
2012年,マ レーシア政府 は医薬品に関す るハ ラル取得

のためのガイ ドライ ンMS2424:2012を 発 出 した。ハ ラ

ル とは,イ スラム教 の教 えにより口にす ることが許 され

た ものを指す。認証機 関か らハ ラル と認め られた ものに

はハ ラル認証が与 えられる。

世界のイス ラム教徒 は増加傾向にあ り,そ の数は20億

人に迫 る。 この市場 に参入す るためにはハ ラル認証 を取

得す ることが必須である。アクマルアブハ ッサ ン氏が代

表取締役 を務 め るマ レーシアハ ラル コーポ レーシ ョン

(MHC)は ,ハ ラル認証のためのコンサルテ イングを行 つ

ている。アクマル氏 は19歳の時にマ レーシアか ら国費で

群馬大学へ留学 し,卒 業後 に東京三菱銀行 (現 ・三菱東

京UF」銀行)に 就職。その後, 日本では経済産業省 にあ

たるマ レーシア国際貿易産業省 に入省 ,マ レーシア貿易

開発公社大阪事務所 を経て,現 在 のMHCを 創設 し,「ハ

ラルで 日本 を元気 に」 をスローガンに 日々の業務 を行 つ

ている。

●ハラル とは ?

アクマル氏 :ハ ラル とは安全 ・安心 を示すJISマ
ークの

ような ものです。イスラム教 の教 えで食べてはいけない

といわれている ものは,身 体 に害 を与 えると考 えられて

いるものです。害がないことを示すためにはどうすれば

いいか。 トレーサ ビリテイを保証 し,禁 忌物が含 まれて

いない ことを示せ ばよいのです。つ ま り,原 料 を明示 し,

誰が どの ように製造 したか を示す。 これがハ ラル認証で

す。特殊 な もの と考 えな くて よいのです。

●イスラム市場の規模 は ?

アクマル氏 :世界 には17億人のイス ラム教徒がい ます。

この数字がイスラム市場の大 きさを表 しています。 また,

マ レーシアでは人日の 6害Jがイス ラム教徒ですが,化 粧

品の うちハ ラル認証 を取得 した製品は 2割 ,医 薬品で も

3害J以下です。 まだそれだけの市場が残 っているとい う

ことです。 しか し勘違い してはいけないのは,ハ ラル認
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証 はイスラムマーケ ッ トに参入す るためのパスポー トの

ような もの とい うことです。製品が売れるか どうかはま

た別の問題です。

●なぜマ レーシアのハラル認証が有効なのか ?

ア クマル氏 :各 国のハ ラル認証 は統一 されてい ませ ん。

これはイスラム教のなかにもいろいろな宗派があるか ら

です。承認機 関によつて基準が異 な り,例 えば,イ ン ド

ネシアのハ ラル認証は製造 ラインごとに取得可能ですが,

マ レーシアでは工場全体でハ ラル認証 を取 る必要があ り

ます。このようにさまざまな承認機関があるなかで,マ レー

シアのハ ラル認証 は承認基準が明確 でかつ厳 しく,承 認

機関が政府であることもあ り,非 常 に信頼 されています。

このため57カ 国で通用す るハ ラル認証 になってい ます。

つま り,マ レーシアでハ ラル認証 を取得 し生産拠点 をも

てば,世 界中のイスラム市場 に参入可能 ということです。

● 日本の企業がとるべ きハラル対応 は ?

アクマル氏 :マ レーシア政府 は2020年 までに先進国にな

ることを目標 とし,税 制優遇制度 を整 えるなどして積極

的に誘致 を行 ってい ます。ハ ラル認証 に関 して も国の経

済政策の一環です。宗教的な観点ではな く,ど うやって

イス ラム社会 と商売 をす るかを考 えることが重要です。

MHCで は,食 品や化粧品,消 毒液などをローカルハ

ラル規格に適合させ, 日本国内に広 く流通させています。

ローカルハラルとは,非 イスラム国, 日本においてでき

る限 りのハラル対応 をするという,MHCが 発案 した規

格です。その一方で,ハ ラルの理解を深めるために講演

会を開催 した り,旅 行代理店と共同でマレーシアの工場

見学や,展 示会のツアーを行っています。医薬品につい

てもこれらの取組みを進め,ハ ラルで日本の医薬品産業

を盛 り上げたいと考えています。         cD
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