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〔論文〕

スペイン植民地支配末期テキサスへの移住申請者 77人の特徴に見る
境界地域の人口動態 (1803～1810年)

二瓶マリ子 (Mariko Nihei)

東海大学国際教育センター

はじめに
本稿では、スペイン植民地支配末期にあたる

1803年から 1810年にかけて、テキサス以外の
地域からテキサスへの移住を申請した 77人の
プロファイルを検討する。そして、スペインと
米国の間に境界線画定問題が浮上していた植民
地時代末期、当該地域に興味を抱いていた人び
との特徴を明らかにする。
一般的に、米国人入植者がテキサスに多く流

入するようになったのは、スティーブン・オー
スティン (Stephen Austin)に代表されるように、
メキシコがスペインから独立した 1821年以降
のことと考えられている。なぜならこの時期、
アダムズ＝オニス条約 (Adams-Onís Treaty)に
より米墨間の境界線画定問題が一時的な解決を
みたため、テキサスは公式に米国人入植者を受
け入れ始めたからである1。しかし、メキシコ独
立以前にも当該地域においては、ルイジアナを
中心とした外部から移民を受け入れる制度 (後
ほど詳述する「ルイジアナ住民受入制度」)が
存在していたことについては、あまり知られて

1マニュエル・G・コンサレス『メキシコ系米国人・移民
の歴史』中川正紀訳 (2003 年、明石書店)、126-127 頁。

いない。というのもこの制度と、それに伴うテ
キサス移住申請者については、マティー・オー
スティン・ハッチャー (Mattie Austin Hatcher)

の『テキサスにおける外国人の受け入れ (1801

～1821年)』があるが2、このモノグラフが出版
された 1927年以降、スペイン植民地時代にみ
られたテキサス移住申請者についての更なる検
討はなされてこなかったからである。
ハッチャーの研究は、この時代の移住申請者

1人 1人のライフストーリーを時系列で詳細に
論じている点で評価に値する。しかし、移住申
請者の特徴をテキサスの住民のそれと比較した
り、移住申請者を時期や国籍、宗教、年齢、出
身地といったカテゴリーごとにプロファイリン
グしたりといった試みは、なされていない。こ
の先行研究における欠落部分を補う形で移住申
請者を分析し、彼らの特徴を明らかにするのが
本稿である。
考察を進めるにあたっては、テキサス大学オー

スティン校が所蔵するベア・アーカイヴス (Bexar

Archives、以下略称はBAとする)に収められて

2 Mattie Austin Hatcher, The Opening of Texas to Foreign
Settlement, 1801-1821 (Austin: University of Texas, 1927).
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いる 2種類の一次史料を使用する。第一の史料
は、テキサスで 1793年に実施されたレビジャ
ヒヘド人口調査3である。これは、スペイン植民
地時代の画期的な初めての、全植民地をカバー
し、世帯構成員にまで及ぶ人口調査であった。
それ以前の人口調査は、世帯主だけのものや、イ
ンディオの貢納 (人頭税)原簿作成を目的とした
ものであった。テキサスについては、西部のサ
ン・アントニオ (San Antonio de Béxar)、東部の
ナコドーチス (Nacogdoches)、そして 1806年以
降は米国との係争地域になるが 1793年当時は
ナコドーチスの管轄区域にあったバイユー・ピ
エール (Bayou Pierre)集落、という 3地域につ
いての調査結果が残されている。本稿は、この
人口調査自体を検討することが目的ではない。
レビジャヒヘド人口調査の集計結果を基に、ル
イジアナ購入以前であった 1790年代のテキサ
ス住民の特徴を、1803年以降のテキサス移住申
請者 77人の特徴と比較することが目的である。
したがってここでは、1793年レビジャヒヘド人
口調査の項目別集計結果は省略し、3地域の民
族状況・出身地・職業についての集計結果のみ
を参照する。
なお、レビジャヒヘド人口調査に登録されて

いるサンプル数は以下である。世帯数は、サン・
アントニオが 390世帯、ナコドーチスが 154世
帯、バイユー・ピエールが 22世帯である。世帯
主と世帯構成員を足した全人口は、サン・アン
トニオが 1321人、ナコドーチスが 454人、バ
イユー・ピエールが 85人である。
第二の史料は、1803～1810年までの個人の

テキサス移住申請関連史料、およびテキサスの

3 Padrón de las almas, San Antonio, 31 de diciembre de
1793; Padrón de las almas, Nacogdoches, 31 de diciembre
de 1793, BA.なお本稿で参照するベア・アーカイヴスの史
料のタイトル等には、アクセント符号が脱落するなど不正
確な表記がみられるが、修正は加えずそまま記載する。

町や集落で行われた人口調査関連史料である。
この時期テキサスで見られた人口増加を目的と
する試みについて、正式な名称は存在しない。
しかしこの制度は、スペインからフランス、そ
して米国へと領有権が短期間で変化したルイジ
アナの状況を踏まえて考案されたものであり、
主にルイジアナ在住者が対象となった。よって
本稿ではこれを「ルイジアナ住民受入制度」と
する。詳しくは後述するが、この制度は、植民
地政府当局が移住申請者の身元を事前に調査し
た上で受入の可否を決定する、という方針が採
られた。これにより、ベア・アーカイヴスには
個別のテキサス移住申請に関する史料が残るこ
とになった。
これらの史料を蒐集する作業は大変困難で

あった。ベア・アーカイヴスは項目別ではなく
時系列で史料が整理されている。例えば 1803

年 5月の文書を集めた箱の中には、数日ごとに
区切られたフォルダーが複数あり、1つのフォ
ルダーには、その期間内に地方と中央のスペイ
ン植民地官僚が交わした軍事行政、国際情勢、
移住申請、町の状況、インディオ政策、といっ
たように多岐にわたる文書が保管されている。
膨大なフォルダーの中から、個別の移住申請と
それに関する一連の情報を探し出す作業は非常
に煩雑であり、時間のかかる作業である。筆者
は、目録を参照しつつ、限られた調査期間でで
きる限り全員の史料が蒐集できるよう試み、合
計 77人の移住申請者に関する史料を蒐集した。
未蒐集のものもおそらく存在するが、それにつ
いては今後の課題とし、本稿では、この 77人
の移住申請者を分析対象とする。
具体的には、この 77人のライフストーリー

に基づき、個人申請者全員を国籍や宗教、年齢
等といったカテゴリーごとに集計する。そして
この集計結果に基づき、各地域に移住を申請し
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た人びとの特徴を検討する。ただし、当時は公
的に定められた一定の移住申請方法が存在して
いなかったため、申請者に関する情報は不揃い
であり、サンプル数も少ないため、統計的に扱
うことは難しい点を強調しておく。しかし、史
料に限界がある以上、本稿では記録が残されて
いる 77人に焦点をあて、そこから導き出され
る特徴を明らかにする。この作業は、植民地支
配末期という激動の時代にあったテキサス社会
の様相を窺い知る手がかりにもなるため、有益
である。

1. スペイン植民地支配末期テキサスの概要
はじめに、スペイン植民地支配末期テキサス

の特徴と、それぞれの地域に対するスペイン植
民地官僚たちの見解について簡潔にまとめる。

18世紀初期、テキサスでは西部と東部にスペ
イン人入植地が作られた。しかし、当該地域は
僻遠の地にあり、天然資源にも恵まれないこと
から、スペイン支配期を通じて人口は増加せず、
ヌエバ・エスパーニャ副王領の中でも最も人口
が少ない地方のひとつであった。
テキサス西部はサン・アントニオ、東部はナ

コドーチスを中心とし、約 400キロメートル離
れていた。2地域の間には無数の河川や森林が
あったため、2地域間の意思疎通や交通は、長
年困難な状況に置かれた。当然ながら、西部と
東部の社会的特徴にも、地域差が見られた。
後掲の表 1の 1793年レビジャヒヘド人口調

査の集計結果から明らかなように、コアウイラ
などといった内地4と距離的に近いテキサス西
部は、ほとんどの住民がスペイン領出身のスペ
イン臣民であり、外国出身者は稀であった。ま
た、世帯主男性全体に占める非牧畜業従事者 (商

4本稿において「内地」とは、テキサスよりもインテリ
オール (inerior) に位置する諸地方、という意味である。

人や職人など)の割合は少なく、多くの者は牧
畜業に従事していた。つまり西部は、東部と比
べてスペイン領以外の地域からの人の流入が低
く、自己完結性がより高い地域であった。
一方東部は、ルイジアナとの境界に位置し、

スペイン植民地政府当局の統治が西部よりも及
びにくい地域であった。まず表 1から住民の職
業を確認してみると、ナコドーチスとバイユー・
ピエールの世帯主男性に占める非牧畜業従事者
の割合は、西部の数値とほぼ同じであり、牧畜
業従事者が多かった。したがって、土地を所有
し、比較的安定した生活を営む家庭が多かった
ことが分かる。
しかし、東部の場合、非スペイン臣民や非ス

ペイン領出身者が比較的多く、フランス語話者
や英語話者が流入していたことが分かる。とい
うのも 18世紀から 19世紀初期にかけて、ルイ
ジアナの領有権はフランス、スペイン、米国とい
う 3カ国の間で変化したため、スペイン植民地
政府による国境管理体制は確立していなかった。
そのため、テキサス東部とルイジアナとの境界
は穴だらけの状態であり、外部からテキサス東
部に入国するのは極めて簡単だったのである。
この境界の穴を利用し、特にテキサス東部で

栄えたのが密貿易である。当時テキサスには、
野生の馬が多く存在したが、この馬は米国で高
く売ることができた。またビーバーなど動物の
毛皮も価値があった。よってテキサス東部では、
多方面からスペイン語話者、フランス語話者、
英語話者、先住民といったように多様な民族が
集まり、馬や毛皮、ヨーロッパ製品などを物々
交換する密貿易が栄えたのである5。つまりテ
キサス東部は経済機会に恵まれ、非スペイン領

5拙稿「18 世紀末テキサス―ルイジアナ境界地域の形成
過程―フィリップ・ノーランの家畜交易の事例から」『境界
研究』No.4、2013 年、77-105 頁。
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からの人の流入が多く見られた境界地域であっ
たということができる6。
当時、テキサス地方を含むヌエバ・エスパー

ニャ副王領北部全体を管理・統括していたのは、
チワワのネメシオ・サルセド (Nemesio Salcedo)

総司令官 (Comandante General)であった7。テ
キサス総督府の役人たちは、サルセド総司令官
からの命令に基づいて、テキサス地方の軍事行
政を運営した。ただし、ネメシオ・サルセド総司
令官がテキサス総督府に下す命令は、スペイン
本国や副王の意見を優先したものであり、往々
にして、地方の状況や利害を反映しない保守的
なものであった。
つまり、中央政府 (チワワ)と地方政府 (テキ

サス)の間では、テキサス運営体制に温度差が
見られたのであるが、この温度差は、特にルイ
ジアナ住民受入制度やテキサス東部の運営体制
が争点となる場合、顕著になった。
サルセド総司令官は、外部からの人の流入が

より強くみられ、密貿易が活発なテキサス東部
の状況を敵対視していた。彼にとっては、テキ
サス西部こそテキサス地方全体のあるべき姿で
あり、ルイジアナ住民受入制度は、東部とルイ
ジアナとの交流や繋がりを高めると同時に、テ
キサス地方の安全保障を脅かすものであった。
したがってこの制度は、厳格なルイジアナ住民
受入・管理体制のもと、望ましくない移民が謹
厳実直な移民に紛れて入り込まないよう、慎重

6東部ナコドーチス周辺地域でこの時代みられた密輸に
ついては、拙稿「18 世紀末テキサス―ルイジアナ境界地域
の形成過程」、77-105 頁を参照。

7当時、ヌエバ・エスパーニャ北部に位置するテキサス、
コアウイラ、ヌエバ・ビスカヤ、ニューメキシコ、シナロア、
ソノラ、アルタ・カリフォルニア、バハ・カリフォルニア
は、プロビンシアス・インテルナス (Provincias Internas)と
呼ばれた。また、これら全地方の軍事と政治を統轄した機
関は、在チワワのコマンダンシア・ヘネラル (Comandancia
General) であった。Handbook of Texas Online, Donald E.
Chipman, "Provincias Internas," 2018 年 12 月 28 日取得,
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/nfp01.

に進めなければいけないものであった8。
一方テキサス地方の総督をはじめとする役人

たちは、サルセド総司令官と違い、テキサスの
自己完結性を高めるためにも、東部を含むテキ
サス全体で人口増加を最優先すべきだと考えて
いた。したがって彼らは、ルイジアナ住民受入
制度実施期間中、ネメシオ・サルセド総司令官
が求める厳格な移民受入・管理体制に少しばか
りそぐわないとしても、ルイジアナからの移民
をより多く受け入れるよう努めた9。
以上のことから分かる通り、本稿で扱うルイ

ジアナ住民受入制度は、テキサスを取り巻く国
際環境が緊迫し、中央と地方の役人の間で意見
の食い違いや対立が頻発する中で、実行された
のである。

2. ルイジアナ住民受入制度
ルイジアナ住民受入制度は、米国によるルイ

ジアナ購入が公になる直前の 1803年 4月、当
時テキサス総督であったフアン・バウティスタ・
エルゲサバル (Juan Bautista Elguezábal)が、ネ
メシオ・サルセド総司令官に提案したことに端
を発する。スペインは 1800年、ルイジアナを
フランスに返還したため、そこに居住するスペ
イン臣民はスペイン統治下の生活を望み、テキ
サス地方への移住を希望するであろう。このよ
うな考えから、エルゲサバル総督はチワワ総司
令官に、ルイジアナ住民受入制度を提案した10。
この提案がなされた直後、米国のルイジアナ

購入が公となり、そこの住民もこれを知ること
となった。すると、ルイジアナ住民の中からは、

8 Nemesio Salcedo a Antonio Cordero, 16 de diciembre
de 1805, BA.

9 Antonio Cordero a Nemesio Salcedo, 24 de septiembre
de 1805, BA.

10 Juan Bautista Elguezábal a Nemesio Salcedo, 27 de abril
de 1803, BA.
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米国領ではなくスペイン領での生活を望む者が
現れた。ネメシオ・サルセド総司令官はこの状
況を踏まえ、テキサス総督の提案通り、ルイジア
ナからの移民を受け入れることにした。当時、
テキサスの軍事行政に関する裁量権は、メキシ
コ市の副王ではなく、チワワのネメシオ・サル
セド総司令官が握っていた11。したがって、こ
のルイジアナ住民受入制度は、テキサス総督府
のスペイン人官僚が提案した計画をサルセド総
司令官が検討し、最終的な判断を下すという体
制のもと行われた。
ルイジアナ住民の受け入れにあたり、サルセ

ド総司令官は、申請者の身元を事前に審査して
移住の可否を決定する方針を採用した。言い換
えるならば、申請者の身元を調査しないまま全
員を受け入れる、という方針は取られなかった。
サルセド総司令官の命令によると、移住希望

者は申請の際、以下の書類をテキサス総督府に
提出しなければならなかった。

1)スペイン臣民カトリック教徒であることの
公的な証明書

2) 通行許可書または本人の素性を記した推
薦書

3)テキサスに帯同する家族のリスト
4)テキサスに持ち込む物品とその量を明記し
た書類

テキサス総督は、これらの書類に基づき、申
請者の中から適切な移民を選んだ。その後、こ
れらの候補者の情報をチワワのネメシオ・サル
セド総司令官に伝えた。この候補者を受け入れ
るか否かという最終的な決定は、サルセド総司
令官が下した12。

11 Handbook of Texas Online, Donald E. Chipman,
"Provincias Internas," 2018 年 12 月 28 日取得,
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/nfp01.

12 Nemesio Salcedo a Juan Bautista Elguezábal, 23 de

1)と 2)の書類は、移民の適性を示すものであ
り、申請者はルイジアナ総督府または近隣の駐
屯地に駐在する司令官から入手することができ
た。サルセド総司令官がこれらの書類の提出を
求めたのは、善良な移民に紛れ込んで、フランス
国民やプロテスタントの米国人・外国人がテキ
サスに流入することを防ぐためであった。とい
うのも当時、テキサス―ルイジアナ間では、フィ
リップ・ノーラン (Philip Nolan)に代表される
ように13、馬や毛皮を交易品とする密貿易が盛
んであり、資源を持つフランス語話者や英語話
者にとって、テキサスは経済機会のある魅力的
な場所だったからである。チワワのサルセド総
司令官は、ルイジアナからの移住申請者の中に
密輸商人が紛れ込むことを最も危惧していた。
上記書類 3)からは、総司令官が家庭を持つ者

を望ましい移民と見做していたことが分かる。
そして 4)からは、ルイジアナ住民受入制度が、
当時テキサス―ルイジアナ間で蔓延していた密
貿易に利用されてはならない、という総司令官
の警戒心を読み取ることができる。もしテキサ
ス―ルイジアナ間で密貿易をする疑いがある場
合、申請者は、テキサス西部やコアウイラ等と
いったルイジアナから離れた地域に移住するよ
う命ぜられるか、スペイン領への移住自体が認
められなかった。

3. 申請者のライフヒストリーに関する情報の種
類と各時期の申請者数
本稿で考察の対象となる個人の申請者は、第

I期 27人、第 II期 21人、第 III期 29人、合計
77人である。最初に、これらの申請者 77人の
移住申請がどのように進んだのか、そのプロセ

mayo de 1803, BA.
13拙稿「18 世紀末テキサス―ルイジアナ境界地域の形
成過程――フィリップ・ノーランの家畜交易の事例から」、
77-105 頁。
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スとそれに付随する申請者のライフストーリー
に関する情報について、以下の図 1を参照しつ
つ確認したい。
各申請に関する情報は、以下の図 1 の A か

らその他まで 10種類存在した。申請者によっ
て、残されている情報はバラバラである。情報
量が多いため申請者のライフストーリーが詳細
に分かる事例もあれば、その逆もある。しかし
ながら、これらの情報は等質性を持った文書で
あり、数量的な扱いには適している。
移住申請は、情報Aおよび Bから始まり、ア

ルファベット順に Fまで進んだ。そして、申請
結果が申請者本人に伝えられた後、場合によっ
ては申請者に問題行動がみられるなどの理由か
ら、更なる展開がみられることもあった。この
ように、申請が終了した後新たな動きがみられ
た場合、情報 Gと Hのいずれか、または両方
にその内容が記されている。
これらの情報に加えて、実際にテキサスに移

住した者は、人口調査等に登録されている場合
がある。これが情報 Pである (以下詳述)。上記
した情報以外のものは「その他」に分類した。
これは、特に第 III期みられたもので、主にテ
キサスおよび近隣地方の総督間で交わされた文
書である。
申請の具体的なプロセスは次のようになる。

最初に申請者は移住申請書を作成し、第三者に推
薦書を依頼する (情報A、B)。申請者はその後、
ナコドーチスやサン・ベルナルド (San Bernardo)

湾周辺地域に入り、そこに滞在している司令官
にこれらの書類を提出して移住申請する。申請
を受理した各地の司令官は、その申請内容や申
請者に対する意見をテキサス総督など上官に該
当する担当者に報告する (情報 C)。テキサス総
督はこれを検討し、チワワのネメシオ・サルセ
ドに報告する (情報 D)。サルセド総司令官は申

図 1 移住申請のプロセスと申請者に関わる　　　

　　　情報の種類 (情報 A～その他)

請者の適正を判断した上で、移住の可否を判断
し、テキサス総督に伝える (情報 E)。テキサス
総督はこの命令を各地域の司令官に伝え (情報
F)、司令官が申請者に最終結果を伝える。最終
結果が申請者まで伝えられた後、申請者によっ
ては、移住許可が取り消される、テキサスからの
退去を命ぜられる、他地域への再移住を命ぜら
れる、などの更なる展開があった (情報G，H)。
以下では上記したAからその他までの史料に

含まれている情報をアルファベット順に見てみ
よう。

【情報 A】
移住申請者が作成した記事である。その内容

は、移住申請や、テキサスに移住した後の意見・
希望などである。
【情報 B】
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第三者が移住申請者の素性を記した身元保証
書・推薦書である。
【情報 C】
ナコドーチスやトリニダ・デ・サルセドの司

令官が、彼らの上官にあたるテキサス総督など
に宛てた記事である。内容は、移住申請報告、
移住後の移民の生活態度・問題に関する報告、
申請者の移住先への出発報告などである。
【情報 D】
テキサス総督などがチワワのネメシオ・サル

セド総司令官に宛てた記事である。内容は、移
住申請者に対する意見や、移民の生活態度・問
題が記されている。
【情報 E】
サルセド総司令官がテキサス総督などに宛て

た記事である。内容は、移住申請の結果報告、
申請者についての意見、不適切な移民への対応
などである。
【情報 F】
テキサス総督などが各地の司令官に宛てた記

事である。内容は、サルセド総司令官からの指
示を伝えるものや、移住申請者の素性について
の意見などである。
【情報 G】
各地の司令官やテキサス総督が、一度移住が

許可された申請者の問題行動などについて、彼
らの上官にあたる適任者に報告するものである。
【情報 H】
報告のあった問題行動を検討したうえで、該

当者への対応を伝えるものである。

【情報 P】

―1804年ナコドーチス外国人人口調査 (Padron

que manifiesta los extrangeros que tiene este

Pueblo, y todo su furisdiccion con expresion

de sus nombre, patria, estado que tienen, edad,

tiempo que hace se havecindado de vivir, 1

de enero de 1804, BA, University of Texas-

Austin).

―1805年サビーン川東部人口調査 (Año 1805.

Abitantes situadas a la parte oriental del Rio

de Sabinas. Padrón de las familias exis-

tentes en dichas abitaciones formado por el

teniente de cavalleria Don José María Guadi-

ana en consequencia de orden de su Coman-

dante Capitan Don Sebastián Rodríguez. José

María Guadiana a Sebastián Rodríguez, 30 de

noviembre de 1805, BA).

―1809 年トリニダ・デ・サルセド人口調査
(Trinidad de Salcedo. Census report. March

22, 1809, BA Microfilm 40, University of

Texas- Austin).

―1809年ナコドーチス管轄区域フェルナンド 7

世忠誠宣誓書 (Relacion jurada, 19 de julio a

27 de octubre de 1809, BA).

―1810年ナコドーチス外国人調書 (Expediente

de extranjeros, 8 de mayo de 1810, BA).

【その他】
第 III期に多くみられたものであり、テキサ

ス総督マヌエル・デ・サルセド (Manuel de Sal-

cedo)14、コアウイラ総督アントニオ・コルデロ
(Antonio Cordero)、ヌエボ・レオン総督シモン・
エレーラ (Simón Herrera)、ドゥランゴ総督ベル
ナルド・ボナビア (Bernardo Bonavía)の 4人の
間で交わされた信書などである。

4. 時代区分
ルイジアナ住民受入制度が行われた 1803年

から 1810年は、テキサスにとって激動の時代
であり、当該地域を取り巻く国際環境がルイジ

14ネメシオ・サルセド総司令官は彼の叔父にあたる。
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アナ住民受入制度に大きな影響を及ぼした。こ
の国際環境の影響を考慮し、本稿では 1803～
1810年を以下の 3つに区分する。
第 I期 (1803年～1804年)は、ルイジアナ住

民受入制度初期にあたる。米国のルイジアナ購
入 (1803年)を契機としてルイジアナ住民受入
制度が開始された。米国との間に境界線画定問
題が浮上し、緊張関係が生まれた。
第 II期 (1805年～1807年)は、ルイジアナ住

民受入制度中期にあたる。1805 年末、テキサ
ス中部にはトリニダ・デ・サルセドという新し
い町が作られた。新たな町の出現により、テキ
サスへの移住申請者数は 3期のうち最大となっ
た。米国との緊張関係は 1806年、ルイジアナ
中立地条約 (Neutral Ground Agreement)が締結
されたことにより一時的に緩和し、1807年テキ
サスを取り巻く国際環境はしばし安定した。
第 III 期 (1808～1810 年) は、ルイジアナ住

民受入制度末期にあたる。1808 年 5 月、スペ
イン本国ではマドリード蜂起が起こり、フラン
スがスペイン本国のみならずヌエバ・エスパー
ニャにまで侵略する可能性が高まった。また、
米国がテキサスに侵略する可能性も高まり、テ
キサスを取り巻く国際環境は急速に悪化した。
チワワのサルセド総司令官は、ルイジアナから
移民を受け入れることでテキサスが安全保障上
脅かされることを憂慮し、1809 年になるとル
イジアナ住民受入制度の中断を一方的に決定し
た15。一方、テキサス総督府の役人たちは、人口
が少ないテキサスにおける人口増加の重要性を
鑑み、ルイジアナ住民受入制度の中断に反対し、
サルセド総司令官に異議を申し立てた16。こう
してチワワの中央政府とテキサス地方政府との

15 Nemesio Salcedo a Manuel de Salcedo, 18 de abril de
1809, BA.

16 Junta de Guerra, 19 a 25 de 1809, BA.

対立はさらに深まった。

5. 移住申請者 77人の特徴
最初に、77人の申請者の特徴をみることを目

的として、その集計結果と、1793年レビジャヒ
ヘド人口調査の集計結果とを項目別に比較する
(表 1)17。項目は、非スペイン臣民率、出身地、
非牧畜業従事者率の 3つである。
まずは、国籍を見てみよう。77 人の移住申

請者全体では 17%の者が非スペイン臣民であっ
た。時代ごとに見てみると、第 I期は非スペイ
ン臣民が 0%であったが、第 II期は 21%、第 III

期は 31%となり、時代を経ることに非スペイ
ン臣民の割合が増加した。ただし過半数を占め
るには至らなかった。この割合を 1793年レビ
ジャヒヘド人口調査と比較すると、バイユー・
ピエールの非スペイン臣民の割合よりは低かっ
たが、サン・アントニオとナコドーチスの割合
よりは多かった。米国人入植者が急増したメキ
シコ独立後の状況と違い、1809年の時点では、
テキサスには非スペイン臣民よりもスペイン臣
民のほうが多く流入していたことが分かる。
次に 77 人の申請者の出身地を見てみよう。

1803～1809 年の移住申請者のうち、32%はス
ペイン領出身者18、12%は米国出身者、6%はル
イジアナ出身者、50%は米国・ルイジアナ・スペ
イン領以外の地域、つまりカナダやヨーロッパ
諸国出身者であった。これを 1793年レビジャ

17レビジャヒヘド人口調査において民族・出身地・職業
その他の情報が詳細にわたって記されていたのは世帯主男
性のみであった。また、77 人の移住申請者もほぼ世帯主男
性であった。したがってレビジャヒヘド人口調査について
は、世帯主男性のみを集計対象とした。

18ここでいうスペイン領出身者とはルイジアナ以外のス
ペイン領生まれの者、つまり主にスペイン本国またはヌエ
バ・エスパーニャ副王領生まれの者で、移住申請前はルイ
ジアナに住んでいた者をいう。また、中にはテキサス生ま
れ・テキサス育ちの者でテキサス内部のある町から別の町
へと移住申請した者も含まれる。
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表 1 1793年レビジャヒヘド人口調査と 1803～1809年個人移住申請者 77人のプロファイルの比較

出身地
非スペイ
ン臣民

スペイン
領

米国 ルイジア
ナ

米国・ルイ
ジアナ・ス
ペイン領
以外

非牧畜業
従事者

1793年レビジャヒ
ヘド人口調査 注 1)

サン・アントニオ 1% 99% 0% 0% 1% 15%
ナコドーチス 12% 70% 0% 23% 7% 14%
バイユー・ピエール 75% 31% 0% 26% 43% 15%

1803～1810年テキ
サス移住申請者

第 I～III期 17% 32% 12% 6% 50% 52%
第 I期 0% 23% 15% 8% 54% 57%
第 II期 21% 28% 29% 0% 43% 60%
第 III期 31% 43% 0% 7% 50% 40%

出典) レビジャヒヘド人口調査については、Padrón de las almas, San Antonio, 31 de diciembre de 1793; Padrón de las
almas, Nacogdoches, 31 de diciembre de 1793, BA に基づき筆者が作成した。また、1803～1810 年テキサス移住申請者
の集計結果については、abril de 1803 – agosto de1810, BA の中から、必要な情報のみを抽出し、筆者が作成した。紙幅
の関係上、それらの一次史料についての引用は省略するが、詳しくは拙稿「スペイン植民地支配末期のテキサス境界地域
(1790～1810 年)―ルイジアナ住民受入政策を中心に」東京大学提出博士論文、2017年、247～296 頁を参照のこと。

注 1)この人口調査における各項目の集計は、世帯主男性のみを対象とした。

ヒヘド人口調査のナコドーチスとバイユー・ピ
エールの値と比較すると、77人の申請者におけ
るスペイン領出身者の割合はナコドーチスより
少ないもののバイユー・ピエールの割合と類似
している。米国出身者の割合は 1793年の 2地
域と比べ増加した。ルイジアナ出身者は、1793

年の 2地域よりも大幅に少ない一方、カナダや
ヨーロッパ諸国出身者はバイユー・ピエールの
割合よりも増加し半分になった。

77人の申請者を時期別に見た場合、スペイン
領出身者は、第 I期 23%、第 II期 28%、第 III期
43%と時代を経るごとに増加した。米国出身者
は第 I期 15%、第 II期 29%と 2つの時期にか
けて微増であったが第 III期には 0%であった。
ルイジアナ出身者は第 I期 8%、第 II期 0%、第
III期 7%であった。カナダおよびヨーロッパ出
身者は第 I期 54%、第 II期 43%、第 III期 50%

であり、第 II期はわずかに減少したものの、3

期にわたり一貫して多かった。

最後に 77 人の申請者の職業を見てみると、
52%もの者が非牧畜業従事者であった。これを
時期別に見ると、第 I期は 57%、第 II期は 60%、
第 III 期は 40%であった。第 III 期は減少に転
じたものの、第 I～II期は半分以上の者が非牧
畜業従事者であった。この割合を 1793年レビ
ジャヒヘド人口調査と比較すると、77 人の申
請者における非牧畜業従事者の割合が有意に高
かったことが分かる。
以上の検討から、77人の申請者に関しては次

の特徴を指摘することができる。第 1に、ルイ
ジアナ住民受入制度を開始したことにより、テ
キサスの民族的多様性が増す兆しがみられた。
移住申請者の中には、1793年の時点でテキサス
3地域の住民にはみられなかった米国出身者が
含まれていた。
第 2に、77人の申請者に占めるルイジアナ出

身者の割合は予想以上に少ない一方、カナダや
ヨーロッパ諸国出身者が半数以上を占めた。カ
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ナダやヨーロッパ出身者は、テキサスへの移住
を申請する前はルイジアナに住んでいたと思わ
れる。これは裏を返すのであれば、当時のルイ
ジアナ社会がいかに民族的に多様であったかを
物語っている。
第 3に、77人の申請者のうち半数以上は軍人

や商人、大工、鍛冶屋といった非牧畜業従事者
であった。つまり技術・技能を持つ、資産を持
つなどする移住申請者が多い傾向がみられたの
である。当時ルイジアナからテキサスに家族を
帯同して移住するためには、最低限の資金が必
要であったことから、比較的資源のある者が移
住申請したと思われる。
次に、77人の移住申請者のみに焦点をあて、

申請結果と彼らの特徴を詳しく見てみよう。ま
ず、移住申請の結果を見てみたい。ネメシオ・
サルセド総司令官が下した移住の可否について
の決定に着目した場合、77人は以下の 3つのグ
ループに分けることができる。

(a)申請が許可された者
(b)申請が不許可であった者
(c)結果が不明の者 (結果を判別する手がか
　りとなる情報が残っていない者)

これらの 3グループに属する申請者の数を時
期別に分けたのが、表 2である。

表 2 申請結果別各時代の申請者数

(a)許可 (b)不許可 (c)不明

第 I期 24 0 3

第 II期 12 3 6

第 III期 14 8 7

合計 50 11 16

出典) abril de 1803 – agosto de 1810, BA の中から、必
要な情報のみを抽出し、筆者が作成した。詳しくは拙稿
（博士論文）、247～296 頁を参照のこと。

表 2から分かる通り、3グループの中では移
住許可を得た者が最も多く、申請結果が不明の
者と不許可の者がそのあとに続いた。結果が不
明の者は、不許可であった可能性が高い。しか
しそれを明確に断定する史料が無い以上、ここ
では「結果不明」として記す。
はじめに、第 1の特徴としては、第 I期につ

いては申請者全員が移住許可を得た点が指摘で
きる。この時期は、ルイジアナ住民受入制度の
方針が具体的に決定した初期にあたるため、お
そらくこのような結果になったのであろう。
第 2の特徴は、不許可の者と不明の者が、第

II期、第 III期と時代を経るごとに増加してい
る点である。これは、1809年にルイジアナ住民
受入制度が中止された状況を反映してのことと
考えられる。
次に、77 人のプロファイルを申請結果別に

集計し (表 3)、許可が得やすかった者と得にく
かった者の特徴を検討する。
表 3から分かる通り、最初に指摘しなければ

ならないのは、項目 7つのうち多くの項目が明
らかになっている者、つまりサルセド総司令官
の要求に応じて正しく申請書類を作成している
者のほうが、そうでない者よりも移住許可を得
やすかった点である。
次に各項目の特徴を明らかにしてみたい。
国籍については、記載無しの者をどう判断す

るかによっても判断が左右される。記載無しの
者の申請結果を見ると、(a)～(c)それぞれの割
合は、非スペイン臣民よりもスペイン臣民の結
果が類似していることが分かる。また、国籍の
記載が無い者で移住許可を得た者は 62%であ
り、許可を得やすい者たちであったことが分か
る。ここから推測して、記載の無い者もスペイ
ン臣民であった可能性が高い。記載の無い者も
含めてスペイン臣民と非スペイン臣民とを比較
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表 3 申請者 77人のプロファイル (申請結果別)

申請結果 合計
(a)許可 (50人) (b)不許可 (11人) (c)結果不明 (16人)

国籍
スペイン臣民 24 (69%) 2 ( 6%) 9 (25%) 35人 (100%)
非スペイン臣民 4 (57%) 3 (43%) 0 ( 0%) 7人 (100%)
記載無し 22 (63%) 6 (17%) 7 (20%) 35人 (100%)

宗教
カトリック教 27 (73%) 1 ( 3%) 9 (24%) 37人 (100%)
非カトリック教 0 ( 0%) 2 (100%) 0 ( 0%) 2人 (100%)
記載無し 23 (61%) 8 (21%) 7 (18%) 38人 (100%)

性別
男性 48 (64%) 11 (15%) 16 (21%) 75人 (100%)
女性 2 (100%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 2人 (100%)

年齢
20～39歳 8 (100%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 8人 (100%)
40歳以上 4 (100%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 4人 (100%)
記載無し 38 (58%) 11 (17%) 16 (25%) 65人 (100%)

既婚 /
独身

既婚 22 (81%) 0 ( 0%) 5 (19%) 27人 (100%)
独身 4 (80%) 1 (20%) 0 ( 0%) 5人 (100%)
記載無し 24 (53%) 10 (22%) 11 (25%) 45人 (100%)

出身地

スペイン本国・スペイ
ン領

6 (55%) 0 ( 0%) 5 (45%) 11人 (100%)

ルイジアナ 2 (100%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 2人 (100%)
非スペイン領 15注 1)(71%) 1注 2)(5%) 5注 3)(24%) 21人 (100%)
記載無し 27 (63%) 10 (23%) 6 (14%) 43人 (100%)

職業
非牧畜業従事者 (商人、
軍人、大工等)

13 (87%) 0 ( 0%) 2 (13%) 15人 (100%)

牧畜業従事者 (ラブラ
ドール (labrador)注 4)、
使用人等)

10 (72%) 1 ( 7%) 3 (21%) 14人 (100%)

記載無し 27 (56%) 10 (21%) 11 (23%) 48人 (100%)
出典) abril de 1803 – agosto de 1810, BA の中から、必要な情報のみを抽出し、筆者が作成した。詳しくは拙稿（博士
論文）、247～296 頁を参照のこと。
注 1)フランス出身者 4 人、米国出身者 4 人、アイルランド出身者 2 人、イタリア出身者 2 人、ドイツ出身者 1 人、
カナダ出身者 1 人、イギリス出身者 1 人であった。
注 2)ドイツ出身者であった。
注 3)アイルランド出身者 3 人、フランス出身者 1 人、カナダ出身者 1 人であった。
注 4)ラブラドールは一般には、「自作農」や「農場主」と訳される。しかしながら、牛や馬、その他の動物が豊富に
いたテキサスにおいては、農業ではなく牧畜が中心の社会であることから、牧畜業従事者と考えられる。

した場合、スペイン臣民の方が移住許可を得や
すかったと言える。
宗教についても、国籍と同様の理由から、お

そらく記載の無い申請者の多くはカトリック教
徒であった可能性が高い。カトリック教徒と明
確に記されている者も、記載無しの者も、移住

許可を得た者は 50%を上回っている。一方、非
カトリック教徒と明確に記されている者は、2

人ともに不許可であった。ここから、カトリッ
ク教徒の方が非カトリック教徒と比べて移住許
可を得やすかったと言える。
性別については、女性の申請者は 2人でのみ
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であり、サンプル数が少なすぎるため、傾向は
つかめない。
年齢については、年齢が史料から明確に分かる

者は、確実に移住許可を得ていたことが分かる。
既婚/独身については、記載の無い者に関する

判断は難しい。しかし、既婚者と独身の者は、
どちらも約 80%もの申請者が移住許可を得てい
る。ここから判断して、既婚であるか否かは、
移住の可否を決めるうえで優先順位の高い判断
材料ではなかったようである。
出身地についても記載の無い者に関する判断

は難しい。スペイン本国またはスペイン領、ル
イジアナ、非スペイン領の 3地域のいずれかの
地域出身であることが明確に記されている者は、
どの地域であっても 50%以上の者が移住許可を
得ており、移住許可を得やすい傾向がみられた。
特に驚くのは、非スペイン領出身者の申請結果
である。彼らの多くはスペイン臣民ではないた
め、申請が認められない者のほうが多いと予想
されるが、それに反して 70%以上の者が移住許
可を得ている。反対に、スペイン本国またはス
ペイン領出身者で移住が許可されたのは約 54%

と、非スペイン領出身者に比べて許可を得た者
の割合が意外と少ない。つまり、出身地につい
てもスペイン領出身か否か、という点は、既婚/
独身と同様、移住の可否を判断するうで優先順
位が高いものではなかった。
最後に職業についてであるが、記載の無い者

は、職業が明確に記されている者と比べた場合、
許可を得た者が全体に占める割合が少なく (約
56%)、さらに、不許可の者 (約 20%)と結果が
不明の者 (約 22%)が比較的多かったことが分
かる。また、非牧畜業従事者と牧畜業従事者の
申請者の結果と比べた場合、どちらかというと
牧畜業従事者の申請者の結果に類似しているこ
とが分かる。ここから判断して、職業の記載が

無い者の多くは牧畜業従事者であるか、または
定職が無い者であった可能性が高い。これも踏
まえて非牧畜業従事者と牧畜業従事者の者を比
べた場合、どちらも 70%以上と高い確立で移住
許可を得たが、非牧畜業従事者の方が若干では
あるが牧畜業従事者の者よりも移住許可を得や
すかったと言える。
つまり、非牧畜業従事者か否かという職種も、

移住の可否を判断するうえで決定的な判断材料
ではなかったようだ。それよりは、具体的な検
討は別稿に譲るものの、テキサスに定住するこ
とが可能な職業を持っているか、それとも特定
の職業は持たない流れ者なのか、という要素の
ほうが、移住の可否を判断するうえで重要だっ
たようである。
以上の検討を踏まえた結果、移住許可を得や

すかった者は、次のような特徴を持っていたと
思われる。

1. 個人のプロファイルが具体的であり、正し
い申請書を作成した者

2. カトリック教徒
3. スペイン臣民
4. 定職を持つ者 (牧畜業従事者よりは非牧畜
業従事者が好まれる)

これらの特徴を兼ね備えた申請者は、テキサ
スに定住し、子孫を繁栄させ、非常時にはスペ
インを守るための戦力となり、社会の発展に寄
与することが期待できた。そのため、移住許可
を得やすかったと思われる。
一方、移住許可が得られにくかった申請者は、

以下のような特徴を持っていたようだ。

1. 個人のプロファイルに不明確な点が多い申
請者

2. 非カトリック教徒
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3. 非スペイン臣民
4. 定職を持たない者

これらの特徴を持つ者は、ネメシオ・サルセ
ド総司令官やテキサス総督から、スペイン領の
発展と防衛に貢献するとは見做されなかった。
その結果、移住申請は認められない傾向がみら
れた。

6. 3つの移住希望先と移住申請者の特徴
先ほど、中央政府と地方政府の間には、ルイ

ジアナ住民受入制度やテキサス東部をめぐり、
わだかまりが生じていたと指摘した。このわだ
かまりは、年を経るにつれ深刻になり、1808年
にスペインで独立戦争が始まった直後、最高潮
に達した。しかしこの間、両者間で意見が一致
することもあった。そのひとつが、西部と東部
の間に新しい町を建設することであった。ネメ
シオ・サルセド総司令官にとっては、東部で見
られる非スペイン領との交流をや密貿易を阻止
し、自己完結した社会を築くことが重要であっ
た。また、テキサス総督府の役人たちにとって
は、西部と東部の交流がより簡単になると同時
に、ルイジアナ住民により魅力的な条件を提案
し、さらに多くの移民を誘致することが重要で
あった。このような背景から、中央・地方両政
府は、西部と東部の間に町を新設することで合
意し、1805年末、トゥリニティー川周辺地域に
トリニダ・デ・サルセドを建設した19。
このようにルイジアナ住民制度を講じる中で

新たな町が出現したことから、本稿では、テキ
サスを 3つの地域に分ける。第一は西部サン・
アントニオやそれより南西の内地に位置する地
域、第二はテキサス西部と東部との中間に位置
するトリニダ・デ・サルセド、第三は境界地域で

19 Nemesio Salcedo a Antonio Cordero, 16 de diciembre
de 1805, BA.

ある東部ナコドーチスとその周辺地域、である。
これら 3つの地域それぞれに、どのような人

びとが移住を希望したのだろうか。申請者一人
一人の移住希望先を洗い出した結果、彼らは以
下 4つのグループに分けられることが判明した。

(a)西部サン・アントニオおよび内地への移住
希望者：サン・アントニオ、およびそれより
南西に位置する地域 (ラ・バイアやコアウイ
ラ地方、その他の北部諸地方)への移住を希
望した者。これに加え、移住申請書の中で、
移住先はネメシオ・サルセド司令官の指示に
従う、と述べた者も含まれる。
(b)トリニダ・デ・サルセドへの移住希望者。
(c)境界地域への移住希望者：ナコドーチス、
および航路で交易を営みやすいメキシコ湾に
面する地域 (以下サン・ベルナルド湾周辺地
域とする)への移住を希望した者。
(d) 移住希望先不明の者：本人の移住申請書
が残っておらず現存する情報から移住希望先
が特定できない者。

表 4 移住希望先別申請者数

移住希望先 申請者数

(a)西部サ
ン・アント
ニオおよび
内地

サン・アントニオ、ラ・
バイアのうちどちらか
一方、またはその両方

10

コアウイラ 2
18

上からの指示に従う 5
テキサス、コアウイラ
以外の内地

1

(b)トリニダ・デ・サルセド 12

ナコドーチス 12

(c)境界地域 サン・ベルナルド湾周
辺地域

7 19

(d)不明 28

出典) abril de 1803 – agosto de 1810, BA の中から、必
要な情報のみを抽出し、筆者が作成した。詳しくは拙稿
（博士論文）、247～296 頁を参照のこと。
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表 5 申請者 77人のプロファイル (移住希望先別)

(a)サン・アン
トニオや内地
(18人)

(b)トリニダ・
デ・サルセド
(12人)

(c) ナコドー
チス等の境界
社会 (19人)

(d) 不明　
(28人)

合計

スペイン臣民 14(40%) 4(11%) 7(20%) 10(29%) 35人 (100%)
国籍 非スペイン臣民 0(0%) 2(29%) 4(57%) 1(14%) 7人 (100%)

記載無し 4(11%) 6(17%) 8(23%) 17(49%) 35人 (100%)
カトリック教 14(38%) 4(11%) 10(27%) 9(24%) 37人 (100%)

宗教 非カトリック教 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2人 (100%)
記載無し 4(10%) 8(21%) 9(24%) 17(45%) 38人 (100%)

　性別 男性 18(24%) 11(15%) 18(24%) 28(37%) 75人 (100%)
女性 0(0%) 1(50%) 1(50%) 0(0%) 2人 (100%)
20～39歳 2(25%) 0(0%) 6(75%) 0(0%) 8人 (100%)

年齢 40歳以上 1(25%) 1(25%) 1(25%) 1(25%) 4人 (100%)
記載無し 15(23%) 11(17%) 12(18%) 27(42%) 65人 (100%)
既婚 10(37%) 5(18%) 8(30%) 4(15%) 27人 (100%)

既婚/独身 独身 1(20%) 0(0%) 2(40%) 2(40%) 5人 (100%)
記載無し 7(16%) 7(16%) 9(20%) 22(48%) 45人 (100%)
スペイン本国・
スペイン領 3(27%) 1(9%) 2(18%) 5(46%) 11人 (100%)

出身地 ルイジアナ 1(50%) 0(0%) 0(0%) 1(50%) 2人 (100%)
非スペイン領 8注 1)(38%) 2注 2)(10%) 8注 3)(38%) 3注 4)(14%) 21人 (100%)
記載無し 6(14%) 9(21%) 9(21%) 19(44%) 43人 (100%)
非牧畜業従事者 4(27%) 2(13%) 4(27%) 5(33%) 15人 (100%)

職業 牧畜業従事者 4(29%) 1(7%) 8(57%) 1(7%) 14人 (100%)
記載無し 10(21%) 9(19%) 7(15%) 22(45%) 48人 (100%)

出典)拙稿（博士論文）152～173 頁で引用されているベア・アーカイヴスの一次史料をもとに筆者が作成した。
注 1)カナダ出身者、アイルランド出身者、米国出身者 (各 2 人)、フランス出身者、ドイツ出身者 (各 1 人)。
注 2)フランス出身者と米国出身者各 1 人。
注 3)アイルランド出身者、フランス出身者 (各 2 人)、イギリス出身者、米国出身者、イタリア出身者、ドイツ出身者 (各
1 人)。
注 4)アイルランド出身者、フランス出身者、イタリア出身者各 1 人。

77 人の申請者を上記した 4 つの集団に分け
て集計した結果が、表 4である。
表 4からわかるように、申請者の中では、(d)

移住希望先が不明の者が 28人と最も多かった
が、次いで多かったのは、(c)境界社会移住希望
者 (19人)と (a)サン・アントニオおよび内地移
住希望者 (18人)であった。第 II期新しく作ら
れた (b)トリニダ・デ・サルセドへの移住を希
望した者は、12人と最も少なかった。これは、
第 I期にはトリニダ・デ・サルセドに移住する

オプションが無かったためである。
次に、表 5は、申請者のプロファイルを移住

希望先別に集計したものである。
表 5から浮かび上がる最も顕著な特徴は、7

つの項目すべてにおいて、「記載無し」で移住希
望先も不明の者が最も多い点である。サンプル
数が少なすぎるため、移住希望先別に分けた場
合、申請者 77人の特徴を判断することは難し
い。しかし以下では、表 5から明らかになる点
のみ検討する。
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表 5の国籍については、先ほど表 3で検討し
たように、「記載無し」の者はおそらくスペイン
臣民である。しかしながら、確実にスペイン臣
民であるとは断言できないため、これらの者は
除き、スペイン臣民か否かが明確な者のみを見
てみよう。
スペイン臣民の場合、移住希望先が不明の者

(28%) を除くと、(a) サン・アントニオおよび
内地への移住を希望した者が全体の 40%を占
め、最も多かった。次に多かったのは (b)トリ
ニダ・デ・サルセドへの移住希望者 (11%)であ
り、(c)境界地域への移住希望者 (2%)が最も少
なかった。
非スペイン臣民の場合、(d)移住希望先が不

明の者 (14%)を除くと、(c)境界地域への移住
希望者 (57%)が最も多かった。次いで (b)トリ
ニダ・デ・サルセド (28%)が多く、(a)サン・ア
ントニオおよび内地への移住を希望した者は皆
無であった。
ここから、スペイン臣民はより内地への移住

を、反対に非スペイン臣民はより境界地域への
移住を希望する傾向にあったことが分かる。言
い換えるならば、テキサスで安定した生活を望
む謹厳実直なスペイン臣民は西に向かう一方、
非スペイン臣民で財力・商才を持ち、密貿易を
するなどして一攫千金を狙う者はよりルイジア
ナに近い地域を目指したと推測できる。
宗教については、国籍と同様、「記載なし」の

者はカトリック教徒であると思われる。しかし
ながら、これらの者は除き、カトリック教徒か
否かが明確な申請者のみに焦点を当てよう。
このうち、カトリック教徒で移住希望先が不明

の者 (24%)を除くと、最も多かったのは、(a)サ
ン・アントニオおよび内地移住希望者 (約 37%)

であった。次に多かったのが (c) 境界地域 (約
27%)で、(b)トリニダ・デ・サルセドは約 10%

であった。非カトリック教徒の 2人は、両者と
もに移住希望先が不明であった。
つまり、カトリック教徒は、非カトリック教

徒とは違い、申請が許可されることを願ってか、
移住希望先を明確にする傾向がみられた。移住
希望先では、(a) サン・アントニオおよび内地
希望者が最も多いが、(c)境界地域と (b)トリニ
ダ・デ・サルセドにも一定数のカトリック教徒
申請者がみられ、宗教と移住希望先に関しては、
特に目立った関係性はみられなかった。
次に、サンプル数は少ないが、出身地を見て

みたい。比較的数が多いスペイン本国およびス
ペイン領出身者と非スペイン領出身者に焦点を
当てた場合、両者とも 3地域のそれぞれに希望
した者が比較的満遍なくいたことが分かる。先
ほど検討したことからも明らかなように、国籍
を見た場合、スペイン臣民はサン・アントニオ
および内地に、非スペイン臣民はよりルイジア
ナに近い地域に移住を希望する傾向がみられた。
しかし、出身地と移住希望先の間には相関関係
がみられなかった点は興味深い。

おわりに
本稿では、ベア・アーカイヴスに収められて

いる個別の移住申請者 77人のプロファイルを
項目別に集計し、テキサス移住申請者の特徴を
明らかにした。77人の申請者は歴史上「無名」
の人びとではあったが、本格的に米国人入植者
受入制度が始まる 1821年以前、テキサスにど
のような人びとが興味を抱いたのかを明らかに
する上で重要である。というのも、これらのテ
キサス移住申請者の多くは、メキシコ独立戦争
による内乱で一端テキサスを離れるものの20、

20拙稿「植民地時代末期テハスにおける独立運動―グティ
エレスの反乱を中心に (1812-1813年)」『ラテンアメリカ研
究年報』No.32、2012 年、153 頁。
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オースティンによる入植者斡旋事業が始まった
1821年以降、再度テキサスに戻ったと思われる
からである。つまり、これらの 77人の事例か
ら、1821年以降のテキサスへの入植者の特徴を
も部分的にではあるが、うかがい知ることがで
きると言えよう。
本稿ではまず、10種類の情報から申請者の特

徴を数値化し、1793年レビジャヒヘド人口調査
と比較した。そして 77人の申請者には、出身
地と非牧畜業従事者率の 2点で特徴が見られる
ことが分かった。
出身地に関しては、米国出身者の増加が最も

顕著な変化であった。1793 年の人口調査にお
いて米国出身者は皆無であった。これに対し、
1803年のルイジアナ住民受入制度開始以降、米
国出身者の値は申請者全体の 10%以上を占める
までに増加した。一方、移住申請者 77人にお
けるルイジアナ出身者率は、1793年のナコドー
チスとバイユー・ピエールの数値よりもずっと
少なかった。カナダ・ヨーロッパ諸国出身者率
は、ほぼ 1793年のバイユー・ピエールの値に
匹敵した。
以上のことから、テキサスにおいては、ルイ

ジアナ購入の年である 1803年前後をさかいに、
一般の米国人流入者が増え始めたと言うことが
できる。
申請者の職業に関しては、非牧畜業従事者が

非常に多い点が顕著な特徴であった。1793年人
口調査では全ての地域において 15%を下回った
のに対し、77人の申請者においては半分以上の
者が該当した。軍人や商人のように社会的地位
が高い申請者や、大工、測量士などのように技
術を持つ申請者が、牧畜業従事者よりも多かっ
たのである。
次に、77人を申請結果に基づいて移住許可を

得た者、不許可であった者、結果不明の者、の 3

つに分けたうえで、彼らのプロファイルを項目
別に集計した。その結果、申請者のプロファイ
ルが具体的に記載された申請書を作成した者、
スペイン臣民の者、カトリック教徒の者、定職
に就く者が、そうでない者よりも移住許可を得
やすかったことが分かった。
さらに本稿では、77 人をそれぞれの移住希

望先に従ってサン・アントニオおよび内地希望
者、中部トリニダ・デ・サルセド希望者、境界
地域希望者、の 3つに分けた上で、それぞれの
集団の特徴を検討した。移住希望先でグループ
分けした場合、全ての項目において記載が無く、
かつ移住希望先不明の者がとても多かった。し
たがってサンプル数が少ないことが難点である
が、次の 2点は明らかとなった。第一に、スペ
イン臣民の申請者は、よりルイジアナに近い地
域よりもサン・アントニオや内地への移住を希
望し、逆に非スペイン臣民の申請者は境界地域
やトリニダ・デ・サルセドへの移住を希望する
傾向にあった。第二に、カトリック教徒である
ことを明言しなかった者は、トリニダ・デ・サ
ルセドや境界地域を希望する傾向がみられた。
この申請者たちの特徴が何を意味しているの

か。そしてこの 77人は具体的にどのような人
びとであったのか。これらの詳細については別
稿で論じる必要があるが、ここで簡潔にまとめ
ておきたい。先ほど述べた通り、当時のテキサ
スでは、馬や毛皮を交易品とする密貿易が主な
経済活動であった。なぜならば、植民地支配末
期であった当時、テキサスに隣接するルイジア
ナの統治権は、スペインからフランス、そして
米国へと移る時期であり、スペイン植民地政府
当局のテキサス―ルイジアナ国境管理体制は確
立されていなかったからである。つまり、当時
のテキサスの国境は穴だらけであり、資本を持
つ者にとっては密貿易という経済機会に恵まれ
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魅力的な境界地域であった。
このような状況の中テキサスが始めたルイジ

アナ住民受入制度は、資本を持つルイジアナ住
民にとっては、テキサスで活動するための絶好
の機会となった。77人の申請者のうち、スペイ
ン臣民ではなく、カトリック教徒であることを
公表しなかった非牧畜業従事者たちは、この制
度を利用してテキサスに入り、密貿易など何ら
かの活動を行う目的であったものと思われ、サ
ン・アントニオや内地ではなく、よりルイジア
ナに近い地域（トリニダ・デ・サルセドやナコ
ドーチス）への移住を希望したと思われる。
結果的に、ルイジアナ住民受入制度は、テキ

サスの人口増加という官僚たちの望み通りには
進まなかった。77人の申請者の中には、密貿易
などに従事せず、スペイン領での生活を望んだ
ものもいたが、その一方で、穴だらけの国境管
理体制とルイジアナ住民受入制度を利用し、密
貿易などを行う者も存在したのである。 □■


