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「アーティスト」として生きていく
―ナイジェリアの都市イレ・イフェにおける「アート」のあり方―
緒

方

しらべ＊

To Live as an Artist: The Way the Arts are Practiced
in the City of Ile-Ife, Nigeria
Shirabe Ogata

本稿の目的は，ナイジェリア連邦共和国の都市イレ・イフェの「アーティス
ト」であるコラウォレ・オラインカという個人をおもな事例とし，彼が「アー
ティスト」としてどのように生きているのかを，ナイジェリアの歴史的・社会
的コンテクストに位置づけて明らかにすることを通して，アフリカにおける
「アート」のあり方について考察することである。これまで，人類学は非西洋
における芸術 / 美術 / モノの意味や社会的機能を明らかにしてきた。また，西
洋と非西洋の不均衡な力関係を乗り越えようとする展示の試みも行ってきた。
ところが，作品のつくり手である「アーティスト」が，地域社会，そして西洋
近代のアートワールドという異なるふたつの要素と関わり合うなかで，そうし
たつくり手の視点に注目して当該地域における「アート」が論じられることは
ほとんどなかった。これに対して本稿は，オラインカという個人のつくり手の
生活世界とライフヒストリー，作品制作や販売のプロセスを分析し，考察する
ことによって，彼が地域社会やアートワールドと関わりながら生きている様を
明らかにしていく。

Aiming to reveal how a creator of arts has lived as an artist in both historical and social contexts, this paper aims to examine the way arts exist in
Africa, using as its main example the artist Kolawole Olayinka in the city
of Ile-Ife, Nigeria. Previous studies of anthropology have investigated the
meaning and social functions of art, and exhibitions have been held trying to
overcome the inequality of the power relationship between the West and nonWest. However, there have been few discussions of art in terms of its relation日本学術振興会特別研究員 PD，国立民族学博物館外来研究員

＊

Key Words：Anthropology of/and art, African art, artist, Nigeria
キーワード：芸術の / と人類学，アフリカ美術，アーティスト，ナイジェリア
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ships with local African society and the Western art world from the viewpoint
of artists, the creators of arts. Examining Olayinka’s life, life history, and the
process of his art making and selling, this paper shall attempt to reveal how
he lives as he interacts with both the Western art world and his local society.
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「アーティスト」として生きていく

序論
本稿の目的は，ナイジェリア連邦共和国の都市イレ・イフェの「アーティスト」で

あるコラウォレ・オラインカをおもな事例とし，つくり手の生活世界とライフヒスト
リー，作品制作や販売のプロセスの分析を通して，アフリカの「アート」のあり方を
考察することである。なお，本稿でいう「アーティスト」とは，イレ・イフェで
「アーティスト（artist）」と英語で名乗る人びと，またはそのような人びとによって
「アーティスト」と認識されている人びとを指し，「アート」とは彼らの作品を指す。
芸術市場やアカデミズムにおいて広く一般的にイメージまたは解釈されるアート，美
術，芸術とひとまず区別して記述するために，彼らが呼ぶ「アート」と「アーティス
ト」には鍵括弧をつけて表記する1）。
これまで，人類学はそれぞれの文化や社会における芸術の表現や美学，意味や機能
を明らかにすることで西洋近代における芸術の絶対化を否定し，芸術の相対化を行っ
てきた（Boas 1955; レリス 1968; Forge 1973; Coote and Shelton 1992; Gell 1998）。また，
モノや芸術作品を収集する側と収集される側，展示する側と展示される側，アーティ
ストとみなす側とみなされる側，つまり西洋と非西洋のあいだの不均衡な力関係を問
題視し（Clifford 1988），それを乗り越えようとする試みを行ってきた（Jean-Hubert
2）
。本稿は西洋
Martin 1989; Vogel 1991; Deliss 1995; 吉田と Mack 1997; 川口 1995; 2010）

美術の枠組みのみに依拠することなく，アフリカの一都市であるイレ・イフェの
「アート」の諸相を記述するという点において，これまでの人類学におけるアートの
研究の一端に位置づけることができる。
しかし，本稿は 1980 年代以降議論の中心となってきた展示という場に限定するこ
となく，美術館や博物館，アート・ギャラリーといった西洋近代のアートワールドで
はほとんど存在が認識されることのない「アート」および「アーティスト」たちも対
象とする。また，本稿は従来の研究のようにアートの制度を西洋近代の支配の構造と
して批判的に検討しようとするものではなく，アートの制度が当該地域にどのように
浸透し，それが人びとによってどのように受容されているのかという点を，「アート」
をめぐるローカルな活動や個人の行為に注目しながら明らかにしていく。従来の研究
が指摘してきたように，西洋近代のアートを所与のものとし，その価値観に依拠する
美学や意味・定義に基づいて非西洋の「アート」を検討することは問われなければな
らない。しかしながら，当該地域の人びとも西洋近代に端を発するアートに少なから
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ず影響を受け，「アート」という言葉を使って生活している。西洋近代のアートワー
3）
とほとんど関わらずに暮らす「アーティスト」もいれば，それ
ルド（Danto 1964）

とつねに関わりながら暮らす「アーティスト」もいる。この点に注意を払い，本稿で
は当該地域の人びとが使う「アート」や「アーティスト」という言葉を使って記述
し，彼らが西洋近代の要素やローカルな要素をどのように取り込み，またそれらの狭
間で生きることをつくり手自身がどのように捉え，行動しているのかを検討してい
く。
上述のように，これまでの人類学は西洋近代のアートを相対化する作業を行ってき
た。この流れにおいてアルフレッド・ジェル（Alfred Gell）は，美学との完全な決別
を芸術の人類学として提唱した（Gell 1992: 42）。ジェルは記号論的概念によって「芸
術作品（アート）」を「指標（インデックス）」と捉え（Gell 1998: 13），「指標」はそ
れを見る者に「推論（アブダクション）」を促すことでそれが何であるかを認知させ
るという，モノから人への働きかけ（エージェンシー）に注目した。それは芸術をめ
ぐる制度論から逸脱し，すべてのモノと人を社会的行為者（エージェント）として捉
える論理に基づいている（Gell 1998: 12–27）。西洋近代の美学および美術という制度
と断絶して，モノの人間社会への働きかけに注目しようとするジェルのアプローチ
は，フランツ・ボアズ（Franz Boas）の『プリミティヴアート』（Boas 1955，初版は
1925）に始まったと言える芸術の相対化を極限の域まで到達させるものである。芸術
作品（アート）という言葉にあらかじめ組みこまれた意味を避けるそのアプローチは，
芸術だけではなくモノそのもの，そしてモノと人の関わりに注目した研究に影響を与
えるものでもある（床呂・河合 2011）。
しかし，芸術の人類学においてこうしたアプローチが有効である一方で，西洋近代
のアートと非西洋の「アート」が切っても切り離せない関係にある状況で「アーティ
スト」が生活しているという現実へのアプローチも必要である。欧米や日本において
そうであるように，本稿で焦点を当てるアフリカの人びとは現実に「アート」という
言葉を使って暮らしており，彼らの「アート」は西洋近代のアートという概念や制度
と同じではないにせよ，それらと何らかの結びつきをもっている。
ジェームズ・クリフォード（James Clifford）は「芸術＝文化システム」を提示し，
何がアートで誰がアーティストであるのかを決めることの背後にある西洋と非西洋の
あいだの力関係を指摘した（Clifford 1988: 223）。この指摘からすでに 25 年以上が
経っているが，現在においても芸術市場やアカデミズムではあるモノや一群のモノが
アートとみなされ，ある人や一群の人びとがアーティストと呼ばれて記述され，展示
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されている。西洋側が芸術と呼びうる全てのモノを取り上げて研究し，その多様性や
複数性を展示して紹介すると，必然的に非西洋のモノが西洋近代のアートワールドの
なかに取り込まれていくという矛盾が生じてしまう。クリフォードの視点に立つと，
それは「芸術＝文化システム」という西洋近代の支配の言説に荷担することになりか
ねない。ジェルの方法はこうした西洋近代の制度と決別することによって作品やモノ
の社会的機能を明らかにしていくという新たな道を切り開いたものの，当該地域を生
きる人びとがそのような制度とどのように向き合っているのかという点，ならびにそ
こで生じる微細な力関係を描き出せないままである。
「芸術＝文化システム」の存在に敏感であろうとするならば，古谷（1998: 68）が指
摘するように，美術館・博物館関係者に限らず，つくり手自身も，「アーティスト」
として自らがつくりだしたものを「アート」と呼び芸術市場と関わることで，「芸術
＝文化システム」に基づく芸術市場とアカデミズムという自らコントロールできない
制度に従属している場合もある。芸術の人類学やアフリカ美術研究という枠組みで彼
らと彼らの作品を研究対象とする筆者自身も「芸術＝文化システム」に関与している
ことも，言うまでもない。だからこそ，このような近代のシステムから逸脱しようと
するのではなく，むしろ，こうした美術館・博物館や研究者，作品のつくり手や享受
者たちなど，アートワールドの構成員であるさまざまな人びとが，芸術のシステムと
どのように関わっているのかという点に着目することが不可欠となる。そのために，
本稿は，当該地域の人びとが「アート」と呼ぶものが存在し，そこでその「アート」
なるものを彼らが認識して暮らしている現場から，「アート」について考察していく。
人口約 40 万人の都市イレ・イフェは，ナイジェリア連邦共和国（以下，ナイジェ
リア）の三大民族のひとつであるヨルバの発祥の地とされ，ヨルバという民族，そし
てヨルバ美術（ヨルバアート）を語る際に欠かせない存在でありつづけている。アー
トをめぐっては，ヨルバ美術という観点から，考古資料や「伝統的アート」および
「 モ ダ ン・ ア ー ト 」 と み な さ れ， 研 究 されてきた（Harris 1997; 1994; Garlake 1978;
Willett 1967）。また，展示においても，11 世紀から 14 世紀にかけて栄えたとされる
イフェ王国に焦点が当てられ，おもに土器・真鍮・青銅製の頭像や偶像といった「歴
4）
に よ っ て， イ フ ェ は 表 象 さ れ て き た（Phillips 1996; Drewal and
史的美術品」

Schildkrout 2010）。こうした研究や展示は，調査者やキュレーターによって選ばれた
モノの形体と意味や社会的機能，あるいはつくり手とヨルバ文化との関わりを明らか
にしてきた。
これに対し本稿は，イレ・イフェの人びとのなかでもとくにつくり手である「アー
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ティスト」の視点に注目し，コラウォレ・オラインカというひとりの「アーティスト」
へのインタビューと参与観察を通して，彼らにとっての「アート」について考察して
いく。このような視座に立つ背景には，2003 年に筆者が初めてイレ・イフェを訪れ
たときに見た「アート」が，それまで文献資料や展覧会で見てきたアフリカ美術と様
子が異っていたことへの違和感がある。当時アフリカ美術史を学ぶ学部生であった筆
者は，ヨルバの古都イレ・イフェでフィールドワークを行えば，「伝統的なヨルバ美
術」をしっかりと見ることができるだろうと考えていた。しかし「自分はアーティス
トだ」という人を訪ね，また「彼もアーティストだ」と言われて訪ねた先で目にした
のは「伝統的なアート」だけでなく，大学の美術学部でつくられる「近代的なアー
ト」，そのどちらともいえない「街の日常的なアート」など多様であった。このよう
な「アート」のつくり手である「アーティスト」は，筆者が全て知り合うことのでき
ないほど複数暮らしていた。そこで筆者は，彼らが作品を制作し，販売し，生活する
ということを，「アーティスト」自身の視点に注目して明らかにしていくことにした。
筆者は現地調査を 2003 年から 2012 年のあいだ，長期間と短期間の複数回の調査に
分けて合計 23 か月間行った。第 2 節（2.2）で見ていくように，36 名の「アーティス
ト」に焦点を当て，彼らの仕事場や自宅を訪ね，インタビュー，対話，参与観察を行っ
た。第 3 節から第 5 節では，イレ・イフェの「アーティスト」のなかでもとりわけ多
様な作品を手がけ，ワークショップ，徒弟制，大学教育，国際美術市場，イレ・イフェ
の一般の人びとを対象とする市場など，第 2 節で概観する「アーティスト」に見られ
る多様な要素と関わるコラウォレ・オラインカの歩みに着目する。なお，筆者がオラ
インカと過ごしたのは 23 か月間の調査のうち 2008 年以降の 19 か月間である。
筆者は下宿からバスと徒歩で 30 分ほどの距離にあるオラインカの自宅や，バスと
バイクタクシーで 20 分ほどの店に週 3 日～ 5 日間通ったほか，彼と関わる個人や団
体・機関を訪ねた。筆者とオラインカの出会いは 2008 年 8 月，画材屋の紹介による
ものだった。イレ・イフェの「アーティスト」の調査をしていることを知っていた画
材屋の店主でグラフィック・デザインを専門とする「アーティスト」でもあるベン
ガ・コラウォレ（第 2 節，表 1・事例番号 35）が，その日たまたま彼の店に買い物に
来ていたオラインカを，「彼もアーティストだよ」と言って筆者に紹介したことが始
まりである。
上述の目的と背景に基づいて，本稿は，次の第 2 節でイレ・イフェという古都かつ
近代都市について言及し，そこで暮らす「アーティスト」，および「アート」の全体
像を俯瞰する。第 3 節では，第 2 節で述べるイレ・イフェの「アーティスト」のひと
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りであるオラインカが「アーティスト」になっていく過程を，家族や友人との繋が
り，そしてナイジェリアにおける学校教育の影響や徒弟制度という観点から記述す
る。第 4 節では，オラインカの作品や作品の依頼と販売，それらに対するつくり手自
身と周囲の評価に着目することによって，つくり手と周囲の人びとや制度との関係を
検討する。第 5 節では，オラインカの生計と周囲との助け合いや繋がりに焦点を当て
てイレ・イフェで「アーティスト」として生きていくことについて検討し，最後に第
6 節で結論を述べる。

2

イレ・イフェと「アーティスト」
イレ・イフェは，欧米およびナイジェリア国内で進められてきたアフリカ美術研究

やヨルバ研究において，「ヨルバ発祥の地」あるいは「ヨルバアート」の中心地のひ
とつとして欠かせない存在となっている。こうしたイレ・イフェの特殊性は，「アー
ティスト」の暮らしとも密接に関わっている。

図1

ナイジェリア連邦共和国とイレ・イフェの地図上の位置（●印は本稿の本文内
で言及する都市・町名）
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古都 / 地方都市イレ・イフェ

ナイジェリア南西部に位置する人口約 40 万人の地方都市イレ・イフェは（図 1），
前述のようにナイジェリア三大民族のひとつ，ヨルバ（Yoruba）の発祥の地とされる
古都でもあり，ヨルバと呼ばれる人びとのルーツを語る際に欠かせない存在でありつ
づけている。
ヨルバの神話によると，ヨルバの最高神オロドゥマレ（Olódùmarè）は，地球を創
造するために息子のオドゥドゥワ（Odùduwà）を天空より使いに出したという5）。オ
ドゥドゥワが降り立った場所から大地が広がり，地球ができた。オドゥドゥワは王と
なり，子孫たちは各地に次々と王国を築いていった。それが現在のヨルバランドであ
り，オドゥドゥワが降り立ったその地こそがイレ・イフェ（Ilé-Ifẹ̀）である。イレ・
イフェの字義通りの意味は「広がる家」であり，ものごとが始まる場所，人類のはじ
まりの場所，つまりヨルバ発祥の地として解釈されている。
他方，アラビア半島やエジプト / ヌビア方面などから移住したオドゥドゥワがイ
レ・イフェに王国を築いたという伝説や歴史説もあるが（Bascom 1984: 9; Jonson
1921: 3–7），1960 年代から 70 年代にかけて行われた考古学調査によると，イレ・イ
フェに集落があった形跡は 6 世紀ごろからであり，出土した土器による舗装の跡，土
器製や真鍮製の彫刻から，10 世紀～ 15 世紀にかけて王国が栄えていたと考えられて
いる（Shaw 1978: 161–163; Garlake 2002: 135）。このことから，オドゥドゥワは王とし
てイレ・イフェを統治した 10 世紀ごろの英雄だとも考えられているが，詳しい歴史
的背景は明らかになっていない。
その詳細にはいくつかのヴァージョンがあるものの，ヨルバの人びとはイレ・イ
フェの地に王国を築いたオドゥドゥワという統治者に始まったという言説は現在にお
いても受け継がれている。それは，この言説が 19 世紀半ばから 20 世紀半ばにかけ，
植民地政府に対抗した文化運動と連動してヨルバというひとつの民族としてのアイデ
ンティティが形成された際に戦略的に用いられたためであり（Peel 1989），以来，イ
レ・イフェはヨルバ発祥の古都として知られている6）。ヨルバランド全域において最
高位に立つイレ・イフェの王オーニ（Ọọ̀ni）を筆頭とする伝統首長7）らの尊厳は，現
在でも国家や地域住民によって守られている。旧市街の中央にはオーニの王宮が厳か
にたたずみ，周囲にはヨルバの神々を祀る祠が点在する。
こうした古都として知られる一方で，1962 年に設立された国内屈指の国立総合大
学，オバフェミ・アウォロウォ大学（Obafemi Awolowo University）が所在するイレ・
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イフェは，大都市ラゴスやイバダンに近い地方都市でもある。そこにはヨルバランド
以外の地域も含めた国内各地から学生や教員が集まっている。市の西側入り口付近に
位置する大学正門から北に向かうと広大なキャンパスが広がり，集会場や競技場，5
つ以上の銀行，教会，モスク，商店街や食堂街などもある。
このような古都であり現代の地方都市でもあるイレ・イフェでは，ふたつの言語，
すなわちナイジェリアの公用語である英語と植民地時代以前からこの土地で話されて
いるヨルバ語がおもに使用されている。英語とヨルバ語の理解度や使い方は話し手の
世代や教育の程度によって大きく異なるが，彼らは基本的に英語とヨルバ語のバイリ
ンガルである。ヨルバ語については，話し，聞きとることができる人がほとんどだが，
読み書きが正確にできない人は非常に多い。ヨルバ語教育が必修であったか，必修で
はなかったかなど，各時代の教育制度の違いや貧富の差，さらには各個人の家庭環境
や居住環境，学校や職場などの環境によって，ヨルバ語と英語の使われ方は異なる。
このように，少なくとも 21 世紀初頭においては，イレ・イフェでの言語状況にはか
なりの個人差があるが，「アーティスト」の自称および看板名については英語のみが
用いられる場合が多い（緒方 2013a: 154–167）。筆者による調査では，筆者との対話
において対話者が選択する言語を使用した結果，多くの場合英語を用いることとなっ
た。

2.2

複数かつ多様な「アーティスト」

すでに述べたように，これまでのアフリカ美術研究において，ヨルバ発祥の地とさ
れるイレ・イフェの「アート」はヨルバという民族性やその伝統との関わりのなかで
語られてきた。そうした研究では，本稿の第 1 節（はじめに）で述べたように，真鍮
/ 青銅製や土器製の彫刻といった「歴史的美術品」や「伝統的な」ビーズ細工，祠の
壁画，木彫など，または「アーティスト」と近代ヨルバのアイデンティティとの関わ
りに注目した絵画などの作品に焦点が当てられている。これに対して本稿は「ヨルバ
アート」や「ヨルバ発祥の地イレ・イフェ」という前提に関わらず，イレ・イフェで
「アーティスト」として生きる人びとに注目する。
そこでまず，「アーティスト」と「アート」という言葉について説明を加えたい。
本稿で「アーティスト（artist）」という言葉によって表しているのは，イレ・イフェ
という都市で暮らし，自身のことを「アーティスト」と呼ぶ，またはそのような人び
とによって「アーティスト」と認識されている人びとである。イレ・イフェには，西
洋近代の美術 / 芸術の枠組みのなかで「アーティスト」と呼びうる人びとを含め，モ
555

国立民族学博物館研究報告

40巻 4 号

ノづくりをする人びとが複数いるが，本稿ではそうした人びとのなかでもとくに
「アーティスト」という言葉を使用する人びとに焦点を当てている。筆者は調査時に
設定したキーワードとしての「アーティスト」を手がかりに，「アーティスト」同士
の繋がりや「アーティスト」の顧客をはじめとする彼らを取り巻く人びととの繋がり
を通じてイレ・イフェで暮らす「アーティスト」に出会った。2003 年から 2012 年に
行った調査で筆者は約 60 人8）の「アーティスト」に出会い，そのなかで集中的な調
9）
。転職した
査が可能であった 36 人の「アーティスト」に焦点を当ててきた（表 1）

人や掛けもちで職に就く人を除くと，彼らは皆「アーティスト」であることを本職と
し，その額に大きな差はあるものの，「アート」の販売によって現金収入を得ていた。
彼らのおよそ 9 割10）は「アーティスト」という英語表現を用いて自らを称してい
る。ヨルバ語にも「アーティスト」を意味する言葉はいくつか存在するが，彼らはあ
えて，英語表現の「アーティスト」を用いる（緒方 2013b: 76–85）。ヨルバ語の知識
と解釈に「アーティスト」たちのあいだで差異があることもその理由のひとつだが，
彼らが，少なくとも言葉の上で「アーティスト」や「アート」という英語表現を用い
る背景には，西洋美術教育や美術市場といった，西洋近代のアートワールドと彼ら
「アーティスト」との関わりがあることが指摘できる。
「アーティスト」の多くは，イレ・イフェの市街地のなかでも繁華街に店や作業場
をもつが，なかには看板を出さずに住宅地で作品制作を行う者たちもおり，さまざま
な作品をつくって生活している。第 3 節以降でひとりの「アーティスト」に焦点を当
てる前に，ここではこうした多様な「アーティスト」を，「伝統首長制度」，「アカデ
ミズム・美術市場」，「一般の人びと」との関わりに沿って整理し，「アーティスト」
とその作品である「アート」を概観していく。

2.2.1

伝統首長制度と関わる

現在ナイジェリアとして知られている地域の大部分が 1885 年から 1905 年までのあ
いだにイギリス政府の支配下に入って以来，ナイジェリア各地にあった王国は近代政
治のなかへと取り込まれていった。1960 年の独立時はイギリス連邦王国のひとつで
あったナイジェリアだが，1963 年に連邦共和国憲法を制定して大統領制へ移行した。
その後，1999 年まで軍政がつづいたのちに民政となり現在にいたるが，伝統首長の
尊厳と儀礼における権威は各地で存続している。ヨルバランドでは王や首長と呼ばれ
るリーダーが存在しており，彼らの伝統的権威の尊厳は守られている。その歴史的背
景のひとつに，20 世紀初め，イギリス植民地政府が地域の統治のためにヨルバラン
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ドの伝統首長の地位を維持させ，促進させたことが挙げられる。たとえばイレ・イ
フェの最高首長（王）であるオーニは，そうした植民地体制において，19 世紀のヨ
ルバランドでの内戦期よりもその地位を高めたといわれている（Oyediran 1973）。
イレ・イフェの最高首長（王）であるオーニは，前項で述べた「ヨルバ発祥の地」
という神話・言説によって，イレ・イフェではもちろん，ディアスポラを含むヨルバ
ランド全域において最高位に立つと考えられている。その下には，最上級に属するイ
ハレ（Ìhàré）またはアバ・イフェ（Àgbà Ifẹ̀ ＝「イフェの長老たち」）と呼ばれる 8
人の首長11）がおり，このうち 6 人はイジョイェ（Ìjòyè），またはイフェ・メファ（Ifẹ̀
mẹ́fà ＝「6 人のイフェ」）と呼ばれ，イレ・イフェを構成する 6 つの大街区12）の首長
を務める。その次に，王宮内の 8 人の首長モデワ（Mọdéwá），つづいてオニソロ
（Onisòrò）と呼ばれるヨルバの神々の聖職者たちが数十名13），さらに，小街区の首長
である「バーレ（Bàálẹ̀）」が十数名以上いる14）。
イレ・イフェにおいて，こうした伝統的権威と密接な関わりを持つ造形は，ビーズ
細工，木彫，真鍮・青銅彫刻，祠壁画，仮面や仮面と共に用いられる衣装などだが，
このうち「アーティスト」によって伝統首長を直接の対象として制作・販売されてい
るのはビーズ細工，木彫，真鍮・青銅彫刻である15）。ビーズ細工とはビーズ製の冠，
帽子，職杖，衣服，靴，バッグ，ペンダント，クッションなどであり，伝統首長によっ
てその権威の象徴として身につけられるか，そばに置かれる（図 2）。価格は交渉次
第だが，約 2,000 円から 20,000 円と幅広い。木彫は伝統宗教の儀礼で使用される器や
像，王宮や首長の家のドアや支柱の装飾だが，20 世紀初頭以降の伝統宗教の衰退に
伴い，国内での需要は減っている（図 3）。真鍮・青銅彫刻とは，真鍮または青銅で
つくられた伝統首長や彼らの来賓の肖像であり，「アーティスト」は約 25,000 円で依
頼を受ける。これは，現在ではひとりの「アーティスト」によって不定期につくられ
ているのみだが，11 ～ 14 世紀にかけて栄えたとされるイレ・イフェの王国でつくら
れた金属製の写実的な頭像（図 4）は，つくり手にとっても受け手の伝統首長にとっ
てもイレ・イフェを象徴するものとして認識されている。

2.2.2

アカデミズム，および美術市場と関わる

アカデミズムに直接関わる「アーティスト」として挙げられるのは，イレ・イフェ
の大学の美術学部の教員と学生である。同学部には，絵画，彫刻，陶芸，テキスタイ
ル・デザイン，グラフィック・デザイン，美術史の 6 つのコースがあり，各コースに
おいて 2 ～ 3 人の教員が教鞭をとっている。教員のなかには，イレ・イフェ在住だが，
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図2

ビーズ細工を専門とするアジャオ・
アデトイ。本来は王しかかぶるこ
とができないが，筆者の撮影のた
めに自作の王冠をかぶってみせる。
2009 年 12 月 3 日，筆者撮影。

図3
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木彫を専門とするガブリエル・ア
フ ォ ラ ヤ ン の 木 彫 作 品，2009 年。
約 50×17×15 cm。2009 年 10 月 28
日，筆者撮影。

ラゴスをはじめとする国内の大都市で開催されるアートに関する学術プログラムやイ
ベント，展覧会への積極的な参加を通して，国際的な美術界やアカデミズムとの接点
をつねにもつ者もいる。彼らは大都市ラゴス内の画廊，NPO・財団・国の美術機関で
行われる展示やワークショップ，トークイベントに参加したり，そこに学生を連れて
いくこともある。
さらに，毎年のように「ベスト・オブ・イフェ（Best of Ife）」展という，同学部の
教員と学生の作品を中心とした展覧会を学内で開催している。こうした展覧会では，
ロマン主義，写実主義，印象主義，フォーヴィスム，キュビスムなどの様式が顕著に
見られる風景画，静物画，肖像画といった西洋近代美術の絵画のフレームワークを踏
襲した作品がほとんどである。他方，同美術学部の教育方針として，作品の主題にヨ
ルバ文化を取り入れることに力を入れているため，ヨルバの諺が表現されていたり，
動物や幾何学模様などのヨルバの伝統を象徴するモチーフも頻繁にみられる（図 5）。
教員のほとんどは教職を本職としており，商品として作品をつくることはない。し
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© The Trustees of the British Museum
図 4 「オリ・オロクン」（オロクンの頭）
と呼ばれる真鍮製の頭像。イレ・
イフェの王宮近くで出土。推定 12
～ 14 世紀。高さ 36 cm。

図5

大学教員を勤める絵画専門のステ
ィ ー ブ ン・ フ ォ ラ ラ ン ミ の 作 品，
2003 年。油絵具，キャンバス。約
70 cm×45 cm。2008 年 11 月 9 日，
筆者撮影。

かし，なかには，グラフィック・デザインの教員が名刺，グリーティング・カード，
横断幕のデザイン・制作を請けおったり，陶芸の教員が舗装用ブロック（インター
ロッキング・ブロック）のデザイン・制作を請けおうなど，教職とはべつに専門性を
生かした商売を個人的に行っている場合もある。学生についても同様で，生活費の足
しや卒業後のキャリアを目的とし，就学中にグラフィック・デザインや肖像画などを
仕事として請けおう学生たちもいる。
美術市場と直接関わる「アーティスト」には，まず，オショボ派の「アーティスト」
として国内外で知られる者たち，および，彼らから徒弟制によって学んだのち独立し
た者たちがいる。オショボ派とは，1960 年代から 90 年代にかけて，近隣の都市オ
ショボのフリースクールで学んだ「アーティスト」たちを指す。彼らは，同フリース
クールの創始者であるドイツ人の教員ウリ・バイヤー（Ulli Beier），そしてバイヤー
の妻で，指導者的役割を担っていたイギリス人画家のジョージーナ（Georgina）の影
響をつよく受けている。オショボ派の「アーティスト」はキャンバスを使用した油絵
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のほか，紙とグワッシュを使用した絵画，キャンバスや紙に水性サインペンや油性マ
ジックで描くモノクロまたはカラーの描画，版画，木製やセメント製のレリーフ，ロ
ウケツでデザインをほどこした布などもつくることで知られている（川口 2011: 140–
147）。絵の主題のほとんどはヨルバの神話，音楽や踊り，農業や手工芸といったヨル
バの「伝統的」文化であり，「アフリカらしさ」を全面的に主張している。構図は平
面的で色彩は原色を多用し，人面は写実性よりも「アフリカの仮面」を想起させる
「アフリカ的な」抽象的な表現で描く。「アーティスト」の知名度にもよるが，1 枚数
百円～数万円で売られている（図 6，7，12，13）。
上述のように，ヨーロッパ人によって「発見」されたオショボ派の「アート」は，
オショボ市内や周辺地域の人びとではなく美術作品に「アフリカらしさ」を期待する
ヨーロッパ人をはじめとする外国人を対象に制作されるものである。オショボ派の
「アーティスト」は，イレ・イフェの一般の人びとではなく国内大都市の外国人訪問
者を含む富裕層，および海外の顧客を対象としているため，イレ・イフェの街に店を
かまえていないことが多く，看板を立てずに住宅地にある自宅で作品制作を行う。作
品を販売する際は作品をポートフォリオに入れて，大学キャンパス内の会議場やゲス
トハウスなど彼らのターゲットが集まる場所か，イバダンやラゴスなど近隣の大都市
へ出向く。

図6
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自分の作品を両手いっぱいに広げて見せるオショボ派のタジュ・
マヤキリ，2012 年。油絵具，キャンバス。2012 年 2 月 24 日，筆
者撮影。
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なかにはオショボ派に直接あるいは間接的に影響を受けていながらも，自らをオ
ショボ派であるとは認識せず，オショボ派とはやや異なる作風をもつつくり手たちも
いる。彼らはイレ・イフェに在住しているが，ヨルバランドよりも首都のアブジャを
中心に，外国人駐在員や国内富裕層を対象に作品を販売する傾向がある。作品の主題
はヨルバ文化や神話よりも，平和な農村，楽器奏者や踊り子，椰子の木やキリンと
いった「アフリカの典型」とされる「伝統文化」が多く，民族衣装や民族固有の模
様，特定の神や祭の描写など，ひとめでヨルバだとわかる作品は少ない。抽象的なも
のもあれば，風景画や人物像など具象的なものもあり，原色のべたっとした厚塗りも
あれば，水彩で淡く色づけしたものもある。人物や動物，パターンなどで背景を埋め
尽くすことの多いオショボ派の平面的な構図に対し，彼らの作品には背景に空白や奥
行きが見られることが多いという点においてもオショボ派とは異なる（図 8）。
さらに，オショボ派とは直接の関係をもたずに美術高等教育を受けたのちに独立し

図7

大学の会議場ロビーに並べられたオショ
ボ派のクンレ・アキンティブボの作品（中
央手前の作品のみ既製品で，アキンティ
ブボの作品ではない）。2011 年 6 月 10 日，
筆者撮影。
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た者や独学の者もいる。彼らのおもな作品は絵画や版画，まれに彫刻である。オショ
ボ派やアブジャを販売の拠点とする「アーティスト」の作品のように複数のつくり手
による作品が類似する傾向はなく，主題やスタイルを独自に生み出そうとする様子が
うかがえる。遠近法やキュビスムの手法を取り入れたもの，具象的，抽象的，半抽象
的な表現などさまざまである。しかし，主題がおもにヨルバやアフリカの「伝統文
化」であるのは全員に共通している（図 9）。販売場所も価格も個人によって異なる
が，およそ 2,000 円～ 250,000 円で販売されている。彼らのおもな販売先・顧客はラ
ゴスの画廊や土産物屋，国外の画廊，国内の銀行やホテル，そして富裕層に属する個
人である。作品制作は自宅の作業場または店で行うが，イレ・イフェの一般の人びと
を対象としていないため，大都市の顧客との個人的なやりとりによる販売のほうが多
い。

2.2.3

イレ・イフェの一般の人びとと関わる

イレ・イフェの街の一般の人びとと直接関わる「アーティスト」は，おもにグラ

図8
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シ ェ グ ン・ ア グ ン ソ イ ェ の 作 品，2012
年。インク，染料，画用紙。約 60×40 cm。
2012 年 2 月 24 日，筆者撮影。
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図9

版画を専門とするシェグン・アデクの作品，「美しさと心（Beauty and
the Mind）」，2008 年。画用紙，油絵具，インク。約 30×50 cm。2010 年
6 月 29 日，筆者撮影。

フィック・デザインの仕事を請けおう。ここでいうグラフィック・デザインとは，イ
レ・イフェの街で「アート（art）」や「アーツ（arts）」という看板が掲げられている
店でつくられる一群の作品を指すが，欧米や日本でグラフィック・デザインとして連
想されないモノも含まれる。広告や宣伝を目的とした看板，横断幕，ビラのデザイン
と制作をはじめ，冠婚葬祭や記念式典で配布する記念品（T シャツ，文房具など）へ
のスクリーン・プリント，賞状や記念額，ゴム印，ステッカーの制作，肖像画，さら
には家屋の壁塗りやバイクの泥除けのデザインなど，幅広い仕事を彼らは請けおう。
看板は数百円から，ステッカーは約 5 円から，記念額は 1,500 円～ 5,000 円である。
イレ・イフェに限らず，ナイジェリアでは冠婚葬祭で主催者側が贈り物としての記
念品を多数（参加者分）準備する習慣がある。記念品は日本でいう引出物や香典返し
にあたる品々だが，日本とは異なり，贈り物には主催者の名前や写真などが直接印刷
されたり，ステッカーとして貼られている。T シャツやハンカチ，ステッカーには手
動のスクリーン・プリントで（図 10），メモ帳や紙袋ならば自動印刷機で直接印刷さ
れる。誕生日や結婚記念日，卒業や昇進を祝う際は厚紙や木などでつくられる大型の
オリジナルカードが贈られる。この種のカードは通常 500 円～ 2,000 円で，注文に応
じてひとつずつつくられる。また，インフォーマルセクターにおける個人ビジネスや
さまざまな宗派のキリスト教会の活動が非常に盛んであるため，店の看板や外装，教
会のモットーや行事を知らせる横断幕・チラシは欠かせないものとなっている。その
デザイン・制作を担うのが，ここでいうグラフィック・デザインを専門とする「アー
ティスト」である。
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図 10 グラフィック・デザインを専門とするアデオル・アデレケに
よる，シルクスクリーンでプリントされたロゴ。イレ・イフ
ェ市内の幼稚園・小学校の終業式で配布されたバッグにプリ
ントされている。2010 年 7 月 30 日，筆者撮影。

2.3

小括

本節では，「ヨルバ発祥の地」という言説と共に語られる古都であり，また，現代
地方都市であるイレ・イフェにおいて，「伝統首長制度」，「アカデミズムおよび美術
市場」，「一般の人びと」と関わりながら，複数かつ多様な「アーティスト」が存在す
ることを概観した。これより，3 節～ 5 節ではコラウォレ・オラインカ（Kolawole
Olayinka）（表 1・事例番号 30）というひとりの「アーティスト」の暮らしや語り，
作品とその依頼・制作・販売に焦点を当て，周囲の人びと，イレ・イフェやナイジェ
リアという環境やそこに存在する制度と，つくり手個人との関わりに注目する。これ
によって，アフリカの一都市において，一個人がどのようにして「アーティスト」と
なり，どのようにして「アーティスト」として生きているのかを明らかにしていきた
い。
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3 「アーティスト」になる
3.1
3.1.1

児童期・青年期
独学する

以下は，オラインカが 2008 年から 2012 年のあいだに筆者に断続的に，そしてライ
フヒストリーのインタビューの際（2011 年 7 月 5 日）に全体的に語った「アーティ
スト」になったきっかけについて，筆者がまとめたものである。
オラインカが初めて「アート」に興味をもったのは 1972 年，彼が小学校 2 年生の
とき，中学生の兄が学校から持ち帰ったスケッチブックに描かれていた絵を見たとき
のことだった。兄は授業の課題でそこに校舎を描いていた。それは教室や階段，植木
などが描かれた（オラインカが思い返すと）「子供っぽい」絵だったのだが，当時の
オラインカにはとても魅力的に感じられ，自分も描きたいと思うようになった。その
絵はもう残っていないが，オラインカの説明によると，鉛筆で正面に 2 階建ての校舎
が教室や階段もわかるように描かれており，校舎のまえには植木も描かれていた。全
体は色鉛筆で色が塗ってあったという。その後，オラインカは当時住んでいた大都市
イバダンの街の広告・宣伝用看板の絵を練習帳に模写したり，大通りに面していた母
親の雑貨屋の前に腰かけ，通りを行き交う車のスケッチをするようになった。当時
通っていた小学校では絵画は教えられていなかったので，オラインカは高校を卒業す
るまで独学で絵を学ぶことになる。
中学校に進学すると，看板の広告や雑誌のなかの絵や写真を模写するようになっ
た。また，小遣いで「アート」に関する本や画材を買うようにもなった。母親が自宅
から離れた地域に店を借りることになり，家族は皆その地域へ引っ越したが，オライ
ンカは，通いはじめていた中学校が自宅のそばにあったので，ひとりでその学校のそ
ばに住んだ。小遣いは両親から自炊代としてもらっていた金を節約して貯めたもので
ある。この時代に模写やスケッチに使ったノートのうち 2 冊は，いまでも自宅の鍵つ
きの戸棚のなかに保管している。1 枚も破ることなく，ノートの最初から最後のペー
ジまで絵で埋めた（図 11）。中等学校の先輩のひとりからは絵が上手いと褒められ，
美術を選択できる中学へ転校したらどうかと言われたこともある。その先輩からも
らった，1968 年にロンドンで出版された『What Shall We Draw?』16）という本はいまで
も保管している。
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図 11 オラインカが中学生のときノートに描いた模写，1977 ～ 1978 年。鉛筆，紙
（学習帳）。2009 年 2 月 18 日，筆者撮影。

1982 年に中学17）を卒業すると，リポーターやニュースキャスターなど漠然とメディ
ア関係の仕事をしたいと思っていたオラインカは，4 年間ほどいくつかアルバイトを
しながら勉強をつづけて大学の入学資金を貯めていた。オラインカが美術学部へ進学
するきかっけは，もっとも苦手だった英語の試験を受けようとしていたとき，当時住
んでいた下宿の大家の息子で，近隣のオンドの教育専門大学の美術学部の学生であっ
た知人から得意な「アート」で受験することを勧められたときに訪れた。オラインカ
は「アート」を趣味だと思っていたし，それまで正規の美術教育を受けてこなかった
ため受験に対して大きな不安があった。しかし知人はオラインカの背中を押し，教材
を貸してくれた。さらに代父18）の娘が，彼女が通っていた中学校の教員の知人の教
員をオラインカに紹介し，その教員はオラインカが美術で受験できるよう教材を与え
てくれた。そうしてオラインカは受験勉強に励み，1986 年，22 歳で統一試験19）に合
格した。
それまでイバダンに住んでいたオラインカだが，1986 年に統一試験に合格し，オ
バフェミ・アウォロウォ大学（当時はイフェ大学）に願書を出すと，伯父を頼ってイ
レ・イフェに住むことにした。伯父は仕立て師だったが，彼の仕事先であった仕立屋
のある場所を管理していた人のひとりが「アーティスト」であったので，伯父はオラ
インカをその「アーティスト」，バヨ・オグンデレ（表 1・事例番号 14）に紹介した。
オグンデレはオショボ派の「アーティスト」だった。オラインカはオグンデレのもと
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で 3 か月ほど学んだのち，オバフェミ・アウォロウォ大学からの合格通知を受け，美
術学部へ進学することになった。
このように，オラインカが「アーティスト」になる最初のきっかけにはオラインカ
個人の興味と意思，そして家族・親戚や友人・知人との関係，およびオラインカが暮
らした環境にあった。イバダンは，（当時の）西部州の州都であり，（当時の）首都ラ
ゴスに次ぐ商業都市であった。1960 年の独立時においては，カイロ，ヨハネスブル
グに次いでアフリカ大陸で 3 番目の規模を誇る大都市であり，1965 年にはナイジェ
リアの農業の繁栄を象徴する当時の国内で最も高い高層ビル「ココアハウス（Cocoa
House）」が建てられた。さらに，イバダンにはナイジェリア初の大学，イバダン大
学（University College of Ibadan）が 1948 年に設立されている。このように，アカデ
ミズム，商業，行政の中心であったイバダンが大都会であったことは，独学で技術を
身につけようとしていた当時のオラインカが，広告・宣伝の大型看板，国内外の雑誌
や書籍を利用して模写やスケッチをすること，画材を手に入れることに適していたと
推測できる。
また，最初のきっかけは兄の中学校での「アート」の授業の課題，つまりナイジェ
リアにおける中学校での美術教育だった。兄の絵を見る以前から，オラインカは新聞
や広告，本や漫画など，絵や写真という画像を目にしてきた。しかし兄という身近な
人が持っていたスケッチブックのなかに兄によって描かれたものがあり，それはオラ
インカが見て校舎の絵だとわかるものであったことは，オラインカに「ぼくもこんな
ふうに描きたい，いや，もっとうまく描きたい」と感じさせるほど刺激的であり，大
きな影響を与えるものであった。大学受験にあたっては友人からもらった参考書をも
とにアートを受験科目として勉強したように，中等教育における美術教育は間接的に
オラインカに影響を与えてきた。
なお，筆者が調査を行った 36 名の「アーティスト」のなかで，小学校または中学
校でアートを学んだ者は 5 名である。また，小学校で娘が美術の授業を受けていると
いう「アーティスト」や，美術を選択できる中学校へと息子を転校させた「アーティ
スト」もいる。さらに，中学校の美術の授業の非常勤講師を勤める「アーティスト」
もいた20）。

3.1.2

オショボ派への弟子入り

美術の中等教育とはべつにもうひとつオラインカに影響を与えたものは，オショボ
派のアーティストへの弟子入りであった。オショボにもっとも近い地方都市であるイ
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レ・イフェは，一部のオショボ派の「アーティスト」の生活と活動の拠点になってい
た。先述のように，オラインカは，伯父の紹介によりオショボ派の「アーティスト」
であるバヨ・オグンデレに弟子入りすることになった。仕立師であった伯父の仕事先
は新市街のエレ・イェレという地域にあったが，このエレ・イェレは 1980 年代にオ
ショボ派の「アーティスト」が住む，または集まる場所であった。現在ではオショボ
派ではオグンデレしかエレ・イェレに店をもっていないが，1980 年代には数名の著
名なオショボ派の「アーティスト」が住んでおり，その一部は店をもって活動してい
たという。オショボ派の「アーティスト」のひとり，アキンティブボ（表 1・事例番
号 16）はエレ・イェレにあった保険会社で働いていたが，オショボ派の活動ぶりに
魅かれ，退職してオショボ派に弟子入りしたというエピソードがあることからも，エ
レ・イェレではオショボ派の「アーティスト」の存在が顕著であったことがうかがえる。
また，オラインカは師匠のオグンデレだけではなく，オショボ派の「アーティスト」
のムライナ・オイェラミの作品にも影響を受けたという。また，そのほかオショボ派
として著名なティジャニ・マヤキリ，アデニジ・アデイェミ（表 1・事例番号 12），フェ
ラ・オダラニレ（表 1・事例番号 13）がイレ・イフェに住んでいたこともあり，オラ
インカ以外にも「オショボ派のアーティスト」に徒弟制において直接影響を受けた者
は，筆者が調査した 36 名の「アーティスト」のなかだけでも 11 名に及んでいる。
オラインカが師事したバヨ・オグンデレは著名なオショボ派の「アーティスト」で
あるルーファス・オグンデレの弟である。ルーファスは 1963 年と 1964 年にオショボ
で行われたムバリ・ムバヨ・クラブでのワークショップに参加し，絵画と版画で偉才
を発揮して名をあげた。十代のころから，バヨ・オグンデレは著名であった兄をはじ
めとしたオショボ派の「アーティスト」やミュージシャン，ダンサーが身近にいる環
境にいた。バヨ・オグンデレは 1969 年から 1974 年まではイフェ大学アフリカ学研究
所（現オバフェミ・アウォロウォ大学美術学部および文化学研究所）に所属し，美術
と演劇を学んだ。1970 年代半ばにはイレ・イフェの街を拠点とし，ラゴスやイバダ
ンといった国内大都市，そしてドイツやアメリカ，カメルーンなど海外でも展示を
行ってきた。絵画（油彩，アクリル）と版画（木版，モノプリント）を専門とし，と
くに兄のルーファスの影響を受け，オショボ派に特徴的な平面的な構図と原色を用い
て描く。仮面や踊り手など，ヨルバやアフリカらしい主題が多い。オグンデレは明確
な輪郭線によって対象をはっきりと描くが，とくに人体や人面は自然主義的バランス
をあえて崩し，直線や円による模様の一部のように表現する（図 12）。
オラインカはオグンデレの初めての弟子だった。最初に学んだのはモノプリントの
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図 12 オショボ派のバヨ・オグンデレと彼の 1993 年の作品。油
絵具，キャンバス。オグンデレの自宅にて。2008 年 8 月
31 日，筆者撮影。

図 13 ミスィオのコンペティションを勝ち抜い
た オ ラ イ ン カ の 作 品，1993 年。 画 用 紙，
油 絵 具。 約 50×30 cm。2012 年 3 月 1 日，
筆者撮影。
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一種のトランスファー技法で，これを習得すると，オグンデレの仕事でこの技法を使
うものはすべてオラインカが担当するようになったという。ただし，オラインカが師
匠のためにするのは模写の仕事に限ってであり，自由な表現に基づく個人的な作品と
彼が考える絵画の仕事は手伝わなかった。とはいえ，絵画についても師匠から学び，
とくにローラーを使って描く技法を身に付けたのはこの時期であった。オグンデレが
作品の販売や展示でラゴスに滞在していて留守のときは，オラインカは自分の絵画の
試作を行った。仕上がったオラインカの自身作品をオグンデレがラゴスへ持って行っ
て売ることもあった。オラインカはこのようにして師匠のもとで学び，働き，師匠か
ら不定期にもらう報酬で大学進学の準備をしていた。
オラインカがオグンデレにフルタイムで師事していたのは大学に進学するまでの 3
か月ほどであったが，進学してからも，そして卒業したあとも，「アシスタント」や
「アルバイト」のようなかたちで通っていた。大学の合格通知を受け取った当初，オ
グンデレは進学せずに彼のスタジオにとどまることを勧めたが，オラインカは美術学
部へ進学する意思を貫いた。師匠から学ぶということは，技術を学ぶだけでなく「仕
える」ことでもあり，そのためには辛抱しなければならないことも多々あったとい
う。オラインカにとってもっとも大きな問題は，仕事に対する師匠から彼への「報
酬」や「わけまえ」であった。これは，後にオラインカがオグンデレのもとを離れる
きっかけにもなった。大学卒業後，オラインカはオグンデレの勧めで国際コンペティ
ションに参加することになるのだが，これを機に，のちに述べるように，決別という
かたちで師匠から完全に独立することになる。
師弟関係における問題は，オラインカに限らず他の「アーティスト」数名の言動に
も垣間見ることができた。自分は師匠に仕え，師匠が（師匠自身の作品として）売る
作品を描くだけで，独立した「アーティスト」としての人生を送れない人など，師匠
による「支配」や「搾取」を弟子が不満に思うこともあれば，弟子による師匠の所有
物の窃盗や「不真面目」な態度など，弟子の「不義理」を嘆く師匠もいる。関係のよ
い師匠と弟子もいるが，オラインカとオグンデレのような関係性がけっして稀ではな
いということは容易に推測される。

3.2

アカデミズムのなかで―大学教育

オラインカが美術学部生となった 1986 年は，ナイジェリアで美術高等教育がはじ
まってすでに 30 年が経ったころであった21）。当時も美術学部のある大学は国内に多
数あったが，オラインカは，伯父という身よりのいる場所，そして両親の出身地であ
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り馴染みの深い場所であるイレ・イフェにある大学を選んだ。オラインカがオバフェ
ミ・アウォロォ大学美術学部の学生であった 1986 年から 1990 年のあいだのシラバス
を参照することはできなかったが，筆者に入手可能であった 2012 年において使用さ
れていた 2005 年作成のシラバスをオラインカに確認してもらったところ，彼が学生
であった当時のコース内容からの大きな変更は見られなかった22）。以下に概観する同
学部のコース内容は，オラインカからの聞き取り，そして 2005 年作成のシラバス，
および 2003 年から 2012 年のあいだに教員・学生であった人たちからの聞き取りに基
づく。
同大学美術学部の正式名称は「美術・応用美術学部（Department of Fine and Applied
Arts）」である。この学部には，絵画，彫刻，陶芸，染織デザイン，グラフィック・
デザイン，美術史の 6 つのコースがある。また，修士号と博士号を授与する大学院教
育も行われており，卒業生や修了生たちのなかには，専業（プロ）のアーティストと
して，美術教員として，あるいは広告代理店でのグラフィック・デザイナーとして活
躍する者もいる（Sheba 2005: 3）。学士号は最短 4 年で取得が可能であり，学生は 3
年時以降 6 つのコースのいずれかを専門分野として選択する。
これら 6 つのコースでの授業に加えて，学部の 3 年次と 4 年次にはインダストリア
ル・アタッチメント（Industrial Attachment）と呼ばれる実習コースと，それについて
レポートを書く課題がある。これはある種のインターンシップで，イレ・イフェの街
や他都市のアーティスト個人や工房，アートに関わる会社で制作技術やマネージメン
トの方法を学び，さらにそれについてレポートも書くというものである。この課題に
おいては，学生の選択によっては，学部での 6 つのコースに限らず，版画，ビーズ細
工，仮面舞踊で使用される衣装，鍛冶屋，ヨルバ伝統宗教の壁画なども対象となる。
基本的には西洋美術教育に準ずるカリキュラムだが，イレ・イフェの美術学部（Ife
Art School）として，またナイジェリアの美術学部として「イフェらしいアート」を
育成している面もある。同学部において 1989 年から数年間盛んであった芸術（美術）
運動，オナイズム（onaism）23）においてそうであったように，欧米の美術にローカル
な知識や技術，とくにヨルバの文化要素を取り入れようとする姿勢は現在でも同学部
において受け継がれている。
さらに，国内他都市の大学・短大・技術専門学校の美術学部への修学旅行が毎年実
施され，参加できる学生たちは他の美術学部を見学する機会を得ている。ナイジェリ
ア国立美術館などが開催するコンペティションやシンポジウムの告知ポスターや，ラ
ゴスで行われる著名アーティストの展覧会の案内なども学部に貼りだされ，学生たち
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はそれらに応募・参加することができる。また，学生たちは学部の図書室で卒業生の
学位論文，ナイジェリア，アフリカ，欧米の美術関係の文献を参照することができる。
オラインカはこのような大学の美術学部という組織，つまりアカデミズムという制
度に 4 年間身を置いていた。3 年生・4 年生のときに専門として選択したのは絵画で
あったが，そのほかにも同学部で必修とされていた全コースの基礎を学んだ。4 年生
時の実習コースではオショボ派の「アーティスト」のアデニジ・アデイェミの作業場
へ通い，アデイェミの技術や作品について卒論を書いた。しかし，オラインカが美術
学部で学んだのは美術の知識や技術だけではなかった。「アート」のアカデミズムと
いう組織・制度のなかに身を置くことは，自分の作品とほかの学生の作品がつねに比
べられる環境にいるということでもある。入学するまで正規の美術教育を受けたこと
がなかったオラインカは周囲に対して劣等感を抱いていた。3 年生になるまでは周り
の学生に「ついていく」ことが大変であった。そこでオラインカは辛抱することと努
力することを学んだという。また，オラインカ自身は「オナイズム」を限られた教員
たちによって推し進められる特定の方針だとして個人的にあまり共感しなかったもの
の，そこからアカデミズム固有の「アート」へのアプローチも学んだ。
こうしてオラインカは，十代のころ独学で身につけた技術，大学進学直前にオグン
デレに弟子入りして学んだ技術，そしてアカデミズムという環境で得た多彩な知識と
技法や経験により，少しずつ一人前の「アーティスト」に近づいていった。

3.3
3.3.1

フリーランスになって
欧米のアートワールドのなかへ

前述のように，すぐに仕事の見つからなかったオラインカは大学卒業後もオグンデ
レの店兼作業場へ通い，手伝いをしていた。オラインカは自分の作品もつくりつづけ
ており，ときおりイレ・イフェ在住の友人の「アーティスト」，シェグン・アデク（表
1・事例番号 25）がヨーロッパへ渡航する際は，渡航先で代理販売をしてもらうため
にアデクに自分の作品を預けた。1989 年には，オラインカはアデクの店で店番をし
24）
とのあいだに長男が
ていた女性と出会い，恋愛し，1993 年にその女性（現在の妻）

生まれた。オラインカに絵画の国際コンペティションへの応募の機会が訪れたのは，
長男が生まれる直前のことであった。
25）
1993 年，師匠オグンデレは，教皇庁立のカトリック布教機関ミスィオ（MISSIO）

が主催した「アフリカ人アーティストによるカトリック絵画のコンペティション」を
知り，オラインカに応募を勧めた。応募には 30 歳未満という年齢制限があったため，
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オグンデレ自身は応募することができなかった。オラインカは新約聖書のなかのひと
つのシーンを主題にし，油絵具とパレットナイフを使用した作品を仕上げた。鮮やか
な色づかいや自然主義的ではない独特の大きさと形で表現された目鼻からは，師匠や
オショボ派の「アーティスト」らの影響がうかがえる。しかし，くっきりと示された
黒色の境界線とは対照的な数色のグラデーションや，原色であっても背景と前景を明
確にすることで対象をバックグラウンドから浮かび上がらせるスタイルは，当時のオ
ラインカ独特の作風であった（図 13）。その作品は見事にコンペティションを勝ち抜
き，オラインカは同機関の支部があるドイツのアーヘンでの滞在制作と展示の機会を
与えられた。
「だめでもともと」と思って応募したオラインカにとって，海外で「アーティスト」
としてのキャリアを積む経験が舞いこんできたことは夢のような喜びであった。オラ
インカは渡航に必要な手続と準備を済ませ，長男が生まれてわずか 2 週間ほどであっ
たにもかかわらず，4 か月間滞在するドイツへと旅立った。オラインカの妻も初めて
の出産を終えた直後乳飲み子をひとりで育てる不安よりも，ヨーロッパで「アーティ
スト」として認められた夫を送りだすことに大きな喜びと期待を感じていたという。
しかしこのとき，滞在先のドイツでの収入（滞在制作のために与えられる資金）の
「分け前」を求めた師匠のオグンデレともめたことをきっかけに，オラインカはドイ
ツへ発つと同時にオグンデレのもとから完全に独立することとなった。ビザの取得に
ついては，すでに海外での展示経験のあった友人の「アーティスト」アデクに助言を
もらい，オラインカは初めての海外渡航を実現させた。
ドイツではカトリック布教機関ミスィオのドイツ支部が置かれるアーヘンに滞在
し，同機関からの助成を受けてルドゥウィッヒ・フォーラム（Ludwig Forum）美術館
の宿舎で生活した。日中は同美術館内の作業場で作品制作に専念し，絵画だけでなく
土器の制作も行った。滞在期間の後半には，オラインカともうひとりコンペティショ
ンで選ばれた南アフリカ出身のアーティストの作品展覧会が同美術館で行われた。ま
たそれとはべつに，ミスィオのスタッフの知人たちにより個人的にオラインカや南ア
フリカのアーティストの個展が（知人宅で）開かれた。ミスィオのスタッフとは親し
くなり，滞在制作を終えたあとも 2002 年と 2012 年の 2 回，オラインカの作品はミ
スィオ発行のカレンダーの挿絵に使用された。そこで使用された絵の一部はミスィオ
のパンフレットの挿絵にもなった。さらにオラインカはドイツ国内の美術館や博物館
を訪れたほか，スイス，オランダ，ベルギー，ルクセンブルクを観光する機会にも恵
まれ，初めての雪とスキーを体験することもできた。
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オラインカは，スタッフのなかでもマルコという同世代の男性ともっとも親しく
なった。彼が「親友」と呼ぶマルコは，これまで 1996 年と 2009 年の 2 度ミスィオの
仕事でナイジェリアに滞在しており，その際オラインカを訪ねている。年に数回マル
コと連絡を取っているオラインカはしばしばマルコのことを筆者に話す。自宅のスタ
ジオや居間には，マルコ一家の写真やスイスでスキーをしたときの写真が誇らしく飾
られている。

3.3.2

ドイツからの帰国後

4 か月間のドイツ滞在を終えてナイジェリアに帰国すると，オラインカは自宅のス
タジオで精力的に作品をつくった。現在オラインカのポートフォリオにある作品の多
くは，この時期に描かれたものである。しかしながら，オラインカはドイツやほかの
海外で自分の作品を展示できる機会を待ちつつ，とくにあてもなく作品をつくってい
た。師匠との縁は切れ，自分の作品をラゴスで売ってもらえることもなくなった。オ
ラインカには店はなく，閑静な住宅地にある自宅で作業しているため，「アーティス
ト」としての姿が人目にふれることはほとんどない。ときおり海外へ渡る際にオライ
ンカの作品も代理で販売していた友人の「アーティスト」のアデクも，1990 年代以
降は渡航することがなくなった。オラインカが頼ることができるのはマルコだけとな
り，年に 1 回，DHL（国際空輸便）でグリーティング・カード，そして厚紙やキャ
ンバスに描いた油絵を 10 ～ 20 作品マルコに送り，大きさによってひとつ 20 ～ 200
26）
で，ミスィオのオフィスへの訪問客やマルコの個人
ユーロ（約 2,800 ～ 28,000 円）

的知人に作品を売ってもらっていた。
イレ・イフェには，「顧客」や「パトロン」とオラインカが呼べる人はおらず，ド
イツのマルコを頼る以外では，知人や友人からのグラフィック・デザインや肖像画な
どの需要に応えながら細々と暮らすようになった。後に詳しく述べるように帰国後の
オラインカの生活はけっして楽ではなく，1999 年から 2000 年にかけて，そして 2007
年から 2008 年にかけて，バイクタクシーの運転手や小学校の試験問題のタイピング
など，「アーティスト」の仕事ではない仕事をせざるを得ない時期もあった。1998 年
からは毎年年末に「クリスマスの贈りもの」としてマルコから 100,000 ナイラ27）（約
50,000 円）前後の送金を受けており，これは基本的にオラインカの子供たちの学費に
あてている。
「好きなこと，得意なことをやっているうちにいつのまにかアーティストになって
いた」とオラインカがこぼすように，オラインカは幼いころから「アーティスト」に
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なりたかったわけではなかったし，「アーティスト」という職に対する具体的なビ
ジョンもなかった。しかし，そうかと言ってほかにやりたいこともやれることもな
かったオラインカは，気がついたときには，「アーティスト」として生きる以外に自
分らしさを感じられなくなっていたという。こうして，オラインカはプロの「アー
ティスト」としての道を歩むようになっていった。

3.4

小括

本節では，オラインカが「アーティスト」になる過程で身を置いてきた環境を検討
し，彼が児童期・青年期を過ごした当時のナイジェリアが少なくとも大都市において
はすでに西洋近代のグローバルな市場，そして美術の概念や技法と接触しながら成長
してきたことがわかった。また，中学校や大学における美術教育もオラインカと関わ
りの深い制度であり，「アーティスト」になる過程において，少なからず西洋近代の
美術教育システムの影響があることがわかった。加えて，代父の娘が美術の教科書を
提供する美術教員を紹介したことや，伯父がバヨ・オグンデレという「アーティスト」
を紹介したことなどから，家族・友人・知人とのローカルな繋がりもオラインカが
「アーティスト」になるために欠かせなかったことがわかる。
次節では，本節でみてきた西洋近代の美術市場やアカデミズムとの関わり，そして
周囲の人びととのローカルな繋がりのなかで，「アーティスト」になったオラインカ
が作品を制作・販売すること，そしてその作品を周囲の人びとがどのように受け止め
るのかについて検討していく。

作品をつくる

4
4.1

つくり手による評価

前節ではオラインカがどのようにして「アーティスト」になっていったのかを見て
きたが，本節ではオラインカの作品制作のプロセスに注目することで，彼がどのよう
に自分の作品に価値を与え，評価しているのかを見ていく。さらに，作品の依頼を受
けることと作品を販売することに注目することで，顧客やパトロンをはじめとする彼
の周りの人たちが彼の作品をどのように評価しているのかを，オラインカ自身の評価
と共に検討していく。
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模写

小学生のころは看板や車を，中学生のころは雑誌や漫画を，弟子入りしていたとき
は師匠の作品をそれぞれ模写していたように，多くの場合オラインカは実物通りに写
しとろうとすることによって技術を身につけてきた。それは，彼が創造するという行
為やその喜びを知るうえで避けては通れない道でもあった。
先述のように，オラインカは十代のころ，マンガや本，新聞や広告などに載ってい
るイラストや写真を模写するのに使ったノートをいまでも大切に保管している。これ
までつくった作品のなかでオラインカ自身がもっとも好きな作品のひとつは何かとい
う筆者の問いには，18 歳でつくった作品である物語「ロビンフッド」の表紙の模写
を選んでいるほどだ（図 14）。「人はこんなのオリジナルの作品じゃないと批判する
かもしれないが」と前置きしたうえであえて模写の作品を選ぶ理由は，「アーティス
ト」になるという意識などまったくないときにある一定の技術を身につけ，夢中で描
いたものだからだという。オラインカは大学卒業後も新聞の写真を模写したり（図
15）ファンタジーや SF のイラストレーターのフラゼッタの作品を模写（図 16）し，

図 14 物語『ロビンフッド』の裏表紙のオラインカ
による模写，1982 年。グワッシュ，ベニヤ板，
約 40×30 cm。2013 年 9 月，オラインカ撮影。
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図 15 オラインカによる新聞のなかの写真の模写，1992
年。鉛筆，画用紙。約 60×30 cm。2009 年 2 月 18
日，筆者撮影。

陰影や遠近法によって全体の構造を正確に再現することと，筆やパレットナイフでイ
メージ通りの質感をだすことを訓練した。
さらに，模写は訓練や興味としてではなく，顧客からの需要に応えるために行うこ
ともある。カトリック教会からの依頼でキリスト教画やレリーフ彫刻をつくる際は，
基本的に教会が指定する「原画」をもとにする。「原画」は色を用いた現実的で具象
的な表現の油彩画（のように見える絵）の複製印刷と思われるが，その教会の売店で
売られている（図 17）。ポスターなどインテリアに必要な装飾品を売る店で見られる
ものの多くはよりイラスト的であるのに対し，教会ではもともとは油彩画であったも
のをカラー印刷して複製した絵（ポスター紙，厚紙，またはそれをラミネート加工し
たもの）も見られる。この「原画」が誰によるものであるかはオラインカにもわから
ないということだが，描き手のものとみられる，薄く記されたアルファベットのサイ
ンから判断すると，欧米人によるキリスト教画の可能性がある。オラインカはこうし
た「原画」を教会から借り，それをコピー機で複写したものに基づいて壁画やレリー
フを仕上げる（図 18）。教会のファサードに設置する聖人像の制作の依頼を受けたと
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図 16 オラインカによるフラゼッタの作品の模写，1990 年。
油絵具，カンヴァス。約 70×50 cm。2012 年 3 月 1 日，
筆者撮影。

図 17 オラインカが模写した「十字架の道行きの祈り」の「原画」（原画の複製と思われ
る）
。2012 年 2 月 20 日，筆者撮影。
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図 18 「原画」を粘土で模写するオラインカ（鋳造のための型づくりに必
要な塑像の制作中）。2009 年 3 月 9 日，筆者撮影。

図 19 オ ラ イ ン カ の 作 品「 風 景（Landscape）」，1996 年。
油絵具，キャンバス（ベニヤの木枠）。約 40×35 cm。
2009 年 2 月 23 日，筆者撮影。
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きはとくに「原画」が与えられなかったため，インターネット上でヨーロッパの教会
の聖人像の画像をいくつか探し，それらを参考にした。模写は肖像画の制作には欠か
せない行為であり，オラインカ以外の「アーティスト」にとっても重要な技術であ
る。ナイジェリアでは，記念品や贈りものとしての中間層以上の一般の人たちによる
肖像画の注文は珍しくないが，その肖像画は，基本的に本人ではなく本人の写真を見
ながら描かれる（緒方 2008）。
オラインカにとって，模写は「オリジナリティ（originality ＝独自性・独創性）の
欠如」や「盗作」という意味ではなく，「見よう見まね」で訓練していくことである。
模写をすすんで行い，その作品を自分のなかで高く評価するのは，オラインカが実物
通りに写しとることによって得るものに価値を見いだしているためである。ただし，
模写は彼にとってあくまでも個人的学習であり，販売目的で模写することはない。い
つでも販売できるよう作品を保管しているポートフォリオのなかに模写の作品はな
い。教会から依頼を受けて制作した壁画やレリーフ彫刻は，「このようなものをつ
くってほしい」と言われたその原画にできるだけ似せるようつくったものだが，それ
は模写の技術を生かして顧客の要望通りのものを仕上げるということだった。模写の
作品については，中学生のとき同級生が（オラインカの模写用スケッチブックを）楽
しんだり気に入ったりした以外に，とくに他者からの評価を受けたことはない。模写
を自分の作品のメインとしないまでも，訓練として模写することの意義をオラインカ
は重んじている。

4.1.2

オラインカが選ぶ作品

オラインカは自分がとくに好きな（自分の）作品は売らずに手元に置いておく。前
述の物語ロビンフッドの表紙の模写の作品のほかにも，オラインカがとくに好きだと
いう作品はふたつある。ひとつは，オラインカが「風景（Landscape）」と呼ぶ 1996
年にキャンバスに描いた油絵で，ベニヤ板を彫ってつくった自作のフレームに入れて
仕事場に飾ってある（図 19）。輪郭のはっきりとしないいくつかの花を中心に描いた
その作品は，実際の花を見ながら描いたのではなく，オラインカのイメージによるも
のだ。色づかいや構図はオショボ派のそれとはかけ離れており，先述のコンペティ
ションに出した作品（図 13）のように明確に描かれた黒のラインと鮮やかな色彩の
コンビネーションもみられない。「風景」ではそれぞれの花の輪郭線ははっきりして
いないが，色彩の緩やかな差異によって背景から花が浮かび上がるよう描かれてい
る。筆とパレットナイフによって顕著に表れた流れや凹凸によるうねりが作品に躍動
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図 20 オラインカの作品，無題（友人の肖像），1992 年。
油絵具，キャンバス。約 45×35 cm。2009 年 3 月 20
日，筆者撮影。

図 21 依 頼 を 受 け て オ ラ イ ン カ が 制 作 し た 広 告 用 の 貼 り 紙。
2008 年， イ ン ク， 画 用 紙。 約 40×60 cm。2008 年 11 月 2
日，筆者撮影。
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感を与え，独特なタッチを残す。オラインカは筆とパレットナイフでつくりだしたこ
の質感をとくに気に入っている。表面に付着した埃を綺麗に取り払って少し離れた場
所から見ると，その質感による画面の奥行きがより効果的に表れると説明する。この
「風景」はオラインカの心を落ち着かせるのだという。
もうひとつオラインカが誇る作品は，1992 年に描いた友人の女性の肖像画である
（図 20）。彼女の写真を見ながらキャンバスに描いた油彩で，仕事場の壁にかけて飾っ
ている。背景と光のグラデーションがモデルを浮かび上がらせ，とくに，厚めに塗ら
れた背景と髪とは対照的な額と目元のハイライトが写実的な顔貌を浮かび上がらせて
いる。服の淡い色彩とぼんやりと描きだされた模様は，はっきりと描かれた目鼻顔立
ちをいっそう際立たせる。オラインカ自身も，まるで本人を目のまえにしているよう
な立体感をだせたことに満足しているという。
ここで注目すべきことは，オラインカが選ぶこれらの作品の主題とスタイルが，ド
イツのコンペティションで選ばれた作品のそれとかなり異なっていることだ。ドイツ
で選ばれた作品は，先に述べたオショボ派に見られる「アフリカらしい」絵画の特徴
にキリスト教の主題がバランスよく取り入れられている。一見すると何を表現してい
るのかわからない場合もある，平面的な構図にキュビスティックあるいは幾何学的な
模様や原色が特徴的なオショボ派の作品に比べると，オラインカの作品は主題を理解
しやすく，鮮やかながらもグラデーションを利用した柔らかな色彩表現は比較的穏や
かで，教会や関連施設の厳かな空間に掲げられるのにふさわしいと言える。しかし，
ルネサンスやバロックに代表される自然主義的描写ではなく，太く鮮明に対象を縁取
る独特な線や形，鮮やかな色づかいはオショボ派の作品群と類似しているという意味
でより「アフリカ的」といえるだろう。他方で，オラインカ自身はオショボ派の様式
を好まず，大学の美術学部で学んだ西洋美術の手法を積極的に取り入れたという意味
でより「西洋的」と言える作品を好んでいることから，カトリック布教機関ミスィオ
のドイツ支部という西洋の享受者とオラインカの視点に差異があることがわかる。

4.1.3

創作への好奇心と探究心

オラインカは絵画を専門としているが，陶芸，塑像，鋳造によるレリーフ彫刻やイ
ンターロッキングブロック，スクリーン・プリント，横断幕や看板，記念額やグリー
ティング・カード，布のデザインと染めも手がける。オラインカがこれまで仕事とし
て請けおってきた作品は，絵画，レリーフ彫刻，グラフィック・デザイン（横断幕，
看板，記念額，グリーティング・カードを含む）（図 21，22）などだが，依頼や販売
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図 22 依頼を受けて誕生日カードを制作中のオラインカ。2009 年 7 月 22
日，筆者撮影。

図 23 自作のレンガでつくった窯を利用し，花瓶を焼くオラインカ。
2009 年 4 月 18 日，筆者撮影。

を前提としていなくても，時間さえあれば手元にある材料を使って新しい作品制作に
取り組む。2008 年から 2011 年にかけては，カトリック教会による依頼でレリーフ彫
刻の制作に多くの月日を費やしていたが，その合間に同依頼で購入した材料のなかで
余ったものや繰り返し使えるものを利用して，新しい作品にチャレンジした。
たとえば，2008 年に高さ 3 m，幅 2 m，奥行き 0.8 m の大型レリーフ彫刻の制作を
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図 24 オラインカによるインターロッキング・ブロックの試作品，
2010 年。約 25×20×10 cm（この写真では，4 つのブロックが
繋ぎあわせてある）。2010 年 5 月 11 日，筆者撮影。

図 25 藍染めの布をつくるため，自作のステンシルを使用してキャ
ッサバ糊を布に乗せるオラインカと，そばで宿題をしながら
その様子を見ている次男。2010 年 7 月 20 日，筆者撮影。

終えて大量に余った粘土を用い，2009 年にオラインカはレンガをつくった。そのレ
ンガで簡易の窯をつくると，粘土でつくった壁掛け用の花瓶数点をその窯で焼いた
（図 23）。花瓶はオラインカが所属する教会の壁の装飾に使用したり，友人に贈った
りした。また 2012 年も，同じく粘土を利用して装飾品としての壺をつくっていた。
筆者が確認したのはまだ塑造中の壺のみだが，形が出来上がれば窯で焼く予定だとオ
ラインカは言っていた。装飾品としての壺などの土器はドイツに滞在していたときも
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つくっており，絵画と並んでオラインカが好んでつくる作品である。2010 年にはレ
リーフ彫刻の制作で余ったセメントを利用し，インターロッキングブロックを 6 種類
ほど初めてデザインし，試作品もつくった（図 24）。ナイジェリアでは，裕福な住宅
や店舗の敷地内にはインターロッキングブロックが敷かれることが多い。単純な形の
ブロックをかみ合わせるのが一般的だが，オラインカは，単純なブロックに自らデザ
インした装飾的な模様を入れることを試みている。試作の段階では，模様入りブロッ
クをどのように売り込むか，誰（どの店）に依頼して販売するかなど具体的な案はな
かったが，実用化も視野に入れているようであった。
このほか，2010 年に，「ヨルバの伝統染色として有名なキャッサバのスターチとア
ルミのステンシルを利用した藍染め布を購入したい」と言った筆者に，オラインカは
筆者の望む通りに自分がデザインするので，あとは藍染め屋で染めれば筆者が欲しい
布が出来上がるだろうと言った。筆者が望むデザインをオラインカに提示すると，オ
ラインカは持っていたアルミ板にそのデザインに基づいたパターンを描き，カッター
ナイフでくり抜いてステンシルをつくった（図 25）。筆者が布とスターチをオライン
カに渡すと，オラインカはステンシルを使ってデザイン通りにスターチを布に乗せ
た。天日で布を乾燥させ終わると筆者と共に藍染め屋へ行き，オラインカは染めにつ
いて興味深そうに染め屋の老女から話を聞いていた。数日後に染め上がると，模様が
うまく浮かび上がらなかった部分についてはオラインカはその解決策を染め屋の老婆
に尋ねるなど，より良いデザイン布の制作に意欲的であった。「アーティスト」とし
てできるだけ多くの質の良い仕事をすること，それが次の仕事の可能性となり，自分
自身の成長にもつながる。このように考え，オラインカは専門に限定することなく，
興味があって材料があればさまざまな作品を手がけようとする。

4.2
4.2.1

周囲からの評価
地域のパトロンを得る

1994 年にドイツから帰国して以来，ほとんどイレ・イフェで作品の依頼を受けた
り販売することのなかったオラインカだが，2008 年にカトリック教会から教会の装
飾の仕事を受けたことをきっかけに，2012 年までの 4 年間はイレ・イフェにある 3
つのカトリック教会の装飾に関わる仕事に従事した。この一連の仕事を得るきっかけ
となったのは，所属するカトリック教会の壁画を描ける「アーティスト」を探してい
た人が，オラインカの妻の営む仕立屋の顧客であったことだった。オラインカはその
仕事を材料費込で 47,000 ナイラ（約 23,500 円）で受け，およそ 2 か月で仕上げた（図
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図 26 オラインカによる教会の壁画。「十字架の道行
きの祈り」のひとつ（VIII），2008 年。油絵具。
約 55×40 cm。2009 年 1 月 30 日，筆者撮影。

26）。オラインカが手がけたその仕事は，イエスが不正な裁判で死刑宣告を受けてか
ら十字架の死に至るまでの歩みを 14 の場面で描いた壁画，「十字架の道行きの祈り
28）
であり，前述の教会の売店などで販売されている絵を見なが
（Stations of the Cross）」

ら，教会の要望通りできるだけその絵に忠実に描いた。脚立に登って，およそ縦
55 cm，横 40 cm の油彩画を片側の壁に 7 つ，反対側の壁に 7 つ描いた。オラインカ
自身は，ひとつの絵につき 5,000 ナイラ，合計 70,000 ナイラ（約 35,000 円）の報酬
を希望していたという。
そしてオラインカは，その作品を依頼したカトリック教会の神父から再び依頼を受
け，次は，イレ・イフェでもっとも大きなカトリック教会におさめるレリーフ彫刻を
つくることになった。ひとつめは，教会が購入したファイバーグラス製の聖母マリア
と幼子イエス・キリストの像を置く「いばらの茂る洞窟の入り口」のレリーフである
（図 27）。それまで，オラインカは塑像の依頼を受けたことはあったがレリーフ彫刻
の依頼を受けたことはなかった。しかしオラインカは大学で学んだ彫刻の基礎の知
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図 27 オラインカによるレリーフ（中央の聖
母マリアとキリストの像は教会が購入
した既製品），2008 年。セメント，鉄筋，
油 絵 具。 約 270×150×80 cm。2008 年 11
月 7 日，筆者撮影。

識，そして探究心によって工夫を凝らして作品の完成に漕ぎ着けた。この仕事で得た
のは材料費込で 300,000 ナイラ（約 150,000 円）だが，材料費を引くと自分の手元に
残るのは「わずか」であると筆者にこぼし，最初は 400,000 ナイラ（約 200,000 円）
を教会に要求したと言った。ひとつめのレリーフ彫刻ができたとき，オラインカは仕
上げにビジネス名をサインとして入れながら，
「これは自分が本来やりたい仕事ではな
いし，この作品の仕上がりにすごく満足しているわけでもないけれど，この仕事はアー
ティストとしての自分の活動のプロモーションとしてやったんだ」と筆者に語った。
ひとつめのレリーフが完成するとすぐ，オラインカは次の作品，「十字架の道行き
の祈り」のレリーフ彫刻の依頼を受けた（図 28）。2008 年 11 月初旬にひとつめのレ
リーフをおさめてすぐ，同年 12 月から制作にとりかかった。縦 100 cm，横 80 cm，
奥行き 10 cm ほどのセメント製のレリーフを 14 個，それぞれに色も塗り，額もつけ
るという作業は，オラインカにとって前回以上の大作であり，チャンレンジだった。
589

国立民族学博物館研究報告

40巻 4 号

図 28 オラインカによるレリーフ，「十字架の道行きの祈
り 」 の ひ と つ（VIII），2009 年。 セ メ ン ト， 鉄 筋，
油 絵 具。 約 100×80×10 cm。2009 年 10 月 14 日， 筆
者撮影。

図 29 オラインカによるレリーフ，
「最後の晩餐」，2010 年。セメント，鉄筋，油絵具。
約 90×120×10 cm。（手前の金色の円盤は青い祭壇に置かれた装飾品）2010 年 5 月
11 日，筆者撮影。
590

緒方

「アーティスト」として生きていく

教会は 2009 年 3 月のイースターまでの完成を期待していたが，オラインカひとりの
労力はそのスピードにはとても追いつけず，完成した作品を教会におさめたのは翌
2009 年の 11 月下旬であった。重量のある粘土やセメントに耐えうるイーゼルの制作
から粘土による絵の原画，そのセメント製の型の制作，鋳造，そして色塗りに至るま
で，弟子のいないオラインカはほとんどひとりで行った。オラインカは，材料費込で
1,400,000 ナイラ（約 700,000 円）の報酬を教会に求めたが，交渉の末，980,000 ナイ
ラ（約 490,000 円）を受け取った。前回と同様，受け取った報酬は「材料費をまかな
う程度」とオラインカが表現するほど彼にとっては少ない額であった。
依頼主である教会は，旧市街と新市街の境にあたる繁華街に面したイレ・イフェで
もっとも大きいカトリック教会である。当時その教会で教会の内装・外装のリノベー
ションの指揮にあたっていたコモラフェ神父に話を聞いたところ，神父が 2007 年に
同教会の神父に就任するまえにオヨの教会で働いていた際，オヨでつくられていた楽
器やビーズ細工といった「伝統的な文化と芸術」に魅かれたという。そして仕事でベ
ナン共和国を訪れたとき，ベナンの「文化と芸術」を素晴らしいと感じた。さらに，
ヨーロッパの教会を訪問した知人の神父がそこで見た彫刻をはじめとする装飾の素晴
らしさについてコモラフェ神父に語ったことから，イレ・イフェの教会にも装飾を施
すことを考えた。コモラフェ神父は委員会で決議する予算に限りがあるため，オライ
ンカが要求するままの金額を払うことはできないという。しかし，同カトリック教会
に所属していない（プロテスタント教会のメンバーである）オラインカに連続して作
品を依頼していることから，彼の仕事の質に信頼を置いていることはうかがえる。
なお，オラインカは 2009 年 6 月，ふたつめのレリーフが出来上がるまえに，コモ
ラフェ神父からの紹介によりべつのカトリック教会の神父から同じく「十字架の道行
きの祈り」のレリーフ彫刻の依頼を受けた。教会が予算を確保できていなかったため
に制作も遅れ，作品が完成したのは 2012 年末であった。報酬は前回の作品の半分以
下，材料費込で 460,000 ナイラ（約 230,000 円）だったが，手元にまったく金のなかっ
たオラインカはその額で仕事を引き受けるほか選択肢はなかった。
その後，2010 年には教会内の正面，祭壇の横にあたる場所に掲げる「最後の晩餐」
のレリーフ彫刻を，つづいて教会の正面の外壁に設置する聖人ペテロとパウロのレ
リーフ彫刻をつくった。「最後の晩餐」の描写には，それまでは教会の売店やポス
ター屋に売っているイラストタイプのポスターを額に入れたものが使用されていた
が，教会の内装・外装を全面的に改めようとするコモラフェ神父の意向で，これもレ
リーフ彫刻に取り替えられることとなった。オラインカの作品はやはり基本的に原画
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で あ る ポ ス タ ー の ス タ イ ル や 色 に 似 せ たものだが，大きさはその約 2 倍の，縦
90 cm，横 120 cm，奥行き 10 cm のセメント製のレリーフである（図 29）。ペテロと
パウロのレリーフは互いに対になっており，縦 1.7 m，横 1 m，奥行き 10 cm のセメ
ント製のレリーフで，教会のファサードに設置されている（図 30）。指定された原画
はとくになかったので，インターネット上で見つけたヨーロッパの教会にあるペテロ
とパウロの彫刻のスタイルを参考に，それぞれに固有の所持品や風貌でペテロとパウ
ロを表現した29）（図 31）。「最後の晩餐」には，オラインカの望む 500,000 ナイラ（約
250,000 円）に対して材料費込で 300,000 ナイラ（約 150,000 円）が，ペテロとパウロ
には 600,000 ナイラ（約 300,000 円）に対して材料費込で 200,000 ナイラ（約 100,000
円）が支払われたように，いずれもオラインカが望む額よりもかなり低かった。しか
しやはり，「アーティスト」としての今後の活動のプロモーションのために，そして
食べていくために，教会から提示された額を引き受けざるを得なかった。
2011 年には，同教会に隣接して建てられた礼拝堂のファサードに，礼拝堂の名称
をセメントで鋳造したアルファベット文字と「祈りの手」をかたどったレリーフを設
置する仕事を材料費込みの 40,000 ナイラ（約 20,000 円）で引き受けた（図 32，33）。
オラインカは 70,000 ナイラ（約 35,000 円）を期待していたが，やはり手元にまった
く金のない状況であったので低い額でも仕事を引き受けて現金収入を得るしかなかっ
た。なお，この仕事をもって同教会の改築がおおよそ終了したこと，さらに翌 2012
年にコモラフェ神父が異動で同教会を離れたことから，この仕事以後は教会からの依
頼を受けていない。

図 30 聖ペトロ・パウロ・カトリック教会のファサードに設置された，
オラインカによる聖人ペトロとパウロのレリーフ。2011 年 6 月 17
日，筆者撮影。
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図 31 聖 人 パ ウ ロ（図 30 の 拡 大 ），2011
年。セメント，鉄筋，油絵具。約
170×100×10 cm。2011 年 6 月 17 日，
筆者撮影。

図 32 礼拝堂のファサードに，自作のセメント製（鋳造）のアルファベ
ットで堂の名称「CHAPEL OF EUCHARISTIC ADORATION」を
設置・彩色するオラインカ。2011 年 6 月 17 日，筆者撮影。
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図 33 オラインカによる礼拝堂のファサードに設置するレリーフ，「祈りの手」，
2011 年。セメント。約 30×20×5 cm，2011 年 7 月 4 日，筆者撮影。

これら教会の装飾のための一連のレリーフ彫刻の作品はオラインカにとっては初め
ての挑戦であり，試行錯誤と創意工夫の積み重ねによって完成させたもので，オライ
ンカ自身は「最高の出来栄え」とはみなしていない。こうした彫刻作品を「自分の専
門」だとも考えていない。しかし，パトロンである教会側からは一定の評価を受けて
いる30）。

4.2.2

友人・知人，家族のまなざし

〈ドイツ人の友人マルコ〉
オラインカがドイツで知り合った友人のマルコは，2009 年 4 月にミスィオの仕事
でナイジェリアを訪れた際にイレ・イフェのオラインカも訪ねた。オラインカは筆者
をマルコに紹介し，食事を共にした。また，筆者はマルコに，大学キャンパスの両替
所や印刷店などを案内した。その際，マルコは「オラインカはアーティストとして
もっと成功したかもしれないが，彼はその道を進まなかった。結局，彼の子供たちの
学費は毎年自分が負担しているわけだし」と筆者に淡々と言った（2009 年 4 月 5 日）。
マルコは，16 年前の 1993 年にミスィオのコンペティションを勝ち抜いたオラインカ
のさらなる活躍を期待していた。マルコがその後のイレ・イフェやナイジェリアの政
治・経済的状況をどのように理解していたかはわからないが，マルコの発言には，ド
イツでの滞在制作を終えて帰国したオラインカのその後に対し，自分（マルコ）やミ
スィオに依存せずに「アーティスト」として成功していく方法はなかったのだろうか
という「なかなか成功しないアフリカのアーティストを支援する側」の苛立ちと無念
さと，
友人であるオラインカに対する同情の入り混じった複雑な感情がにじみでていた。
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〈大学美術学部の教員アデムレヤ〉
2009 年 11 月，修士課程への進学を希望していたオラインカを，筆者はオバフェミ・
アウォロォ大学美術学部の教員らに紹介した。同じ月のべつの日に，筆者はオライン
カのレリーフ彫刻の写真を，彫刻家を専門とする教員で当時学部長であったババシェ
ヒンデ・アデムレヤに見せたところ，同学部では「実用的でオーソドックスな彫刻
（セメント鋳造）」よりも，金属の廃物を繋ぎ合せて溶接するような「新しいアイディ
ア」に基づいた彫刻を推進しているということで，アデムレヤはオラインカの作品に
興味を示さなかった。当時（2008 年～ 2012 年），同学部の彫刻科では，修士課程の
学生たちを中心に，廃棄自動車やバイクから出るくず鉄など金属の廃物を収集し，そ
れらを繋ぎ合せて大型の彫刻作品をつくる学生が目立っていた（図 34）。2005 年には
セメントを使った彫刻を制作する学生も見られたが，2008 年の卒業制作展の彫刻科
の学生たちの作品に見られたように，また 2012 年にフルブライトの助成を受けて同
学部で滞在制作を行っていたアメリカ人の彫刻家31）が金属の廃物を溶接して大型の
作品制作を行ったことからも，近年では金属彫刻に力が入れられている様子は容易に
うかがえる。鋳造によるセメント彫刻の依頼を受けることがオラインカにとって新し
い挑戦であったこととは対照的に，大学の美術学部では，「新しいアイディア」とみ
なされる溶接による金属彫刻が求められていた。

図 34 美術学部の修士課程の学生，エマヌエル・ンケレウウェムと彼の
作品。溶接によって金属の破片・屑を繋ぎ合せてつくった。2009
年 3 月 3 日，筆者撮影。
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〈友人の「アーティスト」，画材屋の店主のコラウォレ〉
オラインカの友人ベンガ・コラウォレ（表 1・事例番号 35）は，イレ・イフェでもっ
とも大きな画材屋を営む。筆者がオラインカと出会ったのもコラウォレの店で，コラ
ウォレの紹介によるものだった。2008 年 9 月 16 日，コラウォレはオラインカの作品
制作の様子を見にオラインカを訪れた。オラインカは教会へおさめるレリーフ彫刻
（いばらの茂る洞窟の入り口）の制作途中であり，ちょうど鋳造を終えた日だった。
オラインカはレリーフの色塗りに必要な塗料をコラウォレから購入しており，また以
前から親しかったことから，以前よりコラウォレにレリーフの制作について話をして
いた。興味をもったコラウォレはその様子を見に行き，作品のつくり方や仕上げにつ
いてオラインカに尋ねたあと，世間話をして帰った。その数日後，筆者がコラウォレ
の店に行った際，筆者がオラインカの家に頻繁に通っていることを知っているコラ
ウォレは「オラインカの調子はどうだ？」と尋ね，つづけて「彼は良いアーティスト
なのに，あんな住宅地で身をひそめていたら，誰にも知られやしないじゃないかって，
僕はいつも彼にそう言っているんだよ。彼は街に店をもつべきだと」と言った。画材
屋を営むコラウォレは，イレ・イフェの街の「アーティスト」の知り合いがたくさん
いる。さまざまな「アーティスト」を見てきたコラウォレが，友人という親しさはあ
るものの，オラインカの家まで足を運び作品を見に行ったこと，そしてもっと人に知
られるところで活動すべきだと直接アドバイスしていることから，コレウォレのオラ
インカへの期待と応援，さらにはオラインカの客とのネットワークづくりについて消
極的である姿を弱点とみなす視点がうかがえる。
〈知人の「アーティスト」のアデイェニ〉
グラフィック・デザインを専門とするアデイェニ（表 1・事例番号 31）は旧市街の
繁華街に店をもち，周囲で店を経営する人たちのあいだでも「アーティスト」のあい
だでもかなり有名である。オラインカもアデイェニを街の「アーティスト」として
「カリスマ的存在」と表現するほど，アデイェニの存在は目立っている。2009 年 11
月 30 日，筆者はオラインカのバイクの後部座席に乗ってアデイェニの店の近くをた
またま通り，そばを歩いていたアデイェニと挨拶を交わした。オラインカもアデイェ
ニと挨拶を交わし，オラインカと筆者はすぐにその場を去った。その数日後，筆者は
アデイェニを訪ねて「アーティストとしてやっていくのは大変ではないのか」という
質問をした。アデイェニは「頭脳と創造性があればアーティストとしてやっていくの
は困難ではない。あの（オラインカを指して）バイクの運転手もしなければならない
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ようなアーティストは単に怠けものなだけだね」と答えた。オラインカがバイクタク
シーの運転手をしていたことを知っていた様子のアデイェニは，オラインカが「アー
ティスト」一本ではやっていけない経済力のなさを暗に指摘した。アデイェニは国内
の富裕層や海外の市場を対象に作品をつくることはないが，イレ・イフェの一般の人
びとを対象としたグラフィック・デザインの仕事で比較的安定した生活を送ってい
る。アデイェニは，顧客をより多くもつことやそのことによって安定した収入を得る
ということを「アーティスト」として重要なステイタスだとみなしていることがわかる。
〈妻〉
オラインカの妻，フンケは，大学 4 年生だったオラインカに出会ってから 2012 年
までの 23 年間，もっともそばでオラインカを見守ってきた。筆者はイレ・イフェに
滞在中，旧市街にあるフンケの営む仕立屋に週 1 回から数回通い，休憩したり，世間
話をしたり，服を仕立てもらったりしていた。フンケは夫に仕事があまりないことや
収入が安定しないことを自ら口にして筆者に愚痴をこぼすことはなかった。このた
め，筆者はオラインカから収入や家計の危機的状況を聞いていたにもかかわらず，あ
えてそのことを話題にはしなかった。しかしフンケは，服を仕立ててもらう際に筆者
が支払う金を受けとるたびに「本当はあなたからはお金を取りたくないんだけど…」
と前置きをし，筆者が（一家の家計を配慮し）多めに支払うことに対し，ただ「あり
がとうね」と言うことで金銭的にまったく余裕がないことを控えめに示した。逆に，
少しでも懐に余裕があるときはかなり安い額で，そしてときに，無料で仕立ててくれ
た。
そんなフンケだが，2009 年から 2011 年のあいだ，筆者とふたりで，あるいは仕立
てを見習い中の若い女性と 3 人で会話中，ナイジェリアで生活するうえでの経済的な
問題の話題になると，ミシンを踏みながら「イレ・イフェの人たちは夫のアートの価
値を知らない」，「ここにいても入るべきお金が入ってこない」ともらすことが何度も
あった。あるとき（2012 年 3 月）は，フンケとオラインカと筆者の 3 人で，やはり
イレ・イフェでは（欧米で売れるような）「アート」が売れないという話になった。
そこでオラインカが「海外に行きたい」と言ったことに対し，筆者が「でもそうする
と，離れて暮らす奥さんや子供さんたちは寂しくなりますね」と返すと，フンケは
「（オラインカが）ちゃんと収入を得て送金してくれる限りまったく問題はない」，「と
きどき帰ってきて一緒に過ごし，あとはまた海外で稼いでくれたらじゅうぶん」と言
い，オラインカも妻に同調していた。妻はイレ・イフェで「報われない」夫に同情し，
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どのような苦境にあっても夫に寄り添いつつ，夫の収入が安定しないことに不安を抱
き，夫の才能が認められ，安定した収入を得られる日々が来ることを願っている。
〈子供たち〉
2008 年から 2012 年のあいだ 10 代半ば～後半だった長男は物理学者に，10 代前
半～半ばだった二男は医者になりたいと言い，「アーティスト」になりたいと言った
ことはなかった。息子たちは父親の収入が安定していないことをよくわかっており，
とくに次男は，学費未払いのため，2008 年から 2012 年までのあいだ中学校への登校
を許可されずに帰宅することがあった。その回数は，筆者が把握しただけでも 4 回に
およぶ。
しかし長男も次男も父親の仕事をよく手伝う。長男は鋳造を終えたばかりのレリー
フ彫刻に付着した油を洗い流す作業，色をつける前の下塗り，そして自宅から教会へ
の作品の搬入を手伝った。次男はレリーフ彫刻の型から粘土の原版を取り外す作業，
そして，出来上がった作品を鋳造用の型から取り外す作業を手伝った。粘土の原版を
型から取り外す作業や型に椰子油を塗る作業は，幼い次女と三女（それぞれ，5 歳前
後と 2 歳前後）を除き，妻や 10 歳前後の長女も手伝った。また，長男，次男，長女は，
ときおり画用紙やノートに絵を描くと父親に見せる。とくに長男は父親がちょうど長
男と同じ年齢だったころ描いていたように，漫画や本の挿絵などを模写して父親や筆
者に何度か見せた。こうした子供たちの言動には，父親を敬い，慕う気持ち，そして
父親の苦労とそれが自分たちに与える（とくに経済的な）影響から「アーティスト」
が不自由なく暮らせる職業だとは思っていない様子の両方がうかがえる。
オラインカに対するこのような周囲からの視線や評価は，オラインカにとって励み
である場合もあるし，そうではない場合もある。画材屋のコラウォレによる指摘はオ
ラインカ自身の意思とも合致し，2011 年，オラインカは旧市街の博物館の敷地内に
店をもつことになった。2010 年のクリスマスにマルコから受けとった「贈りもの」
の大半の 98,000 ナイラ（約 49,000 円）を費やして建てた店は，木の骨組みと壁，ト
タンの屋根でつくられた簡単なものであり，資金不足でまだ外装も内装も仕上がって
いない。しかし床と壁の一部に自作のインターロッキング・ブロックも使用した 6 畳
強のスペースには，繁華街にある他の「アーティスト」の店には見られないユニーク
さがある。
アデイェニの「コメント」はオラインカの耳に直接入るものではないが，オライン
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カはアデイェニのことを誰もが知る街の「アーティスト」として「カリスマ的」と形
容しつつ，「自分は（アデイェニのようなかたちで）有名になって世間にさらされた
くない」と筆者に言った。アデイェニとオラインカの理想の「アーティスト像」には
いくらかのギャップがあるようだ。妻子に苦労をかけていることについては，オライ
ンカはつね日頃からその責任と劣等感を感じている。2008 年から 2012 年にかけて筆
者がイレ・イフェに滞在していたとき，そして日本にいたときは携帯電話のショート
メールやパソコンのイーメールで，オラインカは何度も「家族を（経済的に）満足さ
せたい」「夫として父として情けない」「もうどうして良いかわからない」という心情
を伝えた。

小括

4.3

本節では，オラインカが作品を制作・販売することを周囲との関係のなかで検討し，
彼自身が好みや好奇心，探究心をもって作品をつくることは，アカデミズムや国際的
なアートマーケット，また知人・友人・家族など，周囲の評価と合致して理解や励み
を得ることもあれば，必ずしもそうではないことがわかった。
オラインカのこうした姿に，彼が周囲との協同やせめぎあいのなかで「アーティス
ト」として生きている様子を垣間見ることができるが，この点について，次節ではオ
ラインカの生活に注目しながら検討していく。

生活する

5
5.1
5.1.1

助け合う
オラインカの生計

前述のように，オラインカには，フリーランスの「アーティスト」となって 1994
年にドイツから帰国して以来安定した収入があったことがない。まとまった収入が
あったのは，2008 年から 2012 年のあいだの 4 年間，カトリック教会からの依頼を受
けていた時期のみである。そのほかは，1998 年から 2012 年現在にいたるまでの毎年
マルコからクリスマスに贈られる送金，1994 年から 2009 年にかけてマルコに代理で
販売してもう作品代，イレ・イフェの街で稀に請けおう看板，横断幕，グリーティン
グ・カード，記念額といったやはり不定期にかろうじて入ってくる「アーティスト」
の仕事による収入，2008 年から 2010 年まで娘たちの小学校の試験問題のタイピング
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代で，マルコによる送金以外はいずれもオラインカの言うところの「ちょっとした仕
事（small jobs）」によるわずかな収入である。
さらに 1999 年から 2000 年にかけて，そして 2007 年から 2008 年にかけてはバイク
タクシーの運転手をしてその日食べていく現金収入（1 日あたり 500 ～ 1,500 ナイラ，
約 250 ～ 750 円）をなんとか得ていた。天気が良く日差しがつよければ午前 7 時～
10 時までと午後 4 時から 8 時までの街のラッシュアワーのみ，そうでなければ日中
もバイクで街をまわっていた。しかし心身ともに過酷な仕事であるため，長い期間は
つづけられなかった。2012 年に入ってからは，伯父を頼りイレ・イフェの地方政府
で月収 130,000 ナイラ（約 65,000 円）の職を得ることを本格的に考えており，「アー
ティスト」という本職を辞めざるを得ない状況にまで陥った。
2008 年から 2011 年にかけてまとまった収入があったときは，その収入を得るまで
の期間の借金の返済にあてる，あるいはクリスマスの時期であれば妻と子供たちに新
しい服や靴を買い与えた。2009 年には妻に中古ではない新しいロックミシンを
50,000 ナ イ ラ（約 25,000 円 ） で， 自 分 用 に 初 め て の ノ ー ト パ ソ コ ン（中 古 ） を
75,000 ナイラ（約 37,500 円）で購入したが，それは 2001 年にドイツのパトロン（カ
トリック布教団体ミスィオ）の依頼で制作したカレンダー用の絵画で得た収入で自家
発電機を 88,000 ナイラ（約 44,000 円）で購入して以来の高価な買い物であった。
2010 年の新年にはマルコからの「贈りもの」としての送金 100,000 ナイラ（約 50,000
円）のほぼすべてを費やし，将来家を建てるための土地を買った。繁華街からバイク
で 15 分ほど離れた閑散とした住宅地にあるその土地は 590 m2 弱（約 177 坪）の広さ
で，草木の生い茂る藪のような状態のままで購入した。
表 2 は，まとまった収入がない月のオラインカ家の収入と支出を表している。オラ
インカと妻に家計簿をつける習慣はないため，学費や借金など明確にわかる金額以外
は，2010 年 7 月 5 日に筆者がオラインカに生計について尋ねた際，彼が記憶と概算
によって示した額となっている。年ごとに支払うものや必要な時期のみ支払うものな
どについては，概算して月ごとの数字をだした。借金32）を含めて月約 21,500 ナイラ
（約 10,750 円）の収入があり，月約 26,825 ナイラ（約 13,400 円）の支出があること
から，計算上は 5,325 ナイラ（約 2,660 円）のマイナスで暮らしていることになる。
しかし，このうち電気代 1,200 ナイラ（約 600 円）は滞納が可能であり，家賃 5,000
ナイラ（約 2,500 円）はまとまった収入のあるときに数か月分を合わせて支払うので，
月々かろうじて 875 ナイラ（約 440 円）余裕があるということになる。しかしながら
オラインカによって示された収入と支出はおおよその金額であり，月によっては収入
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表2

オラインカ一家の 1 か月分の収入と支出の概算（聞き取り，2010 年 7 月 5 日）

はその額に満たないし，支出がその額を上回ることもある。また，仮に余裕があった
としても，875 ナイラで購入できるものはたとえば 500 グラムの粉ミルク 2 袋，清涼
飲料水（ペットボトルのジュースなど）8 本，単三電池 3 本ほどである。もしも余裕
があれば借金の返済にあてることが最優先となるので，基本的に余裕はほとんどない
と考えて良いだろう。
なお，2010 年当時の国家公務員の最低賃金は月額 8,000 ナイラ（約 4,000 円）であ
り，その額は翌年の 2011 年には 18,000 ナイラ33）（約 9,000 円）まで引き上げられて
いる。借金をしなければ夫婦で 5,000 ナイラ前後しか収入のないオラインカ家の家計
が非常に苦しい様子は公務員の収入と比較しても明らかである。そのうえ，表 2 に示
されている生活費全般のなかの食費は 1 日 2 回分となっている。オラインカ家では基
本的に 1 日 2 回，厳しい時期は 1 日 1 回だけ食事をとる。オラインカの理想は，たと
えば朝食は「人並みに」パンと卵とミルクティーをとり34），1 日 3 回食事をとること
だ。しかし，そのためには一家 7 人分の生活費として 1 日 3,000 ～ 4,000 ナイラ（約
1,500 円～ 2,000 円）が必要で，1 日に 500 ナイラ（約 250 円）前後しか費やせない現状
とはほど遠い。さらに，大学受験を控えた長男にこれからかかる 3 つの全国統一試験
601

国立民族学博物館研究報告

40巻 4 号

の受験料の合計 34,000 ナイラ（約 17,000 円）と大学受験料の 4,000 ナイラ（約 2,000 円）
という金額を並べ，長男も交えてのインタビューの最中に，オラインカは苦笑いした。

5.1.2

妻の協力

表 2 を見る限りにおいては，月約 2,500 ナイラの妻の収入は家計の確かな助けに
なっている。オラインカの妻フンケはイレ・イフェの旧市街で仕立屋を営む。月曜日
から土曜日は朝 10 時ごろから夕方 5 時ごろまで店に出てミシンを踏み，食事の支度
は次男や長女の手を借りながら帰宅後の 6 時以降にはじめる。食糧などの買い物は仕
事帰りや仕事中の忙しくない時間帯に抜け出して市場で済ませる。洗濯は平日の朝ま
たは日曜日の午後，教会での礼拝を終えてから行う。掃除は長女に任せているのでこ
のほかの家事はとくになく，毎週水曜日は夕方からオラインカと共に教会で聖書学を
学ぶ。また，オラインカとそろって聖歌隊のメンバーであり，教会の経理の仕事も任
されているため，不定期だが頻繁に教会へ出かける。
フンケの店には足踏みミシンが 2 台，電動ミシンが 1 台あるほか，ガラス瓶のコカ
コーラが 12 ～ 24 本，袋入りの飲料水が 2 ～ 3 バッグ（1 バッグ 20 袋入り），袋入り
のビスケットが段ボール 1 ～ 2 箱（1 箱 120 袋入り）などが売り物として置いてある。
コカコーラなどの商品は余裕のあるときに卸売問屋で（卸値で）購入しておけば，小
売りすることによってわずかながらも利益を得ることができる35）。店舗が軒を連ねる
市場付近にもっていた店を大家の都合で 2010 年に離れてからは，人通りの少ない旧
市街の住宅地の入り口にしか店をもてず，仕立屋に来る客は減った。その代わりに店
の少ない住宅地のささやかなコンビニのような存在としては目立っており，立ち寄っ
て水やビスケットを買う人が比較的頻繁にやって来る。フンケの仕立屋の客は週 1 回
来るか来ないかという程度だが，女性の服（上下セット）は一着 1,000 ～ 1,500 ナイ
ラ（約 500 円～ 750 円）で仕立てるので，一定の顧客がいさえすればそれなりの収入
を得られる仕事である。
この仕事を彼女にすすめたのはオラインカだった。結婚前は友人の「アーティス
ト」のアデクの店で店番をしていたフンケだが，結婚後はその職を失ったため，何か
手に職をつけておくと良いだろうというオラインカのすすめで仕立屋での修行をはじ
めた。オラインカは妻の収入について言及した際，「（妻の収入は微々たるものだし，）
経済的なことで妻に頼るつもりはない」と言ったが，わずかであっても妻に収入があ
ることは家計にプラスである。加えて，2008 年に初めて受けた教会装飾の仕事は妻
の顧客の紹介によって得ており，関連の仕事は 4 年間にわたってまとまった収入をオ
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ラインカにもたらしている。妻フンケのオラインカに対する理解と精神的支えはもち
ろん，妻に職場・収入があるということは，「アーティスト」のオラインカにとって
重要な役割を果たしていると言えるだろう。
筆者が調査を行った 36 人の「アーティスト」はすべて男性であり，そのほとんど
が既婚男性だが，妻が職をもっているのはその 4 割の 16 人である。彼らの妻はフン
ケのように自営で仕事をするよりも教員，看護師，事務員，清掃員，賄い，店番など，
雇用先から毎月一定の給料を受けとる仕事をもつ妻が多い。顧客が多くなければ一定
の収入を得ることは非常に難しい「アーティスト」にとって，妻の存在はひとつの重
要な支えのようである。

5.1.3

教会における相互扶助

オラインカの生計に見られるように，家族を養う毎日の生活で精一杯であるのがド
イツからの帰国以降の現状である。このため彼には貯金がない。定期的な収入があれ
ば銀行へ貯金をしたり，地域の金融システムや組合36）を利用して貯金や資金の調達
をしたいと思っているが，ともかく定期的な収入がない。そのような状況にあって
も，「アーティスト」としての仕事以外にオラインカが従事する「奉仕的な仕事」が
ある。それは教会へ通うこと，また，そこで祈るだけではなくさまざまな活動に参加
することである。
オラインカはプロテスタント系ペンテコステ派教会のひとつ37）に一家で所属して
いる。毎週日曜日の朝 8 時から昼 1 時までの礼拝はもちろん，隔週金曜日に午前 0 時
から明け方 4 時まで行われるナイト・ビジル（night vigil ＝夜通しの祈り）にも家族
全員で通う。また，オラインカは聖歌隊の隊長を務めており，妻も長男も聖歌隊のメ
ンバーであり，土曜日の午後は頻繁にその練習が入る。毎週水曜日の夕方は聖書学講
座に妻と通い，日曜日の礼拝時にはオラインカは指導者として聖書学を幼少児から十
代の若者に教えている。加えて礼拝時には牧師の同時通訳も担当する38）。さらにオラ
インカは「祈りの勇士（prayer warriors）」のメンバーであり，毎月 1 回，金曜日の晩
に家族を残してメンバーだけのナイト・ビジルに参加する。3 か月に一度はこのメン
バーで 3 日間断食して連夜ナイト・ビジルにのぞむ。このほか教会の設立記念月の 3
月から 4 月には，教会のメンバー全員による 30 日間の断食が行われており，オライ
ンカ家も全員でこれにのぞむ。
教会では，礼拝するたびに任意で寄付をすることになっている。このため，本来な
らば最低でも大人ひとり 60 ～ 100 ナイラ（約 30 ～ 50 円）は毎回必要である39）。そ
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図 35 オラインカによる聖書の一節を表した壁掛け（中央と左）。オライ
ンカの所属教会の壁に掲げてある。ベニヤ，ビロード布。2009 年
8 月 8 日，筆者撮影。

のうえ，オラインカの場合自宅から教会までバイクでも 15 分はかかるため，妻と 3
人の娘たちはなんとか 1 台のバイクに乗せるが，息子たちふたりはバイクタクシーに
乗せなければならず，毎回交通費がかかる。しかしオラインカは教会へ通う金はなん
とか工面する。「（寄付金が）ないときは出さなくてもよい」と考え，収入が安定しな
いために教会へ行かないということはない。むしろ困難な日々にあってこそ，熱心に
足繁く教会へ通う。「祈りの勇士」でもあるオラインカは牧師から厚い信頼を受けて
おり，メンバーたちからも頼りにされている様子である。聖書から抜粋された文章を
横断幕に写したり，ビロード（ベルベット）に写して装飾を加えたり（図 35），自作
の素焼きの花瓶を壁に取り付けるなど「アーティスト」として教会の装飾を担当して
いるため，教会の人たちはみなオラインカが「アーティスト」であることを知ってお
り，彼ら数名からオラインカは横断幕の仕事の依頼を受けたことがある。親しくして
いる人たちがオラインカを訪ねてきたり，オラインカが彼らを訪ねたり，彼らの冠婚
葬祭に出席するなど，教会のメンバー間での社交はまめに行っている。
オラインカには両親40），そして兄とふたりの姉がいる。しかしオラインカはまった
くと言ってよいほど家族と交流がなく，家族・親族間の相互扶助は成り立っていない。
しかし妻のフンケの姉や妹たちとは交流があり，少なくとも年に一度，クリスマスと
新年の時期には連絡を取ったり，会う機会をつくるようにしている。経済的困難から
年老いた両親の世話をできずに心苦しく思っていることや，母親以外の家族とはあま
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り気が合わないため親しくしていないことは筆者も聞いているが，日常生活において
親族の存在がほとんどないことはオラインカの個人的な事情だけではなく，植民地化
される以前より多数の大規模な都市的集落を有していたヨルバの慣習や現代都市生活
の特徴とも言えるのかもしれない。ヨルバの伝統によると，父系親族集団の最小単位
である核家族41） イディレ（ìdílé），イディレの集まり（親族）であるエビ（ẹbí），そ
して，複数のエビで構成されるアボレ（agbolé）という一群の家々の集まりによって
街が成り立っている（Bascom 1984: 42–46; Eluyemi 1986: 7）。もちろん，現代におい
ては親族集団ごとに暮らすことはほぼないが，「出身はどこ？」という問に対するヨ
ルバの人びとの返答が決まって父親の故郷であることは，父系親族との繋がりを彼ら
が意識していること，あるいはそのような思考が受け継がれていることを示すもので
ある。しかしこれは親族集団との個人的な関係を示すものではなく，渡部も指摘する
ように（渡部 1985: 9–10），ヨルバランドでは父系集団への帰属は出生によって定ま
るが，成員として認められるには集落で生まれた現存の成員との個人的な相互認知が
必要となる。ヨルバランドでは系譜の認知は父母および自己の兄弟姉妹とその子供た
ちを越えないことが通常であり，集落外で生まれた人間が系譜を数世代遡って父系集
団への帰属を確認するようなことはない42）。したがって，現代の都市生活にあって，
オラインカのように親族間の相互扶助が成り立っていない，または成り立ちにくいこ
とは予想でき，そうした状況において，教会内での相互扶助はそれぞれが暮らす地域
でより重要な役目を果たしていると考えることができる43）。
すでにピール（Peel 1968, 2003）ほか多数の研究者によって，ヨルバランドおよび
ナイジェリアにおけるキリスト教と伝統文化や地域社会との関係が研究されているよ
うに，つくり手が教会とつよい繋がりをもつことはイレ・イフェやナイジェリアでの
人びとの暮らしの特徴でもあり，つくり手の日常において，そして困難な状況におい
ても，人びととの繋がりを築くうえで重要であることがイレ・イフェで生きる「アー
ティスト」の活動からもうかがえる。

5.2

同業者との繋がり

筆者が「アーティスト」たちの繋がりを辿ることで本稿で取り上げる「アーティス
ト」の多くに出会ったように，
「アーティスト」同士は同業者として繋がりをもつ。
繋がりをもつ人びとは，親しくはない場合，互いをライバル視する場合，互いを良く
思っていない場合もある。しかし，この繋がりを通じて仕事を得たり，情報交換をす
ることはしばしばある。
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5.2.1 「アーティスト」の協同
オラインカは基本的に単独で仕事の依頼を受け，自身による作品のみを販売する。
しかし仕事の依頼を友人・知人の「アーティスト」を介して受けること，あるいは彼
らの協力を受けて作品を仕上げることもある。1995 年，オラインカは大学病院設立
20 周年記念を祝う像（セメント塑像）をつくったが，これは知人の「アーティスト」
ハッサン44）からの依頼によるものだった。ハッサンは木彫を専門としていたが，大
学病院スタッフからの依頼を「アーティスト」として受け，実際の制作はセメント塑
造をつくることができるオラインカに賃金を支払って頼んだ。作品の土台には「ハッ
サン・アート・ギャラリー（Hassan Art Gallery）
」と記してあるように，この塑像は
あくまでもハッサンの仕事となっている。他方，オラインカも，自身が引き受けた仕
事を部分的だが知人「アーティスト」に頼んだことがある。2008 年に教会から依頼
を受けてレリーフを制作した際，鋳造に使用する型の制作にあたっては，粘土づくり，
そして出来上がった型から原版の粘土を取り外す作業は，知人の土器づくり師のア
ウォイェル（表 1・事例番号 36）に賃金を支払って頼んだ。
また，2009 年にはオラインカが筆者による紹介で知り合った彫刻師オルイェミ（表
1・事例番号 3）の依頼を受け，3 つの塑像をつくった。オルイェミが実際にオライン
カの塑像を利用したか，また完成させた作品を納品したかどうかは明らかではない
が，これらはオルイェミがオーニ（イフェ王）から依頼を受けた真鍮鋳造の作品の原
型であった。オルイェミはオラインカの腕前を知るために，そして，オルイェミが認
めれば場合によっては今後手伝いを頼むために，オラインカにその仕事を頼んだと筆
者に言った。3 つの塑像は，オバマ大統領，ヒラリー・クリントン外務大臣，カノの
エミールといった政治家や権威者の頭像（図 36）であり，オルイェミによるとオー
ニが 3 人への贈りものとして真鍮製の彼らの頭像を必要としているということであっ
た45）。オルイェミがオラインカへ支払ったのは粘土代をかろうじてまかなうくらいの
低額であったため，オラインカはその仕事がつづく見通しはないという意思を筆者に
示したが，この仕事は最後まで成し遂げた。
加えて，前述のように，版画を専門とするアデクとは比較的親しい友人関係にあり，
かつてアデクが海外を訪問する際にオラインカの作品を売ってもらったり，1993 年
にオラインカがドイツに渡航した際はビザ取得のためのアドバイスをもらった。オラ
インカはマルコがイレ・イフェを初めて訪れた 2001 年にアデクを紹介し，以来，ア
デクもときおりマルコに作品を送り，ドイツで代理で販売してもらっている。
「アーティスト」たちが同業者同士の繋がりをもって活動する様子について，オラ
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図 36 オルイェミから依頼を受けて，鋳造用の原版としての塑像をつく
るオラインカ。左はカノのエミール，右はオーニの欧米からの来
賓。手前の写真はオルイェミから貸しだされ，それを見ながら粘
土で塑像をつくる。2008 年 11 月 17 日，筆者撮影。

インカ以外のつくり手たちの事例も概観しよう。ビーズ細工師のオウォジョリ（表
1・事例番号 2）は，ビーズ製の杖など作品の土台に木を必要とする場合，木彫師の
アヨデレ（表 1・事例番号 5）にその土台の作製を依頼する。同じくビーズ細工師の
アデトイ（表 1・事例番号 1）は，木の土台をすぐ近くに店をかまえる木彫師のイ
ジョー（表 1・事例番号 4）に依頼している。木彫師のブコラ・アキンボデ（表 1・
事例番号 9）は，2010 年のサッカー・ワールドカップ南アフリカ大会特別番組用の舞
台セットのひとつで，高さ 1 m 80 cm を超える太鼓を制作する依頼を受けたが，装飾
部分は，所属教会を共にする木彫師のアフォラヤン（表 1・事例番号 6）に賃金を払っ
て任せた（図 37）。また，その作業スペースがアフォラヤンの店とその付近であった
ように，アキンボデはたびたびアフォラヤンの仕事場の一部を借りて自分の作品をつ
くる。さらに，アフォラヤンは，自分の師匠ではないが木彫師のあいだで巨匠として
知られるラミディ・ファケイェ（表 1・事例番号 7）の作品制作を手伝う。ファケイェ
はアフォラヤンを「ナイジェリアでもっとも優れた木彫師のひとり」と評価し，ア
フォラヤンに作品の 8 割の制作を依頼することがしばしばあった。高齢のファケイェ
は仕上げを担当することで，それをファケイェ自身の作品として展示・販売していた
。アフォラヤンは腕のある木彫師としての自分自身の名があがらないことに対して

46）

思うことがなくはなかったが，木彫の価値を知るファケイェから与えられる報酬に満
足していた。
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図 37 木彫を専門とするブコラ・アキンボデ（左から 2 人目）の仕事を
手伝うガブリエル・アフォラヤン（左端）。木彫の装飾はアフォラ
ヤンによる。木彫はこのあと立てられ，全体に色が塗られ，上に
皮が張られて巨大な太鼓に仕上がる。2010 年 5 月 21 日，筆者撮
影。

このように，ひとりのつくり手が請けおった仕事を，べつのつくり手に報酬を払っ
て部分的に手伝ってもらう，または完全に任せることは，街の「アーティスト」だけ
ではなくアカデミズムや美術市場と直接関わる大学美術学部の教員も行うことである
（緒方 2013a: 161–162）。大学美術学部でグラフィック・デザインの教員を勤めるイジ
シャキン（表 1・事例番号 11）によると，彼は「コンサルタント」として「アート」
の仕事を受けることがあるという。イジシャキンは絵画や彫刻など専門外の仕事を依
頼されても「わたしはグラフィック専門ですので」という理由で断らずに「アーティ
スト」としてその仕事を受け，それを専門とするつくり手に仕事をまわす。仕事をま
わしたつくり手へは，依頼人（顧客）の要望をイジシャキンが明確に伝える。しかし，
依頼を受けて作品を渡すのはあくまでもイジシャキンの責任であり，イジシャキン自
身も多少の収入を得る。
5.2.2 「アーティスト」の組合
最後に，オラインカ自身はそのメンバーではないが，彼の知人・友人「アーティス
ト」の一部は組合によって連携していることも概観しておく。おもにグラフィック・
デザインを専門とするつくり手がそうである。ベンガ・コラウォレ，ジョシュア・オ
イェミラン（表 1・事例番号 32），アキン・オジョ（表 1・事例番号 33）によると，
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グラフィック・アーティストのほとんどは市街地に店をもち，靴屋，服屋，食料品店
などと軒を連ねて街の一般の人びとを対象としているため，看板，ステッカー，ゴム
印など，彼らが請けおう仕事の基本的な値段設定を組合で決定する必要がある。ま
た，組合員になるとイバダンやラゴスなどの大都市で代表者によって安く大量に購入
された塗料を個人用に少量で購入することができたり，組合がインストラクターを呼
び，新型印刷機などのグラフィック・デザインに必要な新しい道具や機材の説明会を
開くといった連携をとることができる。さらに，組合員のひとりに大作や複数の仕事
が重なったり病人が出た場合は仕事を分担し，病人や不幸があった人へ募金を募るな
どの連携や扶助が可能となる。
画材屋を営むコラウォレによると，イレ・イフェでもっとも大きなグラフィック・
デザイナーを中心とした「アーティスト」の組合である「イフェアーティスト，デザ
イナー，家屋の壁・自動車塗りの協会（Ife Artists, Designers, House Painters and Motor
Spraying Artists Association）」は約 120 人から成る。コラウォレによると，集まりは隔
週であり，全組合員のうちおよそ 30 ～ 50 人が集会に顔を出すという。
他方，同じグラフィック・デザイナーでもアデオル・アデレケ（表 1・事例番号
28）は，コラウォレらが参加する組合を「高等教育を受けていない」，「道端のアー
ティスト」の集まりだと考え，技術専門大学以上の高等教育を受けた，アデレケのい
う「プロ」のつくり手 6，7 人による組合，「プロアーティスト組合（Association of
Professional Artist）」をつくった。この「プロ」の組合は 3 か月に一度の頻度で会合を
開くことになっているが，組合員の経済状態がよくないことが主な原因で 2008 年以
降はほとんど集まっていないという。このように，一部のつくり手は組合によって互
いに同業者として繋がることで支え合っているが，アデレケのように，同業者であっ
ても「高等教育を受けているか，受けていないか」によって協同する仲間を限定する
こともある。この場合は正規の教育を受けているということが協同の条件となる。

5.3

小括

本節では，「アーティスト」となったオラインカの生活を検討し，妻や教会，そし
て同業者といった周囲の人びととの関係のなかで，収入は一向に安定しないにもかか
わらず，なんとか「アーティスト」として生きていることがわかった。周囲との繋が
りはオラインカが「アーティスト」になる過程でも見られたが，それは独立した
「アーティスト」になってからも重要であることがわかる。このことから，イレ・イ
フェの「アーティスト」は国際的な美術市場や美術教育といった制度と少なからず関
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係を持ちつつ，同時に，人と人とのローカルな繋がりを維持することで「アーティス
ト」として生きていると考えることができる。

結論

6

本稿では，コラウォレ・オラインカというつくり手のライフヒストリーと生活世界，
作品制作や販売のプロセスに注目し，オラインカが，アートワールドや地域社会と関
わりながらアフリカの一都市で「アーティスト」として生きる様子を明らかにしよう
と試みた。オラインカの事例は，イレ・イフェの「アーティスト」が，西洋近代の
アートの制度に触れ，またそれに取り込まれながらも，能動的に西洋近代の要素や
ローカルな要素をさまざまな局面で取り込みながら「アーティスト」として生活して
いることを示唆するものであった。それはまた，「アーティスト」が国際的な美術市
場で成功することへの欲求，個人として描きたいものを描く喜び，生活のためにロー
カルな需要に応える必要性，周囲からの評価，それらの狭間で矛盾を抱えていること
も明らかにするものであった。オラインカが，一度はドイツで国際的なアーティスト
として認められた経験から，経済的に貧しい状況にあっても市場を変えてグラフィッ
ク・デザインを専門に街の一般の人びとを対象とする「アート」に専念しないのも，
ドイツに発信すべく「アフリカらしい」作品を積極的につくらないのも，彼自身が好
む「アート」に誇りをもっているからである。しかしながら，食べていく，家族を養
うという現実のなかで，オラインカがなんとか「アーティスト」として生活しながら
困難をもって生きていることもまた事実である。
そのような状況において，妻，友人，知人といった周囲の人びととの繋がりが
「アーティスト」として生きていく際に欠かせないことも明らかとなった。「アーティ
スト」同士の繋がりについては，単純な「知り合い」を越えた結びつきが見られた。
それは「アーティスト」としての仕事を本職とする人，あるいは「アート」の制作・
販売によって現金収入を得ようとする人たちであり，イレ・イフェを作品制作または
作品販売の拠点に，同業者として経済活動を行う人びとの繋がりである。
これまでのアフリカ美術研究は仮面舞踊の衣装や伝統宗教壁画などのつくり手を，
ヨルバを代表するアートやアーティストとして研究の対象としてきた。これとは対照
的に，本稿では，民族としてのヨルバやその発祥の地としてのイレ・イフェを前提と
することなく，人びとがどのようにして「アーティスト」として生きているのかを問
うなかで，職業集団としてのローカルな「アーティスト」同士の繋がりを確認するこ
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とができた。それは，つくり手がアフリカ美術作家として芸術市場に存在するだけで
はなく，作品の制作と販売によって現金収入を得て「アーティスト」として生きてい
る（生活している）ことを如実に表している。
アフリカ国内外の研究者や美術館のキュレーター，古美術やエスニックアートの収
集家，あるいはアフリカの一部のアーティストは，多くの場合，現地から離れた場所
で形成されるアフリカ美術市場において需要のあるアートに注目してきた。これに対
して，本稿は当該地域の人びとが「アート」と呼ぶものが存在している現場から
「アート」について考察した結果，イレ・イフェの「アーティスト」と地域社会との
繋がり，さらにはグローバルな芸術市場との関係において立ち現れる「アート」のあ
り方が明らかになってきた。このアプローチは，人類学における芸術の研究が西洋近
代のアートを相対化してきた結果見えにくくなっていた，当該地域を生きる「アー
ティスト」が西洋近代のアートに取り込まれたり，それを自ら取り込んでいく様子，
さらにそのなかで生じる「アーティスト」の矛盾や希望を見せるものである。そこに
は，芸術をめぐる西洋と非西洋あるいは美術市場やアカデミズムと作品のつくり手の
あいだの微細な力関係に敏感でありながらも，そのような支配の構造とは異なる
「アート」のあり方を探る可能性があると考えられる。このアプローチをとることで，
各個人や各地域，各国によってさらに多彩な，あるいはそれらのあいだで共通した
「アート」のあり方が見えてくることが推測される。
とはいえ，本稿では，買い手や支援者，キュレーターや美術教育者など，「アート」
を取り巻く様ざまな人びとや彼らを支える制度の側の視点を検討できていない。
「アート」のあり方を明らかにしていくには，「アート」のつくり手だけではなく，多
様な視点が交差するなかで，いかにして「アート」が成り立ち，人びとがどのように
それを経験しているのかを検討していく必要がある。今後はこうした課題に取り組ん
でいきたい。
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プローチ」（国立民族学博物館，2013.11.20–22）における筆者の発表「アフリカ美術とつくり手
の実践―ナイジェリア地方都市の『アーティスト』の事例から」に基づく。

注
1） 本稿でこれから見ていくように，アートと「アート」を厳密に分けることはできないのだ
が，両者の関わり合いを描くために，便宜上区別して記述する。なお，英語の〈art〉は日
本語で〈芸術〉や〈美術〉と訳されることもあるが，本稿で焦点を当てる「アート」には音
楽やパフォーマンス，映像や言語芸術は含まれない。鍵括弧とカタカナによる表記によるイ
レ・イフェの「アート」と「アーティスト」のほか，〈art〉という言葉の入った著作名につ
いては，和訳版の出版されているものはその通りに訳し，〈美術館〉〈美術史〉〈美術学部〉
〈西洋美術〉〈アフリカ美術〉など，一般的に使用されている語彙については，その通りの漢
字表記を本稿でも使用する。
2） ここで参照する先行研究はアフリカ美術やモノの展示の試みの例であるが，1980 年代以
降の新たな展示の試みは，ニュージーランドやニューギニアなどアフリカ以外の非西洋の地
域のモノや美術 / 芸術，文化についても行われた（吉田 1999）。
3） アートワールド（The Artworld）とは，アーサー・ダントー（Arthur Danto）が 1964 年に
示したアートの制度論の概念で，あるモノそれ自体が本質的にアートであるのではなく，そ
のモノをとりまく美術館，キュレーター，美術批評家などによって構成される目に見えない
アートワールドがそのモノをアートにするというアートの制度的側面を表す。
4） これらは，おもにイギリス，ドイツ，アメリカといった欧米で研究されてきており，そう
した研究において，
「art」
「antiquities」
「historical art objects」といった言葉で表現されてきた。
これら西洋美術界の文脈における美術 / 芸術 / アートと，本論文で詳しく見ていく現代イレ・
イフェの「アート」と区別するために，便宜上，筆者はこれらを「歴史的美術品」と訳した。
5） 本稿では，地名，人名，文献名など，一般的に英語で表記されるものはアルファベットで，
ヨルバランドにおける特有の固有名詞や表現はヨルバ語（アルファベットとトーンマークな
どの特殊文字の組み合わせ）で表示する。
6）「ヨルバ語」というひとつのまとまった言語が受け入れられるようになったのは，19 世紀
半ばごろ，キリスト教の布教活動に必要な言語としてオヨ方言がスタンダード・ヨルバに定
められたことがきっかけであった。これ以降，20 世紀半ばにかけ，ナイジェリアの独立に
向けた南西部全体の政治活動と連動した新たな「ヨルバ」のアイデンティティが形成される
なかで，「ヨルバ語」は徐々に統一言語となっていった。それ以前は，「ヨルバ語」の話し手
は，それぞれに方言をもつ異なるグループ（王国）に属していた（Peel 1989）。
7） 伝統首長とは，イレ・イフェにおいて一般的に使用される「traditional chief」という英語
を，筆者が和訳したものである。しかし，この，伝統（traditional）という言葉は，植民地
時代以前から植民地時代を経て現在に至るまでのイレ・イフェの首長制度を歴史的に説明す
るものではない。
8） イレ・イフェで最も大きな画材屋を経営する「アーティスト」兼店主のベンガ・コラウォ
レ（表 1・事例番号 35）の推測によると，彼の所属する組合，「Ife Artists, Designers, Painters
and Motor Spray Artists Associations」には（2012 年の時点で）約 120 人の会員がおり，これ
以外にさらに 100 人以上の「アーティスト」がイレ・イフェに存在しているという。
9） 本稿の目的はこれら全ての「アーティスト」について詳しく述べることではないが，コラ
ウォレ・オラインカに焦点を当てながら，この表に表している他数名の「アーティスト」に
も言及する。
10） 自らを「アーティスト」と呼ばないが，
「アーティスト」のあいだで「アーティスト」と
呼ばれる人もいる（緒方 2013a: 166–167）。
11） イハレまたはアバ・イフェは，イワレファ（Ìwàrẹfà）と呼ばれることもある。
̀
12） 渡 部 重 行（1985: 7） に よ る， ヨ ル バ ラ ン ド の 街 の ひ と つ， ア イ ェ ド ゥ ン・ エ キ テ ィ
（Ayedun-Ekiti）のもっとも大きな集落区分「オナ（ọ̀na）＝ ward」の和訳としての「大街区」，
および，「オボン（ọ̀gbọ́n）＝ quarter」の和訳としての「小街区」に従う。
13） 現在，イレ・イフェで崇拝されているヨルバの神々の正確な数は明らかになっていないが，
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エルイェミ（Eluyemi 1986: 10）の著書にある写真で確認する限りは，（1986 年当時）約 40
人のオニソロがいる。渡部重行（1983: 29）によると，ひとつの街だけの神のように地方的
なものを数えると 1,000 や 2,000 にとどまらないが，実際に信仰される神は 20 ～ 30 であり，
「400 以上」という数字は，神々の数の多さの象徴的な表現である。なお，ケネス・マレー
が 1943 年に編集し，1948 年に改訂したイレ・イフェの考古学に関する文献資料（未出版）
によると，ヨルバランドの他地域ではまだ確認されていない（イレ・イフェ特有の地方的な）
神々の祠がイレ・イフェで多数見つかっている（Murray 1948）。
14） イレ・イフェ，およびヨルバランドの称号・敬称は上述の首長以外にもあり，たとえば王
の妻や王子，王宮で仕える者たちの役職にも称号や敬称が与えられる（Bascom 1984: 35–
38），（Adegbola 2009: 150–166）。さらに，伝統首長に対して「教会首長（church chief）」や
「社会的首長（social chief）
」と呼ばれる，オーニの任命ではなく個人の社会・経済的貢献に
対して教会や地域の人びとによって与えられる首長位もあり，とくに「チーフ（chief）」と
いう英語表現はイレ・イフェで頻繁に耳にする。イレ・イフェ，およびヨルバランドの伝統
首長制度の歴史的変遷については本稿の射程を越えるが，オイェディラン（Oyediran 1973）
や松本尚之（2008）が指摘しているように，首長制度の歴史的変遷は複雑であると考えられ
る。
15） ヨルバの伝統宗教の祠の壁画，仮面舞踊の仮面やその仮面と共に用いられる衣装などのつ
くり手は，「アーティスト」と呼ぶ・呼ばれる人びとから「アーティスト」とみなされてい
ない。その理由として，彼らがその作品をつくり，販売することで現金収入を得て暮らして
いる「アーティスト」とは異なることが考えられる。ただし，彼らは自らをどのように呼
び，「アーティスト」をどのように見ているのかということについて筆者はまだ調査を行え
ていない。
16） エイドリアン・ヒル（Adrian Hill）によるこの本は，顔，人，馬，牛，犬，猫，鳥，豚，
道端の風景の描き方，遠近法，道の描き方，海辺の描き方，木の描き方などを説明する全
12 章からなる教則本である（Hill, Adrian 1968, What Shall We Draw?, London: Blandford Press）
。
なお，同書は 5 回再版されたのちの改訂版であり，初版は 1957 年に出版されている。
17） 当時（1982 年以前）の教育は，2003 年～ 2012 年現在の 6-3-3-4 制（小学校 6 年間，下級
中学校 3 年間，上級中学校 3 年間，高等教育 4 年間）ではなく，6-5-4 制（小学校 6 年間，
中等学校 5 年間，高等教育 4 年間）であった。ナイジェリアでは複数の改革を経て現在に
至っており，詳細は各州によって異なる。また，2005 年以降は，小学校 6 年間と下級中学
校 3 年という義務教育をひとつに融合する「普通基礎教育（Universal Basic Education）」も
導入されている。
18）「ゴッド・ファザー（Godfather）」の訳として，「代父」とした。洗礼式に立ち会って，洗
礼を受ける者の神に対する約束の証人となる，またはそれに代わって神に約束を立てその父
母に代わって宗教教育を保証する男性で，後見人のことを指す。ナイジェリアのキリスト教
徒は，（産みの父母が健在であっても）代父を頼ったり，世話になることがある。
19） こ こ で い う 試 験 と は， ナ イ ジ ェ リ ア 文 科 省 主 管 の 大 学 入 学 許 可 委 員 会 JAMB（Joint
Admission and Matriculation Board）による統一試験 UME（University Matriculation Exam），西
アフリカの英語圏の国々による試験議会 WAEC（West Africa Examination Council）による統
一試験，イギリスの中等教育最終段階の国家統一試験 GCE（General Certificate of Education）
の西アフリカ版（GCE O/Levels）など，いずれも統一試験のことである。これら，またはい
ずれかの試験の結果と定員に沿って，受験者は JAMB を通して志望校からの入学許可を受
ける。
20） いずれも 2009 年から 2011 年までのあいだの 1 年から 2 年ほどという短期間の雇用であ
り，「学校側が給料をきちんと払わない」，「学校が美術の授業を必要としなくなった」，「学
校が閉校した」という理由で彼らは辞めている。
21） ナイジェリアにおける美術の高等教育は，1949 年から 1960 年までに，国内の 4 つの高等
教育機関で美術コースが設けられたことによって確立されていった（Court 1995: 292–293）。
ヤバ技術学校と並び，ナイジェリアの高等教育における美術学部の母体となったのは，1950
年 代 前 半 に ナ イ ジ ェ リ ア 芸 術 科 学 技 術 専 門 大 学（Nigeria College of Art, Science and
Technology）の 3 つのキャンパス（イバダン校，ザリア校，エヌグ校）に設置された美術学
部であった。これらは，後に，ザリアのアフマド・ベロ大学（Ahmadu Bello University）の
美 術 学 部 と ン ス カ の ナ イ ジ ェ リ ア 大 学（University of Nigeria） の 美 術 学 部 と な っ た
（Akinbogun and Kayode 2005: 189）。最初に美術学部が設置されたのは 1954 年，ナイジェリ
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ア芸術科学技術大学イバダン校であったが，当時は美術教員の養成を目的としたコースであ
り（Ikpakronyi 2008: 6），同美術学部は 1955 年にザリア校に移され，そこでヤバ技術学校と
並び，ナイジェリア初の美術学部における教育がはじまった（Stanley 1993: 13）。
22） 2005 年版のシラバスに目を通したオラインカは，コンピューターを使用するデザイン，
ナイジェリアの伝統工芸，アート・スタジオの運営，そして実習コースは，オラインカが卒
業した 1990 年以降に新たに加えられた授業だと指摘した。
23） オナイズムは，1989 年にイレ・イフェのオバフェミ・アウォロウォ大学美術学部の教員
によってはじめられて以来，現在にいたるまで，同美学部の教育方針や教員・学生たちの作
風や研究に影響を与えている（緒方 2013b: 77–78）。なお，オナイズムは，1970 年代前半に
ナイジェリア東部のンスカのナイジェリア大学美術学部で起こった「ウリズム（Ulism）」，
そしてそれ以前の 1958 年に北部のザリアで起こった「ザリアの反逆児たち（Zaria Rebels）」
に影響を受けている（Okeke 1995: 42）。
24） 当時オラインカには結婚式を挙げる資金がなかったため，ふたりは正式に結婚していな
い。その後，5 人の子供を授かってからも式を挙げていなかったオラインカは，経済的余裕
ができたら式を挙げたいと切望している。
25） アフリカとアジアをはじめとする途上国におけるカトリックの布教，および，各国でのカ
トリック教会の活動における支援を行っている。ヴァチカンに本部を，世界各都市に支部を
もつ。
26） 1 ユーロ約 142 円（2014 年 1 月 5 日）で換算。
27） 2003 年から 2012 年の調査中，1 ナイラあたりの日本円は，その変動に幅があったが，と
くに集中的に調査を行った 2008 年から 2012 年の平均をとって，1 ナイラ＝ 0.5 円で概算す
る。
28） カトリック教会に掲げてある 14 の絵または彫刻。信者は，キリストの受難を表す 14 の
シーンのまえで順次に祈願する。
29） 聖ペトロは「鍵と聖書」，聖パウロは「剣と聖書」というアトリビュート（持物）と共に
描かれている。
30） 1930 年代以降ヨルバランドにおいて木彫の需要が減少していたなか，イギリス人神父の
ケビン・キャロルがパトロンとして木彫制作の再建に貢献したことにより（Carroll 1967;
Picton 1994a, 1994b），現在でもヨルバランドの教会では木彫装飾が見られる。オラインカが
教会からの仕事を引き受けたように，イレ・イフェでは教会が「アーティスト」に装飾の仕
事を依頼することがある。たとえば，絵画を専門とするオミディラン（表 1・事例番号 23）
はイレ・イフェの大学キャンパス内にあるカトリック教会からの依頼を受け，2004 年に「十
字架の道行きの祈り」を描いた（アクリルでベニヤに描き，部分的に木片を利用して立体的
な表現をしている）。木彫師のアフォラヤン（表 1・事例番号 6），ジョナサン・イジョー（表
1・事例番号 4），そしてローレンス・アヨデレ（表 1・事例番号 5）も，カトリック教会ま
たはそのほかの教会から依頼を受け，教会の木製のドアに装飾を施したり十字架を彫ること
がある。
31） ミシガン在住の彫刻家アルバート・ラバーニャ（Albert Lavergne）は，2012 年 1 月から
2012 年 10 月までイレ・イフェのオバフェミ・アウォロウォ大学で滞在制作を行った。
32） オラインカの要望により，この借金先については公表しない。この要望は，本論文で扱う
オラインカの個人情報のなかで，彼が唯一，筆者に約束を求めたことである。
33） ただし，手取りは 12,000 ナイラ。
34） ナイジェリア特有の砂糖入りの食パンに，ブイヨンで味付けした玉ねぎとトウガラシの
入った（またはそれにトマトを加えた）炒り卵をのせたもの（または 2 枚の食パンにそれを
挟んだもの）と，紅茶にたっぷりの粉ミルク（または缶入りのコンデンスミルク）と砂糖を
入れた飲み物（または「ネスレ社のミロ」などの麦芽飲料やチョコレート飲料）の組み合わ
せは，ナイジェリアの中間層～富裕層の家庭の朝食の定番メニューのひとつである。
35） たとえばもっとも安いビスケットの卸値は 1 箱（120 袋）600 ナイラである。フンケはこ
れを 1 袋 10 ナイラで販売しているが，元値は 5 ナイラなので，1 袋売るたびに 5 ナイラの
儲けがでることになる。ナイジェリアでは，毎日少しでも現金収入を得るために，このよう
なかたちで個人が（たとえ物売りが本業ではなくても）商売をすることがよくある。アフリ
カのインフォーマルセクターにおける活動について，詳しくは野元（2005: 123–173），小川
（1998）を参照されたい。
36） イレ・イフェで利用される現金の貯蓄方法のひとつに，英語で「デイリー・コントリ
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ビューション」，またはヨルバ語で「アジョ（àjọ ＝収集 / 集合）」と呼ばれるものがある。
収金者はある地域内の個人の店や仕事場や自宅を毎日まわり，それぞれから，それぞれに一
定の金額を受けとる。毎月最終日 1 日分の額は収金者の収入となるが，それ以外のひと月分
の総額は収入者のもとへ月末または収入者が希望するときに返される。この金融は銀行口座
を開けるほどの収入がない人や時間的に銀行に行けない人，毎日少しでも貯金をしたい人な
ど，とくに低所得者のあいだで便利で安全，かつ効率的な貯金法として活用されている。ア
ジョは，ヨルバ語で「エベ・アラジェシェク（ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù）」と呼ばれる頼母子講とは異
なり，自分の番がまわってくるまで現金の受け取りを待ったり，規制のなかで他の参加者と
連携する必要がなく，個人の都合と希望に沿って利用できる。西アフリカにおけるこうした
貯蓄方法と頼母子講の違いについては，ボアティ・ドクとアリーティ（Boretei-Doku and
Aryeetey 1995: 88–90）を参照されたい。
37） オラインカの所属する教会は「神の指使徒教会（Finger of God Apostolic Church）」という
名称をもつ，プロテスタント系の教会である。同教会は，2006 年にイショラ牧師（Pastor
Matthew Dayo Isola）によって設立された。設立当初のメンバーは 7 人であったが，現在で
はおよそ 200 人となっている。
38） イレ・イフェの教会では，各教会の方針によって，英語のみによる礼拝，ヨルバ語のみに
よる礼拝，英語とヨルバ語の同時通訳がなされる礼拝がある。
39） 2008 年から 2011 年のあいだ，オラインカの所属する教会の日曜礼拝やナイト・ビジルを
はじめとする教会での礼拝や活動に通った筆者の参与観察に依る。
40） 父親は 2012 年 2 月に逝去した。
41） イディレは必ずしも核家族だけを意味せず，ひとつ屋根の下で甥や姪などの親戚が一緒に
暮らす場合を指してイディレとされることもある。
42） 渡部重行は，ヨルバランドのアイェドゥン = エキティにおいて，始祖までの父系集団の
系譜をたどれる者はほとんどなく，その名前さえ明らかでないことが多いこと，人びとの父
系認知の範囲はきわめて狭く，父母および自己の兄弟姉妹とその子供たちを越える範囲の親
族の系譜関係にはほとんど関心を示さないことを指摘している（渡部 1985: 9）。
43） このように，教会との繋がりを重んじる「アーティスト」は少なくない。たとえば木彫師
のアフォラヤン（表 1・事例番号 6）は，日曜礼拝に加え毎朝 6 時からはじまる礼拝に通い，
さらに仕事場でも毎日夕方 6 時に仕事の手をとめ起立して祈りを捧げる。毎週水曜日は教会
のボランティア活動の一環で身体の不自由な人びとや高齢者を訪ねてまわり，身の回りの世
話をしている。大学教員でもあるフォラランミ（表 1・事例番号 10）はラゴスの所属教会で
の礼拝に出席するため，毎週または隔週でイレ・イフェからラゴスに通っている。グラ
フィック・デザインを専門とするアデイェニ（表 1・事例番号 31）は，月々の支出について
筆者が尋ねた際，学費や交通費と並べて毎週日曜日に教会で支払う額として礼拝中の寄付金
とタイズ（10 分の 1 税）を挙げたことから，教会へ通うことがアデイェニの生活の一部で
あることがうかがえる。同じくグラフィック・デザインのエルイェラ（表 1・事例番号 30）
は，顧客からの依頼としてではなく，自らが所属する教会の牧師の母親が 2011 年 6 月に亡
くなった際，葬儀の香典返しとしてメモ帳の制作をボランティアで行い，メモ帳の裏面には
エルイェラが経営する美術学校の広告を載せた。
44） 筆者がイレ・イフェで調査をはじめたとき，すでにハッサンはカリブ海地域に移住してお
り，ハッサンを訪ねることはできなかった。このため，ハッサンの本名をはじめ彼の詳細は
わからない。なお，筆者はハッサンのサインの入った木彫家具を，イレ・イフェの富裕層の
家のリビング・ルームで見たことがある。
45） オーニがこうした政治家や権力者とどのような関係であり，またどのような交流があるの
か筆者は把握していないが，国内外のヨルバランドの権威者としてのオーニが彼らと何らか
の関係をもちえることは考えられる。
46） ファケイェは 2009 年 12 月に逝去し，アフォラヤンのこの仕事はなくなった。
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