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Speaking of painting, the faces of pretty 
girls in Renoir’s painting look similar. Each 
different model bears the mark of Renoir’s 
style. In contrast, Goya in the 18th century 
painted each face as a specific character. 
He even depicted one Queen with such 
attention to her actual characteristics and 
ugliness that I wonder why he was not 
executed. 

It has been said that a study of modern art 
concerns how to deal with ugliness since 
Baudelaire. That is, artists seek truth more 
than ideal beauty. If so, then painters like 
Goya have been re-evaluated. Picasso also 
ins i s t ed  tha t  when  Ger t rude  S te in  
complained that the portrait Picasso was 
painting did not look like her, Picasso said 
“Your face will be like the portrait.” In this 
context ,  truth is about the power to 
suppress antipathy. In the 1980s the 
i nfluen t i a l  a r t  c r i t i c  g roup  ca l l ed  
“October”, contended that the beauty 
system itself no longer worked. From this 
point of view, if we paint beauty as beauty, 
it might become a categorical mistake. Is 
the skill of depicting beauty as beauty any 
more evaluated in our time? In fact, blobs 
of shit (by Damien Hirst: his fortune at 
£200m) were exhibited and, still fresh in 

our memory, ‘Piss Christ’ (by Andres 
Serrano) had to be removed from the walls 
of the NGV.
　As modern painting came to discard the 
frame, the effect of seeking truth over 
beauty, it might be said that contemporary 
a r t  took  off  the  c lo thes  o f  beauty .  
Important 20th Century philosopher 
Nietzsche commented on the Death of 
Truth and Essence, noting that since there 
was already a plethora of discourses on 
quasi-truth, why not advocate ‘truth’? That 
i s ,  au tho r i t y  i s  d ead ,  s o  pe r sona l  
interpretation can flourish independently. 
Whoever raises the loudest voice and has 
the greatest affect wins. We may feel 
sickened by this kind of thinking, but the 
contemporary art system functions in this 
way. To go against the system, we need 
our own system. The philosopher Kant 
said, “A genius is the person who can 
generate a new conceptual system”. Renoir 
has his own system for depicting pretty 
girls and Picasso has his way of depicting 
mish-mash faces. We viewers are also 
required to be equipped with our own 
systems. I myself have a Osaka person’s 
system of “Omoroi” or “interesting”. What’s 
t h e  p o i n t  o f  c o n t em p o r a r y  a r t !  
“Gendai-bijutsu Nanbono mon yanen!”

　例えば画家で言うと、美少女で有名なルノ
ワールの絵に出てくる少女の顔は、どれも同
じように見えます。モデルは違っていてもす
べてルノワール節に染まってしまっている。
反対に18世紀のスペインの画家ゴヤなんか
は、それぞれの顔に個性がある。女王を個性
豊かに醜く描いてよくもまあ処刑されな
かったことです。

　美術の近代はボードレール以降「アグリネ
ス（醜）」をいかに取り扱うかということに
あったと言われます。つまり「理想美」よりも

「真実」を求めたのでした。そこでゴヤなんか
が見直された。ピカソも、パトロンでもあっ
たガートルード・スタインの肖像画を描い
て、自分の顔に似てないと文句を言われて
も、「貴方の顔のほうが絵に似てくる」とまで
言い切っている。ここまでくると、真実とは
力まかせという感さえあります。80年台に
オクトーバー派といわれ、ニューヨークの美
術評論の大変影響力の強いの連中は、「美と
いうシステム」自体はもはや機能していない
と言っている。これに従えば現代美術では美
を美として描いてはカテゴリー・ミステイク
になってしまうのです。「美少女を美少女と
して描く力量」というのは現在有用なので
しょうか? 実際うんこの塊もどきの作品（ダ
ミアン・ハースト：推定資産1,000億円）や、

メルボルンで展示拒否になったキリスト像
におしっこをかけた絵画（アンドレ・セラノ）
もありです。
　近現代の絵画が額縁を必要としなくなっ
たように、美よりも「真実」を追求した結果、
現代美術は美という衣装を脱いだとも言え
ます。20世紀の重要な哲学者であるニー
チェは、真実や本質はもはや存在しないのだ
から、真実もどきの声が蔓延している状況
で、真実を声高に言ってなにが悪い、と居直
りともとれることを言っています。つまり、
権威は死んだのだから、自身の解釈だけが独
り歩きしてなにが悪い、ということですね。
声高に言ったもの、影響力があったもの勝
ち。聞かされる我々はうんざりなんですが、
これで現代美術というシステムが動いてい
るから、そのシステムに対抗するには、シス
テムで対向する以外ない。

　哲学者カントは「天才とは新しい概念のシ
ステムを作る才能である」と言いました。ル
ノワールにはルノワールの美少女を描くシ
ステムがあるし、ピカソにはピカソのぐちゃ
ぐちゃの顔を描くシステムがある。鑑賞する
我々もシステムで武装することを求められ
ています。不詳私は「おもろい」という大阪人
概念のシステムで、対抗しています。現代美
術なんぼのもんやねん。
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