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鈴木康広「見立て」の実験室 
SUZUKI Yasuhiro’s Mitate Laboratory

2014.9.13–11.24

「見立て」とは「これは何かと似ている」など、
あるものを別のものとして認識し、表現する技
法である。鈴木康広は船の航跡をファスナー
に、剣玉の赤い玉をリンゴに見立てるなど、見
慣れたものや現象を独自の視点で捉え、世界
の見方を広げる作品を発表している。展覧会準
備中に鈴木が構想をまとめた絵には、円形の美
術館の建物が同心円状に層を重ねて描かれて
おり、ドイツ語で「木の菓子」の意味を持つバウ
ムクーヘンに見立てられている。いくつもの層
は開館以来の年月、開館10周年という節目、訪
れた人それぞれの経験や思い出にも見えてく
る。「実験室」と名付けた展覧会では、作家の鈴
木を「室長」、そして作家とともに実験室を立ち
上げ、運営するプロジェクト・メンバーを「研究
員」と呼び、見立てをテーマとするさまざまな活
動を実施した。本展は鈴木の創作視点をきっか
けに、研究員や来場者といった「みんな」の「も
のの見方や捉え方」が交わる場となった。

（吉備久美子）

Mitate is the technique of recognizing and 

representing one object as another, such as 

when we think, “This reminds me of something.” 
Suzuki Yasuhiro likens a boat’s wake to a 

zipper or the ball of a kendama cup-and-ball 

to an apple, reinterpreting familiar objects 

and phenomena from his own perspective 

and helping expand our perceptions of the 

world. In the drawings that Suzuki produced 

during the planning of this exhibition and 

that summarized his ideas for it, the circular 

museum building was shown with multiple 

layers forming concentric rings, likening it 

to a Baumkuchen, which in German means 

“tree cake.” The multiple layers could also be 

interpreted as representing the time passed 

since the museum’s opening, the museum’s 

10th anniversary, or the experiences and 

memories of the people who have visited it. 

In line with the title “Mitate Laboratory,” the 

exhibition included a range of activities on 

the theme of “mitate,” with Suzuki assuming 

the title of “lab leader” and the project mem-

bers who started up and ran the laboratory 

together with the artist assuming the title 

of “lab members.” Following the exhibition, 

the laboratory became a place where lab 

members, visitors, and “everyone” actively 

exchanged thoughts and ideas, guided by 

Suzuki’s creative vision.

(KIBI Kumiko)
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鈴木康広《バウムクーヘンの美術館》 2014年

オープニング・プログラム《大きな空気の人》あらわる！

デザインギャラリー：展示風景

SUZUKI Yasuhiro,  Museum of Baumkuchen, 2014

Opening Program: Appearance of Large-sized Aerial 

Being

Design Gallery: Installation view

2, 3. photo: KIOKU Keizo

1. 

2.

3.

1.

2.

3.



43

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

2014年9月13日–11月24日   

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：13,261人

（ただし週末プログラムの参加人数として）

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］　

協賛：株式会社資生堂　

出品作家：鈴木康広

ドキュメント：『鈴木康広「見立て」の実験室』

金沢21世紀美術館、2015年

14.5×10.5 cm、120p.

見立て4コマ新聞付き（縮刷版）、950円（税込）

ISBN: 978-4-903205-47-2

巡回なし

企画・構成：吉備久美子

関連企画

◇オープニング・プログラム《大きな空気の人》

あらわる！（2014年9月13日、広場）

◇週末プログラム「研究員と見立ての実験をしよう」

（2014年9月13日–11月24日の金、土、日、祝日の各日

14:00–17:00、デザインギャラリー）

◇「鈴木隊長と行く！まるびぃ見立て隊」

（2014年10月25日、デザインギャラリー、交流ゾーン、広場）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定

「おしゃべり『見立て』ツアー」

（2014年10月25日、プロジェクト工房、デザインギャラリー）

◇オープンラボ  「見立て」の文化祭

（2014年11月3日、プロジェクト工房）

◇クロージング・プログラム　金沢「見立て」学会

（2014年11月24日、レクチャーホール、デザインギャラリー）

2014.9.13–11.24  

Venue: Design Gallery

Ticket Price: Free

Number of visitors: 13,261 (as the number of 

participants for weekend program)

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In Cooperation with: SHISEIDO　

Artist: SUZUKI Yasuhiro

Document: SUZUKI Yasuhiro’s Mitate Laboratory, 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2015

14.5 × 10.5 cm, 120p. with reduced edition of 

Mitate Journal by Four-Frame Cartoon, 

¥ 950 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-47-2

Curator: KIBI Kumiko

鈴木康広「見立て」の実験室
SUZUKI Yasuhiro’s Mitate Laboratory


