
澤宥年譜
 
１９２２年 ２月２日、長野県諏訪郡下諏訪町に、製糸業を家業とする旧家 に生まれる。生後２２日間目を開かず、家族は盲目ではないか と危惧した。
 
１９２３       関東大震災
 
１９４１　　早稲田第一高等学院理科（建築学科）入学。
 
１９４３       早稲田大学理工学部建築学科入学。
 
１９４５      1 月母くめ死去。２月理科系軍需工場動員により新潟県中頸城郡二本木の日本曹達に動員。７月工場を無断離脱し帰郷。８月 15 日諏訪にて敗戦を迎える。
 
１９４６      ９月早稲田大学理工学部建築学科卒業。卒業設計は「富士見高原芸術家村計画」。卒業式謝恩会で「私は鉄とコンクリートの硬さを信じない、魂の建築、無形の建築、見えない建築をしたい」と発言。梓建築事務所入社。横浜で進駐軍将校用宿舎工事監理を担当。
 
１９４７      立川米軍飛行基地内の劇場改修設計を担当。
 
１９４８      正月帰省し、休養名目で諏訪に留まりそのまま辞職。１２月辰野町の上島勝長女美寿津と結婚。
 
１９４９      4 月より諏訪実業高校定時制下諏訪分校で数学を教え始める。９月長女久美子生まれる。詩集「地上の不滅」（１０部）刊行。
 
１９５０      草飼稔と RATI の会発足。
 
１９５１      第一回 RATI の会現代前衛芸術の夕（RATI の会主宰　関ホール、諏訪）
１９５１・アヴァンギャルド・アート・ディスプレイ（松澤と井出則雄の共同企画、南日会舘、諏訪）
 
１９５２      一般意味協会（シカゴ）発行の機関紙『ETC』を購読。阿部展也の推挙により美術文化協会員となる。
                   第四回読売アンデパンダン展（東京都美術館、東京）
                          作品：A　隠者
　　                          ：B　森
                   第１２回美術文化協会展（東京都美術館、東京）
                          作品：A　世界
　　                          ：B　森
　　                          ：C　１９５２
　　                          ：D　隠者
　　                          ：E　誘惑者
　　                          ：X　０時
　　                          ：Z　死
 
第二回草間弥生新作個展に阿部展也、山崎貴英子と共に絵画作品２点協力出品。
 
１９５３      第 5 回読売アンデパンダン展（東京都美術館、東京）
                          作品：ハイーデスの牛
　　                          ：ハイーデスの妃
                   第１３回美術文化協会展（東京都美術館、東京）
                          作品：１　ハイーデスの爪（デッサン）
　　                          ：２　センチメンタル・ハイーデス
　　                          ：３　剥製のハイーデス
　　                          ：４　ハイーデスの首
　　                          ：５　ニル
　　                          ：６　ハイーデスの魚
　　                          ：７　ハイーデスの部分
　　                          ：８　ハイーデス
　　                          ：９　ハイーデスの脳髄
　　                          ：１０　溶けるハイーデス
　　                          ：１１　ハイーデスの顎（デッサン）
                   第１３回美術文化協会展（愛知県商工館ホール、愛知）
                          作品：１　ハイーデスのためのデッサン、乳房
　：２　ハイーデスのためのデッサン、エクトプラズムについて
 
１９５４      美術文化協会退会。小牧源太郎らと下諏訪にてアルファ芸術陣発足。
                   第６回読売アンデパンダン展（東京都美術館、東京）
                         作品：テレパシー・セクシュアール（友人が搬入を怠ったので不出品）
                   第１４回美術文化協会展（東京都美術館、東京）
作品：１（ケミカル・ピクチュア）テレパシイのためのダイアグラム
　　                             ：２（オブジェ・ウィンドウ）Psi について
　　                             ：３（フレイム・コンポジション）よ PKテストから
：４（ソリッド・ピクチュア）テレパシイのための空間・時間
 
１９５５      ４月、ウィスコンシン州立大学よりフルブライト交換教授として招聘。研究テーマは「美の客観的科学的測定法について」。
                  ｢ニルヴァナの木｣を諏訪布半旅館に制作。
                   アルファ芸術陣結成展（銀座村松画廊、東京）
                           作品：化学彩「０１０１０１０１０」（北原功と合作） 　　
                                  ：化学彩「０１０１０１０１１」
 
１９５６      ９月コロンビア大学大学院に移り、現代美術・宗教哲学を研究
 
１９５７      ２月、ニュージャージ州WOR局の超科学、超宗教、UFOなどに関する放送を聞く。４月ハワイ経由で横浜港に帰国。
 
１９５８      第１０回読売アンデパンダン展（東京都美術館、東京）
                           作品：唯心論シリーズ（全２２点）
 
１９５９      第１１回読売アンデパンダン展（東京都美術館、東京）
                          作品：「PSI の鳥　No.1－９」
                  アーチスト・ソサエティ・オブ・マツモト展（井上三階ホール、松本）
                          作品：パラサイコロジィ空間１９
　　                          ：ハトックレビティション
　　                          ：パラサイコロジィ空間２１
 
１９６０　  第１２回読売アンデパンダン展（東京都美術館、東京）
                          作品：パラサイコロジィ空間９
　　                          ：プサイの意味̶ハイゼンベルグ宇宙方程式によせて
　　                          ：ニルの皿
                   超現実絵画の展開展（東京国立近代美術館　東京）
                          作品：プサイの意味̶ハイゼンベルグ宇宙方程式によせて
 
１９６１ 　  第１３回読売アンデパンダン展（ 東京都美術館　東京）
                           作品：プサイの意味７
　　                           ：プサイ函 YM
　　                           ：プサイ函 SM
                           ※３点で一体。チラシ「プサイの意味」および「プサイ函 Psi chamber  について」を配布
                   現代美術の実験展（東京国立近代美術館　東京）
                           作品：｢プサイの祭壇｣（上記三点をセットにしたもの）
                   詩：｢白紙詩｣
 
１９６２      第１４回読売アンデパンダン展（東京都美術館　東京）
                           作品：のぞけプサイ亀を翼ある密軌を
                   第二回アート・クラブ展　白と黒（新宿第一画廊、東京）
 
１９６３      アート・クラブ連鎖展（新宿第一画廊、東京）
                           作品：世界改造に関するプサイ本の周辺
                   第１５回読売アンデパンダン展（東京都美術館　東京）
                          作品：プサイの座敷
　　                 （チラシ「プサイの座敷へ招待」を配布）
                   個展｢ψによる松澤宥個展｣（青木画廊、東京）
                          作品：「別の容器の中の別の作品についてまた切断について」（リーフレ ット発行）
　　                          ：立体マンダラ
　　                          ：Pan 金剛
　　                          ：胎内願望（１９６０）
　　                          ：プサイ・シンボル装置
　　                          ：プサイの鳥　5,3,1,11,9,7
　　                          ：パラサイコロジー空間にて　5,3,1,11,9,7
　　                          ：プサイの座敷のための法具　5,3,1,11,9,7
　　                          ：プサイの逆のタンポン
　　                          ：プサイの虚のタンポン
 
｢日本の文化財　病院食物調理法｣刊行（一部　外部空間芸術探知センター）
       作品：｢友よ諏訪の容器の中に来たれ｣（外部空間芸術探知センター）
 
１９６４      ６月 1日｢オブジェを消せ｣という啓示を受けて、６月４日美術を言葉だけ表現する観念芸術を創始。
 
                    作品：｢非感覚絵画のためのマンダラ｣（美術ジャーナル５１誌上）
　　                    ：｢非感覚絵画のための局部｣（同上）
　　                    ：｢非感覚絵画のための紋章｣（同上）
　　                    ：｢非感覚絵画のための空間｣（同上）
　　                    ：｢非感覚絵画のためのキイ｣（同上）
　　                    ：｢非感覚絵画のための歯の爆発｣（同上）
荒野におけるアンデパンダン展 ‘６４（七島八島高原ツンドラ地帯　長野）
個展「ああニルああ荒野におけるプサイの秘具体入水式　原型展」（内科画廊　東京、虚空間状況探知センター）垂れ幕
 
１９６５      個展「ああニルああ荒野におけるプサイの秘具体入水式　松澤宥の〈反文明〉」（内科画廊　東京）
                  全日本アンデパンダン展（横浜市民ギャラリー　横浜）
作品：「〈反文明〉展」（チラシ「物質消滅〈反文明〉展を見て」配布
                   アンデパンダン・アート・フェスティバル（岐阜）
作品：空　両界マンダラの構造による（反文明）の非感覚的偏満
                   仙台アンデパンダン展（三越　仙台）
                             作品：ああニルああ荒野におけるプサイの秘具体入水式
                   今日の欲望１００展（モダンアートセンターオブジャパン東京）
                             作品：僕の欲望・假のニルの音
                   反・日本、今日の美術展（架空展覧会　七島八島無限高原）
                   東京芸術柱展（東京都美術館　東京）
                             作品：柱の中の柱
 
１９６６      作品：松澤宥憑衣 ( ヒョウイ、ヨリマシ ) 作品集（美術手帖１９６６年美術年鑑誌上　虚空間状況探知センター）
                   個展：｢松澤宥万物消滅式１９６６｣（MACJ　東京）
                            作品：新救世主降誕告知（パンフレット）
                   いろはカルタ観念展（虚空間状況探知センター）
                   東京芸術会議展（東京都美術館）
                            作品：授　消滅の御札
                   現代美術の祭典（堺市体育館　大阪）
                            作品：人類よ消滅しよう行こう行こう　反文明委員会
                   世界平和のための８条〈１０１０アピール〉発信
 
１９６７      個展：「9の無のカンヴァスと９のプサイの椅子と９の超未来的方法による松澤宥個展 V．1010」（アヅマギャラリー京都）
                            作品：精密絵画「白の無限 1」（美術ジャーナル６１誌上）
                   最小画集：「精密絵画３０」刊行（1部）
                   ちいさいちいさい展覧会（滝口修造企画　松屋　東京）
                            作品：無と無限８８９　１０１０
                   表現の不自由展（村松画廊　東京）
                            作品：白い球（変容絵画）
                    湖に見せる根本絵画展（諏訪湖畔石投局所場にて仮想過程）
                    霧と霊に見せる絵画展（信州美ヶ原８４魔の森にて仮想密儀）
                    第一次ハガキ絵画発信（虚空間状況探知センター）～６８
 
１９６８      広告「松澤宥根本絵画非実体画集予約募集中」（美術手帖 1月）
                  「松澤宥根本絵画非実体画集所有者之証」発行
                    ZONE 展シンポジウム｢アイデアの位置｣（毎日新聞京都ホール）
                           作品：「精密絵画白い球∞」配布
　　                           ：「プサイアート集合宣言」配布
                    講演：「超アートへ」(『かおす』３０号掲載 )
                            作品：「精密絵画白い球∞」発表
         ：「物質は金の延べ棒または金の球ほどの意味もない」（『Galant』４号に｢合成観念絵画詩作位置号要素８｣として掲載）
 
１９６９      プサイアート集会（虚空間状況探知センター）
                   エレクトロ・マジカ展シンポジウム（草月会舘　東京）
                   第９回現代日本美術展（東京都美術館　東京）
作品：｢ψガス室｣（チラシ展示「（迷路の部屋の）後退するψガス室」「逓減するニルの白い正方形（ψガス室）」チラシ展示「光と音と時に見せる？」（表）｢また一つ別の絵画を｣（裏）
                    個展：プサイの函（青木画廊　東京）
                             作品：プサイ函
　　                             ：白い球（１９６７）
　　                             ：根本絵画・白い円
　　                             ： 物質は金の延べ棒または金の球ほどの意味もない
                                    （｢合成観念絵画詩作一号要素８｣１９６８）
　　                             ：授　消滅の御札（１９６６）
：The reconstruction of the world（世界改造に関するプサイ本）
 
                    美術という幻想の終焉展（信濃美術館　長野）
                             作品：【お告げ】水
                    現代美術の動向展（京都国立近代美術館　京都）
                             作品：この一隅からー変化のために
                    第２回現代の造形 ‘野外彫刻’ ６９ ‘展（鴨川公園　京都）
                             作品：心
                    愛知県立芸術大学祭で講演
                    パフォーマンス：｢消滅の幟｣（山王閣屋上及び諏訪湖　長野）
                    作品：｢フリー・アートへの予感｣（虚空間状況探知センター）
 
１９７０       現代思潮社・美学校「美術演習」講師となる。
                    Stanley Brown に泉水入瞑想台下の土地 1平米をψ円で売却
                    Douglas Heubler の ‘Duration piece#8 Global part1’ に収録
                    第１０回日本国際美術展（東京ビエンナーレ〈人間と物質〉（東京都美術館）
                            作品：私の死（時間の中にのみ存在する絵画）
                    第 5 回ジャパン・アート・フェスティバル国内展示（グッゲンハイム美術館に巡回　東京国立近代美術館　東京）
                   ニルヴァーナ - 最終美術のために（京都市美術館　京都）
                            作品：フリーコミューンよ　
                   パフォーマンス：｢御射山秘儀｣（長野）
                   Art & Project ‘Bulletin 21’ 松澤宥号
                   Art & Project(Art&Project 画廊　アムステルダム )
                            作品：上図の亀甲に
                   現代日本美術展（グッゲンハイム美術館　ニューヨーク）
                            作品：私の死（時間の中にのみ存在する絵画）
                   ｢人類滅亡を前に｣（パーリニバーナ・パーリヤーヤ体舞踊劇演出（日東ボクシングジム　東京）
                   第二次ハガキ絵画発信（ヴァニシングス消滅事）～７１
 
１９７１　　７月西村義百利の協力により泉水入に瞑想台建立。
                   ７月パーリニバーナ・パーリヤーヤ体発表会が行われた新宿セバスチャンにて滝口修造より「リバティ・パスポート」授受。
                   パフォーマンス：天の空に向けて両の心臓を飛ばす（霧ヶ峰　長野）写真をグッゲンハイムに空輸して展示。
                   ワイヤー・ピース展「電報体 -観念の外延」（水上旬主宰　ギャラリー１６　京都）
                           作品：ジンルイノメツボウチカシ
                   白い時の会（金子昭二主宰　金子方　上諏訪）
                           作品：人類の消滅を前に（作品を土に埋める）
                   言葉とイメージ展（ピナール画廊　東京）
                           作品：もし一切心 -心
                   第１０回現代日本美術展 -人間と自然 -（東京都美術館　東京）
                           作品：人類の滅亡近し（幟４本）
                   音会（松澤宥主宰　泉水入瞑想台　下諏訪）
                   Utopia & Visions (Modern Art Museum, Stockholm)
                           作品：消滅の幟
                   個展：Bulletin42 (Art & Project gallery　アムステルダム )
                           作品：インフォメイション１、２、３、４、、、、
                   Sonsbeek ’ 71 ( オランダ全土 )
                           作品：あなたがこれを読んでいるこの瞬間。。。
                   人間と大地の祭り（代々木公園　東京）
                           作品：警告　人類の滅亡近し　皆しかと心の用意と
Situation concepts( ギャラリー・イム・タクシスパレ　インスブルク、ネヒスト・ザンクト・ステファン　ウィーン )
        作品：今ここで一分間
最終美術への招待展（長崎県立美術博物館　長崎）
        作品：ジンルイノメツボウチカシ
塩見充枝子スペシャルポエム　シャドウ・イベント
        作品：１９７１年１２月３１日１７時
作品：私は下記の警告文の百万遍念誦（反文明委員会）
世界蜂起第一回（虚空間状況探知センター主宰）
        作品：今私は泉水入瞑想台
 
１９７２       作品：「ブルー・プリント荘子風の」（ウォルター・アウエ氏のアンソロジー「Art and Strategy」に発表。
                    山式・雪の会座（泉水入瞑想台　下諏訪）
                            作品：山式九放
                    ひらかれている ‘７２（信濃美術館　長野）
                            作品：わたしは三０００日木喰し三００日火断ちし
                    作品：｢根本願｣（古賀昭吉氏に寄せて）
                    空・ドキュメンテイションズ（ギャラリーはくぜん　名古屋）
                            作品：ブルー・プリント
                    ’ 72 Documenta（カッセル）
                            作品：プサイマンダラ（中島由夫執行）
                    塩見充枝子スペシャルポエム　オープン・イヴェント
                            作品：わたしは１９７２年７月３１日１０時２分
                    Meta Art Project’ 72（ギャラリー１６　京都）
                             作品：この一枚の白紙を一匹の白き猫と感じ。。。
                    アーバン・スペース・イン・ヒロシマ（ハレマウマウ画廊　広島）　電報：キンキュウテイアンワレワレジンルイハイゴコンリンザイツクラナイデオコウ
                   ドキュメント・オカヤマ（岡山県総合文化センター　岡山）
                             作品：物から言葉へ　ブルー・プリント
                    Nirvana Film Show(Art & Project Gallery アムステルダム )
                    音会、山式の１６ミリフィルムを上映。
                    Catastrophe Art From The East(Gallerie San Fedele ミラノ )
                             作品：｢危機儀｣「緊急提案」「破局戒」
                    カタストロフィー・アート展（ピナール画廊　東京）
                             作品：死（これだけ書かれたチラシ）
                    作品集「美学校最終美術思考工房」
                             作品：この紙片を消滅させることから始めて
                    エニグマ・アートとして
                             作品：この紙片を
                    美術沈没（ヴェニスのために）
                             作品：Documents 2
                                       Documents 7
                                       Documents 8
                                       Documents 9
                    コンセプト＆コンセプト展（サン・フェデーレ画廊　ミラノ）
                             作品：人類の滅亡を前に　この二頁にであったものは。。。
                         （美術手帖１０月号）
                     キャタストロフィー・アートに関係して -人類の消滅を前に -
                    （美術手帖１１月号、現代詩手帖１１月号）
                     世界蜂起第２回（虚空間状況探知センター主宰）
                             作品：いまわたしはプサイの座敷に座し
 
１９７３       作品：｢謎｣（オランダのマリナス・ブゼム氏に送付）
                    われらの世界の寒暖計のコンセプトグラフィックな読み（カルガリー TV、カナダ）
                    作品：御射山密儀
「Catechism Art( 公案芸術 )」刊行（Art&Project Gallery アムステルダム）
                   コンセプト展（ワールケンズ画廊、オランダ）
                             作品：｢公案芸術｣ブックレット
                    作品：根本反省人間がこの生命を保つために（美術手帖 3月号）
                    New Sensibility( 美術学校フォーラム、カッセル )
                             作品：我は今ここプサイの部屋に座して
                    １９７３年京都ビエンナーレ（京都市美術館　京都）
                    『ニルヴァナ資料集積 -究極表現研究所』
作品：｢射壽｣｢芸術のパリティ則｣
発言：｢オッツケ地球も｣（カタログに掲載）
                    作品：「ドンデンがえし計画」発信（世界の蜂起芸術家に）
                    消滅の立て札（二木六徳氏宅の庭先に）
                    世界蜂起第３回（虚空間状況探知センター）
 
１９７４      ブラインドマン・アートを組織（H・Wカルクマン氏の雑誌New Blindman の日本特集号のため）
                              作品：「芸術一揆」発信（世界中の八所摩訶所へ）
アップ・アート・トータル・コミュニケーション ‘７４- 概念芸術の開かれた提示と予見 -（東京ドイツ文化研究所　東京）
シグニファイング展（京都市美術館　京都）
           作品：九に九歌とパリティ則
11th Avant Garde Festival( ショースタジアム　ニューヨーク )
           作品：ミスター・プサイとの交信（刀根康尚企画）
Prospectiva ‘74( サンパウロ大学現代美術館　サンパウロ )
           作品：ここに人類滅亡の観念を同封します
アート・アンド・プロジェクト（村松画廊　東京）
野の解放系（金子昭二主宰　河西画廊、岩谷画廊　諏訪）
個展「辞世室」（インパクト画廊　ローザンヌ）
「Catechism Art( 公案芸術 )」刊行（クラウス・グロー氏の I・A・Cブックレットシリーズ　ドイツ）
ニルヴァーナへ　カタストロフィー・アート・イン・ブエノスアイレス（cayc 画廊　ブエノスアイレス）
                              作品：うら字で床に赤チョーク書きされること
                   講演：｢概念芸術について｣（諏訪双葉高校『雑木林』４号収録）
 
１９７５      第９回パリビエンナーレ　コレスポンデンス
                  個展（アキュミュラトリー２画廊　ポズナン　ポーランド）
                               作品：我は今ここプサイの部屋に座して
静謐な日常の転墜（邦千谷+辻村和子公演　紀伊国屋ホール　辻村和子の ‘剥触静態学’ の演出に参加）
            作品：ツジムラカズコヘノコウアンゾ
The World Art History( キャンザスシティ　アメリカ )
             作品：１９７５要求
Bulletin84 松澤宥号（Art&Project Gallery　アムステルダム）
             作品：予見１０８、２１０、４３２
Visual Poetry International( ユトレヒト　ロッテルダム )
             作品：消滅幟
第一回ポストカード展（ニューヨーク大学　ニューヨーク）
             作品：第一回ポストカード展のために
Wolf-Exhibition( ストックホルム近代美術館　ストックホルム )
             作品：ウォルフ展のために
Running Dog One and Done( シカゴ )
             作品：ランニング・ドッグ・ワンのために
７０年代展（cayc 画廊　ブエノスアイレス）
            作品：７０年代展のために
ボックス交換計画（エカート画廊　ジュネーブ）
            作品：空の箱
東京展（東京都美術館　東京）
            作品：レクチュール ‘７５
「最後の審判」刊行（『Avant Garde』ブックレット）
 
１９７６      アーティスト・ユニオン・シンポジウム ‘７６（東京都美術館　東京）
                  パン・コンセプチュアルズ展（真木画廊　東京）
                  ヴェニス・ビエンナーレ〈現代芸術の動向展〉部門（ヴェニス　イタリア）
                                作品：この一枚の白き和紙の中に（白鳥の歌）
                  今展（アーウィン画廊　メルボルン）
                  シドニー・ビエンナーレ Recent International Forms in Art
                  (Art Gallery of New South Wales オーストラリア )
                                作品：時間と死・空間に刻字されたコンセプト
                   七人のイタリア作家と七人の日本作家　新しい認識への方法・美術の今日展（イタリア文化会館　東京）
                                作品：トキの湖の畔で
                  今日の空間展（横浜市民ギャラリー　横浜）
                               作品：チンチンは滋にワンワンを裁下す
 
１９７７      個展（cayc 画廊　ブエノスアイレス）
                              作品：荘子風のブループリント
                  サンパウロ・ビエンナーレ〈カタストロフィー・アート〉部門（サンパウロ　ブラジル）
　　　                    作品：「九想の室」（４周の壁面に２１人のニルヴァーナ系アーティストの行為写真を展示．床に九枚の白紙をマンダラ布置し、これを installation と称した）
                   ｢東方から｣という日本の現代美術紹介の個展シリーズを企画（アキュムラトリィ２画廊　ポズナン　ポーランド）
 
１９７８      第三世界と結ぶ国際展 -人間と自然の復権（東京都美術館　東京）
                              作品：檄
                   ファンシィ・フライト・プロジェクト（国際児童年巡回展　アメリカ）
                               作品：大いなる翼
 
１９７９年      観念美術の創始によりアカデミア・ティベリーナ（ローマ）の永久会員に推挙される。
                    パフォーマンス：｢白鳥よ｣（モント・ゼー湖　オーストリア）
                   個展：「旧作の引用による新作個展」（銀座絵画館　東京）
                              作品：消滅の幟　消滅のチラシ
                  マルチメディア・インターナショナル（サンパウロ大学　ブラジル）
                              作品：九に苦の人類消滅
                  メールアート・日本 -イタリア（関西ドイツ文化センター京都）
                              作品：４の死の人類消滅
 
１９８０      NHK ラジオ「人生読本」出演
                    ｢ラジオで美術作品を発表すること｣
                  「オブジェを消せ」    
                   「瞑想台縁起」
Podio del Mond per Arte( 芸術のための世界の土台石 )（ミッテルブルグ　オランダ）
                             作品：消滅の床
                   第三世界とわれわれ　第二回展（東京都美術館　東京）
                             作品：ああ　大日本帝国
                   第一回国際視覚詩野外展（レシフェ　ブラジル）
                             作品：人類
 
１９８１      3 月美学校最終美術思考工房閉講
パフォーマンス：消滅のチラシ・マンダラ（カティア・ピサロ画廊　パリ）
S：t Petri 画廊１０周年展（ルンド大学芸術史研究所　スエーデン）
         作品：消滅のチラシ・マンダラ
　　         ：向上門　向下門消滅戒対マンダラ
ポートピア・テーマ館芸術展示（ポートピア　神戸）
         作品：やがて死すべき人間は
第２回国際素描展　自意識の迷路（ポーランド）
         作品：魔法陣消滅マンダラ
第２回国際視覚詩野外展（レシフェ　ブラジル）
         作品：人類
公演：キチットオトシマエヲツケレルカ（最終美術思考工房主宰　文京区茗荷谷の寺　東京）
サンパウロ・ビエンナーレ〈ニュークリア〉部門 ( サンパウロ　ブラジル )
         作品：死の寒冷紗マンダラ
 
１９８２      諏訪実業高校定時制を定年退職。
                   ５人の新人達展（岡崎球子画廊　東京）
                   パフォーマンス：Das Sinkenkomplex
イヴェント：ピース　アート　アクション（｢連帯｣の要請により池田湖、原爆ドーム、岡崎球子画廊、諏訪湖にて執行。
個展：Nine Mandalas( メディア画廊　スイス )
「Nine Mandalas」刊行（メディア画廊　スイス）
第一回現代芸術展　滝口修造と戦後美術（富山県立近代美術館）
         作品：旧作の引用による新作・色に導かれて（１９７９）
ARTEDER ’ 82 Musee Internacional de Obra Grafica ( ビルバオ美術館　スペイン )
         作品：Catastrophic drawing
　　                            ：Devouring flames
個展：｢プサイの部屋からの２７個の函｣（１９６２年頃　岡崎球子画廊　東京）
                   国際メールアート展（ソウル国際美術センター　韓国）
                   モザイコ・インタナチョナーレ展（イスピカ　イタリア）
                             作品：金のモザイクに消滅と念写念送
ネオ・ロック　アーモリーショウ　メール・イン（サンフランシスコ　アメリカ）
                             作品：消滅念送
                    消滅チラシ１００分念送 (『ワークエリア』特集号　イタリア )
キリスト、革命／反革命　メールアート展（ブレッシア　イタリア）
                               作品：消滅チラシ２０X３０　念送
メールアート展〈ザ・マジックショウ〉（サンタバーバラ　アメリカ）
                    松澤宥資料展（ギャラリー６１２　東京）
 
１９８３      ウィンドー・ルーム・ファニチャー展（アクシス　東京）
                               作品：Nine Mandalas(１９８２)
DADA in Japan: Japanische Avantgard 1920-1970( デュッセルドルフ美術館　ドイツ )
Art-Hats 展（ギャラリー・ハーレキン・アート　ヴィースバーデン、ベルリン・フェストシュピーゲルギャラリー　ベルリン）
            作品：私は帝王の帽子を履きそして貧民の靴を被る
NHK長野放送｢月曜ロータリー｣出演
講演：芸術の行き着くところ
中華民国国際版画展（台北市立美術館　中華民国）
            作品：Nine Mandalas(1982)
｢松澤宥　ψの函｣（造形社）刊行
個展：｢ψの函とそのオリジン展｣（岡崎球子画廊　東京）
現代美術の動向Ⅱ〈１９６０年代 -多様化への出発〉（東京都美術館　東京）
             作品：プサイの祭壇（１９６１）
マンドラゴラ・アルテ・ポスタル展（リスボン　ポルトガル）
             作品：消滅念送
国際アーティストブック展（ルナミ画廊　東京）
             作品：瞑想ノススメ（プサイの部屋）
 
１９８４      定時制高校常勤講師を辞する。
パフォーマンス：｢海底｣「人類消滅」（Art Gallery of New South Wales、オーストラリア）
パフォーマンス：「われは観念・言語・真言に懐色の法衣を供養するなり」（諏訪湖上　長野）
パフォーマンス：「スワン　ソング　マンダラ」（アートスタジオ　ベルガモ郊外　イタリア）
パリー東京　現代美術交流展（クリスチャン・シュノー ABCD画廊　パリ）
            作品：懐色論
　　            ：消滅の幟、水底観、火底観
Furk’ Art ‘84（フルカ峠　スイス）
パフォーマンス： 消滅の幟、水底観、火底観
個展：「懐色論Ⅱ」（岡崎球子画廊　東京）
現代美術の動向〈１９７０年以降の美術 -その国際性と独自性〉
（東京都美術館　東京）
             作品：カタストロフィ・アートすら
　　             ：海底よ（２２２２）
　　             ：私の死
　　             ：フォッサマグナ水没式
　　             ：この一枚の白き和紙の中に
パフォーマンス：スワン　ソング　マンダラ、　海底
 
１９８５      プロセスと建築（ブリギッテ・マーチ画廊他　ドイツ）
                                 作品：海底
                   パフォーマンス：海底（ケーニッヒ・プラッツにて）
                    平和の芸術展（ハンブルグ芸術協会　ドイツ）
                   ７０年代コンセプチュアルアート展（鎌倉画廊　東京）
筑波国際環境造形シンポジウム ‘８５（筑波研究学園都市　茨城）
パリー東京　現代美術交流展（有楽町朝日ギャラリー　東京）
             作品：懐色論
             パフォーマンス： 懐色論
第一回 JAPAN牛窓国際芸術祭（牛窓　岡山）
             作品：ψの蔵
             パフォーマンス：海底
Reconstrucion:Afant-garde Art in Japan 1945-1965( オクスフォード美術館　オクスフォード　イギリス )
Artists’ books: Japan( フランクリン・ファーネス　ニューヨーク )
Artists’ books: Japan( フジテレビギャラリー　東京 )
             作品：プサイ函（１９６９）
個展：「ESHIKI-RON Kasaya」（ブリギッテ・マーチ画廊　シュトゥットガルト）
 
１９８６      個展：「ψの部屋から -九から球へのお便り」（１９６０年頃　岡崎球子画廊　東京）
                   パフォーマンス：海底（ART COM　サンフランシスコ）
現代の美術　東京都美術館新修像作品を中心に（東京都美術館　東京）
第２２回今日の作家展 ‘８６〈現代美術の黙示録１魂の深層から〉（横浜市民ギャラリー　横浜）
             作品：懐色論Ⅱ
　　             ：水と火
　　             ：あなたの余命
　　             ：パイロファイル -パロルス・パロルスの卵
              パフォーマンス：懐色論Ⅲ
神奈川｢芸術 - 平和への対話｣展（大倉山記念館　横浜）
              パフォーマンス：水と火
              作品：ヒトを絶滅させる人（カタログに掲載）
SOLITUDE-ECHOS Schloss Solitude-Plan und Projekte( ブリギッテ・マーチ画廊　ソリチュード城　ドイツ )
              作品：ESHIKI-RON Kasaya Ⅸ
Japon des avant-gardes 1910-1970( ポンビドーセンターパリ )
              作品：世界改造に関するプサイ本の周辺その他チラシ
 
１９８７      Nihon no Matsuri( サンフランシスコ近代美術館　アメリカ )
                                 パフォーマンス：アフター・マン　人類以後
                   時代精神建築（ヴォルフスブルグ市立美術館　ドイツ）
             パフォーマンス：海底、火底、人類以後（マドリッド現代美術館　スペイン）
個展：「第一回 JAPAN牛窓国際芸術祭　参加作品より」（なるせ村田画廊　町田）
             作品：水と火
　　             ：九から球へのお便り
             パフォーマンス：海底
 
１９８８      藤原和通｢音｣についての展覧会（岡崎球子画廊　東京）
                                作品：量子芸術による藤原和通のオト
                   ベルリン - 東京　現代美術交流展（ベベルカ画廊　ベルリン）
                                作品：量子芸術宣言一
　　                                ：私の死（１９７０）
　　                                ：奥山密儀（１９７０）
　　                                ：天の空へ向けて両心臓を飛ばす（１９７１）
　　                                ：この一枚の白き和紙の中に（１９７６）
　　                                ：白鳥よ（１９７９）
　　                                ：フォッサマグナ水没前兆式（１９８４）
　　                                ：海底へ（１９８５）
　　　 　                     　：無へ（１９６９）
　　                                ：卵さえも（１９８６）
　 　　                            ：この作品は
　　                                ：この宇宙は
                                 パフォーマンス：海底、火底、アフターマン　人類以後
                    白州・夏・フェスティバル（白州　山梨）
                                 パフォーマンス：フォッサマグナのど真ん中で
                    個展：「量子芸術宣言一」（岡崎球子画廊　東京）
                                 作品：（ベルリン展に同じ）
                    ｢量子芸術宣言　芸術のパラダイムシフト｣刊行（岡崎球子画廊）
音叉　Kazuo Katase-Yutaka Matsuzawa(ヴォルフスブルグ市立美術館　ドイツ )
              作品：懐色論Ⅴ
ART COLOGNE22( ケルン見本市会場　ドイツ )
ブリギッテ・マーチ画廊ブース
              作品：海底
 
１９８９      CONCEPT ART(Stalke Gallerie コペンハーゲン、ブリギッテ・マーチ画廊　シュトゥットガルト他 )
                                  パフォーマンス：人類消滅（Old Student House ヘルシンキ、Konsthogskolan ストックホルム、Stalke Gallerie コペンハーゲン）
                                  作品：Nine Meditation and Notifications( 九つの宣言　告示 )（Contemporary Artists 第３版に発表）
 
１９９０       神奈川県湯口沢に瞑想台が遷る。
                   個展「（量子芸術へ向けて）方便九」（岡崎球子画廊　東京）
                 「（量子芸術へ向けて）方便九」刊行（岡崎球子画廊）
                  Art meets Science and Spirituality in a changing Economy
                  ( フォードル美術館　アムステルダム )
                                  パフォーマンス：消滅の幟、水底、火底、卵
                  パフォーマンス： 消滅の幟、水底、火底、卵（シュルスアカデミー　ドイツ）
                  個展：｢ツインルーム｣（ブリギッテ・マーチ画廊　シュトゥットガルト）
                  個展：「EXPEDIMENT 9」（ブリギッテ・マーチ画廊　シュトゥットガルト）
                  パフォーマンス： 消滅の幟、水底、火底、卵（湯口沢瞑想台　神奈川県）
 
１９９１      エリック・サティの夕べ（金子昭二主宰　下諏訪）
                   パフォーマンス：ナッシング・ストリーマー（No place, nowhere)
                   パフォーマンス：｢人類消滅｣（村岡三郎執行　タクラマカン砂漠２箇所）
 
１９９２      個展：「量子芸術宣言」（岡崎球子画廊　東京）
                                   作品：ここの２本のψの柱
                   ｢量子芸術宣言｣刊行（岡崎球子画廊）
                  一個からの光（岡崎球子画廊　東京）
                                   作品：ここの２本のψの柱
　　                                   ：量子芸術のために
      　　　　７０年代日本の前衛（ボローニャ市立近代美術館　イタリア）
　　　　　　　　　　　作品：私の死（１９７０）
　　　　　　　　　　　　　：この一枚の白き和紙の中に（１９７６）
　　　　　　　　　　　パフォーマンス： 消滅の幟、水底、火底、卵
『悲しむべき空白』の時代にあって・・美術家は戦争と如何に関わって来たか・・（砂盃ベルイマージュ美術館　群馬）
　　　　　作品：白色円形根本絵画（１９６９）
　　　　　　　：人類よ消滅しよう行こう行こう（墨書とチラシ）
　　　　　　　：世界平和のための８条　１０１０アピール
　　　　　　　：パイロファイル -パロルス・パロルスの卵
　　　　　　　：白鳥の歌
　　　　：非感覚絵画（仮称）の端緒の発見に就いての簡単　　な報告（１９６４）
　　　　：プサイ函
　　　　：量子芸術宣言パフォーマンス写真１０点
　　　　：松澤宥　プサイの函（造形社）
　　　　　　ジョン・ケージ　メモリアル（清里現代美術館　山梨）
　　　　　　エッセイ：二つの虚の出会い
FORCE SIGHT( ブリギッテ・マーチ画廊企画　プレステネック城　ドイツ )
作品：ESHIKI-RON Kasaya
 
１９９３ 　　こめかみを射る風展（シュルレアリスム絵画の７０年）（砂盃ベルイマージュ美術館　群馬）
　　　　　　絵画作品一点
　　　　　　ボローニャ展帰国記念　７０年代２本の前衛　抗争から内なる葛藤へ（世田谷美術館　東京）
　　　　　　　　　　　作品：私の死（１９７０）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　：この一枚の白き和紙の中に（１９７６）
　　　　　　　　　　　パフォーマンス： 消滅の幟、水底、火底、卵
　　　　　　無償性+無名性展・・戦後美術・小前衛画廊の軌跡によせて・・（砂盃ベルイマージュ美術館　群馬）
　　　　　　絵画作品２点
　　　　　　対話展：｢松澤宥 +村岡三郎〈精神と物質〉｣（岡崎球子画廊）
　　　　　　　　　　　作品：量子芸術序
　　　　　　『戦後美術』の出発展・・人間存在の根源的な追求のために・・（砂盃ベルイマージュ美術館　群馬）
　　　　　　絵画作品 1点
　　　　　　一個からの光（岡崎球子画廊　東京）
　　　　　　　　　　　作品：量子芸術はメタ宗教科学に至る
　　　　　　　　　　　　　：二二万光年の差異の波動さえも
　　　　　　個展：「ミメントゥ・モーライ　死を念え」（山口県立美術館　山口）
　　　　　　　　　　　作品：量子芸術序、破、急他
　　　　　　　　　　　パフォーマンス：これら二本の柱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：懐色論Ⅶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：消滅の幟
 
１９９５ 　　戦後文化の軌跡　１９４５－９５（目黒区立美術館、広島市現代美術館、兵庫県立美術館、福岡県立美術館）
　　　　　　　　　　　作品：消滅の幟、水底、火底、卵
　　　　　　一個からの光（岡崎球子画廊　東京）
　　　　　　　　　　　作品：極北で
　　　　　　個展：「松澤宥〈第１５回オマージュ瀧口修造〉」（佐谷画廊　東京）
　　　　　　　　　　　作品：プラックボックス４函
　　　　　　　　　　　　　：緋と白１０１０　９巻
　　　　　　　　　　　　　：世界改造に関するプサイ本の周辺（１９６３）
　　　　　　　　　　　　　：文字マンダラ（１９８２）
　　　　　　　　　　　　　：白鳥よ（１９７９）
　　　　　　　　　　　　　：Furk’ Art ’ 84 消滅の幟、水底、火底、卵
　　　　　　パフォーマンス：レシタティヴ　パフォーマンス（ピンクのチラシを配布）
　　　　　　作品：量子芸術超公案２
　　　　　　インターナショナル　スカラプターズ　シンポジウム（ULUDAG大学　ブルサ　トルコ）
　　　　　　　　　　　作品：量子遷移
　　　　　　　　　　　パフォーマンス：人類消滅（消滅の幟、水底、火底、卵）
　　　　　　物質・生命・消滅のためのトライアル・・４０億年の生命の歴史の中で考える・・（砂盃ベルイマージュ美術館　群馬）
　　　　　　　　　　　作品：海底（１９８６）他
　　　　　　第一回一作展（ミュセウム・ハウス・カスヤ　横須賀）
　　　　　　　　　　　作品：量子芸術宣言（本）
 
１９９６　　日本の美術 -よみがえる１９６４年（東京都現代美術館　東京）
　　　　　　　　　　　作品：プサイの死体遺体（チラシ１９６４）
　　　　　　個展：「量子芸術宣言　四」（岡崎球子画廊　東京）
　　　　　　量子芸術に就いて　１８０６-プサイ亀と死んだ水うさぎ -（北澤一伯企画　旧日本通運事務所　辰野）
　　　　　　ヴァニシングス：水底、火底、卵
　　　　　　蛇の黙示録（金子昭二主宰　オーリアド　辰野）
　　　　　　弁天海港佐久島　開港パーティ（一色町佐久島　愛知）
ヴァニシングス／プレゼントディ「プサイ白紙マンダラ一対」
瀧口修造文庫ポスターコレクション展（多摩美術大学付属美術館　八王子）
 
１９９７ 　　新春　墨書のハーモニー（駒ヶ根高原美術館　長野）
　　　　　　念画を参考作品として出品
個展：｢スピリチュアリズムへ・松澤宥１９５４－１９９７｣（斉藤記念川口現代美術館　川口）
 


