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現代国際社会におけるソフトローの 
国内的受容に関する考察 

―マネーロンダリング対策を素材として―

陳　　　謙 
（明石研究会 4 年）

序　　論
Ⅰ　ソフトローとハードローの交錯関係並びに国際法と国内法の効力関係

1　ソフトローとハードローの交錯関係と相互作用
2　国際法と国内法の効力関係

Ⅱ　国際社会におけるマネーロンダリング対策の国内的受容
1　マネーロンダリング防止関連諸条約と FATF諸勧告の実効性
2　各国における FATF諸勧告の受容状況
3　FATF諸勧告の国内的受容の理由

Ⅲ　国家間非拘束的合意の国内的受容
結　　論

序　　論

19世紀の法実証主義の台頭とともに、文書による国家間の合意である条約と主

として国際紛争・国際裁判を通じてその存在が確認される慣習国際法は国際法の

形式的法源とされてきた。一般的に言えば、国家は自国が拘束される国際法の諸

規則を国内において着実に実施しなければならない。しかし、実際には国際法の

枠組みの中で「国家間非拘束的合意」が多数存在し、それらが「ソフトロー」（soft 

law）という概念として論ぜられている。

ソフトローとは、現行の法規範を意味する「ハードロー」（hard law）に対比さ

れる概念であり、厳密な意味での法とはいえないものの、何らかの規範性を持つ
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ことが期待されるものである1）。ソフトローは法的拘束力を伴わないとしても、

なお一定の規範的価値をもちうる2）。ソフトローは多様性3）と多義性4）を持つと

いわれる。現代国際社会においてソフトローと呼ばれてきた対象には、主に 2つ

のものがある。ひとつは、通常の条約をハードローとし、慣習国際法・条約等の

国際法上の法源の形をとっていないが国際関係を実質的には規律する規範5）がソ

フトローとされている。典型的な例としては国連等の国際機関の決議や未発効の

条約、宣言等が挙げられる。もう一つは、権利義務を明確に定める条約または条

約中の一部分の条項をハードローとし、特定の内容は指示しない乃至具体的な義

務を国家に課さないもの6）であり、一般的に理念や努力目標を定めるにすぎない

条項7）がソフトローとされている。例えば、一般原則や交渉義務のみを規定し、

法的拘束力を持たない紳士協定（Gentleman’s Agreement）8）である。

本稿では、以上に述べたような国際法上の形式的法源性を備えていないことも

しくは権利義務内容の不明確さのゆえに国際的な活動主体（国家、国際機関、多

国籍企業、個人等を含む）に対してほとんど法的権利を導き出し難く義務違反を認

定し難いことのいずれかに該当する規範を「国際社会におけるソフトロー」とし

て扱う。なお、国際司法裁判所（ICJ）規程9）（1945年）は同裁判所の裁判準則と

して慣習国際法と条約に次いで「文明国が認めた法の一般原則」（the general 

principles of law recognized by civilized nations）（38条 1ｃ）の適用を認めている。と

はいえ、法の一般原則が国際法の独自の法源をなすか否かについては未だに学説

上見解の対立がみられることはともかく、法の一般原則自体は諸国に共通に認め

られる実定的な一般原則を念頭に置いたもの10）、いわば文明諸国の国内法の共通

原則といえることから、本稿の中心的な検討対象から除外する。

現代では、日進月歩の技術革新によって情報をはじめとするサービス、モノ、

カネそしてヒトが容易にこれまで存在した国家、地域等タテ割りの境界を越えて

動くようになるに伴い、従来であれば一国の国内で完結的に行われている物事は

直ちに周辺国乃至全世界へ波及するようになった。いわゆるグローバリゼーショ

ンによって、従来であれば国レベルで対処できた物事に国を越えたグローバルな

対処が必要とされるようになり、各国単独の規制では不十分で外国との協調行動

が不可欠となった。グローバリゼーションの結果、より多くの国家を越えた法規

範が求められる反面、地球上は依然として主権を有する国家によって分断統治さ

れているため、より多くの条約を作成して各国の加入を促すには長い時間がかか

るのみならず、伝統的に多くの事項ついては国家が規制をしてきており、国際規
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制に抵抗の強い分野もある11）。こうした事態を背景として、法的拘束力を伴わな

いとしても国際社会の現実的要請を反映し、迅速に対応しつつ、一定の規範的価

値を持ちうるソフトロー文書12）の機能が期待されている。正式な国家間合意で

なくても、行政機関レベルの合意または各国内を代表する専門家レベルの合意、

また国際機関の決議や国際機関と私企業の間の契約等の形式であっても正式の条

約よりも現場のニーズに合うという優れた特性から十分に問題に対処できる場合

がある13）。条約等のハードローの補充・代替手段としてのあるいは国ごとの特殊

性を加味できるという柔軟性を発揮する独自手段としてのソフトロー文書の機能

及びその意義に関する先行研究は多数存在するが、各国が拘束力の稀薄なソフト

ロー文書の内容を国内的に確実に実施するための取り組みすなわちソフトローの

国内的受容に対する研究は少ない。そこで本稿の狙いは、国際社会における現行

のマネーロンダリング諸対策の国内的受容について検討することを通して、一般

的な国家間非拘束的合意すなわち国際社会におけるソフトローを国内的に受容す

るための要件と方法を導き出すことにある。

本稿において、マネーロンダリング（money laundering：資金洗浄）とは、違法

な手段によって取得または生じさせた収益14）をタックスヘイヴン15）やオフショ

ア金融センター16）と呼ばれる国や地域に存在する複数の金融機関を利用して浄

化し、その起源を隠蔽し、合法的な資産に偽装し、捜査機関による収益の発見ま

たは検挙から逃れようとする行為であると定義する17）。そして、マネーロンダリ

ング対策は国内外や形式上・事実上、文書属性・行動属性を問わずアンチ・マネー

ロンダリング（anti-money laundering）にかかわるあらゆる規範とその実践を包括

する。本稿で、現代国際社会におけるソフトローを国内法化するための要件につ

いて検討を行う際に、マネーロンダリング対策の分野を検討素材として取り上げ

る理由は、大きく分けて 3つある。

第 1に、研究に利用可能な国際的な規範及びそれに関連する資料が豊富である

と考えるからである。グローバリゼーションによってほかのいかなる領域よりも

金融経済に関わる領域での国境を越えた活動は極めて活発化しているといえよう。

越境的マネーロンダリングという犯罪行為もグローバリゼーションの産物である

といってもよい。とりわけ1980年代以降、国際金融取引の規制緩和が世界的に進

む中で、金融取引に対する低廉な課税、顧客の秘密の厳格な保持など、国際金融

取引に対する様々な便益を提供する、いわゆるオフショア金融市場が世界各地で

形成される18）ことは越境的マネーロンダリング問題の深刻化の要因の一つであ
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るといえよう。それに、電子決済など、金融取引分野の技術革新がそれらの市場

がマネーロンダリングに利用されるケースが増加する傾向に一層拍車をかけてい

る19）。その一方で、金融・経済活動の広域化・グローバル化に伴う主権国家間の

経済的関係の緊密化によって、条約や非拘束的合意が多数作成されており、マ

ネーロンダリング対策の分野のみでも両者が同時に存在するのである。

第 2に、ベルリンの壁の崩壊（1989年）、ソビエト連邦の崩壊（1991年）を経て、

21世紀は、「自由主義・資本主義対社会主義・共産主義」の対立から「法と秩序

による健全な社会・経済システム対組織犯罪」の対立の時代に変った20）。組織犯

罪防止・撲滅のために各国は長年にわたり緊密に連携してマネーロンダリング問

題に国際的な取り組みをしてきた。近年の世界経済のグローバリゼーションの更

なる進展に伴い、カネやモノなどの資産の流動性・国際性が高まっている。その

反面、犯罪活動においても同様であり、越境的・組織的に行われる国際組織犯罪

はより一層複雑化・深刻化してきた上、組織犯罪は国際社会の脅威となっている。

それにとどまらずその犯罪収益は更なる組織犯罪のために運用されるという認識

が国際社会において広範に共有されつつあることからすると、現行のマネーロン

ダリング諸対策の実効性やその更なる拘束力をめぐって検討することには意義が

あると考えるためである。

第 3に、現在、欧米諸国をはじめ、数多くの国がマネーロンダリング行為に対

して条約の締結に伴う国内関係法の整備を積極的に進めており、マネーロンダリ

ング諸対策の中の比較的柔軟な部分がより高い形式上あるいは事実上の拘束力を

持つようになることへの関心が高まりつつある。そのため、受容性の高いマネー

ロンダリング対策をめぐる考察を通じて一般的な国家間非拘束的合意を国内的に

受容するための要件と方法を導き出しやすいのではないかと考えられるのである。

本稿では、第Ⅰ章においてソフトローとハードローの交錯関係並びに国際法と

国内法の効力関係について検討を行う。第Ⅱ章においてマネーロンダリング防止

関連諸条約と FATF21）諸勧告のそれぞれの実効性、そしてソフトローとしての

FATF諸勧告の国内的受容状況及びその理由について検討する。第Ⅲ章において、

FATF諸勧告の国内的受容を踏まえ、より一般的な枠組みにおける国家間非拘束

的合意（ソフトロー）を国内的に受容するための要件と方法を導き出してみる。
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Ⅰ　 ソフトローとハードローの交錯関係並びに国際法と国内法の 

効力関係

1　ソフトローとハードローの交錯関係と相互作用

国内社会における法規範は、国家によって定立されるものが多く、その立法の

主体や手続きについては、あらかじめ憲法や法令の中で定められている。それゆ

え、国家法すなわち国内法はそのほとんどがハードローの形態をとっているとみ

なされる。本稿では国際社会における法規範を中心的対象として考察する際に、

ソフトローとハードローの使い分けとしては本稿「序論」で提示したように、形

式上の法源性を持たずある程度の事実上のみの拘束力を有するもしくはハードな

権利義務について言及せず概括的・理念的な言い回しによって強制執行の根拠と

ならない規範がソフトローであると考える。これに対して、形式上の法源性かつ

ある程度の法的拘束力や執行力を有するもしくは厳密に権利義務を定める規範が

「ハードロー」的なものであると考える。例えば、国際連合憲章22）である。

言うまでもなく、国内法分野においても、国際法分野においても、ソフトロー

は完全にハードローから無縁な存在ではない。近時の研究動向からみると、国際

法学上、ハードローとソフトローとの関係が二者択一ではなく、「程度問題」と

して扱われている23）。地球的問題への実際的対処にあたってハードな手法からソ

フトな手法に至る様々な政策手段が実際に活用されている現状において「法」と

いう規制手法、言い換えれば「ハードロー」による規制を特別視・万能視するこ

とはできないという意味で規制手段一般の中で「法」が相対化されている現象を

捉えることができていると考えられる24）。ソフトローが従来のハードローでは表

現できないものを表現し、ソフトロー論が従来のハードローの議論からこぼれ落

ちるものを拾い上げる作用を果たしていると評価される25）。それに加えて、前章

ですでに述べたように、正式の条約の締結に至るまでは交渉、作成、採択、発効

などの一連の手続きに相当の時間がかかる上に、規制分野によって主権国家によ

る抵抗の強い場合も多い。逆に言えば、ハードローを過度に強調するとすれば、

法的創造性や機能性、実効性を失ってしまうという問題が生じることになる恐れ

がある。そのため、現在の国際社会において、法的拘束力を欠くとしても時や場

合に応じて調節しやすい政策的選択肢としてのソフトローが、矛盾や瑕疵のある

または改善が要求されたハードローに対する補充的・補完的手段にとどまらず、
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ときには代替的な位置づけを与えられている。

だが、国内社会及び国際社会でソフトローとハードローが混在している状態の

中で、ソフトローのハードローに対する優位性を強調する議論に反対する議論が

ないわけではない。例えば、単に政策的手段としてハードローと並んで機能して

いるソフトローそれ自体の法的実効性や法的安定性に対する疑問等である。そも

そもソフトローはその履行や執行を必ずしも担保できないという欠点がある。

ハードローによる非効率性を回避することができるが、ソフトローが効率性を損

なうことなく機能するためには、あくまで自主的な履行を前提にしなければなら

ない。ソフトローが活動主体間で履行されている限りにおいてソフトローによる

自主的規制を尊重するが、それが履行されていないと認識された場合にはハード

ローによる規制に切り替えられるという戦略を立法機関や行政機関がとることが

必要である26）。つまり、ハードローによる過大な規制の脅威の下でこそ、ソフト

ローが自主的に履行され、それが有効に機能するといえる。ここで留意しておき

たいのは、ハードローによる規制の必要なしに効率的な活動水準が達成され、逆

にソフトローより大きい場合にはハードローによる規制が社会的には望ましいと

言うこともできることである。また、ハードローによってソフトローの内容や効

力が否定される可能性もある。さらに、ソフトローそれ自体を遵守させるために、

ソフトローを履行しない主体に対して懲罰的なペナルティーをハードローとして

用意するという対応方法も考えられる27）。よって、ソフトローとハードローとの

交錯関係の中で、その両者は相互作用を有しており、ソフトローはハードローよ

りも効率性や柔軟性等を有し、ハードローは威嚇的な存在としてソフトローに介

入し、その実効性や正当性、安定性等を確保する役割を担うといえよう。

以上のように、一般的な枠組みにおけるソフトローとハードローとの交錯関係

及びその相互作用について整理した上で、次にマネーロンダリング対策の分野に

おけるソフトローとハードローの交錯に着目し、整理してみたい。

国連を中心とするマネーロンダリング対策は当初、麻薬問題において取り上げ

られ、その有効性から国際組織犯罪全般を防止する対策として講じられてきた28）。

1980年代までに、麻薬の生産と消費の連環をなす国際的な薬物密売組織の存在に

より、世界的に広がる麻薬汚染の危機が深刻化してきた。こうした国際的な不正

取引を統制する組織に対しては、資金基盤への打撃、すなわち薬物密造・密売収

益の没収やマネーロンダリングの取締りを行うことで、所期の目的を果たさせな

いことが重要であると考えられた29）。それゆえに、国際社会の一致した取組を鮮



141

明にした「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」30）（以下、

「麻薬新条約」とする。）は1988年12月に採択された。同条約では薬物犯罪による

収益の隠匿等の行為を犯罪化することや、これを剝奪するための制度を構築する

ことを締約国に明確に義務付けるとともに、締結・発効当時からその着実な実施

を図ってきたことから、麻薬新条約は間違いなくマネーロンダリング対策の分野

の中で初期段階における「ハードロー」性が非常に強い合意文書であるといえよ

う。

その後、1989年 7月にアルシュ・サミット経済宣言31）を受け、薬物犯罪に関

するマネーロンダリング対策における多数国間の司法面での協力を強化するため、

先進主要国を中心にマネーロンダリングを監視・防止する国際機関として「マ

ネーロンダリングに関する金融活動作業部会」（Financial Action Task Force on 

Money Laundering：以下、“FATF”とする。）が設立された。FATFは、1990年 4月

に麻薬新条約の早期批准やマネーロンダリングを取り締まる国内法制の整備、金

融機関による顧客の本人確認及び疑わしい取引の報告義務化等を主な内容とする

「The 40 Recommendations on Money Laundering：資金洗浄に関する40の勧告」32）

（以下、「40の勧告」とする。）を策定した。「recommendations」の主な訳語として

の「推薦」「勧告」という言葉を字義的に読むと、40の勧告はそのタイトルが示

すように「条約」的な合意文書ではなく、序論で挙げたソフトローの 2つの定義

の前者に該当している。それに、その原文の条文中にほとんど“should”という

助動詞を用いてメンバー国・地域及び機関に義務付けている。一般的には、契約・

法務関係文書における“should”で表された内容は、“shall”のような法的強制

力を意図しない、いわゆる非強行規定（non-mandatory provisions）を表現したも

のと解される。さらに、国内規制を直ちに調和させるというよりは規制の努力目

標を述べたにとどまる勧告も含まれている。例えば、没収に関する勧告 8は刑事

手続きである没収以外に、「契約の解除その他の民事手続きの採用も検討すべき

である」と述べており、民事手続きの採用は努力目標と位置付けられている33）。

この点はまさに前章で挙げたソフトローの 2つの定義の後者に該当している。

よって、40の勧告のソフトローでしかないことがさらに明らかになる。40の勧告

は法的拘束力を有さないが、勧告が策定された時点で麻薬新条約は未発効であり、

麻薬新条約の重要な規定を条約発効前に履行するようメンバー国に促すもので

あった。麻薬新条約発効後には麻薬新条約の当事国である国に対しては条約上の

義務を確認する意義を、それ以外の国に対しては該当する条約規定に自主的に従
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うことを促す意義を有することになる34）。また、その内容は固定的なものではな

く、FATFは、対策の強化を図って過去長年にわたって得られた経験を考慮の上、

マネーロンダリング問題における変化を反映すべく、不定期的に「40の勧告」を

改訂しつつある。FATFの創立趣旨においても資金洗浄を防止するための国内法

制の整備への努力が言及されており、40の勧告それ自体も各国における対策を調

和させる必要から、法執行、刑事司法及び金融規制の分野において各国がとるべ

き対策の基準として策定されたものである。従って、40の勧告によって義務付け

られた内容の法的拘束力を強めるための国内法制化が真剣に期待されているとい

えよう。このような理由から、本稿において40の勧告をマネーロンダリング対策

の分野での最も重要な検討対象として扱い、その実効性を第Ⅱ章第 1節で検討を

行い、さらにその各国における実施状況について第Ⅱ章第 2節で検討を行いたい。

1990年代には、組織犯罪の国際的な広がりが国の安全を脅かす存在として認識

され、国連を中心として条約の検討が行われる一方で、1995年 6月、ハリファク

ス・サミットでは、国際的な組織犯罪対策の成否を握るものとして、薬物取引だ

けでなく重大犯罪から得られた収益の隠匿を効果的に防止するための対策も必要

であるとされた35）。FATFは、こうした動きに呼応して正式の国際連合条約の締

結に先行し、40の勧告を1996年に一部改訂し、前提犯罪36）を従来の薬物犯罪か

ら一定の重大犯罪に拡大した37）。交通や通信手段の高速化、金融、ITサービス

その他のネットワークの広がりに伴い、急速に複雑化・深刻化している国際的な

組織犯罪に効果的に対処するために、各国が自国の刑事司法制度を整備・強化し、

国際社会における法の抜け穴をなくし、国際的な組織犯罪の防止のための国際協

力を推進する必要性が高まる国際情勢を背景に、2000年にニューヨークで採択さ

れた「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」38）（以下、「パレルモ条

約39）」とする。）においても犯罪収益の洗浄の犯罪化（第 6条）が規定された。薬

物の不正取引以外の悪質な犯罪による収益の洗浄の犯罪化は「ハードロー」的拘

束力のあるパレルモ条約によってより一層明確となった。このように、一般的な

犯罪活動に関わるマネーロンダリングの犯罪化とその防止対策の法制度化の過程

を通じ、（ⅰ）グローバルな問題意識から国連の議題として上程し、条約化を目

的として検討を行い、（ⅱ）非拘束力的な文書を最初に提示し、フォローアップ

等のソフトな手段で実現を図りながら40）、（ⅲ）採択の時機が熟した時、ハード

な条約へ転化するというソフトローとハードローの組み合わせ方を明らかにした。

悪質かつ重大な犯罪行為にとどまらず、テロリズムへの対応においては未然防
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止が特に重要で、国際的に暗躍するテロ組織の活動を支える資金供給の遮断と資

金供給ルートの解明、国際的な連携が必要なことはマネーロンダリング対策と同

様であると考えられた41）。1999年12月に採択されたテロリズムに対する「資金供

与の防止に関する国際連合条約」42）（以下、「テロ資金供与防止条約」とする。）では、

このような考え方に従い、テロ資金提供・収集行為の犯罪化、テロ資金の没収、

金融機関による本人確認・疑わしい取引の届出等の措置を求める。その後、2001

年 9月のアメリカ同時多発テロ事件（以下、「 9・11」とする。）を受け、FATFは

特別会合を開催し、テロ資金供与対策も任務とすることを決定するとともに、テ

ロ資金供与の犯罪化やテロリストに関わる資産の凍結措置等を内容とする「テロ

リズムへの資金供与に関する FATF 8つの特別勧告」43）を策定した。さらに、

2004年に国境を越えた資金の物理的移転を防止するための措置に関する項目が追

加され44）、「 9の勧告」45）となった。FATFが設置されて以来、マネーロンダリン

グの防止に関わる国際的な協調の推進の中核を担っている。ハードローたるテロ

資金供与防止条約が先行していたが、FATFが策定した「ソフトロー」属性の諸

勧告は、特に「9.11」以降、マネーロンダリング対策の分野における国際基準と

なっている。

マネーロンダリングの方法・技術の巧妙化・複雑化からみると、それに対して

常に条約上の義務を具体化・明確化することが困難となるため、長年にわたり各

国が緊密に連携し、様々な取り組みを行っている。これまで主として取り上げて

きた諸条約や諸勧告にとどまらず、他方では、バーミンガム・サミットにおいて

各国は国内における資金情報機関（Financial Intelligence Unit、FIU）46）の設置に意

見が一致し、ロック・アーン・サミットにおいてメンバー国における金融犯罪の

取り締まりの現状を踏まえた「Ｇ 8行動計画原則」47）といったソフトロー文書が

作られた。このような国際的な枠組みの中で、個々のハードローとソフトローは

相互の関係を意識しつつ、機能している。

2　国際法と国内法の効力関係

すでに提示したように、国内法は国家が主導する法をさし、そのほとんどが

ハードローである。これに対して、国際法は主として国連をはじめとする権限の

ある国際機関が主導する規範あるいは複数国家間の合意に基づいて形成された規

範というものをさし、その形式的法源の有無あるいは権利義務についての表現に

よって、ハードローとソフトローに分けられている。産業革命以来、国際貿易の
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飛躍的な増大とともに、国際法の規律事項が従来の政治・軍事・外交的問題から

経済的・社会的もしくは対人的事項へ広く対象とするようになり、国内法との競

合をきたす状況がみられるに至ったため、国際法と国内法の協働と調和が大きな

課題となると指摘される48）。

国際法と国内法はいかなる関係にあるのか、これまでの伝統的理論において、

2つの法体系が相互に別個の独立した体系をなすとする二元論、同じ法体系をな

すとするが国内法優位論と国際法優位論という 2つの捉え方が併存する一元論等

の見解は統一されていない。戦後の等位理論において、両者の関係を現実的視点

から捉えると、両者は「体系」としての抵触を否定し、「義務」の抵触はありう

るとされる。この理論は基本的に二元論の立場をとりつつ、国内レベルでは国内

法が適用される結果として国際法上の義務の不履行が生ずることがあるという

「義務の抵触」を従来の理論よりも積極的に認めた。そして「義務の抵触」に関し、

国内法援用禁止原則が発展してきており、ウィーン条約法条約49）27条「当事国は、

条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」

によって確認されている。さらに、もし条約がその内容の実現のために必要な立

法義務や国内法の改廃義務を明記している場合であれば（例えばジェノサイド条約

5条50））、常設国際司法裁判所によれば、国家は「引き受けた義務の履行を確保

するために必要な立法上の改正を行う義務がある」のである51）。

ハードローである国際法とソフトローである国際法、それぞれが国内法体系に

おける地位・効力について整理してみる。まず国家は自国が拘束される国際法の

規則を国内的に実施しなければならないということを念頭に置かなければならな

い。ここで生ずる（ⅰ）国際法に国内的効力を与えるための方法すなわち編入・

受容の仕方、（ⅱ）国内的効力の付与された国際法の効力上の地位（順位）とい

う問題を、国際法は一律に定めずに各国の国内的取扱いに委ねている52）。条約の

場合には、条約に国内的効力を与えるには、（ⅰ）議会の立法手続きによって条

約を国内法につくり換えるという変型方式、（ⅱ）公布によって条約の国内的効

力を一般的に承認するという一般的受容、以上 2つの方法がある。国内的に受容

された条約の効力順位も各国の憲法や判例により異なる。一般的な傾向としては、

議会の法律と同等乃至それに優位する効力が付与されているが、一般に憲法に対

する条約の優位を認める国はほとんどない。慣習国際法の場合には、慣習法規の

普遍的性格にかんがみて、（ⅰ）この取扱いによって国内法とのあいだに格別の

問題を生ぜしめることが一般にはない、（ⅱ）条約と違って、慣習法の内容の国
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内法化は事実上高度の困難を伴う、という理由53）から、各国の共通の立場は一

般に特別の国内的措置を経ることなく、そのまま国内的効力が与えられるのであ

る。慣習法規の自動的受容を憲法や判例によって定める国が多数存在し、憲法の

明記によって慣習法規の法律に対する優位を認める国もある。

慣習国際法自体の存在はもっぱら国際紛争・国際裁判を通じて確認されるとい

うことが多かったため、その不明さ・曖昧さは変動の激しい国際社会において柔

軟で弾力的な対応を可能とし、今日に至るまで国際法の形式的法源として重要な

役割を担ってきた。国際法の法典化（条約化）等の進展により慣習国際法の比重

が相対的に低下したとはいえ、国内法と比べると、その重要性はいぜんとして大

きなものである54）。慣習法の成立の時期も、必要とされる時間も不確かであり、

またその規範内容も不確かであることは「法」として欠陥があるとはいえ、国際

法の主要で基本的な原則が慣習法規の形式をとっていることが少なくなく、国際

社会のすべての国を拘束する一般法としての性格も持つ。よって、本稿で主要な

検討対象として取り上げるソフトローに比して、その内容の不確かさによって条

約より現実状況に柔軟で弾力的に対応することが可能であるという利点で類似し

ているが、慣習国際法は形式上も実際上も「ハードロー」性を持ち、その法的拘

束力がソフトローを上回ると考える。

ソフトローの内容は、諸国家の一般的な慣行（State practice）としての存在（慣

習国際法の規則が成立する客観的要件）でなく、すべての国によって遵守・履行さ

れなければならないとの法的ないし必要的信念（opinio juris sive necessitatis）が認

められるもの（慣習国際法の規則が成立する主観的要件）でもない。さらに、法的

拘束力を持たないか稀薄であり、緩やかな行動規範にとどまってその履行は当事

者の善意に依拠する部分が多い55）ことがその特徴として指摘される。よって、

こうしたソフトローに対しては、慣習国際法のように自動的受容で国内的効力が

与えられることの実現可能性が低く、必要性がある場合に各国に主動的受容をと

らせるしかないと考える。こうしたソフトローの内容にどのような条件の下でど

のような方法で各国が自発的に国内的効力を与えるのであるかが本稿で最終的に

導き出したい結論である。
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Ⅱ　国際社会におけるマネーロンダリング対策の国内的受容

1　マネーロンダリング防止関連諸条約と FATF諸勧告の実効性

マネーロンダリングは各国のマクロ経済活動に重大な影響を及ぼしかねない。

そして、予測不可能な貨幣需要の変動、金融機関や金融制度の健全性に対するリ

スク、合法的な金融取引の汚染、予期し得ない資金の越境移動による国際間の資

本移動と為替相場の不安定性の増幅等をもたらす可能性も高い。さらには、一国

の商業部門や金融部門が組織犯罪の支配・影響下に置かれるようになれば、外国

からの直接投資を妨げることにもなりかねない。これらの懸念は未だに解消され

ていないという状況を発生させる原因を考察するため、まず現行のマネーロンダ

リング諸対策の実効性を問いたい。

前章で挙げた現行の主要なマネーロンダリング対策は大別して国連の主導に

よって制定される諸条約と FATFの主導によって策定される諸勧告に分けられる。

それらの実効性に関しては、まず理論上、前章で検討したように、一般的には、

条約の締約国は国内議会の立法手続きもしくは公布を通じて条約に議会の法律と

同等乃至それに優位する国内的効力を付与する。これに対し、ソフトローとして

の FATF諸勧告には自動的受容で国内的効力が与えられるわけではなく、その内

容に各国が主動的受容をとり、自発的に国内的効力を与えるしかない。次に、実

際上、マネーロンダリング防止に関連する諸条約と諸勧告のそれぞれの実効性に

ついて検討してみる。

国連を中心としたマネーロンダリング対策のほとんどは条約という形式となっ

ている。初めて麻薬事犯によって生じた財産の隠匿や移転等のいわゆるマネーロ

ンダリング行為を犯罪化するよう求める麻薬新条約は、世界各国が各国法制度の

尊重と相互信頼の上に立って国際協力を一層強化推進するとの立場から、薬物事

犯の撲滅のために必要不可欠である新しい分野の捜査手法等の導入を盛り込んだ

ものとなっている56）。国連薬物犯罪事務所（United Nations Office on Drugs and 

Crime、UNODC）をはじめとする国連機関は薬物規制と薬物犯罪防止に加え、マ

ネーロンダリングを含めた組織犯罪防止を目的として53ヵ所に各国・地域事務所

を設置し、関連条約の履行について実務的に加盟国政府を支援し、また未加盟国

の早期加盟や国内法整備を支援している。麻薬新条約は裁判権の設定に関しては

属地主義の義務付けと積極的属人主義の許容にとどまり、「引渡しか訴追か」に
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ついては自国民についてのみこれを義務付ける規定となっているが、詳細な実体

法規定と国際協力を重視する点から、麻薬新条約はセイフヘイブン（安全な逃げ

場所）を与えないことを強調した条約であるといえる。

薬物の不正取引以外の悪質な犯罪によるマネーロンダリング行為を犯罪化する

と定めるパレルモ条約は2015年12月現在、186ヵ国もの国・地域がこの条約を締

結済みである。本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、各締約国は国内

において重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄、司法妨害等を犯罪とす

ることを定め、裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等に

ついて法整備や国際協力を行わなければならない。

9・11以来、国際社会は国際テロに対する協調体制を一層強めてきた。G 8首

脳の共同声明によってすべての国はテロ防止関連条約の可及的速やかな批准を要

請された。テロ組織への資金の流れを断ち、テロリストの活動を根元から封じる

ためのテロ防止関連条約では、属地主義とともに積極的属人主義に基づき、一定

のテロ行為（ハイジャック、爆弾テロ等既存のテロ防止関連条約上の犯罪及び他のテ

ロ目的の殺傷行為）に使用されることを意図してまたは知りながら行われる資金

の提供及び収集を犯罪とし、これらの行為を自国の国内法上の犯罪として締約国

に処罰するための刑事裁判権を設定することを義務付けている。また、これらの

犯罪を締約国間の犯罪人引渡しの対象とし、締約国はほかの締約国が裁判権を設

定した犯罪の容疑者が自国領域内に所在する場合には、容疑者を自国で訴追手続

きをとるかまたは該当締約国に引き渡すかのいずれかを行うことを義務付けてい

る。

刑罰権の行使は国家主権の最も根源的な作用であり、強い属地性を有するとさ

れてきたため、国家の刑罰権の行使は従来、国際的な介入を受けることは少なく、

各国はそれぞれの社会的文化的背景に即した自己完結的な刑事司法制度を発展さ

せてきた。だが、第二次世界大戦後の犯罪の国際化に効果的に対処するため、国

境を越えて行われて一国の対応のみでは犯罪者を捕捉することが困難な犯罪を対

象として、条約に基づき、各国が国内で犯罪化すべき犯罪について規定し、裁判

権の設定の義務付けや許容によって規制の穴をなくし、手続き法規定や犯罪人・

証拠の確保のための国際協力に関する規定を設けてきた。以上 3つの条約は、現

在に至るまで国連加盟国のほとんどが締約している。犯罪人のセイフヘイブンを

なくすことを基本的理念とし、各国法制度を尊重しながら司法協力の強化及び途

上国に対する法整備の支援を重視したものであり、とりわけ裁判権の設定を通じ、
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締約国における条約の着実な実施を図ってきており、実効性を確保していると考

える。

40の勧告をはじめとする FATF諸勧告はマネーロンダリングの防止に関わる国

際的調和における中核的地位を占めている。マネーロンダリングに対抗するため

に各国の法制度を改善し、金融制度の役割を強化し、国際協力を強化するための

方策として40の勧告を盛り込んだ57）。FATFは対策の強化を図るため、新たな動

向に応じて不定期的に40の勧告を改訂している。近年、金融規制の国際的調和を

目指すことにより、勧告に対する改訂作業の透明性の確保に力点を置き、改訂の

過程で FATFのメンバー国・地域以外の国や地域、国際機関、金融機関その他民

間の利害関係者の意見を取り入れる手続きも採用された58）。

40の勧告の実効性の確保に関しては、FATF勧告自体は法的拘束力を有しない

が、FATF加盟国による履行確保・履行監視のための措置として自己評価と相互

審査が行われてきた。メンバー国間の協調性を重視する FATFには、メンバーが

相互に刑事司法、法執行、金融の各分野の専門家を他のメンバー国に派遣し、40

の勧告の履行状況を実地検証する相互審査の仕組みがある59）。その審査は非常に

厳しいもので、形式的な勧告の履行状況にとどまらず、結果として勧告の履行が

効果的に行われているか、換言すれば、マネーロンダリング対策が実効性をあげ

ているかとの観点からなされる60）。マネーロンダリングの取締りについては、

FATFはソフトローの形式をとっているため、メンバー国は法的に拘束されるこ

とはないにもかかわらず、自発的に国内法を整え、その違反に対して罰則を設け

ることで強化しているという事実がある。

FATFは2015年12月現在、経済協力開発機構（OECD）加盟国を中心に、34ヵ国・

地域及び 2つの国際機関が参加している政府間組織であるがゆえに、40の勧告は

先進国を中心とした非拘束的な国際的合意として機能しているにすぎない。その

参加メンバーの数が少ない理由は、FATFがそのメンバーシップを40の勧告を遵

守する意思と能力のある国・地域に限定して、組織としての一体性と規律を堅持

するという方針をとっていることにある。だが、規制の緩やかな FATF非加盟国

を利用して規制を容易に免れることが認識され、勧告の求める規制の実効性を確

保すべく、（ⅰ）勧告の履行に非協力的な国・地域を特定して公表し、これらの

国・地域に対して勧告を履行するよう強く働きかけ、（ⅱ）FATF類似の地域的

な国際組織の設立を促し、設立された地域組織を通じて勧告の履行確保・履行監

視を進め（ⅲ）2000年以降は世銀・IMF加盟国による40の勧告及びテロ資金供
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与特別勧告の履行状況を評価するようになった61）。

このように、一般に国際法上の義務になっていても国内的履行には不熱心な場

合が少ない62）が、FATF及びほかの関連国際機関は40の勧告の履行がより効果的

に行われるよう努力している。その一方で、多様な組織による履行監視における

統一性・整合性と透明性の確保、評価の質の向上と評価機関の間の連帯を図ると

いう新たな課題が生まれたとの指摘がある。

2　各国における FATF諸勧告の受容状況

これまで検討してきた現行のマネーロンダリング対策の枠組みにおいては、薬

物犯罪・国際組織犯罪・国際テロの防止に関連する国連諸条約中のマネーロンダ

リングを取り締まる条項とマネーロンダリングを取り締まる FATF勧告は連動し

て機能している。国連条約の形式をとっているマネーロンダリング対策の国内的

受容状況に関しては、条約の締結に伴い、締約国の義務としてその内容に基づい

て国内法を整備し、着実に実施していくことが義務付けられているため、各国が

長年にわたり十分に国内的に受容していると考えられる。FATF勧告に基づいた

マネーロンダリング対策はソフトローの形態でしかないため、FATFとしては、

諸勧告の履行が相互審査等といった一連の措置によって効果的に行われるよう努

力しているが、その国内的受容状況に関しては、加盟国及び非加盟国の熱意や政

治的・経済的・社会的状況等によってそれぞれ異なっている。本節では、FATF

の中心的参加メンバーとしてのアメリカ、ヨーロッパ諸国、日本等そして FATF

のメンバーでないがマネーロンダリングの危険性が高い国とされている国・地域

におけるマネーロンダリングに対する既存の法的措置や FATF諸勧告の受容状況

ついて検討を行いたい。

アメリカでは、1950年代から60年代にかけて、犯罪組織の一般社会への浸透に

よって、組織犯罪が地下経済だけでなく、合法的な経済活動等にも影響を及ぼし

ており、また麻薬の濫用が広範な国民の健康を蝕む一方、その巨額な不法収益が

犯罪を拡大再生産していることが認識されるようになった。これを契機にアメリ

カは組織犯罪対策に対する政治的関心が高まり、マネーロンダリングの取締りに

国際社会より一歩先に着手し始めた。マネーロンダリングに対抗する方法には、

金融機関における本人確認と各種報告制度を確立することを通じてマネーロンダ

リングを行いにくくするための環境整備を行い、またマネーロンダリング行為を

犯罪化するという 2つの方向がある。
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第二次世界大戦後、永世中立の金融国としての歴史や為替相場の安定性、優遇

税制措置、そして徹底した秘密保持等を要因に世界中のアングラマネーがスイス

の銀行に集まった。アメリカで麻薬の密輸・密売で巨利を得たグループが、カリ

ブ海諸国の銀行を通じて、スイスの銀行口座に送金し、それをヨーロッパ通貨に

換金して、不動産に投資し、貴金属、宝石類に変え、それらを運用して得た巨利

を、再び、麻薬の購入に当て、一層の利益を図っているという事実が、1980年代

次々と明るみに出て、アメリカの証券取引委員会が、スイス銀行協会やスイス政

府にプレッシャーをかけた63）。それに応じて、スイスがヨーロッパ諸国の中でも

早い段階（1990年）でマネーロンダリングを刑法上犯罪化した64）。麻薬新条約の

締結と FATFの発足によって、スイス以外にイギリスとドイツをはじめとする

ヨーロッパ諸国は相次いでマネーロンダリング行為を犯罪化する国内法を制定し

た。その後も欧米主要諸国は FATFの中心的メンバー国として世界に先駆け、40

の勧告に応じて金融機関を通じるマネーロンダリングの対抗措置を強化するため、

一連の国内法改正を行った。

2000年代以降、アジアもヨーロッパや北米に比べるとテロの発生件数は高い傾

向が見られる65）。韓国は北朝鮮という分断国家との対立が常態化してきており、

日本や韓国などの東アジア各国もテロへの対応を迫られているものの、日本のマ

ネーロンダリングやテロ資金関連法の国際的な評価は不十分なものと指摘されて

いる。具体的には、2014年 6月に日本はマネーロンダリング対策及びテロ対策の

国際基準を満たしていないとして、FATFから迅速な法整備を求める声明文を公

表されるに至った。FATFからこうした評価を受けたのはメンバー国の中で日本

のみである66）。日本は FATF勧告遵守の取組について最も遅れた国の一つとなっ

たため、国際金融界で日本のマネーロンダリング・テロ資金対策に対する不信感

が広がっている、ＦＡＴＦが日本に改善を求めた主たる点としては、（ⅰ）金融

機関の顧客管理を充実すること、（ⅱ）テロ行為に対するアジトの提供など物質

的支援も処罰対象にすること、（ⅲ）国内のテロリストに対する資金の国内移動

を防止すること、であった。

一方で、似通った法体系を持ち、当初日本を参考にしていた韓国は他国に比べ、

現代のテロ対策として優先順位の高いテロ資金供与防止体制は充実したものと

なっている67）。日本は FATFに設立当初から参加していたのに対して、韓国は当

時から加盟を希望しつつ2009年に至るまでそれが達成されることはなかった。韓

国は FATFによってマネーロンダリング防止非協調国家に指定されるとの懸念が
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あった。FATFからの評価が低下することは国際的な信用を大きく失墜させるた

め、韓国は「犯罪収益隠匿の規制及び処罰等に関する法律（犯罪収益規制法）」お

よび次項にて述べる「特定金融取引情報の保護及び利用に関する法律」の成立を

進めるに至った68）。そこで、従来より日本の法律を参考にし、国内事情を勘案す

ることでマネーロンダリングに関連する国内法を整備してきた韓国は、この時期

から国際的な潮流を主たる判断基準として法律を整備していくこととなると考え

られる69）。

マネーロンダリングのグローバル問題と闘うため、欧米主要先進諸国は外国に

対する技術支援を積極的に行っている。例えば、マネーロンダリングの温床とみ

なされた中米・カリブ海地域において FATF型地域機関としてカリブ金融作業部

会（Caribbean Financial Action Task Force、CFATF）は、1990年アルバ勧告と1992年

キングストン宣言により創設され、中米・カリブ海地域における30ヵ国・地域が

参加している。カナダ、フランス、メキシコ、オランダ、スペイン、イギリス、

米国は協力支援国として強力なマネーロンダリング対策の立法化を進めるこれら

の国・地域に適当な技術支援を行っている。

2012年 FATFの審査結果としてインドネシア、ミャンマー、ベトナム、シリア、

トルコ、ケニア、ナイジェリア等をはじめとする開発途上国が資金洗浄マネーロ

ンダリング・テロ金供与対策に戦略上重大な欠陥があり、それら欠陥に対応する

ため顕著な進展をみせていないと指摘された。継続的かつ重大なマネーロンダリ

ング・テロ資金供与リスクから国際金融システムを保護するため、FATFがすべ

ての加盟国及びその他の国・地域に対し、対抗措置の適用を要請する対象として

イランと北朝鮮は特定された。

3　FATF諸勧告の国内的受容の理由

FATF諸勧告は法的義務ではないにもかかわらず、実際には、メンバー国にお

いてその内容が国内法化され、ハードロー化されるという事実がある上、メン

バー国以外の国においても国内法化される傾向にある。では、なぜ、各国は

FATF諸勧告を国内法化するのであろうか。その理由はこれまで FATF諸勧告に

ついて検討した内容を勘案するならば、FATF諸勧告の次のような 3つの特徴に

あるように思われる。

第 1に、広範囲な適用性を持つことである。40の勧告の策定・改訂過程におい

て透明性が重視されるようになり、FATFのメンバー国・地域以外の国や地域の
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意見を反映させ、金融機関以外の業種や専門職に対する詳細な規律が盛り込まれ、

国際的なマネーロンダリング対策の分野で実現した新たな動きが取り込まれるこ

と70）で40の勧告は FATFのメンバー国・地域だけでなく、広く世界の国々が実

施すべき基準と位置付けられた。

第 2に、優れた専門性を持つことである。FATFには設立当初からマネーロン

ダリング問題に経験と関心を持つ国・地域の刑事司法当局（警察、検察）及び金

融監督当局出身の専門家が集まり、その任務の遂行を担当している。また、その

任務を達成する上で個別の任務について作業部会（working group）、専門家会合

（meeting of experts）等の機関が設置されることがある。このような FATFによる

40の勧告の策定と改訂、補足作業は専門性の点で優れているといえる。

第 3に、法執行（enforcement）を確保するための措置が講じられることである。

40の勧告自体はソフトローとして法的拘束力を持たず、その国内的実施に柔軟性

が与えられる。具体的に、これらの勧告は規制の最低基準を設定するものにすぎ

ないため、各国がこれより厳格な規制や対策を採用することは可能となり、また、

勧告を履行するための手段方法について各国の広範な裁量が認められることがあ

る。実際に、勧告の求める規則の着実な実施のために様々な措置が講じられてき

た。具体的には、FATF加盟国による履行確保・履行監視のための措置として自

己評価と相互審査が行われている。FATF非加盟国については、非協力的な国・

地域を特定し、公表し、また、FATF類似の地域的組織の設立を督促し支援する

ことで勧告の履行確保・履行監視が進められている。

しかし、以上の40の勧告自体の 3つの特徴は、あくまでも主観的条件でしかな

いといえよう。各国がソフトローとしての FATF諸勧告を国内法化する意欲を持

つ理由はまた 2つの客観的要因にもあるように思われる。第 1に、グローバリ

ゼーションに伴い、各国の経済・金融分野における相互影響力相互依存関係が増

大し、マネーロンダリングの取締りは世界的な課題となっている。マネーロンダ

リングによる損害は一国の国内で完結するわけではなく、国境を超えて経済秩序

もしくは社会秩序に深刻な破壊的影響をもたらす恐れがある。そのため、マネー

ロンダリングの防止・撲滅のために国際的協調が不可欠性でという認識が国際社

会において広範に共有されつつある。第 2に、FATF諸勧告の定める規則は国家

主権、内政に関わる問題に触れず、主権国家による抵抗の強い規制分野でなく、

そして既存の国内法の内容との抵触が生じることはない。
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Ⅲ　国家間非拘束的合意の国内的受容

非拘束的合意といっても、作成された当初の意図や方針によってその内容の拘

束力の有無と程度が異なる。（ⅰ）拘束力を意図的に否定してそもそも最初から

その「非拘束」性や「非法」性を強調する立場から条約化をむしろ回避するため

のソフトロー、言い換えれば「ソフトロー化されたハードロー」扱いされるケー

スも多い。例えば、スペースデブリ低減ガイドライン71）がそれに該当する。（ⅱ）

法的な拘束力が欠けているにもかかわらず、事実上の拘束力を有し、条約に見劣

りしない実効性や影響力をも持つ国家間の非条約合意例も少なくない。例えば、

世界人権宣言、人間環境宣言等がそれに該当する。（ⅲ）それらに対して、前述

のような性格を持たずその内容に対しては、国内法の整備によって国内において

より確実に実施していくことが求められる非拘束的合意文書もある。例えば、

FATF諸勧告は、まず拘束力を意図的に否定して「非法」性を強調する立場から

策定されたわけではなく、また一定の実効性と影響力を有するがその内容のより

効果的かつ着実な履行のために各国に国内法法制の改善が求められている。

国家間非拘束的合意を国内的に受容するための取扱い方法としては、一般に自

動的受容とは考えにくいものの、その国家間合意自体の実際上の拘束力によって

区別しているように思われる。上記（ⅰ）の非拘束的合意にせよ、（ⅱ）の非拘

束的合意にせよ、これらのソフトローの国内的受容は条約ほど義務化・強制化さ

れていないとはいえ、多数の国においては、その国内法の定立ないし国内裁判の

判断基準としての援用を促し、ある種の国内的効力をもっているといえる。これ

に対して、（ⅲ）の非拘束的合意には作成当初から国家による能動的受容が困難

となるため、その国内的効力を与える方法を検討してみたい。

40の勧告は麻薬新条約未発効時に条約の重要な規定を条約発効前に履行するよ

うメンバー国に促すという役割を果たした。また、40の勧告は改訂によって国際

社会の動きに順応してパレルモ条約の締結に先行し、重大犯罪による収益の洗浄

を犯罪化し、またその犯罪化はパレルモ条約によってハードロー化された。40の

勧告と国連条約の相互作用から、40の勧告の一部分は条約化によって明示化され、

その拘束力が強まることでその内容に国内的効力を付与することが可能となる。

ここで受動的受容というか、条約への転化経由で間接的に能動的に受容する仕方

であるといえよう。一般的な国家間非拘束的合意にしても、このような間接的な
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能動的受容はその国内的受容の方法の一つになると考える。

多くの分野において非拘束的合意を採用した主な理由としては、条約より現状

に柔軟に対応することができ、条約より迅速に合意することができ、そして既存

の条約や国内法制度との抵触の回避ができるといったメリットがあることにある。

このままのソフトロー性を保つためにあまり条約化・ハードロー化が求められな

い非拘束的合意の場合には、国家が自発的に国内的効力を与える、すなわち直接

的な能動的受容のために、40の勧告の国内法化の実現性及びその一定の成功を踏

まえ、まず（ⅰ）広範囲な適用性を持つ、（ⅱ）優れた専門性を持つ、（ⅲ）法執

行（enforcement）を確保するための措置が講じられるといった要素が不可欠であ

るように思われる。ただし、これらの 3つの要素を具備する非拘束的合意の国内

的受容性は必ずしも高いとはいえない。重要な客観的条件として、非拘束的合意

の確実な履行の必要性と重要性については国際社会において一定の共通認識に達

する必要がある。非拘束的合意の規制が国家主権、内政不干渉等の主権国家によ

る抵抗の強い問題に触れず、また既存の国内法の規制に抵触しないことは、国家

が積極的にその規制を国内的に実施するための客観的条件の 1つとなる。現代国

際社会における幅広い分野での種々の非拘束的合意およびその関連分野にはそれ

ぞれの特殊な事情があることから、非拘束的合意の国内的受容の条件を画一的、

概括的に捉えることは極めて困難となる。それゆえ、ここで注意すべきことは、

これらの主観的条件と客観的条件は必要条件ではあるが十分条件になるわけでは

ないということである。

結　　論

以上、本稿では、マネーロンダリング対策の国内的受容を通じ、より一般的な

枠組みにおける国家間非拘束的合意を国内的に受容するための要件と方法につい

て考察を行った。

これまでの検討結果のまとめを以下に述べる。

現代国際社会におけるソフトローの国内的受容に関しては、その実際上の拘束

力の有無と程度によって、ソフトローを国内的に受容するための取扱い方法は異

なる。事実上の法的拘束力が高いソフトローの場合には、その国内的受容は条約

ほど義務化・強制化されていないわけではないが、多数の国においては、その国

内法の定立ないし国内裁判の判断基準としての援用を促し、ある種の国内的効力
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が付与される。これに対して、比較的に法的拘束力が稀薄なソフトローの場合に

は、間接的な能動的受容か直接的な能動的受容かのいずれかによってソフトロー

を国内的に実施することが実現される。間接的な能動的受容の場合には、ソフト

ローによる規制がまず条約化によって明示化され、その拘束力が強まり、また条

約化経由でその規制に国内的効力が付与される。作成当初からの意図や方針に

よって条約化・ハードロー化が求められないソフトローは直接的な能動的受容で

国内的効力が付与されるしかない。ただし、直接的な能動的受容でソフトローに

国内的効力を付与するように必要条件を揃えなければならない。国際社会におけ

るソフトローの多様性の点でその国内的受容の条件については画一的、概括的に

捉えることは難しいものの、国内的受容性の高い40の勧告を踏まえた検討から、

主観的条件としてはソフトロー自体には、（ⅰ）広範囲な適用性を持つ、（ⅱ）優

れた専門性を持つ、（ⅲ）法執行（enforcement）を確保するための措置が講じら

れるといった 3つの要素が不可欠である。重要な客観的条件として挙げられるの

は、ソフトローによる規制の確実な履行の必要性と重要性については国際社会に

おいて一定の共通認識に達すること、非拘束的合意の規制が国家主権、内政不干

渉等の主権国家による抵抗性の強い問題に触れず、そして既存の国内法の規制に

抵触しないことである。
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