www.gao.gov/assets/700/695952.pdf
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米国政府監査院（GAO）の報告書（抜粋）によると、

撲滅オペレーションを縮小させたのは、コロンビア政

府（当時、サントス政権）の決定だった。 

 

２０１５年、コロンビア政府は「撲滅オペレーション

の効力が疑わしく、市民を危険にさらす」として上空

からの撲滅オペレーションの停止を決定している。 

 

次からマドゥロ政権のコカイン流通についての考察に

入るが、これらの事象を見る限り、コロンビア政府に

どこまで麻薬取引を撲滅する意志があるのかは疑問。 

 

コカイン撲滅に真面目に取り組む意志のないコロンビ

アを擁護し、密売の経由地であるベネズエラを非難す

る米国の姿勢はフェアではないだろう。 

 

 

 

 

当然のことながら、麻薬取引は違法であり、その流通

ルートがどのようになっているのか、どの程度米国に

流れているのかなど正確な情報は存在しない。 

 

米国 DEA の公表資料「Colombia Cocaine Production 

Expantion Contributes to Rise in Supply in the United 

States」（１７年 8 月公表）によると、１６年時点でコ

カインの約８２％は「Eastern Pacific（東太平洋）」を

経由し、米国に流れている。 

 

そして、１１％は「Western Pacific（西太平洋）」を

経由し、米国に流れている。 

 

 

そして、ベネズエラが属する「Carribean Corridor（カ

リブ海）」を経由して米国へ流れるコカインは全体の６

～７％となっている（次ページの図「Figure４．

Cocaine Movement North from South America in ２

０１６」参照）。 

 

また、１３年当時、カリブ海経由のコカイン輸出は全

体の１４～１８％を占めていたが、１６年には１１％

とカリブ海経由の輸出は相対的に縮小している。 

 

この数字を見ると、米国がカリブ海に空軍・海軍の配

備を強化し麻薬撲滅を進めるのは筋違いのように見え

る。ただし、ベネズエラからホンジュラスにコカイン

が流れ「Eastern Pacific（東太平洋）」経由として米国

に流れている分も多いようだ。 

 

マドゥロ政権関与のコカイン輸出は２５％？ 

https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/DIB-014-17%20Colombian%20Cocaine%20Production%20Expansion_1.pdf
https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/DIB-014-17%20Colombian%20Cocaine%20Production%20Expansion_1.pdf
https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/DIB-014-17%20Colombian%20Cocaine%20Production%20Expansion_1.pdf
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３月２６日、米国検察庁がマドゥロ大統領らを訴えた

際、マドゥロ政権は FARC と結託し、ホンジュラス経

由で頻繁にコカイン輸出を行っていると指摘してい

る。そうであれば、マドゥロ政権が絡むコカイン輸出

は「Eastern Pacific（東太平洋）」の一部も含まれる。 

 

また、米国検察庁はマドゥロ政権が年間２５０トン超

のコカインを米国に流していると訴えている（「ウィー

クリーレポート No.142」４ページ目、参照）。 

 

前述（３ページ）で紹介した通り、１８年にコロンビ

アで生産された「輸出用に加工されたコカイン」の量

は年間１，０４０メトリックトン（予測値）だとい

う。 

 

 

 

この「輸出品質コカイン」１，０４０トンがコロンビ

アから米国に流れたコカインの合計と仮定した場合、

米国検察庁が訴えるマドゥロ政権が関与しているコカ

インの輸出（年間２５０トン超）はコロンビアで生産

されるコカイン輸出の約２５％程度を占めることにな

る。 

 

確かに２５％という数字は決して小さくない。 

 

他方、マドゥロ政権が絡む米国向けコカイン輸出が２

５％を占めていたとしても、残りの７５％はマドゥロ

政権とは関係なく、米国に流れていることになる。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf
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米国政府が本当に自国へのコカイン流入を食い止めた

いのであれば、優先順位に鑑みて実行に移すべきこと

はカリブ海での警備強化ではなく、コロンビアでの取

り締まり強化ではないだろうか。 

 

３ページ目にある通り、コロンビア国内でコカインが

栽培されている場所は既に特定されている。 

密売行為を阻止するよりも、栽培地を叩く方がはるか

に効率的だろう。 

 

「過去のコカイン栽培地の推移（本稿４ページ）」をみ

る限り、撲滅作戦はコカイン生産を減少させていた。 

 

仮に１２年と同じ水準で栽培地の撲滅作戦を継続し、

栽培地を減らしていれば、現在コロンビアの麻薬栽培

はゼロに近い水準まで減っていただろう。 

 

また、マドゥロ政権経由のコカイン輸出は全体の２

５％にすぎず、それよりも７５％を占めるコロンビア

側の輸出を阻止した方が、効率が良い。 

 

それが出来ない（しない）のはどうしてだろうか。 

 

筆者には、コロンビア政府も米国政府もコカイン撲滅

に真面目に取り組む意志がないように見える。 

 

前号「ウィークリーレポート No.142」でも述べたが、

筆者はマドゥロ政権高官が麻薬取引に関与していると

考えており、マドゥロ政権を麻薬取引の元締めとして

訴える米国の主張が間違っているとは考えていない。 

 

 

 

 

 

ただし、今回のカリブ海への米軍派兵について言え

ば、米国政府の真の目的は「麻薬取り締り」ではなく

「マドゥロ政権潰し」だろう。 

 

なぜなら本当に麻薬を撲滅することが目的であれば、

優先的に取るべき手段はカリブ海への米軍派兵ではな

いからだ。 

 

「マドゥロ政権潰し」のために「麻薬取り締り」とい

う口実を作り出す米国の姿勢に「米国は自国が望むこ

とは何でもしてよい」という傲慢さを感じてしまう。 

 

経済制裁についても同様だ。 

「人権擁護」のために「ベネズエラへの資金の流れを

止める」という発想は普通に考えて正気とは思えな

い。それでも米国が主導すれば、それがまかり通る。 

 

事実を歪めても自身の主張を押し通す姿勢は米国への

信頼性を失わせてしまう。 

 

超大国である米国がこのような国でよいのか、世界の

未来に不安を感じざるを得ない。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ba682b811e73f23362d63e5d49986806.pdf

