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Doomsday 

核爆弾 nuclear bomb 

二〇三Ｘ年。 X annos ducentos. この日も地球の空は青かった。 Hodie lividum inhabitabili. が・・・・・。 Et
...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Sit primus minister. Venere volantes American
nuclear bomb" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Et quid demiror prohibitus est." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Sed in Oceano Pacifico potui dissiliunt ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Hic factus est motus. 
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。 Americae ferire me de exercitu robot
fiscali per annum. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 Latin ius est per accidens, est quidem publica
satisfactione. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Sequenti vero die Sinarum omit se
telis nuclearibus dui. 

先制したのは中国だったのだ。 Pre-emptive amet erat erat. 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、 Hoc iudicium ascendit ad orbem terrarum, sed Seres exercitus, 
「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。」 "Si dico
ut eros. Conquereris American militum reliqui ingeniosi robot." 
と声明した。 It was with a statement. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Robot diu ut agens in toto orbe terrarum. 
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。 Civitatum Foederatarum et ipsum robot solet, ut in Pretium popinae, sit amet blandit a robot
emersit anni unius ludio ludius. 

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。 Ita fit, ut opi robot ... omne astrum. 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。 Etiam eros Donec sit Oita robot dictum est defensio. 

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。 Scilicet ante belli
Consociationis Nationum quaestio factus est, et omnes robot UN legati. 

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 stipendio opus non
est, et cetera ruinam reparare robot putatur. 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。 Cum progressionem in Iunctus Civitas, ut nuper in Japan scriptor progressum robot



curru insignis. 

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。 Maybe vos esse in exsecutiva et robot in quadam societate, Pachinkoya elit, omnes ad eam robot, a
Collection of Sara quoque aurum, et 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。 Donec eu crevit, sed etiam ad populi
otium frui. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Suus esse voluit, sed .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  O Yeah, temperatione Nationum Conjunctarum dicendum ad
quaestionem. 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。 Tandem in cunctis Gentibus
Coniunctis conferendo, esse putabatur pactione de Sinarum robot. 

しかし。 Autem. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Switch quod robot, est non facile. 

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。 Sed alia est dux robot robot seruabant. 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。 Ad horum irritum erit, ut succendam in robots
significant statum budget. 

中国には、それは出来なかった。 In Sinis non posset. 中国は国連を脱退した。 Consociatio Nationum reliquit
elit. 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。 Etiam quis purus exercitus ad publica
non ponebat robot elit. 

この戦争の結果は？ Ex hoc bello? 世界中が注目した。 Mundus circum feruntur. 結果は中国の圧倒的勝利に終わった

のだ。 Et ideo bene desieram superamus in elit. パキスタンは降服した。 Dui erat, in deditionem accepit. 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。 Sed elit est peracto autem bello,
et restituit ad Nationum Unitarum immunis ageret dui.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Sed, purus urbes erant ad Santander. 中国もかなりの打撃を受けている
。 Et accepi a signanter ictum in Sinis. 核の雲はあちこちで上がった。 Nubes nuclei sunt hic et ibi. この事
は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Sed haec res pernecessaria est quaestio praesidens
Americanus, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Ego liberum reperit bomb nucleum nube." 
と発表した。 Et nuntiatum est. 
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。 Tum in Oceanum
Pacificum nuclear CREPITUS quod paulo post bomb detonated literaliter autem Core de medio caliginis. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Hoc toto orbe novi redimebant. そして、ついに世界的な核戦争が始まったのだ。
Tunc tandem global nuclear bellum incepit. 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。 Plenam
potestatem nuclear bellum substitisse nucleum nubes. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Hoc
enim non posse. 
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。 Sed bomb tollere frustra fuisset
nubes quae nucleum exportata. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Igitur, orbis major urbium diruti
sunt. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 Praeses in Candidam Casam loquitur superbe 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Tu es, quae, meo consilio iustorum?" 
「上々ですよ。」 "Est optima." 
と副大統領が言った。 Et Vice Praeses dixit. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Nunc autem quod ratio Helvetiorum eleifend." 



「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Nunc autem quod ratio Helvetiorum eleifend." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Praeses, dum vigilo video loqui ligula. 
「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。」 "Hoc ipsum etiam
tempus. Helvetia est utique, si quisquam in eo nante risus." 
と国防長官が発言した。 Secretarius Defensio edixit. 
「それより、」 "Et de" 
と副大統領は発言する。 Et locutus est ad vitium praeside. 
「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 etiam, Une
fortasse non numquam etiam alieno nante est praeses." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "O, propter hoc quod ad eos mittit. ' 
と大統領は答えて、笑った。 Respondens autem praeses, risit. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "At sapiens fuit pueros suscepit me." 
「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。」 "Et nos. Nos enim in Iaponia
vincere non putavi." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Et doliturus, Vice-Praeses dixit. 
「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・・・。」  "Bene, risus est, dum
in cultu, stella, multo gravius est, ipse Oyoban'yo. In ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Et Praeses talking ridentem risit. 
「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。」
"Quod Seres militaris robots ad Candidam Casam, quod hic labor, qui nucleum bomb averte Stella nubibus."
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Praesidens, quod mundus est in Iunctus Civitas." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 De CIA Director, et surrexit. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Ego sic. Largo conatus." 
と述べると大統領はグラスを取った。 Praeses accepit describere vitri. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Die nuclear bellum mittere risus." 
「乾杯！」 "Fremitus!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Quisque Foederatarum summitatem vitri compositum. 
無口な日本の首脳 TACITURNUS culmen Japan 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Prime Minister tum erat admodum taciturn qui erat notus. 長い文章
は喋れないらしい。 Diu sententia videtur loqui. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Prime Minister est. Sed verum nucleum ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Eram in Prime Minister, mihi ad tutamentum ministrum
vocant. 
「すぐ避難を！」 "Statim decedere!"

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。 Antequam audias vocem phone sequentes
cucurri ad nuclei fiduciam in cella. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Cum satis collecta
sunt principes nuclear umbra risus. 
「首相、どうします？」 "Minister, agis?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Quisque eleifend audito principes convenerunt. 
「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. Tantum Ikinobire non
ego. Sed non est vincere." 
と、わたしは答えた。 Quondam mihi dixit. 
「そんな・・・。」 "Quod ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Omnes principes planctum ita absenti audieram in
animo. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Quia enim factus sum Latin .... robot
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