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ヒキタさんの職業を一言で紹介することは難し
い。メイクアップアーティスト、スタイリスト、
ライター、コーディネーター、ステージ監督、そ
して、雑貨ショップ『水玉上海』のオーナー…。
ひとつ言えることは、初めて上海に足を踏み入れ

た 1993 年から“ファッション”“ビューティー”
というキーワードをもって、上海の怒涛の変化を
非常に身近（“身近”と言うより“渦中”と言った
ほうがふさわしいかもしれない）に体験してきた
ことであろう。

海外動向〔中国業界動向〕

China News

変化の街、上海に魅せられて
―上海滞在16年、ヒキタミワさんインタビュー―

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年から 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。

2004 年、筆者が上海に来たばかりの頃、上海生活が比較的長い数名の日本人から、「上海でファッ

ション関係の仕事をするのなら、ぜひ、会っておくべき人」と言われた女性が、今回ご紹介するヒキタミ

ワさん。その後も、いろいろな場所でお名前を聞いたり、ブログを拝見させていただいたりしていたので

すが、なかなかご本人にお会いできずにいました。やっと昨年になって、共通の知人を通じてお会いする

ことができました。

今回は、上海滞在 16 年目になるヒキタさんへのインタビュー、ご本人が撮り続けてきた貴重な写真と

ともに、上海のファッションを中心としたカルチャーシーンの変化の歴史を紹介します。

96年 2月、虹橋区にある虹橋賓館から撮影した上海の街の様子。ヒキタさん
は、96～ 97年の 1年間、毎月 1回同じ場所で撮影をしていたそう。このこ
ろは、高架道路の建設の真っ最中。
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ヒキタさんが最初に上海を訪れたのは 1993 年 9
月、1年間の語学留学がその目的であった。中国上
海を選んだ理由は、どうしても中国語を勉強した
いというより、「とにかく海外に出たい」→「アメ
リカは学費も高いし、英語をやっている人も多い」
→「一番近い中国なら学費も安いし、中国語を
やっている人も少ない」→「そう言えば知合いに
中国人がいる。彼女は上海出身だ」→「そうだ、
上海に行こう」ということだった。「強いて言えば
中華雑貨が好きで、上海に行ったら大好きだった
雑貨ショップ“大中”の世界が広がっているので
は？と思ったことくらい」。
この頃の上海の状況と言えば、淮海路の華亭伊

勢丹が 1993 年 6 月にオープンしたばかりで、“お
しゃれ”や“ファッション”というものの芽が
やっと吹き始めたかなという時代。当時、街では
ボロボロになるまで使い古した伊勢丹のペーパー
バッグを嬉々として持って歩いている人を多く見
かけたそう。筆者は 94 年の夏に旅行で初めて上海
を訪れたのだが、その時も、上海人のおばさんが
自慢げに連れて行ってくれたのが華亭伊勢丹だっ
たことを憶えている。
一般の女性は全くお化粧をしないような当時の

上海で、ヒキタさんの留学生活がスタートした。
「最初から 1 年で日本に帰ることは考えていなかっ
た。たった 1 年で言葉なんて習得できる訳ないぞ、
と留学を終えて帰っていくクラスメートを見送り
ながら結局 1 年半大学に通いました」。大学での語
学勉強のかたわら、94 年の初めから（株）三愛の上
海事務所で週 3 回のバイトを始めた。「たまたま、
クラスメートに三愛と商売をしている商社の駐在
員がおり、アルバイトを探していた三愛さんを紹
介されたのです」「このころの上海人は“おしゃれ”
とは程遠かったのですが、強い憧れを持っていま
した。ですから、日本から来た若い女の子、とい
うだけで“すご～い”という感じで流行の最先端
にいると思われていたのです」。当事、伊勢丹など
で婦人アパレルの販売をしていた三愛で、ヒキタ
さんは店頭ディスプレーなど販売関係の仕事や、
企画デザインなどの仕事をさせてもらったそうだ。
また、1994 年春に創刊されたばかりのファッ

ション誌『HOW好』の読者モデルに応募。『HOW好』

は創刊当初の数年は日本側で編集を行っていたこ
ともあり、日本人であったヒキタさんはモデルと
して即採用されただけでなく、隔月、スタイリン
グのために日本から来ていた編集者に「ヒキタさ
んならできるんじゃない？」と言われ、スタイリ
ングの仕事を始めることにもなったのである。こ
れが、ヒキタさんの上海でのスタイリストとして
の第一歩である。（ちなみに『HOW好』の編集は
途中から完全に上海に移行、2004 年に筆者が上海
の編集部とコンタクトを取り始めたときにはすで
に現地化していた。海外雑誌のコンテンツが半分
を占めるファッション誌の中では貴重な存在で
あったが、残念ながら 08 年に廃刊）
「スタイリスト」という言葉自体が存在しなかっ
た上海で、94 年から 95 年にかけて『HOW好』な
どの国内で発行されるファッション雑誌を中心に
仕事を続けていたヒキタさん。ある時、日系広告
代理店からキリンが中国での新製品発売に際して
ポニーキャニオンからデビュー予定の 3 人の中国
人女性をイメージキャラクターにプロモーション
をすることになったので、広告撮影のスタイリス
トとして現場に立ち会って欲しいという依頼が
あった。無事に撮影を終えたある日、上海の街で
偶然にポニーキャニオンの担当者と出会ったので
ある。そして、この時に「彼女たちのデビューに
際してのスタイリングをトータルでやってみない
か」という話を持ちかけられた。こうしてヒキタ
さんは彼女たちの CD ジャケット撮影から各地で
のプロモーションに同行することになるのだが、
現場でヘアメイクをできる人がおらず「じゃあ、
私がやります」ここにヘアメイクアップアーティ
ストとしてのヒキタさんが誕生することになった。
こうして、スタイリストの仕事を 2000 年くらいま
でを中心に、そしてヘアメイクに関しては 2004 年
まで「ビッチリやっていました。上海のMTVの司
会者のスタイリングからヘアメイクまですべてを
手がけていた時期もありました。日系の広告代理
店からの依頼もありましたが、ほとんどが現地の
仕事。一方で、これらの仕事とリンクするように
01 年頃からコーディネーターという仕事が増えて
きました」。

変化の街、上海に魅せられて
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上海生活が 5、6 年過ぎた頃から上海のことが分
かり始めてきたと感じるようになってきたヒキタ
さん。そして、この頃から「まだまだ“イケてな
い”ところも多いけど、ぜひ、もっとたくさんの
日本の人たちに“上海”という街を知ってもらい
たい」という思いが強くなってきた。ところがこ
の時はまだ、時代は全く上海を求めていなかった。
そんな思いを抱き続けていたヒキタさんはある日
『CanCam』が上海特集をするらしい、という噂を
耳にする。そして、何とか現場を見に行こう！と、
人づてにコーディネーターとなった日本在住の中
国人担当者の連絡先を入手、コンタクトを取るこ

とに成功した。ところが中国人ではあるが上海の
ことをほとんど知らない彼女から電話で受けた相
談に答えたにもかかわらず、残念ながら現場にも
立ち会えず、日本からの撮影クルーにも会えな
かったそう。最終的にはこのコーディネーターに
は会うことができ、彼女が次にタレントを連れて
きた際には、同行していたスタイリストの女性と
親しくなったそう。このスタイリストが長年集英
社の仕事をしており、その後集英社が上海特集を
することになった際に彼女を通じてヒキタさんの
存在を知った担当者から、念願のコーディネー
ターの仕事依頼があったのだ。「全く初めての仕事。

三愛の店舗でディスプレー中のヒキタさん。 キリンのイメージキャラクター「Y・E・S」。メイクからヘアスタイル、
ファッションまでトータルコーディネイトを手がけた。

シャンパンのプロモーションイベントにて。コスチュームのイメージに合わ
せて、という依頼で受けたヘアメイクのお仕事。このモデルは中国国際モデ
ルコンテストで優勝したことがある陳娟。
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当時はデジカメなんてない時代。写真を撮って現
像して日本に郵送して…生まれて初めて“ロケハ
ン”もしました」。
こうして 2001 年ごろからコンスタントに様々な

雑誌や TV番組などのコーディネーターを手がける
ことになる。筆者の記憶が正しければ、それまで
ファッション誌ではほとんど取り上げられること

のなかった“中国”“上海”の文字がファッション
誌の表紙に載るようになり始めたのは 2003 年ころ
から。まさに、ヒキタさんが上海のコーディネー
ターとして東奔西走していたころであろう。デザ
イナーのアナスイが上海と蘇州を訪れるという
『SPUR』2004 年 10 月号は筆者も購入した記憶があ
る。

ショーのステージ監督をしたTSE NewYorkのモデルたちと。

ヴィダル・サスーンのヘアショーは2000年から続いている仕事のひとつ。

こちらは同じくサスーン、今年のヘアショーのバッ
クステージにて。

変化の街、上海に魅せられて
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また、留学時代の三愛でのバイトと並行して、
現地の資生堂から「定期的に上海女性に関するレ
ポートを写真とともに提出する」というバイトの
依頼があった。手書きのレポートに写真屋で現像
した写真を貼り付け、カラーコピーして提出する
という仕事を 1 年ほど続けるなかで、現在につな
がるライターとしての基礎を身に着けたという。
更に、2000 年前後からは、ワールドの「ファー
ジュ」「コルディア」などの国内でのファッション
ショーのステージ監督業をスタートさせる。
ショーのディレクションについても、ヒキタさん
は現場で学んだという。「“ジュンコ・シマダ Part
Ⅱ”が上海でファッションショーをすることにな
り、日本からベテラン・ディレクターが単独で上
海入り。その際にアシスタントとしてそのディレ
クターの傍らでファッションショーを作り上げて

いく過程をゼロから体験することができました」。
この経験を基に、ショーディレクターとしての肩
書きも加わっていったのだ。
そして 2007 年夏には「中学生の頃からの夢だっ

た」という雑貨ショップ“水玉上海”をオープン。
店頭に並ぶのは骨董品とまではいかないけれど、
中国の懐かしい雑貨（おそらくこれらも数年すれ
ば高い値段が付くのだろう）やアメリカ、ロシア、
ヨーロッパ、アジア各地で彼女が趣味として買い
集めてきた雑貨、そして、オリジナルのパンダ・
キャラクターの小物。「“商売”というより、自分
の大好きなものが他の人の手に渡って喜んでもら
えれば嬉しい。後は、物が増えすぎてしまったの
でちょっと家賃の高い倉庫という感じかな」とヒ
キタさんは笑う。

雑貨ショップ「水玉上海」はメーンスト
リートから離れた上海の下町感ただよう路
地にある。

ヒキタさんの大好きな雑貨たちが所狭しと並ぶ。ついこの間まで中国のどこでも見かけたホウロウの
魔法瓶は、今では海外の雑貨マーケットなどで見つけることがほとんどで、わざわざ上海に持ち帰っ
てきているそうだ。



33繊維トレンド　2009年 7･8月号

「“上海”は私が働かせてもらっている場所、ほ
かの場所ではこんな仕事させてもらうことなどで
きなかった。今でこそそう思えるようになりまし
たが、2000 年くらいまでは日々を重ねるごとに自
分の中から何かが吸い取られてスカスカになって
いくという感じでした。その度に、上海を離れ日
本に帰国したり海外に出てリフレッシュして戻っ
てきて、そしてまた、上海で吸い取られていく…
ということの繰り返しでした」と語るヒキタさん。
それでも、上海を離れるという選択肢を選ばな
かった彼女の目にこの数年での上海の劇的な変化
はどのように映っているのだろうか？
「ある日突然に上海の街が変わった、人が変わっ
たという印象はないんです。スピード感というこ
とであれば、1993 年の冬にミニスカートにブーツ
姿の私は上海の街中では異様な存在。みんなが何
事か？という目で見るんです。ところが、翌年に
は街中でブーツが売られるようになっていまし
た」。
おそらく、こうした注意していなければ気が付

かないような小さな変化が、超高速で積み重なっ
てきた結果なのだろう。「強いていうなら、97 年の
アンダーグラウンドのカルチャーの変化が大き
かった。それまでは、“全然いけてない”ディスコ
やホテルのバーが学生の溜り場になっていたので
すが、97 年に D.D’S CLUB という本格的な DJ の
入るクラブができた。それはもう画期的な出来事。
そして、同時期に復興公園に香港系資本の Park97
というクラブ（筆者も上海生活初期に通っていた
…。「ほら、上海って思っているよりすごいでしょ」
ということ分かってもらうために、日本からの出
張者をアテンドしたりもした）が出現してやっと
海外のスタンダードに近づいたかなと思うように
なりました。そして、98 年の外灘にできた M on
the Bund（外灘に沿って建設された疎開時代の建
物をリノベーションして作られた、夜景が一面に
見渡せるバー。その後、外灘に次々とできるバー
やレストランの先駆けとなった）の出現によって、
あれ？もしかして上海ってオシャレな街かもしれ
ないって思えるようになったのです」。

「ディスコではなく、いわゆるクラブの先駆けが97年に出来たD.D’S CLUB。
このころから上海のアンダーグランドのカルチャーシーンが変わってきた」。

街の美容室。この頃には珍しく女性がパーマをかけている。男性美容師のカ
ラーリングされたヘアスタイルは、当時の上海では最先端だったであろう。

写真の日付は96年 3月。

変化の街、上海に魅せられて
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では、そこに住む上海の人たちの魅力は？「う～
ん。お互いにズケズケ言えるところかな？　オブ
ラートで二重三重に包み込むようにしている日本
人からしたら、皮までむいちゃったようなデリカ
シーのなさに戸惑うこともあるけれど、相手にき
ちんと言ってあげるという優しさもそこにはある
のだと思います。そして、何より上海ガールズた
ちの計算高さ。（笑）“自分はここに辿り着くんだ”
という人生の目標をしっかりと持って生きている
子が多い。ひとつひとつの行動が、その目標に近
づくための意味を持っている。だから彼女たちに

『今、あなたがしているそのことに意味はあるの？』
とダメ出しをされることも…。感情に流されずに、
自分の目標としている方向へと進んでいこうとい
う彼女達の行動や考え方が私にも多少影響を与え
てくれればよかったのに、その辺は日本人のまま、
いきあたりばったりで今日まで来てしまいまし
た」。
ヒキタさんは謙遜するが、チャンスをきちんと

キャリアに替えていく姿は、彼女たちと重なる部
分が多くあるはずだ。

98年頃。きちんとお化粧している彼女たちは当時としては相当なおしゃれさ
ん。左がヒキタさん。「一緒にいるのはみんな中国人の友人。留学時代も含め、
友達は中国人か欧米系で、日本人とは仕事以外ではほとんど交流がなかった
なぁ」。彼女たちとの友情は今でも続いているそう。「初期に知り合った 6歳
年下の上海人の女の子は、今でも大親友。困ったことや悩んだりすることが
あると、今ではカナダで暮らす彼女に電話をして喝を入れてもらっている。
自分の夢を確実に叶えていく典型的な上海人女性の彼女からは今でも学ぶこ
とが多い」。

「日本にいたころモデルの仕事をかじっていたこともあり、中国のモデルたちがどうしているのか興味津々だったので、留学当初からモデルの追っかけをし
ていました」。94年から 98年ごろまでは、ショーのたびにバックステージに潜りこみカメラ小僧のように彼女たちの写真を撮り続けたそう。「初めて見た
ファッションショーの後、たまたま、近所のスーパーでショーに出演したモデルたちを見かけ、声をかけたことがきっかけ」で、当時の第一線で活躍する
モデルたちと仲良くなって良く遊んでいた。 左）90年代後半に上海の第一線で活躍していたモデルたちと。右から二人目がヒキタさん。 右）こちらは
90年代前半から活躍していたモデルさんたち、今でも現役モデルの人もいます。「彼女たちのメイク、今ではかえって新鮮に見えますね（笑）。当時の彼女
たちにしてみたら、私の存在は、ちっちゃい、たどたどしい中国語をしゃべる日本人の女の子がチョロチョロしているというおもちゃみたいなものだった
のでしょうね」。
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杉杉などの国営メンズブランドのショーもしばしば行われていた。 こちらは、コルディアのショーのバックステージにて。

90年代後半に盛んに行われていたインナー・スイムウェア展でのショーの様子。

今ではデザイナーとして活躍する馬
艶麗。1995 年に上海国際モデルコ
ンテストで優勝をした彼女は中国モ
デルの第一期生と言って良いだろ
う。「私が当時仲良くしていたのは、
彼女の次の世代のモデルたち。彼女
たちは中国モデルの黄金時代と呼ば
れる世代でしたね」。

「何の撮影か覚えていませんけれど…。当時の上海の人たちのスタイル、こん
なでしたよね」。女性は化繊のプリントのテロッとしたワンピース、男性はお
じさんでもハーフパンツにポロシャツ＋ナイロンソックス＋サンダル。筆者
の記憶にもあります…。本当にちょっと前までは北京も上海も（おそらく他
の土地も）夏はこんなスタイルだったのだ。

変化の街、上海に魅せられて
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「上海以外の中国は私には考えられない。上海を
離れろと言われたら、迷いなく中国から離れます」
というヒキタさんに最後に質問したのは、上海と
いう街の魅力について。「人と街の変化の速さとそ
のパワー。自分があちこち動かなくても、新しい
人たちが次々に現れて新鮮なものが次々に目の前
を通り過ぎて行く。でも、彼らとの出会いは決し
て 1 回で終わるわけではなく、逆に、上海を離れ
て外にいる彼らともつながっていられる。そして、
こうした人たちとのつながりと彼らから受ける刺
激で自分自身も変わっていけること。生活のしや
すさやしにくさは、どこの国のどんな街にでもあ
ると思いますが、こんなに変化しているところは
上海以外にないと思います。人が入れ変わって、
個人が変わって、そうして街も変わっていくのだ
と思います」。
「これまで漠然と上海万博が終わったら帰りま
す～と言ってきたんだけど、それも後 1 年。でも、
今のところ上海を離れる予定はないので、次の理
由を何にしようかと思って」と笑うヒキタさん。
これからも上海の街を縦横無尽に駆け回っていく
のだろう。筆者も上海で“スポンジから水分が抜
けていくような”気分に陥ることが度々あるのだ
が、そこを満たしてくれるのが彼女のような人た
ちとの出会い。ヒキタさんからの刺激でスポンジ
がフワフワになった。感謝である。

ヒキタミワさんブログ「水玉日記　上海にて」
http://plaza.rakuten.co.jp/miwashanghai/

雑貨ショップ「水玉上海」
住所：上海昌化路 316 号
電話：＋ 21-5171-0511
H P ： www.polkadotshanghai.com

注）掲載の写真に関しては、「水玉上海」店舗以外はすべて
ヒキタさんからのご提供。
ありがとうございました。


