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川端康成(1899--1972)は 1968 年、『雪国』、『古都』、『千羽鶴』の 3 つの作品

で、アジアで第二、日本最初のノーベル文学賞受賞者となる。「日本人の心の

精髄を、優れた感受性をもって表現するその叙述の巧みさ」をたたえ、日本

の伝統に即して、道徳的、倫理的、文化意識を表現し、西洋と日本との精神

的な架橋としての役割を果たしたこと」[1]を受賞理由として公表した。一方、

創作活動のほかに、昭和 32 年には、日本ペンクラブ会長として、国際ペンク

ラブ東京大会開催に尽力し、翌年には国際ペンクラブ副会長に推されている。

18 年の長い間日本ペンクラブの会長をつとめ、「国際的に、また財政的に、社

会的にこのクラブを安定したものに作り上げた。」[2]また、湯川秀樹らの世

界平和アピール七人委員会に加わり、さまざな問題に関心をよせた。川端康

成は東洋と西洋の文化を融合し、文学創作に大きな成功を収めた作家であり、

日本の伝統美への追求と西洋の叙述技巧をたくみに結びついて、はかなく暗

い影を帯びた日本的叙情美を描く作風を示し、日本の伝統美の世界を構築し、

日本文学史ないし世界文学史に重要な位置を占める作家であるといえよう。

山本健吉川端康成が指摘したように、「川端の審美的追求は主に三つの方面に

現れ：美の『ものの哀れ』色彩、美の幽玄と自然美の形式」[3]である。日本

古典文学では、「あわれ」の美が推賞される伝統があり、川端康成が『源川端

康成物語』を初めとしての古典文学作品にある極めて濃い「ものの哀れ」に

惹かれて、そして自分の創作にこの美を執拗に取り入れていたから、川端康

成が優れた感受性で日本人の心の精髄を表現するその叙述の巧みさが評価さ

れ、日本古来の美を探る作品を書き続けた。川端康成の作品における伝統美

の探究は常に注目されている。彼は、「美しい日本語」すなわち美しい文章芸

術を評価されてノーベル文学賞を受賞したといってもいいであろう。それは、

日本語の美が世界的に評価されたことでもあったのである。 
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『雪国』は川端康成の最高の傑作といわれ、それをめぐる研究は一番多いの

である。『雪国』書評ながら河上徹太郎の『川端康成著「雪国」』（『文学界』

昭和 12 年版）が、讃美型の『雪国』論として最も早いものである。河上徹太

郎は「全く彼女（駒子）は『雪国』の大自然が揃えあげたやうな女である……

川端川端康成は『雪国』という小説を書いたのではない。『雪国』といふ美し

い歌を歌ふ駒子、駒子といふ女性を己が全感覚的属性をさらけ出して夢見た

のである」と指摘した。長谷川泉は『雪国』で描いたのは「島村ではなく駒

子の生き方であり、葉子の異常な生命である」とした。その他、長谷川泉は

『川端康成論考』（明治書院昭和 40 年版）で、多量の同時代評を踏まえ、「論

者は島村の虚像にすぎない『雪国』の機構を認めながら、島村の眼を、直接

作者に等置する錯覚を犯している」と批判し、「川端は『雪国』一編において、

駒子を島村に挑みかからせ、仮構の虚像である島村の逃避によって、純粋な

赤裸の愛情をさらに美しく、高く、清めて行ったのである」と指摘した。島

村をめぐる二様の女性像を鮮やかな対照において捉えている。また、この類

の文章は、瀬沼茂樹著『「雪国」の成立について』（『文学?語学』昭和 36 年版）、

関良一、河村清一郎著『「雪中火事」と「天の河」』（『金城国文』昭和 40 年版）、

平山三男著『「雪国」と遺稿「雪国抄」』（『解釈』昭和 53 年版）などのものが

ある。 
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本論文は 3 部分から成り立っている。第一章では川端康成の小説における自

然描写の特徴を分析する。即ち、自然と人物の融合、自然美と人情美の統一

を重視し、はっきりした季節感をもった。自然の風物の描写は優雅、繊細で

ある。川端康成の小説における自然に対する考察を通して、川端文学の自然

に対する愛着及び「生の悲哀」という哲学、作品に見られる季節感、無常観、

虚無感を探り出し、川端康成が日本の伝統的な美意識の継承を明確にする。

第二章は川端康成が描き出した人物の運命を分析する。『雪国』で、葉子の死、

駒子の発狂、『古都』で苗子、千重子の別れ、『千羽鶴』で太田夫人の自殺、

文子の「旅立ち」などの描写を通して、川端康成の作品における女性の特質

をまとめ、女性の悲劇的な運命に流れている「余情の美」を見出す。それと

同時に、川端康成の女性観の形成要因及び日本の伝統的な女性観との関係を

分析する。女性は川端康成が「永遠の主題」を表現するための道程になり、

美学追求の道程になる。第三章は川端康成の死生観に対する分析である。川

端文学は死と密接に結びついていると考えられる。川端康成の作品には彼の

持つ生と死、死と美及び仏教の輪廻転生に対する独特の考えが反映している。

その死生観は青少年期の「孤児根性」、禅宗思想及び「ものの哀れ」の伝統に

影響された結果である。本部分においては、葉子の死、太田夫人の自殺を通

して、川端康成の死生観の形成要因を探求し、日本の伝統的死生観との関係

を分析する。最後の部分は本論文の論点を簡単に総括し、今後の課題を提出

する。総じて言えば、日本の民族文化の美を描き出すことは川端康成の文学

創作の目標であり、川端康成のノーベル文学賞受賞の主要要素である。日本

人の奥深い民族意識と、「ものの哀れ」の色彩、「幽玄」の理念、自然美の形

式は、川端康成が古典美への追求テーマである。世界に向けた文学は、民族

精神豊かな文学のはずである。 
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要旨  
中文摘要  
１．自然描写に現れた日本の伝統美 
1.1．自然美と人情美の統一 
1.2．鋭敏な季節感 
２．女性描写に流れている表れ愁傷美 

2.1 花のような女性 
2.2 愁傷は美と通じている 

３．死生観に流れている日本の愁傷美 
3.1 死にまさる芸術はない 
3.2 滅びの美 
3.3 日本の伝統的死生観と川端康成の死 
わわりに、 
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1. 201-年 1 月 3 日-7 日  論文タイトルの選択、資料収集 

2. 201-年 1 月 14 日    論文タイトルの決定 

3. 201-年 1 月 24 日    論文タイトル及びアウトラインの審査 

4. 201-年 3 月 9 日    論文の任務書とオープニング報告の提出 

5. 201-年 4 月 7 日     初稿の完成 

6. 201-年 4 月 29 日    論文の修正バージョンの完成と提出；中間報告

書の提出 

7. 201-年 5 月 9 日    最終原稿の完成と提出 

8. 201-年 5 月 18 日     論文審査の準備作業 

9. 201-年 5 月 28 日    論文審査 
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『雪国』に表われた愁傷美について 

 

要旨  

中文摘要  

１．自然描写に現れた日本の伝統美 

1.1．自然美と人情美の統一 

1.2．鋭敏な季節感 

２．女性描写に流れている表れ愁傷美 

2.1 花のような女性 

2.2．女性の運命 

2.3 愁傷は美と通じている 

３．死生観に流れている日本の愁傷美 

3.1 死にまさる芸術はない 

3.2 滅びの美 

3.3 日本の伝統的死生観と川端康成の死 

わわりに、 

 

摘要 

川端康成在其作品中继承了《源氏物语》以来形成的“物哀”精神并将其发展到一个新

的境界，一如他自己所说的那样：“悲哀这个词同美是相通的”，他对物哀和美的理解形成了

其唯美主义格调的一个重要方面。他以独特的眼光审视自然界的内在之美，敏锐的季节感流

露在他的字里行间。同时，通过对众多女性形象的塑造，展现了他对艺术和美的追求。 

川端康成在其小说中大量地描写了死亡，在川端康成看来，死是最高的艺术，是美的一

种表现，艺术的极致就是死亡。正是基于这种独特的审美理念，川端康成在其文学创作中形

成了以佛教无常美感为中心的典型的忧郁美、悲哀美的特征。本文试图通过《雪国》来探求

川端康成文学中所流淌的愁伤美的特征及其形成缘由。 

 [关键词]川端康成、日本传统美、自然观、女性观、死亡观 

 

 



要旨 

日本の伝統美の影響で、川端康成は『源氏物語』が形成した「ものの哀れ」の美を現

代に通用する新しい段階まで発展させた。川端康成が指摘したように、「哀れは美と通じ

ている」、川端康成の「ものの哀れ」に対する理解は彼の美意識の重要な面になっている。

川端康成は自然に内在する美を凝視するため、その作品には鋭敏な季節感が行間にあふれ

ている。同時に、数多くの女性像を作り出すことによって、芸術及び美の追求を図ってい

る。この作風は、川端康成の小説において、死の場面を多く描写することによって形成さ

れたものであろう。本論文は『雪国』を通して、川端文学の根底にある日本の愁傷美につ

いて、未熟ながら自分の見解を述べてみようと思う。 

[キーワード]川端康成、日本の伝統美、自然観、女性観、死生観 

はじめに 

川端康成は日本で最初のノーベル文学賞受賞者である。その創作は日本の伝統文化を

元にして、西洋文学、特に西洋の現代派文学の小説手法を踏襲した上、日本文学特有の「も

のの哀れ」、優雅、幽玄の美を創出した。川端康成は日本の美の伝統を受け継ぎ、日本古

来の美しさや哀しみの世界と、日本人独特の感性の動きを、深く純粋な眼でみつめて描き

出し、世界に通じる美の普遍性を持つものとして評価された。川端康成の多数の小説は哀

れと美を混ぜている特徴がある。 

第一章  自然描写に流れている日本の伝統美 

第一節 自然美と人情美の統一 

川端康成は単に自然風景の美を十分に表現するだけでなく、この美しい自然風景に生

活している人物の美をも描き出し、自然美と人情美の統一を追求している。その細部にお

いて、感覚的描写の鋭さは、比類がない。例えば、『雪国』の冒頭に近い汽車の中の有名

な場面。窓硝子に外の夕景色と主人公の向いに坐った少女の顔が、重なって見える。鏡の

底には夕景色は流れていて、つまり写るものと写す鏡とが、映画の二重写しのように動く

のだった。しかも人物は透明のはななさで、風景は夕闇のおぼろな流れで、その二つが融

けあいながらこの世ならぬ象徴の世界を描いていた。殊に娘の顔のただなかに野山のとも

し火がともった時には、島村はなんともいえぬ美しさに胸が颤へたほどだった。 

この「雪国」の世界は島村の眼を通じて展開され、そこにある世界は感覚的に頂点の

み捉えられた存在であり、その底辺はことさらにとらえられていない。夕景色の鏡におい

て、島村はその鏡に近く身をおいて、それに写る葉子の眼の夜光虫に変貌する美の高調し



た瞬間を見、そして「島村はなんともいえぬ美しさに胸が顫へたほどだった」。 

悲しい結局であるが、島村の目では、まず、美を感じ取る。火事の現場は詩情豊かなとこ

ろになり、地上の白い雪に天の河に、火の子が舞い上がって、美しい絵になっている。そ

の火の子は天の河のなかにひろがり散って、島村はまた天の河へ掬い上げられてゆくよう

だった。煙が天の河を流れるのと逆に天の河がさあって流れ下りて来た。 

第二節 鋭敏な季節感 

 川端康成は敏感に四季の変化を感じ取って、日本自然の美および人物の美を描き出さ

れている。川端康成は生まれ育ちの土地に愛着し、この土地の自然景色にも深い愛着を持

つ。『雪国』という文章で、「自然の美は限りがなり。しかし、人間の感じる美は限りがあ

る。」、「自然はいつも美しい。しかし、その美しさはある時、ある人が見るだけなのであ

らう。」と述べていた。 

川端康成は幼少時から日本の古典に影響され「ものの哀れ」などの美学思想に馴染まれ

たから、彼の文学創作、特に自然描写は無意識に日本の伝統美を流れていて、その自然観

は日本の伝統的な美学思想と切っても切れないつながりが存在している。「物の哀れ」は

川端康成の小説によく出てくる悲しさで、この感動的なふさぎ込んだ気持ち説明しにくい

が、日本の「懐かしさ」の気持ちには悲しさも含まれているので、なにげなく苦くもあり

また楽しくもある気分が川端康成の小説を読んでいる時引き出される。 

第二章女性描写に流れている愁傷美 

第一節 花のような女性 

『雪国』は女性を中心に描写した作品である。そして、作品には、女性を花のイメージ

とよく繋がり、花にヒロインの姿を象徴させる、という表現方法を使っている。『雪国』

という小説において、読者は島村の目を通じて雪国の世界を見ているので、変化のない島

村の運命から見るとき万物は衰亡の運命をたどり、島村としてはそれをただ眺めている他

ない。両者即ち見る島村と見られる「雪国」の世界との隔たりは、益々大になって行き、

交わることはない。読者も亦、島村と共にこの世界を見ているのであるから、以上のよう

な構成によって読者は「ものの哀れ」、うつろいやすいこの世の滅びゆく生命のもつ哀感

や無常感をうけるのである。 

『雪国』では、雪国は島村にとって一種の桃源郷として存在するのである。作者は雪を

もって駒子の顔の美しさを引き立て、女の純潔を雪の持つ清純さと結合させている。川端

康成の心を奪った「日本美」は、いったい雪国のどこに隠れていたのだろうか。それとも



雪国の秘めた美しさは、ただの背景を作り、美の外套を被せただけなのだろうか。その「日

本美」は雪国の女性駒子、葉子に隠れている。雪国』は、美しく緩慢な、滅びの物語でも

ある。自らの滅びを意識し，絶対的な孤独のなかで，文芸の世界でしか生きる道を見出せ

なかった。 

第三節 愁傷は美と通じている 

川端康成の文学創作の山と言われている『雪国』の気質は『源川端康成物語』とよく似

ていて、彼の美の理想をよく表れていた。『雪国』では、島村は純粋で一途な生き方をし

ている駒子に惹かれ、雪深い温泉町を訪れる。 

島村が駒子のことを度々「徒労」と言っているが、その徒労のなかに駒子の純粋さ、美

しさが見えてくる。駒子の烈しさが島村の冷ややかさをより一層浮き彫りにさせる美しい

小説でした。川端康成は小説に駒子に対して深く同情し、彼の筆で、駒子は妖艶、放蕩で

したが、心から無邪な性格と真実の哀れを流れていた。駒子と島村の恋、常に哀れを貫い

て、重々しい哀感を帯びている。行間にはっきりしない恨みを漂っている。簡単なプロッ

トに禅的思考や、幽玄を帯びている。小説は放蕩息子島村が愛における虚無の態度と芸者

駒子の愛、仕事、生活に対するまじめな態度を対照して、駒子の純潔さ及び生命への憧れ

を表現する。ストリートは変化に乏しいが、川端康成は優れた技巧性をもって、伝統の「も

のの哀れ」及び「さび」の余情美、鋭敏な季節の感受性、恬淡な心を表現した。彼は「意

識の流れ」などの手法を用いて、伝統と現代を完璧に結びついた。 

川端康成は「平安朝の風雅、ものの哀れは日本美の源流である。」「哀れは美と通じてい

る」と指摘した。彼の作品において、「哀れ」は、大多数は悲哀と同情を表れ、小人物に

対する賛美、同情、親愛、感動などの心を表す。この感情は詠嘆の方法で表れた。彼は客

体の悲しみの感情と主体の同情、哀しみを通して、数多くの下層社会に生きている女性に

哀れの感じを与え、美の形象を作り出した。この類の美は、表に優美、風雅または風流に

飾ったが、裏には悲嘆を隠れている。奥深くて繊細の性格を帯びて、女性の自分の悲惨境

遇に対する嘆息を交える。女性の哀れは、川端康成が現れたがっている日本の伝統美、即

ち「心」の表現で、精神上の「余情美」である。川端康成が描写する人物の各種の悲しみ、

及び悲しみの余情化は、ある程度で、作者が極力に美を描き、そして美に対する賛美、驚

嘆である。それを通して、美の悲劇に対する不平の叫びを表す。 

 



特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

第三章 死生観に流れている日本の伝統美  

第一節「死にまさる芸術はない」 

形あるものは必ず滅び、生あるものは必ず死を迎える。全ての生物はいつか滅びへと辿

り着く。人は誕生の瞬間から、時間の道をしに向かって前進し続けている。人は「死」を



恐れ、古来から不老不死を求めてきて、その中で医学が発達し、科学が進歩してきた。し

かし、世界文芸の歴史を顧みると、自殺した作家、芸術家が数多くいるようである。川端

康成はその中の一人である。川端康成の作品においては、三分の一ぐらいのものは「死」

と関わっている。「死」は川端康成小説における「魂」のような存在になっている。川端

康成は西洋の死の賛美ではなく、東洋的、仏教的な世界観に近い死をいつも感じていた。

古賀春江の死の賛美の仕方は心の故郷としての「虚」の世界を見ているように思える。東

洋の死は自然と一体化したなかにあると考える。自殺を賛美するものでもなく、否定する

わけもなく、生と死がひとつになって、そこに在るというものである。 

『雪国』のなかで、「『もの思ふ人、誰か自殺を思わざる』でせう」といっている。自殺

は西洋風なものではなくて、死と生が一如になった宇宙的な生命に参画するということで

ある。宇宙的な存在のなかでの生死として考えると、世俗的な生きるか死ぬかということ

が、小さく見えてくる。川端康成の小説の場合、主人公が自然とやものと合一するという

体験をするものが多い。仏道は、自我を放下して、自然と一つである自己を自覚すること

である。自我は虚構であり、自己と自然がひとつであるのが、真の自己である。これが仏

道であるが、川端文学の方法は、これと似たものとなっている。川端康成は小説だけでそ

ういう世界を作っているのではなくて、川端康成自身がそういう世界に住んでいたのであ

る。 

第二節 滅びの美 

川端康成の小説を注意深く検討してみると、たしかに禅に通じる作品が多い。『雪国』、

は禅で探求する自己と自我が深く潜行して描かれている。川端康成の作品で、「死」は怖

いものではなく、美しく描かれている。作品中の登場人物の「死」、または「滅び」によ

って、作家の死に関する考えを表明する。『雪国』には、師匠の息子?行男は腸結核で死ぬ、

師匠は肺炎がもとで死ぬ、葉子はその愛人行男を失い、自らは火事にまかれて負傷する。

『雪国』の中心人物駒子は世の中の移り変わりを体験し、重病のフィアンセを治るために、

落ちぶれて芸人になってしまう。しかし、彼女は放蕩三昧の生活に埋まれしたくないで、

生活の不幸と圧力に迫られて、平素稽古に絶えず勉強し修練を積み、「正常の生活」を追

求している。普通の女性のように、まことの愛を切に望んでいる。駒子が島村に対する愛

は純潔なもので、実は質素な生活に対する慕わしく思い、及び堕落する生活に対する退避

である。だが、現実の社会には、それは許されないのである。島村は彼女のまじめな生活

態度と真実の愛を「美の徒労」と見なす。駒子に対しては、彼女の魂は不幸の生活境遇に



捻じ曲がられて、彼女の複雑的で、いびつな性格を形成している――頑固で、親切で、純

潔で、またがさつ、あだっぽいである。彼女は冷静している時、芸人生活の卑しさを感じ

て、その不正常の生活状態から逃れたくて、「正常の生活」を送りたがる。ある時に、自

分自身を麻痺して、島村との関係は長くないと知っているのに、彼のことを慕わしく思い、

放蕩の生活を送っている。駒子は自分の不幸は全社会、古い伝統思想がもたらす結果とは

思われなく、自分の卑しい身分のせいで、島村との悲しい結末になっていると思われる。

結局、「空しい徒労」から「気が狂った」滅びになっている。 

第三節 日本の伝統的死生観と川端康成の死 

日本人には伝統的に、不完全なもの、満ちていないもの、もしくは途中にあるもの、滅

びゆくものに対して愛着をもち、独特の美意識を有していた。死を恐怖ではなく、「悲し

いこと」とする理解は国学者本居宣長にも見られる。悲しむということも、神様が人間を

この世に置かれたありようの結果なのだから、悲しみを克服するという道ではなく、悲し

みの中にとどまるということが御心に沿うことであると言っておる。悲しみをただ消極的

なものとして見るのではなく、悲しみそれ自体の中に神との深いつながりがあることを強

調している。日本の民衆信仰の伝統では、死者の霊は多くの場合、生者の世界に近い自然

の中に住んで、生者を見守っているものと信じられている。 

日本人の死生観は、何らかの形でこのような宗教的伝統と関係を持っている。此処では

生の世界と死の世界、現世と来世は明確な論理によって断絶することがなく、心理的に連

続している。従って其処では、死を外からやってくる致し方のない運命として受動的に受

け入れるのではなく、能動的に自らのものとするところに、自己の生の価値と意味を確認

しようとする態度が生まれて来る。死の覚悟において、死を我がものとするところに、人

間として生きることの価値を見出す。川端康成も小説にそのような禅の心を織り込んだは

ずである。死も自殺も、日本の伝統文化の中に、重要な役割を果たしている。川端康成は

芸術家として、人生に鋭敏な感受性を持っている、生と死の意味を求めて、自殺を遂げた

のだろう。川端康成とは生きることに執着していなかった。秀子夫人は死を冷徹な眼で見

つめながら、いつも死を抱き込んで生きてきた作家の姿を見てきたわけである。死はいつ

も彼の身近にあった。 

川端康成はまた仏教禅宗の影響を深く受けて、「死生一如、輪廻転生」の思想がその作

品と人生観に影響を与えていた。川端康成の「荒涼」な文学底流を通して、作家が一種の

温暖な関心を終始求めていると感じ取られる。その関心は世の中にあるはずのでなくて、



永久的、至ざるところ無し、終極的な関心である。1972 年 4 月 6 日の夜、川端康成が逗

子マリーナマンションの自室でガス管を口にくわえ、自殺した。遺書はなく、無限の謎を

世人に残した。栄誉の絶頂にあるように見えた人が、なぜあのような形で死を選ばねばな

らなかったか。 

 

終わりに 

『雪国』は短編を積み重ねて全体像をまとめた作品で、哀しい女の愛の世界を感覚的な

文章で描かれた作品である。そして、微妙な心理の揺らぎを切々と感じさせられる名作で

ある。川端康成は「無言の死」で「無限の活」を確かに残した。中国のある学者は「先生

（川端のこと）は終生孤独で寂しいが、彼には欠けるのは、にぎやかでなく、崇高でもな

く、反って凡人としてあるはずの温暖と愉快である。先生は彼の欠如で死んだのである。」

と指摘した。川端康成が自分の生命で自分の美学を見証した。死への憧れ、死への回帰は、

自ら生命を絶つことによって、実現された。日本人は古来、自然の中で生を受け、桜の花

のように自然の中に散って行く、と生と死を捉えるが、それは無為自然の生き方に代表さ

れ、自然のままに生きたいように生きるのである、川端康成の自殺は自然への回帰である

と言えよう。 
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