
　<発射60秒前…>

　カウントダウンが始まる。

　<60…59…58…57…56…>

　『From　Lisichkaβ　Optical Tracking Station Camera:No.02』

　字幕には『リシーチカβ島　光学測候所：2番カメラ』と出ている。

　画面から緊張が伝わってくる。

　ごくり、と唾を飲み込む音が僕の耳に聞こえた。

　"きみが生まれた日"

　Scene.01

「リャーチカ！」

　ばたん、とドアが荒々しく開く。

　騒々しく入ってきたのは私のルームメイトさんだった。

　氷室憂希、というそのひとはお気に入りの白衣があるという変わったひとなのだが、今は作

業着姿だった。

「わふっ！　どうしましたか？」
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「テレビ、見てる？」

「見てないですよ。というよりこの部屋のテレビは氷室さんが壊したじゃないですか」

「あれ、そうだったかしら？」

「そうですよっ！　叩けば直るってチョップで壊したじゃないですかっ！」

　少し前まで調子の悪かったアナログテレビはなんと煙を出して映らなくなってしまった。

「もっかい叩けば？」

　びしばし、とチョップをする氷室さん。

「やめてくださいやめてくださいっ貴重な備品がっ」

　びしばし。

　ぶん。

「ほら」

「あ、映りました…」

「ふふーん。科学の勝利ね」

「どこがですかっ！！」

「まぁそれはおいといて、ほら、もう始まってるからさ」

　テレビには発射場を遠くから撮った映像が出ていた。

「打ち上げまでまだ一時間ありますよ、氷室さん」

「そうなんだけど、久しぶりの打ち上げじゃない？　わくわくするじゃないっ」

　にかっと氷室さんは笑った。

「そ、そうですね…」

　私は机から立上がり、問題集を閉じた。ノートは真っ白だ。

「そんなときに何してたの、リャーチカ？」

「いえ…その…」

　補習のレポートを書いていた。また技術試験問題の記述で赤点を取ってしまったのだった。

　ひょい、と私をのぞきこんだ氷室さんは、ふむ、と言った。

「こないだのテスト？」

「はいです…」

「気にしない気にしない」

　わしゃくさと氷室さんは私の頭を撫でてくれた。

「自分が不甲斐ないです…」

　テレビを見る。エネルギアロケットの先端が太陽に照らされて光っていた。

「うらやましい？」
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「それはもう。テストの上位者だけが射場に入れるなんて。教官もひどいです」

「赤点を取ったのはリャーチカでしょ？」

「それは…そうなんですけど」

　がっくりとうなだれる。

「そういえば、氷室さんは上位者なのにどうして寮にいるんですか？」

　私が訊くと氷室さんは目を丸くした。

　それから笑顔になって断言する。

「つまらないもの」

「え、つまらない？」

「だって見てるだけでしょ？　コントロールセンターに入ることができるなら行くけど。見て

るだけじゃちっとも面白くない。ロケットは自分で飛ばしてなんぼじゃない！　センターに入

れろって教官に詰め寄ったら追い出されちゃったわ。打ち上げボタンを押すのはロマンなの

に！」

「あはは…それはそうかもですね。それでも無事打ち上がるとほっとしますよ、私は。成功率

が維持されるわけですし」

「ま、久しく失敗してないしね、うちのロケット」

「知ってます？　欧州宇宙機関からの衛星打ち上げ用ロケット受注に成功したって話」

「だいぶ買い叩かれたらしいじゃない？」

「ですね。おかあさんは笑ってましたけど」

「あのひとはあとで百機売るつもりなのよね」

「そんなに売れるでしょうか？」

「売れる売れる！　絶対売れる」

「ですかー…」

　そんな会話をしながらテレビを見ていると、氷室さんがぼふっとベッドに座った。

「おいでリャーチカ」

「はい？」

　誘われるままに隣に座る。

「ってか、隣じゃなくってこっちこっち」

「…はぁ」

　氷室さんの足の間に座る。

　のしっと背後からのしかかられた。

「お、重たいです氷室さん」

Ｅ Ｓ Ａ
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「うーリャーチカがあったかい。冷えなさい」

「無理な注文をしないでくださいー」

　そんなことを答えながら私はテレビのロケットを見た。

　あのロケットは５０ノーティカルマイルの空を越えて、その先まで飛んでいく。

　いつか私も飛べるだろうか…？

「ね、リャーチカ」

「はい？」

「…なんでもないわ」

「はい…」

　氷室さんも同じことを考えていたのだろうか。

　そんなことを思った。

　Scene.02

「…能美さん…」

「ん、ん…」

「能美さん？」

「わふ」

　ぐらぐらとからだを揺すられて私は目を開けた。

「んー…」

　目をこする。

「わふ。おはようございまふ」

　目の前にいるのは寮長さんだった。家庭科部の部長さんでもある。

「こんなとこで寝たら風邪引くわよ」

「すみません…」

　パソコンの前で私は寝てしまったらしい。

「おやすみの日とはいえ、こんなとこで寝てるのは良くないわよ。何をしていたの？」

　あーちゃん先輩とも呼ばれる３年生の部長さんは頬に手を当てて困り顔だった。

「ちょっと設計図を引いてました」

「設計図？」

「はい。夏休みに自由研究が出されるって話を今日聴いたので」

「あぁ。でもまだ六月なのに」
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「準備に時間がかかるんですよ。だから今からやっておこうかなって。自分のパソコンがあれ

ばいいんですけど」

　娯楽室にあるパソコンは共用だ。ＵＳＢメモリにデータを保存すると、私はパソコンの電源

を落とした。

「えっと、何時でしょうか…」

「もう午前零時近くよ。早く部屋へ帰って寝なさい」

「寮長さんは？」

　コピー機の前に立って何か作業をするつもりらしい。

「お手伝いしましょうか？」

「んーん。これは私の仕事だから」

「お仕事ですか。あ、ひょっとして寮長継承式の？」

「そうそう。それから夏休み明けの生徒会執行部選挙の準備とか」

「大変ですねぇ」

「継承式自体は大したことじゃないからいいんだけどね」

「候補は見つかったんですね」

「数人はね。まだ決めてないけど」

　鼻歌を歌いながらがー、とコピー機が動き始める。

「がんばってくださいー」

「はいはいー。おやすみ、能美さん」

「はいです！」

　私は娯楽室を出た。

　この時間帯でも起きているひとは当然いる。女子寮の中は人の声で充ちていて、それがくす

ぐったかった。

　そういえば、何か夢を見ていたような気がする。

　故郷にいたときの夢を。

　どうしてあんな夢をみたのだろうか…。

　女子寮のざわめきがそうさせていたのかもしれない。

「あれ？」

　ふと窓を見ると、外に誰かが立っているのが見えた。

「わふ？」

　窓をがらがらと開けて下を見る。

　そのひとは私に気がつくと手を振ってくれた。

5 



「リキ…！」

　ぶー、と携帯が震える。

　ピンク色のストレート型携帯を開くとメールが着いていた。

『クド、まだ起きてた？　良かった」

　リキもこんばんわです。なにかご用事ですか？

『ちょっとね。降りてこられる？』

　ラジャーです。

　そう返信して私は早足で玄関に向かった。

　◇　　　　◇　　　　◇

「リキ！」

「こんばんは、クド」

「どうされましたか？」

「ちょっとね。少し歩かない？」

「はい、いいですよ」

　中庭に向かって歩き出すリキの後を追う。

　後ろ手に何かの紙袋を持っている。

　なんだろう？

「リキもこんな時間まで起きてたんですね」

「宿題がなかなか片付かなくってさ。恭介のレポートの提出が明日までだったんだよ。提出し

ないと就活に支障がでるっていうから、真人や謙吾と一緒にやったんだ」

「無事終わりましたか？」

「うん。さっき出してきたところ。だからもうちょっと早く来たかったんだけどね」

　中庭のベンチにつくと並んで座った。

　リキは携帯を取り出すと、しばらく無言だった。

「わふ？」

「５、４、３…」

　カウントダウン？

　…脳裏に、夢の欠片が浮かんだ。

「２、１…ゼロ！　誕生日、おめでとうクド」

「わふ！？」
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「今日が誕生日だったよね」

「え、あ、えっと…そうですけど…どうもありがとうございます」

　その途端、携帯が震えた。

「みなさんからのメールです…」

　誕生日パーティしようね！　そんな文面が並んでいる。

「だってさ。これがパーティの招待状」

「あ…」

　私は両手を口に当てたまま絶句した。

「…えっと…」

　うまく言葉がでない。

「あ、ありがとうございます…」

　それだけかろうじて言って受け取った。

「わざわざそのためだけに？」

「うん。誕生日おめでとう、って僕が最初に言ってあげたかったからさ」

「リキ…」

「ほら、僕は告白されたわけだし。か、カレシのつとめかなって…」

　リキは顔を真っ赤にすると横を向きながらそんなことを言った。

「わ、わふっ！」

　はずかしい。

　すごくはずかしい。

　でも、とてもとても嬉しい。

「あ、ありがとうございまふゅ…わひゃっ！」

　嬉しすぎててんぱっているのか舌を噛んでしまった。

「ひたた…」

「それからこれ、プレゼント。パーティのとき渡すとひやかされちゃうし、恥ずかしいから。

今渡しておくね…」

　紙袋を渡してくれた。

「わ…ありがとうございます」

　小さな箱を取り出す。

「開けていいですか？」

「うん、それはもちろん」

　ラッピングされたリボンを解く。

ﾌﾞﾗｯｸﾎﾜｲﾄ
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　丁寧に包装用紙を外した。

「…わ…これはなんですか？」

　ＲＯＯＭＳＴＡＲ、と書いてある箱だった。

「室内用光学プラネタリウム、らしいよ。詳しいことは僕にはよくわからないけど。今年出た

ばっかりのやつだって。小毬さんたちに相談したんだけど、クド、雨の日には星が見えない、っ

て残念がってたよね。これなら見られるかなって。どうかな。気に入って貰えるとうれしいん

だけど」

「あ、ありがとうございます…っ。気に入らないなんて、そんなことないです！」

「そっか。それならよかった」

「おうちプラネタリウム、なんて。そんな高そうなものを…」

「いや、値段的にはそうでもなかったよ。ただこの色のがなかなかなくて大変だったかなぁ…」

　箱から取り出したそれは円筒形をしていた。お茶っ葉が入ってる茶筒を大きくしたみたいな

かたち。

　中庭の街灯に照らしてみると、淡い夜空色をしていた。

「ライラックブルーのタイプがなくて色々探しちゃったよ。見つかってよかった」

「ライラック？」

「ほら、今日の誕生花って聞いたから。西園さんや葉留佳さんからさ。こういうのはうん、黙っ

て渡したほうがいいのかな…でも自分ひとりで考えましたってのもおかしな話だし。正直に言っ

ちゃうね。あはは」

「い、いえ…そんな…」

　ぶんぶん、と私は首を振った。

「お気遣い、ありがとうございます。私もリキの誕生日には何かプレゼントしますね」

「うん。ありがとう。楽しみにしてるよ」

　リキは少しからだをずらして夜空を見上げた。

「今日は星が少ないね」

「そうですね、雲のせいでしょうか…」

　私も見上げる。

　ライラックブルーの帳が降りた空。

　その先には、私が目指す宙がある。

「はやぶさの話、知ってますか？」

「はやぶさ？」

「はいです。日本が打ち上げた人工衛星なんですよ。第２０号科学衛星ＭＵＳＥＳ－Ｃ。『は

そら
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やぶさ』。２００３年に小惑星探査のために打ち上げられたんですけど、今日から明日の未明

に地球へ戻ってくるんです」

「２００３年？　七年も時間を掛けて？」

「今は…どれぐらいでしょうか」

　メールで確認する。

「地球から一万数千キロ、といったところらしいです」

「…すごい距離だね」

「帰ってくるってすごいことですよ」

「たくさんのひとが関わっているプロジェクト。無事帰還してほしいです」

　祈るように呟く。

　来月には、おかあさんの乗ったロケット打ち上げ日を迎える予定だった。本当は今月の予定

だったのに、燃料タンクのトラブルが見つかって延期されたのだった。

　無事打ち上がるといいな…。

「わふっ」

　不意に右手に暖かい温もりが触れた。

　リキの手だ、と見なくてもわかった。

　じわりとほおに血が昇を感じる。

　私の心の祈りを聞き止めたわけでもないだろうに、その温もりはまるで私を励ましてくれて

いるようだった。

「……」

　ちらりと横目で見ると、リキは首筋まで真っ赤になっていた。

　私も同じだろう、きっと。

　ありがとう、リキ。だいすきです、リキ。

　心の中で、そう呟く。

　再び夜空を見上げる。

　きらり、と何かが光った。

　流れ星。

　…打ち上げ、無事済みますように…

　私は深く深く祈った。
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　Scene.03

　――カウントダウンは続いている。

　<30秒前>

　30…29…28…

　テレビではカウントダウンにかぶさってニュースキャスターがロケットについて話している。

「…ＳＴＳ７２－Ｄミッションで使用されるエス・トゥーワナ号打ち上げまであと３０秒です」

　<10秒前>

　8…7…6…5…4…3…2…1…

　<0…Liftoff>

　ゼロ。リフトオフ。

　ごおおお、と轟音とともに煙と焔が立ち上がる。

　そのまま白煙を吹きながらゆっくりとロケットは動き出した。

　打ち上げから18秒を越えるとごお、という音に空気を切り裂くような音が加わる。

　字幕が出る。

　<TASA、テヴア航空宇宙局はエス・トゥーワナの打ち上げ成功を発表>

　<打電。"深遠なる虚空">

　ロケットは、高く高く昇っていく。

　ぎゅっと握られた拳の上から手のひらを置く。

　もう成功したという映像とはいえ、打ち上げの瞬間は緊張するものらしい。

　パソコンのモニタに映るロケットはもう白煙だけ残して点のようになっている。

「…すごいね…」

「…はいー…」

　ロケットの轟音は消えて、ただただ青い初夏の空だけが、画面に映っていた。

「いつか、一緒の空を見ようね、って約束したんですよ。たいせつなひとたちと」

「大切なひとたち？」

「はい。とても大事で大切なひとたちと約束をしました」

　クドは小さく呟いた。

　『星空の誓い』。

航 行 の 無 事 を 祈 る

S t a r d u s t e r s
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「…約束はやっぱり守らなくちゃいけないですよね」

「うん。そうだね」

「はいです」

　うなずくクドの青空を映したひとみは、ずっとずっと先を見つめているようだな、と僕は思っ

たのだった。

＜E.o.F.＞　
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