
最後の地球人
世界の人口は、限りない増加を続けた。
「いったい、どこまでふえるんだ」
「これ以上ふえたら、どうなるんだろう」
「なんとかしなくては」
時々思い出したように。議論が繰り返された。しかし、子供を作るなとも言えず、生まれてきた者を始末す
るわけにも行かなかった。人間にはそれぞれ生きる権利があった。
誰もこの現象を憂えて*1いた。しかし、実行については「自分は別さ」といった調子で考えた。みなが同じ
気分だったので、人口は決して減る気配を示さなかった。
世界のいたるところが、都会となっていた。サハラやゴビ*2の砂漠の　

りょっか
緑化　計画がやっと完了したころには、

もうその森を切り倒し、そこの都会を建設しなければならなかった。
もはや、戦争をするどころではなかった、戦争は余裕のあった時代の、遊びのひとつとして思い出された。
だが、戦争をしなくなっても、科学は進歩した。増え続ける人間を整理するには、科学にたよらなければなら
ないのだ。
人口が増えると、その生活を保障するために、科学を進めなければならない。しかし、科学が進むと生活が
高まり、さらに人口が増えた。このいたちごっこ*3を繰り返し、人間たちは全能力をあげて人口増加との　

ひそう
悲壮　

な戦いを続けていた。一刻も休むわけに行かず、また、勝利の見通しのない戦いだった。
食料は人工的に合成されるようになり、植物はいらなくなった。炭酸ガスを酸素に戻すことも機械的に行わ
れるので、植物のありがたみ*4は少なくなる一方だった。べつに植物がきらい*5になったのではない。植物を
生育させる場所が、なくなっていったのだ。
動物や昆虫も、とうの昔に　

いっそう
一掃　された。*6。食料が惜しいからではない。そんなものを、生かしておく場所

がないのだった。蝶も花も、人間の生存のためには、身を引いてもらわなければならなかった。地球は人類の
ものなのだから。
科学の進歩は、　

ふくさんぶつ
副産物　として、寿命をも延ばした。これがまた、人口増加に拍車*7をかけた。地球が　

いっかいてん
一回転　

するたびに、その表面の人口は雪だるま*8のように増えていった。
「百億をこえた」そして、まもなく「二百億をこえた」
とどまるところを知らなかった。世界は、ひとつの都会になった。人類は、完全に地上に満ち溢れた。政治
家も科学者も、ついにさじを投げた*9。どんな社会政策も宇宙移民も、この洪水を防ぎきれなかった*10。
「もうたくさんだ、助けてくれ...」

*1 うれえる
*2 戈壁
*3 悪性循環
*4 ありがたい、有り難い
*5 嫌う
*6 とう: 老早, 根早以前, 常以とうのむかし、とうから、とうに的形式, 誇張語氣較強
*7 刺馬針
*8 達磨
*9 絶望

*10 =防ぎ遂げなかった
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誰も彼も心の底でこう叫んだ。口に出して叫ぼうにも、誰に向かって叫んでいいのかわからなかった。*11全
人類が始めて、同じ反省と祈りを待つことのできた一瞬だった。
増加は止まった。そして、減り始めた。調ぺてみると、　

ひとくみ
一組　の夫婦から一人しか子供が生まれなくなってい

たのだ。学者たちは例によって、いろいろ理屈をつけた。
「各地の　

げんしろ
原子炉　から出た放射能が、空中にたまったせいだろう」

「いや、人口が増えすぎると緊張がつづき、ストレスが起こって、体に影響を与えるものだ」
「いやいや、人類という種族の寿命が尽きたのだろう」
「とんでもない。動植物を一掃したので、自然界とのバランスが崩れたのだ」
「ちょっと待ってくれ。人口食料ばかり食べていると、体質が変わってしまうといった考え方もあるぞ」
それぞれ自己の主張を通そうと躍気*12となり*13、どうすればいいかについては、なかなか一致しなかった。
もっとも、少しぐらい減るのはけっこうじゃないか、といった気分がみなぎって*14いたので、なにも熱心に
対策をたてる必要もなかった。
「サルでも進化させるんだな」
といった冗談を飛ばす者もいた。だが、サルばかりでなく、人間以外の動物はすでに絶滅していた。
いずれにせよ、戦いは終わった。余裕が出てきた。世の中は少しずつ落ち着いていった。両親は子供を、な
によりもかわいがった。その一人っ子たちは、成長すると両親から財産を受けつぎ、何代かたつと、誰もが
　
ゆうふく
裕福　になるのだった。みんなそれぞれ資本家や地主になった。
それに、かつてのように、わけも分からず働き続けることもいらなかった。働く時間は少なくなった。大規
模な生産設備は、ちょっと動かすだけでも有り余る*15商品を作り出し、　

たいきけん
大気圏　外進出のための宇宙船を作る

工場なども不要となった。
宇宙に出かけていた移民たちは、次々と引き上げて*16きた。
「ばかばかしい。地球で暮らせるのに、宇宙であくせく*17働くことはないじゃないか」
「そうさ。人間には、地球が一番だよ」
遺産成金*18たちの乗った宇宙船は、地球目指して障りそそいだ*19。青年のころに思い悩んだ死と、　

てんじゅ
天寿　を

まっとうする前の老人の考える死とのあいだには、違いがある。むしろ明るい楽しげな時代となった。
すべての生産は停止した。しかし、食料や電力は、滅亡までには充分ある。誰も働かなかった。働くことの
意味がない。消費するだけの生活でも、　

どうとく
道徳　的に間違いではなかった。人類の未来には、限度がある。このこ

とを悟ると、考え方は一変した。

*11 想大聲叫喊, 卻没有封象
*12 やっき=躍起、活躍, 起勁, 興奮, 拼命
*13 拼命堅持自己的觀點
*14 漲る
*15 有餘, 過多, 及其豊富
*16 返回
*17 =いっしょうけんめい
*18 なりきん、暴發戸, 乍富的人、靠遺産發財的人
*19 注ぐ、形容宇宙船之多)。

よほど運の悪くない限り、遺産成金になれた。だが、その運の悪い連中にも、子供に死なれた夫婦からの養子の口*20が待って
いた。
依然として、一組の夫婦から一人しか子供が生まれなかった。原因については前より熱心に研究されたが、結論はどうしても得
られなかった。
人類の滅亡。確かに人類は滅亡の道を進んでいた。しかし、滅亡と言っても、かつて人類がその発展期に自分勝手に想像し、自
分勝手に恐怖したような、沈んだ暗い感じなど少しもなかった。(並不是以前的人們所幻想的自己嚇自己的大毀滅、那只是可怕的想
象罷了, 而現在人們確實正在経歴着這種大毀滅
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長い間、人類は無限の発展を信じていた。そして、意識しないにかかわらず、未来の子孫たちのために、よ
りよい社会を残そうとして、すべての人があらゆる時代に働き続けてきたのだった。その　

ごうけい
合計　をしたら救え切

れない　
か
過　　

こ
去　の人々は、今となってみると、この滅亡期の人間たちの、どれい*21だったのだ。

いまはみなが貴族となった。過去の膨大な人類にかしずかれ*22、その血みどろの努力の成果を味わうだけ
の生活をすればよかった。貴族だから、何でも気の向くまま、したいことができた。
真*23の貴族は、金銭など問題にしない。ダイヤ*24を山と積み、火をつけ、その周りで古い酒を浴びるよう
に飲んで*25夜をすごす者もあった。あまり面白いことではないが、世界中を旅行して回るものもいた。昔か
ら大切に　

ほぞん
保存　されてきた遺跡をぶち壊し、住む者のなくなった地方を見つけると、核兵器を飛行機から投げつ

けるといった、高価な遊びを続けた。
古代の　

しょもつ
書物　も、高度な科学の論文も、何もかも一緒に消えていった。誰も制止する者はない。学問など、い

らないのだ。いい子孫を残そうという　
よっきゅう
欲求　からの恋愛、　

りっしんしゅっせ
立身出世　、未来をも支配しようとする権力争い、戦争。

そんなことを扱った物語や　
きょうくん
教訓　は、過去の奴隷たちの読むもので、貴族たちには無意味だった。また、どんな

科学も、人間のいなくなる世界には無関係のものだった。
人々は、なにものにも　

しゅうちゃく
執着　しない一生を送れた。冬が迫った秋晴れの日の空のような、かげのまったくな

い、通明な気分の人たちの暮らしていた時代だった。
地球上で一番いい地方。たった一軒*26だけ残った家の、すばらしい部屋に、若い夫婦が住んでいた。この
ほかには、どこを探しても、人間はいなかった。彼らは全世界の王と　

おうひ
王妃　だった。昔から多くの人間たちが望

み、だれ一人として得られなかった地位。全世界と全人類の作り上げた財産の所有者と呼べた。もっとも、財
産のほうは、貴族たちによって大部分なくなってはいた。しかし、王と王妃は、そんなことを一向に気にしな
かった。威張ることもなく、残念がることもなかった。
王と王妃には、それぞれ名前はあったが、使われることがなかった。名前は「あなた」でも、「おい」でも、

「ねえ」でも、なんでもよかった。
「ねえ、いいことに気がついたわ」
「なんだい」
「あたしたち、なにも、着物を着けている必要はないんじゃない」
そういえばそうだった。別に　

しゅうちしん
差恥心　は起こらなかった。世界はどこでも彼らの家だったし、他人はいないの

だ。それに、彼らは生まれたときから、いや、生まれるまえからの婚約者だった。
二人は服も下着も脱ぎ捨て、はだかのまま毎日を過ごした。すべてに面倒くさくないだけが、とりえ*27だっ
た。裸になった二人の皮膚の色は、なんとも形容しようのない色だった。白でもあり黒でもあり、　

かっしょく
褐色　や

　
きいろみ
黄色味　*28も帯びていた。　

ひとみ
瞳　も髪も同じことだった。彼らはどの人種にも属していたのだ。人口は減り始めて

以後、混血が行われるようになったからだった。
比較するものがないので、美しいといえるかどうかは分からなかったが、お互いに美しいと認め合ってい
た。口に出して確かめなくても、完全に信じ合い愛し合っていた。嫉妬を抱いたこともなかった。人類はじ

*21 奴隷
*22 傅く、かしずく
*23 ま（編者注：しん）
*24 diagram 列車時刻表、diamond（編者注：ここでは当然 diamond）
*25 痛飲
*26 一戸、一家
*27 取柄、長処、優点
*28 稍微帯點黄色
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まって以来、だれもが理想としてきた、絶対的な愛の姿といえた。そして、彼女は子供を宿した。
「最後の子供ね」
「男の子だろうか、女の子だろうか」
「なまえを考えておきましょうよ」
しかし、あれこれ迷っているうちに、ふたりは顔を見合わせて笑った。名前の必要はなかった。
出産の日が近づいた。彼女は部屋に入った。そこには、　

ぶんべん
分娩　にも使える自動式の　

ばんのう
万能　医療装置の一台が、人

類最後の一人の誕生のため残されていたのだ。　
なんざん
難産　のため、出産は長引いた。男は落ち着かぬ気分で待った。

機械に任せて、見守る以外にないのだった。
ランプが美しく点滅し、出産は完了した。赤ん坊はただちに、プラスチック製の保育器のなかへと自動的に
運ばれていった。だが、妻のほうは、すっかり弱っていた。機械は危険を示す赤いランプを点滅させながら、
　
ばんぜん
万全　の手当てをいそがしくつづけた。しかし、彼女はますます衰弱してゆくばかりだった。
彼女は保育器のうえで光る青ランプにより、子供は無事であることを知って言った。
「子供のことをお願いするわ」
彼のうなずくのを見て、やすらかに息を引き取った。夫に先立つ妻の死にぎわ*29として、こんな安らかな
ものはなかった、夫はだれとも再婚せず、妻の思い出だけを抱いて、子供を育て続けてくれるだろう。
しかし、男にとっては、まったく反対だった。文字どおり*30のかけがえのない妻だったから。長い間、彼
は妻のなきがら*31にすがりついて泣き続けた。そして、泣きつかれて眠った。
彼の眠っているあいだにも、医療装置は動きつづけた。それには、死後一定時間たつと、自動的に処理し
てしまう装置もついていた。彼はそれを止めておくのを忘れていたため、機械は妻の死体を完全に分解し終
わった。
かれが目を覚ましたとき、そこには小さな　

くい
杭　のような、一端のとがった骨が一本残されているだけだった。

このとがったほうを、　
ぼ
墓　　

ち
地　ドームの床にさせば　

はか
墓　となる。かつてあまりに人口の増えすぎた時代、墓地に使う

地面を節約するため、こんな方法が採用された。
そんなころに作られた機械だったので、彼は目を覚ましたときには、すぺてが手遅れとなっていた。
彼はその骨を抱きしめ、まえより激しく泣きつづけた。妻のなきがらを　

ぼうふ
防腐　したまま、彼の死ぬときまで残

しておきたかった。しかし、もうどうにもならない。誰も味わったことのない、大きな別離のかなしみだった。
彼は骨を抱き、ふらふらと外に歩み出た。悲しみを打ち明ける相手もなく、慰めてくれる相手もなかった。
ラジオもテレビもなく、心を安らかにする音楽も流れていず、　

せいじゃく
静寂　の世界だった。こどもが成長し、保育器か

ら出せるようになり、話し相手になってくれるまでは。
男は、聞く者のあるはずがないのに、大声でわめき*32、目に涙をあふれさせ、力をこめて骨を胸に抱きし
め、夢中で駆け回った。
そのときだった。かれはつまずき*33足が乱れ、前に倒れた。骨の尖った一端が、裸の胸に深く突きささり、
血が激しく流れ出した。
男は起き上がらず、骨はなかなか抜けなかった。子供をあのままにしては死ねない。這いながら治療装置に
たどりつこうと、彼はもがいた*34。しかし、血は流れつづけ、ついに力が尽きた。

*29 際、臨死的情形
*30 的確
*31 亡骸
*32 喚く
*33 顕く、絆倒
*34 踠く、もがく、痛苦時掙扎; 焦慮
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雨が降り、日が照り、風が吹き、男の死体はいつの間にか風化し、飛び散った。
地球は、その表面の出来事にはおかまいなく回りつづけた。
薄暗い保育器のなかの赤ん坊は、静かに成長を続けていった。世界には、ほかに成長をつづけるものはな
かった。外部から指示を与えるものはなくても、保育器は赤ん坊のため、温度を調節し空気を流通させ、栄養
と適当な運動を与えるのだった。
赤ん坊は男でも女でもなかった。一人しかない人間にとって、ひとつしかない生物にとって、性の区別など
意味がなかった。赤ん坊は、しだいにそだった。手足を動かしても、触れるものは、、弾力のあるやわらかい
プラスチックの覆いだけだった。そして、薄暗さだけが、その中に満ちていた。
なんとなく薄暗いな。明るさというものをまったく知らなかったが、もっと明るくていいはずだと思った。
しかし、そとから保育器をあけてくれる者はいないのだ。
保育器のなかで成長したものが抱いた最初の意識はここは薄暗いということだった。そして、その感じはし
だいにたかまり、その絶頂で　

しょうどう
衝動　は思わず声となって出た。

「光あれ」*35

保育器はこわれた。そこから這い出し、広い空間のあることを知った。
この空間に向かって、なにかをしなくてはいけないのだな、と思った。だれに教えられたわけでもなかった
が、そのやるぺきことの全部を知っているような気がした。また、それが必ずできるという自信もあった。

*35 あれ:ある的命令形
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