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献辞

この本を、彼らの祖国に裏切られた300万人の忠実な男女、ベトナム戦争の300万人の退

役軍人に捧げる。

先週、海兵隊偵察パトロールのメンバーは、フ・バイの都市近くで敵部隊相手に小競り

合いを戦ったと語った。殺されたベトコンの中にゲリラ集団の指揮官と思われる者-長い

茶髪のすらっとした若い白人-がいた。

若い白人は、彼の胸を横切って赤いサッシュを結び、使い古した緑のユニフォームを着

ていた。彼は手には-北ベトナム陸軍正規兵によって使用された自動火器として設計され

たソビエト製の AK-47があった。

海兵隊員たちは、ゲリラの指揮官が1965年以降に戦闘中に行方不明として扱われたアメ

リカ人の海兵隊志願兵であったと確信している。

ここ数ヶ月、彼らはフ・バイ地域でベトコン部隊とともに行動するアメリカ人の報告を

幾つか受け取った、と彼らは付け加えた。

ニューズウィーク誌 1968年8月12日

冬の兵士

戦争の理由の損失は、歩哨が彼の持ち場で死んだように私には立派なことだと思っている。

レオナルド・アンドレーエフ「赤い笑い」

私は、歴史において、これがアメリカの最高の素晴らしい時間の一つであるだろうと記録

したいと思っている。

合衆国大統領リチャード・ミルハウス・ニクソン：1969年7月30日 南ベトナムサイゴン

モンスーンの雨の黒い壁の外側のどこか背後、そして俺たちの鉄条網の向う側で

幽 霊 擲 弾 手は笑う。
ファントムブルーパー

俺も笑う。

白黒のピースバッジをつけたパールグレーのカウボーイ帽以外裸の俺は個人塹壕の底の
ス テ ツ ト ソ ン

湿った粘土のベッドから立ち上がる。俺は、土嚢で守られた掩蔽壕の天辺に、カニのよう

に急いでよじ登る。泥だらけで震えてしゃがむ。聞き耳を立てる。息を殺して聞き耳を立

て、呼吸するのを恐れて待つ。

俺はぶつぶつ言う。背筋を伸ばして立ち上がる。顎を喉仏の中へ押し込み、パリスアイ
グ ラ ン ツ

ランドの訓練教官のようにケツに拳を当てて掩蔽壕の頂上の端まで闊歩する。

俺は言う。「聞け、ウジ虫！」

俺は回れ右をする。背後に行進し、もう一度、回れ右をする。鋭く、高く立ち、ぎらぎ

らして見えるように。「お前は永遠に生きたくないのか？」

俺は非武装地帯でオチを叫ぶ寒いコメディアン。それはケ・サン最後の日の深夜コメデ
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ィショー。俺は匍匐して俺たちの鉄条網を越えた暗闇の外へ滑り、影の者たちのためにシ

ョービジネスをする。いつでも、四万人のアヘンで狂った重装備共産主義者が渦巻く霧の

外から叫び来ることができる。

俺は言う。「くそ！ 魚雷だ。全速前進！ 俺はまだ戦えない！ 我に自由を与え給え、

でなければ死を与え給え！ 俺を踏むな！ もっと多くのベトコンを寄越せ！ もっと多

くのベトコンを寄越せ！」

俺は返事を待つ。聞き耳を立てる。だが、何も起こらない。

俺は壊れた箒の柄を拾い上げる。箒の柄の一端にはぼろぼろの赤い絹のパンティ-マギー

のズロース-が引っかけてある。俺は箒の柄を持ち上げ、戦旗のように赤い絹のパンティを

振る。

鉄条網を越えてくる唯一の音は、カエルのギーギー鳴く声とモンスーンの雨が打ち付け

る音だけだ。

俺はマギーのズロースを投げ捨ててから、ファントムブルーパーに両手の指を差し出す。

深夜。鷹は外出中。幽霊は外出中。

冬のモンスーンは、横に雨が降るほど激しく吹いている。一方で雨の響きを越えた沈黙

はより大きくなっている。

俺は、ケ・サンの放棄された周辺掩蔽壕の屋根に置いたアルミニウム製のローンチェア

に座る。モンスーンの冷たい雨の弾丸は俺の体から泥を洗い流す。俺の顔を保護している

パールグレーのカウボーイ帽を後ろにやってくつろぐ。右手は、椅子の下で野外無線機の

濡れた金属に触れている。

俺の素足の間にバイポッドの足を立てて据えた M-60機関銃がある。俺は、長く黒い殺

人機械を拾い上げる。俺がそれを持つとき、それは裸でいることを感じ無くさせる。

スムーズに給弾されることは俺の生命を救うだろうから、俺はきれいな金色の弾丸の重

いベルトを調整する。五発ごとに赤い曳航弾がある。王が一帯にいないことを百パーセン

ト納得すると俺は激しく給弾カバーを叩き付け、薬室に初弾を装填する。幸せなベルト給

弾武器だ。

ファントムブルーパーは笑う、冷たく黒く笑う。

おそらく、俺がファントムブルーパーを無視すれば奴は去っていくだろう。もし誰かが

ファントムブルーパーと哲学の問題を議論し、議論に負ければ奴はそいつのケツを殺す。

ファントムブルーパーは、俺とはこれまで話したことがないので、俺は非常に失望してい

る。俺は気が散らないような刺激的な会話をすることができた。ケ・サンの人生は、ずっ

と飽き飽きしていたが、緊張していた。包囲が終わった今、退屈が俺たちにあまりにも沢

山のことを考えさせるので、俺たちは俺たちの心を占める何かを必要としている。

一方、ファントムブルーパーは毎晩やってくると、どっちつかずの俺を殺す。

ベトナム共和国クアンチ省ケ・サン戦闘基地で、合衆国海兵隊は圧力下で度々名誉が不

足していたが、それでも俺たちはそれを差し出していた。俺たちはウジ虫のように、この

不毛な丘を掘り進んだ。俺たちは実際に燃やされた端にしがみついて、俺たちは放さなか

った。

これが大きなゲームだ。チャンピオンシップ。スーパーボウル。これは、そいつの人生

で最大のゲームで、そいつはずっとそれを行っている。そいつは黒いボールで遊んでいる。
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間違った時の突然の動きは、そいつの最後となり得る。間違った時のゆっくりした動きは、

そいつの最後になり得る。そして、全く動かないことは致命的になり得る。

ケ・サンの歩 兵は、ファントムブルーパーを憎んでいるが、俺たちはとても奴を必
グランツ

要としている。ベトナムでは、自分が自分であり得るためには何かを憎まなければならな

い。

ファントムブルーパーについては多くの逸話がある。

フ・バイの下でファントムブルーパーは、橋の警備部隊の防御陣地を調べる黒人の海兵

隊中尉だった。その次の夜に彼らは撃たれた。

フエ市の北でのファントムブルーパーは、ベトコンによって L 字型待ち伏せをくらっ

た海兵隊のパトロールを導いた不愉快な歩 兵の塩と胡椒チームだ。
グランツ

フォース・リーコンは、アシャウ渓谷でファントムブルーパーを確実に撃ち殺したと主

張する。ファントムブルーパーは、丸い目をした背の高いブロンドの白人で、黒パジャマ

と赤いヘッドバンドを身につけ、そして折り畳み銃床付きの AK-47アサルトライフルで武

装していた。リーコンは、そう誓った-そして、これはクソじゃない-欧米人のヴィクター

チャーリーはグークパトロールの班長、リーダーだった。

ペガサス作戦によって包囲が終わった後、ファントムブルーパーは、夜になるとケ・サ

ンを訪問し始めた。しかし、ケ・サンでは、これまでで一人の海兵隊員だけがファントム

ブルーパーの顔を見た。

月の無い夜だったが、俺たちの偵察狙撃員の一人がファントムブルーパーを暗視スコー

プで狙った。彼が狙いを定めると、偵察狙撃員は彼の観測員にファントムブルーパーの人

相を説明した。話の途中で偵察狙撃員は明らかにひどく狂っていた。

彼らが翌朝夜明けに偵察狙撃員を救急ヘリで運んだときには、彼は黙り込んで他の言葉

を発しなかった。

ファントムブルーパーは沢山の名前を持っている。白人ベトコン、スーパー・チャーリ
ホワイト・コン

ー。アメリカ人ベトコン。月 の 呪 い。丸い目のヴィクターチャーリー。白 人チャ
ア メ リ カ ン ・ Ｖ Ｃ ムーン・カーサー ホワイト

ーリー。アメリコン。ヤンキーアヴェンジャー。

だが、俺たちが例えどんな名前で呼ぼうと、俺たち全員がファントムブルーパーの本当

の自我同一性を俺たち自身の心で知っている。奴は危険で、俺たちの総体的な邪悪な良心

で実際に作られた闇の魂だ。奴は、かつて俺たち海兵隊員の一人だった。奴は、俺たちが

何を考えているかを知っている。奴は、海兵隊員がどのように戦い、そして何を恐れるか

理解している。

ファントムブルーパーは、仕返しを授ける海兵隊員の離反者だ。余裕は、ファントムブ

ルーパーが理解できない言葉の一つだ。

奴のベトコン仲間のように、ファントムブルーパーは絶対的な夜の戦士だ。太陽が沈み、

日が闇に落ちるとき、俺たちの鉄条網を乗り越え、もう一度、ベトコンによって突破され

る。太陽が沈むたびに、俺たちは戦争に負ける。

毎晩、ファントムブルーパーは、M-79グレネードランチャー"擲 弾 筒"で武装して準備
ブルーパー

を整える。ファントムブルーパーは一つの耐えられない真実の一人の潔白な担い手として

暗闇の外から警告無しで攻撃する。
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「家に帰れ」と毎晩、ファントムブルーパーは言う。そして、俺たちは本当にそうするし、

家に帰りたがっているのだが、俺たちは方法を知らない。

「家に帰れ」と彼の言葉は爆発が中断されながら、何度も何度も、繰り返し繰り返し、無

慈悲にファントムブルーパーは言う。

M-79を発砲するのは、俺たちに、余裕が尽きていると語るファントムブルーパーの真

の方法だ。

前の週の間、ファントムブルーパーは、ケント・アンダーソン中尉、"ファニー・ガニ

ー"ボブ・ベイヤー、そして、やせっぽちの新人ラリー・ウィリスを殺害した。そして、

エド・ミラー、ビル・イーストレイク、そして皆が愛した海軍衛生官ジム・リチャードソ

ンを殺した。それから、奴は俺の友人バーニー・ベムストンを殺した。おそらく奴は、俺

がこれまでに知る最も性悪で、最も頑強な海兵隊員アニマル・マザーすらも殺した。

毎晩、ファントムブルーパーは俺たちの鉄条網に侵入し、歩 兵の一人に話し掛ける。
グランツ

たこつぼに哲学者はいない。彼自身と彼の部隊にとって、あまりに沢山のことを考え始め

るのは、どんなに無口な歩 兵であっても危険になる。
グランツ

俺がファントムブルーパーを攻撃するのを待つ間、俺は俺たち自身に与えた損害を見な

いように目をよそへ向けておく。何ヶ月も毎日、俺たちは時には一日あたり千五百発も砲

弾を撃ち込まれた。錆び付いた破片は、海岸の小石のように鉄条網で囲った大地に散らば

ったままになっている。奴ら厄介な敵の金属は、陳腐に俺たちを打ち、俺たちはラオスに

ある大砲を指差して言う。「奴らは俺たちを殺すことはできるが、食うことはできない」

暗闇から出でるチャイ・コン重砲の砲弾十万発の砲撃を浴びせられても、俺たちを終わ

らせることはできなかった。俺たちは俺たちで掩蔽壕を爆破する。俺たちは俺たちで鉄条

網を根こそぎにしている。

先週、第十一整備工兵大隊と彼らの重整地装備の警護としてデルタ、チャーリー、そし

てインディア中隊所属の海兵隊小銃兵数百名を残し、五千人の駐屯部隊がケ・サンを後に

し、スタッド着陸地点の東十一マイルへシークレット・ラフ・ライダー・トラックコンボ

イが運んでいった。

フライング・クレーンは、二日で、ガンシップをケ・サンから空輸し、残った海兵隊

歩 兵と高価なアメリカ製機材の最後の部品を運び出す。それから、夜が訪れると闇が
グランツ

ジャングルから現れ、そして非武装地帯の赤い泥を横切る黒い氷河のように俺たちのゴミ

が散乱した要塞を静かに飲み込んでいく。

そして、本 国に戻っても、誰一人、俺たちが自らに課したディエン・ビエン・フー
ワールド

を知ることは決して無くなる。

膝に乗せた冷たく湿った M-60機関銃を構えて俺は待つ。

0300の地上攻撃と俺たち自身の絶頂な殺戮時間の準備時間に、通信手キッド・フロム・

ブルックリンは激しいモンスーンの雨で打撃を受けて半透明シートが傾き落ち始める間に、

防御線に沿った塹壕線の土嚢を越えて鉄条網の下へ滑り込む。

殺害地域へ降りたキッド・フロム・ブルックリンは、致命的な対人地雷が厚く植えられ、

金属の目を出しかけた菜園一帯で小躍りする。キッド・フロム・ブルックリンはクレイモ

ア、照明弾、そして足首の高さに張り巡らした鉄条網を用心深く、静かに歩き、効率的に
タ ン グ ル フ ツ ト
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死体から奴らの郵便切手を奪う。

小さな黄色いママが代価を支払った共産歩兵は、いつも、鉄条網と銃撃に捕らえられた

敵の軍人は、虫の這い回る彼らの歯と奴らの鼻を鈍らせる乾いた血とともに、茶色のシミ

の付いたショーツとカビの生えた芥子色のカーキシャツを俺たちの鉄条網に引っ掛けてい

る。

敵の工兵は、毎晩、鉄条網の中へ這い潜り込んでくる。奴らの基本作戦の模範的グーク

は、六ヤードを這うのに六時間をかける。工兵は攻撃路の鉄条網を切断して、鉄条網の後

ろにテープを撒いて、それからテープに泥を塗る。奴らは俺たちのクレイモアの向きを変

える。時に、ガン・ホー工兵は、防衛戦の掩蔽壕に十四ポンドの爆弾包を投げ付けられる

距離まで接近してくる。対人地雷で吹き飛ばされなかった連中は、鉄条網や照明弾に引っ

掛かる。それから、俺たちは奴らに手榴弾を投げ付け、奴らが死ぬまで撃つことによって

レザーネック的なもてなしをしてやる。

到来するパトロール隊は、時々、確認殺害戦果を持ち込んで戦利品として奴らを鉄条網

に放り込む。

北ベトナム軍は地上攻撃で俺たちを徹底的に調査するのを好んでする。奴らはトンネル

病院に負傷者を引っ張っていく。奴らは死者をマングローブの沼の浅い墓に葬る。殺害さ

れて取り残された運の悪いグークはウジ虫が内部から奴らをくり抜き、ばらばらになるま

で三重に寄り合わせた折り畳みワイヤーで吊される。

腐りかけの死体は、時々、かなり酷い臭いを発することがある。俺たちは奴らを埋葬し

なければならないが、俺たちは何もしない。誰も死んだグークを整理整頓することを好ま

ない。誰かが硬直した死体の手首や足首をつかむと奴らの腕と足は棒のようにそいつの手

に残る。もし、そいつが残った胴体を持ち上げようとすれば、そいつの指は傷口に滑り込

み、一握りのウジ虫をつかんで立つはめになる。

また、俺たちはグークの死体を鉄条網に投げ込むのを楽しんでいる。新品同様の鉄条網

にぶら下がったグークの死体は俺たちの敵へ、偽りが無いことを維持する便利な視聴覚教

材だ。俺たちは俺たちが何者で、俺たちが何を支持しているか、真摯に受け止めてくれる

商売相手を誰もが望んでいる。

今、雨が止み始めた暗闇の中で、キッド・フロム・ブルックリンは樹脂紙のカラフルな

断片のために白カビの生えたポケットに手を突っ込んでいる。

それはキッド・フロム・ブルックリンが R&R で日本に行ったときに全てが始まった。
休 暇

彼は京都へ特急列車で向かい、大いに酒と日本人の歓待に酔い潰れ、吊目の裸の少女と長

く熱い風呂に浸かった。

「俺は、古 参上等兵、除隊間近、除隊間近、除隊間近」と日本から帰ってきたとき、
ソルティ シ ヨ ー ト シ ヨ ー ト シ ヨ ー ト

キッド・フロム・ブルックリンは言った。「俺は背が低い、俺は、狭い場所で倒れること
シ ヨ ー ト

ができた。俺は、グークが見えないくらいに背が低い」
シ ヨ ー ト

東京で、キッドは、小さな黒い切手帳を自分自身の土産にした。今、彼はクソな世界で

自分の兵役期間を引くために国へ戻ってきた。彼だけは今は違う。彼は変わった。今、キ

ッド・フロム・ブルックリンは熱心な切手収集家だ。

敵の郵便切手は、戦争と政治の刺激的な場面を描いている。北ベトナム軍兵士は、共産

主義の赤い星と花輪の下でベトコンに笑顔で握手をしている。みすぼらしいアメリカ兵の
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戦争捕虜の列はハノイ収容所へ追いやられていく。その側で特大 US サイズの攻撃ヘリコ

プターが、村の対空機関砲の背後で農村の民兵作業員の少女たち全員の声援に合わせて、

炎に包まれ地面に墜落していく。年老いたパパさんは片手に鍬、片手にライフルを持って

水田の土手に沿って歩いている。

俺はぶら下がった死体の上に背中を丸めて、汚い趣味を楽しむキッド・フロム・ブルッ

クリンを見る。俺は八人分のケツが所属している鉄条網の後ろへ彼を引きずるために這っ

ていくことが自分の役目だと知っている。

俺は、俺がそうしなければならないことを最も陳腐なこととして理解しているが、そう

しない。俺は餌として彼を必要としている。

「くそ」とキッド・フロム・ブルックリンは言うと彼の足を僅かに振って、足首を捕らえ

たタングルフットの野生の房から足を放す。彼はもう一塊の細かい断片の影に屈み、日記、

財布、ピアストル紙幣、ラブレター、そしてグークのガールフレンドの白黒写真を探して

身体を調べる。そうした郵便切手を持っていそうな何かが見付かれば、彼のバギー・グリ

ーン・トラウザーの足の正面にあるカーゴポケットの一つに行ってしまう。

モンスーンの雨の中、キッドは黒いシルエットになっている。彼のポンチョは銀の輝点

となって輪郭を浮かび上がらせた。彼は完全に目標だ。暗闇に潜むグークの狙撃手はキッ

ドのポンチョに跳ね返る雨音を聞くことができる。ファントムブルーパーは、銃口を雨か

ら逃すためにバレルを下に保持して吊り下げたキッドの M-16の黒い銃床を見ることがで

きる。

俺はキッド・フロム・ブルックリンのベーコンを守ろうとしなければならないが、何も

しない。俺はそうすることができない。海兵隊は、最早、精鋭の水陸両用強襲兵ではない。

俺たちは消費されるだけのシーフードに降格された。ベトナムで、俺たちはアジア人の釣

り針に突き刺され、攻撃の的となって死ぬまでうごめく、安い生き餌でしかない。俺たち

がここで死にかければ、我らがパリス・アイランドの訓練教官たちは言う。「血で草を育

てる」

俺は、キッド・フロム・ブルックリンの野外無線機の送受話器を持ち上げる。送受話器

は、透明なビニール袋に入れられ、テープで撒かれている。俺は静かに口笛を吹く。俺は

ぶつぶつ言う。俺は言う。「こちら、グリーン・ミリオネア、現第一小隊グリーン・ミリ
グ ラ ン ツ

オネア。照明弾の準備を求む。照明弾を望む、すぐさま今、忌々しいそれを望む」

第一小隊は眠り、六輪駆動大型トラックに載せられ、十八時間の日々の後、完全に疲れ
６ - バ イ

切っている。

トラックの循環コンボイは、榴弾砲弾、C レーションのケースを高く積み上げた木製パ

ネル、ベニヤ板の山と建築資材、そして滑走路から引き剥がした穴の空いた大量の鉄厚板

を運んでいった。

第一小隊は幾つかの標準時間を切り取っている。彼らを起こす時間。基地全体を起こす

時間。

送受話器が静電気のノイズを立てると誰かが言った。「了解。一発上げる。撃った」

俺は、映画の中で彼らがそうするように自分の M-60を持ち上げて控え銃にし、確実に

拡大する暗闇へ、しっかりと、よりしっかりと睨み付ける。しかし、俺は自分のナイトビ
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ジョンが使えない。奴らは動かない。銃口炎も無い。雨以外の音も聞こえない。

俺とファントムブルーパーからの一言がピッツバーグ鉄板の赤い水泳プールの底にある。

もしカエルが屁をすれば、俺はアメリカ軍の爆弾の黒い鉄の山の麓に、そのカエルを埋め

る。そして、例え、この汚れた視程ゼロの天気が巨大な鳥を地面に縛り付けていても、俺

はその中で常に芸術家気取りでいられる。自分の携帯無線機で砲兵に二つの言葉と六つの

数字を割り振った地図座標の魔法の一セットを放せば、四十秒で俺は、ドイツ機甲師団以

上の火力を開始することができる。

迫撃砲の砲身が背後のどこかで据え付けられる。

俺の指は、引き金の上で全ての余裕を詰め込む。俺は深呼吸をする。俺はジャングルを

包むようにしたい。俺は60を働かせ、赤い曳光弾で黒い夜を切り裂きたいと思っている。

射線に沿った五百ヤードと静かなあばたな月の高さ。明るく、広大で、無情、そして白

い、黒い空を横切ってこぼれだし、溶解し、それから雨と共に揺れ落ちる。照明弾は小さ

な白いパラシュートの下で揺れ動き、ポンと鳴る火の粉を滴らせ、シューシューと音を立

てる。

俺は息を殺してじっとする。今、この時は間違った行動を起こさないことになっている。

ファントムブルーパーは、まさに俺が新米のような馬鹿な真似をしでかすのを待っている。

鉄条網の下側で、キッド・フロム・ブルックリンは立ち止まって明るい物体を見上げる。

我らがペットの骸骨ソーリー・チャーリーの近くでキッドは風とモンスーンの雨の冷たい

突風に強打されてうずくまる。

黒い笑い声が非武装地帯から漂ってくる。キッドは外側へ回り込んで、ゆっくりとライ

フルを肩から外す。彼の雨に曇る眼鏡の奥で、彼の目は彼の顔より大きく見える。

ワインのボトルを空けたような金属的なポンという音と、完全な沈黙の瞬間、そして、

その時、M-79擲弾筒の破片擲弾がキッド・フロム・ブルックリンに命中し、キッド・フ

ロム・ブルックリンはダラスのキャンペーン中のジョン・ケネディのひどい物真似をし、

そしてキッド・フロム・ブルックリンの頭はピンクの霧雲に分散し、そして、その時、バ

ン、とキッド・フロム・ブルックリンはばらばらに吹き飛ばされて戦死し、殺害され、射

殺されて虐殺されて辺り一面に落下した。

キッド・フロム・ブルックリンの頭のない身体は、照明弾のゴーストライト内の歪んだ

ワックスの塊だ。片腕がない。片腕は果肉になった。足は、遙か彼方、そして違った方向

に曲がっている。燃えるが如く、湯気を立てている光る黒い空洞の中で白い鋤骨がひどく

曲がっている。

突然、照明弾が弱まる。俺は闇夜に陣取る。影は俺の銃撃の場所を横切って歩いていく。

俺は、自分の渇いた口、砂まみれの歯、痛む指、かじかむ手、俺が噛んで出血した拳、

汗の突き刺さる目、胃が縮こまり、そして俺は震えて自分の機関銃の冷たい金属にしがみ

ついた。

ファントムブルーパーは、今、俺がどこにいるか知っている。奴は俺がどこで生きてい

るか知っている。ファントムブルーパーは黒いジャングルの奥底から鉄条網を越えて、俺

の心臓がゴングのように打つ音を聞くことができる。

俺は機関銃を放そうとしたが、放すことができない。

撃たれるのを恐れて俺はしゃがみ込んで息を殺す。
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ビーバー・クリーヴァーは、彼が俺たちの小隊軍曹であると周囲に言いふらすのが好き

で、彼の豪華な掩蔽壕には余裕の大きな断片を彼自身に切り与えている。掩蔽壕は、マリ

ファナを一杯詰めた六つのウィリーピートバックと交換で、海軍建設部隊によってビーバ
シ ー ビ ー ズ

ーの要求に沿って造られた。間違いなく、ビーバーは彼の棚に座って冷たいビールを飲み、

そして電池式の日本製テレビでタイ語字幕のリーブ・イット・トゥ・ビーバーの再放送を

見ている。

暗くなるまで俺は待ち、腐りかけたジャングルユーティリティとホーチミン・サンダル

を幾つか引きずってコネックスボックス内に自分で吊した絹のパラシュートとしわくちゃ

の死体袋から、ネズミの次に這い出た。地面での時間は、夜明けの大分前。戦線を歩く時
O-ダーク・サーティ

間。

ケ・サンで俺は何百回も戦線を歩いた。今夜、全ては新しく奇妙だ。一部のサディスト

が全ての家具を動かした後なので俺は盲人のような気分になる。月光の中、俺はくそった

れ新兵のように地面に倒れている。第十一整備工兵のブルドーザーが俺の居場所を確実に

潰した。掩蔽壕さえ、彼らはいるとは思っていない。俺は失ったと感じている。俺の故郷

は遠くへ行ったか、積み重ねられたか、燃やされたか、或いは除去された。

海兵隊は、不可解な方向へと向かっている。

二十メートルおきに俺は、ワイヤーが切られたかどうか見るために屈んで起爆線を巻き

付けた有刺鉄線を引く。引っ張ると六輪駆動大型トラックが扁平足ででかいケツで突っ立
６ - バ イ

って十分巨大な掩蔽壕ネズミを狩りだしていた。俺は、それが死者の重みを保つのに十分

きつく見えるかどうか調べるためにタングルフットを調べる。俺は各クレイモア地雷の位

置を確認する。俺たちは暗闇でクレイモアが、まだ正面を外側に向けているのを確認でき

るように背面を白く塗っている。

俺は鉄条網を越えて、闇の中へ一つの視線を維持する。意欲的な蚊の射撃チームが奴ら

の夜食として俺を覆い尽くそうと試みる間、俺は鉄条網を越えた影が人間に変わるのを待

つ。夜に、俺たちは全ての人間が幻である、その世界へと赴く。

それらは暗闇の中で動く物。多分、風によって周囲を吹き飛ばされた裂けて腐った土嚢

だ。或いは迷える水牛。或いは、月の前を雲が横切って投げ落とした夜の部分。或いは五

百ヤード先で戦地に微かに光るそれらの黒点は、おそらく地上攻撃のために静かに凍えな

がらぶつかり合う、腹を空かしたベトコン兵だろう。

或いは、おそらく擲弾手。ファントムブルーパーは、ここにいることができ、そして俺

に狙いを定めている。

明日、俺たちは鉄条網を吹き飛ばす。緑のブルドーザーに怒鳴り、俺たちの最後の掩蔽

壕を埋め立てれば、ケ・サン戦闘基地はここからなくなる。海兵隊は、もうここにはいな

い。その時までに丘はグークで満たされ、ケ・サンで奴らは楽しむだろう。敵偵察チーム

は、稜線から俺たちを見詰め、余裕のどんな兆候でも見逃さない。奴らは、まだこの霧に

呪われた場所を望んでいる。
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V リング内での人生

俺たちの担当地域内でまだ立っている唯一の哨戒掩蔽壕内で、俺たちの新米は彼のと影

を窒息させるのに忙しい。新米の魅力ある十代の脳みそはケ・サンを離れ、世界へ戻り、

スージー・ロッテンクロッチの可愛いピンクの下着の中へそれ自身を潜り込ませた。彼は

呻き、国有財産を汚し、彼の銃剣を磨き、寒さから先端を切った小さな早朝陰茎を実行す

る。海兵隊員は手元の良き状況で降り立った。もう片方の手は、何を叩いているんだ？

俺は、掩蔽壕に飛び込んだ。

野外無線機が呻っている。俺は、新米が死に物狂いで彼の飛んだボタンを手探りする間

に送受話器を拾い上げる。

土 嚢 都 市 司 令 部にいる通信監視の一部の事務屋の職業軍人は、状況報告を
サンドバツクシティ・コマンドポスト ライファー

要求し、声に出してあくびをする。

機械的な単調さで、「異常なし」と言う代わりに俺は、誇張したグークのアクセントで

言う。「こちらボー・グエン・ザップ将軍。状況に変化無し。全てくそったれ」

無線で事務屋職業軍人は笑って言う。「少し待て」

それから、背後の何人かと話し合う。「そいつはジョーカーだ。あいつはジャップだと

言うよ」

くそったれ双方は笑うと俺がどれくらいいかれているかについて話し合い、そして無線

の声は言った。「分かった、ジョーカー。交信終了」

そして、俺は送受話器を置いた。

新米は、ほとんど気を付けの姿勢で突っ立って俺を待っている。

ファントムブルーパーは、最も奥の T.I-時間内-とともに白人歩 兵を痛めつけ始めた
グランツ

ので俺が残すようにした全員が新米だ。交替のパイプラインは、サクランボを高校から引

き抜いて、彼らをケ・サンへ出荷する。俺の無知の半分は、古参の黒人歩 兵だが、ブ
グランツ

ラック・ジョン・ウェインは流血から手を引いて、反攻に備えるように命じた。"

死 神"トラヴィス少佐は、反抗が有り得ないと偽ることに決めた。
グリム・リーパー

一方で、新米は監視されていなければならない。真夜中頃にファントムブルーパーが歩

き、話すと新米は彼らのパンツを濡らす。誰も、たった一人暗闇の中で死ぬことは望んで

いない。

俺は、新米をびびらせようと試みる。間違った種類の恐怖は、こいつを殺すことができ

るが、正しい種類の恐怖は、こいつを生かすようにすることができる。新米は、歩 兵
グランツ

の頑固な目を見ようとしない。歩 兵全員が、素早くダイヤモンドの硬さを持つそれら
グランツ

黒い事実を理解できる訳ではない。死者はプログラムに接続できない子供であり、代価を

払う。それは、今ここで成長し、素早く成長して一夜のうちに成長するか、或いは全く育

たない。そこだ。一般市民のくだらない普通の部分は、この毒だ。弾丸は本物の金属だ。

弾丸は産まれてから、馬鹿げた役目は与えられていない。

唯一、ベトナムは致命的な偽善だ。

新米は、もし誰かが彼らに半分の機会を与えるなら、誰かを酷く退屈にさせる。彼らは
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誰かに噂を流す。彼らは不満を言う。彼らは風船ガムカードで発見した宇宙の起源や人生

の意味について愚かなクソな極り文句をひょいと出す。彼らはどこの新兵訓練所に行った

かについて誰かに話し、大腿骨学校の運動競技で賞を勝ち取り、彼らは写真に写る十代の

少女が彼らの求める彼らのガールフレンドだと見せる。彼らは誰かに彼ら自身、神と彼ら

の国について学んで思ったことを話し、ベトナムに関する彼らの意見を語る。それが新米

がとても危険な理由だ。彼らは水全体で光が屈折して光ることで虹を作り出し、スージー

・ロッテンクロッチの上で感じることのできる全てを考えて仕掛け線を見ない。彼らが死

ぬとき、彼らは自分たちが生きたままでいるのを忘れるという精神に関して、それだけ多

くの物を持っている。

「そこの間抜け、お前の名前は？」

「オーウェンズ二等兵です。サー」彼は一歩前進する。俺は、彼を後ろに押しやる。

「こ の 国は長いのか、豚野郎？」
イン-カントリー ホ グ

「丸一週間であります。サー」

俺は背を向ける。俺は笑わない。幾つかのリズムを数えた後、俺は自らを信じて回れ右

をする。

「その質問の正しい答えは、"全てがくそいまいましい日"だ。そして、パリス・アイラン

ド"サー"はラードのケツのクソにしまいこめ。お前の見窄らしい口と太った身体を締めて、

良く聞け。俺はお前がこの星で最も大きなクソ鳥だから、お前に率直に言う。お前が俺の

担当地域で掩蔽壕警備をしているとき、ポケットプールで楽しむな。お前は、お前の行為

をきちんと管理し、最高に陳腐に片付けろ、でなけりゃお前はお前の健康記録をくそな物

語に変えることになる。ベトナムじゃ、いい奴は最後を迎えられない、モンスターが永遠

に生きる。お前はケツをやっちまうか、差し出す。二三週間前に、お前は、幾つかの田舎

の高校で女全員の前でぎこちなく歩いて、お前のペニスでステップしたホットロッド王だ

ったろうが、ベトナムじゃお前が学校で学ばなかったことを忠告はしない。お前はスイー

トピーとしてまだ産まれてもいない。お前の仕事は周囲に立って重要な誰かに当たるかも

しれない弾丸を止めることだ。太陽が昇る前に、二等兵、お前は、まさにもう一つのタグ

をつけてバッグに詰め込まれたその他大勢だったかもしれないんだ。お前が幸運なら、お

前が殺されるだけだ」

新米は、まるで俺が彼を叩いたように俺を見るが、答えようとはしない。

俺は言う。「俺たちは、地獄の金のためのクアシモドスで、俺たちは殺すことが仕事で、

いい仕事のせいで俺たちはクソ豚と同じくらいに幸せだ。海兵隊司令官は、お前自身のた

めに多少の引き金を引く時間と僅かな海 洋 物 語（訳注：ほら話の意味もある）を拾う
シーストーリー

ために、お前をケ・サンへ行くように命じた。しかしだ、お前はクソ忌々しいメダル、
D u m b F u c k e r ' s M e d a l

D-F-M に勝つためにここでは対等じゃない。統治者を与えられて M-79を受け取る。そこ

だ。余裕の無い世界へようこそ」

新米は彼のブーツを見て、呻る蚊を叩き、俺を心底憎んで調子よく言う。

「アイ・アイ・サー」

俺は何も言わない。俺は待つ。俺は、新米が顔を上げて、俺を見るまで待つ。彼は気を

付けをし、彼のケツを引き締め、彼のあごをかちっと締める。
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「イエス・サー」

俺はロープ柄の弾薬箱の泥だらけのキャットウォークに沿って歩く。俺は射撃胸壁から

短く黒いボール紙製手榴弾筒を拾い上げる。俺は、壊れて開くまで、ボール紙製手榴弾筒

の周囲から黒い粘着テープを引き剥がす。堅く、重く、そして冷たい濃いオリーブドラブ

の卵が、俺の手に落ちる。テープがスプーンの周りにある。俺は、それをむしり取る。

俺は言う。「俺は、お前がジョン・ウェインの戦争映画を全部見たことを知っている。

お前は、多分、今、自分がハリウッドにいて、これが自分のオーディションだと思ってい

るんだろう。この映画の最後のリールで、俺は純粋な心を持つ感傷的な間抜けだと判明す

ると思っている。だがな、お前は、ただのもう一人のくそったれの新米で、お前は何でも

やるが、撃たれて倒れる。お前は俺にとってクソですらない。お前はただの別な無名の統

制補給の目を丸くしたろくでなしの人間だ。俺は沢山の行っては戻ってくる古参を見てき

た。俺はお前の砂糖漬のケツを使いやすいようにしておくのが仕事だ。俺は、この緑の機

械の間に合わせで二等兵を整理させるのが、俺の仕事だ」

俺は、親指で手榴弾のスプーンを押さえ付け、プルリングに俺のもう一つの親指を引っ

かける。俺は、割ピンを一気に引き抜く。俺は、ポケットにプルリングを入れた。

新米は、手榴弾をじっと見詰める。こいつは今、俺が少しディエン・カイ・ダウ-"いか

れている"と思っている。彼はうんざりして立ち去ろうとするが、俺は破片手榴弾で彼の

胸を叩き、俺は言う。「受け取れ、新米、でないと、俺はお前にいかれ狂う。今やれ」

ぎこちなく硬直し、びくびくしながら新米は、点火されているか見るために彼の指先で

手榴弾に触れる。彼の震えた指はスプーンを握る。俺は、彼がしっかりとスプーンを握っ

たと確信するまで正対し、彼に嫌な息を吹き掛け、それから放した。

新米はそれが行ってしまうのを助けるように、腕の長さまで手榴弾を差し出す。彼は、

それでも彼の目を離すことができない。

俺は言う。「今、もしお前が装備を必要とするなら、補給には行くな。奴らは闇市場で

いい物を全部売っちまう。補給は、僅かな装備もお前には支給しないが、奴らは少しなら

お前に売るかもしれない。いや、お前がすることは、お前が帰りの救急ヘリか、何人かの

口のきけない歩 兵が、砲撃されたと言うまで、ここで待つことだ。奴らがチャーリー
グランツ

メッドに急いで行く。チャーリーメッドの外で衛生官が死にかけの歩 兵からはぎとっ
グランツ

た大量の装備がある。医者が人の前に割り込む間に、お前は彼の装備を盗む」

「その後で、お前が知る必要がある最初のことは、飛び跳ねるのに疲れて立ち止まり、十

分余裕のあるお前のバンダリヤの中にある弾薬の新しいマガジンをヘルメットに軽く打ち

付けることになっている。お前が知る必要のある二番目のことは。俺の掩蔽壕で小便をす

るな。お前が小便をする必要があれば、お前はネクタイのように結べ。そして、俺がお前

のために持っている最後の情報の断片はだ、新米、決して絆創膏を乳臭い胸の傷に貼り付

けるな、だ」

「ピン……」と彼は飲み込む。「あなたは僕が殺されることを望んでいるんですか？」

俺は立ち去るために回る。俺は肩をすくめる。「誰かは死ななければならない。それは

お前であった方がいい。俺は、お前をお前が殺されないようにするような訓練をしていな

い。お前が俺を殺さないように、俺はお前を訓練している」
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俺は、俺のユーティリティジャケットの胸ポケットのボタン穴にぶらさげた腕時計を見

下ろす。俺は、新米に言う。「俺は、臆病でつまらないお前を、小さな二時間後にもう一

度、この陣地で調べる。お前が眠っていないようにな。俺がお前に言葉をかけたとき、作

動状態の手榴弾を俺に返す。お前には、俺を手榴弾で吹き飛ばして、怪我をさせることは

許しはしない。お前は、お前のうんざりする太った身体の不愉快な残りで俺のお気に入り

の掩蔽壕を台無しにもしない」

新米は唾を飲み込んで頷く。「アイ・アイ・サー」

彼は今、真に恐れている。彼は俺を恐れ、手榴弾を恐れ、地球上の誰でもあらゆる全て

を恐れている。

俺は言う。「ファントムブルーパーが来たとき、60を使うな。手榴弾を投げろ。もしく

は砲撃支援を要請しろ。もしお前がそれを沢山望むなら、辺り一面に投げる手榴弾を置け。

いかなる時でも、お前はクソをワイヤーで縛り付けて維持しろ。だが、60は使うな。60の

曳光弾はお前の位置を知らせる」

しかし、新米は聞いていない。彼は気が気でない。

海兵隊の分隊が鉄条網を下って、夜間待ち伏せにやってくる。誰かがスタークラスター

照明弾をポンと打ち、美しい花火の五つの鮮やかな緑の玉がシューッと音を立てて上り、

落ちながら煌めく。骨の髄まで疲れた分隊長は、軍事命令を下す。

「ヒッピティ、ホップ。襲撃中止」

俺は言う。「お前の主要なろくでなし器官は何だ？ どれくらい俺はお前の名前を覚え

ていられるんだ？」

警告抜きで、俺は固く握り締めた拳を新米の喉仏に食らわせ、掩蔽壕の壁に激しく叩き

付ける。空気の大部分が彼から叩き出された。俺は残った分を締め付けて吐き出させる。

俺は新米の顔面に右拳を叩き込む。「俺はお前を聞くことはできない。お前は脊髄の無

い最下層の一員だ。泣くつもりか？ やってみろ-少しは俺に噴き出してみろ。お前が恋人

の片方にしたようにましな声をだしてみろ、でなければ俺は個人的にお前の頭のねじを引

っこ抜いて、お前の方にクソをしてやる！」

オーウェンズ二等兵は顔を真っ赤にして話そうと試みる。彼の目は腫れて、彼は泣いて

いる。彼は呼吸ができない。彼の目は罠にかかったネズミの目のように俺を捕らえている。

俺は沢山の陳腐さを作るために立ち上がる。新米はやっと気絶して手榴弾を落とす準備が

できたように見る。

「アイ・アイ・サー」と彼は、狂ったように、必死に叫ぶ。彼は俺を後ろに押しやる。彼

は彼の自由な拳で俺の顔を殴る。彼の目は、今、闇の面を向いている。鏡のように彼は俺

の顔で自分自身を見る。彼は、再度、よりひどく俺を殴る。俺たちは今、心を通わせてい

ると俺たちは伝え会っている。暴力。国際的な言葉。新米は、彼の腫れた赤い目で途切れ

無い憎悪で俺を睨む。

新米は、再び後ろに俺を押し、今の俺を冷笑して、俺に彼が止められるならやってみろ

と挑発し、今、その意味で自分のやり方をしようと俺を誘い、今は恐れず、俺が何をしで

かすか気にせず、今、俺が少し狂い、今は負けず、彼の間に立っているものはなく、あの

世へと小さな一歩を踏み込む。

「ぶっ殺す」
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と彼は言い、彼の腕を傾け、俺を破砕手榴弾で脅す。

「ぶっ殺す」

彼は言い、そして、最終的に新米がとても危険な人物になったことで俺はこいつを信じ

ることにする。

俺は顔から、微笑みを消し続けることができないが、俺はそれが軽蔑しているように見

せるために僅かに挑戦する。

「続けろ、オーウェンズ二等兵」

俺は言い、そして、俺は彼にやらせた。

俺はキャットウォークの下で小さく跳ね、突然の回れ右をする。俺は休む。俺はポケッ

トから、手榴弾から外したプルリングを掘り出す。俺は、オーウェンズ二等兵に掩蔽壕越

しにプルリングを放って渡す。

「もう今夜は、遊ぶな。オーウェンズ二等兵」

オーウェンズ二等兵は頷き、落胆して完全に混乱したように見える。彼は手榴弾を彼の

鼻の頭まであげて、指の爪で発火機構を突き、プルリングの割ピンで周囲を突き、手榴弾

の中に元通り差し込もうとする。

「続けろ」と俺は、彼の両目の間に指で狙いを定めて言う。「俺が行った後でな」

オーウェンズ二等兵は頷き、じっと立って、鉄のように固い知られざる海兵隊人間記念

碑となって待つ。

新米のお前は、最初の砲弾が落ちたとき、お前は男だが混乱する。二発目の砲弾が落ち

たとき、お前はまだ男だが、おそらく自分の下着を汚しているだろう。三発目の砲弾が落

ちる頃には、大きな黒いネズミのような恐怖はお前の神経を完全にさらって蝕む。三発目

の砲弾が落ちたとき、新米のお前は思慮のない怯える齧歯類のように隠れる穴を掘ってい

る。

連中が、俺たちが、この戦争に勝つ気がないと理解するまで新米を通常約一週間は生き

たままにしておかなければならない。

爆発の激しい打撃が俺の背後にあったとき、俺は警備掩蔽壕から二十メートル離れた場

所を歩いていた。

一秒の間、俺は考える。タフで小さなグリスを塗った一人の新米。

だが、オーウェンズ二等兵は自分の手榴弾で自らを吹き飛ばしはしなかった。

別な砲弾が爆発。それから、もう一つ。

砲撃。

「砲撃！ 砲撃！」

十代の声がこだました。

砲撃は、空中を通って叫ぶギザギザの鋼鉄を意味し、ジュージューと熱く、そして見え

ずに音を立て、煙を上げて、誰かの顔を探す。

枯れ木に釘付けにされた古い二連拡声器が鳴る。あまりにも遅く。誰かは言葉を得るこ

ともできなかった。大半の日々で、俺たちは十秒か十二秒の警告を得て、自分たちのケツ

を守る。881南高地の海兵前線観測員は、ラオス国境を横切るコ・ロック丘陵に砲炎を見る

と無線に、
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「砲兵、砲兵、コ・ロックだ」

ボン。

ボン。

俺は泥の中で素早く時間を計り、猥褻な歩 兵の掩蔽壕祈りを呟く。俺はぼろぼろに
グランツ

裂けた星条旗の旗竿の方向へ行くと転がり込んで、ケツにさよならのキスをするようにか

がみ込んだとき、やっとステンシルで刷られた歌詞を読むことができた。"アラモ・ヒル

トン"

俺は頭から飛び込む。誰かが言う。「おい、くそったれの馬鹿野郎のお前、そのくそい

まいましい肘を俺のファッキン玉からどけやがれ」

掩蔽壕内の空気は、熱くて濃い。掩蔽壕は汗、小便、クソ、腐りかけの足、湿ったキャ

ンバス、嘔吐、嫌な C レーション、防虫剤、そして白カビの生えた男物下着の臭いがす

る。しかし、俺は夜の人間になったときから、俺はグールの体臭を嗅いだので、俺は文句

を言えない。

掩蔽壕の中は暗い。誰も目の前の手を見ることもできない。

軍の通信機が、天国の側で甘い小さなブロンドの湿った夢の中で鳴りだした。「やあ、

愛しているよ。こちらクリス・ノエル。クリスとのデートにようこそ。今、ここにケ・サ

ンのデッドリーデルタ第一小隊のための歌があるよ。カントリージョーとフィッシュで、

ダイ・ラグヘ 'I Feel Like I'm Fixin'」

掩蔽壕の男は、コーラスまで無言で歌を聴き、そして頑強な彼がおそらくそうすること

ができるのと同じくらい大きな声で全員が歌い出す。

そして、それはワン、ツー、スリー、俺たちは何のために戦っている？

俺に尋ねるな-俺は全く気にしていない

次のベトナムを止めよう

そして、それはファイブ、シックス、セブン、真珠の門を開け放つ

さて、なぜか不思議に思える何の利点も無いじゃないか

ウーピー、俺たち全員は死ぬつもりだ

歌が終わった後、誰かがラジオの音を小さくして言った。「俺たちは俺たちのジャーヘ

ッド歌が必要だ。グリーンビーニーは、奴ら自身の歌を持ってるが、連中はくそじゃねえ。

俺たちが必要なのは海兵隊歌だ。歩 兵のための歌だ」
グランツ

ボン。

「くそ、この砲撃が」

誰かが言って、それから笑う。

「ヤー、ヤー。それはタイトルで有り得たな！」

"くそったれのケツ"のコーラスで、全員が笑う。

外では、敵の砲弾の激しい雨が止み始め、それから各百四十七ポンドのより激しい砲撃

があった。最初、長い長い鋭い音、それから落ちてくる貨車の空気の勢い、それからボン。

床は震え、熱い破片は、そのすごく小さな歌を歌う。砲弾の大半は、まさに中で大きな音
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を立てて失敗する。それらはゴミを少しばかり動かして、皆を怖がらせ、それから彼らは

紙へと変じ、誰かが彼らを歴史書へ入れる。

聞くことは、砲弾が命中するくらい近くにいなければならないので時間の無駄だ。それ

はまさにお前を打ち、お前は逝く。

いずれにしたって俺たちは飛んでくる砲弾が常に誰かの命を奪うことは既知の事実だと

思っている。砲弾を送られた全時間で砲弾は他の誰かの命を奪った。砲弾は一回どころで

なく、俺たちの命を奪わなかった。それは科学的に証明された事実ではない。クソでもな

い。

俺たちが砲撃を無視するように、それを忘れることはなく、俺たちの掩蔽壕が、グーク

の迫撃砲から命中弾を受けることができる間、大地の、この掩蔽壕の右に外れてそれら15

2マイク-マイクの高速で飛ぶ破壊弾の一つが直撃する。役に立たない砲弾ですら、4フィ
ミ リ メ ー ト ル

ート地面に潜り込む。

それが去ってから、第一小隊の黒い通りの血族は、ブラックエレファントマリファナを

吸って真っ暗闇で女子学生のようにくすくす笑い、海洋物語を語っている中にしゃがむ。

俺は、他の誰かの分け前の麻薬を吸う。

「良く聞けよ」と俺は言うと、俺の有名なジョン・ウェインの声真似をする。「これはク

ソな巡礼者ではない。南部解放のための戦争の真実の物語。モーター市でお前らたちヤン

キーの自動車労働者全員の頭にあったということか？ そして、良きマリファナ農園の全

てが深南部にあった」

黒人海兵隊員の俺に見えない観衆は呻き、そして喝采する。

「デトロイトじゃ、葉っぱは一オンス五百ドル。アトランタじゃ、それは無料だった。北

の親分にとって、これは素晴らしかった」

誰かが言う。「おい、野郎、葉っぱを続けろよ！」

そして黒 人たちは笑う。
ブラツド

砲弾が金切り声をあげてやってくる、動けない豚のように金切り声をあげ、アメリカ人

のために三十二回目の勃起を与えるためにモスクワで太った鉄の共産党員の豚は育てられ

る。しかし、砲弾が泥穴で爆発し、唸り声の代わりに間抜けなぶつかる音だけが起きる。

掩蔽壕を衝撃で震わせる。穴あき鋼厚板、丸太、そして土嚢の天井から砂が落ちる。

誰かが咳をして、それから噎ぶ。俺は、髪から砂を振り落とし、首の後ろから湿った砂

を擦り落とす。誰かが背後で何度も噎せ返る。噎せ返りながら、鷹のように襲いかかり、

痰と唾を俺の手の甲に吐く。

「くそ！」

と言って俺は他の誰かの足の上で手の甲を拭き取った。

ジョン・ウェインは続ける。「それでリンカーンという名のこいつはトゥナイトショー

を見に来ただと？ 彼はバスケットヒーローと鉄道敷設者を呼んできた。いいや、聞け。

彼は大統領に選ばれ、今、彼は彼が直視したので大統領に選ばれた。違う、本当に、これ

はクソじゃない。彼の顔なのだ。そう、彼の顔だ。くそいまいましいペニー全てに偶然に

彫られたな！!」

黒人たちは笑い、喚き、そして拳とライフルの銃床で土嚢を撃つ。奴らは、俺がどれく
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らい大ぼら吹きかについて俺に語り、小便をかけるぞ、と脅す。

ドン。鋭い破片がドラム缶、土嚢、そして木に食い込む。

ジョン・ウェインは言う。「ジェファーソン・デイヴィスは、全ての鍋に鶏を、全ての

鶏に鍋を、の演説で南部連合大統領の地位を得た」

「クソヤンキーは回転する紙とピストルを装填したように。ヤー、ヤー、それは正しい。

奴らのピストルは、全てが本当にでかい。そして、奴らはそれらの実にでかい間抜けなヒ

ューズを彼らの大砲に入れ、そして、奴らはそれから全員がルイジアナ州ニューオリンズ

まで蒸気船に乗っていった。」

「フレンチ・クォーターで降りた奴らは連中がバーボンストリートに面したストリップで

会った何人かの黒人ジャズミュージシャンから、約一トンのアカプルコゴールドを稼い

だ」

俺たちは、熱狂的にだが、黙ってマリファナを一服した。

最後に、誰かが、

「OK、お前、そう何がそれからあったんだ？」

と言った。

ジョン・ウェインは言う。「何がそれからあったか？ さあ、確かめよう……。南北戦

争兵士は一緒に彼らの心から全員が打たれ、それから、戦争が終わると全員が横たえられ

た。無論、クソヤンキーは、それについては嘘を吐き、彼らが勝ち取ったウォルター・ク

ロンカイトに語り、彼らはテレビに出演した」

黒い歩 兵は、笑いに笑う。
グランツ

誰かが言った。「おい、ジョーカー、チャーリー・チャップリンをやれよ！ ヤー、そ

れそれ！ 闇の中のチャーリー・チャップリンをやれ！」

誰かが言う。「チャーリーは、欠陥銃を受け取った！」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「ジョーカー、ママン、お前はユーモラスな人間

だよ。それで、俺たちに残りを話せよ。次に何があったんだ？」

「セックスのやり方を俺が知っているかって？」と俺は俺自身の声で言う。「俺は、ちょ

うど、行って、この戯言を作っているところだ」

ブラック・ジョン・ウェインは笑うと、暗闇の中、ゴジラの足で俺の背中を強打する。

ブラック・ジョン・ウェインは誰かに言う。「俺に送受話器を投げろ、黒 人」
ブラツド

それから、彼はとても低い声で鉄条網の外側にある待ち伏せ拠点で彼の夜間配置ノヴェン

バー・リマを呼び出し、881北高地西約三百ヤードの彼の現在の居場所パパ・リマを伝えた。

彼はグリッド座標と全てが安全という状況報告を与え、歩 兵は送受話器を落とす。
グランツ

俺は言う。「別な危険な任務をするのか？ J.W.」

「外にある。俺たちは、最 悪 な難関を確実に引いたのさ。伝達終わり」
ナンバーテン

周囲が笑う。「俺は大統領とニクソンが歩 兵だったらいいと思うぜ」
グランツ

「お前は、こんな '黒人同盟 'の戯言はやめないとな。J.W.」

一時休止。「ジョーカー軍曹、お前は個人的な問題を貰ったのか？ なあ、兄弟、男の

心に、どんな悪が潜んでいるか、俺は知っているぜ。お前は問題を貰って、ママン、それ

を俺に寄越せ。ブラック・ジョン・ウェインは問題回答者だから、俺は手を伸ばしてそれ

を果たす」
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「LP、J.W. 俺は LP が必要なんだ」

「なあ、ミッキーマウス聴講所は無い、そして、その他のガン・ホー・オーディ・マーフ

ィ白パンはクソをしてないことについて、ブラック・ジョン・ウェインは話したことはね

え。俺は、もう道徳を見失った残虐性を投げ捨てる考えには参加する気はねえ。ブラック

・ジョン・ウェインは、コン・ティエンからロックパイルに行って、そしてアリゾナの縄

張りから降りて小さな金の黒ん坊の分け前以上を吸った。だが、もう俺は、この弾圧的で

堕落的な環境に係わるのはごめんだ」

黒人海兵隊員たちは、ブラック・ジョン・ウェインが熱烈な説教をし続ける辺境伝道者

の調子で話す間、喝采する。「黒人同盟は、お前をベトナム死亡旅行から解き放つ」

掩蔽壕の男たちは声を揃えて言う。「アーメン」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「責任ある金持ち小僧は、まさしく連中が革に靴

をはかせて無駄になっている平和のために行進をしてやがる。クソな歩 兵が、この邪
グランツ

悪な戦争を止める。アーメン。そして、連中、事務屋職業軍人と汚職政治家は決して公平
ライファー

ではない事実を認めようとしねえが、世界の歩 兵の持つ力、本物の力が平等じゃねえ
グランツ

裏の世界の事実は知っていやがる」

ブラック・ジョン・ウェインは、"そうだ"の声が静まるのを待って続ける。「ダチ公ど

も、この重装備と高い士気に裏付けられたライフル分隊はブロックへ戻る。俺たちは、正

義の革命のバッジをつけた保安官だ。世界に俺の分隊と一緒に戻って、俺はブルックリン

の半分以上を支配することができた。素晴らしい火力を通じての平和！ 人々のための火

力！ 歴史はまだ終わっていない！ 歴史はその貸しを得る！」

分隊は、しばらくの間、外の砲弾のドンと言う音さえかき消すほど激しい拍手喝采を与

える。

俺はぶつぶつ言う。俺は言う。「俺たちには LP が与えられなければな。俺たちは明る
グ ラ ン ツ

い。地上攻撃は、鉄条網の上をまさに歩くことができる。グークは、俺たちが空高く登っ

て、撃たれ、大きく広がって落ちてくることまで知っている。俺は、お前のふざけた政治

的ラップはごめんだぜ、J.W.。俺は政治に興味は無いんだ」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「ジョーカーママン。政治に興味がないのはいい

が、政治はお前に興味があるんだぜ。或いは、お前は多分、観光客としてここにいるんだ

ろう？ 政治を理解するのは難しく無いんだぜ。政治はお前の頭に誰かの警棒を突っ込ん

でくれる。なあ、おい、お前は俺の進歩的な話を掘り下げられるか？ お前はファントム

ブルーパーが、どうしてここにいるのか分からないのか？ ファントムブルーパーは、学

校でお前のケツを受け取るだろうよ。ボーンシックス、その悪漢擲弾手は、どこにでもい

る。奴は、多分、今頃、俺たちの掩蔽壕に座っているのさ」

俺は言う。「J.W.。俺は、お前の人種戦争映画を聞くと病気になるよ」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「何だって、アラバマの白人貧困層、お前は誤解

している。白人は敵じゃねえ。やがて、ある日、お前はアンクル・トムの白い人々の反乱

を見るだろう。それは幾つかの冷たいクソだが、それはそこにある」

「悪魔は、緑の男、金満男だ。連中は、俺たちに、俺たちが小さいと言う。だがな、俺た

ちは小さくねえし、背は高い、俺たちは王で、大統領は黒いリムジンの神じゃねえ。連中

が、ジョーカー、お前のことも、 '黒ん坊 'と呼ぶぜ。お前は箸にもかからねえ」
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俺は言う。「俺への偉大な酒屋強盗のような調子だな。J.W.。金持ち連中が全ての金

を受け取った。お前は、俺から離れて金を受け取れ。それから、お前は金を受け取れ」

「俺たちは、金のためには戦わねえ」とブラック・ジョン・ウェインは言う。「俺たちは、

アンクル・サムが俺のくそ叔父だと言うために戦っているんだ。アンクル・サムは、ベト

ナム人に言うんだ。お前らは生きることができるが、お前は人間ではない。俺たちと小さ

な黄色い黒ん坊ことミスター・VC に、それで俺たちに心が広く、お前たちは生きるかも

しれない、と踊って歌を歌って聞かせるんだ。アンクルサムは言う。 '君たちの玉と君た

ちの人生を差し出せ 'てな」

ブラック・ジョン・ウェインの声が掩蔽壕内に轟く。「白パンアメリカは、なぜ、それ

らベトナム人のために立ち上がって戦うかを関連づけるのが不可能だと知る。緑の男は、

これ以上、彼が太り、彼が戦いを好むのを忘れないように注意はしない。連中は、遙か昔、

黒ん坊メイドにテレビディナーの提供を生涯受け、スプリットレベルハウスのために、連

中の玉を交換した。尊厳だ、ママン、ベトナムが欲するのは何か、そして俺の不良が望む

理由は何か。俺は、黒い脳の知性ある黒人であり、俺は非常に危険な人間だ。俺たちは男

だ！ 俺たちは俺たちの尊厳を欲す！ もし奴らが俺たちと犯る気なら、奴らは死ぬ。俺

が俺のグレネードランチャーを持っているときは、誰にも黒ん坊とは呼ばせねえ」

「そうだ！」と誰かが言うと、掩蔽壕は、誰もがしわがれ声で、「そうだ! そうだ！

そうだ！」の叫びで震えた。

俺は言う。「俺は LP が欲しいよ。J.W.、奴らが目的を受け取ったように、俺のために

動くことのできる何人かの暖かい身体が欲しい。俺が戦線に貰ったのは全員が新米だ。お

前の代価を言えよ。次の再補給でビールの六缶組だ」

一発の砲弾が掩蔽壕の間近に命中する。ドン。掩蔽壕は震える。

「連中のジッパーはどうしたんだ？」と誰かが言う。「連中は冗談が通じねえのか？」

ブラック・ジョン・ウェインは笑う。「ミスター・チャーリーは、俺のような愛しい不

良を殺すつもりは毛頭ねえんだ」と彼は、彼自身、楽しみながらもう一度笑う。「ジョー

カー、お前は本当に間抜けな岩の箱だ。俺は、これまでお前に、そう言ったか？」

俺は言う。「J.W.。俺は、聖母マリアじゃないし、お前は赤ちゃんイエスでもない。

俺は、三つの LP を大急ぎで分配してくれるのが望みさ。それは今すぐに、くそったれ。

今やれ、J.W.、でなけりゃ、お前の頭の側面を釘付けして世界の欠片と一緒に起きるよ

うにしてやる」

ブラック・ジョン・ウェインが答える前に、俺たちは掩蔽壕の入口にビーバー・クリー

ヴァーのやかましい声を聞く。ビーバー・クリーヴァーは、決して話すのを止めない。惑

星で誰に対しても甘言を用いることはビーバー・クリーヴァーの趣味だ。

全員がくつろいだ。もしビーバー・クリーヴァーが彼個人の掩蔽壕を後にしたのなら、

砲撃が終わり、881南高地の警報が解除されたことを意味している。今のところ。

「ブラック・ジョン・ウェインは、ここにいるか？」と暗闇でビーバーの声は言う。

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「俺の前から出てけ、ろくでなし」

「軍曹、私は命令を受け取った。私はできるならば、君と少し非公式に話をしたい」

「嫌なこった」
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「軍曹、君と君の分隊が夜間待ち伏せに出発していたことを少佐は分かっていたぞ」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「あんたは誤解しているぜ」

分隊は笑う。

「何だって？」とビーバーは言う。「何て言った？」

「何の意味もねえよ」とブラック・ジョン・ウェインは言う。「平等じゃねえ。お前は、

俺がクソな誰かと混同しているんだ」

ビーバーは言う。「まあ、それが私が立ち寄った理由ではない。実は、我々は作戦を話

し合う必要がある。少佐は、撤退の最終日、最後の索 敵 殲 滅 掃 討で、第一
サーチ・アンド・クリア・スイープ

小隊のこれまでの優れた戦闘記録に素晴らしい追加をしたいと決めた。お前の部下が上手

く死者数を得点すれば、それでお前は昇進できるかもしれない」

ブラック・ジョン・ウェインは笑う。「ゴメンだ。リーパー、奴は黒人の死者数を跳ね

上げるのを望んでんだ。俺に対破片手榴弾を寄越せ。LBJ、あいつは俺たちが北部の守り

を支えていると言う。俺たちは、ケ・サンでパスを待っている勇敢な小さな集団だ。俺た

ちが、戦うためにここにいるんだったら、何で、俺たちは怖じ気づいている？ この俺、

黒いデーヴィー・クロケットの最後の機会だ。悪いが、誰かがリーダーシップで俺を奮起

させてくれるまで、俺は、ここで覚悟しているよ」

ビーバーは言う。「軍曹、少佐は書面にした命令を出した-」

「立派ですな。俺は全力でシアーズとローバックのカタログでケツを拭きますよ。間抜け、

それに突っ込むか？」

「軍曹、少佐は、君の指揮官だぞ」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「リーパーのミッキーマウス命令は、ジャック、

俺にとってはクソじゃねえ。奴は、他の事務屋職業軍人が奴のゴミ箱の背後に残した、も
ライファー

う一人の事務屋職業軍人だ。今、奴はケ・サンで生きて離れるあらゆる黒人を嫌な紙に降
ライファー

ろして横たえている。俺は、奴の醜いケツの上で蓋を吹っ飛ばす準備をしている」

「階級に敬意を払え、軍曹、人間にではなく」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「ビーバー、お前は退屈だよ」

俺は言う。「ビーバー？」

「何だ？」とビーバーは言う。「誰かいるか？」

「俺だ。ジョーカーだ」

「すまんがな、ジョーカー二等兵、これは私と軍曹の間だ。公式な小隊ビジネスだ。今、

私は前小隊軍曹として、それを理解している―」

俺は言う。「お前は、エディ・ハスケルとランピーを貰ったのか？」

「誰だ？」

「お前のボディガードだ。その小さな痩せこけたくずと、知恵遅れのでぶっちょだ」

暗闇の外から、エディ・ハスケルの声が現れる。「おい、お前自身がくそったれだ。ジ

ョーカー。それは俺の名前じゃない」

「俺たちは、お前に決して何もしなかった」とランピーは愚痴を言う。

「いいね。俺は、ちょうどお前がどこにいたか知りたいと思っていたんだ」

ビーバーは言う。「軍曹、君は出発する準備を行い、移動命令に備えろ」

ブラック・ジョン・ウェインは大きく轟く笑い声で笑う。「ビーバー、お前は下水道を
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這い回った奴が、ニューヨーク・シティで戻って俺たちが捕まえた"ブリザード・シット

・アーチン"アリゲーターの一つみてえな奴だ。ミュータントの何種類かがお前さ。お前

は、このクソな世界に適応して繁栄し、お前はまさにここが好きで、お前は決して満足で

きない。お前は、戦争が決して終わらないように祈っている。お前は、ベトナムのファッ

ト市で、薄鈍の世話になっている小さなガキの王だ。お前は何種類かの背中を撃つのが好

きなピンクの蜘蛛で、お前は怖がっている。お前が悪魔の精神の商品のようで、お前のよ

うに意地悪い母親は、素晴らしいワインのように致死毒を味わう」

ビーバーは言う。「私は、粗探しをする気はない、軍曹。だが、詰まるところ、私は小

隊軍曹だ。それは正しいだろう？」

「名目上はな」と誰かが言う。

ビーバーは言う。「だが、トラヴィス少佐は……」

「黙れ、ビーバー」と俺は言う。「それをしまい込んで、俺の縄張りから、とっとと出て

行け。死神は玉を引っ掻きながら、糊を効かせた下着で土嚢都市で起き上がると奴の座標

地図と油性鉛筆で戦争を楽しんで、蚊に刺されるたびに海軍十字章を貰う。それがまさし

くくそったれに顕著だ。それは遙か彼方だ。だがな、俺たちが奴に第1小隊パスポートをや

るまで、奴の縄張りは、そのクソ忌々しい職業軍人と彼のご機嫌取りは立ち入り禁止で、

俺たちは奴にその一つを与える気はない。お前は、第一小隊から何が欲しい、お前はブラ

ック・ジョン・ウェインとさえ話をしないが、俺はお前と話をする。俺は、お前には滑ら

かな袖の二等兵かもしれないが、俺は、まだこの辺の H.M.I.C だ」

「H.M.I.C ？」

「突撃で、先頭に立つろくでなし」
ヘツド・マザーファツカー・イン・チヤージ

「それは事実か？」とビーバー・クリーヴァーは言う。

俺は言う。「助言してやる、第一小隊からは誰もこれ以上、お前のぼんくら掃討にはい

かない。俺たちはパトロールをしない。俺たちは、待ち伏せを準備しない。俺たちは軍事

行動に出掛けることはない」

「アニマル・マザーは、ファントムブルーパーを殺すために彼の分隊と外へ行った。俺の

命令に対してな。あいつらは、もう一週間戦闘中行方不明だ」

「俺は、小便を垂れ流すように、職業軍人が既に持っているゴミ箱に、俺の防御陣地の人

間を、これ以上、放り込む気はない」と俺は言う。

エディ・ハスケルは言う。「どうしたんだ、ジョーカー？ 戦う玉が無いのか？」

俺は言う。「俺は、ハノイへの地上攻撃のために俺自身を予備に確保しているんだ」

ビーバーは言う。「それで、お前の小隊の海兵隊員はどうだ？」

俺は言う。「俺は、彼らも予備に確保している。俺にファンがいないんだったら、どん

な風に俺は英雄になるんだ？」

「ジョーカー」とビーバーは言う。「私は、君の敵ではない。なぜ、私たちは協力して働

くことができないし、やってみようと試みようともしないんだ。小隊のために」

俺は言う。「ビーバー、あんたが人と仲良くしようとする唯一の理由は、そう、あんた

が彼らをどやしつけようとしたとき、あんたが失敗しないようにさ」

「だがな、ジョーカー」

俺は言う。「あんたは滑らかな小さい弁が立つ怪物ビーバーだ、そして、あんたは俺の
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リストにいる」

エディ・ハスケルは言う。「ジョーカー、お前は誇大妄想狂だよ」

俺は言う。「それは、お前の最後の嫌な奴にやれ。連中がお前を捕まえたら、その後で

誇大妄想は止める」

「さて、ジョーカー」とビーバーは言う。「合理的にしよう。無論、君には自分の意見を

言う権利がある。私はそれを尊重することができる。だが、君と私は、協力して働くこと

ができる。私は、そのつもりでいる。私は、現実的だ」

私は言う。「ミスター・グリーンジーンズ氏と働く、あんたのように？」

沈黙。誰かが暗闇で動く。「誰だって？」

「ミスター・グリーンのろくでない」とブラック・ジョン・ウェインは言う。「ミスター

・グリーンジーンズを覚えてないか？ お前は奴は忘れちゃならねえ。お前は寒いぞ」

ビーバー・クリーヴァーは言う。「もし、君が上 官 殺 しについて話しているなら…
フラツギング

…」

「奴は、傑出した中隊長だった！」

とほとんど呻るようにブラック・ジョン・ウェインは言う。「スキッパーは、とんでも

なく礼儀正しい奴だった。彼は、ろくでなしの人間だった。グリーンジーンズ大尉は、人

間だった！」

誰かが言う。「それは認めるね。彼はいい海兵隊員で、いい将校だった。そして、スキ

ッパーは彼が何をするべきかについて分かっている以上の玉を持っていた」

ビーバーは言う。「すまないが、私は君が何について話しているか分からない。私は、

その人物について、これまで耳にしたことがない。彼は、なにも……」

誰かが言う。「あんたが、彼について全く聞いていないって？」

ビーバーは言う。「それはとんでもない。私は、決して、そのような人物がいたように

は思っていない。誰か、このいわゆるグリーンジーンズ大尉が、これまで実在したことを

証明することができるのか？ おそらく、君らはまさに、その点で少し混乱するだろう」

「いずれにしろ」とビーバーは続ける。「彼は、それを寄越した。我々は東南アジアでの

アメリカの仕事で行う重要な仕事を持っている。犠牲者は作られる。我々は、この平和活

動の大流行が収まるまで、我々は、我々を維持しなければならない。それは強固な世界で

あり、共産党員の侵略は、どんな代価を払っても破らなければならない。それが世界を住

み良くするなら、何人かにナパームを振り掛けたところでどうかしたか？ 我々は、彼ら

自身の利益のために、奴らのような連中を殺している。まさしくグークは、アメリカ人に

出てけと挑戦している」

ブラック・ジョン・ウェインは唾を吐く。「奴らがインディアンを追い出したとき、ア

メリカは、共産主義を発明した」

ビーバーは言う。「だが、過去について心配しないようにしよう。後悔先に立たず。そ

れは橋の下の血だ。建設的なことを試そう。我々が怒ったかも知れない、或いは怒らなか

ったかもしれない不快なことについて円陣で話す意味は無い」

「お前は、ミスター・グリーンジーンズを殺害した」と俺は言う。「誰も、お前が闇市場

で取引することについて構いはしない。お前は、偽物の NVA の旗とクロムメッキの破片

を売って、ぴったりしたカプリパンツをはいたアン・マーガレットの股の写真を売り付け
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ることもできる。お前がトラック一台分の軍事物資でベトコンと取引して、水で割ったウ

ィスキーと不快な麻薬をやっても誰も気にしない」

「だがな、ミスター・グリーンジーンズは、町でお前のケツをつかんだ。アーカンソーの

太ったガニーが所有する十二歳の売春婦が蒸気とクリームを中に一杯詰めた、な」

「お前は、生のヘロインが一杯に詰まったシーバッグのために木枠に詰まった手榴弾を搭

載した六輪駆動大型トラックで取引していた。俺は、お前の顧客を殺した。覚えている
６ - バ イ

か？ 帽子の内側にベトコン将校の証明書を縫い合わせていた間抜けなグーク三輪タクシ

ードライバーを。それから、大尉は、司令部へお前のケツを引きずり上げて、死神にお前

を差し出した。俺は、そこにいた、ビーバー。俺は全部見たんだ」

エディ・ハスケルが言う。「ジョーカー、お前は実際、あまりにも想像力が豊かすぎて

皮肉屋には不的確だな。で、お前の証拠はどこにあるんだ？ それを実際に言葉にできて、

壁に貼られた幾つかのアライグマの皮を持っているのか？」

彼は彼の自制心を維持するのに苦労するビーバーの声の重圧を掩蔽壕内の全員が感じた。

「ジョーカー二等兵、私は、確かに君の憤慨を理解することができる。君は私が得たより、

多くの時を費やして、君は降格された。君が多くの圧力下にいたことを私は知っている。

私は分かっている」

ビーバー・クリーヴァーは一度言葉を止めて続ける。「ここの誰も、君が親友を望んで

殺したと思っていない。彼の名前は何だった？ カウボーイ？ 彼の遺体を回収すること

ができないために君から階級章を奪ったのは海兵隊の無情さだ。私は、絶えず、君が目の

丸い海兵隊員を射殺したことで、君を恐れる者たちを安心させている。そして、私は君が

裸で走り回り、泥の中で眠り、昼間に外へ出ることを恐れているという報告を信じていな

い。これらの話が誇張だと私は確信している」

ビーバーの声は、暗闇の中で単調に続く。「ジョーカー二等兵、我々は、過去において

意見の率直な相違を持ったが、しかし、私が君に対する多くの尊敬を常に持っていたこと

を君が知ることを望んでいる」

俺は言う。「俺にヘロインについて語れ」

誰かが言う。「ビーバー商品はヘロイン模造品でやる！」

ブラック・ジョン・ウェインはからかって言う。「おい、ビーバー、俺たちは、お前が

ジョーカーの頭に送ってやった慈悲について話しているのか？」

俺は言う。「J.W.、小さなゲロに異義は唱えるなよ。奴は、ここで対等じゃないん

だ」

「お前は正しい」とブラック・ジョン・ウェインは言う。「ヤー、お前は正しい。奴はこ

こで平等じゃねえ」

ビーバーは言う。「おい、お前たち、私は本当に、この問題の本質を解決したいと望ん

でいる。我々が、これを最後に片付けることができるとすれば生産的だろう。だが、私は、

我々が、まさしく決してはっきりとは知らないと思う。おそらく、君たちの話す、その大

尉は、戦死したのだろう。ことによればファントムブルーパーが彼を捕まえたのだ」

誰かが言う。「ふざけんな。そのクレイモアはスキッパーの掩蔽壕内で設置されたんだ。

つまり、ファントムブルーパーは鉄条網の上を歩くことができるってことだ」

ビーバーは言う。「私は、このケースの全ての事実を知っている訳ではないが、私は見
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付けるつもりだ。私は、君にそれを約束する。私は CID の捜査を要請するために書類を

整理する。彼らは嫌疑のかかっている事件の公式報告を仕上げる」

「本当に黙れ」と俺は言う。「本当にくそったれは黙れ」

「何だって？」とビーバーは言う。「残念だが、私は、それが何を意味するか理解できな

い」

ブラック・ジョン・ウェインは言う。「お前には黙秘権がある。お前が、こいつに何か

言うか、俺がお前の白いケツを打っ叩く」

ビーバーは、別な演説を行う。「今は、軍曹、誰にも滅茶苦茶にする理由は無い。全員、

きちんと落ち着くことを試みよう、分かったか？ 君は正しいかもしれない。おそらく、

我々全員がちょうどくつろぐことができ、この事態を考えることができるなら、私たちは

論理的な説明を見付けることができるだろう。だが、私は我々がどんな急な結論へ急ぎ出

す前に、我々全員が事実を得るための試みを少なくとも試さなければならないと思う」

掩蔽壕の海兵隊員たちは、静かに待つ。

米軍ラジオで、ビリー・ジョーがタラハチ橋から何かを放り投げている。

突然、掩蔽壕は外でポンと鳴った照明弾の薄明かりで半分が満たされた。

冷たいマグネシウムの明かりで凍ったブラック・ジョン・ウェインの顔は黒檀の固いマ

スクだった。彼はビーバーを睨んでいる。

ブラック・ジョン・ウェインは、黒く染めたジャングル・ユーティリティを着ている。

彼の首回りには、手榴弾のピンで作った重いネックレスがかかっている。彼はでかい。ブ

ラック・ジョン・ウェインは黒い巨人のモンスターとして人生を始め、通りで鍛えられ、

十分、強く、背が高くなってから、ボディビルを始めた。

ビーバーは、そばかすのある丸々とした頬と獅子鼻の青白い無邪気な子供だ。彼は一方

で大きな白人選手としてニューヨークで、フットボール・ジャージ、ブルージーンズ、テ

ニスシューズと青い野球帽を身に着けている。ビーバーは、俺たちの残りと違って武器を

運ばない。ビーバーは、竹ステッキで手のひらを叩いている。ステッキは先端にブラッソ.

45口径砲弾ケースをつけている。

エディ・ハスケルは掩蔽壕の隅にある竹製小型トランクに座り、銃剣の先端で彼の足首

の水虫を突いている。彼は腹ぺこのイタチのような顔の痩せこけた赤い髪をした小さなネ

ズミ野郎だ。彼は見上げると、銃剣を土嚢に突き刺し、控え銃の姿勢で彼の膝にポンプア

クションショットガンを動かす。

ランピーは、掩蔽壕の出入り口近くの影の中にしゃがみ込んだ。

ブラック・ジョン・ウェインは起き上がると、黒いジャングル・ユーティリティで12人

の黒人海兵隊員を抜けて自分のやり方で進み、覆い被さるように歩く。彼はビーバーの顔

と歩 兵にもたれ掛かる。「ジョーカーは、青い目のソウルブラザーで、お前は獣だと
グランツ

いうことをジョーカーは知っている」

ブラック・ジョン・ウェインは、磨り減った赤茶色のジャングルブーツにドッグタグと

共に紐で締め付けた象牙柄の直刃カミソリを引き出す。切り込む。自由戦士だけのための

種類で、鋭く磨かれた六インチの純粋な局所用鋼が煌めく。

ブラック・ジョン・ウェインのゴジラの手が、ビーバーのフットボール・ジャージをね
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じり、人形のように前へビーバーをぐいと引き寄せる。直刃カミソリは、ビーバーのピン

クの喉まで素早く動く。

ブラック・ジョン・ウェインはビーバーに言う。「お前は彼らに横になるのを止めろと

望むのか、お前の目はガラス製になるのを望むかだ」

エディ・ハスケルは彼の行動を起こす。俺は掩蔽壕の向こうへ飛び込む。俺は、彼の襟

をつかんで押さえ付ける。彼がショットガンを泥の中から取り出す前に、俺はトカレフ9

mm ロシア軍将校拳銃の固い上部を彼の頭に叩き付ける。

エディ・ハスケルは沈み込み、呻き、再び立ち上がる。俺は彼の頑丈さに感心しながら、

俺は拳銃の握りで殴って意識不明にした。彼の頭は、砲弾ケース並みに頑丈だ。

分隊は動かない。

誰かが言う。「暴力パーティだ！ 暴力パーティだ！」

「やっちまえ！」
ゲツト・サム

俺は、ランピーへ俺の武器を記念品のように傾け、顔全体に叩き付けて愛を示す。

ランピーは、M-16を落とし、掩蔽壕の外へ滑り出す。

俺は奴が逃げて、泥をのたうち回っているのを聞くことができる。

ブラック・ジョン・ウェインに握られたビーバーは必死に奮闘している。彼が護衛が逃

げるのを見たとき、彼は怒鳴り、そして声を張り上げ始める。ブラック・ジョン・ウェイ

ンは彼が逃げないように死の握りでビーバーをつかんでいる。

照明弾の光りは、掩蔽壕に反射し続ける。毛のような何かが外に下がっているにちがい

ない。叫び声、動き、そして小火器の発砲が点在する。

この掩蔽壕内の唯一の音は、ビーバーの同時に呼吸しようと試みている唸り声だ。

ビーバーは、彼のステッキでブラック・ジョン・ウェインの顔を叩く。ブラック・ジョ

ン・ウェインは、まるでハエに悩まされるように彼の視界をすっきりさせるために彼の頭

を振る。

ブラック・ジョン・ウェインはビーバーの左目の真下に刃を押し当てる。「こいつを切

ってやる！」と彼は俺に言う。そして、ビーバーへ、「お前は信者になれ！」

俺は、巨石と同じくらい固く、俺の腿のサイズくらいはあるブラック・ジョン・ウェイ

ンの腕で懸垂をする。「駄目だ」と俺は言う。「下がれ、J.W.。俺たちは、奴を殺すこ

とはできない。お前がカミソリでやっちまえば、お前は塀の向こうから戻れなくなる」

ブラック・ジョン・ウェインは俺を見る。「俺たちが、こいつを殺せるのは確実だ。誰

が俺たちを止めるんだ？」

俺は、腿ポケットに手を突っ込み、折り畳んだ爆破索を引き抜く。「ここで。これを受

け取れ」

「何?」

俺は言う。「さあ、兄弟。早く俺を切れ」

ブラック・ジョン・ウェインは頭を振った。「駄目だ。とんでもねえ。ふざけるな。そ

れに関しちゃ後だ」

「やれ、J.W.。俺を信じろ」

ブラック・ジョン・ウェインは呻き、言う。

「ジョーカー、ママン。お前は俺を一層ぞっとさせるぜ」
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彼は俺に直刃カミソリを手渡し、爆破索の束を受け取る。

ビーバーの飛び出た目は、ブラック・ジョン・ウェインの手から、俺の手に移った直刃

カミソリの動きを追う。ビーバーは、恐怖の一種の痙攣に囚われ、掩蔽壕の土嚢の壁に対

して跳ねている。彼は、恐怖に我を忘れている。

「奴を締め上げろ」と俺はブラック・ジョン・ウェインに言うと、ブラック・ジョン・ウ

ェインは彼を締め上げる。

ビーバー・クリーヴァーは猿ぐつわで、唸り、涎を垂らして唾を吐く。彼の舌はぬるぬ

るした赤い庭園に住むナメクジのように突き出てくる。

ブラック・ジョン・ウェインは俺を見ると、ビーバーを、それから俺を再び見る。俺は頷

く。

「こいつの舌を捕まえろ」

俺は言う。そして、ブラック・ジョン・ウェインはビーバーの口を折り畳みペンチで掘

り、舌をつかみ固定する。

ビーバーの目は、それらの穴から膨れだしている。俺は刃を彼の舌と猿ぐつわの上で持

ち、俺は微笑み、そして言う。

「俺たちは意志が通じ合ってるか？」

ビーバーはしくしく泣き、彼の目が命乞いをすると俺は言う。

「シン・ロイ、ビーバー―タフなクソだ。助言するが、慈悲は俺が最も行わないことだ」

俺はカミソリを引き、青い刃は滑らかにビーバーの舌を一インチの深さで先端から切り

裂く。血が掩蔽壕の向こうで、ずっと撃っているような力で噴き出し、土嚢の灰色の壁を

横切って光る湿ったパターンで飛び散る。

ブラック・ジョン・ウェインがビーバーに対する縛めを解くと、ビーバーは跪く。血は

ビーバーの下唇の上に流れ出、涎のように顎の舌に滴る。ビーバーは、触れるのを恐れな

がら、彼の顔の前に両手を当て、無言で恐怖に震える。

誰かが言う。「チャーリーは、ブループガンを手に入れた！」

エディ・ハスケルが唸り、頭を擦って起きようと試みる。

掩蔽壕の外で、小火器の銃撃が周辺部の百ヤード下で執拗に弾け、そして迫撃砲弾が落

下し始める。

俺が新米オーウェンズ二等兵を見るために遅れず、外へ踏み出すと、足早に掩蔽壕をゆ

らゆらと通り過ぎながら、彼は甲高い声で叫んでいる。「鉄条網に工兵！ 鉄条網に工

兵!」

散らばった小火器の銃撃が周辺部の沿った全体に集まり、ブラック・ジョン・ウェイン

の部下を掩蔽壕の外へ素早く出し、全員がクソの中にケツを引っ張る。

榴弾砲は、俺たちの頭上で弧を描く。無反動砲は殺人的なとげだらけの雲の中でフレシ

ェットダーツを吐き出す。クレイモアは爆発し、致命的な鋼のボールを降らせる。赤いラ

イトの輝点が砲撃地帯を横切って瞬き、揺れ動く催眠パターンに交錯する。

銃撃の下、俺たちの鉄条網をグリスを塗った裸で這い突破する精鋭工兵チーム、ダッコ

ンによって爆破された鉄条網の攻撃路に第304NVA 師団所属の断裂強襲部隊、ディエン・

ビエン・フーの英雄たち、手榴弾よりも頑丈な男が俺たちの支援火器が自分たちを虐殺し
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ている事実を無視して押し寄せる。

工兵は、バンガロール魚雷－ TNT を詰めた竹－をコンサティーナ、タングルフット、

そして地雷原に押し込む。工兵は自らの手でバンガロールを点火し、彼らの戦友に俺たち

を与えられるように肉の血塗れの塊になって自らを吹き飛ばす。

俺は周辺部に沿って迅速に看守ではない者、ジュース中毒患者、そして頭のために各個

塹壕を確認する。俺は、眠く、混乱し、そして怒りを引きずる。ケ・サンの全海兵隊員が、

芯まで疲れ、うんざりし、そして失われた。しかし、彼らは合衆国海兵隊。彼らが彼らの

頭とケツを一緒に配線してもらうように、彼らの断片をつかみ、そして迅速に銃声へ向か

う。

俺はビーバーの中毒患者を無視する。麻薬中毒患者は、もう武器すら持っていない。三

人のヘロイン中毒者は、燃えたトラックの黒い金属の残骸に登った。空き部屋のような顔

と卵白の欠片のような目で彼らは戦いを見ている。

弾丸が、地 面に跳ね返る。
デツキ

俺は第一小隊担当地域の警備掩蔽壕へ飛び込み、この過程で俺は足首をくじいて、ひど

く膝の皮膚を擦りむいた。

サンダーとダディ D.A.は既に床にいた。第二小隊の班 長ダディ D.A.は近接航空
ホンチヨー

支援を要請するために野外無線機についていた。彼は私に言う。「上空に鳥がいる。ファ

ントムと B-52だ」

サンダーは、泥塗れのロープの持ち手の付いた砲弾箱の射撃胸壁の上に立っていて、彼

のレッドフィールド・スナイパー・スコープを載せたレミントン700高威力狩猟ライフルで

従容と狙いを定めていた。

余裕の欠片とともに NVA 歩兵が千ヤードの射程内で水飲み器と、スカーフでくるんだ

僅かなベンゼドリン錠を交換している静かな日に、時々、バン、と彼らの指揮官の脳を飛

び出させ、銃声さえ聞こえなかった NVA の新兵を口を開けたまま森の境界線にしゃがん

だままにさせておく。

「サンダー」と俺は言う。「やりたいように、やっちまえ」
ワ ン ト ・ サ ム 、 ゲ ツ ト ・ サ ム

サンダーは、俺に振り返ると笑顔を見せ、俺に親指をあげてみせる。

俺には、これが芸術家である時間ではないとサンダーに思い出させなければならず、そ

して彼はキャップを吹っ飛ばさなければならない。しかし、俺はサンダーには彼自身のや

り方があることを知っている。サンダーは、しばしば言った。

「俺は狙撃手の貴族だ―俺は将校しか撃たない」

サンダーのレミントンが、キック、バン、そして美しいハノイの都心部のどこかで、彼

女にはもう息子がいなくなったことを知らずにいるグークのママさんができる。

第一小隊は、真鍮の顎、彼らの口を通しての呼吸、両目を見開き、泥だらけの瓶のよう

な彼らのフラックジャケットに落ち込んだ首、最大限にすぼまったケツの穴、彼らの喉か

ら玉を上げ、引き金を引いたまま断続的なリズムでアルミニウム製マガジンを彼らの黒い

プラスチックライフルに叩き込んで、弾を装填し、完全自動にセレクタースイッチを合わ

せて射撃準備がして射撃線上にいる。

ボン。

「ああ、くそ」
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「くそ」

「RPG」俺は言う―ロケット推進擲弾。極めて重要な要因。

「この野郎！」

「そこだ！」

「どこだ？」

サンダーは、スナイパースコープで捜索しながら言う。「さあ……さあ……」

彼は握りを締めるためにスリングを調節する。「来い、ベイビー……」

俺たちの掩蔽壕の外壁に穴を開けている AK の銃撃を無視し、サンダーは、彼の武器で

グークに狙いを定め、一発撃つ。バン。

サンダーは、俺たちに振り返り、笑顔を見せ、俺たちに親指をあげてみせる。「グリー

ス・ワン。ああ、ケ・サン・シックスにお前が RPG の一つを確認したと伝える」

彼は眉毛をぴくぴく動かし、顔をしかめて、黒髪のハンサムボーイは完璧な歯を見せて

笑う。彼は彼のスナイパースコープに向かって身体を折り曲げ、笑い、それから他の誰か

をバン。

M-16のパンパンと、Ak-47のバンバンという二つの音が衝突し、ポンコツトラックの車

列が通り抜けるような果てしない轟きが共に混ざり合う。

防衛線の銃眼で、ストリート海兵隊員のブラック・ジョン・ウェインの分隊は立ち止ま

っている。工兵は鉄条網の上の竹梯子に横たわり、爆破装置に喘いでいる。筋金入りの

NVA 歩兵たちは鉄条網に走ってぶつかった。そして、彼らがやってくるのと同じくらい

素早くブラック・ジョン・ウェインと彼の部下は奴らを殺し、パン、パン、鉄条網に血が

飛び散る。

味方の105mm 榴弾砲の撃った灰色の煙幕が俺たちの陣地上に漂う。煙幕はコルダイト

の臭いと、地獄で燃える硫黄の臭いがする。砂が満たされ、空に素晴らしい赤い霧が舞う。

俺たちの掩蔽壕は土嚢の壁が吸収する小火器の銃撃と手榴弾の鈍い音を吸収し、今、止ま

ることなく揺さぶられている。

「クソ」とダディ D.A.が、野外無線機の送受話器を落として言う。「砲兵、E.T.A.２

－０分修正」

サンダーが、一発撃つ、パン、そして言う。「連中、鉄条網を抜けてきた」

微かな光跡を残して小さな白いパラシュートの下で揺れ動く何十もの照明弾が、今、基

地全体を照らし出す。何もかもが、低予算怪物映画の見捨てられたセットのように、嘘く

さく、生命のない、殺風景で、わざとらしく見える。俺たちの前の戦場は墓掘り人学生の

白黒野外学校のように騒がしい。異様に強い冷たい白色光が、暗く、深い歪んだ影を投げ

かける。

俺は、銃眼に目を向ける。俺は言う。「D.A.、C.P.を呼び出せ―土嚢都市に反撃部隊。

それから機動命令に備えるために準備する。俺の命令で、ブラック・ジョン・ウェインの

陣地上に砲撃を準備するように砲兵に伝えるんだ。ブラック・ジョン・ウェインが突破さ

れそうだ」

ダディ D.A.はぶつぶつ言う。「お前に任せる、ジョーカー」

グークは波状攻撃で俺たちに向かい、集結した男たちが壁を揺らし、俺たちの鉄条網に

押し寄せ、工兵が吹き飛ばした隙間から流れ出す。連中が撃たれると、次の波が彼らの友
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人の死体を踏み石にして使うことができるように、鉄条網を平らに横切って倒れることを

死にかけた敵の歩兵は忘れない。連中は、自動ライフルの銃撃、地雷、手榴弾、そして.5

0口径機関銃を抜けてくる。連中は、各95ポンドの重さの砲弾の一斉砲撃を抜けてくる。人

海は俺たちの儀式と怒りの全てを吸収し、多数の砲弾と弾丸で倒れなかった連中が細い緑

の線を打ち破る。

代償を支払う覚悟ができている意欲的な黄色の小人の海は、歩 兵に大きな痛みをも
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たらし、丘の上を浸水させる。

俺は自分の M-16のマガジンを撃ち尽くし、これら真鍮を丸めた小さな固いケースによ

って攻撃したことを誇りに感じ、奴らを殺したことを誇りに感じる。俺は、最近、この付

近で見た物事で最も感激したのは、それら NVA グークたちと奴らの攻撃方法だ。奴らは、

ストーンウォール旅団以来、最高の軽歩兵連隊としてぎらぎらしながら来る。

サンダーは、俺たちに振り返って言う。「ブラック・ジョン・ウェインが突破される」

黒人海兵隊員のブラック・ジョン・ウェインの分隊は、防衛線の塹壕で突出している。

ブラック・ジョン・ウェインの分隊は、塹壕線上に、キング・コングより大きなまま、

扁平足で立ち、百万人の NVA グークの回転する波へ至近距離から M-60機関銃を撃ってい

る。ブラック・ジョン・ウェインの分隊と黒人たちは、彼らが孤立化し、包囲されるまで

白兵戦で戦う。

サンダー、ダディ D.A.、そして俺は、グークが飯を食ってクソをするよりも速く、掩

蔽壕の外へ全員が出て、滑りやすいキャットウォークの下にケツを後退させて、新米たち

の両足を引っ張る。

俺たちは、ブラック・ジョン・ウェインの分隊の陣地へ、自分たちと四つの異なる小隊

所属の五十人の海兵隊員とともに素早く、そして俺たちは押し出し、押し出し、血を清め

る小さなアドレナリンカクテル、野生動物の怒りと当然の憤りで押し出し、押し出し、押

し出し、俺たちは合衆国歩 兵、そして俺たちは戦いに舞い降り、そして、神よ、我ら
グランツ

は我らの友人を犯す何者をも殺したくて堪らない、俺たちはでかいケツをした鳥のような

黒い金属の旋風となって走り、俺たち全員が死ぬ気で、そして、俺たちはクソな人生がま

さに慌ただしく押し寄せ、そして俺たちは生を幹事、そして完璧、そして忌々しいほど美

しく、そして俺たちはここで行うために誘われ、誘われたために行い、そして俺たちは実

際に行い、そして俺たちはそれを知っている。

ブラック・ジョン・ウェインは、M-60の銃身が赤く白く輝くまで撃ちまくって奮闘し

た。しかし、NVA 火炎放射器兵が塹壕線全体で唸り、ブラック・ジョン・ウェインは炎

の夜会服を身にまとった黒人となり、操人形のように彼の巨大な身体が不意に動き、彼は

M-16の弾薬が暴発するバンダリヤでダンスし、彼の手の M-60が吹き飛び、そして、ブラ

ック・ジョン・ウェインは、まだ立っている一方で周囲の NVA 兵士は、奴らのやり方で

前進する。彼は、両手で自分の喉を締め付けて自らを絞め殺そうとする男か、或いは頭を

取り外そうと試みる男のようだ。そして、彼は倒れた。

俺たちは、米で推進された共産党グークの左翼を打ち、そして俺たちは上手い具合に分

断した。俺たちは彼らの腕と足を外す。俺たちが周辺部より上に散開し、俺たちの鉄条網

の中で NVA 歩兵を各孤立地帯で孤立させ、連中が汚れたボロに包まれた識別不能の死体
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の塊になるまで撃つ。俺たちは、奴らのカーキシャツに火薬の炎で火が付くほど至近距離

を狙って奴らを撃つ。

俺たちは、塹壕線で、奴らの上に飛び降り、俺たちはイントレンチングツールで死を与

えるために奴らを叩き、そして俺たちは K-バーナイフで奴らの顔を刺し、マシェットで

奴らの頭を叩き割る。

それから、俺たちは防衛線の塹壕正面外側に立ち上がり、そして、玉、腹、腿へ赤く堅

い鉄の明滅する銃撃を流し、奴らが丘に来るまでに俺たちは奴らを倒した。

どこかで誰かが神を罵り、どこかでノベンバー・ホテルのコーラスで、切り刻まれなか

った者が嘆願する。「衛生官！ 衛生官！ 衛生官！」
コアマン コアマン コアマン

俺たちは気にしない。負傷者とやるのは、小心者の個人的問題をやることだ。俺たちは、

彼らが泣くことを聞く余裕はない。俺たちの手の届く範囲から、ほとんどの黄色の兵士の

洪水は下がっておらず、それは俺たちを狂わせる。

俺たちは、塹壕線の外へ登り、鉄条網の中へ俺たちのケツを滑らせていき、死んだグー

クの上に積み重なった三つの深みを登り、俺たちは自分たちの道から、吹き飛ばされても

つれあった有刺鉄線の束を蹴り、雑音と銃口炎、そして、あらゆる行動、悲鳴、弾薬が尽

きるまで、熱いライフルを闇雲に撃つ音の壁で撤退を追う。それから、俺たちは死者から

弾薬を奪う。

戦いの魔法によって、グークが俺の前に不意に現れる。奴は俺に飛び掛かり、そして彼

は撃つ。魔法は、俺の手から M-16をひったくる。グークは経路を自ら切り開くために一

帯に AK の弾、三十発をばらまき、フル装填したバナナ弾倉を無駄にする。

泥が地面から飛び上がり、俺の顔面に当たる。

俺は、ショルダーホルスターからトカレフ自動拳銃を抜き、グークの胸を撃つ。奴は着

剣して撃ってきた。俺は、奴のクリーンカットの十代の顔、奴の平らな鼻、奴の刈り上げ

た黒髪、奴の黒いグークの目を見ることができる。俺は、二度、奴の胸を撃ち、奴を弾丸

が押し遣るが、それでも奴は向かってくる。

熱い指が、魔法のように俺のジャングル・ユーティリティを引く。俺は、ドタバタ喜劇

の戦争コメディ映画の中にいる、どんな戦線も持たない道 化の気分になる。このグー
クラウン

クの魔術師は銃剣で俺の内臓を取り出す間、俺はここに立ってタフに振る舞う予定だった。

状況は、すこぶる厄介だ。死体って、どれだけ走れるものなんだ？

俺は、俺が何かを行うことになっているか、分からないまま、奴が小さなラインバッカ

ーのように激突し、俺を跳ね飛ばして轢く前に、更に四回グークを追い払って俺は倒れ、

顔から地面に倒れたとき、ケ・サンを大地震が襲い、俺の鼓膜は吹っ飛んだ。

日光が闇を打ち払い、地震が終わった後、俺は自分が作るのを助けた魔術の作品、屠殺

された物体の間で地面に座っていた。NVA の死体は、全て失敗した曲芸師のように見え

る。担架兵と衛生官が、グーク、グーク半分、グークの部品と戦いの汚い赤い流木から拾

い上げている。担架兵は親しい負傷者を乗せて彼らを連れて行き、泥だらけのポンチョに

包まれた海兵隊員の死体を残す。

歩 兵が話すことなく通りかかり、彼らの目は地平線に固定されているが、何も見て
グランツ



- 30 -

おらず、目は赤く縁取られ、そして砲弾によって巻き上げられた埃が汗塗れの顔に厚く塗

り重なって貼り付き、半 死 者の虚ろな目で、千里眼の凝視―半 生 者の見知ら
ハーフ・デツド ハーフ・アライブ

ぬ土地での驚愕を疑わしく見詰めている。

ダディ D.A.が俺を見下ろして叫んでいるが、俺は何も聞くことができない。俺は手を

耳にやった。

俺の横の地面で死んでいる奴は、胸にピンク色のプラスチック内臓を積み重ねたグーク

だ。内臓には黒いハエが這い回っている。死んだグークの足首には奴の友人がジャングル

に死体を引っ張り込むために使った通信線の輪があった。

キーキー言うエルフの声が、本当に遠くで聞こえる。「お前は、奴の心臓を外した！

お前は奴の心臓を外した！」

俺はダディ D.A.に言う。「なんだって？」

突然、俺の視野が、惑星最大のクソ鳥で、最も無口な海兵隊勤続二十年の

死 神少佐の血色のいい顔によって侵略される。彼は叫んでいる。彼の声は次第
グリム・リーパー

に薄れていくが、それで俺はいい、リーパーの渋い顔から判断するに、奴は俺が聞きたく

なるようなことを言っている訳でもない。

「私は、突撃したお前のケツを蹴り上げてやる！」とリーパーは、俺にいう。彼は彼の襟

を親指でめくり、骨張った人差し指で彼の金の階級章を軽く叩く。「お前は二等兵以下に

降格だ！」

微笑みながら、俺はいう。「あんたは俺のリストに入っているぜ。リーパー」

リーパーは立ち上がると背筋を伸ばして去っていった。

俺の聴力が戻ると、ダディ D.A.は直の情報をくれる。ビーバーは、歩哨任務中に俺が

眠って油断している間に地上攻撃によって守りを破られたとリーパーに語ったので、リー

パーは勤務時間規則第十五条に俺を書き付けたそうだ。ただ、ビーバーが俺が狂っている

ので小隊軍曹として俺を弁護し、リーパーに寛大な処置を求めたために俺は軍法会議には

かけられない。

地上攻撃は、威力偵察だけだった。俺たちのガンギー反撃は、時間と良き歩 兵の浪
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費だった。リーパーは、俺たちの側面のライフル中隊に撤退命令を既に出していた。ケ・

サンは、もし B-52が到着しなければ、存在する最後の日に陥落しただろう。爆撃機は、

もう一度、俺たちのケツを守るために鉄条網の外側百ヤードに二千ポンドブロックバスタ

ーを狭い射弾散布で投下した。

ビーバーは、彼が個人的に反撃を導いたと言う彼の主張に基づき、銃撃下の英雄的行為

によりシルバースターに推薦される、と D.A.は説明した。そして、ビーバーは彼が精鋭

北ベトナム軍兵士との残忍な白兵戦において負った痛烈な口の傷によって名誉死傷者章を
パープルハート

授与される。最後にリーパーは、賞賛に値する軍務のよってビーバーを二等軍曹に昇進さ

せるよう推薦する予定と来た。

ダディ D.A.は、俺が本当に大丈夫か、尋ねると、俺がリーパーとビーバーが近寄った

とき、殴らないと確信する。ビーバーは、もう一度、ちらっと俺を見ると、少し得意げに

にやにや笑いを浮かべる。エディ・ハスケルとラムピーは、その三歩後ろに続く。エディ

・ハスケルは、俺を酷く睨み付け、それから指を俺に向ける。

リーパーは、ビーバーの肩に腕を回して言う。
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「私は、腕と足が飛ぶのを見たい！」

ビーバーは、頷いて頷き、微笑もうと試み、話そうと試み、痛みにたじろぎ、そしてダ

ディ D.A.と俺はビーバーの舌の先端を縫い合わせた重く黒い糸を盗み見た。ダディ D.A.

は俺が肋骨を折るのに十分なくらい激しく笑い始めたとき、戸惑った。

ビーバーは、俺たちを困惑して見ると、俺は呻った。

第三小隊所属の一部の古参伍長から、俺たちは生温いビールの一組を記念品としてもら

う。俺のビールは泥塗れだったが、俺は気にしなかった。どうせ、俺の歯も泥塗れだ。俺

が考えられることの全ては、昇った太陽が、どのように俺の目を傷付けるかと言うことだ。

俺は、自分のコネックスボックスに這い上がり、百年の眠りに付きたい。

ダディ D.A.は、俺が立ち上がるのを助けてくれる。しかしそれでも、防衛線の後背に

登る前に俺とダディ D.A.は足下の地面で死んでいるベトコン歩兵に乾杯し、敵兵は我が

太っちょアメリカ人のケツをノックアウトし、俺がそいつに繰り返し言い聞かした後で、

それほど多くの時間、それだけ多くのそいつをやっつけ、そいつを倒し、そしてそいつを

殺した。

俺は言う。「D.A.、俺たちは、こういった連中を叩くことができない。俺たちはたま

にはこいつらを殺すことができても、俺たちは決してこいつらを叩けない」

ダディ D.A.は、空のビール缶を握り潰して放り投げた。彼は俺を見て言う。「そこ

だ」

どこかで衛生官が言う。「この一人はまだ生きている。止血して泥を拭うんだ」

戦いの後、俺は服を脱いで裸になるとコネックスボックスの中で丸くなり、俺はベトコ

ンに関する悪夢を見る。

全てのベトコンが、大量のヘロインを撃たれて洗脳されて、それからクレムリンの地下

室に囚われ、そこで凶悪な共産主義科学者が小さな制御装置を奴らの頭の後ろに挿入され

て、銃の至近に押し寄せた。

ベトコンの農民は、土地そのもののようであり、奴らの身体は大地で作られている。ベ

トコンには、自らを土の中に沈めて姿を消すのを可能にする魔法の力を持っている。

黄色のサメのようにベトコンは、茶色のアジアの土の海中を滑らかに進む。冷たい蓋の

ない目で、捕食者の目で、ベトコンは俺たちの足下まで静かに泳ぎ、攻撃準備をする。

ケ・サンから離れたベトコンの丘へ奴らは頭と腕と足を運ぶ。奴らは可愛いベトコン・

ガールフレンドが葉の包帯と特大の針と太い黒糸で破片で切断された四肢を縫い合わせて

いる間に、彼らの村に戻り、影の中に座る。夜の間に可愛いベトコン・ガールフレンドは

赤く縁取りされた黒の縫い目に覆われた傷を、ハーブと野生のバナナの木の根、そして米

の熱い椀で癒す。

アメリカ人は、ベトコン農民が稲を大地に一オンスも植えることができないように、ベ

トコンの骨で土地を埋め、実際に本当に満たしている。ベトコンは降伏を拒否し、飢える

方を選ぶ。目につくベトコンの骨はベトナムの表面を覆い、奴らが太陽をすっかり隠すま

で高く、より高く積み上げられる。

アメリカ人は暗闇を恐れ、奴らはベトナムを去り、勝利を呼ぶ。

月が奴らの魔法で輝くのを止めたとき、ベトコンの骨は人々によって奴ら自身を再び集
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められる。最終的に、話して笑い、ベトコンは奴ら自身の土地、奴らの先祖の土地の表面

を手を繋いで自由に闊歩する。

俺の悪夢で、俺の友人カウボーイは、両足を貫通して撃たれ、彼の玉が撃ち落とされ、

耳を失って倒れる。彼の頬を貫通した銃弾は、彼の歯茎を引き剥がした。カウボーイは、

ジャングルで狙撃手によってばらばらに撃たれていた。狙撃手は黒人の巨大な斥候アリス

を既に殺し、カウボーイが助けに行った二人の海兵隊員ドク J.と新米パーカーを不具に

していた。分隊の残りが彼を救おうとするのを試みて、俺たち全員とカウボーイを殺せる

ように狙撃手はばらばらにカウボーイを撃っている。

もう一度、俺の夢で、カウボーイは恐怖で麻痺した目で俺をじっと見詰め、そして彼の

手は俺に語りかけるように開き、俺はグリースガンで短い連射を放つと、一発がカウボー

イの左目に食い込み、彼の後頭部を吹き飛ばして外へ切り裂き、毛のような肉の湿った脳

の塊を打ち出す。そして、カウボーイは脳を貫通して撃たれて死んだ。

クリック。クリック・クリック。

その音は何だ？ 俺は起きた。俺は俺の部品をつかむ。それはファントムブルーパーで

はない。ファントムブルーパーは、俺の内臓を取り出すようになった。

クリック。クリック・クリック。

俺は、空のコネックスボックスの中に、俺の後から幾つかの箱を降りてきたダディ D.

A.が俺を見付けるまでクリック音を追う。ダディ D.A.が、闇の中にしゃがんだとき、俺

は彼の頭へ彼の.45自動拳銃を空撃ちした。

俺は、灰色の四つ足金属製航空輸送コンテナへ登る。俺は、影にしゃがむ。俺は何も言

わない。

俺は彼の顔を見ない。ダディ D.A.は、四角い顎、鉄灰色の髪、そしてこぎれいに手入

れをされた口ひげで新人採用ポスターの海兵隊員のようだ。しかし、今、彼の顔は、汗と

苦痛で歪み脂ぎっている。彼の目は荒々しい。彼は泣こうとしている酔っ払いのように見

える。しかし、彼はそうしない。

ダディ D.A.は、職業軍人で、生涯海兵隊員だが、彼は一つをちょうど決めるだけだっ

たので、彼は未だほとんどが人間的だ。そして、ドンロンが、本 国へ帰還し、俺が現
ワールド

実との最後の絆を失ったときから、ダディ D.A.は俺の親友となった。

俺は一人で死ぬのを恐れているが、家に帰るのを更に恐れている。

およそ一ヶ月前、D.A.と俺はコカコーラのコンボイ警護に乗った。俺は D.A.ととも

にヒッチハイクをし、そして、六輪駆動大型トラックに装備された50に彼の分隊の一人が
６ - バ イ

ついた。

俺たちがルート一にまたがる、それら満員の段ボール村の一つを通過して回っていた。

グークは、何か食べ物を見付けようとゴミの山を漁っていた。

俺たちは、小さなグークの子供が発泡スチロールを食べようとし、小さなグークが噛み、

顔をしかめて吐き出し、もう一つを噛もうとして俺たちを笑わせた。

分隊は Z を切り、トラックの二段重ねの土嚢の荷台に横になっていた。ダディ D.A.と

俺は、グークを注意深く見ながら、50に寄りかかっていた。

四角い水田の水と、白い円錐棒をかぶった痩せこけたグーク、真鍮の鼻輪をつけた半ト
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ンの水牛、そして赤いベレー帽の南ベトナム軍レンジャーと貧乳を露出させた十代の売春

婦の射撃チームのパレードはテクニカラー映画のように進み、そして、俺たちは水田の水

に膝までつかって身体を屈めた農民が、稲を引っ張るのを見た。

俺は、指で一ガロンのフルーツカクテルを取り出して食べ、粘つく果物全てをかき回し

て、サクランボをつまみ出した。

コンボイが村で速度を落とすと、口蓋裂の醜いグークの子供が走り寄って、爪楊枝に刺

したパイナップルスライスを売った。「あなた、僕にタバコ一本をくれる！ あなた、僕

にタバコ一本をくれる！」

突然、醜いグークの子供は、トラックの荷台にパイナップル・スライスが詰まった彼の

ボール箱を放り投げた。

ダディ D.A.は、搭載した50の射手だった。彼は、50を周囲へ振ると、彼の身体は、ブ

ーン、ブーン、ブーン、ブーン、ブーン、ブーン、ブーンと揺れ、子供は吹き飛び、肉屋

の鶏のように道の側全体に渡って撒き散らされた。

それから六輪駆動大型トラックがばらばらになり D.A.と俺は放り上げられ、分隊は半
６ - バ イ

透明の黒い炎の渦に巻き込まれ、そして、それから突然同じようにすっかり終わっていて、

ダディ D.A.は、道から俺を助け起こそうとしていた。

俺の頭は激しく道にぶつかっていた。ダディ D.A.は俺を運び、俺は地面に人間の部品

が散らばった地面に砂を吐き出した。幾つかの部品は動き、幾つかはそうでなかった。部

品の全てが燃えていた。六輪駆動大型トラックはその側で燃え上がり、ダディ D.A.の部
６ - バ イ

下は、足を失い、玉無しかと驚いていた。

「お前は本当にひどくいかれているな」と俺は、辛い過去を考えないように試みて D.A.

に言う。

ダディ D.A.は俺を見てから、彼の手の中の銃を見た。「そこだ」

俺は肩をすくめる。俺は言う。「悪い。発作だ」

ダディ D.A.は言う。「俺は職業軍人だ。ジョーカー。なあ、俺は、このひどい海兵隊

のくそを愛しているんだ。だが、ケ・サンは戦いなんかじゃなかった。派手な宣伝活動だ

った。それで緑の海兵隊員はエリート集団じゃなくなった。俺たちは映画スターだよ。ケ

・サンの海兵隊員たちは、タイム・マガジンのためにショービジネスをまさにしたのさ。

俺たちはまっすぐな人間で、グークに戦線を与えている。上級将校たちは俺たちを武器を
ブ ラ ス

支援する武器のための生き餌に降格した。俺たちは名前負けした前線観測員、爆弾と砲弾

の雪崩のためのリーコン以外の何者でもない。銃は紳士のスポーツほどではない戦争を起

こした。最新兵器は殺すことの楽しみ全てを奪っている。俺たちは、ろくでなしの仕事を

得て、金を沢山儲け、世界へディーディー戻って、鴨の囮のような不器用な何人かの海兵

隊員を助けた方がいい」

俺は何も言わない。

「しゃがめ、と奴らは言う。たこつぼを掘れ。だが、海兵隊員は建設労働者じゃない。俺

たちは掘らない。俺たちは補強される。ディディマオは、俺たちの信条の一部じゃない。

俺たちは、敵のケツを石のように堅く蹴りつける」

俺は言う。「俺はそう聞いた」

「先週、刺激的なテレビ番組を作ろうとケ・サンの周囲を唾で磨いたサファリ・ジャケッ
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トを着た一般人のゲロ二個小隊がいたに違いない、本 国に帰った一般人のゲロが言う
ワールド

には、俺たちがケ・サン攻防で別な大きな勝利を得て、アメリカ海兵隊は包囲を打ち破り、

ケ・サンを保持した。かくかくしかじか。しかし、自宅のテレビ視聴者が海兵隊員が単独

で行ったもののために舞台に現れるに値したという風に聞こえたってことだ」

俺は言う。「それは肯定的だな」

ダディ D.A.は俺を見上げる。「今はとても、使用料を払えないと俺たちはヒッピーの

ようにドアの後ろに潜んでいる。ケ・サンの撤退は秘密だが、ヴィクター・チャーリーに

は秘密じゃない」

「そこだ」

「それで俺たちは、どっちの側でいるんだ？」

俺は言う。「D.A.俺たちは善人であろうと試みているが、俺たちはあまりにも一生懸

命試みすぎているんだ」

ダディ D.A.は言う。「俺たちがケ・サンに来る前、VC は古いフランスの掩蔽壕で眠

った。明日の夜、奴らはまた眠っている。防衛線へ行くためにやってくる。しかし、ここ

で撃たれた二千六百人の歩 兵はどうだ？ お前は、そうした連中が俺たちがケ・サン
グランツ

を確保するために払った代償を、それまでに忘れると思うか？ そして、ここで死んだ連

中はどうだ？ カウボーイはどうだ？」

「なあ」と俺は言う。「俺は、それが悪いと感じているなら、俺は自殺しないで、他の誰

かを殺すよ」

「俺の前から失せろ。ジョーカー。くそったれ」

「D.A.、お前は、また除隊間近なんだ。今度は延長するな。お前は除隊間近。国へ帰れ。
シ ヨ ー ト シ ヨ ー ト

余裕の断片をお前自身で切れ。お前はお前自身に義務があるんだ」

「畜生、ジョーカー。俺は国に戻ってどうすればいいのか分からないんだ。俺がこれまで

に理解した、唯一の連中と、これまでに俺を理解した唯一の連中は、ここに実際にいるぼ

ろぼろなケツの歩 兵どもだ」
グランツ

「それなら、通りに立っている売春婦を数えろよ」

彼は俺を見て、苦笑する。「くそ」

俺はぶつぶつと言う。「くそ」

ダディ D.A.は言う。「カウボーイがフエで俺たちの分隊長だった頃のことを思い出さ

ないか？ ベイビーさんを覚えていないか？」

俺は自分のブーツを見る。「ああ、俺は覚えているよ。そのくそな最低なフエの町を」

「彼女は銃撃戦の真っ最中でも俺たちによくしてくれた」とダディ D.A.は言う。「要塞

の中さ。彼女は、その小さなカートを押し上げて銃撃の中、アイスと一緒にコーラを売っ

ていた」

「どこの VC だった？」

「そして、彼女は言った。"あなた VC"」

「俺たちは言った。"あなた、ベイビーさん VC ね"」

「すると彼女は言った。「VC でない。VC、ナンバー10,000」

俺たちは言った。「ベイビーさん、あなたブンブン？" そして、覚えてないか？ 彼

女はくすくす笑った。彼女は言った。"あなた、大変、お金、私に渡す"」
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俺は言う。「行かせてくれ、D.A. それは古代史だ」

しかし、D.A.は彼の頭にフエ市の映画をすでに走らせている。「何人かの無口な

歩 兵は泣いていた。俺は彼の名は知らない。個人的な問題でつまらない歩 兵でしか
グランツ グランツ

ない」

「ベイビーさんは、歩 兵の前でしゃがんだ。彼女は、とても可愛かった。彼女は彼の
グランツ

ヘルメットを拾おうとしたが、彼女はほとんど持ち上げられなかった、そして頭に乗せた。

ヘルメットは完全に彼女の頭をおおった。彼女はおかしく見えた。歩 兵は笑った。彼
グランツ

は泣くのを止めて、彼女の頭に乗ったヘルメットを持ち上げた。彼女はくすくす笑った。

「小さいあばずれが、彼女のカートに駆け寄ると歩 兵のために冷やしたコーラの瓶を
グランツ

奪って開け、座り、彼にそれを与えるために走り戻った。"私の記念品、あなた"と彼女は

言った。"海兵隊員最 高"」
ナンバーワン

「歩 兵は背後に寄りかかって再び笑うと、コーラが音を立てた。ベイビーさんは彼女
グランツ

のアイスボックスからチャイ・コン手榴弾を引き抜いて、ピンを引っ張ると、歩 兵の
グランツ

フラックジャケットの開いたフラップの下に押し込んで、音を立て終えたコーラを彼の裸

の胸に押し付けた」

「それから、歩 兵は見下ろした。思い出したか？ 彼のその表情を覚えているか？
グランツ

彼は見下ろして、それから歩 兵とベイビーさんは煙のボールに溶け、そして雑音が彼
グランツ

らをクソにした」

「知っているよ」と俺は言う。「覚えている」

D.A.は言う。「ジョーカー、がきが歩 兵を殺すために自分自身を吹き飛ばすような
グランツ

仕組みは明らかに間違っている。俺はグークを殺すためにベトナムに来たんであって、小

さなガキのためじゃない。小さなガキは、ほとんどが育つまでにグークになる。でも、元

気な赤ん坊たちも海兵隊員を嫌って完全武装で子宮から産まれてくるんだ。ジョーカー。

そして、俺は理由なんて知りはしない。俺たちは奴らの母乳に印刷された宣伝を止めさせ

られるか？ 俺はプロの戦闘員であろうと思っている。俺が小さなガキに殺されるなら、

どんな風に俺の軍務記録になるか確かめてみないか？ 威厳なんて無い。俺たちは何者だ、

ジョーカー？ 俺たちは歩 兵だ。俺たちは最高であるはずだ。俺たちは間違っている
グランツ

のか？」

俺は立ち上がる。「俺は、一部のくたばったグークを整理整頓しようとしたぜ」

ダディ D.A.は驚いて見上げる。「だが、お前は、まさに、どこかに行くことも、死ん

だグークを整理整頓することもできない。なあなあ。俺は自分自身を殺すよ」

俺は言う。「どんな弾丸が無くてもか？」

「俺はまさに実戦しているよ。俺は弾丸を得た」

俺は言う。「ＯＫ。そう、俺が何をすると思っているんだ？」

「あー、お前は、お前が知っていることを俺に話すことになって……くそ」

「ああ、ああ、例えば？」

ダディ D.A.は、それについて考える。「あー、お前が知っている、お前は言う。"生

きるのはいい"」

「生きるのはいい」

D.A.は言う。「いや、違うな」
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俺は言う。「お前は正しいよ。それは失望だ。人生はつまらない」

ダディ D.A.は次に何を言うべきか迷う。それから、「どうして、お前は俺がどのくら

い外したかを話そうとしないんだ？」

俺は頷き、それについて考える。「ああ、ＯＫ。D.A.、俺はお前を外さない。そして、

サンダー。多分、サンダーは、お前を決して好んではいないにせよ、多分、あいつもお前

を外さない。新米は、彼らがお前が何者かについて分かっている分にはお前を外さない。

ブラック・ジョン・ウェインもお前を外さないが、あいつは KIA 旅行代理店と一緒に片

道旅行に行っちまった。ただ、例え、ブラック・ジョン・ウェインが生きていても、あい

つは多分、シン・ロイ、タフなクソ、それについては悪かった、と本当に言うだろうな」

「そこだ」とダディ D.A.は頷く。「そこだ。気の毒な"その時間だ"」

彼は笑う。

俺は言う。「冷たいビールが欲しいか？」

「それはお前への最後の賛成だ」とダディ D.A.は晴れ晴れと見上げていった。「俺は、

確かに一つを使えた」

俺は言う。「お前が幾つかが退屈だと理解したとき、D.A.、お前は俺のために記念品

のでかい部品をくれるのさ」

俺は、ダディ D.A.をコネックスボックスに残して、俺自身の場所へ向かう。地平線の

空はピンクとパールブルーに染まっている。

ケ・サンの夜明け。日が突如真実となり、露はシェルターハーフと泥だらけのポンチョ

で建設されたテントのスラム街で光る。まだ立っている崩壊した掩蔽壕の際から、そして

人工洞窟の口から、堅いトカゲ男は、彼らの手から黒い金属の奇形のような武器を突き出

し、バギージャングル・ユーティリティとフラックジャケットで太り、彼らの切り株のよ

うな顎でやぶにらみに、冷たい朝の空に鉄製ヘルメットをかぶった頭を突き出す。彼ら

歩 兵、見窄らしい野戦海兵隊員は、赤い泥に足首まで埋めて身体を丸くし、自分たち
グランツ

の玉を掻き上げ、バーラップに包まれた小便チューブに向かって寝惚け眼で身体を傾け、

ケ・サン早足で素早く背中を丸めて歩く。

スカイ・トレイン・ヘリコプターは、榴弾砲を地面から持ち上げ、鉛色の空へ打ち付け

る。榴弾砲は、鋼のケーブルの端で巨大なおもちゃのようにぶら下がる。

俺は、俺の灰色の金属穴に這い潜り、眠ろうと試みる。

外では、工兵が穴を空けるような大声で怒鳴る。「爆破する！ 爆破する！」

ボン。

ボン。

鈍い強打する音は、敵の砲手が何ヶ月も夢精してきたことを行っている。彼らは滑走路

から穴を空けた鋼厚板の幾つかを根こそぎにして、トラックに積み込んでいる。彼らは焼

却処分をするために火炎放射器を使っている。大半の連中がガスマスクをしなければなら

ないくらい多くが燃えている。疲れた歩 兵の労働団体がＥツールとマシェットで土嚢
グランツ

を叩いている間、整備工兵はＣ－４の塊で最後の掩蔽壕を爆破している。ブルドーザーが

唸りを上げて、何トンもの赤い泥の下に残ったあらゆるゴミを埋めていく。

俺は暗闇を待つために隠れてボールのように丸くなる。俺は目を閉じて、夢を見ようと
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試みる。もし、俺がファントムブルーパーと一つのことで共に行こうとするなら、俺は美

容のための睡眠を必要とする。

俺たちがケ・サンを離れる前に俺がファントムブルーパーを殺さなければ、奴は永遠に

生きる。

時に俺の夢はあまりに騒がしく、時に俺の夢はあまりにも静かで、時に俺は俺の心の中

で進む破片の音を聞くことができる。

お前は、クーンスキン・キャップを覚えているか？ お前は正しいことを確実に、そし

て進め。「お前の母親はデービー・クロケット靴下を買い、お前は大きな黄色のバスで学

校へ向かい、そしてお前は歌った。「野蛮な開拓地の王」

お前が、自分の手をかぎ爪にして暗がりで懐中電灯を持ってベッドルームの天井に影の

怪物を最後に作ったのはいつだ？

お前が、オールド・メイドとジョグ・ローラー・マーブル、そして堅いキャンディ、そ

して、お前のレッド・ライダー BB 銃と、自転車車輪の野球カードと壁に作った虹の壁、

そして、一軒一軒、花の種を売る方法を行ったのを思い出すか？

アネット・フニセロが、いつ可愛い十二歳のマウスケッターの全ての子供と雨の後のト

ウモロコシ畑で矢じり探しをしたか、どのように列車の車掌に合図するために彼らのエア

ホーンとウィスコンシン州ラシーンのジョン・スミス社を吹き鳴らしたか覚えているか、

そして、ポスト・トースティーズにおける"景品"と、どのように父とピックアップトラッ

クに乗っている間、腕をまっすぐ外側に向けたままにして電柱で切断する力を持つことを

求め（慎重にあなたの刃を弱らせるかもしれない金属印を避け）、高校に来た男を覚え、

そして、空気と共にアフリカの断片を作り、キリンの風船を作った男を覚えているか？

モンスーンの雨は激しく降り、そして、冷たく、そして新米はインディアンブラケット

のように彼の肩にポンチョライナーを巻き付けて警備掩蔽壕だった穴にしゃがみ、俺が手

榴弾学校を通じて押し付けた歩哨任務で眠りに落ちようとしている。

標準時を切り、新米は前方に頷き、僅かに自分自身の眠る時間を引き、それから頭を引

き上げ、目を見開き、周囲を見回す。

二分と経たずに新米の芽は切れ込みのように細くなり、頭は再び前に頷く。お前が歩哨

任務についているとき、睡眠は世界で最も価値あるものだ。

地獄の鉄の扉と同じように黒い夜を覗き込み、俺は鉄条網の中に潜り、居眠りする新米

を残して滑っていく。

俺は鉄条網の杭に据えられた人間の骸骨ソーリー・チャーリーに敬礼する。ナパームで

黒くなった骸骨はフェルトのミッキーマウス帽をかぶっている。

くたびれた古いステットソンを頭にかぶり、そして M-79グレネードランチャーで武装

し、背中のキッド・フロム・ブルックリンのプリック25野外無線機を除けば裸で、俺は血

塗れの地面と次期原子の闇を横切り、非武装地帯へ素早く進む。

アメリカ政府が、戦史におけるあらゆる場所より多くの爆弾と砲弾の標的となったケ・

サンを守るために核兵器を使うことについて議論していたと上級将校は言う。平均して爆
ブ ラ ス

撃機は五分おきにケ・サンの二マイル以内に爆撃任務のために飛び、日に平均五千発の爆
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弾を投下した。

広島の原爆六個分より多くの火力によって吹き飛ばされた不毛な赤い土地から、地上の

霧のドラゴンが俺を飲み込むために立ち上る。巨大な爆撃クレーターは地面にあばたを作

っている。俺が砲弾痕にはまれは、俺は首を折るか、溺れる。

俺の素足が泥を吸い、怪物が追っているとき、悪夢では常に行う方法の下で俺は遅れる。

泥を吸うことは戸惑うことにやかましい。

北に照明弾が打ち上がった。俺はしゃがんで動かない。夜間待ち伏せに関して誰かが初

期にやってくる。連中には負傷者がいるに違いない。

非武装地帯まで、静かに、カエルも黙るように静かになるまで俺は待つ。それから、俺

は背中を丸め、そして暗闇のあらゆる断片には卑劣で醜い何かを持って、鉄の歯を持つ亡

霊たちがあらゆる影に満ちて潜んでいるが、俺は気にしない。

ほぼ北、ドン・トリ山脈の黒く緑の静けさの中、俺が彼の元を去ったジャングルの名前

もない小さな場所でカウボーイは死んでいる。カウボーイは脳を貫いた弾丸で死んだ。

ドク J、アリス、パーカー、そして新米も繋がってそこにいる。彼らは今、あのどこか

全て、場所ではなく格子座標で死に、今は虎によってばらばらにされ蟻に食われ、ばらば

らになった骨の人間。俺は虎と蟻に耐え望む。俺は俺の友人を望む。

ファントムブルーパーは笑う。

俺は立ち止まって聞く。ファントムブルーパーは再び笑う。

防衛線の戦線に立っている歩 兵は、ブルーパーを耳にして貼り付く。叫び声と動き
グランツ

がある。十秒で、この A-O 全てに照明弾が打ち上がりそうだ。

俺は、俺が誰かのお気に入りの視覚映像になりそうだと自分に語る感覚がある。

ファントムブルーパーは話し始めるが、俺は、ファントムブルーパーは状況の把握が物

凄く正確なので、もし俺たちが奴の話を聞けば完全にひどく狂ったようになるので、防衛

線にいる歩 兵が彼の話を聞けないことを望む。
グランツ

動物のように俺の耳を使い、俺はファントムブルーパーに忍び寄る。俺の耳は、音をそ

れぞれの点で拾う。

バン。M-79グレネードは、俺の前で地面の、かなりの量を持ち上げ、俺に泥と破片を

浴びせかける。

暗い影は踊り、モンスターへと変わると、より大きく、より暗い影がそれらを飲み込む。

誰かの悲鳴が俺の耳に入ってくる。「もっと照明を！ もっと照明だ！ くそったれ！

もっと明かりだ！」

海兵隊における地雷探知機とは、目を閉じて、足を踏み出し、周辺で感じることを意味

する。俺は、爪先で地雷を確かめ、正確に計画された戦闘戦術を立てるグループを収容し

ている脳で白日夢を見る。

俺が、どのように英雄たり得るかという白日夢が俺の精神の中で映画のように始まる。

『俺は、ファントムブルーパーにタフに話し、議論し、そして、俺がとても滑稽なのでフ

ァントムブルーパーが耳を傾け、とても賢い俺は、ファントムブルーパーの複雑な哲学的

質問に関して挑み続けた。実際、ファントムブルーパーが太陽が昇ったと気づけないよう

に議論に勝つと固く決意している。
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雲の無い青い空から、戦術航空待機中の四機の第1海兵航空群の F-4カモフラージュペ

イント・ファントム戦闘爆撃機が低空爆撃のために滑り込み、燃料庫に照準し、撃鉄を起

こし、命中させた。俺の白日夢において俺は、キッド・フロム・ブルックリンの野外無線

機で数字の魔法の秘密公式を話す。俺は言う。

「こちらの煙を目標に、残り全てを投下せよ」

アフターバーナーを噴かして優雅に傾いて旋回した俺の白日夢ファントム爆撃機の尾部

から炎が噴き出す。海兵パイロットはファントムブルーパーに唯一、本物のアメリカの芸

術形式、外科的航空強襲を味合わせるために航空機と恵みのバレエを演じてみせる。

白日夢銀製ナパーム弾と白日夢黒色爆弾は、航空機から投下される。極めて小さなパッ

ケージの地獄。ナパーム弾は、一度に二個転げ落ち、最後の最後に浮き上がり、陽光で輝

き、幾つかを欲し、幾つかを得るスネークアイとナパームの X の黒い点の一組を追う。

空は解放され、太陽の断片は逃走し、地球の真空の空間を通って落ちてくると、太陽の

断片は地球に命中し、回転する炎と鈍い爆発音で崩壊している苦痛の世界、非武装地帯全

体に神聖な黄金の炎を撒き散らす。

オレンジと黒の炎の球の激しい怒りの中で、空気の全てが、力ずくで俺たちの灰から吸

い出され、続く赤い瞬間に俺たちの身体は骨まで焼かれ、俺たちは赤と黒の白日の悪夢の

中に永遠に囚われたカリカリに焼けた二つの無名の生き物になる恐ろしい死に方をする』

しかし、それは唯一の白日夢。

一時、俺は太陽の断片の中に囚われ、そして、ファントムブルーパーと俺は燃えるベト

ナムで生きるための仕返しを受け、そして、四人の海兵パイロットは無線で、「アー、了

解した。二つの航 空 に よ る 死、K.B.A を確認した」
キルド・バイ・エア

そして、次の瞬間、俺の美しく、幸せな白日夢は終わり、急に現実世界へ戻される。そ

れは闇、俺は冷たく、そして雨に濡れる。

爆撃されて裸にされた荒れ地の暗がりでしゃがむ。俺は泥だらけで破片が突き刺さって

いる。そして、俺の両足は、クソによって全てが切れている。

81マイク・マイク迫撃砲班から照明弾が一発、強い弧を描いてシューッと打ち上がり、
ミ リ メ ー ト ル

ポンと弾け、燃え上がってきつい白色光をフットボールフィールドに注ぎ落とす。

俺が呼吸している空気は弾丸へと変じ、赤いネオンの怒りの光点は俺の両目を見付けよ

うと試みる。俺は新米が眠り、擲弾手が笑ったときに起こされ、彼自身の影を撃つのに十

分に怯えさせ、俺に破片手榴弾を使うか、砲撃を要請するよう命じたのを思い出すことな

く60を動かし始めたのを知っている。

新米オーウェンズ二等兵は、まさに怒りに任せて発砲した。彼はもう新米ではない。

俺は、足音を聞く。

熱い大ハンマーが俺を打って、俺を打ちのめす。俺は起きようと試みる。俺の口は瞬く

間にカラカラになり、胃が酸っぱくなる。呼吸することもできない。俺は撃たれた。あの

忌々しい新米が俺を撃ち、俺は彼に何か言おうと試みる。

「お前は、今、スイートピーの壊れた箱の中にいる」

しかし、現れる全ては咳だった。

俺は肘で俺自身を起き上がらせると、片腕で M-79を構え、そして撃つ、新米の知らな

い広大な目標へ、ブループ。沈黙があり、それから新米の一帯がスローモーションで完全
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にばらばらになる。遅れて破片の鈍く数える旋律。

防衛線一帯が銃撃を行う。曳光弾が闇を探る。

俺は、多分、俺が死んでいると思うだろう。

冷たい手が俺の足首をつかむ。俺は蹴る。俺は手から離れようと蹴りつけるが、奴らは

あまりにも強かった。野外無線機は俺の背中の根にひっかかって外される。ジャングルの

方へ俺は引きずられている。

意識を保つのに苦労しながら、俺はファントムブルーパーとタフな話を試みる。俺はフ

ァントムブルーパーの黒い骨の顔を見る。

俺の頭が岩の上にぶつかり、俺は M-79を落とす。

俺の心が赤と黒の河で溺れる間、ファントムブルーパーは侵入できない熱帯雨林の下、

数百フィートを湿った沈黙の壁に永遠に詰め込もうと胎児のようにワイヤーを巻き付け、

生きたまま俺をベトコン・トンネルに葬るためにジャングルの中に俺の身体を引きずって

いく。

俺はジャングルの湿った黒い悪臭を感じ、そして、俺は、いい加減に、これが死にかけ

ていて、それは公平ではなく、何も意味しないと考える。

突然、寒さと固体が合わさった闇が来る。

俺は浮いた光を見る。しかし、俺は合衆国歩 兵、そして俺は俺が見ている物がそこ
グランツ

で死んだ何匹かの動物の腐敗した死骸がジャングルの底の痕跡が燐光性の偽物の輝きだと

知っている。

偽物の明かりが輝くと、俺はどこかを撃たれたかを見ることができる。狂人がアイスピ

ックで巧みに貫いた後の俺の裸の肩は鞍革の古い断片のように見える。肌は硬く、渇き、

黄褐色できつく伸びていた。アイスピック痕の中心は痛烈に赤く、湿った一つの大きな穴

になっている。

俺の目の焦点が合うと、小さな穴が幾つか空いた底が深く沈んだ堅い茶色の卵を見るこ

とができる。俺の肩は熱く、むずがゆい。俺は、もうそれに我慢できなくなる。俺は激し

く掻きむしり、汚れた指の爪でもろい肉を深く掘り、ベトコン虫によって俺の皮膚の下に

作られたトンネル・システムをさらけだす。

ウジが穴から現れる。卵と同じくらい肉の白いウジは穴から這い出る。光る茶色の頭を

した目が見えない虫は、俺の皮膚の細い黄色の皮膚の下に隠れる。ウジは、奴らが建設し

たトンネルを通って、俺の皮膚から這い出る。ウジは何百と無く穴から溢れ出、そして激

しくうごめく。

ジャングルが夜間カーニバルと同じくらい照らされるまで、ジャングルはより明るく、

より明るく、それからより輝き、更に輝いていく。あらゆる木の幹と、あらゆる植物、そ

してあらゆる葉の多い蔓は奇妙な黄緑色の燐光を発し始める。

明るさと共に、エレファント草と蔓草とそれぞれの葉と節くれ立ったジャングルのトリ

プルキャノピーの屋根さえ輝く。俺の周囲全てが完全に不思議な緑一杯の生きたジャング

ル植物で、俺はめくるめく温もりの緑の光りに包まれ、そして、どこで俺が見ようと 俺

は彼らの中の強烈に深い明かりとともにジャングルの蔓と古い木を見、そして俺はグリー

ン・ライトの世界の催眠的な魅力に降伏し、ファントムブルーパーはより深く深く、俺を
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緑のネオンの竹の美しく広大な森へと引きずり込む。

ファントムブルーパーは笑う。

俺も笑う。


