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  食品輸出拡大に向けたムスリム市場の重要性 

13 

I 

• ハラール食品輸出に取組む必要性は何か？ 
• ハラール食品市場に向けた他非ムスリム国の動向は？ 

1 
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  ハラール食品輸出に取組む必要性は何か？ 
輸出戦略におけるイスラム市場の立ち位置の確認 

2020年品目別輸出戦略 

2020年までに食品輸出額を1兆円規模に拡大するにあたり、存在感の大きいイスラム市場の攻略は必須 
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 2012年の国別輸出額では、イスラム国はいずれもランク外 
 ASEAN,GCC諸国で13兆円（2010年）を超えると言われてい

るハラール食品市場にほとんどリーチ出来ていない状況 

2012年国別輸出額 
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特にハラール認証が鍵と 
なる加工食品・牛肉のみで 
+3,900億円を目指す 

 「日本再生戦略」において日本の食文化を世界に幅広く発信し、
2020年までに農林水産物・食品の輸出額を1兆円水準とするこ
とを目標とすることが明記されている 
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  ハラール食品輸出に取組む必要性は何か？ 
イスラム諸国に登場した、高成長が見込まれる巨大市場「ハラールマーケット」 

15 

2050年には世界人口の30%近くがムスリム、2015年時点のハラール市場規模は100兆円超と予測 
イスラムマーケットは非ムスリム国家である日本にとっても目の離せない巨大市場 

出所：MajilisGlobal、Faostat, Halal Products Research Institute, University Putra MalaysiaよりDTC作成 
*1:中・高所得層は購買力平価ベース年一人当たりGDP15,000USドル以上と定義（参考：インドネシアジャカルタにおける平均月収は約300USドル） 
*2:イスラム法で許された項目を指し、主にイスラム法上で食べられる物のことを表す 

1 

2050 

26億人 

2030 

22億人 

2012 

18億人 

世界のムスリム人口推移（2012-2050） 

世界人口の約27.9% 

世界人口の約26.4% 

世界人口の約25.5% 

他の宗教と比較して人口増加率が
高いため、世界人口の3分の1規模

になるとの推計も 

予測 

世界の業種別ハラール*2市場規模（2015年時点） 
 世界のムスリム人口は世界人口より急速に成長 
 増大する高所得ムスリム人口 
 世界最大のムスリム人口を抱えるインドネシアにおける

中・高所得層*1人口は2030年には約2,000万人に。2012
年時点からおよそ3倍に膨れ上がる予測 

 世界のハラール市場規模は、2015年までに100兆円を超える
予測 
 食品はさることながら、製薬や化粧品、ハラール・ツーリズ

ム市場にも注視が必要 

11% 

製薬 

2% 化粧品 
その他 

26% 

食品 
61% 

2015年 
市場規模予測 
1兆US$超 



© 2014. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd. 

  ハラール食品輸出に取組む必要性は何か？ 
イスラム諸国における高所得層人口ランキング 

イスラム諸国*1における高所得層*2人口ランキング 
 対象地域であるASEAN及びGCC諸国のうち、特にインドネシアやサウジアラビアにおいて年一人当たりGDP150US$（PPP*3ベース）以

上の高所得層人口が多く、高品質かつ高価である日本食品へ需要が高い可能性が考えられる 
 今後はイスラム国において最も富裕層の多いトルコも有力市場候補として注視する必要がある 

（百万人） 

マレーシアはムスリム人口約61%（2010年時
点）であるが本事業の対象であるASEAN地域
に属するため参考として記載 
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2030年時点予測 
2012年 

赤字 ASEAN諸国 

ムスリム人口が多く、かつ購買力の高いインドネシア及びGCCを有力市場候補とし、 
輸出モデルを策定することを想定 

1 
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青字 湾岸協力会議（GCC）諸国 GCC諸国へのハブ
としてUAEを注視 

出所： PEW FORUM ON RELIGION & PUBLIC LIFE、Euromonitor 
*1： ムスリム人口比率70％以上（2010年時点）諸国を抽出 
*2： 高所得層は購買力平価ベース年一人当たりGDP15,000USドル以上と定義（参考：インドネシアジャカルタにおける平均月収は約300USドル） 
*3： PPP＝世界各国・各地域の購買力平価 （Purchasing Power Parity） 
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出所： PEW FORUM ON RELIGION & PUBLIC LIFE、日本観光局、イスラミックセンタージャパン 
*1:イスラミックセンタージャパンHPに掲載されている日本国内のハラールレストランを地域別に抽出 

  ハラール食品輸出に取組む必要性は何か？ 
国内におけるハラール需要の高まり 

ムスリムの在留者や観光者は急増傾向にあるものの、日本事業者の間で対応が至っていない； 
2020年東京オリンピックを見据えて、インバウンドムスリム対応も益々重要になっている 
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日本において高まるハラール需要 日本全国のハラールレストラン数*1 
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 在留ムスリム人口推移（1990-2010年） 

 労働者の受け入れはTPP交渉において論点として挙げら
れており、今後ムスリム人口は更に大きく増加する可能性 

 インドネシア・マレーシアからの訪日外客数推移（1990-2012年） 
 イスラム国の急速な経済成長や観光立国宣言等が追い風と

なり、日本へ観光に訪れるムスリムは近年急増している 

所在地 ハラールレストラン数 

首都圏 

東京都 46 
神奈川県 3 
埼玉県 1 
栃木県 1 

関西 
大阪府 2 
兵庫県 1 

その他 
愛知県 1 
栃木県 1 

合計 56 

 在留ムスリム人口が20万人台に迫り、年間23万人以上
のムスリムの観光客が訪日しているにも関わらず、 
ハラールレストラン数は全国に56店舗のみ*1 

 国内事業者はムスリム対応への意欲はあるものの、 
イスラム教の習慣への理解が広がっていない現状 

 2013年7～8月に千葉県が221の県内観光施設事業者

に対しおこなった「イスラム教徒の観光客受け入れ調
査」によれば、約半数の事業者が「理解が浅く接し方が
分からない」と回答 

1 
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  ハラール食品市場に向けた他非ムスリム国の動向は？ 
「ハラール」を軸としたイスラムマーケット覇権争い - 非ムスリム国家 

非ムスリム国家も政府主導でハラール対応を積極的に推進； 日本としても国内におけるハラール認証
体制を整備し、国内事業者のハラール食品輸出を後押しすることが期待される 

イスラムマーケットに対する政策動向 
国名 ムスリム人口*1 

（ムスリム比率） 政策のインパクト イスラムマーケットに対する政策動向 

シンガポール 

オーストラリア 

韓国 

721,000 
（14.9%） 

399,000 
（1.9%） 

75,000 
（0.2%） 

通商交渉の強みを活かし、
2013年にはGCCとの相互認
証交渉に成功 

サウジアラビア、インドネシア、
マレーシアにおける羊肉輸出
額いずれもトップ（総額140億
円 2011年） 

国内事業者のモデルケースを
策定し補助金を投入 
インドネシア輸入即席めん市
場において、トップシェア56%
を確保*4 

• 地方自治開発省傘下のMUIS*2によりハラール制
度が成文化（2005年に初版を公開） 

• 通商交渉の過程でイスラム国との相互認証を推進 

• 国内認証機関を農林水産省が認定 
• ハラール認証に必要な最低要件を農水省主導で公

表するなど、イスラム国に向けた輸出をサポート 

• 農林水産省によりイスラム国に向けた輸出事業補
助金を支給（2012年～） 

• 公社によるバイヤー招聘商談会開催や中小企業へ
のコンサルティングサービスの提供 

非
ム
ス
リ
ム
国
家 中国 23,308,000 

（1.8%） 

LPPOMによる認証発行実績
直近100件中21件を中国事業

者が取得。インドネシアに次い
で2位 

• 世界で初めてインドネシア認証機関LPPOM-MUI
の認証取得支援の出張所を国内に設置*3 

（2010年頃） 

2 

市場での 
プレゼンス確立 
を国家主導 
で推進 

出所：各種資料よりDTC作成 
*1：2010年時点 
*2：MUIS＝シンガポールのイスラム宗教評議会（Mujils Ugama Islam Singapura） 
*3：中国政府主導ではなく、LPPOM-MUIが主導して実現 
*4：韓国の輸入即席麺はLPPOM-MUIのハラール認証を取得していない 
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  ハラール食品市場に向けた他非ムスリム国の動向は？ 
ハラール認証体制整備 – 各国の事例 

19 

オーストラリアのように、日本政府がハラール認証体制の整備を主導することで、 
ハラール認証取得・イスラム圏への輸出を目指す国内事業者を後押しできる可能性 

2 

国家例 

ハラール認証機関に対する政府の関与度合い 

①乱立型 ②政府統制型 ③政府直属型 

 政府はハラール認証機関に関与 
せず  政府がハラール認証機関を認定  ハラール認証機関が政府直属の 

組織として国内に1つのみ存在 
政府 

関与度 

認証 
基準の
統一度 

 各認証機関が独自の基準でハラー
ル認証を実施 

 ハラール認証基準の統一化までは
至らないが、政府によりハラール認
証に必要な最低要件を明記 

 ハラール認証の国内統一基準を 
制定 

ドイツ 日本 オーストラリア シンガポール 

政府 

ハラール認証機関 

政府 

ハラール認証機関 

政府 

ハラール認証機関 

認定 
直属 

概要 
 
 
 
 
 
 

マレーシア 
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国名 国別輸入額ランキング(2011, ‘000US$) ’07-’11豪州産 
輸入額CAGR 

約31% 

約17% 

約7% 

20 

国家主導でイスラーム諸国への輸出促進を目指しハラール認証体制を構築 
サウジアラビア、インドネシア、マレーシア主要3カ国いずれにおいても羊肉輸出額トップに 

出所：JETRO、有識者ヒアリング、各種資料よりDTC作成 

      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―オーストラリアの動向（1/3） 
2 

オーストラリア政府による取組み 結果として築いた地位 

背景 

ハラール対応 
に向けた 
取組み 

 1970年代からかつての主要な輸出相手国だっ
たイギリスがEU諸国依存へ傾斜 

 新たな輸出先開拓の必要に迫られ、イスラム
諸国へのアプローチを開始 

 エネルギー資源や小麦と共にオーストラリアの
主要輸出品である食肉の輸出戦略の文脈の
中でハラール対応体制強化が進められた 

Singapore 0 
NZ 134 

Australia 7,949 

India 639 
NZ 39,516 

Australia 55,604 

100,000 0 

India 46,201 
NZ 78,821 

Australia 80,316 

インドネシア 

マレーシア 

サウジアラビア 

 1983年にイスラーム諸国向け食肉のハラール

性を確保するためのイスラーム式屠畜制度
「AGSMS: Australian Government Super 
vised Muslim Slaughter program」を導入 

 農林水産省（Department of Agriculture）がハ
ラール認証団体を認定するシステムを確立 

 国主導のハラールミートへの取り組みがムスリム国家からの
「信頼」を獲得 
 主要なイスラム諸国インドネシア、マレーシア、サウジアラビ

ア3カ国いずれにおいても羊肉輸出額トップ（3カ国合計140
億円 2011年実績） 

 オーストラリアのハラール認証への信頼性と品質の高さから、
近年急速に成長 

＜オーストラリア産羊肉のイスラム諸国への輸出状況＞ 

＜農林水産省HPに掲載されている認証団体リスト（例）＞ 
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屠畜人のVISA発行の簡易化を働きかけなどにより、行政が非ムスリム国家としてのボトルネックを解消 

      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―オーストラリアの動向（2/3） 
2 

豪州 

ムスリム国 

農林水産省 

イスラム団体 
（認証機関） 

屠畜場 

認証機関 

認証料 認証発行 
屠畜人派遣 

方針や認証手続き 
に関する書類提出 

屠畜場の監査結果を報告 

認証機関 
として認定 

屠畜人VISA 
取得簡易化 

公認 

食肉ハラール認証体制 役割 

 屠畜に関するハラール認証状況を管理 
 屠畜人のVISA発行の簡易化を働きかけ 

 輸出国の認証機関による公認及び豪州政府の
認定を取得 

 ムスリム国から屠畜人を調達し、屠畜場に派遣 
 3ヶ月毎に豪州政府に屠畜場の監査結果を報告 

 認証機関の提示する方法に則って屠畜を遂行 
 派遣された屠畜人を受入れ、3ヶ月毎に認証機関

の検査を受診 

 自国の認証基準に則り、輸入先国における認証
機関を公認 

オーストラリアにおける食肉ハラール認証体制 

出所：オーストラリアからインドネシア等イスラム国に向けた食肉事業従事者ヒアリング、各種資料よりDTC作成 

A 

B 



© 2014. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd. 

認証取得済み商品の流通担保に向けた交渉は実施するが、認証取り消しに関する直接的な責任は負わない 
 ハラール認証機関が輸出先国であるインドネシアの認証機関（LPPOM MUI）からの公認を取り消された場合、既に認証を取

得した商品に関してはきちんと流通されるよう、相手国と交渉を行った 

一定の法的手続きにより認証機関の認定を行っているが、積極的な取捨選択は行っていない 
 必要な書類（認証機関のポリシーや認証発行プロセス 等）の提出が適切にされていれば基本的に認定している 

 屠畜場の監査結果の農林水産省への報告を怠ったり、報告結果を受けた農林水産省からの是正措置に応じなかったりした場
合にのみ、稀に認定を取り消すこともあるが、ハラール認証発行に関する基準自体は、各々の認証機関が管理 

22 

      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―オーストラリアの動向（3/3） 
2 

第一回委員会におけるご質問事項への回答 

Q1:どのようなプロセスで認証機関の取捨選択を行っているのか？いないのか？ 

Q2:仮に政府認定の機関から認証を取得して輸出に失敗した場合、政府は責任を取るのか？ 

A 

B 

出所：オーストラリアからインドネシア等イスラム国に向けた食肉事業従事者ヒアリング、各種資料よりDTC作成 
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