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2021.2.16 

ミャンマー・カチン州のヒスイ鉱山      地滑りによる被害 
 

被災地 

ミャンマー 

死者※ 174 人 カチン（Kachin）州パカン（Hpakant）のヒスイ鉱山 

発災日 2020 年 7 月 2 日 

行方不明者※ 20 人 
概 要 

モンスーンの豪雨の影響によりヒスイ鉱山で地滑りが発生、採掘労

働者らをのみ込んだ。パカンにはヒスイ鉱山が点在し、地滑り事故

が多発しているが、今回の事故は史上最悪規模だった。 

※死者・行方不明者数は報道機関の情報による
1
 

 

地滑りが発生したカチン州パカンの位置 

 
地図出典：d-maps https://d-maps.com/carte.php?num_car=35249&lang=ja 

 

地滑りは現地時間の 7 月 2 日 19:15 に発生。2 鉱山の所有者は Myanmar Tagaung 社。11 
 

カチン州 パカン 

地図出典： 
http://www.maphill.com/burma/location-maps/gray-ma
p/highlighted-continent/  
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災害の要因 

＜地滑り発生時の状況＞ 

 大雨で弱体化した鉱山の中腹が崩落し、尾鉱（掘削後の廃棄物）の山を掘っていた違法労働者ら

を下の湖に押し流した。3 

 
＜気象・降雨＞ 

 地滑りはモンスーン

の豪雨により発生。8 

 ミャンマー北部では

おおむね 6 月上旬にモ

ンスーンが始まるが、

2020年は例年より 1週

間ほど早く始まり、す

でに豪雨や洪水が発

生していた。今回の土

砂崩れの原因となっ

た 6 月下旬からの大雨

は、ミャンマー北部だ

けでなく周辺のイン

ド北東部のアッサム

州やバングラデシュ

でも洪水を引き起こ

した。4 
 右図によると、6/1～

7/20 の期間に、カチン

州パカンで平年より

100mm 以上多い雨量

があったとみられる。5 
 

＜その他の要因＞ 

 地滑りが起きた鉱山は山岳地帯の急斜面にあり、これまでの発掘作業で地盤が緩んでいた。8 
 当局によると、現場には採掘の際に排出された土石が詰まれており、大雨で地盤が緩み、崩落し

たとみられる。6 
 パカンには固い土はほとんどなく、土壌は柔らかく崩落しやすい。11 

 鉱山の所有者 Myanmar Tagaung 社は今回の鉱山で 10 年以上採掘を続けており、崩れやすくなっ

ていたと見られる。11 

 鉱山運営会社は大雨により操業を一時停止していたが、作業員らは掘り続けていた。11 
 豪雨のため救助作業は中断を余儀なくされた。7 
 

  

2020 年モンスーン（6/1～7/20）の累積雨量・平年比（NASA）  

出典： 

https://visibleearth.nasa.gov/images/147006/excessive-monsoon-rains-flood-asia/147008w 

カチン州パカン
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パカンのヒスイ鉱山について 

 パカンには露天掘りのヒスイ鉱山が点在し、一帯には月面のような風景が広がっている。鉱山で

は地滑り事故が多発し、貧困にあえぐ少数民族の人々が大企業によるヒスイ採取後に残ったかけ

らを探して犠牲になることも多い。8 
 小規模採掘から企業による過度な採掘に切り替わったことで、国中から何十万人もの労働者が殺

到し、麻薬、犯罪、暴力が急増し、採掘後の廃棄物の山がそびえ立つようになった。パカンの鉱

山は常に崩壊の危機に瀕しており、雨季には地滑りが頻発する。雨が特に多い時期には、企業は

操業停止を命じられることもあるが、自暴自棄な鉱山労働者を止めることはできない。9 
 ヒスイの 大のバイヤーは中国。現在中国ではヒスイがエリート層の間でステータスシンボルに

なっている。環境保護団体 Global Witness によると、カチン州産のヒスイのうち 50～80％が中国

で違法に売られている。9 

 パカンでヒスイ鉱山を運営する会社は 100 社。民主化政権移行前の 2016 年、軍幹部らが数百万ド

ルにのぼるヒスイ取引に関与していたことや、中国や台湾など諸外国からのバイヤーらがヒスイ

購入にかかる税金から逃れていたことが判明。10 
 

 

被災国における被害と対応 

＜被害＞ 

 7/2 の記事によると、被害状況は次のとおり。11 
・ 地滑り発生後、数時間で少なくとも 125 人の遺体が発見された。 

・ 救助活動にあたっている消防によると、行方不明者は 80 人以上。 
・ 家屋被害はなかった。 

 7/3、死者は 172 人、行方不明者は推定 50 人となった。12 
 7/6 の Global Times 報道によると、死者は 174 人、行方不明者は 20 人となった。また、地元政府

は複雑な地形と降り続く雨で二次災害リスクが増大したため救助活動の打ち切りを決めた。13 
 7/6 の記事によると、死者の多くはフリーランスの鉱山労働者で、重機による採掘後にできた巨

大な廃棄物の山の近くに住んでいた。14 
 

＜被災国の対応＞ 

 7/2 にミャンマー消防庁が赤十字ボランティアらと救助活動を開始。15 

 7/3、ミャンマー政府は今回の鉱山事故の調査委員会を設置。調査委員会は、オン・ウィン天然資

源・環境保全相が委員長を務め、ソー・トゥ内相、ウィン・ミャン・エー社会福祉・救済復興相、

カチン州のケット・アウン州首相ら計 6 人で構成され、事故原因の調査、鉱山運営状況の調査、

犠牲者遺族や被害者への補償の手配、類似事故発生防止策の提言などを実施する。16 
 調査委員会は 7/5 に現地を訪問、177/20 には報告書を大統領に提出していた。18（報告書の内容は

不明） 

 7/20 の記事によると、ミャンマー軍は、カチン州の治安・州境問題省長官（Kachin State Security and 
Border Affairs minister）と軍高官 1 人を地滑りの責任を取らせ免職処分にした。19 

 
COVID-19 関連 

※今回の災害に限定した新型コロナ感染防止対策などの情報はなし。 
 7/2 時点のミャンマーにおける新型コロナ感染状況は、累積感染者数 304 人、累積死者数 6 人。

WHO ミャンマー事務所のジョスト代表は、初期段階からの政府の取組みが拡大予防につながっ

たと評価。政府は武漢でのウィルス性肺炎発生通知を受けた 1/5 に国境検問所での監視準備に着

手、武漢からの航空便乗り入れを停止し、2/1 には中国人向け到着ビザの発給を停止した。20 
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国際社会の対応 

 ミャンマー赤十字が国際赤十字とともに消防や地元政府に協力し、捜索救助活動や被災者支援に

あたった。15 
 7/2、国連のグテーレス事務総長は地滑りの犠牲者とミャンマー政府に対して哀悼の意を表し、国

連に支援の用意があると発表。21 
 7/4、ASEAN の外相らはミャンマーに対して哀悼の意を表すとともに、さらなる協力の用意があ

ると発表。22 
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