
Art is originally supposed to contribute to 
everyday life by enriching it. Like the saying, 
““Kaiyori hajime yo (Lead the way by setting 
an example near you)”, art works have the 
power to  make a  v iewer re- think " the 
meaning of life” with a bit of shock from the 
inside: not knowing why, but somehow being 
attracted which causes a desire to see it 
again. Art works which inspire appreciation 
are just 'there'; but there's no limit to how a 
viewer might interpret them. In fact there are 
contents which cannot be consumed just 
standing in a gallery or museum space.

There used to be patrons who supported 
artists. Nowadays, artists have a contract with 
the gallery owner. Art works should not 
originate as a response to a patron’s requests 
nor that of the owners of the gallery. It is said 
that the role of the patron changed after 
Impressionism. That is, ‘Flâneurs’, gentlemen 
from the newly emergent French upper class, 
became their buyers. They bought art based 
on each art work’s value and did not support 
their favourite artist exclusively. This is the 
harbinger of the commodification of art. 
There appeared art buyers, who bought art 
works for investment, after considering the 
advice from art critics and connoisseurs. In 
the 20th century, the propensity became 
more popular, and in France a group called 
“The skin of the bear”, which is a group 
composed of investors, bought art works for 
the purposes of managing their capital.  

Apollinaire, who was a poet and a friend of 
Matisse and Picasso, was an advisor of the 
Skin of Bear and was the one who promoted 
a new law, which passes a percentage of 
each sale price at art auction onto the 
artist. Thus there emerged some very rich 
a r t i s t s .  D a l i ’ s  c r e e d  w a s  t h a t  o f  a  
mammonist (“art is money”) and Warhol 
said “Making money is art.”

Recently there is a series of rich artists such 
as YBA and Turner Art Prize winners, who 
make large scale art works in a 10m high 
gallery space. There are art collectors such as 
Belgian Axel Vervoordt , who owns castles 
with full of contemporary art works. But 
where is the spirit of “Kaiyori hajime yo” 
gone?  The  recent  success  o f  Takash i  
Murakami is an example of pursuing art 
marketing techniques with an art dealer 
partner, Tomio Koyama. I used to practice 
drawing with Murakami occasionally in 
Tokyo many years ago. He managed to get 
into the Japanese painting course at Tokyo 
University of Art and Music, where I failed for 
the Western Oil Painting course. I have to 
admit Murakami had some solid basic skill of 
drawing and he was a quick drawer. However 
there were a lot of skillful art students like 
him, but most of them have not achieved the 
“Art is money” stage. I myself don't think "Art 
is money", but at least I think my art works 
can contribute to enrich living atmosphere.

　芸術は本来「生活を豊かにする」もので
あったのではないでしょうか。「隗（かい）よ
り始めよ」という言がありますが、芸術作品
は身の回りのものから「生きている意味」を
衝撃を持って再考させる力があると考えま
す。理由は分からないけれども、なぜか惹き
つけられる。どうしてももう一度見たくなる
といった力がある。作品としてなんらか人を
鼓舞するものは、現象として目は捉えている
けれども、一度には消化しきれない、ギャラ
リーなどその場だけでは鑑賞しきれないコ
ンテンツがあるものです。

　かつては、芸術家にはパトロンというもの
がいました。今ではパトロンというよりは商
業画廊との契約関係でしょうか。しかし考え
てみれば、本来アートはパトロンや画廊主に
気に入ってもらうために制作するものでは
ありません。パトロンの役割が変わってきた
のは印象派以降と言われています。つまりフ
ランス在住の画家達が、固定客がいるサロン
を出て、街の新興富裕層である「フラヌール」
の旦那方を顧客にしていった。彼等は作品を
1点1点購入する。決まった芸術家をサポート
しているわけではない。作品が物品として流
通し始めた萌芽です。作品の値上がりを見越
して、識者のアドバイスを聞いて投資対象に
作品を購入する者も出てきました。20世紀に
なってその傾向は増々顕著になり、フランス
では「熊の皮」といわれる医者を中心とした
投資家のグループが、共同で作品を購入し、
資産運用に活用するということを始めまし
た。ピカソやマティスの友人であった詩人の

アポリネールは、彼等のアドバイザーを務め
ていました。また、オークションなどで再販
の度に画家に歩合で収入を確保する法律（追
及権）を推し進めたのも、アポリネールでし
た。おかげでとんでもない資産を持つアー
ティスト達が出てきました。ダリは拝金主義
者と自称していましたし、ウォーホルは「金
儲けはアートである」を金科玉条としていま
した。

　最近ではYBA（Young British Artists）とい
われる、中でもターナー賞を取ったイギリス
系のお金持ちのアーティストは、高さが10ｍ
以上もあるギャラリー空間向けの巨大な展
示作品を作っています。ベルギーのアクセ
ル・ブルドーのように、お城丸ごと現代美術
のコレクション、といった収集家がいるので
すが、隗より始めよはどこに行ってしまった
のでしょうか? 最近の村上隆の成功も、アー
トの市場経済を彼の画商（小山登美夫）とと
もに、意図して「絵画はお札である」を突き進
んだ例です。実は私は東京のある画塾で若き
村上隆と一緒になったことがあります。彼の
デッサンには骨が有り、なによりダントツに
早かった。翌年彼は東京芸大の日本画科に入
り、私は油絵学科に落ちました。村上には基
礎力があったと認めざるをえない、しかし当
時、彼のように描ける美学生は多くいたし、
実力のあるプロのアーティストはいるけれ
ど、「金儲け」にはなっていない。私もお金儲
けには縁がない方ですが、少なくとも身の回
りの生活を豊かにできるものであれば良い
なあと考えています。
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