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Doomsday 

核爆弾 tuumapommi 

二〇三Ｘ年。 Kakssada kolme X aastat. この日も地球の空は青かった。 Tühi maa see päev oli sinine.
が・・・・・。 Seal ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "See on väga peaministriks. American tuumapommi tuli
sõidavad!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Isegi mida! Ma ei tea, ära hoida seda." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Jah, aga mul õnnestus plahvatama Vaikse ookeani ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 See on muutunud väga trügimine. 
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。 Ameerikas oli mul tabanud käsk armee
abil robot selle eelarveaasta. 
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 paremal intsident oli muidugi ametlikult
vabandust. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Aga järgmisel päeval, Hiina ja Pakistan on
üksteise vahele tuumarelvi. 

先制したのは中国だったのだ。 See oli Hiina ennetava oli. 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、 See hukkamõistu üle kogu maailma läksid üles, kuid Hiina sõjaväe juhid, 
「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。」 "Ma ütlen
talle, et Ameerika Ühendriigid, kui on. Kurdavad, et väejuhatusele jätta andekas American robot." 
と声明した。 See oli avalduse. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Pikaajaline see on olnud nii, et robot on aktiivne üle kogu
maailma. 
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。 Ameerika Ühendriigid, samuti See on tavaliselt robot, nagu restoranid meie Jaapan on ka
professionaalne näitleja on üks inimene robot kerkis sel aastal. 

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。 Tulemuseks on ... robot pidi võistlesid 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。 Isegi Ameerika Ühendriikide
Kaitseministeerium on öeldud, et robot on kohal 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。 Muidugi enne sõda sai ÜRO
probleem, Everybody robot ka ÜRO töötajad. 

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 on pea igasugune palk,



ja suutmatus teine robot peaks parandama. 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。 Kuigi areng on olnud USA, viimastel aastatel ka autos samuti Jaapani areng robot on
tähelepanuväärne. 

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。 Äkki ja täitevvõimu robot teatud firma, Pachinkoya töötajatele, et see kõik robot, kogumise Sara
kuld ka nii 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。 Muidugi, töötus on kasvanud, kuid enamik
inimesi tuli nautida vaba aega. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 See oli hea meel, et, aga .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Ah jaa, see peab rääkima ÜRO probleemi. 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。 Lõpuks ÜRO, see pidi olema välja lüliti Hiina Sõjandusrobot. 

しかし。 Kuid. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Switch see robot on ta ole nii lihtne. 

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。 Lisaks juht robot on mitmeid teisi robot valve.
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。 Et murda nende robotid on löök
märkimisväärne riigieelarvest. 

中国には、それは出来なかった。 Hiinas ei saaks. 中国は国連を脱退した。 Hiina on lahkunud ÜRO. 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 ei lasknud armee seoses riigieelarve. 

この戦争の結果は？ Selle tulemusena sõda? 世界中が注目した。 Maailmas on keskendunud. 結果は中国の圧倒的勝

利に終わったのだ。 Tulemuseks on mul lõppes ülekaaluka võidu Hiina. パキスタンは降服した。 Pakistan oli
üleandmist. 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。 Ikka, aga kui sõda on
lõppenud Hiina viidi tagasi ÜRO ilma okupatsiooni Pakistan.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Aga Pakistani linnades neid teenindavad Santander. 中国もかなりの打
撃を受けている。 Hiina on saanud ka oluline löök. 核の雲はあちこちで上がった。 Cloud tuumade olid siin ja
seal. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Aga see asi on saanud ülemaailmne probleem,
Ameerika president, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Ma leiutas pomm tuuma pilv-free." 
と発表した。 See oli teada. 
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。 Siis plahvatust
tuumaenergia Vaikse ookeani, et lõhkeda pomm peatselt pärast, sõna otseses mõttes, et see oli ära tuum
pilv. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 See uus relv osteti üle kogu maailma. そして、ついに世界的な核戦争が始まっ
たのだ。 Siis, kui ta lõpuks globaalne tuumasõda on alanud. 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。 Oli kartnud, et saada täis tuumasõda oli pilv tuuma. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。
Kuid see, sest võimalus enam. 
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。 Aga pomm kõrvaldada tuum pilv
oli ta lihtsalt ebaefektiivne asju, mis on eksporditud. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Niisiis,
enamik maailma suurlinnade hävitati. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 Valges Majas president
räägib uhkusega, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Sa oled see, mida minu püsti strateegia?" 
「上々ですよ。」 "See on väga head." 



「上々ですよ。」 "See on väga head." 
と副大統領が言った。 Ja asepresident ütles. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Nüüd, see on Jaapani ja Šveitsi positsioon on pärast." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 President rääkida vaadates video üle maailma. 
「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。」 "See on ka aja küsimus.
Šveits on igal juhul nante sest tegin igal ajal, kui Jaapanis." 
と国防長官が発言した。 Secretary of Defense on märkinud, et. 
「それより、」 "See on," 
と副大統領は発言する。 Ja asepresident rääkida. 
「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。」 "Jaapanis 'em isegi, Une
ilmselt ei ole isegi kunagi mõelnud nante on välismaalane president." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Oh, sest seal on ainult ekspordib oma pead." 
と大統領は答えて、笑った。 President vastas, naeris. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Aga kutid See oli tark, et aktsepteeritud mulle." 
「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。」 "Ehkki me oleme. Me oleme, sest
ma arvasin, et ma ei saa võita teiste Jaapanis." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Harmistunut asepresident ütles. 
「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・・・。」  "Noh, Jaapan on meie
täht tsivilisatsiooni üritab palju raskem on, väga Oyoban'yo. Tegelikult ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Ja president rääkimise naeris irvitades. 
「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。」
"See, et Hiina sõjalise robotid, et ma olen siin töötanud Valges Majas, need pomm välja lülitada tuumas
pilved meie linnas." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "President, maailm on ikka see, mida me USAs." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Rääkides ja tõusnud CIA direktor. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Ma olen nii ka. Proovin terviseks." 
と述べると大統領はグラスを取った。 Kirjeldada president võttis klaasi. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Päeval käivitada tuumasõda kohta Jaapanis." 
「乾杯！」 "Terviseks!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Ameerika Ühendriikide tippkohtumine Igaüks on kombinatsioon
klaasi. 
無口な日本の首脳 Sõnakehv Jaapani tippkohtumine 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Peaminister ajal oli see, kes oli tuntud väga sõnaaher. 長い文章は
喋れないらしい。 Pikk lause ei tundu rääkida. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Peaminister on väga. Nüüd reaalne tuumas ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Oli peaministri büroo, mulle kaitseminister tuli
helistada. 
「すぐ避難を！」 "Kohe evakueerida!"

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。 Enne kui kuulda järgneva telefon, ma
põgenesin tuuma peavarju keldris. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Pärast piisavalt,
Jaapani liidrid on kõik kogutud tuuma peavarju. 
「首相、どうします？」 "Peaministri sa teed?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Juhid Jaapani Igaüks on kuulnud üksmeel. 
「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。」 "Jah. Me ainult ei tee ma
Ikinobire. See on väga win ei ole." 
と、わたしは答えた。 Ükskord vastas. 
「そんな・・・。」 "See ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Juhid Igaüks on, hala nii, olin kuulnud hajameelne.
なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Seda seetõttu, kuna ma olen Ameerika valmistatud
robot ....
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