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バノプティコン（監視追放複合装置）としての現代日本の入国管理とテロ対策 

古屋哲 

 

1.	 ディディエ・ビゴのバノプティコン（監視追放複合装置） 

 

○ビゴのバノプティコン（Ban-opiticon：監視追放複合装置） 

 

	 バノプティコンとは、Banと Panopticonとを掛け合わせた言葉である。 

	 Panopticonは「一望監視システム」と訳され、ある一点から全員を監視し、しかも監視する者は姿を

あらわさないような監視のあり方。フーコーはこれを「規律化」テクノロジーの主要な構成要素とし

て取り上げた。つまり、刑務所や軍隊、学校や工場といった近代的な施設のなかでは、監視すること

によって、一定の型にはまったふるまいをする規格化された個人を作りだし、適切な労働力へと変え

ていく、というのである。 

	 ビゴのいう Ban-opiticonもまた中央集権的な監視システムを自らのうちに組み込んでおり、そしてフ

ーコーの Panopticonと同じように社会のさまざまな局面に現れるある種の構成原理（dispositif）なので

ある。 

 

	 他方、Ban は中世ヨーロッパの概念だが、アガンベンによって新たな意味を吹き込まれた。この概

念について、ここではとりあえず「主権の名による追放・排除」と簡単に定義しておけばよいだろう。

それは領域からの物理的な追放でもあり、国家の法秩序からの追放、社会による生命・生活の保障か

らの排除でもある。 

 

○バノプティコンの三つの基本的特徴［Bigo 2008a］ 

 

(1)	 権力の例外状態と、それが自由主義的統治の内部にあること 

	 一般的には、権力の例外状態 exceptionalism（非常事態宣言・緊急事態宣言や戒厳令など）は、法権

利（憲法や国際人権・人道法など）が停止された状態とみなされ、自由主義的統治の対立物として考

えられている。これに対してビゴは、日常的におこなわれる統治の実践に注目して、異なる見解を示

す。つまり、9.11 以降、米国をはじめ各国で顕著になっている権力の例外的、逸脱的な行使（司法の

決定を経ない無期限の身体拘束など）が、法律の象徴的な効果や官僚システムのルーチンな実践によ

って正当化されている状況や、さらには支配される人びと自身によって正当化されている状況に目を

向けるのである。このように見ていくと、例外的・逸脱的な権力行使と自由主義的統治とは、対立す

るのではなく、同時に並立するものとしてとらえられる。 

	 そうすると、これはアガンベンも言っていることだが、法秩序の支配する領域のウチとソトの区別

は曖昧になり、法秩序の「外側」は「内側」に含み込まれることになる。ウチとソトの境界線は空間
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的に固定したもの（たとえば国境）ではない。追放の実践そのものがどこで、何をソトとするかを定

め、そうした排除の関係こそが他方に規範と法秩序の感覚を生みだすのである。 

	 こうしたタイプの例外状態を、ビゴは「自由主義の中心に位置する非自由的実践」とも呼んでいる。 

 

(2)	 特定集団の排除、行動予測にもとづく。 

	 バノプティコンは追放されるべき人びとの諸カテゴリを作りだし、そのプロファイルを描きだす。

このとき、IT 技術を用いて広い範囲を対象にした監視が行われる。この監視においては相互に関連す

る二つのことがなされている。ひとつには、社会のなかの「他者」「不正常なもの」つまり「多数者の

生活規範を共有していない部分」が枠づけられ、それについての知を取得するような監視。もうひと

つは、個人の行動を予測して「要注意対象」を抽出し（プロファイリング）、その有害な行動に先んじ

て手を打つ先制的なリスクマネジメント技術である。 

 

(3)	 排除されない集団の正常化＝規範化	 normalize 

	 バノプティコンは排除し抑制するだけでない。人びとをうながして、いくつかの型にはまったふる

まいや考え方をとらせる、そうした生産的な側面と規律化の作用がある。ビゴは、そこで生産される

規範の中心に自由交通の言説があるという（最近の日本の出入国管理行政の動向から、私はここに自

由競争と「従順で自律的な個人像」の言説を加えたい）。 

 

○官僚的実践によるカテゴリのパフォーマティブな生産 

 

	 バノプティコンをめぐるビゴの議論から、ひとつの論点を取り出したい。官僚的実践によるカテゴ

リの生産・再生産についてである。ビゴの議論のひとつの特徴は、9.11 という劇的な瞬間になされる

主権者の決定やテロ対策をめぐるさまざまな言説よりも、専門家の官僚的メカニズムで日常的におこ

なわれているルーチンな実践を重視することである。そうした官僚的メカニズム（たとえば入管行政）

は何をしているか。対象をいくつかのカテゴリに分類し、そのカテゴリに応じて定められたプロセス

で権力作用を及ぼしている。たとえば、対象を監視し、一部を追放すべきもののカテゴリに分類し、

そして一定の手順で追放する。それは日々のミクロで機械的な決定と実践の繰り返し（と対象者の抵

抗）である。 

	 こうした官僚的メカニズムのルーチンな実践のなかで、社会的な多数者と少数者、正常と不正常（異

常）のさまざまな区別と分類がなされる。そうしたカテゴリのなかには、国民と外国人の区別、法権

利の十全な適用を受けるべき国民と、そうではない外国人との区別がある。つまり、法秩序のウチと

ソト、自由主義的統治と権力の例外状態とのマクロな区別もまた、官僚的メカニズムのルーチンな実

践において立ち現れるのである。 

 

	 官僚的メカニズムにおける監視と分類からは、考えるべき多くの論点が発生してくる。分類プロセ
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スにおける技術の影響も重要である。個体認証とくに指紋認証をめぐる議論については、今日、橋本

一径氏からお話しを聞けるはずである。 

 

2.	 出入国管理行政の再編 

 

○	 出入国管理行政とバノプティコン 

 

	 法務省入国管理局が管轄する手続きは、難民認定をのぞいて三つに大別されている。国境での「上

陸審査・入国管理」、領土上での「在留審査・在留管理」、そして強制送還を可能にする「収容・退去

強制」である。法務省によれば、これらの手続きをつうじて「円滑な外国人の受入れ」と「好ましく

ない外国人の排除」が行われる。入国管理、在留管理、そして退去強制という業務の図式は、国家領

域の内側と外側という空間的な図式を下敷きにしている。 

 

	 しかし、そのいずれの場所、いずれの段階においても、監視と追放というバノプティコンのプロセ

スが働いている。このことに注目するならば、入管行政は、追放のメカニズムを備えた巨大な個人情

報データベースとみなすことができる。すると、その作業プロセスは「入力」「情報処理」「出力」に

分けることができる。最近数年間に行われた入管行政の再編は、この個人情報データベースの効率化

であった。 

 

○	 追放のカテゴリとその現実化 

 

	 はじめに出力の形式、つまり出力にあたって適用されるカテゴリとその効果について見ておきたい。

法務省によれば、それは「受入れ」と「排除」だった。 

	 入管行政における「外国人の受入れ」とは、個人に 28 の在留資格（ビザ）のうちの一つをあたえ、

その資格に指定された特定の活動（特定業種の就労など）を行わせるように監視することである。 

	 その反面、「受け入れられる者」以外のすべての者は、（領土外への）追放の対象となる。この場合、

追放の理由は、労働力市場や住民の文化的特質に支えられた人口システムの正常な運行と再生産プロ

セスを阻害する「不正常な」要素とみなされるからである。これは人口論的な観点である。 

 

	 この「受け入れられる者以外のすべての者」というカテゴリとは別に、個人の有害な行動へのおそ

れによって意味づけられた排除のカテゴリもある。これは学知としては、行動科学に裏付けられる。 

	 例としては、刑事裁判で一年間の懲役刑をあたえられた者がそれにあたる。この場合、刑期を満了

すれば刑事手続きは終わるが、それでも入管行政はこの者を退去強制に処し、その後の入国は認めな

い。 

	 「テロリスト」は「おそれ」にもとづく「危険な人物」の典型である。2006年の改正入管法は、(1)
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テロ行為そのもの、(2)テロ行為の予備行為、そして(3)テロ行為の「実行を容易にする行為」を、「行う

おそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者」を退去強制にする、

としている。 

 

	 つまり、「好ましくない外国人」には二種類のカテゴリがある。「受け入れられる者以外のすべての

者」と「危険な人物」であり、それぞれの背景には人口論と行動科学がある。しかし、二つのあいだ

の違いは、あいまいにされる傾向がある。たとえば、「不法滞在者」は「受け入れられる者以外の者」

の一部に警察があたえた名称であるが、警察がこれをめぐって語るのは、それが「犯罪の温床」とな

るおそれや「テロリストによって悪用される」おそれである。 

	 しかし混同の根本は、入管行政そのものにある。どちらのカテゴリの外国人も、「退去命令」や「退

去強制令書」という同じ手続きによって追放する。つまり、近代的な出入国管理制度は、あたえられ

た問題が異なっていても、つねに同じ「監視と追放」という解決策を提示する装置として発達してき

たのである。 

 

	 ただし、追放のカテゴリが現実世界において追放の効果をもたらすためには、多くの機関が参加す

る（そして抵抗もある）複雑な社会的プロセスが働いている。 

	 国境での追放についてみれば、空港・港の入管局だけでなく、出発国の日本領事、旅客運送会社や

空港会社も追放の機能の一部を担っている。 

 

	 国内の「不法滞在者」の追放については、警察力と社会的排除が大きな役割を果たしている。2003

年から 5 年間に「不法滞在者数を半減する」政策がとられたが、この期間に出国した「不法滞在者」

20 万人あまりのおよそ三分の一が警察に身体拘束されて出国したと推計される。残りのほとんどは自

ら出国を選択した人びとであるが、そうした選択をうながす理由の一つが、雇用や医療保険といった

生活／生命を左右する社会制度からの排除だと考えられている。 

	 入管行政が行使するおもな直接の強制力は空港入管での行動の制限と収容施設の運用である。だが、

それ以上に入管行政の重要な役割は、追放の枠組みそのものを提供すること、とくに追放のカテゴリ

を生産することだと言えるだろう。そうした枠組みやカテゴリがあってはじめて、他の機関の諸々の

規制力も効力を発揮するのである。 

 

○データの入力	 ──データベースとしての入管行政とその再編	 (1) 

 

	 出入国管理行政の本体は、追放を可能にする技術的基盤としての個人情報データベースであるとい

ってよい。入管行政の日常業務は、外国人の個人情報を入力し、個人ファイルを作成・整備し、それ

になんらかのカテゴリをあたえて出力する、そうしたデータ処理の繰り返しである。いまからしばら

く、そうした入管行政とその再編について見ていく。 
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	 第一段階は入力である。入力されるデータには、個体認証と生活史的な記録がある。 

	 空港などで行われる最初の登録では、変わらない、あるいは変わりにくいとされている個体の身体

と生まれに関する情報（写真などの生体情報と、姓名、生年月日、出生地、国籍などの身元情報）が

確認され、記録される。このとき対象者全員をもれなく登録することが重視されている。こうした個

体認証の方法は、今日出席している橋本さんや渡辺公三の著書にあるように、19 世紀の西欧とその植

民地において身体拘束と結びついた技術として開発されたものであるが、近年は IT技術による大量高

速の処理が可能になった。それを用いたのが、「新しい出入国審査」と名づけられ 2007年 11月に運用

が開始された、IC旅券認証システムや外国人個人識別情報システム（BICS：デジタル顔写真と指紋に

よる生体認証）である。 

 

	 個体の登録がなされると、それを基礎にして就労・就学、住所、家族といった生活史的な情報が入

力され、その経歴が蓄積されていく。このときの課題の一つは、つねに変化するデータの迅速な更新

である。その解決策として考案されたのが、来年 7月から実施される「新たな在留管理制度」である。

それによれば、外国人は住所変更や就労・就学、婚姻関係の変更をただちに届け出なければならない。

さらに、企業や学校などの機関も所属する外国人について報告することなる。その結果、在留資格に

指定された活動を行っていないとみなされれば、在留資格が取り消される（追放）。入管行政が行う「受

入れ」とは、絶え間なく、いつまでも続く監視であり、追放の手続きが開始される機会はつねに潜在

しているのである。 

	 しかし、はたして本人や関係機関が定められた届出をおこなうだろうか、という疑問は残る。この

問題は後回しにして、つぎは登録されたデータの処理について考えよう。 

 

○データ共有	 ──データベースとしての入管行政とその再編	 (2) 

 

	 データベースの内側について。個人情報が収められる入管情報システムは、現在その全面的な改編

作業（最適化計画）が進められており、来年 7 月の「新たな在留管理制度」の実施に合わせて新シス

テムへ移行する予定である。新システムの目的の一つは情報共有の拡大、つまり入管局内の各種審査

において利用できるデータ項目を増やし、同時に判断の規準や傾向を相互に参照できるようにするこ

とである。さらに情報共有の範囲は入管情報システムを超えて、一方では警察庁や外務省（査証審査）

へと、他方では法務省内の他部局から厚生労働省など他省庁にも広げることが検討されている。 

 

○カテゴリの出力とその社会化	 ──データベースとしての入管行政とその再編	 (3) 

 

	 そうした個人情報をもとにして入管行政がおこなう判断は、対象個人をいくつかのカテゴリの一つ

に分類するという形式の判断（類型的判断）である。それは定式化された日常的な事務作業であり、



11.04.16furuyaupload.doc 

 
-6- 

入管情報システムは判断プロセスの一部を自動化するいくつかのサブシステムを組み込んでいる。そ

のなかには入力された個人データをブラックリストと自動的に照合する各種のシステムがあり、空港

入管での IC旅券や生体認証による登録手続き（「新しい出入国審査」）ではこうした自動照合システム

が作動する。 

	 その特徴のひとつは警察の関与で、警察はブラックリストに指名手配者のリストやテロ容疑者のリ

ストを提供するだけでなく、事前旅客情報システム（APIS）では、入力されたデータを警察が自らチ

ェックする。もうひとつ指摘しておきたいのは、ブラックリストに「要注意人物」のリストがふくま

れていることである。要注意人物とは、逮捕や入国拒否などの法執行には該当しないが「ただ日本へ

入ること並びに入ったあとの状況について特別注意をしなければならない……好ましからざる人物」

を指す。この要注意人物リストにも、警察は独自のリストを提供している。 

 

	 入管データベースの最後の機能として、情報システムのなかでなされた判断は出力され、現実世界

に返されなければならない。 

	 さきほど述べたように、追放のカテゴリは、警察や社会的制度からの排除があってはじめて、現実

に作用する。また「新たな在留管理制度」では、合法的に在留する外国人に在留資格と名前を記し顔

写真を載せた「在留カード」をもたせ、外国人が所属する企業や学校などの社会的諸機関には外国人

管理の一端を委ねる。こうして社会的諸機関は、バノプティコンの一部となることが期待される。外

国人はそうした装置の存在と作用を知らされ、その現実の力によって装置の定めるところに従わされ

ようとしている。 

	 つまり、入管行政が生産する「受入れ」や「排除」のカテゴリは、現実の社会に受容され、人びと

がそれを前提にして振る舞うようになって意味ある存在となる。カテゴリの社会化が重要である。そ

こでは、社会の受容をうながす媒介者としての行政機関の役割、とくに警察の役割は大きい。しかも、

警察は入管行政の枠組みの内側で、そのプロセスと規準に従っているだけではなく、むしろ入管行政

の再編に積極的に働きかけている。「新しい出入国審査」と「新たな在留管理制度」を最初に公的に提

案したのは、内閣の犯罪対策閣僚会議であり、とくに指紋・生体認証の導入や住所届出義務の強化は

警察庁が文書で強く主張した措置である。警察活動のなかでもテロ対策は、とくに入管行政に関係の

深い分野である。 

 

 

3.	 警察のテロリズム対策 

 

○資料について 

 

	 まず、なぜ私がテロ対策を取り上げるかについて、少し説明したい。昨年 10月に、インターネット

上に、東京・警視庁の公安部外事課が出所とみられる資料 100 点あまりが流出した。その一部には、
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多数の人びとの実名や写真などの詳細な個人情報がふくまれていた。 

	 ところが、第三書館という書店がこれらの文書をそのまま掲載した本を出版したため、実名を掲載

された人びとや弁護士が、出版の差し止めを求めて訴訟を起こした。これらの弁護士と支援者は、訴

訟とは別に、公安警察のテロ対策そのものについて批判的に分析する書籍を出版することにした。そ

のさい、出入国管理・外国人管理とテロ対策との関係についての論考がほしいということで、入管行

政について書ける者として私に執筆が依頼されたのである。本は『国家と情報』というタイトルで、

この 6月に現代書館から出版される予定である。 

 

○テロ対策（警備情報活動）の作業プロセスについて 

 

	 警察庁によれば、テロ対策では「情報・追及検挙・警戒警備」の三つの作業が行われるが、このう

ち「情報・追及検挙」は情報収集活動であり、警備情報活動とも呼ばれる。しかし、その一般的な作

業プロセスは公表されていない。そこで、流出文書のうち、2008年 7月の洞爺湖サミットの警備にか

んする文書をとりあげて、そこから警備情報活動の作業プロセスを読み取った。その期間に行われた

警備情報活動をつぎの四つの作業に大別することができる。 

 

	 第一に、「実態把握」と呼ばれる作業で、これは管区内に居住、就労する対象者の全員を記録する全

数調査である。サミット警備の対象者はおもにイスラム諸国会議機構（OIC）加盟国（57 か国）の出

身者であった。流出文書によればサミット直前までに東京都内や愛知県内の対象者数万人のほとんど

が「把握」されたという。調査方法としては、外事課の指揮が指示し、警視庁・県警の地域部（交番

勤務の「お巡りさん」）がアパートや就労先企業などへ戸別訪問を行った。もうひとつの方法は、雇用

企業・研修生関係団体や留学生受入大学、国際交流関係団体・施設などの諸機関に名簿提出などの協

力を依頼して行われる情報収集であった。これも全数・間接的調査である。 

 

	 第二には「実態解明」で、これは対象を絞り込んだ選択的な調査であり、また外事課職員が対象を

尾行や張り込みによって監視しておこなう、あるいは情報提供者に接触しておこなう直接的な調査で

ある。 

 

	 三番目は、「容疑解明」である。実態把握・解明や通報などによって得られた「不審情報」への対応

や、国外からの情報を端緒にして指定した「容疑解明対象者」への対応として行われている。別件逮

捕による強制捜査を行っているケースも少なくない。 

 

	 第四は、「国際海空港対策」である。第三段階までは国内在住の対象者の捜査であったが、国際海空

港対策は、基本的には海外からテロ行為を目的に入国すると疑われる対象者の捜査である。 
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	 一番目から三番目までのステップをみると、全数・間接調査と選択的・直接調査を重ね、最後に強

制力をともなう捜査を行う、というのがひとつの基本プロセスだと言えるだろう。 

 

○入管局から警察への情報提供 

 

	 情報共有について、流出文書から読み取れるのは、外事警察が入管局のもつ個人情報を広範かつ迅

速に入手していること、それが警備情報活動の基礎を提供していることである。 

	 入管局は外国人の全数記録を収めた個人情報データベースであり、その個人情報は個体認証データ

と生活史的記録をそなえている。このような個人情報は、たとえば全数調査の対象となる母集団とそ

の要素の確定、基本的な個人情報の収集、そして別件逮捕などで有効に利用されている。入管の個人

情報が警察活動にとって有用なのは、入管局の個人情報データベースと警備情報活動が収集する個人

情報が、いずれも追放・強制力行使という目的とそのための形式を共有しているからである（橋本『指

紋論』では「司法的同一性」と呼ばれている）。 

	 また、警察が情報提供を依頼する学校機関や企業、研修生関連団体は、入管行政によって日常的な

外国人管理を委託され、行っている機関であり、つねに整理された情報を用意していることにも注意

したい。警察は、出入国管理の枠組みのなかで諸機関にあたえられた役割を利用しているのである。 

 

○強制力の行使 

 

	 とくに注目したいのは、外事警察が入管法の定める罰則を別件逮捕の手段として、きわめて自由に

解釈し、利用していることである。捜査対象者本人が入管法違反を犯していなくても、他人の不法残

留の「幇助」や「関係者」として自宅や勤務先の強制捜査が行われている。「幇助」の内容は「携帯電

話を買い与えた」こと、「関係者」とは「被疑者が所持していた携帯電話に登録されて」いたことだと

記されている。 

	 在留資格をもつ在日外国人のなかで、同胞の不法滞在者と関係をもたない者は、おそらくいないだ

ろう。したがって、ここに見られるような別件逮捕・別件捜査が許されるのであれば、在日外国人は

誰でもいつでも強制捜査ができることになる。 

 

	 こうした別件逮捕は、形式的には司法手続きにおける法執行だが、事実上は法や権利にとらわれず

に行政の裁量で行われる強制力行使であり、その点で出入国管理行政による追放と共通している。そ

れでも、別件逮捕は捜査目的でなされるものであり、その点で、出入国管理行政がおこなう退去強制・

送還とは異なるようにも思われる。 

 

 しかし、次の二つの点について考えなければならない。ひとつは外事・公安警察の強制捜査

の対象になり、その後も監視されていること、それ自体が、社会的な排除をもたらすこと。その実状
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は、現代書館から出版される本に、私とは別の著者が取材して記しているはずである。 

	 もうひとつは、これら対象者は、たとえ強制捜査の結果、テロの容疑が薄いとされても、警察およ

び入管局にある彼の個人情報ファイルにはテロ関係「要注意人物」のマークが残される可能性が高い

こと。そして、このマーキングは、他の国の情報機関にも渡される可能性が高いこと。そうすると、

この人びとが退去強制に処せられて、あるいは自己の意思で帰国したり、海外に出たとき、情報機関、

収容所、拷問といった事象に巻き込まれる可能性もある。 

 

	 アガンベンは主権による追放を、「生を締め出しの内に保つ」と表現している。出入国管理と公安警

察、そしてそれらの国際的なネットワークは、そうした追放の状態を作りだすと言えるだろう。 
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