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Doomsday 

核爆弾 atombombe 

二〇三Ｘ年。 To hundrede og tre X år. この日も地球の空は青かった。 Empty jord denne dag var blå.
が・・・・・。 Der ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Det er meget premierminister. Amerikanske atombombe
kom flyvende!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Selv hvad! Jeg spekulerer blevet forhindret af det." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Ja, men jeg formåede at eksplodere i Stillehavet ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Dette er blevet en meget postyr. 
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 havde jeg at ramme kommandoen
over hæren ved at bruge en robot fra dette regnskabsår. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 Amerikanske pr højre af hændelsen, var selvfølgelig
officielt undskyldning. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Men den næste dag, Kina og
Pakistan har hinanden springe de atomvåben. 

先制したのは中国だったのだ。 Det var Kinas fortegningsret var. 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、 Denne fordømmelse fra hele verden gik op for, men de kinesiske militære ledere, 
「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。」 "Jeg
fortæller ham til USA, hvis der er. Klag at de militære chefer er overladt til den talentfulde

amerikanske robot." 
と声明した。 Det var en erklæring med. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Længe den har været i så robotten er aktiv over hele verden. 
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。 USA, samt det normalt robotten, såsom restauranter i vores Japan, er det også en professionel
baseball-spiller er én person robot kom ud i år. 

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。 Resultatet er ... robotten skulle have
konkurreret i 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。 Selv det amerikanske
forsvarsministerium er blevet sagt, at robotten er til stede 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。 Selvfølgelig forud for krigen
blev en FN problem, Everybody robot også FN-ansatte. 

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 skal ikke brug for



nogen løn, og fordi den anden robot meningen at reparere. 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。 Selv om udviklingen har været i USA i de senere år også i bilen samt Japans
udvikling af robotten er bemærkelsesværdigt. 

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。 Måske du og direktionen til robotten i en bestemt virksomhed, Pachinkoya medarbejderne, at det
hele robot, indsamling af Sara guld også en så 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。 Selvfølgelig er arbejdsløsheden steget,
men de fleste af de mennesker kom til at nyde fritiden. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Det har var
var glad for, at, men .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Oh yeah, skal den tale til FN i problemet. 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。 Til sidst i FN, var det meningen, at være væk fra kontakten
af Kinas militære robot. 

しかし。 Men. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Skift af denne robot er han ikke være så nemt. 

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。 Desuden leder af robotten har en række andre
robot bevogtning. 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。 For at bryde disse
robotter vil være at blæse en betydelig statsbudgettet. 

中国には、それは出来なかった。 I Kina, kunne det ikke være. 中国は国連を脱退した。 Kina har forladt FN. 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 ikke sætte hæren i forhold til
det nationale budget. 

この戦争の結果は？ Resultatet af denne krig? 世界中が注目した。 Rundt om i verden har været fokuseret. 結果

は中国の圧倒的勝利に終わったのだ。 Resultatet er jeg endte i den overvældende sejr i Kina. パキスタンは降服

した。 Pakistan var overgivelse. 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。

Stadig, men når krigen er forbi Kina blev genindsat til FN uden besættelse Pakistan.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Men Pakistan byer dem betjener Santander. 中国もかなりの打撃を受けて
いる。 Kina har også modtaget en betydelig slag. 核の雲はあちこちで上がった。 Cloud af kerner var op her og
der. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Men denne ting er blevet et globalt problem, den
amerikanske præsident, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Jeg opfandt bomben til kernen af skyen-fri". 
と発表した。 Det blev annonceret. 
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。 Derefter
eksplosionen af nukleare i Stillehavet, der detonerede bomben kort efter, bogstaveligt talt, det var fra
kernen af skyen. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Denne nye våben blev købt hele verden. そして、ついに世界的な核戦争が始まっ
たのだ。 Så det endelig for global atomkrig er begyndt. 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
。 Havde været bange for at blive en fuld atomkrig var en sky af kernen. しかし、これで、その恐れはなくなっ
たのだから。 Men dette, på grund af muligheden ikke længere. 
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。 Men, bombe til at fjerne kernen



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。 Men, bombe til at fjerne kernen
i skyen, han havde blot ineffektive ting, der er blevet eksporteret. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅
した。 Så de fleste af verdens største byer blev ødelagt. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 I
Det Hvide Hus formanden taler stolt, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Du er hvad, min opretstående strategi?" 
「上々ですよ。」 "Det er meget bedst." 
と副大統領が言った。 Og vicepræsident sagde. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Nu, det er Japan og den schweiziske position er efter." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Formand, tale mens du ser videoen rundt om i verden. 
「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。」 "Det er det også et
spørgsmål om tid. Schweiz er under alle omstændigheder, Nante fordi jeg gjorde anytime hvis Japan." 
と国防長官が発言した。 Forsvarsminister har udtalt, at. 
「それより、」 "Det fra," 
と副大統領は発言する。 Og vice president for at tale. 
「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 af dem selv, Une
sandsynligvis ikke engang aldrig tænkt Nante s alien præsident." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Åh, fordi der kun er eksporterer til deres hoveder." 
と大統領は答えて、笑った。 Præsidenten svarede, lo. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Men, du fyre Det var klogt, accepteret mig." 
「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。」 "Selv vi er. Vi er fordi jeg
troede, at jeg ikke kan vinde den anden i Japan." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Den chagrined, næstformand sagde. 
「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・・・。」  "Nå, Japan er i vores
stjerne civilisation forsøger meget hårdere er, meget Oyoban'yo. Faktisk ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Og formanden TALKING lo grinende. 
「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。」
"At de kinesiske militære robotter, for jeg har arbejdet her i Det Hvide Hus, dem bombe at slukke kernen i
skyer af vores stjerne." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Præsident, jeg verden er stadig, hvad vi i USA." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Taler og er steget CIA-direktør. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Jeg er så også. Forsøger at skåle." 
と述べると大統領はグラスを取った。 At beskrive præsidenten tog glasset. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Den dag at lancere en atomkrig på Japan." 
「乾杯！」 "Cheers!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  USA topmøde Alle er en kombination af glasset. 
無口な日本の首脳 Tilbageholdende topmøde Japan 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Premierminister på det tidspunkt var den, der var kendt for en
meget fåmælt. 長い文章は喋れないらしい。 Lang sætning synes ikke tale. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Premierminister, er meget. Nu den virkelige kerne ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Var i Statsministeriet, for mig, forsvarsministeren kom
til at kalde. 
「すぐ避難を！」 "Evakuere Umiddelbart!"

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。 Før du høre stemmen af den efterfølgende
telefon, jeg løb væk til den nukleare ly i kælderen. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Efter
nok, er Japans ledere alle samlet i den nukleare husly. 
「首相、どうします？」 "Premierminister, gør du?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Lederne af Japan Alle har hørt enige. 
「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. Vi har kun gør ikke
jeg Ikinobire. Det er meget gevinst er ikke." 
と、わたしは答えた。 Engang svarede jeg. 
「そんな・・・。」 "Det ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Ledere Alle er en Klagesang så, jeg havde hørt i
distræte. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Dette er fordi, da jeg er amerikansk-made
robot ....
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