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Doomsday 

核爆弾 iparun bombu 

二〇三Ｘ年。 Meji ọgọrun ati mẹta X years. この日も地球の空は青かった。 Sofo aiye oni yi je bulu.
が・・・・・。 Nibẹ ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "O jẹ gidigidi nomba iranse. American iparun bombu wá
fò!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Ani ohun ti mo Iyanu a ti idaabobo nipasẹ o." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Bẹẹ ni, sugbon mo ti isakoso lati gbamu ninu awọn

Pacific Ocean ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Eleyi ti di kan gan commotion. 
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 Mo ni lati lu awọn pipaṣẹ ti

awọn ogun nipa lilo a robot lati yi inawo odun. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 American fun ọtun ti awọn isẹlẹ, je dajudaju ifowosi

apology. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Ṣugbọn awọn ọjọ kejì, China ati Pakistan ni

kọọkan miiran foju iparun awọn ohun ija. 

先制したのは中国だったのだ。 O je China ká ami-emptive wà. 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、 Yi ìdálẹbi lati kakiri aye lọ soke fun, ṣugbọn awọn Chinese ologun olori, 
「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。」 "Mo sọ
fún un si awọn United States ba ti wa ni. Kerora wipe awọn ologun commanders ti wa ni sosi lati awọn

abinibi Amerika robot." 
と声明した。 O je kan gbólóhùn pẹlu. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Gun ti o ti ni ki awọn robot ni lọwọ gbogbo agbala aye. 
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, bi daradara O ni maa n ni robot, gẹgẹ bi awọn onje ni wa Japan, o jẹ tun kan

ọjọgbọn baseball player jẹ ọkan eniyan robot kuro odun yi. 

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。 Awọn esi ni ... awọn robot je lati ti competed
ni awọn Gbogbo-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。 Ani awọn United States
Sakaani ti olugbeja ti a ti wi pe awọn robot ni bayi 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。 Dajudaju niwaju ti awọn ogun o
ti di a United Nations isoro, Pipe gbogbo robot tun UN osise. 



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 ni lati ko nilo
eyikeyi ekunwo, ati awọn ikuna ti awọn miiran robot ti wa ni ikure lati tun. 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。 Biotilejepe awọn idagbasoke ti ni United States, ni odun
to šẹšẹ tun ni awọn ọkọ ayọkẹlẹ bi daradara bi Japan ká idagbasoke ti awọn robot ni o lapẹẹrẹ. 

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。 Boya o ati awọn executive si awọn robot ni kan awọn ile, Pachinkoya awọn abáni, ti o si gbogbo
robot, gbigba ti Sara wura tun kan ki 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。 Dajudaju, alainiṣẹ ti pọ, ṣugbọn julọ

ninu awọn enia si wá lati gbadun awọn fàájì akoko. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 O ti n ti a je dùn
pé, ṣugbọn .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Beni, o gbọdọ sọ fun awọn United Nations ti awọn isoro. 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。 Bajẹ ni United Nations, ti o ti ikure lati wa
ni pa awọn yipada of China ká ologun robot. 

しかし。 Sibẹsibẹ. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Yipada ti yi robot ni o ko ni le bi
rorun. 

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。 Jubẹlọ, awọn olori ninu awọn robot ni o ni

nọmba kan ti miiran robot ẹṣọ. 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。 Lati ya awọn
wọnyi roboti yoo jẹ to fẹ a significant ipinle isuna. 

中国には、それは出来なかった。 Ni China, o ko le jẹ. 中国は国連を脱退した。 China ti osi ni 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 kò fi àwọn ọmọ ogun ni ibatan

si awọn orilẹ-isuna. 

この戦争の結果は？ Awọn esi ti yi ogun? 世界中が注目した。 Ni ayika agbaye ti a ti lojutu. 結果は中国の圧倒的

勝利に終わったのだ。 Awọn esi ni mo ti pari ni lagbara gun ti China. パキスタンは降服した。 Pakistan je
tẹriba. 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。 Ṣi, sugbon nigba ti awọn
ogun jẹ lori China ti a reinstated si awọn United Nations lai ojúṣe Pakistan.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Sugbon, Pakistan ilu awon sìn Santander. 中国もかなりの打撃を受けて
いる。 China ti tun gba a significant fe. 核の雲はあちこちで上がった。 Awọsanma ti iwo wà soke nibi ati
nibẹ. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Ṣugbọn nkan yi ti di a agbaye isoro, awọn American
Aare, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Mo ti a se ni bombu si arin ti awọsanma-free." 
と発表した。 Ti o ti kede. 
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。 Nigbana ni, awọn
bugbamu ti iparun ni Pacific Ocean, ti o detonated ni bombu Kó lẹhin, gangan, ti o wà pa awọn mojuto ti
awọsanma. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Yi titun ija ti ra gbogbo agbala aye. そして、ついに世界的な核戦争が始まっ



この新兵器は世界中が買い求めた。 Yi titun ija ti ra gbogbo agbala aye. そして、ついに世界的な核戦争が始まっ
たのだ。 Ki o si, o nipari ti agbaye iparun ogun ti bere. 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。 Ti bẹru lati di kan ni kikun iparun ogun je kan awọsanma ti awọn arin. しかし、これで、その恐れはな
くなったのだから。 Sibẹsibẹ, yi, nitori ti awọn seese ko to gun. 
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。 Sugbon, bombu lati se imukuro
awọn mojuto ti awọsanma ti o ni o kan doko ohun ti o ti a ti okeere. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅
した。 Nítorí náà, julọ ti aye ni ilu pataki ni won run. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 Ni
awọn White House Aare ti wa ni sọrọ inu didun, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "O ba ohun ti, mi ṣinṣin nwon.Mirza?" 
「上々ですよ。」 "O ni gan ti o dara ju." 
と副大統領が言った。 Ati awọn Igbakeji Aare wi. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Bayi, ti o ni Japan ati awọn Swiss ipo ti wa ni lẹhin." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Aare, sọ nigba ti wiwo awọn fidio kakiri aye. 
「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。」 "O ti o jẹ tun kan ọrọ
kan ti akoko. Switzerland ni, ni eyikeyi nla, Nante nitori ti mo ti ṣe nigbakugba ti o ba ti Japan." 
と国防長官が発言した。 Akowe ti olugbeja ti so wipe. 
「それより、」 "O lati," 
と副大統領は発言する。 Ati Igbakeji Aare lati sọrọ. 
「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 ti 'em ani, Une jasi jẹ
ko ani ko ro Nante ká ajeeji Aare." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Oh, nitori nibẹ ni nikan okeere lati ori wọn." 
と大統領は答えて、笑った。 Awọn Aare lóhùn pé, rerin. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Sugbon, o buruku O je ologbon ti o ti gba mi." 
「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。」 "Ani ti a ba wa. A wa ni, nitori
ti mo ro Emi ko le win awọn miiran ni Japan." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 The chagrined, Igbakeji-Aare wi. 
「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・・・。」  "Daradara, Japan ni,
ninu wa Star ti ọlaju gbiyanju Elo le jẹ, gan Oyoban'yo. Ni o daju ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Ati, Aare sọrọ rerin 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。」
"Ti awọn Chinese ologun roboti, to mo ti a ti ṣiṣẹ nibi awọn White House, àwọn bombu lati pa awọn arin ti
awọn awọsanma ti wa star." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Aare, mo ti aye jẹ ṣi ohun ti a ni United States." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Soro ki o si ti jinde CIA Oludari. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Mo n bẹ pẹlu. Gbiyanju lati tositi." 
と述べると大統領はグラスを取った。 Lati se apejuwe awọn Aare si mu awọn gilasi. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Lori awọn ọjọ lati lọlẹ a iparun ogun on Japan." 
「乾杯！」 "Shiaaasii!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  United States ipade Gbogbo eniyan ni a apapo ti awọn gilasi. 
無口な日本の首脳 Reticent Japan ipade 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Alakoso Agba ni akoko je ni ọkan ti o ti a mo fun a gan taciturn.
長い文章は喋れないらしい。 Long gbolohun dabi ko sọ. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Alakoso Agba, jẹ gidigidi. Bayi awọn ti gidi arin ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Wà ninu awọn NOMBA Minisita ká Office, fun mi, awọn
olugbeja iranse wá lati pe. 
「すぐ避難を！」 "Lẹsẹkẹsẹ evacuate!"

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。 Ṣaaju ki o to gbọ ohùn awọn tetele foonu,
mo sá lọ si iparun koseemani ninu awọn ipilẹ ile. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Lẹhin
ti to, Japan ká olori wa ni gbogbo jọ ninu awọn iparun koseemani. 
「首相、どうします？」 "Alakoso Agba, ni o ṣe?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Awọn olori ti Japan eniyan ti gbọ unanimous. 
「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. A nikan ko ba ni mo
se Ikinobire. O ti wa ni gan win ni ko." 
と、わたしは答えた。 Lọgan ti, Mo si dahùn. 
「そんな・・・。」 "Ti o ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Olori Gbogbo eniyan ni, a si pohùnrére ẹkún bẹ, mo
ti gbọ ni nílé-afe. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Eleyi jẹ nitori, niwon Mo wa
American-ṣe robot ....
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