
謝辞

　これまで私は、ヘンリエッタとその細胞の物語が人々に「活力」を与える様子を何度となく見てき
た。活力を手にした人々は、何らかの形で、科学に貢献したヘンリエッタに感謝を表し、彼女の家族
に償いをしたい、という気持ちに満たされる。このような気持を抱いた人々の多くは、本書を執筆す
る私を支援することに、その活力をつぎ込んでくれた。このプロジェクトに、時間、知識、金銭的支
援、そして思いやりを注いでくださったすべての方々に御礼申し上げる。全員の名前をここに挙げる
ことはできないが、あなたがたひとりひとりがいなかったら、本書を世に出すことはできなかったろ
う。
　何よりもまず、感謝してもしきれないヘンリエッタ・ラックスの家族に謝辞を捧げたい。
　デボラは、本書の魂である。彼女の精神、笑い声、痛み、決意、そしてその驚くべき強靱さがあっ
たからこそ、私は長年にわたって本書を書きつづけることができた。デボラの人生の一部でありえた
ことを、心から誇りに思っている。
　ローレンスとザカリヤには、私を信頼し、話を聞かせてくれたことに感謝している。ソニーには、
このプロジェクトの価値を見抜き、家族のとりまとめ役となってくれたことに謝意を表したい。彼の
誠実さ、決して失わない前向きな姿勢、そして本書を書き遂げる能力と意志が私にあると信じてくれ
たことを、心よりありがたく思っている。
　デボラの孫であるデイヴォンとアルフレッドは、母親と姉について学んでゆくデボラにとって、大
きな心の支えだった。デボラと私を笑わせ、私の多くの質問に答えてくれたことに感謝している。ラ



ックス家の結束を何十年も支えてきた力強い女性、ボベット・ラックスは、何時間にも及ぶ取材や数
多くの書類のリクエストに辛抱強く応えてくれ、惜しみなく自らの経験を語ってくれた。頼りがいの
あるソニーの長女、ジェリ・ラックス＝ワイは、事実関係や写真を探し出してくれただけでなく、私
の代わりに、大勢の親類から情報を絞り出してくれることもよくあった。このジェリと、彼女の母親
であるシェリル・ラックス、さらにローレンスの孫娘であるエリカ・ジョンソンとコートニー・シモ
ーン・ラックス、及びデボラの息子であるアルフレッド・カーター・ジュニアに対し、彼らの寛容さ
と熱意に感謝を捧げる。ゆるぎない支援を与えてくれたジェイムズ・プラムには、彼が聞かせてくれ
た逸話、笑い声、そして祈りの言葉に御礼申し上げる。ゲアリー・ラックスにも同じ気持ちを伝えた
い。彼は美しい讃美歌を私のボイスメールに残し、私の誕生日には、忘れずにセレナーデを歌ってく
れた。
　ヘンリエッタ・ラックスの生涯は、彼女の家族、友人、近隣の方々の寛大な支援がなければ描けな
かった。とりわけ、次の方々に謝意を表したい─フレッド・ギャレット、ハワード・グリナン、ヘ
クター〝クーティー〟ヘンリー、ベン・ラックス、カールトン・ラックス、デイヴィッド〝デイ〟ラ
ックス・シニア、エメット・ラックス、ジョージア・ラックス、グラディス・ラックス、ルビー・ラ
ックス、サール・ラックス、ポリー・マーティン、セイディー・スターディヴァント、ジョン及びド
リー・テリー、そしてピーター・ウッデン。なかでも特に感謝しているのは、クリフ・ギャレット
だ。その語りの妙で、若き日のヘンリエッタの姿とかつてのクローヴァーの暮らしを生き生きと再現
してくれ、いつも私をほほえませてくれた。ヘンリエッタ・ラックスの遠縁にあたるクリスティー
ン・プレザント・トンキンにも感謝を捧げたい。彼女は、ヘンリエッタのプレザント側の家系を奴隷
時代の祖先にまで遡って調べ、その情報を快く与えてくれただけでなく、本書の原稿を読み、数多く



の貴重な示唆を与えてくれた。コートニー・スピードにも、その熱意、話、そして地元の人々を集め
て私に話すようにとりまとめてくれたことに感謝している。
　メアリー・クビチェクを見つけた私は幸運だった。彼女の鋭い記憶力、疲れを知らない忍耐力、そ
してその熱意は、かけがえのないものだった。同じことは、ジョージ・ガイの息子ジョージ・ガイ・
ジュニアと娘フランシス・グリーンについても言える。二人が幼少期に多くの時間を両親の研究所で
過ごし、当時の状況を生き生きと語ってくれたことは、私にとって非常に幸運だった。フランシスの
夫、フランク・グリーンにも感謝したい。
　古い新聞やジャーナルの記事、写真、ビデオなどの資源を探し出すために時間を割いてくれた数多
くの司書や文書保管員の方々にも深く感謝している。とりわけ、次の方々に、御礼申し上げたい─
アラン・メイソン・チェスニー医学記録保管庫にあるジョージ・ガイ・コレクションの学芸員アンデ
ィー・ハリソン、ピッツバーグ大学図書館学科の学生だったエイミー・ノータリアスとエレイナ・ヴ
ィターリ、数多くの情報と逸話を提供してくれたフランシス・ウォルツ。さらに、ハップ・ハグッ
ド、フィービー・エヴァンス・リタカ、及びティム・ウィズニエフスキにも、御礼申し上げる。ニュ
ーヨーク公共図書館のデイヴィッド・スミスは、いままで他の多くの幸運なライターたちに図ってき
た便宜を私にも図ってくれ、作家や研究者専用の〈ワートハイム・スタディー〉の静かな一画に、私
の作業場所を確保してくれた。小
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児麻痺救済募金運動財団の文書保管員であるデイヴィッド・ローズ
は、本書に深い関心を寄せてくれ、私に代わって、何時間分もの有益な調査を行ってくれた。このこ
とに（そしてランチについても）御礼申し上げる。
　本書執筆の過程では、数百人に及ぶ方々が時間を割いて取材に応じてくれた。それぞれの方に、と
ても感謝している。特に名前を挙げさせていただきたいのは、次の方々だ─ジョージ・アナス、ロ



ール・オーレリアン、バルック・ブランバーグ、エレン・ライト・クレイトン、ナセニアル・カンフ
ォート、ルイス・ディグス、ボブ・ジェルマン、キャロル・グライダー、マイケル・グローディン、
ウェイン・グローディ、キャル・ハーリー、ロバート・ヘイ、キャシー・ハドソン、グローヴァー・
ハッチンス、リチャード・キッドウェル、デイヴィッド・コーン、ロバート・カーマン、ジョン・マ
スターズ、スティーヴン・オブライエン、アナ・オコネル、ロバート・ポラック、ジョン・ラッシ
ュ、ジュディス・グリーンバーグ、ポール・ラーツ、トッド・サヴィット、テリー・シャラー、マー
ク・ソーベル、ロバート・ウィアー、バーバラ・ウィッシュ、ジュリアス・ヤングナー。とりわけ私
のために時間を割き、励ましと専門知識を授けてくれたことについて、ローリー・アンドリューズ、
ルース・フェイデン、及びリサ・パーカーに御礼申し上げる。この三氏は、本書の執筆当初に交わし
た会話で私の考えを推し進めてくれ、原稿を読み、役立つコメントを寄せてくれた。博士論文の初期
の草稿と非常に有益な調査資料を提供してくれたダンカン・ウィルソンにも謝意を表したい。
　次に挙げる科学者には、特別の感謝を捧げたい─まず、ハワード・Ｗ・ジョーンズ、ヴィクタ
ー・マキュージック、スーザン・シュ。三氏とも、貴重な過去の記憶を呼び起こし、私が投げかけた
多くの疑問について、終始、辛抱強く誠実に答えてくれた。レナード・ヘイフリックは、合計12時
間以上にわたって、私の電話に付き合ってくれた。移動中や研究中に電話をとってくれたこともよく
ある。彼の記憶と科学的専門知識は、すばらしい情報源だった。また彼は、本書の草稿に目を通して
貴重なコメントを寄せてくれた。ロバート・スティーヴソンも、ヘイフリックと同じように草稿を読
み、貴重なフィードバックを戻してくれた科学者である。本プロジェクトに協力的ではない科学者も
いた中で、当初からずっと私を支えつづけてくれたスティーヴンソンは、非常に大きな財産だった。
　ローランド・パティロには、私を見極めるために時間を割き、私を信頼して指導し、デボラに連絡



がとれるようにしてくれたことに感謝している。彼とその夫人パットは、早くから心と家の両方の扉
を開いて私を受けいれてくれ、ずっと私を支えつづけてくれた。二人はまた、本書の原稿を読み、有
益な提案をしてくれた。
　ラックス家の物語に組み込まれることに対するクリストフ・レンガウアーの情熱と意欲には、大い
に元気づけられた。彼の辛抱強さ、オープンさ、そしてその前向きな考えに謝意を表したい。彼はま
た、私の多くの質問に答えてくれただけでなく、草稿の段階で本書の原稿を読み、誠実で非常に有益
なフィードバックを寄せてくれた。
　ヒーラ細胞の物語をとりあげてきたライターも、私のために時間を割いてくれた。ヒーラ細胞によ
る汚染を詳細に描いたマイケル・ゴールド著『細胞の陰謀（A Conspiracy of Cells）』は、すばらし
い情報源だった。1976年にマイケル・ロジャースが〈ローリングストーン〉誌に書いたヒーラ細胞
の記事も、本書を書き始めた際の重要な情報源である。ロジャースと話すのは、いつも楽しかった。
また、『Medical Apartheid』の著者ハリエット・ワシントンは、本書のすばらしい擁護者になってく
れた。1994年の〈Emerge〉誌の記事でラックス一家を取材したときの話を聞かせてくれ、本書の草
稿に有益なコメントを寄せてくれたのも彼女である。
　ローウェンスタイン・サンドラー法律事務所、及び同事務所弁護士のイーサン・スカリーには、ヘ
ンリエッタ・ラックス財団の設立を無料奉仕で手伝ってくれたことに感謝している。メンフィス大学
には、助成金を交付してくれたことに謝意を表したい。この助成金は、本書の内容の最終調査及び事
実関係を行う上で役立った。私の学生や同僚にも感謝申し上げる。とりわけ、すばらしい教官、作
家、そして友人であるクリステン・アイヴァーセンとリチャード・バウシュに謝意を表したい。特に
心からの感謝を捧げたいのは、10年以上にわたって私を励まし、支えつづけてくれた親しい友人の



ジョン・カルデラッツォとリー・ガトカインドだ。ライターとしての私の技量を私より先に見抜いて
くれたジョンは、いまでも常に刺激を与えてくれる。リーは、物語の構成に注意を払うことを教えて
くれ、プロとしてのライターの世界に足を踏み出すきっかけを作ってくれた（午前5時に仕事をする
習慣も）。ドナルド・デフラーにも、ヘンリエッタを紹介してくれ、情熱を込めて生物学を教えてく
れたことに感謝している。
　本書では、事実関係の確認作業を綿密に行った。そのプロセスの一環として、正確さを極めるため
に、多くのエキスパートが刊行前に本書に目を通してくれた。時間を割いて本書の原稿を読み、貴重
なフィードバックを寄せてくれた次の方々に御礼申し上げる─エリック・アングナー（親しい友人
で、最初から本書を強く支持してくれた）、スタンリー・ガートラー、リンダ・マクドナルド・グレ
ン、ジェリー・メニコフ、リンダ・グリフィス、ミリアム・ケルティ（個人的に所蔵している貴重な
文書も提供してくれた）、ジョアン・マナスター（ツイッターアカウントは@sciencegoddess）、アロ
ンドラ・ネルソン（その誠実さ、及び重大な手落ちから私を救ってくれたことに感謝）、リッチ・パ
ーセル、オマー・クインテロ（本書とウェブサイト用に、ヒーラ細胞の美しい写真と動画も提供して
くれた）、ローラ・スターク、キース・ウッズ。さらに、本書の一部を読んでくれた方々にも御礼申
し上げる。とりわけ、ナセニアル・カンフォートとハナ・ランデッカーに謝意を表したい（ヒーラ細
胞と細胞培養の歴史に関するハナの業績、特に著書『Culturing Life』は、非常に有益な情報源だっ
た）。
　すべてのライターは、時間をじゅうぶんに割いてくれるエキスパートの情報源に恵まれるべきだ
が、いつもそんな幸運にあずかれるとはかぎらない。だが、私はヴィンセント・ラカニエロのおかげ
で、幸運なライターのひとりになることができた。彼は複数の草稿に目を通し、数多くの情報を送っ



てくれたうえ、貴重なフィードバックを寄せてくれたのだ。科学を一般の人々に、正確かつわかりや
すい形で伝えるべきだという彼の信念（TWiV.tvの「This Week in Virology」ポッドキャスト及び
ツイッターフィード@profvrrによく現れている）は、他の科学者たちの偉大な手本になっている。
同じことは、デイヴィッド・クロール（@abelpharmboy）についても言える。ブログScienceblogs.
com/terrasigで科学記事を書いているクロールは、本書の強力な支援者だ。有益なフィードバックや
調査資料を提供してくれただけでなく、図書館にスキャナを持ちこんで、重要な文書を集めてくれさ
えした。彼を友人と呼べる私は、ほんとうに運がいい。
　私の大学院生の助手、リー・アン・ヴァンスコイは、写真を探し出して許可をとりつける作業及び
本書の最終段階で事実を確認する作業に情熱を傾けてくれた。また、たぐいまれなる研究助手、才能
豊かな若き作家兼記者、そして友人でもあるパット・ウォルターズ（patwalters.net）は、比類なき
熱意、正確さ、細部への集中力をもって、本書全体の事実確認作業を行ってくれた。彼は入手し難い
事実を見つけ出してくれただけでなく、幾多の誤りから（そして基礎的な数学ができないことから
も）私を救ってくれた。本書は、彼の貢献に大きく依っている。彼を見出せたことは幸運だった。輝
かしい将来が花開くのを楽しみにしている。
　調査と事実確認を行ってくれた方は他にもいる。そのすべての方に、御礼申し上げたい。とりわ
け、〈ニューヨークタイムズ〉誌の偉大なチャールズ・ウィルソンは、当初同誌に記載し、本書に含
めることになった内容について事実確認を行ってくれた。彼と仕事をするのは、とても楽しかった。
ヘザー・ハリスは、私がボルティモアに足を運ぶことができなかった際に私の代理を務めてくれ、急
な依頼が多かったにもかかわらず、裁判文書や記録文書を根気強く集めてくれた。http://
yourmaninthestacks.com/ のアヴ・ブラウンは、私にとって、まさに〝本
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で、いつも私の調査依頼に、迅速かつ徹底的な仕事で応えてくれた。ペイジ・ウィリアムズは、自ら
の執筆作業に忙しかったにもかかわらず、最終チェックを手伝うために駆けつけてくれた。古くから
の友人、リサ・ソーンには、特別の感謝（及び手首用の添え木）を捧げたい。彼女は、大部分の取材
テープをタイプし、その内容についてすばらしいコメントを寄せてくれた。
　励まし、助言、フィードバックを寄せてくれ、その過程で友情を育んでくれた数多くのすばらしい
記者、作家、編集者にも感謝している。特に、次の方々の名を挙げさせていただきたい─ジャッ
ド・アバムラッド、アラン・バーディック、リサ・デイヴィス、ニコール・ダイヤー、ジェニー・エ
ヴェレット、ジョナサン・フランゼン、エリザベス・ギルバート、シンディ・ギル、アンドリュー・
ハースト、ドン・ホイト・ゴーマン、アリソン・グウィン、ロバート・クラルウィッチ、ロビン・マ
ランツ・ヘニック、マーク・ジャノット、アルバート・リー、エリカ・ロイド、ジョイス・メイナー
ド、ジェイムズ・マクブライド、ロビン・マイケルソン、グレゴリー・モーン、マイケル・モイヤ
ー、スコット・モーブレイ、ケイティー・オーレンスタイン、アダム・ペネンバーグ、マイケル・ポ
ーラン、コーリー・パウエル、マーク・ロテラ、リジー・スカーニック、ステイシー・サリヴァン、
ポール・タフ、ジョナサン・ワイナー、バリー・ヨーマン。残念なことに現在は行われていない
〈Mid-Atlantic Creative Nonfi ction Summer Writers Conference〉でともに教 をとったディンテ
ィ・Ｗ・ムーア、ダイアナ・ヒューム・ジョージをはじめとする多くの作家たちには、特に御礼申し
上げる─あなたがたに会えなくなって、とても残念だ。また、本書の刊行前、本書の内容に関連す
る記事を書いた際にお世話になった編集者の方々にも感謝を捧げたい─〈ニューヨークタイムズ〉
紙のパティ・コーエン、〈ジョンズ・ホプキンス・マガジン〉のスー・デ・パスクァリ、〈ピット・マ
ガジン〉のサリー・フレッカー、そして、常に私の記事をよりよいものにしてくれる〈ニューヨーク



タイムズ〉誌のジェイムズ・ライアソンに。さらに、ScienceBlogs.com、いつも有益で元気づけてく
れるInvisible Institute、驚くべきBirdersの同僚ブロガーたち、そしてフェイスブックとツイッター
のすばらしい友人たちに対して、情報と笑いと励ましを寄せてくれ、大小の成功を祝ってくれたこと
に御礼申し上げる。また、編集上の有益な助言を、初期のころにいただいたことについて、ジョン・
グラックに感謝している。ジャッキー・ハインザは、なんと、私がどこかにこもって、数ヶ月間じゃ
まされずに執筆に没頭できるようにと、自分の車を私にくれることまでして助けてくれた。アルバー
ト・フレンチにも、特に謝意を表したい。彼は、競争を挑んで私に勝たせることにより、本書の執筆
にとりかかる際の最初の困難な一歩を踏み出させてくれた。
　全米批評家協会の理事会におけるかつての同僚たちにも、深謝している。偉大な書物に対する彼ら
の献身は、私を励まし、やる気を起こさせ、批判的に考える態度を保ちつづけさせてくれた。とりわ
け、長年にわたって私を励まし、本書の複数の草稿に目を通し、洞察力に富むコメントを寄せてくれ
たレベッカ・ミラー、マーセラ・ヴァルデス、アート・ウィンズローに深く感謝している。同様に草
稿を読んでコメントを寄せてくれたジョン・フリーマンには、ライティング全般と本書について私と
話し合ってくれたこと、そしてフォード車の件と友情に感謝している。
　私のエージェント、ライターズ・ハウスのサイモン・リップスカーには、他人がやろうとしなかっ
たこと─私のために、私と口論してくれたこと─をあえてやってくれたことについて、そして、
ロックスターであり、友人でいてくれることについて謝意を表したい（あなたを気に入ったのには、
ちゃんと理由があったのだ）。今日の幾多の書物と同様に、本書も刊行に至るまで困難な道のりを辿
った。出版社三社と編集者四人を経て、ついにクラウン出版社に受けいれられ、担当編集者のレイチ
ェル・クレイマンに出会えたことは、とてもラッキーだったと思っている。彼女は私の本を引き継い



で、ただちに自分の本とみなし、それ以来、一度として支援の手をゆるめなかった。そして、望むべ
く以上の時間と情熱を本書に注いでくれた。あらゆる著者は、レイチェルのように才能豊かな編集者
とクラウンのように献身的な出版社に恵まれるべきだ。クラウンの「不

チーム・インモータル

死チーム」のメンバーには、
心から感謝している。本書にかける彼らの情熱と、それを最上の形で世に出すために払ってくれたす
ばらしい努力は、驚くべきものであると同時に、私を謙虚にさせるものだった。とりわけ謝辞を捧げ
たいのは、常に私を支え、長期間にわたり、必要なときに、いつもそこにいてくれたティーナ・コン
スタブル、疲れを知らない、すばらしき広報担当のコートニー・グリーンハルフ、あらゆるマーケテ
ィング機会を独創的に作り出してくれたパティ・バーグだ。そして、エイミー・ブーアスタイン、ジ
ェイコブ・ブロンスタイン、ステファニー・チャン、ホイットニー・クックマン、ジル・フラックス
マン、マシュー・マーティン、フィリップ・パトリック、アンスリー・ロスナー、コートニー・スナ
イダー、バーバラ・スターマン、ケイティー・ウェインライト、エイダ・ヨネナカにも御礼申し上げ
る。あなたがた全員と仕事をする機会が得られたのは、ほんとうに幸運だった。ランダムハウス社の
アカデミック・マーケティング部のレイラ・リー及びマイケル・ジェンティルにも同じ感謝を捧げた
い。この二氏は本書の価値を信じ、学校の教室内で読まれるように骨を折ってくれた。ランダムハウ
ス社の営業部、とりわけ、ジョン・ヘイスティー、マイケル・カインドネス、ジャイアナ・ラモー
ト、ミシェル・サルカにも、リスクをいとわずに本書を受けいれてくれたことに感謝している。
　かつてW. H. フリーマン出版社に勤務していた三氏─エリカ・ゴールドマン、ジョン・マイケ
ル、ボブ・ポドラスキー─には、当初から私と本書を信じ、私が求める形で本書が世に出るよう闘
いつづけろと励ましてくれたことに、深く感謝している。また、本書の初期の段階で支援してくれた
ルイーズ・クエイル及び、本書を常に愛し、クラウン社に持ち込んでくれたキャロライン・シンシア



ボーに感謝を捧げる。おかげで、本書はクラウンにすばらしい我が家を得ることができた。
　ベッツィーとマイケルのハーレイ夫妻、及び〈ランカスター・リテラリー・ギルド〉には、ここで
はとても言い尽くせないほど感謝している。彼らは私に、作家にとっての天国への を渡してくれ
た。そこは、ウエストヴァージニア州の丘に囲まれた美しい静養地で、何ヶ月にもわたって、まった
くじゃまされずに、自由に執筆を行うことができた。芸術を支援する〈ランカスター・リテラリー・
ギルド〉のような団体がもっとたくさんあれば、この世はよりよいところになるだろう。静養地の住
宅とともに私にもたらされたのは、すばらしい近隣の人々だった─ジョーとルー・レイブル夫妻
は、私が安全で、充足して、幸せで、愛されるように気を配ってくれた。ジェフとジルのシェイド夫
妻は、友情と楽しみ、犬を散歩させる美しい地所を差し出してくれ、何ヶ月も続く果てしない執筆作
業にとりくむ間、人間らしくいられるようにしてくれた。そして、〈バリスタス〉と〈JJSマッサー
ジ〉─世界で一番好きなカフェ─では、ジルが栄養とカフェインを供給してくれ、ジェフが、彼
が「作家のスランプ」と呼ぶ腕のしこりを解きほぐしてくれた。また、必要なときにはお酒をふるま
ってくれ、何時間も本書の話に付き合ってくれた。この町、ウエストヴァージニア州のニューマーテ
ィンズヴィルに、私を受けいれてくれたことに感謝。また、〈ザ・ブックストア〉のヘザーは、寸断
された構成を持つ優れた小説を探し出してくれ、私は本書の構成を考えながら、それらすべてをむさ
ぼるように読んだ。
「本を書かなきゃならないから、いっしょに出かけられないのよ」と何度も聞かされたにもかかわら
ず、このプロジェクトの根気強いチアリーダーになってくれた数多くのすばらしい友人がいた私は、
ほんとうに幸運だった。そんな友人すべてに感謝を捧げたい。とりわけ、アナ・バルガリアティ、ズ
ヴァイ・ビエナー、スティヴン・フォスター（祝賀委員会の件！）、オンダイン・ギアリー、ピータ



ー・マッカマー、ジェシカ・メスメン（Fooの件！）、ジェフとリンダ・ミラー夫妻、エリーズ・ミ
ットレマン（PとPOの件！）、イリーナ・レイン、ヘザー・ノーラン（初期の草稿を読んで、有益な
フィードバックを寄せてくれた）、アンドリア・スカランティーノ、エリッサ・ソーンダイク、ジョ
ン・ザイベルに。グアルティエロ・ピッチニーニには、本書を書き始めたときの励ましと支援に感謝
している。私を幸せにしてくれ、若さを保たせてくれる大事な友人、ステファニー・クレシャルトに
も特別の感謝を。さらに、クエイル・ロジャース＝ブロックには、私たちが過ごしてきた人生、笑
い、ワイン、大変なときに観たくだらない映画（「そうです、彼がやったんです！」）の思い出に感
謝。彼女がいなければ、今の私はなかっただろう。彼女は、ボルティモアで仕事をするたびに毎晩帰
る家庭を差し出してくれ、本書のもっとも難しい部分について相談に乗ってくれ、立ち往生したと
き、あるいは資金がなくなったときに私を救い出してくれた。そして、いつでも草稿に対する賢明な
フィードバックを戻してくれた（そのいくつかについては、電話で伝えてくれた）。彼女のすばらし
い夫、ジョンは、私が疲れ果てたときにマンゴーを食べさせてくれ、二人の息子で私の「ゴッドサ
ン」であるエアリオも、大きな幸せをもたらしてくれた。いつも刺激を与えてくれる、彼女の母親、
テリー・ロジャースも、本書に関するすばらしいフィードバックを寄せてくれた。
　マイク・ローゼンウォールド（mikerosenwald.com）を親友の一人に挙げられる私は、とてもラッ
キーだ。彼には、作家、記者、読み手としてのインスピレーションを授けてもらっている。彼は最初
からずっと本書の各段階に付き合ってくれ、励まし、同情、助言を寄せ、私が必要としていた「尻た
たき」も何度かやってくれた。多くの草稿にも目を通し（複数の章については電話で聞いてくれ）、
常に有益なフィードバックを戻してくれた。いつか恩返しができますように。
　私の家族は、本書のバックボーンだった。望みうるかぎり最高の兄であるマットは、長い会話と笑



いを通して私を支えてくれ、身を慎むべきことを常に思い出させてくれた。すばらしい甥たち、ニッ
クとジャスティンは、いつも私に喜びをもたらしてくれる。でもこの二人は、本書のために、あまり
にも長い期間にわたって、休暇を「叔母抜き」で過ごさなければならなかった。失われた時間を今後
埋め合わせる機会を楽しみにしている。義理の姉、レネーは、本書に尽きることのない支援を寄せて
くれた。彼女は良き友人であるだけでなく、鋭い観察眼を持つ読み手で、誤りや食い違いを見つける
天才だ。それについては、私のすばらしい継母、ビヴァリーも同じである。ビヴァリーは、複数の原
稿に目を通し、貴重な支援と見識を寄せてくれた。さらに、ラックス一家の複雑な経験を綴る際に
は、ソーシャルワーカーとしての彼女の気配りとトレーニングを通して多くの恩恵にあずかった。
　私の両親とそれぞれの配偶者は、長年にわたり、私を支えつづけてくれた。もし本書が建物だった
ら、その各棟にそれぞれの名前を冠すべきだろう。私の実母、ベッツィー・マッカーシーが私と本書
に寄せてくれた信頼は、一度としてゆらぐことがなかった。母は、𠮟咤激励、実態把握、そして編み
物のプレゼント─私が大切にしている一家の伝統─によって、私を正気につなぎとめてくれた。
母の芸術的才能と強靱な意志は、私を大きく導いてくれる力だ。母と彼女の現在の夫テリーは、もっ
とも困難だった時期に私を励まし、本書の複数の草稿を読み、賢明で有益なフィードバックを寄せて
くれた。
　実父のフロイド・スクルートには、作家の目で世の中を見ることを教えてくれ、彼の数多くのすば
らしい著書で刺激を与えてくれ、本書を自分の著書のように扱ってくれたことに、心から感謝してい
る。父は常に、私が自らの天職を追求し、そして、自ら信じた可能性の実現に向けて闘うように励ま
してくれた─たとえそれが、定職を辞めてフリーランスになるというようなリスクを伴うことであ
っても。父は、本書の刊行前に６回目を通してくれた（それ以前にも、数十回にわたって、個々の章



や部分的記述を読んでくれている）。彼は単に私の父であるだけでなく、同僚であり、無私無欲の広
報担当であり、私の友人だ。そんな父を持った私は、はかりしれないほど幸運である。
　そしてもちろん、私の〝フォーカス〟（わかってるわよね！）であるデイヴィッド・プリートがい
る。彼は本書の原稿が本としての体裁をなさないほど長かったときに目を通し、作家及び俳優として
の豊かな才能を発揮して、相応の長さにまとめようともがく私を助けてくれた。さらには、その優し
さと支援、真心、同情、そしてすばらしい料理の腕前を通して、私が生きながらえ、幸せでいられる
ように心を配ってくれた。〝レベッカ・スクルートの不死本プロジェクト〟が私たちの暮らしと人生
を支配してしまったときでさえ、その支えは一貫してゆらぐことがなかった。彼に心からの愛情と感
謝を捧げる。私は心底、運の良い女性だ。


