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さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○山際主査 次に、白石洋一君。
○白石分科員 愛媛から参りました白石洋一です。
よろしくお願いします。
非常に期待される素材があります。セルロース
ナノファイバーという、ＣＮＦとちょっと略称し
ます。これは、鋼鉄の五分の一の軽さ、そして五
倍のかたさ、さらには低熱膨張性がガラスの五十
分の一ということで、しかも、これは植物由来で
すから、非常に体にも優しいという素材です。
これを今、各社、各国、開発にしのぎを削って
いるわけですけれども、私の地元であります四国
中央市、紙の町、ここでも研究開発が進んでいま
す。
これに対する国の支援というものは、これは各
省横断になっていまして、ただ、重なってはいけ
ないので分担をしております。川上、上流の方か
ら農林水産省、林野庁、ここが原料の開発ですね、
そして文科省が基礎研究、次に経産省が来て、こ
こが製造で、一番川下、出口のところで環境省と

いうところです。
今までは、環境省が主にここを国の支援として
やってきたわけですね。金額も多いです。どんな
ものに使われるか、それが安全なのかどうかとい
うことで、特に、環境省ですから、地球温暖化に
どう資するのかというところを中心に国は研究開
発を支援してきました。実際、ここに、ＣＮＦに
対して、今年度については三十億円、一方、経産
省は八億円ということで、環境省が多いんですね。
これはもう相当研究も進んできて、これはいけ
る、安全だということになってきたら、もうこれ
からは量産化、製造のところの支援をしていかな
いといけない。いよいよ経産省、経産分野の出番
だと思います。
ここに対する経産省の支援、大いに期待される
ところでありますけれども、どのようにされよう
とされていますでしょうか。大臣、お願いします。
○梶山国務大臣 新しい素材の支援というのは、
その段階において、それぞれの役所の役割分担と
いうこともございます。
今委員御指摘のＣＮＦ、セルロースナノファイ
バー、先ほどお話にありましたように、鉄の五倍
の強度を持ち、重さは五分の一ということで、今
後用途拡大が期待される新素材でもあり、経済産
業省としても期待をしているところであります。
既に一部の分野では商品化が行われておりまし
て、少量のセルロースナノファイバーをランニン
グシューズの靴底に使うことにより、強度を約二
〇％高くできたというような例があります。
一方、用途拡大を図っていくためには製造コス

トを下げていくことが必要ということで、経済産
業省では、二〇一五年度から民間企業や研究機関
に対して開発支援を行っておりますけれども、今
後とも、量産化を実現するための低コスト化技術
に重点を絞り、必要な研究開発を進めてまいりた
いと思っております。
○白石分科員 ぜひ、金額面でも応援してくださ
い。
先ほど、ランニングシューズの底というふうに
話がありましたけれども、これは非常にカーボン
ナノファイバーとも似ているところがあるんです
ね。カーボンナノファイバーでこの前のマラソン
で好記録を出した。駅伝でもそうです。そこで、
靴底にそれがあったからだということも言われて
います。
でも、本格的に我々の、我が国の成長戦略に資
するということであれば、たくさん使う。例えば
カーボンナノファイバーであればボーイングに使
われています、一部ですけれども、７８７で使わ
れているんですけれども。それぐらい使われると
いえば、これは車体です。実際、昨年末の東京モ
ーターショーで、ＣＮＦでつくられた車体の車が
コンセプトカーで展示されました。
本当に、これは非常に大きな爆発力を持つ素材
であると思いますので、金額面でも、今予算が審
議されていますけれども、来年の予算案はもう出
されていますけれども、その次も含めて応援して
いただければと思います。
次の質問なんですけれども、これは用途がたく
さんあります。非常にたくさんあって、例えばど
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ら焼きなんかにも入るとか、そんなことも聞くん
ですけれども。そうなると、いろいろな企業がこ
れを、製品を使うということになったら、知的財
産ということにも気をつけなければなりません。
まず、研究段階から、自分の知財はちゃんと守
る、そしてほかの企業とか団体が持っている知財
を侵さないという、守るということと相手を侵害
しない、この両面から知財に対する知見というの
が非常に大事になってくると思うんですね。さも
なくば、せっかく今研究開発しているものが人に
とられてしまう、あるいは、ほかのところの知財
を侵してしまってやけどしてしまうということに
なりかねません。
ですから、これだけホットな分野については、
知財の面からでも支援していく必要があると思う
んです、特に中小企業、中堅も含めて。この面で
の国の方針はどんなものでしょうか。
○梶山国務大臣 中小企業の数は日本の企業数の
約九九％を超えているにもかかわらず、特許出願
件数に占める中小企業の割合は約一五％にとどま
っております。中小企業の特許出願率が低いこと
がこのことによって示されております。
また、特許の活用方法がわからない、相談でき
る専門家がいないなど、中小企業は知財の扱いに
関して多様な課題を抱えているのが現状でありま
す。
こうした知財の悩みに一元的に対応するために、
経済産業省としては、全国に知財総合支援窓口を
設置し、知財のあらゆる相談を受ける体制を構築
しております。

また、特許庁の職員が商工会議所等に訪問をし、
地域中小企業に知財の重要性や支援制度の説明を
行い、個社の相談対応も行っているところであり
ます。
また、無料のデータベース、Ｊ―ＰｌａｔＰａ
ｔを公開しており、中小企業が自社の類似の技術
を検索することで、意図せぬ他社への特許侵害を
防ぐことが可能となるような環境整備をしている
ところであります。本データベースの利用を促進
するために、知財総合支援窓口において講習会や
検索支援等のサービスも行っているところであり
ます。
一方、中小企業への知財の普及はまだまだ十分
とは言えません。
今後も、特許庁職員が企業を訪問する機会等も
捉えて、中小企業の皆様の声を聞き、戦略的に知
財を活用していただけるよう支援をしていくと同
時に、大企業との関係で、やはりしっかりと中小
企業が、また零細企業が、その知財の権利を確定
して、しっかり持てるようにしていく、そして経
営に反映させていくということも重要だと思って
おりますので、そういう取組も今行っているとこ
ろでもあります。
○白石分科員 先ほどおっしゃった知財の総合支
援窓口、これはお手元の資料で二ページ目のとこ
ろですね、ＩＮＰＩＴの説明を大臣がされました。
それで、全国に四十七都道府県に設置しています
と。もちろんこれは県庁所在地ということだと思
います。
でも、やはり、産業が盛んなところというのは

県庁所在地に限りません。大臣のお地元もそうだ
と思います。県庁所在地じゃないんだけれども非
常に産業が、そして先端技術を扱っているところ
がある。なのであれば、そこに出向いて、商工会
議所というのもおっしゃいました、そういったと
ころ。
あるいは、そういったところは、大体、イノベ
ーションセンターとか産業センターとか、県の施
設もあります。研究しているところもあります。
そこに行って、地域、そしてまた産業での切り口、
ここでいえば製紙、素材、又は紙加工も含めて、
産業に絞った切り口での出前の講習、普及啓発活
動というのをぜひお願いしたいなということ。こ
れは、やはり求められているからなんですね。
一方、国の関与という意味で、今、もうちょっ
と何とかできないかというのがあります。それは、
先ほど最初の質問で申し上げました、事業、つま
り支援によって資金が交付されます。この年度で
使ってくださいねと。その後どうしましたか、ど
ういう進捗でしたかとモニターするところですね。
こういう国の税金ですから、それがどう使われて
いるかというのを見るのは非常に大事です。大事
だけれども、その進捗を報告することに忙しくな
って肝心の研究開発に時間を割けないという、こ
れは現場の悩みもあるんです。
一旦事業の資金を交付した後、そのモニター、
管理については、働き方改革の時代でもあります
から、簡素化して、簡便にして、そして研究者、
今非常にホットな分野ですから、創造的な仕事を
してもらうというふうに事業というものを改良し
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てほしいなというふうに思うんですけれども、ち
ょっとこれは所感をお願いします。
○梶山国務大臣 よくそういう声も、私にも届く
わけなんですけれども。
支援を行うに際して国の予算事業の管理のため
に一定の進捗報告などを課していることについて
は、事業者としてもしっかりとこれは取り組んで
いただかなければ、なかなかそういう予算の執行
の適正化という点で難しいことだと思っておりま
すけれども、できる限りやはり簡素化をして、研
究内容を一々細かくというよりも、どういうふう
な進捗があるかということをしっかりと、簡素化
をした上で報告をいただけるように、こちらとし
ても指導をしてまいりたいと思っております。
○白石分科員 ありがとうございます。
次は、レジ袋有料化に関しての質問です。
海洋汚染のもとになっているプラスチック製の
レジ袋、これをことしの七月から有料化してその
使用を抑えようじゃないか、そして、海に捨てて
環境を汚すということを抑えようじゃないかとい
う動きがあるわけです。
それに対して、海を汚さない、汚染しないレジ
袋もあるんですよということが最近報道もされて
おります。これは、言葉でいうと海洋生分解性プ
ラスチックでつくられた買物袋、レジ袋ですね。
この海洋生分解性プラスチックが海洋を汚染し
ないのであればレジ袋の有料化の対象外にすると
いうこと、これは経産省さんが昨年十二月に発表
しました実施ガイドライン、配付資料の三ページ
目にもあります、そのガイドラインの四ページ目
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のところに、海洋環境下で微生物によって代謝さ
れ、自然界へ循環する性質を持つプラスチックが
一〇〇％の重量を占めるものについては対象外と
するということですね。海洋汚染をしないレジ袋
もあるんですよと。
では、具体的にどのレジ袋が対象外になるのか、
ならないのか、そういうことになってくると思う
んですけれども、経産省さんのこの基準づくりに
ついてお聞かせください。
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、ことしの七月
一日からレジ袋を有料化いたしますけれども、そ
のうち幾つかのものについては有料化の例外にし
ようと考えております。
海洋生分解性プラスチックにつきましては、今
御指摘ございましたとおり、プラスチックの利便
性と環境保護を両立させる新たな技術、素材でご
ざいますので、これを使っていく。
そのためには、海洋生分解性について、適切な
評価手法に基づく第三者機関の認証を受けるとい
うことが必要であろうと思っておりまして、既に
それ以外の製品で我が国の企業が開発した海洋生
分解性プラスチックが国際的な民間認証機関によ
る認証を取得して実用化されておりますけれども、
今回のレジ袋につきましてもそうした第三者の認
証を受けていただく。その旨を明記していただく
ことでほかのものと区別をして、いいものはそう
いう形で広げていく。そういう形で取組を進めて
まいりたいと思っております。
○白石分科員 認証を受けてくださいということ

なんですけれども、認証機関はあるんですね。オ
ーストリアにあり、また、報道によるとベルギー
にもあるということなんですけれども、これは同
じものかもしれません。
そこで認証を受けたら有料化対象外という理解
で、ちょっと確認ですね、ＩＳＯというのもあり
ますけれども、ＩＳＯはまだ基準ができていない。
でも、オーストリアにはできている。こちらで認
証を受けたら対象外になる。こう考えていいです
ね。
○飯田政府参考人 今御指摘いただきました、Ｔ
ＵＥＶという民間の基準がございまして、ここが
現在存在する認証機関でございまして、この認証
を受けていただくということだと思います。
ただし、今まさに先生がおっしゃったＩＳＯ化
も検討したいと思っております。これはある意味
国際的な標準の機関でございますので、昨年五月
に海洋生分解性プラスチック開発・導入普及ロー
ドマップ、経産省がつくりましたけれども、その
中で、海洋生分解性評価手法についてＩＳＯへの
提案をするということで、現在、日本企業の開発
した製品のすぐれた機能が適切に評価されるよう
に、オール・ジャパンの官民連携体をつくりまし
て、提案に向けて準備を進めております。この提
案ができましたら、日本バイオプラスチック協会
等を通じた国内の認証システムを構築してまいり
たいと考えております。
○白石分科員 二つあるんですけれども、一つは、
今、機能としては海洋生分解性プラスチックによ
るレジ袋なんだけれども、それが今の認証機関で、
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オーストリアのＴＵＥＶによって認証されるまで
は有料化になる。せっかく素材は海洋生分解性と
わかっているんだけれども、それは有料化になる
ということなんですねということの確認が一つ。
もう一つは、標準を握る者がやはり物づくりで
も有利に立つわけですね、標準化というもの、あ
るいは基準を握る者。ですから、先ほどおっしゃ
ったＩＳＯに提案していくというもの、これから
その検討会をつくってやるということなんですけ
れども、これはめどというのが数年後になってい
るんですね。二〇二〇年代ということで、二〇二
〇年代の前半というのを私は聞いているんですけ
れども、もっと早くできないものかというふうに
思うんですね。
この二点についてお願いします。
○飯田政府参考人 有料化の例外にするというこ
とで、これはしっかり認証を受けていただいたも
のについて例外にしたいと思っておりますので、
最初の御質問につきましては、認証を受けていた
だくことが有料化の例外の条件としてガイドライ
ンに書かせていただいております。
それから、まさに御指摘いただきましたとおり、
標準を握るものがマーケットを握るではございま
せんけれども、大変大事だと思っておりまして、
とりあえず、ロードマップでいえば二〇二〇年代
ということになっておりますけれども、私どもと
しては、一刻も早く、ちゃんとデータを集めて、
標準提案できるようにしっかり進めてまいりたい
と思っております。
○白石分科員 それで、大臣、こういう非常に有

用なものを日本で製品化してきているということ
です。これは、レジ袋の有料化の対象外であるぐ
らい環境に優しいというもので、非常にいい製品
である。これは、環境に優しいということで、環
境貢献でもありますし、日本の成長戦略でもある
と思うんですね。これは、付加価値が高くてちょ
っとお高い製品です。
これをやはり国際的に大々的にアピールする、
そういう機会があればどんどんやっていただきた
いんですけれども、大臣の御所見をお願いします。
○梶山国務大臣 海洋プラスチックごみ問題の解
決に向けては、ごみの適切な回収、処分の徹底は
もとより、新素材の開発等のイノベーションによ
る解決を図っていくことが重要であると考えてお
ります。
とりわけ、我が国が強みを持つ海洋生分解性プ
ラスチックの開発及び導入、普及を進めていくこ
とで、世界の海洋プラスチックごみの問題の解決
に貢献をしてまいりたいと考えております。
このため、経済産業省としては、海洋生分解性
プラスチックのさらなる機能強化に向けた研究開
発支援、日本の企業が有する高い技術力の適切な
評 価 につ なが る 国際 標準の 提 案の 検討 、 Ｇ 関
係閣僚会合やグリーンイノベーションサミット等
での日本の技術の展示、紹介等を通じた情報発信
などに取り組んでいるところであります。
さらに、昨年は、プラスチック製品のサプライ
チェーンを構成する幅広い事業者が参加をするク
リーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス、
通称ＣＬＯＭＡを官民で立ち上げたところであり

ます。
こうした枠組みを通じて、オールジャパンで、
ビジネスマッチングや展示会出展等を通じた国際
的ＰＲにも取り組んでいるところであります。
引き続き、こうした取組を通じて、議員御指摘
の国際発信に向けて、官民一体で取り組んでまい
りたいと考えております。
○白石分科員 先ほど大臣おっしゃった国際標準
の提案、これは、前段の質問にもかかわります。
そ し て、 Ｇ 、 毎 年開 かれて い て、 そこ で 環境
大臣会合というのもあって、そこに経産省として
も、みずから前に出て、このクリーン・オーシャ
ン・マテリアル・アライアンス、これは配付資料
にもつけましたけれども、こういった業界団体と
も連携しながら、ぜひアピールしていただくこと
をお願いしたいと思います。
次の質問ですけれども、これは、地元から来た、
歩いていて、本当にこれからの問題だなと思って
おるのが、買物弱者の問題なんですね。高齢化が
進んでいった、自分たちの集落にはお店屋さんが
なくなってきた。それで、免許返納の必要性もわ
かる。でも、免許を返納してしまったら、どうや
って買物をすればいいんだろうかということです。
これは、いろいろなその手段はあると思います。
例えば、宅配にお願いするとか、あるいは配食サ
ービス、まあ宅配と配食サービスというのはかな
り近接していますけれども。
こういったビジネスも出てきているんですけれ
ども、やはり一番しっくりくるのは、移動販売で
すね。移動販売、それだと自分で物を見て選ぶ楽
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しみがある。そして、そこに物を売りに来た人と
少し雑談なんかもできるということで、高齢者の
方も気晴らしにもなりますし、そこで近所の人が
集まって、その移動販売車が去った後でも少し話
ができたりするというもので、この移動販売車と
いうのは非常にいいものだと思うんです。これか
ら期待されると。
そもそもどうしてこの移動販売車ということに
なったかというと、大手スーパーが出てきて、そ
して、その影響でその集落のお店屋さんが減少し
たということもあると思うんです。
そこで、やはり経産省さんに、これは一体どう
考えているのかと聞きたいと思うんです。
もうちょっと踏み込んで言うと、大手スーパー
が、そこの地域の、広域の地域の物品販売という
のを取り込んだ影響で、近所のお店屋さんが悪影
響を受けていて、今、高齢化でお年寄りが困って
いるということもあるわけですから、そういった
ところに地域貢献として促していく。さらには、
もっと踏み込んで、そういったところに支援して
いくということもやはり考えていく必要があるん
じゃないかという問題意識なんですけれども、経
産省さんとしてはいかがでしょうか。
○牧原副大臣 お答えいたします。
先生の御指摘というのは全くそのとおりでござ
いまして、経済産業省としても、従来から、先生
御指摘の、買物弱者に対する支援の裾野拡大とい
うものに取り組んできているところでございます。
具体的には、こうした民間の事業者の先進的な優
良な取組をまとめた買物弱者応援マニュアルとい

うのを作成し、ベストプラクティスを普及し、こ
ういうのがありますよということを普及啓発して
います。
例えば、先生は愛媛でございますが、徳島から
始まったとくし丸という移動販売の仕組み、これ
は今、沖縄以外の四十六都道府県に広がっている
と理解していますけれども、こうしたような取組
を紹介して裾野を広げる。それからまた、毎年度、
移動販売や買物時の送迎等の地域の高齢者に寄り
添う市町村の取組、こうしたものも、全国で行わ
れているものについて取りまとめて、公表をして
おります。
例えば先生の御地元だと、新居浜のデマンド型
の乗り合いのタクシーですとか、西条市のいきい
きバス乗車券の仕組みですとか、こういうものを
紹介して裾野を広げる、こういうことをさせてい
ただいております。
今後も、こうした取組を通じて、買物弱者にと
って身近な存在であります市町村や事業者の積極
的な対応を促すというふうにしていきたいと思っ
ています。
○白石分科員 いろいろなやり方を紹介して業者
さんや市町村を促すということだと捉えました。
先ほど紹介された買物弱者応援マニュアルとい
うもの、そして、こちらは地方公共団体によるそ
ういった買物弱者対策ということで、非常に綿密
にまとめられていると思います。
でも、逆に言えば、こういう啓発、その横展開、
応援ということで、資金的なものではないですね。
あるいは、業者さん、特に、そういうことになっ

た一端を担っているスーパーへの義務づけではな
い、促していくということにとどまっているなと
いうのはあるんですけれども。
一方、総務省さんとして、地方の問題としてど
のように考えているのか、総務省の取組をお聞か
せください。
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
人口減少、高齢化が進む中で、委員御指摘のと
おり、買物弱者対策は大変な課題だと思っており
ます。市町村が住民のニーズを酌み上げて対策を
講じていくことが非常に重要だと思っております。
このような事例といたしまして、例えば奈良県
の川上村、これは過疎地域でございます。平成二
十五年度から若手職員が村づくりワーキンググル
ープを立ち上げまして、村の暮らしを支援するに
当たってどういったことをしたらいいかという検
討を行われました。そこで、小さな拠点を置いて
村民の暮らしをサポートする仕組みを提案され、
これを受けて役場で検討しました結果、平成二十
八年度に、地域住民等で構成する一般社団法人か
わかみらいふというものが設立されています。
このかわかみらいふは、総務省の過疎地域等集
落ネットワーク圏形成支援事業、これは交付金で
ございます、これを立ち上げ経費に活用するなど、
高齢者等の買物支援を図るために、近隣の町のス
ーパーと連携した移動スーパー、それからコープ
と連携した食料品等の宅配事業を行って、大変住
民から高い評価をいただいているというふうに聞
いております。
総務省としましては、こうした行政が主導、提
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案し、地域住民と連携して地域住民の暮らし、買
物支援を支える仕組みを構築した、こういう事例
を広く周知してまいりたいと思っております。
また、地域住民が中心となりまして、高齢者の
見守りや買物支援などの多様化する地域課題の解
決に取り組む地域運営組織というものの形成も推
進をしております。
この地域運営組織は、財政基盤が非常に脆弱で
ございます。総務省としては、この地域運営組織
の運営に対する市町村の支援経費、高齢者の暮ら
しを支える支援を行う経費、これについて地方交
付税措置を講じておりますので、こういった支援
も活用いただきながら、地域の暮らしを守る活動
を応援してまいりたいと思っております。
よろしくお願いします。
○白石分科員 では、最後に。
二点ありまして、事例の紹介という、経産省さ
んもやっている、そういったことをやっていただ
くと同時に、資金的な応援ですね。特に、やはり
立ち上げのところ。加えて、できれば運営のとこ
ろも配慮をしていただきたい。立ち上げのところ、
例えば車両を買うというだけじゃないですから。
これはもう、例えば路線バスに支援していると同
じぐらいの重みをこれから持ってくるんじゃない
かと思います。運営のところにも配慮をお願いし
たいということが一つ。
そしてもう一つは、情報のところを、特にやは
り総務省さんのところはお願いしたいなと。つま
り、私、歩いていって、そこで、たまたま移動販
売車が来てほしいんですよと言われて、この地域

だったらここが回るかもしれないなということで
行ったりしているんですけれども。やはり、そう
いった方は大体声がか細い方で、なかなかここに
ニーズがあるということを言えないわけですね。
そういった声を拾い上げる。
自治会がもっと機能していたら、自治会長に言
えば、大体、ああ、あそこが足らないというのは
わかるというのも特に昔はあったと思いますけれ
ども、それも弱体化しているので。どこの地域で、
かなり狭い範囲の連続かもしれません、買物弱者
が生まれているというところを、情報を吸い取っ
て、それを……
○山際主査 白石君、申合せの時間が過ぎていま
すから。
○白石分科員 業者さんに渡すということをお願
いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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