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核爆弾 yadro bomba

二〇三Ｘ年。 Ikki yuz uch X yil. この日も地球の空は青かった。 Bo'sh yer bu kun moviy rangda edi. が・・・・・
。 Bor ......
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Bu juda bosh vaziri bo'lgan. Amerika yadroviy bomba
uchib keldi!"
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Hatto nima! Men bu bilan man etilgan hayron."
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Ha, lekin men Tinch okeanida portlashi muvaffaq ...."
これは大変な騒ぎとなった。 Bu juda g'ala-g'ovur bo'lib qoldi.
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。 Amerika Men bu moliya yili bir robot
yordamida armiya qo'mondonlarini urish kerak edi.
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 hodisaning o'ng boshiga Amerika, rasman uzr albatta
edi. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。 Lekin ertasi kuni, Xitoy va Pokiston bir-biriga
yadroviy qurol o'tish bor.

先制したのは中国だったのだ。 Bu Xitoyning oldindan Imtiyozli edi. 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、 dunyo bo'ylab bu mahkumlik uchun bordi, ammo Xitoy harbiy rahbarlari,
「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。」 "Men u
erda bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari, unga ayt. Harbiy qo'mondonlar iqtidorli amerikalik robot uchun
chap deb Shikoyat."
と声明した。 Bu bilan bir bayonot bo'ldi.
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Uzoq u qadar robot butun dunyoda faol ekanligini bo'ldi.
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。 Amerika Qo'shma Shtatlari, shuningdek Odatda bunday bizning Yaponiyada restoranlar kabi robot,
bo'ldi, u ham professional beysbol futbolchi bir kishi robot, bu yildan boshlab paydo bo'ladi.

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。 Natijada robot barcha-Star sinashdi edi ...
hisoblanadi. 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。 Hatto Amerika Qo'shma Shtatlari
Mudofaa bo'lim robot mavjud Oita, deb aytilgan.

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。 Albatta oldinda urush u
Birlashgan Millatlar Tashkiloti muammo, shuningdek, har bir kishi robot BMT xodimlari bo'ldi.

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 har qanday ish haqi

kerak emas, balki, va boshqa robotning etishmovchiligi rekonstruksiya qilish uchun kerak edi. 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。 rivojlantirish so'nggi yillarda
Amerika Qo'shma Shtatlari, bo'ldi-da, shuningdek, avtomobil, shuningdek, robot Yaponiyaning
rivojlantirishda e'tiborlidir.

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。 Balki siz va ma'lum bir kompaniyada robot ijro etuvchi, Pachinkoya xodimlari, unga barcha robot,
Sara ham oltin bilan shunday robot to'plash.

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。 Albatta, ishsizlik oshdi, lekin
odamlarning ko'plari bo'sh vaqtini zavq keldi. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Bu xursand edi, lekin
bo'ldi ....

そうそう、国連の問題を話さなければならない。 ha Oh, u muammoning Birlashgan Millatlar gapirish kerak. 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。 Oxir-oqibat, Birlashgan Millatlar
Tashkiloti, u Xitoyning harbiy robot kalitiga off bo'lishi kerak edi.

しかし。 Biroq. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 bu robotning Switch u oson bo'lishi emas.

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。 Bundan tashqari, robot rahbari boshqa robot
qo'riqlab bir qator bor. 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。 sindirish uchun
bu robotlar muhim davlat byudjet zarba bo'ladi.

中国には、それは出来なかった。 Xitoyda, u bo'lishi mumkin emas. 中国は国連を脱退した。 Xitoy Birlashgan
Millatlar tark etdi. 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。 Pokiston robot milliy
byudjet nisbatan qo'shin qilmadi.

この戦争の結果は？ Bu urush natijasida? 世界中が注目した。 dunyo bo'ylab yo'naltirilgan qilindi. 結果は中国
の圧倒的勝利に終わったのだ。 Natijada men Xitoy behisob g'alabasi bilan yakunlandi, deb. パキスタンは降服
した。 Pokiston taslim bo'ldi. 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。
urush Xitoy ustidan bo'lsa hali ham, lekin kasb Pokiston holda Birlashgan Millatlar tiklashdi.
だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Lekin, Pokiston shaharlar o'sha Santander xizmat. 中国もかなりの打撃
を受けている。 Xitoy, shuningdek, muhim zarba oldi. 核の雲はあちこちで上がった。 yadrolari Cloud bu erda va
u erda tashkil edi. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Lekin bu narsa bir global muammo
aylandi, Amerika prezidenti,
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Men bulut-bepul yadrosining uchun bomba ixtiro".
と発表した。 Bu e'lon qilindi.
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。 So'ngra, ko'p
o'tmay bomba portlash Tinch okeanida yadroviy portlash, tom ma'noda, u bulut yadro off edi.
この新兵器は世界中が買い求めた。 Ushbu yangi qurol butun dunyoda sotib olindi. そして、ついに世界的な核戦争
が始まったのだ。 So'ngra, u nihoyat, global yadroviy urush boshladi. 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。 to'liq yadroviy urush yadrosining bir bulut edi bo'lishga qo'rqib edi. しかし、これで、その
恐れはなくなったのだから。 Shu bilan birga, bu, endi imkoniyati tufayli.

恐れはなくなったのだから。 Shu bilan birga, bu, endi imkoniyati tufayli.
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。 Lekin, bomba u eksport qilindi
faqat samarasiz narsalar bor edi bulut yadro bartaraf etish. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。
Shunday qilib, dunyodagi eng yirik shaharlardan eng vayron qilindi. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話
している、 Oq uyda prezident g'urur gaplashayotgan,
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Siz, mening solih strategiyasi nima odamsiz?"
「上々ですよ。」 "Bu juda yaxshi bo'ldi."
と副大統領が言った。 Va vitse-prezidenti dedi.
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Endi, bu Yaponiyaning va Shveytsariya lavozim so'ng bo'ladi".
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 dunyo bo'ylab video tomosha Prezidenti gapirish.
「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。」 "Bu ham vaqt
masalasidir. Shveytsariya har qanday holatda ham, bo'ladi, Nante Men har doim Yaponiya, agar qildi,
chunki".
と国防長官が発言した。 Mudofaa kotibi qayd etdi.
「それより、」 "It, dan"
と副大統領は発言する。 Va vitse-prezidenti gapirish.
「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。」 " 'Yaponiya ham, mashxurlikka
ehtimol emas, hatto Nante ning begona prezidenti hech qachon o'ylamagandim em."
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Bor, chunki Oh, faqat ularning rahbarlariga eksport qiladi."
と大統領は答えて、笑った。 prezidenti, javob berdi kulib yubordi.
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Lekin, sen guys Bu meni qabul dono edi."
「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。」 "Men Yaponiyada boshqa g'olib
mumkin emas deb o'ylagan, chunki ham, biz. Biz bor."
悔しそうに、副大統領は述べた。 chagrined, vitse-prezidenti.
「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・・・。」 "Xo'sh, Yaponiya juda
Oyoban'yo, deb ko'p qiyin harakat sivilizatsiyasi bizning yulduz hisoblanadi. Aslida ...."
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Va, Prezident tirjayib kuldi gaplashib.
「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。」
"Xitoy harbiy robotlar, men bu erda Oq uy mehnat qilgan, o'sha bomba bizning yulduz bulutlarning yadrosi
o'chirish uchun Bu".
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Prezident, men dunyo nima, biz Qo'shma Shtatlarda
hali".
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Gapirish va Markaziy razvedka boshqarmasi direktori oshdi.
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Men ham. Olqishlagani harakat qilyapman."
と述べると大統領はグラスを取った。 prezidentni bayon qilish uchun stakanni olib.
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Kuni Yaponiyada yadro urush ochish."
「乾杯！」 "Urra!"
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。 Amerika Qo'shma Shtatlari sammiti Har shishadan birikmasi.
無口な日本の首脳 Maxfiy Yaponiya sammiti
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 vaqtda bosh vazir juda kamgap uchun ma'lum bo'lgan edi. 長い文章は
喋れないらしい。 Uzoq hukm gapirish emas ko'rinadi.
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Bosh vazir, juda hisoblanadi. Endi real yadro ...."
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Bosh Vazirlik Ofisida edi, menga, mudofaa vaziri
qo'ng'iroq keldi.
「すぐ避難を！」 "Darhol evakuatsiya!"
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。 Agar keyingi telefon ovozini eshitish
oldin, men yuz podvalda yadroviy boshpana yugurdi. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 etarli
so'ng, Yaponiya rahbarlari, barcha yadroviy boshpana yig'iladi.
「首相、どうします？」 "Bosh vazir, siz nima qilasiz?"
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Yaponiya Har bir inson rahbarlari bir ovozdan eshitmagan.
「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。」 "Ha. Biz faqat men Ikinobire
qilmasangiz. Bu juda hisoblanadi g'alaba emas."
と、わたしは答えた。 Bir marta, men javob berdi.
「そんな・・・。」 "Bu ...."
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Rahbarlari Har bir qayg'urib, shunday qilib, men
parishonxotir ham eshitgan, deb. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Men Amerikayasalgan robot emasman, chunki bu, chunki ....

奥付

Free yangi
http://p.booklog.jp/book/106322

著者 : 鳥越敦司 atushi torigoe
著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile

感想はこちらのコメントへ
http://p.booklog.jp/book/106322
ブクログ本棚へ入れる
http://booklog.jp/item/3/106322

電子書籍プラットフォーム : ブクログのパブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社ブクログ

