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Doomsday 

核爆弾 Nuclear bomb 

二〇三Ｘ年。 Two hundred and three X years. この日も地球の空は青かった。 Empty earth this day was blue.
が・・・・・。 But·····. 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "It is very prime minister. American nuclear bomb
came flying!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Even what! I wonder been prevented by it." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Yes, but I managed to explode in the Pacific Ocean ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 This has become a very commotion. 
アメリカは本年度からロボットを使って軍の指揮にあたらせていたのだ。 America I had to hit the command of the
army by using a robot from this fiscal year. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 American per right of the incident, was of course
officially apology. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  But the next day, China and
Pakistan have each other skip the nuclear weapons. 

先制したのは中国だったのだ。 It was China's pre-emptive was. これについて世界中から非難があがったが、中国軍

首脳は、 This condemnation from around the world went up for, but the Chinese military leaders, 
「われわれは軍の指揮を優秀なアメリカのロボットに任せている。文句があるならアメリカへ言ってくれ。」 "I tell
him to the United States if there is. Complain that the military commanders are left to the talented

American robot." 
と声明した。 It was a statement with. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Long it has been in so that the robot is active all over the
world. 
アメリカは、もとよりわが日本でもレストランなどは大抵ロボットだし、今年からプロ野球選手も一人ロボットが現れた

のだ。 The United States, as well It's usually the robot, such as restaurants in our Japan, it is also a
professional baseball player is one person robot emerged from this year. 

その結果は、・・・ロボットはオールスターに出場したのだった。 The result is ... the robot was to have
competed in the All-Star. アメリカの国防省だってロボットが大分いるといわれている。 Even the United States
Department of Defense has been said that the robot is present Oita. 

もちろん先の戦争は国連問題となったのだが、国連の職員もみんなロボットなのだ。 Of course ahead of the war it
became a United Nations problem, Everybody robot also UN staff. 



ロボットは給料もいらないし、故障すると他のロボットが修理することになっている。 Robot is to not need any
salary, and the failure of the other robot is supposed to repair. 開発はアメリカでされたが、車と同様わが国

でも近年はロボットの開発は目ざましい。 Although the development has been in the United States, in recent
years also in the car as well as Japan's development of the robot is remarkable. 

ある会社では重役をロボットにしたとか、パチンコ屋の従業員は、みなロボットだし、サラ金の取立てもロボットがする

そうだ。 Maybe you and the executive to the robot in a certain company, Pachinkoya the employees, to it
all robot, collection of Sara gold also a so robot. 

もちろん失業者は増えたが、大部分の人は余暇を楽しめるようになった。 Of course, unemployment has increased,
but most of the people came to enjoy the leisure time. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 It's was was
pleased that, but .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Oh yeah, it must speak to the United Nations of the problem.
結局国連では、中国の軍事ロボットのスイッチを切れという事になった。 Eventually in the United Nations, it was
supposed to be off the switch of China's military robot. 

しかし。 However. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Switch of this robot is he not be as easy. 

しかもリーダーのロボットを他の多数のロボットが守っている。 Moreover, the leader of the robot has a number
of other robot guarding. これらのロボットをこわすには相当な国家予算をふいにする事になる。 To break these
robots will be to blow a significant state budget. 

中国には、それは出来なかった。 In China, it could not be. 中国は国連を脱退した。 China has left the United
Nations. パキスタンは国家の予算の関係でロボットは軍には置いてなかった。 Pakistan robot did not put the army
in relation to the national budget. 

この戦争の結果は？ The result of this war? 世界中が注目した。 Around the world has been focused. 結果は中国

の圧倒的勝利に終わったのだ。 The result is I ended in the overwhelming victory of China. パキスタンは降服

した。 Pakistan was surrender. それでも、戦争が終わると中国はパキスタンを占領せずに国連へ復帰したけれど。

Still, but when the war is over China was reinstated to the United Nations without occupation Pakistan.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 But, Pakistan cities those serving Santander. 中国もかなりの打撃を受
けている。 China has also received a significant blow. 核の雲はあちこちで上がった。 Cloud of nuclei were
up here and there. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 But this thing has become a global
problem, the American president, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "I invented the bomb to the nucleus of the cloud-free." 
と発表した。 It was announced. 
そして、太平洋上で核を爆発、そのすぐ後にその爆弾を爆発させ、言葉通り、核の雲を消したのだ。 Then, the
explosion of nuclear in the Pacific Ocean, that detonated the bomb shortly after, literally, it was off
the core of the cloud. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 This new weapon was purchased all over the world. そして、ついに世界的な核
戦争が始まったのだ。 Then, it finally of global nuclear war has begun. 全面的核戦争になって恐れられていたの
は核の雲だった。 Had been afraid to become a full nuclear war was a cloud of the nucleus. しかし、これで、



は核の雲だった。 Had been afraid to become a full nuclear war was a cloud of the nucleus. しかし、これで、
その恐れはなくなったのだから。 However, this, because of the possibility no longer. 
だが、核の雲を無くす爆弾は輸出されたものは効果のないものばかりだったのだ。 But, bomb to eliminate the core
of the cloud he had just ineffective things that have been exported. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅
した。 So, most of the world's major cities were destroyed. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、
In the White House the President is talking proudly, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "You're what, my upright strategy?" 
「上々ですよ。」 "It's very best." 
と副大統領が言った。 And the Vice President said. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Now, that's Japan and the Swiss position is after." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 President, speak while watching the video around the world. 
「それも時間の問題ですよ。スイスは、ともかく、日本なんてどうにでもなるんですから。」 "It it is also a matter
of time. Switzerland is, in any case, Nante because I made anytime if Japan." 
と国防長官が発言した。 Secretary of Defense has stated that. 
「それより、」 "It from," 
と副大統領は発言する。 And vice president to speak. 
「日本のやつらも、大統領が、まさか宇宙人だなんて思ってもないでしょうねえ。」 "Japan of 'em even, Une
probably is not even never thought Nante's alien president." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Oh, because there is only exports to their heads." 
と大統領は答えて、笑った。 The president answered, laughed. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "But, you guys It was wise that accepted me." 
「そうですとも。われわれは、もう日本には勝てないと思っていたのですから。」 "Even we are. We are, because I
thought I can not win the other in Japan." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 The chagrined, vice-president said. 
「まあ、日本が、いくらがんばろうと我々の星の文明には、とても及ばんよ。現に・・・。」  "Well, Japan is, in
our star of civilization trying much harder is, very Oyoban'yo. In fact ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 And, the President talking laughed grinning. 
「あの中国の軍事ロボットも、ここホワイトハウスで操作していたのだし、核の雲を消す爆弾も我々の星のものさ。」
"That the Chinese military robots, to I have been working here the White House, those bomb to turn off the
nucleus of the clouds of our star." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "President, I world is still what we in the United
States." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Speaking and has risen CIA Director. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "I'm so also. Trying to toast." 
と述べると大統領はグラスを取った。 To describe the president took the glass. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "On the day to launch a nuclear war on Japan." 
「乾杯！」 "cheers!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  United States summit Everyone is a combination of the glass. 
無口な日本の首脳 Reticent Japan summit 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Prime Minister at the time was the one who was known for a very
taciturn. 長い文章は喋れないらしい。 Long sentence seems not speak. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Prime Minister, is very. Now the real nucleus ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Was in the Prime Minister's Office, to me, the defense
minister came to call. 
「すぐ避難を！」 "Immediately evacuate!"

その後の電話の声を聞く前に、わたしは地下の核シェルターへ逃げた。 Before you hear the voice of the
subsequent phone, I ran away to the nuclear shelter in the basement. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルター
に集まった。 After enough, Japan's leaders are all gathered in the nuclear shelter. 
「首相、どうします？」 "Prime Minister, do you do?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 The leaders of Japan Everyone has heard unanimous. 
「そうだな。われわれだけが生き延びればいいではないか。とても勝ち目はないよ。」 "Yeah. We only do not do I
Ikinobire. It is very win is not." 
と、わたしは答えた。 Once, I answered. 
「そんな・・・。」 "That...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Leaders Everyone is, a lament so, I had heard in the
absent-minded. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 This is because, since I'm American-
made robot ....
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