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研究プロジェクトの概要
1． 研究の背景
最新の国連発表によると、強制退去・移住者数は世界中で増加傾向にあり、2019 年には
年間 8 千万人に上っている。強制移住の原因としては主に途上国における紛争、自然災
害、環境破壊および海外投資による土地収奪といわれる現象が挙げられる。特に土地収
奪に伴う強制移住は、近年の持続可能な開発目標推進に伴う新しい鉱物資源開発・イン
フラ開発や自然保護地区拡大より、増加傾向にある。近年、強制移住に関する専門家は、
少なく見積もっても、年間 2 千万人が世界中で開発・環境保護により強制移住させられ
ているという（Cernea and Maldonado, 2018,Challenging the Prevailing Paradigm

of Displacement and Resettlement, Routledge, p.4）。
開発・環境に関する海外投資に伴う強制移住（displacement/conservation investmentinduced displacement）は、ある地域に住む人々が自分たちの意思に反して政府や大企
業により移住させられる場合に使われる。これまでさまざまな研究者が、強制移住の問
題性を明らかにしてきた。主な問題点としては、
① 強制移住はもともと社会の周縁にある、主に貧困層の人々（とくに小農民・漁
民・都市労働者）に対して行われることが多く、既存の格差・差別を助長する。
② 強制移住により、貧困が悪化する事例が絶えない。
1980 年、世界規模での大規模ダム建設に伴う強制移住への反対運動を機に、主に世界
銀行が主導して、移住させる側は再定住を計画しなければならないという国際的ガイ
ドラインが作成された。このガイドラインでは、再定住手順の公正化および経済的補
償に重点が置かれており、近年では、開発を伴う再定住（resettlement with
development）または開発のための再定住（resettlement for development）が提唱さ
れている。その手段として、生計活動再構築（livelihood reconstruction）が主な方
法となっている。
しかしながら、現在の再定住コミュニティを対象とした生計活動再構築という焦点で
は、移住先において長期化かつ都市化するコミュニティの社会・文化的および政治的
機能再生、とくに再定住コミュニティを受け入れる側の地域・ひいてはその地域を形
作るグローバル社会との共生・発展プロセスを追うことに限界がある。つまり再定住
計画を地域全体の持続可能な開発へとつなげるためにはあらたな視点および計画手法
の開発が急務である。
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2．研究の目的
本研究の目的は、
（１）海外投資による土地収奪を資本主義フロンティア拡大ととら
え、影響を受けた再定住コミュニティをその周縁に位置付け、（２）再定住コミュニテ
ィを構成する人々が、グローバル社会の周縁からどのようにコミュニティを再生させ
ていくかという問題に取り組むことである。とくに、再定住コミュニティとその周辺
コミュニティ・自然・インフラ環境との関係性を明らかにすることによって、強制移
住・再定住に象徴される、グローバル資本主義および持続可能な開発目標推進に内在
する不正義を是正する道筋を明らかにする。
3． 研究手法
持続可能な開発目標推進により拡大する資本主義フロンティアの一例として、本研究
はアフリカの国立公園に注目する。モザンビーク南部に位置するリンポポ国立公園
は、ヨーロッパ資本（主にドイツ開発銀行）を受けて設立された南アフリカの平和公
園財団の投資によって 2001 年に作られ、世界最貧国の一つであるモザンビークにおけ
る観光開発を推進している。リンポポ国立公園は、隣接する南アフリカのクルーガー
国立公園およびジンバブエのゴナレゾウ国立公園とともに、グレート・リンポポ・自
然保護地域（Great Limpopo Transfrontier Conservation Area）を形成し、国立公園
内に居住者のいないクルーガー国立公園に倣う形で、リンポポ国立公園の住民 7000 人
を強制移住させることになった。2003 年に再定住に向けての住民説明会が始まり、
2008 年に最初の小規模な再定住（18 家族）が試験的に行われた。本研究では、二番目
の再定住コミュニティ、すなわち 2013 年に強制移住させられた、165 家族を要するマ
カベニ・コミュニティを対象としたフィールドワークを行い、再定住のプロセスを定
期的に記録・分析することにした。
4．フィールドワーク期間・成果作成
マカベニは再定住へ向けた公園・政府側との交渉の過程で、二つに分かれる選択をし
た。52 家族がマカベニ・ティホベニ（Makavene-Tihovene）として、移住先のマシン
ジール郡中心の都市部に近い地域に再定住し、112 家族が都市部から 25 キロほど離れ
た、森林部のバンガに再定住してマカベニ・バンガ（Makavene-Banga）となった。マ
シンジール郡は、郡の 60％の土地をリンポポ国立公園に提供しただけでなく、南アフ
リカ資本によるサトウキビプランテーション拡大に伴う土地収奪の影響を受けて、再
定住のための土地が不足しており、マカベニはすでに最初から過酷なコミュニティ再
生プロセスを余儀なくされていることがわかっていた。そこで、本研究では、この二
つの再定住コミュニティを事例にとり、詳細な再定住プロセスを記述、分析するため
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に、民族誌的事例研究を主な研究方法として用いた。具体的には、以下のフィールド
ワークと分析活動を行った。
①

2018 年 6 月 10 日―6 月 20 日
聞き取り調査・フォーカスグループディスカッション

Photo by Kei Otsuki, Makavene-Banga, a group discussion with women

② 2019 年 2 月 23 日―3 月 10 日
生計調査・参与観察・再定住先コミュニティリーダーとのインタビュー

Photo by Kei Otsuki, Nanguene leader (centre), with research collaborators
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③ 2019 年 7 月 26 日―8 月 4 日
フォローアップ調査

Discussion with Massingir district administrator
(second from right) and research collaborators

フィールドワークは、現地 NGO であるマシンジール郡非政府組織プラットフォーム
（PLADISMA）およびカトリック系権利擁護団体（Cedes）と協力して行われた。現地住
民はほぼ現地語であるシャンガーン語のみを話すので、ポルトガル語への通訳として
も協力していただいた。また、フィールドワーク中は、国立公園にかかわる政府関係
者、投資家、再定住先の土地の所有者である郡政府長および関係者、そして近隣の複
数のコミュニティメンバーなどともインタビューを行い、再定住コミュニティがどの
ような既存の政治的・国際的枠組みの中で、生計活動および社会・政治活動の機能を
再生させてきたか、というプロセスを追った。再定住者の生計活動および生活史を時
系列的に再構築し、投稿論文・書籍・政策提言などとしてまとめられた。また、研究
活動の過程で依頼されたブログ記事なども作成して、リンポポ国立公園の再定住プロ
ジェクトについて広く周知する機会を作った。
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研究プロジェクトの成果
1. リンポポ国立公園再定住プログラムの全容解明
2003 年に再定住プログラムが立ち上げられた際、再定住アクションプランが作られた
らしいのだが、その存在を誰も把握することができず、再定住コミュニティの権利保
護のために活動している現地団体に聞いても政府の情報開示が不十分であるとのこと
だった。そこで、公園側の再定住オフィサー（resettlement officer）の協力を得
て、文献調査もものに、2019 年時点でのリンポポ国立公園での最新の再定住状況を可
視化した地図を以下のように作成した（2021 年 2 月現在査読中の論文に掲載予定）
。
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地図上では 2008 年に最初に再定住された Nanguene をのぞいて、8 のコミュニティが
これまでに再定住したか、これから再定住するコミュニティとして再定住先を確保さ
れている状況を示している。
（上記の点線は、再定住先が確定していないコミュニティ
を示している）
。その詳細は次のように要約することができる。
コミュニティ

再定住先

再定住年

世帯数

2019 年時の課題

Nanguene

Chinangane

2008

18

再定住先コミュニティと水争い。

Makavene

Massingir

2013

52

灌漑農業の立ち上げに伴う課題が明確

(Tihovene)

になる。

Banga

2013

112

飲料水確保が困難、灌漑農業の遅れ。

Massingir Velho

Mucatine

2015

310

家畜用地不足、灌漑農業の遅れ。

Mavodze

Nkanhane、

2021 年現

800

再定住家屋の建設が進むが、公園側と

Macuachane

在未定

Chitar

2021 年現

Bingo

コミュニティの補償交渉決裂。
100

在未定
Machamba

未定

Mavodze に追随する形で補償交渉不参
加。

2021 年現

55

在未定

もともと再定住に積極的ではなく、公
園内の緩衝地域（buffer zone）の既存
の村と統合する方向。

Chimangue

未定

2021 年現

80

在未定

Machamba と同様、公園内の緩衝地域
（buffer zone）の既存の村と統合する
方向。

Makandazulo A, B

Salane

2021 年現

60

在未定

2017 年、AB が合併し、再定住先の環境
が整備されるのを待っているところ。

こうしてみると、2003 年に公園側（現在、モザンビーク環境省管轄下）およびドイツ
開発銀行により、再定住計画が立ち上げられて以降、再定住が進んでいない状況が明
らかになっている。既存研究においてもこの遅れとその影響については語られてきて
おり、また、本研究でもフィールドワークのたびに、この遅れに関してはさまざまな
説明を聞くことになるのだが、要約すると以下のようになる。
① 再定住先の家屋建設の工程が遅れている。
② 再定住先の農地・家畜用地の確保が難航している。これについては、公園側が灌漑
農業を推進することによって、集約的な農業を可能にすることによって解消される
と思われたが、灌漑農業が軌道に乗るのに時間がかかっている。
③ 再定住先のインフラ整備の遅れとそれに伴う、公園内のコミュニティの再定住に伴
う利益に対する懐疑が広がっている。
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④ 公園内のコミュニティが、再定住を待つ間、人間と野生動物の衝突（Human-wildlife
conflict）が頻繁に起こるようになり、特に Mavodze が筆頭となってライオンなど
の野生動物に襲われた人間・家畜への補償を求める動きが活発になった。これを機
に、2019 年以降、公園内のコミュニティによる抵抗運動が起こっている。
とくに、再定住コミュニティにおけるインフラ整備に関するさまざまな問題点が
Makavene 再定住コミュニティでのフィールドワークにおいて明らかになってきた。水
道、電気、道路などの基礎インフラ自体は、再定住の際の補償の一部として、コンク
リートの家屋と共に提供が約束されるのだが、その提供のされ方にさまざまな問題が
内在している。しかし、そのこと自体はあまり研究および政策議論の対象になってい
ないことも明らかになった。また、環境省の担当者は、公園の再定住オフィサーは一
人しかおらず、再定住の規模に比して、圧倒的に公園の人的資源および必要なキャパ
シティが不足しているということであった。以下のインフラの問題についても、適切
な知識と経験をもった専門家は再定住プロセスにおいて関わっておらず、再定住計画
の規模に対して圧倒的な人材不足であることが明らかになってきた。それにも拘わら
ず、再定住計画が推進されている背景を理解するには、モザンビークおよびマシンジ
ール郡の置かれている、歴史的、政治的文脈を知る必要がある。
2. 再定住先マシンジール郡の政治経済・文化的背景とサイ密猟の影響
モザンビークは 1975 年の独立とともに、1992 年に民主化するまで社会主義国であ
り、その名残で土地はすべて公有地となっている。そのうえで、土地の使用権
（Direito de Uso e Aproveitamento da Terra – DUAT）が政府から付与され、土地の
売買も実質的に使用権を通して非公式に広く行われている。つまり、再定住の際は、
まず郡政府が再定住用の土地使用を公園に対して許可する必要があり、そのうえで、
既存のコミュニティと再定住コミュニティが、土地使用をめぐって協議することにな
る。上の地図にも示したように、マシンジール郡は 2001 年の公園の制定に伴い、領地
の 6 割を公園に提供、また、マシンジール郡中心地域一帯は、2007 年ごろからイギリ
スと南アフリカ共同資本によるサトウキビプランテーションのための用地として提供
されたため、再定住およびそれに伴う農地確保が非常に困難となった。2018 年には、
このプランテーションは失敗に終わっており、土地は郡政府の管轄下に戻って、新た
な投資先が募集にかけられていたが、一般の農民に開放されることはなかった。
マシンジール郡は、もともとポルトガルからの独立戦争の最前線にあったところで、
モザンビークの実質支独裁政党 Frelimo（Frente de Libertação de Moçambique）に
忠実な郡である。そのため、中央政府のプロジェクトである国立公園設立や外資本に
よる大規模アグリビジネスなどに土地を提供することに市民も含めて、抵抗が少ない
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原因となっている。市民はほぼ全体的に雨水に依存した小規模農業、および家畜放牧
を主な生計としているが、年々、乾季が長く続くようになっており、不作が続くこと
も多くなっている。そのため、一般的に貧困率が高く、また、アフリカとの国境に隣
接していることから、経済的に南アフリカに大きく依存している。90 年代までは、男
性は特に南アフリカの鉱山労働者として多く働いており、現在は季節労働者として、
南アフリカのリンポポ地方でプランテーション労働者となっていることが多い。
しかし、また、驚くような大きな邸宅なども存在するのだが、これは、2010 年の中国
やベトナムの経済発展にともなう違法に取引されるサイの角の価格高騰により、クル
ーガー国立公園におけるサイの密猟に従事する若者が増えたことによるのだという。
密猟による収入はけた違いであり、マシンジールおよびリンポポ国立公園の住民によ
るクルーガーでのサイの密猟は、いわば公然の秘密のようになっている。フィールド
ワークの間にも、この話はよく耳にすることとなった。密猟の増加により、クルーガ
ー国立公園のレンジャーたちが武装して密猟者を取り締まることとなり、マシンジー
ル郡の若者たちが命を落とす事例が絶えず、未亡人が多いこともわかってきた。マシ
ンジールの邸宅も建設途中で放棄されたものも多く、密猟者が死亡したことによるも
のだという。
このような状況下、リンポポ国立公園側は、密猟およびそれに伴う住民の死を防ぐと
いう目的でも、強制退去・再定住を早く推進しなければならないということであっ
た。しかし、再定住計画が立ち上げられてから 20 年近くたって、抵抗が続く状況は、
初期の再定住コミュニティが公園内のコミュニティに魅力的に映らないということも
意味している。フィールドワークでは、その最大の理由が再定住先のインフラ整備に
問題があるということがわかった。
3. 再定住コミュニティにおけるインフラの重要性
Makavene-Tihovene
Makavene-Tihovene は、再定住に向けた交渉の過程で、マシンジール郡中心部に再定
住することを選んだ 52 世帯によるコミュニティである。Tihovene は現地でマシンジ
ール郡中心部の村のことを指し、Makavene-Tihovene は 2018 年に、Tihovene 第７地域
として、Tihovene に統合された形になっている。Makavene-Tihovene は新たな移住者
を常に受け入れており、2018 年には、74 世帯、2019 年には 92 世帯となっていた。コ
ミュニティリーダーは、公園内でももともと小農として生計を立てていた人ではな
く、内戦中は首都マプトで牛の取引をしてかなり稼いでいたということであった。ま
た、現在、マシンジール郡では約 2000 戸の再定住コミュニティ建設ラッシュが起こっ
ており、少し技術のある建設労働者が外からマシンジール郡へと流入している。
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Makavene-Tihovene では、南アフリカに移住したり、所有者が死亡したりした家屋を
このような外部からの建設労働者に賃貸しており、コミュニティリーダーは、公園関
係者とかけあって、コミュニティの若者や女性が建設にかかわれるようにしていると
いうことである。現在、彼自身も再定住コミュニティの家屋修繕や建設業にかかわっ
ており、公園との交渉でも他の再定住コミュニティリーダーたちの先頭にたって、政
府や公園と交渉する存在である。
フォーカスグループディスカッションでは、コミュニティとしての共同農地獲得と灌
漑農業の推進が最大の課題として話し合われていた。農地の欠如はもともと自営農民
の人々には致命的であり、再定住から 5 年以上が経って、このコミュニティがどのよ
うな生存・生計戦略をとってきたのか、どのようなサポートが必要なのか、を明らか
にする必要がある。参与観察および聞き取りで明らかになってきたのは、2019 年 8 月
の時点で以下の状況である。
① 水道、電気などのインフラは整備され、また、家屋の状況も、欠陥の修繕が進んで
いた。

② しかし、農地の整備が遅れており、若い男性はほぼ全員南アフリカでのプランテー
ション労働者として出稼ぎにでている。残った女性は、1 日 100 メティカル（約
1.5 ドル）の賃金で Tihovene の地主のために農地を耕す仕事（biscato という）を
している。農地は最大 10 キロほど離れたところにあることも多く、朝早くでて夜
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おそく戻るというような重労働である。

③ 2019 年 8 月、共同農地がやっと 10 キロ離れた隣の村の農地の一部を分割してもら
う形で整備された。公園側が灌漑のための給水ポンプを隣村にも提供したことによ
り実現した。これを機に、新たなコミュニティ組織（共同組合の原型のようなも
の）が二つできており、給水ポンプのメンテナンス、燃料確保などが話し合われて
いた。灌漑農業は集約的に土地を利用するために推進されるので、主食であるメイ
ズの栽培よりも、換金作物であるトマトや玉ねぎの栽培が、現地の農業技術者から
は指導されていたが、換金のための輸送手段や加工など、新たなインフラ整備が必
要となることが次々と明らかになってきた。コミュニティリーダーは、このことに
関して、公園側とさらなる交渉をするということであったが、公園に農業専門家が
おらず、郡政府の農業担当者も再定住コミュニティを優先させる考えがないことな
どから、困難が予想されるところであった。この新たな農業活動においてさらに明
らかになることは、インフラを有効活用するためには現金収入が必要であるという
ことである。特に燃料や肥料などを持続的に購入し、かつ少しでも利益を上げるた
めには、従来の生計のための農業とは異なる知識が必要になってくる。MakaveneTihovene は、この新たな経験を積む岐路にたたされているところであった。

11

Makavene-Banga
Makavene-Banga は、2000 年の Elephant 河大氾濫の影響で高台に再定住した Banga コ
ミュニティの周縁の森林を切り開いて作られた。ここでじは農地の整備・灌漑施設の
準備がさらに滞り、2019 年 8 月の時点でいまだ農地整備が進んでいなかった。灌漑の
ためのポンプやゴム管はリーダーの家に置かれたままになっており、男性がほぼ皆南
アフリカに出稼ぎに出ているという構図はここでもみられた。しかし、マシンジール
郡中心部から 20 キロほど離れた森林部に位置しているということもあり、建設ラッシ
ュの影響や新たな移住者の受け入れなどはないため、コミュニティのサイズは再定住
時 2013 年とほぼ変わっていない。また、Tihovene 周辺と違い、不在地主が労働者を
雇うこともないので、女性たちもあまりやることがないようである。そこで、どのよ
うな生存戦略が行われているのかというと、炭焼きである。この炭焼きの拡大はマシ
ンジール郡の環境に大きな影響を及ぼしている可能性がある。

12

Makavene-Banga の 2019 年時点での最大の課題は、Banga 全体の問題として水道の欠如
がある。Makavene-Tihovene とことなり、水道網からはずれている Banga 地域は、地
下水をポンプでくみ上げる仕組みが必要となる。2013 年の再定住時、公園側はこのタ
ンクを整備したのだが、すぐにこのポンプが故障し、その後修理がなされることはな
かった。2018 年のフィールドワークで、コミュニティの長老がこのポンプの状況を説
明してくれた。公園側にいくら修理を要請してもらちがあかないというようなことで
あった。

このような事態を想定してか、再定住のための住居には、雨水を貯蔵するためのタン
クが各家庭につけられている。
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しかし、雨水不足でこのタンクに十分な水がたまることはなく、かつ、プラスチック
のといは、熱と乾燥に弱く、上記の写真のとおりこわれやすい。つまり、このインフ
ラ設備は完全なる失敗だと認識されている。ひとつには、この初期の再定住家屋のデ
ザインが、洪水時の仮設住宅をモデルにしているという問題があるという。もとも
と、モザンビークでの再定住は、洪水という自然災害によるものが一般的であった。
またそれ以前に、社会主義時代の農村の集団化（aldeias comunais－collective
villagization）では、地域の建設用資材を使って、住民が自ら建設することが主流で
あった。しかし、現代の公園によって導入されたモデルでは、このような土地の特性
に合わせた再定住コミュニティの建設は行われていない。
また、基礎インフラが公園の管轄ではないということも、再定住から 6 年たってやっ
と明らかにされた。2019 年 3 月に、郡政府が、再定住コミュニティに関して、道路、
学校、病院、水道、電気という５つのインフラ整備に責任をもつと宣言し、そのため
に積極的に動きはじめた。4 月には中国の建設業者が新たな井戸を掘りに来たが、水
の質が悪かったため、新たな井戸を掘る必要があるということであった。2020 年 10
月に新たな井戸が掘られたということであった。
この一連の水道インフラに対する責任の所在のあいまいさは、再定住から 7 年間、伝
統的に水をくむ役割を果たす女性が 7 キロ離れた河に歩いて水を汲みに行くという困
難な生活を強いられる原因となった。この毎日往復で 15 キロという距離は、公園内で
の水場への距離よりも 10 キロほど大きい距離だといい、女性たちの最大の苦痛の種で
あった。
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Makavene-Tihovene および Makavene-Banga の再定住の経験を、インフラを通して分析
してみると、以下の論点が明らかになる。
① 再定住の生活基盤を支える基礎インフラの整備が脆弱であることは避けなければな
らない。このため、再定住計画当初から、再定住を推進する企業（この場合は公園）
は、基礎インフラを提供する郡政府機関と密接に連携する必要がある。つまり、基
礎インフラを再定住にむけた補償の一部として議論すべきではない。むしろ、市民
の基本的な権利として扱うべきである。
② 生計活動基盤を支える、灌漑施設などのインフラは補償の一部として扱われること
に問題はないが、生計活動は時と共に変化し、インフラのニーズも変化することは
想定に入れておくべきである。再定住推進側は、長期的なコミットメントを見据え
るべきであり、また、提供したインフラにかかることが想定されるコストについて
もコミュニティ側と話し合っておくべきである。これらを可能にするには、再定住
計画策定の時点で、インフラの専門家を招聘する必要がある。モザンビーク、ひい
ては既存研究からみて、再定住計画一般的に、この側面が重要視されている形跡が
ない。
③ 再定住コミュニティのデザインの過程から、住民が関与するべきである。少なくと
も初期の再定住コミュニティは、実際に住むまでどのような困難が想定されるか分
からなかった。このことは、現在公園内で待機するコミュニティにとって懸念材料
となっている。
④ 再定住計画とインフラ整備を共に推進するためには、郡政府だけでなく、国の「イ
ンフラ力（Infrastructural Power）
」を強める必要があるが、80 年代以降の新自由
主義構造改革において、アフリカ政府の機能は著しく低下していることを明らかに
するべきである。これは、いわゆる開発途上地域全般に言えることであるが、国の
財源を多く先進国からの海外援助に依存し、かつ、海外投資をインフラ整備に受け
入れている状態では、
インフラ整備も多くの場合、国による計画的なものではなく、
民間業者が利益のでるところにだけインフラサービスを提供するという状況になり
やすい。これでは、もともと貧困層にある人々にますますインフラサービスが行き
わたりにくくなることにつながる。つまり、世界的な政治経済の動きと、アフリカ
のへき地にある小さな再定住コミュニティのありようは密接に関係している。
これらの整理された論点をもとに、本研究成果は次のようにまとめられた。主な書籍、
論文の要約と主な議論について以下にまとめておく。
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本研究成果の要約
1． 書籍
Involuntary resettlement projects as frontier of sustainable translocal
development
[Otsuki, K. 2021. In: Zoomers, A., Leung, M., Otsuki, K., van Westen, G. (eds.)
2021. Handbook of Tranｓlocal Development and Global Mobilities（Cheltenham,
UK: Edward Elgar

Publishing）, 第 10 章.]
Despite recurrent calls for avoiding forced
displacement, development and conservation
projects have been leading to physical
displacement of over ten million people every
year. With the ongoing normalization of global
sustainability and new investment flows that it
generates, this number is expected to rise. In
this context, involuntary resettlement projects
are increasingly justified as a way to establish
the “double sustainability”, that is,
sustainability of the investment project and
sustainability of newly created resettlement
areas. However, it remains unclear how

sustainability of resettlement areas is ensured and the ideal of double
sustainability is achieved. This chapter argues that resettlement projects as
the infrastructural outcomes of the promotion of sustainability shape a new
frontier that transforms natural and built environment beyond the project
area. Drawing on the case of resettlement projects of Limpopo National Park
in Mozambique, it shows that there is an urgent need to shift our attention
from framing a resettlement project as a solution for displacement to
establishing a new focus on resettlement projects as what start influencing
sustainability in multiple locations and contexts, thereby potentially
initiating sustainable translocal development.
Keywords: displacement; frontier; resettlement; sustainability; translocal
development; Mozambique.
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2． 投稿論文
1) Who is in 'the Public'? Infrastructure of Displacement and Urban
Resettlement in Mozambique
[Otsuki, K., 2019. In: Steel, G. van Noorloos, F. and Otsuki, K. (eds.) Urban

Land Grabs in Africa. Built Environment 44(4):493-508.]
This paper explores possibilities of inclusive
urban development by examining the
relationships between physical infrastructure,
displacement and resettlement. It pays
particular attention to the notions of
'development' and 'the public'. Infrastructure
as public works often justifies the
displacement of people for the sake of the
wider population's 'development'. It can also
serve to benefit the displaced people if it
includes them in the 'public' that
participates in the 'development', especially
in the form of ensuring a sound resettlement
experience. The question is: how can this inclusion be envisioned and
practised? To answer this question, this paper examines recent experiences of
development-induced displacement and resettlement in Mozambique by using two
examples: the Maputo-KaTembe bridge and its resettlement programme, as
debated at the recent National Conference on Resettlement and in published
sources, and the resettlement programme of the Limpopo National Park, based
on primary field research. The paper analyses these resettlement experiences
through three major accounts of infrastructure centred on state-building and
formalization, co-production and heterogeneity, and open source and sharing
urbanism. The paper argues that recognizing the heterogeneity and sharing
aspects of infrastructure development in the post-resettlement context is key
to reconstituting the public and promoting inclusive urban development in the
major infrastructure development that accompanies displacement and
resettlement.

17

2) Tackling challenges for co-management of natural resources: the community
council in Limpopo National Park, Mozambique
Otsuki, K. with Colua de Oliveira, E., and Mubai, M. 2021.Development in

Practice, accepted in December 2020, in press.
Mozambican law recommends community councils to
promote the co-management of natural resources in
protected areas. In the Limpopo National Park,
the park committee has served as the community
council for the last two decades. Based on
fieldwork conducted in 2009–2019, this practical
note identifies challenges that the committee
faces and suggests two pathways to tackle the
challenges: the committee members should be
selected based on individual capacity; and
financial resources must be directed towards
developing their capacity. Further research on
how to establish these pathways are imperative to
enable the committee members to focus on activities for the co-management.
Keywords: capacity development, co-management, committee, community, natural
resources, national park, protected area, Mozambique
3) Infrastructural violence in conservation-induced resettlement
Otsuki, K. 2021. Revised and resubmitted to Environment and Planning E Nature

and Space, under review.
Nature conservation turns violent when it leads to enclosure, dispossession
and militarisation, causing suffering among people living in the environment
that is to be protected. Conservation-induced resettlement projects are often
intended to address the conservation-related violence. However, the ways in
which they also cause the everyday suffering of the resettled citizens and
thus become violent in a long run are little understood. Drawing on field
research on infrastructures in two resettlement villages in Mozambique’s
Limpopo National Park, this paper frames a resettlement project as a newly
18

built environment and analyses how violence is entrenched in the material,
socio-ecological and political framework that shapes the resettlement
project. It pays particular attention to the concept of infrastructural
violence in order to identify how the resettled citizens struggle with the
everyday sufferings in their new environment and what the consequences are.
It then locates sites of responsibility when the citizens voice their
sufferings.
Keywords: conservation; infrastructure; resettlement; violence; Mozambique.
4) Making justice the subject of resettlement planning
Otsuki, K., 2021. Revised and resubmitted to Antipode, under review.
In large-scale development and conservation projects that induce displacement
and resettlement of affected people, proponents increasingly focus on
procedural justice to build free, prior and informed consent based on
consultation meetings. They generally assume that this focus leads to
distributive justice and ensures ‘resettlement with development’ and
recognition justice that meets resettled people’s expressed needs. By
critically applying Robert Lake’s pragmatist conceptualization of ‘justice
as the subject of planning,’ this paper examines ways the current framing of
justice, underpinned by an assumption that justice is a technically
achievable object, prevents a new social imaginary from emerging in which
justice is the subject that enables a collective pursuit of quality life. In
order to rethink justice as the subject of resettlement planning, it proposes
to analyze a resettlement project as a set of physical infrastructure that
opens process of interactions between people and the natural and built
environments and where resettled people are corporeal citizens as opposed to
static, one-time beneficiaries. Through this framing of a resettlement
project, justice needs to constantly be ensured, even after promises made in
consultations have been fulfilled. The case of basic water infrastructure
constituting the resettlement project of Limpopo National Park in Mozambique
is used to illustrate the discussion.
Keywords: Corporeality; displacement; infrastructure; justice; resettlement;
Mozambique
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3． ブログ記事
1）Otsuki, K., 2019. The tale of the promised land. Food security issues of
communities resettled from Limpopo National Park, Mozambique. 09/05/2019.
https://www.tourism-watch.de/en/focus/tale-promised-land
2）Otsuki, K., and Steel, G. 2019. Solidarity for people displaced by largescale investment projects. 29/11/2019. https://issblog.nl/2019/11/29/eadi-issseries-solidarity-for-people-displaced-by-large-scale-investment-projects/
3）Otsuki, K., 2021. When sustainable development leads to displacement – the
case of Mozambique. Expert opinion for International Displacement Monitoring
Centre (Geneva), forthcoming.
4． その他
Otsuki, K., 2021. Infrastructures to address injustice of displacement:
Limpopo National Park’s resettlement project in Mozambique,ポリシーブリー
フ、準備中 (英語・ポルトガル語)。
プロジェクトウェブサイト：https://infront.sites.uu.nl/
5． 口頭発表
1） Otsuki, K. 2017.The social life of water pumps in Africa. Instituto de
Estudos Socio-Economicos International Conference, Maputo, 19-21
September.
2） Otsuki, K. 2018. The Social life of infrastructures in African Cities.
African Centre for Cities International Urban Conference, Cape Town, South
Africa, 1-3 February.
3） Otsuki, K. 2018. Reworking investment frontiers. LANDac International
Conference, Utrecht, 28-29 June.
4） Otsuki, K. 2019. Recognising corporeality and affect: environmental and
ecological justice in the era of sustainability transition. Royal
Geographical Society Conference, London, 27-30 August.
5） Otsuki, K., with Liebrand, J. and Mueller, E. 2021. Decolonizing knowledge
for sustainable development. Africa Knows! Conference, Leiden, 21 January.
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今後の展開予定
本研究プロジェクトでは、環境保全による土地収奪と資本主義フロンティアの拡大に
注目し、その過程で起こる強制移住と再定住のプロセスを定期的に追うために必要な
手法や理論的枠組みの構築を可能にした。これから 2030 年（国連に定められた持続可
能な開発目標最終年）に向けて、持続可能な開発に向けたインフラ開発や環境保全地
域が拡大することが予想され、それに伴い、強制移住や再定住プロジェクトも実際に
世界的に拡大傾向にある。しかし、持続可能な開発目標にとって「不都合な真実」で
ある強制移住および再定住の拡大が十分に議論の対象になっておらず、環境正義の観
点からも、今一度、持続可能な開発を推進することがどのような「正義」につながる
のか、ということを明らかにする必要がある。
本研究プロジェクトによる最大の成果は、抽象的な概念である「正義」を、再定住に
まつわる、可視化しやすいインフラ整備とその欠如を通じて議論する枠組みを構築し
たことにあると考える。また、この成果により、長期的に再定住の過程と展開を観
察、対応していく必要性も明らかになった。これまでは、強制移住および再定住の初
期に焦点があたりすぎて、長期的にはどのような課題があるのかについて追った研究
があまりにも少ない。そこで、2020 年末に本プロジェクトが終了してのちも、ここで
関わった再定住コミュニティから離れることのないような活動を計画している。また
さらに大規模な、気候変動および持続可能な開発に影響される強制移住・再定住に関
する研究活動を可能にするために、以下の計画を立てている。
①

本研究プロジェクトを、別件の研究プロジェクトである、Inside the
Investment Frontiers -InFront（オランダ科学研究機関助成）に組み込み、リン
ポポ国立公園の再定住計画のフォローアップ調査、聞き取りを継続する。本研究プ
ロジェクトの過程で、マシンジール郡で活動するさまざまな活動家や研究協力者と
出会うことができた。そこで、この協力者たちとの活動を継続し、再定住の状況、
再定住コミュニティにおけるインフラ整備の進捗状況などについてアップデートし
ていくつもりである。

② InFront プロジェクトは、持続可能なテクノロジーを可能にするための新たな鉱
物・燃料資源（リチアムイオン電池や天然ガス）採掘がもたらす、強制移住・再定
住のプロセスをモザンビーク北部の鉱物開発フロンティアを事例として追っている
のだが、再定住におけるインフラ整備および再定住に伴う新たな都市フロンティア
の拡大とその環境への影響が明らかになってきている。そこで、本研究の知見を活
かし、この新たな都市フロンティアにおいて、どのようなインフラ整備を考えてい
く必要があるのか、そのためのガバナンスの仕組みはどういったものかを考察して
21

いくつもりである。
③ 新たな研究プロポーザル作成。4 月の締め切りに向けて、ヨーロッパ研究助成に応
募する研究計画を作成中である。この計画は、気候変動とその適応策によるインフ
ラ開発に伴う強制退去・再定住の詳細をモザンビーク、ブラジル、日本における事
例研究で明らかにすることを考えている。本研究で得られた論点を生かし、強制移
住に関する研究センタ―設立、また、政策的には既存のガイドラインの問題点を明
らかにし、新たな枠組みをヨーロッパ連合内の投資家・政府機関に向けて発信する
機会にする予定である。
④ さらなる投稿論文の作成。すでに、持続可能な開発目標と強制移住に関するガイド
ラインをどのように連携させるか、についての論文を Sustainability Science か
らの依頼で執筆中である。
⑤ 研究ネット―ワーク拡大。長期的な視野から再定住に関する研究を深めて行こうと
いう動き、およびインフラ研究との連携が、本研究プロジェクトを通して広がって
きている。所属するユトレヒト大学内では、インフラ研究ネットワークとユトレヒ
ト大学グローバルチャレンジセンターとの連携を通して、大規模なインフラ開発に
よる強制移住と新たな持続的な都市づくりについて議論を深めるための Open City
Initiative を立ち上げた。また、対外的には、インドネシアのガジャマダ大学、
フランスのパリ大学、アメリカのルトガー大学、との研究提携が現在進んでいると
ころである。また、環境保護による強制移住・再定住に関して、環境保全の専門家
たちとも連携を深めて行こうと考えている。
⑥ トヨタ財団のカフェミーティングで、日本においても強制移住や再定住の研究は、
特に第二次世界大戦や自然災害の過程でかなり進んでいることが分かったので、こ
れから日本の研究者・実務者との研究連携も模索していきたい。
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研究者の略歴
主な経歴
1999 年 東京大学文学部社会学専攻卒業（文学士）
2001 年 東京大学農学部農学国際専攻卒業（農学修士）
2002 年－2005 年

オランダ・ワーゲニンゲン大学開発社会学博士課程在籍、この間ブ

ラジル・連邦パラ大学環境学部研究スタッフ（2003 年―2005 年）
2007 年 オランダ・ワーゲニンゲン大学より博士号（社会科学）取得
2008 年－2009 年

オランダ・ワーゲニンゲン大学ポスドク研究員（開発社会学）

2010 年―2014 年 国連大学リサーチアソシエイト（国際開発協力、持続可能な開発）
2015 年

オランダ・ユトレヒト大学非常勤研究スタッフ（Researcher、国際開発学）

2016 年－2019 年

オランダ・ユトレヒト大学常勤講師（Assistant Professor、国際開

発学）
2020 年―現在 オランダ・ユトレヒト大学准教授（Associate Professor、国際開発学）
研究・活動実績・助成金獲得歴


2001 年―2008 年
「ブラジルのアマゾン地域における持続可能な開発に関する研究」
（松下記念財団、日本学生支援機構、ＦＡＳＩＤ助成）。森林伐採が進むフロンテ
ィア地域でフィールドワークを行い、コミュニティアグロフォレストリーや非木材
林産物の市場化プロジェクトなどに携わった。この研究成果は、博士論文（Paradise
in the Brazil Nut Cemetery: Sustainability Discourses and Social Action in Pará,
the Brazilian Amazon）
、その後 Routledge から Sustainable Development in
Amazonia: Paradise in the Making（2013 年）として出版された。関連論文多数。



2011 年―2013 年

「Multi-governance for total sanitation in Nairobi, Kenya」

（国連大学助成）。アフリカにおけるスラム拡大と公的サービスの拡充について、
ワークショップおよびフィールド研究を行った。研究成果は、投稿論文 1 本、専門
書への寄稿 1 章。


2010 年－2016 年 「アフリカ半乾燥地域における気候・生態系変動の予測・影響
評価と統合的レジリエンス強化戦略の構築」（日本科学技術振興機構、国際協力機
構助成）
。日本およびガーナでの 6 大学間国際協力プロジェクトの策定、ガーナ北
部のサバンナ地域における気候変動適応に関するフィールドワークを基にする研
究に従事してきた。研究成果は国際誌への投稿論文 4 本、専門書への寄稿 2 章とい
う形で発表された。



2014 年―2016 年「Bridging the gaps between policy and practice on land
governance, inclusive business and food security」
（オランダ科学研究機関助
成）
。モザンビークにおける土地収奪現象にかかわるアクションリサーチを現地Ｎ
ＧＯと共同で行ってきた。この成果は、投稿論文 2 本、関連政策提言 4 本、ビデオ
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1 本などとして発表された。
政策提言、ビデオなどはポルトガル語でも出版された。


2017 年 オランダ科学研究機関助成アスパシア研究者として推薦される。これは、
オランダの大学に常勤する優秀な女性研究者に奨学金が送られるもので、2019 年
にこの奨学金をもとに、Inside the Investment Frontier プロジェクトと立ち上げ
る。現在、3 人の博士課程の学生の指導教官として、モザンビークの鉱山開発フロ
ンティア拡大による強制移住・再定住について研究中。



2018 年 オランダ科学研究機関助成により、モザンビークとタンザニアの電気イ
ンフラ整備と持続可能な開発についてのプロジェクト開始。博士課程の学生 1 人と
モザンビークおよびタンザニアにてポスドク研究員の指導教官として、モザンビー
クの首都マプト、タンザニア最大の都市ダルエスサラームにて、研究中。



2020 年 ユトレヒト大学インフラ研究ネットワークとグローバルチャレンジセン
ターと共同で Open City Initiative を立ち上げる。ブラジルのインフラ開発による
強制移住とその抵抗運動について研究グループの形成。

詳細な研究実績は、www.uu.nl/staff/KOtsuki にて、一覧可能。
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