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  ハラール食品輸出に取組む必要性は何か？ 
（参考）ムスリム人口ランキング 

ムスリム人口ランキング上位20カ国（2010年）と将来予測 

 インドネシアが最もムスリム人口が多く、今後も継続的に巨大市場へ成長すると期待出来る 

 ASEAN及びGCC諸国以外の地域にもイスラム教徒人口が多く、かつ今後増加すると予測される国は多数存在。日本事業者
にとってのチャンスと捉え、幅広くムスリム国家の動向を捉えておく必要がある 
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2030年時点予測 
2010年 

ムスリム人口上位のいずれの国においても、今後ムスリムの増加が予測されている 
イスラムマーケットを今後の巨大成長市場と捉え参入の方策を探ることが日本事業者にとって急務である 
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FTA交渉等で自国制度の相互認証を拡大 

国家レベルでハラール認証制度を構築、FTA交渉やハラール物流の文脈でも 
イスラム諸国へ積極的にアプローチを仕掛け、ハラールハブ国家としてのプレゼンスを拡大 

2013年シンガポール-
GCCFTAによるGCC4カ国
との相互認証*1 

GCC 

ASEAN 

シンガポール 

ASEAN4カ国ハラール認証 
相互受入協定 

 地方自治開発省傘下のシンガポール・イスラム教会議MUISに
より2005に成文化されたハラール制度「Muis Hala 
Certification Standard 1th draft」を公開し、イスラム諸国へ
の輸出を後押し 

 

 

 

 

 

 
 東南アジア及びGCC諸国を中心に、FTAを皮切りとしてイスラ

ム諸国との相互認証を推進 

出所：JETRO、有識者ヒアリング、各種資料よりDTC作成  
*1:サウジアラビアとバーレーンは交渉中（2013年9月時点） 

文化社会青年省(MCCY) 

内閣 XXX省 

イスラム宗派協議会 
法定機関XX 

…
 

…
 

＜シンガポールの行政機構＞ 
省庁を通じ国会において 

責任を負う 

ハラール物流体制を率先して構築 
ハラールハブ国家としてのプレゼンスを確立 

 2010年にはSingapore Airport Terminal Services (SATS)主導

でチャンギ空港にアジア太平洋地域初の生鮮食品のためのハ
ラール認定航空貨物ハブCoolport@Changiを整備 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 シンガポール最大手、世界5位の物流事業者APLロジスティクス
は2010年世界で始めてハラール貨物用コンテナの認定をマ
レーシアJAKIMより取得 
 通常のコンテナ清掃のプロセスに加え、イスラム法に則り追

加的に水と土を使用した清掃プロセス（SERTU）を実施したコ
ンテナのハラール性をマレーシアの認証機関JAKIMが認定 

Coolport@Changiの詳細を説明する 
SATSのCEO、Clement Woon氏 

      ハラール食品市場に向けた他非ムスリム国家の動向は？ 
非ムスリム国家におけるハラール対応状況―シンガポールの動向 
2 
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LPPOM出張所による国内における 
MUI認証発行の支援 中国におけるハラール対応直近の実績 

中国は世界で唯一インドネシアの認証機関LPPOMの出張所を保有し、 
イスラム圏において日本を越えるプレゼンスを確立しつつある 

出所：韓国農林水産省、インドネシア中央統計庁、LPPOM、World Halal Food Concil  
*1:2014年1月10日時点 

＜LPPOMによる国別認証発行実績*1＞ 

 インドネシアの認証機関であるLPPOMの出張所を国内に設置 
 2010年に締結されたASEAN-中国FTA（自由貿易協定）を

機にインドネシアのイスラーム聖職者会議MUIにおけるハ
ラール認証機関であるLPPOMが中国に出張所を設置 

 中国国内において、監査に向けた書類作成やハラール化対
応に関する支援を受けることが可能で、本国MUI認証スタッ
フの招聘によるMUI直接認証の取得が大幅に簡易化された 

 マレーシアにおける鶏肉最大輸出国の地位確立 
 2011年には82億円を輸出。圧倒的首位の座を確保 

 LPPOMが発表している認証発行実績によれば、過去の認
証発行件数はインドネシアに続き第2位*1 

 日本は全910件中9件に留まり、中国から大幅な遅れを
とっていることが伺える 

 
 
 

中国のケース 

 
 
 

通常のケース 

ウラマー評議会（MUI） 

食品・医薬品・化粧品検査所（LPPOM） 

各国国内認証機関 中国LPPOM出張所 

国内事業者 国内事業者 

直属 認証の同等性
を公認 

MUI直接認証に 
向けた支援サービス 

国内認証機関の 
ハラール認証を発行 

Ranking Country 企業数 
1 Indonesia 650 
2 China 153 
3 India 21 
4 Japan 9 
5 Singapore 9 
6 Thailand 8 
7 Malaysia 8 
8 Vietnam 7 
9 France 7 

10 Republic of Korea 6 

      ハラール食品市場に向けた他非ムスリム国家の動向は？ 
非ムスリム国家におけるハラール対応状況―中国の動向 
2 
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（参考）「ハラールロジスティクス」で市場取り込みを狙うオランダ/フランスの取り組み 
ハラールロジスティクス概要 オランダ/フランスによる取り組み 

オランダ/フランスは非ムスリム国家のボトルネック「ハラール物流」構築をマレーシアと協同し官民一体で推進； 
成長する欧州及び北アフリカムスリム市場を狙う 

<ハラールロジスティクスとは> 
 ハラールロジスティクスとは、食品及び非食品両方の原料、

中間材料、及び原料の調達、移動、保管、出荷がシャリー
ア法の原則に則って行われる一連の過程のこと 

 バリューチェーンの各工程においてハラール対応がされて
いたとしても、移動時に誤った取扱いをした場合、ハラール
性を維持出来ない 

生産 加工 保管 小売 消費 

ハラールロジスティクス 

Halal Halal Halal Halal Halal 

Halal Halal Halal 

Global research  
by LBB International 

出所：Halal logistics Conference 2012, LBB international等各所資料よりDTC作成 

 ハラールロジスティクスはムスリム消費者
にとって極めて重要 

 ムスリム消費者はハラールロジスティクス
の保証があれば、より高い金を払うというこ
とが調査結果から明らかに 

（参考）ムスリムにとってのハラールロジスティクスの重要性 

 欧州最大の港ロッテルダム港が欧州ムスリム3,000万人市場
を狙う 
 2005年よりロッテルダム副市長指揮によりロッテルダム

港において欧州ハラールハブ構想を推進 
 マレーシアハラールハブを運営するMIHAPHDと「ハラー

ル・スーパーハイウエー」の協同構築を推進 
• 2007年にはハラール製品用の物流システム確立に向

け同社とMOUを締結。業界水準の策定、「ハラール・

スーパーハイウエー」の周知・振興、ハラール輸送の試
験的導入の3点を取り組む 

• オランダ国内物流事業者（Eurofrigo、VAT Logistics等）
を巻き込み、官民一体で体制構築を推進 

オ
ラ
ン
ダ 
フ
ラ
ン
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 クラン-マルセイユ「ハラール貿易提携」締結により旧仏領北ア
フリカにおけるムスリム2億5,000万人市場を狙う 
 マルセイユ港がマレーシアで開かれたハラール食品見本

市に参加したことをきっかけに、2010年にマレーシア最大

港クランとマルセイユ港が旧仏領北アフリカ諸国向けハ
ラール食品貿易を発展させる協力の覚書に調印 

 世界トップクラスのロジスティクス企業である仏SDV社は

ハラール規定に準拠した施設への投資を決定。化粧品や
靴など非食品製品を含むハラール製品の北アフリカに向
けた流通拡大を目指す 

官 

民 

官 

民 

 マレーシアが率先してハラールロジスティクス普及をリード 
 2013年7月よりマレーシア政府により物流に関するハラール

認証（MS2400）の受付を開始 
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      ハラール食品市場に向けた他非ムスリム国家の動向は？ 
（参考）外資系初でマレーシアハラールロジスティクス認証を目指す日本通運 

出所：日本通運HP、各種報道資料 

2013年にマレーシアでスタートしたハラール物流認証（MS2400）へ、 外資系企業としては初めて申請を開始 

2 
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	 　　輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�世界のハラール認証の動向は？ - 認証統一化のかけ声はあるが・・・
	　　 輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�・・・しかしながら、グローバルの認証統一は短期的には困難という見方が大勢
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�主要ムスリム国におけるハラール・ハブ覇権争い – トルコの動向
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�主要イスラム国におけるハラール・ハブ覇権争い – インドネシア/UAEの動向
	       輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�マレーシアによる国家主導のハラール認証システム構築の取り組み
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�（参考）ハラールマーケットのルール作りを後方支援してきたNestleの成功
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�（参考）三井物産のマレーシアにおけるハラール・ハブ化構想
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�（参考）マレーシアにおけるハラール認証に関する技術開発動向
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�（参考）マレーシア、インドネシアはハラール認証の厳格化へシフト
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？　  �（参考）各国の食肉輸入制限
	     輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？�GCC諸国及びASEAN諸国の主なFTA/EPA締結・交渉状況
	      輸出促進に向けて国内事業者の抱える課題は何か？ �食品関連分野の通商における論点
	     ムスリム在留者、旅行者の懸念点は何か？�国内外におけるムスリムディッシュ供給の取り組み状況
	      国内ハラール認証対応の問題点は？�（参考）海外におけるハラール認証ではないムスリム対応サービス事例
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