家族へ

目次

おわりのはじまり

30

第一章

暗黒の世界の出現

53

第二章

恋するオセオーラ

66

第三章

王者エーヴァ

84

第四章

キーウィの亡命生活

放蕩息子

第六章

幽霊船︑あらわる

第五章

第七章

ふくらむ借金

119

第八章

浚渫人夫の告白

150

第九章

キーウィの出世

156

第十章
213

7

98

SWAMPLANDIA! by Karen Russell
Copylight © 2011 by Karen Russell
Japanese translation published by arrangement with
Karen Russell c/o Denise Shannon Literary Agency, Inc.
through The English Agency ( Japan) Ltd.

第十一章
第十二章
第十三章
第十四章
第十五章

助けが来る︑そして去る

おぼれるまでの連鎖反応

スティルツヴィルへようこそ

キーウィ︑夜間学校に行く

エーヴァ︑あの世へ行く

キーウィ ・ビッグツリー︑世界のヒーロー

228

第十六章

253

蝕

266

第二十二章

第二十一章

第二十章

第十九章

第十八章

おわりがはじまる

キーウィ︑空を飛ぶ

草おんな

沖のほう

音もなくとどろく世界

キーウィ︑カジノに行く

謝辞

第二十三章

訳者あとがき
参考文献

390

第十七章

281
410
463
478

325

295

430

500

447

365
502

509

第一章

おわりのはじまり

﹁通りにはだれもいないようにみえるわ﹂とアリスはいった︒
0

0

0

しかもこんなに離れたところ

﹁わしもそんな目がほしいものだな﹂と王さまは不機嫌そうにこたえ
た︒﹁人がいないことがみえるなんて！

ルイス ・キャロル︑﹃鏡の国のアリス﹄より

から！ この暗さではほんとうにいる人さえよくみえないではないか︒
﹂

ママは星明かりのなかでショーをする︒だれが思いついたのかは知らないけれど︑たぶんチーフ
だったのだと思う︒スポットライトを消してするどい月の光がなにものにもじゃまされずに夜空を
よこぎるようにする︒マイクは切る︒ライトにはブリキのまぶたをかぶせて︑スタンドの観光客が
わたしたちの島の暗さを味わえるようにしてやる︒そして︿スワンプランディア！﹀のスター︑世
界に名高いアリゲーターレスラーであるヒローラ ・ビッグツリーの呼吸に合わせて︑会場全体がお
おきく息を吸いこむようにしむける︒いいアイディアだった︒
ママが︿ワニの穴﹀の上にかけられたはしごをのぼるのは週四回︒緑のツーピースの水着で飛び
こみ板の先っぽに立ち︑息をする︒風がふいていればママの長い髪は顔のまわりで飛びまわるが︑
体はじっと動かない︒本土のあかりは三十数マイルも離れたこの島まではとどかないから︑沼の夜
は暗く︑気持ち悪いほど星がよくみえる︒裸眼でもまんまるな金星やプレイアデス星団の姉妹たち
のサファイア色の髪がかんたんにみつけられるのに︑ママの体はその輪郭しかみわけられず︑ヤシ
の木についたしみみたいに夜のなかに浮かんでいる︒
ヒローラの真下では何十頭ものアリゲーターの群れが︑とがったおそろしい顔をつき出して︑つ
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ららのような歯をはやした上あごを水面にのぞかせながら︑濾過された三十万ガロンもの水のなか
二十七フィート︒いちばん浅い場所では四インチほどの泥水が銅のまざった砂地にうちよせている︒

でひしめきあっている︒ママが飛びこんだのはいちばん深いところで︑円錐形の池は黒く︑水深
プールのまん中にはちいさな島がつき出ていて︑これは水の底からさらい出された石灰岩が四分の
一エーカーほど積み上げられたものなのだけれど︑日中はここにアリゲーターが一度に三十頭もよ
じのぼり︑生きた山をつくってひなたぼっこをする︒
︿ワニの穴﹀を備えたスタジアムは二六五人の観客を収容できる︒プールのまわりを八列の客席が
囲み︑前のほうの席では座るとちょうど目の高さにワニがみえる︒わたしは姉のオセオーラとママ
のショーをみていて︑オッシーが身をのりだすと︑わたしもおなじように前のめりになった︒
入 り 口 に は 父︵ チ ー フ ︶ が 書 い た 注 意 書 き が か け て あ っ た ︒
﹁前から四列目までの見物人のみな
さん︑びしょぬれになることを保証します﹂そのすぐ下にママが怒ったようなちいさな字でこうつ
観光客はみんなおしりをボインボインと動かしながら︑いたるところから襲ってくる蚊をたたき︑

けくわえている︒﹁安全は保障しません﹂
太ももにまとわりついてくるカーキズボンやデパートでよくみかけるプリント生地のスカートをひ
きはがす︒そしておたがいに静かにしろといったりぶつかったりののしったり︒カップルはくっつ
きあって白い足をうなぎみたいにちぢめてしまい︑ビールはこぼれ︑子どもは泣く︒そこでついに
チーフが音楽を鳴らすのだ︒古めかしいおおきなスピーカーからトランペットの音がひびき︑巨大
なスポットライトのみえない目はヤシの木のあいだを探しまわってついにヒローラの姿をとらえる︒
その瞬間︑ママはわたしたちのママではなくなる︒薄い膜が張るように名声が彼女をつつみ︑チー

フはマイクに向かって叫ぶ︒﹁お待たせしました︑ヒローラ ・ビッグツリーの登場です！﹂飛びこ
む前にママが肩甲骨をうしろに持ち上げるのが︑つばさのようにみえた︒
水は灰色や黒のおおきな体でほとんど埋めつくされているので︑ワニをよけるためには空中で微
調整しながらかんぺきに正確に飛びこまなければならない︒チーフが投げかけるスポットライトは
そこだけ霜がおりたみたいに暗い水面に円を描き︑ママはそのなかに入って泳いでいく︒ワニがラ
イトのなかに入ってくるたび︑観客は喚声をあげて指さす︒マーガリン色に照らされた波に太った
しっぽがとつぜんくねくねと分け入り︑怪物のスペード形の頭がママのすぐそばまでせまってくる︒
ヒローラが平気でライトの円周をかすめて泳いでいくのは︑水に浮かべた檻のとびらの開きぐあい
をためしているようにみえた︒
黒い絹みたいに︑水の上にひだが寄る︒ヒローラが腕を力強くのばすたび︑平泳ぎで水をきって
いく音と︑息つぎの声がきこえた︒ワニの目は赤く燃える石炭のよう︒ときどきその赤い両目がチ
ーフのあやつるスポットライトの白い網にひっかかってくる︒長い三分間が過ぎる︒さらにもう
一分︒そしてついにヒローラは思いきり息を吸いこみながらステージの東側のはしごをつかむ︒彼
女が息を吐くと会場全体がいっしょに息を吐く︒うちのステージはそんなに立派なものではなくて︑
六フィートの柱に支えられたイトスギ材の板が︑︿ワニの穴﹀の上に渡されているだけだった︒ヒ
ローラは水から上がり︑ふるえる腕をおへそのくぼみの上で組んだまま水を吐き出し︑それからち
いさ く 手 を ふ っ た ︒
観客は狂ったように拍手を送る︒
ふたたびライトがその姿をとらえるとき︑ポスターでは﹁沼のケンタウロス﹂と称されるヒロー
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ラはわたしたちのママにもどって︑筋肉質な体と茶色い肌をして笑っている︒三人のママになって
から︑ポスターに写っているころよりウエストと腰のあたりがぶあつくなっちゃったわ︑とママは
よく冗談をいっていた︒
﹁マ マ ！ ﹂
オッシーとわたしは甲高い声をあげて走っていく︒針金のフェンスにそって︑︿ワニの穴﹀
を取り囲む濡れたセメントの上をいちもくさんに︒サインをもとめる観光客にひじで押しのけられ
る前に︒﹁ママ︑勝ったね！﹂

︱

わたしの家族︑テンサウザン諸島のビッグツリー族は︑かつてフロリダ州の南西沖︑大湿地帯
﹇フロリダ州南部の広大な湿地帯はエバーグレーズの名で知られ︑亜熱帯の豊かな自然が残されている︒その大半は世界遺産に
指定されたエバーグレーズ国立公園に含まれる﹈の湾に面した部分にある一〇〇エーカーの島に暮らしていた︒

長い あ い だ
︿スワンプランディア！﹀
はこの地方でいちばんのワニのテーマパークでありつづけ︑︿ス
ワンプカフェ﹀も人気だった︒ケープコーラルのすぐ南の幹線道路ぞいに︑高い料金を払って看板
﹂

を出していて︑そこにはこう書いてあった︒﹁セス ﹇旧約聖書に出てくる人の名前︒箱船をつくったノアの先祖
とされる﹈は牙をむくウミヘビ︑古代の死のトカゲ

これはおじいちゃんとチーフが自分たちで設計してつくったものだ︒ヤシの木とソーグラスのなか

︿ワニの穴﹀ではアリゲーターを九十八頭飼っていた︒ほかにも︿爬虫類の道﹀というのがあって︑

思わ せ る 顔 ら し い ︒

みたいだとキーウィはいう︒いそいでシャッターをきらないとこの子はこの世を去ってしまう︑と

入るように立たせて撮った︒オッシーは開拓時代のダゲレオタイプに写っている死にかけの子ども

のための写真は︑ママがドラッグストアで買ってきた頬紅を塗ってやり︑チーフがちょうど木陰に

オセオーラはママにそっくりだったので︑ママの顔を白くにごった水に映したみたいだった︒看板

はない︒ほんとうに霜みたいに白い︒目はくり色ともすみれ色ともつかないふしぎな色をしている︒

れどオセオーラだけは雪のような肌をして生まれた︒カモミールの花みたいに色白︑というわけで

アンにみえなくもない︒キーウィとおじいちゃん︑それにわたしも日焼けはへっちゃらだった︒け

といって︒ママはこんがり焼いたトーストのような肌をしていて︑観光客が目を細めればインディ

たしたちにインディアンの格好をさせた︒わたしたちは﹁わたしたちなりのインディアン﹂なのだ

セミノール族やミカスキ族の血は一滴も入っていない︒なのにチーフは写真を撮るときいつもわ

みつあみにして︑首にはワニの牙のネックレスを巻いていた︒

バンド︑オオアオサギの羽︑オオシロサギの羽︑おでこからはずどんとたらしたビーズの束︒髪は

のギフトショップから借りてきたインディアンの衣装を着ている︒シカ革のベストに布製のヘッド

母のヒローラ︑兄のキーウィ︑姉のオセオーラ︑そしてわたし︒みんな︿スワンプランディア！﹀

りに︑わたしたち一家は背の順にならんでひざをついている︒父のチーフ︑祖父のソートゥース︑

ラ貝みたいなバラ色の舌をのぞかせ︑濡れたうろこは黒光りしている︒この原始時代の怪物のまわ

看板のなかでは体長十フィートもあるセスが音もなく吠えている︒おおきく開いた口からは女王ホ

伝統は大切にしなさい︒広告をつくりなおすにはお金がかかるんだから﹂とのことだったので︒
︶

わたしたちはアリゲーターのことを﹁セス﹂とよんでいた︒︵チーフがいうには︑
﹁おまえたち︑

！
！
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を二キロの遊歩道がつづき︑カイマンやガビアル︑インドニシキヘビ︑アフリカニシキヘビ︑いろ
んな種類のアマガエル︑赤いおなかをしたカメの巣︑涙を浮かべるアサガオ︑それにめずらしいキ
ューバワニのメトゥシェラがいた︒メトゥシェラは丸太のまねの達人で︑この子が動いているのを
みたのは白いあごがスーツケースのようにおおきく開いたときだけだ︒
ほ乳類も一匹だけいた︒フロリダヒグマのジュディ ・ガーランドだ︒ジュディはまだ湿地帯北
部の松林にクマが棲息していたころ︑子グマのときに祖父母に保護されてやってきた︒はげかかっ
たジュディの毛皮はこげた毛布みたいにみえ︑キーウィはクマ脱毛症にかかっているのだといって
いた︒ジュディは芸︵のようなもの︶ができた︒﹁虹のかなたに﹂の曲に合わせてあいづちをうつ
ことをチーフにしこまれたのだ︒この芸は例外なくだれにも好かれなかった︒彼女の不気味なあい
づちをみると︑ちいさな子どもはおびえてしまい︑親はショックを受けた︒﹁だれか︑来て！﹂と
観光客が助けをよぶ︒﹁クマが発作を起こしたみたい！﹂ジュディはリズム感がなかったが︑手放
すわけにはいかなかった︒クマも家族なんだから︑とチーフはいっていた︒
わたしたちのテーマパークには水上すべり台やミニゴルフに匹敵する魅力があった︒まずこのあ
たりでいちばん安くビールが飲めること︒そして雨が降ろうが晴れようが︑祝日にも宗教儀礼にも
さまたげられずに三六五日︑いつでもワニのレスリングショーがみられること︒そんなビッグツリ
だでさえ︑自然と大企業からのいくつもの脅威とたたかってきた︒たとえば︑メラルーカというや

ー家ももちろん問題を抱えていて︑︿スワンプランディア！﹀はわたしが生まれてからの短いあい
っかいな植物︒ペーパーバークともよばれるこの木は外来種で︑沼の北東の広大な土地から水分を
うばっていた︒それに巧妙に進められる郊外化と︑南のほうで勢力を拡大している砂糖工場にはみ

んなが目を光らせていた︒でもいつもわたしたちが勝っているように思えた︒なにしろセスとたた
かって︑一度も負けたことはないのだから︒わたしたちが子どもだったころ︑土曜日の夜︵それに
平日の夜もたいてい︶は︑ママが﹁セスとヒローラの水泳対決﹂を披露して︑いつも勝利していた︒
千回ものショーで︑ママは黒い水にしずんではまた上がってきた︒千夜ものあいだ︑わたしたちは
それからママが病気になった︒人がこんなにも重い病気になるのは許されてはいけない︑という

ママのはなばなしいジャンプのあとで︑緑の飛びこみ板が空中できしむのをきいた︒
くらいの病気だ︒ママの診断が出たときわたしは十二歳で︑怒りがこみあげてきたのを覚えている︒
正義も道理もない︒がんの専門医が何人も話しかけてきて︑もうどんなことをいっていたかは思い
出せないけれど︑その話しかたからは希望を読みとることはできなかった︒ナースが持ってきてく
れた自動販売機のチョコレートはのどにつまった︒わたしたちと話すとき︑医者はみんなかがみこ
んでいるようにみえたので︑その病棟にいたのは七︑八フィートもある巨人ばかりだったのかもし
れない︒ママはおそろしいスピードで末期がんのスロープをどんどんすべり落ちていった︒ママに
は似ても似つかない人になってしまった︒頭の皮膚はやわらかくなって毛が抜けて︑赤ちゃんの頭
みたいだった︒ママの顔がだんだんしずみこんでいくのをみた︒ある晩ママは飛びこんで︑もどっ
てこなかった︒ママが開けた穴は空気におおわれて︑ふるえもせず︑泡もたたず︑ほんとうにもう
上がってこないようにみえた︒ヒローラ ・ジェーン ・ビッグツリーは世界レベルのアリゲーターレ
スラーであり︑料理はへたくそで︑三児の母であり︑ウェストデイヴィーの乾いた土地の︑病院の
ベッドの上で︑どんよりした水曜日に亡くなった︒三月十日︑午後三時十二分︒
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おわりのはじまりを生きているとき︑それはまん中のようにも感じられる︒子どもだったころは
こうした展開がなにもみえなかった︒︿スワンプランディア！﹀が敵の手に落ちてから︑やっと時
わたしたちの陥落︒

間がはじまりとまん中とおわりのあるおはなしの形をとりはじめたのだ︒そう︑いそがしい人のた

︱

めにここでこのはなしを短くまとめておこう
︿スワンプランディア！﹀のおわりがほんとうにはじまったとき︑わたしは十三歳になっていた︒
最初は家族が直面している危機には気づいていなくて︑ママをなくしたことが起こりうる最悪ので
きごとだと思っていた︒ひとつの悲劇がまた別の悲劇を生み︑まるでコウモリの大群が目を光らせ
て洞くつからあふれ出てくるようにそれが連鎖的につながっていくなんて︑想像さえしていなかっ
た︒ママが死んでから九か月︒チーフはルーミス郡の地域新聞︑ルーミス ・レジスターにちいさな
死亡記事を載せたきり︑観光客にそのことを知らせようとはしていなかった︒フロリダのガイドブ
ックにはまだヒローラの名前が出ていたし︑看板やギフトショップの商品にはママの顔が印刷され
つけた汗だくの客は︑このショーをみるために︑北極星にひきよせられるように海を渡ってくるの

ていた︒﹁セスとヒローラの水泳対決﹂は︿スワンプランディア！﹀そのもので︑サンバイザーを
だった︒そんな観光客に︑わたしは悪いニュースをきりださなければならない︒
﹁ヒローラが亡くなりました﹂
そういいながらわたしはあいまいなジェスチャーをする︒ヒローラ・
ビッグツリーとはなんの関係もない人みたいに︒﹁でも安心してください︒
わたしは代役のエーヴァ・
観客は顔をしかめるか︑わたしの肩にちょっとさわるかする︒

ビッグツリーです︒今日も世界クラスのアリゲーターレスリングをお目にかけましょう⁝⁝﹂
﹁あっちにいる男の人︑ほら︑あの羽をつけている人︒あの人が亡くなったレスラーはきみのお母

さんだっていってたけど﹂
わたしはじっと動かない︒さしのべられる手がふるえる鳥の群れとなって降りてくると︑目を閉
じる︒頬の濡れた髪を鳥のつばさが払いのけていく︒どこかの子の母親がわたしのことを気遣って
話しかけてくれると︑わたしはこういうことにしている︒﹁悲しんでいるひまはありません︒ショ
ーをつづけなければ﹂キーウィが本土の高校生相手にそっけない声でいっていたことだ︒観光客の
だれかがわたしを抱きしめようと腰をかがめると︑わたしも笑顔をつくろうとした︒チーフは︑
﹁や
さしい人にはやさしくしなさい︑
エーヴァ﹂
といっていた︒﹁ママのことをききたがるだろうからね﹂
でもどうしたことか︑だれもそんなことをきく人はいなかった︒ママが病気で死んだことを話す
とみんな興味をなくしてしまう︒観光客はヒローラ ・ビッグツリーがワニに襲われたということを
ききたがっていたのだと思う︒骨が砕けのどが裂け︑血がどくどくと流れるようなゾッとするおは
なしを期待していた人たちは︑﹁卵巣がん﹂という言葉をきいて興味深い反応をしめす︒がんとい
それはひどいね︒ママはいくつだったの？﹂

うのはあまりに平凡すぎて︑きいている人は一瞬とまどうのだ︒
﹁が ん だ っ て
﹁三 十 六 ﹂

ンゴとハイアライの会のおばさまたちは︑ママの死は自分たちに対する詐欺行為だといわんばかり

金を返せといってくる客もいる︒なぜか近くから来ている人ほどひどく怒っているようだった︒ビ

ヒローラの死を告げたあと︑ほとんどの観光客は黙ってショーをみてくれた︒それでもなかには

さまたちは二︑三歩うしろにさがっていく︒がんはまったく彼らの気に入らないみたいだった︒

おばさまたちは﹁あら﹂とか﹁かわいそうに﹂とかいってわたしをもっときつく抱きしめ︑おじ

？？
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にふるまった︒﹁せっかくの火曜日のおたのしみだったのに！﹂
髪を青く染めた女が泣きべそをかく︒
わたしたちは﹁セスとヒローラの水泳対決﹂をみるためにお金を払ったのであって︑コーンドッグ
を食べながらおおきなトカゲとこのうえもなくしょぼくれている子どもたちをみるためにわざわざ
四十分ものあいだフェリーに揺られてきたのではない！
老人にとっては死なんて天気のひとつにすぎないのさ︑とチーフはオッシーとわたしに説明した︒
雨天延期とおなじくらい平凡なできごと︒﹁あんまりうるさくいうようだったらね︑ワニの子をプ
文句をいう人たちが大嫌いになった︒がさがさした口紅をつけたしわだらけの顔が怒る︒年寄り

レゼントしてやるといい﹂
くさい︑ばからしくたわんだ日よけの帽子はつばだけが土星の輪のようにおおきい︒死神の飛行機
の乗客リストがみてみたいな︒わたしはオッシーにそう耳うちした︒飛行機に乗りこむ順番はなん
でこんなばかげたことになってるんだろう︒
チーフは﹁だまれ老婆ども﹂という名前のおみやげセットを用意した︒怒りくるう年配の方々を
なだめるためにくばられるこのセットには︑発泡スチロールでできたワニの帽子︵かぶるとワニに
頭を食われているようにみえる︶とフラミンゴのクリスタルネックレス︑緑と琥珀色のセスのつま
ようじ五十本入りコレクターズケースつき︑それにママのぱらぱら絵本が入っている︒絵本のペー
ジをすばやくめくると︑ママはむかしのアニメみたいに動いた︒ママは水に緑のやぶれ目をつくっ
て人工池のまん中に落ちる︒あるときオッシーとこの本をみていて︑逆向きにおなじくらい早くペ
ージをめくると︑ママがすごい勢いでもどってくることに気がついた︒水面の泡は内側に流れても
とどおりの静かな池となり︑ママはかがやく弧を描いて飛びこみ板に着地する︒窓が割れるのをま

きもどしてみているみたいだ︒ガラスがくっつき︑本の最初にもどってくる︒これをみたあとでま
だ文句をいう人なんていないだろう︒
しかし観光客はこれをみると気がめいるようで︑メッシュのごみ箱には何冊もの絵本が捨てられ
ていた︒ママの葬儀から一か月とたたないうちに︑チーフはたくさんの人に年間パスの払いもどし
その年はママだけでなく︑ソートゥースおじいちゃんまでが姿を消した︒おじいちゃんはまだ生

を求められ︑もっとたくさんの常連客は︑なにもいわずにただ来なくなった︒
きていたけれど︑ママが死ぬ一か月ほど前から本土に送られていたのだ︒チーフがおじいちゃんを
住まわせたのは︑︿沖のほうシニアコミュニティ﹀という介護つき施設で︑そうやって離れて暮ら
すのはすこしのあいだだけだとわたしたち子どもは知らされた︒島のごたごたをかたづけるまでの
あいだだけ︑とチーフはいった︒わたしたちはさみしかったけれど︑おじいちゃんはそうでもない
みたいだった︒本土に行く前は家のなかで何度も迷子になった︒家族の名前はまだ覚えているみた
いだったけれど︑それもときどきだけで︑顔と名前は一致しない︒記憶のスイッチは入ったり消え
たり︑切れかけた電球のきまぐれな光のようにまたたく︒わたしたちが本土でおじいちゃんに会っ
たのは一度きりだった︒引っ越しから数週間がたって落ちついた︵らしい︶ころ︑
︿沖のほう﹀の
キャビンで二十二分間をいっしょに過ごした︒おじいちゃんのキャビンの窓からは︑ガラス越しに
丸く切りとられた海と低い防波堤がみえた︒ボートに音楽はなく︑生きたトカゲが壁を這ってしっ
ぽをまいていることもなく︑あかりはハロゲンランプだった︒チーフはまたルーミスにつれていっ
てくれると約束したけれど︑︿ワニの穴﹀を掃除してからとか︑ボートを修理してからとかいって
ばかりで︑結局十二月にはもうだれもせがまなくなっていた︒
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敵の顔をはじめてみたときのことははっきり覚えている︒それは一月のある木曜日で︑ママが死
んでから十か月と二週間がたつころだった︒その日は午後からおおきな嵐が島々を襲い︑リビング
ルームはいつになく暗かった︒わたしは六チャンネルで﹁アイ ・ラブ ・ルーシー﹂の連続放映をみ
ながらうつらうつらしていて︑ウサギの耳みたいなアンテナをつけたおじいちゃんのテレビの画面
には水紋のようなひびが入り︑ソファの上でまどろむと五感がこんがらがり︑嵐が家のなかまで入
ミスに︿暗黒の世界﹀がやってきます！﹂わたしは画面にくぎづけになった︒チェックのベストを

ってくる夢をみた︒とつぜんテレビ画面がまっ暗になって︑低いバリトンの声がひびいた︒
﹁ルー
着た生徒たちが一列にならんで︑細い道を通って巨大な遊園地のなかへと入っていくのを︑カメラ
が追いかける︒アナウンサーはその通路を︿リバイアサンの舌﹀とよび︑スポンジとピンクの編み
目でできたその舌はみるからにすべりやすい電動式の歩道で︑何学年分かの子どもたちはそれに乗
バイアサン﹀のなかの様子をちょっとだけとらえる︒それはクジラのおなかの縮尺モデルで︑タイ

って三十フィートの距離を遊園地のなかへと吸い上げられていった︒カメラはズームインして︑︿リ
マー仕掛けの緑の電気に照らされて︑そんなものをみなれないわたしには宇宙人のカフェテリアみ
たいに思えた︒それからテレビはピンホールショットで乗客が舌の向こうに消えていく様子を映す
と︑また暗くなった︒スピーカーからはクジラの消化器の音がきこえる︒それからまたさっきの子
どもたちが︑﹁︿世界﹀大好き！﹂といっせいに叫びながらネオンのチューブに呑まれていった︒
﹁なんだこりゃ﹂とチーフがいう︒﹁こんなどうでもいいコマーシャルをつくるのに︑一体いくら
かかると思う？﹂︿スワンプランディア！﹀は一度もテレビ広告を出したことがない︒

︿暗黒の世界﹀はルーミス郡の南西︑高速道路を降りてすぐのところにあった︒カメラがうんと引
くと︑うろこ模様の駐車場がみえた︒太陽系のようにぐるぐると建物を囲む駐車場だ︒
︿リバイア
サン﹀の西の端はチェッカー盤みたいに手入れされた郊外の芝生に接していて︑流れるようにつく
られた溶岩はまわりの家々の車庫にまで達している︒近くに建つ家はどれもちいさくて機嫌が悪そ
うにみえた︒︿暗黒の世界﹀は︿スワンプランディア！﹀が提供できないものをいくつも持っていた︒
エスカレーターでの地獄めぐり︑まっ赤な血のプール︑ぐらぐらと煮えたつコーラ︒それにアクセ
スの よ さ ︒
﹁あんなことほんとにできるの？﹂とわたしはきいた︒
﹁町のまん中に遊園地を持ってくるなんて﹂
チーフはもうテレビをみていなかった︒ソファに深くうもれるように座ってブランデーとコー
ラを飲みほそうとしているところだ︒﹁あんなくそみたいなところに行きたいなんていいだすなよ︑
エーヴァ︒いったいだれが舌の上をすべり落ちるのに金を払うと思う？ あほらしい︒セスのおな
かのうろこをさわっておいで︒ホンモノの怪物を持っているのはだれかってことを思い出すから﹂

︱

︿暗 黒 の 世 界 ﹀
のグランドオープンから一︑二週間しかたっていない一月のおわりの火曜日︒その日︑
午前のフェリーが来なかった︒二階建てのフェリーは平日の朝九時五分にルーミス郡のフェリーの
りばを出発し︑十時をすこしまわったころにこちらに到着することになっている︒このオレンジの
船が︑橋も道路も持たない︿スワンプランディア！﹀と本土をつなぐ唯一のものだった︒フェリー
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はわたしたちの生命線で︑観光客を運んでくるのもこの船以外にはない︒本土からの距離は二十六
マイルで︑天気がよければ四十分の船旅は︑悪天候では一時間半もかかることがある︒この航路は
開拓時代のなごりで︑むかしはテンサウザン諸島にちらばったながれ者や入植者たちと本土をつな
ぐ役目をになっていたという︒テンサウザン諸島にはいまだに無人島が多く︑むかしと変わらない
三十五マイルの循環ルートに停留所は四つしかない︒︿スワンプランディア！﹀︑バンの島︑カーペ
ンター島︑それにアカワシ島フィッシングキャンプ︒近所の人といえばバンの島でアボカド農園を

シャツには︑アラバマ ・

チーフはだれもいないスタジアムでよつんばいになって︑︿ワニの穴﹀のポンプを調節していた︒

いとなむジャネッティ夫婦だったが︑かれらの家はエアボートで南へ十五分の距離にあった︒
﹁一般市民用﹂の服のコレクションからひっぱりだしてきたと思われる

﹁いまいそがしいんだ︒ガス ・ワデルがドックから電話をかけてきたよ︒乗客がいないんで今日は

いる み た い だ っ た ︒

をさえぎるには低すぎる︒目がくらんで立ちつくしているチーフはひじまで泥のてぶくろをはめて

チーフはイライラした視線をこちらに向けた︒太陽はわたしのうしろにあり︑わたしの背はそれ

﹁チーフ！﹂わたしは飛びはねながら声をかける︒﹁パパ︑フェリーが来なかったよ⁝⁝﹂

でずれ上がったままになっていた︒

がそのまわりをゆったりと泳いでいる︒道具入れをつけたベルトがチーフの汗ばんだ脇のすぐ下ま

池のへりからなかをのぞきこんだ︒さっきまでチーフが立っていた台は水にもぐり︑何頭かのセス

カチッという音がして透き通った泡がぶくぶく出てくると︑チーフは﹁よし﹂と満足げにいって

ッチを食べることができた︒

く︑オッシーもわたしも︑﹁死のたつまき﹂をみながら平気でピーナツバターとジャムのサンドイ

にトラウマを負わせてきたのだ︒わたしたち姉妹は祖先から流血シーンへの免疫をうけついだらし

で︑その歴史は一九四二年にまでさかのぼる︒わたしの家族は何世代もの子どもや年配の女性たち

観光客にとっては絶好のシャッターチャンスだった︒この儀式はソートゥースおじいちゃんの発明

えたメンドリは水にしずめて︑ぐるぐるとまわりながら味わう︒これは﹁死のたつまき﹂とよばれ︑

も飛びあがって︑かかとから洗濯ひもにつるされた雲のように白いメンドリに食らいつく︒つかま

﹁いけにえチキンの木曜日﹂は大人気の残虐アトラクションだった︒セスたちは池から五フィート

と泳ごうと思って流されて⁝⁝そこのソースを取ってくれる？﹂

﹁ちがうよ︑じいさん﹂チーフが反論する︒﹁おれが思うにあれは犬の骨だ︒かわいそうにちょっ

﹁サム︑あれは島のシカにちがいないな！﹂おじいちゃんが大声を出す︒

っては夕食のテーブルでもグリンピースやミートローフの上で熱い議論がかわされた︒

ろっ骨が出てきたことがあった︒それはパイみたいな深いはちみつ色をしていて︑その正体をめぐ

食事がすむとセスは骨と羽を吐き出す︒ハリケーンのあと︑葉っぱが降りつもった池からちいさな

ちょっと変わったもの︑たとえば冷凍のヌートリアやマスクラットやビーバーや馬なんかも与える︒

ニのえさはルイジアナのブリーダーから仕入れていて︑だいたい鳥や魚ばかりだけれど︑たまには

セスは食べちらかすので︑チーフは十日に一度は池の水を抜いて掃除をしなければならない︒ワ

た頬にはふたごのくだものが赤く熟して︑やつれたシャーリー ・テンプルみたいにみえた︒

いない頭は︑まばらに生えた黒い髪のすきまから白い頭皮をのぞかせている︒ぶしょうひげの生え

カーディナルス ﹇スポーツクラブの名前﹈と書かれていた︒きらびやかなひもやビーズや羽に飾られて

T
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フェリーを出さないんだとさ﹂
﹁テレビをみてきてあげようか？

本土でなにか悪いことが起きたのかも﹂

﹁イライラさせないでくれ︒テレビをみたければみればいいじゃないか﹂
池をきれいにしてしまうと︑チーフは隔離用タンクをみにいった︒そこには獰猛で扱いにくいア
リゲーターが入れられている︒そいつは片目で︑とにかくいじわるで︑ほかのワニだけでなく流木
や ス イ レ ン の 花 が み え な い ほ う の 目 に 近 づ い て き た だ け で も か み つ く︒ そ れ は お そ ろ し い 上 に み
ているとなぜか恥ずかしくもなる光景だ︒わたしは無人のスタジアムでしばらくぶらぶらしていた︒
暑い日で︑セスたちは茶色がかったオレンジの藻のあいだをすりぬけながら泳いでいる︒この藻は
フロリダの暑さのなかではすさまじい勢いで繁殖し︑一晩で池をカボチャ色に染めてしまうことも
ある︒ワニ以外はなにも動いていなかった︒
﹁アリゲーターはペットじゃないんだ︑エーヴァ﹂チーフはいつもいっている︒﹁こいつらは皮の
それでもわたしはワニが好きだった︒しっぽにかけて細くなっていくそのおおきな体が大好きだ

ケースに入った食欲のかたまりだ︒セスが愛情にこたえるなんてことはないぞ﹂
った︒もちろん宇宙人みたいな目とまえぶれもなく突進してくるスピードはこわかったし︑チーフ
がいたるところにつるした板に書かれていたことはほとんどが正しかったと思う︒
アリゲーターはアラビア馬よりも速く走ります！
食べられないように気をつけて！ ワニの体は時代遅れだが︑食欲は旺盛！
セスは一億八千万年分の経験を持つベテラン兵！
﹁今日はショーがないんだよ︑おばかさん﹂わたしは柵ごしにワニたちにいった︒ビー玉の雨を降

らせて︑それがセスの黒い背中で惑星のように回転するのをみていた︒この遊びはチーフからも許
可を得ていて︑なぜならビー玉にはセスの消化を助けるはたらきがあるからだ︒ニワトリが小石を
使うように︑ワニはビー玉を呑みこんで砂のうでこすり合わせ︑獲物をくだく︒ワニ類にビー玉を
食べさせると水のなかでうまくバランスをとって浮けるようになるのだ︒ワニたちはどのくらいの
ビー玉をおなかに入れておけばバランスが保てるかということを︑生まれながらに正確に知ってい
るみ た い だ っ た ︒
腕時計をみると︑いつもならショーがはじまって五分ほどたっているころだった︒古い飛行機か
らとったケーブルでつくったハーネスを持ってチーフが池に入っていき︑レスリングの相手を選ぶ︒
チーフは相手のワニを﹁尊敬すべき負け犬﹂とよび︑錆ついたハーネスをセスの鼻面にひっかける︒
水のしたたる黒いセスが︑鼻をしばられて魚のように身をよじる︑ほかのワニたちはぬかるんだ池
をゆったり泳ぎつづける︒セスはみんなワニ的無意識のなかにいて︑あわれみなんて感じない︒
チーフがセスをステージにひっぱっていくと︑いよいよ本格的にたたかいがはじまる︒セスは前
に飛び出して︑チーフを池に落としてしまう︒チーフはすぐに這い上がってくる︒水しぶきをあげ
てこの綱引きがくり返され︑そのあいだ観客は人間の勝利を願って大声援を送る︒アリゲーターレ
スリングで正式に勝利するには︑両手でワニのあごをはさみこまなければならない︒セスの口を閉
じさせるのは大変で︑ママは女の子は手がちいさくて︑指をひろげてもピアノのオクターブにとど
かないくらいだから︑生まれつき不利なのだといっていた︒

︱

これはギロチンに匹敵する

を発揮するのに対して︑あごを開く筋

しかしセスには生態学的に興味深い特徴がある︒あごを閉じるとき︑ワニは一平方インチあたり

︱

二一二五ポンドもの力
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肉はとても弱いのだ︒レスラーはこの性質をうまく利用して敵をたおす︒閉じた口をこぶしに収め
てしまえば︑セスが口をまた開くことは不可能に近い︒安物のリボンでだって︑四百ポンドのオス
のあごをしばっておくことができるのだから︒
もちろん︑セスのあごをただ閉じさせるだけがビッグツリーのショーではない︒観客が集まって
くるのは︑わたしたちがほかにはない危険な芸をみせるからだ︒ママが死ぬ前︑わたしは高度な技
をいくつか教わっているところだった︒たとえばビッグツリー名物の﹁あご固め﹂
︒これは自分の
あごと首を掛け金のように使ってU字型のハンドバッグみたいなセスのあごをはさみこみ︑幅のひ
ろい鼻面をのどに押しあててキスに失敗したときのような体勢をとるものだ︒
﹁静かな夜﹂という
のもある︒ワニの目を両手でおおって鼻にはテープを巻き︑ママかチーフかおじいちゃんの手を借
りてワニを裏返しにする︒わたしたちが﹁ワニを眠らせる魔法﹂とよんでいたものは︑実はワニの
内耳と脳をつなぐ耳石のはたらきをさまたげていただけだったのだと数年後に知った︒ワニは失神
こういうと動物愛護団体からクレームがきそうなので︑チーフがいっていたことをつけくわえて

して い た の だ ︒
おきたい︒テープを巻こうがひっくり返してしまおうが︑それは人間にとって有利なたたかいには
決してならないのだ︒足をばたばたさせながら身動きのとれない〝眠り〟へと落ちていくときでも︑
ワニは圧倒的な強さをほこっている︒何百万年ものあいだたくわえてきた凶暴さには︑人間はとう
ていかなわない︒セスは何日もぴくりとも動かずに過ごすことができる︒そうやって岩の上で死ん
だふりをしながら獲物を待ちかまえ︑カメやトキが油断したすきに全速力で襲いかかってぱくりと
呑みこんでしまう︒セスの獰猛さを長い時間おさえこむことは不可能だ︒一度だけ﹁静かな夜﹂を

やってみたときは︑途中でバランスを取りもどしたワニにしっぽの一撃をくらい︑体の右半分があ
ざだらけになってしまって︑ママはチーフにわたしにはこの技はまだ早すぎるといった︒あのころ
とくらべて︑わたしはおおきくなったと思う︒スタンドから観客が消えたいま︑早くわたしがあの
技を披露できるようにならなければならない︒
チーフによると︑観光客は不公平なたたかいをみるためにお金を払う︒生きるか死ぬかのシーソ
ーゲームだ︒﹁弱さを演出する﹂というビッグツリーの戦略を︑わたしはもうずっと前にチーフか
ら教わった︒セミノール族の優秀な戦士たちもこの方法をもちいてきたという︒真の王者はめか
くしをしたり利き手をしばったりして自分にハンデをつけたものだ︒﹁弱さ﹂をみると観客は羽で
くすぐられたような快感をおぼえる︒﹁弱さ﹂によって観客を座席にくぎづけにすることができる︒
ちいさなレスラーがアリゲーターの巨体に向かっていくのをみて︑客はレスラーが負けるかもしれ
ないと思う︒この心理を利用して︑たたかいの緊張感を風船みたいにスタジアム中にふくらませる
のだ︒ショーには電気をおびたようなおそろしい瞬間があって︑そんなとき︑わたしはなにか不吉
なことが起こりそうな予感が運命の黒く透けた風船となって︑チーフがいった通りにヤシの木のあ
いだにただよっているのを想像した︒
﹁本土の住人たちには︑ワニがただのおとなしい恐竜ではないということを教えてやらないといけ
ないぞ﹂チーフはよくわたしにいいきかせた︒﹁乾いた土地でひまをもてあまして︑死んだように
無気力になったやつらはロボットでもみるようにステージをみているんだから！﹂チーフは首を振
る︒﹁人がワニに負けるかもしれない︑
そう思わせてやるんだ︒そうすればものすごくおどろくから︒
ワニに勝って︑ショーにも勝つんだ﹂
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でも︑そんなショーをもう一度みせることはあるのだろうか︒昨日のショーがレスリングをして︑
本土の人たちをびっくりさせる最後のチャンスだったのかもしれない︒わたしは︿ワニの穴﹀の柵
をのぞいた︒軽いちいさな袋にふれて︑ビー玉がほとんどなくなっていることに気がついた︒エー
ヴァ ・ビッグツリー︑メロドラマみたいに感傷的になるのはやめなさい！ レスリングはまたでき
るに決まってるじゃないの︒今日はたまたま人がいないだけ︒観光客は帰ってくるわ！ ママのき
びしい声を想像してみる︒それから頭の悪そうな顔でこちらをみている池のワニたちにもおなじ声
でいってやった︒﹁たくさん食べときなさい︒だれも来ないんだから﹂青と灰色のビー玉が固い泡
のようにうろこにひっかかっている︒おおきな黄色い玉はセスのごつごつした肩の上で転がり︑お
もちゃの太陽みたいにみえる︒それからビー玉はすべて水の底にしずみ︑胃石となる︒
﹁エーヴァ︑なにしてるの？﹂
チケット売り場の上に取りつけられたスピーカーから︑
オッシーの声が飛び出してきた︒
﹁あはは︑
ビー玉をなくしたの？﹂

︱

二週間がたった︒わたしたちは一日一回のレスリングのチケットも売りきることができないので︑
だれがいつ来てもショーをするようになった︵まだ何人か︑濃いピンク色の背をした古い旅行ガイ
ドをにぎりしめてとまどいながらやってくるヨーロッパ人がいて︑チーフが話しかけるとナンデス
カ？とかドコデスカ？とかいっていたのだ︶︒ショーは二十分短くすることにした︒観光客ははじ

め同情の目を向けるがその注意もだんだん逸れていって︑視線はやがてスタジアムの上空を凧のよ
うに飛びまわる︒ママとおじいちゃんのいないショーは︑ひどく不完全に感じられる︒観光客には
わかりっこないとチーフはいうけれど︑無表情のセスでさえ︑なにかが足りないと感じているみた
いだった︒ある木曜日のこと︑チーフは機嫌が悪く︑ショーの最中にあくびをしている観光客をみ
つけると︑おおきなうなり声をあげてセスを水のなかに投げ入れてしまった︒それから﹁ジャジャ
ーン﹂といって立ち上がる︒﹁これでおしまいです﹂
わたしたちはこんなものをまだ﹁ビッグツリーの大レスリングショー﹂と仰々しい名前でよんで
いた ︒
こうなるとこのあいだまで軽蔑していた人たちでさえ︑いないとさみしいと思うようになってく
ラの黒いストラップのくびきにつながれた外国人のカップル︒父親たちは汗のしたたるひげをふる

る︒ミシガンからきた色白の老夫婦︒氷のように透き通った肌をして︑雄牛の群れのようにカメ
わせ︑若い母親たちはけたたましい音を出すラジオみたいな赤ちゃんを抱いて︑
︿スワンプカフェ﹀
につづく沼の上の道を行ったり来たりする︒
家族連れはどこへいったのだろう︒一瞬にしてみんな消えてしまったみたいだ︒彼らは︿スワン
プランディア！﹀を支える生きものだったのに︑いまではパンサーよりもめずらしい種になってい
る︒その代わりに︑赤い目をした男たちが土曜日のショーに現れるようになった︒うしろから子ど
もがついてくることのない︑ひとりぼっちの男たちだ︒島につく前から酔っぱらっていて︑くさい
息を吐きながらフェリーを降りてくることもある︒ルーミス郡のフラミンゴマリーナからぽんこつ
船を自分で運転してくる男もいた︒彼らに共通しているのは︑トラムのツアーやアリゲーターレス
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リングよりも︑安いビールと煙のしみついた陳列棚にならべられたカエルの足のフライのほうが好
きだということ︒︿スワンプランディア！﹀は︑どうやら平日の夜にへべれけになるのにうってつ
けの場所という評判を得ていたらしい︒ギフトショップの脇で立ち小便をしている男をみつけたこ
ともある︒五分も歩けば鍵のついたトイレがあるのに︑壁で用をたしているのにはおどろいた︒わ
たしはそんな男たちが大嫌いで︑チーフも赤目の集団が来ているときはわたしにレスリングをさせ
ず︑ひとりでショーをした︒財布を持ってさえいればどんな客でも歓迎するチーフが︑赤目に対し
てはつめたかった︒これも︿暗黒の世界﹀のせいだといっていた︒
﹁家族連れはもどってくるさ﹂ひどくあやしげな集団がショーをみにきた日の夜︑チーフがいった︒
男たちはビールを飲みすぎて︑ガスとキーウィが手を貸してやらないとフェリーにもどれないほど
だった︒そのうちのひとりは博物館の裏の植え込みで嘔吐していた︒もうひとりはチケット売り場
の窓ガラスに顔を押しつけて︑ひじをバッタみたいに曲げてオッシーに妙なジョークをささやきか
けていたので︑離れたところからはガラス越しにキスをしようとしているようにみえた︒チーフは
ドックから男たちに向かって大声で怒鳴っていたのに︑連中が行ってしまったあとはわたしたちに
怒り は じ め た ︒
﹁ちょっと落ち着きなさい﹂
といいながらこわばった手でオッシーの肩をたたく︒
﹁も
うあいつらは帰ったんだから︒家族連れがもどってくるまで︑家賃を稼ぐためにはあんなやつらで
も島に入れないといけない︒
でも悪い天気みたいなものだよ︒
わかるね︒風が吹けば天気も変わるさ﹂
わたしは眠れなかった︒太陽がしずんだからといって状況が変わるわけではない︒︿暗黒の世界﹀
がオープンしたままで︑ママが墓に入ったままだとしたら︑どうやって家族連れを取りもどすのだ
ろう︒夕食のあいだ︑空には口をへの字にまげているような三日月が出ていた︒チーフは黄色いつ

まようじで奥歯をほじり︑キーウィは本を読み︑オッシーはうなだれたままみんなのお皿から食べ
ものをとった︒そして指でママの青いテーブルクロスについた無色のごはんつぶを拾い上げる︒わ
たしはあの黒い風船となったわたしたちの運命について考えずにはいられなかった︒うすい膜が張
られた空気の球が︑ヤシの木のぎざぎざの向こうにはっきりとみえる︒月を透かしたその風船はみ
えたけれど︑わたしたちにこれからなにが起ころうとしているのか︑想像もできなかった︒
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