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富嶽 百景
●●●●冒頭部分

太宰治

富士 のののの頂角、、、、広重 のののの富士はははは八十五度、、、、文晁 のののの富士もももも八十四度 くら い、、、、
けれども、、、、陸軍 のののの実測図 によ って東西及南北 にににに断面図をををを作作作作 ってみると、、、、
東西縦断 はははは頂角、、、、 百 二十四度 とな り、、、、南北 はははは百十七度 であ る。。。。広重、、、、
文晁にににに限限限限らず、、、、た いていの絵絵絵絵 のののの富士はははは、、、、鋭鋭鋭鋭角角角角 であ る。。。。 いただきが、、、、細細細細
くくくく、、、、高高高高くくくく、、、、華奢 であ る。。。。北斎 に いた っては、、、、そ の頂角、、、、ほとんど三十
たくら い、、、、エッフ ェル鉄塔 のような富士をさえ描描描描 いている。。。。けれども、、、、
実際 のののの富士はははは、、、、鈍角もももも鈍角、、、、 のろくさと拡拡拡拡がり、、、、東西、、、、 百 二十四度、、、、
南 北 はははは百十七度、、、、決決決決 して、、、、秀抜 のののの、、、、すらと高高高高 いいいい山山山山 ではな い。。。。たとえば
私私私私がががが、、、、イ ンドかど こか の国国国国 から、、、、突然、、、、鷲鷲鷲鷲 にさらわれ、、、、すとんと 日本
のののの沼津あたり の海岸 にににに落落落落され て、、、、ふと、、、、この山山山山をををを見見見見 つけ ても、、、、そんな
にににに驚嘆 しな いだろう。。。。 ニツポ ンのフジ ヤ マを、、、、あら かじめ憧憧憧憧 れ て いる
から こそ、、、、ワンダ フルな のであ って、、、、そう でなく て、、、、そ のような俗俗俗俗なななな
宣伝をををを、、、、 一一一一さ い知知知知らず、、、、素朴なななな、、、、純粋 のののの、、、、う つろな心心心心にににに、、、、果果果果 して、、、、どどどど
れだけ訴訴訴訴 へへへへ得得得得 るか、、、、そ のことにな ると、、、、多 少、、、、心細 いいいい山山山山 であ る。。。。低低低低 いいいい。。。。
裾裾裾裾 のひろが っている割割割割 にににに、、、、低低低低 いいいい。。。。あれくら いの裾裾裾裾をををを持持持持 っている山山山山なら
ばばばば、、、、少少少少くとも、、、、もう 一一一一・・・・五倍、、、、高高高高くなければ いけな い。。。。
十国峠 から見見見見たたたた富士だけ は、、、、高高高高 か った。。。。あれは、、、、よか った。。。。はじめ、、、、

雲雲雲雲 のために、、、、 いただきが見見見見えず、、、、私私私私 はははは、、、、 そ の裾裾裾裾 のののの勾配 から判断 して、、、、
たぶん、、、、あそ こあたりが、、、、いただき であろうと、、、、雲雲雲雲 のののの 一点 にしるしを
つけ て、、、、そ のうち に、、、、雲雲雲雲がががが切切切切れ て、、、、見見見見ると、、、、ちが った。。。。私私私私がががが、、、、あら か
じめ印印印印を つけ てててて置置置置 いたと ころより、、、、そ の倍倍倍倍もももも高高高高 いと ころに、、、、青青青青 いいいい頂頂頂頂きききき
がががが、、、、す っと見見見見えた。。。。おどろ いた、、、、と いうよりも私私私私 はははは、、、、 へんにくすぐ つ
たく、、、、げらげら笑笑笑笑 った。。。。や っていやが る、、、、とととと思思思思 った。。。。人人人人はははは、、、、完全 のた
のもしさ に接接接接す ると、、、、まず、、、、だら しなくげらげら笑笑笑笑うも のら し い。。。。全全全全
身身身身 のネヂが、、、、他愛なくゆるん で、、、、 これはおかしな言言言言 いかた であ るが、、、、
帯紐と いて笑笑笑笑うと い ったような感感感感 じであ る。。。。諸君がががが、、、、もし恋 人とととと逢逢逢逢 っっっっ
てててて、、、、逢逢逢逢 ったとたんに、、、、恋人がげらげら笑笑笑笑 いいいい出出出出 したら、、、、慶祝 であ る。。。。必必必必
ずずずず、、、、恋人 のののの非礼をとがめてはならぬ。。。。恋人はははは、、、、君君君君 にににに逢逢逢逢 って、、、、君君君君 のののの完全
のた のもしさを、、、、全身 にににに浴浴浴浴び ている のだ。。。。
東京 のののの、、、、アパート の窓窓窓窓 から見見見見るるるる富士はははは、、、、くるし い。。。。冬冬冬冬 には、、、、は っき
りりりり、、、、よく見見見見え る。。。。小小小小さ い、、、、真白 いいいい三角がががが、、、、地平線 にち ょこんと出出出出 てい
てててて、、、、それが富士だだだだ。。。。な ん のこと はな い、、、、クリ ス マスの飾飾飾飾 りりりり菓 子であ る。。。。
しかも左左左左 のほう に、、、、肩肩肩肩がががが傾傾傾傾 いて心細 くくくく、、、、船尾 のほう からだ んだん沈没
しかけ てゆく軍艦 のののの姿姿姿姿 にににに似似似似 て いる。。。。 三年まえ の冬冬冬冬、、、、私私私私 はあ る人人人人から、、、、
意外 のののの事実をををを打打打打ちちちち明明明明けられ、、、、途方 にににに暮暮暮暮れた。。。。そ の夜夜夜夜、、、、アパート の 一室
でででで、、、、ひとりで、、、、がぶがぶ酒酒酒酒 のんだ。。。。 一睡もせず、、、、酒酒酒酒 のんだ。。。。あ か つき、、、、
小用 にににに立立立立 って、、、、アパート の便所 のののの金網張られた四角 いいいい窓窓窓窓 から、、、、富士がががが

見見見見えた。。。。小小小小さく、、、、真白 でででで、、、、左左左左 のほう にち ょ っと傾傾傾傾 いて、、、、あ の富士をををを忘忘忘忘
れな い。。。。窓窓窓窓 のののの下下下下 のア スフ ァルト路路路路をををを、、、、さ かなや の自転車がががが疾 駆しししし、、、、おおおお
うううう、、、、けさ は、、、、やけに富士が は っきり見見見見え るじゃねえ か、、、、め っぽふ寒寒寒寒 いいいい
やややや、、、、など呟呟呟呟き のこして、、、、私私私私はははは、、、、暗暗暗暗 いいいい便所 のののの中中中中 にににに立立立立ち つくし、、、、窓窓窓窓 のののの金網
撫撫撫撫 でながら、、、、じめじめ泣泣泣泣 いて、、、、あんな思思思思 いは、、、、二度とととと繰繰繰繰 りかえ したく
な い。。。。
昭和十三年 のののの初秋、、、、思思思思 いをあらたにす る覚悟 でででで、、、、私私私私 はははは、、、、かば んひと
つさげ て旅旅旅旅 にににに出出出出たたたた。。。。

●●●●中間部分―――― 富士には月見草がよく似合うううう
路路路路をををを歩歩歩歩きながら、、、、ば かな話話話話を して、、、、まち はづれ の田辺 のののの知合 ひら し
いいいい、、、、 ひ つそりりりり古古古古 いいいい宿屋 にににに着着着着 いた。。。。
そ こで飲飲飲飲 んで、、、、そ の夜夜夜夜 のののの富士がよか つた。。。。夜夜夜夜 のののの十時ご ろ、、、、青年たち
はははは、、、、私私私私 ひとりを宿宿宿宿 にににに残残残残 して、、、、お のお の家家家家 へへへへ帰帰帰帰 つて い つた。。。。私私私私 はははは、、、、眠眠眠眠れれれれ
ずずずず、、、、ど てら姿姿姿姿 でででで、、、、外外外外 へへへへ出出出出 てみた。。。。おそろしく、、、、明明明明 る い月夜だ つた。。。。富富富富
士士士士がががが、、、、よか つた。。。。月光をををを受受受受け て、、、、青青青青 くくくく透透透透きと ほるやう で、、、、私私私私はははは、、、、狐狐狐狐にににに
化化化化かされ てゐるやうな気気気気が した。。。。富士がががが、、、、 したたるやう に青青青青 いのだ。。。。
燐燐燐燐がががが燃燃燃燃え てゐるやうな感感感感 じだ つた。。。。鬼火。。。。狐火。。。。ほたる。。。。すすき。。。。葛葛葛葛
のののの葉葉葉葉。。。。私私私私はははは、、、、足足足足 のな いやうな気持 でででで、、、、夜道 をををを、、、、ま つすぐに歩歩歩歩 いた。。。。下下下下
駄駄駄駄 のののの音音音音だけが、、、、自分 のも のでな いやう に、、、、他他他他 のののの生生生生きも ののやう に、、、、かかかか

ら ん ころんからん ころん、、、、と ても澄澄澄澄ん で響響響響くくくく。。。。 そ つと、、、、振振振振 りむくと、、、、
富士があ る。。。。青青青青 くくくく燃燃燃燃え て空空空空 にににに浮浮浮浮 ん でゐる。。。。私私私私はははは溜息を つく。。。。維新 のののの志志志志
士士士士。。。。鞍馬天狗。。。。私私私私 はははは、、、、自分をををを、、、、 それだと思思思思 つた。。。。ち よ つと気取 つて、、、、
ふと ころ手手手手して歩歩歩歩 いた。。。。ず ゐぶん自分がががが、、、、 いい男男男男 のやう に思思思思 はれた。。。。
ず ゐぶん歩歩歩歩 いた。。。。財布をををを落落落落 した。。。。五十銭銀貨がががが 二十枚くら ゐはひ つて
ゐた ので、、、、重重重重すすすすぎ て、、、、それ で懐懐懐懐 からす る つと脱脱脱脱けけけけ落落落落ちた のだらう。。。。私私私私
はははは、、、、不思議 にににに平気だ つた。。。。金金金金がな か つたら、、、、御坂ま で歩歩歩歩 いてか へれば
いい。。。。そ のまま歩歩歩歩 いた。。。。ふと、、、、 いま来来来来たたたた路路路路をををを、、、、そ のと ほりに、、、、もう い
ちど歩歩歩歩けば、、、、財布 はははは在在在在 るるるる、、、、と いふ ことに気気気気が ついた。。。。懐手 のまま、、、、ぶぶぶぶ
らぶら引引引引き か へした。。。。富士。。。。月夜。。。。維新 のののの志士。。。。財布をををを落落落落 した。。。。興興興興ああああ
る ロマンスだと思思思思 つた。。。。財布 はははは路路路路 のまんな かに光光光光 つてゐた。。。。在在在在 るにき
ま つてゐる。。。。私私私私はははは、、、、 それを拾拾拾拾 つて、、、、宿宿宿宿 へへへへ帰帰帰帰 つて、、、、寝寝寝寝たたたた。。。。
富士にににに、、、、化化化化かされた のであ る。。。。私私私私はははは、、、、あ の夜夜夜夜、、、、阿呆 であ つた。。。。完全
にににに、、、、無意志 であ つた。。。。あ の夜夜夜夜 のことを、、、、 いま思思思思 ひひひひ出出出出 しても、、、、 へんに、、、、
だ る い。。。。
吉 田にににに 一泊 して、、、、あくる日日日日、、、、御坂 へへへへ帰帰帰帰 つて来来来来たら、、、、茶店 のおかみさ
んは、、、、にや にや笑笑笑笑 つて、、、、十五 のののの娘娘娘娘さ んは、、、、 つんと してゐた。。。。私私私私はははは、、、、不不不不
潔潔潔潔な ことを して来来来来た のではな いと いふ ことを、、、、それとなく知知知知ら せたく、、、、
き のふ 一日 のののの行動をををを、、、、聞聞聞聞 かれもしな いのに、、、、ひとりでこまかに言言言言 ひた
てた。。。。泊泊泊泊 つた宿屋 のののの名前、、、、吉 田 のお酒酒酒酒 のののの味味味味、、、、月夜富士、、、、財布をををを落落落落 した

こと、、、、 みんな言言言言 つた。。。。娘娘娘娘さ んも、、、、機嫌がががが直直直直 つた。。。。
「「「「 おおおお客客客客さ ん ！！！！ 起起起起き て見見見見よよよよ ！」 かん高高高高 いいいい声声声声 でででで或或或或 るるるる朝朝朝朝、、、、茶店 のののの外外外外 でででで、、、、
娘娘娘娘さ んが絶叫 した ので、、、、私私私私 はははは、、、、 しぶ しぶ起起起起き て、、、、廊下 へへへへ出出出出 てててて見見見見たたたた。。。。
娘娘娘娘さ んは、、、、興奮 して頬頬頬頬をま つかにしてゐた。。。。だま つて空空空空をををを指指指指さ した。。。。
見見見見ると、、、、雪雪雪雪。。。。は つと思思思思 つた。。。。富士にににに雪雪雪雪がががが降降降降 つた のだ。。。。山頂がががが、、、、ま つし
ろに、、、、光光光光りかがや いてゐた。。。。御坂 のののの富士もももも、、、、ば かにできな いぞと思思思思 つつつつ
たたたた。。。。
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河 口局から郵便物をををを受受受受けけけけ取取取取りりりり、、、、またバ スにゆられ て峠峠峠峠 のののの茶屋 にににに引返
すすすす途中、、、、私私私私 のすぐとなりに、、、、濃濃濃濃 いいいい茶色 のののの被布をををを着着着着 たたたた青白 いいいい端正 のののの顔顔顔顔 のののの、、、、
六十歳くら ゐ、、、、私私私私 のののの母母母母とよく似似似似たたたた老婆が しや んと坐坐坐坐 つてゐて、、、、女車掌
がががが、、、、思思思思 ひひひひ出出出出 したやう に、、、、みなさ ん、、、、けふは富士がよく見見見見えますね、、、、とととと
説明とも つかず、、、、また自分 ひとり の咏嘆とも つかぬ言葉をををを、、、、突然 言 ひひひひ
出出出出 して、、、、リ ュックサ ックしよ つた若若若若 いサラリイ マンや、、、、大大大大き い日本髪
ゆ つて、、、、口口口口もとを大事 に ハンケチ でおほひかくし、、、、絹物まと つた芸者
風風風風 のののの女女女女など、、、、からだをねぢ曲曲曲曲げげげげ、、、、 一一一一せ いに車窓 から首首首首をををを出出出出 して、、、、いま
さら のごとく、、、、そ の変哲もな い三角 のののの山山山山をををを眺眺眺眺めては、、、、やあ、、、、とか、、、、まままま
ああああ、、、、とか間抜けた嘆声をををを発発発発 して、、、、車内 はひと しきり、、、、ざ わめ いた。。。。けけけけ
れども、、、、私私私私 のとな り の御隠居 はははは、、、、胸胸胸胸 にににに深深深深 いいいい憂悶 でもあ る のか、、、、他他他他 のののの遊遊遊遊

覧客とちが つて、、、、富士には 一瞥もももも与与与与 へず、、、、 か へつて富士とととと反対側 のののの、、、、
山路 にににに沿沿沿沿 つた断崖 をじ つと見見見見 つめ て、、、、私私私私にはそ の様様様様がががが、、、、からだが しび
れるほど快快快快くくくく感感感感ぜられ、、、、私私私私もまた、、、、富士なんか、、、、あんな俗俗俗俗なななな山山山山、、、、見度
くもな いと いふ、、、、高尚なななな虚無 のののの心心心心をををを、、、、そ の老婆 にににに見見見見せてや りたく思思思思 つつつつ
てててて、、、、あなた のお苦苦苦苦 しみ、、、、わび しさ、、、、みなよくわ かる、、、、とととと頼頼頼頼まれもせぬ
のに、、、、共鳴 のののの素振 りを見見見見せてあげ たく、、、、老婆 にににに甘甘甘甘え かかるやう に、、、、そそそそ
つとすり寄寄寄寄 つて、、、、老婆 とおな じ姿勢 でででで、、、、ぼ んや り崖崖崖崖 のののの方方方方をををを、、、、眺眺眺眺め てや
つた。。。。
老婆 もももも何何何何 かしら、、、、私私私私にににに安心 してゐたと ころがあ つた のだらう、、、、ぼ ん
や りひと こと、、、、
「「「「 おや、、、、月見草。」
さう言言言言 つて、、、、細細細細 いいいい指指指指 でも つて、、、、路傍 のののの 一箇所をゆびさ した。。。。さ つと、、、、
バ スは過過過過ぎ てゆき、、、、私私私私 のののの目目目目には、、、、いま、、、、ちらと ひとめ見見見見たたたた黄金色 のののの月月月月
見草 のののの花花花花 ひと つ、、、、花弁もあざや かに消消消消えず残残残残 つた。。。。
三七七八米 のののの富士 のののの山山山山とととと、、、、立派 にににに相対峙 しししし、、、、みぢ んもゆるがず、、、、なななな
んと言言言言ふ のか、、、、金剛力草と でも言言言言 ひた いくら ゐ、、、、けなげ にす つくと立立立立
つてゐたあ の月見草 はははは、、、、 よか つた。。。。富士には、、、、月見草がよく似合 ふふふふ。。。。

