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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・・・ 
3 

ハラール認証統一化の兆候（例） 

欧州標準化委員会（CEN）にて、

オーストリア主導の下、欧州に
おける統一規格の可能性につい
て検討中 

GCC諸国は「ガルフ・スタンダード」
と呼ばれる統一規格を適用 
（但し、細部では差異が残っている） 

マレーシア、インドネシア、ブルネイ、シンガ
ポール4カ国ハラール認証相互受入協定 
（相互の差異はアジアハラール委員会（ブ
ルネイが議長）により議論がなされる） 

シンガポール-GCCFTAによりシンガ

ポールハラール基準がクウェート、オ
マーン、カタール、UAEにおいて国内
基準と同水準であると認定済み 
（サウジアラビアとバーレーンは2013
年9月時点で交渉中） 

   ：イスラム協力機構（OIC）加盟国 

加盟国57カ国で、世界標準規格（OIC 
Global Halal Standard）が検討中 
ハラール規格の国別差異を少なくするた
めに、各国のハラール制度の相互評価も
行われている 
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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？ 
・・・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 

OIC主導の下でグローバルでのハラール認証統一化が検討されているものの、 
実現へのハードルは高く、当面は個別地域・国の認証動向の注視が重要となる 

出所：COMCEC、Halal Media等各所資料よりDTC作成 

将来的にグローバルで3つの基準
（MENA、ASEAN、中央アジア＆トルコ）

に収束する可能性はあるが、グローバ
ルでの標準化は現実的でない。例えば、
GCCにはガルフ・スタンダードが理論上
存在しているが、細部ではUAE国内に

おいても差異があり、地域レベルでの標
準化ですら容易ではない 

IHI Alliance 
（ハラール認証の普及・浸透を 
目指すマレーシアのNGO） 

CEO Darhim Dali Hashim氏 

イスラム協力機構（OIC）の動向 有識者の見解（例） 

 有識者の中には、グローバルでの認証統一化の実現性を疑問
視する声も出ている 

 OICはハラール規格の世界標準化の検討を進めているが、実
現には時間を要するものと推察される 

 1984  • COMCEC（経済協力常任委員会；OICの下
部組織）第1回会合にて、OIC各国のハラー
ル標準化動向を調和させる重要性を指摘 

• 以降、アジェンダの1つとしてハラール標準
化について協議  

 2007 

 2009 • OIC Standard Experts Groupにおいて、OIC 
Halal Food Standardsのドラフト*1を作成 

• 上記をCOMCECに提出するも批准されず 

 2010 - • COMCECにおいてHalal Food Standards 
の批准に向け、継続検討中 

• COMCECにおいて、OIC Halal Food 
Standards（ハラール食品標準）作成の重要
性を指摘 

 1985  • OIC Standard Experts Groupを設立 

*1: “OIC General Guidelines on Halal food” “Guidelines for Bodies Providing Halal Certification”  
      “Guidelines for the Authorized Accreditation Body Accrediting Halal Certification Bodies” 

ハラールに対する解釈は各地域で異
なっており、全世界での統一化は現実
的ではない 

イスラム市場 
専門コンサルタント 

（ムスリム） 
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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？ 
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 

101 

（参考）トルコの政治・経済動向 

内需は急速に成長しており、今後ムスリム国家における重要性は益々増大する見込み； 
ハラールハブ覇権への動きも積極的であり、今後の動向を詳細に把握していくことが重要 

ハラール・ハブ覇権争いに向けたトルコの取り組み 
 トルコ政府主導で2013年国際ハラール認証会議

（International Halal Accreditation Forum）を開催 
 非ムスリム国家を含む60各国以上から出席 
 OICでのハラール認証標準化を目指すSMICC（The 

Standards and Metrology Institute for Islamic Countries）
も協賛 

 トルコ首相 
エルドアン氏も登壇 

政治 
動向 

経済 
動向 

(GDP) 

出所：IHAF 2013, 公表資料 

 独立以来アタテュルクの引いた「世俗主義」路線を
踏襲 
 非ムスリム国家を含む60各国以上から出席 

 2002年以来イスラーム主義政党と見られる公正発
展党が第一党となり、イスラム回帰の推進 
 2013年酒類業者の広告掲出、深夜のアルコー

ル販売を禁じる法案を可決 
 

 21世紀に入ってから経済は好調 
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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？ 
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 

102 

UAE：聖地メッカを抱える巨大GCC市場への窓口 

インドネシアやUAEといった存在感の大きいムスリム国家によるハラール・ハブ構築への取り組みは 
先行するマレーシアを越える影響力を持つ可能性があり、日本としても今後の動向を注視する必要がある 

 イスラム教の聖地、メッカを抱える中東湾岸地域において、潜
在的なハラールフード物流規模83億米ドルを有するUAEがハ
ラール・ハブ覇権争いに参戦 
 UAE国家標準化計測局（ESMA）は、ハラール認証の包括

的な枠組みを2014年に策定予定 
 
 UAE発のハラール認証が新たな世界基準となる可能性も 

 

＜物流拠点としての高い優位性＞ 
 
 
 
 

 
 

＜巨大なGCC市場への窓口としての魅力＞ 

インド、アフリカ、ヨーロッパ、南米などの進行
中の開発拠点を含めて、世界65拠点以上の戦

略的貿易ルートをドバイはコントロールしてい
るため、これらのルートを通じて世界の貿易に
影響を与えることになるだろう 

トムソン・ロイター 
イスラム金融担当トップ 

Farook氏 

湾岸地域により策定されたハラールフード基準
があれば、GCC地域にフード商品を輸入する
ことに繋がる。これは83億米ドルのマーケット
に相当する ハラール 

コンサルタント 
Evans氏 

出所：各種報道記事等よりDTC作成 

インドネシア：世界最大のムスリム人口 
 最大のムスリム人口を有するインドネシアが、MUIと政府の連携

によりマレーシアに追随しハラール・ハブの地位強化を目指す 
 2005年にHalal Assurance systemを導入し、ハラール認証 

制度を成文化（2008年に第4版を公開） 
 LPPOM-MUI が海外向けトレーニングプログラムを実施 

• 海外のハラール認証発行機関や海外企業オーディター（検
査員）向けにハラール認証制度の基本や認証制度に関す
る情報の更新を行う 

• 外国企業の数は年々増加しており、インドネシアのハラー
ル市場への関心の高さが伺える 

 MUIとインドネシア観光省が連携し、インドネシアへのシャリー
ア（イスラム法）観光を強化 
• インドネシア国内の旅行代理店やホテル、飲食店などと提

携し、ハラール食品・飲料の提供、礼拝施設の準備など、ム
スリムが安心して旅行できる環境の整備を進める方針 

• 現在18%であるイスラム国からのインバウンド旅客数を数
年以内に25%以上とすることを目標として掲げている 

 INDHEX（Indonesia Halal Expo）を開催 
• ハラール商品の認知度を高めることを目的として8つの省

庁や外郭団体の連携により開催 
• 食品のみならず最新の技術、化粧品、金融、観光、ファッ

ション、医薬品、物流や他のハラール製品が紹介された 
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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？ 
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 

103 出所：JAKIM HP、各種報道記事等よりDTC作成 

マレーシアにおけるハラール関連政策策定の背景 マレーシアにおけるハラール関連政策の経緯 

マレーシアは、外資系企業の誘致を目指し国策としてハラール認証システムを独自に構築 
ハラール・ハブ化を積極的に推進し、非イスラム国の企業の直接投資を促進 

 マレーシアは国家主導でハラール認証制度を導入・運用。国家
主導でハラール認証制度を成文化 
(Malaysian Standard (MS)1500) 

 マレーシアは国策としてハラール・ハブ化を目指し、ハラール認
証を受けやすい工業団地を建設するなど、ハラールインフラを
整備 

1974年 

1982年 

1998年 

2006年 

• 首相府直属のイスラーム局がはじめて食品にハ
ラール証明書を付与 

• ハラール認証の認可・促進を行うための機関であ
るイスラム開発庁（JAKIM）の前身が設立 

• 第三次農業計画で、2010年までにグローバルなハ
ラール・ハブを目標として開発することが決定 

• ハラール・ハブ化を促進するために、Halal 
Industry Development Corporation (HDC)を設立 

• ハラールロゴがイスラーム局により制定 1994年 

2009年 • MS1500の第二次改訂版を作成 

2000年 • ハラール認証制度を成文化したMS1500を作成 

2013年 • ハラール産業専用工業団地（ハラール・パーク）は
全国9箇所に設置、10箇所で建設中または計画中 

背景 

目的 

 マレー人の社会地位の劣位に対する問題意識 
 1969年におけるマレー人と華人の衝突「5月13日

事件」を機にマレー人が経済的に劣位に置かれ
ていることが問題視され始めた 

 1970年始めにはラザク政権下でマレー人優遇政
策が提言された 

 不利な企業誘致環境 
 周辺アジア諸国（中国やインドネシア）と比較し市

場が小さく人件費が高く、外資系企業誘致に不利 

 企業誘致における競争力強化と外貨獲得 
 市場規模や人件費以外の企業誘致インセンティ

ブの強化 
 輸出産業育成による外貨獲得 

 国内マレー人の社会地位向上とハラール性の担保
を通じた共通善の追求 
 華人の流入により劣後していたマレー人の社会

的地位の向上及びイスラム教徒としての権利の
担保 

 40%程度の非ムスリムが対応可能なハラール性
度の整備 
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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？ 
（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 

104 出所：Nestle HP、New Straits Timesほか各種報道記事等よりDTC作成 

Nestle Malaysiaの取り組み  結果として築いた地位 

Nestleは1970年代からマレーシアの社会課題解決を政府と歩調を合わせて取組み、 
ムスリム社会でのブランディングに成功 

 「Nestle＝ハラール」という消費者イメージの確立に成功 
 ムスリム消費者から「ハラールである」と認知されたブランド

ランキング”The Noor Brand Index 2010”において、トッ
プ10のうち4つがNestleブランド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 世界50カ国以上にハラール製品を輸出 
（2012年時点で318億円以上） 
 全世界456の工場のうち、85がハラール認証済み 
 154種類のハラール製品ラインがインドネシア、南アフリカ、

中東、トルコ、マレーシアを製造 

 消費者の要望に対応する形で、Nestle 
Malaysiaがいち早くハラール対応を開始 
 Malaysiaに製造拠点を構えて以来、 

ハラール対応を実践（1970年代） 
 内部ハラール委員会を設置（1980年代） 

ムスリム 
による 

ハラール 
意識の 
高まり 

1970s~ 

 JAKIMのハラール・ハブ化に積極的に関与 
 JAKIMハラール認証が開始された同年に、

マレーシア製造の全食品についてハラー
ル認証を取得（1994年） 

 マレーシアハラールフードスタンダード
(JAKIM)に貢献（2004年） 

 政府機関・NGO・大学と協力し、マレーシ

アの中小企業に対してハラール認証の普
及を促進（2008年頃） 

国家主導の 
ハラール・
ハブ化推進 

1990s~ 

 世界のハラール認証基準統一化に向けた取
り組みを推進 
 消費者に信頼されるグローバルのハラー

ル認証ロゴの設置を推奨（2010年頃～） 

グローバル 
ハラール 

統一化への 
要請の高まり 
直近～将来 

：Nestleブランド 

Ranking Brand Index 
1 Lipton 131 
2 Nestle 130 
3 Nescafe 122 
4 Nido 118 
5 Kraft 117 
6 Maggi 117 
7 Mirinda 110 
8 Pringles 110 
9 Lay’s 110 
10 7 Up 109 …
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三井物産は、マレーシアにおいて日系企業が集積するハラール・ハブの現地設立プロジェクトに着手 
105 

三井物産のマレーシアにおける 
ハラール・ハブ化構想 

ハラール・ハブとなる 
イスカンダルフードゾーンの立地 

      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 
3 
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出所：University  of Malaya （2011）、Universiti Putra Malaysia（2011） 

      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 

RFIDを用いたハラール認証トレーサビリティ Pork検出機器 

複雑化する食品製造・流通を背景として、ハラール物流に関する新しい技術開発が必要とされている 

背景 

RFID 
技術 

 偽のハラール認証が増えており、JAKIM認証の正

当性を容易に確認技術が必要とされている 
 JAKIMは既にSMSを用いたハラール認証の妥

当性確認システムを構築したが、ユーザーがバ

ーコードを入力・送信する必要があり、負荷が大

きい 

インターネット 
上のデータベー

スと製品を

RFIDで自動に

紐付けることで

ユーザー負荷を

軽減 

背景 

 食品添加物の普及により、食品に微量のハラム成

分が混入する可能性が増大している 
 食品加工会社がオイルの代替品としてハラムで

あるラードを使用するケースが増加 
 食品中に含まれる微量の豚肉成分を検知する

ことの重要性が増大 

PCR 
分析装置 

通常のPCRよりコンパク

ト。ラボではなく各サイト
での利用を想定 
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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？ 
（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 

107 

マレーシア、インドネシアは他国への認証を厳格化； 
自国認証の存在感を高め、ハラールハブ覇権争いを優位に進める狙いか 

3 

ハラール認証の厳格化動向 

背景 

厳格化
動向 

 「ハラール」と表示しながら、実はノンハラールの
成分が含まれていたというケースが増加 

自国のハラールハブ化を推進する意図も含まれ
る可能性 

 2013年1月1日よりハラール認証表示を厳格化 
 マレーシア政府が「ハラール表示（ハラール認証と

マーク付与）例」を厳格化 
 JAKIMと州のイスラム教評議会、またはJAKIMにより

認定された海外認証機関が認定した場合に限り、国
内で販売する商品に「ハラール」を表示可能に 

 違反した場合、取引表示法違反となり、罰金または禁
固刑が課される 

近年、最終製品においてMUI以外のハラール
マーク添付が許可されないケースが増加 
 
 
 
 

 

マレーシアJAKIMの認証厳格化に対抗し、ハ
ラールハブ覇権争いを優位に進めようと画策し
ている可能性 

出所：JETRO等各所資料よりDTC作成 

JAKIMなどMUIと相互認証を行って

いる認証機関発行のものを含め、
パッケージにハラールマークが印刷
されている場合、上からステッカー等
で隠す対応を強いられている 

食品輸出事業者 

マレーシア（JAKIM） インドネシア（MUI） 
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× × 
× × 
○ ○ 

2000年の日本における口蹄疫の発生
を受け、牛肉について輸入停止を講じ

ている国・地域が存在 

• 平成21年2月26日に輸入停止措置
を発表 

※現在日本産牛肉の輸入制限緩和に
向け交渉中 

• 輸出不可 

• 平成13年10月に輸入停止措置を
通知 

• 平成17年11月に輸入停止措置を
発表 

• 現在輸入停止措置が解除されたた
め、衛生上の条件及びハラール性
が認められれば輸出が可能 

• 輸出可 

2005年の日本における高病原性鳥イ
ンフルエンザの発生を受け、鶏肉につ
いて輸入停止を講じている国・地域が
存在 

      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 

108 

3 

日本国内でのBSE・鳥インフルエンザを受けて一部の食肉輸出が制限されている 
今後の輸入制限動向を注視する必要がある 

背景 

輸入制限
状況 

インドネシア 

サウジ 
アラビア 

UAE 

GCC 

牛肉 鶏肉 

インドネシア及びGCC主要諸国における日本からの食肉輸入制限について 

出所：動物検疫所、JETRO等資料よりDTC作成 
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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？ 
GCC諸国及びASEAN諸国の主なFTA/EPA締結・交渉状況 

EU 
（ヨーロッパ連合 

28カ国） 

GCC（湾岸協力会議） 
（2008年頃、FTA戦略の見直しのため、 
一部交渉を中断。近年順次再開の動き） 

豪NZ・ASEAN 

EU-GCC 

AFTA（ASEAN自由貿易地域、10カ国） 
ASEAN加盟国：タイ・フィリピン・マレーシア・ 

シンガポール・インドネシア・ベトナム・ 
ブルネイ・カンボジア･ラオス･ミャンマー 

※GCC-マレーシア間では、「経済、商業、投資、技術協力に関する枠組み協定」が締結。今後、FTA交渉にも関心があるとされる 

韓ASEAN 

日ASEAN 

NAFTA 
（北米自由貿易協定） 

EU-ASEAN 

SAFTA（南アジア

自由貿易地域） 

中ASEAN 

RCEP 
(Regional 

Comprehensive 
Economic 

Partnership) 

TPP 
（Trans-Pacific Partnership） 

署名又は締結済 
交渉中又は構想段階 

出所： 経済産業省、JETRO資料等によりDTC作成 

GCC諸国及びASEAN諸国においても、これまで以上に広範な地域連携の動きが加速 
イスラム市場を狙うEU・中国は、GCC諸国及びASEAN諸国との交渉加速に関心大 

GCC諸国及びASEAN諸国の主なFTA/EPA締結・交渉状況 

   ：イスラム協力機構（OIC）加盟国 
：湾岸協力会議（GCC）諸国が締結済・交渉中のFTA 
：東南アジア諸国が締結済・交渉中のFTA 

中GCC 

日GCC 

米ﾊﾞｰﾚｰﾝ 
米ｵﾏｰﾝ 
米ＵＡＥ 

印GCC 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
GCC 

EU-マレーシア 印ASEAN 

GCC-マレーシア* 
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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？  
食品関連分野の通商における論点 

関税障壁 

非関税障壁 

輸入品への 
関税賦課 

補助金／セー

フガード措置 

安
全
基
準
・標
準
等 

環境

保全 

労働

安全 

 物品ごとに関税削減・
撤廃の方法等を定める 

 禁止される補助金（輸
出補助金等）や輸入
超過時のセーフガード
措置に関するルール
を定める 

 検疫措置や規格をは
じめ食品安全に関す
る措置を定める 

 ハラール認証につい
て議論される場合も 

 個別の環境関連基準
（例：CO2排出基準）
のほか、貿易及び投
資促進を目的とした環
境保護水準の引下げ
禁止等を定める 

 貿易及び投資促進を
目的とした環境保護
水準の引下げ禁止等
を定める 

食の 
安全 

通商論点 主な内容 
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関税交渉に加えハラール認証も議論 
 イスラム教国との通商交渉では関税交渉に加えて、非関税

障壁ともなるハラール認証制度も議論の遡上に 
 （例：シンガポール-GCC FTA（2013年9月締結済み）* 
     マレーシア-GCCFTA （枠組み協定締結; 交渉に関心）* 
     マレーシア-EU FTA（交渉中） 
    EU-GCC FTA（交渉中） 
    EU-ASEAN FTA（交渉中））      

イスラム教国とのFTA/EPA交渉においては、関税引下げに加え、非関税障壁となるハラール認証についても議論 
イスラム市場を狙う他国の通商交渉の動きも重要なグローバルビジネス潮流として見極めるべき 

ハラール認証 

イスラム市場を狙う他国（競合）の通商交渉の動きも

重要なグローバルビジネス潮流として見極めるべき 

一気に輸出拡大の可能性 
 FTA/EPAがまとまれば、関税引下げ＋ハラール相互認証に

より、イスラム市場への食品関連分野の輸出拡大の可能性 

*:具体的に「ハラール認証」が議論された／議論されると言われているもの 

出所： WTO事務局資料（WT/CTE/EDB/11）等を基にDTC作成 
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     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 

日本は本来ハラールとの親和性が高い食文化であるものの、国内ムスリム対応に必要なムスリムディッシュ
は輸入に頼っており、国産品による供給拡大の余地がある 

出所： ハラール産業開発公社（HDC）資料、各種インタビュー、ハラルマーケット・チャレンジ・プロジェクト資料等よりDTC作成 

 本来、日本の食文化はハラールとの親和性が極めて高いが、
国内におけるムスリムディッシュ開発の取り組みは未だ限定的 

マレーシアのハラール製品輸出 
上位5カ国（2011年） 日本におけるムスリムディッシュ供給の取り組み状況 

701729

940
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1,321
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1,400

オランダ シンガ
ポール 

米国 中国 日本 

（億円） 日本に対しても700億円程度 
ハラール製品を輸出 

 マレーシアのハラール製品（原料、飲食品、油脂化学工業向
けパーム油由来製品、等）の輸出上位5カ国はいずれも非ム

スリム国であり、非ムスリム国のムスリム・フレンドリー対応に
伴う市場も積極的にターゲットとしている模様 100年前の日本の食文化はハラールその

ものであり、日本は極めてハラール親和性
が高い国であると言える 
日本の伝統的な料理（焼き魚、焼き鳥、刺
身、スシ、てんぷら等、魚や鶏をメインとし
た料理、野菜料理）は全てハラール。豚を
使った料理のほうが少なく、例えば日本の
居酒屋のメニューの80%はハラールである 国内ハラール認証関連 

有識者 

ハラール対応焼肉店「牛門」の事例 

 ハラール認証を取得した牛肉を提供。店舗自体のハラール認
証取得はしていないものの、ハラール専門の食器や調理器具、
冷蔵庫を準備し、ムスリムスタッフを活用するなどして、焼肉を
楽しみたい訪日・在留ムスリムの需要に応えている 

 来店したムスリムの感想によると、ボリュームよりリーズナブル
な値段を求める声が多く、未だ流通量の少ないハラールミート
の供給拡大により、安価な提供を実現したいと考えている ※1リンギ32円として算出 
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*1: ホテルが格付けを受けるには有料でCrescentratingのメンバー登録が必要 

      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 

IT企業や観光関連企業の巻き込みによる、スマートフォンを使った飲食店や観光施設におけるハラール 
対応情報を提供するインフラ構築により、在留・訪日ムスリムの増加と消費を促進する余地が大きい 

 ホテル等の「ハラールレベル」を7段階で

格付けし、ムスリムの海外旅行における
施設・業者選びの判断材料を提供 

 「ハラールフード提供施設」「礼拝施設」
「ラマダン期間中のサービス」「ハラール
でない活動のレベル」の観点から格付け 

スリランカ シンガポール 台湾 マレーシア 

サウジアラビア カタール UAE 

インド 

ヨルダン 

レストランの
飲食品が 
ハラール 

ミニバーの
飲食品が 
ハラール 

キッチンが
ハラール認
証を取得 

レストランが
ハラール認
証を取得 

ホテル敷地
内でハラー
ルフード以
外は禁止 

近隣の 
ハラール 

レストランの 
リストがある 

格付け基準（「ハラールフード提供施設」の観点） 

格付けされたホテルがある国*1 

 食品表示の画像をスキャンし、含まれる成分がハラールか否
かを判定するスマートフォンのアプリケーション 

 成分データベースが搭載されており、成分名を検索してハラー
ルか否かを判定することも可能 

ハラールレベル格付けサービス 
Crescentrating 

ムスリムディッシュ判別アプリ 
Halal Scanner 
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