




■概要 
人口はカリフォルニア州、面積はアラスカ州に次いで全米第2位の州である。「テキサス」は、イン
ディアン部族のハシーナイ連合（カドー族）のカドー語で「友人」または「同盟者」を意味する「テ
イシャ（Teja＝táyshaʔ）に由来しスペイン人がカドー族そのものと東テキサスにおけるその入植地域
の名前にあてたものである。テキサス共和国時代から使用されている、白い星を一つあしらった州旗
からローン・スター・ステイト (Lone Star State) とも呼ばれる。テキサス州は南にメキシコ、西に
ニューメキシコ州、北にオクラホマ州、北東にアーカンソー州、東にルイジアナ州と境を接している。
面積は696,241 km2、人口は約2,470万人で現在も増加しつつある。人口ではヒューストンが州内で最
大かつ全米でも第4位の都市であり、サンアントニオが州内第2位、全米で第7位となっている。ダラ
ス・フォートワース都市圏とヒューストン大都市圏は全米でそれぞれ第4位と第6位の都市圏である。
その他の主要な都市としては、ダラス、エル・パソ、フォートワースおよび州都のオースティンがあ
る。テキサス州はその大きさやバルコンズ断層のような地質特性の故に、アメリカ合衆国南部と南西
部の双方に似通った多様な地理的景観がある。砂漠地の面積は10％足らずである。人口集中地の大半
は元のプレーリー、草原、森林および海岸にある。東から西に移動すると、海岸の湿地と松林に始ま
り、うねりのあるプレーリと岩の多い丘が続き、最後は砂漠とビッグベンドの山脈になる。 
「シックス・フラッグス・オーバー・テキサス」という言葉はテキサスを支配したことのある6つの国
を表している。テキサスの地域を最初に領有権主張したヨーロッパの国はスペインだった。フランス
が短期間の植民地を保持した。続いてメキシコが領有したが、1835年に独立してテキサス共和国と
なった。1845年にアメリカ合衆国28番目の州として併合され、それが1846年に米墨戦争を引き起こす
一連の出来事となった。奴隷州だったテキサス州は1861年初期にアメリカ合衆国からの脱退を宣言し、
南北戦争の間はアメリカ連合国に加盟していた。戦後は合衆国に復帰したものの、長い経済不況の期
間を過ごした。 
南北戦争後のテキサス州を繁栄させた産業は牛の牧畜だった。牧畜業の長い歴史があるためにテキサ
スはカウボーイのイメージと結び付けられることが多い。1900年代初期に油田が発見されて州の経済
が成長し、経済構造が変わった。20世紀半ばには大学に大きな投資をしたこともあり、多くのハイテ
ク企業を含む多様な経済に発展した。今日、フォーチュン500に入る企業の数では全米のどの州よりも
多い。各産業は成長を続けており、農業、石油化学、エネルギー、コンピュータと電子工学、宇宙工
学およびバイオテクノロジーの分野で先頭を走っている。2002年以来輸出高でも国内をリードしてお
り、州総生産（Gross state product）は国内第2位である。一人当たり総生産は国内第23位となって
おり、国内平均より低い。 

■歴史 
先コロンブス期のこの地にはインディアンの諸部族が居住していたが、1492年にアメリカ大陸がクリス
トファー・コロンブスによって「発見」されると、テキサスもヨーロッパ人によって征服された。 
16世紀以来、スペイン帝国領ヌエバ・エスパーニャ副王領（「新しいスペイン」）に属し、1821年メキ
シコがスペインから独立すると、メキシコ領コアウイラ・イ・テハス州の一部となった。メキシコ政府
はこの地方の開発を進めるため、アメリカ合衆国人移民を認め、アメリカ合衆国人人口が増加したテハ
ス各地でのアメリカ合衆国人入植者たちの発展が進むにつれてアメリカ合衆国人入植者とメキシコ政府
との摩擦が起り、その為1830年にメキシコ政府はアメリカ合衆国人入植者がアメリカからテキサスへ来
るのを禁止した。奴隷制を認めないなどの、メキシコの政策に不満を感じたアメリカ合衆国人入植者た
ちはテキサス革命を決心し、1835年にメキシコからの分離を目指して反乱を起こし、1836年にテキサス
共和国として一方的に独立を宣言した。同年メキシコ軍の進軍によりアメリカ合衆国人入植者がたてこ
もっていたサンアントニオのアラモ伝道所の砦が陥落し、守備隊は全滅した（アラモの戦い）。テキサ
ス独立軍は「アラモを忘れるな」（"Remember the Alamo"）を合言葉に、メキシコ軍と対峙、メキシコ
のカウディーリョ アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナ将軍率いるメキシコ軍をサンジャシントの
戦いで撃破した。司令官のサンタ・アナが捕らえられ、テキサス共和国の成立を認めるベラスコ条約
（英語版）に署名した。テキサスの独立後、アングロ・サクソンが主導権を握ったテキサス共和国では
メキシコ政府が廃止した黒人奴隷制が復活した。 
1845年にテキサスはアメリカ合衆国の28番目の州として併合されたため、翌1846年テキサスを併合され
たメキシコがアメリカに宣戦し米墨戦争が起こった。米墨戦争はアメリカ合衆国優位に進み、1848年ア
メリカ合衆国はメキシコを破った。この戦争によってメキシコは領土の半分を失い、アメリカ合衆国は
現カリフォルニア州、アリゾナ州などの現南西部をメキシコから得た。 
1861年の南北戦争ではアメリカ連合国に属し、戦後1870年に合衆国への復帰が認められた。 



■気候 
東部は温暖湿潤気候（ケッペンの気候区分：Cfa）、西部はステップ気候（北部はBSk、南西部はBSh）。
南西部にチワワ砂漠の北東部が含まれる。州南部では亜熱帯性の気候が見られる。複数の気候区が
交っているため、動植物相は多様である。乾燥した西部では、湿地や河川、泉に生息する動植物の中
に絶滅危惧種が多い。 
テキサス州はそのサイズが大きいことと多くの気候帯が交差する場所にあるために非常に変化しやす
い気象である。州のパンハンドル地域の冬は州北部よりも寒く、メキシコ湾岸では温暖である。降水
量についても地域での変化が大きい。州最西端のエル・パソでは年間降水量が8インチ (200 mm) にし
かならないが、南東部のヒューストンでは54インチ (1,370 mm) にも達する。北中部のダラスでは年
間降水量37インチ (940 mm) とそこそこの量である。 
パンハンドル地域や州西部の山岳部では舞冬雪が何度も降るが、州北部では年に1・2度、中部と東部
では数年に1度しか降らない。サンアントニオより南、すなわち海岸部では極少数の例外を除いて降雪
は稀である。最近の降雪例としては2004年のクリスマスイブにヒューストンでは始めてのホワイトク
リスマスを記録し、12月の平均最高気温が 65°F(18℃) である南のキングズビルでも6インチ (15 
cm) の降雪があった。 
夏の最高気温は西部山岳部やメキシコ湾のガルベストン島で 80°F(26℃) 台、リオ・グランデ渓谷で 
100°F(38℃) 近辺となるが、テキサス州の大半の地域は 90°F(32℃) 程度である。 
夏の夜の気温は西部山岳地での50°F(14℃) 台後半[25]から、ガルベストンでの80°F(26℃) まで変
化する。 
雷雨は特に州東部と北部で多い。竜巻道がテキサス州北部を通っている。アメリカ合衆国内でも竜巻
の発生回数が多い州であり、年平均139回となっている。竜巻は北部とパンハンドル地域で多く発生し
ている。年間では4月、5月および6月に発生回数が多い。 
アメリカ合衆国史の中でも破壊度の大きいハリケーンの幾つかがテキサスを襲った。1875年のハリ
ケーンではメキシコ湾岸インディアノーラで約400人が死亡し、1886年にもう一度インディアノーラを
襲ったハリケーンは町全体を破壊し、現在はゴーストタウンになっている。このためにガルベストン
が主要港湾市の地位を引き継いだ。1900年のガルベストン・ハリケーンでは、ガルベストン市民約
8,000人（12,000人の可能性もある）が死亡し、アメリカ合衆国史で最大の自然災害になっている。そ
の他大きな被害を出したハリケーンとしては、1915年のガルベストン・ハリケーン、1957年に死者600
人以上を出したハリケーン・オードリー、1961年のハリケーン・カーラ、1967年のハリケーン・
ビューラ、1983年のハリケーン・アリシア、2005年のハリケーン・リタ、および2008年のハリケー
ン・アイクがある。熱帯低気圧も大きな被害を出すことがあり、1989年と2001年のアリソンと1979年
のクローデットが特に大きなものである。 
テキサス州はアメリカ合衆国で最大の温室効果ガスを排出している。毎年の二酸化炭素排出量は1.5兆
ポンド（6.8億トン）近くに上っている。世界の国と比較したとき、テキサス州は第7位の排出量とな
る。 

■日本の姉妹都市 
(宮城県仙台市) - (ダラス市) 
(群馬県水上町、現みなかみ町) - (キャニオン市) 
(群馬県新治村、現みなかみ町) - (ハンツヴィル市) 
(千葉県千葉市) - (ヒューストン市) 
(千葉県八千代市) - (タイラー市) 
(東京都武蔵野市) - (ラボック市) 
(神奈川県横須賀市) - (コーパスクリスティ市) 
(神奈川県秦野市) - (パサデナ市) 
(新潟県新潟市) - (ガルベストン市) 
(新潟県長岡市) - (フォートワース市) 
(熊本県熊本市) - (サンアントニオ市) 
(大分県大分市) - (オースティン市) 
(大分県別府市) - (ボーモント市) 
(宮崎県えびの市) - (ベルトン市) 
(鹿児島県名瀬市、現奄美市) - (ナカドゥチェス市) 



■人口動勢 
テキサス州民を指す英語の呼称は「テクサン」（Texan）であるが、かつてはテクシャ
ン（Texian）と呼ばれていた。スペイン語ではテハーノ（Tejano）といい、英会話では
ヒスパニック系のテキサス州民のことを指す。 
2009年現在、テキサス州は人口24,782,406人である。前年より1.97％、2000年より
16.1％増加した。2000年と比較して出生数から死亡数を引いた自然増では1,389,275人
が増加し、国外からの移民で801,576人、国内移動で451,910人が増加した。2004年時点
で350万人の外国出身者がおり（州人口の15.6％に相当）、このうち120万人が不法在留
外国人 (不法在留外国人はテキサス州内の外国生まれの3分の1以上及び総計州人口の
5.4%と計算する) であると見込まれる。2000年から2006年の間の不法移民増加率では国
内最大である。2010年、不法移民は州人口の6.0％となっている。これは国内の50州で
は5番目に高い数字となっている。 
テキサス州の人口密度は1平方kmあたり34.8人であり、全国平均の31人より幾らか高く
なっている。テキサス州とフランスは国土の大きさが接近しているが、フランスの人口
密度は1平方kmあたり110人とかなり高くなっている。 
テキサス州民のうち3分の2はヒューストンのような主要都市圏に住んでいる。テキサス
州ではダラス・フォートワース都市圏が最大である。ヒューストンがテキサス州最大、
かつアメリカ合衆国で第4位であるが、ダラス・フォートワース都市圏はヒューストン
都市圏よりかなり大きくなっている。 

テキサス州の人
口動勢 

2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 

総計 22,490,022人 22,103,374人 21,723,220人 21,334,855人 20,851,790人 

白人 (ヒスパニッ
ク以外) 

10,986,937人 11,049,172人 11,094,951人 11,138,076人 11,190,222人 

49.8% 50.4% 51.1% 51.8% 52.7% 

ヒスパニック (民
族問わず) 

7,781,211人 7,519,603人 7,258,302人 6,993,458人 6,669,666人 

34.6% 34.0% 33.4% 32.8% 32.0% 

黒人 (ヒスパニッ
ク以外) 

2,535,285人 2,500,125人 2,463,047人 2,426,088人 2,378,444人 

11.3% 11.3% 11.3% 11.4% 11.4% 

アジア系 (ヒスパ
ニック以外) 

695,293人 666,261人 636,223人 604,846人 567,526人 

3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7% 

インディアン 77,662人 76,071人 74,538人 72,762人 70,405人 

0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

混血/他 210,349人 203,238人 196,159人 188,529人 178,812人 

0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2003%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2003%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2002%E5%B9%B4
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https://ja.wikipedia.org/wiki/2001%E5%B9%B4
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ヴァーノン ロイ・オービソン デントン スライ・ストーン

オースティン W.C.クラーク デントン ブレイヴ･コンボ

オースティン エリック･ジョンソン ニクソン リトル･ジョー

オースティン ジョー･ヒューストン ネイプルス Z.Z.ヒル

オースティン テディ･ウィルソン バーサル ジョージ・ストレイト

オレンジ マーシャ・ボール ヒューストン ZZ TOP

カービービル アイヴォリー･ジョー･ハンター ヒューストン ケニー・ロジャース

カウチマン ブラインド･レモン･ジェファーソン ヒューストン ジョー・サンプル

ガルヴェストン バリー･ホワイト ヒューストン ウィルトン･フェルダー

ギルマー ジョニー・マティス ヒューストン ウェイン･ヘンダーソン

ギルマー ドン・ヘンリー ヒューストン ビヨンセ・ノウルズ

ギルマー フレディ・キング ヒューストン リディア･メンドーサ

コーパス･クリスティ デヴォン･オールマン ヒューストン アーネット･コブ

サンアンジェロ ロス･ロンリー･ボーイズ ヒューストン ゴリー･カーター

サンアントニオ クリストファー・クロス ヒューストン ジョニー･ギター･ワトソン

サンアントニオ フラコ･ヒメネス フェアフィールド ケニー・ドーハム

サンアントニオ オーギー･マイヤーズ フォートワース オーネット・コールマン

サンアントニオ ダグ･サーム フォートワース カーク・フランクリン

サンアントニオ チャーリー･セクストン フォートワース キング・カーティス

サンベニート フレディ・フェンダー フォートワース ケリー・クラークソン

シャーマン バディ･テイト フォートワース デューイ・レッドマン

シュガーランド ルーベン･ラモス フォートワース コーネル･デュプリー

スティーブンビル ミルトン･ブラウン ブラウンズビル クリス・クリストファーソン

センタービル ライトニン・ホプキンス ブレナム ブラインド･ウィリー･ジョンソン

ダラス エリカ・バドゥ ポートアーサー ジャニス・ジョプリン

ダラス シダー・ウォルトン ボーモント エドガー・ウィンター

ダラス ジミー・ヴォーン ボーモント ジョニー・ウィンター

ダラス スティーヴィー・レイ・ヴォーン ボーモント ラリー・グラハム

ダラス マーク･ベノ モナハンズ ガイ･クラーク

ダラス ウィリー･ハッチ ライムストーンカントリー ボブ･ウィルス

ダラス バド･ジョンソン ラボック バディ・ホリー

ダラス ホット･リップス･ペイジ ラボック デルバート･マクリントン

ダラス ディキシー･チックス リンデン T-ボーン・ウォーカー

テキサスシティ チャールズ・ブラウン レイク･ジャクソン セレナ

レオナ アルバート・コリンズ

ロックデール ピィー･ウィー･クレイトン

ワスコム ロイ･ゲインズ

■テキサス州出身のミュージシャン 


