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狼が来た、そして行った

　

　

「このコンテナって、何に使うの？」悠子は近所の主婦友達、綾香に訊いた。　

「うーん、何だろね」綾香も首を傾げる。

「なんか、昔は倉庫代わりにしてたって聞いたけどね」もう一人の、情報通主婦友達、宏

美が二人に教える。「大分前の、まだ町内会とか子ども会とかやってた時に」

「ああ」二人は納得した。「今はもうそういうの、ないもんね」顔を見合わせ頷く。

「うん。昔は子供服のお古とか、家で使わなくなった電化製品とかまで、不用品置き場

みたいな感じでここに保管してたんだって」宏美はどこから仕入れてくるのか、詳しい

事情をよく知っていた。「それでリサイクル業者にまとめて引き取ってもらったり、たま

にフリマみたいなことやったりしてたって」

「今はもう、空っぽなの？」綾香が、すっかり錆び付いている波板貼りのコンテナを指

先でつつく。が、すぐに指先を手で拭い「うえ、サビがついた」と文句を言う。

　三人は笑い、その後それぞれの自宅へと帰って行った。もう夕飯の支度に取り掛かる

時間だった。

　悠子は砂糖を切らしていたことを思い出し、再びサンダルを履いて家を出た。　

　彼女と先刻の主婦友達が住むのは公団住宅で、七階建ての建物が敷地内に三棟ほど

建っている。悠子はサンダル履きで敷地内の駐車場と、子供向けに遊具などが設えられ

た公園スペースを横切り、外門へ向かった。

　外門から数メートル手前のフェンス近くに、先刻の錆び付いたコンテナがぽつんと置

かれてある。高さ二メートル、長さ三メートルほど、のっぺりとした直方体が横たわっ

ている感じだ。奥行きは一・五メートルほどだろうか。

　悠子がその傍を通り過ぎようとしたとき、

「助けて」

と、か細い声が聞こえた。

　はっとして立ち止まる。

「開けて。誰か。ここから出して」

　女性の声だ。くぐもっているが、憔悴している様子はすぐにわかった。　

「えっ」だが悠子は信じられない気持ちで錆びたコンテナを見た。　

　声は、その中から聞こえた、のか？

　まさか。

　しかし、疑心暗鬼の中一歩近づいてみる。

「助けて」
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　聞こえる。確かにコンテナの中だ。

「大丈夫ですか？」悠子は錆の匂いを感じながら呼びかけた。「この中にいるんですか？」

「あっ、はい」女性の声は、驚いたのか安堵したのか、上ずって叫ぶものになった。が、

やはりくぐもって聞こえる。間違いない、この金属製の箱の中だ。

　だが何故？

　何のために？

　どこから入ったのか？ 　

　入ったのなら何故出られない？

「管理人さんを呼んで来ますね」怒涛のように沸き起こる疑問を脇に退け、悠子はコンテ

ナの錆びた波板に向かって言った。「少し待っててください」

「は、はい、すみません」女性の声はますます上ずり、泣き出しそうだった。　

　悠子はサンダル履きで走り、外門を通り過ぎてその向こう側二十メートルほどの所に

ある小さな建物に向かった。ここに管理者が交代で常駐しているはずだ。

「すみません」建物の正面に取り付けられた小さな受付用のカウンターに駆け込み、悠

子は叫んだ。「管理人さん、いますか」

「はーい」のんびりと返事をしながら、すぐにシニア世代の男が奥から姿を現した。「ど

うしました？」

「あの、あそこのコンテナに人が」悠子は腕を伸ばし自分が走ってきた方を指差した。

「閉じ込められてるみたいなんです」

「ええ？」管理人は目を見開き、悠子と悠子の指差す方向とを交互に見た。「人？ 　コ

ンテナって、あの？」彼もまたその方を呆然と指差す。

「はい、今通りかかったら中から『出して』って、女の人の声がして」悠子は頷き、早口

で状況を述べた。

「でも、どうやって？」管理人は、先刻悠子の脳内に沸き起こったのと同じ疑問を口に

した。「あれ、鍵かかってるはずだけど」

「いや、わかりません」悠子は首を傾げるしかなかった。「でも確かに、あの中から声が

するんです。すみません、急いで開けてあげてください」

「――」管理人は一秒間悠子の顔を見た後「えー、鍵はー」と、受付スペースの壁にか

かっているフックに向かい、場所名のインデックスを指で追いながらコンテナのものを

探した。「もう何年も使ってないからなあ」ぶつぶつと愚痴めいたことを言う。

　悠子はその時間を苛々と待った。閉じ込められているのは大人の女性の声だったが、

子供だったらどうするんだ？ 　そんな悠長にしていられるか？

「あー、これかあ」管理人はやっと鍵を見つけ、フックから外して受付カウンター横の

スチール製ドアから出て来た。「行きましょう」

　二人は小走りにコンテナに戻った。

「大丈夫ですか」悠子は到着するなりコンテナに呼びかけた。

　返事はない。

「んー？」管理人が疑いの眼差しを悠子に向ける。　

「いや、さっきここから聞こえたんです」悠子はそれを払いのけるように訴えた。「もし

かして気を失ってるのかも。ひとまず開けてみてもらえますか」
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「――」管理人は眉をひそめてコンテナの後ろ側に回り込んだ。その角に錠がついてお

り、管理人が鍵を差込回すと、その一面が扉のように手前に開いたのだ。

　中は、空っぽだった。錆び付いた壁の匂い。

「あ？」悠子は驚愕し立ち竦んだ。

「空っぽじゃない」管理人が口を尖らせて言う。「聞き間違えたんじゃないの」　

「いや、でも確かにさっき、ここから声が」

　はあ、と管理人はため息をつく。「こんな所、入れるわけないでしょう。聞き違いです

よ」その後にごく小さく「たくもう」と付け加える。

　悠子は腑に落ちないながらも頭を下げ、無駄足を踏ませ手数をかけさせたことを詫び

た。「すみませんでした. . . . . .」

　管理人は不機嫌そうに鍵を締め疲れたような足取りで戻って行った。　

　悠子はうなだれながら、また首を傾げながら、コンビニへ行き買い物を済ませ帰途に

ついた。

　外門から入り、例のコンテナを横目で見ながら通り過ぎる。

　特に何も変わったことはない。

　錆び付いた箱がつくねんと佇んでいるだけだ。

　――なんだったんだろう. . . . . .幻？ 　幻聴？ 　それとも. . . . . . 　

　ぶるっと身震いし、悠子は足早に自宅へ戻った。急ぎ夕飯の支度をしなければならな

いのだ。もう、忘れよう。

　

　それから二週間も過ぎただろうか。

　コンテナの近くを通りかかるたび脳裏に蘇るあの妙な声から受けた衝撃や困惑、管理

人までを巻き込んだ事への羞恥なども、すっかり消えたわけではないが日々の忙しなさ

の中次第に薄まっていた。

「助けて」

　その声を再び耳にするまでは。

　悠子はぴたりと足を止めた。

　今日は急ぎの用ではないが、銀行だの郵便局だのの事務的な用事を片付けるべく外出

しようとして、公団敷地内の駐車場や公園をいつものように通り抜け、外門に向かって

いるところだった。

　立ち止まりはするが、二秒ほどして彼女はまた足を進めようとした。　

「誰か。ここから出して」

　左手にある、錆び付いたコンテナ。

　そちらの方向から、声は聞こえる。

　女性の、か細い声。　

　公団に住む若い主婦だろうか？

　悠子は、払いたくもない税金を支払う時のような心情と表情でコンテナを見た。「誰？」

苛立った声で問う。
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「あっ、すいません、またなんか、閉じ込められてて」女の声はこの前と同じ人の声の

ようだった。「開けていただけませんか」

「――」悠子は先日の管理人のように眉をしかめた。「どうやって入ったんですか？ 　

その中に」

「いや、突然この中にいたんです」女の声は不可解な答えを寄越した。「私もどうなって

るのか全然」

「こないだね、あの後開けたんですよ。管理人さんに来てもらって」悠子は、他の住人

に聞こえないよう小さな声で、しかし不服を込めて伝えた。「でも中、からっぽだったん

ですよね。あなた自分で出られたんでしょ？」

「ち、違うんです」女の声は焦って言い募った。「この間は、突然また外に出てしまって」

「はあ？」悠子は内心、もう無視して立ち去った方がいいのではないかと考え始めてい

たが、頭に来るあまりつい声を、潜めながらも荒げた。「何それ。人を馬鹿にしてんの？」

「いえっ、違うんです、あのっ」女の声はますます焦り、くぐもりながら叫んだ。「あの時

あなたが管理人さんを呼びに行って下さった後、また他の誰かがこの近くを通りかかっ

て、何か複数の人たちで話していたんですけど、その声を聞いた瞬間私、増美駅の前に

飛んでいったみたいなんです」

「――」悠子は、息も継がずに言い募る女の声をつい受け止めてしまった。「増美駅？ 　

飛んでったって、その中から？」

「はい、突然増美駅の南口の前にいたんです」女の声は、悠子に信じてもらおうと必死

の様子だった。

「何それ？」悠子は気味悪さに身を遠ざけた。「ならまたそうやって出ればいいでしょう。

さよなら」踵を返しかける。

「待って」女の声はくぐもりながらも必死に叫んだ。「どうやって出られたのかわからな

いんです！ 　本当なんです！」泣きじゃくる。「お願いです、助けて――助け――たす

――」女の泣き声に、激しく息を吸い込む音が混じり出した。

　過呼吸か？

　悠子ははっと顔を上げ「ちょっと、大丈夫？」と、思わずコンテナに再び近づいた。

　ヒー、ヒー、ヒーと苦しげな音のみが箱の中から聞こえ、女は返事をしない。　

　返事したくても、できない状況か。

「ちょっと、待ってて」悠子は言い残して走り出した。緊急事態だ。

　管理棟へ駆け込み、叫ぶ。「すいません」

「はーい」この前と同じ声が返って来、同じ管理人が奥から姿を見せ、悠子の顔を見て

すっと表情を消す。

「あ、あのすいません」悠子はそれでも危急の事態であることをしっかり伝えるべく声

を張り上げた。「あのコンテナの中で、また人の声がするんです。やっぱり閉じ込められ

てるみたいで」

　管理人は無表情の顔からぎゅっと眉だけをしかめた。「いや、聞き違いでしょう」

「聞き違いじゃないんです、私もそう思ったんですけど確かに人の、女性の声がして、

それで今、過呼吸まで起こしてて大変なんです。すいませんけどもう一回鍵をお願いし

ます」
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「――」管理人は眉をしかめたまま、叫ぶ悠子を睨むように見た。「今回だけですからね」

早口にそういうと、フックからコンテナの鍵を外しドアから出てサンダルを履く。

「す、すいません」悠子は深く頭を下げ、急いでコンテナまで戻った。　

　管理人が鍵を開ける。

「――」中は、からっぽだった。　

　はあ、と管理人が荒くため息をつく。「あのねえ」怒声を発しながら振り向く。「あた

しも暇じゃないんでね。困るんですよこういう、悪ふざけは」

「いや本当なんです」悠子の声も怒鳴り声に近くなる。「ふざけてなんかないですよ」

「狼少年じゃないんだから」管理人は吐き捨てるように言いながら鍵を締める。「狼が来

たー、狼が来たーって、その内痛い目に遭うよ」ぶつくさ言いながら管理棟の方へ、大

股で戻って行く。

　後悔、自己嫌悪、他者嫌悪、悲哀、絶望――悠子はなんとも形容し難い心持の重圧に

『いい大人』として耐え忍ばなければならなかった。

　もう二度と、こんなわけのわからない現象に出くわしても対峙しない、反応しない。そ

う固く心に決める。

　

　二ヶ月、経っただろうか。

　コンテナはまだそこにあるのだが、悠子の苦々しいやりきれなさも、ようやく鉄の塊

からうずら豆サイズほどにまで縮小して来ていた。日頃はそうそう管理人に直接会って

話をするわけでもないので、後はコンテナさえ黙っていてくれれば日々の雑事に忙殺さ

れる中、あまり囚われ続ける必要もなかったのだ。

「助けて」

　また、その声が聞こえるまでは。

　悠子の足はまたしても一瞬立ち止まりかけたが、今日という今日はもうそんなわけの

わからないものにまともに取り合う気はなかった。そのまま通過する。

「誰か」前とおそらく同じ女の声が助けを乞う、だがその要請は前と違うものだった。

「住所を言って下さい」

「住所？」

　悠子は眉をひそめ、その瞬間気づかぬうちに足を止めていた。

「すみません、ここから出たいので住所を言って下さい」

　何を言ってるんだろう――

　悠子は脳内の大部分を巻き上がる疑問の渦に占拠されつつも、ただコンテナをじっと

見つめ佇んでいた。

「あの、こないだの方でしょうか」女の声は必死の様相で確認してきた。「あの、すみま

せんでした、この前も消えてしまってでも私、わかったんです、なんで突然出られたの

か、あの、たまたま通りかかった人が、どこかの住所を言ったらそこに移動したんです」

「――」悠子は返事の言葉もなくただ茫然とコンテナを見た。

「前の前の時は誰かが増美駅の住所をたまたま言ってて、それで私増美駅に飛んでったん

です、でこの前の時は、やっぱり通りかかった誰かが戊豆町のコンビニの住所を言って
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て、それで私そのコンビニに飛んだんです」

「なにそれ」悠子は目をきょろきょろさせながらも、あの苦い体験の不条理さに対する

説明が得られたことに、自分でも気づかぬうち納得し、つい言葉を口にしていた。「どこ

かの住所を言ったらここから出てそこに飛ぶってこと？ 　じゃあ自分の家の住所を言え

ばいいじゃない。自分で」

「やってみたんですけど駄目みたいなんです自分じゃ」女は悠子が反応してくれたこと

に一縷の望みを見出したのか、取り縋るように早口でまくしたてた。「多分私が自分で言

うんじゃ駄目で、外にいる誰かが言わないとそこに行けないんだと思います。お願いで

す、私の住所言いますから、続けて言ってみてもらえませんか」

「――」悠子は馬鹿々々しい、と思いつつも、本当なのかどうか試しにやってみてもい

いのでは、という興味本位の想いを無意識に抱き始めていた。

　ヒー、ヒー、という苦しげな音が脳裏に蘇る。

「あっ」悠子は前回のことを矢庭に思い出し「そういえば前、過呼吸起こしてたみたいだ

けど大丈夫だったの？」思わず訊く。

「あっはい、コンビニの前に出たら呼吸も楽になりました、すみませんでしたご心配お

かけして。本当すみませんでした」女は申し訳なさそうな声で何度も謝った。

「――わかった」悠子はコンテナにさらに一歩近づいた。何なのかわからないが、とに

かく早く済ませよう。「あなたの住所を言って」

「は、はい、温町二丁目三の九、です」

　ふう、と悠子は荒くため息をつき「温町二丁目三の九」と復唱した。　

　しばらく何も音がなかった。

「ちょっと」悠子はコンテナに向かって声をかけた。「どうなの」

　だが返事はない。

「もしもし」再度呼びかけるが、錆びた箱からはうんともすんとも声がしなかった。

　その住所に、飛んで行ったのか？

　温町二丁目――恐らく女の自宅まで？

　確かめる術もない。　

　どれ位の間佇んでいただろう、ともかく悠子は、今回管理人を呼びに行く必要のなかっ

たことに少し安堵を覚えつつ、その場を離れたのだった。

　

　何ヶ月経っただろうか。

　コンテナは相変わらず敷地内にあり――使わないのならさっさと撤去すればいいのに

とも思うが――悠子の奇妙な体験、説明のつかない記憶、誰にも話すことのできない思

い出は、忙殺される中胡麻粒ほどの取るに足らないものとなっていった。

「誰かいますか」

　その声が、聞こえてくるまでは。

　悠子は今度は足を止め「また？」とコンテナに向かって不服を思う様ぶつけながら近

づいた。「何なの、本当に」

6



「あっすみません、何度も申し訳ありません」同じ女の声だ。「何でですかね、本当に突

然、ここに来てるんですよね」声は以前に比べさほど焦燥しているようでもなく、どこ

か落ち着いていた。

　この現象に、慣れてきたのだろうか。

「あの、また住所を言っていただけますか」女は錆びたコンテナの中から悠子に依頼して

きた。

　はあ、と悠子はため息をついた。まったく迷惑なことだ。

　いつもいつもどういうわけか、自分が呼び止められる。

　他の住人たちにはこの女の存在――この奇妙な現象のことが知られているのだろ

うか？

　悠子はいまだにこの体験を、主婦友達はおろか家族にさえ話せていなかった。　

　どんな反応が返ってくるか、容易に想像できるからだ。それは多分、あの管理人のも

のと大差ないのだろう。

　呆れ、肩をすくめ、首を振り、聞き間違いだと言う。それでも尚言いつのれば、眉を

しかめため息をつき、背を向ける。もはや聞く耳など持ちもしない。

　皆、忙しいのだ。話せる筈もなかった。

「それでですね」女は悠子の気持ちもため息の音も知らない風に、どこか身を乗り出さん

ばかりの積極性を持って依頼の言葉を続けた。「その住所なんですけど」

「温町だったっけ？」悠子はあからさまに面倒臭そう声で言った。無視すればよいのか

も知れないが、しかしそうするのも寝覚めが悪くなりそうだった。

「あっ、いえ、今日はですね、ちょっと別の住所を言っていただきたいんです。私の実

家なんですけど」うふふふ、と女は何が可笑しいのか笑う。

「は？」悠子は笑うどころではなく、声を裏返して聞き返した。「実家？」　

「あ、はい、今日はちょうど実家に用事があって出かける予定だったんですけど、また急

にここに飛ばされてしまったんです。だから実家の住所にまた飛ばしてもらえたら、交

通費もかからなくて丁度いいかなって」

「――」

「あ、住所言いますね。上田井郡辺玖町取四二〇の二八、です」

「――」悠子の心中に渦の巻くが如く反論したい気持ちが在った、だがそれを明確に言語

化することができずにいた。結論として彼女は、さっさと終わらせよう、と考えた。

　さっさとその実家とやらの住所を口にして、この女を飛ばして、もう二度と何が聞こ

えようと見えようと、ここで足を止める事は金輪際しない。何なら引越してもいい。悠

子は息を吸い込んだ。「上田井郡辺玖町取」

「うふふふ」女はまったく何が可笑しいのかまた笑う。「なんかすごいですよね、これ

使ったらどこにでも好きな場所に、片道の交通費だけで旅行とかできそうですもんね」

「――」悠子は返事せず、固く口を閉ざした。

「外国だって行けるかもですよね、あーでも突然飛ばされるから旅行の準備できてないと

まずいですかねえ。でもはっきり住所がわかる所だったら大概人が住んでる町とかだろ

うから、スマホさえ持ってればなんとかなりそうですよねえ。うふふふ」女は尚も楽し

げにお喋りを続ける。
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　こいつは、主婦なんだろうか。

　悠子は不図、口をつぐんだままそんなことを思った。

　それとも会社勤めの独り者か？

　実家と言っていたから、ひとまず親元からは自立して生活しているのだろうが、どち

らにせよ、あまり仕事のできなさそうな奴だな、と思う。

　余計なお喋りはやめて、さっさと本題を言えば良いのに。

「南極なんて住所ないから行けっこないですよねえ」

「ぼく、知ってるよ」突然悠子の左手、悠子の方より少し下の辺りから、声が聞こえた。

　はっとして振り向く。

　一人の少年がいつの間にか、悠子の隣に立っていた。

　情報通主婦友達、宏美のところの長男だ。

「え？」コンテナの中の女にも少年の声は聞こえたらしく、聞き返す。「何を？」　

「南極の住所」少年はにこっと笑う。「あのね、南緯九十度、経度ゼロ度」ボーイソプラ

ノが歌うように、何かの本で得たのだろう知識を述べる。

　さすが宏美さんの子、物知りだ。小三になったのだったか。

　最初悠子が思ったのはそれだった。思わず微笑みかけ「お帰り」と声をかける。　

「ただいま」少年はまたにっこりと笑い、手を振って自宅へと走り去った。　

　悠子はコンテナの方を見た。「それで、あなたの実家の住所の番地は？」訊く。　

　返事はない。

「ちょっと？」悠子は眉をしかめ再度訊く。「住所を言いなさ――」はっと息を呑む。

　住所。南極の住所――いや、あれは単なる経度緯度の座標点の数字であり、住所では

ない。が――　

「ちょっと？」コンテナに呼びかける。

　何も答えない。　

「まさかよね、違うわよね」悠子の動機は激しくなり、どっと汗が噴出す。「まさか」

　場所――

　悠子は走った。

　管理棟に駆け込む。　

「すいませんっ」カウンターを両手で掴む。「管理人さんっ」　

「はーい」管理人が奥から出て来る。「なんだよ、また狼さんかよ」眉をしかめる。

「お」悠子は息を切らしながら口を開いた。

　自分はいい大人だ。ちゃんと常識を持って、人に迷惑をかけぬよう、日々の仕事や作業

を少しでも効率よく片付けようと考えて行動している。わざわざ嘘や虚言を使ってまで、

誰かの気を引いたり、嫌がらせをしたり、そんなことをしたいなどと微塵も願いはしな

い。そんな必要もない。自分は平和な社会に生きる一般人で、愛する家族もいて、日々

の暮らしに満足している。これ以上、自分にも他人にも、何も望むことはない――　

「狼、来たんですけど、南極に行っちゃったんです！」　悠子は叫んだ。　

　

　

　

8



9



狼が来た、そして⾏った

著 葵むらさき
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