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che tutti ancora ricordiamo. 
  La polizia nascondeva Mezzonaso in qualche luogo lon tano e lui parlava, 
parlava, della strage di Capaci, di altre faccende. Era davvero un problema.    
  Se solo avessero saputo dove si trovava, lo Scannacristia ni e altri ex amici 
dell’isola lo avrebbero volentieri messo a tacere. Questi signori erano deci-
samente scocciati: secon do quanto riferirà piú di un testimone, erano cosí 
scocciati da aver preso l’abitudine di riferirsi a lui, con la gentilezza che li 
distingueva, come a «quel pezzo di merda». 
  Lo Scannacristiani, il piú furioso di tutti, sapeva che l’esempio del pezzo di 
merda rischiava di ispirare ulteriori pentiti. Bisognava fermarlo al piú presto.   
  E pensare che un tempo erano stati amici. Addirittu ra, lo Scannacristiani 

  Su tutta l’isola, l’estate sfumava come un debole in cantesimo. Gli ultimi ba-
gnanti solitari sulle spiagge e le pianure seccate dall’autunno nell’entroterra. 
Giacimen ti di lava ribollenti nel sottosuolo. Fu indetta una grossa riunione a 
cui parteciparono lo Scannacristiani, altri capi dell’isola e persino lo Zio Fran-
co, un eminente capo dei capi. Alla riunione furono tutti d’accordo sul fatto 
che bisognava agire contro Mezzonaso, bisognava convincer lo a ritrattare.

 Era un giorno di novembre, un martedí, un sole bianco posava la sua 
carezza sugli ulivi, sui campi di limoni, sugli aranceti odorosi. Un giorno di 

 zonaso aveva dodici anni e non vedeva il padre da 
tempo.
  Andarono a prenderlo tre uomini vestiti da poliziotti, con un lampeggiante 
della polizia montato sulla macchina. 
  Si presentarono al maneggio dove il ragazzino stava ca valcando. Amava i 
cavalli. Si presentarono e chiamarono il suo nome, non lo avevano neppure 
mai visto. 
  ll ragazzino vide tre poliziotti e si fece avanti. Gli dis sero che erano qui per 
portarlo da suo padre. 
  Secondo quanto racconterà piú tardi uno di loro, un futuro pentito conosciu-

どこにいるのかさえ分かっていれば、「人殺し」も島の元友人たちも喜んで彼を黙らせた

だろう。紳士たちは腹に据えかねていた。複数の証言者が述べていることだが、あまりにも

頭に来ていたので、かの人々一流の礼儀正しさを発揮して「つぶれ鼻」を

「あの糞」と呼んでいたという。

もっとも怒っていたのは「人殺し」だったが、その一方で、「糞」の例に倣ってさらなる

改
ペンティート
悛 者（警察への協力者）が出る恐れがあることも理解していた。できるだけ早く「つ

ぶれ鼻」を止めなければならなかった。

考えてみれば、その昔、彼らは友人だった。「人殺し」は「つぶれ鼻」の息子の名付け親

にもなっていた。

島中で、夏は消えてゆく魔法のように色あせていった。海岸にはぽつりぽつりと最後の海

水浴客が、内陸には秋の日差しを浴びて乾燥した平野があった。地下には沸騰するマグマ

があった。大物の集まる会合が招集され、そこには「人殺し」も、島のボスたちも、ボスの

中のボスである「フランコおじさん」すら現れた。集まりで皆の意見は一致していた。「つぶ

れ鼻」に対抗する処置を取る必要がある。証言を取り消すように説得しなければならない。

それは十一月のある日、火曜日のことだった。白い太陽はその光をオリーブやレモンやか

ぐわしいオレンジの木々の上に優しく投げていた。十一月のある日。「つぶれ鼻」の息子は

十二歳で父親の姿をもう長いこと見ていなかった。

迎えに来たのは警察官の格好をした三人の男たちである。車には覆面パトカーがつける

赤色灯がついていた。

少年は調教場で馬に乗っていた。馬が好きな子だった。男たちは少年の名前を呼んだ。

彼らはその子を見たこともなかった。

少年は三人の警察官を見て、近寄った。警官たちは父親のところへ連れて行くために来

たと説明した。

後になって、三人のうちの一人で将来「ハゲ」という名で知られる改
ペンティート
悛者が語ったところ

によれば、少年は話を信用した。男たちは少年を車に乗せ、隠れているように、外から見ら

れないようにしろと言った。秘密の場所にいる父親のところへ連れて行くから。少年は身を


