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チャーリーとの旅

あまりに長くドラゴンと戦う男は、彼自身ドラゴンになる。-ニーチェ

一つの罪だけがあり、それは臆病である。-ニーチェ

ベトコンの校舎は、手製の黄色い煉瓦の広々とした建物で、タヒチのパラダイスにある

日当たりのいいリゾート地の別荘のように見える。屋根は赤いタイル張り。小さな中庭が

脇の方にあり、フランスの植民地省の人間が、キャンバス屋根の下、そこで座り、ファン

シーな飲み物を飲み、冗談を言い合った。

今日、中庭は葦の睡眠マットに陣取って笑っている子供たちで溢れていて、それはきれ

いに掃かれた教室の空間に沿って完全に整列した彼らの列は広がっている。教室の空間は

紫のブーゲンビリアによって覆われた壁に面し、ココナッツ椰子に隔てられている。

キー・チ・ソンと俺は煉瓦を積み上げる。ソンはラオス国境近く、ケ・サンの西のどこ

かにあるベトコン村ホア・ビンのベトコン教師だ。ソンと俺は中庭を囲む漆喰の壁にある

砲弾による大きな穴を修理するために夜明けに起きた。

ロックパイルとキャンプ・キャロルの敵の大砲は、一日二十四時間、砲撃任務を機械的

に行う。毎週、三、四度、大口径の砲弾が、バード・ドック観測機かフォース・リーコン

の進入による前線観測によって正確な位置を示されたベトコン陣地に向かう途中に俺たち

の村を飛び越えて命中する。百発の内、一発は不発弾になる。五十発の内、一つの砲弾が

距離が足りない。時には占領地域にいるベトナム市民が距離不足の砲弾で殺される。時に、

敵陣地の上に落ちた距離が足りない砲弾はアメリカ人の海兵隊員を殺す。この距離の足り

ない砲弾が、俺たちの壁に大穴を空けた。

ソンは、壁の反対側に立ってセメントを混ぜ、俺はもう一つの壊れたレンガを復活させ

る。レンガは、重く、内側は赤く、まだ夜の冷たさがある。それは壊れて、しばしば塗り

直されている。

セメントの層を広げた後で、ソンは、彼女の木のコテを置いて俺がレンガを置くのを助

ける。ソンは、僅かなセメントも彼女のドレスを汚さないように注意している。彼女は、

彼女には大きな大きな黄色の菊の付いた手縫いの黒い絹のアオザイを着ている。ソンは、

真っ黒の目、高い頬骨、黒いまつげ、完璧な白い歯、そして輝く黒髪を持っている。彼女

の髪は、彼女の背中の腰までかかっている。

ソンは、俺を見て微笑む。「バオ・チ、私の兄弟、あなたは革命の熱意も無いのに、こ

の壁を直すのね」

俺は肩をすくめる。「嫌な夜さ」

「バオ・チ。私は、あなたがアラバマの故郷の村をとても失っていると思うの」

俺は、別なレンガを拾う。

「そうだな」と俺は言う。眠ることのできない理由がそうであるように美しい女性と話す
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ことができなくなるばかりか、一年以上、戦争捕虜であっても、ベトコン食料を分け前以

上に消費しても、時にはハーシースクウィーツを飲み下す。「たまに俺は眠れる。俺は、

川に降りて一晩中座り込んで、俺の家族について考える」

「もう一度、ブラック・ライフルたちと共に戦う気？」

俺は、レンガを軽く叩いて落ち着くのを待つ。

「俺は、人民と戦うことはできない。もういやだ」と俺は嘘を吐く。「この村が今の俺の

家だ」

ソンは微笑む。「あなたは、今日は大きな生徒さんなのね？」

俺は言う。「そうだ。我が姉妹」

俺は、ソンと壁を飛び越して、中庭の生徒たちの中に加わる。子供たち全員がマットの

適当な場所で、おしゃべりして遊んでいる。ソンと俺は、本を抱えて校舎に行くと、子供

がふざけるのと、くすくす笑うことを止めさせて、小さな兵士のように静かにまっすぐ座

った。

俺が、ノートと鉛筆を壁に隠すために校舎に戻る間、ソンと先生のお気に入りの少女リ

・シは本を配る。壁の上の方にはホー・チ・ミンの写真額と旗を吊す。旗は、半分赤で、

半分青、中心に大きな黄色の星。

俺が、ノートと鉛筆を生徒たちに配ると、一人の少女が彼女の目で俺をこわごわと見詰

めると泣き出す。少女を守るためにソンが駆け寄る。ソンは、少女を抱きしめ、彼女の涙

を拭いてキスをする。

この少女は、占領地域から来たもう一人の難民と学校に来て間もない。ベトナムの母は、

子供に語る。

「好い児にしないとブラック・ライフルに連れて行かれるよ」

ブラック・ライフル-長い鼻の白い外国人の海兵隊員-は俺のようだ。

ソンが、女の子を慰め、穏やかに彼女と話した後、少女はしゃがんで無言のまま悲しい

目で俺を見る。俺は、彼女が怖がることを望んでいないので彼女におかしな顔をしてみせ、

彼女を笑わせようとしてみる。

ソンは英語でクラスに言う。「この人は、私たちの友人です。あなたたちは覚えていま

すか？ 彼の名前はバオ・チです。彼が、なぜ、ここにいるのか？ 誰か答えを知ってい

ますか？」

一人の男の子が手を挙げる。彼は、クラス全員を微笑ませる道化だ。彼の頭は 神の小

さな房を残してきれいに剃り上げられている。彼の挙げた手には、その翼に赤い星の付い

たミグの小さなアルミニウム製飛行機が握られている。

ソンは言う。「はい、トラン」

トランは、ソンではなくクラスへ振り向いて話す。

「バオ・チは、僕たちに大きなアメリカ州の英語を話すように命じられています」

彼は、彼自身の最高の観衆へ笑いかける。

ソンは、頷いて微笑む。「バオ・チは私たちが良い英語を話すのを助けてくれます」

ソンは手を挙げて、クラス全体が同時に続いて繰り返す。「バオ・チは私たちが良い英
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語を話すのを助けてくれます」

ソンは言う。「金色の肌の人民の祖国では、二千万人のベトナム人が暮らしています。

十パーセントは自由のために戦って殺されました。私たちの家族と隣人の内、二百万人が

死んでいます。アメリカでは二億人のアメリカ人が暮らしています。アメリカ国民の十パ

ーセントが解放軍の勇敢な戦士たちによって殺されると何人のアメリカ人が死にます

か？」

おさげの少女が、彼女の手を挙げる。少女は、丸々とした頬で、乳歯の二つが抜けてい

る。

ソンは言う。「はい、リ・シ。あなたは答えを知っていますか？」

リ・シは赤くなる。

「二千万人のアメリカ人が死にます」

と彼女は言う。それからベトナム語で、

「私は私たちの人民を誇りに思います」

ソンは言う。「ありがとう、リ・シ。その時、その戦いで勇敢な前線戦士はアメリカ帝

国主義者と彼らに雇われた傀儡陸軍兵士を破りました。八百人の敵が死にました。殺され

た敵の四分の一は雇われた傀儡陸軍兵士で、残りがアメリカ帝国主義者でした。何人のア

メリカ帝国主義者が戦争で死にましたか？」

手が一本挙がる

ソンは言う。「リ・シ」

リ・シは言う。「六百人の帝国主義者が死にました」

ソンは笑う。「あなたは今日はとてもいいわ。リ・シ」

リ・シはくすくす笑う。赤くなって彼女は言う。「はい、そうです」

授業の後、ソンは服を着替え、俺たちはクラスを水田に連れて行く。皆は収穫の手伝い

に取り掛かる。

俺たちは、村で一日中、太陽の熱いハンマーの下、村の男女と子供で稲を刈った。

稲を刈る長い日々の終わりに、ソンと俺は水田の畦道に沿って裸足で走り、鬼ごっこを

する。村を通るそれらの毎日の散歩において祖先の魂が用いることができるような経路で、

俺たちが黄昏の前に家へ帰ることが重要だ。

俺たちは、泥のプールの中で転げ回っている水牛を追い越して走る。水牛は実に楽しん

でいる。

俺たちは、脱穀の音を聞く。俺たちは女性が、バケツで汲んだ井戸水で赤ちゃんを入浴

させているのを見る。俺たちが通っていると、男の子が草葺き屋根の戸口から泥の穴に用

を足す。

村の人々が野外から戻ってくると、太陽が森の背後でオレンジ色のシミをつける。川で

釣りをする男女が、水から彼らのボートを引き上げている。ボートの間では、黒い網が砂

の上に投げられている。

川岸は、高いココナッツ椰子と竹の木立、そして僅かなパラミツの木、そしてゴウシュ
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ウアオギリの茂みが立ち並んでいる。椰子の葉は、風によって突かれ、お互いを柔らかに

擦る。

年配の女性が川に入って、茶色の水に膝まで浸かって洗濯物を、部分的に水中の洗濯岩

に叩き付けて、速い流れですすいでいる。

自由地帯での生活。村の中央では、一ダースの小さな黒毛の豚がブーブーと巨大なバナ

ナの根を前足で叩いている。村の唯一の機械は、バナナの木の幹に釘付けにされている。

古いフランス製装甲車の錆びた残骸。

村には、電気も、広告板も、配管も、電柱も、レストランも、氷も、アイスクリームも、

テレビも、高速道路も、ピックアップトラックも、冷凍ピザもない。

村の藁葺き小屋は、巨大な四角い工場のような土壌から適切に成長するように自然に、

茶色と緑の景色に融合している。

俺が一年以上前、村に最初に来たとき、俺は俺自身に言った。「これらはインディアン

特別保留区じゃない。このベトコン人民は、海兵隊員として俺が見たベトナム人のような

アジアの突然変異ではなく、それらの哀れで、クローン文化と自尊心の感傷的な人々では

なく、貪欲で堕落したティファナのメキシコ人のようにみすぼらしい乞食と売春婦ではな

い。それらのベトコン人民は、全く違っている。彼らは、誇り高く、紳士的で、大胆不敵、

冷酷で、そして非常に礼儀正しい」

俺が、その最初の日に目覚めたとき、俺はコーラのガラス瓶より分厚い眼鏡をして、片

手に刀を持ち、他人を竹串の束で激しく打ち据える出っ歯の日本軍将校を期待していた。

しかし、誰も俺の指の爪に竹串を押し込もうとはしなかった。

ソンが説明したように、「私たちは拷問はしません。私たちは批判します」

飢餓レベルの貧困の世紀と終わりのない戦争で、ベトナムの苦さ、或いは慈悲の無さが

作られたのではない。

一年前に俺は、ウッドカッターの藁葺き小屋の窓の外に顔を出して、小さな少年兵が竹

製の銃で木の枝から吊された竹の飛行機を撃ち落とそうとしているのを見た。

「バト、オン、マイ！ バト、オン、マイ！」と子供が繰り返していた。「彼らはアメリ

カ人を捕らえた！」

勿論、当時の俺はごちゃ混ぜのベトナム語を話すことができる程度だったので、俺は彼

らの格言"異教徒を燃やせ！"のようなものだと思った。

ソンが睡眠用マットに俺を押し戻し、俺の汗まみれで湿った顔を拭いたとき、

「バオ・チ、バオ・チ、バオ・チ！」

とうっかり口にしていた。そして、俺は付け加えた。

「私は、ジョン・ウェインではない。私は直ちにクッキーを食べる！」

海兵隊は、俺を海兵隊戦闘報道員としてベトナムへ送った。俺は以前フエ市で職業軍人

の少佐を怒らせて、俺自身を歩 兵に貶めた。報道員は、バオ・チ・パッチをジャング
グランツ

ル・ユーティリティジャケットにつけていて、俺たちが捕まったとき、俺たちは、"

新聞記者"と叫ぼうといつも言っていた。それなら、NVA グークは、俺たちがニューヨー
バ オ ・ チ

ク市から来た大物新聞記者と思って俺たちの後頭部は撃たないだろう、と。
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もっとも、ウッドカッターは、ある寒い黒い夜、村から一マイルの川岸で意識不明で見

付けた俺を背中に背負って家まで運んだので、ウッドカッターは一年以上前から俺が何者

か分かっている訳だが。

誰も、俺がどうして川岸の側に来たかは知らない。

一年以上の間、ウッドカッターは俺を研究していた。一年以上の間、ベトコンは俺を彼

らの目的に転向させようと試みていた。一年以上の間、俺は俺が変わっていると偽ってい

た。

最初の数ヶ月の間、俺は精神分裂症の大きな白いゾンビとして話した。俺は歩くことが

できたが、話すことはできなかった。彼らは俺に鉄の足枷をはめた。ホー・チ・ミントレ

イルに沿ってくる北ベトナム軍兵士へ米の残りを配布する間、俺は外へ出ることができた。

俺たちの米を運ぶ再供給の細部要員の大部分が子供たちだった。子供たちは全員が編んだ

竹から作った厚いフラックベストを着ていた。ファントムがやってきて、スネークアイと

ナパームを落とし、俺は子供が死ぬのを見た。

俺は、その日、未熟な止血帯とボーイスカウトの応急手当で、多くの子供を救った。

子供の一人は、ウッドカッターの養子ジョニー・ビー・クールだった。

その後、ウッドカッターは俺の足から鉄を外した。彼は村議会の前で俺が村から逃げよ

うとすれば、彼が俺を捜し出し、俺を連れ戻すと彼の言葉で主張した。実は俺自身のため

にも良かった。ジャングルでは、武器も食料もなければ死ぬだけだ。

ウッドカッターは、効果を狙って目標を銃撃する。ベトコンが十分に信じて、俺が戦闘

任務に同行することを許すまで、俺は決してホア・ビンからは逃げない。そのときまで、

俺は根気よく待たなければならず、本物の造反者であるふりをしなければ、彼らはハノイ

・ヒルトンの掃除道具入れに迷わず俺のやせこけたケツを押し込む。俺がこれらの人民か

ら何かを学んだとすれば、それは忍耐力だ。俺の転向が段階的に、そして本物と見せなけ

ればならないので脱走は時間がかかる。

愚か者は、この村にはいない。

ウッドカッターの藁葺き小屋の壁は、竹の薄板を垂直にして適度な状態に保つように編

まれたマットだ。屋根は、裂けた椰子の葉の草葺き。床は踏み固められた大地。

ソンと俺は、ウッドカッターの藁葺き小屋に入り、空は黒い山脈の背後で紫色に染まる。

虹色のコンゴウインコが影でノイズをたてて喚いている。空気は、熱帯性ジャングルの湿

った土の臭いと夜蘭で甘美だ。

ソンが陶器の水差しで手を洗う間に、俺は俺の顎と同じくらい高く積み重ねた大量の薪

を割って戻ってくる。

俺は腕を曲げてウッドカッターの二つの大事な薪を邪魔しないように注意して積み上げ

る。薪の両方の部分は、十分、普通に見えるがくりぬかれている。一つにはスウェーディ

ッシュ K サブマシンガン。しかし、弾薬は無い。俺はウッドカッターの弾薬の隠し場所

は見付けることができなかった。二番目の特別な薪の部分には、プラスチックで包んだ古
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いプレイボーイ誌が入っている。

俺が炉床に薪を降ろし、ソンは、暖炉の上の黒いヤカンに布袋から米を注いでいる。

米が煮える間、ソンはお茶を煎れる。俺は彼女を見る。俺は毎日彼女を見る。ソンがお

茶を煎れるのを見ると俺は落ち着きを感じる。

ワイヤーハンドルのぼろぼろの中国製ティーポットでお茶が沸く。

ソンと俺は、灯油ランタンの薄暗い黄色の明かりの中、共に寄り添う。ソンは

FREEDOM HILL USO LIBRARY とステンシルが刷られたぼろぼろの本を声に出して読む。

本は、アーネスト・ヘミングウェイの"老人と海"だ。ソンはゆっくりと慎重に読む。彼女

が単語の発音を間違ったとき、俺は彼女を止めて単語を言う。彼女は俺に単語を繰り返し

て読み続ける。

ソンは、俺より二三歳年上で、とても賢い。彼女は、フエの大学と、フランスはパリの

ソルボンヌ大学の卒業生で、そこではウッドカッターがフランスの囚人だったときのよう

に虎が鉄の檻で見せ物にされていた。彼女は、偉大なベトコンの英雄で西部地区の司令官

タイガーアイによってパリの学校へ行くよう命じられた。ソルボンヌ大学の彼女の学費は、

国民解放戦線によって支払われていた。

俺が最初に村に来たとき、ソンの英語は十分だったが、アクセントはフランス的だった。

今の彼女の英語は更に良くなっているのだが、彼女のアクセントは純粋なアラバマ白人貧

困層訛りだ。

フ・バイの海兵隊基地の酒場の給仕として働いている間に、ソンはごちゃまぜの英語を

学んだ。日中、彼女は洗濯物を洗った。夜は、性欲盛んな十代の殺し屋たちと掩蔽壕で体

を売って乱交をしていた。彼女は同様にベトコン情報部隊の将校でもあった。古参海兵隊

員の冗談の落ちとして女性は三つの仕事を続けていた。

ベトナムの文化と共産党の教義は、清教徒がパーティ狂いのように見えるくらい、この

村の人民を厳格にしている。格言がある。

"清純さには金貨千枚の価値がある"

村の誰もが、村の自警団の副官が彼女の身内を守るために売春婦として働いたことを知

っていて、全ての村人にとってソンは処女のままだ。

ソンは、俺にお茶を飲むように合図する。俺は頷くが飲みはしない。俺は彼女が二度目

に勧めるのを待つ。彼女は再び合図する。今度は、俺は俺のカップを手にして飲む。ソン

は微笑み、最期に俺が多少は行儀を心得ていることを喜ぶ。

これが一日で俺のお気に入りの部分だ。ソンは俺の隣に座り、象牙の櫛-彼女の母親の唯

一の形見で微かに光る黒髪をすく。「私は、私の兄弟、バオ・チ、バオ・チ・アン、学校

をとても誇りに思う。私が子供の時、私たちの学校は山脈の高い森の中だったわ。私たち

は兵士だった。私たちには本さえ無かったの」

「あんたは兵士じゃなくて先生であることに満足しないとな」と俺は言う。「兵士は破壊

し、先生は築く」

ソンは、驚いて俺を見る。「でも、バオ・チ、私は学校の兵士よ。剣は私の子供。銃は

私の夫。私は人生の全てをかけても、私たちが人民を救って、侵略者を追い払うまで銃を
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手放すことは無いわ。サイゴンの傀儡たちは、私たちを有刺鉄線の町に入れて、私たちを

乞食にしたいの。私たちはレジスタンスとして戦い、血の門を潜って歩く方を選ぶわ。私

たちは働くことができ、自由で、尊厳を持つことができる土地に止まるために戦うの。私

は私の身内の尊厳のために永遠に戦うわ」

ソンは、ヘミングウェイの本を拾う。「ギア・フォン、解放まで子供たちは本でジャン

グルの虎のように強く美しく、しっかりとしなければならない。未来の世代は未来へ飛び

込む大きな翼を与えられなければいけないの」

ソンは、彼女の黒いまつげに涙を煌めかせて俺を見上げる。「バオ・チ、私はあなたか

ら彼らを引き離して奪うことによって、あなたの家族を戦争で殺したのを残念に思ってい

るわ」

俺は何を言うべきか分からない。

「私の最初の記憶は」とソンは言う。「私の母が、微笑みかけてから、ライフルをココナ

ッツの木に立てかけているところ。おじは私の母がフランス軍兵士を待ち伏せする前に闇

の中で私に授乳していたと言っていたわ。ある夜、彼女は彼らに殺されたの」

ソンは手を伸ばして俺の手を取る。「私が八歳の時、鋼のカラスが現れたわ。地面が上

下に跳ねて、父と私の弟チャンが殺されたわ。私は、私の家族をとても誇りに思うの」

ソンは俺の目を見ると、激しい強さで俺の手にしがみつく。彼女は言う。「私たちは川

の対岸に立っていて、私たちの涙は、バオ・チと混ざり合うの、我が兄弟、でも、あなた

はあなたが一人でいるとは思ってはいけないわ。私たちは、今、あなたの家族なのだか

ら」と彼女は彼女の涙を通して微笑む。「地獄で、彼らの口へ米を運ぶには、あまりにも

長い六フィートの箸に鎖で両手を繋がれた彼らは飢える。天国も同じこと、人々はお互い

を育てあうの」

俺が最初のホア・ビンに来たとき、俺はソンを、"魚の息"と呼んだ。彼女は、俺を、"

腹ぺこ要塞"と言う意味で、"ヴァト・ライ"と呼んだ。

俺は素早くソンの額にキスをして、背を向ける。

「ありがとう」と俺は言う。それから俺はベトナム語で言う。「君は、ここで俺の人生を

救ってくれた。俺は、ここに来たとき、瀕死の人間だった。精神は戦争で強くなり、肉体

は勇気以外の何者でもない。君は、俺に対してとても寛容だった」

ソンの声は彼女が言うとき、明るかった。「それからあなたはあなたの悪路へ去ってい

くの、我が兄弟？」

俺は言う。「そうだよ、我が姉妹」

ソンは、俺の頬にキスをして立ち上がり、彼女の睡眠マットのある部屋の反対側へ行く。

彼女は座り、彼女の小さなアンティークタイプライターからオイルクロスを外して、神の

灰色のシートを挿入する。彼女は、彼女のベトコン戦争小説をフランス語で打ち、そして、

彼女はそれを、"太陽のない昼、炎の無い夜"と呼んでいる。

俺は黙って彼女を見る。数分後に彼女はタイピングを止めて、俺に微笑む。「いつの日

か、バオ・チ、私たちの心臓は爆発するように燃え上がって、私たちはジャングルの虎の

ように強く美しくなるわ。それから、一緒に、私たちは宣伝の巨大なドラムを叩くの。私
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たちは、ホワイトハウスの真鍮と鉄を振るわ」

靴磨きキットを運んで、ジョニー・ビー・クールが入ってくるが、彼は不機嫌だ。ジョ

ニー・ビー・クールは、約十歳、歩き方と話し方は混血の彼の年齢の割には痩せて背が高

く、混血の黒人の子供としての歩き方と話し方、そして追放された王子のような素振りを

する。

ジョニー・ビー・クールは、俺たちに挨拶しないで、直接、藁葺き小屋の彼の場所へ行

くと、彼の睡眠マットで横になる。一部屋しかない藁葺き小屋においてプライバシーは貴

重なので、ソンと俺はジョニー・ビー・クールに質問しない。ソンは彼女の小説をタイプ

し、俺は彼女の仕事を見る。

ドスンと言う鈍い音が薪の山の裏で起きる。俺たちは、ウッドカッターが彼の背中から

彼のハーネスを外して割った木の半トンのようなものを落とした音しかないと知っている。

俺たちは、俺、ソン、そして、ジョニー・ビー・クールと部屋の中央に一列に並ぶ。

ウッドカッターが入ってくると俺たちはお辞儀をする。

黙ってウッドカッターはお辞儀をする。それから、彼は斧、ライフル、そして竹の杖を

暖炉に立て掛けて座り、夕食を待つ。ウッドカッターは、頭に巻いた黒のターバン、白い

あごひげの束、両目は煌めき、そしてステンレスの背骨を持つ妙に小さな老人だ。

「オン、アン、コン、チャ(食事は摂ったか？）」とウッドカッターは毎日行う質問をする。

「いいえ、敬愛するおじさん」と彼女が毎日言うようにソンは言う。「もちろんまだよ」

ジョニー・ビー・クールが最初にテーブルにつく。食べ物は人生におけるあらゆる問題

への彼の解答だ。

磨かれた竹製の欧風テーブルの竹ベンチの上にウッドカッターと俺は座る。

ソンは、米と大きな赤いエビを煮た夕食を皿に盛る。彼女は、俺にティーポットを渡し、

俺は熱い緑茶を竹のカップに注ぐ。

ソンが座った後、ウッドカッターは彼の頭を下げて言う。「カ、マン、ミョン、ナム

（革命は長命）」

ソン、ジョニー・ビー・クール、そして俺は唱和する。「カ、マン、ミョン、ナム」

俺たちは、ウッドカッターが彼の箸を手にし、彼の口に食器を近くまで持って行って食

べ始めるまで待つ。それからようやく、ソンとジョニー・ビー・クールは彼女らの箸を取

る。俺は、白いプラスチックスプーンを拾う。

ウッドカッターは食事を止めて、タイミングを見計らって言う。「姪よ。米をもう一度

火にかけなさい」

彼女が毎日するようにソンは厳かに言う。「ごめんなさい。おじさん。台所の魂が怒っ

ているに違いないわ」

ウッドカッターは不平を言うと再び食べ始める。「そうか、それならしかたない」

ソンはくすくす笑うと寄りかかってウッドカッターを抱いて、彼にキスをすると言う。

「不運は、翡 翠（訳注：いかがわしい女性の意味もある）の中で私たちが磨いている
ジェイド
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わ」

ウッドカッターは、ベトナム語で俺に言う。「バオ・チ、君は、今日、革命の熱意で収

穫の君の仕事を実行したか？」

ウッドカッターは十分な英語を話せるが、俺に英語の一語も話すことは常に拒否してい

る。

俺は今は、基本的なベトナム語は話せるので、俺は英語で答える。「私は、私の革命の

熱意を改善するために試みています、最も敬愛する閣下」

ウッドカッターは、ぶつぶつとジョニー・ビー・クールに言う。「お前は、今日、どの

くらい稼いだ？」

ジョニー・ビー・クールは、彼の食べ物を見る。彼は、ウッドカッターが無理矢理家族

に誘った孤児だ。彼は高地で任務に就いているグリーンベレーのための靴磨きの少年であ

り、ベトコンのスパイだ。彼は彼の名前をサインできない-ソンは、彼を学校へ行かせよう

と説得する機会を得る運が無かった。しかし、彼は最後のドン、フラック、そしてドルを

闇市場の低いレートで交換する術を知っている。

ジョニー・ビー・クールは頭に、正面にステンシルで、黒い

鷲 、 地 球 と 錨が刷られた裂けて色あせた海兵隊ユーティリティ 帽 をか
イーグル、グローブ・アンド・アンカー カバー

ぶっている。彼はベトナム人には見えない。ベトナム人がジョニー・ビー・クールについ

て考える唯一のことは彼の言葉だ。一日中、彼はアメリカ軍兵士に靴磨きを受けさせて彼

が見付けることのできる全ての黒人海兵隊員に、彼の父親は鋼の運転手ジョン・ヘンリー

上等兵という名だと話し、彼らがシカゴの彼の父親の村を見付ける方法を知っているかと

質問する。

ジョニー・ビー・クールは、ウッドカッターに英語で言う。「ビー・クールは男。

勝手にする」
ビー・ルーズ

ソンは穏やかに言う。「ニュイ、バク、ヴィエット？（あなたはベトナム人なの？）」

ジョニー・ビー・クールは肩をすくめて頷くと、彼の半分食べた米に視線を維持する。

彼は離れた黒い黒蠅を叩く。ベトナム語を話す黒い外国人である彼ジョニー・ビー・クー

ルに、子供たちは頻繁に尋ねる。「おい、汗をかいちゃ駄目だ、ママ。クールになれ。
ビ ー ・ ク ー ル

クールになれ」
ビ ー ・ ク ー ル

俺は言う。「夕食の後で野球をやりたいか？」

ジョニー・ビー・クールは肩をすくめる。「それは後で。ジャック、ちょっとだけ僕に

余裕を分けて。さあ、食べようよ。クールになれ」
ビ ー ・ ク ー ル

食事の後、ウッドカッターは、彼の長い竹の水パイプの容器にひとつまみの黒いアヘン

を置く。大きな黒い泡ができるまで、彼は蝋燭の炎の上でアヘンを回す。すぐに彼は上手

く息を放して吹いて、パイプで音を立てて吸い、それから甘い強烈な煙を吐き出す。

ソンはウッドカッターに言う。「尊敬するおじさん。あなたの時代はどうだったの？」

口ごもらずにウッドカッターは、彼の斧を駄目にするほど破片が大量に刺さっていない

木を発見するためにドン・トリ山脈の高所をより高く昇るように強制された方法について

不平を言い始めた。
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毎日、とウッドカッターは言う。アメリカの海賊航空機によって噴霧された煙でもう一

つの森が丸々死ぬ。煙は全ての木、全ての蔓を枯らす。鳥は木のない地面に落ちて大地を

覆う。山の流れの魚は腹を見せて浮き上がる。職業としての樵の将来はとても不鮮明だ。

ソンと俺がテーブルを片付け、ソンはジョニー・ビー・クールサトウキビの何枚かの束

をそっと渡して抱きしめる。彼は彼の水牛に餌をやるために外へ出る。

ウッドカッターと俺は、卓球台を用意して灯油の明かりによって少し速いゲームをする。

俺たちは遊び、ウッドカッターは続けざまにセーラムのタバコを吸い、そして、彼がど

のようにベトミンに徴用されたかについて、森の葉を集めるためでも人々に課税した彼の

主人について、ラ・セール(フランス語で"汚い戦争"）で、彼らの生涯で清潔な小屋で決

して食べることをしなかった山岳戦士について、もう一度俺に話す。

ますますウッドカッターは過去に生きているようだ。彼が若く腹を空かしてフランス人

を狩った過去へと彼の心は常に戻る。「フランス人の巨大な富と火力に対して、私たちに

は私たちの新年だけがあった」

アメリカ人が最初にホア・ビンに来たとき、ウッドカッターは七十歳で、これまで村か

ら五十マイル以上離れなかった。ヘリコプターが初めて着陸したとき、村人たちは巨大な

金属の鳥だと思った。彼らはヘリコプターの周囲に集まると軽く叩いて、ヤムイモを食べ

させようと試みた。

しかし、ウッドカッターは見知らぬ侵入者を恐れて石弓を放った。この犯罪で、傀儡兵

士は地上からホア・ビンの村を焼き払い、ウッドカッターは刑務所に六年間入れられた。

刑務所で、ウッドカッターは、初めて、"共産主義"という言葉を聞いた。彼の傀儡看守

は彼が釈放されるまで、彼が完全に変わるほど熱心に共産主義について語った。

ウッドカッターは覚えていると言う。「刑務所でも、私たちは私たちの看守以上に自由

だった」

それは、ハノイ・ヒルトンの外、この村に俺を留め続けたウッドカッターの優れた戦争

記録だ。村議会が最初の名士としてウッドカッターが議長を越えて俺の運命を決定するた

めに会った。

厳格な本屋職業軍人女性前線幹部バ・カン・ボーは、鎖に繋いでハノイへ直行させるよ

うに要請した。彼女は尊大な下級幹部バトル・マウスを派遣した。バトル・マウスは、俺

をビン・ヴァン、そして、"長鼻の降伏者"、そして他の幾つかは俺には理解できない言葉

で読んだ。彼は俺を、殺すために撃つ、と言った。それから彼はリボルバーを抜き、俺の

首に銃身を押し付けて彼の仕事を行うと宣言した。

ウッドカッターは笑って、バトル・マウスを、"官僚主義兵士"と"最近の革命者"と呼び、

村の年長者は笑った。

バ・カン・ボーが俺の頭に指を向け、国民解放戦線の名において俺を包帯を巻かれた死

骸とすると、彼女は宣言している間、俺は村の年長者と向き合って長い天蓋の影にあるテ

ーブルの正面に立っていた。彼女は数多い帝国主義者の走狗の一人だと言った。俺は、当
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時、ベトナム語を多くは話せなかったから、バ・カン・ボーの材料のおそらくはほとんど

を捉え損なった。それは年長者が俺に対する彼女の訴えを受けて立つのを見るには容易だ

った。

バ・カン・ボーが怒鳴り散らし続けるのを、ウッドカッターは、西部の保安官バッジの

ように見える彼の古い革命ベトミン英雄章でテーブルを叩いて彼女を遮った。バ・カン・

ボーは彼女の愛国者的スピーチを続けようとしたが、ウッドカッターは続けた。ウッドカ

ッターは裁判官の小槌のようにテーブルで激しく彼のメダルを激しく叩き、バ・カン・ボ

ーがより大声で話そうとすると、より激しく連打した。

ウッドカッターは、俺が彼の捕虜、彼自身の個人的捕虜であると主張し、自分が俺に対

して責任があると村の年長者に約束した。

「多くの戦いに勝つために」と彼は言った。「私たちは、私たちの敵の心を調べなければ

ならない。なぜ、アメリカ人は戦うのか？ アメリカ人は私たちにとって神秘的だ。彼ら

は顔のない幽霊だ。このブラック・ライフル、この海兵隊員には、私たちの知りたい秘密

がある」

バ・カン・ボーが反対するとウッドカッターは完全に叫ぶことなく言って、彼女を短く

遮った。

「フェップ、ヴァ、シュ、リ、ラン」

それから、突然、ウッドカッターはハーパーの渡し船のジョン・ブラウンのように、も

しくは十戒の銘板を投げ落とすモーゼのように猛烈に、古代のベトナムのことわざ、「フ

ェップ、ヴァ、シュ、リ、ラン（皇帝の法は村の門で止められる）」を繰り返す。

※日本語訳としては、「王の法は村の掟に敗れる」

ウッドカッターと俺は激しい卓球をする。彼は飛んでくる白い玉をスラッシュし、俺の

脳の中に突っ込ませようと試みる。俺はいつも不器用に、いつもバランスを失って守勢に

立ってやってくる玉を打つ。

遙か昔、俺は、脱走しようと試みるかもしれない、と冗談でそれとなく言った。ウッド

カッターは、とても激しく笑って、彼自身がそれでは怪我をする、と言った。ウッドカッ

ターは身長五フィート未満。彼の肩は、重労働の人生と時間で僅かに丸まっている。彼の

胸は骨張り、彼の足は瘢痕化して固くなっている。彼の灰色の髪は高く、後退して額が幅

広い。刺し通す黒い目は深くて高い頬骨に収まっている。ウッドカッターの顔は、僅かな

白い顎髭の鋭く正直な顔で、彼の笑いは強く白い歯を見せる。

ウッドカッターはフランス軍に対する彼の功績についての戦争話をするのが好きだが、

ウッドカッターが決して語らろうとしないガン・ホー海洋物語は彼の勲章を獲得して、革

命の英雄になった方法についてだ。

ある暑い日、俺が産まれるのに忙しかった時より後、大きな緑色のフランス軍装甲車が

村を攻撃した。装甲車は収穫した米を破壊し、村民の命を奪った。

村の自警団は二門の中国製迫撃砲弾を持っていたが、迫撃砲は持っていなかった。そし

て、彼らは手榴弾の作り方をまだ学んでいなかったので手榴弾もなかった。
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ウッドカッターは、ランプの灯油をヒョウタンに充填して、ヒョウタンを原始的な

火 炎 瓶にするためにオイルクロスの一片を差し込んだ。
モロトフカクテル

ウッドカッターは、料理の火をオイルクロスに移すために一旦止まり、装甲車が巨大な

バナナの木を抜けて移動し、走りながら動く物全てを銃撃していたのを攻撃した。フラン

ス軍銃手は下帯を着けた男が手にヒョウタンを持って普通の村を横切って突進してくるの

を見て驚いた。彼らは撃った。ウッドカッターは撃たれた。一度。二度。再び。それから、

四度。

フランス軍機関銃手は、この人間離れした存在を信じられずにじっと見ていた。彼はヒ

ョウタンを投げた。彼らは彼らの車輌から脱出を試みた。しかし、ヒョウタンは爆発し、

フランス軍兵士は燃え、叫びながら死んだ。

村民はウッドカッター・バク・キェン「フ シ ア リ お じ さ ん」と呼んだ。ウッドカッ
アンクル・ファイア・アント

ターは、フランス軍が村で彼らの足を奪われることを強制されたほど痛烈にフランス軍を

噛んだフシアリだった。

未だ裸足の農民によって殺された巨大な鉄の軍事兵器は、今もトカゲの全乗員と一緒に

錆びて茶色になって巨大なバナナの木の下に鎮座している。

ウッドカッターは、卓球で俺に屈辱を与えることに疲れ、彼の大好きな寓話とことわざ、

そして、タイガージョーク-虎は人よりも正直であり、虎は、ガソリンで動く合衆国の張子

の虎は外側に彼の虎模様の服を着る。アメリカ人は獰猛な虎だが、彼らは決意に対しては

無力で、アメリカ人は虎の背後から出ることも降りることも怖がり、合衆国は彼らの虎を

全て殺し、ウサギに突進した。

俺はジョニー・ビー・クールを見付けるために外に出る。

ジョニー・ビー・クールは、水牛小屋にいて、彼の個人的な所持品で楽しんでいる。彼

は定期的に水牛を洗い、餌を与えて甘やかしている。

村の規範として、ジョニー・ビー・クールは財産を持っている。彼は、彼自身が靴磨き

少年として彼のスパイ任務の間に得た金で水牛を買い、自らの水牛を所有するにはとても

貧しい農民に鈍重な怪物を貸して賃貸料を取っている。ジョニー・ビー・クールはあらゆ

るピアストルを節約している。いつか、彼は彼の父、鉄の操縦士ジョン・ヘンリーを探す

ためにアメリカ旅行をする。

ジョニー・ビー・クールは水牛が食べるのを見る。水牛がゆったりと彼の食物を噛み、

ジョニー・ビー・クールは俺にサトウキビの一片をくれる。

ジョニー・ビー・クールと俺は一緒に月光の中、座って音を立ててサトウキビを吸う。

ジョニー・ビー・クールは水牛の耳の近くに小さな尺八をとり、曲を水牛の耳近くで演奏

することで食べ続けさせている。

他の唯一の音は、ソンのタイプライターを打つ柔らかでリズミカルな音。

翌朝の夜明け、ソン、ジョニー・ビー・クール、そして俺は水田の収穫のために村の誰

もが参加する。
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俺がアラバマの子供だったとき、俺は夜明けから日暮れまで九フィートの南京袋を引く

ことができ、田舎の祭で棒付き飴のゲームに投入する僅かに余分な金を稼ぐために綿を摘

み取った。

綿をこれまでに摘み取っても、米の収穫について最初に学んだことは、背中の小さな幾

つかの一点、正確に同じ点に打撃を与えることだ。日向で十時間後、俺の革命的熱意は失

せていた。俺が農業を辞めて、戦争を戦うようになってから俺は柔になった。

例え、泥であっても多少の泥の中に俺の両手を入れるのはいい感じになる。

俺は、鴨となって僅かな水を蹴ってパドルで漕ぎ、ホーおじさんのスローガン、"田は

戦場である"の真実について考える。アラバマでは、誰も、決して、その真相を語らなか

ったが、俺たちは幾つかの戦争をし、生きるために食べ、食べるために育ったことを誰か

が語らなければならなかった。

スーパーマーケットの無い、この世界で、農民は、片手に鍬、もう片方にライフルのア

ジアの民兵であり、米はそれ自身の人生であり、神の原石であり、そして、田が飢えるこ

とは軍事的敗北である。それぞれの田植えの季節は、水、天候、そして土壌の切り株の根

と戦う生死に関わる苦闘の決して終わらない戦争である。

ウッドカッターは、俺の収穫技術がなっていないと文句を言って、俺の背後近くに来る

と、乱暴に俺の手首をつかむ。彼は、刀身が曲がった米用鎌ルオイ・ハイを上手く持つ方

法、素早く水の下の根本の束を刈る方法、米の茎の太い束をつかむ方法を実演するが、鈍

い金色の米の身のどれもだらしなく震えないくらい滑らかで確実だ。米粒一粒は血の一滴

だ。

俺はせっせときちんとして見えるように試み、束をもう少し切り、膝まで泥に浸かり、

米の茎の切り株が裸足に刺さる水を渡る。

ウッドカッターは、間近で俺を見て、それから言う。

「いつか、バオ・チ、あなたは米が生長するのを聞く。いつか。おそらく」

重要な不平と共に、彼は水田の畦道を登って歩き続ける。

米鎌が日向で上下に光って輝く。それは巨大な機械内部で音を立てて噛み砕くようだ。

それぞれの収穫者は腕を曲げて茎を切って積み上げた。束が十分な大きさになると紐で結

わえて足で踏み固められた田の畦に積み重ねられ、そこでそれらは村の子供たちに担がれ

て脱穀するために手で米の茎を打つ脱穀担当へ運ぶ。籾殻を取り除くために転がされ、そ

して、それから風によって薄い籾殻が遠くへ吹き飛ばされるまで平らな籐かごで空へ放り

上げられる。

水田の泥に彼らの膝まで浸かったホア・ビンの農民たちは、夜明けから夕暮れまで一日

中太陽の黄色い炉の中で働き、彼らは話し、そして笑う。時に、彼らは歌う。男、女、そ

して子供たちは力強く地面を引いて土地 Xa と調和して働く。本 国に帰ると、農民は、
ワールド

カウボーイとほとんど同じように珍しくなり、そして、アメリカ人は、土地や土地を耕す

人々をもはや尊敬はしない。ホア・ビンでは世代、土地と農民の古代の絆は未だ根強い。

"邪悪な王"という黄色の T シャツを来た少年の密使が、田の畦に沿って走ってくる。彼は、
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ウッドカッターに小さな封筒を手渡す。

ウッドカッターは若い密使に礼を言うと、封筒を空けて頷いて承認を示し、ボールペン

で封筒の裏に短い答えを走り書きすると、少年に小さな封筒を返す。

少年は敬礼し、田の畦へ早足で戻る。

密使の子供は、一日中、毎時間、そんな風にウッドカッターの元へ来る。

それぞれの日の三、四度、俺たちの頭上の空を砲弾が凄まじい音を立てて、山脈内の幾

つかの目標に攻撃するため遠くで音を立てて進む。幾つかの短い弾を除けば、砲弾は俺た

ちを無視する。

毎日、何度か、俺たちはヘリコプターの接近する音を聞く。俺たちは、それらが集団で

も、とても近くも、或いはとても素早くやって来ない限りはヘリコプターを無視する。そ

れら空輸機械の黒い影より速く、血を凍らせることはない。もし俺たちが走れば、俺たち

はベトコン、そして、彼らは俺たちを撃つ。もし俺たちが立っていれば、俺たちは良く訓

練されたベトコン、彼らはいずれにしろ、俺たちを撃つ。

しかし、もしそれらが攻撃、そしてヘリコプターが着陸しようとすれば、彼らは破壊者

を打ち負かしに来る。もしヘリコプターが単独で、ここに着陸すれば村人たちはヤムイモ

を食べさせようと試みることはしないだろう。

百人の怒れる村人たちは、ローターブレードがねじれ、曲がって、壊れるまで細長いロ

ーターブレードから、死の重みとしてぶらさがる。彼らは木製の鍬と熊手でもろいアルミ

ニウム胴体を貫いて切り裂くだろう。ドア銃手は、米ナイフとマシェットの激しく揺り動

く壁によって情け容赦なく切り刻まれる。村人たちは素手でプレシキガラス風防を引き裂

き、それからパイロットのヘルメットを強打し、パイロットの顔を血で黒くするまで、ダ

ークグリーンのサンバイザーを石と農具で叩き潰す。

正午、俺たちは可愛い十代の少女フォン双子ホワイトローズとイエローローズによって

村から持ち出された枝網細工のバスケットから昼食を摂る。

握り飯を食べて、俺と父が見窄らしいラバで耕した長い朝の後を、コーンブレッドのト

マトのマヨネーズ和えのサンドイッチ、茶色の包装紙袋のサラダをつつき、そしてメイソ

ンジャーに入れた井戸水で、昼食を食べるのに使った。

俺が少年だったときに俺たちが農場で使ったヒョウタン形の細口瓶ですくうように、ウ
グ ー ド デ ィ ツ パ ー

ッドカッターはピクルスジュースをヒョウタンからすくって飲み、ウッドカッターの両手
グ ー ド デ ィ ツ パ ー

は、たこと傷だらけの父の両手のようだが、両手は木のブロックの固体の強さと良い土地

の靱性を感じることができる。

フォン双子の一人が俺に栓をしたココナッツをくれる。彼女は、アスベストのレンガも

溶かすだろうえくぼの楽しい微笑みを浮かべる。フォン双子の二人とも、おさげを三つ編

みにした黒髪と多感なくすくす笑いで完璧な顔色で丸く幸せな顔をしている。今日、彼女

たちは二人とも黒パジャマのズボンに合ったピンクのシャツを着ている。

俺は擦り剥けて、まめのできた手の間でココナッツを持ち上げる。俺は、冷たく甘い液

体を音を立てた長い一飲みで旨いココナッツミルクを飲む。
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フォン双子は田の畦へ降りていき、グエン兄弟、モット、ハイ、そして、バにココナッ

ツを与える。フォン双子からの沢山のくすくす笑いと赤面で、多くの村人たちからの好意

的な冷やかしを受ける。村の仲人たちは、二人のフォン双子に、どうやって三人のグエン

兄弟をあてがうかという、この重大な数学上の問題を解決せんと夜通し悩んでいる。

俺は誰かの解放戦線バンダナで顔の汗を拭き取る。俺は田の畦に登って横になる。俺の

背中はずきずきと痛んでいる。俺は集中する。俺は痛みを無視する。パリス・アイランド

で海兵隊新兵訓練中、俺たちの先任軍事教官ガーハイム一等軍曹は痛みはただの幻であり、
ガ ニ ー ・ ガ ー ハ イ ム

精神の中だけに存在すると俺たちに教えた。

集中し、俺はガーハイム軍曹の唸り声を聞く。「一同、分隊区画へ倒れろ。中へだ！

中へ入れ！ 間抜けの能無し、被った皮をお菓子のように噛むウジ虫ども、お前らは寄生

虫の人生より価値がない！ 分かったか、お嬢さんども、右肩にロッカーボックスを担げ。

今すぐだ！ そして、俺の後に繰り返せ。"我々は少女の群れ、そして俺たちは行進でき

ない"」

俺はパリス・アイランドを失う。パリス・アイランドはピクニックだった。

俺は身体を起こすと、魚と瓜の最後を噛んで飲み込む、地平線上でバード・ドッグ観測

機が地平線上でくぐもった呻り声を上げていた。小型のオリーブドラブのセスナは田の上

空をゆっくりとした動きで呻り、武装せず、まさに小さな真昼の VR-目視観測のための

一機だ。

飛行機は仏教徒の葬送曲を拡声器で流し、降伏するようにとのチュー・ホイを読み上げ

て誘い、竹のカーテンのアメリカ兵の側へベトコン兵士を離反させるために利用できる多

くのベニーを箇条書きにしてキット・カーソン・スカウトを騙す。

村人たちは、友好的に見えるように飛行機に手を振り、そして、彼らのジョーク。「バ

ン、マイ、ベイ、ギアク、マイ（私たちはアメリカ軍に海賊航空機の全機を撃ち落とさな

ければならない）」と皆は笑い、より激しく手を振る。

俺も、手を振り、そして、俺が田の畦にしゃがみ込み、俺の白い円錐状のライスペーパ

ー帽の下で蹲る。

ジョニー・ビー・クールは彼の水牛の背後に立って手を振っている。

今日、バード・ドッグがぐるりと回って、村人たちに翼を振って見せ、超低空で別な方

向から通り抜け、視程の外に消えるまで無邪気に騒ぐ代わりに、フォン双子が俺たちに昼

食を持ってきた可愛い少女たちが、この時、職務を果たすために森の中の偽装された陣地

にいるのを誰もが知っているので背後で手を振り、喝采し、そして笑う

見えなくなるまで、フォン双子は12.7ミリメートル対空機関銃の照準を通してバード・

ドックを追う。

その日、誰かが不発弾を見付けた午後遅くまで、その骨の折れるいつもの日課に戻る。

ビ・ダン司令官が、村の自警団所属の前線戦士チェン・シ四人と一緒に到着して幾らか控

えめに興奮していた。

チェン・シは、ダークグリーンのショーツ、半袖のカーキシャツ、そしてトラックタイ
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ヤを切断したゴムサンダルという出で立ちの痩せた十代の少年たちだ。戦士たちは AK-4

7突撃ライフルを彼らの背中にかけて武装していた。

ビ・ダン司令官とウッドカッターは、砲弾を回収する危険に関する短いが、騒々しい議

論をする。それはブービーとラップと手榴弾を製造するのに用いるために中の爆発物を切

り開くことができる。

韓国海兵隊員のようにビ・ダン司令官は背が低くがっしりしている。彼は左手首から先

が無い。ビ・ダン司令官がベトコン特殊部隊ダッコンの工兵だったときに彼の手は吹き飛

ばされた。彼はマイナーリーグへ降格される元ヘビーヒッターだ。ウッドカッターが続け

ざまに喋りまくり、彼の腕を急に伸ばしても、ビ・ダン司令官は黙っている。ビ・ダン司

令官は、何か言うことはあまりしない。彼はベトコン・ゲーリー・クーパータイプだ。

作物を植える間に、彼らの鋤と鍬が不発弾と砲弾にぶつかったとき、村人三人が死に、

七人が負傷した。我々に生命を与える土地も、敵によって植え付けられた死に満ちている。

ビ・ダン司令官は、この特殊な砲弾が無傷で回収するにはとても危険であるとウッドカ

ッターに納得させる。収穫を続けられるように、迅速に砲弾は適当な場所で爆破される。

俺たちは働き続ける。厳しく、骨の折れる労働のより多くの時間。穀物は穂を落とす準

備ができているので、収穫日は夕暮れまで終わらない。

今夜は村の夜間集会だ。俺たちは俺たちの刈り入れた収穫を部分的に残して、村へ歩い

て戻り、宴会を楽しむ。

ソンと俺は、田の畦を離れ、米をつついている鶏のずんぐりした白い幽霊を脇へと蹴る。

どこかで水牛が彼のガールフレンドのために孤独さに悲しみに吠える。どこかで子供たち

がホタルを捕まえようと試みて笑いながら走っている。

ソンとともに歩き、俺は大地、太陽、汗、そして動物の生気を与える匂いを吸う。俺の

背中は固く、痺れているが、俺の身体は激務の日の終わりに来る心地よい疲労感を熱く強

く感じ、しかも、誰も忌々しい物事の義務がない。

夕食の後、まだ俺たちの野外の一日で疲れているが、熱帯熱の除去を楽しみ、村全てが

村の集会場に集まり、巨大なバナナの木へ向かう。

フランス軍の錆びて朽ち果てた装甲車の上に座るのは、北ベトナム陸軍衛生兵ボ・ドイ

・バク・シだ。これには誰もが安堵する。俺たちが、政治幹部バ・カン・ボーによって読

み上げられる毛沢東語録と言う他の苦しみを与えられないことを意味する。

ボー・ドイ・バク・シは、彼の職務に真剣で、親しみやすく、温厚で聡明な青年だ。彼

はズボンと唾で磨いた黒革のブーツとともに清潔なカーキの制服を着ている。黄色のスト

ライプ上の銀色の星一つをつけている赤い襟章は彼が伍長であることを示している。赤い

金属の星は、彼の小さなカーキ色のピスヘルメットの正面につけられている。

ペットの猿が、ボー・ドイ・バク・シの肩で、伍長の耳で遊んでいる。ボー・ドイ・バ

ク・シは猿をホー・チ・ミン・トレイルで発見した。猿は死にかけていて、彼は健康にな

るまで監護した。彼は猿を、"勝 利"と呼ぶ。
トラン

伍長は、彼の上官スアン曹長と共に前線戦士たちと北ベトナム陸軍部隊間の連絡員とし
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てホア・ビンの駐屯地にいてホア・ビンの村から米の提供を受け、ホー・チ・ミン・トレ

イルの軍隊蟻のように行進した。

とても人望のある人物 NVA 連絡分遣隊指揮官ミン中尉は、先月、村から数マイルで B-

52の攻撃中に死んだ。攻撃中、ミン中尉は遮蔽物へ隠れようと砲弾痕の魚池へ飛び込み、

致命的な竹毒蛇に噛まれた。

ボー・ドイ・バク・シの話のタイトルは、「ホー・チ・ミンの軍隊は夜間行軍をする」

だ。

ボー・ドイ・バク・シは、小さなポケット日記を開く。日記のページにはシミが付いて

いる。カバーはしおれ、破れている。彼は、しばらくページをめくって、観衆を見る。彼

は幸せな目とくつろいだ笑顔を浮かべる。彼は、NVA のオーディ・マーフィだ。彼が話

すと、彼の声は感情に揺り動かされる。「我々は、"南へ行こう！"の歓呼をあげて、我
ナム、ティエン

々の歴史的な旅を始めた」

ボー・ドイ・バク・シの話を、ソンは俺の耳で囁いて通訳する。彼女は、俺がベトナム

語が覚束ないのを理解しているし、そのボー・ドイ・バク・シの北部演説が俺が理解でき

るには、とても速く、そして、とてもしっかりとアクセントをつけられていることも知っ

ている。

ボー・ドイ・バク・シが彼の劇的な初めの勢いを利用する前に、彼のペットの猿トラン

が砲弾からピーナツを食べるのを止めて、突然、伍長のピス・ヘルメットをつかんで伍長

の頭から引き上げ、インクのように黒い髪がきっちりと刈り上げられた束を露わにする。

両手でピス・ヘルメットを持ったトランは彼自身の頭にヘルメットを乗せる。当然、み

んなは笑うが、俺たちは伍長が小さな茶色の猿から彼のヘッドギアを取り戻そうと突進す

る無駄な努力中は礼儀正しくしようと努力する。我々の何人かは、甲高い鳴き声を上げる

猿とピス・ヘルメットが装甲車の背後の終わりを越えて姿を消すと笑う。俺たちは彼が走

り去って喚くトランの声を聞く。

ボー・ドイ・バク・シが続けると俺たちは礼儀正しく静まる。「私が人民軍に加わる前、

私はちょうどハノイ郊外の給油所職員として働いていました。私の父はレンガ職人で、母

はパートタイムでボランティアの看護婦として働いていました。

私が家を去る日、私は母と父に、私を死んだものと考え、私のために悲しむことなく、

幸せになるように言いました。

私の訓練大隊には、ベトナム中から戦友の兵士たちがいました。私たちは制服、ブーツ、

ピス・ヘルメット、蚊帳、ナップサック、茶碗と一対の箸、戦争剰余物資のバックルにエ

ナメルの赤い星の付いたロシア陸軍ベルトを支給されました。私たちは、とても金持ちの

人間のような気分でした。

私たちには、書くための多くの紙が与えられ、そして、私たちは終わりのない紙に私た

ちの名前と生年月日、そして出生の村を記入する時間さえ無駄で、サイゴン・ギャングの

傀儡軍人と戦いを熱望し、アメリカ帝国主義侵略者に対する多くの戦いに勝利することを

望むと訴えました。

私たちの訓練は、一週間の内六日間の厳しいものであり、私たちの教官はとても厳しい
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方でした。私たちは、隊列を組んで行進し、丘を駆け上がり、丘を駆け下り、鉄条網の下

を這い、手榴弾を投げ、かかしを銃剣で刺し、そして、効果的に私たちのライフルを撃ち、

清掃する方法を学びました。

私は学校へ配属され、戦闘に置いて負傷した兵士同志を治療するための訓練を受けまし

た。

私たちの訓練が終わった日、私たちは強い闘争心と共に地球上で最も幸せで誇り高い者

となりました。私たちは私たちの美しい国と私たちの生活様式を守るために選ばれた大き

な名誉を感じていました。

私たちは列車に乗ってテクフォンへ行きました。私の戦友たちの大半は、これまで列車

に乗ったことがないので怯えていました。しかし、すぐに私たちは、訓練を終えた幸せと

外国の犯罪者の無慈悲な支配に、勇敢に、そして断固として抵抗する素晴らしい冒険に、

そして私たちの南の兄弟たちを守るために大勝することを笑い合い、冗談を言いました。

私たちの列車の窓から、私たちは幸せな子供たちが彼らの水牛の背中に立って私たちに手

を振るのが見えました。私たちは彼らの守り手です。私たちは彼ら人民の息子、人民の軍

人、そして、私たち皆は心の底で我ら人民に対する私たちの責任の大きさを深く理解して

いました。

私たちは電車から降りると、大きな灰緑色のロシア軍トラックに乗り込みました。トラ

ックは、低視認シャッターをつけたヘッドライトを持っていました。私たちは二日間昼夜

トラックに乗っていました。私たちがトラックから降りたとき私たちは、まさに私たちの

ような何千何万のボー・ドイ（兵士同志）とともに大きなキャンプにいました。私たちは、

それほど多くの兵士にこれまで会ったことはありません。

私たちの指揮官は、私たちに制服を脱ぎ、黒いパジャマ一式を着るように命じました。

もし捕らえられれば、私たちは北側の政府軍兵士ボー・ドイではなく、国民解放戦線所属

の南側のゲリラ戦士チェン・シであると言うように命じられました。私たちは、私たちが

どこへ向かっているかについて説明されませんでした。私たちは尋ねませんでした。

各戦士たちは、手榴弾二個、弾丸百発、ポンチョ、小さなシャベル、突撃銃、そして八

ポンドの米を支給され、そしてそれを私たちはパラフィン紙とともにハンモックに並べて

入れ、胸にたすき掛けにして運びました。

私たちは、木の枝から小枝を切り取り、私たちのピス・ヘルメットと装備にそれらを紐

で結びました。各戦士たちは、背中に重い軍事物資を背負って運ぶ役目を担いました。私

は61ミリメートル迫撃砲弾六発が入ったナップサックを与えられました。

私たちが南側を目前にした前の晩、私たちはさばいた魚とマッシュルームを一緒に私た

ちで裂いてスパイスを効かせた豪華な食事を摂りました。私たちはキャンプに、こっそり

持ち込んだ僅かなビールも飲みました。私たちは私たちがサイゴン・ギャング政府のプロ

パガンダに私たちが洗脳されないかと思う幹部に捕まらないように注意しながら、傀儡の

ラジオ局を聞きました。私たちが捕まれば、私たちを幹部は非難したでしょう。

私と戦友たち全員が、我々の歴史的な行進、南へのほぼ確実な死の長い行進中、詩を書

くためにポケット日記を買いました。私たちは子孫が、私たちの日記を大事にすることを
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知っています。私たちは殺されるまで戦い続けるという考えはありませんでした。私たち

は、そのとても神聖な国家の保護の理由に身を捧げていました。

私たちは、ステッキに、私たちのモットーをそれらと共に刻みました。

"偉大に生きよ、華々しく散れ"

私たちは、数千キロメートルのようにも思えるほど歩きました。私たちは、彼らの行進

でボー・ドイ大隊が歌うのを見ました。我々も歌いました。湿り、緑と憂鬱なジャングル

を抜けて舗装された道に沿って、辛うじて見える道に沿って、山を登り、山を下りました。

川の流れを横断することは、ジャングルを旅することで最も困難な一部でした。私たち

の足は常に湿り、病にかかっていました。あらゆる伝染病にかかりました。ヒルは、私た

ちに一定数つきまといました。

至る所でダン・コン労働旅団は、時にトゥルン・ソン・ルートと呼ばれた戦略街道の修

繕に取り組んでいました。海賊航空機は毎日、時には近く、時には離れて街道を爆撃しま

した。しかし、何れも-中国製自転車に最高で千キロの軍事物資を積んだキャメル自転車の

流れを遅らせることはできませんでした。

私たちは食糧供給所で、大きな黒い鉄の鍋で炊かれた熱い飯を食べました。私たちは、

病院、広大な補給所、そして対空砲を見ました。何千もの労働者と戦士たちが南へと行進

する人民陸軍大隊の川を支援するために戦略街道に沿って全員が生きていました。食べ物

はキャンバスで覆われた爆撃痕に保管されていました。

赤痢による犠牲者は増加していました。二週目には、戦士二人が爆弾で殺されました。

熱中症患者名一層一般的になっていきました-私たちは地下病院に彼らを残しました。彼ら

の何人かは後に私たちに追い付きましたが、何人かは死にました。

私は負傷を管理し、医療品を配布し、定期的に、皆の足がジャングルで腐敗していない

かを確認しました。

私たちの大隊の半数は、マラリアにかかっていました。私は、そうした高熱を発しなが

ら、一日中、意識不明のまま、私は歩き続けたのを覚えています。

三週間目までには、私たちは、激しく爆撃されて、黒く焼け焦げた熱帯雨林のジャング

ルを見ました。爆撃クレーターの湖が至るところにあり、私たちは全ての木、全ての植物、

そして、全ての生物が枯れて死んだ恐ろしい場所を見ました。

五週間目に、アメリカ軍海賊航空機が空から火を落とし、多くの戦士が生きたまま焼か

れました。火災によって私たちの灰の空気は引き出され、私は気絶しました。私が起きた

とき、木は黒焦げで、倒木は煙を上げ、そして、私は腕、顔、そして両手に火傷を負って

いました。

死者を葬った二日後に、私たちは装備を集め、私たちの行進を続けました。私たちは美

しい森を歩きました。何百もの木に、私たちより前に通った何千何万もの戦士たちの名前

が掘られていました。私たちが不思議な光景を越えた後、私たちは木に私たちの名前を刻

みました。私たちは疲れていましたが、私たちは私たちの先祖との栄えある眠りの後、私

たちの歩みの後に続く、私たちの兄弟が鼓舞することを望みました。その日、私たちの小

隊軍曹がネズミの穴に踏み込んで足を折りました。
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六週間目には、時には日に一度以上、私たちは毎日爆撃されていました。私たちはとて

も疲れ、私たちは休息を邪魔する爆撃をほとんど受け入れていました。モンスーンの雨が

降り始めると、私たちはホームシックにかかりました。この時までには大隊のほとんど全

ての者がマラリアにかかり、多くの兵士同志が取り残されなければなりませんでした。そ

の時、マラリア、赤痢、敵の爆撃、そして負傷で、私たちは毎日、人員を失っていました。

二人の戦士が蛇に噛まれたことで死にました。虎は、私たちの死者を食べていました。私

たちの目は蚊に刺されたことで膨らみ、眠ることもできませんでした。夜、私たちは兵士

同志が泣いているのを聞くことができました。

どんな食糧供給所もありませんでした。私たちは、野生の果物、ナッツとベリー、地下

茎ですら食べました。時に、私たちの指揮官は、私たちが手榴弾で釣りをするのを許可し

ました。火は禁じられていたので、私たちは生の魚を食べました。

今、私たちの食べ物は、ホア・ビンのような村から、前線戦士たちによって少量が私た

ちに運ばれてきます。この人民が集め、女性や子供たちが背中に背負って敵の戦線を通っ

て運んだ食べ物無しでは、私や私の戦友たちは飢えたでしょう

何百もの不快な臭いのする流れにかかる何百ものがたがたの竹製橋は一つの長い緑と黒

の夢の中へぼやけ始めました。その時、街道には骸骨と塚以外、ジャングルの単調さを破

るものは何一つありませんでした。私たちは夜間に行軍するだけでした。日中、私たちは

爆弾、大砲、そして空飛ぶ戦闘機械の一定の呻る音を聞き、冷たく湿ったトンネルの中の

大地深くで眠りました。

七週間目に、私たちは、熱に犯され、肺炎で咳をして、苦労しながら沼を歩きました。

私たちは汚れた灰色の霧を躓きながら通っていき、私たちの足は泥を吸って水ぶくれにな

って膨れあがり、脚はヒルで黒くなりました。私たちは、忘れられた人々の幾つかの見知

らぬ人種が見捨てた大きな木の家屋の複合体を見ました。

私たちの食べ物は、一日一つかみの米になりました。

私たちが、遂に沼を抜け出したとき、私たちは、最初のチョク・サン（私たちの最初の

ヘリコプター）を見ました。全ての戦士たちが新しい葉と小枝で偽装しました。恐ろしい

金属の竜が私たちの頭上真上の空にいる間、私たちは地面に伏せていました。とても大き

な雑音と大きな風がありました。銃が火を噴き、戦友たちは横になった場所で死にました。

私たちは恐怖に震えましたが、誰も動きませんでした。私たちは応戦命令を待ちましたが、

それは全くありませんでした。しばらくして大きな機械は遠くへ行ってしまいました。

私たちの八週間目に、私たちは幹部チェン・シに会いました。幹部は、南部の人間で、

妙なアクセントで話しました。彼らは、私たちにココナッツから飲む、南側に到着した兵

士同志たちのための伝統的な歓迎の挨拶を行いました。それから、彼らは私たちをトンネ

ルと地下掩蔽壕の慎重に隠されたネットワークへ案内しました。

トンネルの広大な複合体の地下で、私たちは喝采し撒いた。私たちは無事でした。私た

ちは生き残りました。そして、生き残った私たちは人民の敵に対する苦闘に貢献すること

ができます。私たちは、より大きな名誉は求めませんでした。私たち部隊の二百人の戦士

たちの内、南側に到着したのは、僅か八十名でした。私たち、生存者は私たちの南の兄弟
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を熱狂と共に迎えました。

私たちには、携行食糧と僅かな塩が支給されました。その時、私たちは旅を乗り越え、

私たちが落胆していると感じ始めました。私たちには死ぬか、取り残された戦友を失う時

間がありました。私たちは私たちの家と家族を失いました。

私は、手足に渡る切り傷を化膿させていました。私の黒パジャマ一式は腐敗し、ボロ切

れのように下がっていました。南側の気候は重苦しいほどの暑さでした。

解放軍の世界を揺るがす前進は這うように変わりました。

しかし、私たちの幹部は、私たちを鼓舞しました。彼は、私たちに人民軍の最初の小隊

がザップ将軍によって、どのように作られたかを話しました。十八歳のとき、ザップ将軍

はフランスの刑務所に監禁されました。彼の妻も投獄され、死ぬまで拷問されました。

ザップ将軍は身長僅か五フィートで、体重は百ポンドに達しません。しかし、1944年12

月に、二十九歳の彼はフランス人に対して、剣とマスケットだけで武装した男女三十四人

の人民軍の最初の小隊を率いました。

フランス人は、ザップ将軍の姉妹を捕らえ、ギロチンで彼女の頭を切り落としました。

ザップ将軍とホー伯父は、時には蛇や地下茎以外は何でも食べて、熱いジャングルの中で

汗をかき、二十年もの間、高山の中で生活しましたが、彼らは人民が勝利することを決し

て、決して疑わなかったため、不平不満に耐えました。

私たちの幹部は、ホー伯父とザップ将軍への喝采へと私たちを導きました。それから、

彼は人民軍が攻撃的に前進すると私たちに話しました。私たちが攻撃されれば、敵は私た

ちの強い防御と私たちの強い闘争心に遭遇します。人民が私たちに彼らの神聖な信頼を与

えたことで、私たちは決して私たちの任務に怯むことはなく、同志ザップ将軍とホー伯父

は巧みに私たちの任務を遂行する私たちを頼りにしています。

私たちは北部を去ったとき、既に死人となり、そして、死人には恐れはありません。私

たちの幹部が私たちに、私たちの義務がなんであったか彼に話すよう尋ねたとき、私たち

は立ち上がりました。ぼろぼろで、病気にかかり、飢えた我が部隊の戦士たちは誇り高く、

直立不動で立ち、掠れた声を上げて喝采し、声を揃えて答えました。

"南で死ぬために北で生まれ、我が祖国のために死ぬことが我が世代の義務であります"」

誇りと悲哀に満ちた声で話すのを止める。ボー・ドイ・バク・シは黙って彼の日記のペ

ージを見詰め、思い出す。

ホア・ビンの人々は、敬意を表して沈黙し、人民の若き兵士が、アメリカ軍の爆弾によ

って攻撃されるように確実な死か、食料に関してホア・ビンに確実に依存する、忠実な同

志が十マイルと離れていないこのまさしくその瞬間行進している人民の若い兵士、犠牲と

戦略街道に沿って毎日行進する英雄的兵士の苦闘について考える。

バ・カン・ボーは立ち上がって、告知する。「明日、我々は、村民計画のために水源回復

を達成する。田は戦場であり、そして人民は最強の武器である」

夜明けに、ソンと俺は、鍬を手にして村民計画のため、バ・カン・ボーの水源回復に参

加するため川へと歩いていく。
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俺たちは、ブルーム・メーカーに川への道で出会す。彼女は、俺たちを追撃するために

村の共用地を横切って回り道をする。ブルーム・メーカーは、俺が村で歓迎されていると

感じさせるための機会を決して忘れない。

ブルーム・メーカーは、おそらく二千歳だろう。彼女は、両肩に青と白のショールをか

けて背中を丸めて歩く。彼女の歯は黒く、彼女の歯茎は赤黒い。ブルーム・メーカーには、

檳榔子の消費で深刻な薬物乱用問題を持っている。彼女は、いつもテニスボールサイズの

三分の二あたりを反芻して、ずっとむしゃむしゃと食べている。地雷を確かめる工兵のよ

うに、ブルーム・メーカーは、時間をかけてぴかぴかに磨いたチークを彫った竜の頭の歩

行杖と足で彼女の行く手の地面を突く。

彼女の物腰は、完全装備の正装パレードクジャクであり、彼女の慌ただしいペースは彼

女の多くの重要な任務の象徴だ。ソンによれば、ブルーム・メーカーの五人の息子全員が

フランス軍との戦争で死に、彼女の孫の内三人がケ・サンで海兵隊員と戦って死んだ。ブ

ルーム・メーカーは、兵士たちのフォスター聖協会の議長であり、村の助産婦の重要な役

目を担っており、新生児の臍の緒を切ってそれを地方の土地に葬る唯一の人間だ。彼女の

夫はディエン・ビエン・フーで死に、彼女の兄弟は、かつてホー・チ・ミンとともに刑務

所にいた。ブルーム・メーカーは、ホア・ビンで最も強力な女性だ。

ブルーム・メーカーが唾を吐ける射程内に入るとすぐに、彼女は俺の進行方向に赤い檳

榔子ジュースの飛行爆弾を発射して、

「白人の外国人！」
パ ラ ン

と言う言葉を続ける。

ブルーム・メーカーは、ソンを鼻であしらって言う。「ミス・アメリカ」
トゥルン、ティ、マイ

ブルーム・メーカーは、ナポレオンが彼の軍の先頭に立つように行進し、彼女が唯一知

っている英文を浴びせる。「ベトナムから出てけ、長っ鼻、さもないとわたしゃ、あんた

のケツを殺すよ」

「はい、マム。シャオ・バ」と、彼女が B-52の攻撃で片方の耳が聞こえないことを知っ

ている俺は、とても大きな声で言う。俺は、わら紙帽を少し上げる。「あなたは本当に楽

しい日を過ごしていますよ。今、聞えますか？」

ソンは、ぶしつけな態度を取ろうとはしないが、彼女はブルーム・メーカーをまっすぐ

見据えて、彼女が竜の頭の歩行杖を振って俺を脅すように繰り返す。

「ベトナムから出てけ、長っ鼻、さもないとわたしゃ、あんたのケツを殺すよ」

村民計画のためのバ・カン・ボーの水源回復は、昼食の後まで遅れるように米の収穫に

極めて重要なことだ。

村の男、女、そして子供のほぼ全員が掘削道具を持ち寄った。俺たちは六フィート間隔

で二列に立ち、互いに向き合う。労働者の列は、水田で始まり、川へとジャングルを通っ

て伸びている。小さな子供のほとんどが彼らの母親の脚にしがみつく。赤ん坊は母親の背

中に吊られている。六歳以上の子供たちは鍬、シャベル、そしてツルハシを持っている。

ひどくからかうジェスチャーで、ソンと俺はブルーム・メーカーの両側に並んだ場所を
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取る。彼女は睨む。ビ・ダン司令官とボー・ドイ・バク・シは、もう一つの列で俺たちと

向かい合っている。

とてもいかめしく、不快に見えるホア・ビン村担当の国民解放戦線政治連絡女性幹部バ

・カン・ボーが列の間を背筋を伸ばして歩いて検査する。彼女は、大体四十五歳くらいで、

彼女は仕事と結婚したオールドミスだ。彼女は、ベトナム人としては背が高い。彼女は、

ショーツよりも、カーキのズボンを好み、装飾的なクリップやリボンを使わずに彼女の灰

色の髪を固く丸めている。彼女は肩から、彼女の職の象徴である青い文書入れを掛けてい

る。彼女の汚れのないグリーンのシャツのポケットには、赤いエナメルと金のホー・チ・

ミンがぶら下がっている。

俺がソンに、どうして、そんな気難しい年老いた官僚的な職業軍人を皆が敬うかについ

て尋ねる。

ソンは言う。「各同志は、バオ・チ、彼が与えなければならないものを与えるの。私た

ちの最後の幹部は、幸せな精神の青年だったわ。彼は、とても活発な、とてもいい人だっ

た。彼は冗談を言って、誰からも好かれていたの。彼はいい幹部だったわ。バ・カン・ボ

ーは暖かい女性ではないけれど、彼女はいい幹部よ。微笑む才が無いけれど、親しみやす

い握手では炎のために木を切ることはできないの」

バ・カン・ボーは、俺たちに埋められた爆弾に気をつけるよう命令する。それから、彼

女はホイッスルを吹き鳴らし、俺たちは掘る。バ・カン・ボーはシャベルを拾い上げて加

わる。

六時間で俺たちは運河を百ヤード長く、四フィート広く、四フィート深く掘った。俺た

ちは川から数ヤードで掘るのを止める。

俺たちは昼食を取る。ソンは、三人のためにピクニック・バスケットに詰めていた。ジ

ョニー・ビー・クールは、歩哨任務を命じられていたので、ソンは彼女の親友を俺たちに

加わるように誘う。

俺たちは、ドゥオン・ゴック・マイとともに川岸のゴウシュウアオギリの影の下で座る。

ソンは、彼女の友人について話す。マイは、妊娠八ヶ月。彼女は戦争未亡人だ。彼女の夫

は、六ヶ月前にデン・サン・トゥロン、アメリカ海兵隊員に殺された。彼は村の陶芸家だ
ブラツク・ライフル

った。マイは、ベトコン主力軍大隊の二等軍曹で、医療休暇で家に帰ってきた。戦いにお

ける彼女の勇敢な行為のため、マイの名前は、"英雄的なアメリカ兵殺し"と名誉の巻物に
ダ ン ・ シ ・ コ ツ ク ・ マ イ

刻まれた。

黒いパジャマのブラウス下に大きなお腹を抱えた戦争未亡人のマイは、ソンに向かって

は話すが、俺へは一言も口をきこうとしない。俺をじっと見詰める彼女の表情は憎悪では

なく、俺の存在を全く認知していない。

トンボの急襲が無謀に叩き、俺のピクルスジュースで窒息する。トンボは大胆で攻撃的

だが、それを妨げて空を切る空手チョップには慌てている。クロムメッキされた青い金属

のトンボは、小さなエンジンの動力で呻り続ける。

昼食の後、俺たちは水車を取り付けるための基礎となる自然石を設置する。三十人がぶ



- 24 -

つぶつ言って、汗をかき、大きな木製の車輪を持ち上げ、腕力で位置を決める。

水車がきちんと固定される間、ジョニー・ビー・クールは警備保障任務を離れて見に来

る。

水車と川の間で労働者たちは地面の最後の数ヤードを掘り起こし、川の水を新しい灌漑

用水に流し込む。

ビ・ダン司令官は、水車につけられた自転車シートの上にジョニー・ビー・クールを持

ち上げる。車輪は自転車のペダルで動く。ジョニー・ビー・クールは、バ・カン・ボーが

合図をするまで待ち、それから彼はできる限り、速く、しっかりと漕ぐ。

ぴんと張ってから、動きだし、それからより速く、更に速く、重い車輪は回転し、水を

前へと押し出す。幅広の木製の歯が一度僅かに川の水を持ち上げ、田の畦の上、そして続

いて水田へと送り出す。

村人たちは喝采する。「ホー！ ホー！ ホー！」

バ・カン・ボーは、愛国的な歌で俺たちを導く。

我らは、兵士の衣類を着た農民

千年の抑圧された農民のために抗い続ける

我らの苦しみは、人民の苦しみ

水車を組み上げ、収穫を続ける日々以後、俺たちは武装戦士のメンバーに加わる三人の

見習いベトコンの入隊式を見るために夕食の後、一緒に行って楽しむ。

俺が海兵隊員だったとき、何人かの他の-クソじゃない-連中が断言した話を聞いた一部

の連中がしばしば話した物語、機関銃に鎖で繋がれたベトコンの子供の死体を発見した海

兵隊員についての永続的な神話があった。物語の要点は、敵が無慈悲な方法で、どれほど

戦う気の無い新兵を絶望的にする簡潔な方法を取るかと言うことだ。

今の俺は、どんな耐えられない真実でも怯まずに受容することについて、勝利が敵に知

識を要求するというウッドカッターの理論の実験体だ。ベトコンは、俺たちが俺たち自身

に会うより、明らかに俺たちに会っているが、俺たちは全く彼らに会うことができない。

海兵隊員として、ベトコンを侮るのを止めるのに俺は戦場で二年を要した。それはセッ

クスについての学習のようで、誰もが主題について俺にこれまでに話した全てがでたらめ

だった。俺は本当の事実を通りで拾った。

戦闘報道員として俺は、無検閲の情報を出さない巨大な灰色の機械の一部だった。アメ

リカの弱点は、俺たちが広報で世界を支配しようとして、結局、自分たちで自身の詐欺仕

事を信じてしまっていることだ。俺たちは、土地には最早触れず、神話の船でさまよう。

ベトコンが、あまりにも本物で、あまりにも大地に近いのでアメリカ人はベトコンと戦

うことができず、アメリカ人の目を通しての事実は中身を伴わない影でしかない。

最前列にソンが、次にフォン双子が座り、突然、俺は抑制したと感じる。俺は自分が誰

であるかについて分かっているのを感じ、俺は俺が何をしているかについて知る。俺は統

計ではない。ここで俺たちは救いのない無個性の集合体ではない。ベトコンの村に集合体
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はいない。俺たちの村で、俺たちは俺たちの統制の効かない軍隊の犠牲者ではない。俺た

ちは未来へと飛び込む大きな翼を持っている。

ビ・ダン司令官が現れ、グエン兄弟モット、ハイ、そしてバが続く。

フォン双子とグエン兄弟全員が必死に、そして情熱的に恋をしているので、フォン双子

は光り輝いているのに、グエン兄弟は、相手より一人多いという事実にもかかわらず、そ

して、ことによるとより多く興味を引き起こす事実で、フォン双子と別々に話すことので

きるグエン兄弟は一人もいない。

グエン兄弟は、十五歳、十六歳、十七歳だ。モットは耳障りで、不平を言う間抜け。ハ

イは、物静かな勉強家タイプ。バは、最も大きく、最も歳を取り、最も強く、善良で愚か

な運転手だ。

集合した村人たちの前で、ビ・ダン司令官はグエン兄弟を解放軍に入隊させる。兄弟は

真剣に見えるようにするが、彼らは着飾ることは自尊心が許さない。彼らは軍の発言を維

持しようとする試みの間を、交互に馬鹿騒ぎし、くすくす笑い、つねりあう。

ブルーム・メーカーは、サイゴン傀儡旗から引き裂いた赤い布きれから、赤い腕章を突

くってそれぞれの兄弟に贈る。兄弟はお辞儀をして、腕章をつける。

ウッドカッターは、新たな戦士たちに、ライフルを失うことは、それを失った男より取

り戻すのが難しいと念を押す。彼は困難な川の横断中に自分のライフルを失った前線戦士

の古い物語を語る。恥のため、戦士は彼の部隊の次の攻撃で最前列に配属されることを願

い出、そこで彼は華々しく散った。

「明日」とウッドカッターは言う。「お前たちは村から遠く離れた戦闘任務へ赴く。お前

たちは長鼻象と戦う。獰猛な決意で、勇敢に戦いなさい。私は、お前たちに賢く自らの任

務を遂行することを願う」

ビ・ダン司令官が、AK-47突撃銃とフル装填したバナナ弾倉を入れた重いキャンバスポー

チを吊り下げた装備ベルトを新たな戦士各自に贈り、新兵は気を付けをして厳しく気を引

き締める。

ビ・ダン司令官は、ベトコンスローガンを繰り返す。「真鍮の脚。鉄の肩。まっすぐに

撃て」

グエン兄弟が新しい武器を調べる間、ホア・ビンの人々は喝采する。

「ホー！ ホー！ ホー！」

フォン双子は新たに資格のある独身者を最初に祝福する。

祝宴は続き、ソンと俺は途中、影で寄り添っている若い恋人たちを驚かせて俺たちの小

屋へ早足で向かう。燃え盛るかがり火の光は、微笑む顔を浮かび上がらせ、地面の向こう

と椰子の木の上へ親しみやすい巨人の動きの模様を投げかける。

俺たちの小屋の外でウッドカッターとビ・ダン司令官が不愉快な議論をしている。

「いや」とビ・ダン司令官は言う。「私は、アメリカ人の降伏者を信用しない。彼はブラ

ック・ライフルだ。彼は人民の敵だ」

「わしは、あんたを非難せんとならん！」とウッドカッターは言う。「ビ・ダン司令官、
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わしはあんたを非難せんとならん！」

ビ・ダン司令官は歩いて離れる。

ウッドカッターは、背後近くに続く。彼の声はより高い調子に、彼の動きはより熱心に

なる。

数分後、ソンが俺にゆったりした衣装を着せるのを手伝っているとウッドカッターが小

屋に入ってきて、ビ・ダン司令官が俺を西部地区司令官タイガー・アイによる命令で特に

重要な任務で、戦闘任務に同行させることを同意してくれたと穏やかに告げる。ウッドカ

ッターは、俺がファントムブルーパーに捕まった夜に失った古いピースバッジの付いたカ

ウボーイのステットソンと大型ホーンを俺に贈る。俺は大型ホーンを運び、プロパガンダ

をすることになる。

俺は頭を下げる。俺は言う。

「ありがとう、最高に光栄です。サー」

そして、俺は考える。それはそれ。これこそ、俺が期待していたものだ。銃撃下、そこ

には混乱がある。混乱中に俺は逃走できる。

ソンと俺がかがり火に戻った頃に、バ・カン・ボーが、彼女の聞かせどころが、

「従属的排他集団を下す！ 素晴らしき抵抗に長命を！」

という意味のスローガン、ダ・ダオ・コック・マイな「外国の帝国主義侵略者」に対す

る彼女の痛烈に退屈なスピーチの一つを終えている。

村人たちは、礼儀正しく喝采で応じる。「ホー！ ホー！ ホー！」

彼らが俺の格好を見ると、彼らは笑い始める。

美味しいところを持って行かれて、むっとしたバ・カン・ボーが、非難の視線を俺に投

げ付けて、丸太に座る。

俺は、ソンが灰色に塗ったわら紙衣装を着ている。俺は B-52爆撃機。俺の灰色の紙の

翼上には、U.S.と、とても大きな文字が書かれている。

俺は村の子供たちに包囲される。子供たちのほとんど全員が円錐の紙の帽子をかぶり、

竹を削って作ったおもちゃの銃で武装している。

俺はフランス軍の錆びた装甲車の残骸と村人の観衆の間の集会場で円を描いて回り、子

供たちに脅すように飛び掛かると、彼らはくすくす笑って、竹のライフルで俺を撃つ。俺

はブーン、ブーン、ブーン、と大きく騒ぐ。数人の子供が彼らの胃をつかんで大袈裟に長

い断末魔を上げて倒れて死ぬ。

残った子供たちは更に素早く俺を撃つ。俺は数回咳き込み、更に数回、だらしなく飛び

込む。最後に俺は、地面に平たく倒れ、大きな事故を演じる。

子供たちは、突然、決意して皆が俺の上に群がり、必要以上に破壊しようとする。死ん

だ子供さえ、復活して殺到し、痛みを通して金切り声を上げて破壊する。

夜明けの一時間前に、俺たちは村の防衛境界線を抜けて外へ隊列を組んで出て行き、冷

たい朝の空気によって活力を得る。



- 27 -

夜明け直後、俺たちはぼろぼろの一般人の服と、水をいっぱいに詰めたゴムボール、網

のバックに手榴弾、幅広のつばのしわくちゃのブッシュハットに不釣り合いなウェッブ装

備の田舎の男女のベトコン地域軍所属の二十名の戦士と会う。彼らは背中に俺たちが、"

象の腸"と呼ぶ米をいっぱいに詰めたハンモックを背中に引っ掛けていた。

副官ソン、スアン曹長、ボー・ドイ・バク・シ、グエン兄弟、フォン双子、バトル・マ

ウス、そして俺、ファントムブルーパーがホア・ビン自警団所属の戦士に含まれている。

俺たちは一緒で、フランス軍が小隊と呼んだも同然の班だ。突撃において、ビ・ダン司令

官も一緒になる。

俺たちの小さな軍は、可愛い寄せ集めに見え、焼串と荷造りワイヤーを一緒に乗せ、そ

して、俺たちはライフルと手榴弾だけで武装しているが、俺たちの闘争心は高く、俺たち

の断固たる決意は、俺たちの旅を迅速に、そして容易に始める準備ができている。

俺は自分のカウボーイハットに加え、俺には小さすぎる黒パジャマを着て、そして、ソ

ンがせわしい朝食の後、俺の胸にたすき掛けに結ぶように言い張った贈り物－攻撃部隊が

身に着ける赤い腕章に合わせるための赤い絹のサッシュをつけている。

サッシュは、中央下の金の星の下部、そして、金の刺繍の境界に、"吠える赤"とだけ呼

ばれている色だ。ダナン中心部の守銭奴を俺は見ることができる。

俺は、オリーブドラブのメガホンで武装している。ファントムブルーパーとしての俺の

任務は、プロパガンダの大きなドラムを叩くことと、敵である象こと合衆国陸軍に精神的

な打撃を与えることになっている。俺の合衆国海兵隊員としての任務は脱走となっている。

チェン・シとともに一列縦隊に沿って背中を丸め、俺は自分のヘルメット上に標的の中

心を描いたときのケ・サンに帰ったときのように、目標のように俺は感じる。それどころ

か、ネオンの下の二つの影のような赤いサッシュを来ているが、俺の身長は六フィート三

インチある。半数以上のベトコンは、身長五フィート未満。俺は、鴨の雛になりすまそう

としている水牛と同じくらいには目立っていない。

バトル・マウスは、行進の線を上下によろめきながら歩き、混乱し、迷ったように見え、

戦士たちを止めて彼が何をすればいいのかを彼らに尋ねる。彼は、自家製手榴弾、借り物

の AK-47、マシェット、小口径のリボルバー、B-40ロケットランチャー、そしてロケット

六発を降ろした。

ソンは、超戦士バトル・マウスを見て笑う。それから、彼女は、彼らの最初の戦闘任務

となる三人のグエン兄弟に、

「遅れては駄目。虎に食べられるわ」

と言う。そして、彼女は再び笑う。

ビ・ダン司令官は、どうであれ、全てが仕事だ。彼は雑音規範を犯す副官ソンに眉を顰

める。彼は彼の手を振って言う。

「前 進！」
ティエン

俺たちは大きく派手な鳥で満ちたジャングルの中を急ぐ。街道上では話さない。俺たち

は聞かれるのを恐れているのではなく、俺たちが航空機の接近を聞くことができるために。

俺は、手榴弾を手に五十フィートの木の枝に座っている街道監視員ジョニー・ビー・ク
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ールに別れの手を振る。彼は背後に手を振るが、微笑まない。ジョニー・ビー・クールは、

常に責任に対して真剣に見張りを行う。

行進線で俺の前にいる前線戦士は、赤と白のテニスシューズを履いている。手に手シュ

ーズ上の赤いボールは、U.S.KEDS と言う。戦士は中国製の野戦無線機を運んでいる。

十二時間、俺は通信兵のテニスシューズと大きな赤いボールを見ている。

通信兵は、豆の蔓の支柱と同じくらい痩せている。彼は俺たちが背中を丸めている間、

彼は絶えずスナックを食べている。

俺たちは急ぎ、そして、更に急ぐ。俺たちは急ぎ、大きな黒いハエを叩き、通して見る

には、あまりにも厚い蚊の雲をライフルの底部で振り払う。俺たちは生命に満ちた容赦な

い荒涼とした催眠的美しさの景色の中の岩だらけの山道でよろよろと歩く。紫の峡谷。茶

入りの山脈は、恐竜の背中のようだ。鳥は炎の色。半ば宝石の石のような頭の蛇。俺たち

は、ゴムサンダルを履き、露出した黒い火山岩を登る。俺たちは黒い岸壁の真下の山道に

降りる。俺たちは足早に緑の新たな色合いを示す川底の中へ躓きながら下り、多種多様な

緑によって包まれる。

俺たちのポイントマンは十五歳くらいの女の子だ。彼女は、彼女の頭をほとんど越えそ

うなくらい大きなライフルを持ち上げ、停止を告げる。ビ・ダン司令官は調査するために

行進線を進んでいく。ケッズの通信兵は指揮官の側に貼り付いているので俺も付いていく。

ポイントの少女は興奮している。彼女は地面に指を向ける。ビ・ダン司令官は山道を調

べ、彼の同意を頷いて示す。それは俺たちの任務のためには良い兆しだ。山道上の虎トラ

ック。

俺たちは枯葉剤が撒かれた死の臭いがするには、あまりにも死んでいる熱帯雨林を急い

で通る。年老いた木は葉を落とし、黒く、むき出しになって立っている。黒い木に照明弾

のパラシュートでできた風に吹かれた花がぐったりと吊り下がっている。

その後、俺たちは、大きな広葉樹の日にさらされた骸骨、黒い葉の白い木、骨と同じく

らい白い木を見る。木の幹と枝は、腐敗した材木から育った人間の顔、手、そして指のよ

うに見え、不自然なガンによって歪んでいる。

枯葉剤を撒かれた熱帯雨林の有毒なくぼみで、俺たちは怪物と奇形と突然変異体を見る。

頭が二つある犬と同じくらい大きな水ネズミ、背中から余分な足を突き出した鳥、胃で繋

がったシャム双生児のウシガエルに出会す。ウシガエルは、見る限り、恐ろしく不器用で

絶望的に必死の運動で隠れ場所へ急ぎ、人間の目に決して見られないことが生きていくこ

とで最善、と物陰の分泌した粘着物の隠れ場所の中へ最終的に沈んでいく。

完全な灯火騒音管制は、俺たちが親切心から奇形の動物を撃つのを禁じている。

夜が来ても、俺たちは野営をしない。俺たちは進撃する。命令は、手信号によって戦士

から戦士へと山道で伝達されていく。"白 い 夜"。俺たちは止まることも
アン、ニユイツト、ブランチェ

眠ることもせず、一晩中、行進する。

夜間行軍は、真実の玉潰しの円丘の中を迂回する。生きているが如く、ジャングルは俺
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たちの一歩一歩をあらゆる方法でつかみ取る。岩は俺たちを攻撃する。俺の足は、麻痺し、

足のあちこちが岩に噛まれた。俺は出血している。俺たち全員が出血している。しかし、

俺一人だけが付いていこうと努力している。それは玉潰しの円丘で、ベトコンが彼らの乳

歯を切ったので見るのは簡単だ。

俺は、それに向かって身体を折り曲げ、一歩ごとにつかむ。一度に一歩。俺はパリス・

アイランドに戻り、我が先任訓練教官ガーハイム一等軍曹の声をほとんど聞くことができ

る。

「ジョーカー二等兵」

と竹のステッキで俺のクロムメッキのドーム・ヘルメットライナーを叩き、俺が華氏百

度の暑さの中で岩が一杯に詰められたバックパックと完全装備で三マイルを走ってふらふ

らしてたひどい物腰に彼は言う。「お前は小さなウジ虫だ！ お前は努力しろ！ お前は

ましな何かを俺に見せてくれるスイートピーだ。お前は幾つかの俺に、少しはましなクソ

の仕方を始めてくれるティファニー・カフス・ボタンだ」

俺は急ぐ。太陽が昇る。俺たちは、更に急ぐ。通信兵は俺がちゃんと付いてきているか

を確認するために絶えず俺に振り返る。そして、ビ・ダン司令官は行進の列を常に前後し

ながら動いて末期患者病棟で患者から目を離さない医者のように、彼は、そのつど俺を確

認する。しかし、何も言おうとはしない。

俺は、こんな風に注意されることで侮辱される。俺は何者か、砂糖漬のケツか？ 新米

の類か？ 俺は言いたい。「おい、人民、俺は合衆国海兵隊員だ。俺は俺の足が落ちる前

に次の一歩を出せるんだ。何ともない。海兵隊員は跳ぶ方法を知っているんだ」

俺たちが見た目から、おそらくは食料かもしれない物なら何でも通過するたびに通信兵

は食べる。バナナ、ココナッツ、ベリー、緑の葉の多い植物、蘭、蜂蜜アリすらも、完全

に行く。ベトコン通信兵は、それを食べることによってジャングルを枯らす。

俺たちは急ぐ。

ウッドカッターが、行政官ファン・キャット将軍との取引で、将軍の担当戦術地域内に

おいてはいかなる攻撃も行わないために俺たちはホア・ビンから遠く離れて戦わなければ

ならない。引き替えに俺たちの地域内ではベトコン活動が無く、ホア・ビンはハンセン病

患者の居留地であると報告される。

俺たちは、大隊規模の部隊と協力し、ケ・サンの南二十マイルの適用歳を攻撃する予定

だ。

俺たちは、二人の老人がバナナの木を切り倒しているのを見る。彼らは手を振る。

爆撃で一掃された空き地でペースを上げるための命令が戻ってくる。「ティエン！ テ

ィエン！」

俺たちは臭う黒い水の沼地に入る。水は首まで浸かる深さで、見えない名も無き生物と

巨大な黒い庭ナメクジのようなヒルが大量に這い回っている。俺たちはライフルを高く持

ち上げ、空からは見ることのできない水中の橋の上を牽引しようとサンダルばきの足で努

力して、粘着物の中を渡る。魚が俺たちのかさぶたをつつくせいで、戦士の何人かがくす
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ぐられてくすくす笑う。

それから、俺たちは剣のように鋭く、高さ十フィートの青緑色のエレファントグラスを

押し通る。地面は、湿っぽく腐敗した葉がスポンジのように層になっている。生きている

が如く、蔓草と蔦は俺たちの脚と足に絡みつく。

俺たちは幽霊と同じくらい静かに黒いジャングルを通って進む。俺たちは外国人がする

ような方法でジャングルとは戦わない。ジャングルは生き、ジャングルは決して死なない。

ジャングルは打ち負かすことのできないものの一つであり、戦士たちはそれを知っている。

アメリカ人にとって、ジャングルは本物の、そして永久的な敵だ。ジャングルは統制で

きない。ジャングルは徴集令状に反応しない。ジャングルは確実なプログラムには従って

いない。

ジャングルは、育ち、食べ、性交し、死に、そしてまさにより大きく、より卑劣にどん

どんなっていく。ジャングルは常に腹を空かせ、常に新しい人々に出会い、新たな友人に

する準備をしている。ジャングルは残酷だが、公平だ。

恐竜よりも古い場所で、静かにするように図書館利用者に言う厳格な司書のように彼ら

の指を振って小柄なアメリカ人はやってくる。腕白なジャングルは、白い外国人と言い、

そして、ジャングルは彼らを大きな黄色い花と愉快な茶色の猿で中へ迎え入れる。

夜が来ると、ジャングルは彼らの脳みそを吸い出し、生きたまま彼らを茹で、彼らの心

臓を引き抜いて生のまま食らいつき、彼らの青白いピンクの身体を一飲みにし、ジャング

ルが生肉とくそを食らうので、乾いた骨と骨はばらばらになり、肉の欠片は腐敗し、ジャ

ングルが更に生肉を食らう間、ジャングルは黒い壁のように立ち、骨の外側はより乾燥し、

ジャングルが世界より大きな食べる機械のように聞えるまで十億匹の昆虫が噛んで噛んで、

緑の人食いエンジンの可動部分の全てが暖かい赤い血による油を差され、ジャングルはま

さに永遠に続き、それは決して食べるのを止めない。

白い夜。俺たちが安全を感じたとき、俺たちは灯油を満たした小さな香水瓶の明かりを

つける。香水瓶は、砲弾ケースによって適当な状態に芯が保たれるようになっている。俺

たちが街道を下り降り、金色の点は編隊飛行するホタルの列のようだ。

街道の上に影！ 命令が戻ってくる。危険、止まれ。

「ドン、ライ」と調査地点に行く途中、ビ・ダン司令官は言う。

無限かそこらの後、ビ・ダン司令官は俺たちに集合の許可を与える。俺たちは悪臭に向

かって進む。

俺たちの小さなランプの微かに明滅する光の中で、大人の親指より厚く、銃剣のように

先端の鋭い歯を持つ、なお、猛々しく、なお、美しい虎の素晴らしい頭を見ることができ

る。目は無くなっている。オレンジと黒の島の毛皮は燃やされて焦げている。巨大な爪は

大地の中へ深く潜り込んでいる。力強い顎は、最後の抵抗で咆哮で木を震わせたまま固ま

っている。

みんなが速く見ようと群がる。

その死ですら、全部で八百ポンドのベンガル・トラの何らかの風格がある。俺たち全員
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が虎が、燃え上がるジャングルで力強く、そして美しく、空から落ちてきた炎へ、彼の最

後の瞬間に咆哮して襲いかかり、かぎ爪で引き裂く凄まじさを見ることができる。俺たち

は虎が、それを決して理解することのできない力と戦い、恐れずに炎に小便を掛けて戦っ

たのを見る。それから、偉大な獣は温かいジャムのように木の枝からゼリー状のガソリン

が滴る間、ナパームのしぶきの下、灰となって縮んだ。

俺たちは、ナパームによって焼かれた虎を礼儀正しい沈黙でじっと見詰め、ビ・ダン司

令官は手を伸ばすと、大きく滑らかな象牙色の牙の一つをつかみ、それを強く引いて告げ

る。「良い兆しだ」

それから、歩き出す。

言葉も音もなく、チェン・シの各自は、順番に虎の牙に触れて進む。

俺もそれに触れる。

夜明けに、俺たちは、放棄されたケ・サンの海兵隊戦闘基地の妙に静かな敷地で休息す

る。

恐ろしい赤い泥の幽霊防護塚は既に埋め立てられ、そして、その合い言葉は、それがコ

ーヒー豆農場になると言うことだ。

俺たちは日が最も暑いときに、戦場のアメリカ兵が食事のために休息することを知って

いるので班は動く前に正午まで休む。

俺の古い故郷に残されたものは多くない。海兵隊員がジャンクとして残したものを難民

が、建材として持ち去ったか、闇市場で売り払った。材木の欠片、錆びたトラック部品、

裂けたプラスチックシート、真鍮の砲弾ケース、腐りかけたキャンバスの断片、滑走路の

鉄厚板。俺たちのゴミは彼らの宝で、軍隊アリは丘をきれいに丸裸にした。

俺は、ブラック・ジョン・ウェインの掩蔽壕だったと思われるぼろぼろになった僅かな

土嚢に座る。確信するのは難しい。ウッドカッターが俺を捕まえた時から、年月において

ジャングルは禿げた男の頭中で生え始めた濃い髪のように戻った。俺は、ここで家にいる

ように感じなければならないが、俺はそうできない。

友好的な訪問ではなく、俺から目を離さないためにビ・ダン司令官は俺の側でしゃがむ。

俺のかつて踏み歩いた地面に戻ることは、帝国主義者の僕の犬として俺の悪い路線の気質

を復活させるかもしれない。

ベトコン兵士は笑い、食べ物を食べ、ケ・サンを占領していたブラック・ライフルに対

する多くの英雄的功績について、海 洋 物 語-ほら話を語る。新米の嘘が、あまりにも大
シーストーリー

きくなると、古参のチェン・シが戦争が本当に厳しかったとき、ベトコンの"古い軍団"ベ

トミンとしてフランス軍と多高かったことについて新米に語る。

ビ・ダン司令官の通信兵が俺の隣に座る。俺は既に、ビ・ダン司令官が、通信兵に俺の

側に立って、もし俺が目も瞬かせれば俺を殺すよう命令していると見ていた。

通信兵は、俺に手を差し出し、彼の胸にもう一方の手をやる。

「ハ・ゴック」

彼ははにかんで言う。そして、礼儀正しく直接俺の目を見ないようにする。それから、
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「私は、これまでアメリカ人の盗賊にあったことがありません」

俺は、ハ・ゴックの手を振る。

「バオ・チ」と俺は言う。

「バオ・チ・チェン・シ、マイ？」

俺は頷く。

「そう」

俺はベトナム語で言う。「バオ・チ、前線のために戦うアメリカ人」

ハ・ゴックは微笑む。

「アメリカ人」と彼は言い、テニスシューズを指す。「アメリカ製」

それから彼は言う。「あなたを知っています。バオ・チ。アメリカは、アメリカ人が非

常に多くの弾丸を撃つのでアメリカ人はとても裕福でなければならない」

ハ・ゴックは彼のシャツのポケットに手を突っ込んで、ルビー・クイーンタバコのパッ

クを引き出す。

「トロゥク、ラ？」

と彼は言うと俺にパックを差し出す。俺が頭を振ると彼はひどく黒いタバコに火を付け

る。

「リエン、ソ」

と彼は言うと彼の腕時計を見せてくれる。ロシア製。俺は頷く。ハ・ゴックは水筒に合

わせて作ったタケノコの長さの木栓を引き抜く。彼は俺に緑茶を勧める。俺が断ると、彼

は彼自身の飲み物を飲む。

それから、ハ・ゴックは泥だらけのナップサックの中をごそごそと探るとマンゴーを二

個取り出す。彼は俺に一つを渡す。

「コム、オン」と俺は言う。「ありがとう」

俺はマンゴーを受け取る。俺はかぶりつく。

ハ・ゴックは微笑む。彼は黒いボールペンをナップサックから引き抜くと、それが家族

の家宝であるように俺に見せる。ペンには中国語で金の漢字が書かれている。俺は、それ

が価値のある骨董品のようにペンに目を通し、俺は同意を頷いて示す。

「いいね」

と俺は言うが、ハ・ゴックは俺の反応に満足せず、無表情に俺を直視する。

「これは俺の全人生でこれまでに見た中国製のボールペンで最も素晴らしい一品だ」

と言う風に俺は言う。そしてハ・ゴックはにこにこと微笑み、富のあった金持ちが最高

の源によると確認した。

俺は風味の強いマンゴーを食べる。

「私はアメリカ人は嫌いではありません」とハ・ゴックは言う。「私は、奴らが私の友人

の大勢を殺したから、私は奴らを殺すだけです」

俺は頷く。俺は言う。「そういうこと」

ビ・ダン司令官はタバコも持っている。彼のポケット日記から引き剥がしたページを使

って俺の祖父がそうしたように彼は自分のものを転がしている。
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ハ・ゴックはべたべたしたペーパーバックの本をナップサックから取り出す。本のタイ

トルは、フランス語で、友の勝利と人民の影響への方法だ。デール・カーネギーの写真が

背表紙にある。本は本の背を失って、バラバラのページを黒いゴムバンドで結び付けてい

る。

ハ・ゴックはページの角を折ったページの本全体を切り、それから突然ビ・ダン司令官

にベトコンジョークを話そうと決める。俺は後に続こうとしたが、俺はベトナム語で試し

たことが無い。かれこれ、どれだけ多くの同志トカゲが、敵の大砲が木との戦争をして最

新のアメリカ軍の砲弾によって殺されたか。それは同志トカゲがなかなかの革命の英雄の

ように見え、アメリカ軍は彼を殺すのに大量の高価な爆弾を使わなければならない。した

がってアメリカ軍が巨大な砲弾の神業的な供給があっても、トカゲは強い精神で反撃する

のでアメリカ軍は決して勝てない。

ハ・ゴックは彼の冗談に笑うが、ビ・ダン司令官はハ・ゴックを無視する。司令官は右

足を調べ、タバコでヒルを焼き払い、それから三角形の噛み跡をマッサージする。

ハ・ゴックはもしかすると重要な章を見落としたかと思って彼の本を読むことに戻る。

正午、厚い太陽が真鍮のゴングのように空で震えているとき、俺たちは出発準備をする。

ハ・ゴックは彼の無線ハーネスを通そうともがく。俺は、彼の思い無線機を持ち上げて手

を貸し、彼がストラップを直すのを手伝う。

丘の下で、チェン・シが騒々しくバトル・マウスの最新の滑稽な仕草に笑っている。バ

トル・マウスは、彼の背中のパックと共に地面に座り、起き上がろうともがいているが成

功しない。誰かがバトル・マウスのパック・ストラップを根っこに結び付けたのだ。

「ティエン」とビ・ダン司令官は言い、俺たちは出発する。

ハ・ゴックが俺をからかう。「今、バオ・チ、君は象じゃないのか」

象は、アメリカ軍の縦列が気付かれずにジャングルを滑るように抜けていく方法に名付

けられた戦場の陸軍歩 兵だ。俺は笑う。
グランツ

数時間後に椰子の葉の地平線が開け、俺たちはジャングルから舗装道路の上へと出てい

く。俺たちは色褪せた赤い数字のついたセメントの短く太い白い歯の古いフランスのキロ

メートル標示を一列になって通り過ぎていく。

道の一マイル南で俺たちは爆弾痕の模様へ入る。爆弾の数発だけが、ホー・チ・ミン・

トレイルとしてアメリカ人に、戦略街道としてベトコンに知られたジャングルを抜ける舗

装道路、荷車街道の素晴らしいネットワークの一つである道に命中した。道のクレーター

は、この絶対的な VC 国家で、道路補修者によって既に修復されていた。

俺たちは寂れたバナナ農園を抜ける。呻る風は、全ての壁を少しずつ登った蔓の声のよ

うな音で大きな家の中で生きている。家の周り全てを囲むポーチは壊れていない僅かな厚

板だけが残ったままになっている。無くなった窓の一つに猿の赤ちゃんが座っている。猿

の赤ちゃんは、人間同様の顔で、頭の割には大きすぎる目で興味深げに俺たちを監察して

いる。

大きな村の周辺で、俺たちは何百人ものダン・コン労働者旅団の男、女、そして子供た
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ちと出会う。

俺たちは巨大な青灰色のモロトヴァ・ロシア製陸軍トラックが古いワインのボトルに保

管されたガソリンの補給を受けているのを見る。

ダン・コンは道の修繕をしている。男は、ロープ、テコ、そして野獣の力で丘から巨岩

を引き摺り下ろす。女は大槌で巨石を叩いて、それぞれの石を塊に砕く。ハンマーを持っ

た子供は石を更に小さな断片に砕く。この骨の折れる過程はベトナムで砂利を作る方法と

して知られている。

戦略街道を敷設し、歴史的に最大の爆撃にも関わらず開いておくことは、野生の開拓地

があったとき、西部地方が守銭奴、事務屋、そして口うるさい女教師が鉄道でやってくる

と疫病のように広がり、止まって、はびこり十分に飼い慣らされる前、歩 兵だけが、
グランツ

そこへ行く度胸を持っていた別な時間、別な場所で、アメリカの先駆者がかつて成し遂げ

た、まさに奇跡の類だ。

ビ・ダン司令官は手を上げる。

停止。司令官は命令とチェン・シに怒鳴って二つの列に整列させる。俺はハ・ゴックの

側に加わる。

「ティエン！」と司令官は言うと、俺たちは卒業の日に練兵場を行進するパリス・アイラ

ンドの新兵たちのようにぎらぎらと背筋を伸ばし、隊列を組んで村へと行進していく。

「同胞たち！」と誇りを持って労働者たちへビ・ダン司令官は言う。「我々は解放軍

だ！」

道に沿った労働者たちの歓呼は自警団の歩哨を連れだし、村の長老たちが続く。

班は司令官の命令で停止する。俺たちは熱、虫、そして俺たちのゴムサンダル下の厚い

アスファルトを無視して気を付けで踵を合わせる。

ビ・ダン司令官は村の門上の竹製の星の下、村の長老たちとベトコン将校によって挨拶

を受ける。長老たちは高貴な古代の男の火力班だ。そしてお辞儀をして微笑む。ベトコン

将校は大体十八歳くらいだ。

ビ・ダン司令官は、各々の男たちにお辞儀をし、地元のチェン・シ司令官に敬礼し、そ

れからあちらこちらで握手をする。

誰でも笑うので、これは冗談への聞かせどころでなければならない。

地元の司令官とともに幾つかの礼儀正しい会話が終わり、ビ・ダン司令官は誇り高い宣

言をする。「同志少佐、我々はアメリカ人にフォークでスープを飲むように強制した！」

誰もが笑うあたり、これは冗談のオチでなければならない。

完璧な回れ右を実行し、ビ・ダン司令官は俺たちに解散の命令を下す。

太陽が沈み始めたので、誰もがくつろぐ。夕方は日中航空強襲が終了し、夜間強襲には、

まだあまりにも早いので安全な時間だ。俺たちは巨大な焚き火に向かって村を通って付き

添われ、そこで村の女たちが祝宴を準備していた。村の街道監視員は俺たちが到着するに

先立って俺たちが十分近付いたと報告したのだろう。

活動的な聞き慣れた微かな声と、食べ物の匂い、家畜、そして調理の炎は俺たちに俺た
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ちの村を思い出させ、少しホームシックを感じる。しかし、歓迎を用意されていたので長

い間ではない。

いつも通り、俺はスターだ。最後のショービジネス！ 誰もがアメリカ人前線戦士チェ

ン・シ・マイについて知りたがる。何人かは俺にフランス語で語りかける。他の人は俺が

ロシア人かと尋ねる。しかし、大半の村人たちは俺に彼らの知る英語を試したがっている
リエン・ソ

か、彼らの発音の正確さを試したいと望んでいる。

俺はジェシー・ジェイムズ以上の有名人になっている。小さな子供たちは、暴徒となっ

て俺を追い回す。彼らは占領地域で小さな野蛮人を汚すことと悲しいことを嫌っている幸

せで健康な子供だ。叫ぶ代わりに、

「君は、僕にタバコを一本くれる！ 君は僕にタバコを一本くれる！」

彼らは礼儀正しく尋ねる。「あなたどこに住んでる？」
メ イ 、 オ 、 ダ イ

子供たち全員が俺を愛しているが、大人たちからは入り交じった評価を受ける。一人の

女性は憎悪で俺を睨む。俺が通りかかると、女性は彼女のサンダルを脱ぐと壁に向けてそ

れらを投げ付ける。

見窄らしい犬が、黄色の蝶にけたたましく吠えて大股で歩いていく。

子供の全員が俺の鼻に触りたがる。俺が座るとすぐに、彼らは俺の鼻に触れようと群が

ってくる。まるで俺の鼻が子供が、これまで見たどんなものよりも、絶対的に最高のおか

しな物のように子供は俺の鼻に触るたびに、ヒステリックな笑いの発作を起こす。

全てがココナッツの殻を燃やした焚き火で調理され、主菜は豚とヤムイモを香りよく焼

き、副菜は象のステーキ、猿のシチュー、そして犬肉の薄切り冷肉と一緒に食べる。

人見知りする少女は、俺たちに鼻を与えると笑って手で顔を隠す。俺たちが到着したと

き、道路で働いていた男女は俺たちの背中を軽く叩く。これらはバ・カン・ボーがホア・

ビンに戻ったとき、俺たちに常に呼んで聞かせる毛沢東語録において、敵が溺れる間に前

線ゲリラが泳ぐ海のような人民、と毛沢東が語った人々だ。VC 国家。

赤い金属製の星を頂点に配置したコンクリートのオベリスクの下で、似合っている青い

ギターを持った四人の十代の少女たちがベトナム語で、「ハード・デイズ・ナイト」を歌

う。彼らは音楽家としては良くないが、非常に活動的だ。彼らは混乱して歌詞を忘れる。

彼らはギターで不協和音を奏でる。彼女たちは間違うと、赤面し、笑い飛ばすと、観衆も

彼女たちと笑う。

村の年長者と地元のチェン・シ司令官の集まりの中にビ・ダン司令官はいて、彼ら全員

が村の集会場で半円になってしゃがんでいる。弾丸で彼らは泥の中に地図を描く。敵陣地

を攻撃するように影響力のある各自は働きかける。

俺は、米ワインを飲む。俺は米ワインを大量に飲む。俺は俺と俺の鼻を選んだ村の子供

たち二十人によって包囲され、脱穀した米が一杯に詰まった南京袋に寝そべって米ワイン

を飲む。

俺が寝入ると文句を言って、金属は大地に向かって話す。

俺たちは翌日遅くまで眠り、夕暮れ時に村を出発する。以降、俺たちは解放地区を後に
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するので夜間行軍のみになる。

村は寂れている。大きな岩を小さな岩にしてダン・コンは夜明けから通りに出ていた。

村の年長者は別れの手を振る。「勝 利」と彼らは言う。そして彼らは言う。
トラン

「解 放」
ギア、フォン

俺たちは数ヤードおきの穴にトラックを使用するたびに掘り起こして、植え替えられる

苗木を植えて航空偵察から偽装した未舗装道路に沿って行進する。

俺たちが道を外れ、森に入った後、俺たちは緑の葉の多い小枝を切り、それらを衣服、

ナップサック、そして武器に縛り付ける。通信兵ハ・ゴックと俺はお互いが足まで生け垣

のように見えるまで慎重に新しい緑樹で飾って笑う。

俺たちは森から出ると川沿いに歩く。俺たちは川を渡るために渡し船に積まれる。渡し

船は重い材木を荒々しく手で削ってボルトで繋ぎ止めてできている。風化した木は喫水線

より上が日にさらされて白くなっている。二本の巨大なロープが艀を支え、それを横切っ

て男は棹を差す。

艀の男は逞しい胸と逞しい腕と足の持ち主だ。彼は色褪せたリーバイスの半ズボンをは

いて、濃いオリーブドラブの T シャツを頭に結び付けていた。彼は盲人だ。

川を渡る間、ずっと盲人の艀男は憎悪で俺をじっと見詰める。彼の見えない目はオパール

と同じくらい白い瞳を持っている。

「外国人の臭いがする」

彼は言うと、突然、マシェットを拾い上げて周囲の空気に切り付ける。

ソンは厳しく、盲目のはしけ男と話すと、彼は渋々マシェットを手渡した。

「ギア、フォン、ドン、チ」と彼の艀から一列に並んで降りるとき、盲目の艀男は言う。

「解放、同志」

「ギア、フォン」と俺たちは言う。

棹を差して川岸から離れた盲目の艀男は俺たちに向かって叫ぶ。

「アメリカ人を殺せ！」

俺たちは急ぐ。俺たちは、今、低地に戻っている。俺たちは総合雑音規制を維持し、手

信号だけで伝達し合う。

スアン曹長は、傀儡陸軍兵ではなく、アメリカ軍の通った後だと分かる大きく深いブー

ツの足跡を見付ける。俺たちは彼らが休息で座った時のライフルの台尻の跡を見る。スア

ン曹長は伸ばした銃剣で彼らのブリキの皮の食料からゴミを掘り起こす。もしそれらの C

レーションが半分だけ食べられていれば、それは敵戦士たちが日没までに彼らの基地へ帰

る計画であることを示す。スアン曹長は空の C レーションの缶の幾つかをビ・ダン司令

官に見せる。缶は、まだ内部が湿っていて擦ってきれいにされていた。

司令官は、彼の信号を班が見ることができるように体を回し、"長鼻"の信号で彼の鼻に

指を付け、それからスアン曹長を見る。曹長は頷く。

信号は街道を下って繰り返され、バトル・マウスは大きな囁き声で言う。「私は、奴ら

の戦争挑発の資本主義的な腕と脚を引き裂く。私は、奴らを水溜まりの中で浄化する。私
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は、自分の歯で奴らの顔を食らう。私は-」

ビ・ダン司令官がバトル・マウスの喉をつかむ。「喋るなバトル・マウス、でないと私

はお前を撃つ」

バトル・マウスはむっとする。気付かれないように。

俺たちは、更に百ヤードを急ぐ。遠くで砲弾が爆発する。近く、そして間近でチョッパ

ーの羽 の 音。
ワツク、ワツク

ビ・ダン司令官はペースを上げるために班へ最初の信号を送るが、俺たち全員が全力で

走る頃に、突然、彼は手を挙げる-停止-、そして地面へそれをそれを降ろす。俺たちは自

分たちの腹を墜落させて援護のために這う。

通信兵ハ・ゴックが空気の臭いを嗅ぎ、俺に振り返り、彼の鼻を指すと、しかめ面で鼻

を摘み、無言で言う。

「アメリカ人の臭いがする」

ビ・ダン司令官は、地形を読み、防衛陣地内の戦士たちに合図する間、ハ・ゴックは俺

の腕を叩き、それから右舷を指す。俺には何も見えない。しかし、ハ・ゴックはもう一度

指差す。

俺たちは俺たちが安全であると語る虫の羽音に聞き耳を立てるが、虫は不気味に静まり

返っている。鳥の立てる雑音が満ちたジャングルは静まり返っている。

ハ・ゴックは拳を作り、地面に沿って彼の拳を歩かせて言う。

「象が来ている」

陸軍兵士は、騒々しい音を立てるだけの装備を持っているので戦士たちは、奴らを、

「象」

と呼ぶ。

ひどい打撲傷を負った肘で身体を起こし、俺はリズミカルで微かなむしゃむしゃという

音を聞く。音はマシェットの殴打だと鮮明に分かるまで、音はより大きく大きくなってく

る。

ハ・ゴックと俺は泥の中により深く隠れる。

重いブーツが腐った竹の乾いた欠片を踏み潰す。ゆっくりと話す低く重い声が風に乗っ

て声を漂わせる。

カモフラージュ・キャンバスを被せたヘルメットがジャングルの壁から一度に少しずつ

緑の影が沢山現れる。汗塗れの顔の半分が現れ、目は狙撃兵のために上へ、対人地雷とブ

ービートラップのために下を見る。それから、大きな太陽で色褪せたフラックジャケット。

それから、M-16の黒い銃身。

ポイントマンは、海兵隊の新兵で、マシェットで街道に侵入する。

俺は、俺が、このクソを切り刻むことができると言う自信が持てない。彼らは、象では

なく、彼らはブラック・ライフル-海兵隊員だ。俺は、どうすべきか考える。彼らを撃つ？

彼らにビールを奢る？ そして、もし俺が俺たちの戦線から彼らの戦線まで横切ろうと

すれば、俺のケツを吹っ飛ばすのは、ベトコン、或いは海兵隊員、或いは、その両方？

俺の計画は常に単純な脱出で、逃げることであり、自殺することではない。今、俺は行動
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を起こすべきかもしれないが、俺は、もう少しクソがましで、それが台無しにならず、型

通りにそれができることを確信する。

ポイントマンは、C レーションの缶を詰め込んだ黒い靴下の予備のセットを首の回りに

吊した見窄らしい野戦海兵隊員だ。彼は M-16で街道の下を狙い、彼の指をトリガーにか

けて持っている。引きずり、デュース地点でブッシュに侵入する。彼がマシェットで緑の

竹軸を貫いて叩き切り、俺は重そうに動く腕から光る汗の滴が飛ぶのを見る。次は分隊長

が来て、彼の通信手が続いた。

分隊長は透明なビニール袋に入れてテープを撒いた無線送受話器で話している。彼は彼

の通信手へ送受話器を投げて彼の手を挙げ、指を広げる。停止。通信手は送受話器に話す。

彼の野戦無線機上でウィップアンテナが揺れ動き、彼を見事な標的にしている。

俺は立ち上がって、怒鳴りたいと感じる。「お前たちの間隔を保て、兵士たち。お前た
ピ ー プ ル

ちの間隔を保て、さもなければお前たちは攻撃の的だ」

暑い、正午。ジャングルは、緑の炎。海兵隊員は食事の用意をする。余裕の時間、彼ら

を捕らえるなら、それらを燻し出す。それはおそらく LZ の偵察活動中の海兵隊のライフ

ル中隊だろう。地平線に沿ってヘリコプターの集団のバババと反響している。それは収穫

の時間。大隊は VC の米貯蔵庫の幾つかを暴く計画になってるに違いない。

戦士は待つ。俺たちは動かない。俺たちは、俺たちが何ヶ月にも及び絶え間ない発汗を

示す彼らのジャングル・ユーティリティの脇の下にある円状の塩の染みを見ることができ

るくらい海兵隊員に近い。歩兵のゆっくり進む馬車馬は重い装備で満杯だ。俺たちは、彼

らが呻き、背嚢を落とし、彼らの装備が擦れ動く音を聞くことができる。

歩 兵は、彼のヘルメットに座り、C レーションのタバコに火を付ける。ヘルメットの
グランツ

嫌になる重さから解放されたことを楽しみ、彼はヘルメット・ライナー内のバンドによる

赤黒い線の跡が付いた額を擦る。彼は真鍮の鳩目の付いた装備ベルトの後ろに吊した四個

の緑のプラスチック製水筒の一つを取り出す。

口に C レーションのスプーンを入れて噛みながら、誰かのファニー一等軍曹が現れる。

一等軍曹は、白いプラスチックスプーンで蚊を叩いて追いやり、ヘルメットに巻き付けた
ガ ニ ー

タイヤチューブの黒いゴムバンドから防虫剤、バグ・ジュースの小さなプラスチック製圧

迫容器を抜き出す。彼は固い戦車の皮、短気なひねくれ者、あまり聡明でないビール腹で

典型的な霞んだ灰色の目をした二十年勤務の一等軍曹だ。
ガ ニ ー

「ブラッドフィールド、お前は屑だ。お前の E ツールで、お前のケツから頭を掘り出せ。

それとも、ハリウッド海兵隊員のスペイン系の奴らは、お前のケツに座れと教えたの
ダ ゴ

か？」

一等軍曹は背を向けて、先導した小隊に演説する。

「OK、兵士たち、俺が見てみたいのはケツの穴と肘だ。家をお前たちは掘る。僅かに深
ピ ー プ ル

く作れ、兵士たち、急いでな」
ピ ー プ ル

ブラッドフィールド二等兵は、ぶつぶつ言って、彼のタバコを分解して彼の汗だらけの

フラックジャケットに落とし、それから、仮の墓に彼自身を植えることができるように彼

はイントレンチングツールで農夫のように土地を耕す。彼は激しく E ツールごと地面に
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倒れ、ガニーを見る。彼は彼の首に巻き付けて乱暴に押し込んだ OD のタオルで顔から汗

を拭き取って言う。

「神がいない、ここではあらゆる畜生が地獄に堕ちる」

ビ・ダン司令官は命令し、俺たちはゆっくり、少しずつ、おそらくは五十ヤードを這う

だろう。俺たちは暑い日の中に穿つ一回の発砲で、俺たちは問題なく海兵隊員との接触を

絶てる思い始めている。俺たちの斥候の一人が合図に撃った。発砲は自動小銃の銃撃によ

って応じられる。

俺たちが決して知らない何らかの理由で、誰かが移動命令を出し、海兵隊員たちは出発

準備をする。海兵隊員には一つの行進命令だけがある。躊躇う者は取り残される。

今、偶然、俺たちの中に転がり込んできた海兵隊員に止めを刺す。よりよい殺戮本能と

して知られる接触活動。ライフル中隊は偵察射撃を怒りに満ちて投げ付ける。

銃撃を聞いた後、そして、それが命中したかは分からない後の呼吸する間の沈黙ほど恐

ろしい。

「バン！」とビ・ダン司令官が言う間、戦士たちは気分が高揚する。班は銃撃を開始する。

それをすることは待つよりはましで、それほど考える時間はない。

「動け、早く動け！」と命令。
ディ、ディ、モウ

俺たちは、"ベルトで敵をつかむ"ことはしない。もし俺たちが戦うつもりならば、海兵

隊員が地上基地の砲兵、艦砲射撃、そして戦術近接航空支援と言った支援火器を俺たちに

対し、使うことができないように敵へ接近して動く。

俺は脱走の機会を計りながら気を使う。銃撃戦が部隊に進んでいるときに現れるのは最

高の時ではないが、多分、俺はチャーリーに間違われるには大きすぎるだろう。或いは、

多分、歩 兵どもは最初に俺を撃った後で俺を調べる。
グランツ

突如、班が飛び出し、俺たちが行くと銃撃が厚いジャングルの方へ降りていく。

M-60機関銃の銃弾が大きな岩に跳弾し、木の幹の中へ深く食い込んで甲高い音を立て

る。爆発が大地を揺るがし、破片は積み重なった緑の葉を貫いて無害に打ち鳴らす。

どこからともなく、俺たちに向かって大急ぎで、大柄な黒人歩兵が M-60機関銃と共に

現れると、アスベスト製グローブをはめた手でバイポッドの脚をつかみ、ジョン・ウェイ

ンよろしく腰だめで撃ち、何人かのガンギー真鍮弾畜生、生まれながらの眉間射手、そし

て未亡人作り実習生は戦 死 傷 章を経て青 銅 星 章に向かって激しい突撃をかます。
パープルハート ブロンズスター

俺は武器の方へ手を伸ばすが、俺が持っているのはメガホンだ。それは反射的な行動。

俺は愚かだと感じる。俺はメガホン、或いはチュー・ホイ或いはクモザルより早い自慰を

して真鍮を切り刻むことができ、戦車と同じくらい巨大なこの黒人海兵隊機関銃手を宥め

る方法について考えることができる前に、巨漢の黒人機関銃手は倒れ、排出された空薬莢

の金色の光の後ろへゆっくりと沈んでいく。

通信兵ハ・ゴックはビ・ダン司令官が掩護射撃を置く間、俺の足を引っ張る。

俺の右側を駆け上がる熱い痛みの発作は、俺が撃たれたという最初のヒントだ。俺は見

下ろす。俺は銃で撃たれた傷は多く見てきた。俺は立ち上がり、俺は動き、そして、まだ
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出血多量では死ななかった。俺はハ・ゴックの助けを借りて進み、骨に当たらず、主要動

脈も切れていない右大腿部の貫通銃創 T&T と診断する。今、俺は絶好の機会を得たのに

片足の海兵隊員がどう飛ぶかについてでたらめの海洋物語を示された。

俺が振り返ると、衛生官がケーバーで黒人機関銃手のパンツを切っているのを見ること

ができる。衛生官は彼の周囲の銃撃戦の進行を無視して立ち上がり、即座に救急ヘリによ

る搬送を要請する。衛生官は西部のガンマンよろしく、二挺の.38口径リボルバーを腿に縛

り付けたホルスターに入れている。

俺たちが立ち去ると、俺たちはブラック・ライフルがお互いに大声を上げているのを聞

くことができる。

「そこに何発か投げ込め！」

「くそったれガンシップはどこだ？」

「撃 ち 方 止 め！ 撃 ち 方 止 め！」
チェツクファイア チェツクファイア

「お前は動けるか？」

「森を偵察しろ！」

ハ・ゴックは小柄だが、信じられないほど強い。彼は暑い空気の断片のように俺たちの

頭上を銃弾が音を立てて行く中、彼は俺が森の方へ転がり込むのを手伝う。

弾丸がハ・ゴックの後頭部に当たり、顔から出ていく。彼は、俺自身から彼の顔を僅か

に話して驚いて俺を見る。醜い湿った空洞が彼の鼻と頬骨の間にある。ハ・ゴックは俺の

顔に彼の最後の息を吹き掛けて俺の足下に倒れて死ぬ。

振り返ると俺はしゃかりきになった規則通りの格好をした準備した班長、海兵隊大尉を

見る。将校は戦場では階級章をつけないが、彼の年齢と物腰、そして彼のこぎれいにされ

た口髭、彼の髪は高く、そして固い、大尉としての彼の印だ。

彼はポンプ式ショットガンを持っている。彼の胸にはショットガン用の全真鍮製軍用弾

を差したベルトがたすき掛けにされている。

黄色い豚革の手袋、糊で固めたタイガーストライプのユーティリティ 帽 、.45口径自
カバー

動拳銃を収めた黒革のショルダーホルスター、そして航空士サングラスを身に着けている。

彼のジャングルユーティリティジャケットの一番上のボタンホールからは腕時計が下がっ

ている。彼はピストンのように彼の腕を上げ下げして動かす。「行け、行け、行け」

大尉は、これまで白人ベトコンに会ったことはなかった。彼は俺を見ると、彼は俺を撃

つか、俺にビールを奢るかと悩む。歩 兵操典の規則の下では、最初に撃ち、そして疑
グランツ

問を尋ねることを忘れる。俺は大尉に親指をあげて見せ、彼は燃える茂みを見詰めるモー

ゼのような俺を見る。

大尉が躊躇っているとビ・ダン司令官が撃つ。

大尉は足を撃たれて倒れる。

海兵隊員は列になって動く物全てを撃って進んでくる。

俺は背を向け、でかいケツの鳥のように不器用にのろのろと走るが、痛みを無視するよ

うになり、大急ぎで遮蔽物を見付けるか、俺の健康記録をクソな物語に変えるかのどちら
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かだとだけ考える。森は危険を意味している。今、それは安全性を意味している。

森でビ・ダン司令官が俺を待っている。俺は魔法によって現れたビ・ダン司令官とチェ

ン・シを見ずに静かなジャングルをじっと見詰める。俺に逃げる機会はなかった。俺は、

方法のあらゆる道で誰かのお気に入り画像だった。

ビ・ダン司令官は俺にハンモックに横になるように命令する。戦士たちは俺を持ち上げ

て運び、そして、俺は黒と緑、或いは緑と黒のジャングルの中へ深く、素早く動く。俺た

ちは、同志トカゲの植えに何トンもの鉄を投下するブラック・ライフルのどうしようもな

い無能なガンシップの機械的な鈍い騒音と非常に大きな砲弾と爆弾の炸裂する音を無視す

る。

俺の脱走する最高の機会なんて、その程度だ。

班は、半日、俺たちが、戦争を生き延びることが不可能に思えるほどの戦争から遠く離

れるまで急で険しいドン・トリ山脈内の荷車街道を上へ上へと登っていく。ここでは教会

のようにとても沈黙していて、ジャングルの流れの穏やかなせせらぎによってだけ破られ

る。例え、熱帯雨林のどこにいようが急流の柔ら中なせせらぎは常に聞える。水の音は、

心を穏やかにする。

夢のように世界の全てが休んでいるようだ。ただ、それは気味が悪い、しかし、それは

美しく、そして戦争は俺たちが遙か下流の谷の幾らか嫌な場所に残した嫌な記憶以外の何

者でもない。

俺は俺たちが、なぜ、俺たちの銃を捨てずに、入植者に対する要求を起こさずに永遠に

止まっているかが藁家内。彼らに低地で馬鹿のように戦わせてやる。俺たちは、ここで寝

起きし、山岳民となる。

しかし、平和は間違った平和であり、沈黙は軍の偽装の唯一別な形だ。ボー・ドイは精

鋭北ベトナム軍兵士のライフル中隊によって歩哨、対空砲、砲の部品と有人掩蔽壕複合体

を抜けて俺たちは案内される。

ボー・ドイは、その隣に座ることができても、決して気付くことができないくらい巧妙

に隠された木の幹を開けて、トンネルの入口を開く。俺たちは木の中に踏み込み、トンネ

ルへ降りる。基本的に俺の肩は様々なトンネルを繋ぐ、あちこちにある落し戸を通るには

大きすぎるのが俺には問題だ。俺が引っ掛かると前の戦士が俺を引き、後ろの戦士が俺を

押す。俺は潜水艦に降りようとしている太った女性のような気分になる。

地面の下まで降りるとトラックを運転して通れるくらい十分な大きさまでトンネルは広

がる。俺たちは巨大で、山の中に人民の町が埋められた相当な備えのあるトンネル複合体

の中を急ぐ。

俺たちが更に深く潜ると、トンネルはよりきれいに、よしきちんとした形になっていく。

洞窟の壁は、もはや蜘蛛の巣も無ければ湿ってもいない。俺たちはコウモリの金切り声の

黒い雲によって、もはや攻撃されない。俺たちは緑のキャンバステントが完全にしつらえ、

木枠がきちんと積み重ねられ、発電機で電灯が灯り、清潔な白いシーツと白衣の医者と看

護婦の職員のいる病院を見る。
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それはヴィクター・チャーリーの巨大な PX だ。

俺たちは印刷機の隣に野営場所を割り当てられる。戦士たちは使い易いように用意され

た柱にハンモックを引っ掛けて吊す。

俺たちは眠ろうとする。印刷機は、ガチャン、ガチャンと夜通し、そして決して停止し

ない。

俺が起きたとき、俺を監視してじっと見詰める一ダースのボー・ドイ兵士たちがいる。

俺は、まさに外宇宙から UFO に乗ってやってきた怪物らしい。

ボー・ドイは完全な制服で、男子学生のように見える。俺が身体を起こすと彼らは戸惑

い、忍び笑って慌てて立ち去る。

誰かが俺の腿から、戦闘圧迫包帯を取り除き、きれいな白い病院包帯に取り替えた。

ビ・ダン司令官は俺の隣にしゃがむと、俺に幾つかの缶詰の食糧を手渡す。食料は C

レーションの中国版だ。俺たちはビ・ダン司令官の自家製ナイフで缶を切って開けた。

食糧は怪しげな肉の入った大半が野菜と麺で、死んだ魚のように臭う。ビ・ダン司令官

が一口食べて吐き出し、ゴミ穴の中に豆の缶の半分を投げ込んだとき、俺は丁重に断るこ

とを決意した。俺は彼が英語で言うのを聞いて驚いた。

「中国の食い物はくそだ」

食事の後、俺は歩き出し、印刷機が柔らかい黄色の紙の新しい印刷物を吐き出すのを見

る。

印刷機は非常に古く、永遠に使えるように物が作られたときに戻って鉄の重い塊と禿げ

た黒いエナメルで製造されている。プレスの、あらゆる機械部品は、ひどく磨り減ってい

るが、良く油を差されて手入れされている。明らかに印刷機は十分な補修を受けていなけ

れば全く動かないだろう。それはアラバマの農場に戻って、俺たちが持っていた古いジョ

ン・ディア・トラクターのようだ。俺の父は、常に言っていた。

「それは串と均衡ワイヤーが共に支えている。間違った方法で、それを見ては駄目だ。で

ないとそれは粉々になってしまう」

印刷屋がやってくると微笑んで俺を歓迎する。彼は陽気な仏陀顔の太った小柄な男で、

インクの撥ね飛んだ白いシャツを着ている。彼は英語で、彼の印刷機がサイゴンから何百

人もの人々によって何百もの部品を輸送する手段で、密輸され、トンネルで部品を一つず

つ再び一つに組み立てた方法について胸を張って俺に語る。

少しお茶はいるか、と俺に尋ねた後に印刷屋は言う。

「君はジェーン・フォンダを知っているかい？」

彼は、破片と同じくらい重いタイプの大きな束を俺に手渡す。彼の指の爪にはインクが

詰まり、インクが臭う。

「彼女もアメリカ人ではある」

「いや。すまない」と俺は言う。印刷屋は失望したようだ。

「君はマーク・トウェイン氏の作品は知っているかい？」

「もちろん。俺は彼の本を何冊か読んだよ」
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満足した印刷屋は頷く。俺はタイプの束の上に妙なアクセントをつけられた文字を調べ

て、印刷屋はポケットノートと万年筆を取り出して言う。

「チェン・シ・マイ、どうして君たち兵隊は家から一万マイルも離れて、この土地で地獄

の人生を送って死ぬんだい？ この国は君たちの物じゃない。僕たちは、君の祖国に危害

は与えない。どうして、君らは僕たちの男や女を殺して、僕たちの祖国を破壊するために、

ここに来たんだい？」

俺は何て言えばいいのか分からない。

印刷屋は続ける。「君は僕らを打ち負かすことはできない。君は僕らが何者かなんて分

かってもいない。君は僕らに会うこともできない。君の国は、夢の中に生きて、夢の外で

何でも殺そうとしているけど、僕たちは現実の世界に住んでいるから、君は僕らを殺すこ

とはできない。僕たちは二十年間を戦って、僕たちが自由を得るまで、僕たちが勝利を得

るまで戦い続けた。まさに君の祖先が二百年前にしたことさ。ホー伯父はベトナムの独立

宣言をアメリカの独立宣言を引き合いに出すことから始めた。

「全ての人間は平等に作られ、彼らは決して譲ることのできない権利を彼らの創造主から

彼らは与えられ、そして、それによって人生、自由、そして幸福の追求を行う」とね。ア

メリカ人の兵隊は彼らの自由を守るためにもう戦えないし、僕らから盗むこともできない。

チェン・シ・マイ、君の偉大で英雄的な祖国はどうして、高貴さを失って自らをギャング

に売り渡したんだい？」

印刷屋は、まるで俺が二十五の言葉もしくは、それ以下における宇宙の神秘を示そうと

しているかのように、ペンを構えて話すように密接に俺を見ている。突然、俺は、自分が

前線広報誌のための取材を受けていることに気付く。

「俺は知らない」と俺は言う。
ホン、ビエツト

印刷屋は失望して頷いたが、俺が本当に知らないのだと疑いもなく信じ切っている。

印刷屋は彼の腕時計を見る。彼は言う。「あのね、ここの大物の何人かは君をハノイの

収容所に送りたいんだ。でも、君には西部地区司令官、前線タイガー・アイという有力な

友達がいる」

彼は、もう一度腕時計を見る。「僕と一緒に来て」

印刷屋はビ・ダン司令官に言う。「同志少佐。あなたと話してもよろしいですか？」

そして、司令官も俺たちに加わる。俺たちは大地の下の工場でコスモリンとオイルの臭

いがする蒸気の音を立てて遠離る労働者が操る奇妙な唸り声を上げる機械を横目に歩く。

俺たちは巨大なテントを通り過ぎる。中には、真鍮の星と分厚い赤い襟章の付いた半袖

のカーキユニフォームを着た北ベトナム陸軍将校が五十人か六十人が長く狭いテーブルの

席に座っている。将校たちは、食べ、茶を飲み、カードで遊び、彼らのコーヒーに角砂糖

を落とし、冗談を話し、嘘を話し、笑い、パイプとタバコを吸い、新聞を読んでいる。

俺たちは、聖堂で高さ十フィートの真鍮製仏像を見る。

俺たちはヤシの葉に覆われ、踏み固められた大地の床に蹲るボー・ドイ新 兵が大
スナツフィー

勢収容されている大きな部屋に入る。ボー・ドイは、全員が十九歳で規定通りの髪型に清

潔なカーキシャツとショーツを身に付け、健康的で強健だ。彼らは日に五回
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ガラクタのくだらないか、ことによればハンモックのガラクタかもしれない検査を受け
ジヤンク オン ザ ジヤンク ジヤンク オン ザ ハンモツク

て規則に則った格好をしている。

ボー・ドイの多くは、小さなポケット日記に書き込んでいる。他の者は軽食を食べ、眠

り、手紙を書き、実家からの手紙を読み、或いは彼らの戦友に、彼らが彼らのガールフレ

ンドと証する可愛い女の子の写真についてつかの間の海洋物語を語る。

部屋の遙か端に小さな映画スクリーンがある。

印刷屋、ビ・ダン司令官と俺はしゃがんで待つ。数分後に電灯が落とされ、映写機のス

イッチが入る。プロジェクターはブーンと唸ると、ガチャガチャ音をたて、ゼイゼイと、

粗く、そして爆発しそうに迫る。最後に、光がスクリーンに現れ、俺たちはフランス語字

幕の古いチャーリー･チャップリンの映画を見る。

俺たちは、スクリーンで明滅する断続的な白黒の映像を見る。ボー・ドイは笑い、喝采

する。

「シャーロット！ シャーロット！」

彼らは笑い、彼らの胃と腿を叩く。

チャーリー･チャップリンは悲しんで見える天然米紙スクリーン全体で明滅する。彼はど

こかのユーコンにいて、金を探すが、何も見つからない。それで彼の靴を食べることから、

連邦裁判所管轄の事件に遭遇する。

涙が浮かぶほど、ボー・ドイは激しく笑う。「シャーロット！ シャーロット！」

映画の後、ビ・ダン司令官と俺は印刷屋に俺たちを映画に連れて行ったことに対して礼

を言う。俺たちは印刷屋にさよならを行って、お辞儀をすると、それから握手をした。

ビ・ダン司令官と俺は、自分たちの地域に歩いて戻るとハンモックに倒れ込む。俺たち

が眠る前にビ・ダン司令官は英語で言った。

「私は、あの映画が好きだった」

スアン曹長が、俺たちを起こす。俺たちは自分らの装備を拾い上げ、主要トンネル複合

体から体を丸めて出ると、手と膝で這うまで小さくより小さくなる暗く長いトンエルを下

り、俺たちは目を眩ませる日の光の中へ暗闇から出る。

俺たちは低地に向かって再び下流へ更新する。

岩だらけの街道を下ることは、最悪に急ぐ僅かな真のナンバー一万だ。急な斜面を歩い

て降りる全行程は不器用で、全ての不適切な筋肉を痛め付ける。俺たちのバックパックは

前後に動き、バランスを失って俺たちを放り投げる。俺の包帯を巻いた脚は麻痺したよう

になるまで痛み、俺は足場を確認するためにいちいち見なければならない。二、三時間ご

とに戦士は倒れ、街道を真っ逆さまに転がり落ちるが、最悪な怪我は腕を折ることだ。

滝で、ビ・ダン司令官は停止を叫び、俺たちは粘る米とトマトの食事を摂る。

滝の轟きに負けないようにビ・ダン司令官は話して俺たちが夕暮れまでに目的地に到着

し、今夜中に戦いに向かうことを知らせる。俺たちが戦いのために元気であるように二時

間の休みが命じられる。

俺たちは汗塗れの服を脱ぐことなく、ヌルヌルした苔に覆われた岩の上、そして、緑の
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水の中を素足で歩く。戦士は飛び込む。俺は水中の水に座って脚を擦る。

ソンは、滝の下の岩棚に立っている。水は巨大なシャワーで、ジャングル・プールに当

たって白い泡の煌めきの中に溶ける湿った銀の柱を崩れさせる。ソンはプールの中に彼女

が倒れる前に、彼女がどれくらい落ちてくる水の重さに耐えて立てるかを確かめるゲーム

をする。それから、彼女は自ら這い上がって再び挑戦する。すぐに戦士たち全員がゲーム

に参加し、子供のように叫び笑う。

俺は水中の岩の上に背を持たれ掛ける。俺は顔だけを水の外に出す。太陽は俺の顔を温

める。俺は目を閉じてくつろぐ。滝の心休まる轟きは、俺を眠りへ導く。

俺たちの身体を綺麗にした後、俺たちは日向に濡れた服を置く。俺たちはビ・ダン司令

官が岩の上で砂の城を造るのを監察する。平らな岩は VC 机だ。砂の城は、"合衆国戦闘

要塞"。司令官は石と小枝を、地雷原、重機関銃、強固な掩蔽壕と言った重要な陣地を示

すのに使う。

目標が、CIA 指揮下で戦う華僑起源のベトナム人傭兵ナンの秘密部隊によって作戦基地

として使われている特殊部隊収容所だと司令官は明らかにする。ナンは、北ベトナム陸軍

兵士に扮して山 岳 民 族の村を攻撃していた。これは山岳民族に解放戦線に対する戦闘
モンタニヤード

に参加するよう説得する CIA の宣伝工作だ。俺たちの任務は基地を破壊することだ。

ビ・ダン司令官は正確に、彼もしくは彼女個人の責任が戦闘の間、何であるかについて

各戦士に話す。

俺の任務は、攻撃の前に夜通し彼らを起こし続けるために収容所防衛部隊に話し掛ける

ことだ。俺はあまりにも背が高いし、戦士を混乱させ、そして脚に軽い怪我を負っている

ので武器を運ぶ権利を得られなかったために、俺は突撃部隊には入らない。俺は突撃部隊

の撤退を援護するスアン曹長の後衛として残される。

トゥルン・シ・スアンは、俺に狂ったアメリカ人降伏者、余分なお荷物、何らかの愚か

で派手な宣伝活動、忌々しい観光客を背負わされたことに嫌悪すると言った目で見る。

スアン曹長は、全て骨、筋肉と腱の痩せた男だ。彼は七十歳くらいだが、背中に水牛を

背負って一日中、山腹を駆け上がることができ、夜通し、頭でレンガを叩き割ることがで

きるかのように見える。彼の顔全体に破片による醜い傷跡があり、彼は遙か昔からタフな

くそったれだ。彼は常に各自が躊躇うならば、まるで彼が即座に殺すかのような脅す口調

で彼の兵士たちに命令をする。

ビ・ダン司令官は戦闘命令の詳細の後で、誰か意見や疑義が無いか求める。全戦士が行

うこと、その方法について同意するまで一、二時間計画を焼き直す。俺はアメリカ人は攻

撃部隊を地雷原に送るために有刺鉄線を張ることを指摘する。戦士は俺の情報に同意して

頷くが、通常、彼らはとっくにそれについては知っている。若干の計画変更が戦士たちの

意見に基づいて行われる。攻撃計画が整った今、規律は厳しく実施される。

「万歳、行こう！」俺たちは言う。
ホアン、ホー！

班が出発準備をする中、俺は茂みの中へと、そっと滑り込み、小便をするための場所を

探す。俺がグエン兄弟の一人、グエン・ハイが木の根元に背中を持たれ掛け、目を閉じ、

口を開いて座っているのを見たとき、俺は素早く回れ右をする。フォン姉妹の片割れが彼
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と共にいる。彼女の頭は彼の膝にあって上下に揺れ動いている。

男女共闘の戦争の長所について考え、俺は十代の子供のようにくすくす笑って班へ急ぐ

-どこかで済ませる。

俺たちは下へ下へと急ぎ、それから幽霊が出そうなマングローブ沼に入る。お互い間近

に固まって、臭う水に立って淡い緑の木の幹の何百もの鱗をかき回す。臭い水は、植物の

欠片が混じり合って毒蛇が潜む汚水のようだ。

B-52爆弾湖のクレーターの水の中は腰から下が見えないので、沼では慎重になる。完全

装備を背負っている戦士は突然二十フィート沈むことができる。

俺たちが沼を去ると煙を見る。黒い煙。料理のための炎としては煙があまりにも多い。

俺たちは地平線の赤い炎を見る。

俺たちは足を速める。

数分で俺たちは点在し、反撃の無い小火器の銃声を聞く。それから悲鳴を聞く。

ビ・ダン司令官は、野戦双眼鏡で偵察し、銃声を聞くのを合図に攻撃するよう命令し、

スアン曹長と一個分隊を左翼に、もう一つをソンと共に右翼へ送る。俺はスアン曹長に肘

からケツの穴まで突き通される。

班が山 岳 民 族の村に集まると、おそらく、俺たちは彼らの軍服と武器を新しい葉と
モンタニヤード

小枝で偽装した北ベトナム軍の階級章と小さな茶色のピス・ヘルメットを被り、カーキシ

ャツとショーツを着た五十人の兵士を見るだろう。

北ベトナム陸軍兵士に扮装したナンは村を燃やし、男は殺し、女は強姦する。

俺たちは素早く向かい、司令官の命令で発砲する。「バン！」

山 岳 民 族の小屋は短い支柱に乗っている。山岳民族は腰布を着ている。男は痩せて
モンタニヤード ヤ ー ド

骨張った胸をしている。女は胸を露出して病的だ。子供たちは栄養失調で腹を膨らませて

いる。

一般的な時に、山 岳 民 独とベトナム人の間に失われるような愛は無い。
モンタニヤード

俺たちは散開する。動き、そして撃つ。撃ち、そして動く。俺たちは五十人のナン傭兵

には不釣り合いな辛うじて三十人の戦士たちより非常に大きな部隊だと言う印象を与える。

新たな未亡人は死体から死体へ走る。彼女らが正しい死体を見付けると、彼女は苦しみ

で泣き叫ぶ。それから、彼女たち全員が苦しみで泣き叫び、嘆きは恐ろしい歌へと結びつ

いていく。

俺たちは撤退するナンに続き、奴らを押し、奴らの周りを回って踏み止まろうとする余

裕を決して与えない。俺たちは村へ突撃し、叫ぶ。

「同志、前進！」
スン、フォン

そして俺たちは言う。

「我々は解放軍だ！」

俺たちは年老いた女性がテーブルの上にしゃがみ、胃をつかんで呻っているのを見る。

誰かがばあさんの腹を銃で撃ったのだ。ボー・ドイ・バク・シは彼女を助けるために後退

する。
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ナンは手強いろくでなしだ。奴らは全員の二十ヤード後方に一人を残した。俺たちの斥

候が奴を殺すまで、各兵士は倒れるまで戦い、それは時間を要する。

俺は命じられたとおり、スアン曹長の側に止まろうと試みるが、俺の脚はまた出血し始

め、数ヤードほど後れを取っている。

ナンの狙撃手が木の枝から銃撃する。スアン曹長は俺にじっとしているように命令する

と、ナンの側面へ回り込もうと試み、銃撃を引き寄せるために自らをさらけ出す。ナンは

撃つ。誰かが銃撃を返す。ナンは汚れた洗濯物のように木から落ちる。

ビ・ダン司令官は俺たちに手を振り、前進させる。俺たちは進み、スアン曹長は立ち止

まるとナン狙撃兵の玉を蹴り付ける。ナンは呻き、恐れも痛みも無く俺たちを見上げる。

彼が俺を見ると彼は戸惑う。スアン曹長が AK の一連射でナンの混乱を終わらせる。

俺たちは特殊部隊収容所に銃撃範囲の見通しが付くように枯葉剤を撒かれ、ブルドーザ

ーで整地された平らで広々とした地面に出るまでナンを追う。

収容所内の榴弾砲一門が砲弾を撃ち始める。砲弾は梢で無害に爆発し、俺たちはジャン

グルへ後退する。

俺たちはファントム戦闘爆撃機が要請され、既に空で待機し、二十分以内に爆撃行程に

入ることを知っている。

グエン兄弟が、胸を張って、彼らが捕虜にした二人の縛り上げたナンの捕虜を従えて現

れる。グエン兄弟は、まだ新米だ。

「良し！」とビ・ダン司令官は言う。彼はグエン兄弟の背後に手を振る。スアン曹長が進

み出ると各ナン捕虜をライフルの台尻で地面に殴り倒し、それから頭を銃弾で撃ち抜く。

ビ・ダン司令官は彼の腕時計を見てから、地図を見る。俺たちは新たな位置へと彼の後

を追い夜を待つ。俺たちはファントム戦闘爆撃機が頭上を飛び交っている音と、爆撃の音

を聞くことができる。俺たちは耳、脚、骨で爆弾がジャングルの縁に命中するのを聞くこ

とができる。

俺たちは夜を待つ。

夜は俺たちの友人。

何時間も、百回も同じ演説をオリーブドラブの電池式拡声器で繰り返し話す。俺は、政

治将校バ・カン・ボーが俺のために書いた台本を一語一語読む。

「来たれ、兄弟」と俺は言う。「君らは間違った側で戦っている。武器の向きを変えよ」

「この国は、君らのものではない」

「我々は、君らの祖国に危害は加えない」

「なぜ、君らは我々の男女を殺し、我らの祖国を破壊するためにここへ来たのか？」

「自由と独立のために南ベトナム人民の正当な苦闘を鎮圧するために用いられる軍隊にお

いてサイゴンの下僕となってはならない。

兵士諸君！ 君らは自由を愛する伝統を持つ偉大なアメリカ人民の息子である。君らの

野蛮な行為によって、偽りの論争の名において彼ら自身の土地にいる愛国者たちを苦しま

せることで、君らはアメリカの名誉を汚す。
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彼らの家を燃やし、彼らの収穫を破壊するためにベトナム人民を殺す掃討作戦を実行せ

よと言う全ての命令に従うことを拒絶せよ。

「ホワイトハウスのギャングに向け、"嫌だ！"と言うのだ。君らは間違った側で戦ってい

る。君らの先祖の名誉の記憶。正義のための我々の苦闘に加わるのだ。銃の向きを変えよ

……」

ビ・ダン司令官はチェン・シ将校と擦れ違う。彼らはお辞儀をし、敬礼して握手しあう。

将校は葉巻を吸っている。

ジャングルは、今、何百というチェン・シ戦士で満ちている。

しゃがれ声の俺はスアン曹長の後衛部隊に加わる。俺は、もし俺が戦闘に巻き込まれて、

負傷したとき、安全な場所まで引きずっていけるように足首の周りに黒い通信ワイヤーを

縛り付ける戦友たちの手を模倣する。或いは埋葬されるか。チェン・シはもしサ-彼らの

祖国で彼らの先祖の近く-に葬ることができなければ彼らの魂は永久に、永遠に一人でさ

まよう運命にあると恐れている。

突撃部隊は、彼らの武器を点検し、彼らの攻撃陣地へ移動する。グエン兄弟は、彼らが

負傷したとき、彼らの武器を失わないように紐の長い切れ端で彼らの装備ベルトにライフ

ルを結び付ける。

俺は、初めて攻撃者の目でアメリカ軍の収容所を見る。特殊部隊基地は、ちょうど一部

の陸軍の将軍たちのグリッド地図の別な土嚢に置かれた点で、そう大きくはない。しかし、

それは厄介に見える。人間は、その火力に決して生存することはできない。長距離砲撃を

要請し、航空支援を要請し、迫撃砲、一〇五の砲身で狙った榴弾砲、.五十口径機関銃、対

人地雷、クレイモア地雷、トリップ照明弾付きの紐飾り、工兵の杭で守られた三十ヤード

の脚を引き裂く有刺鉄線、そして、自動火器からの銃口炎の金色の列によって照らされる

土嚢の厚い壁。

しかし、これまで収容所は静かだった。俺の政治的な演説では中にいる少し寝ぼけた歩

哨以外は誰も起こしはしなかった。

幽霊と同じくらい静かに工兵は、裸の身体にグリースと炭を塗って冷静にプロフェッシ

ョナルとして彼らの精神を限界点に集中させ侵入していく。各工兵は、自らの棺桶を作り、

棺桶に自らの名前を書くことで彼の最後の時間をジャングルの奥底でたった一人で費やし

た。ワイヤーから百ヤードで、ワイヤカッターだけで武装し、鉄条網の黒い棘に工兵は横

になり、それから彼らは腹を上にして前方へ這っていく。

陣地内にバンガロール魚雷を引きずる工兵の第二波が背後近くにいる。第三波は、彼ら

の背中に爆破包みを結び付けて影で待つ。

工兵がワイヤーを着る間、収容所内部の迫撃砲班から打ち上げられた照明弾が頭上で炸

裂し、戦場を実に単調な周期的照明で照らす。

照明弾の光が第二波の工兵をさらけ出して捕らえ、収容所の歩哨が銃撃し、彼らの半分

を撃ち倒す。生き残った工兵は鉄条網の中へ走り、彼らは彼らができる限り、遠くへ鉄条

網の中へ竹製バンガロール魚雷を押し込み、それから彼らの隣でそれを爆発させる。
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収容所内部のナンは鉄条網で工兵が自らを吹き飛ばすのを見る間、第三波が攻撃する。

死んでいない工兵は死んだふりをする。銃撃下、彼らは待つ。

誰かが命じる。「迫 撃 砲！」
サン、コイ

突撃部隊は活発に突き進む。彼らが突破し、各戦士は一発の迫撃砲弾を持っていて迫撃

砲の砲身へそれを落とす。ジャングルの縁に全体に沿って迫撃砲は配置され、突撃部隊第

一波は前方へ向かって突撃を行う。

迫撃砲弾が弧を描いて突撃部隊の第一波によって砲身に落とされ、収容所内のどこかで

炸裂する頃には、収容所内部の敵迫撃砲員は、既に彼ら自身の迫撃砲の砲身に次々と砲弾

を落としている。ドン、ドン、ドン。照明弾が打ち上がり、H.E.-高性能爆薬-が続く。

「機 関 銃！」
ダイ、レン

ジャングルは溢れ出る緑の曳光弾で輝く。

俺たちの最初の迫撃砲弾は短く、俺たち自身の兵隊の命を奪う。迫撃砲の射程が調整さ

れる。

収容所周辺は、射撃の世界において全てが解放される。銃口炎はホタルのように煌めく。

チェン・シ人海戦術は応戦せずに進む。

敵の手榴弾がスアン曹長の予備部隊と共に伏せている俺から十ヤードで爆発する。俺た

ちは応戦しない。

「突 撃！」
スン、フォン

と命令があり、突撃部隊第二波の斉唱が背後で反響する。

「突 撃！ 突 撃！ 突 撃！」
スン、フォン スン、フォン スン、フォン

影の恐怖を知らない群れ、解放戦線攻撃。

突撃部隊の第一波がめちゃめちゃにされた直後、第二波が鉄条網にぶつかる。

爆破包を持った工兵は、今、一斉に起き上がってヒューズを引き、TNT の重い布の塊

を周辺掩蔽壕の中に投げ付ける。彼らが投げることができる前に工兵の何人かが射殺され、

それから全員が投げた後で射殺される。

爆破包が土嚢で爆発し、土嚢の壁をバラバラに吹き飛ばし、激しく砂を撒き散らし、ス

ローモーションで掩蔽壕を持ち上げ、第二波は鉄条網に到達すると死んだ同志兵士の背中

である血塗れの踏み石を歩く。

俺たちの突撃部隊が、俺たち自身の破片で負傷するまで迫撃砲は砲撃を止めない。

第三波は収容所の向こうで沸き上がる煙の灰色の雲の中を進む。俺たちが見ることので

きる全ては RPG-ロケット推進擲弾-の青とオレンジの炎だけだ。

収容所内での戦いは、派手な熱血漢の間近に向き合って殺し合う対決だ。それは非常に

迅速に過ぎていく。一分後、彼らは鉄条網を突破し、次の瞬間、彼らは掩蔽壕に手榴弾を

投げ込んでいる。

誰かがホイッスルを鳴らし、解放軍は躊躇うことなく押し出し、銃撃で残るナンとグリ

ーン・ビーニーと、彼らの幽霊首領たちを突破し、完全に叩きのめし、特殊部隊収容所を

吹っ飛ばす。

解放戦線の何百もの戦士たちが暗闇の中、撤収して流れてくる間、スアン曹長指揮下の
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後衛予備部隊は、その陣地を確保する。傷付いた戦士たちは、自然の新たに切られた松葉

杖を使ってのろのろと進む。友人たちは彼らの足首に巻いたワイヤーによって離れて死ん

だ戦友を引っ張ってくる。

ひどいことになった生命が押し寄せるが、激しく落ちてくる。銃撃戦の三十分後、炭坑

の二交代制を引いたように感じる。全員のケツを引きずって。

ジャングルの保護の中、戦士たちは暗闇で互いの部隊の名前を大声で呼び合い、そして

攻撃部隊は解散し、帰還するための行進のために小さな地方部隊として再び集結する。

後衛部隊は、収容所からの攻撃、或いは他の司令部からの反撃部隊の出現を待つ。しか

し、収容所内部の唯一の動きは、闇雲に躓きながら歩き、時々、瀕死の人間が創り出す道

の言語による助けを呼ぶ一つの影だ。

俺たちの斥候は、反撃部隊が十分離れていると報告する。直後、後衛の俺たちが反対方

向に撤退する間、俺たちの攻撃した方向から砲弾と爆弾が殺到して戦場に命中する。

ジャングルで、俺はソンが街道の脇にしゃがんでいるのを見て、彼女の手に包帯をしよ

うとする。バトル・マウスは彼女と共にいたが、助けはいらない。彼はショック状態にな

って見える。

俺はしゃがんでソンの手を見る。破片の欠片が親指と人差し指の間の緩い肉に食い込ん

でいる。破片は黒と銀の鉄のサメの歯で、傷は赤い血を滲ませている。

俺はボー・ドイ・バク・シを見付けるまで捜す。

ボー・ドイ・バク・シは傷をきれいにするためにスポンジで拭き、そして光る小さなプ

ライヤーで破片の欠片を挟む。ソンは歯を噛み締め、泣く。俺は彼女の傷付いた手をしっ

かりと握り、ボー・ドイ・バク・シはギザギザの金属の塊を引き抜く。ボー・ドイ・バク

・シは彼女の手に素早く包帯を巻き、他の負傷者を助けるために立ち去り、俺に、"彼女

の切り傷のために"小さな青と白の軟膏チューブを手渡す。

俺は、自分の水筒の水でソンの脚と足を洗う。

俺は彼女の白黒の格子模様の前線バンダナで深い切り傷を拭いてきれいにする。俺は有

刺鉄線によってひどく抉り取られた溝にベタベタした黄色の軟膏を擦り付ける。

俺が鹵獲した戦闘救急用品で、ソンの脚と足に包帯をしていると、四人のアメリカ人捕

虜がハノイ・ヒルトンへ行く途中で側を通り過ぎていく。彼らの両手は背後でワイヤーに

よって縛られ、首から首へロープで繋げられている。捕虜は躓き、ぶつかり合う。彼らは

俺を見る。彼らは驚きの目で振り返って俺をじっと見詰めながら導かれていった。最初の

二人の捕虜は特殊部隊将校だ。最後の二人は四十を越えていて、記章を一切つけていない

新しいジャングル・ユーティリティを着ており、二人とも職業軍人の中佐にしては、あま

りにも顔色が悪く、あまりにも贅肉が付いている。俺はこうした男に以前出会った。幽霊。

神を演じる下働き。彼らは幽霊を見たように俺を見る。

俺は彼女の足のためにソンを支え、そして俺たちは聞く。「ホア・ビン！」の呼び声を

俺たちは伝えていく。ビ・ダン司令官とホア・ビン戦士は再び合流する。
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俺たちの犠牲者は軽かった。グエン兄弟の一人グエン・バは彼の身体をバラバラに吹き

飛ばされ、蒸発して死んだ。もう一人のグエン兄弟グエン・モットは意識不明になってフ

ォン双子の運ぶハンモックにいる。彼の右腕は肘から先が無く、切断部は丁寧に包帯がさ

れている。三人目のグエン兄弟グエン・ハイは、彼の兄弟の手を握ってハンモックの側を

歩いている。

大きくて沢山の力強い説得の後、俺は最終的にバトル・マウスに街道を下って移動する

理由を与える。バトル・マウスは千里眼の末期症状に近いゾンビだ。

ビ・ダン司令官と俺は、ソンをハンモックに乗せて運ぶ。

夜明けが外界に近付き、俺たちはそこは夜であり、常に夜である三層天蓋ジャングルの

中へ深く消えていく。

熱帯雨林の湯気を立てる湿った暗闇の中深く、俺たちは川岸の上の影に覆われた経路か

ら出て行く。川の汚い臭いのする水の中でウシガエルがガーガーとしわがれた声を出して

水へ飛び込み見えなくなる。

地面を通って霧は幻の巨人を動かし、砲兵の部品が増の背中を離れて引っ張られる。

俺たちは人間の声と音が大地を掘っているのを聞く。

雨が降り始める。雨の滴が黒い大地を叩き、大きなジャングルの植物は俺たちの手と顔

を磨く。ジャングルの植物は、月光で湿って輝き、そしてそれらを生きた物体のように見

えさせようと動く。三層天蓋の穴を通って俺たちは汚れたレモンの月を見る。俺たちは雲

と黒い金属の空を見ることができる。

俺たちはフビライ・ハンと彼の黄金の遊牧民たちに生活をぶちこわされた何者かによっ

て建てられた崩壊した仏教寺院の古代の崩れ落ちた塔を重い足取りで通り過ぎていく。暗

闇の中、塔は白い骨だ。崩れた壁はジャングルの蔓が這うことによって覆い隠されている。

塔の中では、赤い屋根瓦のベッドの中で年代と共に緑に腐食した太った腹で微笑む青銅の

ブッダが座っている。

石の階段で塔から川の中へ下って導く。泥だらけの骸骨のように胸が露出し、膝は骨張

った解放戦線の疲れ果てた兵士たちは、ひび割れた踏み石にしゃがみ込み、親指に結び付

けた黒い糸で釣りをする。

川岸に沿って下る男女は笑っている。空腹の前線戦士が跳ね落ちた巨大なウシガエルを

突き刺し、ランタンは弾む。

歩ける程度の負傷した戦士たちは、お辞儀をして竹の器に入った熱く香ばしいカエルの

スープか焼いたカエルの脚を差し出す。微笑み、金歯を光らせ、カエラは俺たちの顔の前

に生きたウシガエルをぶら下げる。ウシガエルは淡い緑色だ。彼らの脚は黒い紐が一緒に

結び付けられ、砲弾のように大きい。

俺たちはお辞儀をして、俺たちの同志兄弟と姉妹に、

「ありがとう」

と言うが、俺たちは、俺たち自身の田に立つことができる、俺たちの故郷の村に戻りた

がっているかについて考えて行進する。
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塔の向こうで五十人の十代の強健な若い男女の農民たちが熱心に働き、鍬でジャングル

の地面から冷たい泥のずぶ濡れの塊を耕し、それからさよならを言うことなく豊穣な黒い

土に未来の赤い種を植える。

暗闇の重みを幹事、俺たちはビ・ダン司令官の後を追い、筋肉痛、痛み、そして死者と

負傷者のことを考えるのを無視し、そして睡眠の欲求を無視する。俺たちは影をまとった

骨であり、俺たちは家に帰る。

湯気を立てる夜の雨の後で、疲れて空腹の兵隊たちは、彼らの死者を川の側の墓の中へ

葬る。

特殊部隊収容所の攻撃からの帰途で、俺たちは盲目のはしけ男に出会った渡船場に来る

まで話すにはあまりにも疲れ、日中は眠って一週間歩く。渡し船は水の中に溶けた黒い石

鹸の五トンの棒のように炭の塊となって燃えて沈んでいた。

運のない俺たちは、安全な渡河場所を求めて川岸を捜す。

俺たちは泥の穴の中で腐りかけた水牛の死体を見る。黒い塊は恐ろしく臭い、ハエとウ

ジが生き生きとたかっている。

俺たちは日中で最も安全な正午までトンネルに潜む。グエン・モットは死にかかってい

ると俺たちは考え、そしてソンは半分熱にうなされている。ソンは日中の横断に反対する。

ビ・ダン司令官は、誰もが驚いたことに日中に横断する危険を冒すことに決める。

スアン曹長が偵察から戻って俺たちを桟橋に導く。俺たちは、葦を通って這い、川の向

こう岸にいる ARVIN 傀儡兵士を見る。傀儡兵士は、新しい輝く有刺鉄線を敷いている。

有刺鉄線は輝く鋭い歯を持っている。ARVIN 新 兵は、あまり懸命に働いていない。別
スナフィ

な ARVIN がやる気無く大ハンマーで、それを打っている間、もう一人がそこの工兵柵を

押さえている。

橋の警備保障はハンモックでくつろぎ、ミニチュアのアラブテントのような物干し綱に

吊したキャンバスで熱い太陽から守っている。四人の ARVIN が橋の上で明るいオレンジ

色のフリスビーを投げ、上手く取れないのを見て笑い、銃弾が銃のどちらの端から出てく

るかすら分からない徴兵された少年たちは四人全員が止め処もなく喋っている。

彼らは、まだ M60も無く、迫撃砲も無く、そして彼らがワイヤーを結ぶまでクレイモ

ア地雷を設置することもできず、今のところ、どんな重火器も与えられていない。将校ら

しき者は見えない。アメリカ軍の軍事顧問もいない。

「バン！」と司令官が言うと戦士たちは発砲する。

銃声にソンは、俺たちが彼女を運んでいたハンモックから起き上がり、黄緑色のスウェ

ーディッシュ K サブマシンガンを拾い上げる。彼女は、俺が彼女の背中を横たえようと

する試みに抵抗し、俺が止められないくらい激しく暴れる。

フリスビープレイヤー全員が倒される。有刺鉄線を張っていた者は倒れ、負傷者は叫び

始める。

スアン曹長は防水布を RPG で撃ち、それをバラバラに吹き飛ばす。

反撃の銃撃は無い。
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司令官は川を横切って傀儡兵士たちに大声を上げる。

「兄弟、お前たちの武器を置け！」
ボ ン 、 サ ン 、 ス オ ン

しかし、生き残った ARVIN は彼の声を聞くには、既にあまりにも遠く離れている。傀

儡兵士たちは彼らの武器を置こうとせず、彼らはそれらを投げ捨てて猛烈に走る。

ARVIN たちは、それが夜で、歩哨任務に就いていれば特に逃げ方を知っている。

本日特売日。ARVIN のライフル！ 未使用新品同様、但し、一度地面に捨てられたこ

と有り。

唯一の音は胃を打たれたフリスビープレイヤーの一人が手榴弾のピンを抜こうとして泣

いている声だ。

ビ・ダン司令官は俺たちに手信号を出す。ティエン！ マオ！

俺たちはアメリカ軍の整備工兵が組み立て部品と一緒に入れた厚い穴あき鋼板の浮橋を

走って渡る。

ソンが負傷したフリスビープレイヤーの顔を撃つ。銃弾は彼の頭の天辺をもぎ取る。

川の向う側で俺たちは左へ曲がり、二人の ARVIN の死体と有刺鉄線の積み重ねたコイ

ルを走り抜ける。敵の武器は拾い上げる。俺たちは川着に沿って走り、森へ向かう。

例え俺たちがまだ傀儡兵士たちからのどんな銃撃を受けていなくても、それが来ないと

思っていてもスアン曹長と俺は後衛として後退する。

フォン双子は素早く動いて、グエン・ハイに守られてハンモックに乗せたグエン・モッ

トを運ぶ。ボー・ドイ・バク・シとバトルマウスが落後するソンと誰かを助ける。

ビ・ダン司令官が言う。「急げ、ヘリコプターだ！」
マオ！ マオ！ チヨク、サン

彼は部隊を守るために後退する。

俺たちはヒューイ・ガンシップが耳を麻痺させる轟きで俺たちの上に迫ったとき、森か

ら五十ヤードにいる。ヒューイは、オリーブドラブで、丸く、ぎこちなく見えるが、素早

く、空に浮かんで銃撃を吐きかけ、内部に人を収めた巨大な機械のトンボだ。

スアン曹長は、ガンシップに RPG を向けたが、彼が発射する前に撃たれる。

俺がスアン曹長を助けるために足早に戻る間、ビ・ダン司令官は反撃する。

ヒューイは、機体を旋回させて、もう一つの銃を準備し、ポッドロケットの一群を発射

して走る。ロケットは俺たちの上を斜めに横切り、俺たちは口を開けて爆発の衝撃波から

被るだろう鼓膜への圧力を緩める。

俺はスアン曹長へ張っていく。彼の顔は半分が吹き飛ばされている。彼は話そうと試み

るが、彼の口は動かすことができない。俺は彼の手から RPG を奪おうとするが、彼は放

さない。俺は彼の胸に足をかけて押す。最終的にスアン曹長は彼の武器を手放すが、ただ

彼が死んだだけだ。

チョッパーがもう一度通過するために向きを変えるとボー・ドイ・バク・シが現れて、

彼の折り畳み銃床付き M-1カービンを撃つ。

俺は RPG ランチャーを拾い上げる-俺にはそれが必要だ。

俺はビ・ダン司令官へ走る。彼は首を撃たれ、片耳を吹き飛ばされた。彼の AK-47突
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撃銃にも命中する。一発がバナナ弾倉の金属の赤錆を吹き飛ばして開き、鋭い金色の歯の

ような弾丸の列を露出させる。

司令官は俺を見上げ、俺の目で自分の医療状態を読み取ろうとする。彼は耳だった彼の

側頭部の血塗れの肉片に触れるために手を伸ばして呻く。

ガンバードが低空で来ると、電子的に三秒ごとのバーストで俺たちを機関銃で撃つ。チ

ョッパーのパイロットは戦争で重要だ。彼は彼自身の仕事を上手くこなすために彼自身の

背後を既に軽く叩いている。チョッパーは、機械化された鉈のようにローターブレードで

切り裂く金属の死肉鳥、喋りまくり、襲いかかる肥えた緑のハゲワシは俺たちの上空で停

止する。

俺の背中を平たくして死んだふりをし、俺は血のように赤い円に黒後家蜘蛛が描かれて

いるのを見る。俺はパイロットがサンバイザーを落として、彼の親指をトグルスイッチの

赤い射撃ボタンを絞る前に、顔を見ることができる。パイロットは世界がこれまでに遭遇

した最大手の会社の精力的な若い管理職であり、彼の射撃照準器によって地上の兵隊は人

間では全くなく、彼の報告書に走らせる A でしかない。

ボー・ドイ・バク・シは走り、銃撃にさらされる。

ヒューイは、餌に釣られて右舷へ僅かに旋回する。

ビ・ダン司令官は B-40を拾い上げて、ロケットを発射し、それから崩れるように倒れ

る。RPG は小さな宇宙船のようにランチャーの端からシュッと音を立て、チョッパー内

のドア銃手はガンシップに命中する前の僅かな間に断片が来るのを見る。

燃料タンクが爆発する。ロケットと弾薬に着火して二次爆発を起こし、チョッパーをバ

ラバラに引き裂く。

ガンシップはまっすぐ落ちる。それは真下に落下し、黒い煙を空にたなびかせて燃え落

ちる。ヒューイは機体は切り裂かれて開き、ローターブレードは曲がり、ガソリンを燃え

上がらせ、裂けた機体は醜い染みとなって地面全体に散らばる。彼らの機械の中で中の人

員は燃え上がる。

フォン双子が戦うために戻ってくる。彼女らは意識不明の指揮官をハンモックの上に乗

せ、彼女らのライフルを背中に掛けて彼を持ち上げる。

「ティエン！」と俺は言うと、皆は森へと向かう。

半マイル離れて、更に二機のチョッパーが素速くやってくる。

俺たちが森の中に入って安全になるまで、ボー・ドイ・バク・シは俺たちの援護のため

に背後に残る。

俺は、そのために走る過程について考えるが、俺はどこへ行く？ チョッパー一機が墜

落した。怒りのチョッパーは五百ヤードの視界上にいる地上の誰であろうが殺そうとして

やってくる。

ガンシップが森の上空で轟音を立てていくとき、俺たち全員が深いトンネルの中にいる。

ドア銃手はジャングル自身を撃ち倒そうと、狙いもつけずに熱く激しい弾丸を浴びせかけ

る間、ガンシップは小さな円を描いて呻っている。俺たちは長い間、彼ら自身をロケット

を満載したポッドで狂ったように撃ちまくろうとしているチョッパーを聞く。
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俺たちは夜が来るまでトンネルに座り、俺たち自身の呼吸を聞く。空気はフォン双子の

一人が卒倒するくらい、そして意識を取り戻さなければならないくらい薄い。このトンネ

ルは、もう定期的に使われておらず、排水口は詰まり、溢れている。俺たちは地面の中の

ブラックホールに囚われ、そして俺たちは惨めに濡れている。

夜が来ると俺たちは悪臭を発する穴から這い出て立ち上がり、月光の中の泥人間は深呼

吸をして咳をする。

俺は地点を歩く。フォン双子は、グエン・モットを運ぶ。グエン・ハイとボー・ドイ・

バク・シがソンを運ぶ。ビ・ダン司令官は歩くと言って譲らないので俺は彼をバトル・マ

ウスに預けた。

足を引きずって前へ進み、俺は手を振る。

「前進、同志姉妹」と俺は疲れた可愛いフォン双子に言う。
ティエン、ドン、チ

それから、俺は村へと戦士たちを導く。

ナン戦闘要塞の勝利の一週間後、俺はベトコン兵士として信頼され、戦争捕虜として扱

われない以外はホア・ビンの村での普段通りの生活に戻る。俺は家に帰る途中だ。

ソンが俺を捕まえるために走ってきたとき、俺は人民と田で働いている。俺は村の全村

民前でバ・カン・ボーによって正式に授与された白黒の格子模様の前進戦士のバンダナで

俺の顔から汗を拭き取っている。

自由に対する俺の次のステップ。武器を得よ。

「私に付いてきて」とソンは言う。「速く行きましょう」
デ ィ 、 デ ィ 、 モ ウ

混乱して、俺は田の畦に米鎌と米の束を落とす。俺は早足のソンに続く。

彼らが接近するヘリコプターの音を聞いたとき、村の集会場で脱穀した米の山をかき回

す脱穀者は凍り付く。

ソンと俺は、ファン・キャット将軍の"執務室"下のトンネルに隠れる。

ファン・キャット将軍は、ARVIN における"傀儡兵士"、祖国のない軍、ユーモアのセ

ンスを伴う精力的なビシーの男だ。彼の"執務室"は、かつて自然石で建てられた村で最も

素晴らしい小屋だった。小屋は将軍の砲撃で吹き飛ばされた。ファン・キャット将軍は全

員が彼の条件を理解しない限り、商取引で交渉はしない。

ソンはトンネルの中に、より深く這い潜り、AK-47突撃銃を持って戻ってくる。彼女は

チャンバーに弾を込める。

俺たちは待つ。

月に一度、ファン・キャット将軍は、彼の"コーヒーの代金"を徴集するためにやってく
ティエン、カ、フェ

る。アメリカにおいて、俺たちは、それをグリース、賄賂と呼んでいる。

ホア・ビンは、将軍の戦術的管轄地域内にある。海兵隊は彼の許可無くして、TAOR に
T A O R

入ることはできない。彼の毎月のハムレット評価報告で、ファン・キャット将軍はホア・

ビンをハンセン病患者の居留地で村の周辺は百パーセント鎮圧されていると記載する。彼

の報告書は紙で良く見え、多数の人間を良く見せるので、誰もが幸せになる。

俺たちがトンネルで待つ間、ソンは俺に、彼のヘリコプターから捕らえたチェン・シ戦
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士を-生きたまま-落とすことによって村を訪問して見せた年老いた行政主任チュ大佐につ

いて語る。

ある日、チュ大佐の傀儡兵士は、村から十人の男を捕らえると彼らを数珠繋ぎにして道

に一列に並べた。チュ大佐は拘束に対して死に物狂いでもがく彼らに向かってトラックを

運転した。彼は、彼らを轢いて、彼ら全員の頭を潰した。

チュ大佐と彼の兵士たちは村の女性を、日課として強姦し、抵抗すれば誰もが、"

共産主義支持者"として虎の檻の中で腐敗するまで遠くに送られた。
ト ラ ン ・ コ ン

クアン・トリの前線工作員は榴弾砲の不発弾でチュ大佐の個人用トイレにブービートラ

ップを仕掛けた。

チュ大佐は、正に問題であることから、彼自身を洗い流した。

ファン・キャット将軍は、悪人でも、サディスティックな男でもなく、貪欲で、堕落し、

野心的で、現実的なだけだ。彼の最悪の欠点は、彼がサイゴン政府に対するクーデターを

絶えず表明していることくらいだ。彼がクーデター中に逮捕されれば、彼の後任は、より

空腹な将軍でより劣っているだろう。将軍は、"満腹だ"。彼の貪欲さが、その熱意を失わ

せたせいで、彼は長い間、強力で不正に成功してきた。

俺たちは、壊れた屋根瓦をブーツで踏み砕く音を聞く。俺たちは ARVIN 新兵を見て、

それから、もう一人を見る。ファン・キャット将軍の ARVIN 護衛は銃身をつかんで、台

尻を泥の中で引き摺りながら、彼らの M-16を引っ張っている。

ソンは傀儡軍人に狙いを定める。

「君はここで何をしているんだ？」と俺は言う。

ソンは言う。「警備」

「それで、俺はここで何をしているんだ？」と俺は言う。

ソンは言う。「おじさんは、ダイ・トン・ファン・キャットを信じていないわ。そして、

ビ・ダン司令官はあなたを信じていない。あなたは逃走するかもしれない。多分、ブラッ

ク・ライフルたちは、あなたのために傀儡に大金を支払うでしょう」

俺たちは監視する。ファン・キャット将軍が荒廃した基礎の上を闊歩し、ソンは彼を照

準に収めている。

ダイ・トン・ファン・キャットは、微笑みでウッドカッターを迎える。彼は、それが彼

の金の犬歯を見せる機会になるので、彼は明らかに微笑むのが好きだ。

「シャオ、オン、ダイ・トン・ファン・キャット」とウッドカッターは言ってお辞儀する。

「こんにちは、敬意を表します。サー」とファン・キャット将軍は言ってお辞儀する。
キ ン 、 チ ヤ オ 、 オ ン

ファン・キャット将軍は背が高く、痩せて、胸に勲章、記章、部隊章が靴箱形に大量に

付いた糊のきいたタイガーストライプ・ファティーグ・ユニフォームを着ている。彼は翡

翠柄のクロムメッキを施した.38口径リボルバー二挺をカウボーイホルスターに収めている。

将軍とウッドカッターは崩壊した基礎の中央の竹椅子に座る。ウッドカッターは将軍に

小さな赤い封筒を渡す。将軍は頷いて微笑む。

ファン・キャット将軍は、自分がより多くの資金を必要としていると不満を述べる。ア

メリカ人は、彼の戦闘報告を疑い始めた。戦闘報告は、脱走のために彼の損失を隠すこと
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を要求する。

ファン・キャット将軍の兵士の多くは、彼らが捏造された病気除隊で陸軍を除隊するた

めに買う。もっとも、ファン・キャット将軍が彼らの給料と彼らの食糧を収集し続けるこ

とができるように、それらの兵士全員が未だ役割上リストに残されている。

行政区長のオフィスのために将軍自身が支払う三百万ピアストルに、彼の将軍の星のた

めに彼が支払う百万ピアストルを足さなければならない。ウッドカッターは、尊敬すべき

人物である、と言って将軍は、その人の負債を払う必要性を理解してくれるだろう、とも。

追加の代金無しでは、彼は戦争から外して、ホア・ビンの村を安全にし続けることには不

可欠な膨大な量の書類仕事を生み出し続けることが、どれだけ長くできるか確信が持てる

か分からない。

彼の金に対する絶望的な欲求のために、将軍は、現在、絶望的な手段を強制されていて、

それには彼自身の兵隊に弾薬、C レーションそして各医薬品を売ることも含んでいる。将

軍は、彼の兵士たちが村の女性を強姦することを許さないと指摘する。彼の部下は鶏や豚

を盗むことはない。そして、村の若者は誰一人陸軍に強制徴募されなかった。

将軍は、勝利の勲章のために彼の大砲でホア・ビンを吹き飛ばす必要性を最早感じてい

ない。彼は勲章に対する関心を失い、それらを買うのを止めた。今、彼が望む全ては彼の

家族をパリへ連れて行くだけの十分な資金を蓄え、彼の人生の残りを、ビンテージワイン

を飲み、そしてフランス人の使用人を持つことだ。

ファン・キャット将軍が現金で彼の交渉を終わりにする限り、彼の哲学は生きることを

許されて生きる。

ウッドカッターは礼儀正しく聞いて、そして言う。「百アメリカドル。そして、我々は、

あなたの領域では戦わない」

将軍は言う。「五百」

「百」

「五百、それで、あなたの村は安全になる」

「百」とウッドカッターは言う。「それで、あなたは征服に成功する」

ファン・キャット将軍は笑う。「そう、私のかつての指揮官チュ大佐。彼は何とヒルの

ようだったことか。彼は裕福に死んだ」

ウッドカッターは頷く。「それでも、最も貧しい農民であれ、彼が怒れる爆弾に座ると

いう恐れを持たずに用を足すことができるかもしれん」

ファン・キャット将軍はそれについて考えて頷く。彼は彼の手を打ち合わせる。

「百」と彼は言う。「今のところはな」

ウッドカッターが彼の手を挙げると、フォン双子が緑茶のポットと二つの竹カップを差

し出す。

彼らはお茶を飲み、ファン・キャット将軍は、ケ・サンの村の売春婦として働くことを

強要されている年端も行かないハーフの白人少女に関するウッドカッターの立場を理解し

ているとウッドカッターに説明する。抵抗するハーフの白人少女と一緒の家族は、CIA の

フェニックス作戦の下で告発され、そして、"脱落する"。将軍は、ウッドカッターのため
殺 さ れ る
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だけに将軍がアメリカ人を支配をせずに、人民に対する、この犯罪に対して責任或いは関

与することができないとはっきりと理解してもらいたい。

ウッドカッターは念入りに聞いて頷く。「あなたに危害は加えない。我々は森からの報

せを受けた。我々は、あなたが関与してないことを知っている。決定は森でなされ、この

問題はすぐに解決される」

ファン・キャット将軍は安心して、お茶を少しずつ飲む。

二人の男は無言でお茶を飲む。

「それは悪いことだ」と将軍は言う。「私たちの子供を長鼻が売春婦に仕立て上げるの

は」

ウッドカッターは言う。「そうだ」

「アメリカ人」とファン・キャット将軍は言って茶碗を置く。

「そう」とウッドカッターは、将軍を見ずに言う。「アメリカ人」

ファン・キャット将軍のチョッパーが紫色の地平線へと消えていった一時間後にウッド

カッターと俺は川から黒い網を引っ張り、魚取りをする。

射程の足りない砲弾が来る。バン。

家と同じくらい大きな濃い白い煙のクモが長い足を広げる中で火球が爆発する。リンの

シューと音を立てる破片が白い羽の空の軌跡を通ってバチバチ言う。

それは白 燐 弾の射程の足りない砲弾。白燐の悪臭は特徴的で忘れるのは簡単で
ウィリーピーター

はない。

子供が燃えながら走ってくる。彼女の服は彼女の身体で燃えている。彼女の顔は全て開

いた口と動物の目。リ・シ、ソンの花形児童、そして先生のペット。少女は彼女の燃える

肉に爪を立て、彼女の指で炎を掘る。掃おうとする彼女の試みは、ウィリーピーターを分

離して広げ、それに火をつけて広げるだけだ。

俺たちが彼女の所に着いた頃には、彼女は彼女自身の身体に触れるのを恐がり、彼女の

身体から離した腕を握っている。彼女は叫ぶのを止めない。彼女の顔は、痛みによって何

か醜いものに歪んでいる。彼女の体は、空気が供給されて火の付いた白燐の火の付いた欠

片で熱い。欠片は肉を貫いて燃え、骨に達するまで焼く。

ウッドカッターと俺は、彼女の傷に水田の水をかけようとする。彼女は俺たちと戦う。

ウッドカッターは彼女を横たえようとするが、彼女は山猫だ。俺は彼女の側頭部を、ちょ

うど彼女が気絶するのに十分な強さで殴る。

ウッドカッターは、リ・シを担ぎ上げて田の畦にそっと横たえる。

俺たちは素速く行動し、黒い水田の泥で彼女の肉のくすぶる各傷を覆う。泥は酸素を絶

ち、ウィリーピーターが燃え上がるのを止める。

それは、まさにとても速く、完全に終わる。俺は気分が悪くなる。

街道監視員が砲弾による白い煙を見て、村の鐘を叩いて警報を発している。

俺たちはリ・シを俺の腕に抱いて田の畦に歩いて降り、俺たちは村人全員に会う。一人

の女性が田の畦の上で蹲り、苦しみに泣き叫び、そして、泣き叫び続け、それは肉体的な
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痛みの音だ。

ボー・ドイ・バク・シは彼の医療器具を持って飛び出してくる。

しかし、リ・シは死んだ。誰も何もすることはできない。

その日遅く、村は葬式に備える。

彼らは新しい黄色の松葉剤の子供用棺桶クォーチにリ・シを横たえる。

ウッドカッターは葬式に参列していない。ソンと俺は、小屋を離れるとき、ウッドカッ

ターは、西部地区司令官タイガー・アイが、俺に彼と一緒に行って戦う意志があるか無い

か、と重要な任務を命じた、と素っ気なく言う。

「私は戦うよ、おじさん」

ウッドカッターは頷く。彼は、彼の注意の全てを竹の断片から刻んで作っているおもち

ゃのライフルに集中させる。彼は見上げない。

ソンと俺は、リ・シの家族の小屋へ行く。祖先の祭壇の簡単な式典の後、葬列は村の墓

地の家族の埋葬区画へ移動する。

俺たちはリ・シを冷えた黒い地面に埋め、そして俺たちはさよならを言う。

リ・シの母親が墓に降りようとして、制止されている。

葬式の後、村民が村に戻ったとき、ソンは墓の側に、兵士の気を付けのように直立不動

で立ち、彼女の手で顔全体を覆って、音を立てることなく泣く。

俺たちがリ・シを埋めた一週間後、より幸せな出来事、待ち望まれて随分経つ、フォン

双子と生き残った二人のグエン兄弟の結婚式のために、この時だけ村人全員が再び一緒に

なる。

俺は結婚式に行きたくないのだが、ソンが小言を連ねて俺を屈服させる。多分、彼女は

俺が結婚式を見ることで、俺自身が一員になりたいと望ませたいのだろう。

ソンと俺は、グエンの家族の小屋へ冷たい夜気の中を歩く。俺たちは柔らかな笑い声と

幸せな人々が話しているのを聞く。

小屋の中は、蝋燭が広間で揺れ動き、音楽が空中に溢れている。

俺たちは、威厳のある小柄な老人グエン長老によって挨拶を受け、彼の家へ迎え入れら

れる。俺たちは会釈を返し、ソンは彼に少額の祝儀が入った赤い封筒を渡す。ソンは俺た

ちを招待してくれたことに礼を言う。

俺たちは座る。俺たちは、豚、野菜、果物、米ワイン、そして甘いケーキを食べる。俺

たちは緑茶を飲む。全てがいい香りでいい味がする。

パーティは、一晩中続く。何人かが寝入っている。何人かは居眠りしてから、エネルギ

ーを再充填してパーティに再び参加するために起き上がる。

俺たちはグエン兄弟モットとハイによって夜明けに歓迎される。モットの伝統的な高い

襟の青い絹のチュニックの片方の袖は、彼の兄弟バが殺されたナンの戦闘要塞の勝利した

戦闘で失った腕の根本できれいにピンで止められている。

グエン長老が俺たちに合図を送ると、俺たちはフォン双子の自宅への行進を開始する。

誰もが悩殺するような格好をしている。俺たちが普段着る単調な衣類と比べて、田の畦
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を進むパレードは奇妙な祭だ。俺の日曜スーツは、アラバマの俺の部屋のクローゼットに

かかっている。しかし、俺のブラックパジャマは俺のためにソンが作った赤い絹のサッシ

ュによって随分と強化されている。

フォンの家で花婿付添人が米ワインを贈るとともに花嫁の父を紹介し、そしてチョコレ

ート色のチーク材のトレイは檳榔子とキンマの葉で満たされた。

俺たちは中に招待される。

トレイは祖先の祭壇に供える物と分けられる。赤い蝋燭が灯され、祖先のために祈りを

唱和する。

グエン兄弟は、祖先の祭壇に会釈し、そして会釈をして笑顔を見せる少し惚けているフ

ォン長老に会釈し、それから彼らは非常に幸せで、おそらく花嫁以上に幸せだろう花嫁の

母親に会釈する。

それから、グエン兄弟と彼らの花婿付添人はフォン双子に会いに行く。

客は茶を飲み、新郎新婦が幸せを放射しながら一緒に広間へ戻ってくるまで話している。

客全員が、花婿の家への行進に参加する。

新郎新婦が、サの土地に生きている聖霊を祭る祭壇に会釈し、グエンの小屋に戻る。彼

らは火をつけた線香を手に家に入る許可を求める。

新郎新婦は彼らの親類の一人一人に会釈することに長い時を費やす。それはアラバマで

のメモリアルデーで、知らない従兄弟と伯母と伯父の全員を同時に彼ら自身に紹介させよ

うとしている様を思い出させる。俺の祖母オールド・マが言うように、これらの人々は彼

らの家系図のルーツを解き明かすためにフィラデルフィアの弁護士が必要になるほど多く

の親族を捕まえた。

帰り道、俺はソンの結婚生活はいかに素晴らしくなければならないかという意見の何れ

にも巻き込まれないように注意する。彼女は内気だが、俺は彼女が俺に密かに夢中になっ

ていることを知っている。多分、俺は脱走するとき、彼女を一緒に連れて行くことができ

る。もしできなければ、俺は後から彼女を呼ぶことができる。

ソンと俺が本 国に戻って結婚したとき、彼女にはカラーテレビとルビーの指輪、そ
ワールド

して洗濯機を買ってやりたい。彼女には彼女の髪を週二回ファンシーな美容院で整えても

らい、太り、そして、テレビの連続ホームドラマを見て、ボンボンを食べ、恐怖映画にい

るようなメイドに怒鳴って、一日中ベッドでごろごろしてもらう。

結婚式の後、俺は俺たちの小屋に戻る。ソンは彼女の親友、妊娠した未亡人戦士を訪ね

に行く。

俺は、俺用の新しい一対の B.F．グッドリッチサンダルを米鎌を使って切るために俺の

葦睡眠マットに蹲る。俺は通りで地雷を踏んだ六輪駆動大型車の残骸でジョニー・ビー・

クールが見付けてきたトラックタイヤの大きな塊を切り付ける。

警告抜きで、俺は衝撃波によって吹き飛ばされ、黒い水性が大地にぶち当たる。

空が落ち、全世界が爆発する。俺は、ケ・サンで初めて嫌な砲撃下にいる新米のように

感じる。だが、俺は以前にこの種の攻撃を経験した。誰も大地を弾ませるほど大きな爆弾
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を作ったことはない。それはアークライト、B-52の攻撃だ。

レイク爆弾は、六十トンの高性能爆弾を運んで、飛行音を聞くにはあまりにも高い高度

を飛ぶ三機のボーイング・ストラトフォートレス戦略爆撃機から五マイル落下する。アメ

リカ軍の爆撃機はイエス・キリストと同じくらい古く、そして、ニューヨークの摩天楼と

同じくらい高いチークを蒸発させ、ホー・チ・ミン・トレイルで爪楊枝を作り出す。爆撃

行程はクレーターだらけの一マイルの不毛な地の帯を離れていく。音の巨大な塊の力によ

ってひび割れ、爆弾の衝撃を与えることはローリング・サンダーを彷彿とさせ、単純な音

ではない雑音の堅い壁が、千メートルで鼓膜を破ることができる音速の轟きの鉄の氷河の

ように大地を押し寄せてくる。

俺は叫ぶ。「アメリカ軍の海賊航空機！」
メイ、バイ、ギアツク、マイ

俺は家族の掩蔽壕へ走る。しかし、ジョニー・ビー・クールは彼の水牛を水牛の掩蔽壕

の中に引っ張ろうとしている。俺は、ジョニー・ビー・クールが彼の水牛が安全になるま

で家族の掩蔽壕の中へ行くにはあまりにも頑固だと知っているので助けるために立ち止ま

る。

水牛も頑固で、以前、アラバマで恐竜のように造られた牛でなければ、まるで牛のよう

に見える巨大で鈍重な信じられないくらい馬鹿に見える。ジョニー・ビー・クールが牛の

鼻輪を引く間、俺は灰黒色のモンスターのケツを蹴り付ける。

俺は口ごもって呻く。

原生林の野原が地平線で舞い上がる。

最終的に俺は素速く重さと大きさを比べてジョニー・ビー・クールをつかむ。俺は彼を

担ぎ上げて、運び、家族の掩蔽壕へ走り、叫ぶ。

ソンが家族の掩蔽壕の外で俺たちを待っている。彼女は言う。

「来て、我が兄弟、バオ・チ。私の友人が赤ちゃんとここにいるの、彼女が、あなたにこ

こにいてくれって」

俺たちの家族の掩蔽壕内で未亡人戦士は、苦しんでいる。掩蔽壕は、アルコールの臭い

がして四つの灯油ランプで照らされている。カモフラージュパラシュートが、小さな屋根

の上に掛けられている。未亡人戦士は、わらを敷き詰めたマットレスの上に仰向けになっ

て寝ている。

痛みに未亡人戦士は呻き、そして出血している。彼女は誰かに撃たれたように見える。

ボー・ドイ・バク・シは、ブルーム・メーカーの手を借りて分娩を行っている。

未亡人戦士は俺を見る。彼女の産みの痛みの最悪の苦しみで、彼女は俺を睨み付け、そ

して猛烈な誇りで光り輝く。彼女はベトナム人女性の膣の中に電球を押し込み、ベトコン

赤ちゃんを女性が産むことができないように壊すブラック・ライフルの残虐性を生き残っ

た、と彼女の黒い目で俺に語りかける。彼女は再び呻き、悲鳴を飲み込む。彼女は汗をか

く。赤ちゃんが出てくる。

未亡人戦士は、彼女の目で揺れるトンネルを喜びで満たし、激しく俺を見る。各一トン

の重さの爆弾が掩蔽壕の屋根から誇りを揺さぶり落とし、未亡人戦士はホー・チ・ミンの

白い石膏胸像を片方の汗ばむ手でつかみ、彼女のお腹と共に戦い、俺を睨み付けたまま一
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度に少しずつ世界の中のベトコン赤ちゃんに口ごもって言う。彼女のもう片方の手はウッ

ドカッターによって彫られたおもちゃの竹製ライフルが握られている。

ジョニー・ビー・クールは未亡人戦士の顔を湿らせた布で拭き、それから彼女の唇へ布

から水を数滴垂らす。

ソンは彼女の友人の隣にしゃがみ、彼女の痛みを和らげようとする。ソンは、B-52の爆

弾の連打を乗り切るために前後に揺れ動いている。彼女の黒いパジャマのズボンには染み

が付いている。ソンは彼女のパンツを濡らしている。

ソンの肩に触れて俺は言う。「怖いのか？」
コソ、ホン

ソンは俺を見上げて微笑み、頷く。

未亡人戦士の夫が、ブラック・ライフルに撃たれたことで、彼女は彼の階級を得た。こ

の赤ちゃんを産んだことで、彼女は個人として、死んだ前線戦士二人の代理を務めたこと

になる。そして、それは部族のイベントだ。子供は村の未来だ。

歓喜の激しい唸り声を上げ、未亡人戦士はベタベタしたピンクの迫撃砲弾のように俺に

チェン・シ赤ちゃんをたきつける。

赤ちゃんは一つ呼吸をし、それから泣き出す。ソンは言う。「男の子よ！」

ソンは太り、禿げ、油のように赤い共産党赤ちゃんを抱き上げるが、未亡人戦士は、ジ

ャングルを殺すために梢にアメリカ軍海賊航空機が散布した煙が理由で恐れ、顔を背ける。

ベトナム人の母親たちは、二つの頭の腕のない赤ちゃんを恐れている。何人かの二つの頭

の腕のない赤ちゃんは腕の代わりにひれ、或いは一つの頭にくっついた二つの身体、或い

は時には彼らの身体の外に心臓を持って産まれる。時には他のことが起こり、誰一人それ

らを解説する気がないくらい恐ろしいしかめ面と注視で暗に示される。

赤ちゃんは力強い産声を上げ、誰もが安堵する。ソンは母親の旨に赤ちゃんを横たえ、

彼女と穏やかに話す。未亡人戦士は彼女の黒いブラウスのボタンを外して脇に引き、赤ち

ゃんに重い胸を与える。空腹の赤ちゃんはダークブラウンの乳首から母乳を飲む。母親が

赤ちゃんに授乳し、彼女は赤ちゃんの耳へ小さな歌を歌う。

村全体に沈黙が訪れる。

爆撃が終わったので、ビ・ダン司令官は彼女の小屋に未亡人戦士を帰宅させるために戦

士たちと現れる。

彼らが彼女を運び出す前に未亡人戦士は赤ちゃんにおもちゃの竹製ライフルを与える。

小さな手は白い木をつかむ。赤ちゃんはおもちゃのライフルを前後に振って、それを口に

入れる。

ビ・ダン司令官は彼の賛成を口ごもりながら言い、前線戦士たちは笑って喝采する。

未亡人戦士は笑う。皆が見ることができるように彼女は赤ちゃんを抱く。

「ビ・ナム・ハイ」

彼女は赤ちゃんの名前を言う。

前線戦士たちは母親をハンモックに乗せてソンが赤ちゃんを抱く。ソンは赤ちゃんにキ

スをして言う。

「ビ・ナム・ハイ」
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「ビ・ナム・ハイ」

と陽光の中に VC 未亡人を運んだ戦士たちは繰り返し、そして笑う。

外でボー・ドイ・バク・シが俺に終わったと言い、そして、俺は、彼が爆撃範囲の端か

ら中に居合わせて、耳と鼻から出血し、何人かは彼らの目からも出血している数人の街道

監視員を処置するのを助ける。

それから、俺は、ソンが既に戻っていて、俺の新しい任務のための変装に取り組み、彼

女が彼女が納得するためにそれを着てみなさいと主張するのは分かっている。

「ビ・ナム・ハイ」と俺は一人小屋へと歩きながら独りごちる。「B - 5 2」
ビ・ナム・ハイ

俺は午後遅く、ソンの巧みな変装を身にまとってケ・サンの村へと行進する。ビ・ダン

司令官とウッドカッターが俺と一緒だ。グエン兄弟とフォン双子の新婚カップルは、俺た

ちと旅行してきたが、少し離れている。

俺は酔っ払い、笑い、金を詰め込み、俺たちが罪 の 街と呼ぶケ・サンの村の一部で
シン・シティ

ビーバー・クリーヴァーの人気の娼館へ下着姿で走る陸軍のゲロの半分の分隊によるずさ

んな幾つかの敬礼を投げかけられる。

俺は将校としての新しい身分を楽しんで、ビシッとした敬礼を返す。

突然、四人の黒人海兵隊歩 兵がグークの店の外へよろけ出てくると、四人の大男た
グランツ

ちは俺たちの通り道に入り込む。この世界のどこかでは確かに、小柄な黒人-或いは通常

サイズはもっと少ない-もいるだろうが、海兵隊において、それらの何れにも決して会う

ことはない。

しばらくの間、俺たちは黒人歩 兵と混ざり合う。俺は認められれば、実際に OK 牧場
グランツ

の決闘をするはめになることを恐れて顔を背ける。俺はビ・ダン司令官の人差し指が緊張

して振動しているのを実際に聞くことができると確信している。

しかし、黒人レザーネックたち全員が見るのは、襟の折り返しにある光り輝くメッキの

鉄道路のついた陸軍大尉だ。彼ら全員が見るのは、唾で磨き上げた黒い革の戦闘ブーツと、

黒い革のショルダーホルスターに収めた.45口径自動拳銃を身に着けた本国製のユーティリ

ティの清潔な一揃えを着た少し愚かな事務屋の上級将校だ。拳銃には弾倉があるが、彼ら

はビ・ダン司令官の要求で弾倉に弾丸が込められていないのは見ることができない。

俺は陸軍大尉で、無害に見える後ろ手に縛られた年老いたパパさんのベトコン容疑者を

従えている。俺は ARVIN レンジャー中尉によって支援されている。中尉は古いトンプソ

ン短機関銃で武装し、手を失っている。

黒人歩 兵は、俺に敬礼さえしない屑だ。俺は軍の礼儀の欠如のために彼らに突撃し
グランツ

て彼らのケツを蹴りたくなる。

黒人歩 兵は、肩から M-16を下げて運んでいるが、装填して安全装置はかけている。
グランツ ロ ツ ク 、 ア ン ド 、 ロ ー ド

彼らは慎重にあらゆる一般人の顔を調べる。彼らは、あらゆる非友好的な目で AK-47の

輝きを見る。

靴を履かず、変色した鷲-海兵隊大佐、完全な雄牛の階級章-を襟の折り返しにつけた、
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ぼろぼろの古いカーキシャツ、靴を履かずに緑のショーツを着た微笑む十代の少女、俺た

ちの案内役である前線連絡工作員が現れる。少女の右膝は粗雑な治療の傷跡で赤い紐の塊

で醜い。彼女は俺たちに挨拶も、近寄りもしない。彼女は俺たちを無視する。彼女は、頭

で釣り合いを取った汚れた大きな洗濯袋を運び、俺たちより十ヤード先行して、きびきび

したペースで足を引きずって歩く。

ケ・サンの村は、俺が最後に下着で走ってから、その規模を広げた。それは喋りまくる

三輪タクシー運転手、三輪車、通り乞食にあらゆる年代の子供たちのサーカスだ。

哀れな難民は、盗んだ合板、盗んだボール紙、盗んだキャンバスで造った避難所の中で

しゃがんでいる。しかし、その地には懐かしい悪い昔のひびにいたほど多くのアメリカ人

兵士はいない。ケ・サン戦闘基地が放棄されたため、この担当戦術地域の唯一のアメリカ

軍人員は着陸地点と重砲基地にいる僅かな駐屯部隊に所属している。

俺たちは村の闇市場を抜けて連絡工作員に従う。ここで野心的な資本主義者は素速く話、

身軽に旅行し、地面に広げた泥だらけのポンチョに乗せた盗んだ軍事物資と PX の在庫-C

レーション、コダック・インスタントカメラ、ココナッツパフ朝食シリアル、そして一ダ

ースに付き卸値二ドルの香港製高級腕時計-を売り歩く。

今のところ、盗品から、二人の ARVIN 軍曹が年老いたママさんと榴弾砲の薬莢を溶か

して作った慈母観音菩薩の真鍮製仏像の価格を交渉している。年老いたママさんは、小さ

な骨張った手で喋り続けて致命的な暴力を示唆し、双方の男性を殴ることによって戦いの

審判を行う。彼女は本物のタフな古参売春婦だ。

オーストラリア軍のブッシュハットをかぶっている老人が、俺の行く手に現れる。彼は

狂った人間のように歯の無い歯茎を見せて笑う。醜い傷痕が彼の首中にある。狂った男は

顔からハエを叩き、気味の悪い喉を鳴らす声で笑う。彼は喜ばせるのが簡単な世界で最も

単純な観衆だが、常に、俺がまるで全く人間ではなく、何か外来種の毒蛇であるかのよう

に、彼は俺が捕虜になった最初の年、ホア・ビンの村人たちが恐怖、好奇心、そして明確

な殺意が若干入り交じって睨み付けたような特別な方法で俺を睨む。

狂った男は、小さなガラスの仏像を差し出し、三本の指をぱっと立てる。三十ピアスト

ル。彼が話そうと試みる間中、彼の喉の奥底で醜い音を立てている。

笑っている狂った男は、黒い眼帯をつけた妙に魅惑的で、やけにセクシーな十代の少女

によって乱暴に脇に押しのけられる。少女は痩せた体だが、滑稽なほど巨乳だ。彼女の胸

は巨大で膨れ、黒い戦艦の艦首のように彼女の前へ突き出ている。彼女は黒い服を着て、

頭の上に黒いショールを巻いて全身黒ずくめだ。

美しい少女の背後に、無口で気付かれない歩くのがやっとという年頃の男の子が彼がそ

こにいると気付かないように小さな拳で少女の黒いパジャマのズボンの裾にしがみついて

いる。

少女は混成英語で止まることなく話す。「あなた。あなた。あなたいい写真。あなた買

う。あなた。あなた買う。あなた今買う。ＯＫ？」

そして、それから彼女はブラジャーからエロ本を取り出す。

「あなた今買う」
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彼女は、俺の顔の前でページをめくる。本の写真は女性と暴走族、女性と女性、そして

女性とデンマーク産家畜の間の永遠に不滅な愛の疑いない言葉を示している。

俺は頭を振って、ローマ軍の百人隊長が属州の民衆を追い散らすように傲慢な将校とし

て彼女を振り払う。俺の夢の少女は、ティファナの聖典を一杯に詰め込んだ、まさに別物

な貧乳詐欺師だと判明した。俺の人生の物語。

「失 せ ろ」と俺は言う。
ディ、ディ、マウ、レン

頭に洗濯物を乗せた我らが案内役は、ちょうど一瞬、ビーバー・クリーヴァーの娼館の

前で一時停止し、それから進み、そして振り返らない。

真っ昼間、俺が温いビールで全然酔っぱらっていないとき、娼館はそれを囲む難民避難

所と比べれば、どぎつく派手でカラフルにもかかわらず本当に安っぽいゴミ捨て場だ。娼

館は、軍の梱包箱から漁ってきた合板の醜い宮殿だ。合板は錆びたビール缶を叩いて平ら

にし、魚の鱗のように重ねて留め金で止めた多色の層で覆われている。

娼館の外壁には、ブロック体で大きく色褪せたサインが語っている。

「洗車及び整備」

娼館内部には、ホットロック、そしてヒョウタンのひしゃく内の水、そして、誰をも吸

い取る十二歳の少女がいる。

俺がミスター・グリーンジーンズがベトコンスパイの現行犯でトラック一台分の手榴弾

を生のヘロインで一杯のナップサックに換えたビーバー・クリーヴァーを捕まえるのを見

たのは、この建物内だった。

この娼館は、十五歳以上は一人もいない白 人の売春婦だけが特徴のため、アイ・
ラウンドアイ

コープスにおいて、最も有名で最も人気のあるブンブンパーラーだ。

俺たちが通り過ぎると娼館の前でポーズを取っている一人の少女が俺に大声で呼び掛け

る。「ヘイ、キャプテン、私、あなた愛していると思う。あなた、ベトナムのガールフレ

ンドいる？」

彼女はピンクのホットパンツとハイヒールを身に着けたベトナム人のアクセントのセク

シーな黒人の少女だ。彼女の黄色のタンクトップは想像力が必要ないくらい薄い。彼女の

唇は、口紅をつけすぎて赤すぎる。

「テン、ダラ、あなた。最高のファッキー」

「私の名前、ペギー・スー。私、あなたをとても愛している。サッキ、サッキ、最高」

彼女の声は、彼女の顔を打っ叩きたくなるくらい軽蔑的で生意気だ。

「あなた、今、払う。今日はただじゃないね」

何人かの海軍建設部隊員がペギー・スーを囲む。建設部隊員のリーダーは、彼のフラッ
シ ー ビ ー ズ シ ー ビ ー ズ

クジャケットの背中を横切って、"ＳＰＥＲＧＲＵＮＴ"と書いている海曹長だ。スーパー

グランツは、軍票の膨らんだ束をぐいと引き出す。小さな紙の請求書はモノポリーの紙幣
M P C

の大きさと色をしている。

「プッシー」

とスーパーグランツは言う。
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「俺はそれを愛してる」

そして建設部隊員は笑う。
シ ー ビ ー ズ

黒人の十代の売春婦ペギー・スーは、計略としてのがっかりとした様子もなく、俺への

愛を解散させる。

「短期間？」

と彼女はスーパーグランツに言う。「あなた今払う。私、あなたとても愛している」

ペギー・スーはスーパーグランツの腕をしっかりつかんで彼を中へ引きずり込む。

他の建設部隊員は、他の少女と一緒になる。建設部隊員の一人が言う。
シ ー ビ ー ズ シ ー ビ ー ズ

「ヘイ、ベイビーさん、君は俺のいい記念品だ」

ベイビーさんは、くすくす笑う。「あなた、安っぽいチャーリーよ」

誰かが言う。「お前知っているか、処女だって言うグークの娼婦に価値はねえ」

娼館の中から、ビーバー・クリーヴァーのビジネスパートナー、ファニー・ガニーが出

てくる。彼は太り、分厚いレンズの着いたべっこう眼鏡を掛けている。分厚いレンズは、

彼の目をとても大きく見えるようにしている。

ファニー・ガニーはフライドチキンを食べ、笑っている。彼はクソの中の豚よりは幸せ

に見える。彼は鳥の脚を囓り、笑顔を見せ、訪れる全ての顧客にそれぞれ頷いている。

ファニー・ガニーは、何人かの娼婦の妹のように見える白人の少女に彼の腕を巻き付け

る。少女は、甘い童顔だが、堅い、マスカラをつけた目をしている。彼女はドナルド・ダ

ックのスクルージおじさんの財政の冒険が書かれた漫画雑誌を読んでいる。

「ヘイ、ベイビー」

彼女は漫画雑誌から視線を上げずに俺へ言う。「私、トレーシー。私、処女よ。私、興

奮している。私、興奮する。私、G.I.愛している。くそじゃない」

ファニー・ガニーは、俺に鳥の脚を持ったまま敬礼して言う。

「進んでください。サー」

彼は南部訛りだ。「豚は彼女の眼中に無い。彼女は清潔です。本物の白 人！ 奴
ラウンドアイ

らのスパイの子供。小さな CIA 野郎。私たちはベトナム中から彼女らを連れて来ます。

今、トレーシーは十三歳で、まさに彼女は小さく素晴らしい対の乳首を持ち始めています。

そして、彼女のプッシーは二枚貝のようにつるつるで、万力のように締め付けますよ」

ファニー・ガニーは再び俺に笑顔を見せ、俺が高度なビジネス競争で手堅いドルを作ろ

うと挑戦する国から追い出された少年のちょうどいいカモであるかのように肩をすくめる。

十三歳の娼婦は俺の顔を見ようとしない。彼女は、俺の腕をつかんで中へ引き込もうと

する。出入口から、俺は壁にプレイボーイの見開きページの写真が貼られているのを見る

ことができる。

娼館の中から、セックスの音と笑い声と淀んだタバコの煙、安っぽい香水と汗の臭いが

漂ってくる。

俺が腕を引いて自由にし、少女から逃げると彼女は冷笑し、憎しみに満ちた口調で、

「あなた安っぽいチャーリー」
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それから彼女の黒い吊紐を脇に引いて貧乳乳首を露出させる。それは彼女の心から、俺

たちへの全ての恋愛関係を既に消し去ったばかりの反射的行動だ。

トレーシーのさよなら露出は、俺を押し退けて通り過ぎ、彼女の後ろに迫ったくすくす

笑う守銭奴の分隊からの野次と叫び声をもたらす。

俺は、興味深げに俺を見ていたウッドカッターとビ・ダン司令官と再び一緒になる。

俺たちが歩き去ると、建設部隊員のスーパーグランツがベトナムにおける売春宿にまつ
シ ー ビ ー ズ

わる仕来りの入門的な抗議をしているのを聞くことができる。

「こいつらグーク女を、少しでも満足させたければ一度に二つ、彼女らに小さなお前を捩

じ込まねえとな。そして、だ。お前が聞いたというグークのプッシーが実際に横に傾いて

いるって噂が本当ならな。グークの娼婦の半分はベトコン将校だ。残りの半分は結核持ち
T B

だ。実際、お前は咳をする奴とだけセックスするようにしろよ」

俺たちが村の中へ入ると、誰もが笑顔でアメリカ人将校である俺に対して極端に礼儀正

しくする。しかし、それは、"くそったれめ俺はお前が死ぬのが望みだ"笑いだ。もしこれ
フ ァ ツ ク ユ ー 、 ア イ 、 ホ ー プ 、 ユ ー 、 ダ イ

らの住民が鞭で打たれた犬だとすれば、それは外面だけだ。彼らは全員が、あらゆる男性、

女性、そして子供がチェン・シだ。それは一日と同じくらい明らかな彼らの顔にある。そ

れは俺が決してみることの無かったおかしさだ。

俺たちの案内役が再び現れる。俺たちは彼女の後ろに続く。彼女は藁葺き小屋で一旦停

まり、それから急いで彼女の頭に乗せた演劇小道具の洗濯物とともに振り返らずに去って

いく。

俺の拘束した捕虜ウッドカッターは藁葺き小屋に入るように俺たちに命じる。中で、無

口な女性が俺たちにお茶と餅を提供する間、俺はウッドカッターの手首に巻き付けた黒い

通信ワイヤーのよりを解く。

俺はアメリカ人前線戦士バオ・チとして困惑した女性に紹介される。

ビ・ダン司令官は彼の ARVIN レンジャー一式から、彼の黒パジャマに着替え、幾らか

緊急の用件のために急いで立ち去る。

ウッドカッターと俺は土間にしゃがみ込み、無言でお茶を少しずつ飲む。

夜と共に影が来る。人影は小さな小屋の外から中へと動く。彼らはそれだけ多くいる。

彼らは外で彼らの順番を待っていなければならない。彼らはウッドカッターへ話しに来る。

彼らの声は、小川の流れの柔らかな波紋を起こすようだ。ウッドカッターは終わることの

ない今期で、穏やかに礼儀正しく各志願者へ語り、そして時々、彼の手首を擦り、時々、

餅を食べるために休止する。

すらっとした十代の少女が俺たちに赤米と魚を持ってくる。

俺たちは食べる。少女は、俺の前にしゃがんでじっと見詰めてくる。有名なチェン・シ

・マイとして、俺はまさにもう一人の疲れ切った有名人になっている。どこに俺が行って

も、俺には俺のファンがいる。しかし、この少女には非常に変わった何かがある。彼女は

強力な存在感を持っている。

藁葺き小屋の中は暗く、俺は夜間視力で少女を調べることができるだけだ。彼女はとて
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も美しい。彼女の髪は、男性のように短く切られている。彼女は黒いＴシャツ、色褪せた

ブルージーンズ、そして赤いゴム・サンダルを履いている。ショルダーホルスターでニッ

ケル・メッキの短銃身の.38口径ピストルを携帯している。彼女の首の周りには金の鎖に吊

り下がったおそらく五十枚はあるドッグタグと白い翡翠細工の仏像の付いた編んだ紐のネ

ックレスを掛けている。

彼女は唇にモナリザの微笑みを浮かべて、じっと俺を見詰める。彼女はそれから、こち

らに頭を向けて保持し、それから、そうして俺をあらゆる角度から確認する。彼女は何か

のグルーピーに違いない。なあ、俺はそう願う！

俺は少女が盲目であると感じ、胃を電気的な冷気が襲う。彼女は俺を見ることができな

いが、盲目のはしけ男のように彼女が臭いの一つを感じるとき、彼女は白い外国人を知る。

この美しい女性はここに座り、穏やかに落ち着いて、死ぬまで俺を拷問する際、極上の痛

みを伴う方法を考え出す。

影が動く。誰かが灯油ランタンを灯す。

新しい光がヤモリを驚かせる。茶色のトカゲは草葺きの屋根に沿って逆さまに駆ける。

ウッドカッターは言う。「バオ・チ、私は、君に西部地区司令官ミス・タイガー・アイ

を紹介したい。我々は、この中では彼女の命令に従わなければならない」

タイガー・アイは言う。「私は、あなたについて聞きましたよ。バオ・チ。あなたは私

の身内の中で伝説になっています」

それからタイガー・アイは英語で言う。「我が祖国へようこそ」

俺は言う。「ありがとう。同志将軍」

タイガー・アイは前へ傾く。ランタンの光の中で俺は彼女の顔を見ることができる。彼

女は十代ではない。彼女は、おそらく三十代前半だろう。アジア人を確実に言うのは常に

難しい。

同志将軍は、彼女の顔に黒い眼帯を引くと右目を隠す。彼女は言う。

「あなた。あなた。あなたいい写真。あなた買う。あなた。あなた買う」

彼女は演技し、陽気に笑う。彼女は、彼女のブラからエロ本を売る夢の少女だ。彼女は

言う。

「バオ・チ、私は優秀な女優でしょ。ウィ？ そう思わない？」

そして、彼女は再び笑う。

俺も笑う。

俺は俺の頭の上にドッグタグを引き上げて、両手で礼儀正しくタイガー・アイにそれら

を差し出す。

俺が彼女の頭の飢えにビーズの鎖を滑らせることができるようにタイガー・アイは彼女

の眼帯を急いで外し、再び光に向かって前へ身体を折り曲げる。俺は俺を躊躇わせる何か

を見る。

タイガー・アイは盲目ではないが、彼女は右目を失っている。眼窩は、今、ウッドカッ

ターのピンポン球の一つと同じくらい大きなビー玉が収められている。俺が子供のとき、

俺たちはそうした特大のビー玉を、「水差しローラー」と呼んだ。そして、俺たちは中央
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に、黄色の一本の切れ目以外はきれいで澄み切ったビー玉を、こう呼ぶ。"キャッツ・ア

イ"

タイガー・アイは、はにかんで微笑み、俺が彼女が泣きそうだと思うくらい微笑んで赤

くなって俺のドッグタグを快く受け取る。彼女は彼女の首に巻いた編んだ黒紐のネックレ

スを持ち上げる。小さな白い翡翠細工の仏像は、紐にぶら下がっている。彼女は俺の頭の

上に紐の輪を掛ける。

それから、西部地区司令官は彼女の二つの手の間に俺の右手を挟み、俺たちの間で三本

の手を上げる。俺たちは何も言わず、灯油ランプと黒ずんだ真鍮製ティーポットが十字に

なって互いに向き合うように座る。

ウッドカッターは彼のパイプで一服する。彼は無表情に俺たちを見て彼の同意を頷いて

示す。

真夜中。現在、スケベな兵隊と海兵隊員の全てが彼らの有刺鉄線の後ろへと後退し、土

嚢の壁とクレイモア地雷、そして銃撃の連携地帯の安全な背後、彼らの重砲基地と着陸地

点に腰を据えた。

村人たちの大半は、闇市場内の区画で、暗闇の中から白い紙帽の幽霊の陸軍となって具

現化する。

タイガー・アイは彼女の手を挙げ、住民たちは沈黙に落ちる。住民たちは、タイガー・

アイが俺を、戦友チェン・シ・マイ、バオ・チと説明するまで好奇心、恐れと憎悪で俺の

ユニフォームと俺をじろじろと見る。

ビ・ダン司令官とチェン・シの分隊が中年の海兵隊一等軍曹を前へ突き飛ばしながら、

群衆を押し分けてやってくる。ファニー・ガニーは裸で、猿ぐつわをされ、彼の両腕は竹

竿を通して背後で縛られている。彼は激しく、豚のように汗をかいて呼吸をし、泣いてい

る。

グエン・ハイとビ・ダン司令官は、ファニー・ガニーの腕の後ろで竹竿を端をつかんで

彼を持ち上げる。彼らは深さ約三フィートの穴の中へ彼を降ろす。

タイガー・アイは、穴に近付くとファニー・ガニーを見下ろす。彼女は彼に挨拶をする。

「ムッシュ、ル・サージャン」
軍 曹 殿

それから彼女は英語で言う。「君には人民への血の罪過がある」

ベトナム人としてタイガー・アイは集まった村人たちに宛てる。

「いつか戦争は終わる。アメリカ人は我々を平和にして去っていく。アメリカ人の兵隊は

幾つかの他の小さな国、幾つかの弱い国、幾つかの人民が強い戦士ではなく家畜のように

売り買いされることが可能な国へ天災のように降りかかるためにベトナムから出航する。

アメリカ人は月へ行くかもしれないが、彼らはベトナム人民の決断力を奪い去ることはで

きない。我らの精神は強く、そして抵抗は我らの兄弟であり姉妹である。アメリカ軍の爆

弾は男も女も同じように奪うことはできるが、我らが一生懸命に我らの子供たちを保護す

る限り、侵略者は一人として我らを滅ぼすことは決してない」

村人たちは半円になって一緒に群がり、何人かは暗闇の中を米藁の松明で侵して持って
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いる。

フォン双子が白いシャツ、白いズボン、そして白い靴を履いて太ったベトナム人の男性

を引き出す。拘束され、目隠しされた男性はフォン双子によって膝を蹴られる。男は命乞

いをして泣く。泣くことができなくなると彼は唾を吐き、罵る。群衆内のどこかで女性が、

彼女を背後から抱き抱えている村人たちに対してもがき、泣き叫んでいる。女性が白を着

た男に対して怒っているのか、彼を弁護して叫んでいるかどうか見分けることはできない。

ウッドカッターは進み出る。彼は彼の腕を頭の上へと振り上げ、それから落とす。松明

の光に偃月刀の熱い銀が湾曲して光り、太った男の頭を切り落とす。頭は影の中に転がり

落ちる。身体は前へ倒れ込み、足は痙攣して蹴り付ける。血は切断された首から膨大な力

と膨大な量で首から噴き出す。血の黒いプールは砂に染み込んでいく。

フォン双子は、ファニー・ガニーの腕の背後の竹竿をつかみ、穴から彼を持ち上げる。

彼女らは空き地の端の方へ乱暴に押し遣って彼を椰子の木に縛り付ける。彼女らは竹竿を

引き、彼の手の拘束を切る。

ハンマーを持った十二歳の少女たちの射撃班が木へ向かう。少女の二人は木製のバケツ

を運んでいる。彼女らはバケツを逆さまに落とし、上に登る。ファニー・ガニーが彼の目

は大きく見開き、猿ぐつわの中で叫びもがく間、四人の少女が彼の手足を木に釘付けする。

もう一人の少女が歩み出る。少女は背が高く、白い。彼女は非常にゆっくり歩き、痩せ

て、上品で美しい。彼女の完全な顔にはアジア人の面影がない。彼女は間違いなく寝室の

目、張り出した鼻孔、そして尖った下唇を持つ青い目の赤みがかったブロンドだ。彼女の

名はティーン・エンジェル。彼女はファニー・ガニーの娼館の花形娼婦だ。

ティーン・エンジェルは、ラインストーン・ブルー・ジーンズ、アディダスのジョギン

グシューズ、そして胸ではち切れそうな黄色のタンクトップを着ている。タンクトップは、

松明の明滅する明かりに煌めく光り物の粉末で、"上質な売女"を示している。彼女の首に

はピンクのプラスチック真珠の長い紐が吊り下がっている。

ファニー・ガニーはティーン・エンジェルを見る。彼は霞んだ目で、泣き、困惑してい

る。まるで夢の中で女神を一目見たように彼はティーン・エンジェルを見る。それから彼

はティーン・エンジェルを過ぎて俺を直視し、俺の目を探り、俺の顔と俺の陸軍大尉の制

服を探る。

ティーン・エンジェルが達するとファニー・ガニーの猿ぐつわを引いて頬に触れ、彼女

の胸の安っぽい香水の匂いを彼が嗅ぐことができるように近付け、彼の分厚い眼鏡が熱い

息で曇るくらいまで近付ける。彼女は彼女の完全な唇で彼の口にキスをすると激しく彼女

の完全な身体を彼に押し付ける。

ファニー・ガニーの表情の驚愕は恐怖に変わる。彼はもがき、叫び、泣き、呻り、咳を

して呻き、それから再び叫ぶ。

しかし、あまりに遅い。

ティーン・エンジェルは振り返って血塗れの手の中の血塗れのナイフを彼女の観衆であ

る村人たちに見せる。彼女のもう片方の手の中にはピンクの肉の血塗れの塊がトロフィー

として握られている。
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彼女は、ファニー・ガニーにそれを見せる。ファニー・ガニーの目は彼に彼女が見せた

ようにそれらの眼窩から飛び出そうとしている。彼は叫ぼうとする。彼は実に懸命に叫ぼ

うとするが、声を立てることができない。

バケツの上に立った少女が仕事を行う。他の者が窒息させる間、ファニー・ガニーの鼻

をつまむ。結局、彼は口を開くことを強制される。ティーン・エンジェルはファニー・ガ

ニーの血塗れの棹と玉を彼の口の中へ詰め込む。ティーン・エンジェルが彼の唇を太い黒

糸で縫い付ける間、木製バケツの少女が彼の頭をつかみ、彼の首を絞め続ける。

縫っているとき、ティーン・エンジェルは良く磨かれたライフルの薬莢のように見える

何かをブルー・ジーンズのポケットから引っ張り出す。彼女は明るい赤の口紅をねじる。

「フォン、ホアン」

彼女は言うとファニー・ガニーの縫い合わされた唇の上にざっと赤い厚い層を塗る。

「フェニックス計画」

「あなたフェニックス」と彼女はファニー・ガニーに口紅を向けて言う。アメリカ人の顔

で、そんな強いベトナム語訛りの英語で誰かが話すのを聞くのは奇妙だ。「あなたフェニ

ックス」

彼女は再び激しく言う。それから彼の目の中を見て、キスをするのに十分彼女の顔を近

付けて彼女は言う。

「あなたフェニックス……。私、あなたのフェニックス！」

戦いの後のような深い沈黙がある。

暗闇の中へ村人たちは溶け込んでいく。

誰かが松明を娼館の中に放り込むと合板売春宿は炎の宮殿の中で燃え上がる。

ファニー・ガニーの汗塗れの顔は、俺がかつてフエ市の戦いの最中に瀕死の少女狙撃兵

の顔に浮かんだのと同じ表情で俺を見る。ファニー・ガニーは苦しんでいる。彼の目は慈

悲を懇願している。

俺は大型ピストルをショルダーホルスターから引き抜いて、ファニー・ガニーを狙う。

彼は彼の鼠径部の傷の内外にウジ虫が這い、彼の目を鳥とアリが取り掛かる間、何日も椰

子の木にぶら下がって叫んでいるかもしれない。

燃え上がる売春宿の赤い輝きの中、彼の目は俺に撃ってくれと頼み込む。俺は彼の顔に

拳銃を向ける。ファニー・ガニーには拳銃が空だと知る術はない。俺は彼に向けて空撃ち

し、彼は飛び上がる。俺が背を向けると彼は困惑して見る。

忠告も慈悲も、俺が最もできないことだ。

ウッドカッターが俺の肩に手を置くと、ビ・ダン司令官がグエン兄弟とフォン双子に移

動の合図を出す。俺たちは売春婦と同じくらい赤く唇を塗られて縫い付けられ、木に釘付

けにされた一人の瀕死の海兵隊一等軍曹がぶら下がる場所から歩き去る。

俺たちは幽霊と同じくらい静かに素速く歩き去る。躊躇することなく、俺たちはジャン

グルの堅牢な黒い壁に対して激しく歩いていき、ジャングルの黒い壁は俺たちのために開

き、俺たちを受け入れる。



- 72 -

ファニー・ガニーの切断死の一週間後、ホア・ビンに戻った俺は、ソンとビ・ダン司令

官が愛し合うのを聞く。俺は俺たちの藁葺き小屋下の秘密のトンネル内にいる。俺はケ・

サン戦闘基地の古い粘土モデルを調べていた。黒い旗はアメリカ軍陣地を示している。モ

デルは、あらゆる森、あらゆる掩蔽壕、弾薬集積場、司令部、そして鉄条網、クレイモア、

地雷、野砲、榴弾砲、四連装.50口径、そして M-60の正確な位置を正確に示している。俺

は一年間ケ・サンで生活していたが、基地について、これほど詳細な情報は決して知るこ

とはなかった。

ウッドカッターとジョニー・ビー・クールは、牛車に薪を乗せて隣村の市場へ売りに行

った。暗くなっている。彼らは今頃は帰っていなければならない。

俺は痛みの中の誰かの声を聞く。俺は落し戸の隙間から外を覗く。ベトナムに住んでい

るとき、誰かが電撃訪問をしようとしている可能性について決して分からない。

彼女はビ・ダン司令官を見上げ、俺は灯油ランタンの黄色の光の中にソンの顔に喜びを

見る。

「エム」と彼は穏やかに言う。「私の最愛の人」

ソンは立ち上がり、彼を抱き締めてキスをする。

「アン、ソ」

と彼女は言う。「私の恋人」

そして、「マ、シェリ」

ゆっくりと優しく彼らは互いの服を脱がせる。

ソンの身体はとても美しい。トンネル内のピーピングトムの止まり木から俺の目は半分

以上開いている。彼女は彼女の髪に菊を挿している。彼女の胸は小振りだが、完璧で、乳

首は垂直でほとんど黒い。彼女の身体の唯一の欠損は、有刺鉄線の切断と水田で働いた事

による足の傷と、国家警察によって彼女が拷問を受けたときに失われた三本の足の指だ。

ビ・ダン司令官の身体は、有刺鉄線の切断で負った傷とともに弾丸と砲弾の破片の傷だ

らけで醜い。

ソンは跪き、彼女の口にビ・ダン司令官を受け入れる。

僅かな後、彼らは藁の睡眠マットに横になって愛し合う。喜びを抑えた喘ぎ声と長い呻

き声の間、彼らは囁き声で互いに向かって話す。テンポは増し、そして彼らの愛の行為は

執拗に、そして、強姦するようにほとんど暴力的になり、それから彼らはあらゆる筋肉を

引き締め、汗ばみ、そして美しい強く健康的な動物のように喜んでさかって性交する。

彼らはキスをし、愛撫して休む。

それからビ・ダン司令官は起き上がって座る。彼の頭を捻るとナン戦闘要塞の勝利した

戦いから帰還する際にヒューイ・ガンシップとの戦闘で失った耳、彼の失った耳を露わに

する光が当たる。ランタンの柔らかな黄色の光の中、裸のビ・ダン司令官は彼の AK-47

突撃銃を分解する。歩 兵技能と実地だけから産まれた精度で彼は、歯ブラシと油布、
グランツ

そしてそのちょうど巨大な指のような彼の簡素な手首の滑らかなピンクの基部を使った細

い金属ロッドに付いたボアブラシを巧みに使う。ビ・ダン司令官は彼の人生で最も重要で、

彼の永遠の親友である AK-47突撃銃を掃除する。
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俺は、レナード・プラットを思い出す。あいつはパリス・アイランドで自分のライフル

に恋をした。

ソンは司令官の背後で身体を起こすと彼の太いペニスを撫で回すためにふざけて抱き付

き、彼女の胸を彼の背中に押し付ける。彼は彼女の手を叩いて離し、不平を言う。ソンは

口を尖らせて彼女の小さな拳で彼の背中を叩く。最終的に、諦めて、彼女は彼の装備と油

布のためにあちこちに手を延ばす。

ビ・ダン司令官が彼のライフルの銃口にクリーニングロッドを通す間、ソンは陸軍の放

出したロシア製ベルトに下がった布製ポーチの中にある湾曲したバナナ弾倉を取り出す。

くすんだ銀色のベルトバックルには赤い星がある。

ソンは金色の光の中のポリネシアの王女だ。彼女の長く黒い紙は、藁葺き小屋の外の夜

の黒さよりも黒い。彼女の小さな手の中の弾丸は神へ捧げる古風な金の断片のように煌め

き、輝く。ソンは油布で慎重に愛情を込めるように各弾丸を磨いてきれいにし、それから

バナナ弾倉の中へ装填する。

俺はそれが良くないことだとは分かっているが、彼らの深い関係においてソンとビ・ダ

ン司令官を監察することは必要に感じる。俺は俺の知っている真っ新な情報核心を学んで

いる。それは自身の愚かさの深淵と広さを至近距離でじっと見詰めて催眠術をかける。

俺は彼らを監察し、俺は彼らの汗を嗅ぐことができるくらい近く、俺の呼吸でばれるか

もしれないと恐れる。

ビ・ダン司令官は調子を失うことなく、素速く順番通りに彼の武器を連続してはめてい

く。彼は我が政府の敵だが、俺は彼が善人で、本物のプロで、ぼろぼろの台無しにされた

米を推進するアジア人歩 兵だと思っている。時々、鉄条網の両側から死と戦う者同士
グランツ

の尊敬は旗よりも大きくなることがある。ビ・ダン司令官と同じくらいひたむきな人物を

殺すことは、同等の献身のもう一人の人物を必要とするだろう。そして、献身的な人物は

ビ・ダン司令官を貴重な不滅さを実質的に保証する。

ビ・ダン司令官は彼のライフルを空撃ちし、満足して頷く。

彼は良い方の腕を差し出す。ソンは前に傾き、彼の手にキスをし、それから、ブラック

・ライフルと戦うために三十発の金色の弾丸を完全装填した重いバナナ弾倉の一つを彼へ

の記念品とする。

司令官は異義無くバナナ弾倉を受け取ると、パチンと銃にはめて、それから薬室に一発

を装填する。彼は藁葺き小屋の壁のすぐ側にライフルを立て掛ける。

俺は落し戸を締めて、暗闇に座る。

俺は彼らの話を一緒に聞くことができる。彼らは今度はほとんど無言で再び愛し合う。

ソンのオーガズムは痛みの呻き声のようであり、司令官が囁く間、その後数分間、彼女は

すすり泣く。「エム……エム……」

ソンと司令官が平和な眠りに付くまでの一時間、俺はトンネルに座っている。

俺が落し戸から除くと、ガラスの無い鎧戸の窓を通じて入ってくる月光で、俺は彼らが

眠りながら互いの手を握っているのを十分見ることができる。
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俺は、真っ暗闇の中に自分の道を感じ、二十ヤードを黒いトンネルの這い降りる。

俺は川岸に沿って下っていく。川に月光の黒と金が注がれる。俺はコオロギの合唱会を

聞く。俺が歩くと、カエルが水の中に飛び込む。夜気は夜ハスの香りで甘美で、湿っぽく

澄んでいる。

洗濯岩の近くの闇の中、俺は砂に座り、心の中のアラバマを夢に見、脱走を夢見る。も

し俺が足を悪くさえしなければ……。

俺は寝入って、武器と若干の食糧を盗まなければならないと考え、そして家への長い道

程を俺の唯一の仲間として、我が老練の訓練教官ガーハイム一等軍曹とともにでかけつ鳥

のようにジャングルの中へ駆けていく。一等軍曹は俺に思い出させるために俺の傍らに歩

いてくるだろう。

「二等兵、お前が全てしなければならんのは一歩を踏み出すことだ。正確に一歩。一度に

正確に一歩だ。誰もが一歩を踏み出せる。ジョーカー二等兵。お前でもな」

俺は今夜再び夢の中で矢じりを手に入れる。俺が少年だったとき、俺は火打ち石製の矢

じり、黒曜石の槍、灰色の石の斧をアラバマの赤粘土の丘の起伏を拾い歩いた。時々、俺

は陶器の破片と焼いた粘土のビーズを見付けた。

雄鳥が鳴いて俺を起こす。夜は明けていない。ウッドカッターの小さな赤と金の雄鳥は、

偽物の夜明けを演出することで再び馬鹿にした。地平線で照明弾が打ち上がり、そして雄

鳥はそれを間違いなく自分が逃げる合図にした。それは奇妙だが、共産党員の雄鳥はアメ

リカの同類とは違って少しも鳴こうとしない。長い秒間のため、俺は本 国に戻り、生
ワールド

れ故郷 U.S.A.に帰ったと思った。

月は赤い。月は、黒い雲の後ろで炎を上げて燃えている。ココヤシのシルエットは、揺

れる黒い刃の塊を、赤い空に対して鋭く浮かび上がらせる。

カエルは、ボリュームを上げて、別な音階にする。犬が川岸に沿って走り、川の動きに

吠える。犬は半分幽霊、半分影の白と黒だ。

俺は常に働き、常に収穫を作るが、健康的で正直な仕事をして生きるだけで満足な決し

て来月の供給請求書より前に一ドルも得たことのない父のことを考える。

俺は母親のことを考える。俺は母のことを考えるときはいつも、俺の少年時代、母が着

た、それらの小麦袋のドレスの一着を常に着て、彼女は常に夕食か保存食品を料理してい

る。

俺は赤ん坊の妹ストリンビーンがいないのが寂しくなったのは、いつくらいかと考え、

人生における喜びについての考えでは彼女の RC コーラの中にソルトピーナツを注ぎ込み、

泡を立てるのを見ることになっている。

俺は常にエネルギーに満ちて上機嫌な祖母オールド・マのことを考える。正に今、彼女

は、十中八九ブラックウォリアー川で彼女の色褪せたカーキのズボンを、彼女の骨張った

茶色の膝の上まで巻き上げ、シャツのポケットにくねくね動く赤虫を入れて、竹の釣り竿

を手に前後に渡って釣りに出ているだろう。俺は黄色のナマズを釣り上げて戦い、それか

らそれを水から引き上げる彼女を見ることができる。俺は太ったナマズが彼女の釣り糸の

先で日の光に濡れて輝く白い膨れた腹をバタバタ動かすのを見ることができる。
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小火器の銃撃が遠くで音を立て、非常に大きな砲弾とネオンのスローモーションの輝点

によって応答される。敵の砲撃が来る。金属の飛翔体が空を破って開き、月にはね、星と

ぶつかる。百ポンドの砲弾は浮き、溜息を吐き、幾つかの半ば忘れ去られた重砲基地の幾

つかの取るに足らない区域の中の幾つかの汚れて小さな掩蔽壕の中で濡れて凍える口をき

かない歩 兵が座る幾つかの岩の尾根の中にぶつかる。
グランツ

ロックンロールを鼻歌で歌う間、歩 兵は包帯をした手で冷たい C を食べる。彼らの
グランツ

全周囲で砲兵の砲弾が爆発し、彼らは言う。

「撃たれて、失われ、クソをして、当てられる」

そしてパフ・ザ・マジックドラゴンがやってくると幸福な四万発を持ってきて、彼らの

敵の上に赤い死を降らし、歩 兵は、もう一人に知ったかぶりに満足して頷き、そして
グランツ

彼らは言う。

「スプーキーは分かってる」

時々俺は悪夢を見る。俺は、ダディ D.A.とサンダーとドンロンとアニマルマザー、そ

して他の全員、強い若い顔の全てを見る。俺は俺の友人が幾らか憂鬱な LZ の泥の中で俯

せに倒れて死んでいるのを見る。

赤い銃弾が地平線で躍り、俺はリズムがない、全てのビート、非業の死の暗い音楽を聴

くことができる。

俺の頭が今夢魔で、俺の心は重圧になる。俺は、アラバマの俺の部屋にある物のカタロ

グを作ろうとする。俺は本の全てのタイトルと著者を復唱しようとする。

俺は心の中のアラバマを歩き、森と川の流れを見る。俺はヤンキーの砲弾とチェロキー

族の骨が綿畑を埋め尽くしているのを見て、俺は、これまで見付けたあらゆる矢じりの形、

色、そしてそれを見付けたときの日はどうだったかと考える。

俺は雨の後で、俺たちの隣人が新たに耕したトウモロコシ畑で矢じりを捜したの覚えて

いる。俺は青い火打ち石の完璧なインディアンの矢じりが南部連合軍のマスケット弾から

数インチ離れているのを発見した。

俺たち自身の農場では、俺は敵の銃弾だけを見付けた。俺たちは俺たちの野原で、オー

ルド・マがナマズを釣ろうとしに行ったとき、彼女がヤンキーのミニエー弾を錘に使うく

らい多くの北軍兵器を根こそぎにした。

俺は座り、川の黒い水面を長くずっと見詰め、俺は果てしない夜に向かって水の流れる

音を聞き、俺はナマズについて、ナマズの髭の数について、そしてフウマンチューのよう

に見えるかを考える。

ルー・ダン工房での午後。川岸での眠れない夜の後、俺はまだ具合の悪さを感じる。俺

は咳をし、そして鼻をすする。

一日は静かで平和だ。空気は澄んで太陽は金貨のよう。俺は炎と米を調理する匂いを嗅

ぐ。俺は、竜のような形の長く青い凧を飛ばし、笑って田の畦に沿って走るぼろぼろの一

団の子供たちが近くで走って遊ぶのを聞く。

バトルマウスが村の子供たちと一緒に遊んでいる。ナン戦闘要塞で勝利した戦いの後、
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一月の間、バトルマウスは強硬症患者のゾンビだった。彼が、ついにそれから立ち直った

とき、彼の人格は改善され、最早、彼はくそったれではなくなった。彼は、最早、社会主

義の栄光のために帝国主義のジャッカルを虐殺したいと望まない。彼が望むのは再び小さ

な子供になることだ。そして、ホア・ビンの小さな子供たちは気にしていない。子供たち

は彼が笑って、楽しむのが好きで、彼らがおんぶして貰うのに十分大きいので子供たちは

バトルマウスが大好きだ。

村人の大半は、水田で働くために外に出ている。収穫はほとんど終わっている。

光沢のある緑の椰子の葉と竹竿の屋外天蓋の下、葦マットに足を組んで日光のくさびで

虎模様の顔になった俺たちは座る。俺たちは働き、歌い、人民軍のためにルー・ダン兵器

を作り、アメリカ軍のゴミから軍事物資を造り上げる。

俺たちは並んで座る。それぞれの労働者の前に大量の部品がある。ルー・ダン各自が彼

の山から部品を取り付けて、人間組み立てラインに沿って人から人へ渡していく。

俺の右手にいる少年は、兎唇で微笑むのが好きだ。彼は知恵遅れかスプーンでアヘンを

食べているか何れか一方のように、毎日、常に彼は顔に陽気で、とても異様な表情をして

いる。少年の前には、村の子供たちがアメリカ軍のゴミ集積所から集めてきたコカ・コー

ラの赤い金属の缶が山になっている。

少年は、山から常温たがねで缶を掻き集める。彼は印象的な妙技でたがねと缶をまっす

ぐ放り投げる。彼は缶の底の中心を上からたがねで押しつけ、四角頭のハンマーでたがね

を正確に叩き、缶に穴を穿つ。大きな指のような常温たがねを使って、彼は俺の山の中に

穴を開けたコーラ缶を投げ込み、彼の山から別な缶を掻き出し、熟練の動きでひっくり返

し、そして彼のハンマーを再び落とす。

仕事のリズムは安定している。俺たちは働き、歌う。

我々は南部を解放しに行く

刑務所を破壊し、侵略者を一掃する

独立と自由のために

我らの食料と保護を取り戻す

春の栄光を取り戻す……

俺は穴の空いたコーラ缶を拾う。俺は、缶の底の穴に約四インチの長さの竹の絵を差し

込む。俺は生産ラインのリズムでは、俺より常に一拍子進んでいらいらしているジョニー

・ビー・クールに缶を投げ渡す。

ジョニー・ビー・クールの指は素速く、空洞の竹の柄に巻いた糸を挿入する。糸は通信

線を編んで作ったプルリングにつけられる。ブルーム・メーカーにルー・ダンを彼が渡す

前にジョニー・ビー・クールは、竹の柄の底に叩き出しのブリキの蓋を滑り込ませる。

ブルーム・メーカーは、天辺の小さな飲み口に一対のペンチを入れて、天辺を斜めに切

断し、薄い金属の二つのフラップを折り返す。

ソンはブルーム・メーカーから缶を受け取り、配管パイプの長さから金のこで短く切断
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した金属の円筒を差し込む。パイプの短い部品の中には、単純な点火装置が入っている。

ソンは点火装置に竹の柄の中の糸の端を慎重に結び付ける。

ソンの後ろには歯の無い痩せた小柄な老人がいる。彼は、彼の手で金のこを手に信管を

抜いたアメリカ軍の榴弾砲弾に座っている。彼は金属の丸太のようにそれ全体を着る間、

足で砲弾を押さえている。数分後、彼は鋸で切るのを止めて、砲弾の上にペプシのプラス

チックボトルから水を注ぐ。彼が再びノコギリで切り始めると湿った砲弾は拘束を逃れて

滑り、小柄な老人は不平を言って、彼が握力を失うまで砲弾と格闘し、ロデオ・ライダー

のように地面に倒れる。

組み立てラインが笑う。

ソンは言う。

「爆弾が生きているわ！」

そして皆は再び笑う。

骨だらけの小柄な砲弾乗りは彼の獲物を仕留める。彼は鞍に飛び乗る。高い調子の削る

音で、彼が金のこをひくと金属の塵が舞う。砲弾の尖端が落ち、老人は大きな銅被甲卵を

産んだ。卵だけが孵り、中にブロンズのひな鳥はいない。その代わり、砲弾は、内部は分

離した白色、外側は淡い褐色で、古いチーズで一杯だ。歯の無い老人は、素速く魚用ナイ

フで TNT を掘り出し、砲弾の内側を荒らす。

ソンは、慎重に配管パイプの断片に白く柔らかい屑を詰め込み、赤いＴシャツを着て丸

々太った十二歳の少女に缶を渡す。村の幼い子供たちによってせびられた材料の山から、

少女はガラスの欠片、釘、金属の欠片、トラックエンジン部品、錆びた破片、クリップ、

画鋲、そしてその他尖って致命的な物体をコーラ缶に詰め込む。

組み立てラインの最後では、熱い松ヤニで一杯の黒い鋳鉄の調理鍋が燃やされた木の上

で沸騰している。それは熱せられた道路のような臭いがする。それはかき回されて表面で

泡を弾けさせる。つぎをあてた UCLA ブルーインズのスウェットシャツを着た老婦人は

ヒョウタンのひしゃく一杯の熱い松ヤニでコーラ缶の上部に封をし、それから缶を逆さま

に持って竹の柄周囲の空いた穴全てを封じる。彼女は祭でリンゴ飴を作っている商工会議

所のボランティアのように見える。彼女は冷やすために、脇に完成した手製手榴弾を置く。

昼食の直前、手榴弾はイースターエッグのように、小さな籐製のバスケットの藁のベッ

ドの上に乗せられて子供たちによって運ばれていく。子供たちは急いで村の周囲の偽装さ

れた棒柄陣地内のチェン・シ戦士たちへルー・ダン兵器を配布しに行く。

正午、太陽が容赦ないとき、俺たちの昼食が八歳の少女が引く鼻を鳴らす黒毛の水牛の

背中に乗せられて届けられる。少女は、水牛の太い真鍮の鼻輪に指を引っ掛けて、ずっと

引いて巨大な怪物を導いてくる。水牛が二の足を踏むか、道を逸れようとすると小さなバ

ッファロー調教師は彼女の手の平で動物の鼻を鋭くひっぱたく。

俺たちは水牛の左右に吊り下げられた二つの巨大な陶器の壺から、昼食の包みを配布し

ているとバトルマウスがやって来て、俺に挨拶をして微笑む。今の彼が俺を好きなのは、

多分、俺が彼と子供たちとゲームをする時間のある村で唯一の大人だからだろう。

俺たちは小さな木の椀を配り、熱い飯がブリキのカップで大盛りにされる順番を待つ。
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砲弾が村から一マイル離れた地面に命中する。俺たちはそれを無視する。ちょうど今、

もう一発の砲弾。ちょうど今、何人かの海兵隊砲手が彼らの愚かなゲームを行っている。
ガンギー

ダークグレイの煙が東へ二百ヤードの森の中で立ち上り、くぐもった爆発音が続く。

嫌がらせと見せしめ砲撃。アメリカ軍と彼らの傀儡陸軍兵士は、偵察部隊によって報告さ
H & I

れた地域へ部隊を展開させる際に、一帯の中へ無作為に砲弾を撃ち込む。別な長鼻のいか

れた奴は、同志トカゲのために困惑させるのと、ルー・ダン兵器を組み立てに使う不発弾

の源として以外、誰にとっても重要ではない。

砲弾は落ちる。そしてより多くの砲弾が。

ウッドカッターが、近くの野菜畑に現れる。彼は目を細め、使い古した手で彼の目を太

陽から守る。彼は命令し、すぐに農場の男女は彼らの農具を放り出して、黒いプラスチッ

クシートの束を田の水の下から持ち上げる。黒いプラスチックシートの束の中に彼らの武

器がある。

村の中で、誰かが銃剣で砲弾の薬莢を叩いている。

手榴弾工房で女性は食べ残した米の椀を集め、陶器の壺へ米を投げ落とす。

ビ・ダン司令官とボー・ドイ・バク・シは田の畦に急いで降りる。ウッドカッターとビ

・ダン司令官は静かに、しかし、快活な議論をし、今度は険悪な対立では終わらない。

俺たちは森に砲弾が落ちて炸裂し、吹き上がる灰色の煙を見て、俺たちは、奴らが神経

質になるとき以外は、ARVIN 傀儡兵士がどうして時々これといった理由もなく、砲弾の

数発を外して始めるかについて考え、そして、騒音は彼らの士気を増大させる。

しかし、これらの砲弾は明らかに何かを、ベトコンの幽霊大隊ですら、撃つことを目的

とはしておらず、そして砲弾は印もつけていない。砲弾の全てがパターンもなく、狭い一

群として同じ地点を撃っている。パターンは殺され、狭い一群は罪の無い見物人に命中す

る危険を最小限にしている。

ファン・キャット将軍は堕落した公僕かもしれないが、彼は正直なビジネスマンだ。フ

ァン・キャット将軍はウッドカッターとの彼の契約を果たすために彼の錆びた古い大砲を

撃っている。飛んでくる砲弾は警告だ。

ビ・ダン司令官、ウッドカッター、そしてボー・ドイ・バク・シの全員が別々な方向に

田の畦を降りていき、ソンは姿を消した。

「チョク、サン！」と砲弾を金のこで切っていた歯の無い老人が叫ぶ。「チョク、サン！

チョク、サン！」

そして、彼は正しい。空にはヘリコプターが満ちている。殺人イナゴは完全武装でやっ

て来て、ガンシップと兵員輸送機は高空で呻りながら、近寄らずに弾幕砲撃が終わるのを

待っている。間違いなく、中隊長は、どこの愚かなろくでなしが十分速く砲撃開始し、ど

このおろかなろくでなしが十分遅れて砲撃を続けているのかと尋ねて無線の送受話器で卑

猥な言葉を叫んでいる。

誰もがどこかへ走っている。攻撃を告げる重い響きが村にゴーンと響き渡る。

俺は動かない。ジョニー・ビー・クールはさよならと手を振り、彼の水牛の世話をする
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ために離れて突進していく。彼の足は戦闘任務で受けた傷からまだ回復していない。俺は

急ぐことはできるが、俺が走るときは、ぎこちなく、遅く、そして不器用だ。水田を横切

る援護は無い。俺はガンシップに開けた場所で捕まりたくはない。

ファン・キャット将軍は単に戦争の運なだけだと十分無関係を決め込むことができるよ

うに彼の命令でフライングをすると結論を下したとき、砲撃は終了し、そして空はガンシ

ップのために開かれた。

アメリカ軍の航空機が空を満たすのをルー・ダン工房の天蓋の下で俺は見ている。そこ

には緑の翼のナイフで切り裂き、村を横切る爆撃行程のために旋回する四機のファントム

戦闘爆撃機がいる。

五百ポンド爆弾は頂点をＸ字の黒い点にし、角度をつけて下に流されてくる。エネルギ

ーベルは開花し、そして熱い道からやってくる微かに見える熱のように瞬時に宙に浮く。

藁葺き小屋、樹木、そして分解された人々が空の中へと舞い上がる。それから、無関係で

あるが如く、くぐもった鈍い音が地面の中を振動によって密接に続いた。

俺はルー・ダン工房の片隅で葦の睡眠マットを引き上げてトンネルの落し戸を持ち上げ

る。俺はトンネルに降りて、落し戸を元の位置に戻す。

俺は、ジョニー・ビー・クール、バトル・マウス、そして子供たちと教育的なゲームを

することによって村のあらゆるトンネルの配置を学んだ。俺たちは村全体を歩き、そして、

俺は、「ブーン」と言い、そしてトンネルの中の最後の子供はゲームに負ける。

俺がベトコントンネルでの生活について学んだ最初のことは、ベトコントンネルは背の

高い人間のためには造られていないと言うことだ。俺は数ヤードを這って、それからしゃ

がみ、大地の壁に対して俺の背中を激しく押す。俺は俺の顔の目前にある手も見ることが

できない。俺は呼吸することができない。泥は俺のゴムサンダルに吸い付いて脱がし、今、

俺の爪先には冷気と湿気に閉じられている。クモの巣は、俺の顔を捕らえる。俺は唾を吐

く。毛皮の塊が水の中で水を撒き散らす。俺はネズミが高い地面へ泳いでいるのを聞く。

俺の背中側の壁が反響する。湿った土塊が俺の上に降り注ぐ。俺はまた唾を吐く。俺は

咳をする。俺の目に泥が入る。俺は耳を冷たいトンネルの壁に押し付け、戦い、大きな打

ち付ける音、雨粒のぶつかるリズミカルな弦楽器、そして、あらゆる野戦無線機が鮮明な

くらい、戦車の轟きを聞くことができる。

そして、俺は考える。彼らはトンネルを吹き飛ばしそうだ。彼らなトンネルを吹き飛ば

しそうだ。俺はまさに彼らが吹っ飛ばそうとしていることを知っている。何人かの無言の

歩 兵がウィリーピーター手榴弾を投げ込もうとそこに立っている。ウィリーピーター
グランツ

手榴弾は黄色のストライプのあるライトグリーンの缶だ。俺はそれを聞く。そこで、それ

は、その安全把を飛ばす。歩 兵はウィリーピーター手榴弾をトンネルに落として俺を
スプーン グランツ

スパムのように揚げる気だ。それから、彼らが俺を見付けるとトンネルラッツは仰天し、

怯えて退く。

俺はうろたえる。俺は、より多くのネズミを聞く。俺は上でブーツを聞く。俺は俺の葦

をヌルヌルした何かが這い上がろうとしているのを感じる。墓穴での俺の試運転は、俺に
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突然生きる意志を奮起させた。俺は押し、引き、喘ぎ、よじ登り、そしてトンネルの外へ

這い上がる。

明かりの中に戻ると俺は胃の上を支え、冷たく湿った空気を吸い込み、泥と落ち葉、そ

して汗に塗れる。

どこかで水牛が恐ろしい断末魔の叫びをあげる。

俺が立ち上がったとき、俺はクソの世界が崩壊しているのを見る。

風と砂の熱い爆風と共にルー・ダン工房の上で天蓋を震わし、時速百マイルで轟音を立

てるコブラ・ガンシップが旋回するまで、途方もない比率で有史以前の空飛ぶ怪物の反射

光は水田内で大きく、より大きくなっていく。ミニガンはポッポッポと断続的に撃ち、コ

ブラはシューッと長い煙の尾を引いてロケットを発射する。ロケットは炎の頭を持つ白い

蛇のように見える。

ブルーム・メーカーが彼女の服を焦がし、煙を吐きながらルー・ダン工房を走りすぎて

いく。彼女は真剣な集中力で、俺を無視し、彼女の手は両方とも吹き飛ばされたことも、

彼女の寸断された手首の肉から血を噴き出している事実も、おそらくは無視して着実に走

る。

コブラは向きを変え、別な掃射のために呻る。弾丸は藁葺き小屋をバラバラに吹き飛ば

す。藁葺き小屋に赤い炎が、そして炎の先に黒い煙がある。

俺は戦車に向かうために向きを変える。

戦車は踏み板を激しく噛み砕いて米を磨りつぶし、収穫を破壊し、泥の中で鳴き立てる

太った鉄の豚のように水田の中を深く耕して、あらゆる努力もせずに水田に殺到し、水田

の境界線上を攻撃する巨大な泥を撒き散らす怪物だ。

小火器の銃撃が上手い具合に、銃撃による偵察が村の向う側で最大音量になり、そして、

俺はそれが地上攻撃であることを知っている。AK の銃声が M-16の銃声に混じり始める。

ジョニー・ビー・クールが再び現れて、ルー・ダン工房組み立てラインの終点から赤い

金属の卵が一杯に詰まった復活祭のバスケットを拾い上げる。

唸り声を上げる砲塔にはデイグローの文字で、CONG AU-GO-GO と描かれた戦車は二

十ヤード先で停止する。手際よく、X'd を出てきた円錐帽の小柄な黄色い人間の分隊が戦

車の車体に描かれている。

戦車の背後で、敵の歩兵が行動を開始して効力を発揮している。

歩 兵は、新品のジャングル・ユーティリティ、新品のキャンバス・ジャングルブー
グランツ

ツ、新品の野戦装備、あらゆる新品を身に着けている。奴らは、足、戦線わんちゃん、陸

軍ゲロだ。それはホームレスの女性とパリのモデルを見分けるのと同じくらい野戦海兵隊

員から陸軍歩 兵を容易に表している。
グランツ

燃え上がる水車の後ろから、陸軍歩 兵の分隊が高所の左舷で俺の陣地へ突進してく
グランツ

る。戦車長が戦車の上で.五十口径機関銃で掩護射撃をする間、分隊は戦車を守る周辺部を

確保する。

「バン！ バン！」とビ・ダン司令官は叫び、突然、俺はルー・ダン工房の俺の英雄的ワ

ンマン非武装防衛は、最早、無くなった。
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ビ・ダン司令官は英語で叫ぶ。「空挺陸軍兵、空挺陸軍兵、くそったれ」

陸軍歩 兵は自警団と銃撃を交わし合い、俺は幾つかの銃弾の道から這い出し、死ん
グランツ

だ水牛の背後に隠れる。

銃撃戦はより激しくなる。ジョニー・ビー・クールは復活祭バスケットから手榴弾を取

り出し、ブリキのキャップを竹の柄の端から引き、通信線ワイヤのプルリングを親指にか

けて彼ができる限り、激しく投げる。

手榴弾の着火装置が紐がほどけて張り、ピンをぐいと動かすまで手榴弾は弧を描く。摩

擦によって着火装置に火が付く。飛んで、更に二秒経ってから手榴弾は爆発する。

ジョニー・ビー・クールは、多数の自家製手榴弾を次から次へ投げる。手榴弾の半分は

不発弾だ。

騒音レベルは、恐ろしいほどになり、地上の霧のように戦場を横切って黒い粉の煙が漂

う。ジョニー・ビー・クールが戦車に手榴弾を投げ付け、黒い M-16の短く太い銃身が金

色の炎の火花を吐き出す。

俺は生暖かい死んだ水牛の死骸から覗き見る。戦車はダメージを受けていないように見

える。

俺は歩 兵を見る。歩 兵は戦車の鉄の履帯を引っ掻いて自らを引き上げようとして
グランツ グランツ

いるが、立つことができない。彼は見下ろし、白い棒のように大地に押し込まれた彼の大

腿骨を見て叫ぶ。

ジョニー・ビー・クールは最後の手榴弾を投げるために彼の腕を起こす。

銃弾が俺の頭上の空気を叩き、水牛の死骸を揺すり始めて、俺に自分の位置を変える頃

合いであることを示す。俺が立ち上がると何かが側頭部に何がか一撃を与える。俺は仰向

けに倒れる。俺の頭上の空は手榴弾の黒い無秩序に満たされる。俺は滑らかな緑の卵形の

怠惰な被甲を見る。誰かがお前のケツにキスをしてさよなら、の激しい雑音の種を撒いて

いる。

石の象が俺の頭の上に座る間、脳震盪が俺の顔から全ての血を吸い出し、黒い雑音が俺

の生きた肉に鋼のワイヤーの何百もの破片を埋め込む。

兵隊たちが、俺の全周囲でお互いに叫んでいる。俺は何が続くかを知らない。

誰かが叫ぶ。

「銃を上げろ！」

それから、「衛生兵来い！」

それから、「ポンチョを上げろ！」

二つの茶色の風船が、俺の顔の右上で議論している。議論は、多分、何人かが死んでい

るだろうか、死んでいないだろうかについてだ。俺は、多分、それが俺だと思っている。

彼らはポンチョの上に俺を転がして乗せると持ち上げる。彼らは俺が生きているかどう

か分からないまま村の中へ俺を運ぶ。

救急ヘリの着陸地点として使用されている村の集会場に到着する転には、俺は前より気

分が良くなっている。つまり、俺は痛みを感じるので十分生きていることを感じている。
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俺の顔はスズメバチの襲撃を受けたようにずきずきと痛み、そして俺の鼻と耳から血が流

れている。

茶色の風船が、負傷した歩 兵の小隊に続いて地面に俺を落とす。
グランツ

十ヤード離れて、刈り込んだ鉄灰色の髪と爆弾形の頭をした白い巨人の巨漢の軍曹は、

彼の足首近くの排水口から叫んでいるジョニー・ビー・クールを蹴り付け、引きずり出す

と、彼を床に落とす。誰かがジョニー・ビー・クールの頭にショットガンの台尻を垂直に

叩き付ける。三十ヤード離れて、俺はジョニー・ビー・クールの首の砕ける音を聞く。

巨漢の軍曹は屈んで、シーバックを拾い上げるように両手でジョニー・ビー・クールの

身体を持ち上げ、集会場の端へ運ぶと井戸の中へ放り込む。

混沌に包囲された俺は立ち上がる。悪い毒なら多少は、俺の身体を通して洗浄できる。

俺は武器を探して酔っ払いのように躓く。

俺は、敵戦死者を発見し、俺は奴の武器 M-79グレネードランチャーを奪う。俺は目標
K I A

を探して躓く。

チャーリー・チャーリー、管制ヘリ(コマンド・チョッパー)は戦いを不明瞭にする砂を

雲の中に砂を吹き飛ばす。平らな丸いゴミかごは、青銅のコインのように宙を飛ぶ。チョ

ッパーは、俺の真上に迫り、俺が腕を上げることができて、手を伸ばせば触ることができ

そうなくらい近くでホヴァリングする。プロペラの嵐に目を細めると、チョッパーの腹全

体に描かれたステンシルが見えた。白い骸骨と"貴様は、まさに第107装甲騎兵連隊の好意

によって殺された-バックアイボーイズ-空のゴーストライダーたち"

チャーリー・チャーリーは敵のグークを殺そうと探す猛禽は広がっていき、俺は、M-7

9グレネードランチャーを力の全てを使って持ち上げる。

俺は撃った。ブループ。俺の家族の一員が連邦軍隊に発砲したのは100年以上経つ間、初

めてのことだ。

ブルーパー擲弾はヘリの尾部ローターを吹き飛ばし、チャーリー・チャーリーは墜落し、

藁葺き小屋の中へ壊れ落ちる。

チャーリー・チャーリーが落ちてから、俺は気絶する。

次のことを俺は知っている。俺は別な武器を捜して、俺の手と膝で這う。擲 弾 筒は単
ブルーパー

発で、俺はどんな弾薬も持つのを忘れた。

俺は ARVIN 将校がウッドカッターの小さな赤と金の雄鳥の首を絞めるのを見る。

AIVIN は彼のベルトの下に鶏の頭を差し込む。ARVIN は死んだ鶏を腿で跳ね上げながら

去っていく。

自転車に乗るにも十分な歳を取っているとは見えない陸軍新兵が重要な物資損壊任務を

行っている。彼らは列に並んで立つと肉フックでトンネルから引きずり出した米が一杯詰

まったつぎはぎされた南京袋に小便をかける。

俺は五人の ARVIN 傀儡軍兵士が藁葺き小屋の背後に隠れているのを見付ける。ARVIN

たちは戦闘からの救急搬出を彼らが受けられるように自分たちに圧迫包帯を巻いている。

ボー・ドイ・バク・シは、陸軍歩兵によって捕まっていた。赤ら顔で太鼓腹の主席軍曹
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がボー・ドイ・バク・シの頭の上を殴っている。ボー・ドイ・バク・シは怯まずに挑戦的

に睨み付けると、彼の頭は高く持ち上げられ、そして、彼らが質問をする旅に彼は唾を吐

く。彼らは彼の口を殴る。彼は血を吐きかける。

俺はボー・ドイ・バク・シに呼びかけるが、俺の言葉は胸の中の空気のどこかへ消えて

いく。

ARVIN 傀儡兵士たちは、学校をずる休みして釣り場を捜すハックルベリー・フィンの

ように恐怖の円形状をあてもなく無頓着にぶらつく。

奴らはソンを吊した。有刺鉄線の索で、奴らはソンを巨大なバナナの木から吊した。彼

女の首が折れる。彼女の舌は彼女の口から黒く、グロテスクに突き出る。

三人のオリーブ・ドラブ・グリーンの童顔の子供は、古いフランスの装甲車のフードの

上に立ち、彼らの M-16の銃身でソンの打撲傷を負った腿をつつく。戦争のためではなく、

幾つかの田舎町の玉突き場の外に、この連中がまだ立っていたのなら、

「おい、俺のケツ！」

と各自は別々に通り過ぎる女子高生が聞くのに十分大きな声で言うだろう。

奴らの一人が、彼の輝くクロム・ジッポライターでソンの陰毛に火を付け、童顔の歩兵

は激しく笑う。彼女の身体が引きつり、彼女の指が痙攣する。子供は笑う。

「彼女は彼女の幽霊にやられる！」

俺は悲しいと感じなければならないが、そうしない。俺は何も感じない。俺が考えるこ

とができる全ては、俺の顔がそれほど痛まないことを望んでいることであり、そして、俺

がもし死ぬならばと考え、なぜ、俺はひどい死に方ができないで、そうもされないのか。

なぜ、俺は、この忌々しい全ての行いをされて、このミッキー・マウス殺人展示を見せら

れるのか？

俺は、もう一歩、更にもう一歩を踏もうと試みる。しかし、俺はそうできない。俺は倒

れる。俺は地面に仰向けに横になり、大きな影が俺の顔を横切るのを待つ。

薄汚れたブーニーハットを被った一人の陽気な衛生兵が跪いてモルヒネ・シレットをさ

っと取り出す。衛生兵は静脈を見付けるために俺の腕の湾曲部を叩く。彼は俺にモルヒネ

を打とうと試みる。しかし、彼の手は激しく震えて、彼は針を刺すことができない。彼が

俺に注射をする間、俺は手を伸ばして彼の腕を安定した状態に保つ。俺は言う。

「野戦病院はキャンセルしてくれ。俺は、勃起させるだけだと思ってる」

小柄な衛生兵は笑う。

俺が白いゴムに変わり始めると衛生兵は傷にバンドエイドを貼り付ける。少しおかしい

とこれを俺は叩く。

誰かが言う。「中尉、モーターマゴットがまた衛生兵を演じてます」
L T

声はモーターマゴットを俺から押し退けて言う。「くそ。頭部の負傷だ。そいつから離

れろ」

別な声が言う。「モーターマゴット、お前を憲兵隊に引き渡す」
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「分かりました。中尉」
L T

「お前を逮捕する。お前の、狂ったケツで、その小さな小屋を片付けて、検分のためにチ

ャイ・コン装備を整理するのを手伝え」

「分かりました。中尉」
L T

楽な笑顔の大柄な黒人衛生兵が俺の肩を軽くたたいて言う。「落ち着けよ、ママン。君

は無事で大丈夫だ。こいつら、チャーリー・コンに捕虜にされた少し冷えたクソだろうけ

ど、君は今、高潔なアメリカ人と一緒なんだ。俺たちは君を助けるためにここにいる。俺

たちは君を担ぎ上げて、君を捜しているこの A-O 中に運んでやる。本国行きの便にね。

君はグークがびくびくすることができるより速く、救急ヘリで、この村から出て行く」

声が言う。「動け、兵隊たち」

丸刈りの中尉が身を乗り出してしゃがんで俺の顔を見る。彼はずんぐりした小さい人間

で、もう一つの怒りに燃えた目をしたバター棒が反対側へ素速く動く。彼の髪は赤く高く

堅く刈られている。中尉は言う。

「彼がそうか？」

「なんですって。中尉」と黒人衛生兵は言う。「俺は、それが彼でなければならないと思
L T

っていますよ！」

散発的な小火器の銃声が、どこか遠くで起きる。ビ・ダン司令官と戦士たちは包囲網を

破ったに違いない。

俺は咳をする。俺は、少し吐いて唾を吐く。俺は、吐いた物がより悪い何かでないのを

確認するためにそれを見る。

陸軍中尉は破顔し、そばかすだらけの白い風船が太陽を隠す。

「がんばれよ。兵隊」と彼は言う。「小さなくそったれに汗をかかすな。我々は、君のた

めにグークを捕らえる。しっぺ返しなんてくそったれ。実際、君は心配しないでいい」

彼は俺の腕を軽く叩く。「君の、この周りの全てに誰かはいるんだ」

彼が言うことから判断すると、陸軍中尉は、俺をおかしな見方をしているに違いない。

「バード・ドックが領空飛行で水田にいる君を確認したんだ。地上に一人の白 人。
ラウンドアイ

連絡が来たんだ。全ての友好的な人員を引き出した。それから、皆殺しにして神に奴らを

選別させてやった」

「サー」

「ん？」

「俺は、クソ兵士じゃない」

中尉の表情に変化は見えない。「何？ 君は何と言ったんだ？」

「俺は、クソな陸軍のゲロじゃない。俺は、合衆国海兵隊員だ。退役した」俺は口ごもっ

て咳払いをする。「デイヴィス、ジェイムズ・T、二等兵 E-1、軍籍番号2306777」と俺は

深呼吸をしてベトナム語で言う。「ド、ミ、ホア、チャン」それから英語で、「俺は降伏

しない。くそったれ」

歩兵の一人が彼の M-16の銃身に髪を縛って結び付けた生首とともに歩いていく。それ

はフォン双子の一人だ。
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中尉は、表情を変えることなく俺を見る、彼は黒人の衛生兵に言う。「ドク、救急ヘリ

へ彼を乗せろ」

通信兵が現れる。通信兵は大きなしわくちゃの麦わら帽を被っている。彼は言う。

「LT、ガンシップを要請しますか？ それと曹長が大至急連絡がもらいたい、と。彼は
A S A P

第三小隊が抵抗を受けていると言っています」

俺をまだ見ながら、中尉は言う。「ガンシップはいらない。了解、曹長」

彼は突然背を向けて怒鳴る。「その装備を整理整頓しろ兵隊。伍長、損害評価要員はど

こだ？ これらの東洋人の存在の死者数を私のために数えろ。そして、君の兵隊たちにそ

れらの敵の構築物を調べさせて、それから吹っ飛ばせ」

中尉は歩き去って誰かに言う。「それに同意する。君の武器をそこに置くんだ」

兵士たちがトンネルから泥に塗れた武器と軍事物資を引き出している。赤ら顔の怒りの

歩兵は竹の水筒、猛烈に銃剣で突いて、それぞれの猛烈な突きの後、満足感で口ごもる。

俺は持ち上げられ、葡萄色の煙の雲を通って運ばれ、帰航する救急チョッパーのプロペ

ラ後流が巻き上げる刺すような砂嵐に放り込まれる。

俺は搭載を待っている負傷者と一緒に置かれる。衛生兵がナイフで傷から装備を切り落

としている。衛生兵は俺の黒パジャマを切り裂いた。彼らは俺を裸のままにしておくが、

俺はくたびれた古いステットソンを離さない。

負傷したことで俺たちは無視される。俺たちが既に幽霊になったように、竹と藁の松明

で村を焼き払う兵士たちは俺たちを通りすがりに見ていく。最早、起きていることの一部

分ではなくなっている。枠外にいるのを感じる。何が身の上に起こりそうかと疑問に思う。

どこへ行くのか、と尋ね、そして、それは痛む？ 病人のようにされたくはなく、見知ら

ぬ人間と取り残されたくもない。

救急ヘリが降下してくると、極小さな破片を吹き飛ばして機械化された鉈のようにブレ

ードは切り裂く。チョッパーは最初に担架を積む。頭部負傷、VSI-

と て も 深 刻 な 傷、そして、回復の見込みがありそうな者。チョッパーは離床
ベリー、シアシリー、インジヤレツド

し、ぼやけたローターブレードからの下降気流が開いた貨物ドアから血を流れ出すのが見

え、そしてピンクの霧がプロペラ後流で地上へバシャバシャと担架兵へ撒き散らす。

浜辺にピクニックへ行く途中のように何人かの陸軍歩 兵はぶらついている。兵士た
グランツ

ちは、あまりも大声で笑い、あまりにも大声で話す。兵士の二人がボー・ドイ・バク・シ

の足首をつかんでいる。彼らは死者数を数えるために彼を引き離している。誰かが彼の額

に部隊章パッチを釘付けにした。一匹の痩せた茶色の子犬が、ボー・ドイ・バク・シの顔

の血を舐めるために身体を突いて並んで軽やかに走る。

友好的な衛生兵が跪いて、キセロカイン軟膏を俺の顔と手に塗り広げる。太陽は俺の目

の中にあるので、俺は彼を見ることができない。

俺は言う。「ありがとう、相棒」

数秒後、俺の顔と手は痺れ、僅かな夢心地に陥る。

俺は俺の頭を右舷に向ける。十ヤード先で、死体さえも隊形を組んで、縦横に完璧に整
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列させられ、兵士たちの詰まったでこぼこの死体袋は完璧な忍耐力で待っている。

俺は抑えた呻き声の方に向かって左へ転がる。誰かが間違いを犯した。死んだアメリカ

人よりも、腹を撃たれたベトナム人女性の方が唯一の救急ヘリの優先順位は低い。何人か

の何も知らない新米衛生兵はビ・ナム・ハイの母親未亡人戦士を運んできて、血塗れの圧

迫包帯のベッドに負傷者と共に残し、彼女が救急搬出されると思った。

ビ・ナム・ハイは見ることはできないが、歩くことはほぼ学んだ喚く赤ん坊は、戦争未

亡人の所までよたよたと歩いて、彼女の隣に腰を下ろし、瀕死の女性の手を握る。

剃ったばかりの禿頭で、両足とも赤と白の圧迫包帯で縛られて膨らんだ痩せた兵士が、

未亡人戦士の胃の傷口に右人差し指を突っ込んで出し入れしている。未亡人戦士は泣いて

呻っているが、声は小さい。そこには新鮮な血液の金属的な臭気がある。

誰かが笑う。割れた顎と大鴉の翼のように黒い眉の中年男が身体を起こす。男は彼の禿

を隠そうとして頭全体に黒い髪を梳いている。彼は俺の高校のフットボールコーチのよう

に見える。しかし、彼は負傷しているようには見えず、そして彼は彼と彼の装備を全て持

っていた。

コーチが言う。「お前は西テキサスのいかれたくそったれの知恵遅れだ。マーフィ、俺

はな、おい、奴らがお前を捕らえたのが嬉しいぜ。俺は奴らがお前をそうしたのが嬉しい

ぜ。お前の殺害戦果はお決まりのジョークだしな。俺は、お前はクソだから先頭を歩くこ

とができないといつも言っていたんだ」

コーチはゲップをして胸に触れる。

灰色の禿頭のマーフィは言う。「おい、俺を放っておいてくれ。軍曹。俺はグークに指

マンしてんだ」

コーチ以外の誰かが笑う。コーチは後ろに倒れて血を吐く。

通りすがった衛生兵がコーチに一瞬屈み込んで、それから歩き続ける。衛生兵は彼の肩

越しに親指を動かして担架兵に言う。

「彼にタグをつけて袋に入れるんだ」

どこかで、誰かが長く恐ろしい叫び声を上げ、そして皆は考える。それはおそらくは人

間ではなく、負傷者を乗せて運んでいる担架兵は立ち止まって聞く。そして、圧迫包帯を

大量に詰めたバンダリアを大量に背負った背が低い太鼓腹の担架兵の一人が彼のパンツを

濡らしているが、それにまだ気付いていないのを見ることができる。彼は悲鳴を聞いて、

そして、彼の足をパンジステイクがまさに貫いたように彼の顔を見る。

洗濯鉛筆でモルヒネを投与されたことを示す、赤い M の印をつけられた大きなサパタ

髭のメキシコ人は、四角い白い歯を持つ彼の丸々した丸顔でメキシコ人が彼の友人全員を

グークが殺したので考案した新しく致命的な復讐プログラムを誰にでも話している間、前

後に揺れている。衛生兵はメキシコ人をロープで縛り付けた。彼のスペイン人の恐怖の狭

間で、彼はロープに対して前後に揺れて彼は繰り返す。

「しっぺ返しなんてくそったれ。しっぺ返しなんてくそったれ」

彼らは振動する機械の空っぽの腹へ俺を積み込み、俺は兵士たちがトンネルラッツのた
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めにトンネルを発見しようと地面に金属棒を打ち込んでいるのを見る。トンネルラッツは

彼らが相応しくない場所にあるものを掘って捜す熟練鉱夫だ。

太陽は沈むが、どこかで彼らはトンネルの中にウィリーピーター手榴弾を落とすと、村

は二次爆発の白と黄色の煌めきによって照らされる。心地よい爆発音は離れて弾薬を装填

する旅客貨物のようだ。

陸軍衛生兵はヘリの中に負傷者を運び上げ、彼が孤独を感じないように穏やかに彼に触

れ、彼を安心さえるために常に彼と話し、俺の次に彼を横たえるが、彼らの目の中の監察

で、彼らの目の監察では彼が既に死んでいると言っていた。

衛生兵は最後に、非常に重い洗濯物のような死体袋の最後を積み込むと、衛生兵は貨物

ドアから飛び出して、ぼやけるローターブレードを避けるために低く屈み、プロペラ後流

の張りから彼らの顔を背けて、タービンの音の中を走る。

俺はモルヒネで集中力を失ってぼんやりと浮かび、そして、その場面で俺の一部はゆっ

くり、よりゆっくりと動き、今にも凍って止まるだろう。

チヌーク輸送ヘリコプターの腹に背中を寄りかからせ、一杯に積まれた死体と負傷した

兵士たちはぎゅうぎゅう詰めにされる。それは緑のアルミニウム製クジラの腹の中のよう

だ。俺は壁の赤いナイロン製帯紐にしがみつく。

風が開いた貨物ドアを通って呻る。風は凍り付いているが、俺は温もりを感じる。

俺が暖かな眠りに沈むと、俺と向き合っている陸軍衛生兵は野外無線機の送受話器に話

している。彼は死傷者の名前と軍籍番号を音読している。どこか遠い場所で、素晴らしく

静かなオフィスで、何人かのあめ玉のケツの事務屋が、ファイルされ、忘れ去られること

ができるように、既にきれいな白い書類仕事で赤い粘ついた血を変えている。

衛生兵の声は平らで単調だ。「ああ、繰り返す、ああ、それが十四だと言ってくれ、繰

り返す、ワン・フォー・キロ・インディア・アルファ。そして三十九、そう三十九、ああ、
戦 死 十 四 名

繰り返す。オーバー。違うお前の最後の質問だ。繰り返す、

サーティナイナー・ウイスキー・インディア・アルファ。そして、白人の P.O.W 一名。
戦 傷 者 三 十 九 名 捕 虜

そう複数の裂傷を負ったパパ・オスカー・ウイスキー」
戦 争 捕 虜

衛生兵の声は単調なリズムで、チューインガムを噛み続けながら、彼の最終的なデータ

を提出して気を落ち着かせる。「下腹部への複数の重傷……右膝下の外的裂傷。それが、

そちらへの最後の記録になる。追加は無い。以上」

暗闇の向う側で、俺は、俺の心の中のアラバマへと歩いていく。俺は、雨の後に耕され

て太陽が干したトウモロコシ畑を横切っていき、火打ち石でできたインディアンの武器を

探す。

フォップ、フォップ、フォップと俺たちは地球を去っていく、その外側は暗く、暗闇の

向う側で、俺は夢を見て、そして俺は回り回って、そして道を下る準備が既にできている

ので不幸ではない。グエン兄弟と生き残ったフォン双子、そしてバ・カン・ボーとウッド

カッターとバトル・マウスとビ・ダン司令官、そしてホア・ビンの人々は、この俺たちが

その上にいる彼らの土地で、再び戦うためにジャングルから行進してくる。

俺は暖かな睡眠と記憶の中に浮き、俺は夜明け前にウッドカッターとビ・ダン司令官が
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村に戻ってくると、歩哨を配置し、負傷者を運び、そして死者を埋葬することを知って嬉

しく思う。今、死者は眠ることができ、血と彼らの先祖の骨によって豊かで肥沃となった

神聖な土地で生者と永遠に結ばれる。

ウッドカッターとビ・ダン司令官は職務の面倒を見る。それから、一緒に彼らはソンを

探しに行く。

救急ヘリコプターは、大型輸送機のように夜気を通して轟音を立てる。風は良く、冷た

く、そして清潔だ。ローターブレードの連打を越えて、遙か下の小銃の銃声を聞くことが

できる。

俺たちは、他のヘリコプターを追い越し、誰かがライトをつける。救急ヘリが旋回する

と負傷者は暗がりでお互いにしがみつき、衝突回避灯の微かな赤い輝きを浴びる。

俺たちは、血塗れの茶色の顔のスター子供殺し屋が開いた貨物ドアから直視する冷たい

LZ から脱出した。俺たちの顔は、汗と埃と煙のフィルムに覆われている。俺たちは、俺

たちの額に赤い M 油性ペンで書かれ、ユーティリティジャケットに大きな白い救急医療

タグがつけられ、衛生兵にパンツとブーツを切られて全員が半裸だった。俺たちは泥だら

けのポンチョに包まれ、クソの全てを撃った乾いた歩兵のつまらなく、見窄らしい血の群

れ。

俺たちは目を細めるが、鳥の冷たい風の爆風が開いた貨物ドアを通っても、怯むことは

なく、俺たちの顔に巻かれた汚い圧縮包帯を、弾丸のように空気を通じて血の冷たい滴を

燃やす。

チョッパーの僅かな下降気流と後流からの突然の吸引の力で引かれ、バタバタと白い圧

迫包帯と幾つかの血塗れの包帯が開いた貨物ドアから吸い出されていき、そして、俺たち

は空中で俺たちの背後に飛んでいく小さな幽霊の軌跡から離れていく。


