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Qubec

２．欧州人の北米進出
0）北欧人の北米北東海岸への進出
・NewfoundlandからSt.Lawrence方面への欧州人の渡海は，11世紀の
ヴァイキングにまで遡るほど古い。
・それらは，漁業資源の探索が目的で，定住植民はしなかった。
1）スペイン人の進出
・1521年,アステカ王国を征服。そこからメキ
シコ湾岸への進出を図り，1565年フロリダ植
民地を建設。また，テキサス沿岸，リオグラン
デ上流，カリフォルニア方面への布教の前
進基地「ミッション」を建設。
・スペイン人の植民地化のパターンは，まず
高位文化からの金銀財宝の掠奪，それが
済んだら金銀の鉱山開発，その後，植民地
で換金作物経営。 リオグランデ以北は，そ
のような高位文化はなく，スペイン人は大
きな関心を向けなかった。

2）フランス人の進出
・1534年から10年間，フランス人Cartier
一行が，今のモントリオール付近に定着
して，地元民と毛皮の交易を始める。
「Nouvelle France」と命名。
「カナダ」の名称は，この時，道案内した現地
人の首長が呼称していた一帯の名称。
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・定住農業植民は，1603年， フランス人Champlainの一行が
今のNova Scotiaに入り, Port Royal植民地を開いたのが初。
・彼は一帯をAcadiaと命名。
・彼は毛皮交易に関心があったため，
内陸との交渉が有利なSt. Lawrence川
沿岸の確保を重視し，1608年，最初の
城砦都市Quebecを建設。
・両岸に260×2,600yard
の細長い地条耕地を開
いて，二圃式農業と酪農
を行なう。

・フランス人はビーバーを追って，
内陸河川を遡上。
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モントリオール南郊
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フランス人の内陸進出〜撤退
★地域形成のあり方を決定づけた最大の

要因は，自然環境よりも， 進出の目的。
⇒ 地域形成は人間の意志の力でこそ。

・フランス人はQuebecを拠点にSt.Lawrence水路から
内陸の河川群を探索し,五大湖からMississippi上流
域に入り，原住民との混血 Metis（メティス） を生む。
・さらにMississippi沿いに南下
・1718，河口に到達し New Orleans
を建設。流域を「Louisiana」と命名。

Quebec
Montreal

・New Orleans開拓のため
Acadiaから移民を導入
⇒ Cajun文化
・1720，中流部に St. Louisを建設

Metisの牧童

1713英国に割譲

＝Nova Scotia

St. Louis

・1754〜，英仏領土戦争
Louisiana

・1763，パリ条約。Mississippi以東と
Nouvelle Franceをイギリスに割譲。
New Orleans

Other French
territories
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３．イギリス人の進出

Pocahontas伝説

○Newfoundland … 1583年,英国人が上陸
して英領を宣言。北米初の英領植民地。

・Powhatan族酋長の娘。入植者と友好関係を築いたとの物語が流布

○Virginia植民地
・1606年,国王James Ⅰ世の勅許によって
植民会社（後のVirginia会社※）設立。
※農園経営者とその労働力を本国で募集して
入植させる会社。主に貧困者。

・1607年,105人の植民団が今の
Chesapeake湾口の入り江に到着。
・川をJames川，町をJamestown，一帯をVirginiaと命名。

・当初目的は金銀開発。しかし発見できず。
・1609〜10の冬に大寒波。春には500人の入
植者が60人に

・苦境を打開したのは，原住民から学ん
だタバコ。1612年に栽培に成功。
・土地は肥沃で気候も温暖多雨
⇒ Virginiaはタバコを軸とする商業的
農業によって発展。
・1624年，英王領の植民地に。
・入植地の開拓が進むにつれ，慢性的な労働力
不足 ⇒ 1619年，アフリカ人奴隷20人を｢輸入｣。
・17世紀のうちは自営農園が多く，奴隷は少数
・急増するのは19Cの綿花の導入による。
1995ディズニー社のアニメ作品

←植民地の広がり
黒：当初，灰色：17世紀

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Pocahontas_by_Simon_van_de_Passe.jpg
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Jamestown
http://www.apva.org/jr.html

４．New England
・1620年11月，102人のピューリタン
ピューリタンが，メイフラワー号に乗り，
ピューリタン
今のBoston南方に到着。出港地Plymouthをそのままとって植
民地を開設。 ※彼らは”pilgrim fathers”と呼ばれる。
・一帯は，先住民（Algonquin Indian）の呼称からMassachusetts
（「大きな丘」）と命名。
・1686年， New England王領地に。

Albany

Portsmouth

Boston
Plymouth

New York

Newport

※Plymouthと関係の深い
Thanks Giving Day の
Meinig（1986）

由来を調べてみよう。
由来
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・Washington〜New York：今日の米国の中枢部。
・イギリスのほか，オランダ，ドイツ，スウェーデンから
の移民が３つの拠点に入植

５．Middle Colonies

①1614年,オランダ東インド会
社のイギリス人Hudsonが川を
上り, Albanyに入植，New
Netherland植民地を開く。
・川にHudson川と命名，河口に
New Amsterdam （後のNew
York）を建設。

Plymouth waterfront
http://www.visit-plymouth.com/plymouthmap.pdf
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Albany

★Middle Coloniesの性格
の性格
・New Englandと同じく農業基盤が弱く，商工
業に活路を求める。
・内陸のAppalachiaや五大湖沿岸の資源地帯
につながる河川の河口を占める立地を生かし
て，次第に貿易港，工業地帯として大発展。
・南部と北部の中間にあって，植民地の政治・
経済的中心地に。
・New Englandと同様の進取の企業家精神

New York
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・この地域は，Virginiaと違って土地が
耕作には適さず，大農園の経営は無理。
・そのため，商工業の分野へと転進。
・海岸近くまで迫るAppalachia山地の
水力と木材がその重要な資源に。
・それを生かして，造船業，海運業，漁業
へと進出。
※日本に開国を迫ったペリーは，捕鯨
船の補給を目的の１つとして来訪。

★この結果，New England移民の価値観

Philadelphia

… プロテスタンティズムの倫理観に基づ
く個人の自由意思と進取の気風を重んじ
る精神 ＝「フロンティア精神」が，英領アメ
リカ全体の価値観の基調に。

ギリシャの理想都市

Wilmington
※ Ivy League … 東部の名門8大学の連盟。
有名政治家や実業家の大半はその卒業生。
Salem

・教職につく者も多く，財をなした人
はこぞって学校を設立したり寄付。
・学校には人材が集るようになり，英
領アメリカの文化的･精神的中心に。

※こうしたNew England人の価値観や
行動様式は，ゆったりした気風の南部
人には「クレバー」に映り，南北戦争時
「Yankee」と呼んで揶揄。

Baltimore
Brown

Columbia

Cornell

Dartmouth

・1729，Maryland 植民地政府が
タバコの輸出港として建設。後，
Boston, New York, Philadelphia
と並ぶ「東部４大商都
東部４大商都」の1つに。
東部４大商都

③Delaware川西岸に，イギリスで
の迫害を逃れた Quaker教徒が
入植。 1681年，そのリーダー
William Pennの一行が湾の奥に
Philadelphiaを建設。
・さらに，川の上流の山間地帯を
開拓。Pennsylvania植民地となる

②1638年，スウェーデン
スウェーデンの農民
スウェーデン
が湾口に近いSalem付近に入
植。New Sweden植民地を開く。
中心はWilmington。
・後，Delaware植民地となり，川
の名もDelaware川。
・1674年,英王領に。
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・1620年11月，清教徒102人が
New Englandに入植。地点を
Plymouth，一帯をMassachusetts

・1614年,オランダ東インド会社の
Hudson一行が入植，河口に砦と
港を建設 （後のNew York）。

・1681，Quaker教徒が湾奥に入植。
Philadelphiaを建設。上流山間地
とともに，Pennsylvania植民地に。

・1638，スウェーデン農民が入植。
一帯がDelaware植民地。

・1607年,105人入植。
地点をJamestown，
一帯をVirginia
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６．「南部」的地域特性の形成
○South Carolina以南＝”Lower South”
・1663年, Charles国王の勅許により，カリブ植民地から商業
的農園の経営者を募集。大農園主（planter）たちが入植。
・1670年，Charlestown植民地を形成。
・沿岸部の湿地帯から開発。 12,000acre（4,800ha）の農園も。
・様々な作物が試され，コメ， インディゴ， 砂糖が主作物に。
・アフリカ人奴隷の増加
・18世紀，Virginiaなど旧南部も含めて，
奴隷の使用が増えると，大規模経営ほ
ど有利になり，農園の淘汰が進行。
⇒プランター貴族 ＋ 黒人奴隷 ＋ 自立
農園 ＋ 没落労働者という，南部特有の
格差社会が生成。
格差社会
・1800年代，綿花
綿花が導入されると，この構
綿花
造がより典型化。
・奴隷解放後も，格差は容易に解消せず。

