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デザインと産業の結合

チャイナファッションウィークは、中国服装設
計師協会（“設計師”とは中国語でデザイナー）と
チャイナファッションウィーク組織委員会が主催
する国内では最大規模のファッションイベント。
中国ファッションのレベルアップが目的であり、
そのためにデザイナー、企業をはじめとする関係
者に［PROPER TIME］［RIGHT PLACE］［WISE
CHOICE］を提供する場である。1997 年にスター
トし今年で 10 周年を迎えるが、中国のファッショ
ン業界の 10 年というのは、まさに中国で“ファッ
ション”が生まれ育ってきた過程でもあるのだ。
主催者の中国服装設計師協会は、もともと中国

工業設計協会内の服飾専業委員会からスタートし
たもので、当時は一部の学校関係者、服飾研究所、
芸術・劇団などの美術関係者が集まり自然発生的
に生まれたものであったという。その後の中国フ
ァッション産業の発展と会員たちの尽力により、
現在では中国を代表するデザイナーとなった張肇
達などの当時の新進気鋭の若手デザイナーたちの
参加や、新しい活動が増えていった。こうした中、

1997 年 12 月に“デザインと産業の結合”をテーマ
に“第 1 回中国服装デザイン博覧会”としてスタ
ートしたのが、チャイナファッションウィークの
始まりである。翌年 1998 年 4 月の中国国際服装服
飾博覧会（CHIC）にも参加し、この際トライアル
でショー形式のコレクション発表を行った。この
試みが非常に大きな反響を呼び、これをきっかけ
に名称を“中国時装週”と改めたそうだ。その後
の国際ブランドや海外デザイナーの参加にともな
い 2000 年に正式に名前を“中国国際時装週”とし
た。
1997 年から 2001 年までは、“デザインと産業の

結合”“流行と産業の拡大”“ブランドとデザイナ
ー”“ファッション技術と芸術の表現”“民族文化
と国際ファッション”という毎年異なるテーマを
設けて開催してきたが、2002 年からは“品牌
Brand”“時尚 Fashion”“創新 Innovation”をメイ
ンテーマに確定。さまざまな検討や改善を加え現
在では以下の 6 つの大きな活動がイベントの中心
となっている。

China News
チャイナファッションウィーク

横川美都（よこかわみと）
研究員

1997 年東京女子大学卒業。新卒で入社したアパレルメーカーでは、中国貿易と生産管理を
担当。1999年より 2年間青島に駐在後、北京へ留学。その後、上海にて日系企業の事務所
立ち上げに関わり、アパレル関係のコンサルティングを行う。2005年 12月から現職。

2006年 11月 15日から22日まで、北京で中国国際時装週2007春夏系列CHINA FASHION WEEK

Spring Summer Collection（以下“チャイナファッションウィーク”）が開催されました。チャイナファッ

ションウィークは、中国で最大規模のファッションイベントと言われています。今回は、内外から35名の著

名デザイナー、34のブランド、500 名以上のモデルが参加する 36のファッションショーが行われただけ

でなく、5 つのファッション関係のコンテストやファッション関係の有識者が参加する討論会、服飾関係

の学校が主催するショーなども行われました。また、内外メディアの 500 以上の記者が会場に訪れたと

のこと。

北京飯店と中国大飯店という中国でもトップクラスの 5星ホテルを会場に行われたチャイナファッション

ウィークの様子をご紹介いたします。

海外動向〔中国動向〕
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1．時装芸術 Fashion Art
――著名デザイナーのコレクション

2．流行　　Fashion Trend
――著名ファッションブランドの新作コレクション

3．新人新秀 the Novas
――冠スポンサーの付いた各種コンテスト

4．権威話語 Authority Release
――国内外のメディア向けレセプション

5．行家論道 Experts Seminar
――北京国際ファッション討論会

6．時尚盛典 Fashion Ceremony
――中国ファッションアワード

中国服装設計師協会主席であり、ファッション
ウィーク組織委員会の主任でもある王慶氏はファ
ッションウィークは 3 つのサービスを提供するも
のとしている。つまり、産業の促進、企業のブラ
ンド戦略のサポート、そして実際の消費につなげ
る、というものだ。そのために、一度に 700 ～ 800
人を収容できる会場を利用し、コレクションの発
表を行う。そこに招待されるのは主に業界内の関
係者たちであり、内外の有名メディアである。多
くのマスコミを利用することで、ファッションウ
ィークの情報を業界内だけではなく、より分かり
やすく消費者が喜ぶコンテンツとして外に流して
いくようにする、そうすることで業界内と消費マ
ーケットを緊密に結び付けられるという。また、
理論と現実、製品と情報、経済と文化、生産と消
費、国外と国内との緊密な融合を図り、公共性の
あるステージを作り上げていくことを、今後の目
標としているということだ。

ファッションウィーク期間中のイベント

今回、ファッションウィークが開催されていた 8
日間北京に滞在をし、半分以上のイベントに参加
したが、単純なファッションショーだけでなく
様々な形式のイベントが行われており、非常に面
白かった。その中からいくつかを具体的にご紹介
したい。
2日目に開催されたインナーウエアのデザインコ

ンテスト“欧迪芬 Odifen”杯は、非常にレベルの
高いコンテストであった。中国の大手インナーブ
ランド欧迪芬 Odifen がスポンサーとなった本コン
テストは今回が 2 回目。毎回、中国文化を主題と
しており今回は“清風雅韵”がテーマ。清朝の伝
統をデザインの要素に取り入れることを条件とし
ている。全国から職業デザイナー、学生を主とし
て 976 名の応募があり、事前選考を経て当日は 29
名の作品がプロのモデルにより披露され、金賞 1
名、銀賞 2 名、銅賞 3 名が選ばれた。金賞を受賞
したのは四川美術学院の学生、李賽萍さんで、作
品名は“古韵佳人”。黒を基調としたそのデザイン
は中国清朝時代の下着の伝統的な形式を踏まえつ
つ、現代人の生活習慣と要求、さらに下着の効能
と快適性をふまえ、図案には清代の官衣に多く用
いられたモチーフを使っていると評価をされた。
受賞者 5 名がすべて学生であることと、各作品の
完成度の高さに驚いた。
また 3 日目に行われたスポーツブランド喬丹

Qiaodan の主催するスポーツウエアのデザインコ
ンテストも興味深かった。もともとカジュアルウ
エアの需要の高い中国のスポーツウエア市場は、
2008 年の北京オリンピックに向けてさらに活気を

天安門から続く建国門大街に面する北京飯店の入口に
は、大きな垂幕

中国大飯店の会場前には、ファッションイラストコン
テストと、ディスプレイフォトグラフコンテストに参
加した選手の作品が展示されていた

ファッションショーや式典の会場と
なった北京飯店バンケットホールの
入口

海外動向
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増してきている。こうした状況の中、スポーツシ
ューズを生産していた喬丹（中国）有限公司はス
ポーツウエアビジネスに転換を図っており、今回
のコンテストを主催することで自らの存在を強く
アピールすることを狙ったのであろう。初回とい
うこともあり、デザイナー 24 名の作品の中には
「どこがスポーツウエア？」と思うようなものもい
くつかあったが、金賞を受賞した中国大手水着メ
ーカー浩沙HAOSHA のデザイナーがデザインする
スキーウエアは、実際に店頭に並んでいたら手に
取りたくなるような作品だった。また、参加者の
半数以上が学生というのも将来を期待できると感
じた。受賞式の際に、喬丹の董事長が「中国スポ
ーツカジュアルウエアの消費マーケットは非常に

大きい。しかし、海外ブランドに比較し中国企業
には優秀なデザイナーが不足しており、長期にわ
たって海外ブランドにマーケットを独占されてい
る。このコンテストを通して若いデザイナーが育
ち、中国独自のスポーツカジュアルウエアがレベ
ルアップすることと、世界に向けて広がっていく
であろう未来に期待をし、貢献していきたい」と
コメントしていたことも印象的であった。

ビジネス界と教育界の強い連携

ファッションビジネス界だけではなく、ファッ
ション教育界からの参加もファッションウィーク
の特徴であろう。中国大飯店で行われた北京服装
学院の教師によるショー“先・鋒――Cutting Edge”

“欧迪芬”杯の金賞受賞作品“古韵佳人” 29名の入賞者と金賞受賞者（中央）

スポーツウェア・デザインコンテストの金賞受賞作品「龍族」

銀賞受賞作品。ドラゴンが
モチーフとしてデザインに
組み込まれていた

チャイナファッションウィーク
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もそのひとつ。北京服装学院は数年にわたり卒業
制作発表などを行っているそうだが、今回は学院
で教鞭をとる 20 名の教師が自らの作品を合同で発
表した。学校と業界のふたつの現場から多くの参
観者があり、マーケットと学校との相互交流を進
める上で非常に効果的であろう。また、会場では
多くの学生がスタッフとして働いており（恐らく、
各教師の準備段階から手伝いをしているのであろ
う）彼らにとっても非常によい経験になったこと
は間違いない。
また、第 3 回北京ファッション討論会のひとつ

で、中国ブランド派克蘭帝が冠スポンサーとなり
『プレタポルテ・ブランドは流行を追うべきか？個
性を追求するべきか？』をテーマに中国人民大学
と北京服飾学院の学生代表が行ったディベート大
会も、教育界を巻き込んだイベントである。北京
服装学院の教師は「ファッションデザインを学ぶ
学生たちは普段の学習時に、思考面を深く探求す
ることがほとんどない。しかし、今回のディベー
ト大会に向け準備をするにあたり、さまざまな問
題を深く探求するというチャンスに恵まれた。ま
た、学生たちは普段から“ファッションは個性”
とは言ってはいるが“個性”とは何かをはっきり
と自覚していなかった。この討論の準備のために
“個性”について、改めて考えることとなったと思
う。彼らは卒業後、ファッション業界で仕事をす
ることになるだろうが、深い思考的な探求の経験
は今後社会に出た後、彼らにとって非常によい経
験になるはずだ」とコメントしている。

海外ブランドが参加する意義

今年の海外からの参加は、イタリア・ロシア・
日本・フランス。特に今年はロシアファッション
ウィークに参加することが決定したこともあり、
19 日はロシア・デイとして 5 人のロシア人デザイ
ナーのショーが行われた。日本からの参加はデザ

イナーとしては田山淳朗氏だけであったが、日系
企業の資生堂が現地ブランド AUPRES を冠名とし
たメイクアップ・デザインコンテストを、東レ中
国がブランド TOREX を冠名としたファッションア
ワードのレセプションパーティーを行い、スポン
サーとして参加した。海外企業がスポンサーとし
て参加するのは今回が初めてだという。
1週間、北京飯店と中国大飯店を日に何度も往復

しながら、たくさんのショーを見ることができた。
2カ所の会場は 700 人以上は収容できるような大き
なものであったが、毎回、席がなく立見が出て大
騒ぎになるため、警備員が注意を促す程であった。
会場を訪れるのは、デザイナー、アパレル企業関
係者、メディア、バイヤー、代理商、芸能人、政
府及び関係組織の指導者や関係者、そして、ファ
ッションを学ぶ学生たち。そして、イベントの様
子は CCTV（中国中央電視台）をはじめとする各
TV 局でも取り上げられ、服飾関係の新聞ではすぐ
に記事になっていた。間違いなく、中国ファッシ
ョン業界において最も注目度とレベルの高いイベ
ントであろう。中国服装設計師協会の常務副秘書
長である楊健氏に話を聞く機会があったが、「中途
半端な広告を打つよりも、ファッションウィーク
に参加するほうが何倍も宣伝効果がある」とコメ
ントしていたことも納得できる。
海外ブランドが参加することの意義は？と質問

したところ「あるイタリアのブランドは中国マー
ケットに参入する前に、比較的規模の小さなショ
ーをファッションウィークで行った。すると、す
ぐに中国での総代理をしたい、という企業が見つ
かった。この中国企業と出会ったことで彼らは非
常にスムーズに中国マーケットに参入できた。彼
らはその後も PRも兼ねてショーを行っている。中
国では無名のブランドやデザイナーにとって、中
国の業界内に名前を知らしめる非常に良いステー
ジになると思う」との答えがあった。

北京服飾学院教師によるショー。会場では多くの学生が手伝いをしており、熱気ムンムン。最後に教師たちがステージに現れると客席から「○○先生!!!」
と歓声が上がった
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チャイナファッションウィーク

〈所感〉

一言で“ファッション業界”といっても関わる
関係者は、デザイナー、企業、メディア、学校、
モデル、ヘアメイク、そして政府関係機関と幅広
く、なかなか横に繋がりにくい。そこに、一般消
費者が加わればなおのことだ。しかし、チャイナ
ファッションウィークは 10 年の歳月をかけてこれ
らをひとつにまとめたイベントを作り上げてきた
と実感した。ひとつひとつのショーのレベルは完

成度の非常に高いものから、まだまだと感じるも
のまであったが、全体として上手くプロデュース
していると思った。今後、海外からの参加がさら
に増えていけば、面白いことになるであろう。ま
た、北京で行われているせいか、中国の伝統的な
文化がそれぞれの作品のデザインに色濃く反映さ
れていたことが、今まで上海で見てきたショーと
の大きな違いであった。

イタリアからの参加RAFFAELLA CURIEL。
共同デザイナーである娘とともに

ロシアから参加の JULIA DALAKIAN。非常に繊細なデ
ザイン

同じくロシアの YULIA NIKOLAE-
VA。ステージにグチャグチャにし
た新聞を敷き詰めるという演出は、
中国の人にとっては新鮮だったよう

唯一日本から参加した田山淳朗。昨年に続き 2度目の参加

資生堂がスポンサーとなったヘアメイクアップコンテスト 東レ中国主催のレセプション。最優秀モデルにノミネ
ートされたモデルたちが、選考委員やメディアに向け
て最後のアピール
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最終日ファッションアワードの式典に先立って行われ
た白領WHITE COLLARのショー。まさに豪華絢爛

ファッションデザイン金賞を受賞し
たデザイナー　　のコレクション

ブランド大賞を受賞したブランド漢武の武兄弟のショー。
ラストはステージに設けられたW（武は中国語でWu
と発音）の文字にモデルたちが登ってポーズ

レディースに比較し、まだまだレベルの低いメンズファッション。ブラン
ド大賞で該当ブランドがなかったのも納得の結果

田山淳朗氏がデザインの総監督を務める中国ブランド漢帛 HEMPEL。洗
練された（見ていて安心できる）ショーになっていた

ブランド大賞でスタイルデザイン賞を受賞した若手デザイナー祁剛のコレクション。ファッションショーというより、中国の映画を見ているようなショ
ーであった。恐らく今回のショーの中で芸能界などからの著名人も含め観客が最も多かった。デザイナー自身、かなり個性的なキャラクターのようだ
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チャイナファッションウィーク
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11 月 22 日、最終日の夜の中国ファッションアワード受賞式典で受賞したのは以下の通り

1、中国ファッションアワード

2006 年度最優秀
レディースブランドデザイナー：梁子
メンズ ：曾鳳飛
メーキャップアーティスト ：張
ファッションカメラマン ：張燕輝　
ファッション評論家 ：銭丹丹　
女性モデル ：莫万丹
男性モデル ：張信哲

2、中国国際ファッションウィーク・ブランド大賞

2006 年度最優秀
メンズウエアデザイン賞 ：なし
レディースウエアデザイン賞：YISHION･S（劉洋）、漢帛（田山淳朗）、漢武（武学偉、武学凱）、傑施（施傑）
ドレス（礼服）デザイン賞 ： 瑰坊（郭　）、S･S（楚長文）、 RAFFAELLA CURIEL（イタリア）
スタイルデザイン賞 ：祁剛

3、第12回中国優秀デザイナー10名：

張虹宇、施傑、張維国、劉勇、洪金山、蔡美月、周慶亜、万明亮、 楠、楊子

4、第9回中国優秀モデル10名：

莫万丹、劉巾薇、単靖雅、李亜紅、肖青、謝斐渊、韓　、張梓琳、苑園、趙晨池

5、第10回中国ファッションデザイン金賞：

（“欧柏蘭奴”ブランドデザイン総監）

前列中央の女性が 最優秀男性モデル張信哲と同女性モデル
莫万丹。




