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凡例

本年譜は、『大久保英治 四国の天と地の間 阿波の国か

ら歩く』展図録（1999年 徳島県立近代美術館）、『大久保英

治 あるくことからはじまる』展図録（2011年 鳥取県立博

物館）等の先行する図録に所収の年譜を参照するほか、各種

の文献、写真資料等の調査、大久保英治氏提供の資料、2015～

16年を中心に断続的に行った大久保英治氏へのインタ

ビュー（この年譜での大久保氏の証言はこのインタビュー時

のもの）、をもとに作成した。

・この年譜は大久保英治氏の誕生（1944年）から2017年2月

を範囲とする。

・掲載項目は、年（西暦・元号） 年齢 月（事項が始まった

月のみを示す）」／プライベート事項／展覧会等の美術活

動（略号も参照）の順に記した。また必要に応じて重要な

美術や社会の動きも加えた。

・文中の人名は基本的に敬称略としている。

・展覧会等の美術活動については おおむね 展覧会名・

活動内容など、会場名（都市名）、期間の順に記し、補足事

項は文頭に＊を記した。

・文末の略号の意味は次のとおりである。

� 個展等／� グループ展／� アート活動関係事項

（ワークショップ、作品制作など）／� 大久保による証言：

「 」でくくり末尾に付す／（美）美術の動き／（社）社会の動

き／（備）編者による備考コメント

1944（昭和19）年 0歳

4月8日 兵庫県武庫郡鳴尾村（現西宮市鳴尾）に父・大久保

清四郎、母・小里の長男（姉が3人）として生まれる。母方の

祖父は曲物師（まげものし：木工職人）。

1945（昭和20）年 1歳

第二次世界大戦終結（社）

1946（昭和21）年 2歳

この頃（2～3才）、父の郷里、岡山県小田郡矢掛町にある父

の長兄宅（本家）の離れに転居。

1948（昭和23）年 4歳

パンリアル結成（美）

大韓民国：イ・スンマン（李承晩）、朝鮮民主主義人民共和

国：キム・イルソン（金日成）、が成立（社）

1949（昭和24）年 5歳

第1回日本アンデパンダン展［読売アンデパンダン展］（美）

1950（昭和25）年 6歳

モダンアート協会結成（美）

朝鮮戦争勃発（社）

1951（昭和26）年 7歳

春 矢掛町立矢掛小学校に入学。入学前に本家を離れて近

所に転居。母が中心となって文房具店を開業。この頃から画

用紙に毎日のように絵を描く。その一方で、小学校時代の大

久保は近所でも有名なやんちゃ坊主で生傷のたえないガキ

大将であった。しかし母に連れられて、映画館や、矢掛町内

に江戸時代から残る矢掛本陣で開催されていたレコードコ

ンサートによく通うという一面もあった。父は自動車関係

の仕事で、材料の材木調達のためジャワ島に赴任するなど

海外生活も長く、そのため朝食は洋食にするなど西洋式の

生活様式を好んでいた。

デモクラート美術家協会結成、実験工房結成（美）

1953（昭和28）年 9歳

朝鮮戦争休戦協定（社）

大久保英治 年譜

友井伸一 編
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1954（昭和29）年 10歳

具体美術協会結成（美）

1956（昭和31）年 12歳

1957（昭和32）年 13歳

春 矢掛町立矢掛小学校を卒業。矢掛町立矢掛中学校に入

学。野球、テニスなどスポーツに明け暮れる。

九州派結成、デモクラート美術家協会解散、アンフォルメル

旋風（美）

1959（昭和34）年 15歳

キューバ革命（社）

1960（昭和35）年 16歳

春 矢掛町立矢掛中学校卒業。岡山県立矢掛高等学校に入

学。ハンドボール部に入部。また、スポーツ以外では、休日

には倉敷まで片道20kmあまりの道のりを自転車で映画（洋

画）を見に行き、運動会では応援席の背後の応援看板に絵を

描くこともあった。

ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ結成（美）

新日米安保条約調印、ベトナム戦争［～1975年］（社）

1962（昭和37）年 18歳

グタイピナコテカ開設［大阪、中之島］（美）

キューバ危機（社）

1963（昭和38）年 19歳

春 岡山県立矢掛高等学校卒業。日本体育大学に入学。ハン

ドボール部に入部するが、半年後に退部、休学（半年間）。

「ハンドボール部には全国から精鋭が集まり、大変な競争が

あった。夏にはなんとか一軍合宿に選ばれたが、その合宿中

に急性盲腸炎になり入院。退院したらすでに自分の居場所

がなくなっていた。この時、自らの人生や、岡山の郷里で自

分を応援してくれている人々のことを思い、スポーツ人と

してこれから生きていくことができるのかという問いに向

き合うことになった。そして退部し休学の道を選ぶ。東京の

片隅で半年間の時間を自問する。昔から好きだった考古学

の勉強もした」�

第15回読売アンデパンダン展［最終］、ハイレッドセンター

結成（美）

ケネディ大統領暗殺、パク・チョンヒ（朴正煕）が韓国大統

領に（社）

1964（昭和39）年 20歳

春 日本体育大学に復学し応援団に入部。

「応援団はハンドボール部以上で、最も厳しいところ。自ら

の人生のやり直しとしてこの道を選んだ。（半年間の休学期

間も含めて）この時期のことが、後に人との関係、上司と部

下の関係のあり方、そして「社会とは」から「人間とは」とい

うことについての自分自身の考えを形成していったのだと

思う。大学でも体育心理学などを学んだ。つらい時期だった

が、人と美術との関係を深く考えさせてくれることになり、

またその後の教師時代を振り返っても、自分の教師として

の資質に影響を与えていたと思う。大久保の人生にとって

大いに役立った」�

東海道新幹線開通、東京オリンピック、ベトナム戦争激化

（社）

1965（昭和40）年 21歳

日韓基本条約（社）

小学6年生 次姉と共に。
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1966（昭和41）年 22歳

中国、文化大革命［～1976、77年］、ビートルズ東京公演（社）

1967（昭和42）年 23歳

赤瀬川原平の千円札裁判（美）

1968（昭和43）年 24歳

春 日本体育大学体育学科卒業。ニチボー興発株式会社に

就職。神戸市東灘区で両親と同居。

「大阪で高校教師を目指したが、すぐにはなれず職がなかっ

た。父の紹介でニチボー興発に入る。冷凍倉庫業や特殊自動

車修理をする会社。一般職として冷凍倉庫部で漁業関係の

労働者と共に働く。この仕事では、働くことや人生、生き方

を考えさせられることが多かった」�

第1回神戸須磨離宮現代彫刻展［テーマ：夜・光、風、水、と

彫刻。関根伸夫〈位相－大地〉が出品。大賞は飯田善国（美）

成田闘争激化、東大・日大闘争激化［安田講堂占拠］、三億

円事件、「あしたのジョー」連載開始、「巨人の星」放映開始

（社）

1969（昭和44）年 25歳

3月 川合美知子と結婚（3月28日）。妻の美知子は、この春

（1969年）から大阪府立箕面高等学校の体育教諭。神戸市東

灘区で両親と同居。

破防法、美術家共闘会議［美共闘］結成、東名高速道路開通、

アポロ11号月面着着陸（社）

1970（昭和45）年 26歳

春 大阪府立八尾養護学校常勤講師（体育）。箕面市に転居。

7月 長男 隆が誕生（7月24日）。

9月 大阪府立八尾養護学校教諭。

グタイピナコテカ閉館、もの派宣言［『美術手帖』1970年2月

号 特集「発言する新人たち」］（美）

日本万国博覧会［大阪］、よど号ハイジャック、日米安全保

障条約自動延長、70年安保闘争、三島由紀夫と楯の会割腹

自殺、光化学スモッグ発生で社会問題に（社）

1971（昭和46）年 27歳

沖縄返還協定調印［発効は1972年］（社）

1972（昭和47）年 28歳

「この頃から、勤めていた養護学校の美術教師、原野真城［は

らのまき：徳島大学出身、旺玄会所属］の影響で絵を描き始

める。絵を描く材料を求めにいった画材屋で、最初から絵の

具を使うともったいないから、先ずは、新聞紙にボールペン

か鉛筆で、腕の肘を上げて真円が描けるようになるまで、紙

が黒くなるまで描くことからだ、と言われる。その日から毎

日のようにやっていたが、なかなか真ん丸は難しい。だけ

ど、描く。描き続ける。当時の懐かしいエピソードであり、

後にこの言葉が描くことの大きな力となる。次に、手当り次

第に風景や静物を具象的に描いてみるが、才能がないのか

うまく描けない。方法論を知らないからだ、と自分に言い聞

かせる。しかし、下手�」�

吉原治良 没する（美）

札幌冬季オリンピック、高松塚古墳発見、日中国交回復、連合

赤軍・浅間山荘事件、日本列島改造論［田中角栄］、アメリカ・

ウォーターゲート事件、横井庄一氏グアム島で発見（社）

1973（昭和48）年 29歳

10月 長女香が誕生（10月25日）。

大学4年生 上京した母と共に。東京、皇居の二重橋などを

見学。
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10月 いずみやギャラリー、大阪（10月25日‐31日）� 初

個展。具象画の小品を発表。

「この頃、大阪、梅田の阪急百貨店のコンコースに行き、柱

や往来を人混みの中でスケッチ、電車の中で人の耳をスケッ

チ、などを行っていた。度胸試しというか、恥をかいても、

の心意気でただやっていた。美術の描き方を学ぶため、独立

美術展・森崎幸さんの美術教室にも通う。また、同僚の教師

（原野真城）の影響で、この時期に何度か（二回ぐらい）旺玄

会という団体展に出品した。2回目の時におばあさんと妊婦

と胎児を描いた作品で、新人奨励賞をとるが、この作品が、

養護学校の父兄会で「問題のある画面だ」と物議を醸し、強

い非難を受けることになった。これをきっかけに抽象の世

界を描くことを考え始める」�

ベトナム和平協定調印、第4次中東戦争・第一次オイル

ショック、水俣病裁判・患者側勝訴、キム・デジュン（金大

中）拉致事件（社）

1974（昭和49）年 30歳

春 京都教育大学養護教育過程専攻科に入学。

「京都教育大学に行ったのは、大阪府教育委員会の制度で内

地留学。養護教育課程であり美術を学ぶ目的ではないが、正

直なところ、教師よりも大学に通う方が作品制作の時間が

とれる、と考えていた。描いていたのは具象と抽象を行った

り来たり。まだ自分の表現形式がつかめず、苦労していた」�

6月 「原野真城・大久保英治二人展」 牛丸ギャラリー、大

阪（6月9日‐15日）�

「この頃、阪急曽根駅近くに住んでいた神太麻雅生［こだま

まさお、モダンアート協会］を美術雑誌で知り、電話をして

会いにいく。その教えに心が動き、以後週1回程度アトリエ

を訪ねる。このアトリエで、美術家、美術の基本である構成、

線の基礎の考え方を聞く。いわゆる絵は描かない。いわば禅

問答のような時間。

抽象画とは何か、ただぐじゃぐじゃと描くのではないと

知りつつも、何を基に、何を軸にして描くかが問題だと考え

ていた。神太麻雅生とのこの出会いから、「美術とは何か？」

のきっかけをつかんだ。この頃から、大久保の抽象、そして

現代美術が始まる。

あらゆる技法を自分なりにとらえて試行するが、わから

ない。そこで、自分が身をおく養護学校で、感じるもの、知

りえたものを美術に利用することを始めた。この時につか

んだ考え方、自分の身近な足元にこそ自分らしいものがあ

る、ということ。これは今もそう思っている。

たとえば、研ぎ出し法。キャンバスにアクリル系のペンキ

を何層も塗り重ねた後、水ペーパー（水研ぎ用のサンドペー

パー）を使って塗ったペンキを部分的に取り除いていく。足

し算と引き算の考え方である。あるいは、線のあり方を多様

に表現するドローイング。後に、シルクスクリーンによる版

画も制作した。線という存在は平面ではなく、立体であると

強く感じ、やがて点・線・面という美術の基本的な考え方

が、自分の中に確立されていく。真の美術の中にあるよろこ

び、それを知るにはどうすればいいのか。何かをつかもうと

考え続けた時期だった」�

アメリカ・ニクソン大統領辞任、小野田寛郎氏ルバング島

で発見、田中角栄首相退陣（社）

1975（昭和50）年 31歳

春 京都教育大学養護教育過程専攻科終了。大阪府立豊中

養護学校に異動。

7月 「第24回全関西美術展」 大阪市立美術館（7月20日‐

30日）�
「三人三様展」 紅画廊、大阪（日程不明）�

ベトナム戦争終結（社）

初期作品 裏面に「昭和50.1.22」の年記あり。
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1976（昭和51）年 32歳

「この頃モダンアートにも出品するが、公募には合わないと

感じていた。リ・ウーファンの点・線・面の考え方や禅の

勉強もしていた」�

10月 「赤・朱展」紅画廊、大阪（10月25日‐31日）� 抽象

作品を出品。

「三人三様展」 紅画廊、大阪（日程不明）�

1976（昭和51）年 32歳

ロッキード事件、中国四五天安門事件、毛沢東死去（社）

1977（昭和52）年 33歳

「この頃、友人たちと海岸によく出かける。ある時、海岸に

落ちている流木を海と並行に一直線に並べてみた。その時、

ビクッと感じて、海と陸の境に一本、流木を立てる。水平と

垂直。大久保は、ミニマルと自然の何かをここで掴む」�

12月 「大久保英治版画展」今橋画廊、大阪（12月5日‐10日）

� ＊抽象作品を出品。

この頃、大久保はミニマルに関する多様な試みを

行っている。例えば、土蔵のとびらが重なり組み合わ

さっている構造の中に見いだした線をモチーフにした

制作。絵の具の層を作り、研き出していく制作。紙にツ

バをつけてこする制作。そこにも足し算と引き算の考

え方を用いている（1974年の項も参照。「研ぎ出し法」）

しかし、すでにこれらの手法には先例がいることにも

気付いていく（浅野弥衛、井田照一）。

あるいは、白い紙に黒、赤、白の小さな四角形を製図

ペン（ロットリング）で順に塗っていく。それを延々と

続ける。最後に白をもってくる。白い紙に最後に白が

くることで行為という時間が残る、と考えた。禅との

つながりも意識している。この手法は大久保のオリジ

ナルの可能性は高いが、大久保自身はこれを「完成度が

低い」と自己評価している。そしてこの四角のミニマル

の試みをやりすぎて、一時期体調を崩したと言う。

（備）

フランス・ポンピドゥー・センター開館、国立国際美術館

開館、リ・ウーファン（李禹煥）が第13回現代日本美術展東

京国立近代美術館賞を受賞、「韓国・現代美術の断面」展

東京セントラル美術館（8月16日‐28日）（美）

1978（昭和53）年 34歳

4月 「第12回日本国際美術展」 東京都美術館（4月23日‐5

月10日）、京都市美術館（6月6日‐18日）� ＊この展覧会

に大久保は2点が入選した。〈DRAWING ONTHE PAPER,

UNIT 78-1-2〉、〈DRAWING ONTHE PAPER, UNIT 78-

3-2〉。シルクスクリーンによる初の版画作品で、工房に発

注して制作。原画は、線や円形を、鉛筆などで少しずつ端を

重ねながら描いたもの。その原画を明度の異なる3段階で撮

影して写真製版し、それを三原色で刷った作品。

「入選者リストが新聞に載り、自分の作品を認めてくれる人

がいることに喜び、自信につながった」�
4月 「4.24展」 大阪府民ギャラリー（4月24日‐29日）�
8月 「大久保英治版画展」マルビルギャラリー、大阪（8月25

日‐31日）�

この頃は具象から抽象へ、そこからさらにミニマル

へと変わっていく変わり目の時期である。特にミニマ

ルアートにのめりこみ、ミニマルとは、の方向性を同

僚の女性美術教師との会話の中で教えられることも多

かったという。しかしその一方で、ミニマルに集中し

すぎて心身共に追い詰められ、つらい時期でもあった。

ちょうど同時期に版画にも関心を持ち、時には職人や

他人の方が良く本質を表してくれることがあるので

は、という考えが、ミニマルへの集中で追い詰められ

ていた大久保を少し救ってくれたのだと言う。そして

自宅でもプリントするようになり、たとえば木版画で、

版をくりぬいていきながら刷り重ねる作品などを作

る。モダニズムのオリジナル信仰からの解放と周りの

要素に支えられるアフォーダンスの作用への目覚めの

時期であったと言えるだろう。

なお、当時の豊中養護学校時代の同僚たちは、この

頃の大久保の版画やドローイング、石彫などの作品を

数多く保有しており、今も大切に預かっているそうで

ある。［数人の当時の同僚からの聞き取り：2015年3月

5日］（備）
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成田空港開港、日中平和友好条約締結（社）

1979（昭和54）年 35歳

この頃、インドその他のアジア地域の旅行を重ねる。

2月 「Drawing on the Paper」 ギャラリー16、京都（2月20日‐

25日）�
「紙に線を引く。線の部分が凹になる。その上から黒を塗る

と凹の部分が白く線に見える。図と地の逆転。かつ線も立体

である（凹部として）。ミニマルらしい作品となる。ただ、塗

り残しを作ったりして、色気が出てしまったものもある。こ

の時、那賀貞彦氏（評論家・大阪教育大学教授）やその奥さ

んの裕子さんと交友を持った。」�
5月 「第1回ジャパンアートフェスティバル」 国立国際美

術館、大阪（5月19日‐6月24日）／ウッジ美術館、ワルシャ

ワ、ポーランド（日程不明）� ＊トランスクリプションの

作品の初出品となった展覧会。

8月 「大久保英治展」 ガレリアグラフィカ、大阪（8月20

日‐25日）� トランスクリプション作品の展示。

10月 「Drawing by Monotype」 信濃橋画廊エプロン、大

阪（10月1日‐6日）�

「この時期、他の作家がありとあらゆる方法でミニマルの作

品を発表していることを知り、作品制作のなかに、より自分

らしさを探る。この年（1979年）の京都のギャラリー16で

は、地と図の逆転を表現した作品を発表。ミニマルアートと

呼ぶにふさわしい作品ができたと思った。また、白と黒、明

度のこと、そして内と外、ということもずいぶん考えてい

た。そしてトランスクリプションという発想を得る。ここで

は美術を成立させる要素を手応えとしてつかんだという実

感があった。この段階でようやく大久保らしさがあらわれ

てきたと思う。

トランスクリプション（transcription 移送・転写）の手法

は、紙の厚さや、作者の力の加減で変化するものであり、こ

のことは作者の意思により強弱を表現し得るという、作品

と作者が一体感を享受するものである。このトランスクリ

プション作品を、ジャパンアートフェスティバル‘79（ポー

ランド・ウッジ美術館／国立国際美術館）に出品した。初め

ての海外展出品という機会を得て、これをきっかけにヨー

ロッパの美術界を直接感じたいと、渡航の準備を始める。ま

た、美術への思考を深める中で、歴史、文化の流れが大いな

る影響を及ぼしていると感じ、美術を通した研究、模索を続

けるうち、韓国の文化、美術に強い興味を持つようになる」�

トランスクリプション（transcription 移送・転写）

は、大久保独自の技法。手順は水ペーパー（水研ぎ用の

サンドペーパー）にクーピーペンシル（全てが芯の色鉛

筆）を全面に塗る。その上に紙や水ぺーパーを載せて裏

側から鉄筆状のもので描く。クーピーの色が水ペー

パーの凹凸の点とその連なりの線として転写される。

力のいれ具合や凹凸を意識することでコントロールで

きる部分とペーパーの荒さのためにコントロールでき

ない部分を併せ持つ手法である。水ペーパーの凹凸の

それぞれの「点」は、立体である。そしてそれらが転写

されるときには、その点の「実体のある」部分とそれが

反転した「空」の部分が顕在化する。「点」というものの

有り様、本質がそこに見える。有と無、存在と無、すな

わち存在論の本質が、きわめてシンプルな手法で目に

見えるものになっている。トランスクリプションは、

そんな驚きと切れ味のある手法だといえるだろう。

（備）

リ・ウーファンが第11回東京国際版画ビエンナーレで京都

国立近代美術館賞を受賞（美）

イラン革命、第二次オイルショック、アメリカ、スリーマイ

トランスクリプションの作品（1977‐78頃）
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ル島原発事故、パク・チョンヒ韓国大統領暗殺（社）

1980（昭和55）年 36歳

10月 川合美知子と離婚（10月30日）。

「（この年）美術を追求する上では、歴史、文化を学ばなけれ

ばならないと痛切に思い、西洋のイギリス、アジアの韓国に

それぞれ初めて渡航した」�
この年、国立ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館に

ミニマルのトランスクリプションの作品がコレクションさ

れる。

3月 「大久保英治展」 ガレリアグラフィカ、東京（3月24

日‐29日）�
5月 「大久保英治個展」 ギャラリー79、名古屋（5月26日‐

6月4日）�
8月 「ドローイング＋トランスクリプション」 天野画廊、

大阪（8月19日‐28日）�
9月 「第1回国際インパクトアートフェスティバル ’80」

京都市美術館（9月9日‐15日）�
10月 「第2回エンバ賞美術展」 エンバ中国近代美術館、

芦屋、兵庫（10月6日‐31日）�
11月 「第1回架空通信テント美術館展」 夙川公園、西宮、

兵庫（11月1日‐5日）�
「第8回クラコウ国際版画ビエンナーレ」 クラコウ市立

展覧会場、ポーランド（日程不明）�

「この年イギリス、韓国を旅する。片道切符だけで行くぐら

いの覚悟を持ってイギリスに初めて渡航。作品アルバムを

持って何軒も画廊を巡るが、門前払いが続き、心が折れそう

になる。しかし、ようやく1軒のギャラリーの紹介から、国

立ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館に作品が数点

コレクションされることになった。またその後に渡った韓

国、ソウルではキム・クーリム（金丘林）を知る。これはその

後の韓国との関係を考える上で大きな出会いの一つとなっ

た」�

韓国の渡航に当たっては、日本語を話せる韓国人作

家の情報をさがしていく中で、キム・クーリムを知り、

直接コンタクトを取って韓国に渡り、ソウルのインサ

ドン（仁寺洞）の安宿を拠点にしばらく滞在した。キ

ム・クーリムは、TIME誌の美術記事からアートを学

ぶなど、独学の人。1960‐70年代にリ・ウーファンら

と韓国の前衛美術のリーダーの一人として活躍し、そ

の後アメリカに渡るが、帰国。2005年頃から再び高く

評価されるようになり、2013年にソウル市立美術館で

個展。2016年の釜山ビエンナーレでも韓国現代美術の

重要作家の一人に選ばれた。また、日本でもよく紹介

されており、たとえば「国際インパクトアートフェス

ティバル」にも、キム・クーリムは繰り返し出品してい

る。［第2回（’81）～11回（’90）、13回（’92）、15回（’94）］

（備）

大阪府立現代美術センター開館（美）

光州事件、チョン・ドゥファン（全斗煥）が韓国大統領、モス

クワオリンピックに日本等が不参加、イラン・イラク戦争

勃発（社）

1981（昭和56）年 37歳

1月 子供たちの姓が「川合」になる。

9月 美術に専念するため、養護学校教諭を退職。茨木市に

転居。

この年、クロード・レヴィ＝ストロース著『悲しき熱帯』に

感銘を受ける。

2月 「大久保英治展」 信濃橋画廊、大阪（2月23日‐28日）�
7月 「Drawing and Transcription, Relief 81」 ギャラリー

U、名古屋（7月6日‐18日）�
8月 「ミニ・クラバット・インテルナシオナル」 ダ

トランスクリプションの作品（1981年頃）。ヴィクトリア・アンド・アルバート美

術館に収蔵された作品と同タイプ。
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ジュール・ガレリア・フォート、バルセロナ、スペイン（会

期不明）�
9月 「第2回国際インパクトアートフェスティバル ’81」

京都市美術館 講演：那賀裕子、貞彦（9月8日‐13日）�
9月 「大久保英治展」 天野画廊、大阪／ギャルリードメー

ヌ、大津、滋賀（9月14日‐26日）�
11月 「第2回架空通信テント美術館展」 夙川公園、西宮、

兵庫（11月3日‐9日）�
「ドローイングアクティビティ」 ガレリアリスンク、ポズ

ナニ、ポーランド（日程不明）�

1982（昭和57）年 38歳

この頃、トランスクリプションから、封筒、木の枝、紙粘土

等を使った作品へと変化しいていく。

8月 「ミニ・クラバット・インテルナシオナル2」 ダ

ジュール・ガレリア・フォート、バルセロナ、スペイン（8

月1日‐31日）�
9月 「第3回国際インパクトアートフェスティバル ’82」

京都市美術館（9月7日‐12日）�
10月 「ドローイングからペインティングへ」 天野画廊、

大阪（10月28日‐11月10日）�
11月 「第3回架空通信テント美術館展」 夙川公園、西宮、

兵庫（11月1日‐7日）�
11月 「第2回空間国際版画展」 空間美術館、ソウル、韓国

（11月1日‐15日）�

「ひとり海岸線を歩く。流木自体の存在の中に、時間の流れ

を見出すようになる。この頃、作品制作に寄せて生みだした

言葉が環流。

環流

物が生まれ、土に還っていく自然の流れの中で、物と物をあ

る時点で結びつける。

－それはあたかも流れをスロービデオで見、ストップさせ

たかのようである。

その状態を私は作品として提示しようとしている。

古代人への想いをこめて、自然の物、身の回りにある物の

もっている力強さを、ごく当たり前の形で表出することに

私は心を配っている。

そして荒々しいが、力強い形と色になってくる」�

建畠哲［国立国際美術館研究員（当時）］は「アトリエ・

ジャーナル 大久保英治」［『アトリエ』1983年5月号］

において、枝と紙粘土を使って黒く塗り込めていく大

久保の作品に関して、素材、物質と作家との距離感、関

係性、その扱い方を探りながら、それを「歴史を参照し

ない一回性の技術」、「歴史なき技術」と指摘している。

文化や歴史と美術との関係、継承されてきた伝統とオ

リジナリティとの関係、技術と美術の関係など、この

後の大久保の問題意識を刺激する記事となったように

思われる。［1983年11月の「大久保英治展」（寛勲美術

館、ソウル）の項も参照］（備）

ソ連書記長ブレジネフ死去（社）

1983（昭和58）年 39歳

9月頃 大阪府豊能郡能勢町の古い農家をアトリエとする

［初めての本格的なアトリエ］。ここで、流木を用いた作品

を本格的に制作し始める。「年間300点を目指していた。こ

の時期、貧困であったし孤独であったが、美術家になりた

い、という意気込みで、制作に制作を重ねた」�

2月 「Rysunki-Drawings」 ガレリアヴァイエルカ19／ガ

レリアリンスンク、ポズナニ、ポーランド（2月9日‐10日）�
2月 「第83回水彩画展」 ナショナルアートクラブ、ニュー

ヨーク、アメリカ（2月10日‐28日）�
2月 「Fundamental Situation with Papers and Branch」 梁

画廊、京都（2月15日‐27日）�
6月 「大久保英治展」 天野画廊、大阪（6月27日‐7月9日）

�
7月 ダジュール・ガレリア・フォート、バルセロナ、スペ

イン（7月16日‐7月23日）�
8月 「ミニ・クラバット・インテルナシオナル3」 ダ

ジュール・ガレリア・フォート、バルセロナ、スペイン（8

月1日‐31日）�
10月 「第4回国際インパクトアートフェスティバル」 京

都市美術館（10月11日‐16日）、ソウル国立現代美術館 徳

寿宮、韓国（12月14日‐28日）� 講演：建畠晢

11月 「大久保英治」 寛勲美術館、ソウル、韓国（11月19

日‐30日）� ＊封筒や新聞紙、枝、紙粘土を使ってオイル

ステインを黒く塗った作品。
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寛勲美術館は二棟に分かれていて、手前側で大久保

が個展を、そしてもう一つの正面奥の棟ではテグ（大邱

広域市）の作家たちの展覧会が開催されていた。そこに

参加していた作家の一人がパク・ヒュンキ（朴�基）。
彼は毎日のように大久保の会場をのぞきに来るのだが

何も語らない。まるで大久保のことを観察するかのよ

うであったが、何日かしてパク・ヒュンキが大久保に

話しかけてきた。これが、この後のテグの作家たちと

の深いつきあいの始まりとなった。（備）

12月 「いま絵画は－OSAKA’83」 大阪府立現代美術セン

ター（12月5日‐10日）�
「ロックフォード国際版画ドローイングビエンナーレ」

ニューヨーク、アメリカ（日程不明）�
「ガボ・フリオ国際版画ビエンナーレ」 ガボ・フリオ、ブ

ラジル（日程不明）�

「ガレリア・ピエルカ、ガレリア・リンスク（ポズナニ／ポー

ランド）から、ミニマルアート（紙作品）の個展招待を受け

る。海外のギャラリーが自分の作品に興味を持ったことに

素直に感動。一方で、野外での表現に、体の中から自由と喜

びを感じとった時期であり、宗教、身体活動などの記述（書

物）からヒントを受け取ることの多い時期でもあった。歩

行、光と影、時間。さまざまなテーマ、イマジネーションの

広がりに、思考・意識が追い付かず、苦しい時期だったとも

いえる。

この年に、韓国ではソウルの寛勲美術館（日本なら村松画

廊のような所）で個展をした。この時、後に親友となる作家

のパク・ヒュンキ（朴�基 テグ出身）と出会った。その後、

テグの人々との付き合いが現在まで長く続いている。彼と

の出会いがまず大きな要因となっているが、そこに加えて

テグあたりに残っている儒教的な精神に、ミニマル的な精

神と共通するところを感じていて、そこに魅かれている部

分があることも理由の一つなのかも知れない」�

〈FUNDAMENTAL SITUATION WITH PAPERS AND BRANCH 826〉 1983年 「大久保英治」（寛勲美術館 1983年）出品作。

「大久保英治」 寛勲美術館 1983年のパンフレット。
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1984（昭和59）年 40歳

3月 「アート・ナウ’84」 兵庫県立近代美術館（3月3日‐25

日）�
「この展覧会では展示場所の件で、主催者との間に大きな意

見の相違があった。作家と主催者（キュレーター）の考え方

や意見をつきあわせることが、いかに大切なことなのかを

痛感するきっかけとなった」�
6月 「大久保英治展」 梁画廊、京都（6月12日‐24日）�「時
間の流れ、地球の表面を歩くことを中心にした作品など、自

然と関わる作品を出品した」�
8月 「Paper Clay with Various Objects」 天野画廊、大阪（8

月27日‐9月8日）�
8月 「第2回大阪現代アートフェア」 大阪府立現代美術セ

ンター（8月27日‐9月8日）�
9月 「第5回国際インパクトアートフェスティバル ’84」

京都市美術館（9月26日‐30日）�
11月 「第4回ファイバーワーク・ミニアチュール」 ギャ

ラリーマロニエ、京都（11月27日‐12月2日）�
「第8回イギリス国際版画ビエンナーレ」 カートライト

ホール、ブラッドフォード、イギリス（日程不明）� 「雪の
海岸での人と自然、そしてミニマルの写真を用いたシルク

スクリーン作品を出品。まだ、未完成ではあるが、心、意識

が内在する作品」�
「第4回ワークス・オン・ペーパー展」 ユニバーシティ

ギャラリー、アラバマ、アメリカ（日程不明）�

「第8回イギリス国際版画ビエンナーレ」の頃から、大久保

は、自然・野外でのミニマルな作品の在り方を模索するよ

うになる。

「ランドアートは素材感が強いので、自然、ロマンという視

点からばかり見られがちであるが、ランドアートでも、ミニ

マル時代にやっていたことと比べて、そんなに違ったこと

をやっているとは思っていない。でも、もしミニマル作品の

トランスクリプションをずっと続けていたら、どうなって

いただろう、と考えることがある。トランスクリプションは

考え方、テクニックともに出来上がっている。さらに造形的

にも美しい。だから、美術とは何かを突き詰めていくことの

ない作家で終わっていたかもしれない。ミニマルからラン

ドアートに向かっていったことは正解だったと思う」�

この時期は、大久保の作風、様式の変遷という視点

で見れば、ミニマルアートから次第にランドアートへ

と変わっていく時期である。具体的にはトランスクリ

プションのようなストイックに徹した制作から、封筒

や新聞紙、枝などの日常的な素材を用いるようになっ

ていく。しかし、それは大久保がミニマルアートから

ランドアートへと考え方を転換していったわけではな

い。たとえば歪曲して伸びている木の枝の影は、日の

当たる角度によって直線になる。自然の枝が「影」にな

ると、それは点、線、面の問題、立体と平面という問題

になる。すなわちランドアートはミニマルアートと同

様にコンセプチュアルなアプローチが基礎となってい

る、という自覚を大久保は強く持っている。（備）

ナム・ジュン・パイク展［東京都美術館］（美）

グリコ森永事件、ロサンゼルスオリンピック［ソ連不参加］

（社）

1985（昭和60）年 41歳

1月 「イメージとコンセプト1/20」 ノースフォート、大阪

（1月7日‐20日）�
1月 「大久保英治展」 ギャラリーホワイトアート、東京（1

月28日‐2月2日）�
4月 「大久保英治」 SOOギャラリー、テグ、韓国（4月19

日‐25日）�
5月 「大久保英治」 寛勲美術館、ソウル、韓国（5月1日‐7

日）�
6月 「第1回国際版画ドローイング展」 NAA画廊、ソウ

ル、韓国（6月1日‐7日）�
6月 「大阪＝釜山青年視覚展」 釜画廊、プサン、韓国（6月

10日‐16日）�
7月 「木と糸のダイヤグラム 大久保英治・井沢伊佐子」

ギャラリー白、大阪（7月29日‐8月3日）�
9月 「大久保英治展」 天野画廊、大阪（9月2日‐14日）�
9月 「第3回大阪現代アートフェア」 大阪府立現代美術セ

ンター（9月2日‐14日）�
9月 「ADD WORKS ’85」 ギャラリークオーレ、大阪（9

月16日‐28日）�
9月 「彫刻と建築の空間展」 ギャラリー虹、京都（9月24
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日‐29日）�
10月 「第6回国際インパクトアートフェスティバル」 京

都市美術館（第1会場）／ギャラリー射手座（第2会場）、京都

（10月15日‐20日）�
10月 「第5回架空通信テント美術館展」 夙川公園、西宮、

兵庫（10月28日‐11月4日）�
11月 「アートフロント50 西風のコロンブスたち」 心斎

橋パルコ、大阪（11月9日‐19日）�

電電公社、専売公社民営化［NTT、JT］（社）

1986（昭和61）年 42歳

ブリティッシュカウンシルのフェローシップでイギリスに

滞在［8～11月頃の約4ヶ月間］。

「中国広西少数民族くらし展」（1986年4月12日～20日新潟

県新発田市カルチャーセンターほか）に興味をひかれる。

1月 「大久保英治個展」 ギャラリー白、大阪（1月6日‐11

日）�
2月 「釜山－大阪現代美術交流展」 大阪府立現代美術セ

ンター（2月17日‐22日）�
3月 「日本インパクト・アート・ナウ ’86」 韓国美術

館、ソウル、韓国（3月12日‐18日）�
8月 「ADD WORKS ’86」 番画廊、大阪（8月18日‐23日）

� この時、長男の隆と久しぶりに再会。

9月 「第4回大阪現代アートフェア」 大阪府立現代美術セ

ンター（9月8日‐20日）�
9月 「大久保英治展」 ラブコレクションギャラリー、名古

屋（9月23日‐10月4日）�
10月 「古代へのぬくもり」 フォーカスギャラリー、ホノ

ルル・アカデミー・オブ・アーツ、アメリカ（10月1日‐11

月2日）�
10月 「一本の糸から時を超えて」 札幌芸術の森センター

アートロビー（10月10日‐11月9日）�
11月 「大久保英治展」 ギャラリーSPACE TO SPACE、

名古屋（11月10日‐11月15日）�
「第13回茨木現代美術展」（特集作家） 茨木市立中央公民館

（日程不明）�

チェルノブイリ原発事故（社）

1987（昭和62）年 43歳

児玉画廊（大阪）で加藤義夫（インデペンデントキュレー

ター）をはじめ、多くの美術関係者と出会う。「歩く」ことか

らの作品制作が加速する。

1月 「はつはるのあかり展」 天野画廊、大阪（1月12日‐24

日）�
1月 「現代作家立体小品展 壁」 ギャラリーマロニエ、京

都（1月24日‐2月1日）／ワコール銀座アートスペース、東京

（2月9日‐21日）�
1月 「異色の彫刻展 オートバイラプソディー」 ギャラ

リー白、大阪（1月26日‐31日）�

能勢のアトリエにて。

「古代へのぬくもり」展会場（1986年 フォーカスギャラリー、ハワイ・ホノルル）
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2月 「Stream of Nature-Wind from the South」 ギャラ

リー射手座、京都（2月10日‐22日）�
2月 「Fiber as Art Part II意識のなかの布たち」 ギャラリー

スペース21、東京（2月16日‐27日）�
3月 「バイクアート展」 BITEC、東京（3月1日－14日）�
3月 「日本インパクト・アート・ナウ ’87」 韓国美術

館、ソウル、韓国（3月12日‐18日）�
4月 「Stream of Nature-Wind from the South」 アートス

ペース レ・ポワ、大阪（4月16日‐28日）�
6月 「大久保英治」 INKONGギャラリー、テグ、韓国（6

月22日‐30日）�
7月 「COLLABORATION 大久保英治・朴�基」 ABC

ギャラリー、大阪（7月3日‐15日）�
8月 「ADD WORKS ’87」 番画廊、大阪（8月17日‐22日）�
9月 「本」 ヴォイスギャラリー、京都（9月8日‐20日）�
10月 「大久保英治展」 ギャラリーカンタータ、大阪（10

月26日‐11月21日）�

国鉄民営化［JR］、大韓航空機爆破事件（社）

1988（昭和63）年 44歳

5月 再婚（5月19日）。

兵庫県猪名川町にアトリエを移す［95年の阪神大震災ま

で］。

「この地の寺で、木喰上人の制作した仏に出会う。それ以後、

美術の在り方にじわじわと影響を受ける。またこの頃、イギ

リスのロジャー・アックリングとの交流が盛んになり、イ

ギリスのアースワーク作家の拠点の一つであるケルンギャ

ラリーでの個展につながった」�

1月 「絵馬展」 布忍神社、奈良（1月1日‐31日）�
1月 「第3回国際シューボックス展」 ハワイ大学ギャラ

リー、ホノルル、アメリカ（1月24日‐2月26日）以後、台北、

アラスカ等へ巡回（～1990年）�
1月 「はつはるのあかり展」 天野画廊、大阪（1月25日‐2

月6日）�
2月 「冬の星座」 ワコール銀座アートスペース、東京（2月

1日‐13日）�
2月 「現代作家立体小品展 壁 II」 ギャラリーマロニ

エ、京都（2月2日‐11日）／ワコール銀座アートスペース、東

京（2月15日‐27日）�
4月 「名古屋コンテンポラリーアートフェア」 名古屋電

気文化会館5Fギャラリー、名古屋（4月19日‐5月1日）�
5月 「Drawings」 児玉画廊、大阪（5月9日‐28日）�
5月 「日本・韓国作家による美術の現在 水平と垂直」 つ

かしんホール、尼崎、兵庫（5月27日‐6月21日）�
5月 「紙と現代美術展」 ガレリア・ダルテ・ニッコリ、パ

ルマ、イタリア（5月28日‐7月9日）�
7月 「アーキテクスチュア」 スパイラルガーデン、東京（7

月1日‐24日）�
7月 「美濃加茂彫刻シンポジウム」 大縄手公園、美濃加

茂、岐阜（7月1日‐8月25日）�
7月 「美濃加茂彫刻シンポジウム 参加作家による小品展」

ギャラリーエフ、美濃加茂、岐阜（7月16日‐28日）�
7月 「大久保英治展」 ケルンギャラリー、ネイルスワー

ス、イギリス（7月16日‐8月11日）� ＊ケルンギャラリー

は、イギリスのアースワークの拠点の一つ。

9月 「手で見る美術展」 有楽町アートフォーラム、東京（9

月2日‐13日）、つかしんホール、尼崎、兵庫（9月18日‐10月

4日）�
10月 「大久保英治展」 ラヴコレクションギャラリー、名

古屋（10月25日‐11月2日）�
11月 「大久保英治版画展」 児玉画廊、大阪（11月7日‐19

日）�
11月 「スパイラル・テイク・アートコレクション1988」

スパイラルガーデン、東京（11月10日‐29日）�
12月 「大久保英治」 INKONGギャラリー、テグ、韓国（12

月19日‐31日）�

「大久保英治」出品作〈洛東江の水流〉（1987年 INKONGギャラリー、テグ、韓国）
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青函トンネル、瀬戸大橋開通、ノ・テウ（盧泰愚）が韓国大統

領（社）

1989（昭和64／平成元）年 45歳

「（1980年代を振り返って）この時期は、流木（自然からのイ

メージ）という素材からの作品制作を中心に、ドローイン

グ、石の彫刻など多様な表現に取り組んだ。そして、年に10

数回の展覧会での発表も行っていた、1980年代は無我夢中

の時期だった。80年代あたりからは、美術だけに生活が偏っ

て、私生活の部分はどうしていいのかわからなくなり、発言

や行動に落ちつきがなくなった。戦っている作家、と言われ

た」�

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「大久保英治展」 ワコール銀座アートスペース、東京

（1月9日‐14日）�

1月 「大久保英治展」 ギャラリーエフ、美濃加茂、岐阜（1

月14日‐2月9日）�
1月 「現代作家立体小品展 壁 III」 ワコール銀座アート

スペース、東京（1月30日‐2月11日）�
4月 「5ドローイング展」 児玉画廊、大阪（4月10日‐28日）

�
5月 「ACC展 あかりとオブジェ1989」 画廊じんがら、知

立、愛知（5月17日‐22日）�
7月 ラヴコレクションギャラリー、名古屋（7月8日‐13日）

�
9月 「大久保英治展」 画廊むらずみ、岡崎、愛知（9月21日‐

10月8日）�
10月 「環流 黒い海より」 ギャラリースペース21、東京

（10月11日‐21日）�
11月 「スパイラル・テイク・アートコレクション1989」

スパイラルガーデン、東京（11月7日‐21日）�
11月 「第2回INO紙のことば展」 いの町紙の博物館、伊

野町、高知（11月14日‐12月9日）�

中国、天安門事件、ベルリンの壁崩壊、消費税導入［3%］（社）

1990（平成2）年 46歳

この年、『A WALKING MAN OKUBO（歩く人）』（児玉画

廊・出版部）が出版される。これをきっかけにヨーロッパで

ランドアート作家としての評価が高まり、たびたび渡欧す

ることになる。

「この頃から、海外での発表機会が増える。日本文化を取り

込んだ作品制作を意識するようになる。長い間、西洋教育を

受けてきた日本人は、西洋文化に対してシコリのようなも

のにつきあたらざるを得ない、そんな現実の中で西洋的で

あり、また日本的な表現に取り組む。それはいわば闘争であ

り、作家大久保英治の姿は、常に闘いの中にあった。闘う相

手は、他者でもあり、自分自身に対してでもあり、美術に限

らず、歴史、宗教、総じて文化全般を通して、自分独自の方

法論と発言を武器とした闘争であった」�

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「歩く人」 児玉画廊、大阪（1月22日‐2月10日）�
1月 「現代作家立体小品展 壁IV」 ワコール銀座アート

ドローイング（1988年頃）

〈環流－神崎－8808〉 1988年 流木、火、石 「手で見る美術展」出品（有楽町アート

フォーラムほか1988年）
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スペース、東京（1月29日‐2月10日）／ギャラリーマロニエ、

京都（2月20日‐3月4日）�
2月 「大久保英治」 LAアートコア、ロサンゼルス、アメリ

カ（2月1日‐17日）�
5月 「大久保英治」 INKONGギャラリー、テグ、韓国（5

月28日‐6月2日）�
9月 「CONTEMPORARY JEWELRY EXHIBITION II」

梅田ロフト8階スタイリングギャラリー、大阪（9月7日‐25

日）�
9月 「大久保英治展」 ケルンギャラリー、ネイルスワー

ス、イギリス（9月8日‐10月4日）�
12月 「大久保英治展」 画廊むらずみ、岡崎、愛知（12月4

日‐13日）�

湾岸戦争、統一ドイツ発足、バブル経済崩壊始まる（社）

1991（平成3）年 47歳

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「静かな風」 イーストウエストギャラリー、ロンド

ン、イギリス（1月9日‐2月2日）�
2月 「大久保英治」 ギャラリーツィマー、デュッセルドル

フ、ドイツ（2月14日‐3月16日）�
4月 近鉄コンテンポラリーアートスペース、大阪（4月4日‐

17日）�
9月 「歩く人」 ライカOXYギャラリー、大阪（9月3日‐10

月12日）�
9月 「大久保英治版画展」 ギャラリー賛、京都（9月5日‐24

日）�
9月 「Site Specific Sculpture & Wall Pieces」 オッチャード

ギャラリー、ロンドンデリー、イギリス（9月14日‐10月12

日）� ＊当時、オッチャードギャラリーは、ランドアーティ

ストにとって重要なギャラリーの一つであった。

9月 「ジャパンアートフェア」 オッチャードギャラリー、

ロンドンデリー、イギリス（9月17日‐10月12日）�
11月 「ケルンアートフェア」 ケルン、ドイツ（11月14日‐

20日）�
12月 「大久保英治展」 市川画廊、東京（12月9日‐21日）�

南アフリカ・アパルトヘイト体制終結宣言、ソ連解体・ロ

シア連邦成立（社）

1992（平成4）年 48歳

この年、アルテポーヴェラ展（10月19日‐12月12日、児玉画

廊、大阪）に関心を持つ。

また、この頃（1992‐93年）から「石」を立て始める。

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「’92兵庫の芸術家」 兵庫県立近代美術館（1月25日‐

2月23日）�
2月 「木村秀樹・大久保英治・植松奎二展」 ヒロ・チカ

シゲギャラリー、岡山（2月6日‐29日）�
3月 「CONTEMPORARY JEWELRY EXHIBITION VI」

梅田ロフト8階スタイリングギャラリー、大阪（3月5日‐17

〈stream of Nature-Kanzaki-＃3〉1988年 流木、火 『A WALKING MAN OKUBO（歩く

人）』1990年刊に所収の作品。

〈風を忘れた鳥、神崎91-1〉1991年 流木、紙、布、オイルステイン
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日）�
3月 「山へ帰りたい」 児玉画廊、大阪（3月9日‐4月4日）�
9月 「風の間の仲間」 創庫美術館、新潟（9月20日‐10月25

日）�

1993（平成5）年 49歳

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「大久保英治」 シロタ画廊、東京（1月11日‐23日）�
3月 「第2回国際コンテンポラリーアートフェア」 パシ

フィコ横浜、神奈川（3月19日‐23日）�
5月 「90年代の日本 13人のアーティストの提言展」

ローマ市立フォルクローレ美術館、イタリア（5月25日‐6月

30日）／デュッセルドルフ市立美術館、ドイツ（9月8日‐26

日）�
6月 「風の間の仲間」出版記念展 児玉画廊、大阪（6月4日）

� ＊『風の中の仲間』（大久保英治著、創庫美術館編 1993

年 アーテックス博進堂刊）は大久保の初めてのエッセイ集。

6月 「地・水・火・風・空」 ギャラリーオフ、名古屋（6月

15日‐7月10日）�
8月 「�塚南船野外彫刻祭 II」 豊栄、新潟（8月19日‐22

日）�
8月 「現代美術－茨木 特集作家展」 茨木市立ギャラ

リー、茨木、大阪（不明‐8月24日）�
8月 「第2回ヨーロッパビエンナーレ」 ニーダーラウジッ

ツ、コットブス、ドイツ（8月22日‐9月12日）� ＊ランド

アーティストとしてヨーロッパから初めて招待を受けたも

の。

細川連立政権発足、55年体制崩壊、キム・ヨンサム（金泳三）

が韓国大統領（社）

1994（平成6）年 50歳

2月 二度目の離婚（2月16日）

「この年、建築家、團紀彦と出会った。当時、團は高知県大方

町出身の小説家、上林暁の記念館建築を準備していた。この

出会いが、1997年、上林暁の私小説「白い屋形船」をモチー

フとした野外作品制作［上林暁文学記念館（高知県幡多郡大

方町 設計：團紀彦建築設計事務所）の屋外作品］につな

〈環流－グラインフェンハインム－1993〉1993年 第

2回ヨーロッパビエンナーレ出品作。

ヨーロッパビエンナーレにて（1993年8月26日）。加

藤義夫氏（左 インデペンデントキュレーター）と共

に。



18

がった」�

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
2月 「21世紀・的・空間」 セゾン美術館、東京（2月23日‐

4月4日）�
3月 「第3回国際コンテンポラリーアートフェア」 パシ

フィコ横浜、神奈川（3月18日‐22日）�
3月 「都市と自然・展」 福武書店本社ビル、岡山（3月28

日‐10月7日）�
5月 「国境の間の国 対馬」 児玉画廊、大阪（5月23日‐6月

18日）� ＊この展覧会あたりから「本」を用いた作品制作

を始める。

7月 YAMANAKAアート研究センター、京都（7月12日‐30

日）�
7月 「大久保英治」 ギャラリーエスプリヌーヴォー、岡山

（7月15日‐8月7日）�
7月 「風の音・海の音vol.1」 仁淀川河口、高知（7月23日‐

29日）� ＊ワークショップと作品設置

9月 「アルテセラビエンナーレ’94」 ボルゴ郊外、トレン

ト、イタリア（9月17日‐25日）�
11月 「風の音・海の音vol.2」 高知県立美術館（11月9日‐

12月27日）� ＊ワークショップと作品設置

11月 「大久保英治展」 ギャラリーおおひら、高知（11月9

日‐18日）�

村山富市内閣発足［自、社、さきがけ］、関西国際空港開港、

北朝鮮、キム・イルソン国家主席が死去（社）

1995（平成7）年 51歳

阪神・淡路大震災で猪名川町の家が傾いたため、そこはそ

のままにして、大阪市淀川区のアパートに住む［～2011年］。

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
6月 「バーゼルアートフェア」 メッセ・バーゼル、バーゼ

ル、スイス（6月14日‐19日）�
5月 「大久保英治版画展」 ギャラリーマロニエ、京都（5月

2日‐14日）�
8月 「洛外芸術展」 ギャラリー白、大阪（8月14日‐19日）

� ＊クンスト・クラフト・クルップ［1991‐2000年代に

かけて結成・活動していたグループ］のメンバーと共に参

加。

11月 「洛外芸術展 in大邱」 シイラギャラリー（新羅画

廊）、テグ、韓国（11月21日‐30日）�

阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件（社）

1996（平成8）年 52歳

高知県大方町にアトリエを構える［～1997年］

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「洛外芸術展」 ギャラリー白、大阪（1月22日‐27日）

�
4月 「水際の音」 児玉画廊、大阪（4月15日‐5月18日）�
4月 「名古屋コンテンポラリーアートフェア」 名古屋市

民ギャラリー（4月23日‐28日）�
5月 「線の行路」 ガレリアマゾッキ、パルマ、イタリア（5

月10日‐6月9日）�
6月 「バーゼルアートフェア」 メッセ・バーゼル、バーゼ

ル、スイス（6月12日‐17日）�
7月 「ADICERE ANIMOS」 チェゼーナ市立現代美術

館、チェゼーナ、イタリア（7月12日‐8月22日）�
7月 「夏休み子供美術館」 熊本県立美術館（7月18日‐8月

25日）�
9月 「森と水のプロジェクト」 嶺北地区、高知（9月7日‐30

日、10月5日‐30日）� ワークショップと作品設置。＊この

時、「石」を立てた作品を初めて公表する。

10月 「ユーラシアの東から インスタレーションと絵画

の現在 1996」 ライカOXYギャラリー、大阪（10月4日‐27

日）�
10月 「Nodernita Progetto 2000」パラッツォ・ブリケラー

ジョ、トリノ、イタリア（10月6日‐27日）�
10月 「木の造形 旭川大賞展」 北海道立旭川美術館（10月

26日‐1997年1月12日）�

明石大橋開通、アトランタオリンピック、自民党政権に戻る

（社）

1997（平成9）年 53歳

「この頃、ようやく発言が落ち着いてくる。作品制作にも、

同じスタイルがみられるようになる」�
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1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
9月 「双界の間に」 ギャラリー新居、東京（9月8日‐27日）

�
9月 「アーティスト・イン・レジデンスさめうら」 展

示：9月10日‐11月8日／ワークショップ：9月14日、10月

12日、11月2日 土佐町、高知（9月10日‐11月8日）� ワー

クショップとグループ展 「ワークショップでの制作中、周

りの樹木をできるだけ傷つけずに作ろうとすることに気づ

き、この考え方は日本的だと感じた」�
10月 上林暁文学記念館［高知県幡多郡大方町 設計：團

紀彦建築設計事務所］の屋外作品〈白い屋形船〉の作品制作・

設置。� ＊当初は、作品はやがて朽ちていくので、三年ご

とに同じ場所に作品を新たに設置するという計画で始まっ

たが、2001年に一度作り直したきりで終了。

10月 「トポスの復権展3」 ヒルサイドフォーラム、東京

（10月21日‐11月9日）／富山市民プラザ、富山（1998年1月28日‐

2月9日）�
11月 「代官山アートフェア’97」 ヒルサイドフォーラム、

東京（11月20日‐11月24日）�
12月 「黄鋭・大久保英治」 黄鋭（ファン・ルイ）スタジ

オ、大阪（12月15日‐26日）�

消費税〔5％〕、香港返還（社）

1998（平成10）年 54歳

高知県土佐町にアトリエを構える［～2000年］。

1987年頃から始まった「歩くこと」に関する、この時点での

集大成として四国八十八ヶ所の遍路道を歩き、制作するプ

ロジェクト［主催：徳島県立近代美術館］に取り組む。

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「神太麻雅生・大久保英治二人展」 ギャラリー新居、

大阪（1月19日‐31日）�
3月 「四国の天と地の間 阿波の国から歩く」展に関する

フィールドワーク［歩行と制作］ 四国遍路道を軸とした制

作：3月21日‐8月15日、四国山地を軸とした制作：9月4日‐

12月4日（3月21日‐12月4日）�
6月 「ART DOCUMENTARY PHOTO 21」 モリスギャ

ラリー、東京（6月14日‐27日）�
7月 日吉ダム［京都府南丹市］に作品設置�
8月 「アーティスト・イン・レジデンスさめうら」ワーク

ショップとグループ展 展示：8月6日‐11月13日／ワーク

ショップ：8月6日、10月11日、11月1日／レクチャー：11

月13日／コンサート：11月22日、1999年2月12日 土佐

町、高知（8月6日‐11月13日）�
10月 「コレクション展 複製芸術－うつしとる行為」 高

知県立美術館（10月2日‐11月13日）�
11月 「代官山アートフェア’98」 ヒルサイドフォーラム、

東京（11月20日‐11月23日）�
「四国を歩くプロジェクト－1500kmを歩く－」 ドイツ文

化センター、大阪（日程不明）�

上林暁文学記念館に設置された〈白い屋形船〉1997年（初代） 今は存在しない。

〈白い屋形船〉2001年（二代）
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山一証券廃業、冬季オリンピック長野大会、キム・デジュン

が韓国大統領（社）

1999（平成11）年 55歳

この年、四国八十八ヶ所の遍路道を歩き、制作するプロジェ

クトが終了し、展覧会［「四国の天と地の間 阿波の国から

歩く」徳島県立近代美術館］が開催される。また、ユーラシア

大陸を舞台とするランドアートのプロジェクト「ユーラシ

ア・アートプロジェクト」が始動する。ランドアーティスト

としての一つのピークの時期となった。

1月 「絵馬展」 布忍神社、松原、大阪（1月1日‐31日）�
1月 「四国の天と地の間 阿波の国から歩く」 徳島県立

近代美術館（1月15日‐3月14日）� 四国八十八ヶ所の遍路

道を歩き、制作するプロジェクトの仕上げとしての展覧会。

1月 「JADA展 画家の眼・画商の眼」 洋協アートホー

ル、東京（1月22日‐28日）�
6月 「ユーラシア・アートプロジェクト」第1ステージ�
＊北海道 納沙布岬に石を立てることから始めた。〈石を立

てる〉。石で表した光の門はスタートの意。そこからまずは

西の鳥取に向かい、さらに海の向こうの大陸へとその射程

は伸びている。

6月 作品制作・設置〈森の時プロジェクト〉 ネダーンホ

フ、ドイツ ハンブルク ＊「五感の芸術 その身体性の拡

〈石を立てるシリーズ 1998年4月27日 北の脇〉（徳島

県阿南市北の脇海岸）「四国の天と地の間 阿波の国か

ら歩く」展に関するフィールドワークより。

〈影シリーズ「菜の花と影�」〉1998年 カラープリント

「四国の天と地の間 阿波の国から歩く」展に関する

フィールドワークより。

〈祈 那賀川の河原 1998年4月25日 羽ノ浦町 「四国

の天と地の間 阿波の国から歩く」展に関するフィール

ドワークより。
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張」展に先立ってのレジデンスの時期に合わせて制作・設置

�
9月 「密教的悟りの場として」 愛媛新聞社、松山（9月3日‐

25日）�
9月 「五感の芸術その身体性の拡張」 クンストハウス・

ハンブルク レジデンスとグループ展 レジデンスは6月

から。（9月21日‐10月24日）� ＊日本からは大久保英治、

石原友明、藤本由紀夫が参加。

11月 「百年記憶」 黄鋭スタジオ、大阪（11月1日‐6日）�
11月 「アーティスト・イン・レジデンスさめうら」ワーク

ショップとグループ展 WS : 11月7日、シンポジウム：12

月5日 土佐町、高知（11月7日‐12月5日）�
11月 「代官山アートフェア’99」 ヒルサイドフォーラム、

東京（11月20日‐23日）�
12月 「ユーラシア・アートプロジェクト大久保英治＋ヘ

ルマン・プリガン」 ヒルサイドギャラリー、東京（12月15

日‐23日）�

ヨーロッパでユーロ［欧州連合における通貨］が導入（社）

2000（平成12）年 56歳

親友の韓国美術家、パク・ヒュンキ（1942年‐2000年）が没

する。

7月 「ATMOSPHAREN einer Landschaft」 ネダーンホ

フ、ドイツ（日程不明）�
7月 「越後妻有アートトリエンナーレ2000」 津南町、新

潟（7月20日‐9月10日）�
8月 「砂とオブジェ展」 鳥取砂丘（8月1日‐9月30日）�
9月 「Towards Utopia」 海岸通ギャラリーCASO、大阪（9

月30日‐10月29日）�
10月 「芸術と自然」 美濃加茂市民ミュージアム、美濃加

茂、岐阜（10月1日‐29日）�
11月 「ガーデン 現代美術をとおしてみる後楽園」 後楽

園、岡山（11月3日‐12月3日）�
12月 「風景ドローイング」 ギャラリー新居、東京（12月4

日‐16日）�

2001（平成13）年 57歳

鳥取県岩美郡岩美町にアトリエを構える［2001年当初～05

年］。

1月 「大久保英治」 クンスト・セントレット・シルケ

ボー・バット、デンマーク（1月27日‐3月25日）�
2月 作品制作・設置〈森の時プロジェクト＃2〉 ネダーン

ホフ、ドイツ� ＊クンスト・セントレット・シルケボー・

バットでの個展の後に立ち寄って制作・設置。

4月 「ユーラシア・アートプロジェクト プレビュー展」

ごうぎんギャラリー、鳥取（4月17日‐23日）�
4月 「ユーラシア・アートプロジェクト 朝鮮半島から鳥

取へ－日輪と海庭とランドアート－」 第2ステージ 韓国

カンウォンド（江原道）：4月 サムチョク（三陟）にて〈朝日

に寄す〉／日本、鳥取：5月 日本 鳥取砂丘・岩戸海岸に

て〈夕日に寄す〉（4月‐5月）� 「この2点が一対を成す。こ

のプロジェクトで、韓国側のコーディネート役としてチョ

ン・ジョンヒョ（�鍾孝 現：慶南道立美術館学芸員）と出

会う」�
9月 「Nature Art Camp」 神戸市立自然の家（9月3日‐30

日）�
9月 「TAKIHATA ART WALKING 2001」公開制作：9月

5日‐10月10日／グループ展：10月8日‐11月30日 河内長

野、大阪（9月5日‐11月30日）�
10月 「山の音 谷の音 そして海からの音」 相生森林美

術館、徳島（10月19日‐12月2日）�

「ユーラシア・アートプロジェクト」第1ステージ 1999年 北海道納沙

布岬での作品。
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10月 「地球を歩く 風を見る」 メゾンエルメス8階フォー

ラム、東京（10月28日‐12月28日）�

9.11アメリカ同時多発テロ（社）

2002（平成14）年 58歳

1月 「Nature Art Campドキュメント展」 神戸アートビレッ

ジセンター、神戸、兵庫（1月26日‐31日）�
1月 「自然を見つめる作家たち」 徳島県立近代美術館（1

月26日‐3月17日）�
2月 「第2回繋がる－日本海」 表参道・新潟館ネスパス、

東京（2月26日‐3月11日）�
5月 「大分現代美術展2002 アート循環系サイト」 大分市

美術館（5月25日‐7月14日）�
7月 「本と美術」 徳島県立近代美術館（7月6日‐8月25日）

�
8月 「大久保英治 ユーラシア・アートプロジェクト展」

ヒルサイドフォーラム、東京（8月21日‐9月1日）�
9月 「第1回韓国国際アートフェア」 BEXCO、プサン、韓

国（9月3日‐8日）�
10月 「紙・言・語 vol.2」 青谷町、鳥取（10月12日‐28日）

�
10月 「ナチュラル自然へのオマージュ」 アート遊、大阪

（10月15日‐11月2日）�
10月 「最古の酒蔵に現代彫刻を置く 大久保英治展」 旧

岡田家住宅（酒蔵）／伊丹市立美術館、伊丹、兵庫（10月20日‐

11月4日）�

小泉首相、史上初の北朝鮮訪問北朝鮮、拉致被害者5人帰国

（社）

「ユーラシア・アートプロジェクト」第2ステージ 2001

年 三陟にて〈朝日に寄す〉

「ユーラシア・アートプロジェクト」第2ステージ 2001年 鳥取砂丘・

岩戸海岸にて〈夕日に寄す〉

〈森の時プロジェクト＃2〉 2001年 コレクターと共に。

〈土 earth powder Arhus Silkeborg 2000-01〉2000-01年 土、展覧会カタログ 2002

年の「本と美術」（徳島県立近代美術館）でも発表。
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2003（平成15）年 59歳

4月 「大久保英治」 ギャラリー風、大阪（4月12日‐26日）

�
7月 「大地への愛」 ミケッティ美術館、フィレンツェ、イ

タリア（7月12日‐9月30日）�
7月 「越後妻有アートトリエンナーレ2003」、川西町、新

潟（7月20日‐9月7日）�
8月 「紙・言・語 vol.4」 青谷町、鳥取（8月2日‐9月21日）

�
12月 「自然・渦巻き・ライター」 鳥取県民文化会館（12

月10日‐17日）�

イラク戦争開戦、ノ・ムヒョン（盧武鉉）が韓国大統領（社）

2004（平成16）年 60歳

4月 作品制作・設置〈森の時プロジェクト＃3〉、〈気の器〉

ネダーンホフ、ドイツ

4月 「大久保英治・ランドアートの世界」 岩美町立渚交

流館、鳥取（4月20日‐25日）

5月 「ユーラシア・アートプロジェクト 韓国・江華島プ

ロジェクト－日輪とランドアート」第3ステージ カンファ

ド（江華島）、韓国 ＊韓国 カンファドにて〈日輪とランド

アート・夕日に寄す〉を制作・設置しワークショップも実施

した。なおこの後、第4ステージ以降についても、ロシア、

中国、モンゴル方面の各所に働きかけを行って可能性を探っ

たが、結果的には実現に至らず、この第3ステージがユーラ

シア・アートプロジェクトの実質的な最終回となる。

6月 「ユーラシア・アートプロジェクト ソウル資料展」

ドリームギャラリー、ソウル、韓国（6月23日‐28日）

7月 「大久保英治 ランドアート展」 石谷家住宅母屋2階・

3号蔵ギャラリー、鳥取（7月1日‐27日）

8月 「紙・言・語 vol.5」 青谷町、鳥取（8月21日‐10月3日）

9月 「浦富海岸ランドアート2004」 浦富海岸、鳥取

9月 「大久保英治＝ランドアート展」 丸京庵市民ギャラ

リー、米子、鳥取（9月16日‐27日）

10月 「ユーラシア・アートプロジェクト 鳥取資料展」

鳥取県民文化会館フリースペース（10月11日‐17日）

11月 「今日の作家シリーズ 44 大久保英治」 公開制

作：11月29日－12月4日／展示：12月6日‐25日大阪府立

現代美術センター（11月29日‐12月25日）

12月 「大久保英治」 ギャラリー風、大阪（12月1日‐22日）

自衛隊イラク派遣（社）

2005（平成17）年 61歳

1月 「〔ima〕長崎から」 長崎ブリックホール、長崎（1月23

日‐2月6日）�
2月 「葉の記憶・土の記憶」 寛勲美術館、ソウル、韓国（2

月16日‐28日）�
4月 「影シリーズ・季節の間に」 ハンギスクギャラリー、

テグ、韓国（4月19日‐28日）�
6月 「大久保英治とたどる木喰上人の道I」 鳥取県内

ワークショップ（6月23日‐7月8日の間の14日間）�
7月 「光・水辺の球－大久保英治展」 西宮市大谷記念美

術館、西宮、兵庫（7月9日‐8月7日）�
10月 「サイト－ヨンチョン－2005」展 シアン美術館、ヨ

ンチョン（永川）、韓国（10月15日‐12月31日）� ＊韓国の

地方の私立美術館であるシアン美術館（慶尚北道、永川市）

の開館記念展。チャ・ケナム（車季南）との二人展。

12月 「遊行のフォークロア 大久保英治展」 應典院、大

阪（12月7日‐31日）�
12月 「2DAYS WALKING 50km」 智頭から津山へ（12月

2日‐3日）� ＊「大久保英治－ボーダレスサイト／TOTTORI

～OKAYAMA－」展（2006年1月）のための歩行。

〈気の器〉2004年 ネダーンホフ、ドイツ
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2006（平成18）年 62歳

鳥取県岩美郡岩美町のアトリエを閉じる。大阪市大淀区の

アパートを借りて、アトリエ代わりとする。居住は大阪市淀

川区のアパート。

1月 「大久保英治－ボーダレスサイト／TOTTORI～

OKAYAMA－」、智頭：石谷家住宅3号蔵［鳥取県八頭郡智

頭町］：1月3日‐2月28日／奈義町現代美術館：［岡山県勝田

郡奈義町］：1月19日‐3月12日／津山：衆楽園［岡山県津山

市］：2月4日‐12日／岡山：ギャラリーすろおが463［岡山

市表町］：2月8日‐20日（1月3日‐3月12日）�
5月 「大久保英治」 iギャラリー、岐阜（5月13日‐28日）�
8月 「大久保英治とたどる木喰上人の道 ドキュメント展」

鳥取県立博物館（8月12日‐27日）�
9月 「環流－日常の変革－」 田中彌、京都（9月29日‐10月

1日）�
12月 「大久保英治と鳥取の現代作家展～鳥取の自然か

ら～」 海岸通りギャラリー・CASO、大阪（12月1日‐23日）

�

2007（平成19）年 63歳

3月 「大久保英治＆崔石鎬2人展」 福住画廊、大阪 （3月

12日‐24日）�
8月 「大久保英治とたどる木喰上人の道II」 鳥取県内

ワークショップ （8月29日‐9月23日の間の10日間）�
10月 「大久保英治・静寂の空間～竹、石、松葉、土の世界

を～」 なんばパークスホール、大阪（10月5日‐18日）�
11月 「ヒルサイドギャラリー～新たな出発に向けて」 ヒ

ルサイドフォーラム、東京（11月6日‐18日）�
12月 「『美術における自然』展～鳥取からの発信～」 海岸

通りギャラリー・CASO、大阪（12月1日‐22日）�

2008（平成20）年 64歳

1月 「大久保英治・天の川 信濃川そして谷の間に」 まつ

だい「農舞台」ギャラリー、新潟（1月1日‐3月22日）�
2月 ブログ「大久保英治＿歩行」を始める。［2008年4月8日

（誕生日）‐2012年2月19日］�
9月 「トライアングルプロジェクト」 テベク太白ほか、韓

国（9月30日‐10月31日）�
10月 「yangpyeongプロジェクト2008」 －エコ＋アー

ト：自然と美の共感「ランドアートの旅」、キョンギド（京畿

道）、ヤンピョン（楊平）、韓国（10月10日‐24日）�
12月 「『美術における自然』展～鳥取からの発信～」 海岸

通りギャラリー・CASO、大阪（12月6日‐22日）�

リーマンショックから世界同時不況、イ・ミョンバク（李明

博）が韓国大統領（社）

2009（平成21）年 65歳

4月 「芭蕉－新しみは俳諧の花」プロジェクト（4月11日‐5

月末）� ＊同名の展覧会［2010年、柿衞文庫］のための制

作。松尾芭蕉の『笈の小文』の旅のうち、芭蕉の生まれ故郷、

三重の伊賀上野にある蓑虫庵から奈良の吉野、高野山、明

石、そして京都の山崎までのルートを、芭蕉と同じ季節の春

に同じ行程で400km歩き、制作するプロジェクト。〈笈の小

文－大久保英治・大和路百里歩行〉を制作。

7月 「水と土の芸術祭2009」 新潟市、新潟（7月18日‐12

月27日）�
7月 「おもろいやつら－人間像で見る関西の美術」 徳島

県立近代美術館（7月18日‐8月30日）�
7月 「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009」

十日市市ほか、新潟（7月26日‐9月13日）�
8月 「大久保英治ドローイング展」 ギャラリー風、大阪（8

月20日‐9月5日）�
8月 「水都大阪2009」 大阪証券取引所ビル、大阪市、大阪

（8月22日‐10月12日）�

大久保英治〈木の気〉2005年 「サイト－ヨンチョン－2005」展 シアン美術館
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9月 「�州クラフトアートビエンナーレ2009」 チョン

ジュ（�州）、韓国（9月23日‐10月20日）�

米国、黒人初のオバマ大統領就任、日本、民主党政権（社）

2010（平成22）年 66歳

3月 「岩美国際現代美術展－鳥取の人と自然」、岩美町、鳥

取（3月6日‐14日）�
9月 「ワークオンペーパー」 李Cギャラリー、ソウル、韓

国（9月1日‐12月31日）�
9月 「岩美国際現代美術展」、岩美町、鳥取（9月4日‐9月20

日）�
9月 「台風の後から」 Imazooギャラリー、ソウル、韓国（9

月16日‐10月12日）�
10月 「芭蕉－新しみは俳諧の花」展 柿衞文庫、伊丹市、

兵庫（10月3日‐11月23日）�
10月 「岡山美の回廊」 岡山県立美術館（10月8日‐11月7

日）�
10月 「2010トライアングルプロジェクトエクスパンショ

ン」 流美齋ギャラリー 加平（カピョン）、Imazooギャラ

リー ソウル、韓国（10月16日‐12月31日）�
11月 「大久保英治展」 岩美町民ホール、鳥取（11月5日‐

11月19日）�

尖閣諸島中国漁船衝突事件、平城遷都1300年記念（社）

2011（平成23）年 67歳

大阪市淀川区から福島区のマンションに転居。

大淀区のアトリエ（アパート）を閉じる。ランドアートにア

トリエは不要である、という考え方に基づいている。

この頃から、コラージュの制作に拍車がかかる。また歩行

も、散歩の延長にあるような日常的な歩行が中心となって

くる。

7月 「2011トライアングルプロジェクト」 九牛公園、太

白（テベク）ほか、韓国（7月16日‐8月21日）�
9月 「シリーズ 日常の歩行からうまれてくるもの 大久

保英治展」 ギャラリー風、大阪（9月5日‐9月17日）�
11月 「岩美国際現代美術展資料展」、岩美町民ホール、岩

美町、鳥取（11月5日‐11月19日）�
11月 「大久保英治 歩くことからはじまる」 公開制作：

11月16日‐12月1日／展示：12月3日‐25日 鳥取県立博物

館（11月16日‐12月25日）�

東日本大震災、米軍がオサマ・ビンラディンを殺害、イラク

戦争終結宣言［オバマ大統領］北朝鮮・キム・ジョンイル

（金正日）総書記が死去（社）

2012（平成24）年 68歳

6月 ワークショップ、アート自由研究帳「大久保英治と季

節を見つける」夏を見つける：6月30日‐7月1日／秋を見つ

ける：9月29日‐9月30日／冬を見つける：12月1日‐2日吉

野川下流、徳島（6月30日‐12月2日）�

〈笈の小文－大久保英治・大和路百里歩行－〉2009年 トランクの中に

作品が収納されている。トランクは現代版の「笈」であるという考え。
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尖閣諸島・日本国への所有権移転登記で中国での反日デ

モ、韓国・イ・ミョンバク大統領が竹島に上陸、京都大学の

山中教授がiPS細胞作製でノーベル医学生理学賞受賞、自民

党が政権に復帰、東京スカイツリー竣工、ロンドンオリン

ピック開催（社）

2013（平成25）年 69歳

四国八十八か所の遍路道を再び歩く（徳島県内を区切り打

ち）。

2月 「きんびアート発見学 －つくる＆みることの交流

展－」 徳島県立近代美術館（2月9日‐3月24日）�
6月 「大久保英治」 ギャラリー風、大阪（6月3日‐14日）�
6月 「クラブ大久保（仮称）」によるワークショップ開始

徳島県内各地（～2014年3月）� ＊クラブ大久保（仮称）

は、2012年に徳島県立近代美術館が実施したワークショッ

プ、アート自由研究帳「大久保英治と季節を見つける」の参

加者が中心となって2013年に生まれたワークショップと展

示を行う自主的なグループ。翌2014年に「グループG」と改

名。2016年1月解散。

中国で習近平国家主席就任、韓国でパク・クネ（朴槿恵）大

統領就任、第62回式年遷宮（伊勢神宮）、2020年夏季オリン

ピックが東京に決定（社）

2014（平成26）年 70歳

3月 田中いずみと再々婚（3月21日）。

4月 シアン美術館10周年特別企画「時間、痕跡」シアン美

術館、ヨンチョン、韓国（4月12日‐6月29日）�
6月 「G展 てん と ち のあいだ」 徳島県立近代美術館

ギャラリー、徳島（6月3日‐6月8日）�
8月 「大久保英治 コラージュ展 －EIJING－ 終わりな

き進行形」 眉峰ギャラリー、徳島（8月16日‐25日）� ＊

近年のコラージュ連作をD-Collage、E-Collageと名付けて

初公表。D-Collagは拾った物をコラージュした作品の連作。

DはDressのD。E-Collageは印刷物を主体にしたコラー

ジュ。Eは英治EIJIと現在進行形のingを組み合わせた造語

EijingのE。

8月 「あじさい湖里山憧憬プロジェクト 森 art なか

2014」展のための野外作品制作・設置（3点 協力：グルー

プG） 相生森林文化公園あいあいらんど、那賀町、徳島（8

月17日‐20日）�
10月 矢掛町合併60周年記念「大久保英治展 環流・やが

げ－2014」 やかげ郷土美術館、矢掛町、岡山（10月7日‐11

月9日）�
10月 「自然へのまなざし大久保英治×梅田俊作×米津光」

展 相生森林美術館、那賀町、徳島（10月11日‐11月30日）�
10月 「あじさい湖里山憧憬プロジェクト 森 art なか

2014」展 相生森林文化公園あいあいらんど、那賀町、徳島

（10月11日‐11月30日）�

ワークショップ、アート自由研究帳「大久保英治と季節

を見つける」の様子。2012年6月30日吉野川河川敷 徳島

大阪市福島区の自宅にて、コラージュ制作作業の様子。2014年
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消費税〔8％〕、集団的自衛権行使容認を閣議決定、韓国全羅

南道珍島沖で旅客船「セウォル号」が沈没、あべのハルカス

完成、四国八十八ヶ所霊場開創1200年（社）

大久保は1990年代から展覧会カタログや本にコ

ラージュを用いる制作などを行ってきたが、特に2011

年頃からはコラージュ制作に旺盛に取り組んでいる。

それはまるで日記のようにほぼ毎日継続されており、

特に冬場にはコラージュ制作への集中度合いが増すと

いう。そのコラージュ連作がこの年（2014年）に大きく

二つの傾向に分類され、それぞれD-Collage、E-Collage

と命名された。（2014年8月「大久保英治 コラージュ展

－EIJING－ 終わりなき進行形」の項を参照）。

その一つのD-Collageは歩行時に拾った場所性の強

い物体と、日頃からストックしている古紙や染料で染

めた紙に、時にはドローイングも加えたものである。

日常的な散歩の中で拾得した物を使用するという点で

は、たとえば鳥取県の岩美町にアトリエを構えた2001

年に拾得物を箱に収めるという形式で100点制作した

〈Box series #1-100〉（「自然を見つめる作家たち」展 徳

島県立近代美術館 2002年などで発表）と共通する。

しかし拾うものは格段に小さく、量も少なくなり、拾

うときのミニマル化が進行していることを伺わせる。

大久保によれば「拾うときに既にコラージュとなる時

のイメージができている」という。DはDressのD。服

を着せるという意味ではあるが、ここでは形や姿を整

える、というニュアンスが強い。またこのDressという

言葉から大久保は、若い頃（1968年）に働いていた冷凍

倉庫で、頭を落として冷凍された魚がドレスと呼ばれ

ていたことを思い出すと言う。

たとえて言えば、D-Collageは1回限りの緊張感のあ

るやり直しのきかないライブ、というよりも、ジャズ

の即興のセッションのように、無駄のない生の素材を

出会わせ発火させて、そこからのやり直しも遊び心も

良しとして、楽しみながら取り組んでいるように思え

る。ミニマルアートにのめり込んでいた若い時代と比

べて、肩の力が抜けたこの変化は大きく、これもまた

一つの「変わり目の時期」を示していると思われる。

（備）

2015（平成27）年 71歳

3月 グループG（旧：クラブ大久保）によるワークショップ

第2弾の開始。テーマ「徳島を知る、阿波の街道」 第1回鳴

門・土佐泊から：3月29日／第2回 妙見山から霊山寺へ：

5月1日／第3回 霊山寺から上板・神宅へ：6月7日／第4

回 上板から阿波町へ：11月14日�
第2回〔5月1日〕から「木片」を引きずり歩行する制作

を本格的に開始した。また、このワークショップは途

中から、阿波の道を歩くプロジェクト「芭蕉を目指した

E-collageの作品 2014年

D-Collageの作品 2014年
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男」へと引き継がれた（～12月19日）。江戸末期、阿波・

半田の商人で松尾芭蕉に憧れて各地を旅した酒井弥蔵

の足跡をたどる歩行。土佐泊、鳴門、吉野川北岸（撫養

街道）を西へ美馬、そこで吉野川南岸に渡り半田の弥蔵

の旧宅まで木片を引きずりながら歩いた。そして、こ

の阿波の道を歩くプロジェクトは、阿波の五街道（撫

養、淡路、讃岐、伊予、土佐）にも拡大し、大久保は個人

で、または数人の仲間とともに木片を引きずりながら

これらの徳島の街道を歩行することを続けた。［～2016

年5月］（備）

4月 「 1942‐2000」展（「パク・ヒュンキ1942‐

2000 曼荼羅」（2015年1月27日‐5月25日） 韓国国立現代

美術館 クァチョン（果川）館を訪れる（4月11日）。

80年代の大久保と韓国作家との深い交流のなかでも

最も重要な友人であったパク・ヒュンキの大回顧展。

この二人が互いに影響を受けていたことを強く思わせ

る内容であった。

例えば、ビデオや映像（時間を端的に示す）を好んで

扱うパク・ヒュンキとの交流は、大久保が作品制作の

中で、時間の在処を探求し続けていることへの推進力

の一つになっていたのではないかと思わされた。また

パク・ヒュンキの石の作品について、「割った石の断面

のバリの部分を磨かずにそのままにしたらどうか、と

いう提案をパク・ヒュンキにした」、という話（大久保

の談話）からも、「時間をどこに見るか」という大久保の

着眼点とその思索の在処がよく伝わってくるエピソー

ドであった。

それはまた、〈流水II〉（1998年 「大久保英治 四国

の天と地の間 阿波の国から歩く」展の出品作。枝が柱

を螺旋状に上っていく作品）で、まるで枝に含まれてい

た水分が昇華していくような「時間」が表現されていた

ことを想起させた。

大久保の美術の探究の方向性は、造形ではなく、考

え方、本質を志向している。大久保においては、ランド

アートも、歩行も、近年のコラージュ連作にしても、そ

こにはミニマルアートへの志向がベースになって推移

してきたのではないか、ということを、この「パク・

ヒュンキ」展が照射しているように思える。（備）

7月 ワークショップ「大久保英治と歩く・つくる－祈りの

形－」岡山県立美術館 ワークショップ：7月4日、11日／

ワークショップ展示：7月17日‐8月23日（7月4日‐8月23

日）� ＊木喰上人が歩いたであろうルートのうち岡山の地

を歩きながら「祈りの形」の素材を集め、制作・展示するワー

クショップ。大久保はこの時も木片を引きずって歩行した。

「微笑みに込められた祈り 円空・木喰展」（岡山県立美術館

7月17日‐8月23日）の関連事業。

8月 「Asia Contemporary Art Exhibition 2015」 全北道立

美術館 （ワンジュ）完州、全羅北道、韓国 作品制作：8月

24日‐31日／展示：9月11日‐12月13日（8月24日‐12月13日）

� ＊美術館入り口階段・屋外での竹のインスタレーショ

ン作品を制作・設置。〈母岳山の風〉

9月 作品制作・設置アートスペースChoA、チャンウォン

（昌原）市チネ（鎮海）区、慶尚南道、韓国（9月3日‐25日／10

月15日‐11月3日／11月17日‐21日／12月6日‐12日。12月

12日公開開始�
〈三望庭〉、〈十二支〉、〈鎮海の石の音〉の3点。特に〈三

望庭〉［約50×70m］は、久しぶりとなる屋外での大規

模な制作で、天と地、東西南北、春分、秋分の時間など、

スケールの大きな構想力のある作品となった。また、

もろく消滅しやすい枝や葉っぱではなく、堅牢な岩や

石を主に用いており、さらにメンテナンスや管理もさ

れることから、崩壊、消滅まで長い時間を刻むことの

できる、大久保にとっては稀有な作品となった。（備）

12月 「Art Talk. Nature between architecture and ART :

Dan Norihiko & Okubo Eiji」慶南道立美術館 チャンウォ

ン、慶尚南道、韓国（12月13日）� ＊建築家の團紀彦との

トークショー。アートスペースChoAに設置した〈三望庭〉

〈十二支〉〈鎮海の石の音〉などを話題にしたもの。

〈三望庭〉2015年 アートスペースChoA、チャンウォン市チネ区、慶尚南道、

韓国 西から東を見たところ。
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イスラム国（ISIL）が邦人2名を人質とし殺害（社）

2016（平成28）年 72歳

1月 阿波の道を歩くプロジェクト「南帰行」（1月23日‐3月

6日）� ＊香川との県境、大坂峠（讃岐街道）から南へ、鷲

の門から土佐街道を南に、高知との県境、宍喰、水床まで木

片を引きずりながらの歩行。

3月 阿波の道を歩くプロジェクト「西方行」（3月20日‐5月

4日）� ＊鷲の門から吉野川南岸（伊予街道）を西へ、愛媛

との県境、境目峠まで木片を引きずりながらの歩行。

7月 プレワークショップ「美術家・大久保英治と「石」をた

てる：水平と垂直、境界、祈り」徳島県立近代美術館ほか（7

月18日）� ＊「連携展示 阿波の道を歩く 芭蕉を目指し

た男酒井弥蔵×現代アーティスト 大久保英治」展の関連事

業として実施。主に「石を立てる」ことをテーマにしたレク

チャーとケルンを積む体験ワークショップ。レクチャーで

は大久保の芸術論が凝縮した形で語られた。

7月 「連携展示 阿波の道を歩く 芭蕉を目指した男 酒

井弥蔵×現代アーティスト 大久保英治」展「徳島県の文化の

創造的再発見事業」実行委員会（徳島県立近代美術館、文書

館、博物館）徳島県文化の森総合公園（7月20日‐8月28日）�
＊歴史と美術がクロスする重層的な視点からの切り口によ

る企画。

8月 「G”＋α展」 シアン美術館 ヨンチョン 韓国 作品

制作：8月5日‐17日／展示：8月17日‐9月27日（10月末ま

で延長）�
9月 「歩く詩人 ワズワースと芭蕉」展 柿衛文庫 伊丹

氏、兵庫（9月17日‐11月3日）�〈箱 笈の小文より細峠・

2016〉

10月 作品制作・設置 シアン美術館 ヨンチョン 韓国

（10月4日‐13日）�〈太陽と月から－石の音・木の時間－
2016〉

10月 「地球を歩く OKUBO EIJI」展 ボンサン・文化セ

ンター テグ広域市中区、韓国 作品制作のための歩行：

10月14日‐16日／展示：10月28日‐12月25日（10月14日‐

12月25日）�
テグ中心部のボンサン・文化センター前から郊外の

慶尚北道タルソングン（達城郡）カチョンミョン（嘉昌

面）ウロクリ（友鹿里）までの約20kmを、木片を引きず

りながらの歩行。ウロクリは16世紀末の文禄・慶長の

役（壬辰・丁酉倭乱）の時に朝鮮側に投降した日本人

で、多くの戦争で功績を挙げたキム・チュンソン（金忠

善）将軍（日本名：沙也可）にゆかりある土地。ウロクリ

は日本と韓国の関係において意味深い場所であり、そ

こへ向かう歩行は大久保と韓国との長年の関係性を象

徴するものとなった。（備）

10月 ［連携展示 阿波の道を歩く 芭蕉を目指した男 酒

井弥蔵×現代アーティスト 大久保英治」展・徳島県内巡回

つるぎ町会場（織本屋）：10月1日‐30日／鳴門市会場（鳴門

市立図書館）：11月5日‐12月1日／海陽町会場：12月10日‐

2017年1月22日（10月1日‐2017年1月22日）

オバマ米大統領が広島訪問、リオデジャネイロオリンピッ

ク開催、韓国でパク・クネ大統領のスキャンダル（社）

阿波の道を歩くプロジェクト「西方行」の途中。 2016年4月23日 徳

島県美馬郡つるぎ町半田あたりで折り本に土をこすりつける。

「地球を歩く OKUBO EIJI」展（2016年）のため韓国のテグ広域市中心部か

らウロクリに向けて歩く。
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2月 「DNA、共存の方式」展 慶南道立美術館 チャン

ウォン、慶尚南道、韓国 作品制作：1月30日‐2月10日／

展示：2月9日‐5月17日（1月30日‐5月17日）�
日、月、火、水、木、金、土をテーマに、手法も太陽と

影（日）、枝と影の形（月）、枝と火（火）、枝（木）、拾っ

た物（金属片等）のコラージュ（金）、布と土・紙と土

（土）、そして初めての動画（水）に挑んだ。これまでの

手法と新たな手法を総動員し、自然を考えさせる総合

的な出品作品となった。（備）

アメリカ合衆国トランプ大統領就任（社）

ともい しんいち（徳島県立近代美術館上席学芸員）

〈木 森の対話 昌原〉2017年 「DNA、共存の方式」展 慶南道立美術館

〈土 土の形 鎮海の土〉2017年 「DNA、共存の方式」

展 慶南道立美術館
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