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追い打ちをかけるように疫病や災害が襲う。なぜ彼らが選ばれたのか、そして

現象とはいったい何なのか。

「日本時間で、三月十三日の午後一時十三分十三秒」大月がメモを見ながらい

った。「それから十三秒間が、地球にとって運命の時間だ」
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彼か佳世子のどちらかが―。園子は不吉な空想をした。どちららがあたしを殺

してくれればいいのに、と。その時だ。玄関のチャイムが鳴った。
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ブラックホールの先は、もうひとつ別の宇宙につながっていると考えた。この大

きく離れたふたつの場所のあいだを近道する空間のことを「ワームホール」とい

う。この理論を発展させたのがアメリカの理論物理学者のキップ・ソーン。彼は

宇宙の２点を「ワームホール」で結び、通り抜ける理論を展開した。まず、宇宙
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