ま ったく、上 のや つら は勝 手だぜ。自分 は計画を立 てる

誰 かが い つかす べて の仕事を片付けなく てはならな い時が

下 のや つ

だけ立 ててお いて、実行 は下 のや つら に任 せやが って。

０時 にな った。

来 ると いう のなら、俺がそ の役目を引き受け てや ろう。俺

鶏肉

「
お い、 これをや ってお いてくれ」

が ここです べて の仕事を片付け、俺 より下 のや つには自分

だが、俺 は違う。俺 はこの負 の連鎖を断ち切 ってや る。

上 のや つが、少 し申 し訳なさそう にしながらも、俺 にす
ちろん、俺だ ってそんなも のを受け取りたくはな い。 しか

山も、
難なく片付けられそうな気がす る。
俺 は時計を見た。

そう決意す ると、俄然や る気が湧 いてきた。 この仕事 の

の仕事だけをやら せてや ろう。

し、や つよりも立場が下 である俺 は、 それを断 ることなど

もう 一時だ。 いくらや る気 に満ち溢れ ているとは いえ、無

べて の仕事を押 し付けた。数え る のも億劫 にな る量だ。も

できな い。俺 はしぶ しぶそれを受け取 った。

取り、頭をす っきりさ せてから仕事 に取り掛 かろう。

理を しては いけな い。まだ時間はある。とりあえず睡眠を

るには骨 の折れる量だ。もうす でに いなくな って いる俺 の

そう いう ワケ で、俺 はひとまず眠りに ついた。

そ の仕事 の山を見 て俺 は途方 に暮れた。 一日で終わら せ
一つ上 のや つよりも、さら にず っと上 のや つが立 てたプ ラ

し付け、 そ い つもそ の流れに便乗 して自分 の仕事をさら に

だが、 いい加減な上 のや つが自分より下 のや つに仕事を押

な い。残り の時間、す べて仕事 に費や せば、悠 々と終え る

ている。今 日は日曜 日。仕事を片付けること以外 に予定 は

目覚 めた のは午前 八時だ った。外 はす っかり明るくな っ

ンによれば、
各 人 の仕事量 はそんな に多 くな か ったはずだ。

下 のや つに押 し付ける。 それがなんども繰 り返されるうち

ことが できるだろう。

そ こで腹がぐぅと鳴 った。 そう いえば腹が空 いている。

に、 下 のや つに押 し付けられる仕事量 はどんどん溜まり、
今 の俺 の目 の前 にあるほど の量 にま で増大 した のだ。

外 に出 て、な にかを食 べよう。 三十分くら いならば、 そん

しかし、あ いにく食料品 の類を持ち合わせていな か った。

エネ ルギーがなく ては仕事など片付けられるはずもな い。

物 にも出かけ て いた ので結 局帰 った のは十五時だ った。

ても混んでおり、 おまけに同じ轍 は踏 むま いと夕飯 の買 い

食 いに出かけた。 日曜 日と いう こともあ って、ど こに行 っ

エネ ルギーがなく ては仕事など できな いのだ。俺 は昼飯を

ば寝 よう。 これ で仕事 の処理がはかどる のなら、やらな い

きた。昼寝 は作業効率を高 めると聞 いた ことがあ る。なら

帰 ると、飯を食 った直後と いう こともあり、眠くな って

な に仕事 に影響 しな いだろう し。
俺 はそう思 って外 に出た。
帰 ってきた のは午前 十時だ った。朝食を食 べる時間はそ

手はな い。

起きた のは四時間後 の十九時だ った。

んな にかからな か った のだが、近くに シ ョッピ ング モー ル
があり、 そ こで仕事 の処理に役立ちそうな道具を いろ いろ

少 々寝すぎ たが、おかげ で頭もす っきりしている。よし、

俺 は夕飯を食 べ、 シャワーを浴び てサ ッパリしてから仕

これからだ、と意気 込んだ。

買 っているうち に、時間が過ぎ てしま った のだ。
だが、もう 万全を期 したはずだ。俺 はこれからただ仕事
にだけ目を向けよう。

事 に取り掛 か った。

時刻 は二十時。俺 はまず、自分が本来や るべき はず の仕

と、思 ったら、 よく見ると部屋や机 の状態がよろしくな
いことに気付 いた。散ら かりすぎ ている。 これ では、ど こ

事 から取り掛 か った。 一生懸命や った。だが、 一時間 で半

俺 はここでようや く現実を見た。終わ るはずがな い。自

にな にがある のかわ からな い。仕事 の効率が落ち てしまう。
昼になり、 せ っかく シ ョッピ ング モー ルに行 った のに食

分 の仕事だけならば、
単純計算 であと 一時間や れば終わ る。

分 しか終わらな か った。

料品を買わな か った事を後悔 した。 エネ ルギーを補給す る

だが、俺が片付けようと している仕事 の量 は、 こんなもん

仕方な い。
掃除をす るか。
俺 はこう して二時間を費や した。

ためには、また外 に出なく てはならな い。 しかし、や はり

じゃな い！ 終わ るも のか！
と いう ことは、俺 は自分 の下 のや つに仕事を押 し付ける
ことにな る。俺 はす べて の仕事を片付ける のではな か った
のか。あれ ほど嫌 っていた上 のや つと、同じことをす る の
か。 それ でいいのか。
そう い った怒 りや、後悔も、時計を見るとすぐに吹き飛
んだ。もう 二十三時。な にをや ってももう遅 い。
俺 は今 日締 め切り の仕事があるかどう か探 した。どうも
今 日中 にやらなければならな い仕事 はな いようだ った。な
らば、もう いい。どう せ俺 より下 のや つは数え切れな いほ
ど いるんだ。俺が この仕事を片付けなく ても、誰 かがき っ
とや ってくれるさ。
０時 にな った。俺 は昨 日渡された量より、ち ょ っとば か

申 し訳なさそうな顔 は見たはずなんだ。 それが俺 の中 に残

ったまんまだ ったなら、俺 は仕事を片付けられたはずなん

あー、 これが、本来 一昨 日終わら せる予定だ った、

だがな。
「

来週に出さな いと いけな いレポート で、 こ っちが昨 日終わ
」

ら せるはずだ った、明後 日ドイツ語 の講義 で の提出 の課題
で

全部説明 しきらな いうち に、下 のや つは仕事 の山を俺 か

ら奪 ってさ っさと行 ってしま った。

どうやら俺 の下 のや つは、俺 よりも使命感 に燃え ている
ら し い。

俺 には、や つが最初 に投げ かけた視線 が忘 れられな い。

「
毎 日、定 めた目標を消化 していけば、 こんな量 にはなら

俺 の下に いる者。俺と持 っている権力 は同じである者。

な いのに」

下 のや つの目は俺を軽蔑 した。わ かる。わ かるぞ。俺も、

それ でいて、
俺 の後を引き継がざ るを得な い者。
俺 で いて、

し多 くな った仕事を抱え て下 のや つのと ころま で行 った。
最初 はそうだ ったんだ。だがな、 お前 にはこの俺 の感 じて

俺 でな い者。

明 日 の俺 は、そう いう視線 を、
俺 に投げ かけた のだ った。

いた怒 りと後悔がわ かるま いよ。 いや、本当 はわ かるはず
なんだ。だがな、なぜだろう。俺がお前 に変わ る時、 それ
がきれ いさ っぱ りなくな っちまうんだ。俺も、上 のや つの

