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第１章  輸出の事前確認事項 
 

◎ 本章のポイント 

 

この章では、農林水産物・食品を輸出するために必要な動植物検疫をはじめとする手

続について述べている。また、現地輸入者のために必要な、日本側輸出者側が提出しな

ければならない書類や情報についても述べている。 
 
本章は、以下の 5 つの項目で構成している。 
Ⅰ．日本の輸出規制 
Ⅱ．マレーシアの輸入規制 
Ⅲ．マレーシアの検疫・通関を円滑に行うための日本での事前業務・手続 
Ⅳ．EPA 締結による注意点 
Ⅴ．ハラル 

 
Ⅰ．日本の輸出規制 

日本から輸出する際は、動植物検疫等をはじめとし、輸出制限のかかっている品

目がある。それらの品目の紹介と、申請官庁や申請方法を解説する。 
 
Ⅱ．マレーシアの輸入規制 

マレーシアでは、特定製品の輸入を規制している。規制は、完全または条件付き

禁止に分類され、①絶対禁止、②ライセンスが必要、③保護品目、④条件付き品目、

以上の 4 つに分けられる。 
 
Ⅲ．マレーシアの検疫・通関を円滑に行うための日本での事前業務・手続 

Ⅰで日本国の輸出規制、Ⅱでマレーシアの輸入規制を示し、この両方の規制を受

けないものが、マレーシアへ輸出可能となる。マレーシア側での輸入申請はマレー

シアの輸入者が行うが、申請には日本の輸出者側が用意しなければならない書類や

情報がある。この情報をあらかじめ提供できれば、マレーシア側での輸入がスムー

ズとなる。 

Ⅳ．EPA 締結による注意点 
日本とマレーシア間の経済連携協定（EPA）が 2006 年 7 月に発行した。その注

意点を簡単に整理してみた。 
 
Ⅴ．ハラル 

ハラルとはイスラム教の教えに則って処理・加工された食べ物のことである。特

にイスラムの教えでは食肉と動物性原料を使用した食材に関しては厳しく規定し

ている。ハラルの概要を説明する。 
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Ⅰ．日本の輸出規制 
現在、日本では、原則的に輸出は自由で特に規制をかけていない。しかし、例外的に「外

国為替及び外国貿易法（略称外為法）」や「輸出貿易管理令」といった法令に基づき、農林

水産物及びその加工食品について、輸出通関前に許可または承認を受けなければならない

品目がある（【表１－１】）。 
 

【表１－１】輸出許可または承認が必要な品目及び管轄官庁 

具体的品目 管轄官庁 法令

ふすま、こめぬか、魚粉・魚かす、配合飼料、はっかの種
子・苗、しいたけの雑菌、からまつの種子せん、かば、なら
の丸太（そま角および 小横断面における丸身が30％以
上の製材を含む）、うなぎの稚魚、冷凍あさり・はまぐり・い
がい、希少野生動植物及びその卵、種子、はくせい、加工
品、それらから派生したもの

経済産業省貿易経済協力局
貿易管理部安全保障貿易審
査化貿易管理課

外国為替及び外国貿易法
輸出貿易管理令

天然記念物（原則輸出禁止） 文化庁文化財部伝統文化課 文化財保護法

鳥、獣及びそれらの加工品、鳥類の卵等
（鳥類：おしどり、やまどり、ひばり、つぐみ
　哺乳類：たぬき、きつね、いたち）

環境省自然局野生生物課
鳥獣の保護、狩猟の適正化に
関する法律

麻薬、向精神薬、麻薬等の原料
麻薬及び向精神薬取締法
覚せい剤取締法

大麻草、大麻草製品 大麻取締法

あへん、けしがら あへん法

犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク 狂犬病予防法

偶蹄類の動物、馬、鶏、あひる、うずら、がちょう、蜜蜂、
ソーセージ、ハム、ベーコン等

家畜伝染病予防法

顕花植物、しだ類またはたせんたい類に属する植物、有害
植物（細菌、寄生植物等）、有害動物（昆虫、ダニ等）

農林水産省消費・安全局植物
防疫課

植物検疫法

厚生労働省医薬食品局監視
指導・麻薬対策課

農林水産省消費・安全局衛生
管理課

 

出所：『関税六法』、税関ホームページ（http://www.customs.go.jp） 
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さらに、絶滅のおそれのある野生動植物を保護する名目で定められた国際条約（「ワシン

トン条約」）に基づいて、輸出許可証の取得が必要となる品目がある（【表１－２】）。 

 

【表１－２】ワシントン条約により輸出が規制されている主な品目 

項目 内容

生きている動物 ヒグマ、カメ、アフリカ象、ピラルク、ホグアイランドボア

漢方薬 熊肝、牛黄清心丸、虎加工品

象牙・同製品 象牙、象牙彫刻品

毛皮・敷物 オオカミ毛皮、チンチラ毛皮、トラの毛皮の敷物、ヒョウ皮敷物

皮革製品 テグトカゲ革製紳士靴、アミメニシキヘビ革製ブーツ

ハンドバック・ベル
ト・財布など

インドゾウ革製バッグ、オオトカゲ革製ハンドバッグ、アミメニシキヘビ革製ベルト、各種ワニ革
製バッグ、ダチョウ革製ウエストポーチ

はく製・標本
アオウミガメ、アカエリトリバネアゲハ、ウンピョウ、オオフウチョウ、ヒグマ、キングコブラ、セン
ザンコウ、ノスリ、ハヤブサ、ヒョウ、ベンガルヤマネコ、アフリカライオン、ワニ

アクセサリ
タイマイのカンザシ、サンゴ＆ピラルクのウロコ製品、パナマメガネカイマン（ワニ）製ベルト付き
時計

その他 胡弓、ミドリイシサンゴ、オオシャコガイ、ゾウの足の腰掛、ダチョウの卵・製品、ヘゴ  
 
出所：税関ホームページ（http://www.customs.go.jp） 
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業務フロー 主体
申請官庁

機関
説明事項

輸出数量規制や品質規制が行な
われている貨物について、性能、
主要材料、品質、品番などを記入
する

経済産業省
または税関

輸出（許可・承認）申請書及び必
要書類を点検し、許可・承認番号
を付し、許可・承認の旨を記入し
て署名する

『輸出承認証』（Export　Licence；
E/L）が発行される

輸出者またはそ
の代理人

経済産業省また
は税関

輸出（許可・承認）申請書の作成

輸出（許可・承認）申請

審査

許可または承認

合格の場合

１．外国為替及び外国貿易法に基づく手続 

 

「外国為替及び外国貿易法」や「輸出貿易管理令」で規制されている品目を輸出する場

合、経済産業省から輸出の許可・承認を受けなければならない。申請先は経済産業省か税

関（経済産業省から輸出承認の権限が税関に委任されている場合）である。 

 
経済産業省あるいは税関が輸出（許可・承認）申請書及び必要書類を点検し、申請書に

許可・承認番号を付して許可・承認の旨を記入し署名すれば、輸出許可・承認となる。   

（【図１－１】） 

 
【図１－１】輸出（許可・承認）申請フロー 
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税関 住所 電話番号

函館税関
北海道函館市海岸町24-4
(函館港湾合同庁舎)

0138-40-4262

東京税関
東京都江東区青海2-56
(東京港湾合同庁舎)

03-3529-0700

横浜税関 神奈川県横浜市中区海岸通1-1 045-212-6000

名古屋税
関

愛知県名古屋市港区入船2-3-12 052-654-4100

大阪税関
大阪府大阪市港区築港4-10-3
(大阪港湾合同庁舎内)

06-6576-3001
　　　　　　～5

神戸税関 兵庫県神戸市中央区新港町12-1 078-333-3100

門司税関
福岡県北九州市門司区西海岸1-
3-10(門司港湾合同庁舎)

093-332-8372

長崎税関 長崎県長崎市出島町1-36 095-828-8619

沖縄税関 沖縄県那覇市通堂町4-17 098-863-0099

税関を申請先にする場合は、税関は函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長

崎、沖縄に置かれているので、その税関で申請を行う。（【図１－２】）。また税関支署（68
ヵ所）、税関出張所及び税関支署出張所（127 ヵ所）もあるので、それらの窓口で申請が可

能かどうか、問い合わせてみることもよい。 

 

【図１－２】申請先の主要な税関 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：税関ホームページ（http://www.customs.go.jp） 
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２．動物検疫の手続 

 

日本の『家畜伝染病予防法』、『狂犬病予防法』に該当するものは、輸出検疫を受けなけ

れば輸出できない（【表１－３】）。 

 

【表１－３】家畜伝染病予防法よる輸出規制品 

番号 説明

偶蹄類の動物及び馬

鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちょう

犬

みつばち

兎

② 鶏、あひる、七面鳥、うずら及びがちょうの卵

③

④ ①の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿

⑤ ①動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉

⑥ ③の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン

①の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器

①

品目

これらの初生ひなであって、農林水
産大臣が定める要件に該当し、か
つ、家畜防疫官の指示に従いその輸
入に係る港または飛行場の区域外に
移動しないでそのまま輸出されるも
のを除く。

動物及び
その死体

注）狂犬病予防法に該当するのは、犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンク。 

出所：農林水産省動物検疫所ホームページ 

（http://www.maff-aqs.go.jp/tetuzuki/index_3.htm#chikusan） 
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（１）生きている動物の場合 

偶蹄類の動物及び馬、またそれらの精液を輸出する場合には、輸出の 90 日前までに事前

の届出又は申請が必要である。輸出動物は、申請に基づき係留施設に収容し、係留施設に

収容された動物は、規則に基づく期間係留され、家畜防疫官により検査が行われる。 

 

検査の結果、監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認められた場合には、「輸出

検疫証明書」が発行される（【図１－３】）。 

 

【図１－３】生きている動物の輸出検疫の流れ 

出所：農林水産省動物検疫所ホームページ（http://www.maff-aqs.go.jp/tetuzuki/index_3.htm#chikusan） 

 

（２）畜産物等生きているものでない場合 

輸出畜産物の検査は、家畜伝染予防法に基づき検査が行われる。輸入国が、輸出国に対

し家畜の伝染性疾病を広げる恐れのない旨の証明を要求しているものも対象となる。 
輸出者は『輸出検疫証明書』を取得する場合、まず『輸出検査申請書』を動物検疫所に

提出し、次に検査対象物を動物検疫所、家畜防疫官が指定する検査場所、あるいは農林水

産大臣が指定する検査場所のいずれかに搬入する（P.8【表１－４】）。 

 
監視伝染病の病原体を広げる恐れがないと認められた場合には、「輸出検疫証明書」が発

行される。一般的に申請書類が十分であり、再検査がなければ、検査申請から検疫証明書

発給までは 2～3 日である（P.9【図１－４】）。 

 

業務の流れ 業務主体 必要とする書類およびその内容 提出先 根拠法令

輸出者また
はその代理
人

『輸出検査申請書』
　（◆偶蹄類･馬を輸出しようとする場合には、輸出予定日の90日前までに）

動物
検疫所

『家畜伝染病
予防法』
第45条

係留施設に収容された動物は、規則に基づく期間係留され、検査が行われ
る。検査は、採血等により標本を採取し、臨床・血清・微生物・理化学・病理
学等獣医学の技術を駆使して行われる。

『家畜伝染病
予防法』第36
条、第37条

検査の結果、監視伝染病にかかっているかその疑いのある動物等につい
ては、係留を延長して検査

『家畜伝染病
予防法』第40
条、第41条、
第45条

検査の結果、監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認められた場
合には、『輸出検疫証明書』が交付される

検査の結果、監視伝染病にかかっている動物、あるいは、病原体をひろげ
るおそれのある動物については、返送又は屠殺処分され焼却される

輸出者ま
たはその
代理人

『家畜伝染病
予防法』第44
条、第45条

家畜防疫官

申請に基づき係留施設に収容

動物
検疫所

輸出検査申請書提出

動物の係留検査

係留延長・再検査

結果

不合格の場合

合格の場合

動物の収容
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【図１－４】生きている動物以外の輸出検疫の流れ 
 

業務の流れ 業務主体 必要とする書類及びその内容 提出先 根拠法令

輸出者また
はその代理
人

・『輸出検査申請書』
　（◆偶蹄類・馬等は相手国に輸入しようとする日の120～90日前までに）
・食肉衛生検査所発行の屠殺証明書あるいは取扱業者等の
　販売生産証明（牛、豚等の肉類、臓器類、皮類の場合）
・食鳥処理場の証明書等（家禽肉類、家禽加工品）
・販売証明書（レシート）（市販品の場合）
・輸入検疫証明書の写し等（輸入したものの場合）
・その他家畜防疫官が検査に必要としている要求する書類
※輸入国が要求している事項や、証明書様式等を説明する書類がある
　場合は、事前に家畜防疫官に相談
※牛、豚、鶏等の生産された農場における伝染性疾病の発生状況の証明
　を求める場合がある。種類、証明の内容によって事前に地元の家畜保健
　衛生所から証明を受けなければならない場合がある

動物
検疫所

『家畜伝染病
予防法』
第45条

・検査申請書の記載事項
・必要書類の添付の有無

『家畜伝染病
予防法』第36
条、第37条

・日本の『輸出検疫証明書』
・輸入国政府が指定した検査証明書

・輸出不合格となった場合は、焼却、返却処分等

動物検疫所、家畜防疫官が指定する検査場所及び農林水産大臣が指定する検
査場所のいずれかに搬入

・動物検疫所、家畜防疫官の指定検査場所及び農林水産大臣の指定検
査場所のいずれかで実施
・必要な場合には、微生物学的、理化学的等の精密検査を実施
・ホルマリンガス、塩素消毒、SK消毒等

動物検疫所

『家畜伝染病
予防法』第40
条、第41条、
第45条

『家畜伝染病
予防法』第44
条、第45条

動物
検疫所

輸出者ま
たはその
代理人

輸出検査申請書提出

書類審査

検査

現物検査

精密検査

消毒

結果

不合格の場合

合格の場合

商品の搬入

 
 

出所：農林水産省動物検疫所ホームページ（http://www.maff-aqs.go.jp/tetuzuki/index_3.htm#chikusan） 
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【表１－４】日本の動物検疫所リスト 

所名 電話番号 住所

北海道出張所 0123-24-6080 千歳市美々 新千歳空港国際線ターミナルビル
仙台空港出張所 022-383-2302 名取市下増田字南原　仙台空港ターミナルビル
東京出張所 03-3529-3021 東京都江東区青海 2-56 東京港湾合同庁舎
成田支所検疫第１課0476-32-6664 成田市三里塚御料牧場1-1　第１旅客ターミナルビル
成田支所検疫第２課0476-34-2342 成田市古込字古込 1-1　第２旅客ターミナルビル
成田支所検疫第３課0476-32-6651 成田市三里塚大字天浪字西原254-1
成田支所検疫第４課0476-32-6658 成田市三里塚大字天浪字西原254-1
羽田空港出張所 03-5756-4860 東京都大田区羽田空港3-4-4
横浜本所 045-751-5921 横浜市磯子区原町 11-1
新潟空港出張所 025-275-4565 新潟市松浜町 3710　新潟空港ターミナルビル
清水出張所 054-353-5086 静岡市清水日の出町 9-1　清水港湾合同庁舎
小松出張所 0761-24-1407 小松市浮柳町　小松空港内
中部空港支所 0569-38-8577 愛知県常滑市セントレア１丁目１番地 CIQ棟
名古屋出張所 052-651-0334 名古屋市港区入船 2-3-12　名古屋港湾合同庁舎
関西空港支所 072-455-1956 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１番地　CIQ合同庁舎
大阪出張所 06-6575-3466 大阪市港区築港 4-10-3　大阪港湾合同庁舎
神戸支所 078-222-8990 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3　神戸防災合同庁舎
岡山空港出張所 086-294-4737 岡山市日応寺1277　岡山空港ターミナルビル
広島空港出張所 0848-86-8118 広島県三原市本郷町大字善入寺字平岩 64-31　広島空港国際線旅客ターミナルビル
小松島出張所 08853-2-2422 小松島市小松島町外開1-11　小松島みなと合同庁舎
門司支所 093-321-1116 北九州市門司区西海岸 1-3-10　門司港湾合同庁舎
博多出張所 092-262-5285 福岡市博多区沖浜町 8-1　福岡港湾合同庁舎
福岡空港出張所 092-477-0080 福岡市博多区大字青木739番 福岡空港ビル
長崎空港出張所 0957-54-4505 大村市箕島町593　長崎空港ビル
鹿児島空港出張所 0995-43-9061 鹿児島県霧島市隼人町嘉例川字扇迫 1590-5
沖縄支所 098-861-4370 那覇市港町 2-11-1　那覇港湾合同庁舎
那覇空港出張所 098-857-4468 那覇市鏡水174　那覇空港合同庁舎

出所：農林水産省動物検疫所ホームページ（http://www.maff-aqs.go.jp/ryuko/aq5/aq52_f.htm） 
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３．植物検疫の手続 

 
輸入国の要請により、日本での植物検疫証明書の取得が義務付けられている品目がある。

植物防疫所では、検査の申請があった植物について、相手国の植物検疫要求に従って検査

を行い、相手国の要求に合致していることを確認した場合は、「植物検査合格証明書」を発

行する（【図１－５】）。 
植物の検疫については、 
①栽培地検査が必要となるもの（品目そのものでなく、栽培地・生育状況まで経過観察

を必要とするもの）と 
②品目検査のみを必要とするもの 

の 2 つの種類がある。ただし、マレーシアの場合は、①を要求されるものはない。 

 

【図１－５】植物検疫の手続き 

業務の流れ 業務主体 必要とする書類及びその内容 提出先

輸出者またはその
代理人

『栽培地検査申請書』 植物防疫所

輸出者またはその
代理人

『輸出検査申請書』
『栽培地検査合格証明書』

植物防疫所

輸出国の要求に適合している
場合、『植物検査合格証明書』
発行

輸出国の要求に適合しない場
合、不合格

植物防疫所

植物防疫所

植物防疫所または植物の所在
地

輸出者またはそ
の代理人

『栽培地検査合格証明書』
輸出者またはそ
の代理人

輸出検査申請

輸出検査

栽培地検査申請

ウイルス検定

消毒確認

結果

合格の場合

不合格

検査

結果

栽培地検査
必要植物

栽培地検査
不要植物

合格の場合

不合格の場合

注）マレーシアの場合は、栽培地検査を必要とする品目はないので、「栽培地検査不要植物」のフローとなる。 
出所：農林水産省植物防疫所ホームページ（http://www.pps.go.jp/faq/index.html） 
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植物防疫所は全国に 5 ヵ所、さらにその下に支所が設けられており、これら施設で申請

が行える。（【表１－５】） 
 

【表１－５】日本の植物防疫所リスト 

出所：農林水産省植物防疫所ホームページ（http://www.maff.go.jp/www/maff/local/syokubou.html） 

 

 

 

電話番号 住  所 管轄地域

横浜植物防疫所 045-211-7150 横浜市中区北仲通5-57　横浜第２合同庁舎内

川崎出張所 044-288-3408 川崎市川崎区千鳥町12-3　川崎港湾合同庁舎内

札幌支所 011-852-1808 北海道札幌市豊平区羊が丘１

塩釜支所 022-362-6916 塩釜市貞山通3-4-1　塩釜港湾合同庁舎内

新潟支所 025-244-4401 新潟市竜が島1-5-4　新潟港湾合同庁舎内

成田支所 0476-34-2350 成田市古込字古込1-1　成田国際空港　第２旅客ターミナルビル内

東京支所 03-3599-1136 東京都江東区青海2-56　東京港湾合同庁舎内

名古屋植物防疫所 052-651-0111 名古屋市港区入船2-3-12　名古屋港湾合同庁舎内

中部空港支所 0569-38-8431 愛知県常滑市セントレア一丁目１番　中部空港ＣＩＱ庁舎内　

伏木富山支所 0766-44-0954 高岡市伏木錦町11-15　伏木港湾合同庁舎内

清水支所 0543-52-3775 静岡市清水日の出町9-1　清水港湾合同庁舎内

神戸植物防疫所 078-331-2806 神戸市中央区波止場町1-1　神戸第２地方合同庁舎内

大阪支所 06-6571-0801 大阪市港区築港4-10-3　大阪港湾合同庁舎内

関西空港支所 0724-55-9010 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１　ＣＩＱ合同庁舎内

広島支所 082-251-5881 広島市南区宇品海岸3-10-17　広島港湾合同庁舎内

坂出支所 0877-46-4108 坂出市入船町1-6-10　坂出港湾合同庁舎内

門司植物防疫所 093-321-1404 北九州市門司区西海岸1-3-10　門司港湾合同庁舎内

福岡支所 092-291-2504 福岡市博多区沖浜町8-1　福岡港湾合同庁舎内

鹿児島支所 099-222-1046 鹿児島市泉町18-2-33　鹿児島港湾合同庁舎内

名瀬支所 0997-52-0459 名瀬市長浜町1-1　名瀬合同庁舎内

那覇植
物防疫
所

那覇植物防疫事務所 098-868-0715 那覇市港町2-11-1　那覇港湾合同庁舎内 沖縄県

事業所名

北海道、青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形県、福島
県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、新
潟県、神奈川県、山梨県

富山県、石川県、福井県、長
野県、岐阜県、静岡県、愛知
県、三重県

滋賀県、京都府、大阪府、兵
庫県、奈良県、和歌山県、鳥
取県、島根県、岡山県、広島
県、山口県（下関市を除く）、香
川県、徳島県、愛媛県、高知
県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊
本県、大分県、宮崎県、鹿児
島県、下関市

横浜植
物防疫
所

名古屋
植物防
疫所

神戸植
物防疫
所

門司植
物防疫
所
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Ⅱ．マレーシアの輸入規制 
 

１．輸入産品に対する管理体制 

 
マレーシアで農林水産品の輸入を管轄する機関は主に次の 4 機関になる。 

 
農業省（Ministry of Agriculture : MoA） 

http://agrolink.moa.my/moa/ 
 

保健省（Ministry of Health : MoH） 

http://www.moh.gov.my/MohPortal/ 
 

税関（Royal Customs Malaysia : RCM） 

http://www.customs.gov.my/ 
 

マレーシアイスラム開発局（Department of Islamic Development Malaysia / 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia : JAKIM） 

http://www.islam.gov.my/portal/ 
 
これらの機関で検疫、食品管理、通関、ハラル規制を行っており、マレーシアには 11

の州が存在するが、各州にはそれぞれの出先機関が存在し、それぞれがサービスを提供し

ている。 
マレーシアでの製品の輸入は、1967 年関税法に規定され、1998 年関税（輸入禁止）令

（「輸入令」）によって、特定製品の輸入を規制している。規制は、完全、または条件付き

禁止に分類され、それらは、①絶対的輸入禁止品目、②輸入ライセンスが必要で条件付き

輸入が認められる品目、③保護措置品目、④一定の条件のもとで輸入が認められる品目、

となっている。完全に輸入が禁止される製品は、輸入することが許されない。条件付きで

禁止される製品は、輸入ライセンスを条件として輸入が許される。輸入ライセンスは、貿

易産業省（MITI）等、各省庁、国家機関、または関係する政府部署が発行する。日本から

みれば、個別に規制をかけられている製品は特になく、総体的に友好な体制といえよう。 
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２．絶対的輸入禁止品目 

 
完全に輸入が禁止される品目は 15 品目あり、その中に以下で挙げられている食品類の

対象国からの輸入は、原則上絶対禁止とされている（【表１－６】）。 

 

【表１－６】完全に輸入が禁止されている食品類 
品目 対象国 

鉛及び銅成分が 1リットル当たり 3.46ミリグラム含有さ

れた酒 
原則全ての国 

全てのピラニア属 原則全ての国 

亀の卵 原則全ての国 

カカオの果実、ランブータン、プラサン、ロンガン、 
ナムナム 

フィリッピン、インドネシア 

出所：JETRO「海外のビジネス情報 マレーシア」（http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/my/trade_02/） 

 

３．輸入ライセンスが必要な品目 

 
輸入ライセンスを要する品目は 41 品目ある。それらを対象国から輸入する際、輸入者

は、税関や税関の代理人として指名された機関により発行された輸入ライセンスが必要に

なる。税関の代理人としては、農業省（MoA）や保険省（MoH）、貿易商産業省（MITI）
等が該当する。41 品目の中に以下の食品類が含まれている。（【表１－７】） 

 

【表１－７】輸入ライセンスを要する食品類 
品目 対象国 輸入許可証管轄機関 

米及び雑穀 原則全ての国 MoA 

米粉、ひき割り米、米ぬか、

米のパスタ 
原則全ての国 MoA 

砂糖 原則全ての国 MITI 

サッカリン及びその塩 原則全ての国 MITI 

たばこ及びくずたばこ 原則全ての国 MITI 

出所：JETRO「海外のビジネス情報 マレーシア」（http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/my/trade_02/） 
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４．保護措置品目 

 
マレーシアでは保護措置のために輸入ライセンスを要する品目が 21 品目存在する。 

食品類では以下に示す品目が該当するが、国内製造業者を保護する観点から、それらは国

産品が保護されており、輸入許可証の発給が停止になる場合もある。 
輸入許可証の発給は、税関や税関の代理人として指名された機関が行う。（【表１－８】） 

 

【表１－８】保護措置のために輸入ライセンスを要する食品類 

品目 対象国 輸入許可証管轄機関 
液状のミルク（還元乳、着香

したものを含む） 
原則全ての国 MoH 

 
粉乳（フレーバーミルク） 原則全ての国 MoH 
キャベツ 原則全ての国 MoA 
コーヒー豆 

（ローストされていないもの） 

原則全ての国 MoA 

穀粉（小麦粉及びメスリン粉） 原則全ての国 MoH 
出所：JETRO「海外のビジネス情報 マレーシア」（http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/my/trade_02/） 

 

５．一定の条件のもとで輸入が認められる品目 

 
輸入方法に条件が付される品目がある。これらは警察に届出するか、管轄官庁の指導の

下に輸入されなければならない危険物資及び品物、そして有資格者によって取り扱われな

ければならない製品を含む。動植物、食料品、廃棄部物、銃刀等となる。具体的な品目と

しては、家畜、小麦粉、生魚、牛乳・乳製品、動物性油脂、ソーセージ、野菜類等が含ま

れている。従って、以上を含む下記に示す品目等を対象国から輸入する際は、輸入条件の

もとで輸入しなければならない。（【表１－９】） 

 

【表１－９】輸入条件のもとで輸入が認められる食品類 

品目 対象国 輸入条件 
家畜（生死の別、またその一

部であるかを問わない。食用

のくずを含む。） 

原則全ての国 MoA 獣医サービス局長、ま

たはその代理人によって発

行された輸入許可証が必要。

有害な小動物 原則全ての国 MoA 農業局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証が必要。 
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続き   
品目 対象国 輸入条件 

無脊椎動物 原則全ての国 MoA 動物局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証、並びに輸出国の

認められた担当者により発

行された検疫証明証が必要。

全ての貨物は通関前に検査

を受ける。 
動物または鳥 原則全ての国 MoA 動物局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証が必要。 

生きた魚 原則全ての国 MoA 水産局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証が必要。 

ミルク及びその製品 原則全ての国 MoA 動物局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証が必要。 

豚脂 原則全ての国 MoA 動物局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証が必要。 
 

牛、羊または山羊の脂肪 原則全ての国 MoA 動物局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証が必要。 
 

ソーセージその他これに類

する物品 
 
 

原則全ての国 MoA 動物局長、またはその

代理人によって発行された

輸入許可証が必要。 
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続き  
品目 対象国 輸入条件 

植物（いかなる種類またはそ

の一部をも含む。生きている

かどうかは問わない。） 

原則全ての国 MoA 農業植物局長、または

その代理人によって発行さ

れた輸入許可証、並びに輸出

国の認められた担当者によ

り発行された検疫証明証が

必要。全ての貨物は通関前に

検査を受ける。 
植物性製品（えんどう、豆、

カシューナッツ、落花生、タ

ピオカ、等） 

原則全ての国 輸出国の認められた担当者

により発行された検疫証明

証が必要。 
出所：JETRO「海外のビジネス情報 マレーシア」（http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/my/trade_02/） 

 

６．今後の管理・規制の方向性 

 
マレーシアの輸入制度上の制約は存在するが、絶対的輸入禁止品目を見ても分かるとお

り、商業上で輸出者・輸入者にとって、規制が足枷になり商機が大きく損なわれることは

ないように思われる。実際に輸入を行っている商社からのヒアリング結果からも、輸入規

則から大きく逸脱した行為をしない限りは規則上での問題は特に存在しない、とのコメン

トであった。 
今後もさらなる制度規制緩和を期待するが、マレーシアは今日までも親日的なスタンス

を取ってきているので、国内生産者に大きな打撃を与えない範囲で、規制緩和が加速して

行くと思われる。 

 



 17

Ⅲ．マレーシアの検疫・通関を円滑に行うための日本での  

事前業務・手続 
 
輸入者側で検疫や通関が遅れるケースでは、輸出者からの情報不備が原因であることが

少なくない。従って輸出者は可能な限り、輸入者にとって要となる書類や情報を事前に理

解し準備することが必要である。これらの情報伝達が捗れば、輸入者側も滞りなく輸入手

続を完了させ、スムーズに商品を市場投入できる。特に生鮮食料品では円滑な通関は絶対

条件となってくる。 
マレーシアでの農水産品の輸入は、「Ⅱ．マレーシアの輸入規制」で述べた制度に抵触す

るような品目を除けば自由に輸入ができる。 
一方、それらの品目は、 
・検疫の観点（病原体、害虫） 
・安全性の問題 

から農業省（MoA）の検疫担当と保険省（MoH）の食品衛生担当の 2 つの機関が管轄して

おり、輸入するためには、定められた手続をとる必要がある。また、輸入者が輸入手続を

行うためには、輸出者側の情報が必要となり、特に、安全性の面から、適正な業者が適正

な方法で食品を製造していることの証明が求められ、その情報を輸出者側が準備する必要

がある。 
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１．動物製品の手続 

 
【表１－１０】日本からの輸出の可否と手続 

出所：JETRO「海外のビジネス情報 マレーシア」（http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/my/trade_02/） 
 
亀の卵はマレーシアの輸入禁止品目であるので、日本からの輸出もできない。また、我

が国における BSE 及び鳥インフルエンザの発生、並びに、豚コレラウイルス分離事例を受

け、日本産牛肉等の輸入停止について通知もしくは発表のあった国・地域にマレーシアは

入っていない。ただし、本章Ⅴで詳述するが、ハラル（HALAL）の問題があるので、動物

製品、特に肉の輸出は実際上困難になる。 
また、平成 17 年 1 月 1 日よりマレーシアにおいて畜水産食品の輸入衛生条件が設けられ

たことに伴い、マレーシアに畜水産食品を輸出する際には、輸出国衛生当局が発行した衛

生証明書の添付が必要となった。 
 
輸出の要件としては、マレーシアに畜水産食品を輸出する者は、申請書（P.134 10 章「『衛

生証明書』書式 別紙様式 1」参照）に衛生証明書の発行要件に適合する検査成績書を添付

して、都道府県等衛生主管部(局)食品衛生担当課長または保健所長あて発行申請を行う。要

件に適合する場合には、都道府県等衛生主管部(局)食品衛生担当課長または保健所長は衛生

証明書を発行する。申請の流れとしては、 
 
 検査成績書の作成： 食品衛生法上に基づく登録検査機関が検査及び作成したもの。 
  ↓ 
 発行申請：  輸出者は輸出の都度、個別食品毎に申請。 
  ↓ 
 発行の要件及び審査： 都道府県等衛生主管部(局)食品衛生担当課長または保健所長は

適合するか否か審査を行う。 
  ↓ 
 発行手順：  衛生証明書に署名担当官が署名した後、原本を輸出者に発行。 
   （P.135 10 章「『衛生証明書』書式 別紙様式 2」参照） 
 
厚生労働省による「対マレーシア輸出畜水産食品の取扱要領」を、参考まで 10 章（P.136）

に記す。 

輸出できないもの 輸出できるもの 輸出要件 

亀の卵 ヒトの食用に供する動物

の肉及び臓器 
 
 

衛生証明書の発行要件に適合するこ

とを証する書類の添付。 
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２．植物製品（野菜・果物）の手続 

 

【表１－１１】日本からの輸出の可否と手続 

参考：農林水産省植物防疫所「統計・情報データベース」 
（http://www.pps.go.jp/database/export/contents.html） 

 
日本から植物製品（野菜・果物）を輸出する場合、上記（【表１－１１】）の輸出できな

いものに挙げられていない栽培用植物（苗、穂、葉、枝）・球根類・種子、植物培養材料は、

植物防疫所の検査及び検査証明が必要となる。これ以外の食用とする植物は検査証明書を

準備する必要がない。 
植物検疫所の検査証明書を必要としない食用とする植物とは、主に葉菜類、果実等であ

り、検疫証明書を必要とする球根類には、食用とする根菜類が含まれる場合があることか

ら、マレーシア現地事情に精通した輸入業者と確認することをお勧めする。 
また、輸入通関の際に厳しくチェックされることは少ないと聞いている。一方、店頭で

害虫等のサンプリング・テストが行われるケースもあり、問題があった場合には 悪は破

棄や今後の輸入禁止といった事態になるが、事前に目を付けられたものでない限り、これ

は稀なケースとなる。 

 
 

輸出できないもの 植物防疫所の輸出検査が必要なもの 

土、病害虫、 
 
以下の栽培用植物（苗、穂、葉、枝）、

種子、生果実、その他の生産物； 
アブラヤシ、ココヤシ、パラゴムノキ属 

 
以下の栽培用植物（苗、穂、葉、枝）、

球根類、種子； 
イネ、サツマイモ、ジャガイモ、ダイズ、

チャ、トウモロコシ、ドリアン、パインア

ップル、パパイヤ、カカオ属、コーヒーノ

キ属、サトイモ属、サトウキビ属、タバコ

属、ネフェリューム属、バショウ属（バナ

ナ等）、パンノキ属、マニホット属、マンゴ

ー属、ワタ属、アオギリ科、キワタ科、コ

ショウ科、ショウガ科、マメ科、ヤシ科、

ラン科、カンキツ類、Zanthosoma 属、全て

の樹木 
 

左記「輸出できないもの」に掲げられていない

栽培用植物（苗、穂、葉、枝）・球根類・種子、

植物培養材料 
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３．水産物の手続 

 
マレーシアでは、原則日本から水産物の輸出は可能であるが、えび及びその加工品（乾

燥または調味したものを除く）を輸入する際に輸出国の公的機関の衛生証明が必要とされ

ている。衛生証明書の準備手順は、「検査成績書の検査項目及び基準値」以外は動物製品の

手続で説明したもの（P.18）と同様である。基準値に関する参考情報としては、10 章で「対

マレーシア輸出畜水産食品の取扱要領」（厚生労働省）を載せている。 
なお、輸出の際は輸出品目ごとに、マレーシアの現地事情に精通した輸入業者と確認す

ることを薦める。 

 
 

４．加工品の手続 

 
加工品の場合も、基本的に日本から輸出可能であるが マレーシアでは輸出国側の工場

や生産場所が、安全・適正に製造していることの証明を要求されるケースもある。その証

明方法として国際基準に照らして資格・証明を取得していることが必要となる。以下のも

のが、一般的に認められる資格・証明とされている。 

 
①国際食品規格に定められた食品衛生一般原則（CODEX） 
②HACCP 
③ISO 
④その他に準じる国際基準 

 
日本の場合、HACCP、ISO を取得していなくても、保健所での製造登録証が④の「その

他に準じる国際基準」として認められるケースが多い。ただし、その証明は英語かマレー

語である必要性があり、通常、日本の保健所では英語版が発行されないので、商社や輸入

者に委託し現地で翻訳を行い、翻訳証明等を添付して利用することも可能である。この証

明は一度取得できれば、以降要求されることはないとのことである。また、畜水産物を含

んだ加工品（乾燥または調味したものを除く）の輸出に際しては、衛生証明書が必要にな

る。 
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Ⅳ．ＥＰＡ締結による注意点 
 

１．背景 

 
日本とマレーシア間の経済連携協定（EPA：Economic Partnership Agreement）が 2006

年 7 月 13 日に発効した。日本にとっては、シンガポール、メキシコとの協定に次ぐ 3 番目

の経済連携協定となる。締結の経緯は、2003 年 12 月に日マレーシア首脳会談において交

渉の開始が合意され、2005 年 12 月には署名に至った。 

 

２．日マレーシア経済連携協定の特徴 

 
日マレーシア経済連携協定は日シンガポール協定や日メキシコ協定と同様に、物品、投

資、サービス、知的財産、ビジネス環境の整備、協力等、包括的に連携を推進し、日本と

マレーシアとの経済関係をより一層強化するものとなっている。協定の特徴としては、物

品貿易の自由化水準が高いこと、知的財産保護が強化されたこと等が挙げられる。 

 

３．関税撤廃 

 
日マレーシア経済連携協定においては、マレーシアからの輸入について輸入額の約 94％、

マレーシアへの輸出については、輸出額の約 99％について 10 年以内に関税を撤廃すること

になった。これは、日メキシコ協定、日タイ協定、日フィリピン協定と比較しても高い水

準である。 
農林水産品については、わが国において、マンゴー、マンゴースティン等の熱帯果実で

の関税撤廃を行う一方、マレーシア側においては、りんご、なし、かき等の温帯果実の関

税撤廃を実現した。 
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４．原産地規則と原産地証明 

 
日マレーシア経済連携協定においては、特恵関税の対象となる条件として原産地規則の

重要性から、物品の貿易に関する 35 の条文の内、24 が原産地規則となっている。 
日マレーシア経済連携協定の原産地規則の特徴は、一部の品目に関して、ASEAN 加盟国

で生産された材料の使用を認めていることである。果物のジュースを例にとると、ジュー

スの品目別規則に従い、日本またはマレーシアで生産した果物から、日本かマレーシアで

ジュースに加工することが求められているが、例外的に、マレーシア以外の ASEAN 加盟

国で生産された果物を原料として用いることが認められている。 
このように、ASEAN 産の材料の使用を例外的に認めている産品には、ジュースの他に、

いわしの缶詰等の水産加工品、ポテトチップス等の農産加工品等がある（日本関税協会調

べによる）。 
特恵関税を受けるには、原産地証明書を提出する等、原産地規則の定める手続きを踏む

必要がある。 
国際的には原産地証明の制度には 2 通りの方法がある。一つは、政府は様式のみを定め、

輸出者（または生産者）が自己責任で記入、署名、提出するという自己発給方式、一つは、

日マレーシア経済連携協定にみられるように、政府が発給する方式である。輸出国の政府

が発給した原産地証明書に基づいて輸入国側が特恵関税を適用する方式は、日シンガポー

ル協定や日メキシコ協定においても採用されている。 
輸出国の政府が発給した原産地証明書の真正性の確認は、輸入国政府（日本は税関、マ

レーシアは国際貿易産業省）が輸出国に対し情報提供を要請することで行われる。その内

容に不備があれば、生産者または輸出者を訪問するよう要請し、その訪問に立ち会うこと

ができるとされている。 
日本では、日本商工会議所が経済産業大臣から日マレーシア経済連携協定に基づく特定

原産地証明書の発給機関として指定を受けている。特定原産地証明書の申請を行うまたは

原産品の判定を依頼する生産者については以下の書類を揃え、まずは事前に企業登録を行

う必要があるが、詳細については日本商工会議所のホームページ（http://www.jcci.or.jp/）
を参照願いたい。 
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「企業登録」の必要書類 
 
【法人その他の団体の場合】 
①「定款」もしくは「寄附行為」 
②「登記事項証明書」 

（履歴事項の全部事項証明書。登記簿謄本も可。発行日から 3 ヵ月以内のもの） 
③「特定原産地証明書の受給に関する委任／署名／電子情報処理組織による支援を受け

るための識別番号・暗証番号設定に係る通知書」 
発給申請に関する法人の代表者から法人への職員への権限の委任を証する書類で

あり、代表者から委任を受けて特定原産地証明書の発給申請または証明資料提出の

同意を行う際に代表者の印に代えて、登録された署名による申請を可能とするもの。

この通知書を受けて、インターネットの専用サイト（「JCCI 特定原産地証明書発給

システム」）を通じて判定依頼（証明資料提出）または発給申請を行う際に必要な「識

別番号」（ID）と「暗証番号」（パスワード）の設定を行う。 
④「発給申請書の記載事項の英語表記等通知書」 

特定原産地証明書に英文で記載される事項等について、英語表記を特定すること

により、その後の申請手続等を円滑にするもの。 
 
【個人の場合】 
①「戸籍謄本」もしくは「戸籍抄本」または「住民票」 

（発行日から 3 ヵ月以内のもの。外国人の場合は、「外国人登録証明書の写し」もし

くは「外国人登録原票記載事項証明書」（市区町村発行）または在留資格を証するそ

の他の書類（発行日から 3 ヵ月以内のもの） 
②「印鑑証明書」（発行日から 3 ヵ月以内のもの） 
③「特定原産地証明書の受給に関する委任／署名／電子情報処理組織による支援を受け

るための識別番号・暗証番号設定に係る通知書」 
④「発給申請書の記載事項の英語表記等通知書」 

 
これら①～④の書類を提出された場合には、発給申請等の手続に際してインターネット

の専用サイト（「JCCI 特定原産地証明書発給システム」）にアクセスするための「識別番号

（ID）」、「暗証番号（パスワード）」、「企業登録番号」を日本商工会議所から通知する。な

お、詳細は 寄りの商工会議所に問い合わせいただきたい（P.24【表１－１２】）。 
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【表１－１２】日本各地の主な問い合わせ先 

事務所名 住所 ＴＥＬ 

札幌事務所（札幌商工会議所内） 北海道札幌市中央区北 1条西 2丁目 011-231-1077 

仙台事務所（仙台商工会議所内） 宮城県仙台市青葉区本町 2-16-12 022-265-8181 

黒部事務所（黒部商工会議所内） 富山県黒部市植木 23-1 0765-52-0242 

東京事務所（東京商工会議所内） 東京都千代田区丸の内 3-2-2 03-3283-7610 

横浜事務所（横浜商工会議所内） 
神奈川県横浜市中区山下町2産業貿易センタービル

8階 
045-671-7472 

浜松事務所（浜松商工会議所内） 静岡県浜松市東伊場 2-7-1 053-452-1112 

清水事務所（清水商工会議所内） 静岡県静岡市清水区相生町 6-17 0543-53-3401 

富士事務所（富士商工会議所内） 静岡県富士市瓜島町 82 0545-52-0995 

名古屋事務所（名古屋商工会議所

内） 
愛知県名古屋市中区栄 2-10-19 052-223-5726 

蒲郡事務所（蒲郡商工会議所内） 愛知県蒲郡市港町 18-23 0533-68-7171 

豊川事務所（豊川商工会議所内） 愛知県豊川市豊川町辺通 4-4 0533-86-4101 

四日市事務所（四日市商工会議所

内） 
三重県四日市市諏訪町 2-5 059-352-8191 

福井事務所（福井商工会議所内） 福井県福井市西木田２－８－１ 0776-36-8111     

京都事務所（京都商工会議所内） 京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル 075-212-6410 

大阪事務所（大阪商工会議所内） 大阪府大阪市中央区本町橋 2-8 06-6944-6216 

神戸事務所（神戸商工会議所内） 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-1 078-303-5806 

広島事務所（広島商工会議所内） 広島県広島市中区基町 5-44 082-222-6651 

福山事務所（福山商工会議所内） 広島県福山市西町 2-10-1 084-921-2359 

高松事務所（高松商工会議所内） 香川県高松市番町 2-2-2 087-825-3501 

福岡事務所（福岡商工会議所内） 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28 092-441-1117  

日本商工会議所国際部特定原産地

証明担当 
東京都千代田区丸の内 3-2-2 03-3283-7850 
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Ⅴ．ハラル 
 

１．イスラムの教え 

 
ハラルは、イスラム法で「許されたこと」を意味し、主にイスラム法上で食べられる物

のことを表す。反対に、口にすることを禁止されている物をハラムと言い、これは「許さ

れない」という意味でハーレムと同じ語源であると言われている。 
特にイスラムの教えでは、食肉と動物性原料を使用した食材に関しては厳しく規定され、

その肉が食糧に適するためには イスラムの戒律に従って処理されなければならないとさ

れている。 
ハラルについて説明する前に、その根元にあるイスラムの特徴を簡単に説明したい。な

ぜならばイスラムの教えは、マレーシアの人口の 65％を占めるイスラム教徒の拠り所とな

り、マレーシアの文化を形成しているからである。 
イスラム教では日常生活の中で神・アッラーの言葉を具体的に実践していくことが信仰

表明に他ならないとされており、イスラム法は日常行為のあらゆる面で信者に指針を与え

るものとされている。故にイスラム教徒はどこに在ってもイスラム法を守ることが、すな

わち自分の信仰を守ることになる。 
イスラム法の特徴は、主権在神、つまり神・アッラーの言葉であるクルアンが憲法に当

たり、それに次ぐものとして預言者ムハンマドの言行であるスンナがある。信者はこの二

つを基本に日常生活を送る。イスラムの教えでは、信仰行為であろうと日常行為であろう

と、基本にあるのは神･アッラーに対する自分の信仰表明としての行為であり、その行為を

厳格に行うことが求められている。 
アッラーのメッセージであるクルアンは言うに及ばず、預言者ムハンマドのスンナにイ

スラム法の法源を求めなければならず、そこで信徒に求められるのは、「ハラル」（許され

た）を実行し、「ハラム」（許されない）を避けることとされている。 
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２．イスラム法における「ハラル」（合法）と「ハラム」（非合法） 

 
イスラム法の中で、イスラム教徒が食に関し禁じられているものは、下記『クルアン』

からも見ることができる。 

 
「信仰する者よ、われがあなたがたに与えた良いものを食べなさい。〔中略〕あなたがた

に、（食べることを）禁じられるものは、死肉、血、豚肉、およびアッラー以外（の名）

で供えられたものである。」（2 章 172 節、173 節） 
「あなたがた信仰する者よ、誠に酒と賭矢、偶像と占い矢は、忌み嫌われる悪魔の業で

ある。これを避けなさい。」（5 章 90 節） 

 
以上の節からハラルと見なされるためには以下の条件を満たしていなければならない。 
①ハラルでない動物の成分、またはそれに由来する製品を一切含有しない。 
②ナジス（不浄）とみなされる材料を一切含まない。 
③調合、加工工程において、ナジス（不浄）とみなされるものが混入されていない。 

 
 

３．マレーシアにおけるハラル認証機関 

 
マレーシア等イスラム国のイスラム教徒を対象に、食肉と動物性原料を使用した食材を

販売する際には、以上で見てきたとおりハラルを無視することは絶対にできない。 
イスラム開発局：Department of Islamic Development Malaysia / Jabatan Kemajuan 

Islam Malaysia（JAKIM）は、マレーシアにおけるハラル認証を監督している機関であ

る。JAKIM の権限は主に、1972 年取引説明法（ハラル指令の表示、食品指令の表示の使

用）、1962 年動物規則、1962 年関税法等の下で、ハラル認証プロセスの管理に及んでいる。  

また、1975 年にマレーシアでは通商法の中に、ハラル性の明示について定めた条文を追加

した。直近では、JAKIM によるハラル認証は、2004 年「ハラル食品生産・調理・出荷・

貯蔵－一般ガイドライン（第一改訂版）」に基づいており、適正製造基準・食品製造・公衆

衛生基準等が組み込まれている。 
JAKIM からハラル認証を受けるには、輸入者または販売者が所定の申請書類を提出す

る。ホームページを使っても（eJAKIM：http://www.islam.gov.my/english/ejakim.html）
申請が可能である。次に提出された書類の審査がおこなわれ、これらすべての書類に疑義

なしと判断されれば、ついでハラル検査官による認証対象製品製造現場の視察を実施する。

視察の後に検査官によって視察結果報告書が作成され、ハラル委員会に諮られる。 
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ハラル委員会において承認されたハラル対象品に対して、JAKIM は認証とロゴを発給

する。ハラル認証の有効期限は 2 年とされている。 

 

 
JAKIM によるハラル認証ロゴ 

出所：JAKIM（http://www.halaljakim.gov.my/corporate.php?ID=75） 

 
ハラル食品の一般的な原則は、以下のとおりとされている。 
・イスラム法により、非合法的な物質を含んではならないこととする。 
・イスラム法により、非合法的なものと関係のある機器または設備を使用して、調整、

処理、輸送、保存してはならないこととする。 
・上記の 2 項を満たしていない食品と直接接触して、調整、処理、輸送、保存していな

いこととする。 
また、JAKIM では以下の点も加えて謳っている。 
・非ハラル食品が生産されている、同一の施設内の異なるセクション、ラインでハラル

食品を調整、処理、保存することができる。ただし、ハラル食品と非ハラル食品は接

触しないものとする。 
・非ハラル食品のために以前使用した施設を使用して、ハラル食品を調整、処理、輸送、

保存することができる。ただし、その際には、適切な洗浄処置を施したものとしなけ

ればならない。 

 
 

４．日本におけるハラルの問い合わせ 

 
かつて日本国内では、いくつかの団体がハラルの認証発行業務を行っていたと聞いてい

る。しかし、国際的な要求をクリアするだけの組織や基準を設定することが困難という理

由から、現在では JAKIM が認める認証機関が日本には存在せず、今は宗教法人日本ムス

リム協会等が、HALAL の問い合わせに答えられる機関として存在している。 
日本ムスリム協会は、日本における 初のイスラム団体として 1952 年に設立され、イ

スラムの協議に基づいた宗教活動と、イスラムを信棒する諸国との友好、協力関係を推進

している団体である。 
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製造場所・製品の詳細： 
弊社工場（名称・住所）製造の製品（製品の簡単な説明）につき、原材料、保管、

製造工程、工程中の添加物、包装、製品保管、流通等ご精査の上、貴教会ハラル証

明書発行方お願い申し上げます。 

 
ハラル証明の用途： 
頂いたハラル証明は○○国○○社（団体、企業名の詳細）宛に提出するものです。 

 
原材料・素材等の詳細： 
弊社当該製品は、添付原材料・素材から出来上がっています。（資料添付） 

 
弊社工場視察： 
弊社製造工場の視察に関しましては、別途打合せ致したく願います。また、認証に

日本ムスリム教会にハラル認証を問い合わせる際には、レターに以下の内容を盛り込み、

準備することをお勧めする。 

出所：日本ムスリム協会資料 

 
ただし、問い合わせを行う前に、必要になる事項等もあるので、直接日本ムスリム協会

に問い合わせを行うことをお勧めする。 

 
（参考）日本ムスリム協会にハラルに関し問い合わせる時の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗教法人 日本ムスリム協会 
〒151-0053  
東京都渋谷区代々木 2-26-5 
パロール代々木 1004 

Tel:03-3370-3476  Fax:03-3370-3420 

日本ムスリム協会 

にまずは連絡 
ハラルに関する  

問い合わせ

指示を受ける必要書類等の準備 
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５．小売市場において 

 
実際に、首都クアラルンプールの百貨店やスーパー等の小売市場を観察して、食肉と動

物性原料を使用した食材は以下のように店頭に並べられていた。 
 
１）牛肉・鶏肉・羊肉 

牛肉・鶏肉・羊肉は、イスラム教徒も食するが、基本的にノン・ハラルの肉は輸入が難

しく、また輸入上で厄介と考えられる。例を挙げるならば、それらノン・ハラルの肉は、

イスラム教徒が手に触れてはならないものなので、検疫作業等は非イスラム教徒が行うこ

とになる。百貨店やスーパーの肉売場を見ると、国産は当然であるが、輸入品は全てハラ

ル認証されているオーストラリア産やニュージーランド産になる。つまり、店頭の肉は全

てハラルで、イスラム教徒以外の人々もハラルの肉を購入し食べている。 
 
２）豚肉 

豚は、イスラム教の教えでは無条件で不浄のものとされているので、イスラム教徒向け

としての豚肉の販売は考えられない。従って、豚肉はハラルの対象にはならず、豚肉やベ

ーコンは百貨店やスーパーのノン・ハラルのコーナーで売られている。 
 
３）動物エキスを含んだ加工食材 

インスタント・ラーメンやカレールー等、輸入された動物性エキスを含んだ食材は、百

貨店やスーパーのノン・ハラルのコーナーで販売されているか、またはスーパーの中でも

販売コーナーに「This is not advisable for Muslim customers（イスラム教徒のお客様には

適しません）」の注記が掲示され、販売されている。なぜならこれらの輸入品に含まれる肉

エキスのもとになる肉類は、当然ながらイスラムの教えどおりに屠殺処理されていないか

らである。また、店頭ではノン・ハラル専用のレジが設けられ、売り子、レジ店員は非イ

スラム教徒が担当している。 
 

 
【表１－１３】輸入可否／販売実態 

輸入可否 販売実態 輸入可否 販売実態 輸入可否 販売実態 輸入可否 販売実態

ハラル ○ ○ ○ ○ ○ ○ 対象外 対象外

ノン・ハラル × × × × × × ○ ○

牛肉 鶏肉 羊肉 豚肉

 
 

 
食肉売場のハラル牛肉 
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ハラル牛肉であることの表示 

 
 

イスラム教徒向けには適さないことの表記（英語／マレー語） 
 

 
イスラム教徒向けには適さないことの表記（英語／マレー語） 
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Non Halal 専用売場・レジ 

 
 


