「書評と舞踊評」

プ ルース トの こと など 持ち出 すと 話は 大上段 にな って しま うけれ
ども、二〇世紀の小説にはそれ自体が文芸批評でもあるものが多い。
文 学 界 七 月 号 の 『 批 評 と し て の 書 評 と ポ ト ラ ッ チ 的 書 評 』（ 坪 内
祐三 ）は そこ まで 突っ込 んだ 内容 ではな いも のの 、書評 の問 題が い
ろんな側面から洗い出されていて考えさせられる。
出版業 界の 営業 活動や 情実 がら みのも のか ら厳 しい 批評精 神に 裏
打ち され た真 剣勝 負まで 、一 口に 書評と いっ ても その 中味の 濃さ は
じつ にさま ざま だ。 昭和 二十年 代に は、 錚々た るメ ンバ ーが 激論を
交わし たあ げくに 筆者 名な しの共 同責 任で 活字 にした こと もあっ た
とか 。大 江健 三郎 の小説 を平 野謙 が読み ちが えて 書評 の筆を 折っ た
というエピソードなど読んでいてドキドキする。

「書 評も 文学 の一分 野を 占め得 るよ うに 」と いう件 りと か、 忠実
なダイ ジェ ストで ある べき かエッ セイ とし て面 白いも のか という 問
題など、意見の別れるところだろう。
私は 最近 舞踊 につい て書 くこと が 多いの で、 書評と 舞踊 評と を比
較して しま うの だが、 業界 がらみ の問 題は 似た ような もの でも 、ま
ったく違う面もある。たとえば書評が文学であるべきだというなら、
舞踊 評は 文学で ある べき なの か、そ れと も舞踊 であ るべ きな のか。
文章作 品と して の読み 応え と舞踊 に 対する 判断 ではど ちら が大 切な
のだろう。
言葉 でど こま で舞踊 を語 りう るか という のが 、私 が舞踊につい て
書き始めたときの課題はだったが 、やっぱりそれがいちばん難しい。
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《追記》

ポト ラッチ とい うの は、 私もよ く知 らな かっ たが、 北大
西洋岸 のア メリ カイン ディ アン の儀礼 との こと で、 要する
に 社会 的な要 因で やり取 りさ れる 形骸 化した 贈与 らし い。
豪勢 な物 が贈 られる が、 重要な のは 物自 体で はなく 背後 に
ある世間的な事情だ。
こ れを 批評で 言え ば、贈 与な のだ から 当然の こと 耳に 快
い褒 め言 葉で なけれ ばな らず、 そ の裏に 世間 の事情 つま り
権威やビジネスがある。

そうい えば 、舞踊 評を 書き 始め た頃、 ある 大先 輩の舞 踊
批 評家 が「ほ んと うのこ と が書け れば いいん で すけど ね」
と言 うの を聞 いて呆 れた ものだ が 、今は 黙っ て内心 うな づ
くばか りで ある 。批 評はコ マー シャル の 一種だ と割 り切れ
ばいいのだろうが、それにもちょっと抵抗がある。

本文 初出： 毎日新 聞「マ ガジン ラック 」二〇 〇〇年 六月
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