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１ 
  目 的 ・ 内 容   

 Fanya（中国希少金属取引所）の実態 
  

   １．Fanyaの概要 
       設立経緯、会員、監督機関、国家備蓄との関係 
   ２．Fanyaの在庫状況 
       取引鉱種、在庫状況、在庫の動き、在庫量情報の信頼性 
   ３．Fanyaのビジネスモデル 
       ビジネスモデル、価格の設定、精算、品質保証 
   ４．Fanyaの最近の動向と各取引鉱種の状況 
       最近の動向、各取引鉱種の状況  
   ５．まとめ 

＜本日のご報告＞ レアメタルの価格動向等に大きな影響を及ぼしており、 
 その行く末に大きな関心がもたれている 「Fanya（中国希少金属取引所）の 
 実態」について、昨年度委託調査結果を基に報告する。 
  

※ 「平成２６年度供給リスク内在レアメタル需給変動要因分析調査 （委託先： ㈱矢野経済研究所）」 より  



１．Fanyaの概要  

● 概要 

名称 ： 泛亜有色金属交易所 

     FYME   Fanya Metal Exchange 

       （以下「Fanya」と表記)  

場所 ： 雲南省昆明市 

設立 ： 2011年4月 

 

２ 

 

経緯、特徴等 ： 

 ・中国最大の希少金属の取引所 

 ・雲南省の豊富なレアメタル資源を使った投資誘致の活性化が目的 

 ・先物取引（Cu,Al）を行っていたディーラーが中心となって立ち上げ 

 ・現物電子商取引システムを利用したリアルタイムでのレアメタルの仕入れ、 

 販売、融資等のサービスを提供  

 

 

 

 
 

写真１ 昆明市オフィス・１階フロア 
（案内デスク） 
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●会員 

・レアメタルの取引に参加する会員は、生産者、購入者、投資家の３種。 

 生産者 ： レアメタルを生産もしくは市場へ供給する企業 （主に精錬業者及び卸売業者） 

 購入者 ： レアメタルを消費する実需要者である企業 

 投資者 ： レアメタルへの投資で利益を得ることを目的に参加している者 

・2014年末時点の投資会員数は16万人。 個人と企業の比率は ７ ： ３ 。 
 

３ 

（個人） 

 新しい住民身分証をもって開設した銀行預金またはデビットカードを所持し、なおか
つ年齢が18歳から80歳までの個人が会員登録可能。 

（企業） 

 中国国内の法人が会員登録可能。また、海外企業が中国国内に設けている法人も
会員登録可能。 

 今後、海外に所在する企業も会員登録できるようにする方法を検討中。 
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●管理・監督機関 
４ 

●国家備蓄との関係 

 雲南省政府の元で設立された。 

 各省に設置された取引事務所は、各省の金融部門が管理している。 

 Fanyaのレアメタル現物取引ビジネスは、中央政府及び各省の金融部門と証券管
理監督委員会が管理監督している。 

 Fanya本社は、中国人民銀行や中国銀行管理監督委員会に対し、年に２度、以上
に係る情報について報告を行っている。 

 Fanyaはレアメタル資源の合理的利用を確保する役割を果たすというのが設立の
目的である。 

 戦略的資源の国家備蓄と商業備蓄戦略の実施を保証するという内容が設立規定
に明示されているが、国家備蓄機関による直接の指示によって備蓄に関与している
わけではない。 

 なお、中国の国家備蓄は、金融引締め政策と財政出動の抑制により予算の捻出が
難しくなっているとのこと。そのため、一部レアメタル生産者が、価格の高値維持を
図るため、これまで政府に要請してきた国家備蓄の代わりとして、Fanyaを積極的
に活用している、との見方もある。 
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●取引鉱種 

表１ 対象金属鉱種及び取引形態（14鉱種） 

出典：Fanya 

２．Fanyaの在庫状況  
５ 
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６ ●在庫状況 ① 表２ 対象金属鉱種在庫状況 （2015年8月17日時点) 
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表３ 現在の鉱種別倉庫一覧  
７ ●在庫状況 ② 
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写真２ 昆明の倉庫の写真 （Fanya提供） 

写真３ Fanyaの各地の倉庫のモニタリング画面 

●在庫状況 ③ ８ 
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◎ 本調査における在庫量の信頼性 

 在庫状況は倉庫内に設置された監視カメラで24時間モニタリングして
いる。 

  

 本調査では、ヒアリングを行った多くのレアメタル企業で、Fanyaの在

庫は妥当な数字であることを確認した。売買に参加するのは投資目
的の個人が多く、実需要者である企業の購入が少ないため、在庫は
増えていく傾向である。 

  

 Fanyaは、中国非鉄金属工業協会の会員企業で、2012年6月から
Fanyaの市況データの全てが載っている週間新聞を国務院事務局情

報センター、国家物資備蓄局、国家発展改革委員会産業司、国家商
務部市場司、中国非鉄工業協会などの機構に送っている。これは、重
要な参考データとして活用されている。 

●在庫状況 ④ 

９ 



３．Fanyaのビジネスモデル  
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●ビジネスモデル① 

 Fanyaが提供する生産者、購入者、投資家による取引の形態には、
「①資源委託による融資」と「②金属取引（売買）」がある。 

  

 Fanyaの主要収入源は、レアメタル取引所内で発生する様々な取引の
手数料 （売買取引成約及びキャンセル料、倉庫利用費、検査費やシス
テム利用費など） である。（図１参照：p12） 

  

 また、Fanyaは、同社のビジネスライセンスを提供しているライセンシー
※から一定のライセンス費用を得ている。（表４参照：p11） 

※ 「ライセンシー」とは、一定の地域においてFanyaのサービスを 

 本社に代わって提供する営業所のことで、特定地域において 

 Fanyaの投資サービスを提供する資格を持っている。 

10 
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表４ Fanyaの収益基盤 

区分 

①資源の委託による融資： ②金属取引の場合： ③ビジネスライセンスの交付： 

現物を担保に融資する。融資の返済が終
わったら担保(現物)を返す 

現物売買(Spot Transaction)、 

委託売買(Entrusted Business) 
ライセンシーによる手数料 

参加 

委託できる主体： 
     生産者・卸売業者の企業のみ 

融資実施者： 投資家(企業・個人) 

企業 (国内の法人；生産者、卸売業者、貿
易商、機関投資家)・ 個人(個人投資家) 

Fanyaのレアメタル金属取引ビジネスを展
開することを希望するもの 

会員 
登録 

必要 必要 必要 

(※Fanyaとライセンシー間の登録) 

会員 
登録 
費用 

有料 無料 有料 

Fanyaの 

収益 

会員費 (生産者・卸売業者) 
管理費 (倉庫・品質検査・システム利用) 

企業及び個人の参加者同士で売買が成
立した場合の手数料 

会員費・ライセンス費用 

備考 

生産者・卸売業者の企業は、現物もしくは
売買契約（成約）を担保に、投資家(企業・
個人)から融資を受ける。 

現物取引のために加入する企業よりは先
物取引として個人の投資家が銀行の口座
を開設して投資目的で参加している割合
が多い。 

金属売買に参加する企業は、購入を維持
するために一定の金額を口座に入れてお
く必要がある。 

「ライセンシー」は、特定地域において
FanyaのサービスをFanyaに代わって独占
的に提供する。 

出典：矢野経済研究所 

●ビジネスモデル② 
11 
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●ビジネスモデル③ ＜売買＞ 

図１ Fanyaのビジネスモデル 
出典：矢野経済研究所 
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生産者 購入者 投資家

１．生産者と購入者が売買契約を結ぶ。
しかし、購入者が売買契約を結んだ当日に決済を
行うことができない場合には金利として1万分の５の
費用を生産者へ支払う。取引所では毎日決済を行う制度を
取り入れているので、実際の販売が成立しない場合、毎日
金利が発生する。

生産者 購入者
売買契約

代金支払いが延滞した場合
金利を支払う
売買契約の前金として0.5‰/日

２．生産者は商品を使って現金を手に入れたい。
第三の投資家に売買契約(合約)と倉庫（倉庫の貨物証明)を
渡し、資金を得る。

生産者 投資家

資金

合約、倉庫証明

３．購入者は投資家から購入代金を支払い貨物を受け取るか、
に購入延滞の場合、金利を支払う。
投資家は保険料と倉庫費用を除いて0.3.75‰/日を受け取る

購入者 代金(全額）or

金利

貨物

生産者 購入者 投資家

１．生産者と購入者が売買契約を結ぶ。
しかし、購入者が売買契約を結んだ当日に決済を
行うことができない場合には金利として1万分の５の
費用を生産者へ支払う。取引所では毎日決済を行う制度を
取り入れているので、実際の販売が成立しない場合、毎日
金利が発生する。

生産者 購入者
売買契約

代金支払いが延滞した場合
金利を支払う
売買契約の前金として0.5‰/日

２．生産者は商品を使って現金を手に入れたい。
第三の投資家に売買契約(合約)と倉庫（倉庫の貨物証明)を
渡し、資金を得る。

生産者 投資家

資金

合約、倉庫証明

３．購入者は投資家から購入代金を支払い貨物を受け取るか、
に購入延滞の場合、金利を支払う。
投資家は保険料と倉庫費用を除いて0.3.75‰/日を受け取る

購入者 代金(全額）or

金利

貨物

 売買には2つの方法があり、「現物
を受取る売買」 と 「現物を受け取ら
ない売買」 がある。 

  

 実需要者による売買は極めて少なく、
取引は主に現物を受け取る実需要
者による売買よりも現物を受け取ら
ない売買（投資目的）の方が多い。 

  

 レアメタルの売却・購入は、登録し
た会員の判断によって行われるも
ので、Fanyaは売買には一切介入し
ない。 

  

 Fanyaの取引価格は、前日の取引
価格から±5%以内での取引となる
ように制限を設けている。 

  

 鉱種別の取引規定は、ホームペー
ジで公開している。 

 

0.375 
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●取引価格の設定① 
13 

 レアメタルの売買において、“掛牌（Guapai）”と“点価”（Diansi）というも
のがある。 

  

 “掛牌”とは、商品の買入又は売出を希望する企業が、取引を希望する
価格や数量などの情報を上場申請することを示す。 

  

 この金額および数量を見て、別の会員が“点価”をすることで売買が成立
する。 
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●取引価格の設定② 
14 

 “掛牌”の際には商品の価格と数量をそれぞれ企業の希望で随時変更・ 

  設定できるが、“点価”においては数量のみ変更が可能である。 
  

 すなわち、商品の売買成約価格は基本的に“掛牌”した会員の提案値で 

  決まる。ただ、“点価”をする企業は“掛牌”した企業が提示する商品数 

  以内であれば、取引数量を自分で決められる仕組みになっている。 



15 

●取引後の精算 

15 

 取引終了後に、各商品の取引規範に基づいて毎日の費用を徴収し、
Fanyaに対し管理費 （倉庫の保管、保険費などに用いるコスト） を 

     支払う 。 
  

 Fanyaへ支払われる受託管理費用の比率は通常商品価格（当日の
委託受託価格に基づいて計算）の1万分の1から1万分の1.25程度 

  である。 
  

 Fanyaの毎日の実収益は、通常、商品価格 （当日の委託受託価格に
基づいて計算） の1万分の3から1万分の3.75程度である。  

  

 委託売買の場合、委託側が受託側へ支払う費用の比率は通常商品
価格（当日の委託受託価格に基づいて計算）の1万分の4から1万分
の5程度である。 
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●品質保証システム 
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 倉庫に収められる現物は、指定の第三者品質検査機関（政府関連の
品質評価機関、有名な私設検査会社）の品質検査を経て合格したも
ののみである。 

  

 上記品質検査の基準に合格さえすれば、原料がリサイクルであるか
どうかは問わない。 

  

 取引形態がインゴット（地金）であるものに関しては、品質検査を受け
ずとも倉庫へ納品できる「指定のブランド」という制度を設けている。こ
の制度は費用面でもメリットが高い。そのため、偽造されたブランド品
は納品されることも多々あるという。 

  

 従って、現地生産者からの情報によると、化合物に関しては品質検査
が行われているため、その品質面は確実視されているが、インゴット
のものは品質面で不安視されている。 



【最近の動向】 
  

 2014年11月、中国当局（証券管理監督委員会）はFanyaの監査を行い、その結果、改善 
 命令が出された。今回の命令により取引において大きく変わった点は下記２点。 
  

 (1) 取引による利子（延滞料金、手数料）などの決算の頻度を毎日から週１回に変更。 
  この変更により、投資家に損失が発生するリスクが生じた。 
  

 (2) 生産者と購入者の取引においては、当日に精算するシステムに変更。この変更により、 
  生産者と購入者の取引が活発になることを狙った。 
  

 上記２点以外にも変更点はあり、新聞記事等によれば、投資者の実名登録が厳格化され 
 たとのこと。 
  

 また、2014年10月以降には、In地金、APTを売却した企業への支払遅延による信用不安 
 が発生した。その後、2015年3月までに国有銀行の融資等で資金繰りにめどをつけたと 
 みられている。  
  

 さらに、2015年7月に資金繰りに問題が発生し、取引量の多い In、Ge、Bi 等の金属で8月 
 末まで、取引を停止中である。現状、Fanyaの破綻を懸念する声も少なくない。 

４．Fanyaの最近の動向と各取引鉱種の状況 
17 



18 表５ 各取引鉱種の状況 (1/2) 



ご清聴ありがとうございました。  
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表５ 各取引鉱種の状況 (2/2) 
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５．まとめ  

  

●Fanyaはそもそも商品取引所として機能していないのではないか。 
  
●大量に積み上がった在庫は実在し、適正な品質を満たしているのか。 
  
●投資家が資金回収に動けば、在庫物資が安値で大量放出となるのか。 
  
  ⇒今後ともFanyaの動向に注意。 



免責事項 

 

• 本報告には、未確定事項、変更前の情報が含まれる場合があります。 

 

• 報告内容については、妥当性や正確性について保証するものではなく
また、資料を利用される皆様が本資料・報告を利用されたために被った
損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。 
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