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出所：U.S. National Archives, 
Pictures of American Indians. 
https://catalog.archives.gov/id/
530880 
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１. ジェロニモ（Geronimo）はどの国の人？ 

 

なぜか気になって、何度か見返してみたくなる写真がある。

ジェロニモを写したこの有名な写真もそのひとつである1。私

は10年ほどまえにアリゾナ州ツーソンでこの写真の絵葉書を

手に入れたが、売店の人によれば現地で最も売れる絵葉書

だという。この写真のどこが人を惹きつけるのだろうか。 

                                                 
1 米国立公文書館（U. S. National Archives）は、この写真について「Ben Wittick, 1887年撮影」と記

述している。以下で論じるようにオリジナル写真はランドール1884年撮影とするのが定説である。

したがって、この写真は複製だと考えられる。 
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第３章 メキシコのジェロニモ 

ジェロニモ（1823?-1909）は、アメリカ合衆国のアリゾナ州やニューメキシコ州、メキシ

コ北西部のソノラ州やチワワ州を主な活動領域とした先住民族チリカワ・アパッチ

（Chiricahua Apaches）のひとりであった。白人を無慈悲に殺す野蛮人、自分の同胞を守る

英雄あるいはシャーマン、その取り上げられ方は様々だが、19世紀後半から20世紀初頭

の北アメリカ先住民の中で最も知られている人物である2。 

ジェロニモについて調べようとすると、『新版アメリカを知る事典』（平凡社2012年）に項

目があるが『新版ラテンアメリカを知る事典』（同2013年）にはない。つまり、ジェロニモを

アメリカ合衆国先住民だとみなすのが私たちの一般的理解になっている。アメリカ合衆国

先住民は長い間「インディアン」と呼ばれてきた。よく知られているように、この名称はスペイ

ン語の「インディオ」と同じ単語で、アジアに到着したとみなしたコロンブスの誤解から生ま

れたものである3。したがって両者は同じ意味をもつはずだが、語感は大きく異なっている。

白人と勇敢に戦う「インディアン」、従順に従う「インディオ」という対照的なイメージがふた

つの用語には付随している。ジェロニモは前者のイメージを形成した代表的「インディアン」

であった。この小論の論題を「メキシコのジェロニモ」としたのは、そうした常識を問いたい

からである。 

さらに、論題としてジェロニモに国名メキシコを冠することで、国を単位とする歴史記述

の問題性も逆説的に示したいと思う。チリカワ・アパッチの生活領域はアメリカ合衆国とメ

キシコにまたがっている。両国の国境線は、19世紀半ば、メキシコ・アメリカ戦争（1846-

1848年）とガズデン購入（1853年）の結果、先住民の伝統的な生活領域を考慮することな

く設けられたものである（地図参照）。新たに設定された国境線上にフェンスなど障害物が

あったわけではない。河川部をのぞくと国境標識が数キロおきに置かれているだけであっ

た。後に論じるように、ジェロニモらは、国境線確定以降もメキシコ側に活動の拠点を設け

た。ただし、国境の存在がわからなかったわけではない。十分に意識し国境線を利用しさえ

した。その中で、ジェロニモは最終的に「アメリカ合衆国のジェロニモ」となっていく。 

                                                 
2 近年では、9.11同時多発テロの首謀者だとされるオサマ・ビンラディンの米軍による捜索と殺害

（2011年）の際にビンラディンのコードネームとして「ジェロニモ」が使われていたことが発覚し、先

住民などから反発を招き議論を呼んだ。ジェロニモは、死後100年以上が経った今でも強い喚起力

をもつ名前だということである。 
3 コロンブスは、到達した地をアジアの一部インディアス（Indias）だと誤解し、終生その考えを捨てな

かった。当時のヨーロッパでは、正確な地理的理解がないまま、現在のインド、中国、日本などを含

めた東アジア一帯を漠然とインディアスと呼んでいた。コロンブスは、その地の住民をインディアス

に由来してインディオと呼んだ。 
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２. ジェロニモ最初の写真 

 

ジェロニモは生前から注目を浴びていて、写真が多く残されている。撮影機材が大掛か

りで写真自体が貴重な時代、東海岸の人々にとって先住民の姿には商品価値があった4。

冒頭の写真は、ジェロニモを写した最初の一枚である。ジェロニモの写真としてだけでなく、

北米先住民写真の中で一番知られている写真であるとされている（Clements 2013: 160）。 

片膝をつき、斜め左上方に銃口を向けたライフルを両手で抱え、口を固く結んで厳しい

視線をこちらに向ける姿は、戦闘態勢であるかのようである。当時ジェロニモは何人もの白

人を殺害した極悪非道のインディアンとして恐れられていた。映画『駅馬車』（1939年）で

描かれているように、名前を聞くだけでアメリカ合衆国南西部に進出してくる白人を恐怖に

陥れたジェロニモのイメージと合致している。 

写真をよく見ると、ジェロニモの両脇にはサボテンや灌木が人為的に置かれている。後ろ

はマットな壁のようである。壁に草木の影がうっすらと映り込んでいる。ジェロニモは明らか

に写真スタジオ内でカメラに向かっている。この写真は、1884年、フランク・ランドール

（Frank Randall）によってアリゾナ・サンカルロス保留地に設けられたスタジオで撮られたも

                                                 
4 銀行家J.P.モーガンがカーティス（Edward Curtis）に依頼して作成させた写真集『北米インディア

ン（The North American Indian）』第１巻が出版されたのは、1907年であった。 

アメリカ・メキシコ戦争の結果結ばれたグアダルーペ・イダルゴ条約（1848年）では、米国領はヒラ

川までとされた。その後、1853年、アメリカ合衆国は鉄道建設を望んでいたガズデン（James 
Gadsden）を派遣してメキシコと交渉、ヒラ川の南側に当たる現国境線までの土地を購入し領土を

広げた。アリゾナ州ツーソンを中心とする地域である。この領土拡大はガズデン購入（Gadsden 
Purchase）と呼ばれている。（地図は筆者作成） 
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のだと知られている5。 

ジェロニモは、女性や子供を含めた仲間らを伴って保留地から三度脱出している。二度

目の脱出（1881年）のあと、1883年、米軍はメキシコ北部シエラマドレ山中に逃れていた

ジェロニモらを保留地に戻す作戦を遂行する。ランドールは週刊雑誌の特派員としてこの

作戦に野外撮影を意図して同行したが、途中機材が事故にあい撮影ができなかった。結局、

ランドールは説得に応じて保留地に戻ったジェロニモらを1884年に撮影したのである。 

この写真がなぜ人気なのだろうか。写真のジェロニモは白人への抵抗を諦めていない攻

撃的姿勢をとっているように見える。しかし、スタジオ内での撮影であるからには、明らかに

演技である。別の視点からみれば、文明の産物であるカメラに向かって人々が見たいと思

うポーズをとる従順さを示す写真でもある。ジェロニモはどんなことを思っていたのかと、

写真を見る人は想像を巡らすことになる。同時に、かつては危険で凶悪な存在であったが、

今では捕囚の身にあるインディアンとして安心してこの写真を見ることができただろう。つま

り、米国市民が望んでいたイメージがこの写真にはある。 

この写真が撮られる以前、ジェロニモは人生の最も活動的だった時期において多くの時

間をメキシコで過ごした。ジェロニモはメキシコをどのように位置付けていたのだろう。 

 

３. メキシコ生まれのジェロニモ 

 

ジェロニモは死去する三年前に自分の人生を語っている。その語りは、『ジェロニモ自ら

の人生を語る（Geronimo’s Story of His Life）』（1906年）として残された。当時ジェロニモ

は現金収入を得るため羽飾り帽の制作販売に携わっていたが、そのときスペイン語通訳と

して手伝っていたS. M. バレット（Barrett）が企画した書籍である。はじめジェロニモはバレ

ットからの依頼を断ったが、軍の許可と謝礼の支払いを条件として同意した。だが多くの白

人を殺害した人物の語りを公にすることに軍関係者の反発があり許可は出なかった。その

ためバレットはセオドア・ローズベルト大統領の直接裁可を求め、最終的にこの企画は実現

することになった（Barrett 1996: 40-41）。ジェロニモは、1905年大統領就任式パレードに参

加したとき大統領と直接知り合っていた。 

                                                 
5 保留地（reservation）とは、元来、先住民諸部族の居住地として米国政府が保証した土地である。

この小論が扱っている19世紀後半には先住民を隔離・管理する場所になっていた。現在、その性格

は変わったが、300以上の保留地がある。 
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書籍の元となった語りは、ジェロニモの又従兄弟であった通訳を介して英語に訳され、バ

レットによって文章化された。ジェロニモは一方的に話すだけで、一切質問を受け付けなか

ったという6。 

同書でジェロニモは1829年にヒラ川流域で生まれたと語っている。しかし、現代の代表

的伝記は生年を1823年だと断定している（Utley 2012: 6）。この説に従えばジェロニモが

口述を残したのは83歳ごろということになる。年齢や語りとしての性格から考えても口述に

誤りがあって当然である。ただし、生まれた場所がメキシコ領内だったことは確実である。メ

キシコは1821年に独立したばかりだった。 

メキシコ独立以前、アパッチの活動領域はヌエバ・エスパーニャ副王領内の北部にあっ

た。古地図ではその領域に「アパッチ国（Apachería）」と記される場合がある。しかし、現在

の国家と違ってその範囲が線で示されているわけではない。アパッチにとって領域とされる

ものは線で囲われる性格のものではなかった。土地の帰属先という考え方がそもそもなか

ったのである。一方、北部辺境に位置するこの地には副王領中心地からの入植が進まず、

スペイン支配がほぼ及んでいなかった。それでも、数百年にわたるスペイン支配の影響が

なかったわけではない。ヌエバ・エスパーニャから多くの人が「アパッチ国」にやってきた。商

人たちは毛皮などの特産物を求めて先住民と接触した。先住民の側も鍋などの日用製品

や刃物、武器弾薬、酒類を必要とした。カトリックの布教活動も行われていた。そのためス

ペイン語が必要とされていた。 

北アメリカ先住民世界では本名が秘密にされることが多い。アパッチの多くが、スペイン

語あるいはスペイン語由来の名を通称とした。例えば、部族長のひとりマンガス・コロラダス

（Mangas Coloradas）はスペイン語で「赤い袖」の意味である。ジェロニモの最初の妻アロペ

AlopeはグアダルーペGuadalupeに由来している。母はスペイン語名で一般的なフアナと呼

ばれていた7。何よりもジェロニモとは、カトリックの聖人名である。スペイン語発音ではヘロ

ニモだが、アメリカ合衆国では当然であるが英語発音が使われジェロニモとなる。ところが

英語での聖人名はジェロームであるから、ジェロニモの名はスペイン語由来の表記をその

まま英語発音したものだと判明する。 

ところで、ジェロニモの本名はゴヤクラ（Goyahklaあくびする人）だとされている。では、い

                                                 
6 そのときの様子が写真に残されている（Barrett 1996: 43）。 
7 そのほか、ロコ（Locoバカ）やゴルド（Gordo太った人）、ボニト（Bonito可愛い人）などの名もある。

アパッチだけでなくナバホなど他の先住民族でもスペイン語由来の名前が使われていた。ディー・

ブラウン（1972）『我が魂を聖地に埋めよ』（草思社）を参照のこと。 
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つジェロニモが通称になったのだろうか。その由来ははっきりしていない。自伝におけるバ

レットの注釈によれば、ジェロニモの名が登場したのは1852年夏、ソノラ州アリスぺ

（Arizpe）襲撃のときである（83）。攻撃を目撃したメキシコ人が聖人ヘロニモに助けを求め

た叫びに由来していると解説されることが多い。しかし、ジェロニモ自身がこの名を生涯使

い続けていることすなわち自称したことを考慮すると、この説は疑わしい。1852年以前か

らジェロニモと呼ばれていた可能性を示唆する研究もある（Utley: 18）。また、メキシコ人研

究者の中には、アリスぺ所在の洗礼名簿に記載がある1821年生まれの先住民ジェロニモ

がその人本人であると主張する人もいる（Rojas 2012: 295-306）。この説にしたがえば、出

生時カトリックの洗礼を受け、その洗礼名がジェロニモであったということである。何れにし

ても、ジェロニモという名は、アパッチとヌエバ・エスパーニャとの交流、カトリック文化の浸

透を示している。 

ジェロニモという名とともに特筆したいのは、ジェロニモがスペイン語に堪能だった点で

ある。バレットは、メキシコ軍将校の会話を盗み聞きして作戦を立てたとする口述の注釈で、

ジェロニモは「かなりのスペイン語の知識があった」と指摘している（109）。前述のように、

バレットはジェロニモのためのスペイン語通訳だったのであり、スペイン語能力を判断でき

る立場だった（39）。1872年10月のハワード − コーチス（Cochise）和平交渉（この交渉に

より保留地が成立した）では、英語への通訳でスペイン語を介在させたが、この交渉の通訳

はジェロニモだった可能性がある（Utley: 70）。 

 

４. アパッチにとってのメキシコ 

 

ジェロニモはどのようにしてスペイン語を話せるようになったのだろうか。スペイン語を話

すメキシコ人との直接的な交流があったはずである。しかも通訳を務めるほど堪能だった

とすれば、その交流が密だったと想像できる。アパッチとメキシコとの関係についてジェロニ

モを手掛かりに見ていこう。 

ジェロニモはメキシコ人を激しく憎悪していたとされる。口述自伝には、次のように記され

ている。 

 

・・・私はメキシコ人をたくさん殺した。どれほど殺したのかわからない。数えないことも

しばしばだった。中には数えるのに値しないものもいた。 



49 

                                                 

 

第３章 メキシコのジェロニモ 

 それからたくさんの時間が流れた。しかし、いまだに、メキシコ人を好きになることは

ない。私に対してメキシコ人はいつも裏切り者で悪者だった。わたしは今では老いて再

び戦いの道を進もうとは思わないが、もし若くて戦いの道が開かれていたら、その道

はかつてのメキシコに繋がっていただろう。（110） 

 

ジェロニモは、二度にわたって自分の家族をメキシコ軍に殺害された。一度目は、1851

年メキシコ・チワワ州北西部ハノス（Janos）（アパッチはカスキエKas-Ki-Yehと呼んでいた）

近郊で妻と３人の子供、母親が犠牲となった。二度目は、1861年ツーソン近郊でのことで、

越境してきたメキシコ軍に三番目の妻と子供１人が殺された（Utley: 45-46）。こうした出来

事がジェロニモに復讐心をもたらしても当然である。しかし、メキシコ人全体への憎悪がこ

れらの事件を通して生じたと単純化するのは早計だと思われる。以下、「カスキエの虐殺」

と呼ばれる一度目の事件をやや詳しく述べることで、アパッチとメキシコとの関係が敵対関

係のみではないことを示したい。 

アメリカ・メキシコ戦争終結（1848年）から間もなく、1850年、マンガス・コロラダス率い

るチリカワ・アパッチの一団は各地から仲間を集めて略奪を目的としてソノラ州への遠征を

計画した。襲撃による略奪は生活の維持のため度々行われていた。襲撃団は、このときソノ

ラ州の州都エルモシーリョ（Hermosillo）まで進んで大規模な略奪に成功した。 

当時ジェロニモは家族や他の仲間とともにチワワ州ハノス近郊で生活していた。カスキエ

の虐殺が起こる前年1850年5月、和平交渉のためにチリカワ側のリーダーが戦士50人、

女子供50人を引き連れてハノスに現れ、メキシコ側交渉団が現れるまでの２日間ギャンブ

ルや飲酒を楽しんだという。交渉は三週間続き和平が合意された。その結果、アパッチは配

給を受け取ってハノス近郊に定住した（Utley: 151）。ジェロニモ一家もその中にいた可能性

が高い。ハノス近郊は、植民地期から伝統的にチリカワ・アパッチの拠点だった。 

襲撃団にはジェロニモも参加した。マンガス・コロラダスらは米国ニューメキシコ方面に

戻り、ジェロニモらは家族のいるハノス近郊に戦果とともに戻った。しかし、1851年3月、ジ

ェロニモが家族を残してハノスの集落に出かけていたとき、ソノラ州から追ってきたソノラ州

軍が拠点を襲ったのである。その中にジェロニモの家族が含まれていた。 

その後、ソノラ州軍はハノスで家屋に隠れていたアパッチを見つけ出している。男性6人、

女性4人、子供52人が捕らえられた。300頭以上の家畜が確保された。アパッチとハノス

住民との間の略奪品の交易は明らかで、ソノラ関係の焼印が押された馬とラバがハノス住
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民から押収されている。チワワ州の役人は、ソノラ州からの侵略を非難したが効果はなかっ

た。ジェロニモは拠点の様子を確認したのち、素早くこの地を離れている。 

「カスキエの虐殺」の上記概要を知るだけでも、チリカワ・アパッチにとってハノスが必要

とされる場所だったとわかる。虐殺はハノスがあるチワワ州と隣接するソノラ州の軍によっ

て行われたのであり、地元の人にとってソノラ州軍はよそ者であった。ハノスとチリカワは共

生関係にあったのである。 

ハノスは、植民地期1686年に先住民との接触の最前線として砦が設けられた集落であ

る。付近にはチリカワのキャンプ地があった。副王領政府は植民地期末期には北部先住民

に対する定住策をとるようになり、アパッチがハノスにも住むようになった。18世紀末から

19世紀初頭にかけて配給制度が整備された。週に一回、平和に暮らすアパッチに対して、

トウモロコシか小麦、タバコ（７歳以下には支給なし）、粗糖、塩、肉（入手できた場合）が一

定量支給された（Griffen 1998: 69）。また、1803年に学校が設けられアパッチ子弟の生徒

がいたことが知られている。こうした制度は1830年ごろまで続いたが、メキシコ独立後の

混乱と資金不足の中で定期的配給制度は機能しなくなっていた。しかし、その後も、1850

年のような和平交渉によって配給を条件とする共生もあった。 

また、暴力的手段によってもアパッチとメキシコ人の「共生」は進んでいた。子供の誘拐は

アパッチにとって一般的だった。一方メキシコ軍も捕囚としてアパッチを集落に取り込んだ。

双方の共同体内で人質や捕虜として生活することでその一員になることもあったし、混血

の子供達も多く生まれたのである（Blyth 2012: 23）。 

 

５. メキシコでの投降 

 

アメリカ・メキシコ戦争の結果結ばれたグアダルーペ・イダルゴ条約（1848年）には国境

線の位置のほか、第11条で「野蛮な部族」のメキシコへの侵入をアメリカ合衆国が阻止する

と定められていた。「野蛮な部族」とはアパッチなど両国の支配に入っていない先住民部族

のことである。ガズデン購入（1853年）の条約ではグアダルーペ・イダルゴ条約での上記阻

止義務が廃棄され、購入地にはアメリカ軍が進出した。 

1860年代、ジェロニモの活動領域の多くはメキシコ側ソノラ州とチワワ州にあり、ジェロ

ニモの家族はシエラマドレ山中で密かに暮らしたとされている（Utley: 57）。しかし、前述し

た1872年ハワード−コーチス会談の結果、ジェロニモらは米国が指定した保留地に移動
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することに合意した。保留地では定期的配給を確保できた。この保留地はソノラ州に隣接し

ていたため、メキシコ側への急襲略奪が可能だった。1876年にはヒラ川北側に設けられた

サンカルロス保留地に移動させられた。既に述べたように、ジェロニモは仲間とともにこの

保留地を三度にわたって脱出する。 

ジェロニモらはメキシコ側で略奪を行うだけでなく、和平協議を試みている。アパッチに

とって略奪行為と略奪品を売り配給を獲得する和平協議は一連の流れだった。二度目の

脱出を行ったジェロニモは1882年5月、チワワ州カサス・グランデス（Casas Grandes）から

南の山岳地帯にあった仲間の基地にたどり着く。カサス・グランデスは、ハノス同様、略奪

品の交易が伝統的に行われていたところだった。ジェロニモらは近郊にキャンプ地を設け

交易に臨んだ。最初、町の役人と商人は交易を歓迎したという。「私たちは握手して、兄弟

となることを約束した。すぐに交易が始まってメスカルが振る舞われた。すぐにほぼ全員が

よってしまった」とジェロニモは口述している（106）。メスカルとは、リュウゼツランから作ら

れる蒸留酒一般のことで、テキーラはその一つである。こうしたことが一週間近く続いたの

ち、メキシコ軍が未明に攻撃を開始した8。ジェロニモは逃れたが、10人が殺害され、37人

が捕虜となった（Utley: 127-129）。 

当時の米国南西部では、サザン・パシフィック鉄道がロサンゼルスからエルパソまで開通

（1881年）するなど、開拓が本格化する時代を迎えていた。開拓の波はメキシコ北部にも及

び始めていた。国境線を無視して行動するアパッチ問題の解決は両国にとって急務となっ

た。両国政府は相互に正規軍が越境して「野蛮なインディアン」を追撃できる協定を1882

年に結んだ。先住民に対峙するとき国境線は無意味だったのである。その結果、米軍はア

パッチを斥候として活用することでメキシコ側でジェロニモらの帰還を説得することに成功

することになる。冒頭の写真が撮られたのはこのときだった。ジェロニモは翌年再度脱出し

たが、1886年の米軍への最終投降地もメキシコ側だった。西部での組織的な先住民の抵

抗は、ジェロニモらのこの1886年投降によって一区切りを迎えた。これ以降、ジェロニモが

メキシコと直接関わることはない。 

 

６. 従順な「インディアン」：アメリカ合衆国のジェロニモ 

 

                                                 
8 メキシコ軍は、1880年トレス・カスティーヨ（Tres Castillo）の戦いで勝利し、アパッチの族長のひと

りビクトリオ（Victorio）の殺害に成功していた。 
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1886年、ジェロニモらは戦争捕虜として鉄路フロリダ州ピケンズ要塞（Fort Pickens）へ

送致された。家族と再会できたのは、1888年にアラバマ州の兵舎に移ってからである。

1894年からはオクラホマのシル要塞（Fort Sill）で家族とともに農業に従事するが、1909

年捕囚のまま生涯を終えた。 

投降後のジェロニモはさまざまな場に姿をみせた。軍管轄下の収容先にも多くの人が見

物に来たという。ジェロニモは存在しているだけで観光上の価値があった。この時期盛んに

行われた博覧会にも当局の監督下で参加している。こうした場でジェロニモは積極的に商

売をした。手作りの品だけでなく、写真やサイン、身につけているコートのボタンもたくさん

売れた。ボタンは翌日の販売に備えて再び縫い付けられたという（Barrett: 155; Clements: 

173）。 

投降後のジェロニモの姿はアメリカ合衆国の栄光、文明化の成果を示すものでもあった。

その点が最も示されたのは、1905年３月５日のローズベルト大統領就任式パレードであっ

た。騎乗してパレードするインディアン６人のひとりに選ばれたのである。パレードには、若

者を「文明化」するために設けられたインディアン学校の生徒も同行した。選任に当たった

責任者は、昔のインディアンと今の若いインディアンを同時に参加させることで「文明化」こ

そがインディアンが生き残る唯一の方策であると示したいと新聞紙上でパレードの意図を

語っている（Clements: 122）。 

20世紀後半になると、ジェロニモ像が悪人から英雄、聖人へと大きく転換していく。小論

冒頭の一枚の写真は、その始まりを示すものだったと言えるだろう。ジェロニモはアメリカ

合衆国にとって従順な「インディアン」になったのである。 
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