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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希望者たちと植民地官僚

（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、スペイン領テキサスにおいてルイ

ジアナ住民受入制度が実施された 1803年から
1810年までに、同制度を使いテキサスへの移住
申請をした者たちのライフストーリーを明らか

にする。また、この制度を施行するにあたり、

植民地官僚がどのような入国管理を行なったの

かを検討する。

筆者は『ラテンアメリカ・カリブ研究』第 26
号において、ルイジアナ住民受入制度のあらま

しと、実際に移住申請をした 77人の人口動態
を論じた1。そして、この制度が始まった 1803
年（ルイジアナ購入と同年）以降、スペイン領

テキサスには、米国出身者や非牧畜業従事者と

いったように、それまではあまり見られなかっ

た新たなタイプの移民が増加した点を明らかに

した。同時に、スペイン臣民の申請者はより西

の地域（サン・アントニオ San Antonioやコア
ウイラ Coahuila方面）への移住を望む一方、非
スペイン臣民はより東（トリニダード・デ・サ

1拙稿「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）」
『ラテンアメリカ・カリブ研究』第 26 号、2019 年、1-17
頁。

ルセド Trinidad de Salcedoや境界地域ナコドー
チス Nacogdoches）への移住を望む傾向が見ら
れた点も明らかにした。しかしながら、これら

の申請者がテキサスへの移住を希望した目的や

移住申請中・申請後の行動、そして彼らを受け

入れるにあたり現地官僚が取った一連の対応に

ついては、具体的に論じることが出来なかった。

この欠点を補うのが本稿である。

以下では、ルイジアナ住民受入制度が実施され

た時期を第 I期（1803-1804年）、第 II期（1805-
1807年）、第 III期（1808-1810年）の 3つに分
ける。第 I期は、テキサス総督府 (Gobierno de
Texas)においてルイジアナ住民受入制度が発案
され、受け入れるべき申請者たちの条件が具体

的に決定され、実施されるまでの初期にあたる。

1803年のルイジアナ購入以降、スペインと米国
の間ではテキサス―ルイジアナ境界線画定問題

が浮上し、緊張が高まった。第 II期は中期にあ
たり、1805年にはサン・アントニオとナコドー
チスの間にトリニダード・デ・サルセドという

新しい町が作られた。また、スペインと米国の

間ではルイジアナ中立地協定（Neutral Ground
Agreement、1806年）が結ばれ、境界線画定問
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題が一旦解決したことで、スペイン―米国間の

緊張関係が緩和した。第 III期はルイジアナ住
民受入制度末期である。1808 年にはマドリー
ド蜂起がおこり、ヌエバ・エスパーニャはスペ

インの後ろ盾を失ったため、フランスのみなら

ず米国からも侵略を受ける可能性が高まった。

テキサスを取り巻く国際環境はこの時期一気に

緊迫したのである。

以下では、上記した 3期それぞれにおいて、移
住申請者の具体的な事例と、移民受け入れに対

する現地官僚たちの姿勢および入国管理体制を

検討する。その際、ベア・アーカイヴス（Bexar
Archives、テキサス大学オースティン校所蔵）に
収められている個人移住申請者の史料を参照す

る。77人のテキサス移住申請者の中には、情報
量が少ない者が多く含まれている。これらの申

請者については、史料が無い以上、詳しく検討

することができない。本稿では、情報量が比較

的多い移住申請者のみに焦点を当てることとす

る。なお、当時のテキサス地方の統治体制やル

イジアナ住民受入制度のあらまし、テキサス移

住申請にまつわる一連のプロセス、77人の申請
者に関する史料の種類、申請者の特徴（国籍・

宗教・年齢・職業等）については、本雑誌前号2

を参照されたい。

1. 第 I期の移住申請者と植民地官僚の対応
第 I 期はルイジアナ住民受入制度初期にあ

たり、1803 年のルイジアナ購入によりスペイ
ン―米国間で境界線画定問題が浮上し始めた時

期である。初期にサン・アントニオへの移住を

希望した者の中では、フランシスコ・チャブス

（Francisco Chabus）3の事例が興味深い。なぜな

2 Ibid.
3本稿で取り上げる申請者の名前は、全てスペイン語読

みで表記する。

ら、史料から本人のライフストーリーが比較的

詳細に分かるのみならず、ルイジアナ住民受入

制度に対する中央政府（チワワ）と地方政府（テ

キサス）の態度も分かるからである4。

チャブスは 1803年 9月、ルイジアナがアメ
リカ領になるとの理由から、スペイン領での生

活を望み、ナコドーチスのホセ・ホアキン・デ・

ウガルテ（José Joaquín de Ugarte）司令官に対
し、サン・アントニオへの移住を申請した。チャ

ブス本人が作成した移住申請書に基づくと、出

身地は明らかではないが、17年前にスペイン臣
民となり、ルイジアナとテキサスの両方に居住

した経験があった。カトリック教徒であり、妻、

子ども 1人、奴隷 4人（男性 2人、女性 2人）、
何頭かの牛とともにテキサスに移住することを

希望した5。また彼は、移住するにあたり交易品

を持ち込みたいと述べた6。チャブスの身元保

証書は、当時ナキトシュ（Natchitoches）に残っ
ていたスペイン駐屯軍の司令官フェリックス・

トゥルデウ（Felix Trudeaux）が作成した7。

ナコドーチスからこの知らせを受けたテキサ

ス総督フアン・バウティスタ・エルゲサバル（Juan
Bautista Elguezábal）は、チャブスが交易品を
持ち込もうとしている点を問題視した。なぜな

ら当時、テキサス―ルイジアナ間では密輸が盛

んであったが、チワワ在住でヌエバ・エスパー

4本稿でいう「中央」とはチワワの内陸諸地方総司令官
府（Comandancia General de las Provincias Internas。当該
時代の総司令官 Comandante General はネメシオ・サルセ
ド Nemesio Salcedo）を指し、「地方」というのは当時その
管轄下にあったテキサス地方やコアウイラ地方、ヌエボ・
サンタンデル地方等を指す。

5 Francisco Chabus, 30 de septiembre de 1803: Francisco
Chabus to José Joaquín de Ugarte, April 4, 1804, Bexar
Archives Online Translations (以下 BAOT), 2015 年 1 月
15 日取得, http://www.cah.utexas.edu/projects/bexar/index.
php.

6 Francisco Chabus, 21 de septiembre de 1803; 30 de sep-
tiembre de 1803, Bexar Archives (以下 BA, University of
Texas at Austin).

7 Felix Trudeaux, 21 de septiembre de 1803, BA.
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ニャ北部諸地域を統轄していたネメシオ・サル

セド総司令官は、テキサスにおける密輸活動を

敵視しており、ルイジアナ住民受入制度におい

ても、移民が交易品を持ち込むことを禁じたか

らである。エルゲサバル総督は、サルセド総司

令官に対し、交易品を持ち込みたいとするチャ

ブスへの適切な対応を指示するよう求めた8。

サルセド総司令官は、チャブスの移住希望先

であるサン・アントニオではなく、さらに内地

に位置するコアウイラへの移住を許可した。た

だし、移民が交易品を持ち込むことは許されて

いない点と、一度テキサスに移住した者たちは、

そのあといかなる理由であれルイジアナに戻る

ことはできず、ルイジアナ住民と連絡を取るこ

とも一切許されない点を強調して伝えた9。

この知らせを受け取ったウガルテは、サルセ

ド総司令官が述べた条件を満たすことができる

場合のみコアウイラへの移住が認められる、と

チャブスに伝えた10。その後チャブスは、移住

にあたっての条件を交渉すべく、ウガルテに再

度手紙を送った。家族や奴隷、家畜とともに一

度で長距離を移動することは不可能である。そ

のため、チャブスのみ一旦現地に赴き、移住先

として適切な場所を探した後、当時住んでいた

ルイジアナのナキトシュに戻り、家族・奴隷を

帯同してテキサスに移住したい、と述べたので

ある11。

エルゲサバル総督は、これを許可しなかった。

なぜならば彼は、チャブスが単身でテキサスに

移動する際、密輸をすることを恐れたからであ

8 Juan Bautista Elguezábal a Nemesio Salcedo, 6 de oc-
tubre de 1803, BA.

9 Nemesio Salcedo a Juan Bautista Elguezábal, 21 de
noviembre de 1803, BA.

10 José Joaquín de Ugarte a Juan Bautista Elguezábal, 4 de
febrero de 1804, BA.

11 Francisco Chabus to José Joaquín de Ugarte, April 4,
1804, BAOT, 2015年 1月 15日取得, http://www.cah.utexas.
edu/projects/bexar/index.php.

る。テキサスに土地勘がある者であれば、なお

さら密輸の疑いは強まる。したがって、もし移

住を希望するのであれば、交易品は持ち込まず、

家族・奴隷・家畜とともに一度に移住を完了させ

るよう伝えた。移住先はコアウイラではなく、

サン・アントニオまたはその近隣としたのであ

る12。

チャブスの事例から明らかなように、中央の

サルセド総司令官やテキサス総督府の官僚たち

は、ルイジアナ住民受入制度が始まった当初か

ら、無造作に移民を受け入れていたのではない。

彼らは、ルイジアナからの住民の受け入れを厳

格に管理しようとしていた。そのため彼らは申

請者に対し、交易品を持ち込まない点や移住に

伴う移動が一度きりである点、ルイジアナの住

民とのやり取り禁止、といった注意点を伝えた

のであった。

官僚たちの移民管理に対する姿勢は、ギジェ

ルモ・ラバレ（Guillermo Labarre）の事例からも
うかがい知ることができる。ラバレは、ルイジ

アナからナコドーチスに 8年前に移住したが、
1803 年になるとサン・アントニオへの再移住
を申請した、いわば再移住申請者である。この

申請については、エルゲサバル総督がサルセド

総司令官に対し、彼の移住申請を受理した、と

簡潔に報告した書簡が現存している13。ただし、

ラバレが再移住を申請した目的は記されておら

ず、不明である。

チワワのサルセド総司令官は、ラバレが謹厳

実直なスペイン臣民としてテキサスで生活して

きたことを評価し、希望通りサン・アントニオ

への再移住を認めた。ただし、その際の条件と

12 José Joaquín de Ugarte to Juan Bautista Elguezábal, July
4, 1804, BAOT, 2015 年 1 月 15 日取得, http://www.cah.
utexas.edu/projects/bexar/index.php.

13 Juan Bautista Elguezábal a Nemesio Salcedo, 27 de abril
de 1803, BA.
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して次の点をエルゲサバル総督に強調して伝え

た。「移住するにあたり密輸をすることがない

よう、彼の所持品には細心の注意を払い、万が

一密輸品を所持していた場合、全てを没収する

こと。〈中略〉また、ナコドーチスでの仕事は辞

め、土地も売却した上でサン・アントニオに移住

しなければならない。移住後、いかなる理由で

あれナコドーチスに戻ることは許されない」14。

ラバレのような既にナコドーチスの住民で

あった再移住申請者にさえ、サルセド総司令官

が強い警戒心を持っていた点は注目に値する。

サルセド総司令官は、謹厳実直で密輸をする恐

れのない者の受け入れを望んでいた。そのため

彼は、申請者が現在の居住区における土地を売

り仕事を辞める点や、移住後はどんな理由であっ

てももとの土地に戻ることができない点を強調

したのである。

上記した 2人はサン・アントニオへの移住希
望者であったが、ルイジアナとの境界に位置す

るナコドーチスへの移住希望者も存在した。ル

イジアナ住民受入制度の方針は 1804年に固ま
り、それ以降、正式にナコドーチスへの移民受け

入れが禁じられることとなる。しかし 1803年
は制度の準備段階にあったため、第 I期申請者の
中には、チワワとテキサス総督府がナコドーチ

スに移住することに意味を見出す者が存在した

のである。その中の一人に、ホセ・ビダル（José
Vidal）がいる。
ビダルは、ルイジアナのスペイン駐屯地で勤務

していたことのある軍人であり、フィリップ・

ノーラン（Philip Nolan）の最後のテキサス遠
征15において、ノーランおよびアメリカ人の危

14 Nemesio Salcedo a Juan Bautista Elguezábal, 24 de
mayo de 1803, BA.

15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を中心に―」『境界
研究』第 4 号、2013 年、77-105 頁。

険性について警鐘を鳴らした人物である。移住

申請時、ビダルはナコドーチスのウガルテ司令

官に宛てた書簡で、アメリカの脅威に対する彼

の意見を開陳した。そして、テキサスへの移住

を希望していることを伝えた。

アメリカ人は閣下の領土に侵略しようとして

います。もしノーランの時のようにスペイン

軍がアメリカ人を捕えないのであれば、不幸

な結果をもたらします。アメリカ人はノーラ

ンと同じ交易をしますので、混乱が続くでしょ

う。アメリカはフランスからルイジアナを購

入する予定のため、メキシコは苦しい状況に

あります。もしアメリカ人がルイジアナとテ

キサスとを隔てる境界地域を支配することに

なれば、やがてはテキサスもアメリカのもの

になるでしょう。アメリカは、世界の中で最

も野心があり、不安定で、詭弁で、争いを好

む政府です。私は、14年もの間、彼らと接し
てまいりました。彼らの話を聞くことには嫌

気がさしているのです。私は、アメリカ人か

ら離れられる日を待ち望んでおります16。

以上から分かるように、ビダルはスペインに

有益な情報を提供する人物であり、ウガルテ司

令官は信頼を寄せていた。したがって、ウガル

テ司令官は、エルゲサバル総督に対して彼の申

請を許可することに異議は無いと伝えた17。エ

ルゲサバル総督も、ビダルをテキサスの安全保

障と発展に貢献する謹厳実直なスペイン臣民で

あると見做し、サルセド総司令官に推薦した18。

その後チワワのサルセド総司令官は、ビダルが

16 José Vidal a José Joaquín de Ugarte, 4 de octubre de
1803, BA.

17 José Joaquín de Ugarte a Juan Bautista Elguezábal, 21
de octubre de 1803, BA.

18 Juan Bautista Elguezábal a Nemesio Salcedo, 1 de
noviembre de 1803, BA.
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ナコドーチスに移住することを許可した。19。

このようにビダルは、軍事面でテキサスに貢

献する人物であったことから、チワワのサルセ

ド総司令官とテキサス総督府の官僚たちの間で

は意見の一致が見られ、ナコドーチスに住まわ

せるのに積極的な意味を見出した。このような

事例は、初期ナコドーチスへの移住を希望した

特権階級の申請者たちのみに見られた現象であ

り20、第 II期以降のナコドーチスへの移住希望
者の大半は、別の場所への移住が認められた。

この時期、ビダルの他にもナコドーチスへの

移住を希望した者は複数いたが、許可されない

者もいた。彼らは、サン・アントニオおよび内

地への移住を命ぜられた。その一例であるエド

ムンド・ノリス（Edmundo Norris、史料によっ
てはReymundo Norisとも表記）は、移住申請関
連文書のほかに、1803年から 1810年に行なわ
れた 5つの各種人口調査のうち 3つの調査21に

記録が残されている数少ない申請者である。ま

た彼は、ナコドーチスの司令官の意向に反して

そこに居住し続けると同時に、申請後実際にテ

キサスに移住した数少ない移民の一人でもあっ

たので、特筆に値する。

ノリスのライフストーリーについては、1810

19 Nemesio Salcedo a Juan Bautista Elguezábal, 10 de
noviembre de 1803, BA.

20この時代ビダル以外で、彼と同様特権階級に属し（主に軍
人）ナコドーチスへの移住が認められた者は 3人いた。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、2017
年、博士論文、157-159 頁。

21ここでいう 3 つの各種人口調査とは、① 1805 年サ
ビーン川東岸人口調査、② 1809 年フェルナンド 7 世忠
誠宣誓書、③ 1810 年ナコドーチス外国人調書である。史
料は上から順に Año 1805. Abitantes situadas a la p(ar)te
oriental del Rio de Sabinas. Padrón de las familias existentes
en dichas abitaciones formado por el teniente de cavalleria
Don José María Guadiana en consequencia de or(de)n de su
Com(andan)te Capitan Don Sebastián Rodríguez. José María
Guadiana a Sebastián Rodríguez, 30 de nobiembre de 1805,
BA ; Reymundo Noris, 18 de julio de 1809, BA; Expediente
de extranjeros, 8 de mayo de 1810, BA.なお一次史料に見ら
れる語彙のスペルミスはそのまま表記する。

年ナコドーチス外国人調書に詳しい記述が見ら

れる。これによると、ノリスは当時 54歳で、ア
メリカ合衆国メリーランド出身のカトリック教

徒であった。メリーランドでは、同じくカトリッ

ク教徒の女性と結婚し、子どもを 6人もうけた。
職業は牧場経営者（labrador）であり、土地を 2
つ所有し小麦を栽培していた。所有していた家

畜は、牛 99頭、豚 112頭、雄馬 10頭、雌馬 9
頭、種馬 1頭であった。彼がいつルイジアナに
移住したのかは定かではない。しかし公的にス

ペインへの忠誠を誓ったのは、14年前の 1796
年、当時ルイジアナ総督であったマヌエル・ガ

ヨソ（Manuel Gayoso）の下でのことであった。
その後、ノリス一家がルイジアナからナコドー

チスに移住したのは 7年前の 1803年であった。
米国ではなくスペイン領での生活を希望したた

めである22。

土地を 2つ所有していたことと、飼育してい
た動物の数から判断して、ノリスは 1810年当
時、ナコドーチスの住民の中でも恵まれた者の一

人であったと推測される。ただし、ノリスがナ

コドーチスに移住した年は 1803年ではなかっ
たようである。というのも、彼の移住申請が記

されている別の書簡は 1804年 10月23のもので

あり、さらには 1805年サビーン川東部人口調
査24に彼の名前が登録されている。ここから判

断して、1803年は、ノリス一家がバイユー・ピ
エール（Bayou Pierre）25に移住した年であり、

ナコドーチスに移住したのは 1805年以降のこ
とと思われる。

次にノリスの移住申請については、ウガルテ

22 Expediente de extranjeros, 8 de mayo de 1810, BA.
23 José Joaquín Ugarte a Juan Bautista Elguezábal, 4 de oc-

tubre de 1804, BA.
24 Año 1805. Abitantes situadas...., 30 de noviembre de

1805, BA.
25ナコドーチスよりもさらに東のルイジアナ近くに存在
した集落であり、1806 年からルイジアナ中立地となった。
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司令官がエルゲサバルに宛てた書簡が 1つ残さ
れている。この書簡の中で、ウガルテはエルゲ

サバルに対し、ノリスがナコドーチスに移住す

ることは認めないと本人に伝えたが、ノリスが

諦めずに何度も申請を繰り返したため、仕方な

くこの町への移住を認めた、と述べている。た

だし、この決定はウガルテ自身のものであり、

サルセド総司令官を通したものではなかったよ

うだ。これが原因であろうか、ウガルテはこの

書簡の最後で、ノリスに対する決定に問題があ

る場合は、彼への対応を指示するよう上申して

いる26。

この後、エルゲサバル総督がノリスへの対応

を指示した書簡を見つけることはできなかった。

しかし先述の通り、1809年フェルナンド 7世忠
誠宣誓書や 1810年ナコドーチス外国人調書と
いった史料が残っていることから、ノリスは移

住申請後、官僚たちの命令を無視してナコドー

チスに居住し続けたばかりでなく、正式にナコ

ドーチスの住民として受け入れられていたこと

が分かる。

ノリスと同様、ナコドーチスへの移住申請は

却下され、内地への移住を命ぜられたにも関わ

らずナコドーチスに住み続けた他の事例として、

ベルナルド・ギサルナ（Bernardo Guisarnat）が
挙げられる。ギサルナは 1804年ナコドーチス
への移住を申請したが、総司令官からは、そこ

ではなくサン・アントニオへの移住を認められ

た。しかし、これに満足しなかったギサルナは、

ウガルテに対して異議申し立てをした。ウガル

テは、テキサス総督に対して次のように報告し

ている。「私はギサルナに対し、サン・アントニ

オへの移住であれば許されると伝えました。し

かし私は彼を説得できません。彼は、家族を帯

26 José Joaquín Ugarte a Juan Bautista Elguezábal, 4 de oc-
tubre de 1804, BA.

同して陸路で長距離を移動することは不可能だ

と言っています。また、彼はこれまで謹厳実直

なスペイン臣民として生活してきており、隠す

べき事など一切ないことから、ナコドーチスへ

の移住が認められて然るべきであると主張して

譲らないのです」27。その後、エルゲサバル総督

はサルセド総司令官にギサルナの件を報告した

が、サルセド総司令官はそれを認めず、サン・

アントニオに移住するよう繰り返し強調した28。

ギサルナはこれに反してナコドーチスに居住し

続けたため、1806年になると内陸諸地方に移住
するよう、サルセド総司令官から再度命ぜられ

た29。その後の彼の顛末は不明である。

以上、第 I期の申請者として 5人の事例を検
討した。その結果、植民地官僚による入国管理

体制やテキサス移住申請者には、次の三つの特

徴が見られた。

第一の特徴としては、この制度が始まった当

初から官僚たちが厳格な入国管理を試みていた

点である。中央・地方両政府の官僚は、申請者

一人ひとりを審査し、適切な移民のみ受け入れ

ようとしていた。無作為に誰でも受け入れてい

たのではない。チワワの内陸諸地方総司令官府

とテキサス総督府の官僚たちにとっては、密輸

に従事しない謹厳実直な者たちが理想の申請者

だった。そのため、官僚たちは申請者に対し、

移住に伴う移動が 1回きりである点、移住前の
居住地における仕事は辞めるとともに土地は売

却する点、ルイジアナの知り合いとの連絡を移

住後は一切絶つ点、テキサス移住後はいかなる

理由があってもルイジアナに戻れない点、交易

27 José Joaquín Ugarte a Juan Bautista Elguezábal, 4 de
julio de 1804, BA.

28 José Joaquín Ugarte a Juan Bautista Elguezábal, 4 de
agosto de 1804, BA.

29 Nemesio Salcedo a Antonio Cordero, 14 de julio de
1806, BA.
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品を持ち込まない点を繰り返し強調した。

第二の特徴としては、密輸を憂慮する官僚た

ちが、密輸がはびこるナコドーチスへの移住に

積極的な意義を見出す申請者がいたことが指摘

できる。ビダルのような軍人の場合、官僚たち

はおそらく、移住後も密輸に従事すること無く

テキサスの防衛に貢献する人物であると判断し

たのであろう。したがって、境界地域ナコドー

チスへの移住が特別認められた。なお、このよ

うな事例は第 I期のナコドーチス移住希望者の
中でも特権階級の者のみに認められた特別な事

例であり、1804年以降はいかなる者もナコドー
チスへの移住は許されなかった。

第三の特徴としては、ビダルに加えてノリス

やギサルナのように、ナコドーチスへの移住や

居住に拘る申請者がいた点が挙げられる。彼ら

がナコドーチスに拘った理由は、おそらく密輸

に従事していたからであろう。実際、紙幅の関

係上詳細については割愛するが、この時期当局

からナコドーチスへの移住が許可され、1809年
になると密輸に従事していたことが明るみに出

た軍人の事例がある30。このように史料に残る

のは氷山の一角でしかないが、ナコドーチスに

拘った移住申請者や移民の多くは、密輸に従事

していたと思われる。

2. 第 II期の移住申請者と植民地官僚の対応
第 I期とは違う第 II期の大きな特徴は 2つあ

る。新たな町の建設と、テキサス移住希望者の

間で見られた「カラ申請」である。

まず、この時期西部サン・アントニオと東部

ナコドーチスの間にトリニダード・デ・サルセ

ドという新たな町が作られた。これにより、第

30この軍人はBernardo Martin Despallierである。Manuel
de Salcedo a Pedro López Prieto, 9 de mayo de 1809; Neme-
sio Salcedo a Manuel de Salcedo, 2 de febrero y 6 de marzo
de 1809.

II期になると、西部や東部よりもトリニダード・
デ・サルセドへの移住を希望する申請者が多く

出現した。チワワのサルセド総司令官とテキサ

ス総督府の官僚たちは、引き続きこれらの申請

者を審査することで、移民の入国管理とテキサ

スの防衛に努めた。

しかし、申請者の間では、厳格な移民管理を

しようとする官僚たちの隙を狙い、移住申請は

するものの実際テキサスには移住しない、つま

り「カラ申請」をする、という実態が次第に露

わとなった。彼らは移住申請を装いテキサスに

流入し、申請結果を待つ間、一時的な滞在資格

を利用して密輸をしていたものと思われる。こ

れらの者の多くは、たとえ移住許可が下りたと

しても、実際テキサスに移住することはなかっ

た。以下では、この「カラ申請」の実態と、これ

らの申請者に対する内陸諸地方総司令官府およ

びテキサス総督府それぞれの対応を検討する。

第 II期、サン・アントニオへの移住を申請し
た者の中で、史料からも明らかに「カラ申請」を

したことが分かる者は、ミゲル・クロ（Miguel
Cró）である。クロがテキサス東部に移住した
年は明らかではないが、ナコドーチスより東に

位置するサビーン川東岸のルイジアナ中立地に

一軒家を持ち、そこに家族と住んでいた。遅く

とも 1807年 3月の時点で、ナコドーチスの役
人や住民の間では、クロの家にテキサスから追

放された者や非スペイン臣民が数人滞在し密輸

をしている、と風聞されていた31。また、1809
年になるとクロは密輸の廉でナコドーチスの司

令官から取り調べを受けることになるが、この

調書に基づくと、彼は英語話者のスペイン臣民

であり、一切スペイン語を解しなかった32。

31 Francisco Viana, 6 de marzo de 1807; Francisco Viana a
Antonio Cordero, 14 de abril de 1807, BA.

32 Testimonio de las diligencias en que consta del estima-
cion del chalan de Miguel Cró, 27 a 30 de junio de 1809,
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クロは、1807年 7月サン・アントニオへの
移住を申請した。この申請は、テキサス総督に

とってもサルセド総司令官にとっても好都合で

あった。というのも、テキサス―ルイジアナ間

で密輸に従事している疑いのあるクロが移住し

た場合、サン・アントニオの総督や駐屯兵が彼

を直接監視することができるからである。した

がってサルセド総司令官は、彼の申請を許可し

た33。その後、サン・アントニオのアントニオ・

コルデロ（Antonio Cordero）総督は、ナコドー
チスのフランシスコ・ビアナ（Francisco Viana）
司令官に書簡を書き、クロに一軒家を売り、家

族と共にサン・アントニオに移住するよう伝え

よ、と述べた34。しかしクロは、希望通りサン・

アントニオへの移住許可を得たにもかかわらず、

移住せず、ルイジアナ中立地に住み続けた。

その後、1809年 6月になると、ナコドーチス
の駐屯兵は、クロが松の木でできた舟を所有し

ていることを発見した。彼はその舟に人を乗せ

てサビーン川を航行していたのである。当時ナ

コドーチス駐屯地の司令官であったホセ・デ・

グアディアナ（José de Guadiana）の調査による
と、この舟の大きさは、長さ約 6メートル、横
幅約 2.7メートル、高さ約 2.6メートルであり、
3つのオールと 1本の麻縄が付いていた。舟の
状態はとても良く、その価値は 70ペソであっ
た35。当時、テキサスは諸外国から侵略される

可能性が高まっていたため、ルイジアナ中立地

にこのような舟が存在することは、テキサス総

督府にとって好ましくなかった。したがってテ

キサス総督府とチワワの官僚たちは検討の末、

BA.
33 Antonio Cordero a Francisco Viana, 1 de julio de 1807,

BA.
34 Antonio Cordero a Francisco Viana, 12 de julio de 1807,

BA; Cordero a Viana, 12 de julio de 1807, BA.
35 Testimonio de las diligencias......, 27 a 30 de junio de

1809, BA.

クロに対し、舟を手放しサビーン川の航行を中

止するよう命じた。しかしながら、そのあとも

クロはこの命令に従わなかった36。

ナコドーチスのグアディアナ司令官はクロの

反抗的な態度に悩んでいた。しかし 1810年 4
月になるとクロは、本人の身の潔白を主張し、当

時テキサス総督であったマヌエル・デ・サルセ

ド（Manuel de Salcedo）宛てに私信を送った。
この私信において彼は、彼の一軒家に不法滞在

者が滞在しているとの風聞が事実無根であるこ

と、そして今後もこれまでと同じく謹厳実直な

スペイン臣民としてスペイン領での生活を望ん

でいるが、このような問題が起きたため、どう対

応して良いのか分からないと述べた。そして彼

の忠誠心を表すためであろうか、ルイジアナ中

立地に滞在する者についての情報をマヌエル・

デ・サルセド総督に提供した。これらの不法滞

在者は、スペイン植民地当局から許可を得て越

境しているのか否か、そして密輸をするために

中立地で生活しているのかどうか、クロ自身は

把握していないが、4日に 1度はナコドーチス
を訪問している、とのことであった37。クロは、

中立地で生活する者たちが密輸活動に従事して

いるとも判断されかねない行動をしていること

を総督に報告することで、自身が密輸に従事し

ない模範的な住民である、と主張したかったの

かもしれない。

その後の当局の対応は、ヌエバ・エスパーニャ

でメキシコ独立戦争が発生したため、うやむや

になってしまった。しかし、クロはサン・アン

トニオへの移住申請が認められて以降も実際に

移住しないばかりか、当局の命令に背きルイジ

アナ中立地に住み続けていた。彼の事例が「カ

36 Mariano Valera a Bernardo Bonavía, 30 de marzo de
1810, BA.

37 José Miguel Cró a Manuel de Salcedo, 27 de abril de
1810, BA.
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ラ申請」であったのは明らかである。クロは、

テキサス東部から西部へと活動範囲を拡大する

ことを望み、密輸の隠れ蓑として、ルイジアナ

住民受入制度を利用したと推測できる。

次に、「カラ申請」であった可能性が高い事例

として、フアン・エウヘニオ・マルチャン（Juan
Eugenio Marchan）の事例を見てみたい。当時、
ニューオリンズ在住の操舵手であったマルチャ

ンは、1806年 11月、ナコドーチスを訪問した。
そして、司令官に対し、家族とともにメキシコ湾

近くの地域（アタスコシート Atascositoやオル
コキサクOrcoquisac周辺）に移住したいと伝え
た。この時マルチャンは、ナコドーチスに到着

するまでの経緯も伝えたため、その記録が残さ

れている。この記録に基づくと、彼は、テキサ

スのサン・ベルナルド（San Bernardo）湾に新た
な港が建設されたという風聞を聞き38、1806年
9月 5日、ニューオリンズからテキサスにむけ
て船で出発した。16日にサン・ベルナルド湾に
到着したが上陸に失敗したため 2日間かけて隣
のガルベストン（Galveston）に向かった。しか
し、そこでテキサス内陸部に通じる川の河口を

6日間探したが見つからず、上陸するのをあきら
めなければならなかった。その後、食糧や水が

底をつき始めていたためアタカパス（Atakapas）
まで戻り、荷物を下し、陸路でニューオリンズ

に戻った。この荷物は、サン・ベルナルド湾の

港の建設のために働く人たち用の食糧や、ルイ

ジアナ出身の移民たちが土地を開拓するための

道具であった。

マルチャンがナコドーチスを訪ねた目的

は 2 つあった。第一の目的は、トリニダード
（Trinidad）川を調査するための許可を得ること

38当時、この湾を建設する案はチワワとテキサス総督府
で検討されたが、チワワのサルセド総司令官の強い反対に
より、実際に建設されることはなかった。拙稿「スペイン
植民地支配末期のテキサス境界地域」東京大学、99-100頁。

であった。彼はすでにベラクルス (Veracruz)や
ヌエボ・サンタンデル、その他の港に関する知

識を有していたが、サン・ベルナルド湾とトリ

ニダード川周辺地域については知らなかった。

したがって、カヌーでトリニダード川を調査し、

その入江から内陸部までの地域に関する知識を

得たいというのが彼の希望であった。第二の目

的は、その調査を終えた後、ニューオリンズに

一度戻り、食糧や港を建設するための道具を集

め、それを携えてサン・ベルナルド湾に移住す

るための許可を得ることであった39。

彼が密輸に従事することを恐れてか、チワワ

のサルセド総司令官は、オルコキサク、アタス

コシート、ナコドーチスへの移住は禁じられて

いる、とした上で、それ以外の地域に家族とと

もに移住するのであれば、マルチャンの移住を

許可すると伝えた40。

移住許可を得た後、マルチャンはルイジアナ

に一旦戻り、1808年 2月、使用人 1人ととも
に海路でアタスコシートに到着した。しかし家

族は帯同していなかった。したがってサルセド

総司令官は、マルチャンが条件を満たしていな

いと判断し、直ちに彼をテキサスから追放する

ようテキサス総督に命じた41。

マルチャンがテキサスの複数の港を転々とし、

一度ルイジアナに戻った後ナコドーチスを訪問

した点や、移住許可を得た後使用人と 2人でア
タスコシートに到着した点は不可解であり、官

僚たちが密輸に従事していると判断してもおか

しくはない。彼の申請は、他の移住申請者と同

じく「カラ申請」であった可能性が高い。ナコ

ドーチスを中心とするテキサス東部への移住に

39 Juan Eugenio Marchan, 24 de noviembre de 1806, BA.
40 Nemesio Salcedo a Antonio Cordero, 24 de febrero de

1807; Nemesio Salcedo a Cordero, 20 de abril de 1807, BA.
41 Nemesio Salcedo a Antonio Cordero, 25 de febrero de

1808, BA.
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拘る申請者の多くは、マルチャンのように財力・

商才があり、移住申請を口実に各地を転々とし

ていたと思われる。

次に、第 II 期に建設された新たな町トリニ
ダード・デ・サルセドへの移住申請者の中で、

「カラ申請」と思わしき行動が見られたアモス・

ウバル（Amos Hubbard）の事例を見てみよう。
彼はカトリック教徒のアメリカ人であり、ルイ

ジアナに 4年住んだ後、1805年 12月から約 1
年間はナコドーチスに居住していた。彼は水車

大工であったが、ナコドーチスではその仕事が

無く、家族を養うことができなかった。これに

よりウバルは、1806年 12月、トリニダード・
デ・サルセドへの再移住を申請した42。その後、

再移住申請が審査中であった 1807年 2月にな
ると、ウバルの不可解な行動が明らかになった。

彼は、当局から許可を得ないまま無断でルイジ

アナのナキトシュに行き、一時滞在した後、再

度ナコドーチスに戻って来たのである43。ナコ

ドーチスのビアナ司令官からこの報告を受けた

コルデロ総督とサルセド総司令官は、話し合いの

末ウバルをテキサスから追放することにした44。

再移住申請が検討されている最中にルイジア

ナに戻るという行動からウバルも、移住申請を

するという口実を使い密輸をしていた可能性が

ある。

移住申請者の中には、当局が移住の可否を検討

する間不可解な行動をする者もいたが、実際に移

住した後に、問題行動が発覚することもあった。

その事例としては、ペドロ・ラルティゲ（Pedro
Lartigue）の事例が挙げられる。ラルティゲは、
ルイジアナで 24年間歯科医を務めた。テキサ
スに移住した後も、歯科医として働きたいとい

42 Amos Hubbard, 31 de diciembre de 1806, BA.
43 Francisco Viana a Antonio Cordero, 19 de febrero de

1807, BA.
44 Antonio Cordero a Viana, sin fecha, BA.

うのが彼の希望であったが45、1809年の人口調
査における彼の職業は牧場経営者であった46。

コルデロは、1806年 3月に彼の申請が許可さ
れたことを伝える書簡を作成した47。1809年の
人口調査には、ラルティゲがそこに移住したの

は 1806年の初めと記されているため、彼は許
可を得た直後すぐに移住したようである48。

官僚たちは当初、社会的地位が高いラルティ

ゲを、テキサスにとって理想的な移民であると

判断したようだ。しかしながら、1809年 1月に
なると、ラルティゲの問題行動が明らかになっ

た。当時トリニダード・デ・サルセドに駐留し

ていたペドロ・ロペス・プリエト（Pedro López
Prieto）は、マヌエル・デ・サルセド総督に対
して、ラルティゲが当局の許可を得ないままバ

トンルージュ (Baton Rouge) まで不法越境し、
その後外国人の使用人 2人とリオ・グランデ出
身のスペイン系住民 1人を帯同してテキサスに
戻って来たと報告した。プリエトは以前、ラル

ティゲにアタスコシートへのパスポートを発行

したため、このパスポートを使って不法越境し

たようだ49。このラルティゲの行動を知ったサ

ルセド総司令官は、テキサス総督に対し、ラル

ティゲを逮捕しサン・アントニオで取り調べを

行なった上で、密輸に従事していたことが明ら

かとなった場合、直ちにルイジアナに追放する

よう命じた50。

以上の 4人が、第 II期申請者の中でも情報が
多く残されている者たちであった。第 II期にな

45 Pedro Lartigue, 19 de agosto de 1806, BA.
46 Trinidad de Salcedo. Census report. March 22, 1809,

Bexar Archives Microfilm 40 (University of Texas at Austin).
47 Antonio Cordero, 31 de marzo de 1806, BA.
48 Trinidad de Salcedo. Census report. March 22, 1809,

BA Microfilm 40.
49 Pedro López Prieto a Manuel de Salcedo, 6 de enero de

1809, BA.
50 Antonio Cordero a Manuel de Salcedo, 18 de marzo de

1809, BA.
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ると、「カラ申請」をする申請者の実態が次第に

露わとなった。チワワとテキサス総督府の官僚

たちは、このような申請者に対して厳しく対応

することで、移民の管理に努めた。しかし、当

局が完全にこのような申請者を排除することは

難しかった。ルイジアナ住民受入制度が進むに

つれ、新参者の中に密輸を働く者がいるという

実態が明らかとなっていったのである。

3. 第 III期の申請者と官僚たちの対応
第 III期は、テキサスを取り巻く国際環境が

緊迫の度合いを増したため、チワワのサルセド

総司令官の移住申請者および移民に対する不信

感は最高潮に達した。同時に既に移住した者た

ちへの監視も強化したため、第 III期は、移住
申請自体が認められない事例や、テキサスから

の追放が言い渡される事例が相次いだ51。紙幅

の関係上、これらの事例を詳しく検討すること

はできないが、以下ではこの時期に特徴的と思

われる 3事例を見てみたい。
1808 年、ルイジアナからアタスコシートに

は、7人の集団が海路で到着した。彼らについ
ては、この集落に当時駐留していた分遣隊の隊

長ホセ・アルシニエガ（José Arciniega）が取り
調べをしたため、それぞれのライフストーリー

について具体的な史料が残されている。この史

料に基づき、以下では 7人のライフストーリー
を明らかにする。

ミゲル・デ・ラルア（Miguel de Larrua）と
息子：

38 歳で、スペインのサン・セバスティアン
（San Sebastián）出身の大工であった。アタス
コシートに到着する以前、ルイジアナとナコドー

51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）」、171-178 頁。

チスに居住していた。また、1808年以前テキサ
スへの移住を申請しており、テキサスであれば

どの地域に移住しても良いとの許可を得ていた。

この許可があったため、1808年になると、息子
フアン・バウティスタ（Juan Bautista）と使用
人カルロス・ルマニョリ（Carlos Rumañoli）を
帯同し、アタスコシートに移住した。移住の動

機は分からない。ラルアは、息子の洗礼証明書

のみ所持していた52。

カルロス・ルマニョリ：

ボローニャ出身、29 歳の独身であった。ボ
ローニャでカトリック司祭から洗礼を受けたが、

洗礼証明書は持っていなかった。10歳の時にバ
ルセロナに移り、軍楽隊の一員となり、16歳ま
でスペイン軍で兵役を務めた。その後、マラガ

に移るとスペインとフランスの間で戦争が勃発

しフランス軍と戦った。戦争が終わり、フラン

スとスペインの間で第二次バーゼルの和約が締

結されると、カディスでイギリス軍の捕虜とな

り、プエルトリコを経由してイスパニョラ島ド

ミニカのサント・ドミンゴまで連れていかれた。

サント・ドミンゴでは 6年間理髪師として働い
た。その後、ハバナで数年生活した後ルイジア

ナに移住した。約 1年後ラルアと出会い、使用
人としてテキサスに移住した53。

フアン・エウヘニオ・ミチャンプ（Juan Eugenio
Michamp）と妻：
ミチャンプはパリ生まれの 28歳であった。現

地でカトリックの洗礼は受けたものの、フラン

ス革命のときに洗礼証明書を含め本人の身元証

明書など全てを紛失した。パリでは蒸留所に務

めていた。フランスからニューヨークに移ると、

そこで妻と結婚し、4年間生活した後、ニュー

52 José Arciniega, 13 de octubre de 1808, BA.
53 José Arciniega, 13 de octubre de 1808, BA.
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オリンズに移住した。それから 1年後、今度は
妻と使用人 2人を帯同して、メキシコ湾からア
タスコシートに到着した。

彼の妻ロサ・フランシスカ・バチョロ（Rosa
Francisca Vachoro）は当時 24歳であった。ブ
ルターニュ地方出身であり、そこで洗礼を受け

た。ニュージャージーに移住した後、ミチャン

プと出会い結婚した。彼女は他の移住希望者と

違い、婚姻証明書を所持しており、カトリック

教徒であることを証明することができた54。

この夫婦はフランス革命を逃れた亡命者と思

われる。

ペドロ・エステバン（Pedro Estevan）：
ドイツ出身の独身男性であり、28 歳であっ

た。テキサスにはミチャンプの使用人として来

た。ある時、イギリス人の捕虜となり、ジャマ

イカを経由してアメリカに連れてこられた。ア

メリカに上陸したとき、服や身元証明書などの

書類は全て没収されたため、洗礼証明書は持っ

ていなかった。職業は鍛冶屋であった55。

ペドロ・フログニ（Pedro Flogny）：
エステバン同様ミチャンプの使用人であった。

当時彼は 25歳であった。フランス出身であり、
ハイチに移住したが、そこで独立戦争が勃発し、

ルイジアナに逃れた。ハイチから逃れる際、身

元証明書などの書類や服などを持ちだすことが

できなかったため、洗礼証明書も所持していな

かった。ルイジアナ移住後は、農業を営んでい

たが、1808年になるとミチャンプの使用人とし
てテキサスに来た56。

ここから分かるようにラルアと息子以外は、

フランス革命やハイチ革命による亡命者であっ
54 José Arciniega, 13 de octubre de 1808, BA.
55 José Arciniega, 13 de octubre de 1808, BA.
56 José Arciniega, 13 de octubre de 1808, BA.

たと思われる。本人がカトリック教徒であるこ

とを証明する書類を所持していた者は 2人のみ
であった。それ以外の者は、本人の身元証明書

をハイチでの内乱やフランス革命に巻き込まれ

る、アメリカに到着したときに没収される、な

どして紛失したと述べているが、真相は分から

ない。

この後コルデロは、フログニ以外の申請者を

謹厳実直なスペイン臣民であると判断し、トリ

ニダード・デ・サルセドへの移住を認めた。ま

たフログニについても、不可解な点は残るが、

ルイジアナに戻るためには手間がかかるとの理

由から、トリニダード・デ・サルセドへの移住を

認めた57。その後、1809年 11月になると、フ
ログニがルイジアナの住民と連絡を取っていた

ことが判明し、当局は彼に対しテキサスからの

退去を命じた58。

次に、スペイン植民地当局の監視の目を恐れ

ず、大胆な行動を取った申請者の代表例として、

フランシスコ・デ・ラ・ロサ（Francisco de la
Rosa）の事例を見てみたい。彼は 1808年 12月
末、プエルトリコのクレブラ島（Isla Culebra）59

から船でサン・ベルナルド湾に上陸した。家族

9人、奴隷 2人、使用人 2人を帯同しており、移
住申請に必要な書類も持っていた。サン・ベル

ナルド湾に上陸した後、トリニダード・デ・サ

ルセドへの移住を申請するためには、そこに移

動しなければならなかった。しかし、デ・ラ・ロ

サは、船をサン・ベルナルド湾に残したままそ

こまで移動するのは危険だと主張し、マタゴル

ダ（Matagorda）湾への通行許可を求めた。当

57 Antonio Cordero, 10 de noviembre de 1808; Antonio
Cordero a Manuel de Salcedo, 19 de enero de 1809, BA.

58 Manuel de Salcedo a José María Guadiana, 21 de
noviembre de 1809, BA.

59クレブラ島はプエルトリコの東に位置するが、植民地時
代はイギリスの海賊が活動拠点としていたこともあり、植
民地政府の監視が行き届かない地域であった。
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時アタスコシートにいた分遣隊の隊長アルシニ

エガは、デ・ラ・ロサの要求を認めマタゴルダ

湾までのパスポートを発行した60。

この報告を聞いたネメシオ・サルセド総司令

官は、コルデロに対する書簡で、アタスコシート

の司令官の対応が不適切であった点と、デ・ラ・

ロサの不適切な行動を以下のように指摘した。

アタスコシートの司令官は、デ・ラ・ロサの

申請について副領事ホセ・ビダルが作成した

文書全てをサン・アントニオに送るばかりで

なく、デ・ラ・ロサ一家と他 4人をアタスコ
シートに留めておかなければいけなかった。

（テキサス―ルイジアナ間の交易が禁止され

ていることは自明であるにも関わらず）彼が

スクーナー船でサン・ベルナルド湾に現れる

という危険を冒した点も、クレブラ島に滞在

していた目的も理解できない。さらに、司令

官がアタスコシートを離れてスクーナー船を

訪ねたことも、マタゴルダ湾までの通行許可

書を発行したことも、私の命令に背く行為で

ある。もしトリニダード・デ・サルセドまで

行くことができないというのであれば、デ・

ラ・ロサを追い返せば良かったのである（括

弧内筆者）61。

このあと、チワワのサルセド総司令官とサン・

アントニオのスペイン人官僚たちは再度デ・ラ・

ロサの申請を検討し、最終的に総司令官は 1809
年 8月、移住希望先のテキサスではなく、さら
に内地のコアウイラまたはヌエバ・ビスカヤへ

の移住を許可した。ただしサルセド総司令官は

60この経緯については、詳しい史料をみつけることがで
きなかったためハッチャーの先行研究を参照した。Mattie
Austin Hatcher, The Opening of Texas to Foreign Settlement,
1801-1821 (Austin: University of Texas, 1927), 138.

61 Antonio Cordero a Manuel de Salcedo, 6 de marzo de
1809, BA.

テキサスの官僚たちに対し、以下の注意を促し

た。「副領事のビダル（デ・ラ・ロサの推薦人）

は、様々な非合法取引に関与していると疑われ

ている。加えてロサは、過去にもテキサスで密

輸をしていた。テキサスが受け入れてきた移民

は全員、アメリカの債務者から逃れ一攫千金を

狙うような密輸商人である。今後は、私からの

命令62を厳守するように（括弧内引用者）」63。

移住許可を得たデ・ラ・ロサはすぐに移住は

せず、クレブラ島に戻ったあとベラクルスに向

かい、そこから再度移住先に向かう予定であっ

た。しかしベラクルスから北部に向かう途中で

船は座礁し、デ・ラ・ロサは死亡した64。

デ・ラ・ロサはおそらく、境界地域への移住希

望者を代表する事例である。移住申請者の密輸

についての史料はあまり残されていないが、ル

イジアナ住民受入制度が実施されていた当時、

サン・ベルナルド湾周辺地域やナコドーチスと

いった境界地域には、資源65を持ち各地を転々

として密輸に従事し、一攫千金を狙うデ・ラ・

ロサのような者が、次々と流入していたと思わ

れる。

次に、新規の移住申請者ではなく、既にトリニ

ダード・デ・サルセドに移住していた者の中で、

退去を命ぜられた者たちの事例を見てみよう。

先述の通り、この時期テキサスは諸外国から侵

略される可能性が高まった。よってサルセド総

司令官にとってはテキサスの防衛が喫緊の課題

であった。彼は、移民への不信感を強め、彼ら

の中に問題行動が見られる者が紛れ込んでいな

いかどうか調査するよう、テキサス総督府に命

62この命令とは、密輸商人と思わしき者がルイジアナか
らテキサスに到着した場合、即座に逮捕することである。

63 Nemesio Salcedo a Bernardo Bonavía, 16 de agosto de
1809, BA.

64 Agustin de Quiraya a Nemesio Salcedo, sin fecha, BA.
65本稿でいう「資源」とは英語のリソース（resource）に
該当し、資金や財産、人脈、情報を含むものである。
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じたのである。この調査で、トリニダード・デ・

サルセドの移民の中には、テキサスの住民とし

て適切ではない者が 6人存在することが判明し
た66。トマス・ダイジャレ（Tomás Daillalet）、
イリアン・ダイジャレ（Yrian Daillalet）、フア
ン・エロンデケ（Juan Erondeque）と妻セラフィ
ナ・エスミエテ（Serafina Esmiete）の 4人は、
カトリック教徒ではなかった。さらに、マリア・

マグダレナ・ベヌア（María Magdalena Benua）
とレミヒオ・ボドロン（Remigio Bodron）は、
ルイジアナに別の配偶者がいるにも関わらず同

棲していた。これらの 6人を適切な移民ではな
いと判断したサルセド総司令官は、分遣隊が 6
人をサビーン川まで連れていき、二度とテキサ

スに戻らぬよう注意した上でルイジアナに退去

させるよう命じた67。

以上の 3事例から、第 III期の特徴をまとめ
てみたい。第一にこの時期は、フランス革命や

ハイチ革命の直後にあたり、環大西洋レベルで

の人の動きがテキサスでも見られた時代であっ

た。第二に、「カラ申請」をした者の中には、デ・

ラ・ロサのように資源に恵まれ、テキサス―ル

イジアナのみならず、メキシコ湾やカリブ海と

いった広範囲で密輸と思わしき行動をする者が

いた。第三に、この時期テキサスを取り巻く国

際環境は急速に緊迫したため、当局は多くの移

住申請者を拒絶するのみならず、移民への監視

体制を強めた。結果、移民の中には不適切な者

も含まれていたことが明るみに出た。

おわりに

本稿では 1803-1810年、ルイジアナ住民受入
制度を利用してテキサス移住を申請した 12事

66 Pedro López Prieto a Manuel de Salcedo, 22 de noviem-
bre de 1808, BA.

67 Pedro López Prieto a Manuel de Salcedo, 22 de noviem-
bre de 1808, BA.

例（10人の申請者と 2集団）を明らかにした。
そして、中央政府と地方政府の植民地官僚たち

による移民・入国管理体制について考察した。

中央と地方の官僚たちは、ルイジアナ住民受

入制度が始まった当初から、一貫して申請者の

受け入れを厳格に管理しようとした。その具体

的方策は、原則としてテキサス東部には移民を

受け入れないこと、テキサスに移住するにあたっ

ての移動は１回限りであること、交易品は持ち

込まないこと、移住後いかなる理由であれルイ

ジアナに戻ることはできず、ルイジアナの知り

合いとのやり取りもやめることであった。チワ

ワとテキサスの官僚たちにとっては、密輸をせ

ずテキサスで安定した生活を望む謹厳実直な住

民が、理想の申請者であった。

しかし、このような官僚たちの姿をしり目に、

資源を持つルイジアナ住民の多くは次々とテキ

サスに流れ込んだ。彼らにとってルイジアナ住

民受入制度は、チワワとテキサス総督府が最も

憂慮していた密輸をする絶好の機会だったよう

である。

初期である第 I期は、軍人のように社会階級
が比較的高い申請者が見られた。チワワとテキ

サスの官僚たちは、移住申請者をテキサスの防

衛と発展に貢献しうる人材とみなし、ナコドー

チスへの移住を許可した。しかし、境界に位置

するナコドーチスは密輸がはびこる地域であっ

たため、1804年以降、この地域への移住は禁じ
られた。第 II期になると東部と西部の間にトリ
ニダード・デ・サルセドが建設され、この地域

への移住申請者が増加した。これと同時に、申

請者の中からは、次第に「カラ申請」をする者

が現れた。これらの者は、移住申請中に無許可

でテキサス―ルイジアナ間を往復する、カリブ

海やメキシコ湾に面する港を転々とする、など

不可解な行動をした。おそらく彼らは、移住申
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請という一時滞在資格を利用し、密輸に従事し

ていたものと思われる。素行不良や不可解な行

動は、移住申請者ばかりでなく、テキサスへの

移住を完了させた者たちの間でも見られた。第

III期に入ると諸外国がテキサスを侵略する可能
性が高まり、チワワとテキサスの官僚たちは移

民への監視を強めた。そして移住者を調査した

結果、不適切な移民が紛れ込んでいることが分

かった。

ルイジアナ住民受入制度を施行した官僚たち

と移住申請者たちの状況を検討することで、ま

だスペイン―米国間の境界線が明確に画定して

いなかった当時、現地官僚たちがそれを明確化

し、確固たるものにしようと絶え間なく努力す

る姿が明らかとなった。同時に、当時テキサス

が経済機会に恵まれた地域であることも分かっ

た。資源を持つルイジアナの住民たちは、この

制度を利用して「カラ申請」をし、次々とテキサ

スに流入したのである。さらにこの制度を検討

したことにより、植民地時代末期テキサスが大

西洋地域の一部であったことが分かった。第 III
期に見られた多民族集団 7人（本稿 11-13頁）
や、カリブ海およびメキシコ湾で活動していた

デ・ラ・ロサの事例（本稿 13頁）からも分か
る通り、テキサスには、ヨーロッパ諸国や米国、

カリブ海地域から、スペイン語話者のみならず

フランス語話者や英語話者、ドイツ語話者、イ

タリア語話者といった多様なバックグラウンド

を持つ者たちが流入していた。つまり、植民地

時代テキサスの歴史は、米国史やテキサス郷土

史、メキシコ史といった既存の枠組みではなく、

環大西洋というより大きな地域的枠組みに位置

づけ論じることが可能であろう。 □■


