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 「生体認証」と呼ばれる技術が、公的な身元確認の現場において、その役割を大きくし

つつあるのは確かなようである。とりわけ日本は、来日する外国人からの指紋採取を、ア

メリカに次いで世界に二番目の早さで、2007 年から導入したことで悪名が高い。その一方

で、フランスを始めとするＥＵの国々で導入の始まっている生体認証パスポートには、指

紋の情報もすでに含まれているが、日本においては、一部では導入を目指す動きはあるも

のの、パスポートに指紋情報を含めるという議論は今のところ本格化していない。また 2009

年からはフランスで空港での出入国手続きを指紋登録によって簡素化するシステム

（PARAFES）の導入が始まった。同様のシステムは日本においても実は 2007 年からすでに

始まっているが、広く知られているとは言い難い。歴史をさかのぼれば、1999 年に全廃さ

れた外国人登録の際の指紋押捺が、1955 年に実施に踏み切られた当時の日本では、外国人

だけでなくすべての日本人からの指紋の採取が議論されていたが、「国民の同意が得られな

かった1」ために頓挫し、外国人からの採取のみが実現されるに至っている。こうした２、

３の例を通して浮かび上がるのは、日本における指紋の運用が、外国人に対しては比較的

容易に行われるのに対して、日本人に対してなされようとする場合には、乗り越えがたい

壁にぶつかるという構図である。もちろんそれは日本に限ったことではなく、生体認証は

常に犯罪者や移民などの「他者」を特定する手段であったことに起因する、必然と言える

のかもしれない。しかし日本における「生体認証」の歴史を振り返ってみると、そうした

一般的な条件には還元しえない、特殊な事情も浮かび上がってくるのも事実である。本発

表はこのような問題意識に立ちながら、日本の「生体認証」の歴史に焦点を合わせる。 

 いわゆる「生体認証」、すなわち人間の身体の一部から採取されたデータに基づき身元を

確認する技術の嚆矢とされるのは、フランスの警察職員アルフォンス・ベルティヨンが 19

世紀末に発明した、司法的人体測定法(anthropométrie judiciaire)である。手足や頭骨などの計

測値によって身元を確認するこの技術は、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、フランスを

始めとする国々において導入され、再犯者の特定に威力を発揮したが、やがてそれは主と

してイギリスで開発された指紋による身元確認法に取って代わられることになる。本発表

においてはまず、人体測定法と指紋法という二つの身元確認法が、日本に紹介され、導入

されていく経緯を振り返る。この先で詳しく見るように、人体測定法は比較的早くから日

本にも紹介されていたが、1908（明治 41）年に司法省は、世界的な趨勢に沿う形で、指紋

法の導入を決定する。だが日本において指紋は、再犯者の特定や犯罪捜査のための利用だ

けではなく、世界的に見ても特異な形での応用が試みられるようになる。すなわち指紋に

よる人種の特定という、人類学的な応用である。本発表では、1930 年代から、法医学者・
ふるはた

,古畑
たねもと

,種基を中心に活発化したこの指紋の人類学的な応用の試みについて振り返り、
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こうした研究を活性化させた当時の背景について考察する。 

 

 1882 年末からパリの警察において試験的に導入されたアルフォンス・ベルティヨンの人

体測定法は、身元を偽る累犯者という、警察にとっての積年の問題に対する有効な解決策

であることが認められて、1885 年にフランス全土での実施が決まったのを皮切りに、1900

年までには、ヨーロッパ各国のみならず、アメリカやカナダ、アルゼンチンなども含む、

20 以上の国々で導入されるに至った。 

 ベルティヨン法（Bertillonage）と呼びならわされ人口に膾炙したこの人体測定法は、日本

へも比較的早くから紹介がなされていた。もっとも早い紹介は、1888（明治 21）年の『大

日本監獄協会雑誌（Bulletin de la Société pénitentiaire du Japon）』に掲載された、
かじ

,加地
しょう

,釥
た

,太
ろう

,郎による記事である。この記事によれば加地は警察官に随行してパリのベルティヨン

のもとを訪れ、人体測定法の解説を直に受けたという。ベルティヨンによる人体測定法の

解説書の英訳が刊行されるのが 1896 年になってからのことであることを考えれば、この加

地による紹介は、世界的に見ても非常に早いものであったと言える。加地は 1894 年にも、

同じ『大日本監獄協会雑誌』に、人体測定法についての図解入りの詳細な解説を、9 回にわ

たる連載の形で掲載している。これはベルティヨンが 1893 年にフランスで刊行した人体測

定法のマニュアルの改訂版を抄訳したものであり、加地はこのマニュアルをベルティヨン

から直接に寄贈されたという。 

 加地による紹介は、警察や監獄での人体測定法の実用化に直接結びつくことはなかった

ようだが、法学者の
おかだ

,岡田
あさたろう

,朝太郎（1868-1936）が 1900（明治 33）年から 1901（明

治 34）年にかけて『警察協会雑誌』上において、人体測定法の紹介を断続的に行った際に

は、東京の警視庁などにおいて導入を検討する試験が行われている。やがて 1907（明治 40）

年になると、刑法の改正に伴い、累犯者に課せられる刑罰が大幅に増やされたことによっ

て、累犯者を確実に特定する必要性が高まった結果、近代的な個人識別法の導入が、司法

省において本格的に議論されるようになった。この際には人体測定法に加えて、すでに各

国で運用の始まっていた、指紋法の導入も検討されることになった。欧米の視察を終えて

帰国したばかりの
ひらぬま

,平沼
きいちろう

,騏一郎（1867-1952）と、ドイツへの留学から帰国した
おおば

,大場
しげま

,茂馬（1869-1920）を中心に、「犯罪人異同識別法取調会」が結成され、二つの

身元確認法が比較された結果、指紋法のほうが、費用の面でも簡便さの点でも、ベルティ

ヨン法より優れているとの結論が出された。この結論を受けて、司法大臣の
おかべ

,岡部
ながもと

,長職は、1908（明治 41）年 10 月 16 日付の訓令により、全国の監獄において指紋を採

取することを決定する。 

 こうして日本の司法的な身元確認のシステムは、人体測定法を経ることなく、指紋法と

ともに始動することになった。しかし日本が指紋と出会ったのは、これが初めてであった

わけではないことにも、注意しておく必要があるだろう。身元確認の手段としての指紋に

初めて言及した文献であるとされる、「手の皮膚の溝について（On the Skin-furrows of the 



Hand）」と題された文章を 1880 年の『ネイチャー』誌に投稿したスコットランド人のヘン

リー・フォールズ（Henry Faulds）は、よく知られているように、いわゆる「お雇い外国人」

として日本に滞在していた医師であったからである。フォールズが指紋に興味を抱いたの

は、エドワード・モースが 1877 年から発掘していた大森貝塚から出土した土器に、手指の

跡がついているのを見つけたからだと言われている。だがフォールズは確かにこの投書の

中で、犯罪現場に残された指紋を利用することで、「犯罪者の科学的な特定（the scientific 

identification of criminals）」が可能になると述べてはいるものの、それは必ずしも彼の興味の

中心ではなかった。フォールズが期待したのはむしろ、類人猿と人類の紋様の違いを比較

したり、古代の土器の指紋と現代人のそれとを比較したりすることで、人類の起源や人種

の違いについての研究に貢献することだった。そしてこのような指紋の人類学的な研究こ

そが、やがて日本で例外的に活況を呈することになるのである。 

 

 今日において指紋と言えば、犯罪現場において警察官が薬剤などを用いながら、残され

た指紋を見つけ出そうとする場面を思い浮かべる者も多いだろう。しかしこのような利用

法は、19 世紀末に指紋が注目されるようになった当初から、その重要性を認められていた

わけではない。指紋が有効だと考えられたのは、人体測定法と同様に、身元を偽る累犯者

の正体を暴き出す手段としてだった。つまり累犯が疑われる者の指紋を、あらかじめ登録

してあった指紋と比較することで、その人物の真の身元を明らかにするという用い方であ

る。こうした利用法を実用化するためには、登録された指紋を素早く見つけ出すための分

類法の確立が不可欠である。指紋の紋様を「弓状紋（arches）」「蹄状紋（loops）」「渦状紋

（whorls）」の三つの基本形に分けるという分類法を、最初に提案したのが、フランシス・

ゴルトン（Francis Galton）だった。ゴルトンは 1892 年に、この分類法を解説した書物『指

紋（Finger Prints）』を刊行するが、指紋についての世界初のモノグラフィであるこの書物の

中には、現場に残された指紋の意義については、まったくと言っていいほど触れられてい

ない。これに対し、ダーウィンの従弟であり、「優生学（eugenics）」の語の発明者としても

知られるゴルトンが、大きな期待を寄せていたのが、遺伝の研究や、人種の違いの研究に、

指紋を用いることだったのである。 

 しかしながら、こうした方面への指紋の応用は、ゴルトンが期待したほどの成果を上げ

ることはなかった。たとえばゴルトンは、人種による指紋の違いを検討するために、イギ

リス人、ウェールズ人、ユダヤ人（Hebrew）、黒人（Negro）さらにはバスク人らから、数

多くのサンプルを採取したが、人種の違いを特徴づけるような「特有のパターンは存在し

ない2」ということを認めざるを得なかった。さらにゴルトンはロンドンの精神病院（asylum）

の医師の手助けを受けて、「最悪の白痴たち（worst idiots）」の指紋も検討してみたが、特筆

すべき違いを見出すことはできなかった。ゴルトンによれば、「すぐれた思想家や政治家の

指紋が、先天的な白痴（congenital idiots）のそれと一致する」こともあるのであり、結局ゴ

                                                        
2
 Francis Galton, Finger Prints, London, Macmillan, 1892, p. 192-193. 



ルトンは、「気質や性格、能力を示すものは、指紋の中には見出すことはできない3」との結

論に達さざるを得なくなる。 

 指紋が身元確認の指標として優れているのは、それが「万人不同」、すなわち同じ指紋を

持つ人間が二人として存在しないからである。これに対し人種や遺伝の特徴とは、ある一

定の集団に共通して見出せるものでなくてはならないはずだ。だとすれば指紋を遺伝や人

種の研究に用いるということは、そもそもが矛盾したことだったとも言える。ゴルトンは

指紋が本来の自分の関心事である遺伝研究に有益ではないことがわかると、指紋そのもの

に対する興味を失ってしまう。以後指紋の利用は累犯者の管理と犯罪捜査という実際的な

側面に特化していく。指紋の歴史を詳細にたどった歴史家のサイモン・Ａ・コールによれ

ば、「診断的な指紋研究（diagnostic fingerprint research）」、すなわち指紋による人類学的・生

物学的な研究は、「1930 年代末までには〔…〕深刻な衰退に陥っていた4」。 

 コールのこの断定に反して、日本においては 1930 年前後から、指紋を用いた人種の研究

が、にわかに活況を呈することになる。「指紋研究の現況」と題された 1929 年の文章にお

いて、法医学者の古畑種基は、「指紋の生物学的研究」が、「今や確固たる科学の新分野を

開拓するの可能性を、認めざるを得ない迄に発展して来た5」と記す。すでにおよそ 30 本の

関連文献を列挙していた、古畑によるこの報告に前後して、「指紋ノ遺伝学的研究6」、「人種

的指紋の差別研究7」、「アイヌノ指紋ノ研究8」、「琉球人指紋ノ研究9」あるいは「朝鮮人の

指紋10」などと題された論文が、矢継ぎ早に刊行される。それらの多くは、当時古畑が教鞭

をとっていた金沢医科大学の紀要である『十全会雑誌』に掲載された、古畑の主導による

ものであるのは確かだが、長崎医科大学の
あさだ

,浅田
はじめ

,一（1887-1952）とその弟子たちのよ

うに、古畑からの直接的な影響関係はないまま、指紋と人種についての研究を同時期に始

めた者たちも存在したことも見逃せない。 

 世界的な潮流に逆行する、このような日本における指紋と人種の関係の研究の勃興には、

どのような背景があるのだろうか。そもそもこの時期の日本においては、「人種」に対する

関心が高まりを見せていたことが、まずは挙げられるだろう。
さかの

,坂野
とおる

,徹によれば、日

清・日露戦争を経て帝国主義への道を歩み始めていた日本では、「日本人の人種的アイデン

ティティを明らかにすることへの社会的要請11」が大きなものになっていた。この要請に応

                                                        
3
 Ibid., p. 197. 

4
 Simon A. Cole, Suspected Identities : A History of Fingerprinting and Criminal Identification, 

Cambridge, Harvard University Press, 2001, p. 113. 
5
 古畑種基「指紋研究の現況」、『犯罪学雑誌』、第二巻第二号、1929 年、14 頁。 

6
 吉田寛一、藤田潔「指紋ノ遺伝学的研究」、『社会医学雑誌』、480 号、1927 年、52-64 頁。 
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2991-3006 頁。 
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 国房二三「朝鮮人の指紋」、『犯罪学雑誌』、1937 年、209-234 頁。 
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 坂野徹「人種・民族・日本人――戦前日本の人類学と人種概念」、竹沢泰子編『人種概念



えたのが人類学者たちであり、彼らは指紋だけでなく、土器や石器などの考古学的な発掘

物など、さまざまなものをその手掛かりとして用いた。身元確認の用途としては結局採用

されることのなかった人体測定法も、このような人類学的な用途に対しては、指紋と並ん

で積極的に活用されていくことになる。 

 しかしながら、身元確認法として指紋と人体測定法がたどった道のりの違いが、人類学

的な応用においても、微妙な影響を与え続けることになる。古畑らのグループが指紋によ

る遺伝の研究に着手し始めた 1920 年代半ばには、刑務所や警察において指紋が採取される

光景は、すでに日常的なものとなっていた。したがって古畑らが人種や遺伝の研究に乗り

出す際には、警察や刑務所に大量に採りためられた指紋を、サンプルとして用いることが

できたのである。このことはたとえば同じ時期に人体測定法による日本民族の研究を実践

していた人類学者、
まつむら

,松村
りょう

,瞭（1880-1936）の実験と比較してみると興味深い。松村

が人体測定の対象として選んだのは、「男性は主として東京帝大の学生、女子は東京女子高

等師範学校の生徒、さらに加えて各地の師範学校の年長者12」だったのである。もちろん松

村は彼らの計測値からその優秀さを割りだそうなどという、単純な議論を繰り広げていた

わけではない。しかし 1937 年に勃発した日中戦争が長期化する中、外務大臣の
まつおか

,松岡
ようすけ

,洋右によって 1940 年に大東亜共栄圏建設が提唱され、翌 41 年 12 月には太平洋戦争に

突入すると、人類学者の間でも、よりあからさまな発言がなされるようになっていく。た

とえば大戦中の 1944 年に『生体計測人類学の基礎』と題された書物を著わした
はだ

,羽田
のぶお

,宣男にとって、人体測定法は、「健全なる現代日本人体質」を明らかにし、「東亜の盟主

たるべき」日本が、「将来の共栄圏経営13」に乗り出すにあたっての基礎をなすものである。 

 人体測定法がこのように日本人の「健全」さの指標ともなりえたのに対して、犯罪者か

ら採取の始まった指紋は、まずは「他者」から採取されるべきものであった。こうして台

湾、朝鮮、満州などにおいて、指紋の採取がなされるようになる。日本人の指紋は、これ

らの「他者」たちの指紋との比較においてのみ、初めて意味をもつものとなるだろう。こ

うした指紋による人種研究と並行して、身元確認の分野においても、犯罪者以外からの採

取が、植民地を舞台に開始されようとしていた。1934 年に満州国に進出した住友伸銅所（住

友金属の前身）は、解雇された職員の再雇用を防止するために、工員の指紋による管理を

開始する。また最終的には実用化は見送られたものの、1940 年から施行された満州におけ

る民籍制度には、10 本指の指紋を登録することが予定されていた。「全世界はじめて」とい

うこの計画を報じる 1932 年の『犯罪学雑誌』によれば、それは「三千万民衆の指紋をとり、

国民が何れに移動しても指紋によって科学的に判別する14」方法であるという。 

 人類学において用いられる指紋も、「他者」の身体を掌握し、管理するという、フーコー

                                                                                                                                                                   

の普遍性を問う』、人文書院、2005 年、234 頁。 
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 坂野徹『帝国日本と人類学者』、勁草書房、2005 年、118-119 頁。 
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 羽田宣男『生体計測人類学の基礎』、天佑書房、1944 年、7 頁。 
14

 『犯罪学雑誌』、第六巻、1932 年、83 頁。 



的な意味での権力の装置であったのだろうか。そもそも当時の日本にとって、台湾や朝鮮、

満州の人々が「他者」であったとすれば、それはいかなる意味においてなのか。この点を

考察する手がかりを与えてくれるのが、指紋と人種をめぐる議論の繰り広げられていた『犯

罪学雑誌』に掲載された、江上秀雄による「内地人と台湾人の道徳意識15」と題された 1930

年の記事である。高等学校の教諭であるという著者の江上は、日本および台湾の中学生や

高校生に、「道徳意識」に関する問題を解答させ、その結果を分析している。彼が学生たち

に解答させた問題とは、自分が「不忠義」か「忠義」か、「掟を守らない」か「守る」か、

「神様を敬う」か「敬わない」か、などの二択問題や、「伊勢神宮を敬う」「皇室の御紋章

と類似の紋章を用いない」などの 15 項目を重要なものから順に並び変えさせる問題、ある

いは「国家」「民族」「忠義」などから連想される語を記入させる問題、などである。これ

らの解答の分析から、江上は「一番、忠義に傾いているというべきものが石川県女子師範

学校生徒」であるとか、「内地在住人は動物を愛護し、台湾在住人は動物を虐待する」など

といった結論を導き出す。しかし江上の目的は、台湾人の不忠義や不道徳を糾弾すること

では決してない。江上によれば、内地人と台湾人の間に見られる道徳意識の「尐しの相違」

は、台湾人が「純乎たる大和民族」へと至る過程にあるからにすぎない。彼らがやがて大

和民族と「渾然融合」するであろうことは、幾多の民族が「渾然として一体となって発展

して」きた大和民族の歴史からくる必然である。調査結果は江上にとって、台湾人が徐々

に理想に到達しつつあることの証左に他ならず、それを知ることができた江上は「喜びに

堪えない次第である」として報告を結んでいる。 

 ここで描き出されている台湾人とはつまり、距離的・時間的な障壁を克服しながら、「大

和民族」へと徐々に融合しようとする道のりの、途上にある者たちである。距離的な障害

は日本帝国の拡大によって乗り越えられ、時間的な障害は世代を重ねての教育によって乗

り越えられるだろう。江上が意識や精神に着目して描き出したこのような「他者」像を、

生物学的・人類学的に浮かび上がらせるのに適していたのが、指紋に他ならない。そのた

めに欠かせなかったのが、古畑種基の発明した、「指紋係数」（もしくは指紋示数）である。

古畑によれば、一般に蹄状紋（仏：boucle）と弓状紋（arc）は欧州人に多く、アジア人には

尐ない。これに対して、渦状紋（verticille）は西洋人に尐なくて東洋人に多い。この関係を

数値化したものが「指紋係数」であり、その計算式は、全体に占める渦状紋の割合（％）

を、蹄状紋の割合（％）で割ったものに、100 をかけるというものである。こうしてはじき

出される指紋係数は、古畑によれば西洋人においては小さく、東洋人では大きくなるとい

う。また日本人の指紋係数は、おおよそ 70 から 90 の間に落ち着くともされていた。 

 日本における指紋の人類学的な研究は、古畑が 1926（大正 15）年に発表したこの指紋係

数を、各地で採取された指紋のサンプルに当てはめてみることを主眼としていた。日本人

との人類学的な「距離」が、これにより擬似的に視覚化されることになる。たとえば京城
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 江上秀雄「内地人と臺灣人の道徳意識」、『犯罪学雑誌』、vol. 3、1930、261-283、 351-371

頁。 



帝国大学の医学部で教鞭をとっていた
くにふさ

,国房
じぞ

,二三（？-1945）による 1937 年の論文「朝

鮮人の指紋」によれば、朝鮮人男の指紋係数は 96.72 であるのに対し、日本人男は 85.64、
まんもう

,満蒙人（満州および内蒙古人）は 114.31 であり、これにより「朝鮮人は日本人と満蒙

人との略中間に位する16」ことが結論づけられる。こうした数値がよりあからさまに、性質

や性向と結び付けられることもあった。たとえば台湾の各部族の指紋係数を算出した伊藤
しずお

,鎮雄の研究によれば、ツォー（Tsou）族は 86.96 で「日本人型」であるのに対し、タイ

ヤル（Atayal）族は 161.64 であるが、伊藤によればこの数値は、タイヤル族が「最モ兇悪」

で「プリミチーフ」な性質を持ち、ツォー族が「温和デ文化程度ノ進ンデ」いるというこ

とを裏付けるものである17。 

 こうした数値の科学的な信憑性や意義については、ここでは問うことはできない。確か

に言えるのは、これらの数値が、植民地下の人々の人類学的な表象として、きわめて都合

がよかったということである。すなわち台湾や朝鮮、満州の人々は、指紋係数の上では日

本人とは「違う」が、かといって西洋人ほど遠くに隔たっているわけではない。遺伝や混

血の可能性を考えれば、この数値が日本人化することも考えられるだろう。江上が「道徳

意識」の調査を通して描き出したような「他者」、つまり「大和民族」への「進化」の途上

にある「他者」の姿が、人類学的に生み出される。指紋とはここにおいて、「他者」を内に

取り込みつつ遠ざける、もしくは区別しつつ同化するための、すぐれた手段である。 

 

 戦前期のこうした人類学的な指紋研究が、戦後の日本における指紋政策や、さらには近

年の生体認証の展開に、どのような影響を与えているのかについて、軽はずみな憶測をめ

ぐらすことは、ここでは控えておきたい。しがしながら、古畑種基の指紋示数に関する主

張は、戦後になってもほとんど変化しなかったことは確かである。1961 年、警視庁が指紋

を導入して 50 年の記念式典に招かれて講演を行った古畑は、「指紋には三つの応用方面が

ある」として、第一が科学捜査、第二が人類学上の応用、第三が遺伝学的な研究であると

述べる。そして古畑は第二の点に関して、アイヌは指紋示数でみると小アジア地方のロシ

ア人に近いという、自説を披露する18。この 50 周年の記念の一環として、東京・築地のヘ

ンリー・フォールズの住居跡には、「指紋研究発祥の地」と題された記念碑が建設された。

碑文の執筆を任された古畑は、フォールズが「指紋の遺伝関係にも言及」していたという

記述を盛り込むことも忘れていなかった。 
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