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核爆弾 ibhomu lenuzi

二〇三Ｘ年。 X Eminyakeni emibili nantathu. この日も地球の空は青かった。 umhlaba Empty yilolu suku kwaba
blue. が・・・・・。 Kukhona ......
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Kuyinto undunankulu kakhulu. Ibhomu lenuzi American
weza endiza!"
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Yebo, nalokho! I wonder livinjelwe yiwo."
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Yebo, kodwa ngakwazi qhumisa ePacific Ocean ...."
これは大変な騒ぎとなった。 Lona sekuwumsebenzi kakhulu ukuxokozela.
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。 NeMelika Kwadingeka hit umyalo yebutho
ngokusebenzisa irobhothi kusukela kulo nyaka kwezimali.
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 American kwesokudla sigameko ngalinye, kwaba Yebo
ngokusemthethweni ukuxolisa. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。 Kodwa ngosuku
olulandelayo, China futhi Pakistan babe nomunye weqa izikhali zenuzi.

先制したのは中国だったのだ。 Yingaleso China sika pre-emptive kwaba. 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、 Lokhu ahlulelwa emhlabeni wonke wenyuka, kodwa amaShayina abakhuzi bempi,
「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。」
"Ngimtshelile United States uma kukhona. Khalaza ukuthi abalawuli bamabutho besala ukuba irobhothi
abanamakhono American."
と声明した。 Kwakuwusuku isitatimende.
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Long-ke ubelokhu ukuze robot iyasebenza emhlabeni wonke.
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, kanye Kujwayele the robot, ezifana zokudlela eJapane wethu, liphinde umdlali
okhokhelwayo baseball ungumuntu oyedwa robot iphuma kulo nyaka.

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。 Umphumela uba ... robot bekumele ligcwaliswe
ku 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。 Ngisho uMnyango United States
Wezokuphepha Kuye kwathiwa irobhothi Oita abakhona.

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。 Yiqiniso Of ngaphambi kwempi
yase-ke waba nenkinga United Nations, Wonke umuntu robot futhi abasebenzi UN.

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 iwukuba akudingeki

yimuphi iholo, futhi ukwehluleka ezinye robot okufanele ukulungisa. 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。 Nakuba ukwakhiwa ubelokhu e-United States, eminyakeni yamuva
futhi emotweni kanye nokuthuthukiswa yaseJapane robot ephawulekayo.

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。 Mhlawumbe wena kanye executive kuya robot in inkampani ethile, Pachinkoya abasebenzi, zonke
robot, iqoqo Sara igolide nazo irobhothi kangaka.

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。 Yiqiniso, abangasebenzi lenyukile, kodwa
iningi labantu agcina isikhathi sokungcebeleka. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 It kwaba wayejabula
ngokuthi, kodwa ....

そうそう、国連の問題を話さなければならない。 Oh yeah, kumele ukhulume iZizwe Ezihlangene yenkinga. 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。 Ekugcineni Yezizwe, kwakufanele ukuba abe off
switch of robot China zempi.

しかし。 Nokho. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Shintsha yaleli robhothi akuyena yini kube
lula.

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。 Ngaphezu kwalokho, umholi we robot has a number
of nezinye robot yokuqapha. 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。 Ukuze aphule
lezi amarobhothi kuyoba ngesikhathi kuqhunyiswa esimweni isabelomali eziphawulekayo.

中国には、それは出来なかった。 EChina, kwakungase kungabi. 中国は国連を脱退した。 China uye washiya
inhlangano yeZizwe Ezihlangene. 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 akazange abeke ibutho maqondana Isabelo Sezimali SikaZwelonke.

この戦争の結果は？ Umphumela yale mpi? 世界中が注目した。 Emhlabeni wonke iye egxile. 結果は中国の圧倒的勝利
に終わったのだ。 Umphumela uba I ngo ukunqoba obuqand China. パキスタンは降服した。 Pakistan kwaba lacela
umaluju. 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。 Noma kunjalo, kodwa
lapho impi isiphelile China wabuyiselwa eZizweni Ezihlangene ngaphandle yokuvinjezelwa Pakistan.
だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Kodwa, imizi Pakistan labo abakhonza Santander. 中国もかなりの打撃を
受けている。 China futhi uye wathola buhlungu eziphawulekayo. 核の雲はあちこちで上がった。 Cloud of nuclei
bekuya lapha nalaphaya. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Kodwa le nto abe yinkinga
yembulunga yonke, umongameli American,
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Mina owasungula ibhomu kuya nucleus yaleli fu-free."
と発表した。 Kwamenyezelwa.
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。 Bese, ukuqhuma
zenuzi ePacific Ocean, ukuthi liqhuma ibhomu ngemva nje kokubuthwa, ngokwezwi nezwi, kwaba off umnyombo
efwini.
この新兵器は世界中が買い求めた。 Lokhu isikhali entsha owathengwa emhlabeni wonke. そして、ついに世界的な核
戦争が始まったのだ。 Khona-ke, ekugcineni sokusongela kwempi yenuzi global sewucalile. 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。 Wayekade ngesaba ukuba abe impi umnyuziki yenuzi kwaba ifu nucleus. し

て恐れられていたのは核の雲だった。 Wayekade ngesaba ukuba abe impi umnyuziki yenuzi kwaba ifu nucleus. し
かし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Nokho, lokhu, ngenxa yokwesabela ayisekho.
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。 Kodwa, ibhomu ukuqeda umnyombo
ifu wayesanda izinto ayizwakali ukuthi akhishwe. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Ngakho, iningi
emadolobheni amakhulu emhlabeni yabhidlika. 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 uMongameli ukhuluma ngeqholo,
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Uneminyaka lokho, isu yami uqotho?"
「上々ですよ。」 "Kuyinto kunakho."
と副大統領が言った。 Futhi uMongameli Vice wathi.
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Manje, lokho Japan kanye nesikhundla Swiss lungemva."
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 UMongameli, khuluma ngesikhathi ebuka ividiyo emhlabeni wonke.
「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 liphinde Kuxhomeke
isikhathi. Switzerland kuyinto, Kunoma yikuphi, Nante ngoba ngiye ngaphilisa kunini uma Japan."
と国防長官が発言した。 UNobhala Wezokuvikela ishilo ukuthi.
「それより、」 "It kusuka,"
と副大統領は発言する。 Futhi Iphini likamengameli ukuba akhulume.
「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 ngisho, Une
cishe akuyona ngisho ngicabange umongameli Nante sika alien."
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Oh, ngoba kukhona kuphela lemikhiqizo amakhanda abo."
と大統領は答えて、笑った。 Umongameli waphendula, wahleka.
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Kodwa, nina bafana Yingaleso esihlakaniphile
wangamukela."
「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。」 "Ngisho esiyikho. Singabantu,
ngoba ngangicabanga ukuthi ngeke siyinqobe omunye eJapane."
悔しそうに、副大統領は述べた。 I chagrined, iphini likamengameli wathi.
「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・・・。」 "Awu, Japan, star yethu
impucuko ngokuzama nzima kangakanani, Oyoban'yo kakhulu. Eqinisweni ...."
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Futhi, uMongameli Talking wahleka obusinekayo.
「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。」
"Ukuthi Chinese amarobhothi wezempi, ukuze Bengisebenza lapha White House, labo ibhomu ukuvala nucleus
ye namafu star yethu."
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "UMengameli, mina izwe namanje lokho thina e-United
States."
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Ekhuluma futhi uvukile CIA Director.
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Ngithathe kanjalo. Ukuzama ukuba ubhontshisi."
と述べると大統領はグラスを取った。 Ukuchaza umongameli wathatha ingilazi.
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Ngosuku ukuqalisa impi yenuzi eJapane."
「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 Wonke inhlanganisela ingilazi.
無口な日本の首脳 Engakhulumi Japan summit
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 UNdunankulu ngesikhathi nguye yayaziwa ngokukhiqiza i taciturn
kakhulu. 長い文章は喋れないらしい。 isigwebo Long ubonakala ayikwazi ukukhuluma.
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "UNdunankulu, kuyinto kakhulu. Manje nucleus real ...."
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Was Office uNdunankulu sika, kimi, ungqongqoshe
wezokuvikela ukuzosiza.
「すぐ避難を！」 "Ngokushesha khipha!"
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。 Ngaphambi uzwa izwi ifoni ezalandela,
ngeqa yokukhosela enuzi egumbini. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Ngemva ngokwanele,
abaholi yaseJapane nemihlangano kule yokukhosela enuzi.
「首相、どうします？」 "UNdunankulu, ingabe unawo na?"
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Abaholi Japan Wonke oye wezwa kuBaba futhi sithathwe
ngokuhlanganyelwa.
「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。」 "Yebo. Thina nje musa
ukukwenza mina Ikinobire. Kuyinto kakhulu win akuyona."
と、わたしは答えた。 Ngesinye isikhathi, ngiphendula.
「そんな・・・。」 "Lokho ...."
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 Wonke, isililo ngakho, engangikuzwe the
ngingekho ovulekile. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Lokhu kungenxa yokuthi,
njengoba Ngikhathazekile enziwe eMelika anobudlova robot ....
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