
は じ め に

「セキュリティ」をテーマとした展示会・見本市でよ
く目にする言葉が「出入管理」（Access Control System）．
これを実現するソリューションとして， ICカード，バ
イオメトリクス（生体認証），自動ゲートなどが提案さ
れており，実社会でも自宅や事業所の防犯対策の一環と
して急速に導入が進んでいる（「ホームセキュリティ」「オ
フィスセキュリティ」）．共通概念としていうまでもない
ことであるが，その立入りについて一定の制限が設けら
れている区域（Restr icted Area）内に「滞在」すること
が許されている者かどうかを精ちかつ迅速に判断し，
「OK」であれば進入を「NO」であれば退去を促される
というものである．この場合において， ICカードであ
ればそれをリーダにかざすことで，バイオメトリクスで
あれば顔，指紋，虹彩，静脈などを専用の機器で読み取
らせることで，それぞれ本人であることが認証されるこ
ととなる．
国境を越えようとする人の往来を規制するのが「出入

国管理」（Immigration Control）の基本的な役割であり，

具体的には，外国人の受入れに関する基本政策に基づき
受入範囲をあらかじめ明定した上で，規制行政の一環と
して我が国に入国・在留しようとする個々の外国人につ
き一定の審査を経て所定の許可を付与する一方，基本政
策に反し我が国に滞在し続けようとする外国人に対して
は適正手続を経て行政強制により我が国からの退去を求
めるという一連の手順が法令により明確にされている．
その点において，出入国管理は国あるいは国土を主体と
した「出入管理」であり，我が国の公益に照らして適正・
円滑な外国人の受入れを図るとともに，テロ・犯罪を意
図した者を一歩たりとも踏み入れさせず，また，不法に
滞在・稼働して収入を得ようする外国人には厳格に対応
することにより我が国社会の安全・安心を確保するとい
う重大な使命を負っている（米国では， テロ後，
出入国管理を国土安全保障省（Depar tment of Homeland
Secur ity）が所掌しているが，「ホームランドセキュリ
ティ」とは，まさしく国や国土を単位として，外部から
の不正な侵入を防止し安全管理を高めるための巨大な業
務・システムといえる．）．
本稿では，最高の技術水準により既に実用化されてい
る「出入管理」に関するソリューションが，我が国の「出
入国管理」においてどのように生かされているのか，ま
た，生かされようとしているのかについて記述する．

国境を越える人の出入管理のあり方は「国のセキュリティ」に直結するものであり，同一人性の確認（ ： 対比照合）

及び要注意人物の該当チェック（ ： 逐次照合）という，出入国管理の肝ともいえるプロセスにおいて，バイオメトリ

クスという最新技術を投入することにより，精ちかつ迅速な処理が期待される．今後，我が国社会の安全・安心を確保

しつつ適正な外国人の受入れを図るという重大な使命を果たすためにも，個人識別情報や IC旅券による厳格な審査，自

動化ゲートによる円滑な審査など，バイオメトリクスの積極的な利活用が望まれる．
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出入国管理の現状と課題

統計に見る出入国管理の現状

国と国との間の人とものの往来を検査・審査する権限
を有する，いわゆる「際の行政」（Border Control Admi
nistration）を総称して「CIQ」と呼ぶことがある．最初
の「C」はカスタム（税関），すなわち輸入品への徴税
や禁制品の取締りであり，最後の「Q」はクアランティー
（検疫），すなわち伝染病・害虫などの発見・予防対策を
意味している．そして真ん中の「I」はイミグレーショ
ンすなわち出入国管理であり，世界中のどの国・地域で
も法務，内務，警察機関等の所掌の下で存在し，我が国
では法務省入国管理局によって実施されている．
平成 年中における外国人入国者数は 万

人で過去最高となった．この増加は，政府を挙げて取り
組んでいる外国人観光客の招致キャンペーン，平成
年 月からの韓国及び台湾の査証免除措置，及び，中国
に対する査証発給条件の緩和の効果が新規入国者数の増
加に反映されており，これらの国・地域を中心としたア
ジアからの旅行者増加が全体の伸びにつながっていると
考えられる．一方，日本人出国者数は 万 人
で， 年連続の増加となっている．
また，就労，勉学，同居，定住等の目的で我が国に在

留する外国人の総数を表す外国人登録者数は，平成
年末現在， に上る国・地域出身の 万 人で，
万人を突破した平成 年末に引き続き過去最高を

更新しており，この 年間で外国人登録者数は約
倍になった．外国人登録者の我が国総人口 億 万
人（総務省統計局の「平成 年 月 日現在推計人口」
による．）に占める割合は， ％となっている．

出入国管理の二つの課題

今日において出入国管理行政が取り組むべき課題は大
きく二つに分かれており，その一つは「国際交流の拡大
や経済社会の発展，国際人道主義などの観点から我が国
の国益・公益に合致する外国人を積極的に受け入れるこ
と」，もう一つは「治安，国民生活への影響などの観点
から我が国がその滞在を適当と認めない外国人の入国を
未然に阻止しあるいは国外への退去を強制すること」で
あって，端的にいえば，前者は「円滑かつ便利な出入国
管理（ Smooth and Smar t Immigration）」，後者は「安
全かつ厳格な出入国管理（ Secure and Str ict Immigra
tion）」と表現することもできよう．一見すると相矛盾
するようにも見受けられるが，いずれか一方の要請や
ニーズを軽視したまま行政運営を進めていくことはかな
わず，人員体制の強化に制約が存する厳しい行財政事情
の下では行政事務の効率化・省力化を図ることが必要不
可欠であり，最新の技術を取り入れた出入国管理業務・
システム改革を推進していくことが求められている．

バイオメトリクス導入の契機

人の流れにかかわる「規制強化」の動き

出入国管理にバイオメトリクスを導入することとなっ
たきっかけとして，現状の業務・システムでは十分に対
応することのできない重要な問題であるところの「テ
ロ・犯罪」及び「不法滞在外国人」の二つが挙げられる．

（平成 ）年 月 日に発生したアメリカ同時多
発テロ事件では，航空機を使った無差別テロにより

人もの犠牲者を出したほか， （平成 ）年
月にはマドリード， （平成 ）年 月にはロンドン
で，それぞれ列車，地下鉄を対象とした同時多発テロが
発生した．人道に著しく反したこれらテロの仕業による
大惨事を受け世界各国ではテロ未然防止のための様々な
取組みが進行する中で，テロリストの国際間移動を抑止
する必要から国内政策あるいは二国間・多国間の枠組み
により出入国管理の強化を図る動きが出てきている．

（平成 ）年 月にアルカイーダ系テロ組織の
メンバーであった北アフリカ系フランス人がドイツ国内
で爆弾テロ未遂容疑などにより身柄を拘束されたが，同
人は数年前に欧州の刑務所を脱出し，世界各国を転々と
しながら我が国を数回出入りしていた事実が発覚し，新
潟，群馬両県において中古自動車販売業を営みつつ郵便
貯金口座を開設してためた金銭を国外に持ち出していた
とされている．同人は国際刑事警察機構（ICPO）から
国際手配されていたが，身分事項を隠ぺいするために他
人名義使用による偽造旅券を行使していたとされてお
り，この事件を契機として，我が国の出入国管理におい
てテロリスト・国際犯罪容疑者の侵入を水際で徹底的に
防止することが喫緊の課題となった．
不法滞在外国人あるいは不法移民（Illegal Immigrants）

に関する問題は，米国やフランスで世論を巻き込んでの
大論争を呼び起し最近の国政選挙での争点とされている
ほか，先進工業国においても程度の差こそあれ政府や自
治体の悩みの種ともなっている．「低賃金なのによく働
く外国人に仕事を奪われかねない」といった雇用面，「一
攫千金をねらった外国人犯罪に巻き込まれる恐れがあ
る」といった治安面のみならず，「弱い立場にある外国
人が劣悪な雇用条件・労働環境下で搾取され，人身取引
の被害者と化している」といった人権保障の観点からも
不法滞在外国人の問題を放置することはできない．
我が国の不法残留者数は，平成 年 月現在で 万
人であり， 万人近くに上ったピーク時の平成

年から一貫して下降しているが，この数値は，上陸手続
を経て入国した後許可された在留期間を経過したにもか
かわらず出国していない者の電子記録をカウントしたも
のであり，船舶を使って密航するなどの不法入国者を加
えた不法滞在外国人は 万人近くに達するものと推測
されている．政府では，安全・安心な社会を取り戻すと
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ている．
現在の空港手続では，チェックイン，出国審査及び搭
乗口において「旅券による本人確認」あるいは「搭乗券
と本人の照合」の手続を重複して実施しているところ，
これらをまとめて実施することにより（「ワンストッ
プ」），安全性を十二分に担保しつつ合理化・効率化を図
ろうとするものである．その具体策については，チェッ
クインと出国審査の両手続を統合することも含めて引き
続き関係府省，航空会社，空港管理会社等が連携し検討
を進めることとしているが，入国管理局及び航空会社が
個別に実施していた本人確認についてバイオメトリクス
を活用することを念頭に置いている．

バイオメトリクス利活用の実例

IC 旅券認証システム（e Passport Authentica

tion System）

上記 で述べたとおり，偽変造旅券の製造・流通の
防止及び旅券の信頼性向上を目的として， ICAOにおい
て ICチップが搭載された新型 IC旅券の規格を国際標準
とするための協議が進められた結果，バイオメトリクス
の電子情報を ICチップに記録することなどが決定され，
これを受けて我が国では，外務省において顔画像が記録
された IC旅券の発給を開始している．
入国管理局においては，我が国における IC旅券の発

給開始とともに，欧米諸国を中心に （平成 ）年か
ら （平成 ）年にかけて相次いで ICAOの仕様によ
る IC旅券の発給が開始されあるいはそのための準備が
進められていることを踏まえて，新たに IC旅券を読み
取って所定の認証を行うためのシステムを導入すること
とした．具体的には， ICチップ内に記録された電子情
報（身分事項及び顔画像等）を読み出した上，公開鍵基
盤（PKI）を応用して発給国政府機関からあらかじめ入
手した認証情報により正規に発給されたものであるか否
かを瞬時に確認するとともに，生体情報による本人確認
のための対比照合（ ： 照合：verification）を機械的
に行い得るという IC旅券の特性を生かすために， IC旅
券認証に関する試作システム（プロトタイプ）を構築し
て，安全性，利便性，効率性，迅速性，経済性の観点か
ら検証を実施し，平成 年度には国際定期路線が就航
している全国の空海港の上陸審査場に IC旅券の読取り
にも対応できる自動読取り装置（e MRP）を配備したと
ころである（図 ）．
これは で後述する「外国人の上陸審査時の個人識

別情報の提供義務化」と相まって，入国審査の際に外国
人の所持する旅券に基づいて行われる本人確認が従来に
比して厳格なものとなり，昨今の旅券不正事案として急
増している「なりすまし」すなわち旅券を偽変造するの
ではなく，旅券に張り付けまたは印刷された所持人の顔

いう治安対策の観点から，「これら犯罪の温床となる不
法滞在者を，平成 年から 年間で半減させ，国民が
安心して暮らすことができるようにし，また，平穏かつ
適法に滞在している多くの外国人に対する無用の警戒感
を払しょくすること」をうたっており（犯罪対策閣僚会
議「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」，平成
年 月），本計画に基づいて入国管理局では厳格な上陸
審査を実施するとともに不法滞在外国人の摘発強化を推
進しているところである．

IT を活用した出入国管理に係る国際動向

近年，旅券の偽変造やなりすましによる不正使用が増
加し，国際的な犯罪組織や不法な出入国に利用されてい
ることから，偽変造がより一層困難で，安全性の高い旅
券を導入することの必要性が国際会議でも活発に議論さ
れ，研究されてきた．旅券は発行国のみでなく世界中の
国々で使用されることから国際的な相互運用性が重要と
され，国連の専門機関である国際民間航空機関（ICAO）
において国際標準化作業が進められた．その結果，
（平成 ）年 月，記録媒体として非接触 ICチップを選
択した IC旅券の仕様を策定し，各国において自国民を
対象とした IC旅券の導入を推進することとなった．
数年にわたる協議を経て決められた ICAOの仕様によ

れば，旅券に搭載した ICチップ内に記録できるバイオ
メトリクスとして顔画像を必須としつつ任意に指紋また
は虹彩を選択することができるものとし，更には電子認
証のための鍵情報（PKI）を組み込むこととしており，
入国審査時にコンピュータ機器を用いて読み取ることに
よって，旅券それ自体の真偽性が瞬時に判定できるほか，
「人の目」と「機械の目」を組み合わせた同一人性の確
認が容易になるという利点がある．
我が国では平成 年 月 日公布の旅券法一部改正

により顔画像が ICチップ内に記録された新型の IC旅券
が発給され，また，欧米諸国を中心に IC旅券の発給が
順次開始あるいはその準備が進められている．更に，
ICAOでは各国の旅券発給当局から預託された電子認証
のための鍵情報を各国にオンラインで随時供給するため
の PKD構築に向けた検討を進めており，これが機能す
れば，「旅券が電子的に認証されること」イコール「旅
券が真正なものであること」と判定でき，これまで印刷
技術（ホログラム，マイクロ文字等）に頼ってきた旅券
偽変造対策の飛躍的な改善が期待される．
また，政府関係機関及び民間航空会社などが加盟する

国際民間輸送協会（IATA）の提唱により「SPT

（Simplifying Passenger Travel）」と呼ばれる「海外渡航
手続に IT を導入することを通じて簡素化を図り旅客の
利便性と高度なセキュリティを両立しつつ，コストの低
減を実現することを目的とした官民一体のフレームワー
ク」に関する構想の実現に向けた研究・検討が進められ
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写真に似せて整形を施し入国審査をくぐり抜けようとす
る行為を防止できることになる．

外国人個人識別情報システム（Biometrics

Immigration Identification and Clearance

System）

米国では， （平成 ）年 月から，移民・訪問者
資格表示技術（US VISIT）プログラムに基づき，一定
の要件に該当する外国人を対象に査証申請時及び上陸審
査時に左右人差し指の指紋をスキャナで電子情報化する
とともに顔正面をウェブカメラで撮影し，取得した個々
の外国人の指紋情報等を基に「要注意人物」の指紋情報
とコンピュータによる照合を行い，テロリスト・犯罪者
（指名手配犯を含む．）あるいは過去に不法滞在事実等に
よって国外に退去強制された者の指紋と合致した場合に
入国を水際で阻止する制度・システムが運用されてい
る．欧州連合（EU）加盟国でも欧州共通政策に基づい
て発給される共同査証について，その申請の際に外国人
から指紋情報を提供させてデータベース化したものを欧
州各国が共有し（Visa Information System），ある加盟
国で査証発給を拒否されても別の加盟国で査証が発給さ
れるまで申請を繰り返す“Visa Shopping”の防止を図り，
テロのみならず不法移民の流入防止を期することとして
いる（順次導入予定）．また英国では， （平成 ）
年中に大半の在外公館で査証申請者から指紋情報の提供
を求めて要注意人物を識別するための制度の導入が予定
されている．
平成 年 月に公布された出入国管理及び難民認定
法の一部改正において，上陸審査時における外国人の個
人識別情報の提供に関する規定等が整備され，上陸の申
請をしようとする外国人は， 歳未満の者，外交官，
特別永住者など個人識別情報の提供義務を免除される者
を除き，入国審査官に対し，電磁的方式によって個人識
別情報（指紋，写真その他の個人を識別することができ
る情報として法務省令で定めるもの）を提供しなければ
ならないこととした．

過去に不法入国，不法残留，資格外活動，刑罰法令違
反といった入管法違反事実により退去強制処分を受けた
者については，違反調査・収容手続の際に指紋押なつを
求めることとしており，この中から上陸拒否事由に該当
する者や入国目的に関する審査を慎重に行うべき者を抽
出した上で，「要注意人物」のバイオメトリクスデータ
ベースにその情報を加えることにより，該当者の発見を
従来に比して容易ならしめる効果がある．昨今散見され
る事案として，本国において氏名や生年月日などの身分
事項を変更・訂正して新たに旅券を取得し，あるいは偽
変造旅券を行使するなどにより，入国審査をかいくぐろ
うとするものがある．例えば，ある国においては「占い
師に見てもらったら縁起が悪い名前といわれた」という
理由で地元役場への簡単な届け出によって改名できると
ころもあるし，誕生日の新暦・旧暦を取り違えて届け出
たとして生年月日の訂正を行えるところもあり，更には
婚姻・養子縁組による改姓とか，他国への多額な投資等
によって国籍を取得し新たな身分事項を得るなど，その
国における「合法的」な方法で身分事項を変えることで，
見事なほどに他人になりすまして「再度の入国」を果た
そうとするのである．現在のところは，基本的な身分事
項に基づいて要注意人物かどうかの検索を行っているこ
とから，その国の身分登録制度が「柔軟」であればある
ほど入国審査をかいくぐられる危険性が高くなることと
なる．
平成 年中に退去強制手続を執った外国人は約 万
人であったが，指紋照合の結果，このうち ％は

過去に退去強制された経緯を有する者であったことが判
明しており，この中には上陸拒否期間（不法入国，不法
残留等の場合は退去強制を受けた日から 年間）が経過
していないにもかかわらず，身分事項を変えて新たに旅
券の発給を受けるなどして入国を果たした「リピーター」
も相当数含まれている（「リピーター」という用語は，
入管法違反行為を繰り返す者という広義の意味と，上陸
拒否事由に該当しているため本来我が国に入れない者が
身分事項を改ざんしあるいは偽変造旅券を行使して入国
する者という狭義の意味の両方で使われている．）．
このリピーター対策に関しては， IC旅券が今後普及
することによって少なくとも偽変造旅券は淘汰されるこ
とは期待できるが，世界的に IC旅券が流通するまでに
はまだかなりの時間を要するものと思われ，また上述し
たような「合法的」な方法による身分事項の変更にはほ
とんど太刀打ちできず，また，決してあってほしくない
話であるが，そもそも旅券発給手続が完全性を保たれず
汚職等によって不正な発給が続けられることとなればむ
しろ逆効果である．そこで，バイオメトリクスの活用に
よる要注意人物のチェック機能によりカバーしていく方
策が検討されたのである．すなわち，過去に不法就労に
よって摘発を受けた者がどのような身分事項で退去強制

図 IC 旅券認証機器（キオスク型プロトタイプ）



手続を受け，その後再度我が国での不法就労の機会を得
ようと別の身分事項により入国を試みようとしても，過
去と現在の身分事項のうちいずれか一が架空のものであ
ろうとなかろうと，過去の退去強制手続時に取得した指
紋情報を保管してこれを「要注意人物」データベースに
登録することで，上陸審査時においてこれにヒットする
ことで事実が明白となり，こうした不正な方法はほぼ完
全にシャットアウトされるので，再度の不法就労目的に
よる来日自体を思いとどまる効果も出てくるのではない
かと思われる．
今後は，上陸審査時に個人識別情報の提供を義務付け

ることにより，上陸申請者と旅券名義人との同一人性の
確認のみならず入国管理局が保有する要注意人物リスト
との逐次照合（ ： 照合：identification）についてコン
ピュータ技術を用いてより正確かつ迅速に行うことが可
能となり，国民の生命と安全を脅かす外国人テロリスト
を，より確実に水際で発見することができることとなる．
加えて，上述したように不法滞在を繰り返すいわゆるリ
ピーターについても，入国管理局が保有する被退去強制
者の指紋情報及び顔画像と照合することにより，確実に
発見することが可能となる．このように，上陸審査時に
個人識別情報の提供を義務付けることは，テロの未然防
止を主たる目的とするものであるが，同時に，政府が取
り組んでいる不法滞在者対策及び外国人犯罪対策にも資
するものである．
この新しい制度・システムは平成 年 月までに全
国の空海港において開始されることになっており，我が
国における水際管理能力が飛躍的に向上することが期待
される（図 ）．

自動化ゲートシステム（Automated Biometrics

Clearance Gate System）

バイオメトリクスによって同一人性を確認するととも

に旅券発給事実の問合せをコンピュータが行うことに
よって実現される「自動化ゲート」は，アジア・ヨーロッ
パの幾つかの国の国際空港において既に実用化されてお
り，国をまたいだ自動化の取組みも進められている（米
国─オランダ間，香港─UAE 間など）．自動化ゲート
の実用化が図られている国でおおむね共通している手続
として，登録の際にバイオメトリクスを提供させて要注
意人物ではないかどうかを事前にチェックした上で，自
動化ゲート利用可能と判断された者については，その者
のバイオメトリクスを専用のデータベースに保管しある
いはこれに加えて ICカードが本人に交付されている．
入国管理局では，利用者の視点に立ったサービス向上
を図る一環として自動化ゲートの導入を図ることとし，
それにあたって，利用者のニーズを把握した上で費用対
効果について十分に考慮するとともに，安全性と利便性
を共に確保することを前提に，関係省庁及び関係機関と
の間でシステム運営に関する検討や利用方法の検証を進
めていくこととなった．空港手続全体の最適化を目指し
た検討の一環として，入国管理局では，平成 年 月
から 月にかけて成田空港においてサンプル用の IC旅
券や IC カードを利用したバイオメトリクスの認証精
度・速度に関し具体的に検証を行うための実証実験を実
施した．これを踏まえ，「IT 新改革戦略」（平成 年
月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）の
中では，チェックイン及び出国手続における本人確認プ
ロセスの自動化等について関係府省において引き続き取
り組んでいくことがうたわれている．
続いて，平成 年 月から 月まで，国土交通省，
法務省，成田国際空港会社（NAA），日本航空，全日本
空輸などが参加した連携実証実験が実施された．これは，
成田国際空港の出国審査場内に自動化ゲートのプロトタ
イプ機器を設置し，空港勤務職員だけでなく一般の渡航
者からもボランティアを募って 名にも及ぶ参加者
を得て，航空会社によるチェックインと入国管理局によ
る出国審査を同時並行で行うことを想定しつつ，実機を
用いながらバイオメトリクスによる認証の速度・精度や

バイオメトリクスセキュリティの実用化最前線小特集 出入国管理と空港におけるバイオメトリクスの利活用

図 入国審査ブースに置かれた個人識別情報取得機器（実験用）
図 「SPT Trial 」で使用された自動化ゲートの全体写真

（成田空港）



機器の使い勝手などについて具体的検証を行い，数多く
の被験者を対象としたサンプリング調査による本格稼働
のための課題の抽出とその解決策について検討を進め
た．平成 年度には，これまでの試行運用の結果を踏
まえ，再入国許可を受けた外国人の上陸審査にも対応で
きる機器を並行的に導入し本格的な運用を開始すること
としている（図 ，）．

お わ り に

基本的にバイオメトリクスの活用場面というのは「出
入り」の管理に尽きるといっても過言ではない．この場
合，建物や部屋における人の出入りだけでなく銀行
ATMによる金銭の出入りも含まれよう．本稿において
紹介した「ホームランドセキュリティ」（国・国土の安
全管理）ないし「ボーダーセキュリティ」（国境管理）
に関するバイオメトリクスを導入した業務・システムに
ついては，安全・安心な社会を維持するためのテロ・犯
罪対策や不法滞在者対策を主たる目的としつつ，空港手
続における待ち時間短縮による行政サービス向上をも加
味し，欧米や一部のアジア諸国に続く形で我が国もいよ
いよその一歩を踏み出すことになった．

「センシティブ情報」ともいわれるバイオメトリクス
を実際に利用するにあたっては，利用目的の明確化や情
報管理の徹底など個人情報の保護の確保のために遵守す
べき条件もある．氏名など身分事項による属性は意図し
ての変更・訂正が可能であるが，バイオメトリクスは照
合に際しての信頼度の高さとは裏腹にその中身が容易に
変えられるものではないため，情報セキュリティも相当
なレベルで確保される必要がある．すなわち，バイオメ
トリクスを活用した出入国管理体制の構築にあたって
は，情報漏えいが生じることのないようデータの暗号化，
厳格な利用者認証，閉鎖的ネットワークの利用など堅ろ
うなシステム構成による万全な情報セキュリティ対策を
とる一方で，現行の個人情報保護法制の下で取得・利
用・管理につき厳格な運用を図っていくことが重要であ
る．こうした観点から，システムの運用及び保守の場面
において，いわゆる「セキュリティクリアランス」を実
施し情報アクセスが認められる者をあらかじめ限定する
ことや，情報セキュリティ対策が有効に機能しているか
をチェックするためのシステム監査を定期的に実施する
ことなどが検討されている．
ここまで出入国管理におけるバイオメトリクスの活用
方策について，「安全・厳格」，「円滑・便利」の双方の
目的にとっても有効である旨を述べてきた．人間の体の
一部の特徴に基づいて電子データ化したものによって
「本人確認」及び「多人数照合」を迅速かつ正確に行う
というバイオメトリクス本来の特性を生かし，我が国に
おいてグローバル化，国際化，多文化共生社会が今後と
も進展していく中で，世界各地から数多くの外国人を温
かく地域社会に迎え入れ，我が国国民と等しく安全・安
心かつ快適な日常生活を保障するための「国の出入り」
管理に大いに貢献してくれるものと確信している．

（平成 年 月 日受付 平成 年 月 日最終受付）
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を担当．平 在タイ日本国大使館一等書記官（政務）．平
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図 「SPT Trial 」で使用された自動化ゲートによる
認証実験の様子（成田空港）


