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V. Minor Metals 市場の動向－Minor Metals 2004 参加報告－ 

ロンドン事務所 

副所長 霜鳥 洋 

 

1. はじめに 

 2004 年 6 月 21～22 日にセミナー“Minor Metals 

2004”(Metal Pages 社・Metal Events 社共催)がロ

ンドンで開催され、金属取引業者を中心に 62 名が参

加した。 

 本セミナーが扱う Minor Metals とは、金属として

の市場規模がベースメタルより小さい金属を指して

いる。取引される金属量×取引価格から市場規模を

判断すると、Minor Metals のなかでも市場規模が大

きいコバルトでも、銅、ニッケル、亜鉛、鉛といっ

たベースメタルよりも小さい。 

 

 

表 1 主な金属の市場規模 

金属 
市場量 

(千 t) 

価格(US ドル/t、

2004.6.1 現在) 

推定市場価値 

(US 百万ドル) 

銅 15,642  2,865 44,814 

ニッケル  1,260 12,640 15,926 

亜鉛  9,731  1,099 10,694 

鉛  6,814   888  6,051 

コバルト   43 52,911  2,275 
 出典：Nick French(2004), Minor Metals 2004. 

 

 Minor Metals はベースメタルの副産物として生産

されるものが多いため、生産を需要に対応させる柔

軟性に乏しい。ハイテク関連等の特殊用途に用いら

れることが多いが、需要がある分野に特化されるこ

とによる需要の急増と急減がしばしば発生する。需

要の急変と生産の硬直性は価格の急変を引き起こす。

それに加えて自然災害、ストライキ等の供給障害に

よる価格の急変も発生しており、Minor Metals は価

格変動が激しいことで知られている。また Minor 

Metalsはその市場規模が小さいこともあってLME等

の金属取引所に上場されておらず、価格動向の把握

が困難である。価格変動の激しさと価格動向の不透

明さから、Minor Metals 業界は経験と知識が必要と

される。 

 本セミナーでは価格、需要、生産といった市場動

向について業界関係者による講演が行われた。講演

は 4 部構成で、第 1 部は｢Minor Metals の機会と挑

戦｣と題され、現在の金属市況の概観、特に中国経済

との関係について論じられた。第 2部は｢コバルト：

市場の力学と挑戦｣と題され、コバルトの価格形成と

リスク管理に関する講演とともに、主要消費者であ

る三洋電機㈱による電池へのコバルト使用量削減の

動きの紹介があった。第 3 部は｢電気金属と市場｣と

題され、Umicore 社(ベルギー)によるゲルマニウム

含有ガラスの用途についての講演や、AIM Indium 

Materials 社(米)によるインジウムの需給と液晶デ

ィスプレイについての講演、タンタル・ニオブ国際

研究所によるタンタル市場の概要説明があった。第

4 部は｢Minor Metals 市場における開発｣と題され、

Kluchevsky Ferro-Alloys Plant 社(ロシア)による

クロム生産の現況説明、Retorte 社(独)によるセレ

ンの用途開発の動向に関する講演、BRGM(仏)による

Minor Metals の価格急変に関する概説があった。参

加者の大多数が金属取引業者であり、関心は需給や

価格といった市場の現状分析と見通しに集まった。

各講演と質疑応答の概要は以下のとおりである。 
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2. 第 1 部：Minor Metals の機会と挑戦 

(1) 経済成長の変質―コモディティ新時代？(Neil 

Buxton, GFMS Metals Consulting、英) 

 今日の講演のテーマは、「現在の市場状況はいつま

で続くのか」ということである。現在の市場状況は

過去と違う。1970/80 年代は、需要・価格が上昇す

る上昇期と、需要・価格が下降する下降期のくりか

えしであった。1990 年代は異なる地域で異なる時期

に不況を経験する｢非同時性(desynchronisation)｣

の時代であった。すなわち CIS 崩壊、アジア危機、

日本のバブル崩壊、米国のドットコム・バブルの崩

壊が次々に起こった。しかし 2000 年代は違う。世界

需要の伸び率が過去よりも大きい。と同時に供給に

制限があり、価格上昇は続きそうな見通しである。

その一方で価格上昇の終わりと同時に価格下落が同

じスピードで起こる｢買い手注意｣の時代でもある。 

 

(2) 中国とアンチモン(David Li、3N International、

米) 

 中国はアンチモンの主要供給者である。10 年前は

精鉱を輸出していたが、付加価値を高めるという政

府の方針により、いまやほとんどが酸化アンチモン

として輸出される。輸出先は主に米国である。用途

はプラスチックへの添加剤で、不燃化が添加目的で

ある。 

 

問：現在、アンチモンの需給はタイトであるが、価

格は下がっている。なぜか？ 

答：中国からの輸出価格は、国内価格よりも低い。

つまり中国国内業者のダンピングである。 

問：中国政府の輸出奨励政策はあるか。 

答：原材料の輸出に対して 5%の輸出税を課している。

これは付加価値化促進のためである。その他に

3つの輸出奨励策がある。 

問：需給がタイトなのはなぜか。 

答：中国でいくつかの鉱山が閉山し、供給不足にな

った。 現在、廃さいを処理している鉱山もあ

る。 

3. 第 2 部：コバルト：市場の力学と挑戦 

(1) コバルト産業のためのリスク管理(Nick French、

SFP Metals Ltd.、英) 

 近あった CDI(コバルト開発協会)の会合で、コ

バルトの価格予測について対照的な 2 つのコメント

がほぼ同時になされた。1 つはコンゴ民主共和国の

Diomi 鉱山大臣の｢今年の終わりまでにコバルト価

格が 30US$/lb になることを請け負う。｣というもの

であり、もう 1つはソニー計画部長近藤氏の｢電池業

界にとってコバルト価格は 10US$/lb である必要が

ある｣というものである。 主要生産者と主要消費者

の見方はこれほどまでに違う。市場の 前線にいな

い関係者(銀行、鉱山会社、金属消費者)がコバルト

市場はリスクが高く、価格変動が激しいと思うのも

もっともである。 

 今日、私はコバルトの需給予測や価格予測はしな

い。それらは直近の CDI 会合で披露された。今日の

テーマは、この業界におけるリスクと、その対応及

び対応案である。リスク対応が当社の主要業務とな

っている。 

 リスクを分類すると、価格、入手可能性、契約の

実行、品質の 4 つに分けられる。1970 年代の Shaba

問題による供給障害以降、原料調達責任者にとって

のリスクは価格リスクが主であり、入手可能性リス

クは大きくなかった。しかし 2005 年から 2006 年に

かけては入手可能性リスクが主になるだろう。そう

推定するには十分な根拠があると言ってよい。 

 入手可能性リスクは現在どのように対処されてい

るのか。先物契約をすることは 1つの選択肢である。

しかし契約が実行されるかどうか不安になったらど

うするか。短期的には委託在庫(consignment 

stocks)という手がある。 先物契約の一部ないし全

部を消費者の指定する場所に強制的に置かせるもの

である。しかし在庫場所の容量と供給者の供給能力

に限度がある。 

 近見られる対応策にバランスシート外在庫融資

(Off balance sheet stock finance)がある。先物購

入ができない場合に現物を買い、これを帳簿外在庫
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として保管するものである。しかし現代のビジネス

では、たとえそれが会社にとって利を生む行為であ

っても、帳簿外在庫を有することは、株主への説明

責任等の観点から好ましくない。そのために会社に

代わってバランスシート外在庫を行う我々のような

会社が必要となる。 

 価格リスクとは何か。 

 1976 年以降のコバルト価格の推移を見ると、

5US$/lb から 50US$/lb の間で変動しているが、他金

属と比べて特に変動が大きいと言うわけではない。

それでは価格変動は予測可能であろうか。1976 年以

降の価格と需給動向を見ると、価格変動と需給動向

は対応しておらず、需給動向から価格予想が難しい

ことがわかる。これが銀行やプロジェクト融資や消

費者にとってのリスクである。 

 コバルト業界はこのリスクに対応するシステムを

開発しているのであろうか。LME 金属や他の産業に

比べ、特に進んでいるわけではないが、市場に透明

性と流動性をもたらそうとしたリスク管理の試みは

あった。 

 Metal Gezelshaft 社(独)は仲介業者としてではな

く原則としての市場を形成しようとしたが、1990 年

代後半の下落する市場で在庫に圧倒されて帳簿を閉

じ、痛い目にあった。Spectrum 社は MG 社の轍を踏

まないために仲介業者として試みたが、市場参加者

への強制力を有さず、失敗した。Western Mining 

Corporation(豪)の試みは 近の動きである。WMC は

オンライン価格を創設して透明性をもたらした。し

かし WMC はその価格で売るのみで、その価格で購入

するわけではなく、したがって流動性は一方通行で

ある。かつ先物価格がない。そのうえ WMC 社は価格

操作を行う手段を作りだしたことになり、皮肉にも

価格変動性とリスクを高めている。 

 このように LME のような市場をコバルトについて

作ろうという試みはいずれも失敗している。それは

コバルト市場の複雑さを理解していないからである。

かようにリスク軽減が進展していないため、当社の

ようなヘッジ商品を提供する商売が成り立つ。 

 ヘ ッ ジ 商 品 の 1 つ に 、 伝 統 的 契 約 産 物

(traditional contractual products)というものが

ある。Falconbridge 社(加)が好むもので、ある一定

の価格幅を設定し、その中での変動による利益ない

し損失をシェアするものである。もっと進んだ商品

にオプションがある。当社の商品には融資ヘッジ契

約(Financial Hedge Contract)があり、LME 型のヘ

ッジ契約に近いものである。 

 Inco 社の Goro と Voisey’s Bay が数年中に生産を

開始し、現在喧伝されているコバルトの新需要が伸

びた場合、コバルト市場が 60,000t/年になることも

可能である。そうなったらコバルトは LME に上場さ

れ、先に述べたようなコバルト価格ヘッジは不要に

なると予想する人もいるかもしれない。しかしコバ

ルトは Minor Metals のなかでは市場が大きいが、表

1 に示すとおり、それでも LME 上場金属に比べ小さ

いので、LME上場ははやくても20、30年後であろう。

Benjamin Franklin は｢この世に生きている限り、死

と税金は避けられない｣と言ったが、それに加えコバ

ルトの激しい価格変動も避けられそうにない。 

 今後の市況に影響する出来事には、価格上昇要因

として中国の経済成長、超合金需要の回復、ハイブ

リッド車、米国政府備蓄の枯渇がある。価格低下要

因にはVoisey’s Bay鉱床とGoro鉱床の開発、Kolwezi

廃さいの開発、Gecamines 社(コンゴ民主共和国)の

復興、Jinchuan(中国)の増産がある。 

 

問：コバルト業界は取引の透明さと価格形成の公正

さを高める必要があるが、その方向にあるか。 

答：公正な価格というものはない。取引する双方が

了解した価格があるのみ。透明性に関しては、

消費者は透明性を求めるものの、仲介業者と生

産者は透明性がないほうが自分の利益にかなう

ので、透明性を求める声は少ない。 

 

(2) コバルト代替カソード物質と市場における地位

(雨堤徹、三洋電機㈱) 

 コバルトはリチウム電池中に 10～15%含まれる。

金属資源レポート 2004.9 －66－ 



(433) 

リチウム電池の生産は 1990 年代後半から伸びてお

り、今や充電式電池の 4 分の 1 を占めている(2002

年)。リチウム電池販売量に占める当社シェアは 3

分の 1(2003 年)である。しかしコバルト価格は 2003

年第 4 四半期から上昇し、2004 年第 1 四半期は

25US$/lb を超えている。当社はリチウム・コバルト

電池に変わるものの開発を進めている。 

 開発の目的は第一に安全性の向上、第二にコスト

削減、第三に小型軽量化である。高温での安全性が

向上すれば、現在の電池を覆っている保護カバーが

不要になり、コスト削減になる。コバルトよりも安

価な物質で代替できれば、これもコスト削減になる。

保護カバーが不要になればその分、小型軽量化が可

能になる。 

 リチウム・コバルト電池(LiCoO2)に代わるものに、

LiMnO4がある。LiMnO4は高温での安定性に優れ、原

料コストも低いという長所があるが、容量が小さい

という短所がある。そこでLiCoO2とLiMnO4の複合物

質を用いると、双方の長所が生かされることが判明

した。 

 将来的には、充電式電池は、高価でも高性能を求

める場合はコバルトを主体とした電池が用いられ、

コスト重視の場合はコバルトを含まない電池が用い

られると予想する。 

 

問：コバルト電池代替の動きはいつ頃までに進むか。 

答：代替が進むかどうかはコバルト価格次第である。

当社の生産計画はコバルト価格 10US$/lb を目

標としている。 

 

(3) Minor Metals の価格形成メカニズム(Nigel 

Tunna、Metal Pages、英) 

 古代ギリシアの頃から金属の取引は行われてきた

が、取引には取引者間のコミュニケーションが必要

である。1571 年以降、ロンドンに取引するものが集

まり、コモディティの取引をするようになった。1877

年以降は主要金属がロンドン金属取引所(LME)で扱

われるようになった。LME で取り扱われていない

Minor Metals の特徴は、ベースメタルに比べて市場

規模が小さいこと、取引関係者が情報を公にしない

ので取引価格の現状を知ることが困難なことである。 

 業界誌掲載の価格は、記者の経験による数値であ

り、当然ながら間違いを含みやすい。そのため取引

に当たっては生産者価格を用いたり、固定価格契約

を結んだりするが、 良とは言い難い。近年の IT

技術の進歩をうけ、インターネットで取引をし、そ

の売買歴を公表して透明性を高めることを当社は模

索している。そうすれば価格形成コストや取引コス

トが軽減される。しかし新方式への恐れは強く、ま

た透明性が低いことを好む取引業者も多い。 

 

4. 第 3 部：電気金属と市場 

(1) Umicore 社のゲルマニウム含有ガラス(Johan 

Ramharter、Umicore 社、ベルギー) 

 ゲルマニウムの主用途は、高温のものを容れるペ

ットボトル製造における触媒、光ファイバーへの添

加物、夜間向け赤外光学レンズである。ゲルマニウ

ムの市場規模はおよそ年 100t である。光ファイバー

の生産量が2002年に前年の3分の2に激減したため、

2002 年のゲルマニウム消費量は前年の 30%減となっ

た。一方、夜間使用向け赤外光学レンズは、監視レ

ンズ需要が伸びているほか、自動車の夜間走行補助

としての設置が急激に増えており、今後の需要増が

期待できる。 

 

問：赤外カメラ搭載車 1 台あたりのゲルマニウム使

用量は。 

答：車 1 台に赤外レンズは 1 枚であり、赤外レンズ

1枚の重さは 10 グラムであり、レンズのガラス

のゲルマニウム含有量は 20%である。即ち赤外

カメラ搭載車 1 台あたりゲルマニウム 2 グラム

を消費する。世界の新車生産量は年間 5,000 万

台であり、全車両が赤外カメラを搭載した場合、

ゲルマニウム消費量は現在の市場規模並みの

100t になる。 
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(2) インジウム：需給と平板ディスプレイ(Brian 

O’Neill、AIM Specialty Materials、米) 

 インジウムは主に亜鉛の不純物として産する。錫、

鉛、銅からも産出する。インジウムが利用されるよ

うになったのは 近の 20、30 年である。需要も供給

も小さいことから、価格は著しく不安定であった。 

 インジウム需要の用途別シェアを表 2 に示す。液

晶ディスプレイ製造に用いられる薄膜が需要の 4 分

の 3 を占める。薄膜はインジウムと錫の酸化物であ

り、光学的に透明でかつ電導性があるという特徴が

ある。他の金属の酸化物にも同様の性質を有するも

のがあるが、液晶ディスプレイ向けとしてはインジ

ウム錫酸化物に劣るため、代替は近い将来にはあり

そうにない。 

 

表 2 インジウム需要の用途別シェア 

用途 シェア 

薄膜 75% 

合金 10% 

化合物  8% 

半導体  3% 

その他  4% 

 

 2002 年後半、亜鉛生産者 Metaleurop 社がフラン

スの亜鉛製錬所を閉鎖し、インジウムの生産も停止

された。これまで同社は年に 60t のインジウムを生

産していたので、世界の一次インジウム生産の 20%

相当が失われたことになる。それと同時に液晶ディ

スプレイ向けのインジウム需要が急増し、その他用

途向け需要も 5～8%増と着実に伸びたため、価格は

急騰し、2002 年後半に 60US$/kg であったインジウ

ム価格は、2004 年 5 月には 600US$/kg を超えた。 

 液晶ディスプレイ製造に占めるインジウム錫酸化

物の原料費は微々たるものである。販売価格が

3,000US$を超える 32 インチの液晶ディスプレイの

インジウム原料費は 0.55US$以下である。インジウ

ム価格が倍になってもせいぜいで 1US$に過ぎない。

コスト面からのインジウム代替の動きはありそうに

ない。 

 インジウムの 2003 年から 2006 年までの需給状況

を表 3 に示す。液晶ディスプレイ生産は過去 3 年に

わたり 30%を超える成長を示してきたが、今後さら

なる加速が予想され、2003 年の供給不足はさらに拡

大する見込みである。供給見込みの前提として、中

国の精鉱不足が続き、製錬能力の 75%稼動に留まる

とした。一方、韓国の製錬所が 30t/年の増産を計画

しているとのニュースがあり、2005 年に生産開始の

予定であるという。しかし設備能力が増えても鉱山

からの精鉱の供給量が同じであれば、インジウム生

産量は世界全体で同じであるため、製錬設備増強が

インジウム増産につながるかどうか不明である。供

給不足を埋めるにはリサイクルが重要である。 

 

表 3 一次インジウムの需要と供給 

年 
需要

(t) 

供給設備 

能力(t) 

供給

(t) 

2003 400 450 300 

2004(予測) 509 450 310 

2005(予測) 630 460 330 

2006(予測) 750 470 370 
(注：数値は O’Neill(2004)の図からの概略読み取り) 

 

(3) タンタル市場の動向(Judy Wickens、Tantalum - 

Niobium International Study Centre、ベルギー) 

 タンタルの需給に関し、予想できる範囲内の将来

において、供給不足はおこりそうにない。 近の動

きで強調すべきは、International Atomic Energy 

Agency(IAEA)による放射性物質の輸送に関する基準

TS-R-1 である。同基準が危険物質に分類する物質は

10 ベクレル/g 以上であり、以前の 70ベクレル/g以

上よりも厳しくなった。タンタル鉱物はその結晶格

子内にウランを含むため、選鉱処理ではウラン濃度

を下げることができない。そのためタンタル精鉱は

平均で 40 ベクレル/g あり、多くが危険物質に分類

される。IAEA 基準が各国の国内法として整備されて

ゆくにつれ、輸送会社に危険物質である精鉱輸送を

拒否される例も増えている。輸送拒否が拡大した場

合、供給障害が発生する可能性がある。 
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問：タンタル価格が 2003 年後半以降に上昇して倍の

40US$になったのはなぜか。 

答：不明である。価格が上昇したのであるから、供

給不足があったものと推定されるが、現在調査

中である。 

問：輸送拒否された精鉱が全体に占める比率は。 

答：不明である。 

 

5. 第 4 部：Minor Metals 市場における開発 

(1) Kluchevsky 社のクロム生産(Sergei Gilvarg、

Kluchevsky Ferro-Alloys Plant 社、ロシア) 

 当社は Ural 地方にプラントを有する民間会社で

ある。ソ連時代のクロム金属生産量は 14,000t (1990

年)であったが、ロシア移行後生産量を減らし、2003

年は 6,000t であった。近年、ロシアのクロム粉の消

費量は 1998 年の 600t から 2003 年の 1,600t に増え

ている。当社のクロム粉生産能力は 3,000t/年であ

る。 

 

 (2) セレン：将来の方向と開発(Bernd Treber、

Retorte、独) 

 セレンは銅の副産物である。銅(黄銅鉱)精鉱はセ 

レンを 3～20ppm 含み、銅製錬所の粗銅スライムはセ 

レンを 3～25%含む。フォトコピー産業や製錬所から 

のスクラップからリサイクルもされるが、少量に留

まる。 

 世界のセレン生産量は1996年に4,000tあったが、

その後減少し、1999 年に 3,000t を割り、2000 年以

降は 2,600～2,800t 程度である。生産量減少の理由

は、銅精鉱のセレン含有量が低下していること、特

にセレン含有量の低いチリの生産量が増しているこ

と、銅生産における SX-EW の比率が増し精鉱からの

製錬の比率が下がっていることが挙げられる。中で

も米国の銅製錬所がセレンを回収しなくなった。 

 1980年代後半のセレン価格は5～10US$/lbで推移

したが、1989 年の 9.5US$をピークにその後下降を続

け、1998 年には 2US$/lb を下回った。価格低下の理

由は過剰生産である。2001 年以降は 4US$/lb を維持

していたが、2003 年以降は急激に価格が上昇し、

2004 年 3 月には 35US$/lb に達した。その背景には

中国の内需拡大がある。セレン原料価格の方がセレ

ン金属価格よりも高いという奇妙な現象すらある。

セレンの主要用途別の需要量(2003 年)と需要見込

み(2005/06 年)を表 4に示す。 

 

表 4 セレンの用途別消費量(2003 年)及び消費見込み(2005/06 年) 

物質 用途 2003(t) 2005/06(見込、t) 

Se(金属) ガラス、顔料、電池 1,500 1,650 

Na2SeO3 動物飼料、化粧品、ガラス 1,000  483 

SeO2 冶金、マンガン生産  300  325 

Se(高品位金属) 電子光学  150  150 

ZnSeO3 ガラス容器  150  150 

Na2SeO4その他 肥料等  100  100 

計 2,700 2,900 

 

 今後の供給に影響を与える要因には、銅の増産と

それにともなうセレンの増産、セレンの高価格に伴

う生産増・リサイクル増があり、いずれも増産要因

である。需要に影響を与える要因には、ガラス産業

におけるフィルター塵のリサイクル、セレン金属か

らセレン化合物への代替、セレン含有量の低いガラ

スへの移行、SeO2からSO2への代替があり、いずれも

需要減少要因である。ガラス産業はすでに消費量削

減に向けて動きだしている。従って現時点では供給

不足であるが、いずれ均衡すると見ている。 

 セレン市場の 30%は中国向けである。中国は建設

ブームであり、従ってガラスの需要も高い。中国の

経済成長が減速するとしてもセレン需要に大きな影

響はないと見ており、中国に次ぐポテンシアルを有
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するインド市場も上向いていることから、高価格は

12～24 か月継続すると予想される。その結果、代替

の動きも加速されるであろう。 

 

問：6 月に入って中国におけるセレン価格が低下し

た。なぜか。 

答：安い物質(酸化物)が出回ったためである。誰か

が在庫を売却したものと思われる。しかし在庫

は 1～2か月で払底し、また価格が上昇するであ

ろう。 

 

(3) Minor Metals の危機を予想することは可能か？

(Christian Hocquard、BRGM、仏) 

 ハイテク向け金属の市場は不安定であり、価格急

変がしばしば発生する。価格急変という危機は、不

確定性危機と構造的危機に分類される。不確定性危

機は、主要生産者の生産削減、自然災害、鉱山事故

などである。構造的危機は、突然大量の新需要が発

生し、供給側が需要に急には応じられない場合に発

生する。その物質が副産物として生産されている場

合、供給に柔軟性がなく、急な需要増に応じられな

いだろう。Minor Metals の多くはベースメタルの副

産物として生産されるので、構造的危機が発生しや

すい。過去に発生した危機を列挙すると、1978 年の

コバルト、1978～79 年のチタン、1990～94 年のロデ

イウム、2000 年のパラジウム、2000 年のガリウム、

1980 年と 2000 年のタンタル、2002 年のモリブデン

とアンチモンがある。今後も新需要の急増による価

格の急変は起こり得る。可能性がある Minor Metals

とその用途は表 5のとおりである。 

 新需要の急増による危機を予見するためには、需

要動向を注意深く観察するとともに、供給側の事情

をよく理解し、増産するにあたっての障害を認識す

る必要がある。 

 

表 5 価格急変の可能性のある金属とその用途 

金属 用途 

インジウム 板状ディスプレイ(板状テレビ) 

ガリウム 白色発光ダイオード(自然光発光ダイオード) 

ゲルマニウム Si-Ge トランジスタ(携帯電話) 

ガリウム、インジウム、ゲルマニウム 太陽光電池 

白金 燃料電池 

ネオジム、希土類、コバルト、タンタル、

レニウム、ルテニウム他 

特殊用途向け超合金 

 

 

6. おわりに 

 Minor Metals はハイテク産業に用いられることが

多いが、ハイテク向け需要は変動が大きい。Minor 

Metals の多くはベースメタルの副産物として生産

されるため、需要の急変に対応する柔軟性に乏しい。

そのため価格急変がしばしば発生する。 

 今回の講演でも、板状ディスプレイ向け需要が急

増しているインジウムの供給不足が拡大するとの予

測が示された他、ゲルマニウムを使った赤外線カメ

ラが大量の新需要をもたらす可能性等が指摘されて

いる。 

需要と価格の急変への対応策として、備蓄、ヘッ

ジ、代替などが挙げられるが、もっとも大切なのは、

供給側の生産柔軟性に関する事情をよく理解したう

えで、需要動向を注意深く見守ることであろう。 

 

（2004. 9. 8） 
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