抜けるような空の蒼さは目に痛いの。覆い隠す
物も無しにまっさらな生まれたままの無邪気
で無垢で汚れを知らない、無性に踏み躙りたく
なる衝動を掻き立てる純潔さに溢れていて。信
じ続けていれば夢は叶うだなんてそんなこと
は嘘だった。信じ込ませた大人はだれなんだ。
叶った物なんてどこにもない存在なんてして
いない。祈る先に何も見えず光りなんてとうに
どこかへ消えてしまった。僕は一体これから先、
だれに愛の言葉を吐けばいい？
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い

【 ０ 】
「もっと甘いモノかと思ってたの。だって想像しかできなかった
から。夢見ていたわけではないけど、それでもちょっと考えるぐ
らいは自由でしょう？ もっと甘くて、砂糖菓子みたいなものか
と思ってた。……恋人って何なのかしらね」
あんたの吐息が一番甘いよと、言いかけて止めた。どんな言葉
も声にはならなかった。してはいけないような、それはまるで神
聖な儀式のような静寂さを纏っていたから。
声に出せば形にすれば、それは跡形も無く消え失せてしまいそ
うだった。飽和して、後は自然の摂理に従って溶けてなくなるだ
け。闇が怖かった。そこには何も存在してはいなかった。しては
いけなかったかのように。
「……そんなこと、今は考えなくていいから」
僕のことだけ見ててよと言うと、あんたは全く勝手なんだから、
子供みたいと笑われた。どんなことにでも、反応を返してくれた
ことが嬉しかった。今この時この時間この言葉で仕草で身体で、
彼女に与えているのは自分だけだと思えるその幸福に酔い痴れた。
「莫迦だって、だれに言われたっていいんだ」
意味の無いものは切り捨てた。
「どうしてよ。何でまたそんなこと言うの。わたしが言ったらど
うするの？」
「あんたの言葉なら」
そんなのは全部受け止めるから。
「―――愛してよ」
髪の毛一本だって、それが貴方の息に染まれば世界は変わる。
ねぇ、愛して。世界ごと包み込んで。

夜、は。
鼓動と共に眠りについた。
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【 １ 】
リズミカルに聞こえてくる包丁の音で、すでに目は覚めていた。
暖かな温もりのある寝床は心地良くて、あと少しすれば起こされ
るとわかっていながらも、抜け出る気にはなれなかった。……否、
起こされるのを待っていた。
こんなに気持ちよく迎えられる朝があるなんて知らなかった。
そういえば昨日もそのまた昨日も、これと同じことを思ったよう
な気がしたけれど、そんなのはもう昔の話だ。きっと今朝ほど幸
せな朝は無い。明日もそう思うのだろうけれど。
のぼって来るブーツの音。開く扉。かけられる言葉だって、も
う覚えてしまった。一日の始まりの声。
「さぁ、ハウル。朝よ！ いい加減起きてちょうだい」
ばっと毛布がめくれられる。暖めていた空気はとたんに逃げ、
身体が一気に冷えた。それでも浮かぶ笑顔。
「やぁ、ソフィー。おはよう」
「……あんた、起きてたんなら、一人で降りて来なさいよ！」
おはようと笑顔を返してもらいたかったのに、現実はこれだ。
心の中で顔を歪めて、表面上は寂しそうな、哀れめいた顔を装っ
た。
「―――朝一で愛する奥さんに怒られるだなんて。僕は何て可哀
相な旦那なんだ。
「おはよう」の一言すら言ってもらえないだなん
て！」
「くだらないことで騒がないで。朝はお店の準備もあって忙しい
のに、あんたが子供みたいな真似するからでしょう？」
「なにさ、奥さんに起こしてもらって、そのまま一番に「おはよ
う」を言ってもらいたいって、それが子供なの？ 僕達新婚じゃ
ないか。このぐらいのスキンシップ、あって然るべきものだよ」

自分は当然の権利を主張しただけだというのに、ソフィーは肩
をすくめた。言葉だけは聞いているものの、納得している様子は
一欠けらも見られなかった。わかってはいたものの少し寂しい。
「バカみたいなこと言ってないで、さっさと起きて。今日は王室
に行く日でしょう？ 遅刻なんてしたら、王室付き魔法使いの名
が泣くわよ」
「好きなだけ泣けばいいんだ。好きでなったわけでもないんだか
らさ」
己の役職について不満のあるハウルは、いつものように悪態を
ついた。けれどその頃にはソフィーはもう踵を返してしまってい
て、パタンと静かに扉は閉められた。扉の閉められる瞬間はどこ
か閉鎖的で、まるで世界から切り取られたような気がするなんて
事を思いながら、ハウルはやっと身を起こした。彼の奥さんは全
てにおいて真面目で、それはそのまま時間厳守へと繋がっていた。
これ以上のろのろすれば朝食は間違いなくカルシファーに食われ
るな、と心の中で呟いてから、キレイに畳まれていた、暖かな太
陽の香りのする衣服に手をかけた。

ソフィーはすぐに怒るけれど、その一方で機嫌が元に戻るのも
早かった。ハウルが一階に姿を現すと、テーブルの上には今日も
美味しそうな食事が並べられ、ソフィーは笑顔で最後のスープを
よそっていた。さっきまで眉を寄せていたのにと思うと笑みがこ
ぼれた。ソフィーがそれを聞けば、
「だっていつものことじゃない」
と言うのはわかりきっていた。
「あ、おはようございます、ハウルさん」
「おはよう、マイケル。今日僕は王室に出かけるから。課題を出
しておくから、それをやっておくようにね」
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席に座りながらそう言えば、
「人にばっか言ってないで、あんた
も自分の仕事ちゃんとやりなさいよね」と横から言葉が飛んでき
た。心外だなぁとハウルは微笑む。
「まるで僕が日頃仕事をさぼってばかりいるような言い方だね、
奥さん？」
「あら、身に覚えがないとは言わさないわよ。先日の会議、直前
に姿を消してそれっきりだったんですって？」
一見すると、それは新妻の可愛らしい笑顔なのだが、その目は
決して微笑んではいなかった。下手な返答をすれば手にしたお玉
が飛んでくるなと、今までの経験からわかっている。
「何事も気分転換が必要だと思わない、ソフィー？ とくに職場
が王室なんかだと、息がつまって仕方ないんだ！ 王様のつまら
ない命令に右に左に振り回されてさ。ちょっと新鮮な空気を吸い
に行くぐらいの自由、認めてもらってもいいと思うんだけどね」
「だからって、王室の会議なのよ。普通そんな真似するかしら！」
お玉は飛んでこなかったが、どんっと勢い良くハウルの前に置
かれた皿からは、スープがわずかに飛び跳ねて机を汚した。結局
それを自分で掃除することを、ソフィーはわかっているのだろう
か。
どこまでも真面目で、ちょっとしたことでもすぐに怒るいつも
のソフィーに、ハウルはくすくすと笑った。言ったところで彼が
素直に聞くはずもないことなんてわかっているだろうに、それで
も懲りずに何回でも何回でも同じことを言ってくるのだから。そ
れも至極真剣に。
今となっては、マイケルも一々慌てるような真似はしない。皆
慣れきってしまっている。新たに始まったこの日常に。まるで生
まれた時からそうして共に日々を過ごしてきたかのように。
適度なからかいを入れながら笑いながら食事を終えて、軽く風

呂に入ってから―――本人は軽いつもりでも、それでもしっかり
ソフィーからは長い！ と注意されていたのだが―――それでは
行くかと、やっと扉に手をかけた。
「いってらっしゃい。ちゃんと真面目に仕事してらっしゃいよ？」
まだ朝の会話を覚えていたのかと、ハウルは小さく笑った。
「はいはい。あんたってどこまでも真面目なんだからなぁ」
「あんたが不真面目すぎるの！ これでわたしまでが引きずられ
たら、この家はゴミ溜めになっちゃうでしょ」
べつにそれでも構わないんだけどな、と胸中で呟いて、ハウル
はキングズベリーに合わせた扉を開けたまま、くるっとソフィー
を振り返って言った。にこやかな笑顔で。
「ねぇ奥さん。愛する旦那に、行ってらっしゃいのキスは？」
返ってきたのは、ソフィー愛用の箒の棒で、軽く腹部を突付か
れた。これが怒ると威力倍増することは、もうハウルは自分自身
で実証済みであった。
「ひどいなぁ。これから僕はがんばって仕事に行くってのに」
「そんなのするわけないでしょっ！」
もちろんわかっていた。キス自体を期待するよりも、そう言っ
て顔を赤くして怒る彼女の顔が見たかった。
「じゃぁ、行ってくるよ。ソフィーも今日はレティーと買い物に
行くんだろう？ 気をつけて。とくに悪い虫には」
「あんたそればっかり。わかってるわよ。いってらっしゃい」
笑顔に見送られて。今日も一日いい日だろうななんて。
―――単純な自分に笑った。

＊＊＊
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その知らせが来た時、ハウルは与えられた仕事部屋でつまらな
い作業をしていた。途中途中で欠伸がまじっては、同僚にして義
弟でもあるサリマンに窘められるほど、それは大きな欠伸だった。
「だってさ、サリマン。僕らは魔法使いなんだよ？ どうしてこ
んな紙っぺらなんて眺めてなくちゃならないんだ。それもこんな
大量にさ！」
机の上には椅子に腰掛けたハウルの背丈を越すほどの書類が積
み上げられ、そして雪崩を起こしていた。それを片付けようとも
しないハウルに、真面目なサリマンは再三にわたって注意をして
いたのだけれど、何度言っても聞こうとはしないハウルに、最近
では見て見ぬふりをし自分の仕事だけに専念することにした。と
は言うものの、結局のところお人よしなサリマンは、最後の最後
でいつもハウルの尻拭いをするはめになっていたのだが。
「君の意見には私も同意したいところではあるけどね。私として
も、部屋に閉じこもって書類と睨めっこするよりか、魔法の実験
をする方に何倍も魅力を感じるさ」
「ならどう？ 二人で一緒に、王様に退職届でも叩きつけない？」
「……しかしだね、ハウル」
ふざけたハウルの言葉をさらりと流して、サリマンはハウルと
視線を合わせずに、書類に判子を押し続ける作業を続行しながら
言った。毎日きちんと仕事をこなしているせいで、サリマンはも
ちろんのことハウルのように机の上で雪崩が起こるようなことは
無かったが、それでも毎日山のように仕事は舞い込んでくる。
「王室付きともなれば、このような状況になるのも仕方ないとは
思わんのかね？ 考えてもみろ、これが戦争ともなれば、我々は
先陣切って駆り出されることはまず間違いないだろう。それを思
えば、ここでこうして書類の山に埋もれるぐらい、容易いことだ

と思うがね」
もっとも、書類の山に埋もれているのは君ぐらいだろうが、と。
サリマンは同僚を窘めるつもりでそう言ったのだが、それには
相手が悪すぎた。そう、素直に言ってきくような相手なら、サリ
マンがここまで苦労するはずもないのである。
「何言ってんのさ。もし戦争なんてことにでもなったら、僕は真
っ先に奥さんを連れて逃げ出すね！ 僕は臆病者なんだ、戦争な
んかに出て戦えるわけないじゃないか」
そんなことを恥ずかしげもなく、いっそ誇らしげに言ってしま
える辺りがハウルらしい。そして実際、その通りにするのだろう
とわかり、サリマンはため息をつきたくなった。
「なら尚更のことだ。臆病者でも、まさか書類が怖くて逃げ出し
たりはしないだろう？ さっさとその書類を片付けたらどうなん
だ。私のところにまで崩れてきているじゃないか」
それだけならまだしも、ハウルの私物が―――どこで買ったの
かわからない怪しげな人形や、何かの呪いに使う道具や、香水や
鏡や帽子や、果てにはソフィーの写真まで―――雪崩れ込んでく
るのはもうすでに日常と化しており、そして何よりもここで一番
問題なのは、それに当の本人は何とも思っていない辺りなのだ。
過度な反省をしろとまでは言わないが、人の机に雪崩れ込んだ
物をそのままにしておくとはどういう了見だろう。初めは色々と
考えたが、やがて同じ職場で働くうちに、単にハウルがどこまで
もズボラな気性をしているということに気づき、全ては言葉にで
きないため息となって出て行った。
「邪魔なら床に下ろしておいてよ」
器用にソフィーの写真だけ摘み上げて、あっけらかんとハウル
は言った。サリマンは呆れた。
一度床に置いたらどうなるのか、それは火を見るよりも明らか
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だった。恐らく一生そのままなのだ。この部屋がゴミ溜めになら
ないためには、適度に自分が掃除をしなければならないというこ
とか。ただの掃除ならまだしも、同僚の私物を片付けねばならな
いとは、一体何と言う職場だろうかと、サリマンは少し悲しくな
った。
だらしなく椅子に腰掛けて、船漕ぎをしながら手身近な所にあ
った書類を一枚つまみ上げる。どうでもいいようなことが、長々
と書き連ねてあるそれを、ハウルはぴんっと指ではじいた。サリ
マンがそれを物言いたげな視線で見てきているのはわかっていた
が、どうでも良かった。つまらない仕事。けれどそれは義務であ
り、逃げることは許されない。これだから束縛されるのは嫌なん
だと、心の中で何回目になるかわからないため息を吐いた。
扉が開けられたのはその瞬間だった。また新たな仕事の追加か
と、二人は内心で同じことを思った。それ以外の用事で扉が外か
ら開けられることは今まで無かった。だから今回もそうだとばか
り思っていた。
「サリマン様に、奥方様から緊急のご連絡でございます」
やって来たのはいつも仕事の書類を運んでくる青年と同じで、
だからその口からそんな言葉が出たことに二人はわずかに目を見
開いた。ハウルは船漕ぎを止めサリマンを見つめる。何があった？
と、視線だけで問いかけた。
言葉もなく渡された小さな紙を受け取る。それは魔法の品で、
恐らくここまで飛ばしてきた物なのだろう。波動からは大した魔
力は感じられなかった。レティーがやった物ならそれも無理は無
いだろう。彼女はまだまだ見習いの域を出ない。
文面を読んだサリマンの顔が凍ったのを、ハウルは意外な心境
で眺めていた。よほどのことが書いてあるにせよ、仕事面では冷
静沈着な面を見せるサリマンがここまで表情を変えるとは、それ

はよほどの事らしいと馬鹿でも気づくというものだ。
「……ハウル」
「何、どうかした？ 今すぐ帰るかい？」
何があったかはわからないが、てっきりそうするものだとばか
り思っていたハウルは、だからサリマンが自分に向けてその紙面
を渡してきたことに訝しげに眉を寄せた。
どうしてサリマンは自分に紙を渡すのだろう。先ほどの青年が
サリマンの名前を呼んだ通り、これはサリマン宛に飛ばされてき
たものだというのに。確かに親戚関係はあるが、だからといって
それで全てが許されるというわけではない。
伸ばされた腕から紙を受け取るのに、ハウルは躊躇していた。
怖がっていた、と言ってもいい。それを見てはダメだと、どこか
らかそんな声が聞こえてくるようだった。見てはダメ、見てはい
けない、見れば何かが崩れてしまう。
「ハウル。見るんだ」
「……何さ。僕に何の用？」
口はいつもの軽い声音を紡ぎ出していたが、目は決して笑って
はいなかった。カサ、という紙特有の音が辺りに響く。手にした
それはずいぶんと皺があり、書いた人物の焦りがここまで伝わっ
てくるようだった。字が躍っている。ハウルも決して褒められた
字を書くわけではないが、それにしてもこれはひどい！ と、乾
いた笑みが浮かんでしまった。それほどに荒れた、まとまりのな
い文字がそこにあった。
文字にばかり気がとられてしまって、肝心の内容に頭が行かな
い。わんわんと警鐘が鳴り響くばかりで、脳裏で思考回路が理解
した文章を伝えるのを、まるで阻んでいるかのようだった。
ねぇ、だって、これには何て書いてある？
「ハウル、しっかりしろ。読んだんだろう？ 立て！」
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「……サリマン。だって、これ」
ありえない、とハウルは頭をふった。在り得てはいけないこと
がそこには書いてあった。そんな、彼が今まで一度だって考えた
ことのない物だった。頭の中の螺子は、きっともう数え切れない
ほど外れてしまった。だからわからない。今どんな時間が流れて
いるのか、ここがどこなのか、自分が何を見ているのか、そんな
当たり前のことが手の中からするりと抜け出して、まるで夢のよ
うに消え失せてしまったようだった。
「驚くのもわかる。現状を理解したくないのもな！ だけどそれ
はレティーが寄越したものだ。今日ソフィーと一緒に出かけると
言っていたレティーが！」
「……あぁ、うん。ソフィーもそんなことを言ってたんだ。レテ
ィーと出かけるって。それは知ってるんだ。僕も知ってる……」
「わかっているなら、ハウルっ！」
耳に聞こえているはずの声は、けれどどこか遠くでだれかが叫
んでいるようだった。サリマンの声は、こんなに切羽詰ったもの
だったのだろうか。今まで聞いていたはずなのに思い出せない。
だってソフィーが事故にあっただなんて、意識不明だなんて、
そんな悪夢みたいな、悪夢そのもの現象の前には、サリマンの声
なんてどこから聞こえてこようが関係なかったのだから。

＊＊＊

つい昨日までは照れたように馬鹿なんて呟いた唇が、今は何の
動きも見せずに呼吸をしているのかどうかも疑わしい程の静かさ
で横たわっているのを、ハウルはただ静かな瞳で眺めていた。

白い包帯を巻いているなぁと、そんなことをふと思う。ねぇ、
あんたにそんな物は似合わないよ。清純な白い色も、あんたには
少し綺麗すぎる。
「義兄さんごめんなさいっ！」
涙で濡れた瞳で、わずかに汚れた服で、けれど全く持ち前の美
しさを損なわずに言ってくるのは、そう、これはレティー。
「……レティー」
涙を拭こうともしない、きっとそんなことも忘れてしまったレ
ティーを、サリマンは緩慢な動作で胸に引き寄せた。それに抵抗
するかのようにわずかにもがいて、顔だけをハウルに向けてレテ
ィーは言う。
「ごめんなさい……私もいたのに。私、いたのに、何にもできな
かった……義兄さん、ごめんなさい、私……っ」
「……止めてくれ」
ごめんなさいだなんて懺悔の言葉、薄い粘膜が身体中にまとわ
り付くような不快感を覚えるだけだった。気持ちの悪い言葉だと
思った。そんなことを今言われて何になる？
「ごめんなさい……ごめんなさいっ。私、私、姉さんを……義兄
さん、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい―――」
「……だから、止めてくれって」
吐きそうになるんだその言葉。口は自然と動き、自分でも意味
のわからない音の羅列を紡いでいた。心臓が勝手に動くように、
それは意識と関係のない身体の動きのようだった。
「―――だれに許しを請いたいんだか知らないけどね。僕にはそ
んな権利なんてないし、だれにだって無いんだ。言ったあんたは
楽になれるかもしれないけどね。自己満足だろ」
「ハウル！」
咎めるかのようにサリマンが名前を呼び、けれどはっとしたよ
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うに己の口元を押さえて黙り込んだ。嫌な態度だなと思った。嫌
な雰囲気だ。ここは。どうしてこんな中でソフィーは一人眠って
いられるんだろう。
角を曲がったとたん走ってきた馬車に撥ねられそれ自体の怪我
は幸いにも打撲程度で済んだものの地面に打ち付けられた際にぶ
つけた場所が頭でそれが悪かった外傷はとくに見られないものの
内部にはダメージが及んでいるらしくいつ目が覚めるのかは残念
ながらこちら側には予想もつきません。
「―――だから何なのさ」
くだらないことを話す連中だなぁ！ ハウルは笑った。その双
眸に宿った剣呑さに、サリマンはたじろいだ。
笑い出したら止まらなくて、乾いたそれはしばらく口から流れ
るだけ流れていった。部屋中に響き渡るほど。
「だから何？ ねぇ、それが何なのさ。それを今僕に話してどう
しろって？ その馬車の御者に呪いでもかけようか。五感全てを
消し去るような、そんな生きてるんだか死んでるんだかわからな
いような呪いをね！」
「ハウル、止めろ」
語尾は鋭くなかったが、その声音に秘められた切なさは大きか
った。弱くはない力で肩をつかまれ、ハウルはその長身の顔を弱
弱しく睨み付けた。言葉ではなく、視線だけで何かを伝えようと
しているようなサリマンのその眼差しに、緩く頭を振った。
わかっている。医者が自分の仕事をただ全うしようとしている
だけだというのは。恐らく自分がここに来るまでの間に、できる
限りの手を尽くしてくれたのだということも。そんなことはわか
っている。百も承知だ。
「―――だって、そんな言葉が聞きたいわけじゃないんだ……っ」
痛くて直視もできない。愛しい姿が。

泣き声が耳に痛い。レティーのものだ。医者が何事かをサリマ
ンに伝えていく、その声も聞こえなかった。耳の中で泣き声が反
芻して、木霊して、その度にどんどん声は大きくなっていくよう
だった。
やめてくれ、と。
乾いた唇から、言葉は出なかった。

その日から、彼は時間に取り残された。感覚が無くなった。何
を見ても見ていることがわからなくて、世界は自分を置いてどこ
かへ行ってしまったのかと、本気でそんなことを考えた。
けれど気がつくと家に居て、日は沈んで朝はきて、そんな太古
の昔から変わらぬ時間が流れているのがどうにも不思議で、無性
に叫びたくなって、けれどそんな力は彼の身体のどこにも残され
てはいなかった。食べていないし飲んでもいない。少なくとも記
憶にある中では。それでも人は生きていけるのだから案外丈夫な
ものなんだなと皮肉な心で思った。
「ハウルさん」
弟子の声に顔を上げるのさえ面倒だった。窓から日差しがさん
さんと入ってくる明るい部屋の中で、それでも彼の目は何も映し
てはいなかった。ベッドに腰掛けて、汚れた絨毯を眺めていた。
ただそこにあるなと、そんな思いで。
「病院、行きましょうよ」
夢の中で何度もこの声を聞いたような気がする。あるいはそれ
は夢ではなく現実のことなのか。それならそれはいつの事だった
のか。少しばかり疑問に思ったが、それはどうでもいい事だった。
「ソフィーさん、きっとハウルさんが来てくれるの待ってますよ」
「……寝てるだけじゃないか」
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言った自分の言葉に身体がびくっと震えた。
寝てる。だけ。寝ているだけソフィーは寝ているだけ寝ている
ずっと。これからも。ずっと。寝ている―――ソフィーが？
それは急速に心の中に広がって、黒い靄は留まるところを知ら
ず、彼の子供のままの心臓をぎゅっと掴んだ。痛みすらなくただ
冷たいだけで、これだから心臓があるのは厄介なんだと拳を握っ
た。
「それでも、ハウルさんが来てくれたら、ソフィーさん絶対喜ぶ
はずですから。僕やマーサじゃダメなんです。他でも無い、ハウ
ルさんじゃないと……」
「よくそんなことが言えるな！ あんたに僕の気持ちなんて何も
わからないくせに！」
久しぶりに正面から見た弟子の目は赤く染まっていた。夜通し
泣いたであろうことが容易く見てとれた。泣ける。泣けるのなら
まだいい。自分なんて、どこからも涙なんて出てきやしないんだ
から。感情は蓄積されるだけで。出口なんてどこにもない。
「僕が行って何になるっていうのさ。えぇ？ ソフィーが喜ぶ？
寝てるだけの、意識不明のソフィーがどう喜ぶっていうんだい！
僕にソフィーを見てどうしろって？ 優しく声でもかけろって？
あぁ確かに、それで周りは納得するだろうね、優しい夫婦愛だっ
て！ でも僕はそんなのご免だ…っ」
「そんなの、ただ逃げてるだけじゃないですか！」
厳しい声音に、こんな声を出すこともあるんだと初めて知った。
糾弾されるのも慣れている。彼の人生はそんなことばかりだった。
今更一つや二つ増えたところで変わらない。
―――そうさ逃げてるさ。逃げるのことの何が悪い？
「確かに行っても、何もできないですけど……でも、何かが変わ
るかもしれないじゃないですか！ 僕だって怖いです、あんなソ

フィーさんを見るのは嫌ですよ！」
涙がこぼれて、マイケルは慌ててそれを袖で拭った。それでも、
そんなものでは拭いきれないほどの涙の数だった。それをハウル
は、どこか郷愁に似たものを感じながら眺めていた。
「でも……それでも、心配だからっ。だから―――ハウルさんに
も、行って、ほしくて……僕は」
嗚咽が混じって聞き取りにくい言葉は、しっかりとハウルの耳
には届いていた。小鳥の囀りと涙を堪える震えとが混じって、ハ
ウルは目を閉じた。何も見たくなかった。泣く弟子を見て、不愉
快なのかそうでないのかわからない判別のつきようのない感情が
湧き上がってくるのが邪魔だった。
「―――だから、の後、どうしてそこで僕の名前が出てくるのか
わからないね」
何の考えもなく言った言葉に、マイケルは傷ついたかのように
息を飲んだ。目を閉じていても、そのぐらいは気配でわかる。
徐々に嗚咽も止まり、それからしばらくの時間が経って、足音
も立てずに居なくなったのかとハウルが思うようになって。
「ソフィーさんから、逃げるんですか」
そこにいる少年は、弟子の瞳をしていなかった。
床を踏みしめるように両足を使って立って、唇を噛みしめて、
師匠でも何でもないただのハウルを見つめていた。
真っ直ぐな瞳は嫌いだった。自分にはできないそんな瞳は、羨
望の行き先であると同時に畏怖べき対象だった。何が見えるのか
わからないその双眸に、自分がはたしてどう映るのが、それが怖
かった。今でもその感情は残っている。
「……ソフィーもそんな目をするんだ」
けれどそれは怖くはなかった。そんな風に思ったことは一度も
ない。これからもそうだった。そうなるはずなのだ。
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「何でも……許してくれるように思えたんだ」
汚い部分を見透かしても、それすらも含めて好きだと言ってく
れているようだった。それはもしかしたら自分の錯覚に過ぎなか
ったのかもしれないけれど、そんな錯覚を抱けた相手はソフィー
が初めてだった。初めてにして最後の相手だった。
「ハウルさん」
名前を呼んでから、何と言葉を続ければいいのか困ったように、
マイケルは首をかしげた。窓の外の日差しはどこまでも暖かそう
で、けれど室内のこの雰囲気は身体に悪い不純物が存分に含まれ
ているかのようだった。
「……僕、ソフィーさんの様子を見に行ってきますね」
勝手に行けばいい、と頭の中だけで返事をした。一体マイケル
は、これで何回目になるのだろうか。よく行けるものだと、呆れ
るような心境だった。
ソフィーから。
逃げてる、だなんて。
「―――僕が逃げるのなんていつものことじゃないか」
それこそ生まれた時からずっとずっとここまで逃げてきたよう
なものなのだから。ウェールズは肌には合わなかった。家族もそ
うだ。だからここに来た。この世界に逃げてきた。この世界は良
かった。魔法は性に合った。才能もあった。ただそれだけの話。
「あんたの逃げ方に問題があるんだろ」
時間がどれだけ流れたのかわからない。気がつくといつもの暖
炉の前の椅子に腰掛けていた。目の前にはカルシファー。契約は
解けたというのに、それでもここに居座り続ける風変わりな悪魔。
「僕の？ どうしてさ。逃げることに変わりはないさ。ずっと前
から変わってないだけだろ」
「……あんたさぁ。ソフィーのこと好きなんだろ？」

どうして悪魔にこんなことを言われているんだろう。ずいぶん
滑稽な光景だろうなと、意識は第三者を装って笑い出したくなっ
ていた。
何でだろう。心は悲しいと思っているはずなのに、ふとした瞬
間にいつも笑いが飛び出ようとしている。表面上だけでも感情を
忘れまいとするかのごとく。
「好きだね。ソフィーが死んだら、僕もきっとそのまま死ぬだろ
うさ」
限りなく本気の言葉だった。そう、ソフィーがこの世からいな
くなるのなら、独りになるのなら、一緒に棺に入るのを願うんだ。
「好きなら一緒にいたいって、普通思うもんじゃないのかよ？」
あんた 悪魔 のくせ にだれか を好き にな ったこ とあるの かい？
と笑い返しておいた。そうでないと、何を言い出すのか自分でも
わからなかった。
「……悪魔らしくないな、あんたって」
「そりゃ、おまえみたいなのと契約してたからな」
「何だい。僕のせい？」
おどけたように笑うと、カルシファーは何が不満なのか煤を出
した。辺りに散らばって床を汚したが、ハウルにはそんなことは
どうでもいい。ソフィーが帰ってこないようになって、この家は
また元のゴミ溜めに戻りつつあった。
「おまえ、その薄ら笑いやめろよ。目が笑ってないのに、口だけ
で笑うな。見てて気持ち悪いんだい」
「……笑ってない？」
どうして悪魔に、そんなことまで指摘されなければならないん
だろう！ 自分では何も気づかなかった。マイケルもサリマンも
何も言ってはこなかった。カルシファーだけがどうしてか気づい
た。笑ってない、だなんて。
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「泣きたきゃ泣けばいいだろ。何だよ、普段はあれだけ好き勝手
してるくせにさ。こんな時に意地張るなよ」
「意地なんて張ってないさ、別に」
元より張るような意地もない。そんなものは、とうにどこかに
行ってしまった。今この身体に残っているものは一体何だろう。
まだ空っぽにはなっていないと信じたい。
「じゃ、泣けよ」
「 どうし て僕 をそこ まで泣か せたが るん だよ、 カルシフ ァー？
あんた、泣かれるのは嫌いじゃなかったの？」
「嫌いだよ。水はいつだっておいらを消すんだから。でも、あん
たの変な笑顔を見てるのはもっと嫌なんだい。早くすっきりして、
おいらにその変な顔見せるの止めてくれよ」
変な笑顔だの変な顔だのと連呼され、ハウルは苦笑した。普段
であれば気を立てるであろう台詞にも、今は何も感じなかった。
カルシファーにそんな言葉を言われたことが、ただ妙な感じだっ
た。
「生憎だけど、悪魔に泣き顔晒すような趣味は無いんだ」
「じゃ、だれの前ならいいって？」
「……そうだな」
浮かんだ顔なんて一つしかない。カルシファーも、きっとそれ
はわかっている。わかっていて、わざわざ尋ねてくれたのだ。こ
の悪魔は。
性格が悪いな、とハウルは胸中で呟いた。それも悪魔だから仕
方ないかと。
不器用な優しさが、今は痛かった。
詰ってくれても良かったのに。そんなことを思う。
「―――出かけてくるよ」
「行ってこい、行ってこい。思う存分泣いてこい」

あぁ、泣いてくるさと手をふって、ハウルは扉を開けた。
外には小さな雪が舞っていて、いつの間にか季節は冬になって
いたことを告げていた。

＊＊＊

夜には魔力が強くなると、彼の師匠であるペンステモン先生は
そう言った。月には魔の誘惑が潜んでいると。けれどハウル、決
してそれには負けてはいけませんよ。心を強くもって。魔の囁き
に負けてはダメ。
―――でも先生。あなたの忠告も無駄だった。僕は悪魔と契約
をした。そのまま、どうせろくでもない最期を迎えるのだろうと
何の感慨もなしに思っていた。全てを変えてくれたのはソフィー。
僕の奥さん。僕は何もしていないんだ。きっと昔から何も変わら
ないまま、ただ年だけを重ねている。
キングズベリーの郊外にある、国が運営しているインガリー一
と名高いその病院。夜に見るそこは表現できぬほどの静寂さと、
生と死が隣り合わせになっている瞬間を覗かせていた。けれどハ
ウルは怖くはなかった。だってそれは自然界の理で、何ら不思議
もない当たり前の光景に過ぎなかった。落ちた種がやがて芽吹き、
成長して小さな花を咲かせるように。日々赤子は生まれ子供も大
人も老人も男も女も皆死んでいく。それだけのことだ。
面会時間はとっくに過ぎているというのに、ハウルの顔を見た
医師は追い返すどころか笑顔で迎え入れてくれた。それが純粋た
る好意からきたものではなく、単に自分の王室付き魔法使いとい
う地位が物を言わせたものだというのはわかっていた。自分自身

- 14 -

は何も変わったつもりはないというのに、肩書き一つで周りの態
度はいとも簡単に変わってしまう。
だから。変わらないものが愛しかった。
ソフィーは。真っ直ぐに自分を見てくれるから。
人間はあまり好きではないなぁと彼は思った。そんな彼も人間
で、ソフィーもそうだということが、何だか可笑しかった。きっ
と僕らは、同じ人間の中でも何か少しずつ違うのかもしれないね。
だってあんたは、こんなにも長い間眠りについている。普通人
間は、朝が来れば起きるものなんだ。なのにあんたは起きる気配
を全く見せない。
「―――あんた、冬眠でもしてるのかい？」
今は冬だからね！ あんたが特別寒がりだとは知らなかったよ。
ねぇ、春になったら起きてくれるの。
包帯は取れていた。痛々しいと、そう思うことはなくなった。
目を閉じて、微動だにせず眠りについている彼女は、月明かりの
元、人間ではないような、そんな神秘的な色さえ秘めていた。
まるで、死んでるみたいだ。
思って、自分の想像に吐き気がこみ上げた。けれど何も入って
いない胃からは吐き出せる物はなく、目尻に涙が浮かんだだけだ
った。あぁ、自分にもちゃんと涙は存在していたんだと、妙なと
ころで安心した。
床に膝をついて、空の咳を数回吐いた。
「……ねぇ、ソフィー」
名前を呼んでも、答えてくれないことなんて今までだって多々
あった。奥さんは決して素直とは呼べない気性をしていたから、
扱いが難しくて、その分簡単だった。
自分ばかりがいつも必死で、ソフィーはまるで余裕なように見
えた。そう言えば、彼女はきっと怒ったように「そんなことない

わよ」と言うだろう。けれども彼にはそう見えた。愛してる愛し
てると、しつこい程に口にする自分は、それだけ怖かったから不
安だったから。いつ彼女が自分から離れていくだろうかと、そん
な莫迦げたことを考えて本気で眠れない夜があったなんて、きっ
とソフィーは知るはずもない。
馬鹿みたいだなぁ。自分でも呆れる。ソフィーは決して自分を
見捨てないと、そうわかっていても怖いだなんて。
―――あたしの気持ちわからないの？
何度も何度も僕のことを愛してるのねぇソフィーと尋ねるハウ
ルに言い返された言葉。うんわかってる。わかってるんだ。それ
でも言葉にしてほしいんだ。気持ちは目には見えないから。見え
なくても伝わるけど、それでも形にしてほしいんだ僕は臆病でど
うしようもないダメな夫だから。
「ソフィー」
かける言葉が見つからなかった。何を言えば、どんな言葉は、
彼女の耳にも届くのだろう。
ソフィー。あんたが死んだら僕も死ぬよ。
あんたがこのまま目覚めないのなら、僕も一緒に眠りについて
やろうかな。
「……あんたのいない世界なら、僕は生きてたって仕方ないんだ」
本当は泣くつもりでここに来た。泣くことは浄化作用だから、
それで少しでも楽になれるのならと、そんな期待をしていた。眠
っていても、彼が素の泣き顔を晒せるのはソフィーしかいなかっ
たから、だからその為にここに来たというのに。
「―――泣けないよ。泣けないんだよソフィー」
心からの涙なんてどこからも出てこない。
ソフィーは眠ったままだというのに、世界はいまだ回り続けて
いるだなんて、そんな事に不条理さを感じた。
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「ソフィー」
きっと言葉は空回りしている。
「ソフィー。……ソフィーソフィーソフィーソフィー……」
他には何も見つからない。言葉を覚え始めた赤子のように、狂
ったようにただそれだけを呼び続けていた。
あんたがいてくれれば他には何もいらないだなんて、そんな感
情は知らなかった。彼にとっては遊戯であるはずのそれは、いつ
しか彼を捕らえていた。奪われた心は、もう元には戻らない。
「起きてよ。ねぇ、起きてよ」
我侭な自覚ならあるけれど、けれど今のこの願いがそうだとは
思わない。だって自分が願っていることなんて、ただ彼女が目を
開けてそうして名前を呼んでほしいと、そんなささやかな可愛ら
しい願いにすぎないことではないか。
「起きて。ねぇ、起きて。起きてよ。ソフィー。頼むから目を覚
ましてくれ。お願いだから。ねぇ、お願いだから……起きてよ。
僕を一人にしないでよソフィー！」
真っ白な掛け布団の上から、彼女の小さな身体をゆすった。出
会ってからもう季節が二度ほど変わったというのに、こんな行為
は初めてだった。早起きな彼女は、いつだって自分より早くに目
覚めてしまうから。いつも自分は起こされる側だった。ソフィー
に起こされるのはあんなに幸せな気持ちを伴う行為だったのに、
今のこれはどれほどの苦痛を併せ持っているのだろう？
「ソフィー！ ソフィー、ソフィー、ソフィー！」
僕はあんたとしたいことが山ほどあるんだ。
他愛も無い会話をして、喧嘩をして、でも笑いあって、休日の
朝にごろごろとベッドの中でまどろみを味わうことだってしたい
んだ。愛しい人の温もりを隣に、ふわふわとした夢を見たい。出
かけるのもいいけれど、笑顔の可愛いあんたに、他の男が見惚れ

るのは嫌だから、やっぱり家で腕の中に閉じ込めていたい。そん
なことを言って、呆れたようにため息をつく様子を見てみたい。
まだ。全ては、始まったばかりだというのに。
「―――……ソフィー」
高ぶった想いは溢れて、幼さの残る顔を濡らした。目尻に落ち
ていった涙は、まるで彼女が流しているようだった。
瞳が。
震えた。

世界が揺れ神の定めた枠から出掛かり、けれどそうはならなか
ったかのような、そんな瞬間だった。
嬉しさや喜びや、果ては驚きや感謝の心や、他のあらゆる感情
も何もかも、ハウルの心には浮かばなかった。今まで感じたこと
のない、感情なのかもわからない想いの本流にただ流された。
心は流されて、どこかへ行き着き、そうしてようやく双眸に視
力というものが戻ってきたようだった。
「―――」
名前を呼んだら何もかもが崩れてしまいそうで、恐る恐る指を
運んだ。触れた頬は温かくて、それが彼に生きていることを証明
させた。
喉が渇く。唾を呑み込む。瞬きをすることも忘れて、口を開い
て閉じて、また開いて―――言葉を発するのが、こんなにも勇気
のいることだとは、今まで知らなかった。
「……ソフィー……」
彼女の戻してくれた心臓が痛い。痛さはだんだんと増して行き、
無くなることはなかった。
ソフィーの瞳は。何も映してはいなかった。
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【 ２ 】
春夏秋冬が時間ごとに流れていくこの国において、冬は他国と
比べれば過ごしやすいとはいえ、それでも寒さは厳しく人々に吹
き付けていた。この時期にはもちろん耕作などもできず、秋まで
に収穫していた食料で過ごす。特にイモ類は、どこの家庭の食卓
にも上っていた。
町のどこでも、がやがや町でもキングズベリーでも、雪かきを
する人々の姿が見られた。子供が喜んで遊ぶ雪も、大人にとって
はただの駆除の対象にしかならないということか。
ずぼ、ずぼ、と足を雪の中に埋めながら進んでいく。踏みしめ
た足の下で、固くなった雪がキュっと音を立てた。
ハウルは顔を上げた。
「すごい雪だ」
昨年はこんなに積もっていただろうか。よく覚えていなかった。
つけた足跡を振り返ると、最後の数歩を残して、後はもうほぼ
見えなくなっていた。まるで僕の人生みたいだな。
「義兄さん！ もういいわよ！」
雪と共に上から降ってきたレティーの声に、ハウルは笑顔を向
けた。そのまま小さな呪を紡ぎ、飛び上がった。
風が当たり、レティーは小さく身体を震わせる。窓枠に手をか
けて、ハウルは部屋に入り込んだ。
「義兄さんも魔法使いなのね、やっぱり」
「何を今更。僕は君の旦那と同じ職場じゃないか」
指を一つ鳴らして、身体についていた雪を消し去った。それを
横目で見て、窓を閉めながらレティーは言う。
「ベンは家で魔術の実験をしているけど、義兄さんはそんなこと
しないじゃない。魔法を使うところを見るのだって、これで二回

目ぐらいよ」
「へぇ？ 僕の髪、これも魔法なんだけどね」
「そうなの？」
とたんに目を丸くするレティーに、ハウルは小さな笑いを返し
ておいた。そんな顔はとても子供っぽい。サリマンの犯罪者め、
と胸の内で呟いた。
「ねぇ、どこがどう魔法なの？ 何かの呪いでもかかってるの？」
「さぁね。サリマンにでも聞いてごらん。あいつは気づいている
だろうから」
何たって、まぁ、僕の次ぐらいには強い魔法使いだからね、と。
はぐらかされ、レティーは不満そうな顔になった。姉妹全員そ
ろって好奇心が強いなぁと、ハウルは笑った。
「でも、だからって、窓から出て行くことはないと思うわ」
会話は遡っていた。窓の外の、緑の生い茂る光景を忘れてしま
いそうなほどの白い雪を見ながら。
「君が、少し席を空けてくれって言ったんじゃないか」
「部屋の外で待っててくれれば、それで良かったのよ。何も寒い
外に出て行けなんて言ってないわ」
「いいんだ。雪は好きだからね」
曖昧な笑顔を浮かべて、レティーは「私はもう雪には飽きたわ」
と呟いた。まぁ、これだけ続けばね、とハウル。世界中が雪だけ
で覆われているような、この世に春が、夏が、秋が、他の季節が
あることを忘れてしまいそうな時間だ。
「雪は音を吸収してくれるからね。中に一人で佇んでると、まる
で世界が自分の物になったような気持ちを味わえるよ。他に生き
物はだれもいないみたいでさ」
「―――義兄さんて、たまによくわからないことを言うわね」
「いいんだ。理解されたくてしゃべってるわけじゃないから」
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この会話はお終いにしようと、言葉ではなく視線で言って、ハ
ウルは軽く頭をふった。金髪が揺れる。視線を、ベッドの上の住
人に向けた。どんな顔をすればいいのか、会う度にわからない。
とりあえず笑顔を浮かべるけれど、それは自分でもずいぶんと偽
物めいたものだと思った。
「……やぁ、ソフィー。レティーに体拭いてもらって、どう、さ
っぱりした？」
返事の無い生活にも慣れてしまった。人形に話し掛けているよ
うな虚脱感。けれどそれももう日常と化していた。硝子玉みたい
な目。どこを見ているかわからない。
「別に、僕を追い出さなくてもいいのにさ」
視線を早くも逸らして、何でもない素振りでハウルは言った。
レティーが肩をすくめる。
「ダメよそんなの。いくら夫婦だからって、姉さんが治ったら怒
られちゃうわ」
「……そう？」
治ったら。それは何時になるのだろう。遠い未来か、それとも
時間なんて忘れた頃かなんて思い、あるいはそんな未来は来ない
のかもしれないしなぁと、漠然とした思いも抱いた。願っていれ
ば叶うだなんてこと、信じていられるのは子供の内だけだ。成長
すれば大人になれば、嫌でも現実という壁を知る事になる。甘言
だけでは生きていけないと。
「ウェールズに、行って来ようと思うんだ」
その発言は唐突だったけれど、レティーはわずかに目を見開く
だけだった。
「ベンと義兄さんの故郷よね」
「うん。あっちはここよりも、色々な物が発達しているからね」
少しの可能性でもあれば、それに賭けてみるつもりだった。そ

れは何も信じているからなんて物ではなく、ただ、何か行動をし
ていないと、とたんに世界が現実味を無くしてしまうからに過ぎ
なかった。
「どうして兄さんは、インガリーに来たの？」

いつでも真っすぐに尋ねてくる子だなあ！ さすがはソフィー
の妹だ、と感心した。これも血なのかな。
「昔の事なんて忘れたよ」
逃げてきただなんて事、妹に言う気にはなれなかった。見栄っ
ぱりの自覚ならある。けれど今あるのはそんな安っぽい物ではな
く、ひたすらに面倒で欝陶しいだけだった。そのうち生きていく
ことすら億劫になりそうで、そんな自分が少し不憫で恐かった。
ハウルの言葉を、触れられたくないものだと思ったのか、レテ
ィーはあっさりと話題を変えた。
「私もベンも、できる限りのことはしてみるから。今もね、色ん
な本と睨めっこしてるのよ」
「うん、知ってる」
ありがとうなんて言葉は出てこなかった。レティーもそんなこ
と、気にしてはいなかった。
互いの言葉は確かに聞こえていて、そうして声を交わしている
というのに、どこかずれているようなピースの嵌りきらない妙な
テンポ。居心地は悪かった。
「……ねぇ、義兄さん。こんなこと言っても、気休めにもならな
いとはわかってるけど」
なら言わないでよ。心の声で呟いた。
「姉さんなら、きっと良くなるわ。私たちも義兄さんも、こんな
にがんばってるんですもの。だから気を強く持って。義兄さんが
負けちゃダメよ」
「……あぁ、そう？」
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薄っぺらい言葉なんて聞きたくなくて、彼は耳を閉ざした。所
詮それはキレイ事だった。本気でそんなことを思っているのかな
と、不思議に思った。
「義兄さん、帰るの？」
向けた背中に声がかかった。
「うん。ちょっとやることがあるからね」
うん。これ以上君の言葉を聞きたくないからね。
「……義兄さん、がんばってよね」
その言葉がどれほど重いものなのか、きっとレティーはわかっ
ていない。
振り返らずに、ハウルは病室を出た。顔を向けても、そこに彼
の待ち望む瞳がないことはわかっていた。

＊＊＊

「僕の奥さんなんだけどね、事故にあって頭ぶつけてずっと意識
不明で何日も眠ったままで、やっとこの前起きたと思ったらどこ
が悪いのかまるで心が無くなっちゃったみたいにしゃべらないし
動かないし目も合わないしで心配なんだけど」
一息にそこまで口にした後、ハウルは大きく息を吸った。身体
中に行き渡らせようとするかのように。呼吸をしたかったわけで
はなくて、体内に溜まった淀んだ空気を全て吐き出してしまいた
かった。
言うのはたったこれだけだというのに、その現実がちりちりと
肌に痛い。
「―――まぁべつに、期待をしていたわけじゃなかったからね」

だから落ち込むこともないんだと、言外に呟いた。
期待なんてしない、その方が、賢い生き方のように彼は思った。
パンをちぎって、スープにひたして、彼女の口に運んだ。ソフ
ィーは口を開けてそれを呑み込む。自分からは動かない彼女だっ
たけれど、口元まで持っていけば食べることはした。それに少し
安心した。
無表情にただ咀嚼をする彼女は、まるで無機質な何かのようだ
った。
「ウェールズでも、あんたを治す方法は見つからなかったよ」
どんな味がするのかと少し気になって、ちぎったパンを自分の
口に持っていった。ごく普通のパンだった。不味かった。
「でも、似たようなケースは他にもあるみたいでね。色々話は聞
いてきたよ」
それだけでも、少しは収穫があったって言えるのかな、と、ハ
ウルは自嘲気味に微笑んだ。パンはもう無くなって、やることは
なかった。沈黙になるのが怖くて、口を開いた。
「ソフィー、今日もすごい雪だよ。あんたと過ごす初めての冬だ
けど、一緒に雪が見れるのかな」
ソフィーと共に過ごす季節なら、きっといつだってそれは素晴
らしい時間になるんだろうなと思ったら、言い切れない切なさが
胸にこみ上げてきて困った。感情なんてものはいつだって厄介で、
ちっともこちらの思い通りになんてなってくれない。他の人は、
一体溢れる感情をどう始末しているんだろう。
「ねぇ、ソフィー。あんたの心はどこにあるの？」
彼女は自分に心を戻してくれたけれど、自分は彼女に何もでき
ることはないのだろうか。だって自分はこんなにもちっぽけで無
力だ。それでもまだ生きていけるのは、彼女が言ってくれた、愛
してるという言葉が胸の中に残っているから。
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怒っているように顔を真っ赤にして、甘ったるい雰囲気なんて
何も無しに、
「愛してるわよ！」と吐き捨てた彼女の顔が忘れられ
ない。そんな様の一つ一つに胸がぎゅっと締め付けられて、小さ
な身体を腕の中に閉じ込めた夜。
「……ソフィー」
今の彼女に触れるのは怖くて、頬に手を伸ばすのが精一杯。
でも、ねぇ、ソフィー。
僕はもう一度、あんたの声が聞きたいんだ。

＊＊＊

「その辺にしておいたらどうだね」
声をかけても無駄だということはわかっていたが、それでも口
から出てきたのはそんな言葉だった。勉強熱心なのは知っている。
そう、彼女はいつでも努力を惜しまない種類の人間だ。
「聞いているかい、レティー」
「聞いてるわ。でも、今日中にこれを全て読んでしまいたいの。
先に寝ていてちょうだい」
夜も遅くに仕事から帰ってくれば、妻はずっと書庫に篭ってい
るという。気になって様子を見に来れば、レティーは周りにたく
さんの本を積んで、一心不乱に手にしたそれの文字を目で追って
いた。
「寝るのは君の方だ、レティー。一体何時間ここにいる気だい？
いい加減休まないと身体を壊してしまう」
「あなたにだけは言われたくないわね。朝早くからこんな時間ま
で、ずっと仕事をしていたような人には」

本から視線を外し、睨みつけるようにサリマンを見て、レティ
ーは言った。心配しているのはあなただけじゃないんだから、と。
「私は男で、君よりも体力だってある。これぐらいは平気さ」
「それは詭弁にすぎないわ、ベン」
十以上も年の差があるというのに、こんな時のレティーは、そ
の年齢を感じさせない。まるで母親に叱られているみたいだなと、
サリマンは苦い笑いをもらした。
「あなたががんばっているというのに、どうして私ひとりが休ん
でいられるの？ あなただって、義兄さんの分の仕事までやって
いるんでしょう」
「それは当然の事だとは思わないかい？」
今の彼に、仕事を強要するのは酷すぎる、と。
今ハウルがどこで何をしているのか、サリマンは知らない。最
後に顔を合わせたのはいつだろう。彼はあまり病院にも顔を出さ
ない。それを責める気にはなれなかった。
「……私のやっていることなんて、きっと何の役にも立たないん
でしょうね」
ぱたんと本を閉じて、どこか遠くを見つめながら、ささやくよ
うな声でレティーは言った。
「レティー、そんなことは……」
「下手な慰めはいいの、ベン。自分でもよくわかっているんだか
ら。いくら本を睨めっこをしたって、それで姉さんを助けられる
わけじゃないのよ」
口を開いたものの、かける言葉が見つからず、サリマンはぎゅ
っと拳を握った。こんな時、妻に何もしてやれない、自分の無力
さが悔しかった。
「何もしていないと怖いの。どんどんどんどん、悪い方向にばか
り考えが行ってしまって。何かをしていれば、怖さを忘れていら
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れるからなのよ。私はがんばってる、努力しているんだからって、
そう思うことができるから」
最低ね、と。形のいい小さな唇が呟いた。
それは自分の勝手なエゴだとはわかっていたけれど、そんな言
葉を言ってほしくなくて、肩に手をおいた。愛しいと思う温もり
が、今はどうしてか痛かった。
「―――自己満足、って」
レティーの小さな呟きには、何の感情もこもってはいないよう
で、けれどそれが余計にレティーの今の心情を全て表しているよ
うに、サリマンには感じられた。それは思い込みに過ぎなかった
のかもしれない。
「あの日、事故にあった日、義兄さんは言ったわ」
「……レティー」
そんなことまで覚えていなくてもいいのだと、そんなことを思
うのは、並外れた記憶力を持つ彼女には無駄なことなのだろうか。
「今の私は、本当にそうだと思うの」
レティーは慰められることを望んではいなかった。サリマンに
はそれがわかった。もしこれが他の男であれば、好機とばかりに
甘い言葉を囁いたのかもしれない。
けれどサリマンは、そんなことはできなかった。
痛いほどに、文字通り胸の奥が軋むような痛みを覚え、それで
もそれは、レティーと全く同じものではないのだろう。彼女にと
ってソフィーは実の姉だった。サリマンにとってのソフィーは義
姉で、血の繋がりという目に見えないそれは、こんな時に一番大
きく重くその身に圧し掛かる。
自己満足。そんなことはないと、そう言うことは簡単だった。
それでもその言葉が、全くの嘘偽りでないとサリマンにはわかっ
ていた。

覚えのある感情だった。
いつか、今となっては思い出せない過去のいつかに、そんな思
いを味わったことがあるような気がした。
「―――結果も大事だが、行動するというその行為に、意味があ
るんだと私は思うがね」
「義兄さんにその台詞が言えるの、ベン」
鋭い切り替えしに、サリマンは言葉を失った。
―――ハウル。
「義兄さん、あまり感情の起伏が見られないの」
「……そうなのかい？」
「あれだけ騒がしい人だったのにね。心のどこかが麻痺しちゃっ
たのかしら」
―――私はまだいいのね。散々泣いて、泣き喚いて、飲んだ水
が全て目から出て行っちゃったぐらいで。でも義兄さんはそれが
できないのよきっと―――入ってくる言葉に耳を傾けながら、サ
リマンは義兄の姿を思い出そうとした。記憶にあるハウルの姿は、
いい加減で身なりにばかり気を使って、そしてインガリー一の魔
法使いだった。
「―――もしかしたら、私がそうなっていたのかもしれない」
今更ながらにそれを思い出して、サリマンは自嘲気味に微笑ん
だ。馬鹿なことを言おうとしていると、頭の片隅で声がする。そ
の声を聞きながら、動こうとする口を止めることが難しい。いつ
もであればそんなことは無かった。感情を理性で止めることには
慣れているはずだった。どうして今は、どうして。
「……ベン？」
「あの日、手紙が届けられた時」
言えば彼女は、どんな顔になるのだろう。
いや、それを。自分は、確かにわかっているというのに。
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「私はすぐに、君の身に何かあったのかと考えた。幸いにも君は
無事だった。事故に遭ったのは、君ではなくソフィーだとわかり
―――私は、とっさに、安心してしまったんだ」
はっと、息を飲む音が聞こえた。
「ベン…っ！」
非難の眼差しを、サリマンは手で制した。
「わかっている。言われなくてもね。自分でも自分が信じられな
いぐらいだ。こんな感情があっただなんて」
醜い自分を見つめるのは辛いことだとサリマンは思った。人間
は聖人ではない。汚い感情はどこにだって渦巻いている。日頃は
見ないふりをしていても、確かに存在している以上―――それは
こうしてふいに、その身を突きつけてくるのだ。
これが、おまえの本心だろう、と。
「ベン！ ベン……あなた……」
「仕方ないだろう。私は君の夫で、私にとって君以上に大事な者
なんていないのだから」
そんな事を言っても、レティーが手放しに喜ばないことなんて
わかっている。
「だからって……だからって！ 姉さんがあんな目に！ 私……
私の方が……」
言いかけた言葉を塞ぐように、その身体を抱きしめた。大柄の
サリマンの腕の中で、レティーはいつもよりも小さく見えた。
「……だからお願いだから、自分の方が事故に遭えば良かったな
んて事、言わないでおくれ」
―――そんな事になったら、私は死んでしまうから。
手に濡れた物が落ちてきて、サリマンは腕に力をこめた。
「……姉さんの声が聞きたいわ」
「あぁ」

「マーサと喧嘩するとね、いつも姉さんに叱られたの。母さんじ
ゃなくて姉さん。怒ったあとには、破れた服を繕ってくれて……
お菓子も作ってくれて……」
胸に顔をうずめるレティーの、その頭を、サリマンの大きな手
が撫でていた。
「私も、二人の喧嘩をしている姿が見たいよ」
ハウルとソフィーの、二人の笑顔を。

＊＊＊

「温めなくていいのかよ」
聞こえてきた声に、頼めば嫌な顔をするくせに、とマイケルは
小さく笑った。
「冷たいままでも食べれるから平気だよ」
「でも美味くないんだろ」
「どっちみち美味しいとは感じないから」
一人で食べる食事ってそんなものだよと呟くと、おいらにくれ
てもいいけどと返された。マイケルは口の形だけで笑った。
「カルシファー。これスープだよ」
「じゃあいらない。おいら消えちゃうもんな」
どうせ他に食べる人もいないのだからと、鍋ごと机の上におい
てやった。冷たいスープは具がたくさん入っていて、そしてどれ
も大きさが不揃いだった。マーサはどんな顔でこれを作ったのだ
ろうと考えると、唐突に目に熱い物がこみ上げてきた。
こんな時でなければ、もっと味わえただろうに。そう思うと残
念でたまらなかった。
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「カルシファー、最近歌わないね」
「そんな気分だと思ってんのか？ いいからさっさと食ってさっ
さと寝ろよ。もうこんな時間だぜ？」
「……うん」
日付が変わって、もうどれぐらい経ったのだろう。時計を見る
のは億劫だった。カルシファーは心配してくれているのかなとふ
と思う。悪魔だけど、でもその声音はとても優しい。
沈黙になるのが嫌で、だから口を開いていることを、きっと彼
はわかっているのだろう。
「……前に戻ったみたいだね、カルシファー」
自分と彼と。一人と一匹と。
一年前の冬もこうだった。
「ハウルさん、いつ帰ってくるのかなぁ」
「あいつが帰ってこないのなんて、いつものことだろ」
そうかもしれない。けれど今、ここにハウルがいない事に、マ
イケルは耐え難い苦痛を感じていた。
どうしてかなんてわからない。そんな事を考えていられる余裕
なんてない。それでも、多分きっと、ここに自分以外の人間がい
ないことが辛いのかもしれないと、何となくはわかっていた。
自分がこれほど弱かったのだと初めて知った。あの人達が、ど
れほど大事な人達であったのかと。
―――ぽた、と膝に水が落ちて、マイケルは慌てて袖で目をこ
すった。
「……涙腺、弱くなってるみたい」
言い訳のように口にする。カルシファーは何も言わなかった。
言わない代わりにふよふよと飛んできて、両手を伸ばすと机の
上の鍋を抱え込んだ。
「やっぱこれ、温かい方が美味いと思うぜ、おいら」

悪魔らしくない悪魔。
「―――カルシファー」
名前を呼んだものの、そこから言葉が出てこなくて、変な笑顔
になってしまった。泣きたいのか笑いたいのか、自分でもわから
ない。多分どっちも半々で。
「それね、マーサが作ってくれたんだ」
だから違うことを言った。
―――マーサ。
もうどれぐらい、彼女の心からの笑顔を見ていないのだろう。
そして自分も、見せていないのだろう。
頼りにならない自分が嫌で、何もできない自分が嫌で、何もか
もが嫌で嫌でたまらなくて、そんな感情で身体中がいっぱいにな
りそうだった。
……でも、スープはこんなにも美味しいから。
「泣きながら食ったら美味くないだろ」
「……ううん。美味しいよ、すっごく」
この気持ちをどう伝えればいいのかわからなくて困った。
こんな時、人の優しさが身に染みて、自分の小ささを改めて思
い知る。
だれだって。涙する夜はあるのだから。
「明日さ」
「うん？」
「掃除しようか」
「……うん」
だって、こんな荒れ放題の部屋を見たら、ソフィーさんはまた
怒るだろうからさ。
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―――全ての始まりはどこだったのだろう。
―――あんたと出会った瞬間がそうだというのなら。

今。歩いている先は、どこに。

「ソフィー」

ささやきは。
風に乗り、消えた。
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その日もそのまた次の日も、ハウルは城に帰っては来なかった。
数日後、どこに行っていたのか、今まで何をしていたのか、何
も言わずにハウルが帰宅した時にも、マイケルはそれを責めよう
とはしなかった。してはいけないのだと思った。それはカルシフ
ァーも同じなようで、以前なら文句の一つや二つもこぼすお湯の
催促にも、ただ黙って従っただけだった。
気を使われるのは返って変な感じなんだけどと、ハウルが内心
で苦笑をもらしていたのを二人は知らない。けれどそれがあの二
人なりの思いやりなのだとわかると、嫌な気持ちはしなかった。
確かに感謝はしているのに、それを上手く言葉にできない自分が、
ただもどかしくて仕方がないだけだった。
「―――マイケル。今から病院行くんだけど、一緒に付いてきて
もらえるかい？」
かけた言葉に、マイケルはわかりやすいほど目を丸くして、そ
れにハウルはかける言葉もなく笑っておいた。
言わない言葉を、それでもわかってくれないかなぁなんて、そ
んなずるい期待を胸に秘めて。
「べつにいいですけど……どうしてですか？」
「うん。まぁちょっとね」
ハウルの準備はもう終わっていたから、マイケルが帽子をかぶ
って、二人は扉の取っ手をキングズベリーに合わせて外へ出た。
今日は雪は降っていなかった。けれど辺りはまだ白く、当分の間
冬が終わらないことを見せ付けてくれていた。きんっとした空気
が耳の中から入ってきて、ぶるっと全身に奮えが回った。厚手の
コートを着込んでいるというのに、それでも寒さは容赦なく襲っ
てくる。
「ハウルさん、寒くないんですか」
明らかにマイケルよりも薄手だとわかる上着を一枚だけ羽織っ

ただけの格好で。寒さにも暑さにも、人一倍うるさい人だと思っ
ていたのだけれど。
「あぁ。寒さはね。あまり感じないんだ」
「……そうですか」
では他の何なら感じるというのか、それが気になって尋ねたく
て、けれど結局その問いを口に出せはしなかった。出せるほど何
もわからない子供でも、ハウルのことがわからないわけでもなか
った。
ハウルさんって一体どんな人なのといつかマーサに聞かれたこ
とがあった。金髪の可愛らしい女の子。マイケルにとっては唯一
無二のかけがえのない存在。特別に美人でも料理が上手いわけで
もすごい魔法が使えるわけでもない、どこにでもいそうな女の子。
けれどマーサはこの世にたった一人しかいなくて、だからマイケ
ルの恋人もたった一人しか存在してはいない。
……どんな人って見た通りの人だよ魔法の腕はすごいのに他は
全然ダメダメな人で。だけど今ならきっとこう言う。ものすごく
繊細な人だよ。そうして優しい人。
馬車に乗ればすぐの距離を、二人は黙って歩いていた。ハウル
の足は特別速くもなく、二歩程後ろの位置を保ってマイケルは後
を付いて行った。ハウルはいつも、この白いばかりの道を一人で
歩いているのかなと考えると、胸の奥がきゅっと締め付けられて
痛くなった。それはどれほどの苦痛を強いる行為で、この人はだ
れにも涙一つ見せずに。
強いのか弱いのかわからない背中をしていた。ハウルさん。あ
んまり我慢ばっかりしていると。壊れてしまいそうでハウルさん。
人々の手によって雪かきのされた道には足跡なんてつくはずも
なくて、歩いてきた印を残さずに二人は郊外の病院へと辿り着い
た。町外れだというのに辺り一帯には雪がなくて、これは魔法を
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使ったのかなとマイケルは思った。人の手でやるにはあまりに重
労働すぎる。ハウルかなと一瞬考えたが、それも違うような気が
した。いつだったか雪は好きだというようなことを言っていたか
ら。好きなら多分ハウルは消さない。妥協も知ってはいるけれど、
それでも自分を貫きたい人だろうから。
今のハウルはどっちでもなくて、それがマイケルには不安だっ
た。どっちつかずな、揺れて、揺れて。
もうすでに顔見知りになった看護婦に挨拶をして、人とすれ違
いながら真っ直ぐに病室へと進んでいく。ハウルの足取りには迷
いが無くて、それが逆に自分を奮い立たせているようでもあった。
マイケルの思い過ごしなのだろうか。機敏になりすぎているのか
もしれない。
扉を開けると、消毒薬の匂いが鼻についた。この匂いは好きで
はない。病人のいる部屋なのだと空気全体が存在を示しているよ
うで気に食わない。病人。そうじゃない。そんなものじゃない。
言葉も無しにハウルは部屋へ入っていくと、枕を背にベッドに
座り、窓の外を見ているようでその実何も見ていないであろうソ
フィーの隣に立った。立つだけで、言葉は無い。
ソフィーはハウルに顔を向けようともせず、きっとそんなこと
には気づかずに、微動だにしなかった。瞳はどこを向いているの
かわからない。そこには一体何が映っている？ 今の彼女には、
どんな世界が広がっている？
「―――ソフィー」
壊れ物に触れるかのように。そっと、頬に伸ばされた指。
……あぁ。ハウルさん、ソフィーさん、あぁ！
その光景はあまりに寂しすぎて、微笑みを浮かべるハウルの姿
が痛くて、マイケルは背中を壁に当てて両手で顔を押しつぶした。
見てはいけない二人がそこにいた。どうして。ハウルのあんな消

えそうな微笑なんて知らない。あぁ、どうして、どうして二人が。
何故世界はこうも二人に辛すぎる。平穏な時間なんてそこらにい
くらでも転がっているようなものを、あえて二人からは切り取ろ
うとしているかのような、神の悪意を感じるこの瞬間が。
痛くて。ただ、目を開けることもできずに。
「マイケル。来なさい」
遠くから声が聞こえて、手を離して、光りが目に痛くて、それ
でもマイケルは足を動かして彼らの元へと歩いて行った。
この空間にいることが苦痛だった。自分がここに存在していい
者だとは思えなかった。恐らく、ここに、ソフィーの傍に居るこ
とが許されるのはハウルだけなのだ。
「……ハウルさん」
「何て顔してるんだい、マイケル」
泣けないあなたの代わりなんですというのはおこがましいとわ
かっていた。それでも世界の中の涙の量はきっと変わらないから、
ハウルが流さない分だれかが、自分が、流しているのかもしれな
いと。思うだけなら勝手ではないだろうか。
「今から魔法を使う。おまえにも手伝ってほしいんだ」
魔法。あぁ、そういえば自分達は魔法使いだったのだとそんな
根本的なことを瞬間的に忘れている自分がいた。呆れた。けれど
そんなこととは関係のない生活を、ここの所ずっと送っていたも
のだから。最後に課題をこなしたのは何時だろう。もうずいぶん
と昔のことのようだった。
「でも、魔法って、ハウルさん。僕が大した魔法も使えないこと
なんて知ってるでしょう？」
何せ師匠なのだから。魔法の「ま」の字すら知らなかった幼い
自分に、まだまだ半人前とはいえ、ここまでの知識を教えてくれ
たのはハウルだ。そうしてカルシファー。
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「あぁ。だからおまえに使ってもらうわけじゃなくて、魔法の的
になってもらいたいんだ。具体的に言うと、おまえを犬の姿に変
えるから、せいぜい犬らしく振舞ってもらいたい」
「……犬、ですか」
ハウルが冗談を言っていないことなんてわかっている。けれど
その言葉だけではハウルの意図がどこにあるかなんてわからなか
った。それは日常においてもそうではあったが。
意思の疎通というのは難しくて、言葉が多すぎても、足りなす
ぎても、何の過不足一つであっても明確に想いも気持ちも伝わら
ないのだから。厄介なもので、けれどだからこそ、その分も大事
なものなのだろうか。まだたったの十数年しかいきていないマイ
ケルにはわからない。人生なんて。そんなもの。
「ウェールズに行ってね、色々話を聞いていた。ソフィーと同じ
ようなケースに陥った人の話なんかをね。それをそっくりそのま
まやったところで良くなるかなんてわからないし、もしかしたら
悪化する可能性だって無くはないけど。でもこれ以上悪化のしよ
うもないと思ってね」
さらっとそんなことを言うハウルは、自分で言った言葉に傷つ
くことはないのだろうかと少し気にかかった。それを口に出すの
は躊躇われたから、マイケルは黙ってハウルの言葉を聞いていた。
「その人もやっぱり、頭をぶつけて今のソフィーのようになった
らしくてね。何の反応も返してはくれなかったそうだよ。でもあ
る日、ふと思って家族がチリソースを食べさせてみたら、とたん
に言葉を話せるようになったらしい」
その時程チリソースに感謝したことはなかっただろうねぇと、
ハウルはおどけたように呟いた。そうしている様子は普段のハウ
ルのようで、同時にとても痛々しい。
「どうしてチリソースを食べさせたかわかるかい？」

「……何か、思い出の食べ物だったりしたんですか？」
「いや、そうじゃないんだ」
優しい指で、乱れていたソフィーの髪を整えながら答えた。
「その人は辛い食べ物が一切食べれなかったみたいでね。だから
ふと思って、大嫌いなチリソースを食べさせてみたんだよ。そう
したらどんな反応を返してくるのかって。味覚はそのままだった
ようで、今まで一言も言葉を発しなかったその人は言ったってね。
『水をちょうだい』って」
何かのきっかけが必要なんだとハウルは言った。多分、何か一
つでもきっかけがあれば、この状況は変わるはずなんだと。それ
がソフィーの場合は犬だといいんだけどなぁと。
「ソフィーさん、犬、嫌いでしたっけ？」
思い出そうとしても、ソフィーがどこかの犬と一緒にいる場面
は思い出せなかった。嫌いだから傍に寄ろうとしなかったのだろ
うか。いや、けれど……そう、ずっと前に、犬が居たことがなか
っただろうか？
「でも、あの、パーシヴァル！ あれって犬ではありませんでし
たけど……でも犬の姿をしていたし。ソフィーさん、自分から連
れてきてませんでしたか？」
「あぁ。だから僕も不思議には思ってたんだけどね。何でかは知
らないけど、それでもやっぱり犬は嫌いなようだよ」
思い出したのか、ハウルはくすっと笑みをもらした。
「前に、二人で散歩をしていた時にね。向こうから野良犬が走っ
てきたんだけど……すごかったよ。真っ青になって抱きついてき
てくれたんだから。日頃からああだといいのになぁって―――」
言葉は途中で消えて、ハウルは手で口元を押さえた。話したこ
とを後悔したのか、それとももっと違うものなのか、マイケルに
はわからない。ただ居心地は悪くて、そわそわと身体を小刻みに
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震わせた。
「……まぁ、そんなわけだからさ。やらないよりは何事もいいだ
ろう？ 変化の魔法をかけるけど、いいかな」
「はい」
わずかでも、どんな可能性にでもすがりたいのは自分も同じだ
ったから、拒否する理由なんてなかった。ハウルだってマイケル
の返事は聞かずともわかっている。
「ありがとう」と、らしくもな
い声音で言って、その口は次の瞬間呪文の詠唱に入った。
あぁ、気持ちのいい力のうねりを感じると、マイケルは瞳を閉
じてその波に意識を合わせた。こうすることで、多少でもハウル
の気が楽になればいいと思いながら。そんなことをせずとも、ハ
ウルは簡単に魔法を完成させられるとわかっている。それでも。
身体中に溜まった熱が熱くなり、その形を変え、別の物を構成
していく。魔法で何もかもができるわけではない。万能の力では
ない。魔法にも法則があり、それは世の中の枠から出てはいけな
い種類の物だ。
身体が震えて、次に目を開けた時、見える物が変わっていた。
いや、高さが違うからそう思えるのだと、数秒してから気がつい
た。色はいつも通りだ。鼻が特別利くようになったとも思えない。
姿を変えるのが目的なのだから、そこまで力を使ってはいないの
だろう。
「名前は忘れたけど、大型犬にしておいた。気分はどう？ マイ
ケル？」
「……これでいい気分がしてたら、それはちょっと、僕がおかし
いってことじゃないですか」
困惑したような弟子の言葉にハウルは笑った。確かにそれはそ
うだなと。そんな答えを期待して声をかけたわけではなかったの
だけれど。

「じゃぁ、頼むよ。ソフィーを脅かしてやって」
ふさふさの毛に覆われた背中をぽんぽんと軽く叩いてやると、
マイケルは若干困ったような雰囲気を漂わせてから、よろよろと
歩きにくそうな四足歩行で進んで行った。
―――あんたが犬を嫌いなことは知ってるから。こんなことは
したくないんだでもごめんね。
自分から言い出しておきながら、けれど罪悪感を感じることも
確かだったから、精一杯心の中で謝っておいた。その声が彼女に
聞こえるはずもないなんてことはもちろん承知の上で。
少しの期待を覚えると同時に、今までどんな魔法を使っても何
をしてもダメだったのだからと、そう思う気持ちも同じ位置に存
在しているのが厄介だった。では何のために動いているのだろう。
ただ止まっているのが怖いだけなのかもしれない。
のそのそと歩いて行ったマイケルは、勢いをつけて後ろ足で立
つと、前足をぼすっと、ソフィーの目の前の掛け布団の上に下ろ
した。その瞬間、ソフィーの身体が確かにびくっと一瞬震えたの
を、ハウルは見逃さなかった。
「……ソフィー？」
声は小さすぎて、ささやきにもならなかった。
どこを見ているのかわからなかった瞳が、目の前の、犬の姿を
したマイケルに向けられる。
「マイケル、吼えろ」と後ろから指図
すれば、犬の声が部屋中に響き渡る。身体は確かに震えていた。
反応している。今までだれが何を言っても、何の反応も返して
はこなかったソフィーが！ それだけでハウルの胸の鼓動は早く
なった。この、ソフィーが戻してくれた心臓が。
「マイケル！」
ハウルの声に呼応するかのようにマイケルが吼える。慣れてき
たのか、先ほどよりもずいぶんと犬らしい声になっていた。こい
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つは犬になる素質があるんじゃないのかなんてくだらないことを
考えるのは、うるさい心臓から少しでも意識を離そうとしている
ため。子供のままの心臓は、特に鼓動が早すぎて痛くなる。
唸り、吼えて、大きな身体を揺らすマイケルに、ソフィーの双
眸もまた揺れていた。光が揺れ、唇が震え。
「あ……や、ヤダ……」
心臓は。
跳ねて、跳ねて、跳ねて。
「ソフィー 」
身体は反射神経で動いていた。肩を掴んで、その瞳に自分を映
す。夢ではないと。現実なのだと。確かめたくてその肩を揺さぶ
った。声を、声を、声を！ あぁソフィー、あんたの声を！
「ソフィー！ ソフィー、ソフィー！ ねぇ、しゃべれるの？ し
ゃべれるんだね？ ねぇソフィー！」
感情は言葉にはならなくて、ただハウルの視界は明るくなって、
そこはただソフィーの姿だけで占められた。
「ソフィーさん！」マ
イケルが叫んでベッドの上に飛び乗ってくる。甲高い悲鳴が辺り
に響いた。
「ヤダ……犬、嫌い。や…っ」
「あぁソフィー、大丈夫。これはマイケルだから！ 魔法で姿を
変えてるだけで……あぁうん、それよりも解いた方が早いね。マ
イケルが犬の姿を気に入る前にさ！」
指鳴り一つでマイケルの姿は元に戻った。何の言葉もなしのい
きなりな変化に、身体のバランスが付いていかずマイケルはベッ
ドから転がり落ちた。弟子が痛がる様子なんて目もくれず、ハウ
ルはただソフィーの身体を抱きしめた。腕の中に閉じ込めて、そ
の温かさを存分に味わった。
「あぁソフィー、ソフィー！ 良かった、良かった……僕はもう
！？

てっきりあんたの声が二度と聞けないものだとばっかり！ しゃ
べれるんだ、そうなんだ！ ねぇしゃべって、ソフィー？」
きつく抱きしめていた腕を解いて、けれど背中に回したまま、
その顔を覗き込んだ。戸惑ったような双眸の色を見て首をかしげ
る。かしげて―――思い当たった一つの不安に、身体の体温は急
速に冷めていった。
「……ソフィー？」
ねぇ、しゃべって。名前を呼んでと。
声ではなく、視線で伝える。貫きそうなほどのこの眼差しで。
小さな唇は震えていた。
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「―――あなた、だれ」
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【

３

】

「早く雪が止めばいいのにね」
と、彼は言 った。窓 の外 の景色に視線 をやった その 顔は穏や
かな笑みを刻 んでいて 、彼 が本心の部分 で何を考 えて いるのか
思っているのか、見ている者にはわからなかった。
境界線があ るみたい 、と彼 女は思う。 彼と人と の間に は線が
引いてあって 、そこか ら内 側に入れる人 間とそう では ない者と
を明確に区別 している かの ような。ボー ダーライ ン。 内側に入
ることのでき た人間は 、一 体どんな人物 なのだろ う。 それはき
っと、彼の言 う『彼女 』な のだろうと、 そんな考 えに 至るまで
にそう時間は必要ではなかった。所詮は他人事だった。
「雪は好き？」
端整な顔立 ちが急に くる っと振り返っ て、それ だけ で身体は
緊張に強張っ た。何度 見て も、何度声を 交わして も、 それでも
彼に慣れるこ とはない 。ま るで身体が彼 に対する 慣れ というも
のを知らないかのようだった。
「……考えたことないわ」
はいでもい いえでも ない 答えを返す自 分は、そ れだ けでずる
い存在のような気がした。彼は気にしていないのか、「そっか」
と小さく言うだけだった。
「一面の雪景色とか、本当に綺麗なんだよ」
今度見せてあげるよ、と。
曖昧な笑顔 しか返す こと ができなかっ た。浮か ぶ言 葉はなか
ったし、嬉し いとも迷 惑だ とも、どっち の感情も なか った。気
を使わしてしまっているようで、それが申し訳なかった。
訪れる沈黙。どうしようもなく肌に痛い。
同じ部屋にいることが、ただ、苦痛以外の何物でもなかった。

「……あ、あの、ねぇ」
自分から声 をかけた のは 、もしかした ら、初め てだ ったのか
もしれない。 再び窓の 外を 向いていた彼 は驚いた よう に振り返
って、口元に小さな笑みを浮かべた。
「ハウル、だよ」
「……ハウルさん」
彼が、笑顔 の中にも 苦し そうな、自嘲 めいたも のを 見せたの
は気のせいではなかったのかもしれない。
『彼女』は、こんな風
に彼を呼びはしなかったのだろうか。
「あの、忙しいでしょう？ わたしもう、今日はいいから……」
「僕が忙しいだなんて、だれが言ってたの？」
「色んな人が……王室付き魔法使いだって……」
彼が魔法を 使ってい ると ころを、彼女 は今まで 見た ことはな
かった。だか ら、彼が 本当 にそれほどの 魔法使い なの かもわか
らない。そも そも魔法 使い というのは、 一体どん な存 在だった
のだろうか？ もうそれすらもあやふやだった。
「仕事なら平気だよ。同僚に代わってもらってるからね」
それは自分の所為なのだろうか。
自分が、ここで、こうして、ベッドの住人だから。
「……ねぇ、ハウルさん」
知らない人 だという のに 、それでも罪 悪感を覚 える 心は確か
に存在していて、それが苦しかった。何もしてほしくなかった。
わたしのため なんかに 。何 も。何もしな くていい から 。お願い
だからあなたはあなたの仕事を全うして下さいと。
言いたい言 葉は声に はな らない。それ は言って はい けないこ
とだとわかっ ていた。 心配 して想ってく れる気持 ちを 踏みにじ
るものだとわ かってい た。 けれどそれな ら自分の 気持 ちはどこ
に行っているのだろうかと、そんなことを彼女は思う。

- 31 -

「あの、仕事、優先してくれて構わないから―――」
お願いだからわたしに構わないで。
「ソフィー」
それがだれ の名前な のか も彼女にはわ からない 。自 分の名前
だと、そうい くら教え ても らったところ で、感情 は心 はついて
いかない。他 人が呼ば れて いるような感 覚。それ は目 覚めてか
らずっとこの身について回るものだった。
一生なのかと考えるだけで身体が冷える。
「僕は、あんた以上に、優先できるものなんて無いんだよ」
「わたしの」
どこが良か ったのか と、 問いかけよう とした言 葉は 胸の奥に
消えた。聞い てもきっ と無 意味なのだ。 それは。 自分 は『ソフ
ィー』ではない。
『ソフィー』は記憶を失う前の自分だ。
「ねぇ」
声を聞くだけで切なくなる。
「抱きしめてもいい？」
同時に腕は 伸びてい た。 背中に回され 、直に伝 わる 体温は熱
かった。圧迫 される感 覚。 想いに押しつ ぶされそ うだ った。彼
がだれを抱き しめてい るの かわからない 。自分で ない ことは確
かだった。怖かった。
「……嫌っ」
身をよじるだけの小さな抵抗。声を上げるのが精一杯だった。
身動きすらで きない。 彼は 大した力を込 めている とも 思えない
のに、そこには歴然とした男女の力の差が存在していた。
不安だらけで体中は悲鳴を上げる。
至近距離にある顔は、知らない他人のものだった。
「……ごめん。怖がらせたね」
腕は解かれ た。熱が 遠ざ かり、一気に 冷めたよ うに すら感じ

られる身体を 自分で抱 きし めた。震えて いること に気 づいて、
何だか泣きそうになった。
一体何に対 して涙が こぼ れそうになっ ているの かす らわから
ない。今は自 分が一番 遠い 他人だった。 何も掴み 取れ ない自分
が情けなくて、ソフィーはただ泣いた。泣くという意識もなく、
涙はとめどなく溢れ流れていた。
「……ソフィー」
そんな名前 で呼ばな いで と言いたかっ た。わた しは そんな名
前ではない。わたしに名前なんてきっと無い。
伸ばされる 腕はなか った 。もし彼女が 顔を上げ てい れば、泣
きそうな顔を している 彼を 見たことにな った。け れど 彼女は俯
き、目を閉じ て、何も 見よ うとはしてい なかった 。だ から互い
に、相手がどんな顔をしているのか、知る術はなかった。
「―――ごめんね」
どうして謝るの。
謝るのはわたしではないの。

＊＊＊

「あなたは記憶喪失なんですよ」
そう医者に 告げられ たの は、それはも うだいぶ 昔の ことのよ
うだった。実 際の時間 より も、ずっとず っと遠い 過去 の出来事
のような。
目覚めた瞬 間のこと を、彼 女はよく覚 えていな い。今 から思
うに、あの時 はずいぶ ん錯 乱していたの だろう。 よう やく少し

- 32 -

の正気を取り戻した時には、隣には金髪の青年がいた。
「……初めましてって、言うべきなのかな」
君の夫なん だと彼は 言っ た。まだ新婚 なんだよ と。 覚えてな
いだろうけど 僕は君の こと がとても好き で……君 も、 僕を好い
てくれてたと思うんだけど。
「……夫？」
頭の中は空 白で、も ちろ んそこには、 自分が結 婚し ていたな
どという事実 はどこに も見 当たらなかっ た。この 人と 自分が結
婚？ この、金髪の、端正な顔立ちの人と？
「うん。わからない？」
浮かぶもの は何もな かっ た。あるのは ただ戸惑 いだ けで、心
のどこからも 、この人 に対 する情なんて ものは沸 いて はこなか
った。
彼はただの 他人で、 道で すれ違えばそ れだけで 終わ るような
一瞬の相手が、けれど自分の夫だというこの現実は何だろう。
夢だったら いいのに と逃 避したくなる 。けれど どこ へ逃げろ
というのだろ う。世界 のど こだってそこ は知らな い場 所で、自
分に相応しい 、受け入 れて くれる所なん てどこも ない のかもし
れない。
「……わたしと、あなたがって……」
嘘だという思いは顔に出てしまったのだろう。
「本当だよ」
一歩近づき、笑顔の裏にも真摯な物を潜ませて、彼は言った。
「僕はハウル 。魔法使 いだ よ。君とはま ぁ、色々 なこ とが重な
って出会って ……僕は それ も必然だった んじゃな いの かなんて
思って……あぁ、うん、だから」
彼は言葉に 迷ってい るよ うだった。言 われる言 葉は 全てが初
耳のことで、 彼女はそ れを 吸収すること すらでき なか った。言

葉は耳の上を 滑ってい くだ けで、どこか 遠い世界 ので きごとの
ようだった。
「……何を言っても、君はわからないんだろうけど」
まるでそれ は、責め られ ているような 言葉だっ た。 彼女はわ
ずかに顔をゆ がめる。 どう してそんなこ とを言う のだ ろう。わ
からない自分が、まるで罪を犯しているような気持ち。
「ねぇ、ソフィー」
どこかで聞 いたこと のあ る名前だと思 い、先ほ どの 医者が、
自分に対して言 っていた名 前だったような 気がすると 思い出す。
―――それは、だれの名前？
「君の名前だよ。ソフィー。ソフィー……ジェンキンス」
ジェンキンスは僕の苗字なんだよ、と。
ソフィー・ ジェンキ ンス 。ソフィー・ ジェンキ ンス 。ソフィ
ー・ジェンキ ンス。心 の中 で何度も呟く 。他人の 名前 としか思
えなかった。 今までの 人生 で、この名前 を呼ばれ てい たとはと
ても思えない。
それはだれか違う人の名前ではないの。
わたしは。そんな人では、無い。
「わからない？」
緩く首を振 るしかで きな かった。動き はとても 緩慢 で、けれ
どそれが彼女の精一杯だった。
「……どうしてだろうなぁ」
疲れきった ように、 彼は ベッドにぼす んと腰を 下ろ した。ス
プリングが揺 れ、一気 に距 離が近くなり 、彼女は 怯え た。それ
が彼に対する ものなの かこ の空間か、そ れとも何 もわ からない
自分自身なのか、全ては霧の中に包まれているようだった。
明け方が近 いとはい えま だまだ辺りは 暗く、部 屋は 息遣いが
感じられるか と思うほ どに は狭く感じら れた。閉 鎖的 な、日常
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から切り取られた空間だった。
せめて少し でも距離 を空 けようとした けれど、 リハ ビリの必
要な彼女の身 体は大し て動 かなかった。 枕を背に して 座るだけ
でも、看護婦 の手を必 要と したこの身体 。とくに 後遺 症などは
残らず大した 怪我でも ない のだけれど、 二ヶ月近 くベ ッドの住
人だったため に身体は 弱く なっている。 一人では 歩く ことはお
ろか立つこと も当分は でき ないのだと医 師から説 明さ れたこと
なんて、彼女の頭に残っているはずはなかった。
意識が戻っ たと同時 に記 憶喪失だとい う、それ こそ 嘘だとし
か思えない事 態を突き つけ られ。けれど 確かに頭 の中 に記憶と
呼べるものは 何も存在 なん てしていなく て、それ を事 実だと認
めぬわけには いかなか った 。現れた自分 の夫だと 名乗 る見知ら
ぬ青年。いつ の間にか 二人 きりになり。 息がつま って しかたな
いねぇここは本当に。
「ソフィー」
伸ばされた 腕に身を よじ った。この距 離では逃 げら れるはず
もない。圧迫 感しか感 じな かった。彼の 浮かべて いる 笑みはど
こまでも透き通りそうなものだというのに。
「……ちがうわ」
わたしの名前は。
「何が？ 何がちがうって？」
ソフィーなんかじゃ無い。
想いは言葉 にはなら ず、 声にはならず 口からは 出な いままた
だ蓄積される だけ。し ゃべ ることすら恐 ろしく、 何か 得体の知
れないものに 飲み込ま れて しまうかのよ うな恐怖 感だ けが、た
だ胸の内をすくっていた。
「ソフィー。言ってくれないとわからないよ」
近くなった腕から逃れることしか頭には無かった。

嫌だと、悲 鳴すら上 がら なかった。避 けようと した 身体のバ
ランスが崩れ たのは至 極当 然の成り行き で、上手 く動 かない身
体で、とっさ の反応な んて 何もできるは ずはなか った 。状況を
理解すること すらでき ずに 、目を開いた まま、気 がつ くとぶつ
かるようにし て彼の胸 に顔 が埋まってい た。回さ れた 腕。温か
い身体は震えていた。
「……ソフィー、大丈夫？」
床の上だっ た。ベッ ドか ら落ちそうに なった自 分を 、とっさ
に彼が抱きとめたのだとわかるまで、数秒の時間が必要だった。
「あんたの身 体は、し ばら くリハビリが 必要なん だか らさ。お
願いだから、 安静にし てい ておくれよ… …。また 頭を ぶつけた
りしたら、それこそ冗談じゃ済まないんだからさ」
懇願するよ うな響き がそ こにはあった 。回され た腕 は解かれ
ず、小刻みに ゆれる腕 から 震えが彼女に も伝わっ てき た。彼が
どれほど不安 なのかそ こか らわかると同 時に、他 人と しか思え
ない彼が、こ こまで自 分の 安否を気にす ることに 困惑 して、そ
して怖さは拭えなかった。
知らない男 性に抱き しめ られているの は心臓に 悪い 。ばくば
くと鳴る心臓 と同時に 小さ く頭も軋み始 める。こ の軋 みが大き
くなれば頭が割れ、全ては終わってしまうかのような感覚。
「あの、ねぇ、離して……」
触ることす ら躊躇わ れて 、そう言うこ としかで きな かった。
呟きは弱弱しく、自分の声に、彼女は何だか泣きそうになった。
「ソフィー」
背中に回っ た腕に力 が入 った。びくん と跳ねる 身体 。彼はそ
れには気づか ないのか 、そ れとも己の震 えを抑え るだ けで精一
杯になってい るのか。 抱き しめた肩に額 を乗せて いる その様子
は、まるで幼子のようだった。
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知らない人 が知らな い声 で、自分にこ んなこと をし ているの
が信じられな かった。 けれ ど彼にとって 自分は知 人で 、それど
ころではなく 妻で、愛 する 者だというの が、さら に彼 女を混乱
させた。
「―――愛してるよ」
愛の言葉は だれの耳 にも 届くことはな く、その 場で 無情に霧
散するだけだった。

＊＊＊

気がつくと 浴室にこ もる 時間は二時間 を越えて いて 、それで
カルシファー に文句を 言わ れる日常が戻 っていた 。つ い最近ま
では何も言わ なかった のに と言えば、カ ルシファ ーは 小さな炎
をけっと吐き出しながら返して来た。
「ソフィーも 目を覚ま した んだろ？ い つまでも おま えを甘や
かしてられる かよ。お まえ の好きにさせ てたら、 何個 温泉が空
になるかわからないんだからさ」
ひどいなぁ と笑って から 、椅子の上に かけてあ った 上着を羽
織った。もし かしたら カル シファーの話 は誇張な どな い事実な
のかもしれな かったけ れど 、そんなこと はどうで もよ かった。
まるで人事の ようだっ た。 自分良ければ 全て良し とま でとは思
わないが、それに近いことを考えているのも確かだった。
「カルシファー」
ハウルの散 らかした 本を 片付けながら 、マイケ ルが 咎めるよ
うに悪魔の名 前を呼ん だ。 その声の響き からマイ ケル の言いた
いことを察して、ハウルは小さく微笑んだ。

「いいんだよ、マイケル。かえって気を使われる方が辛いから」
マイケルは 目を見開 いた 。まだ年若い 彼には、 わか らないこ
となのだろう 。それを カル シファーはわ かったか ら、 態度を戻
したのだと、 ハウルは 理解 している。伊 達に何年 も契 約をして
いたわけではないか、と何やら複雑な気持ちになった。
「病院ですか、ハウルさん」
毎日のように 出かけてい くハウルを見送 っているマ イケルは、
だから今日もハ ウルが出か けることは予想 していたに 違いない。
行動を読まれ ているの は何 だか癪で、ハ ウルは返 事も なしに城
を出た。日差 しは暖か かっ たが、身を差 す空気は まだ まだ冷た
く、道の両端には雪が積まれていた。
ウェールズ だったら 、除 雪車なんかで 簡単に終 わっ ちゃうこ
とも、ここで は人が自 分達 の手で全ての 作業を行 わな くてはな
らない。魔法 もあるに はあ るが、魔法使 いの多い この インガリ
ーに置いてで さえ実践 魔法 の使える魔法 使いの数 なん て限られ
ている。ちっ ぽけな人 の手 が自分達の全 てを支え てい るこの世
界が、自分の 生まれ故 郷で はないとわか ってはい ても 愛しかっ
た。
子供の笑い 声と人々 の笑 顔と、太陽の 光は雪に 反射 してきら
きらとした宝 石よりも 眩い 輝きを生む。 世界の結 晶。 昔からの
約束がそこに はある。 奇跡 だって何だっ て起きそ うな 、起こせ
そうな力を感じる。
「……楽観的なのかな、それは」
けれどそう でも考え ない とやっていけ ないんだ と、 言い訳を
するように胸 中で呟く 。患 者に不安を与 えてはい けま せん。ゆ
っくりと時間 をかける こと が大切です。 大丈夫で す奥 さんはき
っと思い出し ますよ大 丈夫 です。医者の 言葉。何 が大 丈夫なの
かなんてきっと聞いてはいけないのだ。
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「彼女の声が聞きたいって、願ったのは僕だよ」
けれどこん なことな ら、 もっと先のこ とまで願 って おけばよ
かったのかもしれないとハウルは小さく苦笑した。
ねぇ、だってまさか。
あんたが記憶を無くすことは思わなかったからさ。
人生は予想 しないこ との 連続で、とく に彼女と 出会 ってから
はそうだから 、きっと これ からぞくぞく するよう な暮 らしが待
っているのだろと思ったし実際にもそうだった。しかしまさか、
こんな、予想を遥かに上回るようなことが。
「……一人で寝るのが怖いって、言ったらあんたは怒るのかな」
雪かきのされた道を、郊外の病院までゆっくりと歩いていく。
いつでもそう だった。 行く のには多少の 期待と、 そし てそれよ
りも大きな緊 張と覚悟 を必 要としている 。怯えの 色を 瞳に宿し
た彼女が顔を伏せるだけで。心臓は容易く悲鳴を上げるから。
自分自身の そんな気 持ち から目を逸ら すように 辺り に視線を
やれば、小さ な花屋の 前、 これまた小さ な鉢植え に植 えられた
白い花を見つ けた。白 は見 飽きたんだけ どなぁと 思い つつも、
足は自然と寄せられていた。
「これ、何て花だい？」
店の前で雪 かきをし てい た女性が店員 だろうと 思っ て声をか
ければ、それ は間違っ てい ないようだっ た。汗を ぬぐ いながら
腰を上げた中年の女性は、にこやかな笑顔で口を開いた。
「スノードロ ップです よ。 この季節には 売れる花 なん てちっと
もなくてね。 唯一ある のは これぐらいで すよ。こ の時 期に咲く
珍しい花なんです」
「へぇ、そっか」
そういえば 自分たち も花 屋だというこ とを忘れ てい た。花屋
を休業にして から、も う二 月以上が経過 している 。季 節はあま

り問題ではな い。少し 魔法 で手助けすれ ばいくら だっ て花なん
て咲かせられ る。店を 切り 盛りしていた 彼女が今 は家 にいない
から。だから。
「それ、一つもらえるかな」
自然と口は そう言っ てい た。もしかし たら、そ の花 に目を留
めた時点で、 心はそう 決ま っていたのか もしれな い。 他に花を
贈る相手なんていやしないのだから。
「ありがとうございます！ 恋人にですか？」
「うん。花が好きだからね」
花の手入れ をしてい る時 は本当に楽し そうだっ たな と思い出
す。ちょっと した気ま ぐれ で始めた店だ というの に、 彼女は真
剣そのものだ った。い つの 間にか珍しい 花を取り 扱う 店は有名
になっていて 、王室で 侍女 から話を聞い た時には 驚い た。まさ
かそれは家な んだとも 言え ずに笑いをか み殺すの に精 一杯だっ
た。
お代を払っ て小さな 鉢植 えを受け取っ た。そこ では スノード
ロップが、可憐な姿を見せていた。
「花言葉は、希望って言うんですよ！」
後ろからか けられた 声に 、ハウルは笑 顔を返し た。 歩き出し
ながら、ただの偶然にですら感謝したい気持ちだった。
あぁ、だって、希望だなんて！
「……今の僕に、何てぴったりなんだろうね」
わずかな希望にですらしがみつきたい自分に。
のんびりと でも歩は 進み 、花を揺らし ながら、 もう 見飽きる
ほどになった建物は目に映る距離になっていた。

軽くノック してから 、返 事を待たずに ドアを開 けた 。ソフィ
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ーは決して返 事をして くれ なかった。そ れほど嫌 がら れている
のかと始めは ショック を受 けたが、彼女 がだれに 対し てもそん
な態度なのを 知って少 し安 心した。それ に彼女は 拒否 反応を起
こしているのではなく、ただ戸惑っているだけのように見えた。
「おはよう、ソフィー。今日はどうだい？」
枕を背に起 き上がっ てい たソフィーは 、本を読 んで いたよう
だった。珍し いその姿 に、 ハウルはおや ？ と片 眉を 上げる。
ソフィーはハ ウルに顔 を向 けると、困っ たように 曖昧 な微笑を
浮かべた。
「その本、どうしたの？」
近づいて行 って尋ね れば 、ソフィーは さっと本 を布 団の中に
隠した。見られたくないのかと思い、ハウルは苦笑する。
「あの……レティーが、持ってきてくれて」
「あぁ、そっ か。ずっ と病 室にいると暇 だろうし ね。 僕も何か
持ってこよう か？ 家 に本 はたくさんあ るんだ。 探せ ば君も楽
しめるような物があるだろうし」
数秒の沈黙 の後、案 の定 、ソフィーは ふるふる と首 を横にふ
った。わかっ ていたこ とだ とはいえ、拒 否された こと が少し辛
かった。レテ ィーの好 意は 受け入れても 、自分の それ はいらな
い物なのかと 、思わず 彼女 に詰め寄りた くなるの を必 死に堪え
た。
知らない内 に手にぎ ゅっ と力を込めて いて、そ こに あった物
に気がついた。先ほど買った小さな花。
「……そうだ、これ」
驚かさない ようにと ゆっ くり差し出し た腕は、 自分 でも驚く
ほどには弱弱 しく、そ れ程 までに彼女に 拒否され るこ とを恐れ
ているのかと、自分自身を嘲ってしまう程だった。
「来る途中の 花屋で買 った んだ。スノー ドロップ って 言うんだ

ってさ。今の 季節に咲 くな んて珍しいな ぁと思っ て。 あぁ、気
に入らなかったらいいんだけどべつに持ち帰るから。あの」
緊張を紛ら わすよう に口 を動かすしか ない自分 を馬 鹿だと思
った。どうし て自分の 妻に 花を渡すだけ のことが こん なにも心
臓に負担をも たらすの だろ う。彼女の眉 の動きの 一つ 一つにす
ら感情は大きく左右されて。
女性の扱い なんても っと 楽で簡単なも のだと思 って いた。甘
い言葉を吐け ばそれだ けで 済むものだと 。現実は そん な容易い
ものではなか った。自 分も そんな器用な 人間では ない 。今にな
ってそれを思い知る。
ソフィーの 手がゆっ くり と伸びて、壊 れ物を扱 うか のような
仕草で植木鉢 を受け取 った 時も、ハウル は夢のよ うな 感覚でそ
れを眺めていた。
「……ありがとう」
口から出た感謝の言葉。小さく浮かんだ笑顔に胸がつまった。
ありがとうな んて。何 ヶ月 ぶりに言われ た言葉だ ろう か。言う
のはあんたじ ゃなくて 僕な んだありがと うと言い たか った。受
け取ってくれ て。その 小さ な笑顔だけで も僕は当 分生 きていけ
るからと。
「迷惑じゃなかった？」
ほっとした 自分は、 多分 とろけるよう な笑顔を 浮か べていた
はずだ。彼女 にしか見 せな いその笑顔。 ううん、 と軽 く首をふ
った様子を見 るだけで 、信 じることも愚 かではな いの かもしれ
ないと思える自分がいた。
「ソフィー、出かけよう！」
自分の中で 何かが弾 けた 。触れるのが 怖いと、 そう 思ってい
た自分は消し 飛んだ。 怯え る必要はない のだ。だ って 彼女は、
紛れもない自分の奥さんなのだから！
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「え？ え、あの、出かけるって……」
「ずっと部屋 にこもっ てる のも退屈だろ う？ そ れに 身体にも
良くないさ、そんなの」
羽織ってい た自分の 上着 をソフィーの 背にかけ て、 その顔を
至近距離で見 つめなが らに こりと微笑ん だ。驚い た時 に丸くな
る目も彼の知 っている その ままのもので 、変わら ない ものがこ
こにあるとそう信じたくなった。
「待って！ 待って、わたし、まだ、上手く歩けなくて……っ」
必死に言う 彼女に、 何だ そんなことと ハウルは 軽く 笑った。
ハウルとして は、少し でも 安心させられ ればと、 そう 思っても
笑みだったと いうのに 、ま るでソフィー は奇人の 行動 を見るか
のような怯えた視線を返してくるだけだった。
「大丈夫だから」
僕を信じてと目で伝えた。
ソフィーに とって自 分は 他人だという ことはわ かっ ている。
記憶にない人 物。今ま で共 にした時間な ど、彼女 の中 では消去
され、そこは白紙になってしまった。
けれどそれ は嘘だ。 まが い物だ。今ま で過ごし た時 間ささや
き合った愛の 言葉は。 あれ は、まだこの 世界に息 づい ているは
ずだ。―――僕が忘れない限り。
「待って、待って！ お願い…っ！」
まるで悪人 に連れ去 られ るようだなぁ とハウル は苦 笑した。
今のソフィー にはそれ と似 たようなもの なのかも しれ ないと、
そう思うと少 し自分が 滑稽 に思えた。一 人でムキ にな ってバカ
になって、そ れはどれ だけ か愚かに見え る光景な のか もしれな
い。それでもいい。
「ちょっと大人しくしててよ」
まぁ無理か なと呟き なが ら、喚くソフ ィーを横 抱き に抱き上

げた。窓に向 かって足 を動 かしながら、 そういえ ばソ フィーが
目覚めてから 、こんな に言 葉を聞いたの は初めて かも しれない
と気がついた 。嬉しい のか 悲しいのか、 自分でも よく わからな
かった。
両手は塞が っていた から 、少し力を使 って窓を 開け た。風は
無かったが、 それでも 窓一 枚隔てていた 外の冷気 は容 赦なく入
り込んできた 。身体は ぶる りと震えたが 、ハウル はこ の寒さが
嫌いではなか った。冷 たい 空気は体内を 浄化して くれ るような
気さえする。
腕に抱いた 、久しぶ りに 感じる温もり が、自分 とは 違う意味
で震えている のがわか った 。怯える様に 苦笑して 、も っと信じ
てくれてもい いのにと 、勝 手だとはわか っていて もそ う思うの
は止められな くて、そ んな 思いを振り払 うかのよ うに 足をかけ
た。
「ねぇ、待って！」
「待ってなんかいられないよ」
まだウェー ルズにい た頃 、ただ人とは 違った物 が見 えるだけ
だった頃、こ こから落 ちた ら死ぬのかな なんてこ とを 、煙草を
ふかしながら 想像して いた ことがあった 。そんな こと にはなら
ない。そんなことには。今の、今の僕なら！
小さな、甲高い悲鳴。一瞬の浮遊感。後はもう力は安定して、
わずかにも揺れを感じることはなかった。
「やっぱり見るなら、一面の雪景色の方がいいね」
人のいる、 人の手の 入っ たそれもいい けれど、 今は 何となく
真っ白な物が 、キレイ な物 が見たい気分 だった。 見た いのと見
せたいのと、どちらの比重がより大きいのだろう。
「ちょっと跳ぶね」
これ以上な いと言う ほど 目を見開き、 驚愕の色 に染 め上げて
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いるソフィー に優しく 微笑 んでから、小 さく呪文 を呟 いた。基
本構造は城の 扉と同じ 。空 間と空間の間 を切り取 って また繋げ
る。長時間そ れを続け よう とすれば、そ れはさす がに カルシフ
ァーの力が必要となったが、一瞬の転移には事足りた。
一瞬のうね り。いく つも の景色が混ざ り溶け合 い、 それらは
また離れある べき所へ と収 まっていく。 頬を弄る 一瞬 の風。自
然と瞑ってい た目を開 けれ ば、そこは何 の音も存 在し ない場所
だった。自分 達の息遣 いと 鼓動の音だけ が全てだ った 。太陽の
光りに反射したそれが目に痛い。ダイヤモンドを百個集めても、
きっとこれに は叶わな い。 どこまで雪が 続いてい るの か、どこ
になったら終わるのか、そんなことはわからなかった。
世界は一つなのだとわかる光景がそこにはあった。
気がつくと ソフィー の瞳 から恐怖の色 は消えて いて 、ただ一
面に広がる、 世界中を 多い 尽くしたよう な雪を、 ただ 眺めてそ
っと息をもらしていた。
「さっきは怖かったかい？ いきなりでごめんよ」
本当に謝り たいわけ では なくて、まる で雪に魅 了さ れてしま
ったかのよう に動かな い彼 女の意識を、 自分に向 かせ たいだけ
だった。
ゆっくりと 、顔が自 分の 方に向けられ て、それ だけ でハウル
は嬉しくなっ た。浮か んで いるのは驚き と戸惑い で、 それはい
つも見ている 彼女の表 情の ようで、けれ どそれと は違 うものだ
とはっきりわかっていた。
「僕が王室付き魔法使いだって、知ってたんだろう？」
意地悪をし たつもり はな い。ただ、説 明をする のが 面倒で、
それよりも動 いてしま った 方が簡単だろ うと思っ てし まっただ
けだった。
「……魔法、こんなことに使うの？」

信じられな いと、そ の瞳 も声音も如実 に語って いた 。きっと
それは、記憶 を無くす 前の ソフィーでも そうだっ たの だろう。
何でもかんで も魔法で 片付 けようとする のはいけ ない と、母親
のように言っ ていたか ら。 思い出して胸 の奥が切 なく なった。
そんなの、思春期の女の子だけの特権だと思っていたのに。
「今使わずに、いつ使えって言うのさ？」
「だって、仕事とかで……」
「仕事でいく ら魔法を 使っ たって、あん たの喜ぶ 顔な んて見れ
ないじゃないか」
自分は至極 当然のこ とを 言ったまでだ というの に、 ソフィー
は何を言われ たのかわ から ないような、 まるで異 国の 言葉をい
きなりかけら れたかの よう な、そんなぽ かんとし た表 情になっ
た。自分と彼 女の間に 差が あることはわ かってい た。 理解して
いた。けれど こんな時 には 、それをまじ まじと形 にさ れてしま
ったようで、少し辛かった。
「僕はあんた が喜んで くれ るんなら何だ ってする つも りでいる
んだよ。この 程度の魔 法を 使って、それ であんた が喜 んでくれ
るのなら、それぐらいお安い御用さ」
それをまた あんたは 、魔 力の無駄遣い と叱るの だろ うか。以
前の彼女なら 。叱られ たい と心底から思 った。前 のよ うに、前
のように。腰 に手を当 てな がら説教をし て、でも 最後 には困っ
たように笑って、でもありがとうと。
そんな夢を 見る自分 は、 ただ愚かなだ けだとわ かっ ている。
子供ではないのだから。現実を見ろと頭の隅から声が響く。
ソフィーは 怒りはし なか った。そんな こと、き っと 頭の片隅
にも浮かばな かったに 違い ない。ただ戸 惑いだけ を顔 に浮かべ
て、困ったようにハウルを見つめていた。
「……わたしが、喜ぶなら？」
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「喜んでくれてないの、ソフィー？」
無邪気さを 装いなが らも 、心臓はうる さく高鳴 って いた。懇
願の響きが混 じらない よう に、気をつけ るのには 骨が いった。
演技なんてし 慣れてい るは ずだというの に、どう して こんな時
ばかりそれは 発揮され ては くれないのだ ろう。舌 打ち がもれそ
うだった。
「……あの、嫌、だった？」
不安は簡単に広がっていく。何がきっかけだったのかなんて、
本人ですらわ からない 。自 分はどれだけ 情け無い 表情 をしてい
たのだろう。 気がつく と、 目を覚まして から、初 めて 見たよう
な、呆れてい るのか笑 って いるのか、よ くわから ない 表情をし
ているソフィーがいた。
「―――あなたって、勝手なのか何なのか、よくわからないわ、
ハウルさん」
「ハウル」
一転しては っきりと した 口調だった。 考えるよ りも 先に口は
動いていた。 ずっと思 って いたこと。そ れはいく らソ フィー相
手でも―――いや、だからこそ、譲れない部分だった。
「さん付けな んてしな くて いいよ。ハウ ルでいい から 。そう呼
んで」
「……でも、だって、年上の人に……」
「そんなの」
夫婦なのに 、年上も 何も 関係ないだろ うと。そ う言 いかけて
止めた。夫婦 だと、そ れを 持ち出すのは 、彼女に はま だ辛いこ
とだろうと思ったから。
「―――僕が、そう呼んでほしいんだ。だから」
お願い。
だってハウルさんだなんて。どうしてそんな他人行儀に。

今の彼女に とって、 自分 は確かに他人 なのかも しれ ない。け
れど僕にとっ てはそう では ないんだと、 それは身 勝手 な思いな
のかもしれな いけれど 。今 だって耳の奥 には、怒 鳴り つけてく
る声が潜んでいるというのに。
「ソフィー……お願いだから」
きっと今の 自分は、 泣き そうな子供の 顔をして いる に違いな
い。それはど んなに見 っと も無いことだ ろう。そ れで も良かっ
た。外見なん て、そん なも の取り繕って いる余裕 なん てどこに
も無い。そんなものは後でいい、後で。
涙なんて、 肝心など んな 時にでさえ出 てこない もの なのに、
目じりに浮かぶものがあった。弱い。何て。何て自分は。ああ、
僕は！
「……ハウ、ル……？」
戸惑いを存分に含んだ声に、笑いかけることが精一杯だった。
呼ばれるだけ で。それ だけ で。それは一 体どれだ けぶ りのこと
なのだろう。
何も現状な んて変わ って はいない。そ れでも目 の奥 は熱くな
る。涙は出なかった。代わりに、抱く腕に力をこめた。
―――希望 なんて儚 い言 葉、信じる年 ではない けれ ど、それ
もいいのかもしれないなんて、思ってしまいそうな瞬間。
「ねぇ、すごくキレイだと思わない？」
本当は景色なんてどうでも良かった。二人で居られるだけで。
視線を合わせて会話ができるだけで、それだけで。
今自分がど んな表情 をし ているのか、 ハウルは わか らなかっ
た。けれど見 つめてく るソ フィーが、ま るで初め て何 かを見る
かのような、 そんなぽ かん とした表情か ら、吹き 出し そうな小
さな笑いに変 わってい くの を、信じられ ないよう な気 持ちで眺
めていた。
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「……子供みたい」
そんな表情をしていたのだろうか。
子供みたいだなんてそんな、僕はあんたよりも九つも年上で、
でもきっと子 供のよう に、 ただ一つのこ とだけを ずっ とずっと
望んでいるんだ。
「……ねぇ、ソフィー」
思い出して、思い出して、思い出して。
口にはしない。言葉には出さない。それは彼女を追い詰める。
壊れてしまう 。だから 言わ ない。心の中 で、そこ だけ でただ一
人叫んでいる。
今はただ。
この、笑顔だけで。

世界は丸い。
この道も、
きっとあんたに繋がってる。
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「本を読むのはね、好きなんだけど」
でも、毎日 毎日こう 読書 ばかりだと、 ちょっと 飽き るわねと
ソフィーは言 った。見 慣れ た、枕を背に して起き 上が っている
体勢で。入っ てきたハ ウル を見て、軽く 挨拶をし てか らすぐの
言葉だった。
「こんないい天気なんだから。散歩ぐらいしたいと思うわ」
空には、春 と夏とも 違う 、冬特有のぴ んと空気 が張 り詰めた
ような、澄み切った青空が広がっていた。
「いつもより は暖かい けど 、でもこの季 節だから ね。 散歩日和
とは言えないと思うよ？」
「でも、ずっと病室に閉じこもってるよりはマシだわ」
栞を挟んで 、ソフィ ーは 本をベッド脇 の小さな 机の 上に置い
た。タイトル からして 、そ れを持ってき たのがだ れな のか、ハ
ウルにはすぐ にわかっ た。 あのぐらいの 年の女の 子が 好きそう
な本だなと小 さく笑う 。マ イケルは普段 どんな会 話を している
のだろうか。
「退屈？」
わかりきっ ているこ とを 問い掛けなが ら、そう して 極当たり
前の会話がで きること に、 今更ながらに わずかな 幸せ と、大き
な安堵を感じている自分をハウルは確かに自覚していた。
少し前まで は。当た り前 過ぎて、何の 感慨も抱 かな かったこ
とを。今はそ んな小さ な欠 片一つ一つも 、抱き締 めた い自分が
いる。その変 わりよう に思 わず笑って、 笑える自 身に 素直な驚
きも覚えていた。
今の生活に 、慣れる こと などはなくて 。感情は いつ だって収
まることを知らずに、こうして日々は感情のうねりの中にある。

「……わかっていることを聞くのね」
呆れたよう に、困っ たよ うに微笑みな がらも、 ソフ ィーはど
こか拗ねてい るようで もあ った。ハウル にそう見 えた だけなの
かもしれない。
けれどハウ ルは、そ の自 分の目に映っ たそのソ フィ ーの表情
を信じることにした。今となっては、そう、信じられるものは、
そうして自分の瞳に映ったものそれだけだった。
ただ、それだけ。
こうして自分の目の前にいる、ソフィー。それだけが、現実。
「ソフィー」
名を呼んでから、ハウルの頭に一つのことが思い浮かんだ。
顔中に笑顔 を浮かべ て、 背にしていた ドアから 数歩 歩いて、
枕によりかかっていたソフィーの横へと。
「散歩に行こうよ」
ハウルの唐 突なセリ フに は、ソフィー もある程 度は 慣れたつ
もりだった。 けれど今 のそ の言葉に、ソ フィーは 少し 目を丸く
したのち、ま るで幼い 子供 の冗談を聞い たかのよ うに 、大人し
い笑みを浮かべた。
「無理よ」
嫌ではなく、無理だという、そんな返答だった。
「……わたし、まだ一人じゃ満足に歩くこともできないのよ」
わかってい るでしょ うと 、苦笑しなが らソフィ ーは 言った。
もちろんわかっていると、ハウルは頷いてみせた。
長いこと眠 ったまま だっ たソフィーの 身体はと ても 弱ってい
て。ある程度 であれば 、そ れはハウルの 施した呪 いが 支えてい
たが、それはあくまでも「ある程度」に過ぎなかった。
魔法はあく まで人を 助け るものであり 、それで 全て を担うこ
とはできなか った。ハ ウル の施した呪い は、ソフ ィー の衰弱を

- 42 -

止め、支える 助けには なっ た。けれど確 かに彼女 は二 ヶ月もの
間眠りについ ており、 意識 を戻ってから 、徐々に リハ ビリを始
めたとはいっても、そう簡単に弱った身体は元には戻らない。
流れる時間の遅さを、ハウルはそこに見たような気がした。
弱っている ソフィー の姿 を見るのは、 正直苦痛 だっ た。以前
の、激しく怒 って笑っ て、 そんな彼女の 姿に慣れ きっ てしまっ
た自分には。ふとした瞬間に、思い出して切なくなる。
過去ばかり 振り返っ て、 それは今ここ に居る『 ソフ ィー』に
申し訳ないだろうと、そう思うことも無駄だった。
「一人じゃ、だろう？」
刹那の瞬間 、浮かび 上が る暗い感情は 無視する こと にした。
いつだって明 るい未来 を想 像することな んてでき なか ったけれ
ど、それでも 暗闇に囚 われ てはいけない と思った 。自 分の為に
ではなく、ソフィーの為にも。
「僕がいるじゃないか」
当然のよう に答えた ハウ ルに、ソフィ ーはわず かに 驚いたよ
うに目を丸く した。頼 って ほしいのだと 、言外に そう 言ったの
は、彼女には伝わっているのだろうか。
ソフィーは 聡い人だ った 。けれど同時 に鈍い人 でも あった。
そんな矛盾す るかのよ うな 両面も、確か にハウル が愛 した部分
だった。
「魔法を使うの？」
数日前、雪 景色を見 に行 った時のこと がよほど 頭に 残ってい
るようだった 。そんな に頻 繁に魔法は使 わないよ とハ ウルは緩
やかな微笑み を浮かべ なが ら首を横に振 った。ま るで 僕は魔法
を使う以外何 もできな いよ うだねと、心 の片隅で そん な皮肉め
いたことを考えて。
「少しでも歩 けるよう だっ たら、僕が支 えてあげ るか ら。無理

でも、あんた一人抱き上げてるぐらい何てことはないさ」
「……わたし、重いわ」
「何言ってるんだい」
ハウルは心 底から呆 れた 声を漏らした 。女性と いう のが、必
要以上に自分 のスタイ ルを 気にする生き 物だとい うの は知って
いたが、ソフ ィーがそ の台 詞を言うのは 全く持っ てお 門違いと
いうものだった。
数歩近づい て、布団 の上 のソフィーの 手をとる 。掴 んだ手首
は、記憶の中 の洗い物 をし ているそれよ りも、ず っと 細くなっ
ていた。その 細さが、 まる で彼女自身の 今の儚さ の表 れのよう
で、ハウルの背筋はわずかに震えた。
「ちゃんと食べてるの？」
無意識の内 に、声は 詰問 するかのよう な、いく らか 厳しいも
のになってい た。それ を、 自分の耳では なく、決 まり が悪そう
な若干怯えて いるよう なソ フィーの表情 で知る。 あぁ しまった
と、思ってもそれは後の祭り。
「……一日中ベッドの中じゃ、お腹も減らないわ」
目を伏せた ソフィー は、 明らかにハウ ルと視線 を合 わせない
ようにしてい た。掴ま れた 腕を引き戻そ うと力が こも る。ハウ
ルはそれに逆らうことはせずに、静かに手を放した。
「早く元気になってほしいから……食事はちゃんと食べて」
できる限り の優しさ をも って、ただ心 配してい るの だという
ことが伝わる ようにハ ウル は言った。怯 えさせて はい けない。
それでは、ま た元に戻 って しまう。心配 する気持 ちは 真実で、
そして今のこ の関係が 壊れ てしまうこと への不安 もま た真実だ
った。
「明日、キングズベリーで有名なケーキを買ってきてあげるよ。
あんたが好きなやつをね。甘い物は別腹だろう？」
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からかうか のような ハウ ルの声音に、 ソフィー はそ っと顔を
上げた。ハウ ルは自分 の浮 かべるこの笑 みが、一 般的 に女性に
どんな影響力 を及ぼす のか をよく知って いた。け れど こと、相
手がソフィーになるとわからない。
今だって浮 かべた笑 顔に 、ソフィーは 見惚れる など というこ
とはしなかっ た。こん なと ころばかり、 以前の彼 女と 全く変わ
らない。それ は嬉しい よう なそうでない ような微 妙な ところだ
った。少し首 をかしげ 、精 一杯の笑顔を 浮かべて ソフ ィーを見
つめる。安心 したよう に、 ソフィーもま た小さく 微笑 んだ。け
れどそれはハ ウルから 見れ ば、まだまだ ぎこちな い微 笑みだっ
た。
「じゃあ、ほら、行くよ。一応靴は履いてくれる？」
邪魔になら ないよう に、 隅に置いてあ った一足 の見 慣れた靴
は、当然では あるがハ ウル が自宅から持 って来た 物だ った。ソ
フィーの意識 が戻って から 、彼女の換え の夜着や 下着 を鞄に詰
めて持って来 るのは、 何と も微妙な気持 ちだった 。け れどそれ
以上に、受け 取ったソ フィ ーが一番複雑 そうな顔 をし ていた。
夫が妻の用意を持ってくるのは、ごく普通のことだというのに。
「……毎日ちゃんと履けるようになればいいのに」
上手く身体 が動かな いの か、ゆっくり とした動 作で ソフィー
は背中を曲げ 、慣れな い手 つきで靴を履 いた。ま だそ の靴に慣
れていないの かもしれ ない 。それは常日 頃彼女が 履い ていた物
だったのだけれど。
「すぐなるさ 。別に身 体は 健康なんだか ら。ちゃ んと 食べてよ
く眠れば、すぐにね」
壁にかけて あったコ ート 取ると、いつ ものよう にハ ウルはそ
れをソフィー の背中に かけ 、コートに包 まれたソ フィ ーをさら
に包むようにして抱き上げた。

「あの、いつもごめんなさい」
「何で謝るのさ？」
ハウルには 本当にそ れが わからなかっ たが、ソ フィ ーは心底
から申し訳な さそうな 顔を していた。そ んな顔は 見た くないの
にと、そう思 う自分が 勝手 なのだという 自覚はあ った が、それ
でもその思いを止めることはできそうにもなかった。
「早く、一人で歩けるようになるから」
「そりゃ、僕もそれを願ってはいるけど」
どうして彼 女が負い 目を 感じる必要が あるのだ ろう か。ハウ
ルはわからな かった。 いや 、本当はわか っていた 。け れどそれ
に気づかない ふりをし た。 その方がソフ ィーの為 だろ うと思っ
た。自分が気 づいてい ると いうことに、 彼女は気 づい ているか
もしれないけ れど。何 なの だろう、この ややこし い絡 まりあい
は。
ソフィーは負い目を感じている。
記憶を、失ったことに。
―――それは彼女自身の所為などではないというのに。
「あんたと歩いて散歩できるようになるのは楽しみだよ。でも、
こうやってあ んたを抱 き上 げていくのも 、実はけ っこ う好きだ
ったりするんだ」
冗談めかした顔を装って、それは確かなハウルの本音だった。
「……僕だけにしかやらせないで」
こうしてあんたを抱き上げるのは。
それは、僕だけに、許された。
夫婦として の共通の 思い 出も何もかも 失い、今 のソ フィーに
とっての自分 は、他の だれ とも同じ立場 になって しま った。そ
んな中で、こうした小さな一つ一つの出来事が―――今はただ、
それだけが、唯一感じることのできる拠り所になっていた。
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それは勝手な自分だけの思いだとわかってはいても。
目に見えな い愛情を 信じ ることはとて も難しか った 。けれど
今、その愛情 さえも無 くな ってしまった 今、何を 信じ ればいい
のかそれすらもわからなかった。
「……ハウル？」
腕の中で、 ソフィー はい つもよりも身 体を小さ くさ せて、ハ
ウルを見上げ ていた。 今の 彼女は、そう 簡単には 思っ ているこ
とを口に出さ ない。だ から こそハウルは 、その瞳 から 読み取ら
なければなら なかった 。そ れは時に難し く時にと ても たやすか
った。
「あぁ、ごめん。行こうか」
無理に愛情 を求める こと は、ソフィー に夫とし ての 愛をぶつ
けることはし てはいけ ない と思っていた 。それは ただ ソフィー
を追い詰める だけだろ う。 ただでさえ負 い目を感 じて いる彼女
を。けれど意識をしない瞬間、ふいにそれは溢れ出て。
相反する感情は、いつだってハウルの中に渦巻いて。
わずかな希 望でも信 じよ うと思い、絶 望を感じ 、愛 情を見つ
けようと躍起 になって 、今 はただ見守る しかない のだ と自分を
戒めて。
ぐるぐるぐるぐる。
それぞれに 色がある とし たら、きっと 複雑に混 ざり 合い、混
ざり合い―― ―そうし て最 終的には、そ れは真っ 黒に なってい
くのだろう。
黒く、黒く 。この瞬 間に も染まり掛け る心のざ わめ きを聴き
ながら、ハウルはゆっくりと窓の前まで歩いて行った。
「ここから出るの、好きね」
何度か経験 した今に なっ ては、ソフィ ーは初日 のよ うに怯え
ることはなくなっていた。けれど好きだとも聞いたことはない。

こうなってか らのソフ ィー は、好き嫌い をあまり 口に しないよ
うになってい た。我慢 強く なったわけで は決して なく て、ただ
遠慮をしているだけなのだろう。
「表玄関から出て行くのが面倒だからね」
「本当は入院 患者は、 外出 の際には担当 の看護婦 さん に許可を
もらってからじゃないといけないって」
「そんなの大丈夫さ」
意識一つで 開く窓。 何度 目にしても、 その度に ソフ ィーは目
を丸くする。 今日は雪 は止 んでいた。窓 枠に足を かけ 、次の瞬
間には、もう身体は宙へと浮かび上がって。
「僕は魔法使いなんだからさ！」
そう、言いながらも。
魔法ではど うにもで きな ことが多いこ の世界に おい て、魔法
なんてものに どれだけ の意 味があるのか 、ハウル にも それはわ
からなかった。

＊＊＊

その翌日、 ハウルは 言っ た通りキング ズベリー で有 名なケー
キを買ってか らソフィ ーの 元へとやって 来た。く るく ると巻か
れたチョコレ ートが上 に飾 られた可愛ら しいケー キを それぞれ
一つずつ食べ 、今度は 一緒 に食べに行こ うと約束 した 、それは
ハウルの小さな未来に向けての希望の光だった。
毎日毎日、 ハウルは ソフ ィーの病室の 扉を叩い た。 ソフィー
からは、また 来てとも 、も う来ないでと も言われ なか った。歓
迎されている かどうか なん てわからなか ったけれ ど、 嫌がられ
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ているとも思 えなかっ た。 どちらともつ かなかっ た。 ソフィー
の様子は、来 る者拒ま ずと いった表現が ぴったり なも ので、だ
からハウルは ソフィー の確 かな気持ちを 聞くこと はな く、ただ
ひたすら毎日彼女の顔を見ようと病院へ足を運んだ。
「今日は雪が降らないね」
ゆっくりと 引いた手 の先 に話しかける 。舗装さ れ、 雪かきの
された病院の 庭。無理 をし ない程度であ れば、ソ フィ ーは何と
か歩けるまで に回復し てい た。それはひ とえに、 自分 がいない
時間での彼女 の努力に よる ものなのだろ うとハウ ルは 思ってい
た。きっと外れてはいないはずだ。
「でも、寒いわ」
「冬だからね。春になったら暖かくなるよ」
やがて来る 春の光景 を、 ハウルは瞼の 裏に思い 浮か べること
ができなかっ た。去年 もそ の前も、確か に自分が 過ご してきた
一つの季節だというのに。
去年、ソフ ィーに出 会っ たのは、緑の 葉が生い 茂る 五月のこ
とだった。灰 色の服で びく びくとして。 今のソフ ィー は、あの
頃の様子と似ているような気がした。
そうだ。
今のソフィ ーも、あ の時 のソフィーも 。まだ自 分を 知らない
ソフィーであ り、その 点に おいて、二人 のソフィ ーは 共通して
いるのだから。
―――それならば。
ハウルは、 見ないふ りを しようと思い つつも、 浮か び上がっ
てくるわずか な希望の 光に 気づかずには いられな かっ た。勝手
な自分の心が 作り出し た、 願望の現われ とでもい うべ きものだ
と、わかっていながらも、それでも。
それならば、それならば。昔の彼女が自分に恋をしたように、

今のソフィー も、また ―― ―また、同じ 気持ちを 抱い てはくれ
ないものだろうかと。
馬鹿だ、と ハウルは 胸中 で呟いた。そ んな思い を抱 くのは馬
鹿げていると。
確かにソフ ィーはソ フィ ーだった。け れど彼女 から してみれ
ば、自分は「夫だと名乗る見知らぬ男」に過ぎないではないか？
出会い方も過 ごし方も 違う 自分達の間に 、再び愛 が芽 生えるこ
となどあるの だろうか 。あ ると信じたい 。けれど 言い 切ること
などは何もできない。
知らず繋い だ手に力 がこ もった。危な いからと 、今 は繋いで
いるこの手は 、いつま でこ のままなのだ ろうか。 いつ まで、繋
いでいることができるのだろう？
離したくないと思った。
けれどいつか、離さなければならない日はくるのだろう。
彼女が自分 に恋心を 抱か なければ、そ れはもう きっ とすぐ近
いうちに。何 も強要す るこ となどはでき ない。人 の気 持ちを、
変えることなんて。そんなことは、そう、だれにだって。
けれど、と、ハウルの胸の内に浮かぶものがあった。
今の彼女で あれば、 今の ソフィーであ れば、強 く自 分の意見
を言わない、 記憶を無 くし たことに怯え 負い目を 感じ ている彼
女ならば。もしかしたら、と浮かぶものがあった。
「……結婚、してるんだから」
思わずもれ た囁くよ うな 呟きは、積も った雪に 吸い 込まれ、
ソフィーの耳に入ることは無かったようだった。
愚かだと思 いながら も、 ハウルは浮か んだ悪魔 の誘 惑を完全
に振り切るこ とができ なか った。その台 詞をソフ ィー に言えば
どうなるのだ ろう。結 婚し ているのだか らと。自 分達 は正真正
銘の夫婦なのだから、一緒にいなければならないのだと。
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それは紛れも無い事実でありながら、歴然とした強制だった。
言ってはいけ ないと頭 では わかっている 。そんな こと は言うべ
きではない。 記憶を無 くし 、真っ白にな った彼女 には 、そこか
らまた選ぶ人 生という のが あるのだろう 。それを 自分 の気持ち
一つで、彼女 のこれか らの 人生全てを決 めること だな んて。そ
んなことはやってはいけないことだ。
そう思えば 思うほど 、ハ ウルは繋いだ 手の温か さを より一層
感じて切なく なった。 一度 知ってしまっ たこの温 もり を、どう
して忘れられ るという のだ ろう。忘れら れるはず など ないと思
った。忘れる ことがあ ると すれば、それ は恐らく 自分 もまた記
憶を無くした 時だろう 。あ ぁ、いざとな れば、全 ての 記憶を消
してしまえば いいのだ ろう か。自分の思 考がどん どん と、暗闇
の方へ引きず られてい くの がわかったが 、ハウル には どうする
こともできなかった。
目の奥がつ んと痛く なっ た。けれど涙 は出ない 。泣 きたい時
に上手く泣け ない。そ もそ も、今自分が 泣きたい と思 っている
のかすら、ハ ウルには よく わからなかっ た。感覚 は自 分自身と
はわずかにずれた、少し遠いところにある。
「……わたし、いつ退院できるのかしら」
身体から抜 け出たよ うな ハウルの意識 を、戻し たの は独り言
ともとれるソ フィーの 小さ な呟きだった 。それは 本当 に小さな
声で、けれど 聞き逃す こと などはなく、 ハウルは 前を 向いてゆ
っくりと歩き続けながら、引いた手の先に言葉を返した。
「もうこうや って歩け るん だから、あと 少しで退 院で きるはず
だよ」
記憶喪失ばかりは、いくら入院したって治らないんだからね。
言いかけた言 葉は飲み 込ん だ。けれどわ ずかな反 抗心 で、唇の
動きだけでそう呟いた。

「記憶喪失は治らないものね」
まるで自分 の言外の 言葉 がわかったか のような ソフ ィーの台
詞に、ハウル は一瞬足 を止 めそうになっ た。結局 は止 まらず、
一定の距離を保って歩き続けたけれど。
「病院だと退屈だろうからね。嬉しいだろう？」
「そうね」
ソフィーの 台詞はそ のま ま聞けば、ハ ウルの言 った 言葉に対
して頷いてい るようだ った が、その声音 は本当に 退院 すること
を嬉しいと思 っている のか どうかよくわ からなか った 。まるで
他人事のように。彼女にとって、
『ソフィー』のことは、ある意
味本当に他人 事なのか もし れない。自分 のことだ とは 、まだ思
えないのだろうか。
それからま た会話は 途切 れ、二人は黙 って道を 歩い た。居心
地が悪いとは 不思議と ハウ ルは思わなか った。た だ、 心がずっ
と急いていた。
退院するこ とになっ たら 、ソフィーは どうする のだ ろう。少
し前から気に なりだし たそ の疑問。それ をソフィ ーに ぶつける
ことができなかった。どうするのだろう。どうしたいのだろう、
ソフィーは。
自分には決 定権など は何 も無いとハウ ルは思っ てい た。だか
ら医者に尋ねられた時も、ハウルは素直にわからないと答えた。
それを医者は 、まだ先 のこ とは決めてい ないとで も思 ったのだ
ろうか。違う のだ。ハ ウル はわからなか った。知 らな かった。
わかっている ことがあ ると すれば、自分 はソフィ ーの 出した結
論にそのまま 従い、そ して 彼女が自分達 の家へは 戻っ てこない
と言ったとし ても、黙 って それに頷いて 、恐らく は精 一杯の虚
勢で、笑顔で 見送るだ ろう ということだ けだった 。そ うしてそ
の後は、空っぽのまま生きていくのだ。ただそれだけ。
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悲しいとは 思わなか った 。そんなもの は、最早 とっ くに通り
過ぎてしまっ ていたの かも しれない。じ わりじわ りと 、ゆっく
りとけれど確 実に広が って いくそれは、 悲しみで はな く絶望と
いう名を持っているのかもしれなかった。
周りに積ま れた雪を 見て 、しばらく前 、ソフィ ーに 行きがけ
の花屋で買っ たスノー ドロ ップをプレゼ ントした こと を思い出
した。その時 の希望は 、確 かに自分の中 に存在し てい る。だか
らこそ、こう して毎日 見舞 いにも来る。 もしかし たら 、何か思
い出している かもしれ ない 。そうでなく とも、笑 いか けてくれ
るかもしれな い。そん な希 望を胸にして 。抱き続 けて 。けれど
それはいつま でも、こ の身 に留まっては いないも のな のだ。毎
日毎日、少し ずつ減り 続け ―――いつに なれば無 くな ってしま
うのか、それはハウル自身にもわからぬまま。
「ねぇ」
「何だい？」
「―――わたし、退院したら、どうすればいいの？」
足は自然と止まってしまった。
瞬きをする ことも忘 れて 、ハウルはじ っと庭中 を覆 っている
雪を見つめ続 けた。寒 さは 感じない。寒 いとすれ ば、 それはき
っと、ずっとずっと心の奥が。
振り返って 、戸惑っ たよ うに自分を見 つめてい るソ フィーの
瞳を捕らえた 。ただ答 えを 待つだけの彼 女は、ど こま で残酷に
なれば気が済むのだろう。なじりたくなった。
「それを、あんたは、僕に聞くの？」
例えばもし ここで、 今ま で住んでいた 自分達の 家へ 来るよう
にと言えば、 きっとソ フィ ーは頷くのだ ろう。ハ ウル に言われ
たそのままに。他の選択肢など無いとでも言うかのように。
それはある いは、都 合の いいことなの かもしれ ない 。ソフィ

ーを失うこと を思えば 。け れど同時にと てもとて も残 酷なもの
だった。そう して一緒 に暮 らすうちに、 記憶を取 り戻 すか、そ
うではなくと も、ソフ ィー がハウルにま た恋をす れば いい。夫
婦として暮らすことができるだろう。
けれどそうでない場合は。一体、どうなるというのだろう。
夫婦ではな く、家族 では なく、ソフィ ーはまた 一か ら、けれ
どハウルは以前 の記憶を想 いを引きずった まま――― そうして、
暮らせと？ いつどん な形 で終わりがく るのか、 それ すらもわ
からない不明な未来だけを待ちながら。
拷問だと思った。それ以外の何物でもなかった。
しかしだか らといっ て、 ソフィーに他 所に行け と、 そう言う
ことなんてもちろんできるはずもなかった。
どうすれば いいのか わか らない。正解 なんても のは どこにも
ありはしなか った。道 はた くさんあって 、どこに も進 みたくな
どはないというのに、けれど止まることは許されず。
どうしてなのだろう。
どうして、こう、なってしまったのだろう。
「ソフィーは、どうしたいのさ」
声は自分でも驚くほど、冷たく硬いものだった。
「……どうしたいのかわからないから、聞いてるじゃない」
「へぇ？」
何てずるい 女なのだ ろう ！ ハウルは 嘲りたく なっ た。実際
に笑いが、口 から漏れ てい たのかもしれ ない。ソ フィ ーは目を
伏せ、ハウル とは視線 を合 わさないよう にしてい た。 それは今
のソフィーの癖だった。そうやってすぐに視線を逸らす。
目を逸らしたって、現実なんて何も変わらないんだよ。
そう言ってやりたくて仕方なかった。
「わからない から、僕 に答 えを求めるの ？ ねぇ ソフ ィー、他
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でもない自分 のことな んだ よ。その決定 を僕にさ せる のは、お
門違いってものなんじゃないの？」
「だってあなた、わたしの夫だって……」
「そんなこと思ってもないくせに」
まずい、と頭の中で警鐘が鳴っていた。この会話はまずいと。
どこかでこの 流れを止 めな ければ、きっ とひどい こと になるだ
ろうとわかっていた。
どうしてか ソフィー を傷 つけたくてた まらなか った 。傷つけ
て、ぼろぼろ にしてや りた いと思った。 それはき っと 、八つ当
たりというも のなのだ ろう 。彼女を傷つ けること なん て、本当
であればもっとも許せない行為だというのに。
おかしい。自分は、おかしい。ハウルはそれに気づいていた。
いつからなの かも。ソ フィ ーを失うかも しれない と、 そう思い
始めた日から、歯車が狂い始めてきている。
「……ごめん」
言い過ぎた ことに対 して の言葉のつも りだった が、 本当は違
うような気が した。そ んな ことではなく 、もっと 他の 何か。け
れどそれが何であるのか、ハウル自身にもわからない。
「ただ、僕が 言いたい のは ……確かに僕 はあんた の夫 だけど、
でもあんたは それを覚 えて いないだろう ？ それ を責 めたいわ
けじゃなくて 、ただ、 ソフ ィーがしたい ようにす れば いいと思
ってるんだ。 自由にし てい いんだよ。夫 だってこ とで 、僕はあ
んたを縛り付けたくないんだ」
紛れも無い 本心を言 って いるだけなの に、どう して それがこ
こまで安っぽ く聞こえ てし まうのだろう 。言い方 が悪 いのか、
それとも―――これは本当の本心ではないのだろうか。
「何なら、離婚したっていい」
今のこの状 況におい て、 夫婦であると いうこと が、 唯一の自

分達の繋がり だと思っ てい た。けれど同 時に、今 の自 分達の何
が夫婦なのだろうとそうも思う。
「ソフィーの好きにすればいいんだ」
それはソフ ィーの自 由意 志を尊重して いるよう で、 決定権を
全て彼女に委ねているだけのような気もした。
ただ退院の 話をして いた だけだという のに、ど うし て離婚な
んて話が出て くるのか わか らないと、ソ フィーの 顔は 正直にそ
う言っていた。ハウルに恋をしているわけでもないソフィーは、
別段ショック を受けて いる わけではない だろう。 ただ 驚いて、
そして戸惑っている、ただそれだけ。
ソフィーの 変わらな い反 応に、それは 十分予想 して いたもの
だというのに 、痛みを 覚え ている自分が いて、ど うし てこうな
んだとハウル は吐き気 を覚 えた。形だけ でも嫌が って くれれば
いいのにと、そんなことを思ってしまって。
「……ハウルは、どうしたいの？」
「どうしたいって？」
おずおずと 問いかけ られ 、ハウルはそ の問いに どう 答えれば
いいのわからなかった。
「わたしと、どうしたいの？」
「……それは」
もしソフィーが、
「わたしにどうしてほしいの」と問いかけて
きたのなら、 ハウルは すぐ さま何かしら 答えるこ とが できただ
ろう。きっと 、彼女か らす れば冷たいと 思われる よう な答えを
返したはずだ。
けれどソフ ィーは、 そう 問いかけてき たわけで はな かった。
どうしたいの 、と。そ れは ハウルの意思 を尋ねて きて いるもの
だった。
どうしたい 。どうす れば いいのかなん てわから なか った。し
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かし、どうしたいのと聞かれれば、そんなことは。
それは十分 に残って いる 、そしてこの 先も消え るこ とはない
だろうと思う 彼女に対 する 愛情ゆえのこ とでもあ って 。今まで
通りの日々を と、そう 渇望 する心と。も しかした らそ の内に、
記憶だって戻 るのでは ない かと希望を持 って。そ うは ならずと
も、それでもただ傍にいてくれればいいと。
あぁ、そんな思いが、ただただ混ざり合って。
「―――ソフィーと、一緒にいたいんだ」
例え彼女が 記憶を無 くし ても。自分の ことなど 、す っかり忘
れてしまって も。そん なこ とは関係なく 、ただひ たす らに共に
居たいとそう願う。
それは今の ソフィー にと っては、迷惑 なだけな のだ ろうと思
っていた。嫌 われては いな いだろうが、 好かれて いる とも思え
なかった。だ からハウ ルは いつだって、 熱心にソ フィ ーの元に
通いながらも、どこか一線を引いてソフィーを見ていた。
「わたし」
ソフィーは、目を伏せてなんかいなかった。
少し痩せた顔を上げ、ハウルを、真っ直ぐに見つめていた。
「あなたが望むことをしたいわ」
どうしてソ フィーが そん なことを言っ てくれた のか 、ハウル
はわからない。ただの同情だったのかもしれない。夫と名乗る、
周りの人もそ う言うハ ウル に、哀れみを 覚えてい るだ けなのか
もしれない。 ソフィー は情 にほだされや すい性格 をし ているの
だから。根本 的な部分 は何 も変わっては いない。 その 可能性は
十分にあった。
それでもそ んなこと は関 係ないとハウ ルは思っ た。 同情なん
かではないと思った。例えそれでもいいと思った。
ただ大事な のは、ソ フィ ーがそう言っ てくれた とい う、それ

だけだった。ハウルにとっては。ただ、それだけ。
抱きしめた いと思っ たけ れど、今はま だ、それ はで きなかっ
た。変わりに 繋いだま まの 手を、両手で ぎゅっと 握り 締めた。
改めてその手の小ささを感じて、胸の奥が熱くなった。
「……僕達の家に来てくれる？」
懇願するように、言った。
ソフィーは言葉ではなく、小さな笑顔で、頷いた。

＊＊＊

「珍しいこともあるもんだね」
机の上に積 み上げら れた 色々な物の中 から、と りあ えず元の
しまい場所がわ かる本を数 冊手にとりなが らマイケル は呟いた。
呟きはだれに 向けたも ので もなかったが 、この場 には 今マイケ
ルの他にはカ ルシファ ーし かおらず、火 の悪魔と いう 身分に関
わらず案外律儀な彼は、定位置である暖炉の中に鎮座しながら、
マイケルの独り言にもきちんと返事を返してきた。
「少なくとも 、おいら がハ ウルと出会っ てから、 あい つの口か
らあんな言葉を聞いたのは初めてだね」
「ってことは、初めてなんじゃない？」
何せこの家 において 、カ ルシファーが 一番ハウ ルと 付き合い
が長いのであ るし、そ の上 カルシファー は長いこ と契 約で暖炉
に縛り付けられていたのだから。
言われずと もわかっ ては いたことだが 、改めて 師の すごい一
面を見てしま ったよう で、 マイケルは何 とも言え ない 気持ちに
なった。
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「……あのハウルさんが、掃除をしようだなんて」
思い返して みても到 底信 じられる言葉 ではなか った 。もし聞
いたのが自分 一人であ った のならば、マ イケルは 自分 の耳を疑
ったことだろ う。けれ どそ の場にはカル シファー もい た。マイ
ケルはその瞬 間、確か に、 カルシファー と目を合 わせ たのだか
ら。
そう言った ハウルは 、居 間に溢れてい た自分の 私物 を両手い
っぱいに抱え 込むと、 階段 を上って自室 へと入っ てい った。時
たま物音が聞 こえてく ると ころからする と、悪戦 苦闘 して様々
なガラクタを、どうにかしまおうとしているのだろう。
「どうして、いきなり掃除なんて始めるんだろう」
「わかってるんだろ？」
それはそう だった。 言わ れなくともわ かってい る。 それでも
あの瞬間には 理解でき ず、 すぐさま「ど うしてで すか ？」とマ
イケルはハウ ルに尋ね たの だが、ぬるぬ る交わす こと が上手い
師匠は、言葉を濁して階段を上がっていったのだ。
あの掴み所 のない魔 法使 いを動かせる のは、世 界で 一人だけ
だった。それはきっと、あの五月祭から。
「……ソフィーさん、帰ってくるんだね」
手にした本 を本棚に 戻し ながら、マイ ケルはカ ルシ ファーに
背中を向けたままそう言った。
「嬉しくないのかよ？」
「そうじゃないよ」
間違っても そんなこ とで はないと、マ イケルは 声音 を強めて
そう言った。 ソフィー 。母 のような姉の ような、 言葉 では上手
く表すことが できない けれ ど、それ以上 に家族だ と思 っている
大事な人。
ソフィーの 意識が戻 った あの日から、 マイケル も何 度か見舞

いに行った。 一人で行 くこ とはなく、大 抵はマー サと 一緒だっ
た。マーサと マイケル を見 て、ソフィー は初め戸 惑っ たようだ
ったが、妹と 名乗る可 愛ら しいマーサの 様子に、 いつ も持ち込
まれるチェザ ーリの美 味し いケーキに、 すぐにソ フィ ーも打ち
解けた。マー サは執拗 にソ フィーに何か 思い出し たこ とがある
のか等といっ たことを 聞く ことはなかっ た。親し い友 人を訪ね
るかのような 態度で、 いつ もにこにこと 優しい笑 顔を 浮かべ、
ソフィーの病 室の扉を 叩い た。だからこ そソフィ ーも マーサに
は笑顔を見せ ていたの だろ う。そして、 そのマー サに いつも同
行するマイケルに対しても、ソフィーは好意的だった。
思い出した 最近のソ フィ ーの様子は、 いつだっ て優 しげな笑
顔を浮かべ、 マーサの 冗談 に笑い、楽し げにケー キを 食べてい
るというのに 、どうし てか マイケルの胸 にはツキ ンと した尖っ
た氷のような 痛みが走 った 。それはソフ ィーの前 では 決してみ
せない、けれ ど時たま 浮か べるマーサの 泣きそう な顔 が脳裏に
こびり付いて 離れない から なのだろうか 。それと も― ――それ
とも、自分を 見るソフ ィー の目が、以前 とはどこ か、 変わって
しまったからなのだろうか。
掃除の途中 ではあっ たけ れど、どうし ても動き たく ない気分
で、マイケル は本棚に 頭を ぶつけながら 、じっと 足元 を見つめ
た。自分にで きること など は何もないよ うな気が した 。無力感
に襲われてしまったかのような。
ハウルは一 体どんな 気持 ちなのだろう と、マイ ケル はそれを
考えた。今日 もずいぶ ん長 いこと風呂に 入り、そ して ソフィー
の見舞いに行 き、帰っ てき てすぐに掃除 をすると 宣言 したあの
師匠は。何を思い、何を感じながら、今生きているのだろう。
辛いのは自 分だけで はな いとわかって いる。実 の妹 のマーサ
の方が、旦那 であるハ ウル の方が、ずっ とずっと 自分 より辛い
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思いをしているのだろうと容易く予想はできる。けれどいくら、
自分と比較を して考え たと ころで、だか らといっ て自 分の辛さ
が半減するわ けでも何 でも なかった。感 情の重み を比 べたとこ
ろで、結局は何も変わらないのだから。
『今日も来てくれたのね。ありがとう』
ぽっかりと 時間が空 いた 、しばらく前 のある日 、花 畑に行っ
てソフィーが 好きだと 言っ ていた花を摘 んで、そ れを 持ってソ
フィーの見舞 いに行っ た。 声は全く変わ らないと いう のに、ど
こか他人行儀 に感じら れる 言葉を受け取 って、マ イケ ルはどう
しようもないほど泣きたくなった。
だからだろうか。一人で、ソフィーの元に行きたくないのは。
どうしようも ないくら い泣 きたくなって 、けれど 上手 く泣けな
いから。
ハウルは毎 日のよう に病 院へ出かけて いて、そ れを 見ると余
計に行き辛く なった。 ソフ ィーがまだ眠 っていた 頃、 見舞いに
行くようにと 諭した自 分が 、まるで遠い 人のよう だっ た。そし
て同時に自分 の愚かさ にも 気がついて愕 然とした 。そ れは漠然
とした愚かさだった。
どんどんど んどん、 嫌な ことばかり思 い出して いる ような気
がした。まる で何かに 急き 立てられるよ うに、心 ばか り焦って
いるのに、実 際にでき るこ となどは何も なくて。 焦燥 感ばかり
が身を焦がす。
本棚から頭 を離して 、あ ぁ掃除をしな ければと 、マ イケルは
何とか意識を戻そうとした。
「ハウルさん、どうして魔法で片付けないんだろうね」
些細なこと から何ま で、 面倒だと言っ ては魔法 で片 付けるよ
うな人だとい うのに。 そう してそんな場 面を目に する 度に、何
でもないよう な顔をし なが ら使う魔法が 、自分に はま だとても

使えないもの だとわか り、 マイケルはハ ウルの魔 法の 才能に感
服した。その使い道は色々あれだったけれど。
「魔法で掃除すると嫌がるからだろ」
嫌がるのがだれかなんて。
それはもちろん。
「……ソフィーさんのことばっかりだね」
「何だよ、ほっとかれて寂しいのかよ？」
けけけっと からかう よう に笑う声が返 ってきた 。そ んなんじ
ゃない、とマ イケルは 首を 横に振った。 放ってお かれ ることに
寂しさを覚え るような 年で はない。それ に良くも 悪く も、マイ
ケルは一人に なること に慣 れていた。だ からこそ 感じ る寂しさ
というものもあったけれど。
「僕はどうすればいいのかな」
「何がだよ？」
「だから、ソフィーさんが戻ってきたら」
目についた 本の順番 を揃 えながらマイ ケルは言 った 。確かに
聞こえている はずだと いう のに、カルシ ファーの 返事 は無い。
どうしたのだ ろうと振 り返 ると、暖炉の 中、暖か い光 りに自身
を燃え上がら せながら 、意 味ありげな視 線を送っ てき ている火
の悪魔がいた。
その瞬間、 自分がど れだ けバカなこと を言った のか というこ
とに気づいて 、マイケ ルは 今すぐこの場 から逃げ 出し たくなっ
た。カルシフ ァーは何 も言 わない。それ が一番辛 かっ た。けれ
ど言葉では何 も言わず とも 、その視線が 何よりも 雄弁 に語って
いた。
片手で口元 を覆って 、マ イケルは足元 を見た。 二階 で聞こえ
る物音に、あ ぁハウル さん ごめんなさい と、マイ ケル は胸中で
そう呟いた。謝らずにはいられない気持ちだった。
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消えてしま いたいと いう のは、多分こ んなこと を言 うのだろ
うと、まだまだ大人になんてなりきれない心でそう思った。
「また騒がしくなるな」
そんなマイ ケルの気 持ち がわかったの か、マイ ケル の呟きは
さらりと流し て、まる で世 間話をするか のような 声音 でカルシ
ファーは言っ た。また 騒が しく。なれば いいと切 に思 う。また
騒がしい日々が始まるのなら、それは何て何て幸せな。
「……なるように、がんばらないとね」
待っている だけでは ダメ なのだ。何が できるの かな んてこと
はわからない 。それで もき っと何か、で きること はあ るのだろ
うと思った。自分にしかできない何かが。
元には戻れ なくとも 、そ れでもここで 共に寝起 きを して、食
事をとって、 笑って、 居ら れることがで きれば― ―― それだけ
でも、それは大きな支えになるような気がした。
「とりあえずは、片付けないと」
以前から少 しずつ片 付け てはいたもの の、それ では ハウルの
汚し癖には到 底敵わな かっ た。けれど今 は、汚す 当の 本人が片
付ける気になっているのだから。
二階の物音 に耳を済 ませ る。ガラクタ が一気に 雪崩 れを起こ
したような音 が聞こえ て、 マイケルは口 元に小さ な笑 みを浮か
べた。
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【

５

】

「ここまで来 ると、実 際に 長かったのか 短かった のか 、よくわ
からないんだ」
手を引きな がらそん なこ とを言うハウ ルは、苦 笑め いた笑み
を浮かべてい た。ハウ ルが 言う「来る」 というの が、 実際の距
離ではなく今 までの時 間だ ということは 、その声 音か らソフィ
ーにもすぐにわかった。
「ソフィーはどう？」
尋ねられて も、いつ もの ことで、よく わからな かっ た。見慣
れない風景を眺めながら、ただ、首を横に振る。
「ずっと病院にいるのは、退屈だとは思ったけど……」
自分の今ま での人生 の始 まりは、あの 病院で目 覚め たその瞬
間からであり 、そうし て今 までの時間を 過ごして きた のもそう
だった。それ 以外の時 を、 場所を、ソフ ィーは知 らな い。かつ
ては知ってい て、今は それ を忘れている だけなの だと ―――何
度そう言われ ようが、 ソフ ィーは心から 納得など はで きなかっ
た。嘘だとし か思えな い『 自分の記憶』 が他人の 口か ら語られ
る。それは何とも形容のしがたい気持だった。思い出すだけで、
胸の奥にどくっと鈍い痛みが走って行く。
「本当に、馬車を使わなくて良かったの？」
ソフィーの 表情が曇 った ことに気づい たのか、 ハウ ルはすぐ
さま話題を変 えた。わ ざと らしくない態 度で、本 気で 気遣う素
振りを見せる ハウルに 、ソ フィーはゆっ くりと頷 いた 。意識し
て、小さな笑顔を浮かべて。
「大丈夫。いつもあなたは歩いて来てくれてたんでしょう？
それに、マイケルだって」
「そりゃ、僕達はね。だけどソフィー、あんたは―――」

その後に続 く言葉を 聞き たくなくて、 ソフィー は強 い口調で
言った。
「わたし、平 気よ。身 体は どこも悪くな いって、 ハウ ル、あな
たも知ってるでしょう？」
「もちろん、知ってるよ」
思いの他素 直にハウ ルは 頷いた。けれ どその声 音が 、すぐさ
ま「だけどね 」と続け そう なことを悟る と、ハウ ルが 口を開く
前にソフィーは畳み掛けるようにして言った。
「わたしはち ゃんと、 自分 で無理をしな いように は気 をつけて
いるつもりよ 。もっと も、 無理をしたく てもでき なか ったのが
今までの生活 だけど。 だか らね、今日か らは病院 では なくて、
あなた達と一 緒に暮ら すわ けでしょう？ お荷物 にな んてなり
たくはないし、それに、早く家までの道ぐらいは覚えたいもの」
だからソフ ィーは、 病院 から家までの 間を馬車 で移 動するこ
とを拒んだ。 ハウルが 自分 を気遣ってく れている のは 痛いほど
にはよくわか る。けれ ど過 度な心配性だ としか思 えな かった。
病人扱いされることにも嫌気が差していた。
「……頑固なところは変わってないね」
呆れたように 笑ってハウ ルは独り言めい た呟きをも らしたが、
ソフィーはそ の呟きに 、ま すます胸の奥 の痛みが 大き くなるの
を感じた。そ れがどん な種 類の痛みなの か、ソフ ィー にはもう
わかっていた 。記憶を 失う 前の自分。そ れを考え るだ けで、こ
んなにも。
退院したこ とを素直 に喜 べないのは、 だからな のか もしれな
い。いや、き っとそう なの だ。普通の病 気と違っ て、 退院した
からそれで終 わりとい うわ けではないの だから。 何も 終わった
わけではなく 、むしろ ここ からが本当の 始まりな のか もしれな
いとさえ思う 。終わり など はだれにもわ からない 。も しかした
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ら、無いのかもしれない。
一生このま まなのか と、 考えただけで ソフィー の背 筋に寒気
が走った。そ れは体中 に伝 染して行き、 奥底から 次々 と震えに
襲われた。怖 かった。 過去 を思い出さな いことよ りも 、そうし
て、誰でもない人生を歩む自分が怖かった。
「ソフィー、寒い？」
心配そうな 声に、そ うで はないと答え るよりも 早く 、もう一
枚上着をかけ られた。 見る と、それはハ ウルの羽 織っ ていたそ
れだった。
「これじゃ、あなたが……」
「僕はいいから」
有無を言わ せぬ声だ った 。でも、とさ らに言葉 を続 けようと
しても、それはハウルの深い笑みに飲み込まれてしまった。
ずるい、と ソフィー は思 った。具体的 には、何 がど うずるい
と思ったのか は、自分 でも よくわからな い。けれ どな ぜか、ハ
ウルを見ていて、そう思わずにはいられなかった。
「もうすぐだよ」
明るい笑顔 でそう言 われ 、ソフィーは 黙って頷 いた 。きっと
何を言っても 、ハウル は聞 きはしないの だろう。 先ほ どハウル
は自分のこと を頑固だ と言 ったが、それ はハウル もそ うだろう
とソフィーは 思った。 もっ ともそんなこ と、言え るは ずはなか
ったのだけれど。
「ここはキン グズベリ ーだ よ。僕の勤め 先もここ 。ま ぁ、今は
自主的に休職中だけど」
ハウルは笑 いながら 言っ た。休職中と いうのは 、毎 日自分を
見舞いに来て くれたこ とか らもよくわか る。一瞬 ソフ ィーは、
自分の所為か と、そん な気 に陥ったが、 けれどハ ウル が心底か
ら「休職中」 なことを 嬉し がるそぶりだ ったので 、そ んな気も

一瞬で消え失せた。それはいいことなのかどうなのか。
「僕はキング ズベリー がわ りと好きなん だけど、 あん たはあん
まりそうじゃなかったな。賑やか過ぎて嫌なんだってさ」
「あんまりそんな感じは……しない、けど」
賑やか過ぎ だなんて こと は思わなかっ た。好き か嫌 いかはよ
くわからない 。好きに なる 要素も嫌いに なる要素 も特 に見つか
らなかった。
「ここは中心 部からは ずい ぶん離れた所 なんだよ 。王 宮の近く
になれば賑や かなもん だよ 。今度連れて 行ってあ げる 。あぁ、
でもあんたに は、ここ より もがやがや町 の方がい いか な。あん
たの生まれ育った町だからね」
ソフィーは 返事に困 った が、ハウルは ソフィー の返 事などは
別に期待して はいない よう だった。ただ 言いたか った だけなの
だろう。
まるで観光 案内をし てい るかのように 、ハウル はぺ らぺらと
キングズベリ ーについ ての あれこれをし ゃべって いっ た。歩き
ながら、周り の建物に つい ての説明等を するので はな く、ただ
自分の思いつ いたもの しゃ べりたいこと を好き勝 手に 言ってい
るだけだった 。おかげ でソ フィーは、ハ ウルの言 った ことの十
分の一も理解することはできなかった。それよりもソフィーは、
道を覚えることの方が大事だったのだ。
ハウルはソフ ィーの意見 を求めるような ことはなか ったから、
その点はソフ ィーには 楽だ った。以前の ようにハ ウル としゃべ
ることを苦痛 に思うよ うな ことはなかっ たが、そ れで も何と答
えればいいのか迷うことは多々あった。
景色はだん だんと変 わり 、遠くに高い 煌びやか な建 物が見え
るようになっ た。あれ が王 宮だろうか。 あんな所 で、 この人は
どんな仕事を している のだ ろうかと、ソ フィーは ちら っと隣を
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歩くハウルの顔を盗み見た。前を向いてひたすら歩くハウルは、
どこを見てい るのかよ くわ からなかった 。ただひ たす らに口を
動かしている ハウルは 、と ても楽しそう なのだけ れど 、沈黙に
なるのを恐れ ているよ うな 気もした。い や――― 。違 う。この
まくし立てる ような言 葉は 、それは、ソ フィーに 口を 挟ませな
いためなのだと。
「ハウル」
「あぁそれで ね、そう 、あ そこにあるカ フェ。あ そこ もなかな
かに美味しいんだよ。……っと、間違えた、あそこじゃないよ。
あっちかな。あっちの裏かもしれない。うんそれで」
「ねぇ、ハウル」
先ほどより もいささ か強 く名前を呼ん だ。ハウ ルは 一瞬だけ
動きを止めると、ソフィーに顔を向けないまま、
「……何？」と
小さく声を上げた。
「わたし、あなた達の家のこと、何も知らないわ」
ハウルの口 はいつだ って よく回ってい た。ソフ ィー があまり
しゃべらない 分を補う かの ように、いつ だって笑 顔で 口を開い
ていた。
けれどその ハウルの 口か ら、住む家が どんな物 なの か、どん
な暮らしをし ているの か、 そんなことを 聞いたこ とは 一度も無
かった。どう してかと それ を今まで不思 議に思っ たこ とも無い
自分が、今ソ フィーは 不思 議だった。ど うして気 づか なかった
のだろう。
わかってい るのは、 キン グズベリーに 家がある とい うことぐ
らい。それだ って、今 こう して歩いてい るのだか らそ うだとわ
かったぐらい で、ハウ ルの 口から聞いた ことなど は何 一つも無
いのだ。
「マイケルと二人で住んでるのよね？」

「……あぁ、うん、まぁ、見ればわかるから」
そんなことはわかっている。それを言われては身も蓋も無い、
とソフィーは思った。見る前にある程度のことは教えてもらい、
心の準備をし たいとい うこ とが、ハウル にはわか らな いのだろ
うか。魔法使いというのは、そんなものなのだろうか？
「ほら、ここだよ」
問い詰めよ うかどう しよ うか、ソフィ ーがしば し悩 んでいる
間に、どうや ら家に着 いて しまったよう だった。 ハウ ルの指し
た指の先に、 ソフィー は眉 を寄せた。そ れは普通 の家 だった。
普通すぎた。 ごくごく 平凡 なレンガとご くごく平 凡な 造り。一
般市民の家その物だった。
「……ここが、あなたの？」
「そう。どうかした？」
「いえ、べつに」
まさか、平 凡すぎる 家だ から驚いたな どとは言 えな かった。
豪華な屋敷を期待していたわけではないが、けれどソフィーは、
こんな普通の 小ぢんま りと した家を想像 してもい なか った。何
せハウルは王 室付きの 魔法 使いで、いつ も着てい る服 だってそ
れは見事なも のだった のだ から。服装と 家が一致 して いないよ
うな気がして 仕方なか った が、それを言 うのはは ばか られた。
個人の自由だ と言って しま えばそれまで なのだし 、そ れにもし
かしたら、王 室付きと いっ てもそれほど 給料はよ くな いのかも
しれない。弟 子だとい うマ イケルだって 、地味な 服を 着ていた
わけだし。
「普通の家だからびっくりした？」
魔法使いというのは、人の心を読む特技でもあるのだろうか。
それともこのハウルだからこそ？
ソフィーは びくっと 身体 を震わせハウ ルの顔を 見上 げた。ハ
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ウルは少しお かしそう に微 笑んでいた。 気分を害 した わけでは
なさそうだった。ソフィーはそれにほっとした。
「大丈夫。後 でちゃん と、 魔法使いらし くびっく りさ せてあげ
るから」
ソフィーが その言葉 につ いて言及する よりも先 に、 ハウルが
扉を開ける方が早かった。「帰ったよ、マイケル、マイケル！」
と、うるさく 名前を呼 びな がら。ソフィ ーはその 後に 続いて、
ゆっくりとハウルの家の中へと入っていった。

すすめられ た椅子に 腰掛 けて、ソフィ ーはわか らな いように
視線だけを動 かして家 中を 見回した。あ からさま にき ょろきょ
ろとするのは 失礼だと 思っ たのだ。けれ どそんな こと は、ハウ
ルの前では無意味だったらしい。
「ソフィー。 あんたが 好奇 心旺盛なのは 知ってる よ。 後で好き
に見て回って いいから 、今 はとりあえず 温かいお 茶で も飲んで
身体を暖めておくれ。寒い中歩いて来たんだから」
寒い中歩い てきたお かげ で、これ以上 顔が赤く なる ことはな
いのが救いだ った。俯 いた ソフィーの前 に、ハウ ルの いれてく
れたお茶が置かれた。
「好きに見て回っていいの？」
自分が好奇 心旺盛な のか どうかはわか らなかっ たが 、これか
ら住むことに なる魔法 使い の家に何があ るのか、 それ は確かに
気になった。 今までの 間で 知ったハウル の性格か らし て、怪し
い呪術めいたことはやらないと思うのだが、どうなのだろうか。
「そりゃもち ろん。こ こは あんたの家で もあるん だか ら。どの
部屋だって、 好きに見 てく れて構わない よ。あぁ でも 、マイケ
ルの部屋だけ はちょっ と遠 慮してやって おくれよ 。年 頃の青少

年だからね。女性に見られたら困る本とかがあるだろうから」
「なっ、そんなのありませんよ！」
自分の分の お茶をい れた マイケルは、 遅れてソ フィ ーから見
て斜め右の席 に腰掛け なが ら、顔を真っ 赤にして 声を 上げた。
根がまっすぐ で正直そ うな 子だとは思っ ていたが 、そ れは当た
っているようだった。
「照れなくてもいいじゃないか、マイケル。男ならだれだって、
おまえぐらい の年にこ っそ り友達と一緒 に見たり する ものさ。
そうやって男同士の友情を深め合っていくんだから」
「でたらめ言わないで下さいよ、もうっ！」
真っ赤な顔 で怒鳴る と、 マイケルはお 茶を一気 にぐ いっと飲
ん だ。 け れ どい れ た ば か り のお 茶 は 熱か っ た の だ ろ う、「 あち
っ！」と慌て て口を離 す。 その一連の動 作を眺め てい たソフィ
ーは、思わず ぷっと吹 き出 してしまった 。ソフィ ーが 吹き出し
たのを見て、 マイケル はま すます赤くな る。笑っ ては 気の毒だ
と思いながら も、ソフ ィー は手で口元を 隠して、 くす くすと笑
うのを止めら れなかっ た。 この少年がず いぶん可 愛く 思えたの
だ。弟がいた らこんな 感じ なのだろうか と。病院 に見 舞いに来
てくれた時よ りも、ず っと 距離が近づい たような 気が した。今
のたったこれだけで。
「あぁそうだ 、マイケ ル。 ずっと忘れて たけど、 そろ そろ魔法
の勉強を見てあげるよ。最後の課題をやったのはいつだっけね。
どうせ、もう全部忘れたんだろう？」
「……全部、ではないですけど……」
「じゃあ半分 ぐらいは 覚え てるってこと にしてあ げる よ。それ
でいいかい？」
からかうよ うに笑っ てハ ウルは言った 。マイケ ルは 、先ほど
怒鳴った勢い はどこへ 行っ たのか、居心 地が悪そ うに 視線をぐ
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るぐるあちこ ちに彷徨 わせ ている。恐ら くはハウ ルが 言うよう
に、最後にや ったこと など 全部忘れてし まってい るの だろう。
そこを見抜い ている辺 り、 やはりハウル はれっき とし たマイケ
ルの師匠なの だ。知っ ては いたが、実際 にハウル がマ イケルに
何かを教えて いるとこ ろな どを見たこと はなく、 ソフ ィーは不
思議な気持ち で二人を 見て いた。魔法使 いの師弟 は、 一体どん
な繋がりを持っているのだろうか。
机の上には 、何十冊 もの 本が積み重な っていた 。邪 魔になら
ないように端 に避けら れて いる。どれも これも分 厚く 、覗く黄
ばんだ紙面が、その本の古さを物語っていた。
「見てもいいよ。そこにあるのは安全な本だから」
ソフィーの 向かい側 に腰 掛けたハウル が、ソフ ィー の視線に
気づいてにこ やかな笑 顔で そう言った。 また行動 が読 まれてい
る。何だか調 子が悪く なっ て、誤魔化す ためにソ フィ ーはお茶
に口をつけた 。初めて 味わ う味だった。 美味しい けれ ど、何の
味なのかわからない。
「……そこに あるのは って ことは、ここ 以外には 、安 全じゃな
い本もあるってこと？」
「目敏いね、 ソフィー は。 この場合は、 耳聡いっ てい うべきな
のかな」
楽しそうに 言って、 ハウ ルもまたグラ スを口に 運ん だ。ハウ
ルのだけはお茶ではなく、どうやら酒のようだった。
「寒い時に
はブランデーが一番だね」と言いながら。
「魔法には色 々種類が あっ て、それに安 全も安全 じゃ ないも無
いんだ。魔法 はあくま で純 粋な魔法で、 人間達が 勝手 に自分達
に都合の悪い ものを安 全じ ゃないとか言 ってるわ けだ からね。
何事も使いようによっては薬にも毒にもなるってことさ」
ハウルの言 葉の意味 はよ くわからなく て、ソフ ィー は何だか

納得がいかな かった。 魔法 の論理を聞き たいわけ では なくて、
ただ安全なの かそうで ない のか、この家 に何か危 険な 物がある
のか、ただそれが知りたいだけだというのに。
魔法使いと いうのは 、皆 このように、 まるでは ぐら かすよう
な話し方をす るのだろ うか 。ソフィーが 悶々と考 えな がらお茶
を飲んでいると、呆れたように口を開いたのはマイケルだった。
「そんなこと 言って、 ハウ ルさん。仮に も王室付 きの 魔法使い
なんですから 、うっか り僕 に上級の魔法 書を渡す よう なこと、
もう二度とし ないで下 さい よね。間違え た呪文を 完成 させちゃ
って、あの時はどうなるかと思いましたよ」
ぎょっとソ フィーは 目を 見開いた。上 級の魔法 書が どれぐら
いの物なのか 、そうし て一 体マイケルが どうなっ たの かはわか
らないが、それでもそれは大変なことではないのだろうか。
「あれ、そん なことも あっ たっけね。ま ぁいいじ ゃな いか。結
局それを収めたのだって僕なんだから」
「しっかりし て下さい よ、 本当に。薬に も毒にも って 言います
けど、あれは間違いなく、僕にとっては大毒でしたよ」
憤慨してマ イケルは 言う が、ハウルは というと お気 楽なもの
で、そんなマイケルの様子に楽しそうに笑っているだけだった。
魔法使いとい うだけあ って 、普通とはど こか違う とは 思ってい
たが、恐らく は弟子の 危機 であろう事柄 でさえも 笑っ て済ませ
るのだから、 本当に大 した 人であるらし い。それ もま た自信の
織り成す技なのだろうか。
お茶を飲み ながら、 ソフ ィーは今、自 分が別段 緊張 していな
いことに気づ く。ここ に来 るまでの間の 方が、よ っぽ ど心拍数
は高かった。 どうして だろ うと考えて、 彼らの様 子が 当たり前
に普通であるからだと気がついた。
「お帰りなさい、ソフィーさん。外は寒かったでしょう？」
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家に入った ソフィー を見 るなり、マイ ケルは微 笑ん でそう言
った。まるで 家族のだ れか が買い物に出 かけてい たか のような
気安さだった 。退院お めで とうございま すなんて 、そ んな仰々
しい言葉もな かった。 それ がソフィーに は不思議 で、 けれど嬉
しかった。戸 惑いもし たけ れど、それで もついつ られ て「ただ
いま」と言ってしまえる程には。
この居心地 の良さは 、マ イケルがいる からなの だろ うとソフ
ィーは思った 。ハウル のこ とも嫌いでは ないし、 むし ろ好きな
方なのだろう と思う。 毎日 のように見舞 いに来て くれ ていた心
優しい青年を 、嫌う理 由な どはどこにも 無い。け れど 二人きり
でいれば、何 を話せば いい のかとやはり 戸惑って しま う。それ
はハウルだけ ではなく 、大 抵だれと居て もソフィ ーは そうだっ
た。例外は、 末の妹だ とい うマーサぐら いのもの だろ う。無邪
気に甘えて明 るい声で 話す マーサは、ソ フィーに とっ て気安く
話せる貴重な相手だった。
ここに居る のがハウ ルだ けでも、マイ ケルだけ でも いけない
のだ。ハウル とマイケ ル、 お互いに馴染 んだ二人 がい るからこ
そ、こんなに も場はソ フィ ーにとって優 しくなる 。相 手をしな
ければ、せっかく居てくれるのだから何か話さなくてはという、
自己内での一 種の強迫 観念 にも似た思い が無くな るの は、とて
も楽なことだった。
これなら、 何とか、 やっ ていけるのか もしれな い。 何の希望
も無かったが 、それで もソ フィーの気持 ち的には だい ぶ楽にな
っていた。ほ っと息を つい て、ソフィー は自然に 、先 ほど見て
いた本を一冊手にとってみた。
ずっしりと 手に重い その 本は、古びた 深紅の表 紙の 、それだ
けで重圧感を 感じさせ るに は十分すぎる 物だった 。こ んな立派
な本、街中の 本屋では そう そうお目にす ることは でき ないだろ

うと思わせる ような。 中を ぱらぱらとめ くってみ る。 読めない
言葉が山のよ うにあっ て、 いかな読書好 きのソフ ィー でも、こ
れを読んでみようとは思わなかった。
「魔法使いって、すごいのね」
世辞のつもりでも何でもなく、ソフィーは心からそう言った。
「マイケルも、この本が読めるの？」
ハウルが読 めること はわ かりきってい たが、自 分よ りも年下
のマイケルが こんな難 解な 本を読めると は、ソフ ィー にはにわ
かに信じがたかった。
案の定、マイケルは驚いたように首を振った。
「まさか！ 僕にはそ んな 上級の本は読 めません よ。 僕が読む
のは、もっと 薄くて読 みや すい本です。 そんな本 を片 手間に読
めるのはハウ ルさんや サリ マンさんぐら いのもの です 。僕は見
習いですし、それに、あんまり才能も無いんです」
後半、マイ ケルは申 し訳 無さそうに、 少々罰が 悪そ うな表情
でそう言った 。謙遜し てい るわけではな く、心底 から そう思っ
ている顔だっ た。そん なこ とないとソフ ィーは思 わず 言いたく
なったが、自 分はマイ ケル の魔法の才能 などは何 も知 らない。
ついハウルに視線をやると、ハウルは肩をすくめた。
「才能があれ ばいいっ ても んでもないけ どね。魔 法な んて努力
によるところ が大きい もん さ。まぁ確か におまえ は、 幻術を使
ったり何か道具 を発明した りなんてことに は向いてい ないけど、
薬草を扱った魔術の腕はまあまあだと思うよ」
「え、いえでも、僕はそんな……」
「良かったじ ゃない。 師匠 であるハウル がそう言 うん だから、
間違いないじゃないの」
どうしてか ソフィー は、 マイケルに卑 屈な態度 をと ってもら
いたくなかっ た。自信 を持 ってもらいた かった。 弟の ような親
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近感を覚えた からなの かも しれない。そ れに、マ ーサ と彼がい
るところは、 とても微 笑ま しかった。ソ フィーは 二人 が一緒に
いるところが好きだったのだ。
マイケルは 照れたよ うに 笑いながらも 、ちらち らと 隣に座っ
たハウルのこ とを気に して いた。まるで 、何か都 合の 悪いこと
でもあるかの ように。 ソフ ィーはハウル を見たが 、ハ ウルは先
ほどと同じ笑 顔を浮か べた まま、ブラン デーを舐 めて いた。普
通の様子だっ た。やは り弟 子となると、 いつも師 匠の 顔色を伺
っていなくて はいけな いの だろうか。先 ほど怒鳴 って いた様子
からは、とてもそうは思えなかったけれど。
手にした本 を元の位 置に 戻しながらも 、ソフィ ーは 指に埃が
ついているこ とに気づ き、 さりげなく仕 草で埃を 振り 払った。
けれど、そう して振り 払っ た埃は床に落 ちるのだ 。そ う思って
床を見ると、 部屋の隅 に埃 が溜まってい るのがわ かっ た。気に
なってあちこ ち見回す と、 物が散乱して いるのは わか っていた
が、どうにも 埃っぽい 。精 神的な意味で はここは 居心 地が良か
ったが、現実 的な意味 合い では、生憎と そうは言 えな いようだ
った。
「どうしたの、ソフィー。トイレなら一階のあの部屋だよ」
ハウルの言 葉は、珍 しく 的を射ていな かった。 ソフ ィーはわ
ずかに悩んだ 。単刀直 入に 聞くのは、あ まりにも 失礼 というも
のだろうか。 自分の見 舞い に来てくれて いた所為 で、 時間が無
かったのかも しれない 。け れどこれから 一緒に暮 らす ことを考
えると、とても黙っていることもできそうにはなかった。
「あの……そ の、失礼 なん だけど……ど うして、 掃除 、してな
いのかしら」
読んだ本は 出しっぱ なし 、使った皿も 置きっぱ なし 、ソファ
ーの上には服 が脱ぎ捨 てら れていたし、 部屋の隅 で埃 はダンス

を踊っている し、暖炉 には 灰が溜まって いるし― ―― 次から次
へと浮かび上 がってく る。 もうこれ以上 は止めよ うと 、ソフィ
ーのそれは懸 命な判断 だっ た。あまりま じまじと 見た い光景で
はない。妙な虫でも沸いていそうだ。
ハウルとマ イケル、 二人 の師弟は、き ょとんと した 顔で見詰
め合った。ソフィーの不躾な問いにも、怒った様子はなかった。
ただ驚いてい るような 。ど うすればいい のかわか らず 、ソフィ
ーはびくびくと二人の言葉を待った。
「掃除、してないって思うかい？」
「え、えぇ、あの……ごめんなさい、失礼なんだけど」
家に来てそ うそう、 こん な失礼すぎる 台詞を言 うこ とになる
とは、ソフィ ーはとて も予 想してはいな かった。 家は ある程度
大きく、そう して使用 人の 何人かはいる ものとば かり 思ってい
たのだ。王室 付きとい うハ ウルの地位か ら、ソフ ィー はそんな
ハウルの生活を想像していた。
「いや、いい んだよ、 べつ に。でもおか しいな。 数日 前から掃
除はしてたんだけど。ねぇ、マイケル？」
「あぁ、はい 。珍しく …… というか、初 めてハウ ルさ んから、
掃除しようなんて言葉を聞いて」
二人の言葉 に、ソフ ィー は愕然として 目を見開 いた 。これで
掃除をしたと いうのだ ろう か。いや、二 人が言う から には事実
なのだろう。 嘘をつか なけ ればならない 理由も無 い。 けれどだ
というのなら 、どこを どう 掃除したのか ソフィー は聞 きたかっ
たが、かとい って、そ れを 聞く勇気はソ フィーに は無 かった。
マイケルの言った言葉に、とても嫌な予感を覚えたので。
「これでもず いぶんキ レイ になったんだ よ。こう して 三人で座
ることができ るように なっ たし、障害物 に邪魔さ れる こともな
くなったしね。本だって溢れかえっていたのを片付けたんだよ」
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「……そ、そうなの」
つまり以前 は、椅子 に座 ることもでき ず、歩こ うに も障害物
に邪魔をされ 、今以上 に本 が溢れていた のだろう 。恐 ろしい光
景だった。ソフィーには想像することもできなかった。
「えっと、あ の……そ れは 、あの、お疲 れ様で… …ご めんなさ
い、わたしが 来るから よね 、掃除してく れたのっ て。 なのにご
めんなさい、わたし、すごい失礼なこと言っちゃって……」
やはりあん なこと、 言う べきではなか ったのだ 。今 更後悔し
たところで遅い。ソフィーは身体をちぢこませて俯いた。
「いえ、いい んです、 気に しないで下さ いソフィ ーさ ん。多分
ここって、キングズベリー一汚い家だと思うんで」
「あの、そんなことは……」
否定をした かったが 、そ うもできなか った。そ れに しても、
いくら自分を 慰めるた めだ とは言え、仮 にも師匠 の家 をそこま
で言うなんて、一体マイケルは立場が弱いのかそうでないのか、
ソフィーには 全くわか らな かった。そし てこうま で言 われたと
いうのに、全く気にした素振りもないハウルも不思議だった。
「……迷惑じ ゃなかっ たら 、あの、わた し、掃除 しち ゃダメか
しら？ 良かったら……明日からでも」
本当は、今 晩ぐっす り眠 るためにも、 今すぐに でも 掃除を始
めたいという のが本音 だっ たが、それで はあまり にも 彼らに失
礼すぎるかと 思い、ソ フィ ーは譲歩して 明日と言 った 。それで
も失礼なことを言っていることに変わりはなかったが。
ソフィーの 申し出に 、ハ ウルは驚いた ようだっ た。 目をわず
かに大きくし、けれど次の瞬間には嬉しそうに笑った。
「あぁ、もち ろん。ソ フィ ーが掃除して くれるの なら 、こんな
に嬉しいことはないよ」
「そう？」

ハウルは自 分に気を 使っ てくれている わけでは なく 、本当に
嬉しいようだ った。家 がキ レイになるの がそんな に嬉 しいのな
ら、どうして 自分で掃 除を しようと思わ ないのか 、ソ フィーは
不思議に思っ たが、そ こは きっと魔法使 いだから だろ う。ソフ
ィーは納得の いかない こと は、全て「魔 法使いだ から 」と片付
けている自分 に気づい たが 、それ以外に 考えられ るこ とがない
のだから仕方ない。
「じゃあほら 、ソフィ ー、 家を案内する よ。と言 って も、ここ
の他は二階に 寝室があ るだ けで、案内す るまでも 無い 小さな家
なんだけどね」
ハウルはぐ いっとグ ラス の中身を飲み 干してか ら立 ち上がっ
た。ハウルの 機嫌が妙 にい いのは、ブラ ンデーを 飲ん だからだ
ろうかとソフィーは考えた。

＊＊＊

次の日ソフ ィーは、 日が 昇る少し前に 起き出し た。 何の物音
もしない。か すかに聞 こえ るのは、壁に かけられ た時 計の針の
音だった。ま だハウル もマ イケルも寝て いるのだ ろう 。一人だ
け早く起きて も仕方な いと は思ったが、 一度目を 開け てしまう
と、二度寝を する気に はな れなかった。 それに病 院で の退屈な
生活の所為で 、今は自 由に 動き回れるこ とが嬉し かっ た。数ヶ
月を病院のベ ッドの上 で過 ごしていたソ フィーに は、 見慣れな
い今の光景も新鮮だった。
「……こんな処で寝ることになるとは思わなかったわ」
ソフィーは 階段の下 で眠 っていた。そ こにマッ トを 引き、即
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席のベッドに して一夜 を明 かしたのだ。 思ったよ り寝 心地は悪
くはなかった。むしろぐっすりと眠ってしまった。
昨日家の案 内をされ た時 、二階には明 らかな女 性の 部屋があ
った。ハウル に言われ るよ りも先に、ソ フィーは ここ が自分の
部屋なのだと わかった 。以 前の自分はこ こで生活 をし ていたの
だと。
「ここが、ソフィーの部屋」
「そうみたいね」
カーテンも 家具も落 ち着 いた質素な物 で、それ は今 のソフィ
ーが見ても気 に入る物 だっ た。きっと今 新たに自 分が 家具を買
おうとしても 、これと 似た 物を選ぶだろ うと思う 程に は。自分
で買った記憶 は無いの に、 自分の趣味に 合う物が 置か れ、そう
して生活して いた空気 があ るというのは 、何とも 言い 表すこと
のできない感情を伴うものだった。
漂う埃っぽ さが、自 分の空 っぽの時間 をそのま ま表し ている
ようにも感じ られた。 どこ か泣きたくな った。自 分は 記憶を無
くしたのだと いう、理 解し ているはずの それを、 改め て突きつ
けられている ような気 にな った。ソフィ ーは少し 泣き たくなっ
た。それがわかったのか、ハウルは黙って階段を下りて行った。
優しい人だと 思った。 泣く 時間を与えて くれたの だと いうこと
がわかってい たが、ソ フィ ーは泣くこと はしなか った 。じっく
りとその部屋 を眺め、 そう してあること に気づく と、 すぐさま
階段を下りて行った。マイケルは出かけていた。マーサの所だ。
「ねぇ、ハウ ル。わた しの 部屋、ベッド が無かっ たん だけど、
どうして？」
昨日のこと を思い出 して みて、ソフィ ーはあれ ほど 馬鹿な問
いはなかった と、今更 なが らに顔を赤く した。ハ ウル も困って
いるようだっ たが、ま さか 答えないわけ にもいか ず、 苦笑しな

がら口を開いてくれた。
「僕とあんた は夫婦だ から ……あんたは 、僕の部 屋で 寝てたん
だよ」
忘れている わけでは なか った。けれど それは他 人事 のような
記憶であり、 気を抜け ばす ぐさまソフィ ーの頭か ら抜 け落ちて
しまうことだ ったのだ 。顔 を真っ赤にし たソフィ ーに 、ハウル
は慌てて言葉を続けた。
「もちろん、 今のあん たに 僕の部屋で寝 ろなんて こと は言わな
いよ。ごめん ね、僕も うっ かり失念して いて、ベ ッド を買うの
を忘れていた んだ。明 日に でも買いに行 くから、 今日 はちょっ
と違うところで我慢してくれないかな」
心底申し訳 なさそう に言 うハウルに、 ソフィー は慌 てて「え
ぇ、もちろん 。何でも 構わ ないわ」と早 口で言っ た。 早くこの
会話を終わらせたい一心だった。
そうしてハ ウルが用 意し てくれたのは 、この階 段下 のベッド
だった。まる であらか じめ 用意していた かのよう に、 悩むこと
なく即席のベ ッドを用 意し てくれた。ハ ウルは階 段下 で寝かせ
ることを何度 も謝って くれ たが、寝心地 は悪くな かっ たし、階
段の下で眠る だなんて 、何 だか隠れ家に いるよう な気 がして、
ソフィーはち っとも気 にし てなんかいな かった。 ベッ ドなんて
高い買い物をしなくても、ここで十分だと思えるぐらいには。
「……わたしって、けっこう強かだったのね」
病院にいる 間には、 考え 付きもしない ようなこ とだ った。こ
の家にいると 、わくわ くす ることが多い ような気 がす る。今日
はひたすら掃 除をする 予定 だったが、そ れすらも 今の ソフィー
にとっては嬉 しいこと に他 ならなかった 。あの退 屈す ぎるほど
の日々を味わ った身に は、 どんな雑用で あろうと も、 やるべき
事があるとい うのは嬉 しか った。無気力 に過ごす 日々 こそ、心
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に影を落とす日々は無いとソフィーは実感した。
手早く着替 えて、ソ フィ ーは階段下か ら抜け出 した 。時計を
見る。外はま だ薄暗か った 。上着を羽織 ながら、 吐く 息が白か
った。近くに あった薪 を手 にすると、ソ フィーは 何本 か暖炉に
投げ入れた。 火はすぐ に大 きくなり、部 屋中が温 かく なった。
その間の時間 があまり に早 かったから、 ソフィー はこ れも魔法
なのだろうか と首をか しげ てしまった。 この家は 一見 普通なの
だが、やはりそこかしこに魔法の気配を感じるような気がする。
それとも、ハ ウルが魔 法使 いだと知って いるから 、そ う思って
しまうだけなのだろうか。
「まぁ、いいわ。早く暖かくなってくれたら、動きやすいもの」
そうは言っ ても、ソ フィ ーには特にす ることも なか った。掃
除は確かにソ フィーを 待っ てはいたが、 まさか家 の住 人が揃っ
て寝ている間 に始める わけ にもいかない 。時計を 見る 。きっと
あと少しでハウルもマイケルも起きてくるだろう。
暖炉の前に立ったまま、ソフィーは辺りを見回した。
「……朝食でも作ろうかしら」
思わず零れ 落ちた呟 きに 、一瞬遅れて 、あぁそ うだ それがい
いとソフィー は思った 。無 意識の呟きだ った。昨 夜の 夕飯はハ
ウルが作って くれたの だが 、ベーコンエ ッグにパ ンと チーズだ
けで、お世辞 にも美味 しい 食事だとは言 えなかっ た。 けれどそ
れも、男性だから仕方ないのだろう。
壁にかかっ ていたフ ライ パンに手を伸 ばし、ソ フィ ーは自分
が勝手に食事 など作っ てい いのかと小さ な不安を 覚え た。けれ
どハウルは、何度も「あんたの好きにしてくれていいんだから」
と言ってくれていた。
「……それにわたし、ハウルの奥さんなのよね」
かつての自 分が、彼 のど こを好きにな って結婚 した のかはわ

からない。親 切で優し い人 だとは思う。 だがとて も、 自分の夫
だとは思えな い。けれ ど確 かに夫婦だっ たのなら 、当 然食事の
支度は自分が していた のだ ろう。なら、 今だって 食事 を作って
悪いとは思え なかった 。む しろ、それぐ らいやる べき なのだろ
うとすら思えた。
「えぇ、そう よ。食事 の支 度ぐらいしな いと。ハ ウル にもマイ
ケルにも申し訳ないわ」
自分に言い 聞かせる よう に言うと、ソ フィーは フラ イパンに
伸ばしていた手を引っ込ませ、置きっぱなしだった鍋を掴んだ。
まだ二人は起 きて来な いの だから、先に スープか ら作 り始めよ
うと思ったのだ。食事は熱い物を食べてもらいたい。
適度な水を 入れて、 ソフ ィーは暖炉の 炎の上に 鍋を 置こうと
した。その時だった。
「……ソフィー。おいらを使う気かい？」
どこから声が聞こえてきたのか、ソフィーはわからなかった。
聞いたことの 無い声だ った 。空耳かとも 思ったが 、違 う。じっ
と、自分を見つめてくる二つの瞳があった。
暖炉の中、 それは、 今ソ フィーが鍋を 置こうと して いる火そ
のものだった。赤かった火が様々な色になる。あっという間に、
それは青緑色 の炎にな った 。どうして火 がそんな 色に なるのだ
ろう。炎はゆ らゆらと 揺れ て、そこに浮 かんだ模 様が 、ソフィ
ーにはまるで人の顔のように見えた。
ソフィーは 心臓がば くば く鳴るのを感 じた。今 まで しゃべる
炎など見たこ とはなか った し、想像した ことすら なか った。ど
うしよう。ど うすれば いい のだろう。鍋 を持った まま 固まり、
ソフィーは炎 から目を 逸ら すこともでき ずに、必 死に なって考
えた。炎は、 薄暗い部 屋の 中で不気味に 明るく光 って いた。思
わずソフィー はぶるっ と身 体を奮わせた 。ハウル を呼 んだ方が

- 63 -

いいのだろう か。暖炉 にい つの間にか、 しゃべる 炎が 居ると、
ハウルに教えた方がいいのだろうか。
そこまで考 えて、ソ フィ ーはふと気づ いた。仮 にも 王室付き
魔法使いのハ ウルが、 例え ばいつの間に か自分の 家に 侵入して
きた正体不明 の炎に気 づか ないなんてこ とが、果 たし てあるの
だろうか？ 何の根拠 も無 かったが、ソ フィーは そん なはずな
いと思った。 となれば この 炎は、決して 悪い物で はな いのだ。
むしろ、ハウ ルが気づ いて ここに置いて いるのな ら、 この炎も
またこの家の一員ということになるのではないだろうか。
ソフィーは そう自分 に言 い聞かせると 、鍋を持 った 手に力を
こめながら、 口元に笑 顔を 浮かべた。笑 うことに よっ て余裕が
できたのか、 この炎が それ ほど怖い存在 にも見え なく なってき
た。
「えぇ。ハウ ルとマイ ケル のために、ス ープを作 りた いの。も
ちろんわたし も食べる けど 。あなたに協 力しても らい たいんだ
けど、嫌かしら？」
「おいらは悪魔だぜ」
「悪魔？」
まじまじと 、ソフィ ーは 揺らめく炎を 見つめた 。に やっと炎
が笑ったような気がしたが、よくはわからない。
「悪魔って、暖炉にいるものだとは思わなかったわ」
「おいら、こ こが気に 入っ てるんだ。何 せ長年い たか らね。つ
い癖になっちまった」
「他の悪魔も、みんな暖炉に住んでるの？」
「さあね。他 の悪魔が どう してるのかな んて知ら ない し、知っ
てたって、そう簡単に教えてやるもんか」
その声音が 、まるで 小さ な子供が「秘 密なんだ から ！」と自
慢げに言って いる時の もの に似ていたの で、思わ ずソ フィーは

小さく笑いを漏らしてしまった。
「ねぇじゃあ 、素敵な 暖炉 の悪魔さん。 わたし、 これ からキャ
ベツとベーコ ンのスー プを 作ろうと思っ てるんだ けど 、ベーコ
ンはお好きかしら？」
「おいら、燃 やせるも のな ら何でも好き だよ。嫌 いな のは水だ
ね。おいら消されちゃったらたまんないもん」
「それなら、 スープを 作る 協力をしてく れたら、 あな たにベー
コンをあげるわ。それでどうかしら」
期待をこめ て見下ろ しな がら言うと、 悪魔は「 いい ね」と嬉
しそうに言っ た。悪魔 がベ ーコンでつれ るとは思 わな かったか
ら、ソフィーもそれには喜んだ。
「あんたはスープを作れるし、おいらはベーコンが食べれるし。
後はあんたが お湯を吹 きこ ぼしたりしな いでくれ れば 、言うこ
と無しだね」
「大丈夫よ。ちゃんと見てるから」
持ったままだった鍋を、ソフィーはそっと悪魔の上に置いた。
悪魔は大人し く鍋の下 敷き になっていた 。鍋の横 から 、ちろち
ろと炎が覗い ている。 お湯 が沸くまでの 間に、ソ フィ ーは皿に
乗っていたベ ーコンを 細長 く切り、キャ ベツも食 べや すい大き
さに切ってい った。ま な板 の上に乗った それを、 ざー っと鍋の
中に入れてい く。お湯 はぐ つぐつと言っ ていたか ら、 キャベツ
もベーコンも すぐに煮 える だろう。約束 通り、ソ フィ ーは鍋が
吹き零れないよう、きちんと見ていることにした。
「ねぇそうい えば、あ なた 、名前はある の？ そ れと も、悪魔
って名前は無いの？」
「あるよ。おいらはカルシファーさ」
「そう、カルシファー。いい名前ね」
ソフィーも 次いで名 乗ろ うとして、一 番初めに 、カ ルシファ
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ーから名前を呼ばれていたことを思い出した。
鍋をかき混 ぜながら 、今 は表情の見え ないカル シフ ァーに向
かって、ソフィーはゆっくりと問いかけた。
「カルシファー。あなたはわたしを知ってるの？」
「知ってるよ」
カルシファ ーの返事 はそ れだけだった 。自分と カル シファー
が、以前はど んな関係 だっ たのか、だか らソフィ ーは 何も掴む
ことはできな かった。 以前 もこうして料 理をして いた のだろう
か。聞いてみ ようかと も思 ったが、カル シファー が答 えてくれ
るかどうかわからなかった。
見つけた調 味料で味 付け をしていると 、ふいに カル シファー
が小声で言った。
「……お帰り、ソフィー」
ソフィーは 手を止め て、 鍋の下のカル シファー を見 た。表情
はわからない 。胸の奥 がつ んとした。お 帰り。昨 日マ イケルに
言われた時にも思った。どうしてこんなに切なくなるのだろう。
申し訳なさとも違う、今まで味わったことのないその感情。
「ただいま、カルシファー」
水滴が一つ。
鍋の中に、落ちて行った。

だれに起こ されると もな く起き出した ハウルは 、そ れからし
ばらくの間ベ ッドの上 でぼ うっと時間を 過ごして いた 。目覚め
はいつも悪か った。低 血圧 というわけで はないが 、ど うしてか
心地良い目覚 めはやっ てこ ない。ベッド の中で、 ひた すら脳が
活性化するま での時間 を待 つ。いつにな っても、 頭の 中が霞が
かったような 感覚が付 きま とう。頭を振 って、ハ ウル はベッド

から降りた。
着替えるの も面倒だ った 。冬は何もか もが億劫 にな っていけ
ない。それを 言うのな ら夏 もそうだった 。我儘と 言う のかもし
れないなと自 嘲気味な 笑み をもらして、 一番手前 にあ った洋服
を引き寄せて手早く着替えた。
吐く息が白 くて、冬 だと 実感して、何 をそんな 今更 な、と時
の流れに遅れ ている自 分を あざ笑う。朝 はどうし てこ んなに頭
の回転が遅く なるのだ ろう 。階段を下り ながら、 ブー ツの立て
る音がやけに大きく耳を貫いた。そうして違う音も。
ごとんっと 、大きな 音が 鳴った。階段 が終わり 、床 に足を置
いた時に。まるで自己主張の音だった。
「……あ、ハウル、おはよう」
振り返ったソフィー、ソフィー、ソフィー。
ソフィーが 暖炉の前 で鍋 をかき混ぜて いた。髪 を一 つにまと
めて、木べら で鍋をか き混 ぜていたソフ ィーは振 り返 った。そ
うして言った 。ハウル 、お はよう。ハウ ル、おは よう 。おはよ
う―――。そ の声がず っと ハウルの頭の 中でリフ レイ ンしてい
た。何度も何度も。
それは切望していた声だった。
「あの、早く 目が覚め ちゃ って……それ であの、 朝食 、作って
たんだけど……迷惑じゃ、無かったかしら」
おずおずと そんなこ とを 問いかけてく るソフィ ーに 、何を馬
鹿なことをとハウルは笑い出したくなった。
朝一番に起 きて朝食 を作 っているだな んて、そ れは 当たり前
のことだった 。ソフィ ーの いる当たり前 の日常だ った 。幸せな
日々が再現さ れている かの ようなこの瞬 間。ハウ ルは まるで錯
覚しそうにな った。ソ フィ ーはここにい る。そう して 食事を作
っている。何も変わらない日常だと。何も無かったのだと。

- 65 -

その夢に身 を委ねる こと ができれば、 それはど れほ ど幸せな
ことだったの だろう。 夢で もいいから見 たいと望 まな いわけで
はなかった。 けれどそ れを 望んだ瞬間に も、全て は終 わってし
まうとわかっていた。
捕まってはいけない。
誘惑に負けた瞬間、その刹那、全ては無くなるのだ。
「迷惑だなんて、そんなことあるはずないだろう？」
ハウルは笑 顔を浮か べた 。努めて笑顔 を浮かべ た。 ソフィー
のこんな様子を見ることが、何よりも幸せだと思えた。
「久しぶりに ソフィー の手 料理が食べれ るだなん て嬉 しいよ。
僕は料理が上 手いわけ じゃ ないからさ。 でもソフ ィー 、食事の
作り方は覚えてるんだ？」
「あぁ、そういえば……」
ハウルに言 われて初 めて ソフィーはそ れに気づ いた ようだっ
た。無意識に 料理を始 めて いたのだろう か。だと した ら、それ
はずいぶんと ソフィー らし いと思った。 昨日、掃 除を してもい
いかと言った時にも思った。確かにソフィーなのだと実感して、
それがハウルには嬉しかった。
「意識してな いけど、 そう ね、覚えてる わ。前も わた し、こう
してやってた のかしら ？ だとしたら、 身体がそ の時 の習慣を
覚えているのかしらね」
ソフィーは ふふっと 笑っ た。自分が何 かを覚え てい たという
のが、真っ白 な彼女に は嬉 しいのかもし れない。 けれ どハウル
は、純粋にそれを喜ぶことができなかった。
料理なんて 。思って はい けないとわか っていて も、 それでも
広がる屈折した思い。
料理なんて 。料理な んて 。そんなもの は何一つ 覚え ていなく
て良かった。 彼女の手 料理 が食べれなく とも、そ れで も、ソフ

ィーが今まで の自分と の思 い出を、一つ でもいい から 覚えてい
てくれることの方がずっとずっと大きかった。
望んでも仕方のないことだと、わかっても。
ハウルはぎ ゅっと拳 を握 った。ソフィ ーにはわ から ないよう
に。顔には笑 顔を浮か べた まま。鍋をど かされ、 カル シファー
と目が合った 。カルシ ファ ーはいつも通 りに見え た。 このソフ
ィーを前にして、あの火の悪魔は何を思っているのだろう。
「カルシファーが、よくかかんでくれたね」
「お礼にベー コンをあ げる って言ったら 、ちゃん と協 力してく
れたわ。優しい悪魔なのね」
「買収かい？」
つい、ハウ ルの声音 は小 馬鹿にしたよ うな響き が混 じってし
まった。自分 はずいぶ ん長 い時間をかけ てソフィ ーと 会話がで
きるまでに至 ったとい うの に、この短い 時間でそ れを 成し遂げ
てしまったカルシファーが憎らしかった。
しまったと ハウルは 内心 で悔やんだが 、ソフィ ーは ハウルの
声音に混じっ た他の色 には 気づかなかっ たのか、 変わ らぬ笑顔
のままだった 。それに 安心 すると同時に 、以前の 彼女 ならば気
づいたはずだ と、そう 思っ てしまう自分 は何て情 けな いのだろ
う。
「どうしてカルシファーのこと、教えてくれなかったの？」
ソフィーの 声には、 咎め るような響き は無かっ た。 ただ純粋
に、不思議がっているようだった。
「僕はだれに だって、 カル シファーを紹 介するよ うな ことはし
ないよ。この 家に来た 奴は 、カルシファ ーに気づ いて 仲良くな
るか、怯える か、それ とも 気づかないか のどれか なん だ。そう
いうことになっている」
「そう。…… わたしは 、カ ルシファーと 仲良くな った ことにな

- 66 -

るのかしら？」
後半は、当の本人に向けられているものだった。皿から一枚、
生のベーコン を手で取 って カルシファー の口の中 に落 としなが
らソフィーは尋ねた。
「そうだね。 あんたが おい らをこき使わ ないって 約束 してくれ
るのなら、そういうことにしてもいいかもね」
「だれかあなたをこき使ったりするの？」
「ソフィーの後ろにいる男に聞いてみるんだね」
カルシファ ーは美味 しそ うにベーコン を食べな がら 言った。
ソフィーは振 り返って ハウ ルを見る。ま じまじと した その視線
に、そういえ ばいつか らか 、まっすぐ見 てくれる よう になった
なと、ハウルはそんなことを考える。
「ハウル。あなた、カルシファーをこき使うの？」
「ちょっと頼 み事をす ると 、そいつはす ぐ嫌な顔 をす るんだ。
大袈裟なんだよ」
「嘘言うなよ！ 朝から晩 までおいらをこ き使ってる くせにさ。
ハウルが風呂 に入るだ けで 、おいらもう くたくた にな るんだか
らな！」
暖炉から飛 び上がる よう にして言った カルシフ ァー は、身体
がぐっと大き くなり、 ソフ ィーは驚いた ようだっ た。 けれど怯
えている様子 は無い。 順応 能力が高いね 、とハウ ルは 胸中で呟
いた。
「おまえはと くにする 仕事 もないんだか ら、それ ぐら いで文句
言うなよ。ほ ら、カル シフ ァー、風呂に 熱いお湯 を送 って。朝
食の前に一風呂浴びたいんだ」
「ほら、すぐそうやってこき使うんだ！」
カルシファ ーの文句 はい つものことだ ったから 、ハ ウルは気
にせず浴室へ と向かっ て行 った。扉を閉 める前に 、ソ フィーの

視線を感じて 振り返る 。ソ フィーは戸惑 ったよう に自 分を見て
いた。浴室から顔だけ出した格好で、ハウルは言った。
「風呂から出 たら朝食 にし たいんだ。も う少しし たら マイケル
も降りてくるだろうから、待っててくれる？」
「えぇ、わかったわ」
ソフィーは こくりと 頷い た。笑顔を返 して、ハ ウル は扉を閉
めた。このも やもやと した 不快感を、今 はとにか く洗 い流して
しまいたかった。
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【

６

】

それからしばらくの間、ソフィーは家中を掃除することで
日々を過ごし ていた。 確か に掃除をする 場所は多 々あ ったが、
それよりも少 し掃除に 精を 出すと、すぐ さまハウ ルが 「無理を
しちゃダメだ よ」と休 憩に 誘うのだから 、掃除は なか なか進ま
ない。大丈夫 、とソフ ィー は言おうとし たが、ハ ウル が心底か
ら自分の身を 案じてく れて いることはわ かってい たし 、それに
ハウルだけで なくマイ ケル までもが、同 じような 視線 で見てく
ることには気 づいてい た。 ここは彼らの 言うこと に大 人しく従
っていた方が いいよう だと 気づき、ソフ ィーはあ る程 度の掃除
をすればお茶を飲み、時には昼寝をしてしまうことすらあった。
確かに身体は、まだ長時間の労働には耐えられないようだった。
あれほどの間 病院のベ ッド の上で過ごし ていれば 、そ れも当然
なのだろうか。
それにソフ ィーは、 全て の掃除を終わ らしてし まう ことを恐
れてもいた。 掃除が終 わっ てしまえば、 次に何を すれ ばいいの
かわからない 。退屈な 時間 が訪れること をソフィ ーは 恐れてい
た。訪れるそ んな時間 は、 いつだってソ フィーに 余計 なことば
かりを考えさ せた。思 い出 したくても思 い出せな い、 過去の自
分、そうして そんな自 分と 繋がりのある 色々な人 のこ とを。ハ
ウルのことを。
昨日までに 家中の埃 をカ ルシファーに 燃しても らい 、溜まっ
ていた洋服を 洗い、カ ーテ ンを洗い窓ガ ラスを拭 いた 。床も磨
き食器も全て 片付け、 そう して一通りや ることは 全て こなして
しまった。
そうした掃 除の合間 に、 ハウルはソフ ィーを色 々な 所へ連れ
て行った。生 まれ育っ たと いうがやがや 町。マー サの 働いてい

るチェザーリ にも顔を 出し 、そこでケー キを買っ た。 キングズ
ベリーでは、 他の町と は違 ったその賑や かさにソ フィ ーは驚い
た。近くから 見た王宮 の輝 きにも。ハウ ルは自分 の職 業柄、王
宮の中にも入 れると言 った が、ソフィー は丁重に その 申し出を
断った。あま りの人の 多さ に酔いそうだ った。眩 し過 ぎて目が
痛い。
ソフィーは ハウルに 連れ られて出かけ るように なる まで、一
つの扉から様 々な場所 に行 けることを知 らなかっ た。 とってを
回して扉を開 けるだけ で、 その先に広が る光景は 変わ ってしま
う。目を丸く して、何 度も 何度も扉を開 けるソフ ィー を見て、
ハウルはおか しそうに 笑っ ていた。あら かじめ教 えて くれない
のが悪いんじゃないのと、ソフィーはわずかに唇を尖らせた。
「どうしてこ んな、や やこ しい真似をす るの？ 色々 な場所に
同時に存在し てるの？ そ れとも、色々 な場所が 一つ に繋がっ
ているの、どっち？」
ここに来て ソフィー は、 ハウルがはじ め自分に 向か って言っ
た、好奇心旺 盛という 言葉 は嘘ではなか ったのだ とい うことを
知った。一度 不思議に 思う と、どうして もそれが 気に なって仕
方がないのだ。
ハウルは笑って答えた。
「どっちでも あるし、 どっ ちでもないっ ていうべ きだ ね。好き
なように思っ ていれば いい さ。だって便 利だろう ？ こうして
おけば、マイ ケルは気 軽に マーサに会い にいける し、 僕だって
仕事に行きやすいしね」
ソフィーが 尋ねても 、そ れについてハ ウルが明 確な 答えを返
してくれることは少なかった。ほとんどが曖昧な答えばかりで、
ソフィーはい つも首を かし げていた。魔 法使いと いう のはこれ
だから！ けれどそれをカルシファーに話してみれば、
「あいつ
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は昔からあん な感じだ よ」 というから、 あれは魔 法使 い特有の
ものではなく 、ハウル 特有 のものらしか った。そ して カルシフ
ァーが昔から と言うも のだ から、カルシ ファーは 一体 いつぐら
いからハウル と知り合 いな のだろうかと 、今度は それ が気にな
った。好奇心旺盛なのも、いい加減にしなくては。
いつものよ うに朝食 を食 べ、やること も無いか らと 、埃一つ
ない床をそれ でもさら にソ フィーは箒で 掃いてい た。 退屈だっ
た。軽くため 息をつい て、 何て我儘なこ とを考え てい るのだろ
うかと、ソフ ィーは自 分を 戒めた。けれ ど同時に 、い つまでも
こんな、ただ だらりと した 日々が流れて いくのか と考 えて、ソ
フィーはどうしようもない気持ちになる。
ちらりと視 線を机に 向け ると、そこで は真剣な 顔で マイケル
がハウルに魔 法の教え を請 うていた。ソ フィーは マイ ケルが羨
ましかった。 彼には早 く一 人前の魔法使 いになる とい う目標が
あり、数日に 一度、マ ーサ のいるチェザ ーリに顔 を出 すという
楽しみもある 。なんて 生活 に張りがある ことだろ う。 今の自分
とは正反対の 存在だっ た。 退屈というの は、たっ たそ れだけで
人生の意義を 半分にも それ 以下にも減ら してしま う魔 物のよう
だった。ソフィーは何だか泣きたくなった。
「あぁ、ハウ ルさん、 あり がとうござい ます。や っと わかりま
した！」
マイケルの 明るい声 がし た。そう言っ て、散ら ばっ ていた本
をかき集めて いく。乱 雑に 机の隅に寄せ ると（そ うす るから、
物は散らかるばかりで片付きやしないのだとソフィーは思う）、
マイケルは慌 てて二階 へ駆 け上がり、上 着を羽織 り帽 子を被っ
てまた駆け下りてきた。
「あの、ちょ っと出か けて きます。いい ですよね 。マ ーサの所
です。約束してる時間に遅れそうなんです」

必死に時計 を見なが ら言 うマイケルに 、ソフィ ーは にこやか
に微笑みながら、
「えぇ、もちろん」と言った。マイケルは安心
したように、
「じゃあ、行ってきます！」と駆け足でドアから出
て行った。
「お土産に、 チョコレ ート のケーキを買 ってきて くれ るといい
んだけどね」
読んでいた 本から顔 を上 げて、ハウル は小さく 微笑 みながら
そう言った。 この前、 二人 でチェザーリ に行った 時に も、チョ
コレートがく るくると 巻か れたケーキを 買ってい たこ とを思い
出す。チョコ レートが 好き なのかしら、 とソフィ ーは 思った。
整った顔と似 合わない よう な気がして、 何だか不 思議 な感じだ
った。大人の 男の人は 、甘 い物など食べ ないよう な気 がしてい
たのだけれど。
「マイケルとマーサは、本当に仲がいいのね」
箒を動かし ながらソ フィ ーは言った。 二人きり の部 屋の中、
前よりも居心 地の悪さ を感 じることはな かった。 ハウ ルがそん
なこと、何も 気にして いな いというのが わかった から なのかも
しれない。些 細なこと を気 にしているの は、いつ だっ てソフィ
ーだけなのだ。
「何たって将来、十人子供を作るらしいからね」
「なあに、それ？」
「マイケルが言っていたんだよ。
『マーサが、十人子供を欲しい
って言うんで す。どう しま しょう、お金 がたくさ んか かります
よね』って。 苦労して きた 所為か、妙に あの年で 現実 的なんだ
から！」
ハウルは思 い出して 笑っ ていた。ソフ ィーは目 を丸 くした。
どうしてマー サが十人 も子 供を欲しがる のかはわ から ないが、
それではマイ ケルもさ ぞか し大変なこと だろう。 けれ どそんな
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二人のやり取 りすらも 、想 像すると微笑 ましくて 、あ の二人に
はぜひとも幸せになってもらいたいとソフィーは思った。
ハウルは笑 った後、 また 視線を本に戻 して行っ た。 ソフィー
はハウルが読 書をして いる 姿を何度も目 にしてい た。 暇さえあ
れば、ハウル は本を片 手に ソファーに腰 掛けてい た。 仕事をし
ているのかと も思った がそ うではなく、 ハウルは ただ 暇だから
そうしているようだった。
ハウルも退 屈なのだ ろう 。それはその はずだっ た。 長いこと
仕事にも行かず、毎日を家の中ばかりで過ごしているのだから。
ただ申し訳な いと思っ た。 これが彼の義 務なのだ とし たら、そ
っちの方がよ っぽど気 が楽 だった。決し てそうで はな く、彼は
ただの善意で 、自分を 心配 して傍にいて くれてい るの だから―
――申し訳な いと、そ う思 うことこそが 余計なも のだ とはわか
っても、それでもソフィーはそう思わずにはいられなかった。
彼が与えて くれる想 いの 十分の一も、 自分が返 せな いことが
ただ辛かった 。不当だ と思 った。気持ち がちっと も釣 り合って
いない。
重かった。
「ねぇハウル。仕事、行っていいのよ？」
どんな顔を すればい いの かわからなか ったから 、ソ フィーは
ハウルに背を 向けて、 一生 懸命床を掃い ているふ りを しながら
そう言った。 ハウルが 本を 閉じたことが 、音でわ かっ た。さり
げなさを装っ た言葉だ った が、そんなこ とはハウ ルに は見抜か
れているだろうとソフィーにはわかっていた。
「僕はあんたの傍にいたいんだよ」
「……えぇ、それはね、嬉しいのよ」
自分のこと を想って くれ ている人がい る。それ は純 粋に嬉し
いと思う。それでも申し訳なさは消えはしない。

この気持ち を、どう いえ ばハウルに伝 わるのだ ろう かとソフ
ィーは悩んだ 。自分が 悪い のだとソフィ ーはわか って いた。ハ
ウルはただ自 分のこと だけ を考えてくれ ている。 見返 りなどは
求めない。そ れをただ 受け 入れ、ありが とうと言 って 微笑むだ
けで、きっと 彼は喜ぶ のだ ろう。ソフィ ーはそう 思っ た。けれ
どできない。 ソフィー には それができな いのだ。 ハウ ルの気持
ちを丸ごと受 け止める こと は難しかった 。理解は して も否と叫
ぶ心がいる。
ハウルのこ とは好き だと 思えるように なってい た。 いい人だ
と思う。掃除 嫌いとい う点 において、そ して問い かけ た質問に
曖昧な答えを 返すとい うと ころでは眉を 寄せたが 、け れどそれ
ぐらいのこと で嫌える はず もない人だっ た。とて つも なく優し
い人だと思った。だから辛かった。
「嬉しいけど、嫌かい？」
どんな顔で ハウルが 問い かけてきてい るのか、 ソフ ィーには
わからなかっ た。振り 向く ことができな かった。 彼の 顔を見て
しまったら、 とたんに 謝っ てしまうであ ろう自分 がい ることを
ソフィーは知っていた。
箒の柄をぎ ゅっと握 った 。言いたいこ とはきち んと 伝えなけ
ればならない と思った 。そ うしなければ いけない と、 だれに言
われたわけでもなくそう思った。
「……あのね 、あなた の気 持ちは、本当 に嬉しい のよ 。良くし
てくれている のがわか るも の。だけどね 、その、 わた しの所為
で仕事ができないのって……やっぱり、嫌なのよ」
「そんなこと 、気にし なく ていいって言 ってるだ ろう ？ 僕は
元から仕事な んて好き じゃ ないんだ。休 めて清々 して るぐらい
なんだから」
ハウルのそ の台詞は 嘘で はないのだろ う。嫌な のな らどうし
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てその仕事に 就いてい るの かはわからな いが、ハ ウル がけっこ
うな面倒臭が りである こと はわかってい た。だか ら掃 除も嫌い
で、だから仕事も嫌いなのだろうか。
「だけど、困ってる人はいるはずだわ」
自分の所為 でハウル は仕 事を休み、自 分の所為 でど こかで困
っている人が いる。自 分が ここに存在し ているだ けで 、一体ど
れほどの人が 苦労して いる のだろう。筆 頭がハウ ルだ というこ
とは考えるま でもなか った 。自分の見え ないとこ ろで 、ハウル
がどれだけ思い悩んでいるかなんて。
「そんなこと、気にしなくていいんだよ」
ハウルがそ う言うだ ろう ことはわかっ ていた。 気に しなくて
いい、好きに していい 、そ れはここで暮 らし始め てか ら、もう
何度も何度も言われた言葉。
わかっているようでわかることのできないその言葉。
「できるわけないじゃない……だって、そんなの！」
「僕が、あんたと仕事、どっちを選ぶと思ってるの？」
「そんなことじゃないのよ！」
とうとうソ フィーは 振り 返った。いま だソファ ーの 上に座っ
ているものだ とばかり 思っ ていたハウル は、思っ たよ りも至近
距離にいたことに驚いた。あと一歩で触れられそうなその距離。
けれど触れることのないその大きな近距離。
平行線だ、 とソフィ ーは 思った。どこ まで行っ ても 交じるこ
とはないのだ ろうか。 自分 はハウルの気 持ちを受 け入 れること
はできないし 、ハウル は自 分の気持ちを 受け入れ るこ とはでき
ないのだろう。
どうしてな のだろう と、 ソフィーは悲 しくなっ た。 自分達の
間にある程度の 好意がある ことは間違えよ うもないと いうのに、
どうしてそれが上手く交わらないのだろう。

どれだけの 時間が流 れた のかはわから ない。何 でも ない会話
だというのに、柄を握る手にじんわりと汗が浮かんできた。
ソフィーは ふと考え た。 今の自分だか らいけな いの だろうか
と。それならば、それならば―――
「前のわたし なら、あ なた が仕事に行か なかった ら、 どうして
いた？」
前のわたし が、とソ フィ ーが聞いたの は、これ が初 めてのこ
とだった。ま るで意地 を張 っているかの ように、 ソフ ィーは以
前の自分がど うしてい たの かと、そうハ ウルやマ イケ ルに尋ね
ることはなかったというのに。
けれどソフ ィーは思 った のだ。自分で はダメな のだ と。ハウ
ルには、
『記憶を無くす前のソフィー』でなければダメなのだと。
「……きっと、烈火のごとく怒り狂ったと思うよ」
搾り出すよ うにして 呟い たその声に、 自分はも しか してとん
でもなく残酷 なことを して しまったので はないの かと 、ソフィ
ーはそう後悔した。
ハウルが愛 したソフ ィー の顔で、ソフ ィーの声 で。 そうして
彼に前のわた しはどう して いたと、そう 尋ねるこ とは ―――ハ
ウルにとっては、拷問にも等しいことではないのだろうかと。
浮かんだそ の、絶対 的な 可能性を否定 するかの よう に、ソフ
ィーは無理や り顔に笑 顔を 浮かべた。き っと引き つっ ているで
あろう笑顔で、ハウルを見つめた。
「じゃあ、わ たしも怒 れば いいのかしら 。そうし たら 、あなた
は仕事に行ってくれるのかしら？」
どうしてこ こまで、 自分 がハウルを仕 事に行か せた いのかわ
からなかった 。理屈で はな かったのかも しれない 。自 分がいる
所為で、彼に 日常生活 を妨 げるようなこ とをして ほし くなかっ
たのかもしれない。ソフィーにもよくわからない。
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時計の音と 、それに 連動 するかのよう なカルシ ファ ーが薪を
燃やす音が大きくなる中、折れたのはハウルの方だった。
「―――わか った。あ んた がそこまで言 うのなら 、僕 はまたつ
まらない仕事に戻ることにするさ」
それは望ん だはずの 言葉 だというのに 、どうし てか 痛くソフ
ィーの耳には 突き刺さ った 。彼が本当に それを望 んで はいない
と知っていた からかも しれ ない。彼は栄 えある今 の職 業を、心
底煩わしいと思っているようだった。
ソフィーが 顔を歪め てい ることに気づ いたのだ ろう 。ハウル
は軽い笑顔を浮かべた。何でも無いというかのように。
「気にすることはないよ。そろそろ潮時だとも思っていたんだ。
サリマン…… あぁ、同 僚で 、レティーの 旦那なん だけ どね。そ
いつからも、いい加減仕事に復帰しろって催促されていたしさ。
いいんだよ、 ソフィー がそ こまで言うの なら、僕 も安 心して仕
事に戻ることができるしね」
嘘だ、とソ フィーは 思っ た。何を根拠 にそう思 った のかはわ
からない。そ れでも今 のハ ウルの言葉を 、そのま まそ っくり信
じることはできなかった。
自分を傷つけないためにハウルは平気で嘘をつく。
それは大し た嘘では ない のかもしれな い。人に よっ ては、社
交辞令だと言 って済ま せて しまう類のも のなのか もし れない。
けれどソフィーにはそうすることはできなかった。
ただ痛かっ た。それ を、 上手くハウル に伝える こと もできな
かった。何が 悪いのか もわ からない。全 て自分が 悪い ような気
さえした。
「明日から仕 事に戻る よ。 今日はもうそ んな気に はな れないか
らさ。その代 わり、今 日は これから僕に 付き合っ てく れないか
い？ 美味しいレストランがあるんだ。二人で行こう」

笑顔で誘い をかけて くる ハウルに、も ちろん断 る理 由なんて
無かった。こ の人はた くさ んの好意を示 してくれ る。 その気持
ちを返さなくてはならないと思った。
頷いて、視 線を感じ て暖 炉に目を向け ると、鎮 座し ていたカ
ルシファーと 目が合っ た。 黙って見つめ るカルシ ファ ーが何を
言いたいのか、ソフィーはわからなかった。

＊＊＊

「ソフィーを義務感で傍に置かせるのは、どうかと思うな」
暖炉の前を通りかかった時、ふいにそんな声が聞こえてきた。
真夜中のこと だった。 ハウ ルは足を止め 、無表情 に暖 炉の中を
振り返った。 青く燃え るカ ルシファーの 目だけが 、暗 闇の中で
らんらんと輝いていた。
「……別に僕 は、義務 感で ソフィーを傍 に置いて いる わけじゃ
ないさ」
「馬鹿。逆だよ」
わからないのかとその悪魔の目が問う。ハウルは首を振った。
ソフィーが義 務感で自 分の 傍にいるだな んて、そ んな ことは認
めたくなかった。認められるはずがなかった。
「言っておく けど、僕 は無 理やりにこの 家にソフ ィー を連れて
きたわけじゃ ない。ソ フィ ーの意見を聞 いた。彼 女の 意思を尊
重したんだ」
「尊重した気になってるだけじゃないのかよ？」
どうしてこ の悪魔は 、耳 に痛いことば かりを言 って くるのだ
ろう。まるで その光景 を見 てきたかのよ うに。お まえ に何がわ
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かるのかと、 そう罵倒 する ことは簡単だ った。そ れは ていのい
い自己満足に過ぎなかった。
「ソフィーの おまえを 見る 目、まるで、 召使が主 人の 命令に従
ってるみたい だぜ。一 々顔 色伺ってさ。 ハウルの 言う ことなら
なんでも叶えなきゃならないってさ」
「それで僕にどうしろって 」
カルシファ ーが何を 言い たいのかわか らなかっ た。 それで自
分にどうしろ と言うの だろ う。できるこ となら何 でも してきて
いるつもりだ った。た だ待 つしかないと わかって いる から、彼
女を責め立て ても仕方 ない とわかってい るから、 だか らそうし
ているつもりだった。
これ以上カルシファーは何をしろと言うのだろう。
「そんなの自分で考えるんだな」
「……何だよそれは」
無責任なこ とこの上 ない 悪魔だと思っ た。その 思い は顔にそ
のまま出ていたのか、
「普段のおまえだってこうだろう？ ソフ
ィーの質問に はぐらか して ばっかでさ」 と容赦な く言 われた。
返す言葉なんてなかった。いつだって、この悪魔には。
「ただ、今の 状況は、 ソフ ィーにはよく ないって 言っ てるんだ
よ。ソフィー が一日に 何回 ため息をつい てるのか 、お まえだっ
てずっと見てるんだからわかってるだろう？」
これ以上、 カルシフ ァー の言葉を聞い ていたく なか った。ハ
ウルは足早に 暖炉の前 を離 れた。今はも う暖炉か ら自 由に離れ
ることのできるカルシファーは、追ってくることはなかった。
そうして明 けて翌日 から 、ハウルはま た以前の よう に王宮へ
と仕事に出向 いて行っ た。 ソフィーの作 った朝食 を食 べてソフ
ィーに見送ら れて家を 出て 、それはまる で以前と 同じ ような朝
の風景だった 。扉を開 けた 瞬間の外の冷 気が見に 染み て辛かっ
！？

た。
唐突に職場 に姿を現 した ハウルにサリ マンは驚 き、 けれど何
かを言うわけでもなく、
「仕事がたくさん溜まってるぞ」とそっ
けなく言うだ けだった 。ま るで昨日もそ うしてい たか のように
以前の日常は ごくゆる やか に始まって行 った。何 とも 不思議な
感覚だった。
つまらない 紙っぺら を見 ている間中、 ずっと早 く家 に帰りた
いと、そのこ とばかり をハ ウルは考えて いた。家 に帰 りたくて
帰りたくて仕 方がなか った 。ソフィーの 顔が見た かっ た。以前
のように抱き しめられ なく ともキスがで きなくと も、 それでも
あのぎこちな い笑顔で も、 お帰りなさい と言われ るこ とがただ
嬉しかった。切なさに胸が締まるあの笑顔。
「あれ、ここの魔法式、見たことがないけどどうしたの？」
王宮の周り に張り巡 らさ れた結界の魔 法式の一 覧表 に見たこ
とのない物が 混じって いた 。書き間違い だろうか とサ リマンを
振り返る。
「どこだ？」
指差した先 のそれを 見て 、サリマンは 軽い笑顔 で「 あぁ」と
頷いた。どうやら書き間違いの類ではないようだった。
「おまえが休ん でいる間に 新しく発見され た式を利用 してみた。
こうすること によって 、ハ プロワプスの 第三条と 第四 条の式が
短縮できる。効率的だと思ったが、どうだ？」
ハウルは言 われたこ とを 頭の中で考え てみた。 浮か べた式に
今のそれを当 てはめて みる 。いくつかの 難解な式 が頭 の中を駆
け巡っていっ たが、そ んな もの、ハウル にとって はど うという
こともなかった。数秒沈黙した末に、
「あぁ、いいね」と小さく
呟いた。自分 がいなく ても どうにかなる んじゃな いか と思い、
それはべつに 悔しくも 何と もなかった。 ただ呆れ た。 自分の存

- 73 -

在する価値なんて、どこにも無いような気がして仕方なかった。
何のために今生きているのかと問われれば、それは。
……まだ、彼女が生きているから。ただ、それだけのために。
「失礼します」
唐突に扉が 開かれた 。追 加の仕事を持 ってきた 部下 だった。
見た瞬間に心 臓が跳ね 上が った。持って いた書類 がば さっと床
に落ちて行った。
「ハウル？」
訝しげなサ リマンの 声が 遠くに聞こえ た。大丈 夫だ と答えよ
うとしたが、声は言葉になってはいなかった。
扉が開きそ うして入 って きた男が、ま た何を言 い出 すのかと
それが怖かっ た。あの 時の ように。あの 時のよう に。 手紙を持
って来るのではないかとそれが怖かった。
馬鹿げてい るとハウ ルは 笑った。そん なことを 、数 ヶ月も前
のことを、ど うして今 更に なって怯えて いるのか と自 分自身を
嘲りたくなっ た。サリ マン は何もわかっ てはいな いの だろう。
眉を寄せ、や ってきた 男か ら追加の書類 を受け取 って いる。日
常の風景だった。自分だけがそこにいない。
心臓が、ただ、うるさかった。

日々は何事も無く流れて行った。良くも悪くもならなかった。
相変わらず景 色は雪に 覆わ れていた。そ れでも確 かに 流れる時
間に、ただ焦 りと、そ して どうしようも ないとい う思 いだけが
蓄積されていった。
ハウルは仕 事に戻っ てか ら、極端にソ フィーと 接す る時間が
短くなってい た。朝食 を食 べて、そうし て少し休 憩す ればもう
家を出て、夕 飯前に帰 って これることも あったが 、日 によって

は夜中に帰っ てくるこ とも あった。その 場合、当 然だ がソフィ
ーは先に休ん でいた。 ベッ ドを買おうと 言ったハ ウル に、いら
ないと答えたソフィーは、初日と変わらず階段下で休んでいた。
自分がいな い間、ソ フィ ーがどうして いるのか と心 配になっ
て、それとなくマイケルに尋ねた。
「ソフィーさ んですか ？ 掃除して、買 い物に行 って 、食事を
作って、いつ も通りで すよ 。カルシファ ーともよ くお しゃべり
してます。マ ーサやレ ティ ーさんもよく 訪ねて来 てく れますし
ね」
安心すると 同時に物 足り なさを覚えた 。自分は こん なにもソ
フィーのこと ばかりを 思っ ているという のに、彼 女は そんなこ
とはないのだ と知った 。当 然のことだろ うと思い なが らも、自
分ばかりが馬 鹿のよう で、 やりきれない 思いばか りが 胸に込み
上げた。
その日は久 しぶりの 休日 だった。休む つもりな どは 無かった
が、サリマンが気を使って用意してくれた休日だった。
「 レティ
ーが心配しているからな」と言うサリマンに、
「あんたも十分素
直じゃないね」と返しておくことは忘れなかった。
「今日、お休みなの？」
いつもより だいぶゆ っく りした時間に 降りてき たハ ウルに、
ソフィーは驚 いたよう にわ ずかに目を大 きくして そう 尋ねてき
た。そういえ ば昨日、 今日 は休みだとい うことを ソフ ィーに告
げることを忘 れていた かも しれない。以 前だった ら、 待ち遠し
かった休日を 、そんな ころ っと忘れるよ うなこと はな かったと
いうのに。
ソフィーは 日常の中 でハ ウルを起こす ことはし なか った。そ
んなことを自 分がする のは お門違いだと 思ってい るの かもしれ
ないし、思い ついてす らい ないのかもし れない。 起こ されずと
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も毎日決まっ た時間に 起き ることのでき る自分を 、ハ ウルは今
のソフィーと暮らし始めてから初めて知った。
「うん。休みなんだ。久しぶりにゆっくりすることができるよ」
いつもの習 慣でテー ブル へと目を走ら せる。普 段で あれば、
ハウルが降り てくる頃 には その上には温 かな朝食 が用 意されて
いた。しかし 今日はハ ウル の起床が遅か ったため 、そ の上には
何も無かった。
「あの、降りてこないから、ハウルの分はまだよそってないの。
ちゃんと作ってあるのよ？」
ハウルの視 線に気づ き、 慌てたように ソフィー は言 った。ど
うしてソフィー がそんなに 慌てるのかハウ ルはわから なかった。
しかしカルシ ファーに 言わ れた台詞がす ぐさま脳 裏に 蘇ってき
た。召使が主 人の命令 に従 っているみた い。あぁ 確か にそうだ
なとハウルは 心の中で 苦笑 した。ソフィ ーはいつ だっ て自分に
遠慮している ばかりで 、今 だって気遣わ しげな視 線で 見上げて
きている。ど うして気 づか なかったのだ ろうと問 いか け、気づ
きたくなかったからだとわかった。
なんて、愚かな、自分。
目隠しをし そして見 た世 界なんて、そ こにどれ だけ の価値が
あるのか自分が一番よくわかっているだろうというのに。
「ご飯、食べる？」
「……うん」
浮かべた笑 みは力無 いも のだったのか もしれな い。 ソフィー
は首をかしげ たが、す ぐさ まスープでも 入ってい るの だろう、
鍋に向かっていった。
「カルシファー、かがんでくれる？」と優
しげに言うソ フィーの 声を 聞きながら、 ハウルは 自分 の席につ
いた。鍋をかき回すソフィーの背中を、ただ見ていた。
あの背中を 最後に抱 きし めたのはいつ だろうか と、 ハウルは

ぼんやりしな がら考え た。 いつのことだ か思い出 すこ とはでき
ないのに、抱 きしめた 感覚 だけが嫌にリ アルに思 い出 せた。特
別背が低いわ けでもな いの に、抱きしめ た背中は 小さ かった。
そして温かか った。後 ろか らすっぽりと 自分の両 手の 中に彼女
を閉じ込め、 頭に顎を 乗せ るのが好きだ った。彼 女の 匂いを全
身で感じた。幸せだった。
今もやろう と思えば 、そ れをすること はできる のだ ろう。数
歩歩けば触れ ることの でき る距離にソフ ィーは居 る。 彼女は嫌
がりはしない だろう。 拒絶 してはいけな いと自分 に言 い聞かせ
ているのだか ら。抱き しめ ることは簡単 だった。 その 簡単さが
難しかった。
ふと視線を 感じた。 鍋の 下敷きになっ ているカ ルシ ファーだ
った。何か言 いたげな 視線 で自分を見つ めている 。余 計なこと
は言うなと、ハウルは瞳だけでそう釘を刺した。
手早くソフ ィーはベ ーコ ンエッグを作 り、パン を切 り、熱々
のスープと新鮮なサラダを出してくれた。変わらない味だった。
それに喜びを 感じると 共に 、まるで別人 が作った かの ようにま
るきり違った味だったら良かったのにと思った。
「こんな中途半端な時間に食べて、お昼は入るの？」
「その時はその時さ」
食べたい時 に食べて 、食 べたくなけれ ば食べな けれ ばいい。
不健康だとは 思ったが 、だ からどうしよ うとも思 わな かった。
自由に生きる ことと無 茶を することは別 だと、こ の年 にもなれ
ば嫌になるほ ど身に染 みて わかる。けれ どそれと これ とは別だ
った。頭では理解している。ただそれだけのことなのだ。
「ハウルはい いよな。 休日 だからっての んびりで きて さ。おい
らの仕事が全く無くなる日なんてないもんな！」
暖炉の中か ら恨めし げな 声。ハウルは カルシフ ァー のこの手
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の台詞を聞く 度に、契 約は 解けたという のに戻っ てき たのはお
まえの方だろ うとそう 思う 。嫌ならどこ へなりと も行 けばいい
のだと言いたくなる。言ってしまったこともある。
「そうね。食 事を作る には あなたの力が 必要だし 、お 風呂にだ
って入りたい ものね。 三食 をパンとチー ズだけで 済ま して、だ
れもお風呂に入らなければ休めるでしょうけど」
「それだけで もダメだ ぜ。 大体、おいら がこの城 を作 ってるん
だし、動かし てるのだ って おいらなんだ から。ま 、最 近は用事
も無いから、ずっと同じ所で止まってるけどね」
「お城？ 動かしてるって、何を？」
ソフィーの目を丸くしてのその質問に、
「何だよソフィー、知
らないのかよ ？」とカ ルシ ファーもまた 目を丸く した 。二人の
視線は、示し 合わせた よう にハウルに向 けられた 。ハ ウルはパ
ンをかじっているところだった。飲み込んでから、
「改めて言う
必要も無いと思ったからね」と答える。
「どういうこ となの？ こ の家、扉の他 にも、ま だ何 か仕掛け
があるの？」
「仕掛けとい うかね。 ソフ ィーはまだ行 ったこと がな いけど、
あの扉は荒地 にも繋が って るんだ。そこ なら城を 見る ことがで
きるよ。動いている所もね」
食べかけの パンを皿 に置 いて、ハウル は「行く かい ？」とそ
フィーに尋ね た。食事 を続 ける気にはな れなかっ た。 ソフィー
が頷かないはずは無いともわかっていた。
「いいよ、行こう」
食べかけの 食事はそ のま まに、扉まで 歩いたハ ウル は、後に
続いているソ フィーを 振り 返って軽く指 を鳴らし た。 現れた厚
手のコートをソフィーに羽織らせてから、扉のとってを回した。
「カルシファ ー、僕ら が外 に出たら、適 当に動き 出し て。戻る

時には呼ぶから。あんまり遠くには行くなよ」
「ちぇっ。そうやっておいらをこき使うんだからさ！」
「それがおまえの仕事だろう？」
自分に課せ られた役 目ぐ らいはきちん とまっと うし てもらい
たいねと、素っ気無く言って、ハウルは扉を開いた。

「これがお城なの？」
吹き付ける 風の冷た い荒 地に降り立ち 、大きな 城を 見上げて
ソフィーは言 った。と ても 驚いているよ うだった 。そ れがいい
意味なのか悪 い意味で なの かなんて、ハ ウルには すぐ にわかる
ことだった。
「そう、これが僕らの城さ」
「どうしてお城なんて作ったの？」
「ちょっと厄 介な人達 から 逃げる時、空 飛ぶ城が あれ ば便利だ
と思ったんだ」
「ちょっと厄介な人達って？」
まるでソフ ィーの質 問は 永遠にも続く ように思 われ て、ハウ
ルは困った。
「もう昔の話さ」とだけ言って、この会話はもう終
わりであるこ とを告げ た。 ソフィーはそ れ以上つ っこ んで聞い
てくることはしなかった。
「城っていう ぐらいだ から 、もっと豪華 絢爛な様 を想 像してい
たかい？」
少し意地悪 な問いか けだ った。ソフィ ーは寒さ で赤 くなった
顔で、
「そんなこと……」と小さく言った。嘘なんてつく必要は
ないのにとハ ウルは思 った 。そんなこと をしたっ て無 駄なのだ
から。その顔 を見れば 、今 ソフィーがど んなこと を考 えている
かなんてすぐにわかる。
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「この城の見 てくれは 、悪 くて良かった んだ。悪 名高 い魔法使
いハウルの城 だったか らね 。そう簡単に やって来 られ ても困っ
たしね。……あんた以外は」
「え？」
強いソフィ ーの眼差 しに ぶつかって、 ハウルは 自分 がしゃべ
りすぎたことを知った。
「何でもない」と強く言って、ソフィー
に背を向けて 歩き出し た。 ソフィーが後 について くる ことは聞
こえてくる足音でわかっていた。
沈黙の中、 吐く息は 白く 濁ってすぐ消 えた。こ こに は雪は降
っていなかっ た。がや がや 町に降ってこ こに降ら ない わけはな
いのだから、きっと恐らくは魔法の力が影響しているのだろう。
詳しく考えることは面倒だったし、どうでも良かった。
「ほら、花畑」
コートの両 ポケット に手 をつっこみな がら振り 返れ ば、俯い
て歩いていた ソフィー が上 げた顔と目が 合った。 ハウ ルはくい
っと顎でその 先を示し た。 釣られるよう にソフィ ーは 視線を動
かし、そうしてすぐさま両目を大きくさせた。
「すごい！ こんなに 花が ……どうして ？ 冬な のに 、こんな
に。これもあなたの魔法の力なの？」
「始めはサリ マンだっ たけ どね。今は僕 。それに 、あ んたの力
でもあったんだよ。毎朝話しかけながら花を摘んでいて―――」
ハウルを追 い越し、 寒い 冬空の下咲き 乱れてい る花 に近寄っ
て触れていた ソフィー は、 くるりと振り 返ってハ ウル を見つめ
た。喜びと、戸惑いの混じったその双眸。
「わたしの力って？」
「……言ってなかったっけ？」
言っていな いことが 多い ことはわかっ ていた。 ほと んどはソ
フィーには話 していな い事 柄だった。聞 かれない こと には答え

ない。聞かれてもはぐらかすことはよくあった。
「聞いてないわ」
思いの他強 い声音で ソフ ィーは言った から、ハ ウル は軽く息
を吸い込んで笑顔を浮かべて言った。
「あんたには 言霊の力 があ るんだよ。あ んたは魔 女な んだ、ソ
フィー。あん たが力を 込め て話しかけれ ば、話し かけ られたも
のには命が宿 る。でも そん なこと、あん たには関 係な いようだ
ったけどね。 力の制御 がで きないんだ。 それにソ フィ ーは別に
気にしてはいなかったし」
「……わたし、魔女なの？」
あぁ、と小 さくハウ ルは 頷いた。ソフ ィーはこ れを どう受け
止めるのだろう。気になったが、ソフィーは小さく「そうなの」
と呟くだけだった。特別何かを感じたわけではなさそうだった。
ハウルは拍子抜けした。
「ここの花を摘んで、あんたは花屋をやっていたんだよ」
訪れた沈黙 を居心地 が悪 いと感じ、ハ ウルは珍 しく 聞かれる
前に以前のこ とをしゃ べっ ていた。花に 視線を戻 して いたソフ
ィーがまた振り返る。
「花屋？」心底驚いているようだった。魔
女だと告げら れた時よ りも 驚いているよ うで、ハ ウル にはそち
らの方が不思議だった。
「そう、毎朝 、ここの 花を 摘んでね。マ イケルと 二人 でやって
いたんだよ。 僕もたま に手 伝うことはあ ったし。 季節 を問わず
色々な花が咲いているからね。すごく繁盛していたんだよ」
ハウルは思 い出して いた 。ソフィーが 花屋の女 主人 として働
いていた時の ことを。 忙し い日々を楽し んでいた かの ような彼
女は、花屋で 働いてい る時 が一番楽しそ うだった よう な気がす
る。キレイな 花に囲ま れ、 やって来た客 との世間 話に 弾んで、
時たまそこに はソフィ ー目 当てに通う若 い男もい たり して、そ
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うして不機嫌に なる自分を 見てソフィーは 呆れたよう に笑って。
目を瞑らず とも夢は 容易 く彼を浚って 行った。 彼女 が呼ぶ声
が聞こえるこ とがある 。幻 。わかってい ながらも それ に縋り付
きたくなる時があった。
「あんたさえ嫌じゃなかったら、花屋を開いてみないかい？」
気づいた時 にはハウ ルは そう言ってい た。遊び に連 れて行く
ことはあって も、ハウ ルが ソフィーに何 かをして みな いかと提
案したことは 初めてだ った 。ソフィーも そう思っ てい たのか、
見開いた眼差しでハウルを見ていた。
「花屋をやる と忙しく なる と思うんだけ ど、でも 前の あんたは
楽しそうだった から……今 のあんたもそう だとは限ら ないけど、
でも、どうだ ろう。や ると なればマイケ ルは喜ん で手 伝ってく
れるだろうし、僕も休日には手伝うから」
以前の生活 を取り戻 そう としているわ けではな かっ た。ただ
どうしてか、 ハウルは 、ソ フィーにはそ うしてい る姿 が一番い
いのではない かと思っ た。 日々流れる時 間の合間 に彼 女がため
息を何度もつ いている こと は知っていた 。花屋は その いい気分
転換になるのではないかと思った。
「どうかな」
考え込んで いるのか 、ソ フィーは高く 伸びた丈 の葉 を撫でな
がら、じっと立ち尽くしていた。
「ソフィー」
彼女が黙っ て考え事 をし ている様は、 ハウルに はい つも恐怖
の対象となっ た。いつ ここ から出ていく と、そう 言わ れるかと
考え怖かった 。そんな こと はあるわけな いとは思 いつ つも、そ
う言い切れるだけの根拠などは何も無かった。
「そうね」
ゆっくりと 、まるで その 手つきは、撫 ぜる葉を 愛し んでいる

かのようですらあった。
「いいかもしれないわね」
振り返った ソフィー は笑 っていたから 、そのこ とに とりあえ
ずハウルは安心した。
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【

７

】

「まぁ、ソフ ィーちゃ ん。 あなたもう大 丈夫なの ？ 怪我はも
ういいの？ まぁなんて久しぶりなのかしらね！」
という言葉 を、ソフ ィー は花屋を始め てからと いう もの、も
う何度も何度 も耳にし てい た。ソフィー はその度 に「 えぇ、は
い、すっかり 」と当た り障 りのない言葉 を返して いた 。ソフィ
ーには相手が だれだか さっ ぱりわからな いという のに 、やって
来る人々はソ フィーの こと をよく知って いるよう で、 中年以上
の女性にはよ くちゃん 付け で呼ばれるの がどうに も居 心地が悪
かった。
ハウルは近 所の人々 に、 ソフィーのこ とはただ の怪 我で入院
していたと話 していた よう だった。記憶 を無くし ただ なんてこ
とは言っては いないよ うだ った。嘘をつ いている よう で心苦し
かったが、余 計な心配 をさ れるのは確か に嫌だっ たか ら、ソフ
ィーも適当に 話を合わ せて いた。大抵の 人々は「 良か ったわ。
お大事にね」 と言い去 って いくだけだっ たから、 苦労 するよう
なこともなかった。それにマイケルがほぼずっと傍にいてくれ、
ソフィーが困 っている 時に はタイミング 良く口を 挟ん できてく
れたし、客が 去るとい つも どんな人なの かを教え てく れた。あ
るいは会話の最中、さりげない態度で、例えば「アニータさん、
パン屋さんて朝早いから大変ですよね」等と言ってくれるので、
ソフィーはそうやって町の人々の顔を覚えていった。
「マイケルは、本当にいい子よね」
売り物の花の丈を揃えながら、思わずソフィーはそう呟いた。
花屋を開いて からもう 一週 間以上になる 。だんだ んと ソフィー
も仕事に慣れ てきて、 開店 前の仕度は自 分一人で 大丈 夫だから
と、マイケルには魔法の課題をやってもらっている。

花屋をやり だしてか ら、 ソフィーの生 活には一 気に 張りがで
きた。確かに 忙しくは なっ たが、それは 今のソフ ィー には何よ
りも喜ばしい ことだっ た。 朝起きて、朝 食の準備 をし て食べ終
えたらすぐに 荒地に花 を摘 みに行く。朝 の荒地は 寒か ったが、
それでも毎日 咲き乱れ る花 々を見ながら 歩くのは とて もいい気
分転換になっ た。たっ ぷり と花を摘んで 店に行き 、何 とか準備
を終えた頃に はもう開 店の 時間だった。 冬のこの 時期 、普通で
あれば花屋に 置ける花 など はほとんど無 い。だと いう のに、色
とりどりの花 が置いて ある ジェンキンス 生花店に はた くさんの
人が押し寄せ た。その 中に は復帰した女 主人会い たさ のために
やって来る人 もいた。 ソフ ィーはあちこ ち対応に 追わ れ、肉体
的にも精神的 にも疲れ たが 、それでもや ることも なし に暗鬱と
した日々を過 ごすこと に比 べれば、それ こそ天と 地ほ どにもか
け離れた生活だった。
「だけど、あ んなにい い子 なのに、マイ ケルには 本当 に悪いこ
とをしちゃっているわね」
朝の花摘み から昼間 の客 相手、それか ら数日置 きの 買い物ま
で、何から何 までマイ ケル を付き合わせ てしまっ てい ることが
申し訳なかっ た。もち ろん ソフィーは何 も言って はい ない。マ
イケルの方か ら何かと 手伝 ってくれてい るのだ。 その 心遣いは
嬉しいし、本 当に助か って もいるのだが 、これで はマ イケルの
自由な時間な どはほと んど 無いだろう。 花屋を開 いて からとい
うもの、マイ ケルは一 度も マーサに会い に行って いな いのでは
ないだろうか。
マイケルに 時間をあ げた かったが、一 人で何時 間も 客の相手
をするのは、今のソフィーには少々まだ不安があった。
「マイケルに は悪いけ ど、 もう少しの間 は手伝っ ても らわない
といけないわね」
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けれど、そ れももう 少し の間だけだ。 もう少し して 、一人で
も何とかでき るぐらい に慣 れてきたら、 適度にマ イケ ルにも時
間をあげなく ては。自 分の 所為でマイケ ルがマー サに 怒られる
ようなことがあっては大変だった。
「あんたもマイケルを見習って、しっかり働いてちょうだいね。
そう、キレイ にしゃん と咲 いてちょうだ い。そう した ら立派な
紳士が、きっとあんたを買って行ってくれるでしょうよ」
バケツに入 ったヒナ ギク に話しかけて から、ソ フィ ーは辺り
を見回した。 大体の準 備は これでいいだ ろう。も う少 しすれば
マイケルが来て、そうして店は開店の時間を迎える。
「本当に、働き者な男の子だわ」
自分はこれ に楽しさ を感 じているから いいもの の、 マイケル
はそうではな い。彼の やる べきことは魔 法の勉強 であ って、花
屋の手伝いで はないは ずだ 。それを思う と本当に 申し 訳なさが
込み上げてき た。マイ ケル のことを思い 出しなが ら、 ソフィー
はふと、花屋 を始める きっ かけになった ハウルの こと も思い出
していた。
「あの人が花 屋を始め たら どうかって言 ったくせ に、 一番被害
を被ってるの はマイケ ルだ なんて、何だ か割りに 合わ ない話よ
ね」
ソフィーは だんだん 、自 分のハウルに 対する印 象が 変わって
きていること に気づい てい た。初めはた だ優しい 人だ と思って
いた。今でも それは変 わら ない。お土産 と言って 渡さ れる甘い
お菓子を食べ る度に、 あの 人はどんな顔 でこれを 買っ てくるの
だろうと思う と、とん でも なく優しい人 なのだと 身に 染みて思
う。
「だけど、ただの優しい人じゃないみたいね」
立派な薔薇の花びらをつつきながらソフィーは言った。

「こっちの質 問にちっ とも 答えてくれな いのは、 どう いうわけ
なのかしら」
それがソフ ィーには さっ ぱりわからな かった。 一日 も早く記
憶を思い出す ためにも 、以 前の生活を細 かく知る こと が必要だ
ろうと思うの に、ハウ ルは ちっとも話し てはくれ ない のだ。お
かげでソフィ ーは、以 前の 自分がどんな 人物であ った のか、い
まだによくわ からない 。好 きなように食 事を作っ て掃 除をして
いるが、果たしてこれでいいものなのだろうか。
「わたしが知 っている 『ソ フィー』のこ となんて 、が やがや町
で生まれ育っ て、二人 の可 愛い妹がいて 、キング ズベ リーが苦
手なこと、そ れに花屋 をや っていたこと ぐらいよ 。仮 にも自分
のことだっていうのに、これでいいのかしらね？」
ちっとも良 くない気 がし たが、いくら 問いかけ ても ハウルは
さらりと流し てしまう のだ から仕方ない 。カルシ ファ ーが昔か
らハウルはこ うだと言 って いたから、あ れはハウ ルの 性格なの
だろうか。人 の質問に 答え ない性格だな んて、一 体ど んな性格
悪なのだろうかとソフィーは思う。
自分のこと はさっぱ りわ からないが、 マイケル のこ となら詳
しくなってい た。両親 を亡 くして偶然ハ ウルの家 にや ってきた
こと、成り行 きで弟子 にな ったこと、マ ーサと出 会っ た時のこ
と、誕生日に は毎年カ ルシ ファーが花火 を打ち上 げて くれるこ
と。後半にな るにつれ て、 マイケルはだ んだん照 れた ようにし
ゃべり続けて いた。そ れが 可愛くて楽し くて、ソ フィ ーは「も
っと話して。 あなたの こと 知りたいわ」 と続きを ねだ った。ど
うしてかマイケルは赤かった顔をもっと赤くさせた。
客が引いた 時間には マイ ケルと他愛も ない会話 をす るのが常
で、そこでソ フィーは 、マ イケルが鶏肉 のパイ包 みを 好きなこ
とを知り、今 日の夕飯 のメ ニューはもう それに決 まっ ていた。
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いつものお礼に、夕飯ぐらいは好物を食べてもらいたかった。
「……美味しいって言ってくれるといいんだけど」
パイ生地は もう昨日 のう ちに作ってい たから、 今日 の花屋の
仕事が終わっ てからで も、 十分夕飯には 間に合う はず だった。
作るのは初め てだけれ ど、 作り方はわか っていた から 、きっと
以前に作ったことがあるのだろう。体が覚えているのだ。
時計を見る 。開店時 間が 迫っていた。 と、店の 方で はない扉
が開く音がした。振り返れば、そこには馴染んだマイケルの顔。
「すみません、ソフィーさん。もう準備終わりましたか？」
「えぇ、大丈夫よ。準備ぐらいなら一人でもできるわ」
任せちゃってすみませんと恐縮するマイケルに、
「やることが
あるんだから 、仕方な いで しょう？」と ソフィー は優 しく微笑
んだ。マイケ ルが店の ドア にかかった札 を「ｏｐ ｅｎ 」に変え
ると、すぐさ ま客がや って きた。ソフィ ーは元気 良く 「いらっ
しゃいませ！ 」と声を かけ た。一日が始 まるのが 、何 だか楽し
みになっていた。

＊＊＊

「今日はまたずいぶんと、おいらをこき使う気みたいだな？」
ソフィーが カゴから 取り 出した今日の 夕飯の材 料を 見て、カ
ルシファーは げんなり した ようにそう呟 いた。長 時間 鍋の下で
大人しくしていなければならないからだろう。
「昨日パイ生地 を作ったで しょう？ あれ の余りをあ げるから、
大人しくしていてちょうだいな、カルシファー」
夕方まで花 屋を開き 、簡 単に後片付け をしてか ら夕 飯の準備

にとりかかる と、どう して も急がなくて はならな くな る。慣れ
た手つきでジャガイモの皮を剥いてゆく。
「いいかしら？ カルシファー」
「嫌だって言ったらどうなるんだい？」
「うっかり手 が滑って 、こ の鍋に入った 水がかか っち ゃうかも
しれないわね」
「それはうっかりとは言わないだろっ！」
騒ぐカルシ ファーに くす くすと笑いな がら、ソ フィ ーはおと
なしくかがん でくれた カル シファーの上 に鍋を置 いた 。まさか
本当に水をか ける気な んて 無かったが、 カルシフ ァー を黙らせ
るにはこれが一番のようだった。
ジャガイモ を茹でて いる 間に、ソフィ ーは次々 に他 の材料も
切っていった 。メイン の鶏 肉を食べやす い大きさ に切 り、にん
じんにブロッ コリーも 同じ ように。しば らくして ジャ ガイモが
茹で上がり、それをフォークで潰す間に他の材料も茹でていく。
気づくとソフィーは鼻歌を歌っていた。
「何だってソ フィーは 、わ ざわざこんな 面倒な料 理を 作るんだ
よ。たまにはおいら、パンとチーズだけでもいいと思うね」
「この寒い中 、そんな 冷え た食事なんて 嫌よ。温 かい 物を食べ
てぐっすり眠 りたいじ ゃな いの。それに これ、マ イケ ルの好物
なんですって。聞いたら作ってあげたくなるじゃないの」
「へぇ、マイケルの？」
軽く潰した ジャガイ モの 入ったボール を、邪魔 にな らないよ
う隅にどけな がら、ソ フィ ーは「えぇ、 そうよ」 と頷 いた。マ
イケルは今は 自室にい る。 当人が傍にい たら、少 々気 恥ずかし
くて言えない台詞だった。
「だって、い つもがん ばっ てくれてるじ ゃない。 わた しのため
に、気を使っ てくれて いる のがわかるも の。これ ぐら いのこと
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しかできないけど、喜んでくれるのならって思ったのよ」
カルシファ ーの声音 に、 どうしてか自 分がいけ ない ことをし
ているかのよ うな気持 ちに させられて、 言い訳の よう にソフィ
ーはそう言った。何も悪いことなどしていないというのに。
「べつにソフ ィーが何 をし ようが、そん なことお いら に関係な
いけどね」
「関係ないけど、何？ 何が言いたいの？」
鍋の下で、 今カルシ ファ ーがどんな顔 をしてい るの かはわか
らない。どうにも居心地が悪くて、ソフィーは「カルシファー」
と強い口調で名前を呼んだ。
「ソフィー、ハウルの好物は知ってるのかい？」
観念したか のように 言わ れたカルシフ ァーの言 葉は 、ソフィ
ーには意外な 、意外す ぎる ものだったか ら、思わ ずソ フィーは
目を丸くしてカルシファーを見つめてしまった。とは言っても、
鍋の下から、 ちらちら と覗 いている部分 しか見る こと はできな
かったのだけれど。
「ハウルの？ 知らないわ」
「へぇ」
それだけで、カルシファーは何も言わない。居心地の悪さは、
ますます大き くなるば かり だった。自分 は何か間 違っ たこをし
ているのだろ うか？ ただ マイケルの好 物を作っ てい るだけな
のに？ 首を傾げつつも、ソフィーは口を開いた。
「聞いたことはあるのよ。わたしが食事を作り始めてすぐの頃。
何か好きな物 があるの なら 作るけど、っ て。でも ハウ ルはいつ
ものようには っきり答 えて くれなかった もの。ソ フィ ーが作っ
てくれる物なら何でも好きだよって」
ハウルがソ フィーの 問い にはっきり答 えてくれ ない のはよく
あることだっ た。どう して なのかはわか らないが 、だ からあま

りにいつものことなので、ソフィーは気にすることはなかった。
実際、ハウル はソフィ ーの 作った食事な ら何でも 笑顔 で食べて
くれたから、あの言葉は嘘ではなかったのだと思ったのだ。
けれどカル シファー は、 まるでそんな ソフィー を責 めている
かのようだった。声だけだからよくわからない。鍋をどければ、
その表情から もう少し 詳し いことがわか るのかも しれ ない。け
れどソフィーは鍋をどかすことはしなかった。
「義務感で作 った料理 なん て、そりゃ何 を食べて も同 じだろう
からね」
「……え？」
一瞬、言われた言葉の意味がわからなかった。
空気がぴん と張り詰 めて 、鍋が静かに ぐつぐつ 言う 音だけが
聞こえた。次 の瞬間、 とん でもなく失礼 なことを 言わ れたのだ
と気づき、ソ フィーは 何と 言い返せばい いのかす ぐに はわから
なかった。
義務感で作った料理だなんて。
「―――わたし、そんなこと、してないわ」
だれに作れ と言われ たわ けでも、作ら なければ いけ ないのだ
と、そう思ったわけでもない。
「じゃあ、何でソフィーは料理を始めたんだい？」
「だって、そ んな、わ たし が作るのが当 然だと思 った し……ハ
ウルだって、親切にしてくれてるのよ。それぐらいやらなきゃ」
「やらなきゃ いけない 。そ う思ったんだ ろ？ な らそ れは義務
感てもんじゃないのかい？」
「そんなこと」
無い、と言 いたかっ た。 言い切りたか った。け れど 言うこと
はできなかった。まるで唇が凍ってしまったかのように。
静かな部屋 の中で、 聞こ えてくるカル シファー のく ぐもった

- 82 -

声だけが全て だった。 お湯 の沸騰してい る音と、 自分 の心臓の
音が、ただうるさい。
「おいらはず っとここ でソ フィーの様子 を見てる けど 、料理を
してる時のソ フィー、 ただ 黙々と仕事を してるっ てだ けだ。今
みたく、楽し そうに作 って るとこなんて 、おいら 見た ことない
ね。食べても らいたく て作 ってる料理な んて、今 のそ れが初め
てなんじゃないのかよ？」
「……そんな」
悪魔である カルシフ ァー が、どうして こんなに も人 の感情の
機微に敏感な のかが不 思議 だった。自分 ですら気 づく ことのな
かったそれに、どうしてカルシファーは気づいているのだろう。
告げられた 言葉に、 ソフ ィーはどうす ればいい のか わからな
かった。そん なことは ない と言いたい気 持ちとは 裏腹 に、あぁ
そうなのかも しれない と、 言われた言葉 を素直に 飲み 込んでい
る自分がいた。わかっているのだ。
ハウルが親 切にして くれ ればしてくれ るだけ、 申し 訳なさを
覚える自分が いる。ソ フィ ーにとってハ ウルはど こま でも他人
で、最近やっ と慣れて きた とは思っても 、それで も彼 の与えて
くれる想いと釣り合いがとれるわけでは決してない。
罪悪感はいつだってこの身に付きまとって離れない。
「だって、わたし……」
カルシファ ーにそう 言わ れてしまえば 、これか らど うすれば
いいのかわか らなかっ た。 自分のしてい ることが 否定 されてし
まった。元か ら何も無 い自 分が、少しだ け手にし たや るべきこ
とが無くなって行く。
ただ呆然と するだけ のソ フィーに、カ ルシファ ーも 申し訳な
い気持ちを覚 えたのか もし れない。悪魔 にそんな 感情 があるの
かどうかわからなかったけれど。

「今みたいに さ、ハウ ルに も、食べても らいたい って 思った時
に、あいつに何が好きなのか聞いてみろよ」
そうすりゃ、きっと答えてくれるだろうからさ。
言われた言 葉にソフ ィー は躊躇いなが らも頷い た。 ハウルが
本当に本音で 答えてく れる のか、自分が 義務感な どで はなくそ
う思える日がくるのか、それが不安ではあった。
「ハウルの奴、本当はピーマン嫌いなんだぜ」
内緒話のような心地良さを伴った囁きに、ソフィーは「まぁ」
と目を丸くし た。だっ て今 までソフィー が作った 料理 で、ピー
マンも含め、ハウルが残した物などは無かったのだから。

その日、ハ ウルの帰 宅は 早かった。こ こ最近は 遅い 日が続い
ていたから、 てっきり 今日 も遅いのだと ばかり思 って いたソフ
ィーは、だから夕飯前に帰ってきたハウルを見て少し驚いた。
「早いのね」
と、思わず 言ってし まっ た、あの言葉 は失敗だ った 。にこや
かに歩いてき たハウル の足 が一瞬止まり 、浮かべ た笑 みが白々
しく見えた瞬間だった。
「僕が早く帰ってきたら、悪いかい？」
まるで冗談 のような 問い かけだったが 、それが 冗談 ではない
ことはソフィーにはすぐにわかった。わかって慌てた。
「違うの、そ うじゃな いの 。ここ最近ず っと遅か った から、少
し驚いただけなのよ」
それは本当 だった。 ハウ ルは気にした 様子もな く部 屋に戻っ
て行った。夕 飯だとい うこ とがわかって いたのか 、す ぐに降り
てきてくれた からソフ ィー はほっとした 。怒らせ たの ではない
かと不安になったのだ。
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数日ぶりに 、三人で 囲む 食卓だった。 焼きたて のパ イ包みを
テーブルの上 で切り分 ける 。ほくほくと した湯気 が上 がってい
て、香りだけなら大成功といえた。
「味、どうかしら」
味見のする ことので きな い料理だから 厄介なの だ。 ソフィー
はマイケルの 反応が気 にな った。彼のた めに作っ たの だから、
彼に喜んでもらえなければ意味が無い。
スプーンも 持たずに 、ソ フィーはマイ ケルが食 べる のをただ
じっと見てい た。マイ ケル はソフィーが 見つめて いる ことに気
づきながらも 一口パイ 包み を口に頬張り 、よく噛 んで 飲み込ん
でから、
「美味しいですよ、ソフィーさん」と満面の笑顔で言っ
てくれた。ソ フィーは ほっ と息をもらし た。素直 に嬉 しいと思
った。
「これ、僕の好物なんですよ。作ってくれて嬉しいです」
「えぇ、知ってるわ。だから作ったんだもの」
にこにこと 笑いなが ら言 うソフィーに 、マイケ ルは 「え？」
と首をかしげ た。自分 より も背は高いの に、いつ だっ てさりげ
なくソフィー をフォロ ーし てくれている のに、そ うし た表情は
まだまだ子供のそれだった。
「覚えてない かしら？ こ の前ぽろっと 言ってた のよ 、マイケ
ル。マーサの 話をして いる 時だったかし ら。僕が 好き だって言
ったら、マー サが頑張 って 練習してくれ てるんで すよ って。だ
から今日はあなたのために作ったのよ？」
「……あ、ありがとうございます」
真正面から 言われる のは 照れ臭かった のか、マ イケ ルは顔を
赤くして俯いた。食べることに集中したように見せかけながら、
隣のハウルの 様子をち らち らと伺ってい る。ソフ ィー もスプー
ンを持ち上げ ながらハ ウル を見た。カル シファー から ハウルは

好き嫌いが激 しいと聞 いて いたが、やは りいつも のよ うに、ハ
ウルは文句一 つ言わず にパ イ包みを黙々 と食べて いた 。その様
子からは、ハウルがそれを気に入っているのかそうでないのか、
ちっともわからなかった。
美味しそう に食べて くれ るマイケルを 見るのは 嬉し かった。
作った甲斐が あると思 った 。こんな風に 毎日料理 をす ることが
できれば、彼 らも喜ん でく れるのだろう か。そう だっ たらいい
のにとソフィ ーは思い 、他 にはどんな物 が好きな のか とマイケ
ルに尋ねた。 答えてい る間 も、マイケル は何度も 何度 もハウル
の様子を確認 していた 。ど うしてそんな ことをす るの か、それ
がソフィーには不思議だった。

＊＊＊

ソフィーが 買い物に 行こ うとすると、 よほどの 用事 が無い限
り、マイケル も付いて 来て くれた。あま りに付き 添い をしてく
れるものだか ら、ハウ ルに そのように言 われてい るの かとも思
ったが、マイケルは困ったように笑って言った。
「いえ、あの 、そうじ ゃな いです。ハウ ルさんは 、人 に命令す
るようなこと はありま せん から。僕が勝 手に心配 して るだけな
んです」
マイケルはそう言って、
「でも、ソフィーさんが嫌なら止めま
すから」等と 付け足す もの だから、ソフ ィーは慌 てて 「そんな
ことあるわけ ないじゃ ない ！」と声を上 げた。い つも 来るがや
がや町の買い物通り。数人の人がソフィーの声に振り返った。
「あの、だから……」
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つい大声を 上げてし まっ たことが恥ず かしかっ た。 自分でも
どうしてなの かはわか らな い。ソフィー が困って 視線 を巡らし
ていると、荷 物持ちを して くれていたマ イケルは 、小 さな笑顔
で「なら、良 かったで す」 と言った。そ れで何も かも 良くなっ
てしまって、ソフィーも微笑んだ。気持ち良かった。
改めて認識 するまで もな かったが、ソ フィーは 自分 が、この
少年にけっこ うな好意 を抱 いていること に気づい てい た。マイ
ケルの自分に 対する態 度は ごくごく自然 で、ソフ ィー の言葉に
も戸惑うよう なことは 無い から、以前も こんな間 柄だ ったのだ
ろうか。協力 して花屋 をや り、他愛無い ことを話 し、 お昼を食
べて買い物に行って。
家族みたい 、とソフ ィー は思った。家 族。記憶 を失 ったソフ
ィーには、家 族という 概念 が無いと言っ ても良か った 。教えら
れた知識とし て、ファ ニー が自分の義母 で、実の 両親 はもう他
界してしまっ ているこ と、 可愛い二人の 妹は、そ れは もう自分
に懐いてくれ て心配し てく れていること を知って いる 。二人と
も忙しいだろ うに、そ れで も暇を見つけ てはしょ っち ゅうのよ
うに顔を出してくれる。以前はレティーに、
「どう、姉さん。何
か思い出した ？」と会 う度 に聞かれ、何 も思い出 すこ とのない
ソフィーはレ ティーに 会う のが気詰まり だったの だが 、最近で
はそのような こともな く、 純粋に会うの が楽しみ にな っていた
のだ。
けれど二人を可愛いとは思っても、家族だとは思えなかった。
二人はそれぞ れ別に生 活す る環境を持ち 、たまに 来て はおしゃ
べりをして帰 って行く 。顔 立ちもそんな に似てい ると は思えな
かったし、ソフィーにとってはレティーは友達のような感覚で、
マーサは自分 を慕って くれ る年下の近所 の子のよ うな イメージ
だった。姉さ んと呼ば れ返 事はするもの の、どう して もどこか

腑に落ちない。
「どうしたんです？」
急に黙り込 んだソフ ィー を心配して、 マイケル が顔 を覗き込
んできた。年 の割りに 長身 なマイケルは 背を曲げ て。 何だか初
めて会った時よりも、また身長が伸びたような気がした。
「ううん。マイケルって、何だか家族みたいだと思って」
こんなこと を言われ れば 、純真なこの 少年はま た照 れるのだ
ろうかと思っ たが、そ うで はなかった。 マイケル は一 瞬驚いた
ように目を見開き、けれど次の瞬間には嬉しそうに微笑んだ。
「以前のソフ ィーさん は、 僕らのことを 家族だっ て言 ってくれ
ていましたよ」
マイケルの 言うとこ ろの 僕らというの がだれを 指す のか、瞬
間、ソフィー にはわか らな かった。数秒 考え、ハ ウル は夫だっ
たのだから家 族なのは 当然 で、後残るの はと考え た末 に思い出
すのは、当然あの暖炉の悪魔だった。
マイケルとカルシファー。
思い浮かべてみて、うん、とソフィーは頷いた。
「今も家族みたいだと思っていいのかしら？」
返ってくる返事はもちろん。
「喜んで」
ソフィーはその笑顔が、本当に本当に好きだった。

花屋をやっ ていると 楽し いことばかり だったけ れど 、その中
で一つだけ、どうしても慣れることのできないものがあった。
「あぁ、もうなの？」
ふと手を伸 ばした花 は、 だんだんとそ の力を失 い、 茎もくた
っとして何と も元気の ない 様を見せてく れていた 。ソ フィーは
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店の中の時計 を見る。 気づ かなかったが 、そろそ ろ夕 方に差し
掛かる時間だ ったのだ 。こ の時間にもな れば、朝 は美 しくぴん
っと咲き誇っ ていた花 がこ うなってしま うのも無 理は 無い。そ
うわかっては いながら も、 ソフィーはど うしても 花の 元気の無
い様を見るの が嫌だっ た。 当然の摂理だ とはわか って いるのだ
が、見ているだけでこっちまで悲しくなってきてしまうのだ。
「ねぇ、可愛 いお花さ ん。 もう少しだけ がんばっ てち ょうだい
な。そうした ら仕事帰 りの ご主人が、あ なたをキ レイ な奥さん
に買って行ってくれるでしょうから」
そうやって 声をかけ ると 、心なしか花 が元気に なる ような気
がするのだ。 気のせい かと も思ったが、 一度思う と本 当にそう
なっているよ うな気に なっ て、いつから かソフィ ーは 暇さえあ
れば花に話しかけるようになっていた。花以外の色々な物にも。
上手く行かず 困ってい るよ うな時でも、 不思議と 声を かけると
上手くいくこ とがある のだ 。ソフィーは 癖のよう に色 々な物に
話しかけていた。
いつもなら だれもい ない 時、こっそり 呟くだけ なの だが、今
は店内にはマ イケルが いた 。マイケルは カウンタ ーに 座ってラ
ッピング用のリボンを切りながら、ぷっと小さく吹き出した。
「なぁに、マイケル？」
いきなり笑い出したものだから、ソフィーは驚いた。
「いえ、やっ ぱり、ソ フィ ーさんはソフ ィーさん なん だなって
思って」
「どういうこと？」
以前の自分 と比較さ れて いるらしいこ とはわか った が、どう
してそうされ るのかわ から ずソフィーは 内心で首 をか しげた。
そんなソフィーに、マイケルは嬉しそうに言った。
「以前のソフ ィーさん も、 そうやって色 々な物に 話し かけてい

たんですよ。口調も言ってることも全部同じです」
「そうなの？」
そんなこと は思いも しな かった。記憶 は欠片も 思い 出しては
いないという のに、以 前の 自分と同じこ とをして いる というの
が、ソフィー には不思 議で ならなかった 。嘘でし ょう と言いた
くなったが、 マイケル が嘘 をつくような 子でない こと はよくわ
かっている。それでも信じられない気持ちだった。
「だってこうすると、何だか花は元気になるような気がするし、
料理だって美味しくなるような気がするんだもの」
言い訳のようにそう呟く、マイケルは「あぁ」と頷いた。
「気がするん じゃなく て、 本当にそうな ってるん だと 思います
よ。ソフィーさん、自分の言葉に魔力があるって知ってますか？
ソフィーさん て魔女な んで すよ。物に命 を吹き込 む力 があるん
です。だから ソフィー さん が話しかけた ものには 、み んな命が
宿ってるんですよ」
「えぇ、魔女だっていうのは知ってるけど」
それは以前 ハウルか ら聞 いていた。予 想もして いな かった言
葉だというの に、ソフ ィー はあまり驚か なかった 。ハ ウルもマ
イケルも魔法 使いで、 レテ ィーも魔女だ というし 、身 近に魔法
が溢れていた から今更 のよ うな気がした のかもし れな い。ある
いは、それま でだれも 自分 に魔法が使え るだなん てこ と言い出
しはしなかっ たから、 別に そう重要なも のでもな いの だろうと
考えたのだ。
ソフィーは 魔法の使 い方 なんて知らな かったし 、使 った記憶
もなければ今後 も使うこと など無いのだろ うと思って いたのに、
無意識の内に 使ってい たと いうのが信じ られなか った 。けれど
それならば、 花が元気 にな っているよう に見えた こと も納得が
つく。他の使 い方はよ くわ からないが、 花に元気 にな ってもら
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えるのであれば、なかなかにいい力であるような気もしてきた。
「わたし、そ れじゃあ 、今 までけっこう 魔法を使 って きちゃっ
たみたいなんだけど、大丈夫かしら？」
変なことが 起きたり はし なかったが、 自分が無 意識 のうちに
魔法を使って しまって いた だなんて、そ れはなか なか に大変な
ことのような 気がした 。魔 法というのは 、マイケ ルの ように師
匠の下で修行 して、そ うし てやっと使え るように なる ものでは
なかったのだろうか？
「大丈夫です よ。前の ソフ ィーさんだっ て、気づ かな いうちに
魔法を使って いて、し ばら くしてからそ れに気づ いた ようでし
たし」
「いいのかしら、そんなにいい加減で？」
「まぁ、たまには困ったことにもなりましたけど」
あぁほらや っぱり、 とソ フィーが言う よりも早 く、 マイケル
は笑顔を浮かべて言った。
「でも僕達、みんな、ソフィーさんの魔法が好きですから」
そう言われる理由がわからなかった。
以前の自分はどんな人物だったのだろう。
初めて、心 底から、 ソフ ィーは記憶を 無くす前 の自 分を知り
たいと切に思った。

＊＊＊

マイケルと カルシフ ァー と一緒に夕飯 を食べ、 食後 にお茶を
飲んでから風 呂に入る 。そ の後は、各自 が好きな よう に時間を
使って、寝る前のひと時を過ごしていた。

相変わらず 階段下で 休ん でいるソフィ ーは、自 分の 部屋があ
るものの、あ まりそこ へは 行かなかった 。一人で 二階 の自室に
いるよりも、 カルシフ ァー のいる暖炉の 前にいる 方が ずっと良
かった。
「何か縫い始めるのかい？」
昼間の間は 散歩に出 かけ ているカルシ ファーも 、ソ フィーや
マイケルが花屋を終えてからは、ずっと暖炉の中にいてくれた。
寒い部屋を暖 めてくれ てい る優しいこの 悪魔が、 ソフ ィーは今
ではとても好 きになっ てい た。初めて会 った時、 どう してあん
なに怖いと思ったのかわからない。
「えぇ。わたしの部屋にね、毛玉と編み棒が置いてあったから。
昔わたしがやっていたのね」
縫い掛けの 緑のマフ ラー だった。少し 手にして 動か してみる
と、自然に指 は動いて 一段 編んでいった 。やって みる と面白く
て、ソフィー は暖炉前 の椅 子に腰掛けや ることに した 。キレイ
な深い緑色をしていた。
「だれのだい？」
「べつに決め てはいな いの よ。編み掛け だったか ら、 最後まで
編んでしまおうと思っただけ」
いい暇つぶ しになる しね 、と呟きなが ら、ソフ ィー はすいす
いと指を動かしていった。カルシファーとしゃべりながらでも、
こうして指を 動かして いけ るのだから、 自分はず いぶ んと編み
物をやっていたのだろう。趣味だったのだろうか。
「わたしはあ まり緑は 好き じゃないけど 、そうね 、マ イケルに
だっていいと 思うし。 まぁ 、編み上がっ てから考 えて みるわ。
何しろこのままじゃ巻けないもの」
「へぇ」
カルシファ ーはあま り興 味が無いよう だった。 自分 には関係
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のない話だか らだろう か。 こんな時、カ ルシファ ーが 火の悪魔
でなければい いのにと ソフ ィーは思う。 よりによ って 炎の姿を
しているから 、マフラ ーの 一本も編んで あげるこ とが できない
ではないか。 けれどそ のカ ルシファーの おかげで 、こ うして暖
をとることができるのだけれど。
「マイケルは部屋かい？」
「えぇ。最近 なかなか 会え ないからって 、マーサ に手 紙を書い
てるみたいよ」
二階へ行こ うとする マイ ケルに、カル シファー のい る暖かな
ここで書けば いいのに とソ フィーは言っ たのだが 、マ イケルは
視線をぐるぐ る回しな がら 、でもやっぱ り自分の 部屋 で、と言
って急いで階段を駆け上ってしまった。
「わたし達がいたら、書きづらいんでしょうね」
ソフィーは 小さく笑 った 。マイケルは どう見て も、 女性への
褒め言葉がす らすら出 てく るようなタイ プには見 えな かった。
きっと今頃、 四苦八苦 しな がら、それで も丁寧に マー サへの手
紙を書いてい るのだろ う。 後でココアで も差し入 れて あげよう
か。けれど途 中で入っ ては 、恥ずかしい かもしれ ない 。本当に
可愛い二人だと、ソフィーは何だか微笑ましい気持ちになった。
「最近、よく笑うようになったな」
「花屋をやり 始めたか らか もしれないわ 。忙しい けど 、やるこ
とがあるって いいもの ね。 この寒い中、 キレイな 花を 見てるの
って楽しいも のよ。買 って 行ってくれる お客さん も、 優しい人
ばかりだしね」
「ふぅん。ま、おいらには関係ないけどね」
そう言って 、カルシ ファ ーはずぶずぶ と暖炉の 奥に 潜って行
ってしまった 。眠たい のか もしれない。 けれどこ の悪 魔が、ソ
フィーがこう して暖炉 の前 にいる間は、 決して眠 って しまわな

いことを知っ ていた。 カル シファーが眠 ってしま った ら、部屋
の温度は下が ってしま うの だから。それ を考えて くれ る、本当
に心の優しい 悪魔だと 思っ た。悪魔だと いうこと が信 じられな
くなるぐらいには。
「―――」
マイケルが いて、カ ルシ ファーがいて 。花屋は 毎日 とても繁
盛していてや り甲斐が あり 、談笑しなが ら夕飯を 食べ 、温かな
お湯につかり、こうした寝るまでの自由な時間。
何て幸せな んだろう とソ フィーは思っ た。過去 の記 憶が無い
ことすら、と っさに忘 れて しまうような 幸福感だ った 。けれど
たった数ヶ月 の記憶の 中で 、幸福と反対 の不幸を 知っ ているか
と聞かれればよくわからない。
世界は大き くて、ソ フィ ーにはまだま だ知らな い、 味わった
ことのない感 情が渦巻 いて いるようだっ た。筆頭 が恋 愛感情だ
った。嬉しい と感じ悲 しい と感じること はあって も、 恋愛感情
を感じること は無かっ た。 それはそう簡 単に感じ られ るもので
はないのかも しれない 。け れどソフィー は感じた かっ た。一体
どんなものな のかひど くひ どく気になっ た。自分 がか つてハウ
ルにどんな想 いを抱い てい たのか、今と なっては わか らないの
はそれだけで 、それを 思い 出せば何かが 変わるよ うな 気がして
いた。ハウルに対する気持ちを知りたかった。
「ねぇカルシ ファー。 わた しとハウルっ て、どん な夫 婦だった
の？」
カルシファ ーは眠っ てい るように、ゆ らゆらと 揺れ ているだ
けだったが、意識まで眠っていないことはわかっていた。
「あの人はわたしの……ううん、
『ソフィー』のどこを好きにな
ったの？ だ ってわた しと ハウルって、 何も共通 点が 無いじゃ
ない。係わり 合いにな らな いような人種 だわ。な のに どうして
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ハウルはわた しを好き にな ったの？ わ たしはハ ウル と結婚し
たの？」
「……そんなの、おいらだって知るもんか。おいらは悪魔だぜ？
だれとだれが 結婚しよ うが 好きになろう が、そん なの おいらに
は関係ないね」
「カルシファー！」
そんなわけ あるはず がな かった。だっ てカルシ ファ ーはこん
なにも近い距 離にいる のに 。自分に優し くしてく れる カルシフ
ァーが、ハウ ルと『ソ フィ ー』のことを 知らない とは 思えなか
った。どうし て教えて くれ ないのだろう 。教えた くな い理由で
もあるのだろうか？
「ねぇ、どうして教えてくれないの？ わたし、
『ソフィー』に
ついて何も知らないわ。ハウルのことだってよく知らないのよ。
夫婦だなんて とても思 えな いの。ねぇ、 わたしと ハウ ルって、
本当に結婚していたの？ どんな夫婦だったの？」
先ほど感じ た幸せな 気持 ちもどこかへ 掻き消え てし まった。
ハウル。あの 人のこと を考 える時だけ、 ソフィー は自 分が本当
はだれなのか わからな くな る。マイケル といる時 が一 番良かっ
た。何も考え ずに、た だそ の時を平穏に 過ごして いれ ばいいの
だから。だか らマイケ ルと いるのが好き だった。 楽だ った。今
の自分そのままでいればいいことが楽だった。
けれどハウルといる時はそうではない。ハウルといるだけで、
あの緑柱石に 見つめら れる だけで、どう してか早 く思 い出さな
くてはならな いと急か され ているような 気持ちに なる 。責めら
れているような気にさえ。
そんなこと はあるわ けな いというのに 。彼はあ んな にも優し
くて、自分のことを気遣ってくれて、あんな整った容姿の人が、
どうして自分 の旦那な のだ ろうかと不思 議に思う 。質 問に答え

てくれないこ とが多々 あっ たって、それ でもあの 人の 魅力が損
なわれている わけでは なか った。よくわ からない 魔法 使い。王
室などという、この国一番の場所で働いてるあの人は。
「それはおい らが答え るこ とじゃないね 。わから ない のならハ
ウルに聞けばいいんだよ」
「だってハウ ルは答え てく れないわ。そ れに最近 、仕 事が忙し
いからって、 いっつも 帰っ てくるのは夜 遅いじゃ ない 。朝食を
食べる時しか 一緒にい ない のよ？ これ で夫婦だ なん て言える
のかしら」
言いながら 、自分の 台詞 がとてつもな く傲慢で ある ことに気
づいていた。 夫婦。そ んな ことは思って もいない くせ に、夫婦
らしい付き合 いもして いな いくせに、彼 のことば かり を責める
のはお門違いというものだろう。
「……カルシファーにしか聞けないのよ」
思いつめた ような自 分の 声にソフィー は驚いた 。自 分の出し
た声だとはとっさに思えなかった程だった。
どうしたのだろう。どうしてしまったのだろう。
カルシファ ーも同じ こと を思ったのか もしれな い。 眠そうな
目を開いて、どうでもよさそうにカルシファーは言った。
「―――騒がしい夫婦だったよ」

＊＊＊

ハウルの帰 りは、そ の日 も次の日もず っと遅か った 。とうと
う朝、ソフィ ーが起き るよ りも早く出か けるよう にな り、丸っ
きり顔を会わさないまでになってしまった。
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「……避けられてるのかしら」
ソフィーは どうして もそ う思わずには いられな かっ た。仕事
が忙しいのだ という、 ハウ ルの言葉をそ のまま信 じる ことがで
きない。あん なに仕事 に行 きたくないと いう姿勢 を見 せていた
くせに、どう して今は 家に ろくに帰って こないの だろ う。ハウ
ルのあまりの多忙ぶりに、マイケルまでもが首をかしげていた。
「珍しいですよね。ハウルさんがあんなに仕事熱心だなんて」
ソフィーは 以前のこ とは わからないが 、マイケ ルが そう言う
からには、ハウルは昔から仕事熱心な方ではなかったのだろう。
それならば何故。
嫌われたの かとソフ ィー は考えた。嫌 われるよ うな ことをし
た覚えはなか ったが、 いつ まで経っても 記憶を思 い出 さない自
分に嫌気が差 したのだ ろう か。もうこの 家で一緒 に暮 らしだし
て一月以上が経っていた。短くはない時間だった。
ソフィーも 思い出し たい とは思う。町 で買い物 をし ていて、
知らない人にに こやかに話 しかけられる度 に浮かび上 がる不安。
相手の知って いる自分 のこ とを、どうし て自分が 一番 わからな
いのかと叫び だしたく なる 。それを押し とどめる 理性 。いつま
で持つのかはわからない。
考えれば考 えるだけ 暗く 沈みこんでい くことは わか っていた
から、ソフィ ーは意識 的に 考えないよう にしてい た。 自分のこ
とも、ハウル のことも 。お 医者さんは無 理をしな いこ とが一番
だと言ってい た。明日 には 思い出すかも しれない し、 一年後か
もしれないし、―――思い出すことは、無いのかも、しれない。
どくんっと、心臓が、嫌な音をたてた。
「あ、ソフィーさん、このお茶美味しいですね」
「……えぇ？」
嫌な嫌な嫌 な音を、 マイ ケルの明るい 声が掻き 消し た。マイ

ケルは何も気 づかずに にこ やかにソフィ ーのいれ たお 茶を飲ん
でいた。暖炉 の中から は、 ぱちぱちとカ ルシファ ーが 薪を爆ぜ
る音がした。 窓の外で は雪 が降っている 。がやが や町 でも荒地
でも。
今日は特別 寒い夜だ った から、暖炉に 近いソフ ァー の前に小
さなテーブル を運んで きて 、ソファーに 並んで座 って お茶にし
ていた。ソフ ァーから 少し 離れた前方に 椅子があ って 、そのす
ぐ前には暖炉がある。カルシファーの顔も見えて程よく暖かい。
隣に座ったマイケルの笑顔がただ眩しい。
「あぁ、それ ね。昨日 来た レティーのお 土産なの 。キ ングズベ
リーで今流行りなんですって」
「へぇ、レテ ィーさん の。 どうりで上品 な味がす ると 思った。
キングズベリーならそうでしょうね」
「まるでわた しが普段 買う がやがや町の お茶は、 上品 な味がし
なくて物足りないみたいね、マイケル？」
「えっ？ いえあのそんなことじゃなくって…っ！」
ソフィーの ほんの冗 談に も、慌てて顔 色を変え るマ イケルに
ただ笑って。
笑って。
「ねぇ、マイケル」
こんな時間がどうしようもなく愛しいから。
「わたしのこと、好き？」
そんな愚かなことを聞きたくなる。
薪が爆ぜた 。部屋の 温度 は変わらない 。マイケ ルが テーブル
にカップを置 いた。そ の顔 は変わらない 。冗談に はあ んなにも
慌てるというのに、今の顔はただ静かに微笑んでいていた。
「好きですよ」
その声の静かさが切なかった。
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互いに恋愛 感情など は無 いと、わかっ ていなが らも 告げられ
る好きという言葉の重さが胸にそのまま伝わってきた。
自分は何と愚かなのだろう。
わかってい ながらも さら にその上に、 何十にも 愚か さを塗り
つけて。ただ ただ浮か び上 がる怖さを恐 怖を無く すた めに、お
願いだからその 言葉をちょ うだいとまるで ねだる幼子 のように。
「わたしが、 過去を思 い出 さなくても、 それでも 好き でいてく
れる？」
その怖さは いつだっ てソ フィーの中に あった。 普段 は蓋をし
て見えないよ うにして 、気 づかないよう にしてい るだ けでいつ
だってソフィーの中にはそれがあったのだ。
今はいい。今はまだ皆は優しくしてくれる。
『今』はまだ。い
つになったら 無くなる のだ ろう。自分は 彼らとの 共有 する思い
出も何も無い 。皆は気 を使 って、自分が いる時に は過 去の思い
出話をすることがなかった。
『ソフィー』ならばできる思い出話
は、けれど今の『自分』の前ではできないから。
好かれていたのは『ソフィー』
何もできないのは『自分』
―――それが、どうしようもない、現実で。
「ソフィーさん」
涙でぼやけ て上手く マイ ケルの顔が見 えなかっ た。 聞こえる
声はいつもの 彼の穏や かな もので、どう して彼は まだ 子供だと
いうのに、い つだって あん なにも穏やか に微笑ん でい られるの
だろうかと不思議に思った。
「僕はソフィ ーさんが 好き ですよ。前の ソフィー さん も、今の
ソフィーさん も好きで す。 変わらず好き で……大 好き なマーサ
の、大好きなお姉さんですから」
おずおずと 伸びてき た腕 に、ソフィー は微笑ん で身 体を預け

た。細い少年の体には、けれどしっかりと力がこめられていて、
きちんとソフィーの体を受け止めて抱きしめてくれた。
温かかった。
人に抱きし められる のが 、こんなに気 持ちのい いこ とだとは
知らなかった。
「……マイケルが、本当に弟だったらいいのに」
「……えーっ と、マー サと 結婚したら、 本当にソ フィ ーさんの
義弟になりますよ」
「あら、じゃ あ、マー サに マイケルに呆 れられな いよ う、がん
ばってもらわないとね」
「そんなこと ないです よ！ 僕の方こそ 、マーサ にい つ捨てら
れないかって不安なぐらいなんですから！」
抱きしめら れながら どん な会話をして いるのだ ろう かと、ソ
フィーは笑い 出したく なっ た。きっとと てもくだ らな い、他愛
のない会話をしているのだろう。それで良かった。
マイケルと マーサが 本当 に結婚すれば 、それは 何て 幸せな光
景なのだろう と思った 。マ イケルはこの 家から出 てい くだろう
が、それでも自分はきっと心から祝福することができるだろう。
数年後。それぞれ皆、どのような生活をしているのだろう。
ソフィーは この温か さを 胸いっぱいに 吸い込ん だ。 マーサに
悪いと思った けれど、 姉弟 愛だと思って 許しても らう ことにし
た。このこと を知れば 、き っと顔を真っ 赤にして 「マ イケルの
バカ！」と叫 ぶであろ う小 さな少女のこ とを思い 浮か べると、
ソフィーは笑えて笑えて仕方がなかった。
「まずい！ おいマイケル、ソフィーを離せ！」
だからどう して唐突 に、 今までまるで 眠ってい たか のように
沈黙していた カルシフ ァー が、そんなこ とを叫ぶ のか わからな
かった。
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ソフィーは カルシフ ァー を見て、それ からマイ ケル を見た。
マイケルも呆 然とした 顔を していたが、 それが何 かに 気づいた
ように顔色が変わっていった。
次の瞬間、扉が開いた。

＊＊＊

「……何やってるの？」
数日ぶりに 見たハウ ルの 姿は、いつも と全く変 わり なく、浮
かべた微笑だって数日前と何も変わらず同じもので。
ただその声音だけが。
どうしてそんなに冷たい響きを纏うのかと。
「ねぇ、何やってるの？」
見つめる翡 翠の瞳の 色が あまりにあま りに深い から 、そこに
吸い込まれも う二度と 出れ ないような錯 覚すら覚 えて しまうほ
どだった。
「ねぇ、ソフィー？」
ハウルは笑っていた。
コツンとブ ーツが音 を立 てながら、一 歩一歩近 づき ながら、
ハウルはどこ までも笑 って いるというの に、きっ とそ の笑顔の
下では激怒していた。
それがわかってソフィーは。
―――あのね、ただ、不安だっただけなの。
―――わたしはマイケルのこと、弟だと思ってるから。
―――何でもないの。家族愛なのよ。
そんな言葉が言えるはずもなかった。言えるわけがなかった。

射竦められた かのよう に動 くことができ なかった 。い つの間に
かマイケルの 腕は離れ てい た。寒かった 。怖かっ た。 いつだっ
て笑顔を浮か べている ハウ ルがこんな人 だとは思 わな かった。
だれなのこれは。だれ。
「……あんたは何もわかってないんだっ！」
ぐいっと痛 いほどの 力で 腕を捕まれた 。声を上 げる よりも先
に空間がうねった。「ハウル！」カルシファーの声が聞こえた。
それが最後の音だった。
投げ出され る体。け れど 柔らかい物に ぶつかっ て痛 くはなか
った。暗くて ここがど こだ かわからない 。やっと 目が 慣れてき
て、あぁここ は滅多に 入ら ないハウルの 部屋だと いう ことに気
づいた。気づ いた時に はハ ウルが圧し掛 かってい た。 動くこと
ができなかった。息が近かった。
「……ハ、ウル……」
名前をただ呼ぶことが。
どうしてこんなにも難しいのだろう。
「ねぇソフィー、どうしてあんたはそうなの」
切なげに呟 きながら 伸ば されたハウル の腕に、 瞬間 的にソフ
ィーはぎゅっと目を瞑った。ハウルの顔が見ていられなかった。
伸ばされた腕 がゆっく りと 頬を撫でてい くのを、 聞こ える荒い
息遣いの中で感じていた。
「……何でそうやって拒絶するの、ねぇ」
拒絶だなんてしたつもりなどは無かった。
ハウルが何を言っているのかわからない。
「あんたはいつもそうだ。マイケルには嬉しそうに笑うくせに、
僕には一度だ ってそん な風 に笑いかけて くれたこ とな んかない
じゃないか！ 僕が嫌 なら そう言えばい いんだ。 そう したらい
くらだって離 婚してや るの に！ 何で言 わないの 、言 ってくれ
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ないの、言わ ないだけ であ んたの態度は いつだっ て僕 を拒絶し
てるのに、ど うして何 も言 ってくれない の、ねぇ ！ 言葉だけ
いつも気にか けている よう で、その実本 当はそう じゃ ないなん
て、そんな残酷なことは止めてくれ。僕はもうたくさんだ！」
身動ぎもで きずに、 ソフ ィーは暗闇の 世界でハ ウル の叫びを
聞いていた。 いつだっ て本 当のことなん て言わな い彼 の、初め
ての心からの叫びを。
「あんたが男に抱きしめられてるとこなんて見たくない！」
迸る想いの奔流は。
重く、重く。ソフィーの心に圧し掛かって。
……あぁ。
そうなのか、と。ソフィーは全てを悟った気がした。
彼がどうし て本音を 言っ てくれなかっ たのか、 それ が今の彼
に現れていた 。激しす ぎる 愛の気持ちを 、いつだ って ハウルは
身の内に隠し ていた。 秘め ていた。必死 になって 押さ え込んで
いた。
自分の想い の激しさ をわ かっていたか ら、だか らハ ウルはそ
れを自分にぶ つけない よう に、いつだっ ていつだ って 被った仮
面の下に、必死になって隠していたのだ。
優しい人だ と思った 。よ くわからない 人だと思 った 。のらり
くらりと交わ してばか りで 、何て人なん だろうと 思っ た。色々
な面に隠された真っ白な心が、今見えたような気がした。
とても繊細な人だと思った。
上に被さっ た重さが 増し て、ソフィー は目を開 いた 。天井が
見えた。胸の 上で震え てい る人がいた。 泣き声は 聞こ えない。
泣きたいのを 堪えてい るわ けではなく、 泣きたい のに 泣けない
のだろうということがソフィーにはわかっていた。
その、不器用さが。

「―――ハウル」
好きだと言 えればい いの にと、この時 ほど思っ たこ とはなか
った。きっと マイケル にな ら言える言葉 を、けれ どソ フィーは
ハウルに向か って言う こと はできなかっ た。家族 愛の 好きとい
う言葉を、彼 が望んで はい ないとわかっ ていたか ら。 軽々しく
言う言葉は、きっと彼を傷つけることにしかならないだろう。
今のこの気 持ちを表 す言 葉をソフィー は知らな かっ た。何を
言えば、彼を 救うこと がで きるのかわか らなかっ た。 それだけ
きっとハウル の心は深 いも ので、その奥 底まで簡 単に 入り込め
るのが『ソフ ィー』だ った のだろう。自 分は昔、 どう やってそ
こまでたどり着くことができたのだろうか。
考えようと して、思 い出 そうとして、 すぐさま ソフ ィーはそ
の思考回路を 放棄した 。無 駄だと思った わけでは ない 。確かに
それもあった だろう。 けれ どそれ以上に 、それで はダ メだと思
ったからだった。
昔の自分は あくまで の昔 の自分であり 、今の自 分で はない。
ここにいるの は『自分 』な のだから、自 分だけの 言葉 を捜せば
いいことだった。
その言葉は、果たして彼に届くのだろうか。
「ねぇ、ハウル。わたし……」
想いを色があれば、形があれば。
きっと彼の 自分に対 する それは、熱く 真っ赤に 燃え 滾ったそ
れで、時に黒 く染まる こと もあるような それなの だろ う。けれ
どその上に幾 枚ものヴ ェー ルをかぶせ、 普段は穏 やか な色を浮
かべて心の中にしまって。
自分の想いは何色だろう。
この、ただの家族でもない、ハウルに向ける想いというのは。
「わたし、あなたのこと、もっと知りたいわ」
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例えば何を 考えてい ると か、どうして 魔法使い にな ったのか
とか、
『ソフィー』とどうやって出会ったのか、どこが好きにな
ったのか、プロポーズの言葉は何だったのか。
好物は何なのかとか。
「ダメかしら？」
懇願するようにソフィーは言った。頭を上げたハウルの瞳は、
涙に濡れてい るような こと はなかった。 心だけで 泣い ているの
かもしれない。
ハウルは笑 った。泣 き笑 いのような表 情だった 。そ れがいや
に子供染みて 見えて、 そう いえばこの人 の年齢さ え知 らないこ
とに、この時初めてソフィーは気づいた。
「僕、あんたの作ったクリームシチューがすごく好きなんだ」
「わかったわ 。明日の 夕飯 には作ってあ げる。だ から 早く帰っ
てきてちょうだいね」
「ブロッコリーは入れないで」
「ダメ。栄養あるんだから、ちゃんと食べなさいよ」
小さい子み たいな好 き嫌 いを言うのね 、とソフ ィー が呆れた
ように言うと 、あんた は口 うるさい母親 みたいだ ね、 と返され
た。その声音 が嫌味っ ぽか ったので、ソ フィーは ハウ ルの頬を
つまんでやった。笑い声が寝室に響いた。
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【

８

】

レティーは 夜、扉の 開く 音には人一倍 敏感だっ た。 それは弟
子の頃から変 わらない 彼女 の癖のような ものだっ た。 扉が開い
て、それが待 ち望んだ 彼の ものだとわか ると、日 ごろ の行儀態
度などは忘れ て廊下を 走っ て行く。弟子 だった時 に、 それで何
度師匠である 彼から注 意を 受けたのかは わからな い。 時刻が遅
い時などは、 走ったこ とに プラスして、 どうして こん な時間ま
で起きているんだというようなことも。
それから少 し時間は 経っ て、弟子では なく奥方 とな った今で
も、それは変 わらなか った 。いや、レテ ィー本人 とし ては、少
しでも落ち着 いて、大 人の 女性にならな ければと 考え ている。
彼に釣り合う ような、 気品 に溢れた大人 の女性に なら なくては
と。だから玄 関の扉が 見え るようになる ところま では 小走りに
走り、そこか らはゆっ くり と歩いて笑顔 で出迎え るの だ。そう
して浮かべた 笑みがど れだ けの魅力を持 ったもの なの か、レテ
ィーは正しく 評価して いた 。けれど肝心 の彼は、 レテ ィーの笑
みにうっとりとするどころか、
「また走ってきたのかい？ 髪が
乱れてるよ」 と大人の 笑み を浮かべるの だから、 どう してこう
彼に対しては 上手くい かな いのだろうか といつも 思う 。けれど
レティーは、 そんな彼 のこ とが好きなの だから、 所詮 は惚れた
弱みというのかもしれない。
「お帰りなさい、ベン。今日もお疲れ様」
今日のベン の帰宅も 、レ ティーがとっ くに夕飯 を食 べ終わっ
た頃になって いた。い つだ ってベンの帰 宅は遅い 。週 の内、一
緒に夕飯を食 べること がで きるのは、そ れこそ一 度か 二度くら
いだ。結婚し た当初こ そそ れに不満を覚 えたもの の、 他ならぬ
夫がその仕事 にやり甲 斐を 感じているの だから仕 方な い。妻と

しては、そん な夫を支 える ことが何より も重要な こと だと思え
たのだ。
「あぁ、ただ いま、レ ティ ー。いつも言 っている が、 こんな時
間なんだ、わざわざ出迎えなどしなくてもいいんだよ」
きっとたく さんの書 類が 入っているの だろう、 カバ ンを受け
取って歩き出 しながら 、ベ ンは気遣わし げな声音 で言 った。仕
事をしている 時、ベン の表 情はとても真 剣で真面 目な ものにな
るが、こうし た時、そ の双 眸はとても優 しい色に なっ ているの
だ。背が高く がっしり とし た男らしい体 躯と、そ の瞳 の色は似
つかわしくな いようで これ 以上無いほど ぴったり 当て はまると
レティーは思 っていた 。も ちろん、その 眼差しを レテ ィーがと
ても好んでいることは言うまでもない。
「そんなこと 言わない で、 ベン。あなた ときたら 、忙 しい時は
片手でサンド イッチを 食べ ながら書類を 見てしま うじ ゃない。
そうしたらわ たしは邪 魔を しそうで部屋 にも入れ ない し。こう
した時間は、わたしにとってはとても貴重なものなんだから」
正直な気持 ちをその まま 述べただけだ ったのだ が、 その台詞
は聞きように よっては 、ち っとも構って くれない 、い つも仕事
ばかりしてい ると言っ てい るのと同じで あった。 ベン もそれに
気づいたのか、申し訳なさそうに苦笑した。
「今の件が片付いたら、少しはまとまった休暇が取れるはずだ。
それまで辛抱しておくれ、レティー」
「あらやだ、 ベン。わ たし 何も、そんな つもりで 言っ たわけじ
ゃ……」
大人の女性 を目指し てい るというのに 、そんな 風に 我儘を言
うようではま だまだ子 供で はないか。け れどまと まっ た休暇と
いう言葉はと ても魅力 的で 、早く今の仕 事が終わ らな いかしら
と、そう思ってしまうのも確かだった。
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「休暇がとれ たら、そ うだ ね。たまには どこかへ 遊び に行くの
もいいだろう 。レウィ ンド ブリッヂは、 この季節 はと ても美し
いと聞いたよ」
「あなたと行 くのなら 、ど こだって構わ ないけれ ど… …ねぇで
もベン。どこ へだって いい のよ、わたし 。家にい たっ て構わな
いの。あなたがゆっくり休める場所じゃなければ嫌よ」
特別に背が 高いわけ では ないレティー は、特別 に背 が高いベ
ンと視線を合 わせよう と思 ったら、思い 切り顔を 上げ なくては
ならない。ベ ンはレテ ィー の台詞に驚い たようだ った 。たまの
休日、てっき りあそこ へ連 れて行ってこ こへ連れ てい ってと、
ねだられるとでも思っていたかのようだった。
自然と二人 の足は止 まっ て、ベンはま じまじと レテ ィーを見
下ろしていた 。そんな こと は珍しくて、 レティー は何 か不味い
ことを言って しまった だろ うかと、そう 考えて内 心で おたおた
としていた。
やがて、ベ ンがふっ と優 しげな笑みを 浮かべた ので 、どうや
ら杞憂だった ようだと ほっ と息をつくこ とができ た。 弟子から
念願の奥さん になれた とい うのに、どう してこん な日 常の些細
なところで心 臓はうる さく 騒ぐのだろう 。自分は きっ と、永遠
にこの人に恋 をしてい るの だろうなと考 えると、 あま りの恥ず
かしさに顔が真っ赤に染まってしまいそうだった。
「えぇっと、 それにね 。あ まり遠くに行 くと、心 配だ もの。そ
の、姉さんが」
恥ずかしさ を隠すた めに 、レティーは 慌てて口 を開 いた。け
れど言った言 葉は嘘で はな く、それは確 かなレテ ィー の本音だ
った。数日置 きにソフ ィー の元を訪ね、 ここのと ころ すっかり
姉が落ち着い たのは知 って いるが、それ でもやは り離 れていて
は心配なこと は心配だ った 。ソフィーは 掛け替え の無 いたった

一人の姉なのだ。
「おまえの姉思いは相当なものだね」
「あら。ベンの義兄思いだって、相当なものだと思うけど？」
ベンはわず かに目を 見開 いた。仕事場 では見る こと ができな
いであろうそ んな自然 な表 情に、今更な がらに嬉 しさ がこみ上
げて、小さな笑みを浮かべながらレティーは言った。
「あなたが今 日帰りが 遅か ったのも、ど うせ義兄 さん の分の仕
事までやって いたから なん でしょう？ また義兄 さん 、仕事を
さぼって帰っ たの？ 一時 期真面目に仕 事に出て きて いた時も
あったようだけど、やっぱり義兄さんは義兄さんね」
以前であれ ば、義兄 がお 得意のサボり でもって その 仕事をベ
ンに押し付け たなどと わか った日には、 それこそ 怒り で顔を真
っ赤にして、 動く城に 乗り 込んでいきそ うになっ た程 だ。もち
ろん実際にそ んなこと がで きるはずもな く、せい ぜい がソフィ
ーにそのこと を懇々と 訴え 、ソフィーか ら義兄に 然る べき対処
をとってもら うように して いたが。もっ とも、そ の方 法がハウ
ルには一番効果があると、わかっていての戦法ではあったが。
けれど今は それとは 状況 が違っていた 。義兄が ただ の面倒臭
がりで仕事をさ ぼる人では ないと知ってい るからかも しれない。
彼のどんな行動も、行き着く先にはたった一人しかいないのだ。
大事な夫と 掛け替え のな い姉と、どち らを選べ るわ けでもな
い。けれど今 、今この 時は ―――やっと 見え始め てき た希望の
光を、消すわけにはいかなかったのだ。
それでも、 と、レテ ィー は胸中で小さ く呟いた 。そ うやって
黙っているの もあと少 しだ 。いつになっ ても仕事 をき ちんとま
っとうしない ようであ れば 、その時には ソフィー に言 うしかな
いだろう。ベンの仕事時間はただでさえ多いのだから。
「一秒でも早 く、奥さ んの 元に帰りたく て仕方が ない ようだっ
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たからね」
目に浮かぶ ようなそ の光 景に、良かっ た、とレ ティ ーは小さ
く呟いた。良 かった、 良か った。ソフィ ーは記憶 を思 い出した
わけではない 。それで も、 だれに強制さ れたわけ でも なく、ハ
ウルとの暮ら しを楽し んで いると――― それがレ ティ ーにはこ
の上もないほ ど嬉しか った 。ソフィーの ことを思 って 喜んだ。
そうして、あの義兄のことを思って安心した。
だってあの人は、ソフィーがいないとダメなのだ。
ソフィーの ために生 きて 、ソフィーの ために笑 うよ うな人だ
から。生きる ことも死 ぬこ ともできない ような、 そん な時期か
ら立ち直り、 そうして 確か に太陽の光を 浴びるこ とが できるよ
うになったのだろう。
きっと今頃 は、就寝 前の ひと時を、二 人はきっ と笑 顔で過ご
しているのだ ろう。そ の前 には、ソフィ ーお手製 の美 味しい夕
飯を食べていたのだろう。
滅多に夕飯 も一緒に でき ない自分達の 生活と比 べれ ば、それ
は少々複雑な ものだっ た。 けれどそれ以 上に喜ば しい ものだっ
た。これは貸 しにしと いて あげるわ、と 、レティ ーは 心の中で
義兄に向かって呟いた。
「ベンもそう 思ってく れて る？ 一秒で も早く、 わた しに会い
たいって」
彼女の夫は 、義兄と は違 い愛の言葉を そう容易 く口 にするよ
うな人ではな かった。 それ が、まだ二十 歳にもな って いないレ
ティーには少 々物足り なく はあったが、 だからこ そ、 時に告げ
られる言葉にはより一層の言葉を感じて愛しくなった。
「……それは愚問というものだよ、レティー」
やはりこの 時も、ベ ンは 困ったように 笑うだけ で、 レティー
の望むような言葉を言ってはくれなかった。

けれどそれ がレティ ーの 愛した人なの だ。そう 思え ば、そん
な言葉さえ胸 をくすぐ る以 外の何物でも なくなっ て、 レティー
は片手で鞄を抱え、もう片方の手でベンの腕に抱きついた。

＊＊＊

「一体どうしたの？」
驚いたソフ ィーはそ れし か言う言葉が 無いよう だっ た。わか
っていながら も、ハウ ルは 「あぁ、うん 、まぁ」 と濁 った言葉
しか返すことができなかった。人ごみの中はどうもダメだった。
家はダメだと 思い、そ れな ら外に出よう とキング ズベ リーの扉
を開けたとい うのに、 人ご みの中を歩く 内にどう して も気分は
滅入ってしま って仕方 が無 かった。どこ か落ち着 いた カフェに
でも入ろうと 思ってい たの に、瞬く間に そんな気 持ち は萎んで
しまったのだ 。かとい って がやがや町も 、ソフィ ーの 知り合い
がたくさんい てやりに くい 。上手い場所 がどうに も無 いような
気がした。そ れともこ の時 だけ、まるで 自分の前 から 隠れてし
まったかのように。
馬鹿げてい る、とハ ウル は思った。被 害妄想も いい ところだ
と。ただ、上 手くいか ない この気分を、 何かの所 為に したかっ
ただけなのだけれど。
「ハウル、どうしたの？」
繋いだ手の 先で、ソ フィ ーの戸惑う声 が聞こえ る。 繋いだ手
というよりも 、とっさ にハ ウルがソフィ ーの手首 を掴 んでしま
っただけだった。何かが心に触れて、ここではダメだと思った。
魔法使いの勘なのかどうかもわからない。
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「うん、やっぱ、ここはダメだ。ダメみたいなんだ」
「ダメみたいって、何が？ 雨でも降るの？」
「あぁうん、それに近いかもしれない」
上手く言葉 では言い 表す ことができな いけれど 、何 だか形に
ならない雨が 降りそう な予 感―――いや 、予感と も言 えない、
ただのハウル の気まぐ れと も呼べそうな もの―― ―を 感じて、
ハウルはただそれに素直に行動したまでのことだった。
けれどそれを、どうソフィーに伝えればいいのだろう。
今日のこの 外出だっ て、 目的も何もか もソフィ ーに は告げず
に、一方的に ハウルが 決め たものだった 。ソフィ ーは 文句は言
わなかったが 、ただ訝 しげ にハウルを見 ていた。 ハウ ルの様子
がおかしいこ とに、ソ フィ ーなりに気づ いていた のか もしれな
い。ハウルは 強引にソ フィ ーをキングズ ベリーに 連れ 出し、そ
うして今、来 た道を戻 って いるところだ った。人 ごみ の中で、
はぐれないよ うにと自 然に 手首を握って しまった 。少 し強い力
で。
「ごめん、帰ろう」
「えぇ？」
ソフィーが驚くのも無理はなかった。当然のことだと言えた。
ハウルはもう 一度「ご めん 」と呟いた。 ソフィー が文 句を言う
ことはなかった。それが救いと言えた。
ソフィーはそれ以上、ハウルに何かを尋ねることはなかった。
聞いても無駄 だと思っ たの か、ハウルが いつにな く真 剣に謝っ
たからなのか、どちらかはわからない。
寒さも吹き 飛ばすほ どに 陽気に談笑し ながら歩 いて ゆく人の
中を縫って、 ハウルは 早足 に家へと戻っ た。扉を 開け る。家に
はだれもいな かった。 けれ どいつ、カル シファー やマ イケルが
戻ってくるか わからな い家 では、落ち着 いて話が でき そうにも

なかった。思いついて、ハウルはすぐさま取っ手を回した。
「行こう。あそこが一番いい」
ソフィーが取っ手の色を確認したのがわかった。
「花畑で、ど
うするの？」 ソフィー の問 いには答えず に、ハウ ルは 扉を回し
た。とたんに 肌にかか る風 の冷たさに、 髪を乱す それ に、ハウ
ルは目を細め て呪文を 唱え た。とたんに 二人の周 りを 囲む空気
が暖かくなり 、まるで カル シファーが傍 にいるか のよ うにさえ
なった。
「寒いのなら、家の中にいればいいのに」
ソフィーの 言うこと はも っともだった のだが、 ハウ ルはそう
したくなかっ た。ゆる く頭 を振って、城 から少し 歩き 、暖かそ
うな日向の地 面に腰を 下ろ した。ソフィ ーは少し 躊躇 ったよう
だったが、すぐにハウルの隣に座り込んだ。
「あのさ」
ソフィーが 座ると同 時に 、ハウルは口 を開いた 。早 く言わな
ければと、た だそれだ けを 思っていた。 どうして こん なに自分
が焦っている のか、ハ ウル にはよくわか っていた 。そ れが一層
ハウルを落ち着かなく、不機嫌に近い気持ちにさせていた。
「僕、あんたに話さなきゃいけないことがあるんだ」
時期だろうと思ったのだ。
ソフィーは 何も聞い ては こない。それ ならばそ れで 、わざわ
ざ自分から話 さなくと もい いかと、そう 思ったの は事 実だ。け
れどすぐさま 、そんな わけ にもいかない だろうと 自分 自身を叱
責した。今も 昔も、ソ フィ ーは好奇心旺 盛なくせ に、 妙に自分
を抑えるよう なところ があ るから、自分 からは聞 いて こないと
わかっているのだから。
それならば、言わなくてはならない。
「あんたの過 去を―― ―記 憶を無くす前 、僕とど うや って知り
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合ったのか、そこから、色々、今までを全部」
左隣で、小 さく息を 呑む 音が聞こえた 。ハウル が言 い出すと
は思わなかっ たのだろ う。 今までそんな 素振りは ちっ とも見せ
なかったのだ から。彼 女か ら何を聞かれ たって、 それ こそいつ
だって交わしてばかりだったのだから。
「だからその、話そうと思うんだけど……聞く気はあるかい？」
ここでソフ ィーが否 と言 ってくれれば いいのに と、 この後に
及んでまだそ んなこと を考 える自分がい て、どこ まで 情けなく
なれば気が済 むのだろ うか とハウルは自 分自身に さえ あきれ果
てた。けれど こうして 、話 し出す前から 、じくじ くと 身体の芯
が痛んでいることも事実だった。
ソフィーの 過去は、 ソフ ィーが忘れて しまった 記憶 は、ハウ
ルと出会った 部分から 今ま では、自分と ソフィー の二 人の共有
する思い出であったはずだった。
けれどそれは、一瞬の事故で消え失せたのだ。
共有する掛 け替えの ない 出会いは、思 い出は、 ハウ ルただ一
人のものになった。愛してるよと、何度も何度も告げた言葉も、
ただハウルの心の中でのみ囁かれるものとなった。
辛いとすら言えなかった。そんなものではなかった。
ソフィーが 記憶を無 くし たと知った時 の絶望と 、今 の切なさ
のどちらが重 く大きい のか は、ハウル自 身にもわ から ない。何
度過去を振り 返っても しか たない。進ん だ時計の 針は 元には戻
らない。悔や んだとこ ろで どうしようも ない。明 日を 信じて生
きていくしか ないとわ かっ ている。納得 もしたは ずだ った。け
れど思い出を 、忘れる こと のできない数 々のソフ ィー の顔を、
言葉を、思い浮かべるだけで心は容易く痛くなる。
隣に座った ソフィー の顔 を見ることが できなか った 。きっと
自分は今、ど うしよう もな いほど情けな い顔をし てい るのだろ

う。ソフィー も負けず 劣ら ず辛いのだと 、それを 支え てあげな
くてはならな いのだと 、わ かっていても この体た らく 。この性
根は、きっと 死ぬまで この ままなのだろ う。ハウ ルは 嘲りを存
分に含んだ笑みを浮かべた。自分自身への。
ソフィーの 手が、投 げ出 されていたハ ウルの左 手に そっと重
なった。その小さな手を見て、そこからゆっくりと顔を上げて、
ハウルはのろのろとソフィーと視線を合わせた。
「ハウルが辛いのなら、無理に話さないで」
立場が全く 逆のソフ ィー は、ハウルの 気持ちを 完全 に理解す
ることなどは できない だろ う。二人は対 極の位置 にい た。忘れ
た者と忘れら れた者。 以前 はだれよりも 近い距離 にい たからこ
そ、今離れた距離もまたその分だけ大きかった。
だというの に、ソフ ィー はどうしてか ハウルの 気持 ちがわか
っているよう だった。 その 笑みがそう物 語ってい た。 理解しよ
うと必死に努 めている のか もしれない。 あぁどう して あんたは
そんなにも。 ハウルは 今、 無性にソフィ ーを抱き しめ たくて仕
方がなかった。
「……気にならないの？ 自分の過去が？」
何て意地悪 な問いか けだ ろうと思った が、ソフ ィー は気にし
た様子もなく、変わらない落ち着いた笑みを浮かべていた。
「気にならな いといっ たら 嘘になるわ。 でもどう せ、 何を聞い
たってあまり 意味はな いわ 。自分のこと だろと人 のこ とだろう
と大差ないんだもの」
辛い言葉を、ソフィーは何でもないかのように言っていた。
「過去はとて も大事ね 。そ うした日々の 積み重ね が、 今の自分
を創っている んだもの 。で もわたしには それが無 いわ 。でも、
だからって、 それで全 てが 終わってしま うわけじ ゃな いと思う
の」
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ソフィーは 顔を歪ま せた 。自分の気持 ちを上手 く言 葉にでき
ずに、もどかしい思いをしているようだった。
ソフィーは考えながら、ゆっくりゆっくり言葉を探していた。
彼女の言霊の 力が、当 然の ようにソフィ ーを助け てい るのがハ
ウルにはよくわかった。
「思い出した いとは思 うわ 。あなたとど んな時間 を過 ごしてき
たのか、すご くすごく 気に なるの。マイ ケルとも 、カ ルシファ
ーとも、他の 、わたし を好 きだって言っ てくれる 人と の思い出
は、きっとと ても大事 なも のだっただろ うから。 どこ かに落と
してしまった それを、 見つ けたいとは思 うのよ。 傍に あること
に気づいたら、わたしはすぐさまそれを拾うでしょうね」
ソフィーは 顔に笑顔 を浮 かべて、両手 でハウル の手 をぎゅっ
と握った。ま るで繋が った そこから、ハ ウルに力 をも らってい
るかのように。
「だけどそれ には時間 がか かるかもしれ ないって 、お 医者様に
も言われたわ 。焦るこ とが 一番ダメなん ですって 。そ れはすご
く心に負担が かかって 、思 い出す前にわ たしが疲 れて しまうか
らって。わた しもそう だと 思うわ。毎日 毎日、探 し物 ばかりし
てるだなんて 嫌だもの 。だ ってそうでし ょう？ 楽し いことは
いっぱいある んだから 。地 面ばかり見て 、這いつ くば って落し
物を探してる だけなん ても ったいないわ 。おしゃ べり してお菓
子を食べて空を見て、そんなことがしたいもの」
どうしてソ フィーは こん なに眩しい顔 で笑うの だろ うかとハ
ウルは思った 。ソフィ ーは 何も変わって はいなか った 。その笑
顔にそれがわかった。
「それにハウルがいるもの」
愛してるなんて言葉は無くとも。
「過去は大事 ね。でも 、あ なたと笑って 一緒に過 ごせ る、今日

と明日とそれから先の未来の方が大事だわ」
ハウルにとっては世界一の、最高の殺し文句だった。
誇らしげに 微笑むソ フィ ーに言う言葉 が無かっ た。 何を言っ
ても嘘になっ てしまう よう な気がした。 ただ愛し さだ けが込み
上げた。他に は何も無 かっ た。世界中で ただ一人 、ソ フィーだ
けが全てだった。
彼女が死ねば、きっと自分も死ぬのだろう。
けれどソフ ィーは生 きて いる。生きて 、色々な もの を見て、
笑ってそして 楽しんで いる のだから、自 分もそう しな ければな
らない。ソフ ィーと同 じも のを見て笑い たい。死 ぬ時 は彼女の
笑顔に看取られたい。
どこまでなら許されるのだろう。
伸ばした腕にはまだ大きな躊躇いがあった。
どこまでなら、触れてもいいのだろうかと。
「……抱きしめてもいい？」
問いかける 声は自分 でも 驚く程には小 さかった 。ま だ彼女が
目覚めたばか りの頃、 抱き しめそして拒 絶された こと を忘れら
れるはずはなかった。
それ以来彼 は恐れて いた 。恐れて、決 して自分 から 踏み込む
ようなことは しなかっ た。 彼女を思って というよ りも 、自分が
傷つくことを望まなかった。ただそれだけ。
ソフィーは目を見開いて、何を言われたのか理解すると、徐々
にその頬を赤 くした。 戸惑 ったように視 線を彷徨 わせ てから、
ハウルの見つ める翡翠 の瞳 にぶつかって 、決心し たよ うに小さ
く小さく頷いた。
触れれば消えてしまう、儚い夢などではないとわかっていた。
それでも腕に 力がこも らな かった。ただ 優しく抱 きし めて、そ
の身体の小ささと、心臓の立てる大きな鼓動の音に包まれた。
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「……ソフィー」
泣きたくな るほどの 切な さが、体中を 駆け巡っ て心 臓に集ま
っているかの ようだっ た。 腕に少しだけ 力をこめ て、 小さな背
中を抱きしめた。ソフィーが抱き返してくれることはなかった。
―――ただ 、胸にか かる 重さが、ほん の少しだ け増 したよう
な気がした。

＊＊＊

教えてもら わなくて はわ からない事実 もあるの だと 、ソフィ
ーは心底からそう実感した。そうして教えてくれたレティーに、
本当に感謝したい気持ちでいっぱいだった。
「姉さん、知 ってる？ 義 兄さんてば、 しょっち ゅう 仕事をさ
ぼってるのは 知ってた けど 、朝だって自 由気まま に出 勤してく
るんだから。 ちゃんと 定時 には来なさい って、姉 さん からちょ
っと言ってやってくれないかしら？」
漆黒の髪を もった、 会う たびに本当に 血の繋が った 妹なのか
と、ソフィー が疑問に 思っ てしまうほど 美しいレ ティ ーは、そ
の日ソフィー の焼いた ナッ ツの入ったク ッキーを 食べ ながら、
不機嫌極まりない顔でそう言った。
「義兄さんが サボって ばっ かいるおかげ で、うち のベ ンがどれ
だけ忙しい思いをしているか、姉さん、わかる？」
レティーの 言うとこ ろの ベンという人 物のこと を、 ソフィー
はよく知らな かった。 入院 中、レティー と一緒に 何度 か見舞い
に来てくれた ことがあ った が、寡黙な人 物らしく 、穏 やかに微
笑むだけでと くにソフ ィー とは会話らし い会話は しな かった。

あまりに長身 で年の離 れた 大人の男性だ ったので 、ソ フィーが
気後れしてし まったと いう のもある。け れどいい 人だ とは思っ
たし、レティ ーの様子 から 本当に仲のい い夫婦だ とい うことは
わかったので 、ソフィ ーは レティーのそ の台詞を 聞い て、心底
から驚き、そ うして次 の瞬 間には呆れて ものも言 えな くなって
しまった。
ハウルの起きる時間が、毎朝不定期であることは知っていた。
大体はマイケ ルよりも やや 遅れて、ちょ うど朝食 の準 備が何も
かも終わる頃 に降りて きて 一緒に朝食を とり、の んび り風呂に
入ってから仕 事に行く 。け れど遅い時は 、ソフィ ーや マイケル
が朝食を食べ 終わって から 、本当に遅い 時なんて 、二 人が花屋
の昼休みに昼食を取っている頃に起きてくるのだ。
あまりのハ ウルの自 由気 ままな生活ぶ りに、ソ フィ ーは一度
そんなことで 大丈夫な のか と尋ねたこと があった が、 ハウルは
笑ってこう応えた。
「あぁ、大丈 夫だって 。一 仕事終わった し、僕は 元々 は国王か
ら頼まれた依 頼品だけ を作 っていたぐら いなんだ 。め んどくさ
い仕事は同僚がやってくれてるしね」
ハウルがあ まりには っき りとそう答え るので、 ソフ ィーはそ
んなものかと 思ってし まっ たのだ。言わ れれば王 室に は他にも
たくさんの魔 法使いが いる だろうし、何 の問題も 起き ていない
時であれば、とくに仕事も無いのかもしれないと。
ハウルの様 子があま りに 悠々としてい たので、 ソフ ィーはそ
う信じ込んで しまった のだ 。マイケルも カルシフ ァー も何も言
わないし、そ うでなく とも 、だれが王室 付きなど とい う栄えあ
る仕事をサボ るなどと 考え るだろうか。 けれど実 際は 、ハウル
は週に何度も 何度も遅 刻し て、けれどそ れを恥じ るど ころか当
然だという顔で出勤していっていたのだ。
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「もう、何を考えているの、あなたって人は！」
レティーが 帰ったそ の晩 、ソフィーは 笑顔で帰 宅し たハウル
に向かってそ う怒鳴っ た。 あまりのこと に呆れて 声が 出なかっ
たのはだいぶ 前のこと で、 いざ本人の顔 を見ると 、そ れはもう
文句が溢れて 溢れて仕 方な かった。ハウ ルもいき なり なことに
目を丸くしていた。
「信じられな い。本当 、信 じられないわ ！ 何を 考え ているの
かしら。それ とも、何 も考 えてないの？ しょっ ちゅ う遅刻し
て仕事をさぼって、それでよくのうのうとしていられるわね！」
ハウルが何 か言うよ りも 早く、ソフィ ーは言い たい ことを全
て言った上で 宣言した 。そ の時ハウルは 、扉を閉 めた ばかりの
ところで立ったまま、まだコートも脱いでいなかった。
「明日からち ゃんと毎 朝起 きること。起 きなかっ たら 朝食抜き
よ！ 仕事を サボって 帰っ てくることも 許さない わ。 そんなこ
としたら家に入れないから。いいわね？」
まるでそん なことを され たら生きてい けないと でも 言うかの
ような顔で、 ハウルは 文句 も言わずにこ くこくと 頷い た。カル
シファーは盛大に笑って、マイケルも隠すことなく笑っていた。
その時のソ フィーは 、ハ ウルの仕事に 対する信 じら れないほ
どの不真面目 さと、レ ティ ーと、引いて はレティ ーの 旦那への
申し訳なさと で目の前 がい っぱいになっ ていたか ら気 づかなか
った。自分が、なんて大それたことを言ってしまっていたのか。
朝食だって自 分が勝手 に作 っているだけ であり、 この 家だって
正真正銘ハウルの物であるというのに。
けれどハウ ルはもち ろん のこと、マイ ケルもカ ルシ ファーも
異論を唱えるようなことはしなかったし、むしろ後者二人など、
ソフィーの行 いを当然 のも ののように受 け止めて いる ことが不
思議だった。 ソフィー は戸 惑ったが、徐 々に嬉し さが こみ上げ

てきた。この 家の中で 、自 分の立場とい うものが しっ かりとあ
るような気が して。た だの 居候などでは なく、き ちん と居てい
いのだと、言葉にされなくとも言われたような気がしたのだ。
初めは戸惑 うばかり だっ たこの家での 暮らしに も、 今ではソ
フィーは慣れ 切ってい た。 ソフィーの掃 除のおか げで 、家中は
毎日清潔感に 溢れてい たし 、色々な場所 に繋がる 扉も とても便
利なものだっ た。キン グズ ベリーのレテ ィーにも 、が やがや町
のマーサにも すぐに会 うこ とができる。 どうして こん なややこ
しい真似をし ているの かな んて、今では もう聞く こと はもちろ
ん無かった。 だってそ れは 当然のことだ ったのだ 。入 院中のあ
の頃、退院したらうちに来ていいのよとレティーに言われた時、
頷かなくて良 かったと ソフ ィーは思った 。レティ ーの 優しさは
とても嬉しか った。け れど きっと、自分 は大きな お屋 敷の暮ら
しなどでは満 足できな かっ ただろう。だ ってそこ には サボり癖
のある魔法使 いもいな いし 、その弟子だ って、火 の悪 魔だって
いない。花屋だってすることができない。
ソフィーの 言葉が利 いた のか、次の日 からハウ ルは 、毎日き
ちんと起きて くるよう にな った。休日は 昼まで寝 てい たが、そ
れ以外の日は やはりマ イケ ルよりも少し 遅く起き て、 椅子に座
って準備が整うのを待っていた。
「マイケルは毎朝手伝ってくれ
てるのに。少 しは手伝 おう って気になら ないの？ 」と 声をかけ
たら、
「僕は低血圧なんだ」と笑顔で返された。ハウルはただ寝
坊癖があるだけだろう。
「今日は昼には帰ってくるから、昼食を用意しておいて」
ソフィーが 朝食の後 片付 けを終えて、 花屋で売 り物 にするた
めの花を大量 に摘んで くる だけの間に、 ハウルは 長い 入浴を終
え、仕事に行 くとは思 えな いいささか派 手な身繕 いを 整える。
扉の前に立っ て言うハ ウル に、見送りに 立ってい たソ フィーは
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片眉を上げた。
「サボりの時間まで決めてるの？」
「ひどいなぁ ！ 今日 は本 当にその時間 で終わる んだ って。午
前中に会議が 一つある だけ だからさ。あ んただん だん 、性格が
悪くなってや いないか い？ とにかくそ の時間に は帰 ってくる
から、僕の分の朝食も用意しておいてよ。ね？」
「性格が悪く なってる そう だから、うっ かり忘れ ちゃ うかもし
れないわね」
にこりと笑 ってソフ ィー がそう言えば 、ハウル は何 とも情け
ない顔になっ て、次い で「 まったくあん たときた ら！ 」と困っ
たような笑いを浮かべた。
「わかったよ 。仕事を サボ ってばっかり いた僕が 悪い んだ。だ
から今はちゃ んと真面 目に 行ってるだろ う？ お 願い だから朝
から意地悪なことを言わないでおくれよ」
「わかればい いのよ。 ちゃ んと仕事をし てくれば ね。 ハウルの
分の昼食も作って待ってるわ」
「良かった。 あぁ、僕 あれ がいいな。ベ ーコンの 入っ たトマト
のパスタ。こ の前も作 って くれただろう ？ あれ 、本 当に美味
しかったから 。キング ズベ リー一のレス トランだ って 、あんな
に美味しい物は作ってくれないと思うね」
大袈裟なこ とを言う ハウ ルに、ソフィ ーはやっ ぱり 呆れた。
王室にいるの が当然の よう なそんな整っ た顔で言 われ れば、き
っと大抵の女性は頬を染めて喜んだだろう。けれどソフィーは、
もうそんなハ ウルの顔 なん て毎日見てき たのだ。 言わ れる褒め
言葉にも慣れっこになっていた。
「はいはい、 じゃあそ れを 作っておいて あげる。 だか らさっさ
と行きなさい。遅刻常習犯さん」
「本当、ソフィーってばつれないね」

つまらなさ そうに言 って から、ハウル はふっと 微笑 んで、じ
ゃあ行ってき ます、と 扉か ら出て行った 。数秒閉 まっ た扉を見
つめていたソフィーは、
「さあ、今日も仕事はたくさんね」と楽
しそうに呟いて、腕まくりをした。

花屋の仕事 は、開店 して すぐが一番忙 しかった 。朝 食を食べ
てハウルを送 り出して から の開店になる から、通 常の 店よりも
開店時刻が遅 いのも原 因の 一つなのかも しれない 。け れどソフ
ィーは、いく ら花屋の 仕事 が楽しかろう が、無理 をし て開店時
刻を早めるよ うなこと はし なくていいと 考えてい た。 お客さん
の中には、も っと早く から やってくれる と助かる のに 、ともら
す人もいない わけでは なか ったが、ソフ ィーはそ れで いいと思
った。無理す ることを 、ハ ウルや他の二 人が望む とは 思わなか
った。実際、 家庭と店 の両 立で、ソフィ ーはけっ こう 忙しい毎
日を送っていた。
花屋を開店 してすぐ に、 客商売の家や 、きっと これ からデー
トなのだろうと思えるような男性が、次々と花を買って行った。
友人を訪ねて 行く人も 、迎 える人も。ど こかの貴 族が 、わざわ
ざ評判を聞い て召使に 花を 買いに来させ た日なん て、 大量の花
束を注文していくものだから大変だった。花が足りなくなって、
慌ててマイケル が花畑に走 って追加の花を 持って来た りすれば、
人々は一体ど こからこ んな 見事な花を、 しかもこ んな 短時間で
持ってくるの かと口々 に尋 ねてきた。け れどそれ も、 ソフィー
が「ここの主 人は魔法 使い ハウルですか ら」と答 えれ ば、皆は
それなら当然とばかりに大人しくなるのだった。
「この時期は 大変です ね。 他に開いてい る花屋さ んな んて無い
ものだから、みんなうちで買っていきますから」
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昼が近くな り、やっ と一 息つけるよう になった 頃マ イケルが
言った。忙し さと楽し さで 、時間が過ぎ るのはあ っと いう間だ
った。気がつけば、心地良い疲労感だけが残っているのだ。
「ねぇマイケ ル、ちょ っと 店番を頼んで いい？ 昼の 材料を買
ってきたいの。今日はハウルが早く帰ってくるそうだから」
言いながら ソフィー は、 まるでこの台 詞では、 ハウ ルの早い
帰宅を歓迎し ているよ うだ ということに 気づいて 嫌な 気持ちに
なった。どうして毎日顔を会わせている相手だというのに、一々
喜ばなくては ならない とい うのか。無意 識に出た 言葉 だという
のも厄介だった。
けれどマイ ケルは、 そん なソフィーの 微妙な心 情に も気づく
ことはなく、 いつもの 明る い笑顔で「い いですよ 」と 答えた。
マイケルがそ う答える のは わかりきった ことだっ たか ら、ソフ
ィーは「あり がとう」 と言 って家へと戻 った。買 い物 をしてか
ら昼食を作れ ば、きっ とハ ウルが帰って くる頃に はち ょうど出
来上がる頃だろう。マイケルのお腹もすいているに違いない。
「ちょっと買 い物に行 って くるわ。帰っ てきたら お昼 を作るか
ら、協力してちょうだいね」
眠そうに暖 炉の中で うと うととしてい たカルシ ファ ーは、軽
く片目を開けた。
「……珍しいね。こんな時間に買い物に行くだなんてさ」
「朝食でベーコンが無くなっちゃったのよ」
壁にかかっ ていたコ ート を着て、いつ もの買い 物籠 をを手に
とって、行っ てくるわ ね、 と声をかけて からソフ ィー はがやが
や町に合わせ た扉を開 けた 。キングズベ リーの方 が高 価で美味
しい物が買え ると知っ ては いたが、ソフ ィーはよ っぽ どのこと
が無い限り、 買い物で キン グズベリーに 行くこと はな かった。
大抵の物ならがやがや町でも買えたし、大体そんな高価な物が、

自分やマイケ ルの口に 合う かどうかはわ からなか った 。ハウル
はどうだかわからないけれど。
最近になっ て、ソフ ィー は一人でも買 い物に来 るよ うになっ
た。もう大丈 夫だと思 った し、実際そう だった。 買い 物中にそ
うそう昔話を されるよ うな ことはなかっ たし、言 われ た名前に
心当たりが無 いような 場合 も、相手の、 大方は気 のい いおばさ
ん達も、
「まだ新婚なんだから、頭の中が旦那さんのことでいっ
ぱいなのも当 然だね。 何せ あんな手のか かる旦那 さん なんだか
らさ」と笑う だけだっ た。 町のおばさん 達にまで そん な風に言
われているハウルがおかしかった。
「こんにちは。ベーコンを一本もらえます？」
馴染みの肉 屋に顔を 出し て、ソフィー はそこの 女主 人に向か
って言った。ここはご主人と共にずいぶんと恰幅の良い夫婦で、
マーサが言っ た「あそ この ご夫婦、毎食 にずいぶ んと 立派なお
肉を食べてそ うよね。 商品 にはまだ手を 出してい ない ようだけ
ど」という台 詞にも、 ソフ ィーは注意を するより も先 に吹き出
してしまった程だった。
「おや、珍しい時間に来るね。今日はお店はいいのかい？」
「今はマイケ ルが店番 をし てくれてるか ら。お昼 に使 うベーコ
ンを買いに来たの」
女主人は慣 れた手つ きで 太いベーコン を一本紙 で包 むんだ。
言われた分を 支払って 、ソ フィーはベー コンを受 け取 るとカゴ
に入れた。一気にカゴが重くなる。
「今日はご主 人の帰り が早 いのかい？ 美味しい 物を 食べさせ
てあげなよ」
店を出る際に投げられた言葉に、ソフィーは曖昧に、「えぇ、
まぁ」と答えた。言葉と同様、曖昧な気持ちだった。
ハウルが自 分の旦那 だと いうことは、 知っても いる し納得し
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てもいる。け れどいま だ、 ソフィーは自 分がハウ ルに 恋愛的な
気持ちを抱い ていると は思 えなかった。 恋愛とい うも のがどう
いうものなの か、知識 とし ては知ってい ても、感 覚的 にはわか
らない。それ でも自分 のハ ウルに対する 気持ちは それ ではない
だろうと思っ ていた。 何か こう、恋愛は もっと違 った 別種の感
情だという気 がしてい るの だ。根拠なん て何もな い。 ただソフ
ィーがそう思 ったとい うだ けだ。けれど それを言 うな ら全ての
感情なんて、結局はその本人にしかわからないものなのだから。
何て不確かなものに左右されているのだろう、人間は。
今の生活に 満足して いる 中、わからな いものは それ だけだっ
た。ハウル。 一緒にい るの が苦痛だとは 思わない 。怒 ることも
多くなったが 、それで も楽 しいし嬉しい のだろう 。た だ、自分
はハウルには恋愛感情は持っていないという気がする。
「……だってそんなの無くてもいいんだもの」
小さく、小 さく、ソ フィ ーは呟いた。 隣を通り 過ぎ た人も聞
き取れないぐらい、それは本当に小さな声だった。
そんなの無 くてもい い。 恋愛感情なん て無くて もい い。だっ
て無くても今 はこんな にも 幸せなのだ。 適度に忙 しく 充実感が
あって、日々 は楽しく 笑っ て夜は暖かな 寝床につ いて 。ソフィ
ーはそれだけ で満足だ った 。そこに新た な、追加 する 気持ちな
んて無くて良かった。
「無くていいのよ」
今度はさっき よりも幾分 はっきりした声 でソフィー は呟いた。
皆家で食事を している のだ ろう、通りに 人はまば らだ った。最
近ではもう雪 も全て溶 け、 昼間はずいぶ んと暖か く過 ごしやす
くなった。そ れでもま だ、 コートを手放 せる日は 幾分 先のよう
だったが。
ベーコンの 入ったカ ゴを 抱えなおして 、ソフィ ーは 家路を急

いだ。早く帰 って昼食 の用 意をしなくて はいけな い。 二人とも
お腹をすかし ているだ ろう 。ハウルは空 腹になる と、 本当に子
供のような顔になって、
「ねぇソフィー、まだ？ まだなの？」
と後ろをちょ ろちょろ して は催促する。 今日もそ うな るのだろ
うか。想像し てソフィ ーは 笑った。美味 しいと言 って くれたパ
スタは、今日も絶対失敗してはいけないのだから。

＊＊＊

「もうずいぶ ん暖かく なっ てきたよね。 そろそろ コー トはいら
ないかもしれない」
夕飯が終わ った後の 団欒 の時間の中で 、ハウル はふ とそう言
った。暖炉前 の椅子に 座っ て、ちびりち びりとお 酒を 飲みなが
ら。ウイスキ ーとブラ ンデ ーの違いがソ フィーに はわ からなか
った。ハウルはそう言うと笑って、
「まぁ、ソフィーには縁のな
いものだからね」と言った。
「じゃあ、数 日様子を 見て 、もう着ない ようだっ たら しまっち
ゃうわね」
ソファーに 腰掛け、 緑色 のマフラーを 編みなが らソ フィーは
言った。ずい ぶん前に 始め たマフラーだ ったのだ が、 途中で繕
い物が色々入 ってきた おか げで、すっか りご無沙 汰に なってし
まっていた。 けれどこ れも 、あと数段で 終わって しま う。もう
マフラーが必 要な時期 では ないかもしれ ないが、 中途 半端にな
っているのが嫌なだけだったのだ。
マイケルは 風呂に入 って いるし、ハウ ルは静か にグ ラスを傾
けているし、 実に静か な時 間だった。聞 こえてく るの は、暖炉
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でカルシファーが燃やす薪の音だけだ。
「あぁそうだ、ソフィー。僕、明日は帰ってくるのが遅いから。
きっと午前様になるだろうな」
「そんなに仕事がたくさんあるの？」
編み物の手 を止めて ソフ ィーは尋ねた 。午前様 にな るだろう
と、今からわ かるよう な仕 事量とはどん なものな のだ ろうと。
そのくせ、ここ最近は帰ってくるのが異様に早かったのに。
「仕事ってい うか、ま ぁ仕 事なんだけど さ。王室 主催 のダンス
パーティーが あってね 。国 王の見栄のた めに、王 室付 き魔法使
いも着飾って 出席しな きゃ いけないんだ よ。ダン ス踊 るのなん
て好きじゃな いんだけ どね 。何だって魔 法使いが 、め かし込ん
だお嬢さん方の相手なんかしなきゃいけないんだろう」
ハウルはそ れまでち びち びと飲んでい たグラス を、 一気にぐ
いっと傾けた 。そうす るこ とで、不平不 満まで流 し込 んでしま
おうとするかのように。
ソフィーの 脳裏に、 着飾 ったハウルの 姿が浮か んだ 。そうし
たハウルは、きっと人々の視線を一気に集めてしまうのだろう。
王室付きとい う身分も あい まって、多く の女性が ハウ ルとダン
スを踊りたい と望むの は当 然のことだろ う。そし てハ ウルは、
ここではこう して愚痴 を言 っても、いざ パーティ ーに なれば見
惚れるような 笑顔を浮 かべ ているのだろ う。それ は仕 事なのだ
から当たり前のことなのかもしれない。
「王室付きな んだから 当た り前でしょ。 文句を言 うの なら、そ
んな仕事辞めてしまえばいいじゃない」
ソフィーは 自分で自 分の 言葉に驚いた 。自分の 言葉 にという
よりも、その声音のきつさに。
それはハウ ルも同じ だっ たのか、空の グラスを 弄ん でいた手
がぴたっと止まり、丸くなった目をソフィーに向けた。

「……ソフィー、どうしたの？」
「え、いえ、あの」
どうしたの 、と聞か れて も、ソフィー にもそん なこ とはわか
らなかった。 先ほど一 瞬胸 に浮かんだ不 機嫌さは 今は 消え、た
だ自分でもわからない戸惑いだけが占めていた。
居心地が悪くて、見つめてくるハウルの視線から逃げたくて、
ソフィーはふいっと顔を背けた。
「今、もう少 しでマフ ラー が完成するの よ。最後 で失 敗したく
ないから、話しかけないでちょうだい」
「……あぁ、ごめん」
素直に謝っ てくるハ ウル に、ソフィー の方こそ 謝り たくて仕
方がなかった 。さっき のあ の態度は何だ ったのだ ろう 。今のだ
って褒められ たもので はな い。むしろハ ウルの方 が不 機嫌にな
ってもいいも のだとい うの に、その彼に 謝らせて しま うだなん
て。自分は一体何をしているのだろう、何を。
気まずさを 追い払う ため にも、ソフィ ーは編み 物に 専念しよ
うとした。ハ ウルはど う思 っただろうか 。そんな こと を考えて
いたら網目が わずかに 歪ん だ。けれど別 に平気だ ろう 、何せも
う終わりだ。
編み棒を横 に置いて 、ソ フィーは編み 上がった マフ ラーを広
げてみた。編 み上げた 充実 感は確かにあ ったが、 それ よりも後
を引く気まずさの方が今はずっと大きかった。
「それ、だれかにあげるの？」
おずおずと したハウ ルの 声だった。先 ほどのソ フィ ーの言葉
を、マフラー が完成す るま で話しかける なという 風に 受け取っ
たのだろうか。
「別に、とくには決めてないけど」
ハウルは何 も悪いこ とは していないと いうのに 、ど うしてそ

- 106 -

んな卑屈な態度をとるのだろう。まるで自分の機嫌を損ねたら、
この家から追 い出され ると でも思ってい るかのよ うだ とソフィ
ーは思って、また機嫌は急降下していきそうだった。
ハウルが何 か言おう と口 を開けたのを 見て、ソ フィ ーは先に
言った。
「マイケルに似合いそうな色だとは思ったけど」
「……うん、そうだね」
とたん、が っかりし たよ うに背中を向 けたハウ ルに 、これは
意地が悪すぎ たかとソ フィ ーはすぐさま 反省した 。ハ ウルは何
も悪いことなどしてはいないのに。
「えっと、で も、マイ ケル にはあげない わ。マー サが 機嫌悪く
するかもしれないし。何となく編んでただけだから」
言っても、 ハウルは 振り 返らなかった 。自分よ りも 大きな背
中がいじけて いるよう に見 えて、それは ソフィー の気 のせいか
もしれなかっ たが、ど うし てか申し訳な い気持ち でい っぱいに
なった。先ほどの不機嫌さなんてどっかへ行ってしまっていた。
「あの、さっき、何か言いかけたでしょう？ 何だったの？」
努めて優し げな声で ソフ ィーは尋ねた 。ごめん なさ いと一言
言えればいい のに、そ れが できない自分 が本当に 馬鹿 のようだ
と思った。
「ハウル」
マフラーを 持ったま まハ ウルの傍に行 き、後ろ から 声をかけ
た。つんつん 、と背中 をつ つくと、ハウ ルは拗ね てい るのかそ
うでないのか 、よくわ から ない表情で振 り返った 。迷 っている
ようにも見えた。
「……あの、嫌じゃなければの話なんだけど」
「えぇ」
ソフィーは、ハウルが何を言うのか大体の見当がついていた。

「そのマフラ ー、僕に くれ ると嬉しいな って…… 思っ たりしな
くもなかったりするんだけど」
思った通りの言葉は、非常にややこしいものだった。
「どっちなのよ」
呆れ返って ソフィー が聞 くと、ハウル は頬を赤 くし た。照れ
ているハウル をソフィ ーが 見たのは、も しかした ら初 めてのこ
とかもしれなかった。
「さっき、ず いぶん暖 かく なってきたか らコート はい らないっ
て言ってなかった？」
「うん。コー トなんて 厚手 の物はいらな いけど、 でも まだ首元
は少し寒いと思うんだ。緑って僕の好きな色だったりするし」
ソフィーは 自分自身 に対 して、素直で はないと いう 自覚があ
ったけれど、それ以上にハウルは強かなようだった。
こっちの顔 まで赤く なり そうで、ソフ ィーは乱 暴に マフラー
をハウルの首 に巻いて やっ た。ハウルの 眩しい金 髪に 、深い緑
のマフラーは 確かによ く似 合っていた。 まるで初 めか らこうな
ることが決まっていたかのように。
「やった！」
子供のよう に顔を輝 かせ てハウルは笑 った。そ の顔 があまり
に嬉しそうだったから、ソフィーの心臓が音を立てた。
大きく一つ。
どくん、と。

＊＊＊

今日は天気 のいい日 だっ た。洗濯物を 干してい る時 、あまり
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に空が気持ち 良く晴れ てい るものだった から、ソ フィ ーは何と
なく出かけた くなって 、今 日は思い切っ て花屋は 休む ことにし
た。
「珍しいです ね。ソフ ィー さんが自分か ら花屋を 休み にしよう
だなんて」
マイケルは 驚いてい たが 、マーサに会 いに行け る思 いもしな
い時間ができたおかげで、ずいぶんと嬉しそうだった。
マイケルが 居間で課 題を こなしている 間に、ソ フィ ーは手早
くピーナッツ バターク ッキ ーを作った。 日課の散 歩に 行けずカ
ルシファーは 不満そう だっ たが、出来上 がったク ッキ ーを数枚
もらうと喜んでばりばりと食べた。
「ソフィーさん、そのクッキー、少しもらってもいいですか？」
「あら、マイケルの分はちゃんととってあるわよ？」
「いえ、そうじゃなくて、マーサにも持っていってあげたくて。
マーサ、ソフィーさんの作ったお菓子が大好きですから」
そう言って 照れ臭そ うに 微笑むマイケ ルの表情 がソ フィーは
好きだった。 マーサの こと を話す時、マ イケルは いつ も見てい
る方が嬉しくなってしまうような微笑を浮かべる。
「マーサは幸せ者ね」
もちろん、 マイケル の頼 みを断る理由 なんてな かっ た。あの
可愛らしいマーサが喜ぶと知ればそれはなおさらのこと。
少し時間が 経って冷 めた クッキーを、 戸棚の中 から 取り出し
た小さな袋に 数枚つめ 、可 愛らしいリボ ンで口を 縛っ て机に置
いた。マイケ ルは嬉し そう に「ありがと うござい ます 」と言っ
た。
「わたしもちょっと出かけてくるわね」
マイケルの 分を残し 、後 のクッキーも 同じよう に袋 につめな
がら言うと、 課題を終 えて 本を片付けて いたマイ ケル は少し目

を見開いた。
「どこにですか？」
「レティーの 所。マー サの 所には、ほら 、がやが や町 だからよ
く顔を出すん だけど。 キン グズベリーに はなかな か行 けないで
しょう？ だからちょっと行ってこようかと思って」
ソフィーが そう言う と、 マイケルは穏 やかなそ の顔 に、けれ
ど若干不安そ うな色を 浮か べた。どうし てだろう とソ フィーは
思い、すぐさ まこの優 しい 少年が考えそ うなこと に思 い至って
安心させるような笑顔を浮かべた。
「大丈夫よ、 そんな心 配し なくたって。 何度かレ ティ ーの家に
は行ってるも の。それ にも し迷ったって 、サリマ ンさ んの屋敷
はどこですかって人に聞けばいいだけだもの」
それでもマ イケルは 何か を言いかけた が、少し の後 には軽い
笑顔を浮かべた。
「そうですよね。すみません、何か過剰な心配をしちゃって」
「ううん、いいのよ。ありがとう」
マイケルが そんな心 配を してくれるこ とが、ソ フィ ーは素直
に嬉しかった 。何しろ ここ で生活を始め てから、 些細 なことか
ら何まで全て マイケル が面 倒を見てくれ たのだ。 ちょ っと買い
物に行くのだ って、迷 惑な 顔一つせずに 付き合っ てく れていた
のだから。
「あの、でも、寄り道しないでまっすぐ行って下さいね」
クッキーを カゴに入 れ、 上着を羽織っ たソフィ ーに マイケル
は続けてそう 言うもの だか ら、ソフィー は思わず 首を 傾げてし
まった。
「ねぇ、マイ ケル。も しか してわたしっ て、すご い方 向音痴だ
ったりするのかしら？」
だからマイ ケルがそ こま で心配するの だろうか 。そ れならば
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納得が行くと思ったのだ。
「……えぇっ と、すご いと まではいきま せんけど …… まぁ、少
し人より道に迷いやすかったというか……」
マイケルの その言葉 が、 自分にとても 気を使っ てく れている
のだというこ とは、素 直な 彼の表情から ソフィー はよ くわかっ
ていた。自覚 は無かっ たが 、自分はそれ ほどまで に方 向音痴な
のだろうか。 言われて も腹 立たしい思い などはな く、 新たに知
った事実にただ驚いた。
「わかったわ、まっすぐ行って、まっすぐ帰ってくるわね」
こんな時ふ と、いつ にな れば、自分は だれにも 心配 されずに
生活を送るこ とができ るの だろうかとソ フィーは 思う 。自分一
人で全てを成 し遂げら れる 日はいつ来る のだろう かと 。けれど
それは、決し て義務等 で心 配してくれて いるわけ では ない彼ら
に対して、あ るいは失 礼な 感情なのかも しれない 。そ れでもソ
フィーは放っておいて欲しいと、時たま無性に思ってしまう。
「行ってくるわね」
だからこそきっと、気分転換というのは必要なのだろう。
ソフィーは思って、笑顔を残して扉を開けた。

それはがや がや町で は決 して見られな い、都会 特有 の喧騒の
中でのことだった。
どこに居て も、見つ けら れるのだろう かと不思 議に 思った。
それともそれ は、相手 が彼 だからなのだ ろうか。 あの 目立つ彼
は、どこにい てもその 自身 の輝きを曇ら せること はな くて、だ
からこそ今もソフィーの目にその姿を焼き映すのだろうか。
ハウル、と 、声をか ける べきなのかソ フィーは 迷っ た。こん
な街中で彼を 見かけた のは これが初めて だった。 人ご みの中、

数人先に見え る後姿が 、ハ ウルでない他 のだれか であ るなんて
ことは無いと 思った。 あん な派手な服に 身を包む 人を ソフィー
はハウルの他 には知ら なか ったし、けれ どそれ以 上に 、直感的
にあの後姿は ハウルだ とソ フィーには考 えるまで もな くわかっ
ていた。
ハウルによ く似た後 姿を 見つけ、思わ ず進路を 変え 、それが
彼だと確信し ても、ソ フィ ーはそれ以上 の行動に 出る ことがで
きなかった。 王室で仕 事を しているはず の彼が、 どう して昼間
に街中を歩い ているの かは よくわからな いが、そ れで も仕事で
あることに違いはないだろう。
声をかける べきか、 この まま元の道に 戻ってレ ティ ーを訪ね
に行くべきか 。自分で もど うしてそこま でと思う ぐら いソフィ
ーは悩んで。
ふと、その視線が止まった。
慣れない人 ごみの中 で、 今までは見え なかった 。彼 の隣を、
豊かな金髪の 巻き毛を 揺ら した女性が歩 いている 。談 笑する彼
の横顔は笑顔 を刻んで 、家 で見るものと はまた違 うそ の笑顔に
ソフィーの胸が鈍く軋んだ音を立てた。
思わず足は 止まった 。急 に足を止めた ソフィー にぶ つかった
通行人は遠慮 無しに舌 打ち をもらした。 ほとんど 反射 的に謝罪
の言葉を短く 呟き、の ろの ろと足を動か しながら 、ソ フィーの
視線はハウルから、その隣を歩いている女性から離れなかった。
ただ、泣き たかった 。理 由も無しに涙 が流れそ うに なって、
それを堪える と鼻の奥 がつ んと痛んだ。 カゴを持 つ手 に力が入
った。
あれはきっ と仕事仲 間の 女性なのだろ う。すぐ さま そう思っ
た。……そうであればいいと思ったのかもしれない。
ここに来て 唐突にソ フィー は理解した 。いつか らか、 ハウル
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を自分だけの もののよ うに 思っていた。 彼を笑わ すこ とも喜ば
すことも、彼 の行動も 全て 自分に繋がっ ているよ うな 、そんな
錯覚さえ抱い てしまっ た。 そんなはずは ないとい うの に。いく
ら自分とハウ ルが夫婦 だと しても、彼に は彼の世 界が あり、そ
れはソフィーを中心に回っているわけではないというのに。
「……っ」
羞恥が一気 に顔中に 集ま ったような気 がした。 無意 識の内と
はいえ、何て 思い上が って いたのだろう 。彼の優 しさ を、自分
は何て傲慢に受け止めていたのだろうか。
ハウルを呼 びたかっ た。 今すぐにでも 、ごめん なさ いと謝っ
てしまいたか った。彼 には 一体何のこと だかわか らな いかもし
れない。それ でもソフ ィー は謝りたいと 思った。 勝手 な自分を
許してもらい たかった 。そ してそれと同 時に、も う顔 を合わせ
ることができ ないとも 思っ た。今すぐ逃 げてしま おう か。こん
な思い上がっ た自分を 、も う二度と彼に 見てほし くな どなかっ
た。
浮かんだ涙 に歪んで 彼の 姿がぼやけて 見えた。 それ でも、彼
のその顔が振 り返り、 吸い 込まれるよう な翡翠の 双眸 がしっか
りと自分の瞳 を捉えた よう に思えたのは 、それは 決し てソフィ
ーの思い込みなどではなかった。
「―――」
周りの喧騒 から、そ の瞬 間だけ、瞳が 合わさっ た瞬 間だけ、
切り離されたようだった。
時間が動き 始めたの と同 時にソフィー は踵を返 して 走り出し
た。彼に見ら れた。ハ ウル に見られた。 自分のこ んな 、真っ赤
になって涙を浮かべた顔を、ハウルに見られてしまった！
「ソフィー！」
名前を呼ば れたよう な気 がした。けれ どそれは 気の せいだっ

たのかもしれ ない。こ の喧 騒の中で、彼 の声だけ がそ んなには
っきりと耳に 聞こえて くる わけがない。 それでも ソフ ィーはそ
の声から逃げ ようとし た。 何人もの人に ぶつかっ た。 謝る暇も
なかった。ハ ウルが追 いか けてくるかど うかもわ から ない。仕
事中であれば 、きっと そう であろうから 、自分の こと など放っ
て仕事を優先させているかもしれない。そうであってほしい。
ハウルに捕 まること が怖 かった。顔を 見ること が怖 かった。
自分が何を言 ってしま うの かソフィーに はわから なか った。何
を考えている のかも。 言葉 はただぐるぐ ると頭の 中を 回るだけ
で、ソフィー 自身にも わか らないこの感 情の渦巻 きを 、とても
ハウルに言えるはずはなかった。
会いたくな い会いた くな い。忘れて欲 しい。忘 れて はくれな
いだろうか。 どこを走 って いるのかもわ からない 。人 ごみの中
を避けてソフ ィーは唐 突に 道を一本曲が った。細 い小 道。裏通
りのどこかだ ろうか。 どこ でもいいと思 った。だ れに も会いた
くない、話したくない、ハウルにはハウルにはハウル！
「ソフィー！」
声は、錯覚 などでは なか った。腕を掴 まれる。 引か れる強い
力に、到底逃 げられる はず もなかった。 あぁ、と 息を 吐く。ど
うして、どう して、ど うし て。追ってな ど来なく て良 かったと
いうのに。放って置いてくれた方がずっと良かった。
「ソフィー、ねぇ、何で逃げるのっ？」
ハウルの声は、ただ存分に戸惑いと驚きを含んだものだった。
それも当然だ った。き っと 彼には何もわ からない こと だろう。
キングズベリ ーの街中 で、 どうしてこん な風に自 分が 逃げ出し
ているのかなんて。
「大体、どう してあん たが こんな所に… …あぁ、 まぁ それはい
いとしても。 ねぇ、何 で逃 げるの？ ソ フィー、 あん たどうし
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たのさ？」
どうしたの、と。そんなことを聞かれたって。
立ち止まっ て、ソフ ィー は唇を噛み締 めた。言 葉が 何も浮か
ばなかった。 何を言っ ても 形にならない ような気 がし たし、一
度口を開けばと んでもない ことになってし まうような 気もした。
頭の中が真っ 白だった 。心 臓の音が大き く、いつ もよ りも早く
血が血管の中を流れていくかのようだった。
―――どく どく、ど くど く。耳のずっ と奥に、 そん な深く沈
んだ音をただひたすらに立てながら。
「ねぇ、ソフィー、どうしたの？」
ハウルはた だ心配し てい るだけなのだ ろう。ソ フィ ーにもそ
れはわかって いた。そ のこ とにありがた さを感じ 、そ れと同じ
ぐらいの申し 訳なさと 、そ してそれ以上 のよくわ から ない感情
にソフィーは支配されていた。
何も言えない。何も、わからない。
「ソフィー」
切ないよう なハウル の声 音に、自分が どうしよ うも ないほど
悪いことをし ているよ うな 気にさせられ た。ハウ ルの 声音はそ
んな力に満ち ていた。 それ も彼が魔法使 いだから だろ うか。そ
れとも、彼がハウルだからなのだろうか。
掴んだ手を ハウルは 引い た。逆らえる わけもな く身 体は容易
くハウルに向 けられた 。片 方の手で顎を 持ち上げ られ た。目を
伏せるのは卑怯な気がして、ソフィーはハウルの顔を見上げた。
彼の驚きに染まった顔を。
「……どうしたの？」
同じ台詞で も、先ほ どよ りも具体的な それだっ た。 どうして
泣いているの かと、問 われ ている内容は すぐにわ かっ ても、答
えることはとても難しかった。

自分でもよ くわから ない ―――いや、 わかって いる 。だから
こそ言えない。言いたくない。自分のこんな愚かな思い込みを、
彼に話して呆れられるような光景は見たくなかった。
そんなこと になるぐ らい なら、何も話 さない方 がよ っぽどマ
シだと思った 。それで いく ら彼を不機嫌 にさせよ うが 、呆れら
れ見捨てられるようなことになるのと比べれば。
「ソフィー、話して」
それでも彼 の声音は 、ど こか従わざる を得ない よう な響きを
纏って。言葉はじんわりとソフィーを絡め取っていくように。
「……だ、って」
話そうと口 を開くと 、浮 かんでいただ けの涙が 盛り 上がり、
そのまま静か に頬を流 れた 。気づいたハ ウルの指 がそ れを拭っ
た。触れた指 の温かさ に、 余計に涙は刺 激された かの ようだっ
た。
「あなたが……さっき、女の人と歩いてて……」
言った言葉に、どっと感情が胸の中に溢れた。
ハウルが女 性と一緒 にい ることが嫌だ った。嫌 だと 思う自分
が信じられな かった。 ハウ ルは自分だけ のものだ と、 そんな愚
か過ぎる思い 込みにい つの 間にか浸って いた自分 。そ んな自分
知らなかった。今初めて見つけたそんな自分が。
どうしようもなく、嫌だった。
「何でこんな こと思う のか わからないの ！ わた しい つの間に
か、無意識の 内にあな たの こと独占して いたみた いで ……ごめ
んなさい、ご めんなさ い！ こんな自分 がすごく 嫌な の。わた
しどうして、こんなに汚くなってるの…っ」
何も変わる ことなく 過ぎ る日常の中で 、他人同 士が 家族のよ
うに暮らし、 それだけ で十 分すぎるほど には満足 して いたはず
だというのに 。知らぬ 内に 貪欲になって いる自分 がい た。それ
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に今まで気づ くことす らせ ずに、さも当 然のよう に受 け止めて
すらいただなんて。
「ごめんなさい、ごめんなさい！」
思い上がりも甚だしいと、彼に笑われるぐらいなら良かった。
ハウルに呆れられたり、あるいは―――嫌われてしまうことが、
今はただ怖かった。それ以外には何も無かった。
「ごめんなさい……！」
謝ることしか今はできないと、ソフィーはそう思った。
だから。
「ソフィー」
俯く彼女の 顔を上げ させ たハウルが、 どうして そん なに、泣
きたいのを堪 えるかの よう な顔で笑って いるのか 、ソ フィーに
は何もわからなかった。
「あんたって、何でそう相変わらず鈍感なんだろう」
ソフィーが 何かを言 うよ りも先に、ハ ウルの腕 が背 中に回っ
た。すっぽり と腕の中 に包 み込まれ、ハ ウルの心 臓の 音が大き
く耳に響いた。わずかに早鐘を打っている、心安らぐその音を。
寄りかかる ものが欲 しか ったソフィー は、考え る前 にその胸
に身を持たれ かけた。 今ま で訪れた時た まの、ど こか 遠慮がち
な抱擁とは違い、しっかりとソフィーの身体を包んでいた。
その温かさに、目眩がした。
「僕はいつだっ てあんたの ことを独占した いと思って るんだよ。
正直マイケル に笑いか ける あんたを見て るのだっ て辛 いんだ。
笑うのも話す のも、ソ フィ ーの相手をす るのは僕 だけ でいいっ
て思っちゃう んだ。そ んな 自分を、とて も子供っ ぽい とは思う
けどね。だっ てしょう がな いだろう？ それが恋 って ものなん
だからさ。奇麗事だけじゃ生きてけないさ」
頭の上から 響く声は 、そ のままソフィ ーの胸に まで 響いてい

くようだった。ハウルの言葉にただ驚き―――あぁそうなのか、
と、ソフィー はまるで 当然 のようにそれ を受け入 れて いる自分
に気づいた。 戸惑いよ りも 、安堵の方が ずっとず っと 大きかっ
た。
―――答えはいつだって、すぐ傍にあったのに。
どうしてそ れに気づ かな かったのだろ う？ 見 つけ ることが
できなかったのだろう？
「わたし、ずっとずっと、あなたのことが好きだったのね」
すんなりと、そんな言葉が、ソフィーの口から零れ落ちた。
いつからな んてそん なこ と、きっと考 えるだけ 無駄 なことな
のだろう。始 まりも終 わり もわからない 。それが きっ と恋愛と
いうものだろうから。
「やっと気づいてくれたの、ソフィー？」
「わたし、鈍感だそうだから。仕方ないでしょう？」
見上げたハウルの双眸は子供みたいに光って。
徐々に近づ く顔にソ フィ ーはそっと目 を閉じた 。人 間という
のは不思議だ と思った 。教 えられなくと も、どの タイ ミングで
目を閉じればいいのか、どうして知っているのだろう。
ハウルと交わすキスの味は、涙に濡れて少ししょっぱかった。
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【

９

】

心地良いベ ッドの中 で、 朝のまどろみ を楽しみ なが ら、決ま
った時間に聞 こえてく る足 音を聞くだけ で幸せを 感じ ることが
できた。本当 に現金だ なと 笑いながら、 ハウルは 毛布 を頭の上
まで引っ張り上げた。
明るいノックの音。
「ハウル、朝よ」と、いつものように愛し
い声が聞こえ た。けれ ど返 事はしない。 してはい けな い。ハウ
ルはベッドの 中でじっ と身 を潜めた。や がて扉が 開い て、足音
はもうすぐそこまで近づいて来ていた。
「ハウル、朝よ、起きて。もう朝食の用意もできて……」
言葉の途中 でハウル は顔 を出し、その まま揺さ ぶっ ていた腕
を軽く引っ張 った。と たん に倒れこんで くる小さ な身 体を受け
止めて、ハウルはこの上も無く幸せそうに微笑んだ。
「おはよう、ソフィー」
あぁ今日も 何て素敵 な朝 なんだろうね と、ご機 嫌の まま続け
ようとした言葉はソフィーの怒鳴り声にかき消された。
「ハウル！ いきなり何するのよっ！」
顔を真っ赤 にして叫 ぶソ フィーは、依 然妻と言 うよ りかは可
愛らしい初心 な恋人と いっ た様子で、け れどハウ ルは それに物
足りなさを感 じるわけ では なく、そんな ところが 可愛 いのだと
それはそれで満足していた。
「そんなに怒 らなくた って いいじゃない か。ちょ っと した冗談
なんだから。ねぇ？」
「朝っぱらからふざけるのは止めて！」
「じゃあ夜な らいいの ？ でも夜だと、 おふざけ じゃ 済みそう
になくなっちゃうような気がするんだよね」
「ハウルっ！」

顔を真っ赤 なリンゴ 色に 染め上げて、 ソフィー は声 高に叫ん
だ。ソフィー の腰に手 を回 したまま、ハ ウルは思 わず くつくつ
と咽を鳴らし た。そう やっ て一々ムキに なる姿が 可愛 くて、つ
いついそんな 冗談を言 って しまうのだと 言えば、 一体 ソフィー
はどんな反応をするだろうか？
「ねぇ、このまま一緒に二度寝しない？」
「嫌よ、男の人のベッドで寝るなんて」
平静を装っ て言った 台詞 ではあったが 、そう言 うソ フィーの
頬は依然赤い ままだ。 自分 で言った言葉 を多大に 意識 している
ことがわかっ て、ハウ ルは 浮かべた笑み が引きそ うに はなかっ
た。
「もう、ほら、いい加減にして！ 朝ごはんが冷めちゃうわ」
「今日の朝ごはんは何だい？」
「チーズの入ったオムレツ。だから、ほら！」
これ以上やっ てはソフィ ーの機嫌を損ね ることにな るだろう。
声音の微妙な 変化にそ れを 感じて、ハウ ルは大人 しく 手を放し
た。とたんに ソフィー はば っと離れて行 く。真っ 赤な 顔で視線
をハウルと合わそうとしない様子が、本当に可愛かった。
「早く着替えて降りてきて！」
「わかったよ 。チーズ が柔 らかいうちに 美味しく 頂き たいから
ね」
太陽の香り のする毛 布を かけて眠り、 キレイに 洗濯 のされた
洋服を着て、 そうして 朝か ら愛しい人の 作った温 かな 朝食を食
べる。
あぁ、それは。
―――何て何て、贅沢なことなのだろう。
ベッドに腰 掛けたま ま、 ハウルはその 温かさに 酔い しれた。
一階からソフ ィーの呼 び声 が聞こえてく るまで、 そう して窓の
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外の小鳥の囀りに耳を傾けていた。

「今日は仕事が休みなんだよ」
これ以上嬉 しいこと は無 いと言わんば かりの声 音で そう言っ
たハウルに対 して、朝 食の 食器を洗って いるソフ ィー の反応は
とても冷めたものだった。
「あらそう、良かったわね」
「何だい、僕 がせっか くの 休日だっての に、あん たは 喜んでく
れないの？」
がくっと機 嫌を悪く して 、ハウルは子 供のよう に唇 を尖らせ
た。けれどソ フィーは 、ハ ウルの機嫌を とるどこ ろか 振り返り
もせずに言い放った。
「あなたのそ の台詞、 昨日 から何度も聞 いてるの よ。 いい加減
聞き飽きたわ」
「だって久々の休日なんだよ」
休日という ものの有 り難 さが、ソフィ ーにはわ から ないのだ
ろうか。わか らないの かも しれない。何 せ記憶を 無く す前も無
くした後も、 変わらず 毎日 それこそ朝か ら晩まで 働き っぱなし
なのだから。そんな姿を見て、ソフィーらしいと安堵する反面、
そんなところ ぐらい少 しは 変わっていて もいいの にと 、そう思
ってしまうのはとても勝手なことなのだろう。
「休日なら休日で、あなたはゆっくりしていればいいわ」
「ソフィーはゆっくりしないの？ 今日は花屋も定休日だろ
う？」
「花屋の仕事は休みでも、わたしの仕事は休みにはならないの。
食事は作らな きゃいけ ない し、掃除だっ てあるん だか ら。家事
に休日なんて無いのよ」

その台詞を言う間にも、ソフィーは忙しなく手を動かし、次々
と皿をキレイにしていく。この季節、まだ水は冷たいだろうに、
当然のことだがそれに文句を言うようなことはない。
「……ソフィー、本当に変わってないね」
その台詞も 声音もや って いることも、 何から何 まで 以前の彼
女と全く同じ で、同一 人物 だからそれは 当然なの かも しれなか
ったが、とも すればハ ウル はつい錯覚し てしまい そう な程だっ
た。その度に軽く頭を振る。
こんな会話 に付き合 って いられないと でも思っ たの か、ソフ
ィーは返事を すること もな くただ黙々と 皿を洗っ て行 った。椅
子に腰掛け食 後のお茶 を飲 みながら、ハ ウルはそ の後 姿を眺め
ていた。
「ねぇ、ソフィー」
何かを聞き たいと思 った 。以前とあま りに変わ らな さ過ぎる
日常の風景だ ったから 、思 わず記憶が戻 ったので はな いのかな
んて、そんなことを聞きたくなってしまう。
バカげてい ると胸中 で呟 いて、ハウル は代わり に違 うことを
言った。いつ もの笑顔 を浮 かべて、頬杖 を付きな がら ソフィー
を見上げた。
「午前中の家事が終わったらさ、どこか出かけようよ」
「どこかって？」
前掛けで手 を拭きな がら 、ソフィーは まるでハ ウル の返答次
第だというような視線を投げかけてきた。
「どこでもい いよ、ソ フィ ーが楽しめる 所なら。 がや がや街の
公園に散歩に 行っても いい し、キングズ ベリーで 食事 をしてき
たっていいし。たまにはほら、デートでもしようよ」
デートとい う言葉に 、う っすらとソフ ィーの頬 が染 まった。
自分でもそれ がわかっ てい るのか、ふい っとそっ ぽを 向いて必
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死にそれを隠 そうとし てい る。例えばソ フィーの どん なところ
が好きかと聞 かれたら 、そ れはもう言い 切れない ほど の数が浮
かび上がるけ れど、確 実な こんな照れ屋 なところ だと ハウルは
言うだろう。愛すべきソフィーの美点だった。
「ソフィーが嫌ならいいんだけど」
意地っ張り なソフィ ーは 、こちらがあ まりに強 く誘 いを書け
ると、妙な意 地を張っ てあ れこれと用事 を作り出 して しまうの
だ。はっきり と誘いを かけ 、けれど決し て押し付 けな いことが
大事だとハウルはわかっていた。
「でも僕は、できればソフィーと行きたいんだけどな」
自分がこう して浮か べる 笑みに、ソフ ィーが弱 いこ とは知っ
ていた。けれ どソフィ ーが 浮かべる笑み に自分は 弱い 。つまり
そういうことなのだ。恋愛なんてそんなもの。
笑顔で見つ めてハウ ルは ソフィーの返 事を待っ た。 照れて前
掛けをしわくちゃにしているソフィーの様子を眺めていた。
「……洗濯物干して、簡単に箒をかけた後なら」
予想通りの ソフィー の返 事に、ハウル は笑顔で 残り のお茶を
飲み干した。洗濯物を手伝って、早く二人で出かけるために。

＊＊＊

ハウルの隣 を歩くの は、 いつだってソ フィーに ある 種の緊張
を強いること だった。 ハウ ルと町を歩く だけで、 周り の人々の
視線が痛いほ どに向け られ るのがわかる 。ハウル はそ んなこと
は気にしないのか、いつだって素のままに行動できるのだから、
ソフィーから すればそ れは 本当に羨まし い限りの 話だ った。今

だってそう、 にこやか な笑 顔を浮かべて 、子供の よう に楽しそ
うに笑ってい る。そう して ふいに、髪の 一房を手 にと って口付
けなどをして くるのだ から 、ソフィーは 真っ赤に なる どころの
騒ぎではなか った。街 中だ ということが わかって いる のだろう
か、ハウルは。
「だって、真っ赤になるソフィーが可愛いからさ」
怒って怒鳴 りつける ソフ ィーに、ハウ ルは懲り た様 子もなく
笑ってそんなことを言う。
可愛いと言 う言葉は 、何度 言われたっ て慣れな かった 。それ
ほどまでに自 分に似つ かわ しくない言葉 も他には 無い だろうと
思えてしまっ て仕方な い。 一体自分のど こがそん なに 可愛いと
言うのだろうか。ソフィーは心底それを不思議に思っていたが、
まさかそんな こと、面 と向 かってハウル に聞ける はず もなかっ
た。ハウルはどうせまた笑うのだろうから。
「ねぇほらソフィー、あれあれ！」
「……今度は何よ？」
ハウルと一 緒に歩い てい ると、時間の 割りにち っと も先に進
まなかった。 並ぶ店や 露店 にすぐさま目 を留めて 、ハ ウルは十
歩歩けば止まってしまうのだ。
今回またハ ウルが指 差し た先に視線を 向け、そ こに 先ほども
見たようなア クセサリ ーの 飾られたウィ ンドウが ある のに、ソ
フィーは軽いため息をついた。
「さっきも似 たような 店を 覗いたじゃな いの。あ んた って、本
当に光り物が好きね」
その声には 、まるで カラ スと同じね、 という響 きが 存分に含
まれていた。 ハウルも それ に気づいたの か、そん な、 とでも言
うかのような表情になった。
「いいじゃな いか、ち ょっ と店を見て回 るぐらい 。何 か気に入
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ったのがあったら、あんたに買ってあげようと思ってるのに」
他の女性で あれば素 直に 喜ぶようなハ ウルの台 詞に も、ソフ
ィーは目を輝かすどころか嫌そうに眉を寄せるだけだった。
「いらないわ よ、そん なの 。興味も無い し、つけ るよ うな場所
もないでしょ。お願いだから無駄遣いしないでちょうだい」
ハウルの趣 味にとや かく 口を出す気は なかった が、 それが自
分にと回って くれば、 ソフ ィーははっき りそう言 わな いわけに
はいかなかっ た。そう でな ければ、ハウ ルはきっ と自 分の気に
入ったものを次から次へと買ってくるに違いないのだから。
「あんたって、本当可愛くないなぁ！」
先ほど可愛 いと言っ た口 で、呆れ切っ たように ハウ ルは言っ
た。都合のいい口ね、とソフィーは胸中で呟いて、
「可愛くなく
て悪かったわね」とそっぽを向いた。
確かに自分 の言い方 が可 愛くないこと は自覚し てい るが、そ
れでも家計の 財布を握 る身 としては、そ うそう紐 を緩 くするわ
けにはいかなかった。
最近になっ てハウル の尋常 でない浪費 癖を知っ てから は、そ
れもなおさら だった。 王室 から月に一度 、けっこ うな 額の給料
を貰っている はずなの だが 、毎日の買い 物をして いる ソフィー
の手には何も 入ってこ ない 。別に財布が 苦しくな った わけでは
なく、ただハ ウルの給 料は どうなってい るのだろ うと ふと不思
議に思い尋ね てみると 、ハ ウルは少し申 し訳無さ そう に、けれ
どあっさりと 「あー、 ごめ ん。使っちゃ ったんだ 」と 言ったの
だ。あの瞬間 の驚きは 、ソ フィーにはと ても言葉 には できなか
った。
「そんなとこぐらいは、変わってくれててもいってのにね」
どこか疲れ たように 、さ りげなさを伴 って言わ れた 言葉はソ
フィーの胸に わずかな 痛み を与えてくれ た。変わ って ―――変

わって―――どんな風に、どうやって？
「あなた、そ のマフラ ー、 もう暖かくな ったんだ から 、いい加
減にするの止めたら？」
わずかな胸 の痛みか ら話 を逸らしたく て、ソフ ィー はハウル
が首に巻いた マフラー に視 線を向けた。 先日ソフ ィー が仕上げ
た緑色のマフ ラーをハ ウル はいたく気に 入って、 仕事 に行く時
も出かける時も、いつでもそのマフラーを首に巻いていた。
「だってこれ、気に入ってるんだ」
子供のよう な純粋そ のも のの笑顔だっ た。その 笑顔 を見るだ
けで、ソフィ ーはもう 何も 言えなくなっ てしまう 。ど れだけの
力を秘めた笑顔なのか、ハウルはわかっているのだろうか。
巻いたマフラーに触れて、ハウルは満足そうに微笑んだ。次々
と花が咲き始 めるこの 季節 、マフラーは 少々場違 いだ ったが、
ハウルはそんなことは気にしないのだろう。
「あんたって本当、編み物とか好きだよね」
「……そう？」
嬉しそうに 微笑むハ ウル に対し、ソフ ィーはそ れし か言うこ
とができなかった。
見上げたハ ウルの視 線が ソフィーの瞳 にぶつか り、 その瞬間
ソフィーは唐 突にそれ を見 た。ハウルの 視線の先 を、 確かに見
たような気がした。
彼がいつだって見つめているものを。
彼はそれに 気づいて いる のだろうか。 ハウルは 、自 分の見つ
めている先を わかって いる のだろうか。 見つめて いる ソフィー
を通り越し、 自分が真 に欲 しているもの をわかっ てい るのだろ
うか。
言葉ではな く瞳だけ で全 てがわかった 。それは どん な言葉よ
りも雄弁に、ハウルの全てを語るものだった。
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ソフィーは 何も言う 言葉 もなく、そっ と目を伏 せて 唇を噛み
締めた。彼には聞こえない声で、どうしてと小さく呟いた。
ハウルの瞳に、ただ、映りたかった。

＊＊＊

ハウルが仕 事を終え て家 に帰った時、 居間には もう だれもい
なかった。ソ フィーも マイ ケルも寝てし まったの だろ うか。こ
の時間だ、無 理は無い と思 いつつも、そ れでも浮 かぶ 若干の寂
しさを理解し て、ハウ ルは ふっと苦笑し た。朝も いつ ものよう
に見送られ、 毎日顔を 合わ せているとい うのに、 たっ たこれだ
けの間離れているだけで、もうこんなにも寂しくなる。
「……まったくなぁ」
この病気は 治りそう にな いなとハウル は笑った 。元 より治す
気なども無い。
マフラーを 外し、い つも のようにソフ ァーに投 げな がら、ま
だ部屋の中に 暖かさが 残っ ていることに 気づいた 。暖 炉の中の
カルシファー はもう眠 って しまっている 。けれど つい 先ほどま
で、恐らくは ソフィー のた めに部屋を暖 めていた こと がわかっ
た。マイケルはソフィーよりも先に自室へと戻ってしまう。
まだソフィ ーは起き てい るだろうか。 時計を見 ると 、十一時
を少し過ぎた ところだ った 。早寝早起き が基本の ソフ ィーには
微妙な時間だ った。け れど このままソフ ィーの顔 を見 ずにベッ
ドの中に入る ことを考 える と、ハウルの 足は自然 と階 段を上っ
ていった。少 しだけで も顔 を見て、そう しておや すみ が言えれ
ばいいと思った。

暗闇の階段 を上がり 、足 音を立てない ように廊 下を 歩く。し
ばらく前から 、ソフィ ーの 寝床は階段下 から自室 へと 移ってい
た。仕事帰り 、ふと立 ち寄 った家具屋で いいベッ ドを 見つけ、
そのままハウ ルがそれ を購 入してしまっ たのだ。 ソフ ィーは無
駄な出費だと 言ってい たが 、それでも案 外ベッド 自体 は気に入
ったようだっ た。本当 に素 直じゃないと ハウルは その 様子を笑
いながら眺めていた。
何も疚しい ことをし ている わけではな いのだが 、光の ない空
間の中では、大きな足音を立ててはいけないように思えた。
暗闇に慣れ た目がド アノ ブを確認する 。小さく 息を 整えてか
ら、ハウルは 軽くドア をノ ックした。寝 ているの であ れば起こ
したくはなか った。自 分も それはもう働 いてはい るが 、彼女が
人一倍な働き者であることもよくわかっていた。
もう寝てし まっただ ろう か、どうだろ うか。あ と数 秒だけ待
とうとハウルが思い始めた頃、静かに部屋の扉が開かれた。
「……ハウル？」
中途半端に 開けた扉 から 顔を出して、 ソフィー は驚 いたよう
にハウルの名を呼んだ。
「ごめん、もう寝るところだった？」
髪を解き、 カーディ ガン を羽織ったソ フィーは 、昼 間とはま
た違った雰囲 気で、若 干大 人びているよ うにハウ ルの 瞳には映
った。
「ううん、今は本を読んでただけだから……どうしたの？」
こんな風に ハウルが 夜の ソフィーの部 屋を訪ね たの は初めて
のことだった 。戸惑い の色 を浮かべるソ フィーに 、ハ ウルは小
さく笑った。
「何でも無いんだ。ただちょっと、おやすみを言いたくて」
言うとソフ ィーは、 素直 に驚いたよう だった。 目を まん丸に
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するソフィー に、まる で自 分がひどく子 供染みた こと を言って
いるような気になって、ハウルは照れ隠しに笑った。
「……えぇっと、ごめん」
「何で謝るの？」
そんなこと でわざわ ざ、 読書の時間を 邪魔して 悪か ったとハ
ウルは素直に そう思っ た。 けれどソフィ ーは気に した 様子もな
く、むしろ、 決してハ ウル の思い込みな どではな く、 嬉しそう
に微笑んでく れたから ―― ―ハウルの唇 は、ごく ごく 自然に、
ソフィーのそ れに重な って 行った。その 笑顔に吸 い込 まれるか
のように。
「おやすみ」
一日の終わ りにソフ ィー に会うことが できて満 足だ った。ハ
ウルは微笑ん で、自室 へ行 こうとした。 夕飯を食 べる 気にはな
れなかったから、今晩はもうすぐに休んでしまおうと思った。
そのハウル の腕を、 決し て強くはない 力でソフ ィー が掴み、
引きとめた。
「ソフィー？」
「どうしてキスするの？」
振り返った ソフィー の顔 には、先ほど まで浮か んで いた笑顔
は消え、何か を思いつ めて いるかのよう だった。 その 変化にハ
ウルは驚き、かけられた言葉に眉を寄せた。
キスの理由 なんて、 そん なもの。今更 聞かれる よう なものだ
とは思わなか った。理 由を 聞くぐらいな ら、どう して 今まで何
度も受け入れてきたのかと、逆にハウルは尋ねたかった。
「愛してるから」
一言でハウ ルは答え た。 それ以外には 何も無か った 。けれど
では、その言 葉だけで 全て が現せるかと いうと、 それ も違うよ
うな気がして 仕方なか った 。愛している から傍に いる 、キスを

する。しかし決してそれだけではない。
「愛してるか ら、キス した いって思った んだ。ソ フィ ーはそう
じゃないの？」
人の心を覗 くことは でき ない。それで もハウル は、 ソフィー
が自分に抱い ている思 いが 恋慕であると 信じて疑 って いなかっ
た。見えたわ けでも手 にと って調べるこ ともでき ない 。それで
もソフィーの 眼差しの 一つ 一つが、かけ られる言 葉に 含まれた
感情が、彼女の恋心をこの上も無いほどには表していた。
疑うものな どは何も 無い 。だというの に、ソフ ィー の口から
出る言葉は、ハウルにはわからないものばかりだった。
「嘘」
何に対して そう言っ てい るのか、すぐ にはハウ ルに はわから
なかった。
「わたしのこと愛してるだなんて、そんなの嘘じゃない」
「ソフィー……？」
違うと断言 すること がで きなかった。 思いが揺 らい だわけで
はなく、どう してソフ ィー が今更になっ て、そん なこ とを言い
出すのかがわ からなく て、 ハウルは否定 の言葉を 口に すること
ができなかった。
冗談を言っ ているの かと 思った。けれ どソフィ ーの 表情は真
面目そのもの で、思い つめ たような瞳に 揺らぐ色 は、 今彼女が
とても苦しん でいるこ とを 現していた。 どうして そん な、言う
方も言われる方も苦しむ言葉を、どうしてソフィーは。
「僕の気持ち、疑ってるの？」
これ以上無 い程には 愛情 を示している つもりだ った 。時に鬱
陶しいかと自 分でも思 える 程には。いく らでも溢 れて くるこの
感情を、日々胸の中にぎっしりと詰めているというのに。
「だってあなた、わたしのことなんて見てないわ」
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「ソフィー、何を言って……」
「いつだって ハウルが 見て るのはわたし じゃない 。記 憶を無く
す前のわたし よ。今の わた しじゃなくて 、過去の 『ソ フィー』
を見てる。あ なたが愛 して るのは、わた しじゃな くて 『ソフィ
ー』じゃない！」
ソフィーの 叫びを、 瞬間 、ハウルの耳 は理解す るこ とを拒ん
でいた。視線 一つ外す こと なく、見上げ るソフィ ーの 双眸をハ
ウルは見つめ た。潤ん だ瞳 を素直にキレ イだと思 った 。豪華な
宝石にも弾か れるが、 それ でも彼女の瞳 の方が何 より も、ずっ
とずっとキレイだといつも思う。
今のソフィーと、過去の『ソフィー』
今はもう、その二つを隔てる物は何も無いかのように思えた。
今のソフィー も何ら昔 と変 わらず、とき にハウル です ら、この
ソフィーが過 去の記憶 を無 くしているだ なんてこ と、 ふと忘れ
てしまいそうになるぐらいには。
ソフィーの 言葉に、 そん なことないと 否定の台 詞を 、ハウル
は口に出すことができなかった。
何も変わっ ていない 。彼 女は昔のまま 。そのこ とに 安堵し喜
びを覚えた。 ほら、や っぱ りソフィーは ソフィー じゃ ないか。
無くした記憶 を思い出 せる 日が来るかも わからな い。 それでも
今から作り上 げる思い 出が あれば、これ から先を 生き ていける
と思った。
それでも。
昔のソフィーを忘れることは、できない。
「ソフィー……」
「わたしはソフィーなんかじゃないわっ！」
叫びと共に 、ソフィ ーの 頬を涙が静か に流れて 行っ た。キレ
イだと思う胸 が痛んだ 。自 然と指が、そ の涙を拭 って 行った。

触れた頬は温かかった。
「……わたし は今のあ なた が好きよ。わ たしには 記憶 が無いか
ら、今のわたしが出会った時からのあなたが好きよ」
でもあなたはそうじゃない。
涙で濡れた瞳は力に満ちて、はっきりとそうハウルに告げた。
まるで大きな罪状のように。
「わたしは今しか見てないのに、それしか見るものが無いのに、
あなたはそう じゃない わ。 わかってるの ？ わた しが 何かする
と、あなたは よく昔と 変わ らないって笑 うの。そ れは それは嬉
しそうに笑うのよ！」
自分は自分。
『ソフィー』は『ソフィー』
ハウルにと っては当 然の ように同じ人 間でも、 それ は彼女に
とっては違う 人間だっ た。 過去の面影を 求めて、 今の 彼女に接
しているわけではなかった。そんなつもりは無かった。
「―――どうしてわたしだけを見てくれないの……っ」
知らぬ間に彼女を傷つけていたことを。
ハウルはこの上も無く後悔し、懺悔したい程だった。
「ハウル…っ」
ごめんなさ いと、言 葉の 代わりにその 身体を包 み込 んだ。小
さな小さな身 体だった 。抱 しめる度に、 ハウルは この 身体の小
ささに改めて 驚く。ど こに あれほどの力 を込めて いる のかと不
思議になり、 いつだっ て一 人で辛い思い をさせて しま うことが
悔しかった。
「……もういいんだ」
何かが、ハウルの中で弾けた。
「もういいんだ、ソフィー。もういいんだ」
もう何も言わなくていい。一人で辛い思いをしなくてもいい。
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「僕はもう、あんたの記憶が戻ることを望まないよ」
腕の中のソ フィーが 震え た。顔を上げ ようとし たが 、それは
優しく押さえたハウルの腕に叶わなかった。
「記憶なんて戻らなくてもいい」
言葉にする とより一 層、 それは身体の 隅々にま で浸 透してい
った。抱きし めたソフ ィー にも、それが 伝われば いい と思い、
ハウルは回した腕に力を込めた。
「もちろん、戻ってくれればそれは喜ばしいことだとは思うよ。
だけどそれに 固執する こと はなかったん だ。記憶 があ ろうと無
かろうと、そ んなこと はど うだっていい 。僕が今 相対 している
のは、今のあんた、ソフィーなんだから」
過去を忘れるわけではない。
けれど引きずるわけでもない。
大事なのは 、今のソ フィ ーを愛しいと 思う、た だそ れだけだ
ったのだ。これからを共に生きていくために。
「……記憶が戻らなくても、わたしのこと愛してくれるの？」
「僕の気持ち がまだ十 分に 伝わっていな いのなら 、一 晩かけて
じっくり教えてあげるけど？」
腕の力を緩 め、ソフ ィー の顔を覗き込 みながら 、笑 いをこめ
てハウルは言 った。泣 きそ うな顔がわず かに赤く なり 、そうし
てこくりと頷 かれたの を、 ハウルは信じ られない よう な思いで
見つめていた。
「……ソフィー？」
頷かれると は思わな かっ た。いつもの ように赤 くな って、そ
うして怒鳴る ソフィー を予 想していた。 そのため に言 った言葉
だった。
「だって、教えて欲しいもの」
熟したトマ トのよう な顔 で、けれどは っきりと ハウ ルの瞳を

見つめていた 。ただの 勢い だけではない 言葉だと ハウ ルにもわ
かった。わか って、胸 に広 がるこの想い は、一体 何だ ったのだ
ろう。
「ソフィー、いいの？」
これが夢だ ったらど うし ようかと、思 わずには いら れなかっ
た。けれど腕 の中の温 かさ は紛れも無い 現実で、 恥ず かしそう
に微笑む彼女自身も、また同じように現実と言えた。
「だってわたし、あなたの奥さんなんでしょう？」
小首を傾げて言ったソフィーに、頷くことすらできなかった。
返事の代わ りに頬に 手を 添えて、先ほ ども重な った 唇にもう
一度口付けた 。触れる だけ だったのはほ んの数秒 で、 頬に添え
た手を後頭部 に回し、 ぐっ と口付けが深 くなった 。一 秒の息で
すら許せなかった。まるで肉に飢えた獣のようなキスだった。
「……キスをして泣けたのは、今日が初めてだよ」
ソフィーは笑った。
幸せな笑みだった。

＊＊＊

毎週の花屋 の定休日 、慣 れ親しんだが やがや広 場へ の道を行
く時は、いつ だってど うし ても小走りに なってし まう 。ソフィ
ーとやって来 る日々の 買い 物のおかげで 、すっか り顔 馴染みに
なってしまっ た肉屋の おば さんに、道で すれ違い 様に 「今日も
チェザーリか い？」と 声を かけられるほ どだった 。そ んなにわ
かりやすいのかとマイケルは恥じ、
「えぇ、まぁ」と曖昧に答え
て道を急いだ。
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花屋の定休 日は、決 まっ てチェザーリ を訪れる のが マイケル
の日課だった。口に出さずともそれは暗黙の了解になっていた。
だからマーサ はこの日 は普 段よりも多く 休憩時間 をも らえるこ
とになってい たが、店 の込 み具合によっ て、思う よう に休憩に
入れない場合 が多々あ った 。笑顔の可愛 らしい売 り子 は、やっ
て来る男達の 目的の一 つに なっていたの だ。その こと にマイケ
ルはいつもや きもきし てい たが、自分も かつては その 一人だっ
たこともあり 、そして それ がマーサの今 の仕事で ある 以上、文
句など言える はずもな く、 いつだって言 葉を飲み 込ん でいた。
きっとこれが ハウルで あれ ば、考えるよ りも先に 口や あるいは
魔法が飛び出 るのだろ う。 思ってマイケ ルは笑っ たが 、それが
現実となった 日には、 とて も笑うどころ では無い 辺り が恐ろし
い。
足早に道を 行き、見 慣れ た看板が目に 入る距離 にな った時に
は、マイケル はもう走 り出 していた。ベ ルが鳴る ドア をくぐる
と、たくさん の人が店 内の 喧騒を作り出 していた 。わ ずかに躊
躇したのち、 すみませ んと 小声で謝りな がら人ご みを 掻き分け
ていく。
案の定マー サは、本 来で あれば休憩に 入ってい る時 間だとい
うのに、忙し くカウン ター の前で接客に 追われて いた 。そうし
て笑顔で働く マーサを 見る のがマイケル はとても 好き だったが
―――何せ、 マイケル 自身 もそんなマー サの姿を 好き になった
のだから―― ―ずっと ここ で働くマーサ を眺めて いる わけにも
いかない。
「マーサ！」
怒鳴らない 程度の声 で、 けれど周りの 喧騒に消 され ないよう
に名前を呼ぶ と、すぐ に気 づいたマーサ はマイケ ルの 顔を見る
と嬉しそうに微笑んだ。

「マイケル！」
同僚に何か 一言残し 、マ ーサはすぐに カウンタ ーの 内側から
出てきた。周 りの客も 自然 とマーサに道 を開けて くれ るのだか
ら、チェザー リにおけ るマ ーサの人気の 高さはけ っこ うなもの
のようだった。
「ごめんなさい、今日もお客さん多くって」
「ううん、大丈夫だよ」
あらかじめ 用意して おい たのだろう、 マーサは 薄い 上着を羽
織り、二人は チェザー リか ら出た。ぶら ぶらと辺 りを 歩き、適
当なカフェに 入ってお 茶や ケーキを楽し みながら 互い のことを
色々と話すの が二人の 常だ った。チェザ ーリはそ の点 では、ケ
ーキのとても 美味しい 店だ ったが、さす がに顔馴 染み ばかりい
る店では嫌だとマーサが言うのは、当然のことだった。
この日も適 当にマー サの 気に入ったカ フェに入 り、 互いの財
布の中身に見 合った物 を注 文した。頼ん だ品物が 運ば れてくる
までの間、決まって先に口を開くのはマーサの方だった。
「それで、どう、姉さんの様子は？」
その台詞も 、ここ数 ヶ月 ではお決まり になって しま ったもの
だった。その 言葉を聞 く度 に、マイケル はマーサ のソ フィーに
対する愛情の 深さを思 い知 る。マーサだ けではな く、 レティー
もそうだった 。暇さえ あれ ば、無くとも 暇を何と か作 り、二人
ともソフィー の様子を 一目 見ようと城を 訪ねに来 る。 家族とい
うのはこうあ るべきな んだ と、二人を見 てマイケ ルは 思った程
だった。
「最近は、何かね」
そう言った きり、マ イケ ルは言葉が出 てこなか った 。言葉に
つまったわけ ではなく 、あ の二人を表現 する適切 な言 葉が見つ
からなかった。
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「姉さんがどうかしたの？」
マイケルの 言葉を悪 い方 向に受け取っ たのか、 とた んに顔を
曇らすマーサ に、マイ ケル は「そうじゃ ないよ」 と慌 てて首を
横に振った。
「えぇと、何ていうのかな……すごいね、いいんだよ」
自分の表現 力の無さ を、 マイケルはこ の時心底 から 嘆いた。
毎日彼らと一 緒にいる とい うのに、どう してもっ と上 手い言葉
が出てこないのだろう。これではマーサに何も伝わらない。
「いいって……どんな風に？」
案の定マー サは戸惑 いを 浮かべ、小首 を傾げて いた 。マーサ
に少しでもわ かっても らう ために、マイ ケルは必 死に 言葉を探
した。
「何ていうか ……今ま でも ね、そりゃ仲 良くやっ てた し、何も
変な所なんて 無かった んだ 。前みたいな 感じで… …で もそれよ
りも、すごく 自然なん だ。 ハウルさんも ソフィー さん も、二人
とも無理をし てないっ てい うか―――見 ていて、 あぁ いいな、
って、素直に思えちゃうぐらいで」
言いながら マイケル は、 これではダメ だと思っ た。 言いたい
ことの半分も伝わってはいない。
今のハウル とソフィ ーの 様子は、あれ は、実際 に彼 らを見た
者にしかわか らない類 のも のだと思った 。何がど うで はなく、
雰囲気が、空気そのものが前と違うのだ。
彼らの間に 漂うもの は、 着実に変化し ている。 マイ ケルはそ
う思った。そ して、マ イケ ルが気づくぐ らいなの だか ら、きっ
とカルシファーもわかっているのだろう。
「あの、ごめん、わかりにくくて……」
マーサに実 際に彼ら が一 緒にいる場に 居てもら えれ ばいいの
にと思った。 けれどそ う思 う反面、普段 共に生活 をし ているわ

けではないマ ーサには 、例 え同じ場所に 居たとし ても 、わから
ないだろうと 思う気持 ちも 確かにあった 。それは きっ と、共に
暮らす家族に しか共有 でき ないものなの だ。そう 思う 自分が、
マイケルは少しくすぐったかった。
「ううん。マイケルがそう言ってくれるんなら、安心だわ」
もっとわか りやすい 言葉 がいくらでも あるはず なの に、どう
してそれが出 てこない のだ ろうと思い悩 むマイケ ルに 、マーサ
はそんな明る い声をか けて きた。マイケ ルを慰め るた めだけで
はなく、心の底からそう思っているような声だった。
「マイケルの 言うこと 、あ たし、信じて るもの。 マイ ケルが言
うんならそう でしょう ね。 姉さん、義兄 さんと仲 良く やってる
のなら良かったわ」
マーサの花 のような 可愛 らしい笑顔に 、マイケ ルは ただ頷く
ことしかできなかった。
「……うん」
本当に、良かった。
心の底から、そう思うんだ。
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【

】

その日は驚 いたこと に、 明け方からが やがや街 では お祭り騒
ぎになってい るようだ った 。朝食の用意 をする前 に、 窓の外の
賑やかさにつ られて、 少し ソフィーは扉 を開けた 。ま だまだ普
段であれば、 人々が働 きだ す時間にはほ ど遠いと いう のに、通
りには人が溢 れ、たく さん のざわめき声 や花吹雪 でい っぱいに
なっていた。
「すごいわ！」
今日が五月 祭だとい うこ とは教えられ ていたが 、こ んな朝早
くから賑やか なお祭り 騒ぎ になるだなん て、思っ ても いなかっ
た。これじゃ まるで、 キン グズベリーみ たい！ ソフ ィーはし
ばらくの間ド アを開け て人 々の様子を眺 めていた が、 その熱気
に当てられ早々にドアを閉めてしまった。
「ソフィーもハウルと行くんだろ？」
この時間に はいつも ソフ ィーが朝食を 作り出す こと をわかっ
ているカルシファーは、大人しく暖炉の中に鎮座していた。
「えぇ、ちょっと出かけてくるわ」
賑やかなお 祭りがあ ると 聞いて、ソフ ィーは真 っ先 に「じゃ
あ、がんばっ て花を売 らな いとね」と思 ったもの だか ら、ハウ
ルが嬉しそう な顔で一 緒に 見て回ろうね と言って 来た 時には驚
いてしまった 。すっか り働 くことが板に ついて、 自分 が遊ぶこ
となんてさっぱり考えていなかった。
「まさか、こ の後に及 んで 、花屋がある からなん てこ とは言わ
ないよね？」
ソフィーの 驚きっぷ りを 見て、ハウル は力の入 った 笑みでそ
う言った。ソ フィーが そう 言おうものな ら、派手 な癇 癪を起こ
すことは目に見えていた。

だからとい うわけで はな いが、ソフィ ーは大人 しく ハウルの
誘いにのった。ハウルがあまりに楽しみな様子で話していたし、
それに決して 口には出 せな いが、誘って くれたこ とは 嬉しかっ
た。考えてみ れば、そ んな 祭りの日であ れば、間 違い なくマイ
ケルはマーサ と出かけ たい だろう。そん な日に花 屋を 開くなん
て馬鹿げている。
「カルシファーはどうするの？」
火の悪魔が 、一体ど んな 風に祭りを楽 しむのか 、ソ フィーに
はさっぱりわからなかった。
「おいらも、 あんた達 が全 員出掛けるん なら、散 歩に でも行っ
てくるよ。その後は花火を打ち上げないといけないけどね」
まるで何か の企み事 であ るかのように 、カルシ ファ ーはそれ
はそれは楽しそうな笑みを浮かべて言った。
「花火？ お祭りだから、花火でも上げるの？」
「それもあるけど、違うよ。今日はマイケルの誕生日なんだよ。
だからおいら、毎年花火を打ち上げてやってるんだ」
カルシファ ーの炎が 、少 し大きくなっ たような 気が した。自
慢しているの だろうか 、そ れとも気が大 きくなっ てい るのだろ
うか。
「まぁ、誕生 日！ じ ゃあ 帰りに買い物 をしてき て、 夕飯はご
馳走にしない とね。チ ェザ ーリでケーキ も買って こな いと。そ
うだわ、マー サも招い てあ げたら喜ぶわ ね。あら 、今 日はやる
ことがいっぱいあるじゃない」
日頃の花屋 の仕事も それ はそれはやり がいのあ るこ とだった
が、それとは また違っ た意 味で、今日の 仕事もや る気 の沸き起
こるものだった。
「夕飯はご馳 走かい？ 冷 えたパンに玉 ねぎの酢 漬け 、それに
フルーツの盛り合わせにケーキでどうだい？」
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１０

「残念ね。夕 飯は何か そう ね、お肉を使 った料理 と色 とりどり
のサラダと、 温かいス ープ でも作るわ。 でも、そ れに パンとフ
ルーツが付くのはいいことね」
ばっちり働 いてもら うわ よ、と視線で 言うと、 カル シファー
はまるで理不尽だと言わんばかりに身体を揺らした。
「いいじゃな いの。マ イケ ルはきっと喜 ぶわ。あ なた だって、
マイケルを喜ばしたいでしょう？」
カルシファ ーは答え なか ったが、内心 でそう思 って いるだろ
うことはソフ ィーには よく わかっている 。でなけ れば 、わざわ
ざ花火を打ち 上げたり する はずがないの だから。 この 悪魔はち
っとも素直で はない。 けれ ど人のことは 言えない のか もしれな
い。
ソフィーが 野菜を取 り出 し、朝のスー プを作り 始め ようとし
た頃、階段を 下りてく る音 がした。ブー ツの踵が 立て る音で、
ソフィーには振り向かずともそれがだれなのかわかっていた。
「おはよう、奥さん！ いい朝だね！」
振り返ると 、すでに 煌び やかな袖のひ らひらと した 青い洋服
に着替え、髪を整えたハウルが満面の笑みで立っていた。
いつもは時 間になっ ても 、そうしてソ フィーが 起こ しても起
きてこない日 が多々あ ると いうのに、祭 りの日だ けは こんなに
早起きだなんて。大きな子供を見ているようだった。
「おはよう、 ハウル。 確か にいい朝だわ 。あなた がこ んなに早
起きだなんて 、今から せっ かくの晴れ空 が大雨に なり そうだけ
どね」
「朝から失礼なことを言ってくれるなぁ」
ハウルはそ う言った が、 ちっともそれ を気にし てい ないよう
だった。そん なに祭り が嬉 しいのだろう か。ソフ ィー からして
みれば、先ほ ど少し覗 いた 喧騒に、楽し さよりも 気後 れの方が

大きくなって しまった とい うのに。何度 キングズ ベリ ーに出か
けても、それ でもやは りた くさんの人が いるとこ ろは 苦手だっ
た。これはもう相性としか呼びようがないのだろう。
「ごめんなさ い、ハウ ル。 まだ朝ごはん ができて ない のよ。こ
んなに早く起 きてくる とは 思わなかった から。ち ょっ と待って
てもらえる？」
「朝ごはんなんて、そんなの！」
ハウルが降 りて来た のな ら、急いで支 度をしよ うと 包丁を取
り出そうとし たソフィ ーに 、ハウルは「 何を言っ てる の？」と
ばかりに大声を上げた。
「ねぇ見てわ からない の、 僕はもう用意 万端なん だよ ？ 朝ご
はんなんて、 どっかで 適当 に食べればい いんだよ 。今 日はそん
な店ならいっ ぱい出て るん だからさ！ みんな明 け方 からそり
ゃもう騒いでるんだよ」
ソフィーに はハウル の言 葉が、どうに も早く出 かけ たくて仕
方のない子供 の駄々の よう に聞こえて仕 方がなか った 。どうし
てだろう、こ の人は自 分よ りもだいぶ年 上だとい うの に。マイ
ケルの方がずっとしっかりしているように思えてしまう。
「そうは言っても、マイケルだっているし……」
「あんた、マ イケルを 五歳 の男の子だと でも思っ てる の？ あ
いつなら勝手 に何かや るさ 。それにどう せ、マイ ケル だってチ
ェザーリに真っ先に駆け込むんだろうしね」
マイケルが チェザー リ目 指して走って いく様は 、確 かに容易
くソフィーに も想像の でき るものだった 。あんな に想 われて、
マーサは幸せ 者ねと思 う。 もっともその 点では、 ソフ ィーも大
きすぎるほどの愛に包まれてはいるのだけれど。
「あぁもう、あんたって本当、煮え切らないなぁ！」
その言葉は 、若干使 い方 が間違ってい るような 気が した。け
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れどソフィー がそんな こと を言うよりも 先に、ハ ウル は指をぱ
ちんと一つ鳴 らした。 何が 起こったのか わからな かっ たのは一
瞬で、ソフィ ーは自分 の着 ている服が、 いつもの 灰色 の地味な
物から、鮮やかな若草色になっていることに気づいた。
「うん、よく似合ってる。ほら、これで準備はばっちりだ！」
「無理やりさせたんじゃないの！」
ソフィーは 思わずそ う声 を上げたが、 ここに至 って 、もうハ
ウルに逆らうことは無理なのだとわかっていた。この人は本当、
インガリー一の魔法使いのくせして、子供っぽくて仕方がない。
けれどそんな ハウルの 子供 っぽいところ が、本当 は嫌 でも何で
もないのだから、また仕方無いのだ。
「……これ、ちょっと派手過ぎない？」
「何言ってるの。あんたの普段の服装が地味すぎるんだよ」
本当、信じ られない よね 、と肩をすく めるハウ ルを 見て、ソ
フィーもまた 内心で思 った 。派手と言え ば、この ハウ ルの右に
出る者はいな いわね、 と。 けれどまぁ、 祭りとあ って 人々は晴
れ着を着てい たし、そ れに この騒ぎだか らいつも より はハウル
の馬鹿みたいな格好も目立ちはしないだろう。そう思いたい。
「じゃあ、カルシファー。出かけてきてもいいかしら？」
「別に構わないよ。朝の仕事が無くなるのは嬉しいからね」
満足そうに カルシフ ァー は言った。そ れほどま でに 、フライ
パンの下で頭 を下げる のは 嫌なことなの だろうか 。生 憎、ソフ
ィーは火の悪魔 になってこ き使われた事は ないのでわ からない。
「ほらほら、祭りを楽しまなくちゃ！」
ハウルはソ フィーの 肩に 手を回して、 さあさあ ！ と扉まで
連れて行く。その強引さにソフィーはもう笑うしかなかった。
「マイケルも起きたみたいだぜ」
カルシファ ーには、 城の 中のことは何 でもわか って いるのだ

ろう。時計を 見る。い つも であればマイ ケルが起 き出 す時間に
はまだ早かっ た。本当 、祭 りの日だけな んだから ！ ソフィー
はふんっと鼻を鳴らしたが、嫌な気は全然しなかった。

＊＊＊

「はぐれないようにね」
と、そう言 ってハウ ルは ソフィーの手 を優しく 握り 締めた。
その顔が少し 照れてい るよ うに見えたの は、それ はソ フィーの
ただの気のせ いだった のだ ろうか。そう 思うと、 ソフ ィーの頬
もわずかに赤 く染まっ てし まった。けれ ど今なら 、お 祭り騒ぎ
の熱気の所為にできるだろう。
城を出た瞬 間から一 気に 賑やかな喧騒 に包まれ たが 、それも
がやがや広場 に出ると もっ とすごいこと になって いた 。ほろ酔
い加減の男達 が、美し く着 飾った女性に 声をかけ て行 くのは、
日ごろであれ ばみっと もな い光景だった だろうが 、こ と祭りの
場になると当 然のよう に見 えてしまうの だから不 思議 なものだ
った。
広場に来て すぐに、 ソフ ィーはハウル に言って チェ ザーリへ
と向かった。 いつも賑 やか なその店は、 今日はい つも 以上にた
くさんの客でごった返していた。
「すごい人！」
純粋にケー キを買う 目的 で来ている人 もいれば 、中 には可愛
らしい売り子 目当てで 来て いる人もたく さんいる よう だった。
少しでも気を引こうと、男達はお菓子を買っていくのだ。
カウンター の向こう では 、忙しそうに 客の対応 をし ているマ
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ーサの姿もあ った。仕 事の 邪魔をするの は気が引 けた が、それ
でもソフィー は何とか マー サに近付いて 行った。 顔を 上げたマ
ーサはすぐにソフィーに気づき、
「姉さん！」と声を上げた。そ
の声に、周り にいた客 が一 斉にソフィー を見たの が、 少々どこ
ろではなく居辛かった。
「あの、今日 マイケル と一 緒に出かける んでしょ う？ 夕飯、
うちで一緒に食べましょう。マイケルと一緒に！」
それだけでも、マーサには何のことだかわかったのだろう。
「じゃあ、ケーキを持ってくわ！」
と、満面の 笑顔で返 事が 返ってきた。 良かった 、メ インのケ
ーキはチェザ ーリの美 味し い物が入るよ うだ。こ の客 の多さで
は、もしかし たらケー キが 売り切れてし まうので はな いかと不
安に思ったの だけれど 、マ ーサはちゃん と確保し てお いてくれ
るだろう。
「仕事がんばって。お祭り、楽しんでね」
「姉さんもね！ また後で！」
手を振って 、ソフィ ーは 急いで店から 出た。周 りの 客がソフ
ィーのために 道を開け てく れたので、店 から出る 際は とても楽
だった。店の 入り口で はハ ウルが待って いて、辺 りの 女性から
一身に視線を集めていた。
「マーサちゃんに伝えられた？」
「えぇ。夕飯にはマイケルと一緒に家に来るわ」
「そりゃあ良かった。じゃあ、行こう」
再びソフィ ーの手を 引っ 張って、ハウ ルは歩き 出し た。迷い
の無い足取りは、どこか行く所があるかのようだった。
「こういう人 の多い所 って さ、いるだけ で何かわ くわ くしてこ
ない？」
そう言うハ ウルの様 子は 、確かにどこ からどう 見て も心躍っ

ているようだ った。傍 を土 産物売りが通 り過ぎれ ば冷 やかして
行く。露店で 売ってい た飲 み物で咽を潤 した。ソ フィ ーはジュ
ース、ハウルは軽い酒のようだった。
「確かに、お 祭りは楽 しい けど。でも、 一人だっ たら 、わたし
はとても来れそうには無いわね」
ぶらぶらと 歩きなが らソ フィーは言っ た。広場 には 着飾った
若い娘達が、 男から誘 われ ることを期待 してくす くす 微笑みな
がらぶらつい ていた。 ソフ ィーにはとて もできそ うに ない真似
だった。
「やっぱり人ごみは苦手？」
「そういうわけじゃないけど……」
上手く言葉 にするこ とが できない。一 人だとき っと 、祭りは
楽しくも何と も無いも のな のだろう。こ こにハウ ルが いるから
楽しく感じる。
それを、ハ ウルに言 って みればどうだ ろう。普 段な ら恥ずか
しくて言えないようなことも、今この祭りの賑わいの中でなら、
いつもは言えないようなことも言えるかもしれない。
「あの、ハウ……」
「大丈夫だよ、臆病な灰色ネズミちゃん」
その台詞は、ソフィーの心を揺さぶった。
同じ言葉。
同じ場所。
―――閃いた、閃光。

―――あん た、いっ たい だれだい？ 前にどこ かで 会ったっ
け？ なんた る絶望！ な んたる苦しみ ！ 悪夢 だ！ 詮索好
きの、手に負 えないソ フィ ー。ときどき 、あんた はミ ーガンそ
っくりの口を きく。僕 はウ ェールズが好 きだ。で も、 ウェール

- 126 -

ズの連中はぼ くを好き じゃ ない。だって そうだろ う。 あんた、
自分の力も使 ってるん だよ 。僕は臆病者 なんだ。 くだ らない！
あんたはただ、考えが足りないんだよ。こうしちゃいられない。
間抜けなソフィーを助けなきゃ―――

僕たちって 、これか らい っしょに末永 く幸せに 暮ら すべきな
んじゃない？

あぁ、ハウル。
そう思うわ、そう思うわ。
「あんたとの暮らしって、本当に、ぞくぞくすることの連続ね」
「……ソフィー？」
「これから先 、一体あ とど れぐらい、あ んたの服 を切 り刻むこ
とになるのかしら」
思い出はそ れぞれ色 を纏 って、ソフィ ーの中で 盛大 に弾けて
行った。自分 を見下ろ すハ ウルの顔を、 久しぶり に見 たような
気がした。ハ ウルはこ んな 顔だっただろ うか。こ んな 、馬鹿み
たいに間の抜けた顔をしていただろうか？
ソフィーは笑った。
「あんた、も うちょっ とま ともな顔がで きないの ？ 去年の五
月祭であたし に声をか けて きた時には、 もう少し マシ な顔して
いたじゃないの」
まるで昨日のことのように、浮かび上がるハウルとの出会い。
あの時はどう して、ハ ウル のことを上品 な人だな んて 思ったの
だろう。ハウ ルのこと を知 らなかったか ら、そん な的 外れなこ
とを考えることができたのだ。

「……ソフィー」
「だから、何て顔してるのよ」
触れれば壊 れてしま うと 、夢が覚めて しまうか と思 っている
ような恐々と した指が 、そ っとソフィー の頬を撫 でた 。そのく
すぐったさにソフィーは小さく身体を震わせた。
「僕のこと愛してる？」
真っ先に聞 いてくる のは そんなことで 、それが とて もハウル
らしかった。 だってそ うな のだろう。ハ ウルにと って 、そして
ソフィーにと っても、 一番 大事なことは それなの だ。 それしか
ない。全て。
「大嫌い」
ハウルの瞳が、震えた。
「こんな所で 、そんな 恥ず かしいことを 臆面もな く聞 いてくる
あんたのことなんて、嫌いよ」
笑いが止ま らなかっ た。 見開かれるハ ウルの瞳 を見 つめなが
ら、ソフィー は思い切 って その身体に抱 きついた 。ヒ ヤシンス
の香りを思い 切り吸い 込ん だ。ハウルの 香りだと 思っ た。嬉し
かった。泣き たかった 。大 声で叫びだし たかった 。き っと今、
世界中で自分より幸福な人なんていない。
「ソフィー！」
「何よ、嫌いだって言ってるのに」
愛してる愛してる愛してる。でも大嫌い。
喧嘩の度に 口にする その 台詞は、けれ ど確かな 愛の 言葉だっ
た。二人にだ け伝わる 一生 の言葉。きっ と明日に はも う喧嘩し
て、またどちらかが声高にそう叫ぶのだ。
明日のことを考えた瞬間、バンバンって大きな音が聞こえた。
二人は顔を上 げた。こ こか らでは何も見 えないが 、そ れがカル
シファーの上 げた花火 の音 だということ はすぐに わか った。何
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も知らない人 々が、驚 いた ようにそれぞ れ顔を上 げる 様子がお
かしかった。 だれかが 町の すぐ北の丘の 斜面にい る動 く城を見
つけても、ど うして花 火が 打ちあがって いるのか わか らないだ
ろう。魔法使 いハウル が、 祭りを盛り上 げようと して いると思
うかもしれない。けれどそれは違うのだ。
ハウルの頭 の中から は、 祭りのことな んてもう どこ にも残っ
てなどはいなかった。それはソフィーにしても同じことだった。
「カルシファー、張り切って花火を打ち上げてるわね」
「それもいい けど、今 は他 に考えるべき ことがあ るん じゃない
の？」
今はそう、 お互いに お互 いのことだけ を。それ だけ を考えて
いればいいのだからと。
見詰め合っ て、二人 はい つまでも笑っ ていた。 今日 の夕飯は
賑やかで、そ してとて も美 味しいものに なるだろ う。 そんな平
和な日常がと ても愛し く、 そしてそれ以 上に、目 の前 の温かさ
に、涙が溢れて止まらなかった。

ＥＮＤ．

- 128 -

２００５年冬に発行したハウル本です。
ハウル・伯妖含めてもう色々本出してきましたが、
内容的にはこれが一番のお気に入りです（とか自
分で書くのも恥ずかしいのですが 笑
この話で一番書きたかったのは、「記憶喪失の苦
悩」だったかと思います。なった本人はもちろん
んのこと、それによって生じる家族の色々な悩み
や葛藤なんかを書きたかった…のだと思います。
書きたいテーマを、自分なりにちゃんと書ききっ
ているので好きな作品なのかな、と。もちろん精
進の余地はたっぷりありますが！笑
少しでもお楽しみ頂けたら幸いです。

２０１０・夏
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