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肉体の誇り

歴史は、私が目を覚ますために挑戦する悪夢である。-ジェームズ・ジョイス、ユリシー

ズ

死者だけが、戦争の終わりを見た。-プラトン

車 椅 子の連中が白人病棟でバスケットボールをしている。
ウィーリー

最近、足を切断した男は、彼らの光る新しい車椅子を制御する方法を学ぶためにバスケ

ットボールをする。車椅子でバスケットボールをすることができるなら、何についても同

じようにすることができる。散歩を除けば。

看護婦が星を持たない空虚な部屋で触れる間、精力的な手足を失った患者がガラスのド

ア越しにじっと見詰めて立っている。医者と看護婦は手足を失った患者を、"アンプ"或い

は"アンピー"と呼ぶ。手足を失った患者は、余裕を受け入れずに、おそらくはより事実に

見合った調子で、自分たちを、"身体障害者"と呼ぶのを好む。
ギ ン プ

ギンプたちは、戦争に出掛けて連結した敵対的な爆破装置で、半分殺されただけの十分

不運な武器を持たない男で奇妙にも未だ生きて頭がくっついた人の部品だ。苦しむことが

魂に良いのなら、ベトナム戦争は幸福の世界を役立たずにしたに違いない。
ギ ン プ

タフな看護婦は、自分自身の病棟に歩き戻って、きちんとした清潔な寝台に横になるこ

とを強制する。寝台は、ベトナムのホア・ビンの村でウッドカッターの藁葺き小屋に戻っ

て葦マットで眠る一年の後ではあまりにも柔らかくて快適だ。三ヶ月の間、良き海兵隊員

のように注意して狙いを定めた俯せの姿勢で、この寝台で大半の時間を過ごし、野菜がシ

チューに入れられるのを待った。

右舷で、セクシーな看護婦が四肢麻痺の建設部隊員を滅菌ガーゼで拭いている。彼らは
シ ー ビ ー

建設部隊員を清潔な青いパジャマを着た衣類店のマネキン人形のように横たえた。滅菌ガ
シ ー ビ ー

ーゼを持った看護婦は、(j.g.)オードリー･ブラウン海軍大尉だ。脚を持った病棟のあら

ゆる男たちが彼女の骨に飛び付きたいと願い、手を持つ男たちは感触を獲得したいと努力

している。

四肢麻痺の建設部隊員の最後のダルフォン注射が徐々に無くなっていく。彼の鼻に彼ら
シ ー ビ ー

はプラスチックチューブを彼の鼻一杯に詰め込んだので、今、彼の鼻はうずき出している。

彼の顎はワイヤーで固定されている。彼が彼の痛みを伝えることができる唯一の方法は彼

の目だ。彼は、それほど幸福ではないので看護婦は彼に実際に近付いて観察し、彼らは彼

が、その舌を噛み切って飲み込むことで自殺しようとするかもしれないと思っている。

日本の東京湾、横浜近くの横須賀海軍病院はアルコールの臭いがする。皆は鎮痛剤の黒

い空気枕で眠る。皆は朝食代わりのブドウ糖を与えられ、卵を食べているふりをする。

皆が皆の腕の穴を通して食べる間、皆は夜の間に何人かの新米外科医が手足を切断しな
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かったことを確かめるために指と爪先をくねらせる。地雷、砲弾、そしてブービートラッ

プの不意の外科手術と、肌色の人工物を保有する困難を避けたのを運が良いと感じるが、

四肢に影響する最後の問題について心配する。戦争の後、歩き回る脚の無い多くの人々が

いることになるだろうし、多様な切断手術を受けた者がペプシ世代に加わるようにとの誘

いを受けそうにはないという、かなりましなアイデアがある。

ある夜、彼の静脈移植片が壊れたとき、彼らは斥候狙撃兵の脚を切断した。彼はキャラ

メルキャンディの中に彼の従軍記章を埋め、ウォッカを一クォート、音を立てて飲むこと

によって、それらを飲み込んだ。それから、彼は彼自身に酔っ払いの歌を歌った。リボン

のピンが彼の胃を切り開いて、彼は出血多量で死んだ。

それらは俺たちが回復しないように祈っている。一人が死ぬときはいつも、俺たちはビ

ールをこっそり持ち込んでパーティを催す。

野菜になって周りに横たわっていることは、多くの考える時間を与え、そして、それは

役に立たない。なぜ、出征したのか？ ヒトラーが伍長だった時から、彼らはそれを見つ

け出そうと試みていた。皆は若く、旅行するのが大好きだった。今、突然、皆は年老いて、

まさに家に帰ることを望んでいる。

術後病棟の壁はつや消しの白だ。皆のパジャマは空色。黄緑色のガウンとおかしな緑の

シャワーキャップをかぶった海軍さんは、分厚い眼鏡を通してクリップボードを見て、そ
イカ突き係

こでは対等でないかのように話すために立ち止まり、病棟の六十ある寝台を通過してパト

ロールをする。もし皆が、突然、"ムーンリバー"を歌い始めた椅子のように皆が見れば、

彼らはそれらのために話す。

(j.g.)オードリー･ブラウン海軍大尉は、四肢麻痺の建設部隊員を仕上げるとしばらく皆
シ ー ビ ー

の寝台で立ち止まって、アルバイトの天使のように枕をふわふわにする。彼女は皆に非常

に甘く、身内として喋っているにもかかわらず、ほとんど傷付かない。皆は、破片裂傷で、

足を僅かに引きずることがあった。

ベトナムでチャーリー搬送で戻り、彼らは二つの木挽き台に渡した布製担架の上に裸の

身体を降ろし、そして外科医は身体から、手榴弾のプレスされた鉄のワイヤーを百個掘り

出した。今は勤務ができて、サーカスに狂うか、ペーパーウェイトを歌うかしている一般

人の生活へ戻れるかの調査は受けないだろう。たった今、吹き出物を絞ったとき、それら

は-ウジのように-白くはなく、中が灰色の金属と共に黒く薄い炭の欠片になる。

医者が、顔全体を、"肉芽隆"と呼ぶことが分かっている。肉芽隆は特別な種類の瘢痕組

織だと医者は言う。最もタフな種類の。

最初に彼らは、白いヨークシャー豚の皮膚を使って皮膚移植を試した。彼らは破片を発

見した。彼らは、プラスチックの小瓶に入れた破片を与えた。しかし、本人は良かったが、

豚の皮は移植を拒絶した。それから、彼らは尻の一部を切り取って、それらを縫い付けて、

腕に静脈注射を刺して、ボトルを吊して待った。

眠る間、外科用医療器具を打ち合わせる音を聞くことができる夢を見た。メスは、医療

スタッフがサンドイッチを作るために顔を切り取る。それから、彼らは噛みついた弾丸と
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錆びた金のこを支給されて新しい経済的な自作四肢切断病棟まで車輪付き担架を転がした。

不平不満はない。ケツから顔に移植された無口な歩 兵にとってそれほど良くなくは
グランツ

見えない。エロール・フリンがフランケンシュタインをこれまで演じたことがあれば、少

しはエロール・フリンのように見える。

(j.g.)オードリー･ブラウン海軍大尉は微笑み、彼女の微笑みはショーツを十分きつくす

る。多分、彼女が、もう少し若くてそれほど厳しくなければ、少しは彼女を愛しているか

もしれないと思うだろう。彼女は、緑豆を食べさせる。緑豆は嫌いだ。彼女は、アオミド

ロと腐ったヒヨコ豆で一杯の穴を突くように、彼女は巨大なア イ ス の 棒を口に入れ
パプシカルスティツク

て彼女の顔の表情で口を調べる。

ブラウン看護婦は、タルカムパウダーと焼き立てパンのような香りのする白く柔らかい

巨乳と針で支配する。背後で、固形食糧を食べないと思うときや、彼女がスプーンで食べ

させるのを許すであろう限り、彼女は屈み込んで、それらを見せた。それらは古き良き時

代だった。

今、ブラウン看護婦の温もりが立ち去ったとき、すまないと思う。彼女はクリスピー・

クリッターに被さっている酸素吸入テントを再調整するために次のベッドに立ち止まる。

左にいるクリスピー・クリッターは、火傷病棟からあぶれた戦車兵だ。誰かが RPG で

彼の戦車を撃った。彼は燃え上がる戦車の中にはまり込んだ。弾薬庫の弾薬に点火し、戦

車兵を爆発によって放り出した。彼らはクリスピー・クリッター戦車兵の焦げた腕を発見

することができなかったので、彼らは彼の足の爪先に静脈注射の針を突き刺している。夜

になると皆は彼が神と司法取引をしているのを聞くことができる。

彼らはしばらく俺を隔離し、S-2の軍事情報事務屋が物語を理解するまで、彼らは新聞

が求めるまま撫で回した。それから、俺は回復病棟へ移動した。

俺たちは、回復病棟で乾燥卵を食べるようになる。

俺は調理室から食事の六つの金属トレイを持ってくるとそれらを外のギンプたちに渡す。

歩いている負傷者と車椅子患者は歩けない負傷者とギンプたちへ熱い食べ物と馬用精神安

定剤を持っていく。

新兵たちは、この忘れられた場所で一緒になって固まっていて、俺たちが信頼できる他

人は誰もいないので、俺たちがベトナムでお互いの面倒をまさに見たように、毎晩、俺た

ちはお互いの面倒を見ている。神は俺たちを愛していたのだが、彼は死んだ。

熟練外科医と疲れを知らない看護婦は、一日中俺たちの世話をし、彼らが見ることので

きる傷口を縫い合わせる。しかし、夜、俺たちはベトナムに戻って、叫び声で目覚める。

俺たちはナパームの小便をし、クモを吐き出す。俺たち以外のここの誰も野菜、脚無し、

不思議な玉無しは、見て楽しむために障害者を雇う博物館のための多くのガーゴイルたち

だ。毎晩、俺たちは俺たちの兄弟が行き続けるために戦う。毎夜、俺たちはブラックライ

トの針で俺たちの大きく裂けた見えない傷の上を縫合する。俺たちはマラリアにかかって

いるが、俺たちはまだ俺たちの領域を確保している。
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俺は、政治的コメディアン、モート・ザールの物真似をする。俺は小道具の新聞を持っ

てアメリカがエスキモーゴマンドゥたちによって侵略された方法の物語を語る。

「そう。彼らは赤い星の付いた毛皮の帽子をかぶった丸々太った小柄な兵士たちであった。

生皮パーカー。戦闘ブーツ。彼らは戦闘灰色カヤックに乗って海岸へやって来た。彼らは

官給品のセイウチの骨の銃剣で細工物を作っていた。そして、K-9軍団のフラックジャケ

ットを着たペンギンたち。彼らは生皮のバンダリヤに雪玉を詰めて背負っていた」

俺が回復病棟の中央通路をゆっくり行ったり来たりすると何人かが俺におとなしく笑う。

それらの死んだかもしれないと思われた負傷者たちはタフな観客だ。

「共産主義エスキモー・コマンドゥたちは、カリフォルニア州ラグナ・ビーチ近くでテレ

ビディナー工場爆破を命じられた。エスキモーの政治人民委員は、テレビディナーが無く

なればアメリカ人男性の人口の半分が飢えると考えた」

病棟の終わりまで通路を進むと誰かが言う。

「そういうこと」

彼は大きな笑い声を上げる。アマチュアが俺がする以上の大笑いをすることを俺は嫌う。

俺は続ける。「しかし、彼らは何人かのカリフォルニア娘に出会った。九歳以上の全て

のカリフォルニア娘は素晴らしい蜂蜜だ。それは州法だ。もし少女がカリフォルニア州で

甘い十六歳に変われば、そして、彼女が石の狐となる途中で具合が悪ければ、カリフォル

ニア・ハイウェイ・パトロールは国境線まで彼女に付き従い、彼女をネヴァダへ追放する。

それでエスキモー・コマンドゥたちは、海岸でボーイハントをする女の子たちに鼻を擦
ビ ー チ バ ニ ー

り付け始め、五秒と経たずに彼らの軍紀と政治的教化の全てを失った。エスキモー・コマ

ンドゥたちがカール・マルクスを非難するならば、ビーチバニーたちはピンクのフリスキ

シールのように、彼女らのビキニを脱ぐと約束した。モスクワの丸々太ったカモは同意し、

それから誰もが砂に座り、コーンドックを食べた。エスキモー・コマンドゥたちは、ラグ

ナビーチの砂天使が全員醜い異形種であることを不運にも発見した。良い報せは、それら

が生物学上適応していたことであった」

誰かが言う。「どうして、彼女らは醜い異形種だったんだ？」

俺は言う。「彼女たち全員が、彼女らの頭より巨大な胸を持っていた」

呻きと唸り声を通じて、誰かが言う。「OK。それで何があったんだ？」

俺は言う。「ああ、俺は知らない。普通の物。それらはエスキモーの冗談を語った」

正午。四肢麻痺の建設部隊員に本国に戻ってからの来客が来る。彼らは左右には目を向

けず、ハイヒールの足音と共に病棟を通って通路に沿ってくる。

彼の母親は紙ナプキンで彼女の鼻を叩いている。そして、彼の父親は迷っているように

見える。そして、彼のガールフレンドは、全てが大きな尻とずんぐりした脚と枯れた花の

墓場のように香る。

彼らは沢山四肢麻痺の建設部隊員と話をするが、彼らは何も言わない。建設部隊員が、

例え彼が望んでも話すことができないように彼の顎はワイヤーできちんと止められている
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ことに安心しているように見える。

家からの来客が去るとき、彼のガールフレンドはすすり泣いて止まると、テレビの連続

ホームドラマのヒロインのように彼女の大きな瞬間を味わう。彼女は言う。

「ごめんなさい、ボビー」

彼女は、砂粒サイズのダイヤモンドの付いた金の婚約指輪を外して彼のベッドの足下に

置く。彼女はずんぐりした身体の全ての毛穴から悲劇を漂わせて足早に立ち去る。

午後も遅く、帽子に金のスクランブルエッグをつけた何人かの事務屋提督が俺たちが抵

抗することができない間に銃撃下の英雄的行為のための勲章と戦死傷者章と五百人くら
パープルハート

いのカメラマンを付き従えて来る。

俺は銀 星 章と戦死傷者章を授与されるが、彼らはなぜか何も言わない。多分、何
シルバースター パープルハート

人かの事務屋が事務的な手違いをしたのだろう。

彼らがクリスピー・クリッター戦車兵へ行ったとき、海軍十字章の重みは彼の胸を傷付

ける。彼らは彼のパジャマから勲章を外すと彼の枕にピンで止める。

「アーフー！ アーフー！」

とランクスが彼の横隔膜深くに達するホーニーゴリラの求愛のように海兵隊の伝統的な

"雄叫び"で言う。ランクスは迫撃砲チーム所属の上等兵。彼は病棟の下に雑誌を高く積み

重ねた車輪付き担架を押す。彼は各ベッドでお喋りをするために立ち止まり、新米なら誰

でも彼の階級章を誇らしげに見せる。

誰もが彼に敬礼し、彼は彼らに返礼する。

ランクスは、彼のトラックのエンジンに仕掛けられたブービートラップで吹き飛ばされ

た。何人かの VC 工兵が、爆弾の破片にするためにアメリカ軍の PX から盗んだ将校の階

級章五十ポンドを使った。ランクスが彼のエンジンを点検するためにトラックのフードを

開けたとき、彼の顔面を真鍮で満たした。

頭に包帯を巻いた黒人歩 兵が彼が最初に撃たれたときのことについて、可愛い日本
グランツ

人看護実習生に海洋物語を語っている。
ほ ら 話

「これはクソじゃない」と頭部負傷の歩 兵は言う。
グランツ

看護実習生の顔に困惑が浮かんだのに気付いてランクスが翻訳する。

「これは実話だ」

「恐ろしくナンバー一万の危険な AO での CA 任務で俺たちの集団は六つの記念品にされ

た」

ランクスは言う。「我々の指揮官は、極めて恐ろしい場所で我々の部隊に戦闘強襲を命

じた」

「キャノンコッカーが、事前砲撃で確認砲撃を行い、ヒューイ武装ヘリは撃たれて熱いリ

マ・ズールーに降り立った」

「砲撃の後、海兵隊ライフルマンを乗せた武装ヘリコプターは激しい銃撃の下、着陸し

た」

「一発の B-40が負傷した胸に吸い込まれて、俺の兄弟を殺した」
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ランクスは翻訳する。「私の友人は、彼の肺にロケット推進擲弾の破片が命中したとき

殺された」

「キッドは、AK の銃弾が BK で T&T した」

「ライフルの銃弾は膝の下で私の脚を貫いた」

頭部負傷の黒人歩 兵は言う。「仕返しなんてろくでもねえ」
グランツ

ランクスは説明する。「因果応報」

歩 兵は続ける。「ファントムが搭載兵器、スネークとネープで酢漬けにした。コブ
グランツ

ラは、ミスター・チャーリーのアジア人ママに挨拶するために、家にいる小さな猿をやり

たいようにやって森にコショウを掛けた。」

「我々の戦闘爆撃機が効果的に敵陣地へ爆弾とナパームを投下し、それから攻撃ヘリコプ

ターが敵の軍人と彼らの母親を機銃掃射した」

歩 兵は言うことで海洋物語を終える。「大部分が大急ぎのチャーリー・メッドで味
グランツ ほ ら 話

方のウィスキー・インディア・アルファは急いで救急搬送された。彼ら、イカ突き野郎た

ちの処置は最高だった」

「救急搬送ヘリコプター」とランクスは言う。「何人かのアメリカ人の戦闘負傷者は遅延

することなく大隊応急処置所へ飛び、海軍要員の素晴らしい働きによって処置された。」

日本人看護実習生は黒人歩 兵に、それからランクスに微笑んで肩をすくめ、躊躇い
グランツ

ながら言う。

「ごめんなさい。私は英語が話せないの」

困惑した看護婦が逃げると、ランクスと頭部負傷の黒人歩 兵は笑い合って言う。
グランツ

「そういうことだ。兄弟。すまないな」

ランクスは、俺の寝台まで歩み寄って言う。「おい、ジョーカー、ママン。俺の鳥はい

っちまったぜ！」

彼は自分の頬骨を指す。彼の皮膚の表面直下の銀の影、彼の左目直下に翼を広げた銀の鷲
大 佐 の 階 級 章

が埋め込まれている。

ランクスは彼の顎には光り輝く銀の准将の星、そして彼の首に金と銀の樫葉章、そして
少佐と中佐の階級章

彼の額には銀の鉄道路を埋め込まれている。彼の全身は金属に満ちている。彼の胸を切り
大尉の階級章

開いたとき、彼らは金と銀の海賊の宝、ミニチュア地金、大きな拳大の中尉の階級章のボ

ールを発見した。

「最高だったぜ、ランクス」と俺は言って敬礼する。

ランクスは敬礼を返し、次のベッドへ車輪付き担架を押す。

「アーフー！」とランクスは言う。「アーフー！ アーフー！」

俺が回復病棟の外にいる現在、毎週木曜日1600に精神科医によって俺の頭の装備は注油

される。

海軍精神科医は、軍楽を音楽に合わせることで精神医学に乗っ取っている。クソ忌々し

い事務屋の職業軍人は司令部へ質問しない。従軍牧師すらチームに属している。戦時の軍

事精神科医の仕事は、共同戦線によって嘘を口述し、現実の僅かな誠実さの認識でさえも
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繕うことだ。彼の仕事は、患者が、それはクソのアイスクリームで、患者が患者自身の義

務のために、狂った患者が知ろうともしない見ず知らずの虐殺した人々のために積極的な

態度で戦争へ戻っていく、患者自身の目が信じられないと話すためである。

俺は精神科に会った五分後に彼が医者であるために得た人が何れであるかにおいて、彼

が子供時代、いじめられっ子を野球チームのために常に最後に選び、医者と患者の関係を

発揮することができる権限を喜ぶいじめっ子と精神分析した。

俺は、彼のパリッとした清潔なカーキの制服を憎む。俺は、彼の低く野太い声を憎む。

俺は彼が皆の偽物の父であるから、俺は彼を憎む。

ジェームズ・B・ブライアント海軍少佐は単調に続ける。

「君は、単に君の捕獲者になったに過ぎない。それは古い古い物語だ。それを実際に賞賛

しに来る人質も捕虜も全くまれではない」

俺は言う。「ええ、あなたはとても古いし、あなたすらでたらめのでたらめです」

ブライアント少佐は、彼の青灰色の回転椅子と微笑みの中、後ろに反り返る。微笑みは、

半分の薄笑いと半分の自己満足の優越感と半分のご満悦の表情だ。

「君が自由な今、敵について君が感じる感情は何かな？」

俺は言う。「敵は誰です？」

聖者の忍耐か、聖者の傲慢さで-聖者が確実かは常に難しい-彼は言う。

「ベトコンだよ。私のためにベトコンを説明してくれないか」

「ベトコンは痩せこけて、米を音を立てて食べるアジアの小妖精ですよ」

少佐は頷き、火をつけていないパイプを手にして吸い口を噛む。

「分かった。そして、どうして君はベトナムにおける三つの君の兵役で君の国に対する義

務を果たしたことについてどう思っている？」

俺は言う。「若さは、武器のない生存術ですが、私たちは武器を持っていて、ベトナム

を生きたまま燃やすためにそれらを使いました。俺はそれを恥じています。それはその時

には正常な行いのようでしたが、それは過ちでした。不必要な戦争で、愛国心は立派に聞

えるために作られた民族主義なだけです」

「しかし、全ての戦争は兵士を所有していた」

「ジョン・ウェインは決して死なず、オーディ・マーフィは決して泣かず、そして、ゴマ

ー・パイルは決してゼリー状のガソリンに赤ん坊を浸さなかった」

「分かった」とブライアント少佐は言って、彼の小さなメモ帳で小さな紙片を作る。

俺は言う。「なぜ、あなたにとって、なぜ、それほど重要なんです。俺はいかれていま

すか？」

少佐は、一旦、止まって言う。「私は、君が何を意味しているか、分からんね」

「見て、俺の唇を呼んでください。俺は解放軍の戦士だった。俺はベトコンの村でベトコ

ン人民と共に生きた。俺は決して拷問されなかった。俺は洗脳されなかった。彼らは決し

て俺に質問をしなかった。彼らは俺の作戦地域について、俺以上に多くのことを知ってい

た。俺は俺の村の人々の敵と戦い、俺は俺がそうしたことを喜んでいるし、俺はまたそう

するでしょう」
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ブライアント少佐は微笑む。「もちろん、君はそうした」

彼は書き留める。

「あなたは俺がしたと言うことを知っている」

「典型的な救世主的強迫観念」

「ほら？ 俺はあなたとは話せません。あなたは現実ではないんだ。あなたは言葉の箱な

だけなんです」

少佐は言う。「議論の理由のために、君が共産党へ実際に変節したと言おう。まったく、

君はアメリカの軍人を殺したかもしれないな」

俺は言う。「兵隊たち。俺は兵隊たちを殺したかもしれません。それは俺の中でしたが、

トリガーを引いたのは、あなただ。そして、俺は共産主義へは決して変節していません。

共産主義は、退屈で働きません。でも、もしアメリカ合衆国連邦政府が死ねば、俺はその

墓の上で踊るでしょう。俺は政府の側に対立する人民の側に加わった。俺は土地へ帰りま

した。アメリカ人が土地との接触を失ったとき、俺たちは現実の接触を失いました。俺た

ちはテレビになりました。俺はテレビになりたくありません。俺は殺して殺されたい」

「しかし、君はどうやって道徳的に君の側の人々を殺そうとすることを正当化するんだ

ね？」

俺は言う。「どうして、俺が道徳的にどんな国の人間でも殺そうとすることを正当化で

きるか、ですか？ 俺はベトコン兵士を殺しましたが、彼らが邪悪な人間だったなら、俺

は彼らを殺していません。俺は彼らが間違っていると思っていたから、彼らを殺しました。

個人的にではありません。南部独立のための戦争は戦って彼らを殺すために憎む必要がな

いということを証明しました。俺が戦ったアメリカ人は悪人ではなかった。彼らは、これ

までに、俺が一緒に走った立派な略奪者と殺し屋たちの一部でした。しかし、彼らは間違

った側にいた。例え、それがあなたにとって最高の犬であっても、狂犬は撃たなければな

らない。俺は正しいことに忠実でしたが、俺は祖国によって裏切られました」

ブライアント少佐は机に鉛筆を放り投げる。「君は、私がそれを信じていると本気で思

うことができないようだな」

俺は立ち上がって壁に向かって歩く。俺は医者の多数ある医学証書の一つを降ろす。俺

が選んだ一つはウェディングケーキ上の糖衣で描いた印刷物を想像させる。

「ええ、俺がそれを行ったのではなく、俺がそれをしたので、あなたはそれを信じること

ができるんです」

俺は卒業証書をひっくり返し、ボール紙の裏板をスライドさせて外し、卒業証書を引っ

張り出す。「行動は表現です。態度はポーズです」

俺は医学証明書を折る。俺は言う。

「俺は戦争捕虜でしたし、それは実在的な深刻で永久的な時差惚けのとても悪い症例を俺

に与えましたよ。大抵、俺は憎しみを持つのは一つではありませんが、俺はベトナム・ベ

テランですし、ホワイトハウスは俺の戦友四万人を殺しました」

少佐は俺を見る。彼の唇は、汗ばんだ上唇が震える痕跡だけと共に開いている。

俺は医学証明書で紙飛行機を折る。「戦争はあなたを神経質にしますが、それも、あな
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たに治療行為の機会を提供しています」

俺は部屋の反対側へ紙飛行機を投げる。紙飛行機は少佐の机に着陸し、ケープ・コッド

・ヨットクラブから貰った準優勝のトロフィーにぶつかる。

少佐は、彼の歯を食いしばって言う。

「君は、戦時の裏切り者だな」と彼は激しく、手の平を机に叩き付ける。「妄想性的精神

病の傾向だ」

俺は言う。「俺は戦時の裏切り者ではありません。戦争は議会によって宣言されなかっ

た。戦争は存在していません。帝国の大統領の腕力の誇示だけです。俺が事務屋について

嫌いなことは、あなたが倫理よりも、規則を愛していることです。俺は、間抜けな世界の

市民権に対する俺の権利を放棄します。あなたの無知は鉄のように堅い。そして、それは

選択によって、計画による無知で、意図的な無知なんです。でも、心配はいりません。あ

なたが事務屋の職業軍人と犯っている間は、あなたは安全です。遅かれ早かれ、事務屋は

常に勝利します。誰も彼の言うようにする男は嫌いですからね。ミュータントの土地では、

明白な話は致命的な毒であり、彼が言うようにする男は縛り首になります」

「臨床的に、君は正気ではないぞ。二等兵」

俺は笑う。「俺は俺が正気でワイルド・ショットでマギーの下着を打っていたようにし

ます。ティベッツ大佐が、広島に爆弾を落として十万人を蒸発させたとき、正気ではあり

ませんでしたか？ いえ、先生、俺は半分いかれているだけです。もし俺が生き残れば─

そして、俺は生き残らないと思っています─それは俺には狂った半分の周りにだけ止まっ

ている才能があるからです」

ブライアント少佐は、突然、ぐいっと動いて引き出しの机を開け、マニラ・ファイル・

フォルダを取り出した。

「ああ、本当に？ さて、うぬぼれ君。これらの写真を見て、君には何が見えるか私に話

してくれ」

最初の十二枚の写真は、ベトナムの戦場に倒れた海兵隊員の死体を撮ったものだ。

俺は言う。「これを持っていくことはできますか？」

「勿論。でも、なぜかね？」

「俺が本 国に戻ったら、一般市民にこれを見せてやりたいんです。百聞は一見に如か
ワールド

ず」

俺は写真を俺のユーティリティトラウザーズのカーゴポケットに入れた。

ブライアント司令官は、もう一つの机の引き出しを開けて、茶色のファイル・フォルダ

を出す。彼は八から十枚の光沢紙を引き抜くと、俺の前の机に置いた。

俺は写真をぱらぱらとめくる。間違った照明。明らかに写真はモルグで撮影された。死

体置き場の死者。死者は俺の父親だ。

「君の母親は、既に再婚している」

ブライアント少佐は言う。「さて、君は殺した。その通りに。君は、彼を殺した。彼は

自殺だ。彼は残念な死に方をした」

俺は言う。「あなたは間違っています。親父は俺を信じています」
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ブライアント少佐は驚く。「それが、君の言わなければならない全てか？ さあ、それ

らの写真への君の利口ぶった理由を聞こう」

俺は写真を茶色のファイル・フォルダに入れ、そして俺は彼の机の上にファイル・フォ

ルダを落とす。

「捕虜を取らないでください」と俺は言う。「そして、あなた自身は一人にならないよう

に」

回復病棟で、ランクスと四肢麻痺建設部隊員、そしてクリスピー・クリッター戦車兵を
シ ー ビ ー

訪問した後、短期滞在兵舎に歩いて戻り、俺は何人かの海軍病院関係者が、タバコを吸い

ながら、集団になり、コンティエンで議会名誉勲章を勝ち取った海兵隊歩 兵を見てい
グランツ

るのを見る。歩兵は肌色のプラスチック製脚を持っている。彼はタバコの吸い殻を警備し、

クソな詳細を引き出している。

イカ看護兵は笑い、彼らのタバコを吹かし、そしてまさに十分聞える大声で発言し、そ

して、彼らは、余すところなく、実戦において存在し、スケートで滑った男が時々戦闘に

差し向かって彼ら自身が出会い、生き残ったことを強制された不運な男の感じる説明でき

ない内臓レベルの有毒な憎悪を楽しんでいる。

これまで出産しなかった女性のように、死に直面しなかった男は、どうにか、まだ不完

全な彼の生命を全てを感じるために死を与えるだろう。戦闘ベテランは、彼らがいかにタ

フであるかを証明するためにバーでベテランたちと殴り合いを始めようとする見知らぬ人

間によって完全に困惑し、呆然とする。マッチョな一般人は何かのためにベテラン、もし

くは少なくとも何人かの転任を本当に満足しているベテラン、もしくは嫌な記憶かプラス

チックの脚をどうにかした者を羨む。

兵隊の戦争は行ったり来たりし、そして終わる。しかし、非戦闘員は果てしなく戦争の

代わりを捜し、常に到達不能な、それ自身に付随する魅力的な難解さを戦争に付随させる。

それは人生における大きな失望のある人々の人種へ語るように、タイタニックの沈没の生

存者、彼の手をヒンデンブルクの墜落事故で燃え上がらせたと誇りを持って言うことので

きる神に選ばれた一人でもないだろう。

ベテランは、野心的な戦争ヒーローのファンタジーと、短い時間に得る物と永遠に失い

物の戦争の経験の事実の橋渡しが決してできないことをすぐに学ぶ。スペイン人が言うよ

うに、それらは一人だけが、雄牛と戦う者だけが知っている。

俺は、持ち上げた吸い殻を監視下に置く、足を引きずる海兵隊員に挨拶し、俺たちは互

いに親指を挙げてみせる。

昨夜、彼の残りの人生を生きるべきではないと言う決定を下したリーコン下級軍曹は、

自らを洗濯室に閉じ込めて、彼のパジャマのズボンで首を吊った。

海兵隊員は、皆の手を煩わせることなく死ぬ方法を知っている。静脈移植片は夜に破れ、

歩 兵は金属片を吐き出して死ぬ。十九歳の少年は、顔を黄色に、それから灰色に、そ
グランツ

して一言も発しなくなる。看護兵は朝になって彼らを見付ける。
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もし、誰かが吹き飛ばされて、完璧にくたばった海兵隊員の彫刻制作を望むなら、そい

つは、車輪付き担架に大量の生肉のハンバーガーの上に生きた脳みそを落とし、線路釘と

三インチの釘で徹底的にハンマーで打ち付けることを全てやらなければならない。それか

ら、そいつは脳みそに火を付ける。

俺がここにいて、今、俺がベッドにいる物を直視しないようにしようとしている回復病

棟の友人たちを訪問したとき、俺は彼ら全員が尋ねたがっている疑問を知っている。

「俺たちの内、誰かもう一度人間になれるのか？」

臨時宿舎担当事務員が言う。

「S-2が呼んでいるぞ。ジョーカー。君の命令が中にある。私は君のために、それを取り

に行ったんだ」

俺は言う。「ありがとう。兄弟」

事務員は、俺にマニラ封筒を渡し、それから頭を下げる。

臨時中隊事務員は白い虎と青い龍の刺繍がされた赤い絹の着物を着ている。彼は紐無し

の黒革戦闘ブーツを履いている。着物の下の塊は、彼の脇に吊り下げられた人工肛門だ。

北ベトナム陸軍は彼の腸を引き出して泥の中で踏み付けた。彼の人生の残りの間、事務員

は使い捨てビニール袋の中に彼の脇の下を通してクソをする。

事務員は、以前、俺に言った。「私は戦争中であり、私は病院にいた。それが私の人生

なんだ」

俺は自分の命令書を見る。指揮系統の誰かが、遂に俺に関する決定を下し、幾つかの旅

行命令を俺に寄越した。俺は撃たれる気は無い。俺は、彼らが狂った人々に与える医学的

除隊、病気除隊として名誉除隊になっている。俺が捕虜になっている間、未払いだった
セクシヨン8

給料で、本の上には大量の現金を与えられている。俺は即時退役のためにカリフォルニア

州エル・トロの海兵隊航空基地に出頭することになっている。

中隊事務員に頭を下げて俺は言う。「気楽にやれよ、兄弟。お前はお前自身に対して義

務があるんだ」

いつものように、中隊事務員は微笑んでいる。彼はいつも俺の冗談の簡単な聴衆だ。彼

の唇は、全く残っていないので、臨時中隊事務員は大いに微笑んでいる。

俺は短期滞在兵舎まで歩き、もしかしたら俺の命令は、彼らが誤って死の収容所に女性

を送り出したときのように事務員の誤りではなかろうか、と怪しむ。

兵舎は寂れている。臨時中隊の短期滞在兵舎は、イカ守備隊が同例労働から逃げ出した

り、若干のクソ面白くない仕事や特別さ業態に強制徴募されることを望まない海兵隊員を

一時的に見るので、常時、人は住んでいない。

大半の寝台は使われておらず、マットレスはむき出しのスプリングで腰がくの字に曲が

っている。

俺が退院するために小さな AWOL バッグに詰め込んでいる間、二人の香港スーツを着

た民間人が兵舎に入ってくる。
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一人は若く、ほっそりして背が高く、日焼けし、完璧な白い歯。彼はブロンドの髪、青い

眼、よく発達した筋肉、そして健康さと活力を放っている。

もう一人のスパイは、ネアンデルタール人の誇大な黒い眉毛の線、爬虫類の目と顎を持

った中年。

完全なチームだ。ナチ乗りと失 わ れ た 輪。
サーフ・ナチ ミツシングリンク

サーフ・ナチが言う。「なあ、我々は、君について、君の精神科医と話をした。彼は君

が、我々が隔離病棟に君を置いたままにするか、我々が君を DD-不名誉除隊にしてゴミ

箱へ放り込むようにするなら、新聞社に行ってマストを要請して騒ぎを起こすと脅迫した

と言っている」

俺は言う。「くそ、あんたらは何者だ？ CIA ？ NSA ？ G-2？ S-2？ FBI ？ 対

情報参謀？ 領事館代表？ 大使館特別補佐官の職員？」

「N.I.S」とサーフ・ナチは言う。

「そう」とミッシング・リンクが繰り返す。「我々は、N.I.S だ」

俺はベトナムスタイルで蹲る。俺は言う。

「海 軍 情 報 局」
ナーバル・インテリジェンス・サービス

俺は笑う。「多くのスパイ」

彼が鏡代わりに窓を使って、光る小さなハサミで彼の鼻毛を整える間、ミッシング・リ

ンクはタバコを素速く吹かす。

サーフ・ナチは言う。「君を営倉へ引っ張っていくことになる。君は、軍規の制服コー

ドの規約104条を犯したことで有罪だ。敵に直面し、敵を助け、そして不正行為をするこ

と。どちらも死刑を伴う。我々は、君を撃つことが来た。私は、喋る銃殺隊だ。我々は、

君のケツをエディ・スロヴィクにするつもりだ。我々は、アメリカ軍兵士に武器を置くよ

うに誘った容疑で、君を逮捕した。で、それで、君はパジャマの少年たちと一緒に少しば

かり義務の旅を行った。さて、我々は、戦時における敵への協力行為のために君を処分つ

もりだ。デイヴィス、君は歴史だ」

俺は言う。「俺は協力していない。俺は参加した。俺は志願した」

「なら、君は、君の祖国に対する反逆者であることを認めるのか？」

俺は言う。「俺は、自分が連邦政府に対する反逆者であることは認める。連邦政府は国

じゃないからな。それをそう思うようにしているし、それを誠実な一般市民がしっかりと

確信して考えて欲しいけれど、それはそうじゃない。俺は、アメリカをより信じて、アメ

リカのために彼ら自身が取り締まり人と呼ぶ寄生虫の小さな排他的な巣よりも多くの危険

を冒した。トーマス・ジェファーソンは、ナパームを農民に決して投下しなかった。ベン

ジャミン・フランクリンは違法な戦争と抗議する学生を撃つことはしなかった。ジョージ

・ワシントンは嘘を吐くことができなかった。独善的なギャングの我が政府は、俺がアメ

リカ人であることを躊躇うようにした。俺は、お前らのベトナムの死の旅から脱退する」

ミッシング・リンクは言う。「我々は、反逆罪のために君を軍法会議にかけるだろう。

我々は、これまでのくそったれのためにひどい時間の上に置くことになるぞ、君。我々は、

死ぬほど君にお役所仕事を巻き付けることになる」
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「俺の顔から出ていけ、お前は哀れな間抜けだ、俺にどうするって？ ベトナムへ送ると

でも？」

ミッシング・リンクはタバコの煙の雲の中に離して吹く。

サーフ・ナチは窓を開ける。

ミッシング・リンクは言う。「お前はいつも私に冷たいな。お前は、いつも窓を開けて

俺をいらいらさせるてくれる」

サーフ・ナチは言う。「お前は、俺を毒殺する気か。お前は、俺をガンにしようとして

いるんだ」

「これは低タールだ！」

「俺はタバコが好きじゃない」とサーフ・ナチは言う。「そいつは悪臭だ」

ミッシング・リンクはタバコを吹かす。

サーフ・ナチは言う。「彼に見せてやれよ」

「断る」とミッシング・リンクは言う。「私は、彼に見せたくない。私は彼が好きではな

い」

サーフ・ナチは言う。「やれよ。彼に見せてやれ。私は腹が減っているんだ」

ミッシング・リンクは不平を言ってから言う。

「ああ、私も自分が空腹だと思っている」

彼はコートの中のポケットから何枚かの紙を引っ張り出して俺に渡す。紙は、半ダース

の大手新聞社からの新聞切り抜きをゼロックス・コピーした物だ。見出しは言う。

"海兵隊兵士、ベトコンにより、囚われ、拷問され、そして、共産主義者に洗脳されて戦

争の英雄は病気除隊となって処分される"
セクシヨン8

銀星章を誇らしげに受け取る俺の写真が一枚目立つように切り抜かれている。俺が俺の

人生では決して見ることのない一部の高位の将軍が、勲章を俺の胸に止めている。見出し

を読む。

"海兵隊員捕虜の英雄は、勇気のために勲章を授与された"
ガイリーン

父の死は不名誉からではなかった。俺は英雄だ。

サーフ・ナチは言う。「新聞に話すんだな。彼らにお前の妄想を話すんだ。戦争に抗議

しているヒッピーのかすどもの同志になれよ。海兵隊は離反者の英雄を作るのかね？ お

前は勇敢で、忠実だが、お前は自分を見失っている。それが全てだ。そして、それなら理

解できる。お前は、雑 嚢 袋に実際全部詰め込むことは無いんだ。なあ。お前は、少し足
シーバツグ

りないんだ」

俺は言う。「俺は分かっている。お前たちは誰でもお前と戦う方を選ぶかもしれないと

認めるのが怖いんだ。人々にアイデアを与えてしまったかもな。スパイ鉛筆の消しゴムの

ない、あまりに多くの人間がなぜか尋ね、あまりに多くの人間が何が上手く行かなかった

か尋ねるアメリカ政府に抵抗してアメリカの兵士は、決して演じることはしない」

サーフ・ナチは笑顔を浮かべる。「スパイ鉛筆は無い。スパイはいない。我々は、ここ

にはいない」

「ここにはいない」とミッシング・リンクは言う。彼は、俺の寝台の上でひげそり道具を
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手荒く扱う。俺の寝台は、二十五セント硬貨が毛布に当たって跳ね返るくらいに片付けら
ク ォ ー タ ー

れる。ミッシング・リンクは俺のカミソリの刃を調べて、母に俺がまだ生きていると記し

た一部が戻ってきた母宛の手紙を拾い上げる。俺たちの農場に電話はない。

俺は言う。「馬鹿な呼吸を止めて、手紙を置け、でないとお前の首に靴下を巻き付けて

やる」

ミッシング・リンクは、何も言わずに俺を見て、タバコを一吹かしして、枕の上に手紙

を落とす。

「食べに行こう」

とサーフ・ナチは言う。それから俺に、

「我々は、お前を監視しているだろう」

スパイが振り返るとミッシング・リンクは言う。「ああ、君を監視している」

俺も言う。「そして、俺たちもお前を監視している」

日本からの帰 国 便の空の旅は貧相で日焼けしたベトナム・ベテラン二百名のた
フリーダム・バード

めの十八時間のファンタジー。沢山の冷たいビールと白人のスチュワーデス。

戦争は男が兵士に変わるシンデレラ物語かもしれないが、ロサンゼルスの南、エル・ト

ロ海兵隊航空基地で解放されることは、その時、再び戻り、赤いレンガの司令部への基地

全体のかまぼこ形兵舎への大きな白い分隊区画からの単調で退屈な牛の鳴き声だ。

健康診断。沢山のアメリカ本土へのくだらない雑多なおめかし。給与精算-俺は一年分

の未払い給料を貰った。俺たちは、下着を捨てて、給与を受け取り、グリーン・マザーの

外に、そして本 国へ戻る八時間の単調な無価値さへの英雄になる。
ワールド

俺たちが講堂へ行かせられたとき、俺たちは一般人への一つの道を知り、そしてロス市

警が新人採用説明会を行うことを知る。

新人採用説明会の後、俺たちは、俺たちの次の手順における次のステップのために隣の

ビルに行くよう命令される。

ビルの中で、事務屋が机に付くと、卵を産もうと懇願して待っている飼育装置の雌鳥の

ように書類をあちこちに動かす。

彼の文書業務に対する彼の視線とともに事務屋の事務員職業軍人は、見上げることなく

俺に紙を押し出す。

「それが君の DD214だ」と彼は言う。「それを下げてくれ」

俺は待つ。事務屋の事務員は俺を無視する。

俺は言う。「OK、相棒、次の停留所は何だ？」

「何？」

「手順。俺はここからどこへ行けばいい？」

事務屋の事務員は見上げて溜息を吐く。彼は、くそったれ事務屋の責任を持たず、それ

を知っているくだらない不機嫌な薄笑いで、横柄な無能ぶりが奇妙に混合されている。彼

は年老い、疲れており、そして、彼は何者のようにも見えない。彼は言う。

「全く」
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と赤いニキビでまだらで魚の腹のように白い顔で眉をひそめる。「それは見本だよ。君

は外へ」と誰かの弟に生意気な口をきかれた唸り声を、とてもゆっくりと言う。「分かっ

た……かね？」

俺は言う。

「それ？ それが全部か？」

彼の冷笑に俺は言う。「なあ、兄弟、少し余裕を分けてくれ。これは、俺の最初の解放

なんだ」

事務屋は彼の文書業務に戻って、口を尖らせ、俺を無視する。

俺は背を向けてドアへ向かう。俺の手がドアノブをつかんだときに、事務屋は言う。

「君が基地から出て行きたいなら、君は君の書類に判を押しておかなければならない」

俺は振り向いてカウンターに歩き戻る。「何？」

事務屋はゴム印を持ち上げる。「君が基地から出て行きたいなら、君は君の書類に判を

押しておかなければならない」

「それなら、判を押せよ。何か間違って、あんたの腕は折られたのか？」

事務屋は口を尖らせるが、何も言わない。

俺は言う。「あんたの腕を折ってもらいたいか？」

しかし、彼は、首の下のエスビットのネジを抜かない。それは俺の仕事ではない。もう

いい。

事務屋は内気だ。「私は、君の種類に判を押すことはできない。君の書類は不適切だ」

「それがどうしたって？」

「これらは適切ではない」

事務屋の向い側に、俺はカウンターを挟んで立って、何もしない。俺は待つ。俺は抗議

しない。

おそらく、戦争が永遠に魅力的なのは、事務屋の全員が後方にいることだ。例え、相手

にこれまで会ったことが無く、名前も知らなくても、ベトナムの戦場では俺は歩 兵に
グランツ

人生を預ける。何人かの事務屋がどこかの戦地にいて重火器に四苦八苦していると考える

のは面白いが、大抵、事務屋は戦闘を避ける方法を知っているので、そういう事態は決し

て起こらない。事務屋は善人に彼らのために彼らに戦わせる方法を知っている。それから、

状況が悪化すると官僚主義兵士は夜逃げして、彼らのスイスの預金口座へ近寄る。

小ヒトラー、ワリー・コックス・ナチス、事務屋は、勇気や能力によってでなく無力な

教養、ありふれた尊ばれるお世辞的な神話、鉄のように固い無知への不滅の忠誠、そして、

数字の圧倒的な重さによって世界を支配する。彼らは虎の全てを殺し、兎に向かって突撃

する。

俺は待つ。俺は抗議しない。

くそったれ事務屋の職業軍人は言う。「私は君を休ませよう。今回限りだ。だが、今度、

君がここに入ってくる前に、君が自分の提出書類をもっとましな状態で持ってくるように

君に警告する」

事務屋の指が紙の下で音を立てる。俺の医療除隊に関して、神から稲妻の権限を持って
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激しくゴム印を押す。

「OK」と俺は言う。「俺たちは役だった。あんたは、今、昏睡することができる」

俺は、かまぼこ形兵舎を手にしている書類の意味を理解しようと試みて、俺はオフィス

の後ろでくそったれ事務屋の職業軍人が誰かのコメントに答えているのを聞く。彼は言う。

「ああ、それは馬鹿な歩 兵さ。まさにもう一人の馬鹿な歩 兵」
グランツ グランツ

遠くのオフィスの後ろで誰かが笑う。

外で、偽物の太陽の冷たい光の中、俺も笑う。俺は俺自身には言わない。

「よくやったぞ、海兵隊員」

しかし、俺は言おうとする。「そういうこと」

国の兵役における従軍期間をやり遂げることは愛国的な犯罪のために鎖で繋がれた囚人

に向けられたようだが、逃走すれば鎖に繋がれた囚人を除いて撃たれ、そして、止まれば

軍の中で撃たれる。

バス・ステーションへ歩いていき、俺は俺の厳しく見込みの無い将来、不機嫌な文書整

理係が棲息する未来、忠実な会社人間、ホールの監視装置になる警官、頭の悪い公務員、

セックスレス女性教師と厳格な司書とヒトラー・ユーゲント駐車違反取締婦人警官、そし

て、強制的に納税者から金を巻き上げる厚かましく、そして太ってむくんだ官僚たちの青

白い顔の便覧全てが、調理されなかった肉汁を吸い取る。全てのろくでもない世界は、く

そったれ事務屋のリッターによって支配され、ベトナムは俺の主義では俺は事務屋を憎む

ことになっていると俺に教えた。

未だに制服を着て、俺はロサンゼルス経由でエルトロから、カリフォルニア州サンタモ

ニカ行きのバスに乗る。

バスで眠った俺はチャーリー・チャップリンが狼男に変身して、子供の腕を吐き出す夢

を見る。俺の一部が夢の中で出血している。

ロサンゼルスは、店がそれらのドアを超えられないように鉄の棒を持ち、ホームレスの

女性が通りをパトロールして残飯を拾っている場所、高速道路のゴーディオン・ノットの

中で失われた巨大な実在する難民キャンプだ。

サンタモニカは、海辺にある。

ベトナムで、ボブ・ドンロンは、絶対にオールハウス・バーについて話すのを止めなか

った。彼は伝説の中にそれを作った。

外壁には、二本の巨大なボートのオールが置かれている。

内部は、オールハウスは、奇怪な博物館であり、過去の廃品置き場が長く狭い洞窟の壁

に接着された解体された遊園地だ。壁と天井からは鉄の焼き印、古い映画のポスター、真

鍮製の潜水マスク、サメの剥製、側面に第一次世界大戦のドイツの鉄十字を描いた木製ワ

ゴン、古いオートバイ、カヌー、クズリの剥製、ジャコウネコの剥製、赤ちゃん象の剥製、

実物大道 化人形、そして鼻から、ミニチュアのチーズバーガーをほじくっている人の
クラウン

絵がかけられている。他に多くの物があるが、ぼんやりしている。

床はおがくずと落花生の殻が一インチの層になっている。



- 17 -

ビールの音を立てるピッチャーの間で、俺は一ドル銀貨と同じくらい可愛く、魅惑的な

脚を持つセクシーなドイツ人女性のバーのホステスに俺の人生の物語をする。

「インディアンのように俺たちは、地上に止まって戦う。地上で俺たちは男だ。俺たちは

自由だ。俺たちは誰も必要としていない。町では俺たちは難民だ。カトリーナ、インディ

アン管理官はインディアンたちに政府の牛を与えた。蹄の牛肉。誇り高いスー族の戦士た

ちは牛をどうするべきか分からなかった。彼らは、それらを食べるために彼らがそれを殺

すべき理由が分からなかった。彼らは手に負えない牛を一斉に逃がして、彼らはバッファ

ローだと偽って、それらを引き倒し、火打ち石で作った矢でそれを射た。難民キャンプで

は、俺たちに尊厳はない。俺たちはくそったれ事務屋のリッターたちから物乞いをして、

奴らの施しで暮らすことを強制されるだろう。事務屋は町に俺たちが欲しい。奴らは町を

所有する」

カトリーナは、上手く英語を話せないので、彼女は聞くことに専念している。俺のお喋

りの何点かで、俺はカトリーナにドンロンに電話するよう頼む。俺は彼女に番号を教える。

「ジョーカーが彼の真鍮を磨いて、大急ぎでお前のケツにプレゼントしてやると、あいつ

に言ってくれ」

カトリーナは電話をかけて、ドンロンに俺のパパ・リマ、俺の現 在 位 置を
プレゼント・ロケーシヨン

教える。

ドンロンが、ヒッピーの彼女と一緒に来た頃には、俺はバーにしがみついて、矢のよう

にカトリーナに結婚を申し込み続け、ソンとウッドカッターとホア・ビンとジョニー・ビ

ー・クールについてぶつぶつ語っている一方的にやられた海兵隊員だ。

ドンロンとヒッピーの彼女は、それから俺を家に連れて行き、ベッドに押し込んだ。

朝食で再会の時間はほとんど無い。

「お帰り、兄弟」とドンロンが言う。彼は俺を抱き締める。彼は、顔色がより悪くなって

太った。「ジョーカー、これは俺の妻のマーフィだ」

「やあ、マーフィ」

と俺は言う。マーフィは、下に何もつけずに革のベストと青いジーンズを着ている。ベ

ストの正面には、二つの黄色い太陽とギザギザの黄色の線がある。マーフィは非常に大き

な胸をしていて、時折、乳首の茶色の半月を見ることができる。マーフィは可愛い女性で

はないが、非常に逞しく、非常に魅力的だ。彼女は何も言わない。彼女は微笑まない。彼

女は歩み寄ると俺を抱き締め頬にキスをする。

「行こう、マーフィ」とドンロンが言う。「遅れている」

ドンロンは、彼の二頭筋の周りに青と赤の平和のシンボルを帯びた布の白いバンドを安

全ピンで止めている。マーフィは、"救急医療"と言う腕章をつけている。

「楽にしてろよ、ジョーカー」とドンロンは言う。「俺たちは多分今夜遅くなる」

「どこへ行くんだ？」

「ウェストウッドの連邦ビル。VVAW が抗議集会をやるんだ」

「何？」
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「VVAW。戦争に対抗するベトナム退役軍人会」
ベトナム・ベテランズ・アゲインスト・ザ・ウォー

「俺も一緒に行くよ」

ドンロンは言う。「暴力沙汰になるかもしれない」

俺は笑う。「お前が行くなら、俺も一緒に行く」

マーフィはベッドルームに入って、木こりのシャツと若干の色あせたブルージーンズで

現れる。「あなたは、これらを着ることができるわ」

俺は言う。「いや。でも、ありがとう、マーフィ。俺は自分の制服を着ていく。俺は海

兵隊員であることを誇りに思っている」

ドンロンは笑う。「職業軍人め！」

俺は肩をすくめて言う。「一度海兵隊員なら、永遠に海兵隊員だ」

ドンロンのオレンジ色のフォルクスワーゲン・バグに乗ってウェストウッドまで行く間、

ドンロンは言う。

「俺たちは、多少、お前が来るんじゃないかと思っていた。俺たちは L.A.タイムズでお

前の写真を見たんだ。それには際立ち、そして規則正しい捕虜であるために、クラッチが

銀 星 章で表彰したと言っていた。お前が捕虜だったと聞いて、みんな喜んだよ。グ
シルバースター

リーン・マシーンはお前を MIA にしていたんだ。けれど、みんなはそれが何を意味する

か分かっている。俺たちはグークがお前を Z の北のどこかのトンネルの壁に植えちまっ

たと思っていたんだ」

俺は言う。「何て可愛い写真だ」

マーフィは言う。「捕虜として、あそこで散々な目にあったんでしょ」

俺は言う。「いや、それほど悪くなかった」

ドンロンは笑顔を見せて言う。「それで、お前はファントムブルーパーと向かい合うこ

とはできたのか？」

俺は言う。「テディベアは綿のボールを持っていたか？ スーパーマンは彼の下着で飛

んでいるのか？」

ドンロンは言う。「ふざけんな」

俺は言う。「いや、あいつはまっすぐなやせっぽちだった。ファントムブルーパーと俺

は息があってね。俺たちは、ベトコン下士官クラブに言って一緒にぶらついたもんだ」
E . M .

ドンロンは笑う。「そういうことだな」

俺たちが連邦ビルに到着する前に、ドンロンは、これまでのことを俺に語る。ドンロン

は UCLA で理工学を学んでいる。アニマル・マザーは生きていた。彼はラオスのベトコ

ンの収容所から脱走した。彼は今もズボンをはき、職業軍人としてキャンプ・ペンドルト

ンに配属されている。

スタッテンは、ニュージャージーに住み、口唇裂の子供を持っている。

サンダーは LAPD に所属する警官になって、スワットチームに所属する花形スナイパ

ーとなった。
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ハンド・ジョブは、大腸癌で二十二歳で死んだ。

ダディ D.A.は、アフリカのどこかでセルース・スカウトとともにアルコール事業の傭

兵として働いている。

ボブ・ダンロップは、口蓋ガンクラブに参加し、口のガンで死にかけている。

山男ハリスは、自ら頭を撃ち抜いたが死ななかった。誰かが彼がベトナムに行ったか尋

ねると、彼は自らがベトナムベテランであることを否定している。

連邦ビルは、UCLA のキャンパスに対抗して落ち着いたブティックの上品な一群のウェ

ストウッドを支配するように大きい。見渡す限り、広がる巨大な退役軍人の墓地を見渡す

と、連合ビルは名も無き退役軍人の墓石のように見える。

ウィルシャイア通りに沿った正面の芝生に、日の下で数千人が集まっている。至る所に

旗とプラカードがある。可愛い十代の少女のＴシャツには、こう書いてある。

"国家の栄光と共に地獄へ-私たちは再び使われることは望まない"

そして、俺は中年女性が手書きの標識を持っているのを見る。

"私の息子はニクソンの誇りのために死んだ"

ドンロンは、十ブロック離れて車を停め、歩いて戻って群衆に加わる。俺たちは多数の

熱烈なスピーチを聞く。一人のベテランが言う。

「ベトナムは、決して、君たちがすまないと言う必要がないことを意味している」

別な者が言う。「ベトナムは、私の脳の中に埋め込まれた破片のようだ」

ドンロンはマイクに近付いて言う。

「私は、観衆の中にいるＦＢＩの情報提供者全員に手を挙げて貰いたい」

誰も手を挙げないが、全員が周囲を見回す。

ドンロンの背後にいる者の一人が手を上げる。彼は赤いバンダナを頭に結び付けている。

彼は言う。

「告白します！」

皆は笑う。

ドンロンは言う。「これぞ、まさしくキングだ。みんな」

キングへ彼は言う。「殿下、あなたの愚かで高貴な尻を降ろしてください」

キングは、彼の手を上品に振って後退する。

ドンロンは続ける。「ＯＫ、今、私は、君の両側の各自が、君の手を挙げようとするＦ

ＢＩ情報提供者であると皆に思って欲しい」

全員の手が上がり、皆は周囲を見回して笑う。

ドンロンは回れ右をして、連邦ビルへ挨拶する。「よう、Ｊ・エドガー。今、ぶらさが

っているのか？」

それから観衆に。「ＦＢＩは、連邦行政事務の最高の偉業だ。それは銃を持つ電話会社

だ」

観衆は笑って、拍手喝采。

観衆の大半の男はぼうぼうの髭を生やし、ヒッピーのビーズ、平和のシンボルと軍の装
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備-白カビの生えたブーニーハット、色褪せた部隊章と軍の全ての部署を示す記章ととも

に飾りボタンの付いたユーティリティジャケット-を身に着けている。

ドンロンは手を伸ばして俺の腕を撮るとマイクの法へ引っ張る。

「これは、ジョーカー。兄弟は、ナムから戻ったばかりだ。来いよ。ジョーカー、何か面

白いことを言ってくれ」

俺は観衆を見て、俺は彼ら自身の戦争と戦うために一緒に集まった人々に言わなければ

ならないことについて考える。俺は沈黙が始まったとき、自意識を強く感じて言う。

「君たちが歌で銃剣と戦うことはできない」

誰かが怒って言う。「それはどんな意味だ？」

「そうだ」と観衆は言う。

俺は言う。「その意味は、君たちが温かい心を持った人々であり、君たちは善人である

が、君たちは風船ガムに印刷されたスローガンがベトナム戦争を停めると思っているなら、

それは思い違いだ」

観衆は不平を言い、嘲り、演台に近付いてくる。

キングが、前に飛び出して言う。「彼は正しい！ 銃を拾え！ 銃を拾え！」彼の顔は

野獣だ。「豚は去れ！」

ドンロンはキングを押し戻して、俺と観衆に言う。

「ジョーカー、戦争に対抗するベトナム退役軍人会は厳格な非暴力主義を守る。我々
ベトナム・ベテランズ・アゲインスト・ザ・ウォー

は誰とも戦う気はない。サン・クレメンテの骸骨王ニクソンに対してもだ」と彼は腕章を

叩く。「俺は平和の管理員だ。つまり、我々の身内は誰でも消極的抵抗以外はいかなる手

段でも逮捕に抵抗するのを防止することが、俺の仕事だ」

俺はドンロンと観衆に言う。「俺は、君らの幸運を祈る」

誰かが何か言う前に突然の動揺が左舷で起こる。皆がそれを見ると、皆は着色プレシキ

ガラス・ヘルメット・シールドの背後に顔を隠した世界最大の警官の長い二重線が進んで

いるのを見る。警官は長いクルミ材の警棒を持っている。彼らの制服は彼らが黒く見える

くらい青い。彼らは金属の破片が燃えているように銀のバッジを太陽に輝かせて攻撃する。

黒い線は合流し、警告も慈悲も無く攻撃し、警棒で群衆の端を打ち据える。俺たちが反

応することができる前に防衛部隊の警官の二つ目の二重線が続く右舷から高く緩く催涙ガ

スの容器が投げ込まれて混乱が起きる。

人々は円を描いて走り回って逃げようとし、催涙ガスに息を詰まらせる。

俺はマーフィが原始的なガスマスクとして使う湿ったふきんを大急ぎで配っているのを

見る。

青いフラックジャケットの白いヘルメットの戦術分隊が窮地に陥ったデモ参加者を誰と

も問わずに殴りつけ、押し分けて進む間、デモ隊全体に不規則な歌の詩"私たちは怖くな

い"の波が起きる。平和監視員が彼らを制止しようとする間に退役軍人の何人かが我を失

って彼らの拳を警官に振るう。

キングが細い灰色の催涙ガス弾の一つを拾って警官に投げ返す。煙を上げる容器は警官

の膝頭に命中して、彼を倒す。これは警官を更に怒らせた。
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俺はドンロンと他の平和管理人の何人かが警官に慈悲を懇願しているのを見付ける。警

官は、平和管理員を無視して、彼らの警棒で彼らを殴った。

俺はドンロンに向かって進み、警官の巡査部長の命令を聞く。

「動いている者は危険だ。全てのクソを叩き潰せ」

警官が十五歳の少女に群がる。少女は、少年のセーターを着ている。セーターには金色

の文字で黒人高校選抜チームと書かれている。一人の警官が彼の警棒で背後から彼女の喉

を警棒と腕を巻き付けて、締め上げ、しっかりとつかんでいる。

"私の息子はニクソンの誇りのために死んだ"看板の中年主婦がぎこちなく動いて、警官の

腕を引っ張るが、彼は彼女を払いのける。警官は言う。

「俺から離れろ。売女。お前は次だ」

主婦は、プラカードで警官を殴る。警官は選抜チームセーターを着ている少女を解放し、

意識不明の彼女を地面に倒す。それから、彼は振り向き、主婦の顔を警棒で殴る。

警官はマイクに達すると、二十人の障害を持った車椅子のベトナム退役軍人は揃って苦

境に陥る。警官は身体障害者と脚のない退役軍人を彼らの車椅子から地面に叩き落とし、

這って逃げようとする彼らを警官で打ち据える。

俺はドンロンが、車椅子の連中を守ろうとしているのを見付け、殺す準備をし、俺は彼

の後ろで起きる。ドンロンは警官と話そうとし、彼らに道理を説き、彼らを落ち着かせよ

うとする。しかし、警官はナチスドイツの突 撃 隊のように合理的だ。ドンロンが警
ブラウンシヤツ

官に身体障害の男は、負傷した退役軍人だと警官に話したとき、警官はより荒れ狂ったよ

うになる。

警官の一人が彼の警棒をドンロンの顔に叩き付ける。ドンロンは倒れる。

ドンロンを殴った警官は、背を向けて車椅子の連中を殴りに戻る。腕のある車椅子の男

は打撃を防ごうと腕を上げる。

俺はドンロンの方へ向かい、何人かの警官は乱闘に絡んでヘルメットを落とす。俺は火

星の剣闘士のための頭部装備のように見えるヘルメットを拾う。

俺はドンロンを殴る警官に突進する。奴が俺を見る頃には、俺はヘルメットを既に振り

上げ、ヘルメットで警官のプレキシガラス・フェイス・シールドを殴って、フェイス・シ

ールドを粉砕し、警官の鼻を砕き、彼の見ることのできないプレキシガラスの内部に血を

撒き散らす。警官がヘルメットを外す間に、俺は奴の喉を腕で締め上げ、背中の急所に膝

を押し当てる。

俺は言う。「警棒を捨てろ、さもなければお前の背骨をへし折る」

誰かが俺の腎臓一つを横切って激しく警棒を叩き付け、痛みで俺は倒れる。

警官は地面で手足を広げた俺に手錠をかける。ドンロンは俺の隣に意識不明で横たわっ

ている。

警官はドンロンに近付いて言う。「俺たちもベトナム退役軍人だ。クソ野郎」

警官はドンロンの顔に唾を吐きかける。

もう一人の警官が言う。「そのガキは、目を無くしそうだ」

唾を吐いている警官は言う。「ああ、人生は過酷で、そしてお前は死ぬ」
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そして彼ら二人は笑う。

俺は他の百人の戦争捕虜と共に集められる。豚は、もう俺たちを人類とは見なさない。

俺たちは、最早アメリカ市民ではない。俺たちはベトコン。俺たちは敵。俺たちはモスク

ワの手先。俺たちは丸目のグーク、そして俺たちはＩＤを持たない。

彼らがキングと呼んだ奴を除けば。キングは警官に FBI 証明書を見せつけ、そして彼

らは奴を行かせた。

ブロンドの警官は俺に近付いて俺を見詰める。彼は怒鳴り、冷笑する小さなクソだ。

「見ろ。本当に見ろよ、見ろよ」彼は言うと、更に二人の警官が俺を調べるためにやって

くる。金髪小僧は警棒で俺の胸を突く。「見ろよ。このフルーツサラダの棚を。こいつは

三つの名誉戦死傷章を貰っている。でも、勤務期間章は無い」
パープルハート ス ト ラ イ プ

金髪小僧は俺の顔を起こして言う。「お前がベトナム退役軍人であることを後悔させて

やる」

俺は言う。「お前は、俺を人間でいることを後悔するようにする」

ブロンドの警官は、手袋をした手に握る警棒で俺を叩く。「おい、これは逮捕に抵抗す

る、もう一つのケースのように見え始めたぞ」

突然、まだヘルメットを被り、フェイス・シールドを降ろした警官が、三人の警官を押

し分けて来ると言う。

「これは俺のものだ」

ヘルメット警官は俺を引き連れて天井で明滅する青い風船ガム機械の台と一緒に乱暴に

俺を白黒のパトカーの後部座席に放り込む。車内は嘔吐、ウイスキー、そして安い香水の

臭いがする。

パトカーが発進し、ブロンドの警官と彼の同僚は俺に別れの手を振り、わざと笑う。俺

は友好的な小型チョッパーに乗せられるためにまさに招かれたベトコン容疑者のように感

じる。

俺は警官が彼のヘルメットを脱いで、振り返って笑うのを金属スクリーン越しに見る。

サンダーは笑う。「ジョーカー、お前はくそったれだ。どこから来て、ファック、どこ

に行ったんだ？ 俺たちは俺たちが引き上げる前の日に、ケ・サンでお前のケツをファン

トムブルーパーがやっちまったんじゃないかと思ったぜ。お前は手品の本物のボールだな。

おい。お前はクソ忌々しい手品師だ」

座った姿勢をぎこちなく引き上げて、俺は言う。「サンダー、くそったれ事務屋の職業

軍人のお前。一体全体、お前は警官になって何をしているんだ？ 敢えて良かったよ。全

く」

サンダーは肩をすくめる。「なあ、おい、多分、分署の連中の半分はベトナムベテラン

だろうさ。俺は何を言えるんだ？ これはいい仕事だ。給料もいい。年金まで20年。俺は

アインシュタインじゃない。連中は狙撃手として俺を雇った。たった今、俺はグーク将校

を殺した。俺は埃のバック、麻薬中毒患者、そしてヒモを殺している」

俺は言う。「ああ、確かに、危険な犯罪者は、そうした連中の後ろにいるのが好きだ」
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「聞けよ」とサンダーは、運転しながら肩越しに振り返って言う。「俺は、そのふざけた

ことが嫌なんだ。俺は本当にやる。おい、ドンロンは俺の親友だぞ。俺がお前を見付けた

とき、俺は彼を捜していたんだ。誰かが彼が怪我をしたと俺に話した。俺は VVAW でも

あるんだ、ジョーカー、彼らにそれをダウンタウンで話すだけじゃない。命令することも

できる」

俺は言う。「ドンロンの怪我はどれくらい悪い？」

サンダーは言う。「聞けよ。俺たちは俺が知っている、この場所へ行く。俺は、それか

らお前の手錠を外す。そして、俺たちは二三杯のビールを飲む。クソ忌々しい事務屋がデ

モ参加者の名前を記録するのをダウンタウンで待つ。それで俺は署に電話して、ドンロン

を彼らがどこで捕まえたかを聞く。俺はマーフィに会わなかったんだ。彼女は逃げたに違

いない」

「それは信頼できるよ。おい。ありがとう。助けてくれた礼を言う」

サンダーは言う。「俺に感謝するな兄弟。俺たちは家族だ」

俺は答えることができるとは思えなかった。

VVAW 弁護士は二時間で保釈金を支払ってドンロンを保釈し、サンダーは俺を彼らが

彼らが確保したサンタモニカの病院まで車で送る。

サンダーは車に止まる。

「俺はドンロンと話しているのを見られないようにしないとな」と彼は言う。「俺はお前

を待つ。俺は、お前を空港まで送る」

俺は一人で入る。マーフィが待合所にいる。彼女と一緒に何人かの他の退役軍人の妻が

いる。

「君は大丈夫かい？」と俺は尋ねる。

マーフィは言う。「ええ、ありがとう。ジョーカー。私は、あなたがここにいてくれて

嬉しいわ」

俺は言う。「彼は眠っている？」

「ええ」と彼女の感情を抑えてマーフィは俺を見上げる。「彼は目を失ったわ」

俺は何も言わない。それから。「俺は行かなければならない。マーフィ。俺の家族が俺

を待っている。彼らは俺を三年も見ていないんだ」

マーフィは立ち上がって俺を抱き締める。「私は分かっているわ。そういいのよ。ここ

で、あなたが、これ以上、できることは本当に何もない。連絡は取り合う？」

俺は言う。「もちろんだよ。君は大丈夫かい？ 何か必要な物は？ 俺は未払い給料で

幾らか金を持っているんだ」

マーフィは言う。「ご好意は嬉しいけれど、私たちは大丈夫」

看護婦がドンロンの部屋にやってくる。看護婦は、大きな青い眼に長いブロンドのサー

ファー女の髪型をしたセクシーなキャンディ・ストライパーだ。

俺は言う。「少しでもいい。彼に会うことはできるか？」

キャンディ・ストライパーは、できないと言い掛けるが、マーフィが彼女の腕に触れる
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とキャンディ・ストライパーは言う。

「いいわ。少しだけ。いい？」

俺はドンロンの病室に入る。彼は顎下の肉へ薬物を投与されている。彼の頭を一周して

包帯がされている。彼の頭は動かすことができないようにハーネスで固定されている。彼

の両目は発泡スチロールの洗顔コップで覆われている。

俺はベッドの側に立つ。俺は、日本の回復病棟に戻ったような気分になる。

ドンロンは、彼の良い方の目を開けて俺を見る。彼が何か言うには衰弱しきっている。

俺はベッドから彼の手を持ち上げ、そして俺はグランツ握手で彼の手を握る。

俺は言う。「俺は、お前の冷たい LZ の生涯を祈る」

ロサンゼルスの平和行進の翌日、俺はカンザス州のカウボーイの実家の前の未舗装の道

路に立っている。黄昏時で、ベトナムのホア・ビン村にいるより、オズとエメラルドシテ

ィにカンザスがどのくらい近いかについて考えている。

ここは、澄んだ空気、上は青い空、下は金色の小麦が揺れ動く大洋、そして沈黙はスズ

メの群れの羽ばたきとさえずりだけが破る。しばらく、戦争は特に雑音の多い以外の何も

のでもない黒い金属の幻想のようだ。

しかし、アメリカの土壌をしっかりと俺の足が踏み締めているカンザスのここでさえ、

俺はカウボーイの頭を撃ち抜く銃弾を発砲する前の彼の顔を見ることができる。彼は俺に

ラストホグ分隊を与え、分隊を俺が引き継いだとき、例え、俺がそのために、もう一人の

海兵隊員を殺さなければならなかったとしても、彼は安心して俺に分隊の海兵隊員全員の

生命を守ることを任せた。俺は実際それが彼でなければ良かったと思っている。俺は彼が

好きだった。彼は俺の親友だった。

俺は悪夢の中で、それを何度も見るが、常に同じものだ。カウボーイは両脚を打ち抜か

れ、彼の玉を打たれ、耳を無くし、彼の頬を貫通した銃弾は歯茎を引き剥がした。カウボ

ーイはジャングルで狙撃兵によってバラバラにされた。狙撃兵は、アリスに連鎖して、新

米パーカーとドク J を既に寸断していた。カウボーイは、彼の拳銃で彼ら全員を頭を撃ち、

銃で自殺しようとしたが、狙撃兵は彼の手を撃ち抜いた。それから、狙撃兵はアニマル・

マザーが率いる分隊の残りが彼を救おうとし、狙撃兵が分隊全員を、そしてカウボーイも

殺せるようにバラバラにカウボーイを撃つ。

毎夜、カウボーイは恐れて麻痺した目で俺を見詰め、そして彼の手は言葉を発するよう

に開かれ、そして俺はグリースガンを発泡し、カウボーイの左目に銃弾を撃ち込み、後頭

部を引き裂き、脳-髪のような肉の湿った塊を飛び出させ……

人が誰かを殺せば、人は永遠に彼らを所有する。友人が死んだとき、彼らは、その人を

所有する。俺は幽霊屋敷。人は俺の中で生きる。俺がカウボーイを夢に見るたび、血の恐

ろしい飛散で終わり、俺は冷や汗をかいて叫ぶことなく起き上がるが、俺は姿勢を崩すの

を恐れた。

現在、非業の死が毎日の懸念ではない場所は惑星の反対側にある。ここは天候を神とし、

熟した小麦を自身の生命とするカンザスの農地だ。
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錆びたメールボックスによればカウボーイの両親は、古いウィネゴーネ・モーターハウ

スで暮らしている。モーターハウスは、ざっと見ると一つに切られたパンのような形だ。

右舷側に離れて、小さな納屋と囲いがある。囲いの中には美しい白馬がいる。

俺は正面玄関の階段として使われている壊れたシンダーブロックの上を歩く。俺がアル

ミニウムドアをノックすると、カウボーイの馬が鼻を鳴らして囲いから俺を見る。

女性がドアに現れて俺を招き入れる。

カウボーイの両親は農場経営者だ。農場の人間は、それが唯一の良き礼儀なので、招い

た訪問客を夕食のために留める義務があると感じている。そして、それを受け入れないこ

とは無作法に当たる。

俺がカウボーイの友人なので、カウボーイの母は彼のお気に入りの料理の一群を作る。

ゴールデン・ファウラー・オリジナル・テキサススタイル・チリ調味料入りのチリ。チリ

は、その中に多くのスパイシーなメキシコの物を使っている。

誰もカウボーイの母親が食卓に彼の場所を用意することに何も言わない。

ラッカー夫人は言う。「あの子は、テキサスに関する幾つかの本を、いつも熱心に呼ん

でいたの。私はジョニーが、いつもテキサス出身でいたかったと思っているのよ。理由は

分からないけれど」

チリをゆっくりと入れて、彼女は感情的に言う。

俺たちがテーブルに座るとラッカー氏が祈りを捧げようと俺を誘う。

俺は頭を下げて言う。「私たちは、この食べ物の恵みをもたらした天に住まわす神に感

謝いたします。私たちは、あなたの栄光で私たちの健康の祝福を賜るよう。アーメン」

ラッカー夫妻は言う。「アーメン」

俺たちは食べる。俺は AWOL バッグからカウボーイのステットソンを拾う。

「ここで」と俺は言う。「私は、あなたがこれを持つべきだと思っています」

ラッカー夫妻は、パールグレのステットソンを見る。それは太陽で色褪せ、ぼろぼろで

破片で引き裂かれ、そして、大量にこびりついたケ・サンの赤粘土が、拭い落とそうとし

たせいで擦り込まれている。それにはまだ白黒の平和のボタンが付いている。

ラッカー夫人は首を振った。

「いいえ」と彼女は少し冷静になって言う。「今、それはあなたの物。あなたが持ってい

るのが相応しいわ」

俺はステットソンをバッグの中に戻した。

「彼らはキャプテンを送った」とラッカー夫人は言う。「あの子は本当に悪い日焼けをし

ていたの。私は、あの子に軟膏を幾らか与えたのよ。あの子はとても言葉遣いが丁寧な素

敵な若者だった。戦いで行方不明になれば身体は失われると彼は私たちに言ったの。彼は、

ジョニーは行くことを知っていたけれど、彼の身体は失われた」

俺は何も言わない。俺は、俺の銃弾がカウボーイの頭にした後、カウボーイの身体がも

し回収され、"非検査の遺体"の返還タグをつけられて送られた後のことを考えている。

ラッカー夫人は言う。「あの子が家族の側で、ここで休んでくつろいでいないことは、

どうも本物には見えないの」と彼女は視線を逸らす。「長い長い時間、私たちは彼が、も
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しかすれば、まだ生きているかもしれないと考えたのよ。もしかしたら、間違いかもしれ

ないって」

彼女はボール箱からクリネックスを引き出して鼻をかむ。

「私は、まだ時々、気が滅入るの。私は、それが間違っていることを知っているのだけれ

ど、私は心に憎しみを持った。私は、墓へ持っていくには十分重い憎しみを持った。私は、

彼らの下へ、良きクリスチャンの少年を送り、そして、彼らは、あの子をひどい殺し屋に

した。それから、神の手はあの子を捕らえてしまった」

ラッカー氏は言う。「彼らは人々に嘘を吐いた。ジョン・ウェイン映画は私の息子を殺

した。頭でっかちの政治家は、虐殺のために豚のように、あの子を吊した」

ラッカー夫人は言う。「私は、戦争が間違いだと分かっているわ。私は、それを分かっ

ているの。彼らは、全ての男の子を誤らせた。でも、あの子は、まだ私の息子で、私は、

あの子を誇りに思っているわ。ジョニーは、この国では最高の存在だった」

ラッカー氏は言う。「君の家族はどこにいるのかね？」

俺は言う。「アラバマです、サー」

「農場の人間か？」

俺は言う。「そうです。サー。私たちは百六十エーカーのスイカ農場を持っていました

が、私の父は石炭の露天採掘所で働かなければなりませんでした。私がベトナムにいる間、

父は死にました。私は祖母からの手紙を受け取りました。彼女は彼が脳卒中で倒れたと言

っていました。私は、父が採炭は嫌いだったと思っています」

「それは難しい仕事だな」とラッカー氏は言う。

「イエッサー」と俺は言う。「難しい仕事です」

夕食の後、ラッカー氏は色褪せたグレーの仕事着を着てロッキングチェアに座り、電気

暖炉の鮮やかなプラスチック製丸太を鋼縁の眼鏡越しにじっと見詰め、彼のパイプを燻す。

パイプの煙の匂いは、心地よく、そして、俺にウッドカッターを思い出させる。

ラッカー夫人と俺はソファーに座る。ソファーは赤く、黒く、そして膨れ上がって不格

好だ。ラッカー夫人は、俺に海兵隊から送られてきた弔文を見せてくれる。彼女は言う。

「私たちに手紙を書く時間を割くなんて本当にジョニーの将軍は配慮が行き届いているわ。

彼らはジョニーが本当に特別だと思ったに違いないわ」

私は手紙を読んだ。

親愛なるラッカー夫妻へ

第一海兵師団の将兵に成り代わり、あなたのご子息ジョン・ラッカー合衆国海兵隊軍

曹の死に際し、私の心からのお悔やみと第一海兵師団の心からの哀悼の意を受け取ってく

ださい。

言葉だけでは、あなた方の大きな損失で、あなた方を慰めることは何もできませんが、

私は、あなた方にジョンが彼の祖国と彼の軍団の職務において勇敢に死んだことを知って

慰めとなることを望んでいます。
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もし私が、あなた方のお役に立ちますならば、いつでも私に手紙を書いてください。

敬具。

司令官による署名。

俺は弔文が定型文であるとはラッカー夫人に話さない。俺が戦闘報道員でダナンの情報

役務事務所で事務屋仕事をしていたとき、俺は、それらを沢山タイプしたし、自分自身で

司令官のサインを偽造してそれらに署名もした。一人の人間が、我が方の部下が死ぬより

も早く、手紙に署名することはできない。

ラッカー夫人は黄色のリボンで結んだ手紙の厚い束から一枚の封筒を引き抜いた。ラッ

カー夫人は言う。

「これは、彼らがジョニーが行ってしまったと私たちに話した二週間後に来たのよ」

封筒は、切手不要の、"FREE"とスタンプが押されている。中の手紙は、それらが PX で

買われた上部に金の鷲、地球、そして錨、そしてシート全面に青い硫黄島の星条旗掲揚が

入った安っぽい素材の海兵隊便箋に普通の書き方で書かれている。それは保護容器に入れ

られて送られた彼女手製のシュガークッキーの箱に対して母に感謝するカウボーイの書い

た手紙だ。それには、こう記されていた。

「僕の全ての愛を、あなたの緑の水陸両生モンスター、ジョニー」

カウボーイのサインの下に一ダースの他のサインがある。箱のクッキーを分隊全員が分

け合ったので、皆が、ラッカー夫人にありがとうとサインをした。俺の名前が最初だった。

手紙の下に、PS とあった。

「ママ、パパ、僕のことは心配しないで。ジョーカーが僕の世話をしてくれるんだ。僕の

友人たちがここにいて、そして、みんなは互いに世話しあっているんだから」

黙ったまま俺たちは座り、そして問うことのない疑問のスベタが黒い石の葬儀の花輪の

ように俺たちの間の空気を漂う。なぜ、俺はカウボーイを、もっと注意できなかったの

か？ カウボーイが死んだのに、なぜ、俺は生き残ったんだ？

しばらくして俺は言う。「ごちそうさまでした。奥さん。楽しめました。でも、僕は通

りへ帰らないといけません。僕は家に帰りたいんです」

「それは分かっているわ」とラッカー夫人は言う。「でも、もう遅いわ。今夜は泊まって

いきなさい」

俺が答える前に、ラッカー夫人は起き上がり、モーターホームの後部へ歩いていく。

「あなたのためにジョニーの二段ベッドを整えるわね」

「ありがとうございます」と俺は言う。俺の訪問は押し付けであったと知り、カウボーイ

の両親は彼について、あまりよく知らないように思いながら。

真夜中過ぎ未明、俺は彼の寝台の上の壁からカウボーイのギターを取って外へ出る。

俺は囲いのフェンスに座る。カウボーイの馬は訝しげに俺を見る。それから、美しい種
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馬は、幽霊のように白く、滑らかで力強く、小さな囲いの反対側へ駆けて来る。馬は鼻を

俺の腕に擦り付ける。

俺は、カウボーイが自分の馬のためにベトナムで書いた歌を歌う。歌の名は、"ジャン

グルのジュークボックス"

カウボーイの馬は、歌が好きなようだ。

ここの明かりが消えるのは混んだバーが理由じゃない

ジャングルの中にジュークボックスが無い訳じゃない

ベトナムには、ホンキートンクが無い訳じゃない

そう、ダーリン、俺は君のさよ な らの 手 紙を受け取った
ディア・ジヨン・レター

そこは俺の痛みを隠しに行くための場所じゃない……

朝も早い内に、ラッカー氏は、彼のダットサン・ピックアップトラックで町まで送って

くれる。

俺は空港行きのバスを捕まえる。

そこで彼らがなぜヤンキーが嫌いかについて彼らに尋ねてみれば、彼らはゆっくりとそ

れを語り、彼らがそれを言い終える頃には、彼らに同意しているディキシーの心、占領さ

れたアラバマへのデルタ707便の短い飛行だけだ。

バーミンガムに飛行機が着陸すると、俺は、"自由の州ウィンストン"ことウィンストン

群の群庁所在地ラッセルヴィルの北百マイル行きのグレイハウンドバスを捕まえる。

時代錯誤のベトナム退役軍人の一人として俺はバスに座り、低い起伏の丘と赤い泥の農

場、そして綿畑が地平線までずっと続いていく見慣れた田園風景を見る。

南部は、ヤンキーとの戦争で死ぬために牛のように育てられた元南部連合軍支持者によ

る大きなインディアン居留地だ。アラバマでは逃げ込めるサーカスがいないので、俺たち

は海兵隊員に加わる。

歴史は、ホワイトハウスによって操られるフランケンシュタインの怪物の操人形だ。イ

ンディアンは、白人女性を捕らえることを不健全に好み、鉄道の通り道と金の鉱床の上に

意地悪く彼らの村を築く残忍な赤い悪魔だ。南部連合兵士は黒人女性を不健全に好み、そ

れ以上に死ぬまでアンクル・トムを鞭打ちよりましなことは何も持たず、そして川を下っ

て黒人の赤ちゃんを売る。ロシア人は、誰もアメリカ軍兵士に豆鉄砲ですら、これまで撃

っておらず、誰もアメリカの土地を一カップ分も奪ったことは無く、そして、誰が、悪魔

より産まれた邪悪な帝国であり、惑星上で最悪の敵アドルフ・ヒトラーから世界を救うた

めに二千五百万人を失ったか。俺たちの歴史では、家から一万二千マイル離れた裸足の農

民にフォルクスワーゲンより大きな爆弾を落とすことを自衛と呼ぶ。

ブラック・ジョン・ウェインは全てを見た。俺たちの生活する嘘にお世辞を述べること

を約束すれば、ここに留まることができ、俺たちの作られた幻想の天国で俺たちと共に生

きることができる。もしナポレオンであると主張する全ての一般公務員に敬礼すれば、俺

たちの精神病院で楽しめるかもしれない。
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アメリカでは、俺たちは全てについて自分自身に嘘を吐き、毎回、俺たちは自分自身を

信じている。

バスの窓のスモークガラス越しに見ることは映画を見ているようだ。俺は開いた口のよ

うに壊れた窓のある見捨てられた黒いタール紙の小屋を見る。崩壊した道具小屋の隣の生

い茂った前庭に不可避の状態で錆びた車の車体が置かれている。

俺は、赤い背骨が湾曲したラバが草を食んでいる休閑中の牧草地を見る。

グレイハウンド・バスは僅かな歴史の金属製飾り額だけしかない埋もれた戦いの上を、

幽霊が巣くう地域を抜けて走り、死産した国に住んだ人々の敗北したレースの墓の上にア

スファルトの黒い走路に沿って走っている。それはアラバマ、ベトナム。

南部はアメリカ帝国に最初に征服された国だった。俺たちは敗北した民族だ。俺たちの

征服者は俺たちの風変わりで面白い習慣、キルトを作る女性の集まり、納屋で飼育し、豚

を殺す俺たちを治療して、修正主義の歴史の本とシアーズ・カタログとともに俺たちを爆

破し、北部の均質化されたレプリカにしてしまった。

俺たちの征服された国の唯一見ることのできる名残は、レンガの壁と草に覆われた自然

石の基礎と沼地の水に飲み込まれている縦溝彫りの白いドリス式円柱だ。崩れ落ちた土塁、

塹壕線、そして砲床は樹木の原生林の影の中で今は沈黙し、ぼろぼろで素足の南部連合歩

兵が甘く年老いた幽霊となり理解されようと泣き叫び、時代の終わりまで全てを守備隊と

なって守っている。

しかし、南部連合の夢は生き続ける。南部連合の夢、トーマス・ジェファーソンとベン

ジャミン・フランクリンによって我らに遺譲され、連邦の暴君から自由を守ろうとする命

がけで英雄的な試み。南部連合の強健な力は、我らの遺伝子の深くで、この土壌の中の金

属によって静かに、そして永遠に夢は記録されて生き続ける。

グレイハウンド・バスは、ラッセルヴィルへ向かう。俺の故郷は今ガラス越しに動いて

いてテレビのようだ。俺たちは、南部連合兵士の石像を通り越して滑らかに進む。兵士の

石像の先で俺は裏通りで解散するパレードを見ることができる。

複数のガソリンスタンドを持つ十分大きな南部のあらゆる町のほとんどが素晴らしいイ

タリア製大理石の石の兵士が町の中央で歩哨任務に就いている。

我らが石の兵士は直立不動のまま、大理石のマスケットにもたれかかり、ヤンキーの軍

勢が前進してくるのを見付けようと熱心に地平線をじっと見詰めている。

数世代に渡って、ラッセルヴィルの石の兵士は、町の主要交差点の中央で彼の大地を守っ

ていた。しかし、イリノイ州モリーンから来た酔っ払い運転手が彼の手の込んだ小さな外

国製スポーツカーを撒き散らした後、年老いた運動家-一人のヤンキーとして確固たる信

用のある-が道の向い側、裁判所の芝生の上のより重要な位置へと移した。

俺は裁判所前でバスを降りる。俺は赤い絹のスカーフを首に巻いたセクシーな若い黒人

女性のバス運転手に言う。

「ありがとう、ダーリン。あまり、一生懸命に働くなよ」
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彼女は笑顔を見せる。「あなたも気を付けて。そして、お帰りなさい」

ラッセルヴィルは、ロキシー劇場の前で俺の古いペンキ塗れでガタガタの脚立を据え付

けて観衆を引き寄せるのに使ったように小さい。最新のエルヴィス映画のタイトルを書き

上げるためにアルファベットの赤いプラスチック文字の足の高さの一抱えを持ってワイヤ

ーで止めた脚立をよじ登ることは、おそらく、俺がそれまでにした最も危険なことだろう。

ラッセルヴィルの人々は親しみやすく、そして、俺が文字を設置する間、立ち止まって

俺に話し掛け、次の映画は何か俺に尋ね、或いはスペルの間違いをからかい、結局、俺は

彼らに口答えし、それから冗談を交わした。かなり早く俺はハリウッドの俳優となろうと

決めて、そのための準備をした。もちろん、ラッセルヴィルでは注目され、スターになる

ことは簡単だった。そして、それは変わっていなかった。それは未だに道のちょうど広い

場所だ。それはちょうどもう一人の山男の町のなり損ない、手入れされて静かな地図から

こぼれ落ちたような場所。

俺は、テクニカラーのウェディングケーキの上の豪華な砂糖菓子のおうな時代後れのデ

ザインで造られたロキシー劇場を通り過ぎる。

俺は角を曲がって列を破ってパレードの中に歩き、衣装を着た人々の中に溶け込む。

俺の高校時代、ラッセルヴィルの大通りに沿ったパレードで一番一般的だったのは、町

の一方で沢山のセール・セール・特別価格・特別価格の A&P 駐車場から、人間と同じよ

うな大きさで、内部に照明を持ったアイスクリームのコーンの真下キング・フロスティへ

戻り、十五歳の少女が車の側面を叩き、人々に指を挙げ、誰もが叫びながら再び戻る町を

通して前後を永遠に繋げて最後に残った化石燃料を燃え上がらせる1955年型シボレー百台

の俺の友人たちのホットロッドであふれたパレードだ。

全ての女の子が、彼女のボーイフレンドの代表チームのセーターとクラスリングを身に

着けていた。女の子はそれらに合わせるために粘着テープで指輪を取り付ける。巡航の間、

間近に座り、落ち着こうとしているカップルを見るたびに大きな冗談を言うことになって

いた。

「誰が運転しているんだい？」

俺は俺自身の故郷でよそ者のような気分になる。

バンド・ユニフォームはナポレオン時代のデザイン、赤いロングコートに背の高い毛皮

の帽子、真鍮のボタンと真鍮のバックルだ。トランペットとチューバは磨かれた金の彫刻

のように輝いている。

俺は、解散する行進者に俺の知っている誰かがいないかと彼らの顔を調べる。最後の数

列はスネア鼓手が彼らのドラムの金属の縁で拍子を取るのを止めた後も薄れていく反射で

彼らの膝を上げ続ける。太ったバス鼓手が彼のドラムの紐を外して地面に置く。ドラムは

言う。マーチング100。

大通りで化粧をしていない農夫の妻と農夫がイベントを見て反応し、もし彼らが本当に

反応しているなら、内気な微笑みだけを浮かべ、歩道に沿って収束する流れに乗り、彼ら



- 31 -

の車とトラックに向かって進む。男は背が高く痩せていて色褪せた青いオーバーオールと

茶色のフェルト帽を身に着けている。女性は丸々と太り、質素でシアーズ製の安物の綿の

ドレスを着ている。

金のスパンコールで完璧な身体を形作ったバトンガールが銀のホイッスルでぼんやりと

した笛を鳴らし、澄んだ眼で歩いていく。それはビバリー・ジョー・クラーク。俺は彼
シルバー

女を知っている。しかし、彼女は俺に気付かない。

俺が彼女に話し掛ける前に彼女は去る。彼女の夢は叶ったようだ。

それから赤いスパンコールと白いビニール製カウボーイブーツで、何人かは無意味に先

端が白いゴムのクロムメッキのバトンをくるくる回して一ダースの女の子たちが来る。

俺は点滅する棒の一つの背後で、女の子に話し掛ける。彼女は十七歳くらいで、多分、

上級生、いや、おそらくは下級生だろう。

「やあ、俺は君を知っているかな？」

女の子は俺を見て、赤面して笑うと彼女の女友達の方へ後退する。女友達はベティ・デ

イヴィスの目とベティ・クロッカーの腿を持っている。彼女たち二人は、太陽の中で輝く

バトンを煌めかせ、赤いスパンコールを輝かせ、カモの雛のようによちよち歩く。

俺は言う。「待って……君は俺を知らないか？ 俺はジム・デイヴィス。君はヴァネッ

サ・オリバーを知らないか？ ジャニス・ティッドウェルは？ イボンヌ・ロックハート

は？ ジャデル・ステフェノーニは？ ドナ・マレイは？ ジョディ・コリカは？ 俺の

妹のシシー・デイヴィスはどう？」

バトンガールは振り向いて、笑い、婚約している。彼女たちは俺の顔の傷をじっと見て

いる。女友達が言う。

「あなたは、私たちには歳を取りすぎよ。ミスター」

そして、彼女たちは笑い、肘で押し合い、二人とも同時に話して大声で囁きを交わし、

そして気取った足取りで足早に去っていく。

俺は、恥じていいるということの本質を発見するためだけ、旅行の価値に値する物が無

かったと分かるためだけに家への長い道を来た。俺は自分自身をアメリカ人と呼ぶことを

恥じている。アメリカは俺を殺し屋に仕立てた。俺は殺し屋として産まれなかった-俺は

教えられた。

ラッセルヴィルは神を恐れる町であり、綿、トウモロコシ、そして大統領のために死ぬ

ことを厭わない少年を例年の収穫として育てる。

より多くの農場が失敗し、町は発展する。地球の間近にいた勤労な人間、コンコードと

レキシントン緑地の元気な自作農農民は、今や歪んだ政治家たちからの施しを乞う都市の

難民だ。田舎では人は激務によって彼の生計を立てた。都市では、皆は狡猾さ、嘘と盗み

によって生き残る。歩 兵は働く。事務屋は取引をする。
グランツ

家。それは変わらなかった。それは同じような別々の物ではない。それは、もうアメリ

カではない。俺は、俺が生まれた国に立っておらず、俺は俺であるために産まれた人員で

はない。ドライブイン映画は、もう俺の見たい映画を見せてはくれない。アイスクリーム



- 32 -

は粘土のような味がする。胸は黒いゴムの乳首の付いたココナッツ。俺は覚えていること

ができない。俺がそこへ行こうとしたのはなぜ？ そして、何で俺は戻った？ そして、

俺は今どこにいる？ 俺は知らない。俺たちの誰一人知らない。俺たちの知っていた世界

はまさに逃げて行ってしまった。そして、俺たちはどこにいる？ 俺たちは独りぼっち。

それが俺たちのいるところ、兄弟、それはそこにあり、余裕はない、仕返しなんてろくで

もない、俺たちは独りぼっち。同時に、俺たちの周り全てに、膨れた白いクモのように一

般人はプラスチック小屋の中に群がって想像上のキャデラックを磨いている。

俺は育った町の通りを歩き、ベトナム戦争で達成しようと俺がもがいた洞察力-ブラッ

ク・ジョン・ウェインの恐るべき知覚の鋭い洞察力に驚嘆するが、何れブラック・ジョン

・ウェインは我慢するように思える。彼は遅かれ早かれ、政治活動が自分の頭に警棒が振

り下ろされてくることだと言い続けたことは正しかった。彼らはラッセルヴィル高校の公

民科授業で俺たちに、情報のその特定の重要な部分を話すことを怠った。

シッティング・ブルはかつていった。「白人は利口だが、懸命ではない」

アメリカ人は人々を尊敬しない。アメリカ人は金と力、そして機械を尊重する。ベトナ

ム人は、貧しき者、地球で最も貧しい人々だが、それでも、彼らには、尊厳、感受性、誇

り、そして羞恥心を持っている。ベトコンは地獄のような世界に行き、そして幸せだ。ア

メリカ人は、あらゆる贅沢を持おり、そして不幸だ。俺たちは道徳的には破産していない。

俺たちは負債を抱えている。

アメリカ人は、僅かな地位によって、千カットの静かな死によって、感傷的な予備役イ

ンディアンとなった。我々清教徒の遺産、我々の日常的な恐怖は常に病であり、衰弱させ

る疫病だった。結局、アメリカの悪徳と致命的な弱点は純粋な無加工の自惚れだ。俺たち

は事実に背を向けて笑う。アメリカは最終的な勝利を確信し、神と腕相撲をする。その間

に黒いガラスの瓶に白いハツカネズミのように死の現実の中に囚われ、俺たちは脱走の無

駄な試みで、慈悲もなく、そして哀れみの概念すらなく、愚かに互いに損害を与える。時

間自体に対してさえ、アメリカは簡単に海兵隊員を送ることができると思う。

アメリカ人は彼ら自身の映画を多く見過ぎて、自身の神話の捕虜となった。もし彼らが

アメリカ人をガス室へ送りたければ、彼らはシャワーを浴びに行くとは言わずに、シンダ

ーブロックの映画館に俺たちを集める。

この国では、明確な事実はオズワルドの弁護士と同じくらい見付けるのが難しい。俺た

ちは神話の中で失われ、そして、俺たちの機械によって支配され、俺たちのコントロール

を離れる将来を恐れ、俺たちは俺たちが選択した薬物-セックス、力、名声、金、酒、ヘ

ロイン-へと接続する。そして、俺たちの将来への恐れは、俺たちを自己嫌悪させ、そし

て俺たちの行う仕事を憎ませる。

俺たちは紙切れを机の一方から一方へ動かすことに日々を費やす。しかし、それはまさ

に時間潰しの仕事だと俺たちは知っている。俺たち全員が、同様に一切合切、牛のように、

都市を所有し、俺たちを所有する人間から失業手当を受けている。もし都市を所有する人

間がスーパーマーケットを廃業し、電源を落とせば、俺たち全員が飢えて凍り付き、そし
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て俺たちは泣き、迷い、そして暗闇を恐れるだろうことを、都市を所有する人間は知って

いて、彼らは彼らの力の及ぶ正確な範囲を知っている。

都市での生活は、時にはずっと多く、皆の魂以上のものを犠牲にする。時には、皆が支

払うことができるより多くの代価がいる。

子供時代に俺は、これらの通りで戦争を遊んだ。俺は悲鳴と鬨の声、電球手榴弾のあば

たと、俺たちが楯として使ったゴミ箱の蓋のカタカタ言う音を覚えている。本物の戦争は、

それを子供として遊んだときのように正確だ。ずっと撃たれる。撃たれたときに、それは

違ったものになる。人生において全ては、どうにか、話されたものとは違った結末を迎え

ることだ。そして、それを学ぶとき、あらゆる記念碑的な範囲に千の嘘の土地ででたらめ

が語られかを学んだとき、永遠に何かは死に、何か他のものが産まれる。進行中のその旬

から危険な状態になる。千の嘘の土地では、正直な人間でいることは国家に対する犯罪に

なる。

少年時代の町に戻るとき、結局、それが少年時代に探索した町ではないことを発見する。

俺は育った同じ町に立っていない。俺の古い故郷は変わった。俺の本物の故郷は奪われ、

複製の向こうに去っていった。太陽はシアーズで売られて買われ、そしてステープルで空

に止められた。並木通りに沿ったアメリカの小屋はカラフルで信じられないくらい大きい。

芝生は小綺麗に刈られ、正確に手入れされている。彼らが復活祭のバスケットに入れた半

透明プラスチック製の草は-従順なジャングルの生命の一歩手前まで手入れを受けた。

ボール紙の紙片は鋳鉄の木の上で死んだようにはためく。そして、大通りに沿って下り、

電話線の電柱は黒く、あらゆる灰色のビルは積み木のように見える。それは典型的な-騒

々しく、汚れ、鍵をかけられ、締め出された-アメリカのダウンタウンだ。

俺の楽しく小さな故郷は、丸目の避難民のためのレンガとネオンのキャンプに変わった。

ホア・ビンに戻り、ソンがかつてアメリカ人は彼の自転車と結婚するような男だと言っ

た。彼は、彼の家に彼の自転車を持ち込み一緒に眠る。ある日、彼の自転車は壊れる。彼

は歩く方法を忘れているので、それ以降、男は旅行するのを恐れている。

僅かに足を引きずって、俺は、綿畑の地所を抜けて、綿工場村を抜け、俺たちの農場へ

の五マイルを歩く。

俺が農場を見たとき、それは外国の村のように見える。我が家。我が家、それは俺たち

全員がベトナムで戦っていたもの。我が家は、皆がいたいと望んでいた場所。俺たちは、

それがどこにあるか分かっていると思っていたが、俺たちは間違っていた。

父の農場には水田はない。父の農場は休耕中で、ジョンソン草の大きな茂みとブタクサ

とアザミの五時の影が点在していた。父の農場は、炎の農場ではない。父の農場はずんぐ

りした青緑のスイカは掘り返されて閉じられ、点の列はもはや糸をつけていない。そして、

唯一の有刺鉄線は修理が必要な二重の境界線フェンスだ。

俺は二車線の主要道路から、逸れて境界線フェンスの隙間を通って登る。俺は農場を横

切った。俺はラバで引いた鋤、トラクター、そして鍬とともに、この土地の隅から隅まで

耕した。俺は、俺の指の爪の下に、あらゆる極僅かの泥を持った。
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俺は浅い流れに沿って走る森を抜ける近道を取る。

俺はシカを見付け、シカは俺の幼い頃の戦争の記憶を呼び戻す。シカが立っている、そ

の森に俺は父が第二次世界大戦で家に持ち帰った日本軍の銃剣を手にして立っていた。俺

は敵の苗木に万歳突撃で夏の大半を通し、自分の道を切り開いた。

その後で、俺は泥の中にしゃがみ、ゴム製のトマホークで赤蟻を叩いて殺した。赤蟻は

共産党員で、俺はポーク・チョップ・ヒルのグレゴリー・ペックだった。

俺は十二歳のクリスマスに、.22口径の単発ライフルを貰い、リス、兎、そして小さな

灰色のトカゲを大虐殺した。しかし、俺は一度もシカを撃たなかった。

枝角の棚は雑木林から移動し、枯葉の絨毯の上を蹄が柔らかくリズミカルな足音を立て

る。牡鹿が現れ、白い胸と白いパウダーパフの尻尾とともにライトブラウン、ブラウンイ

エロー骨の枝角の棚、そして、目はあまりにも大きく、あまりにも人間的だ。牡鹿は一旦

停止して聞く。彼は小川に踏み込み、彼の頭を落とし、穏やかに流れる水を飲む。シカが

木の中へ溶け込んでいくまで俺はじっと立って待つ。

アメリカの土地に戻るには、あまりにも遅い。土地は俺たちを望んでいない。

俺は、「カワウソ」と呼んでいたサンショウウオや湿った岩の底でカエルの卵の透明な

ゼリーに驚いた干上がった川底に沿って歩く。俺が古い骨の上を歩いているかのように唾

で磨いた靴の下で小石が砕ける。

この辺りのどこかで、俺は赤いピックアップトラックを運転した酔っ払いの電気技師に

よって轢かれた最初のペット、スノーボールを埋めた。俺は彼がどれだけ良い子犬であっ

たかを綴った神へのメモ書き、コーンブレッドのくさびと一緒にスノーボールを靴箱に入

れて埋めた。

俺は、炎の色の野生の花に覆われた草原の中で向きを変える。木はブービートラップが

仕掛けられ、土壌には仕掛け線、そして草のあらゆる葉の中に金属の鋭い破片がある。俺

の片方の目が、パンジーピットとバウンシングベティ槍のある地面を片方の目のＸ線で探

る間、狙撃兵のいる森を探る。ブラックベリーの茂みの畑は、コンサティーナワイヤーの

ように俺のズボンの裾を引き裂く。

俺は、森から歩き出て、三年ぶりに俺が産まれた家を見る。

俺の家は、築百四十年。それは、1820年にジェームズ・デイヴィスによって建てられた

丸太小屋の用地に、先祖たち自身の手で建てられた。百六十エーカーの土地は、アンドリ

ュー・ジャクソン将軍傘下の兵士として従事したことで恩賞として無償で払い下げられた。

1814年にジェームズ・デイヴィスは、アラバマを最終的に、そして永久に盗むためにホー

スシュー・ベンドの戦いで戦い、クリーク・インディアンを虐殺するのを助けた。それか

ら、クリークは誰から盗まれたかについて覚えていない。

家は山ほどの傷跡の残る材木、風化したシロメ色の厚板、古い象牙のような新しい厚板

だ。家屋は自然石の土台に座る飾り気の無い一見不滅の一般大衆の家。

納屋の側で錆びているのは、豚のためにトウモロコシとオート麦を混ぜるための粉砕器、
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干し草刈取り機、円盤、熊手、耕耘機、そして肥料噴霧器。そのちゃんと手入れをされな

かった良い道具を見るのは嘆かわしい。

俺が堅い泥の庭に入ると、その食べ方故に俺たちが豚と呼ぶ赤いチャボの雄鳥が、突然、

ついばむのを止め、引っ掻き、喚きだし、鶏が飛行と呼ぶ不器用な羽ばたきで庭の向こう

で音を立てる。

ママが彼女のロッキングチェアで正面のポーチに座って、表にイエスのフルカラーの絵

を描いたボール紙の団扇で扇いでいる。

家の向こうの斜面で、オールド・マが色褪せた青い日除け帽を被り、彼女の菜園で大き

な透明なプラスチック製ペプシ瓶と輝いているアルミニウムのパイ缶で造ったかかしを修

理して働いている。かかしはゴミから産まれた怪物のように見える。

俺がこれまでに農場で見た唯一のメロンは、俺たちがポーチに吐き出された黒い種一ダ

ースのみ。

豚が赤い猟犬に追われて喚く。

猟犬の顔半分は疥癬に食い潰された。年老いた犬は不器用に大股に走る。彼の肋骨は突

き出て、曲がって、輪郭がはっきりしている。

俺の妹シシーは、妹の身体は、あまりに全ての腕と脚のために背が高く、髪は少年のよ

うに短く、青いジーンズと男物の灰色の仕事着を着ていて、首にはピンクのプラスチック

真珠のネックレスをし、庭を横切って突進する。妹は、枯れた桃の木から小枝を折るため

に一旦立ち止まる。妹は小枝で猟犬を叩く。妹は言う。

「家に帰れ、汚れた老犬。私たちは捕まえられないけれど、一羽の鶏もお前は彼に与えら

れないのよ！」

猟犬は、地面に蹲って唸り、大きな黄色い歯を垣間見せ、彼の歯はナン戦闘要塞への道

程の途中の夜で俺たちの見たナパームで焼かれた虎について考えさせる。

シシーは小枝を落として、正面のポーチの上へ走ると家の中へ戻る。

数秒後に、妹は再び現れ、背後でスクリーンドアをバタンと閉める。妹はポーチから飛

んだ。妹は猟犬に近付いて跪き、犬に白い紙皿を押しやる。紙皿の上には揚げたボローニ

ャソーセージのピンクで黒い端の脂ぎった三つのくさびに柔らかい白い自家製ビスケット

半分が乗っている。

犬は躊躇う。シシーは、犬の鼻下に紙皿を押す。彼女はボローニャソーセージの切り身

を拾って差し出す。犬は肉に食い付いて飲み込む。彼が残りの肉とビスケットを食べる間、

シシーは彼の頭を撫でる。犬は喉の奥底で唸り、より速く食べる。

俺は言う。「やあ、ストリンビーン」

シシーが見上げると、満面の笑みを浮かべる。「ジェームズ！」

彼女は跳び上がって俺を抱き締める。

俺はシシーにキャンディ・コーンの一ポンド袋を渡す。キャンディを抱き締めてシシー

は俺の背中に登る。彼女は、おんぶされて家へ叫ぶ。

「ママ！ ママ！ ジェームズよ！ ジェームスが帰ってきた！ ジェームズが帰ってき

た！」
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母はポーチで立ち上がり、彼女の目をボール紙の団扇でおおって困惑して俺を見る。彼

女は言う。

「ジェームズ、あなたなの？」

オールド・マは、農場からやってくる。

夕食前に、俺は AWOL バッグを古い部屋に入れた。それは同じ部屋で、小さいだけで、

そして風通しが悪く、俺のベッドは子供仕様で、大きな蝶のつぎはぎの付いた手縫いのキ

ルトがかけられている。

俺の顕微鏡と、ビーカー、フラスコ、そして試験管の科学セットを埃の薄い膜が覆って

いる。

俺の高校時代の恋人ヴァネッサの T.S.T.S.A.の署名がされたフレームに収めた写真は

一人で眠るにはあまりにも甘い。ヴァネッサは、俺がパリス・アイランドで新兵訓練中だ

ったとき、俺への手紙の折り返しに T.S.T.S.A.と書くのを良くした。俺の先任訓練教官

ガーハイム一等軍曹は、ロマンチックに開かれていない彼女の手紙を俺に食べさせて楽し

んだ。

俺がベトナムにいたとき、ヴァネッサは俺が戦場で、今はカウボーイのステットソンに

つけているピースバッジを送った。

俺の部屋の唯一の追加は、ブルードレスを着た、日焼けし、とても真剣な子供の新兵訓

練所の写真を入れたフレームだ。子供は象のような耳を持っている。写真はリビングルー

ムのコーヒーテーブルの上に置かれていたものだ。

壁には、十字架を掲げる硫黄島の海兵隊員の場面を組み合わせた額縁。

俺の沢山の本は全てここにある。ペーパーバック本はリンゴ箱の棚の上。しかし、本は

今俺を助けてはくれない。俺は、ホア・ビンと水田がないのを寂しく思う。俺は、何か失

うものを持つ人々といることができないのを寂しく思う。全てのアメリカ人が失ったのは、

それらのアメリカン・ドリームだ。土地は彼らがそれを不動産に変えたときのために戦う

価値を無くした。

俺は幼い頃の部屋に立ち、ホームシックを感じる。俺はモーテルにいるように感じてい

る。

しばらく、俺は三層天蓋ジャングルの中に戻り、ベトコンの影によって囲まれる。そし

て、俺はナパームで焼かれた虎の牙を引っ張るために松明の明かりの中へ手を伸ばしてい

る。

部屋の片隅にダナンから発送された木の箱がある。木の箱を開けてみる。中には、俺の

忠実な兄弟たちがケ・サンで丁寧に詰め込んだ俺の装備がある。ベトナムで、最も高額な

記念品である俺のトカレフ・ピストルには戦利品としての正規のタグが付いていた。

俺はトカレフに装填した弾倉をはめて、ステットソンの中に落とす。

再び友人を手にしたことはとても気分がいい。

夕食のテーブルで、食べる前に俺たちは祈る。
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夕食で、俺は継父オブリー・ビーズリーと会う。彼はレールと同じくらい痩せていて、

頭は赤ちゃんの尻と同じくらい禿げている。彼はシャツを着ずに、青の前掛けオーバーオ

ールを着ている。彼の腕は痩せて青白く、髪は黒い。彼の鼻の中には拡張蛇行静脈、過剰

な微笑みはひどい言葉を彼が言うのを生じさせない。彼は言う。

「私は、私が若干のそれら共産主義者を殺すことができたと願う！」

オブリーは、床の上に噛煙草のブル・ダラムを吐き出して言う。「私は、君が戦争で報

道記事を書いたと言う手紙を読んだよ。君。私は、その書類仕事が戦闘から、君を上手く

逃れる仕事を君に与えたことが、君の本当の痛みだと思っている。それは素晴らしい。私

自身、大きな戦争から外された。私の背中は駄目になって奪われた。陸軍の医師は私が本

当に起き上がれるか全く明らかにできなかった！」とオブリーは笑って言い、それから、

食べる間に食堂に持ち込まれた新しいカラーテレビに彼の注意を戻す。「アシスタントは

文書整理係だった」と彼は言う。「私の背中の問題は再び成果を上げた。そのために私は

医学年金を得たんだ！」

夕食のため、熱く、黄金色でべっとりしたフライドチキン。湯気を立てているインゲン

豆の器、持つにはあまりに熱くもろい自家製ビスケット、濃いグレービーソース、茹でた

ジャガイモ、焼いた黄色いトウモロコシの実、粗挽きの挽き割りトウモロコシ、ササゲ豆、

そしてコーンブレッド。食べ物からの豊かな香りはお馴染みの不思議さだ。

俺は俺の皿の上に食べ物を少しずつ取る。

オールド・マが俺を突いてウインクして言う。「お前の目は、いつもお前の胃袋より大

きかったね」

母は言う。「私は、今度の日曜日に、教会へ、あなたが陸軍の制服を着て行って欲しい

のよ。彼らみんながあなたのために祈ってくれるわ」

俺は言う。「ママ。僕は今まさに家に帰ったんだ。そして、僕は陸軍に入ったんじゃな

い。僕は海兵隊員だ」

オールド・マは言う。「孫や、どうして、お前は私たちにもっと多くの手紙を書かなか

ったんだね？」

俺は言う。「忙しかったんだ。オールド・マ。それに僕は、おばあちゃんが読むことが

できるのを知らなかったし」

オールド・マは笑う。「みんなとても忙しい」彼女はテーブルの下で俺を蹴る。「食べ

なさい。お前は猫が引き摺られた何かみたいだよ」

母は裏のポーチにいるシシーを呼ぶ。「シシー！ すぐに手を洗いなさい。テーブルに

来るのよ。あなたの兄弟が家に帰ったんだから」

「分かった」とシシーが後ろから叫ぶ。「来ているわ」そして、それから妹は呟く。「私

は、最後に産まれたいなんて頼んでなかったのに……」

ママは言う。「あなたの小さなガールフレンドのヴァネッサについて聞かせなければな

らないと思うの」

俺は言う。「ああ、彼女は元気？」

ママは躊躇う。「彼女は結婚したわ。ジェームズ。彼女は妊娠している。彼らが、あな
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たが行方不明だと言ったとき、彼女はヘスター少年の一人と結婚したの。彼女は今週の火

曜日に来たわ。彼女はとても申し訳ないと言ったの。彼女は、あなたに自分自身で話した

がったけれど、彼女は怖いと言ったわ」

俺は言う。「何で？ 僕を？ なぜ？」

ママは唇をすぼめる。「私たちは手紙を受け取ったわ……陸軍から……」

俺は言う。「どんな手紙？ それは何て言っていたんだ？」

ママは言う。「私は知らないの。私は、それをどこかにやってしまったの。多分、もし

かするとそれを外へ投げ捨てたかも。それは私たちに、あなたが精神的に正常じゃないか

ら、しばらく、あなたの周囲では本当に慎重にしなさいと言っていたわ」

俺は言う。「あのくそったれの事務屋リットルが……」

母がびっくりする。「ジェームズ！ あなたは、私の家で、そのくだらない言葉を敢え

て使うようなことはしないで！」

俺が答える前に、シシーが入ってくる。彼女は、俺の銀 星 章を彼女の裂けた白い
シルバースター

Ｔシャツにつけている。

「シシー」とママは言う。「駄目よ、ジェームズの物を散らかしたら」

シシーはテーブルの周りを闊歩する。「私、これをがらくたの山にあった可愛い青い箱

で見付けたの。この光るブローチが中にあったの」シシーは俺を抱き締める。「私、これ

を持っていて良い？ ジェームズ。お願い。良い子にするから」それは連中が日本で俺に

与えた銀 星 章だ。
シルバースター

俺は言う。「それはお前のだよ。ストリンビーン」

彼女は言う。「持っていていいの？」

俺は言う。「持ってろよ」

シシーは、ソンがしたような方法で俺の頬にキスをする。「お兄ちゃんは、私がこれま

でに持った最高の兄弟よ」とシシーは笑う。「もちろん、お兄ちゃんは私がこれまでに持

った、たった一人の兄弟だけれど」

シシーはテーブルに座り、彼女の輝くブローチに見惚れる。

「ジャガイモをくれないかね」とオールド・マが言う。

オブリーはぶつぶつ言って、ゲップし、アルピノの手榴弾のように見える茹でたジャガ

イモの器を最終的に渡す。オールド・マはシシーの前に器を置く。「食べなさい。孫娘。

お前は、ジェームズの英雄勲章で遊ぶために一日使ったね」

オブリーは優しい方向で笑顔を見せて言う。「目の見えない豚でも、時々、ドングリを

探り出すことはできる」

「見なさい。ジェームズ」とオールド・マは俺を突いて言う。俺はテレビを見る。それは

ベトナム暴力狂いと名称を与えられたベトナムにおける我らが少年たちについての特別報

道番組、断続的なミニカム装置と暴力の繋がりのないイメージ、レクリエーションの血糊

の上から一般市民を引き離すために夕食の時間に与えられる。

オブリーは言う。「シシー、チャンネルを変えなさい」

テレビには、過度な緑のジャングル・ユーティリティの何人かの熱烈な陸軍歩 兵が
グランツ
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いる。スクリーンの歩 兵たちは、民衆によって追われんとするできたての怪物が立っ
グランツ

ているようなフランケンシュタインと同じくらいの緑色だ。彼らはトンネルの外へぐった

りした敵の兵士を引きずり出す。敵兵は十代のやせっぽちの少年で、油を塗られ、やっつ

けられ、吹き飛ばされて殺される。身体は屠殺された肉が一杯に詰まった泥だらけの袋の

ように見える。ナレーションは言う。

「暴力的な狂人が殺し、罪悪感無く殺す、ベトナム……」

テレビの血は、明るく、暗くない赤の魅力的な陰影。そして、俺は思う。もし死んだ少

年からの血がチューブとワイヤーとトランジスターを通して下へ滲み出し、そして、テレ

ビ画面の底から滴り落ちたなら、生きているが如く血は電灯とともに輝くのか？ そして、

その誰かに俺は会うことができるのか？

シシーはアナウンサーのナレーションを聞く。場面が遺体袋からビールのコマーシャル

に不意に切り替わるとシシーは尋ねる。

「ジェームズ、ナパームって何？」

オブリーが遮って言う。「君は、彼ら陸軍の少年たちをどのくらい知っているのか

ね？」

シシーは、フライドチキンで止まったハエを追い払う。

俺は言う。「いや、俺は陸軍にはいなかった」

オブリーは粗挽き挽き割りトウモロコシを大口で食らい付く。「君を理解することはで

きないな。君が、ある種の大学へ入るのに十分頭が良くなくとも、幾つか他の方法でいく

のを止めることができたのは間違いない」彼は彼のコーヒーカップを持ち上げ、コーヒー

を受け皿に注ぎ、息を吹き掛けてコーヒーを冷まし、受け皿から音を立ててコーヒーを飲

む。「私はそう思うよ」オブリーは言う。「君は、少し騙されやすいのかな」彼は、とて

も友好的に微笑む。「罪ではない」

俺はササゲ豆を食べる。俺は、皿に視線を向けて、革命の熱意でササゲ豆を食べる。ウ

ッドカッターは俺を誇りに思うだろう。

オブリーは俺の沈黙によって励まされる。彼は言う。「私と君のママは、そのことにつ

いて全部を徹底的に話し合ったよ。私たちの意見は、クリスチャンのするべきこととして、

一二週間、もしくは-君が必要なら三週-、ここで十分歓迎できると確信できるまで君に綿

工場で真剣に働くための契約をして、町で君自身の居場所を見付ける時間を与えようと決

めた」

俺はテーブルの反対側にいる母を見る。「ママ？」

母は視線を逸らし、エプロンに両手で捻る。「今はオブリーが家長なのよ。ジェームズ。

あなたのパパが逝ってから、色々あって時間は私たちに厳しかったわ。私たちには、とて

も惨めな時間だったの。政府は、私たちにピーナツを栽培しないことへの代価を払うのを

止めたし。私たちに残されたのは、あなたのパパの保険金の一部くらいだったの。オブリ

ーは最小限の耕す土地のために買い手を見付けることができるわ。私たちは悪くなくなっ

たわ」

「大人になるんだな。君」とオブリーは言う。「君は我々の税金を食べて贅沢に生きてき
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たが、今、君のただ乗りは終わった。君が、君自身の二本足で立つことを学んだとき、君

は男になる」

ママは見上げる。「でも、私たち全員が、陸軍の英雄になったあなたを誇りに思ってい

るのよ」

「僕は英雄じゃないよ。ママ。戦争は間違いだ」そして、それからはっきりと彼女の言葉

を理解する。「それは罪だよ。ママ。ベトナムでの戦争は大罪なんだ」

まるで俺が、本当に母の頭を叩いたように、母は俺を見る。

それから、母は言う。「でも、私はそれについて何も知らない。私はニクソン大統領が

テレビで言う何かについてだけ知っているのよ。そして、私は、彼が、彼が何をしている

か、或いは大統領には相応しくないと分かっていなければならないと思っているのよ。

俺は言う。「あの馬鹿ニクソンは、ベトナムについて、どれだけひどいか知りはしな

い」

ママは唇をすぼめる。「でも、あなたがそうするよりも、彼はそれについて、もう少し

知っているんだと私は思っているわ」

俺は言う。「パパは俺を信じている。俺が嘘を吐かないことを知っている」

母は言う。「ああ、私は、あなたが嘘を吐かない事を知っているわ。ジェームズ。でも、

多分、あなたは本当に、その全部が少し混ざり合ってしまったのね。今、あなたは家にい

る。何が海外であったかを忘れる時間よ。ちょっとだけ、それが決して起こらなかったと

見せ掛けなさい。あなたの心のそれを外に押し出すのよ」

オールド・マは言う。「パーリーン、すぐに黙りなさい。ジェームズで大騒ぎしちゃい

けないよ。彼を放っておきな。彼は日曜日の一月を我慢して、ちょうど家に帰ってきて、

既にお前は彼で大騒ぎしている」

オブリーは言う。「もっと利口な少年はそこから出て行ったよ」彼はコーンブレッドの

くさびで豆の汁に浸す。彼は内部の柔らかく黄色いパンの中を、サクサクの茶色の皮を通

して噛み締める。「君は、それから出て行くべきだ」

俺はテーブルを挟んで身を乗り出し、オブリーの喉を確実につかむ。俺は彼の顔を起こ

す。俺は言う。「お前は黙れ、お前は馬鹿な間抜けか、でないなら、俺はアムトラックの

軌道のためにお前の鼻を回転軸にして使ってやる」

オブリーは言う。「君は過酷さに流されているぞ。君」

彼は殴ろうと拳を引く。

シシーがテーブルから跳び上がってオブリーの振り上げられた腕をつかむ。

「止めて！ ジェームズを傷付けないで！」

オブリーはシシリーを叩く。激しく。

シシーは驚いて後ずさるが、実際に怪我はしていない。

俺は母を見る。

母は言う。「オブリーは、今はあなたの父親よ。ジェームズ。彼にはシシーを罰するあ

らゆる権利を持っているのよ」

オブリーは言う。「君は君の母親の話を聞くんだな。少年。君の態度は尊大すぎる。多
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分、君は、私の手の甲のサンプルが欲しいだろう。そこから君は、活力を受け取る！」

俺はシシーに言う。「大丈夫か、ストリンビーン？」

シシーは頷いて、目から涙を拭き取る。彼女の青白い頬にオブリーの手の明確な痕跡が

赤く記されている。

俺はオブリーに言う。「もしお前が、もう一度俺の妹に触ったら、俺はお前を殺す」

オブリーは後退して、母へ言う。「お前は見たかパーリーン？ 私は、彼が狂犬のよう

になって帰ってくると君に話したな」

母は、テーブルから立ち上がって言う。「それは間違っていないわ」

俺は、オブリーのくそったれな心臓を殴り出さなければならないと考えている。その代

わり、俺は屈み込んでカウボーイハットからトカレフを拾い上げる。俺は薬室に弾を送り

込む。俺はオブリーに言う。

「この拳銃を受け取れ。ひどい銃を受け取れ、でないとお前のナニにぶっ放す」

オブリーは動くにはあまりにも怖がっている。

俺は言う。「拳銃を受け取れ、ケツ穴。 いますぐだ！」

あまりにも怯えて動けないオブリーは、俺の手から拳銃を受け取る。

俺は言う。「すぐにお前の頭までそれを持ち上げろ」

母が何か言い出すが、俺は言う。「黙れ、ママ。ちょっと黙っていてくれ。クソ」オブ

リーに言う。「お前の頭に拳銃を当てろ、でないと俺が勝手にやる！」俺はオブリーに皿

に近付き、肉体的に彼を脅す。

震えるオブリーは頭まで拳銃を持ち上げる。

「いいぞ」と俺は言う。「すぐに指をトリガーにかけろ」

オブリーは躊躇う。

俺は我を忘れ始めて言う。「ちょうど今、お前の主要機関は壊れたのか、腰抜け？」オ

ブリーの顔を起こして俺は叫ぶ。「やれ！ いますぐだ！」

オブリーはそうする。

用心深く、オブリーは指をトリガーにかける。彼は今豚のように汗ばんでいる。銃身は

彼のこめかみに赤い"O"を刻み込んだ。

俺は言う。「怖いか？ よし。今、ベトナムにいることは三つの方法において違ってい

る。

一、一年を除けば、お前が銃の下にいる時間の量は十秒か十二秒のためではなく、一年

のためだ。

二、トリガーにかかっているのはお前の指じゃない。そう、トリガーに係っている指は

地面の中で悪臭を放つ穴に住んでいる奴が所有している。そいつは破片でめちゃくちゃに

なって、朝食にナパームを食う。お前は彼の先祖の土地の上に立つ侵入者だ。お前は、彼

の家畜と親類を何人か殺した。お前は彼の祖父が自らの手で建てた家を焼き払った。お前

はレクリエーションの形で彼の兄弟兵士を拷問して死なせた。お前は彼の収穫を汚染した。

彼の食べ物と水に入った枯葉剤は彼の妻に怪物を産ませた。そして、彼がお前を目標にし

て、お前を引き摺り下ろそうとしたとき、ちょうどお前は彼の妹に彼女がセックスを望ん
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でいるかと尋ねていた……」

オブリーの目は途方もなく瞬いている。彼は涎を垂らしている。突然、俺はオブリーが

クソを漏らしたことを理解する。彼は恐怖の臭いとして、その臭いの悪臭を放つ。

母、オールド・マ、そしてシシー全員が泣いている。

俺は言う。「その拳銃を俺に寄越せ、お前は哀れな標準以下のえせ売春婦だ」

オブリーは固まっている。俺は前に踏み出して、無理矢理、彼の手から銃を引き離す。

俺は言う。「三つ目は違っていて、ベトナムでは武器は安全ではないので、撃鉄を起こ

して安全装置をかけている」俺は拳銃の安全装置を外す。

オブリーは彼の頬に涙を流れ落していう。「どうして、君はそれほど凶暴でいられ

る？」

俺は言う。「あれは暴力じゃない、ピーナツの玉、それが唯一の本物の人生だ。これが

暴力だ」

俺はトカレフの引き金を引き、そして、バン。俺は台所の床の中に銃弾を放つ。

驚いて皆が跳び上がる。女性は突然泣くのを止める。

母は涙を拭いて言う。「私は、あなたの言葉が信じられない。私は、本当にそれを信じ

られない」

俺は言う。「俺が台所で銃を撃つのに、俺の言葉について心配する？」俺は笑う。「そ

れが、まさに人々が話す方法だよ。ママ。その時、彼らはテレビにはいない」

母は言う。「礼儀正しい人たちは、そんなひどい言葉は使わないのよ」

俺はステットソンの中にトカレフを落として言う。「天国で連中は、そんな風には話さ

ないよ。ママ。でも、ここに降りてくればそんな風に話すんだ」

母は言う。「ああ、私はそれが信じられない。それについて話せない」

オブリーは俺から退いて言う。「君は、今は殺し屋だ。おい。君は自分の手で血を受け

た。君のような人間とは上手くやっていけない。君は、これ以上、ここにいる資格は無い。

君は慎み深い人々と共に暮らすことに相応しくない」

俺はオブリーに向かって進むが、母が俺たちの間に割って入る。

「あなたには、私の夫をもう一つの手で捕らえる勇気は無いわ」と彼女は俺に背を向ける。

「さあ、私は、一日の間に立ってできることのほとんど全部をしたわね。私は外へ出る

わ」

彼女は考え直して付け加えた。「デザートのバナナ・プディングはそこよ」

オブリーと母は玄関へ降りて撤退する。安全な距離でオブリーは俺に言う。

「私は、私の家に装填した銃はいらない。君は、誰も感動させていない。私は、君が立っ

ている土地を所有し、君がいなくなって欲しい」

それから母に言う。「あの子は野蛮な豚で狂った馬鹿者だ」

俺は言う。「心配するな。俺はいなくなるよ」

オブリーは冷笑する。「君はどこへ行く気だ？ 誰も狂ったベトナム退役軍人に仕事は

与えないぞ。お前は櫂も無しにひどい入り江にいるんだ。君」

俺は言う。「おい、ひどく馬鹿なお前が気に入っても、そして、それをお前が気に入ら
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なくても、俺はイスタンブールでビルの天辺の真鍮を磨く仕事を貰った。すぐに失せろ。

俺から離れろ。お前のパンツを代えろ」

オブリーと母は彼らの寝室にしゃがみ込み、俺は母の声を聞く。

「イスタンブールってどこなの？」

そして、「私は誓うわ。私は、陸軍が彼を男にするのを祈った。私は祈ったの。オブリ

ー。私は主に祈ったの」

オールド・マはテーブルから立ち上がるとやって来て、俺を抱き締める。

俺は言う。「俺は、おばあちゃんがいなくて寂しかった。どんな釣りをしているの？」

オールド・マは言う。「違うね。ジェームズ。私は、自分の腰を壊してからは、そんな

に歩き回ってないよ。私は、自分が歳を取ったとは決して思ってはいないけれど、現在の

私を見ているよ」

彼女は、俺の背中を軽く叩いたが、彼女の手は弱々しい。オールド・マは常に年老いて

いたが、彼女は、今まで決して歳を取っているようには見えなかった。空威張りが彼女か

ら消えた。「私は、まさに古い女だけど、私はまだ急いで二階へ行けるよ。お前は良い子

だよ。ジェームズ。お前のパパは、お前が駄目になっても、いつも誇りにしていたよ」

俺は言う。「ありがとう、オールド・マ」

オールド・マは、俺に囁く。「彼は、確かに満足のジュースを舐める方法を知っている。

彼は、あのビーズリーは、まさに嫉妬と一緒に食べているよ。お前のママを非難しちゃい

けないよ」

オールド・マのベッドに向かう古い名場面のように柔らかいが固い彼女の顔を見ること

に疲れた。

シシーと俺は、バナナプディングを食べる。シシーは、顔色が悪いまま、クリーム入り

の黄色のプディング全体を突いて、バニラウェハースとバナナの丸いチップを食べる。

俺は外に出て、大きな黒竜、夜、夜が来るまで、日暮れまで薪を斬る。

俺が薪を切ってから、シシーの部屋へ行くと妹を起こす。妹は俺の部屋まで後に付いて

くる。

俺は AWOL バックの中を探って小さな茶封筒を引き出す。俺は、人差し指を唇に当て

て静かにするように伝え、シシーに封筒を渡す。

シシーは封を開けて中を覗く。妹の口は開きっぱなしになる。妹は、中に手を伸ばして

新品の百ドル札の束を何枚か引き出す。

「ジェームズ、百万ドルはありそうよ！」

俺は言う。「静かに。そこに三千ドルある。俺が戻ってから、捕虜だった間の給料が払

われたんだ。それをやるよ」

シシーは言う。「でも、必要じゃないの？」

俺は言う。「二千は残してある。俺が必要なのはそれだけだ」

シシーは俺がからかっていると思う。「でも、これはお兄ちゃんのお金よ。ジェームズ。

お兄ちゃんが稼いだのよ」
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俺は笑う。「まあ、現実的じゃないな」

妹は混乱している。俺は言う。「俺は、あまり良い捕虜じゃなかったんだ」

シシーは理解していない。妹は札束を見る。「でも、なぜ、私にくれるの？ 私は何を

買えばいいの？」

俺は両手で妹の手を挟み、俺たちの間に三本の手を上げる。

「聞いてくれ。ストリンビーン。俺は軍に戻らないとならない。俺は、多分、外国へ戻さ

れる。多分、長い間ね。俺はお前を一緒に連れて行きたいと願っているけど、俺にはでき

ない。二年でお前は十六歳になるけれど、お前に法を与えることはできない。十六歳にな

ったとき、お前はこの金を使って、アリゾナ行きのバスチケットを買うんだ。そこには、

まだ息をつける余裕がある。お前自身のための仕事を見付けるんだ。お前は利口な女の子

だ。お前は、肩の上に良い頭を持っている。分かるよな。俺はお前を信じている」

シシーは分からないまま頷く。

「今、お前が受け取った、この金は隠すんだ。お前が、これを貰ったとは誰にも話さない

こと。いいね？ 誰にでもだよ。俺は、お前に約束して欲しい」

シシーはそれについて考え、それから言う。「私は約束するわ。ジェームズ。嘘を吐い

たら、死んでもいい」

俺は言う。「これをパラフィン紙で包んで、メーソン・ジャーに入れて軒下に埋めるん

だ。いいね？」

シシーは分からないまま頷く。「いいわ。老いた愚か者。私は、それが私たちの秘密だ

って約束する」

彼女は俺を抱き締めておやすみという。

「良く眠って、トコジラミに噛まれないでね。お兄ちゃんが家に戻ってくるまで、私は、

お兄ちゃんのためのお金に十分良く気をつけるわ」

シシーは彼女の部屋に行き、俺はベッドに仰向けに倒れ、まだ冷淡な海兵隊のグリーン

を着る。俺は天井を見詰める。眠るのは難しい。その距離では撃てない。暗がりで叫ぶ瀕

死の病人ではない。それは、あまりにも静かだ。

俺は眠ると、ナパーム爆弾でやられた虎についての悪夢を見る。ナパームで焼かれた虎

は、赤、白、そして青の縞を持つ。それは父の農場を横切って走り、力強い爪でツルから

スイカを叩き落とすと、瑞々しい赤い肉の湿った塊と黒い種は肥沃な大地に打ち付けられ

る。

朝、俺は肋骨を突く痛みを感じる。俺は目を開ける。最初は、俺が悪夢を見て、ホア・

ビンの村で年老いたブルーム・メーカーが彼女の復讐を果たしていると思った。しかし、

それは母が俺を起こそうとしているだけだった。母は黄色いブラシの箒を持って彼女の距

離を保ちながら長い柄の先で俺の肋骨を突いている。

俺は言う。「ママ、痛いよ。俺はもう起きたよ」

母は言う。「ジェームズ、朝食はテーブルにあるわ。私は、その小さなバックから、あ
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なたの陸軍の服を取り出して、あなたのために洗ったのよ。それから写真は除いたわ」

俺は言う。「どんな写真？」

「それが、あなたのポケットにあったの。戦争で死んだ人たちが写っていたわ」

海軍精神科医ブライアント少佐から奪った写真だ。俺は言う。

「それはどこ？」

母は言う。「燃やしたわ」

俺は笑う。「俺に写真は必要ないよ。ママ。俺は、ベトナムの写真を体内に刺青しても

らったから。どうする？ 俺も燃やす気？」

彼女は答えない。

朝食。火薬が俺のシリアル・ボウルの中にある。一般人の火薬。純粋で白い。

オブリーは朝食にいない。ママは言う。

「オブリーは今日は一日眠っているわ。彼の腰の調子が悪いの」

オールド・マは言う。「娘よ。あの男は、どうしようもなくうんざりして、まだ休んで

いるよ。多分、彼はまだ小さな癇癪を起こしそうなんだろうね」

俺は嘘を言う。「俺は今夜去るつもりだよ。北で仕事を得るつもり。もしくは肥沃な農

地を彼らが得た場所を見付けてね。多分、北のどこかで土地を得る。小さな農業をする

よ」

母は、どんなに不快な現実にでも耳と口を不自由にして、彼女が聞きたいと望む物だけ

を聞く。彼女は、見事に、それを芸術的なまでにした。しかし、今、俺は母が何も話さな

いでいるせいで、母と俺は再び話し合うようになった。

ママ、もし俺があなたに真実を話すことを敢えてするとすれば、俺はあなたとあなたが

好きな人たちから逃げるために海兵隊員に志願したと言わなければならない。

バーミンガムで、俺はロサンゼルス行きの飛行機を捕まえる。俺はロサンゼルスでベト

ナム行きの便に乗る。俺は自分の古い戦闘報道員ＩＤカードを使ってビザを得る。俺は、

現在、物語を探すフリーの報道記者だという。

ダナンから、俺はＤＭＺ行きの救急ヘリにヒッチハイクする。俺は自転車を買う。俺は

ホア・ビンの村まで自転車に乗っていく。

俺は春の田植えに間に合うようにそこへ行かなければならない。水田を耕し、柔らかな

稲を植える時間までに。多分、米が生長するのを聞くことを結局学ぶだろう。

俺はこれまでに俺はアメリカ人がそうしなければならないことであり、アメリカ人がし

なければならないことをしなければならないように感じた唯一の時は、俺がベトコンの捕

虜だった時だ。俺は、そこでは本物だった。俺は俺自身でありえた。俺がそこで役割を果

たしていたときでも、俺は俺自身だった。ここでは、俺は役割を果たすことになっている

が、俺はそうであるはずことを誰も知らない。失う物が無い人々は、生きる理由を何も持

たない。俺は、むしろ一インチ刻みで殺されてうんざりするより、戦争で殺されたい。ホ

ア・ビンの村で俺は自由だった。俺は助けのない 駒 ではなかった。俺は未来を持って
ポーン
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いた。俺を信用してくれる友を持っていた。戦争は真実であり、それらが空気と食糧を必

要とするように男たちは現実を必要とする。

俺がベトコンの戦士だったとき、俺は本物だった。俺がベトコンの戦士だったとき、俺

の人生はトークショーではなかった。

朝の食卓に俺の向かいに座った母は俺が去って、農場のために北へ行くという俺の発表

に応じて何を言うべきか思い付かない。それで彼女は、単純にそれを無視して明るく聞え

るように務める。

「さて、今夜のオブリーはボウリングナイトなのよ。多分、私たちは、あなたにグレイハ

ウンドステーションまで連れて行くことができるでしょうね。歩かずに済むわ」

俺はビスケットの欠片で若干の肉汁を拭う。「ありがとう。ママ。俺は日暮れまでに家

に帰るよ」

朝の食卓周辺の暗い沈黙に合わせて俺は言う。

「元気を出せよ」

俺は微笑み、そして言う。「トイ、チョン、チエン、トラック」

俺はシャツの内側の編んだ紐をいじくる。俺は西部地区司令官同志タイガーアイ将軍に

よって与えられた白い翡翠のブッダを握る。

ママとオールド・マ、そしてストリンビーンが混乱して俺を見たので翻訳する。

「トイ、チョン、チエン、トラック。"私は家に帰る"と言う意味だよ」

俺は、ロック・クリーク墓地の俺たちの隣人の場所を横切って、かなりの距離を歩く。

墓地の墓は、砂糖と同じくらい白い特別な砂で覆われていた。大地の低い塚のそれぞれ

には、造花を植えたピンクか白の発泡スチロールのブロックが緑の針金で固定されている。

年に一度の戦没者追悼記念日に死者の家族が共に現れ、彼らの先祖の墓を掃除し、そして、
デコレーシヨン・デー

彼らがベトナムのテトで行うちょうどその時、先に行った世代の全てを思い出す。

墓地のデイヴィス区画には、1816年に遡って、俺たちの身内の内、五十人ほどが横たわ

っている。最も古い印はウィリアム・オリバー・デイヴィス。印は薄くオレンジ色の自然

石の板で、風化し、名前も日付もほとんど読めない。

父の墓の近くには、1930年代に南部連合の娘たちによって立てられた印象的な花崗岩の

印で、そのときにソロモン・デイヴィスは、南部連合のための戦争が終わった70年後に南

部連合軍の制服を着せられて埋められた。祖父デイヴィスは、ベッドフォード・フォレス

トに属する斥候で、シロウの戦いで負傷した。彼は胸の中に残した鉄のゴルフボールサイ

ズの葡萄弾と共にジャズ世代の中頃に死んだ。

父の墓は、新たに掘られ、まだ白い砂には覆われていないが、未だ掘り返された土壌の

はっきりした肥沃な新たに耕された農場の土の色、茶色になっている。

俺は灰色の石灰岩ブロックに触れる。それは言う。"愉快なカーティス・デイヴィス"

父の最初の思い出は、彼の側で、緑のワゴンの堅いシートに座って飛び跳ねている自分

だ。俺たちはワゴンをルーズベルトと呼んで丈夫で頑丈な片目のラバによって引っ張られ
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ていた。ワゴンのベッドは太陽に熱せられたスイカを積み上げた高さだ。

俺たちは郡のハイウェイまで車で行き、道の側に駐車する。道の側の野花をルーズベル

トが食べている間にハイウェイに沿って唸りながら走る車の人々に、大きくて濃い緑の丸

いスイカの四つ切りを売った。

父は客が熟しているが、と言って熟し切っていない良いスイカを選ぶのを手伝う間、俺

は葉巻の箱で両替をすることになっていた。父が、ちょうど十分に熟した音を立てる一個

を発見するまで指で激しくスイカを叩いた。

日の終わりに、父は現金を数えて、俺に賃金を支払う。父は、こう言うのが好きだった。

「もしお前が自分で稼いだ訳ではない一ドルを持っていたとして、それを使ったところで

お前は楽しめない」

父は僅かな金も持つことは決してなかったが、父の風化した顔は国との約束を維持する

ことから来る威厳と不敗の強さを持っていた。父は夜明けに俺を起こしに来たとき、毎朝、

笑って言う。

「農業はお前の血の中に鉄を押し込む！」

ある日、何人かの事務屋の教典農民がヤンキーの法のために大学の子供が働く北部から

やって来た。土地に農薬を噴霧することを大半は農民の俺たちの隣人に求めた。

父は拒絶したが、何人かの友人は前向きだった。彼らは飛行機から毒を噴霧し、それは

俺たちの土地の上へ広がった。毒は、結局、土地を耕作に適した状態にするのを助ける全

てのミミズを殺すこととなった。俺たちは収穫を失った。

次のシーズン、父はジョン・ディア・トラクターが転倒して腰に怪我を負った。俺たち

の友人と親族が助けるために協力し、俺たちはその年の収穫を作った。

病院の請求書は、ディケーターの金持ちから買い取ると申し出られたより遙かに遠く、

俺たちをどん底に突き落とした。金持ちは、俺たちが止まり、利益を共有して彼のために

と土地を耕すことができると言った。金持ちは、農民ではなかった。彼は土地を買うのが

好きな銀行家だった。銀行家は冗談を言った。

「土地は、あなたがより得ることができない唯一のもの」

父が農場を持ち続けることができる唯一の方法は、碧玉を供給する露天掘りの仕事を受

けることだった。彼は露天掘りが土地を荒廃させる方法であるため、自らの仕事を憎んだ。

ある夜の夕食後、俺は父がどのように新たな仕事を気に入ったか尋ねた。父は言った。

「息子よ。私はヘビを根こそぎにしたよ」

アメリカ人全てが十フィート背が高く、そして、マックと名前をつけたとき、大きな

W W 2に戻った父は海軍のコックだった。戦闘部署で父は高射砲砲手だった。沖縄の
ダブル U トゥ

どこか外れで、父は空母に急降下してきたカミカゼ航空機を撃墜した。航空機は翼端が首

に当たるほど近くで爆発した。母は航空機が爆発して赤い火球になる前に父が日本人パイ

ロットの顔を見たと言う。

父の墓を見下ろし、より古い一つの戦争を俺は考える。その他の方法で、父は決して俺

を失望させなかった。父はトラクターと同じくらい信用できた。しかし、父は戦争につい
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て決して話さず、俺はその訳を知らない。ヨーロッパでナチスと戦った、父の兄弟、俺の

おじは戦争について決して話さなかった。父とおじは出征し、そのとき、父はそれが肉挽

き器になりに行くことを知ったとき、肉挽き器の中へ俺の顔を突き刺した。俺は何でもす

るが、攻撃の的となるにはあまりにも愚かな軍の処女としてベトナムへ行った。そして、

父は俺を応援し、誇りに思い、幸運を祈ったが、父は俺に一言も警告しなかった。俺は、

行くことを望まなかった。俺は父のためにそうした。

最後にもう一度、父の冷たい灰色の花崗岩の墓石に触れ、俺はこの詳細を確実にし、未

来へ向かっていくための選択肢が無いことを知っている。血で計測した時間は決して終わ

らない。血は決して乾かない。事実は可愛い物ではない。ベトコンの流れ弾の跳弾が若干

の黒魔術によって惑星を回って父の頭の中の動脈を吹き飛ばした。

俺の農場での最後の日に、豚の全てがコレラで死に、俺は親父と彼らを燃やすことに一

日を費やした。

今、父は死に、時間は彼から永遠に去った。一方で、俺はヘビで満ちた地上で、自分自

身の数匹のヘビを根こそぎにした。それは俺の任務であり、俺はそこを歩く。

しかし、墓石に触れて、俺は、父が、もし俺がここにいることを知っていれば、そして、

彼が知っていれば、彼はまだ俺を誇りに思うか？ と疑問に思う。俺は二十一歳ですらな

いのに、既にビリー・ザ・キッドより多くの人間を殺した。

「人生」と俺は行く前に言う。「それが何かを父さんは俺に学ばせてくれた」

日暮れ近くにコオロギが鳴き始めたとき、一日中、森でのハイキングに疲れた俺は家へ

と歩いて戻った。

未だに制服を着て、俺は汚れたステットソンを被った。俺は、AWOL バッグを拾い上

げる。

オブリーは黒のフォード・ピックアップ・トラックでバスステーションまで俺を送って

いく。トラックは、予備の幅広タイヤとクロムメッキのホイールを持っている。

俺は振り返らずに産まれた家から車で走り去る。俺は恐れている。俺は古代の森をバラ

バラに吹き飛ばした砲弾が入っているのではないかと恐れる。俺はファントム戦闘爆撃機

が森の上空を低空で侵入し、自動火砲とともに庭のチャボの雌鳥を機銃掃射し、オールド

・マの野菜畑全体にナパームの光る容器を置いてかかしとカボチャを燃やすのではないか

と恐れている。

遙か昔、俺はベトナムで生まれた。俺の故郷は、今の俺にとっては奇妙で、外国のよう

だった。ヴァネッサと俺がどこかの小さな掩蔽壕に落ち着いて、C レーションを調理し、

俺たちの M-16をきれいにし、そして新人を得るにはあまりに遅い。

もし俺が少しの間でも振り返れば、赤い炎と煙の嵐によって飲み込まれて、古い家は去

っていく。

俺は、まっすぐ正面を見た。俺の親父が、ある日、俺に言ったように俺はベトナムへ向

かうために農場を後にした。「ステップは、根を離れて激しく涙する」

ファントムブルーパーは家に帰る。
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俺は、片方にシシー、もう片方にオブリーの紫色のボウリングバッグと一緒にオープン

トラックの荷台に乗る。シシーと俺は踏み潰して平らにしたビールの空き缶が一杯に詰ま

った一ダースの段ボール箱と共に中で揺られる。太陽は沈み、鋼鉄の犬の個人広告を凍ら

せるくらい十分寒い。

バスステーションで俺は俺の家族に別れを告げる。

バスステーションは、実はステラ＆ O.V.のシェル石油スタンドで、白いモビールハウ

スが噴石のブロックの上に建てられている。錆びた大きく平らなコカ・コーラ瓶の壊れた

温度計に赤い金属板に手文字で書かれたプラカードがかかっている。閉店。

オブリーは言う。「君、私は良きクリスチャンだ。私は、君が昨晩したことを許す。私

は、多分、君が君の支えの理解を若干得られたと思っている」

彼は吐き気を催す甘い笑いを浮かべるが、彼は握手を求めない。

母は、オブリーの腕をとって言う。

「ねえ、ジェームズ？ 正しいことは、私たちのために好ましい状態になることなのよ」

彼女は俺に堅苦しい小さな抱擁をする。「あなたは慎重なの。良き男の子になって、そ

して、あなたのために正しいことをしなさい。落ち着いたら、私たちに手紙を書くのよ。

私たちは、あなたがどこにいるか分かっているのだから」

オールド・マは俺を抱き締めて言う。「神が、あなたに与えた馬力を最大にしなさい。

ジェームズ。あなたの心に祝福を。みんなは、あなたを愛しているのよ」

俺は言う。「俺も愛しているよ。おばあちゃん」

シシーが俺を抱き締めている間に、家族はピックアップトラックの運転席へ乗り込む。

シシーは泣いている。彼女は何も言わずに、俺の両方の頬にキスをし、茶色の紙袋の中に

俺に対するプレゼントを渡す。

シシーは、シャツの袖で彼女の涙を拭き取ってトラックの後部に飛び乗る。

黒いピックアップは離れていく。誰もが手を振る。オブリーは彼のクラクションを鳴ら

す。

シシーは、彼女が見えなくなるまでトラックの後部から俺に手を振り続ける。

茶色の紙袋の中身は、果物の瓶詰めだ。果物の瓶詰めはホタルで満たされている。アラ

バマ州の子供たちは、ホタルを、「光 る 虫」と呼ぶ。
ライディングバグ

光る虫は燐光を放つ。紛い物の明かりは冷たく、黄色で微かに緑で縁取られている。

俺はバーミンガム急行のヘッドライトが暗闇で丘を越えていくのを見て、メーソン・ジ

ャーから蓋を回して外し、蓋を捨てる。俺が自由の女神であるように、俺はできる限り、

高く俺の頭の上にフルーツ・ジャーを持ち上げる。

俺は果物の瓶を自分のステットソンで叩いて、炎の火の粉のように、輝き、生き、そし

て自由な百匹のアラバマ産光る虫たちを森の中でマズルフラッシュのように点滅する夜空

の中へと光を放つ百の燐光点を爆発させる。


