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注意事項・免責事項

• 本事業は、農林水産省食料産業局輸出促進グループの委託により、アクセンチュア株式会
社が実施したものであり、本報告書の内容は農林水産省の見解を示すものではありません。

注
意
事
項

• 農林水産省及び委託事業者であるアクセンチュア株式会社とその関連会社は、本報告書
の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損
害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原
因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、た
とえ、農林水産省及び委託事業者であるアクセンチュア株式会社とその関連会社がかかる
損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。

• 本報告書は信頼できると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、
完全性を保証するものではありません。農林水産省及び委託事業者であるアクセンチュア
株式会社は、本報告書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する
可能性があります。

免
責
事
項
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調査目的・背景

調査項目 目的・背景 調査のポイント 主な関連過去調査

オーストラリア・ブラ
ジル・シンガポール
における、ハラール
食品輸出に関する

事例調査

• 日本からのハラール食品輸出が定着しない
理由の一つに、輸出事業者等が、認証取得・
維持に係るコストや手間をペイできるのか判
断が出来ず、取組に踏み切れないことがあ
る。

• 他の非ムスリム国の成功事例を参考に出来
れば、ハラール食品の輸出促進に貢献可
能。

他の非ムスリム国において、ハラー
ル製品をイスラム圏へ輸出している
事例について、市場調査、商談、認
証取得、PR活動など、どのようにして
商流を確立・拡大したのか等を調査。

• 日本産農林水産物・食品輸出に向けた
ハラール調査（ジェトロ：2014年3月）

• 国別マーケティング事業（ハラール食品
輸出モデルの策定事業）
（農水省：平成25年3月）
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調査報告書サマリ

調査名
オーストラリア・ブラジル・シンガポールにおける

ハラール食品輸出事例調査 調査
内容

•ハラール製品の輸出促進に向けた政府による取組や支援
内容の調査

対象国 オーストラリア・ブラジル・シンガポール

ブラジル
（食肉）

調査内容

• ハラール牛肉輸出にかかる、政
府の取組について調査

• ハラール鶏肉輸出にかかる、政
府の取組について調査

• ハラール食品輸出にかかる、政
府の取組について調査

シンガポール
（貿易中継国家
としての取組）

オーストラリア
（食肉）

調査結果

• 食肉を戦略的輸出品目に位置付けた上で、
ハラール制度の宗教的な要素を定型化した
ハラール制度を構築

• 大規模加工業者と生産者との一貫したイン
テグレーション（垂直統合）システム導入に
よる、企業規模を活かしたハラール対応を
実施

• 中継貿易国家として国際的互換性を視野に
入れたハラール制度を構築
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オーストラリアにおける牛肉輸出の傾向

オーストラリアの牛肉輸出量は、2000年以降ほぼ横ばいであるが、主要ムスリム国向けの牛肉輸出額は近
年増加傾向にある。
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出所：オーストラリア農業省ホームページ
ジェトロ「日本産農林水産物・食品輸出に向けたハラール調査報告書」

ほぼ横ばい

増加傾向
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（1000トン）

豪州 ブラジル
シンガ
ポール

豪州政府によるnotice公示
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オーストラリアの食肉輸出業者

オーストラリアの食肉輸出業者は全部で129社あり、そのすべてが牛肉を取り扱っている。そのうち、従業員
数が100名未満の中小企業が約66%を占める。また、約83%がハラール認証を取得している。

出所：オーストラリア食肉家畜生産者事業団ホームページ

83%

17% ハラル認証取得

ハラル認証非取得

企業規模

ハラール認証取得割合

＊従業員数のデータを取得できた35社について分析
＊日本の中小企業基本法第２条の定義に基づき、企業規模を定義した。卸売業においては、「大企業」は常時使用する従業員の数が100人を越える会社を指す

企業分類 中小企業

従業員数 ～99人 100人～499人 500人～999人 1000人～

企業数 23社 7社 3社 2社

構成割合 66% 20% 9% 6%

大企業

豪州 ブラジル
シンガ
ポール

■全体

■中小企業 ■大企業

92%

8%

80%

20%

 Non-Packer Exporter（食肉専門商社）、
Processor（食肉加工業者）双方存在する
が、どちらかといえば加工業者が多い

 特に従業員500名を超える輸出事業者は全
てProcessorであり、食肉専門商社は比較
的規模の小さい事業者が多い

ハラール

ハラール
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オーストラリアにおけるハラール牛肉輸出の取組

オーストラリア政府は、食肉を戦略的輸出品目として、ハラール制度の宗教的な要素を定型化したハラール
制度を構築している。

出所：並河良一「ハラール食品マーケットの手引き」・「ハラール認証実務プロセスと業界展望」
ジェトロ「日本産農林水産物・食品輸出に向けたハラール調査報告書」、オーストラリア政府ホームページ

政府管理のイスラム式と畜制度（AGSMS）

 AGSMSは、輸出管理法および輸出肉規則を根拠と
し、農業省検疫検査局（AQIS）の監督下にある

 と畜従事者と監督者はイスラム教徒であり、個別のと
畜施設がハラールであるかどうかを審査するのは宗
教団体だが、と畜従事者の登録制度、審査に関与す
るイスラム団体の登録制度を導入することで、実務
は宗教団体に委ねながらも外形的には政府が管理
（次頁参照）

 なお、加工食品に対するハラールについては、政府
は関与していない

食肉の衛生管理とハラール適合性を一体的に審査す
る制度を構築

ハラール制度を食肉処理の技術・手続きについてのシ
ステムとして明文化

制度のポイント
農業省
AQIS

認証機関
（イスラム団体）

と畜場

輸出先の
認証機関

AGSMS

認証機関
として認定

認証発行

と畜人派遣
認証料

報告

承認

7

豪州 ブラジル
シンガ
ポール



8

AGSMSにおける政府（AQ IS ）の役割

AQISは主に、食肉処理に係るハラール認証において、①食肉処理事業者に対して宗教性に立ち入らない範
囲での検証、②ハラール認証団体の認定、③認証団体と共同での認証書類の発行、の役割を担う。

豪州 ブラジル
シンガ
ポール

①食肉処理事業者の検証 ②ハラール認証団体の認定 ③認証書類の発行

【事業者への要求事項】
 会社概要
 対象動物
 対象となる製造過程
 ハラール認証団体
 施設の詳細
 特定国からの要求の詳細
 認証マークの管理状況

【ハラール性についての政府規定】
 公認ムスリムと畜人の採用

（と畜人に対しては認証団体が
政府の認可の下でIDを発行）

 スタニングの扱い
 製造時、輸送時におけるハラー

ルとハラームの分離
 認証マーク押印手続き
 モニタリング、社内監査

【認証要件】
 現地のモスクからの認知
 輸入国の認証機関からの認知
 AQISへのムスリムと畜人のト

レーニングと監督方法の共有
 能力のあるムスリムと畜人への

IDカード発行
 定期的な対象施設調査実施（と

畜施設は３か月に一度、それ以
外は６か月に一度など）

 施設に不適合があった場合にお
ける、即時のAQIS報告

 記録保持
 要求に応じた、輸入国レビュー

への参加
 客観的、公正、正確、完全な認

証の実施の保障と文書化
 犯罪性の有無などの適格要件

出所：Australian Government Authorised Halal Program - guidelines for the preparation, identification, storage and certification for export of halal red meat and red meat 

products.

オーストラリア政府ホームページ

1. 輸出者が作成した証明書類に
対して、AQIS認定ハラール認
証団体が保証し、署名

2. AQIS認定団体による署名があ
ることを確認し、AQIS公印を押
印し、複製防止のナンバリング
を行う
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ハラール牛肉輸出に関する課題

オーストラリアにおけるハラール牛肉輸出に関する近年の主な課題は下記の通り。

出所：並河良一「ハラール認証実務プロセスと業界展望」

HALAL NEWS 2013年10月22日

 輸出先国とのと畜に対する考え方の違いから、ハ
ラール牛肉の輸出停止に至る事態が2度発生した
 2005年7月、マレーシア政府は、オーストラリアの牛

のと畜方法は事前プロセスとして電気ショックを利
用していることを理由に、オーストラリアからの牛肉
の輸入を停止した

• マレーシアのハラール準則では、原則として生き
た動物を刃物でと畜することを求めていたため

• その後、オーストラリアが空気ショックによる方法
を導入し、2006年4月にマレーシアは輸入を再開

 2011年6月、オーストラリア政府は、インドネシアの

と畜方法が残虐であるとして、生体牛輸出の６ヶ月
間停止を表明した

• 同年7月、オーストラリア政府は、国際基準に適
合した処理ができる食肉処理施設向けに限ると
の条件付きで輸出停止を解除した

 オーストラリアとイスラム圏との間に、動物愛護に
関する考え方に大きな差があることが要因の１つ
と考えられる

輸出先国とのと畜に対する考え方の違い ハラール認証取得費用の高額化

 2013年10月、MUI（インドネシア・ウレマ評議会）
は、承認していたオーストラリアの一部のハラール
認証機関がMUIの規定よりも低価格で認証してい
たとして、オーストラリアの当該認証機関（AFHS）を
資格停止とした

 MUIの規定価格での認証が実施されると、毎月認
証機関（AFHS）に支払わなければならない費用
が、これまでの4倍になるという

 従業員8500人以上を抱える、オーストラリア最大の
ミートパッカーであるＪＢＳ Ａｕｓｔｒａｌｉａでさえも、高額
な認証費用を負担しつつ、インドネシアへの牛肉の
輸出を続けることは難しいと考えている

9

豪州 ブラジル
シンガ
ポール
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ブラジルにおける鶏肉輸出の傾向

ブラジルにおけるハラール鶏肉の輸出は、量・金額ともに2000年以降大幅な増加傾向にある。輸出先として
は主要ムスリム国である中東が最も多く、約36%を占める。

鶏肉輸出量・輸出額推移 鶏肉輸出地域（2011年）

35.8%

29.0%

12.6%

12.4%

7.3%

2.7% 0.1%

中東 アジア アフリカ

ＥＵ アメリカ 他ヨーロッパ

オセアニア

出所：ブラジル鶏肉生産者・輸出者連盟データ
ジェトロ「日本産農林水産物・食品輸出に向けたハラール調査報告書」
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ブラジルにおけるハラール鶏肉輸出の取組

鶏肉を輸出する加工業者は寡占状態にあり、ひなのふ化や肥育を行う生産者との一貫したインテグレーショ
ン（垂直統合）システムが導入されている※。政府による具体的な支援はないものの、各企業が企業規模を活
かして、小規模な生産者も巻き込んでハラール対応を進めている。

＜ブラジルの鶏肉事業者に対する弊社ヒアリング結果＞

 ハラール鶏肉輸出における政府の役割は、輸出先となるムスリ
ム国との関係を良好に保つこと

 ハラール鶏肉の輸出を開始した1970年代から、ブラジル国内の

ムスリム人口が増加しているため、ムスリムに対するビザ緩和等
の、ムスリムと畜人入国支援政策は行われていない

 ハラールに対応した生産体制整備やハラール認証取得等に対
する経済的支援は行われていない出所：「畜産の情報」2014年1月号、2010年2月号

ブラジルの鶏肉事業者に対する弊社ヒアリング結果

インテグレーション・システムの導入割合（2008年）企業別輸出実績（2008年）

58%21%

21% インテグレーションシステム

（会社経営）

インテグレーションシステム

（協同組合）

単独経営

インテグレーション・システムの効果

 小規模な生産者単体では、輸出国が求める厳格な衛生管理基準に
適応する能力に劣るが、大規模加工業者とのインテグレーションに
より、厳しい衛生管理基準への対応が可能となる

 大規模加工業者が生産者への短期資金融資を行い、財務面でも支
援

45%

17%

10%
4%

2%

0% 22%
ブラジル・フーズ

マルフリグ

ドッゥクス・フランゴスル

ディプロマテ

アウロラ

ブラジルタイソン

その他

ハラール鶏肉輸出に関する政府の支援内容
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豪州 ブラジル
シンガ
ポール

※会社経営：企業間での契約関係（場合によっては資本関係）に
基づくインテグレーション

協同組合：農協等の第三者機関が中心となったインテグレーション

※鶏肉に関して、インテグレーション（垂直統合）システムを導入しているのはブラジルだけではなく、日本を始めとする各国でも導入が進んでいる
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シンガポールにおけるハラール食品輸出の取組

シンガポールにおいては、中継貿易国家として国際的互換性を視野に入れたハラール制度を構築している。

 政府直属のハラール認証機関を設置

国内唯一のハラール認証機関として政府直属の「シンガポール・イスラム教会議（MUIS）」を設置

 ハラール認証の国内統一基準を制定

 2005年、MUISは、成文化された、ハラール認証の国内統一基準を制定

下記対象施設ごとに細かく分かれた、個別認証制度を設けている

• 輸出入品

• 加工食品

• 保管施設

• 製造プラント

• 鶏肉処理場

• 食堂

• 短期営業の食堂

• ケイタリング・中央調理施設

 東南アジアや中東地域との相互認証を推進

《参考》

なお、シンガポール国外でのハラール認証に関しては、MUISの100%子会社であ
る、「WAREES Halal」社が行っている
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豪州 ブラジル
シンガ
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出所：MUISホームページ
デロイト・トーマツ「平成25年度輸出拡大推進委託事業のうち国別マーケティング事業（ハラール食品輸出モデルの策定事業）」
株式会社ティエフケープレスリリース、国内ハラール認証機関・ジェトロヒアリング
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主要出典一覧

• オーストラリア農業省ホームページ
http://apps.daff.gov.au/MLA/mla.asp

• オーストラリア食肉家畜生産者事業団ホームページ
http://www.mla.com.au/Marketing-beef-and-lamb/International-marketing/Red-meat-exporter-database

• 並河良一「ハラール食品マーケットの手引き」

• 並河良一「ハラール認証実務プロセスと業界展望」

• オーストラリア政府ホームページ
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014C01057/Html/Text#_Toc397512026

• Australian Government Authorised Halal Program - guidelines for the preparation, identification, storage 

and certification for export of halal red meat and red meat products.

• MUIＳホームページ
http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal.aspx?id=210

• デロイト・トーマツ「平成25年度輸出拡大推進委託事業のうち国別マーケティング事業
（ハラール食品輸出モデルの策定事業）」

• ジェトロ「日本産農林水産物・食品輸出に向けたハラール調査報告書」

• 株式会社ティエフケープレスリリース（2014年９月24日）
「株式会社ティエフケー、WAREES Halal*¹-MUIS のハラル認証を取得」


