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ハラール及びハラール認証について 
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～ アッサラーム アライクム ～	
ムスリムに共通して使われるアラビア語	
 
「平和があなたたちの上にありますように。」 
 	
1日を通して使える挨拶の言葉です。 	

アッサラーム　アライクム　 
	

挨拶 
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　ハラール = ハラル = Halal = حالل　 
　意味：　合法的な (lawful) 

イスラム法で許された項目（もの・こと） 

簡単の意味では、日常生活では、ムスリムに
とって、口にするもの、身に着けるものは、許
されるものかどうか。 

ハラールとは	
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① ハラール (Halal) : 許される	

ムスリムが飲食・使用できる		
	
② ハラーム (Haram): 禁止される	

ムスリムが飲食・使用に禁止される		
	
③ シュブハー (Syubhah): 疑わしい	

　　・ハラールか、ハラームかのステータスが不明　　　　　　　	
　　・ムスリムが避けるべき	
　　・例えば、原材料が不明な食べ物：乳化剤	

ハラール と 非ハラール	



Nippon Asia Halal Association (NAHA) 日本アジアハラール協会 

　　　　　　　　（シャリアー＝イスラーム法） 
イスラーム法は基本的に下記に従います 

1- Al-Qur’an (アル・クルアン、コラーン) 
神様 ALLAH (アッラー)から預言者ムハンマドに伝える 
内容 

2- Hadith (ハディース)  
　　預言者ムハンマドが言ったこと、行ったこと、実施したこと 
3- Ijma　(イジュマ)   
　　ムスリムの先生方の協議・議論会 (Fatwa(ファトワ)：　　 
　 イジュマの結果) 
4- Qiyas (キャース)　 
　 自己判断 
 	

ハラールの法源	
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ハラール市場の規模

製薬・医療 
サプリメント	

販売・小売	加工・食肉	

観光・ホテル・
レストラン　	

イスラム金融	

製造	

全世界 
３１０兆円毎

年	

規格・認証・
監査	

流通・輸送	
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ハラール食品のスコープ	
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特徴 
•  アラビア文字、ハラール（حالل）が入っている 
•  商品には宗教的なルールでは問題がない保証である 
•  ムスリムの消費者の安心・安全・信頼となる鍵 
•  各国・各認定機関によって異なる 

ハラールマーク	

NAHA　ハラール
マーク 

NAHA　ムスリム 
フレンドリーマーク 
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ハラールマーク 
　=ムスリムの消費者の安心・安全・信頼となる鍵 

ハラールマークの例	

日本 
NAHA 

インドネシア 
MUI 

マレーシア 
JAKIM 

シンガポール 
MUIS 
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日本のハラール認証団体	
1- 宗教法人 日本ムスリム協会     2- 宗教法人イスラミックセンター・ジャパン	
	
東京都品川区東五反田3-17-23     東京都世田谷区大原1-16-11 
 
http://muslim.or.jp      http://islamcenter.or.jp/ 
 
 
3- NPO法人 日本ハラール協会     4-マレーシア ハラル コーポレーション（株）	
	
大阪市平野区西脇1-1-2 ミヤコ三愛ビル    東京都新宿区四ツ谷4-32-1　吉岡ビル3F 
	
http://www.jhalal.com/     http://mhalalc.jp/ 
 
 
5- NPO法人日本アジアハラール協会    6- 京都ハラール評議会	
	
千葉県千葉市中央区松波2-6-2　SR千葉松波ビル2F   京都府京都市上京区宮垣町92-1F 
 
http://web.nipponasia-halal.org/     http://www.halal-kyoto.net/ 
 
 
7- 宗教法人 日本イスラーム文化センター ／ マスジド大塚   8- ムスリム・プロフェッショナル・ジャパン
協会	
	
東京都豊島区南大塚3-42-7     東京都新宿区四ツ谷4-32-1　吉岡ビル3F 
 
http://www.islam.or.jp/     http://www.mpja.jp/index.html	
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①　消費者の立場　　　　　　　　　 

ハラールマークの立場	

世界中のムスリム　対象　 

②　国・国境の立場　　　　　　　　　 
自国のハラール認証 
相互認証を必要とする 
事例：マレーシア 
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①　世界中のムスリム 
②　訪日ムスリム 
③　在日ムスリム 

NAHA ハラールマークの有効性	

日本 
NAHA 

相互協定を締結した国際機関 
・シンガポール 
・インド 
・パキスタン 
・トルコ 
・U.A.E, 
マレシア 他の２５ヶ国 
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インフラ	

市場	

商品	

価格	

地域	

プロモション	

認定機関	

能力	

海外関係	

スタッフ	

製造	

見方	

味	

包装	

営業	

市場調査	

予算	

方法	

プローモ
ション	
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ハラールと 
非ハラールの原則 

	

ハラール調味料	
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原料の基礎知識 

 
飲食品 
医薬品 
化粧品 

	

動物 

植物	

微生物	

その他（鉱物、人工、合
成）	
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動物 
動物派生品に関する一般的な要件	
	

ハラールである条件	
1.  イスラム法に則って屠畜されたハラールな動物と

その派生物	

2.  血液派生物ではない	

3.  非ハラールやナジスな原料（添加物、加工助剤、
有毒物）とは混在また直接接触されていない	

　　	
ナジス：不浄な　（犬、豚とその子孫等）　	
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ハラールな動物 

・羊	
・牛	
・シカ	
・ヤギ	
・鶏	
・七面鳥	
・ラクダ	
・海のもの　など	
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非ハラール（ハラーム）な動物 

・ナジス（不浄）の動物：豚、犬とその子孫	
・牙を持つ動物：虎、熊、象、猫、猿など	
・捕食動物：鷹フクロウ　など	
・害虫、毒性を持つ動物：　ネズミ、ゴキブリ、サソリ、　	
　ヘビ、蜂と類似を含む	
・ロバ、ラバ	
・不快なもの：シラミ、のみ	
・陸上と水中を行き来する両生動物：ワニー、亀、	
　カエル	
・ふぐ（毒を含む部分）	
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ナジス（不浄なもの） 

イスラム法では不浄なものとして定められ
た物	

 
ムガラッザ（重度）	

 
豚犬とその子孫、派生品	

 
ムタワッシタ（中度）	

 
アルコール、ミリン等	

 
ムカッファファ（軽度）	

 
２歳以下の男児の尿 
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動物由来原料のハラール基準 

NO	 原料	 ステータス	
1	 豚肉やその派生物（脂肪、脂肪酸、タンパク質、アミノ

酸、毛、骨、酵素、など）	
非ハラールとナジス（不浄）	

2	 豚肉の使用（発酵媒体、加工、添加）	 非ハラールとナジス（不浄）	
	

3	 人体各部の派生品（例：人間毛からのシステイン）	 非ハラール	

4	 屠殺されたハラールな動物由来の毛、羽毛、枝角	 ハラール	
	

5	 屠殺されていないハラールな動物由来の毛、羽毛、枝
角	
	

外用使用であれば、ハラー
ル	
	

6	 ハラール動物のプレセンタ	 化粧品及び外用使用であ
れば、ハラール	
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動物由来原料のハラール基準 

NO	 原料	 ステータス	
7	 ナジスな（不浄）なものを餌とする

ハラールな動物	
	

餌の成分　＜　純粋な成分　であればハラール　
しかし、その餌が動物の匂い、肉の味を変更する
または有害なものであれば、非ハラール	

8 
	

屠殺される前のスタニング	 以下の条件でハラール 
①　動物を殺さない 
②　動物に永久的な傷害を引き起こさない 
③　動物を苦しまない	

9	 カニ	 有害でない限りハラール	

10	 コチニール色素（コチニール昆虫
由来の天然着色料）	

ハラール	

11	 馬	 ハラール 
(シャフィイ学派、ハンバリ学派、マルキ学派)	

12	 馬	 マクルーヘ　タヒリミ　（忌避）　 
(ハナフィイ学派)	
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植物由来原料のハラール基準 

基本的にハラール（1.,2.を除き） 
 
 
 
1.  有毒なもの、中毒作用を有しない 
2.  非ハラール添加物、加工物で処理されていない	
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微生物産物の原料 

例： 
1.  チーズ、ヨーグルト、ピクルス、ビール、ワイン 
2.  グルコースシロップ、HFS（高フルクトースシロップ） 
3.  増粘剤（キサンタンゴム、アルギン酸等） 
4.  MSG　（グルタミ酸ナトリウム） 
5.  Probiotic（プロバイオティクス）	
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微生物産物のハラール基準 
NO	 原料	 ステータス	

1	 微生物、微生物産物	 以下の条件下ハラール 
①　有害でない 
 
②　重度のナジス（不浄：豚とその派生物）　 
　　と混在されていない 
 
③　②以外のナジスと混在された場合、水 
　　によって、浄化後ナジスとの隔離するこ 
　　とが可能である 
	

2	 GMO ( 遺伝子組み換え製品) 
	

以下の条件下ハラール 
①　有害でない 
 
②　遺伝子の由来が人間や非ハラールな 
　　  動物でない 
 
③　成分追跡が可能である	
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アルコールの基準について 
NO	 原料	 ステータス	

3	 飲料アルコールとその派生物 
　a-  飲料アルコール 
 
　b- アルコールの副産物 
　　　① 飲料アルコールとその派生物　 
　　　　  から物理的に分離された 
　　　②  化学反応後新製品となる 
　　　③　ビール酵母 
 
　　　④　Vinegar 酢 
　c-　エタノール　 
　　　①　機械殺菌、手消毒 
　　　②　飲料アルコール産業から 
　　　 
　　　③　飲料アルコール産業以外から	

 
a- 非ハラールとナジス（不浄） 
 
 
①　非ハラール 
 
②　ハラール 
③　ビールの匂い、味、色を完全に取り除
いた場合ハラール 
④　ハラール 
 
①　ハラール 
②　非ハラール 
 
③　最終製品残留が 0 であればハラール
(LPPOM　MUI) 
最終製品残留が 0.5%以下であればハ
ラール(JAKIM)	
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•  ISOのように、ハラール規格というものがある。 
•  そして、国によって、従うハラール規格や各ルールが異なる。 
•  ハラールの検査方法も異なる。 

•  例1：Malaysian Standard MS 2424:2012 
•  Halal pharmaceuticals (ハラール薬品) 
     に関するガイドライン 

•  例2: NAHAは日本ハラール規格を作成 
•  レストラント・ケイタリング関連（作成済） 
•  ホテル・旅館関連(作成済) 
•  薬品ハラール規格 
•  化粧品 
•  ロジスティックス 
•  食品 
•  健康食品 

ハラール規格	



Nippon Asia Halal Association (NAHA) 日本アジアハラール協会 

1.  レストラントやケイタリングに関するハラール規格 
　JPHR1S-001-02-2013-NAHA_Halal_Standard_for_Restaurant 
 
2.  ホテルや旅館に関するハラール規格 
　JPHH1S-001-02-2013-NAHA_Halal_Standard_for_Hotel_Lodge 
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■ 手順 
•  お客様：電子メール、電話又はファクスでの依頼相談

（相談無料）	
•  お客様：正式のハラール認定調査の依頼	
•  弊社：　関連資料を送付	
•  お客様：資料の確認・準備	

•  弊社：　お客様と時間調整をし、イスラーム教の専門
家の工場検査	

•  弊社：　ハラール認証の証明証の発行と期間限定の
ハラールマークの付着許可の発行	

•  弊社：　ハラール認証の証明書発行後の検査	
•  弊社：　ハラール認証の証明書の更新 
•  材料が変更する場合は、1ヵ月前に事前に連絡する

必要があり、検査する必要がある。 

•  プレー監査：９０％ハラール可能性の判断できる 

ハラール認証手順	

■ 認証に必要な期間 
•  日本国内ハラール認証： 

•  規模・商品数・難易度・各準備にもよるが１ヵ月～３ヶ月、有効期間： 1年間 
•  海外（マレーシア・インドネシア・シンガポール）のハラール認証取得 

•  期間は要相談（6ヵ月~）、有効期間：1年~2年間  
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海外へ 
•  世界人口の20%がイスラム教徒のため、ハラー ル認

証の食品がそのマーケットに通用する可能性がある。 
•  ムスリム人口が比較的に今後も増える。 
•  “Made-in-Japan” + “Halal” 商品の可能性 
•  非イスラーム教徒からでも受け入れやすい 

 
 
 
 

国内へ 
•  イスラーム教徒の観光客・ビジネス旅行者・治療旅行

者が増加　 
•  ＝＞　来日するムスリムに対応できる国内施設やハ

ラール食品の需要が増加 

ハラール認証メリット	
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世界のイスラーム 人口

出展：	Pew	Research	Center,	2009.	http://www.pewresearch.org/		

・インドネシアのムスリム人口は約２億人（世界最大）	
・２０２０年（東京オリンピック）には約２０億人	
・世界の４人に１人がムスリム	



Nippon Asia Halal Association (NAHA) 日本アジアハラール協会 

ハラール商品	
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ハラールへの対応が必要

・　２０２０年東京オリンピック決定 
・　和食世界遺産　への登録 
・　ムスリムの国々「インドネシア・マレー 
　　シア」より、観光ビザが不要 
⇒ 
訪日するムスリムの観光客・ビジネス訪
問・研修・医療訪問への対応できる環境
が必要！！ 
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ムスリムとは：	
唯一神アッラーを信仰し、預言者ムハマド（彼に祝福と
平安を）を御使い様として信仰する方々	

写真：Wikipedia:	Islam	
参考資料：中村「イスラム教入門」,1998,岩波	
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イスラーム宗教 

・　唯一神アッラーへの絶対的な服従 
•  １４００年前、聖地メッカに最後の預言者と

されるムハンマドが創唱しました創唱 
•  六信五行の宗教 

写真：Wikipedia:	Islam	
参考資料：中村「イスラム教入門」,1998,岩波	
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　六信 

①　【神：アッラー】　　　(全知、全能、創造主) 

②　【諸天使】　　　　　　　　 (神の命令の伝令者) 

③　【諸啓典】　　　　　　　    (アル　クルアーン等) 

④　【諸預言者】　　              (ムハンマド、モーセ、 ) 

⑤　【来世】              (永遠の人生、天国、地獄) 

⑥　【定命】　　　　　 　(善悪運命が決まってある) 　　 

イスラム教徒が以下を信仰しなければならないこと	
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五行 

① 【信仰告白】   　アッラーの他に神はなく、ムハンマド　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　は神の使徒である」という信仰告白を行う 

② 【礼拝】　   　　　　　夜明け、正午、午後、日没、夜半 
                                            （1日5回の礼拝) 

③ 【喜捨】 　        年収から一定額の喜捨(ザカート)をする 
　　　　　　　　　　　 

④ 【 断食】　　         ラマダン月に、夜明けから日没まで 
 

⑤ 【巡礼】　            （ハッジ） メッカへ巡礼する 

 

イスラム教徒に課せられた五つの義務行為のことである。	
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日本におけるハラール市場概要	

出典：観光庁「訪日旅行促進事業（ビジットジャパン事業）」	
　　　　一般社団法人日本旅行業協会「訪日外客の地方別訪問率」	

・在日ムスリム約２０万人  
（NPO法人日本アジアハ
ラール協会調べ）  	
	
             	
・ムスリム訪日旅行者	
約３０万人（２０１３年）	
目的地は、東京、大阪、京
都	

東京ジヤーミイ　モスク　（代々木上原）	
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イスラム教にとって、 
お祈りはアッラーに近づく 
大切な行為であり、ムスリム
の義務として課せられていま
す。	
 

お祈りについて 
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方向	
礼拝はキブラ（聖地メッカのカーバ神殿）の
方向に向けて行います。	
ムスリム観光客はキブラの正しい方向を
「キブラコンパス」などを用いて探します。	
  

お祈りについて 
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洗浄	
礼拝の前に手・口・鼻・顔・腕・髪・足を水で
清めることになっています。	
 	
  

お祈りについて 
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・右手で握手する 
・左手は不浄と言われています。	
イスラム教では、左手を不浄な手と考えられてお
り、日常生活において左手はあまり使わず、右手
を優先して使います。	
モノを渡すときや握手をするときなどは、気を付
けた方が良いでしょう。	

 	
  

　　　 握手 
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可能な範囲で女性への配慮を	
ムスリムに対しての接客は同性同士、特に女性
への接客は女性が対応することが望ましいです。	
やむを得ず男性が女性を接客しなければならな
い場合はその旨を説明して、二人きりにならない
ようにドアを開けておくなど、あまり過敏になる必
要はありませんが、可能な範囲で対応すると良い
でしょう。	

 	
  

　　女性への配慮 



Nippon Asia Halal Association (NAHA) 日本アジアハラール協会 

　　 

ハラールとムスリムフレンドリーとの違い	
	

 　 項目	 ハラール基準	 ムスリムフレンドリー基準	

原料	 ハラール原料のみ使用可	 ハラール原料のみ使用可	

食器	 ハラール専用の食器	 ハラール専用の食器	

洗浄	 ハラール専用の洗浄	 ハラール専用の洗浄	

保管・貯蔵	
ハラール専用の原料保管及
び貯蔵	

ハラール専用の原料保管及び貯蔵	

認証有効	 一年間有効	 ６ヶ月間有効	
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従業員	

	
①従業員全員、ハラール専
用のものしか対応できない	
　　　　　　　　　　　　　　　　　
②イスラム教の従業員が必
要	

	
①一部の従業員がハラール専用のもの
しか対応できないが、他の事業員が非
ハラールのものへの対応可	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②イスラム教の従業員が存在しなくと
も可能ですが、適切なトレーニングが
必要	

レストランの
場合	

	
①全てのラインはハラール
専用　　	
　　　　　　　　　　　　　
②アルコール飲料の提供は
禁止	

	
①一部のラインは非ハラール専用可　　　　　　　　　　　　　　	
	
	
②認証機関の許可を得て一部ラインに
てアルコール飲料の提供が可能	

ホテル・旅館
の場合	

全ての施設（客室を含む）
はシャリーア（イスラム
法）基準を満たす	

	
一部の施設（客室を含む）はシャリー
ア（イスラム法）基準を満たす	

ハラールとムスリムフレンドリーとの違い	
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ムスリムフレンドリー：神田外語大学	
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ムスリムフレンドリー：神田外語大学	
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ムスリムフレンドリー施設の事例	
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手洗い用 

礼拝所名所 

礼拝所	
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•  礼拝用敷物 )  
•  キブラ:礼拝時の向かう方向 
•  礼拝時刻表 
•  アルコール類禁止 
•  要求に応じ女性用の礼拝ドレスの提供 

客室内	
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Thank You. 
ありがとうございました。	


