1
Doomsday

核爆弾 bọmbụ nuklia

二〇三Ｘ年。 Narị abụọ na atọ X afọ. この日も地球の空は青かった。 Efu ụwa a ụbọchị bụ-acha anụnụ anụnụ.
が・・・・・。 E ......
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Ọ dị ezigbo onyeisi na onye. American bọmbụ nuklia
efe edi!"
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Ọbụna ihe a! M na-eche na e gbochiri ha ya."
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Ee, ma m jisiri ike ịgbawa dị n'Oké Osimiri Pacific ...."
これは大変な騒ぎとなった。 Nke a na-a nnọọ ọgba aghara.
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 m nwere see iwu ndị agha site na
iji a robot site na nke a gbasara ego obodo afọ.
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 American kwa nri nke ihe ahụ merenụ, bụ n'ezie eze-arịọ
mgbaghara,. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。 Ma na-esote ụbọchị, China na Pakistan
nwere onye ọ bụla ọzọ ikwu na ngwá agha nuklia.

先制したのは中国だったのだ。 Ọ bụ China si tupu emptive bụ. 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、 Nke a ikpe si gburugburu ụwa rigo n'ihi na, ma Chinese agha ndị ndú,
「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。」 "M naagwa ya na United States ma ọ bụrụ na e nwere. Mkpesa na ndị ọchịagha na-ekpe ndị nkà American robot."
と声明した。 Ọ bụ a na nkwupụta na.
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Long ọ dịla na nke na robot na-arụ ọrụ n'ụwa nile.
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, nakwa Ọ bụ na-emekarị na robot, dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị Japan, ọ bụkwa
ọkachamara baseball ọkpụkpọ bụ otu onye robot pụta si afọ a.

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 N'ihi bụ ... na robot bụ ka mpi na AllStar. 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。 Ọbụna United States Department of Defense e
kwuru na robot bụ ugbu 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。 N'ezie n'ihu agha ya ọ ghọrọ
United Nations nsogbu, onye ọ bụla robot nwekwara UN mkpara.

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 bụ mkpa ọ bụla ụgwọ,
na odida nke ọzọ robot-azọrọ na e ịrụzi. 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。 Ọ bụ ezie na mmepe nọwo na United States, na-adịbeghị anya na-n'ime ụgbọ ala nakwa dị ka Japan
si mmepe nke robot dị ịrịba ama.

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。 Ma eleghị anya, ị na onyeisi ndị robot ke otu ụlọ ọrụ, Pachinkoya ndị ọrụ, ka ọ na-niile robot,
collection of Sara gold nwekwara a otú 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。 N'ezie, enweghị ọrụ amụbawo, ma ọtụtụ
n'ime ndị bịara na-enweta oge ntụrụndụ. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Ọ na-e nwekwara obi ụtọ na, ma
....

そうそう、国連の問題を話さなければならない。 Oh yeah, ọ ga-agwa ndị United Nations nke nsogbu ahụ. 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。 N'ikpeazụ na United Nations, ọ e kwesịrị ịbụ
kwụsịrị mgba ọkụ nke China agha robot.

しかし。 Otú ọ dị. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Mgba ọkụ nke a robot bụ ọ ghara idi ka mfe.

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。 Ọzọkwa, onye ndú nke robot nwere ọtụtụ ihe ndị
ọzọ robot nche. 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。 -Agbaji ndị a robots ga-ịfụ
a ịrịba mmefu ego steeti.

中国には、それは出来なかった。 Na China, ọ pụghị ịbụ. 中国は国連を脱退した。 China hapụrụ 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 meghi ndị agha na ikwu na mba
mmefu ego.

この戦争の結果は？ The N'ihi nke a agha? 世界中が注目した。 Gburugburu ụwa e lekwasịrị anya. 結果は中国の圧倒
的勝利に終わったのだ。 The N'ihi bụ m biri na ihe ka nnọọ mmeri nke China. パキスタンは降服した。 Pakistan
bụ chịlie aka elu. 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。 Ka na, ma mgbe
agha ahụ bụ China nabataghachiri na United Nations na-enweghị aka ọrụ Pakistan.
だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Ma, Pakistan obodo ndị na-eje Santander. 中国もかなりの打撃を受けて
いる。 China nwekwara natara a ịrịba otiti. 核の雲はあちこちで上がった。 Ígwé ojii nke nuclei bụ n'ebe a na
n'ebe. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Ma nke a, aghọwo a nsogbu zuru ụwa ọnụ, ndị
American president,
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "M mepụtakwara bombu na ntọala nke igwe-oji-free."
と発表した。 A mara ọkwa.
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。 Mgbe ahụ, mgbawa
nke nuclear na Pacific Ocean, na gbawakwara bọmbụ adịghị anya mgbe, n'ụzọ nkịtị, na ọ bụ oyi isi nke ígwé
ojii.
この新兵器は世界中が買い求めた。 A ọhụrụ ngwá agha zụtara n'ụwa nile. そして、ついに世界的な核戦争が始まった
のだ。 Mgbe ahụ, o mechara nke zuru ụwa ọnụ agha nuklia amalitela. 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。 Ama egwu ịghọ onye na agha nuklia bụ a ígwé ojii nke ntọala. しかし、これで、その恐れはなくな
ったのだから。 Otú ọ dị, nke a, n'ihi na o aba.
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。 Ma, bọmbụ iwepụ isi nke ígwé
ojii na o nwere nnọọ adighi ike ihe e exported. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Ya mere, ọtụtụ
n'ime ụwa isi obodo e bibiri. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 Na White House na President

n'ime ụwa isi obodo e bibiri. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 Na White House na President
na-ekwu nganga,
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Ị ihe, m ziri ezi atụmatụ?"
「上々ですよ。」 "Ọ bụ ihe kacha mma."
と副大統領が言った。 Na Vice President kwuru.
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Ugbu a, nke ahụ bụ Japan na Switzerland ọnọdụ bụ mgbe."
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 President, na-ekwu okwu mgbe na-ekiri ndị video gburugburu ụwa.
「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。」 "Ọ ọ bụkwa otu okwu nke
oge. Switzerland bụ, ọ bụla ikpe, Nante n'ihi na m mere n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ na Japan."
と国防長官が発言した。 Secretary of Defense kwuru na.
「それより、」 "Ọ si,"
と副大統領は発言する。 Na osote onyeisi oche na-ekwu okwu.
「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 nke 'em ọbụna, Une
eleghị anya na-adịghị ọbụna dịghị mgbe ọ dị Nante si ọbịa president."
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Oh, n'ihi na e nwere nanị ebupụ ka isi-ha."
と大統領は答えて、笑った。 The president zara, chịrị ọchị.
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Ma, unu Ọ bụ ihe amamihe dị na na nara m."
「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。」 "Ọbụna anyị bụ. Anyị bụ ndị, n'ihi
na m chere na m nwere ike ọ gaghị emeri ndị ọzọ na Japan."
悔しそうに、副大統領は述べた。 The chagrined, osote president kwuru.
「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・・・。」 "Ọfọn, Japan bụ, na
anyị kpakpando nke mepere anya na-agbalị nnọọ ike bụ, nnọọ Oyoban'yo. N'eziokwu ...."
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Na, na President okwu ọnụ, chịrị ọchị 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。」
"Nke ahụ na Chinese agha dakwasị Jeruselem, ka m na-arụ ọrụ n'ebe a na White House, ndị bọmbụ agbanyụ
ntọala nke n'ígwé ojii nke anyị kpakpando."
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "President, m ụwa bụ ka ihe anyị na United States."
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Ekwu okwu ma na bilitere CIA Director.
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Ana m otú a kwa. Ịgbalị tost."
と述べると大統領はグラスを取った。 Kọwaa president were iko.
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "N'ụbọchị ẹkedori a nuclear agha na 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 elu ugwu Onye ọ bụla bụ Nchikota iko.
無口な日本の首脳 Achọghị ịkọ Japan elu ugwu
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Prime Minister n'oge-ya bu onye mara nke a dị nnọọ taciturn. 長い
文章は喋れないらしい。 Long ikpe yiri ikwu okwu.
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Prime Minister, bụ nnọọ. Ugbu a ka ezigbo ntọala ...."
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Bụ na Prime Minister si Office, m, ndị agbachitere ozi
bịara ịkpọ.
「すぐ避難を！」 "Ozugbo gbapụ!"
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。 Tupu ị na-anụ olu ndị sochirinụ na ekwentị,
m gbapụrụ na nuclear ndo ke Re. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Mgbe ezu, Japan ndú naniile gbakọtara na nuclear ndo.
「首相、どうします？」 "Prime Minister, ị na-eme?"
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Ndi isi nke Japan Onye ọ bụla nụrụ olu.
「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. Anyị na-na na-adịghị
eme m Ikinobire. Ọ dị ezigbo mmeri adịghị."
と、わたしは答えた。 Ozugbo, m zara.
「そんな・・・。」 "Nke ahụ ...."
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Isi Onye ọ bụla bụ, a ákwá arịrị otú ahụ, m nụrụ na
abiaghi kpọrọ. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Nke a bụ n'ihi na, ebe ọ bụ na m naAmerican-mere robot ....
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