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3 月の CFWは秋冬コレクションということもあ
り、ショーの数、日程ともに前回より少なかった
が、筆者が見学したショーは時間・内容によらず、
すべて立見が出るほどの人が訪れていた。企業・
デザイナーのショー以外にもHEMPEL 漢帛がスポ
ンサーとなり世界各国から参加のある International
Young Fashion Designer Contest、W.S.M威絲曼に
よる China Knitwear Design Contest、国内の服飾
デザイン系の高等教育機関 44 校の学生が参加した
綺麗グループによるNew Fashion Designers Award
といったコンテストや、清華大学美術学院と韓国
の建国大学、 明大学共同の卒業生作品発表会、
北京服装学院と台湾実践大学の卒業生作品発表会
も行われた。日程の都合で、今回はこれらの
ショーは見ることはできなかったが、毎回 CFWで
感じるのは、まだ社会にも出ていない中国ファッ
ション業界の卵たちが企業や著名ブランド・デザ
イナーのショーと同じステージ、同じモデルとい
う環境の下、メディア・企業家をはじめ多くの人

の前で自分の作品を発表できる場所があるという
ことだ。学生たちにとって、こうした場があると
いうことは勉強を続ける上で、そして自分の将来
を考える上で大きな励みになっていることであろ
う。ただ、主催者側によると、現状ではどうして
も参加する学校が限定されてしまうので、今後は
より多くのファッション関係の教育機関で学ぶ若
者が参加できるようなショーも検討しているとい
うことであった。

今回、筆者が最初に見たショーはメンズの大手
アパレル「利郎」が新しく立ち上げた若者向けブ
ランド「L2」。CFW でもおなじみの若手デザイ
ナー王玉涛をチーフデザイナーにした「L2」は、
CFWのショー終了後に実際の店舗を開店させるま
さにデビューのためのショーであった。既存の
「利郎」の店舗や代理商を通じて、年内 200 店舗
オープンを予定しているという。CHIC 会場にも代
理商のみに参観を限定したブースを構えていた。

海外動向〔中国業界動向〕
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ショーは、筆者が 4年間 8回の CFWで見たメンズ
のショーの中でダントツに完成度の高いもので
あった。各スタイルがどんなシーンを想定してい
るのかブランドのコンセプト、そしてストーリー
が非常に明確であり、かつ、小物使いもおしゃれ
であった。かつて、大型メンズブランドがベルト

なしで行ったショーを見てひっくり返りそうに
なったが、数年でここまで来たか！と感動してし
まった。一緒に見ていた上海で働く日本人デザイ
ナーも「かっこいいね～」と驚いていた。彼らの
今後の展開にぜひ注目したいと思う。

チャイナファッションウィーク

20 代から 30 代の都市に住むおしゃれな男性をターゲットにした L2。ビジネスからカジュアル、そしてパーティーシーンとコンセプトが非常に明確で、
見ているほうに何を提案したいのかがよくわかった。メンズのコレクションのなかで、これだけ変化をつけて見せることのできるブランドは希少だ。
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「L2」に続いて見たのは、中国を代表するメンズ
ブランド『七匹狼 SEPTWOLVES』の高級ライン
のショー。フランス人デザイナーDaniel Faret 氏を
招聘しての今回のショーは、このショーだけを見
ていたら「七匹狼もずいぶんオシャレになった」
とコメントしていたと思う。しかし、事前に見た

「L2」と比較してしまうとどうしても野暮ったさが
残るのだ。彼らがターゲットとする 2 級 3 級都市
に住むお金持ち男性にすれば、これくらいの野
暮ったさが不可欠なのかもしれないのだが…。

海外動向

赤字にL2のロゴ入バッグは、ショーの会場だけでなくCHIC会場のブースでも配布され、非常に目を引いた。

D・PARKの会場前にはレッドカーペットが敷かれ、警備員が入口をふさぎ重々しい様子。
それでも、彼らの目を盗んでワキからすり抜けようとする一般客とそれに気付き怒声を上
げるスタッフ。ちなみに筆者が会場で見分けられたのは、『ミッシング・ガン』『ココシリ』
などで有名な中国第 6世代の映画監督である陸川氏のみ。
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チャイナファッションウィーク

L2 に引き続いて見たために余計に野暮ったさが目に付いてしまうのか？　それでも、スカートをコーディネート
したり（上右）小物使いがおしゃれだったりするスタイル（下）も以前に比べると増えてきた。問題はやはりそ
のパターンにあるのではないかと思う。胸から肩そして腕にかけてのラインが箱のように見えてしまうのだ。

左）以前のショーに比較するとシンプルなステージ　右）と思っていたら、最後になぜか上半身裸のモデル達が…。演出の意図がよく分からない。
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今回の CFWで特に目立ったのが、デザイナーと
企業のコラボレーションだ。CFWに参加したこと
のあるデザイナーの中でも筆者が特に注目をして
いる もそのひとりだ。個人のブランドでの
ショーを毎回楽しみにしていたが、今回彼がタッ
グを組んだのは中国でのカシミア生産では最大規
模を誇る中土畜雪蓮股 有限公司。雪蓮は 2009 年

に立ち上げた自社ブランド「SOLOTUS 蓮裳」の強
化を図るために、今回 をデザイナーに招聘し
たのである。こうした生産背景や販売網はあるが
デザイン・企画力の不足する企業と、大規模な展
開が難しい個人デザイナーとのタイアップは今後
中国で増えていくであろうと感じた。

海外動向

左・左中）シンプルに見えて独特で微妙な色使いとひねりの利いたデザインのあるこのラインはデザイナー の真骨頂
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28 日、北京飯店で開催されたデザイナー謝峰
Frankie Xie による JEFEN 吉 のショーは後に紹
介する旭化成のショーについで、日本人の姿が多
く見られたショーだったのではないだろうか？謝
峰は国内の大学を卒業後、文化服装学院に留学し、
卒業後はNicole に就職した経験を持つ。2000 年よ
り中国国内で JEFENを立上げ、30 店舗を展開して
いる。また、2006 年には中国のデザイナーとして
始めてパリでショーを行ったことでも有名だ。今

回のショーのテーマは「都会のロック」、黒をメイ
ンにした躍動感のあるスタイルが目立った。デザ
イナーのショーというとこれまでは、華美に走っ
たステージ衣装的なものばかりが多かったが、今
後はマーケットも含め、前述の 、そして謝峰
といったよりリアルクローズにちかいデザイナー
ズ・ブランドが増えてくるのではないかと感じて
いる。

チャイナファッションウィーク

全体としてはかなりとんがった部分が抑えられており、マスを意識してデザインをしたことを強く感じた。それでも、ポイントポイントで らしさ
がうかがえた。しかし、中には「え？これって本当に彼のデザイン？」と思うものもあるのは（写真上右、これ全身ど紫）企業とコラボする上で避けら
れないことなのだろう
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同じく 28 日開催された中国最大規模のダウン
ジャケットのブランド『BOSIDENG 波司博』の
ショーは、正直あまり期待していなかった。昨年

もショーを見たが、やはり単一アイテムでショー
をするのには無理がある上に、デザインにも無理
がある感じが否めなかったからだ。今回も途中で

海外動向

さすがにこなれた感じの JEFENのショー。80 年代ロックや当時のライブビデオからインスピレーションを受けたというスタイル。
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見飽きるかもしれない、と思いながら会場に足を
運んだのだが、良い意味で予想に反するショーで
あった。1スタイル 1スタイルが前のめりになって
写真を撮りたくなるようなものであった。外部か
らデザイナーを採用したのか？というくらい変化
が大きかったのだが、長年の社内デザイナーが
チーフデザイナーとして最後に紹介されたのに、

また、驚いた。若手デザイナーだけでなく、ベテ
ランデザイナーのレベルも確実に上がってきてい
るということだ。一方、CHIC のブースではショー
で使用されたアイテムの展示はそれほど多くなく、
一般消費者に向けてのオーソドックスなスタイル
をメインにしており、CFWと CHIC をうまく使い
分けていることを感じた。

チャイナファッションウィーク

大型ブランドによくある司会者が出てきて企業のトップが挨拶する、という旧来のスタイルで始まったショー（写真左）。ベタなショーが始まるのかと
思っていたら、ファーストスタイル（左中）から予想に反したデザイン性の高いショーが最後まで続いた。



繊維トレンド　2010年 5･6月号28

今回の CFWでは 2つの子供服ブランドがショー
を行っており、筆者は広東の佛山子供服のショー
を見学した。CFWで子供服のショーを見るのは初
めてであったが、デザインそのものは全く特別な
感じはしないものの、一人っ子政策によって生れ

た小皇帝と呼ばれる子供たちへのお金のかけ方は
日本人以上の中国では、これからまだしばらくは、
子供向け商品のマーケットが発展していくことで
あろう。

海外動向

カラートーンはかなりスモーキーでシックなので、多少奇抜なデザインも控えめに見せる効果があった。ニットなどの異素材との組み合わせ方も斬新。

副総裁でもあるというデザイナーの朱琳（前列左）は、防寒服のデザインを 20年行っているという。
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過去には田山淳朗氏といった日本人デザイナー
もショーを行っていたが、この数回は海外からの
デザイナー及びブランドの参加はかなり減ってき
ている。そうした中で、今回はフランスから『ル
イ・フェロー Louis FERAUD』、香港からは
『DORIAN HO 何国鉦』という 2 つのデザイナー
ズ・ブランドの参加があった。2005 年から Jean
Pierre Marty がアートディレクターを務めるルイ・
フェローは、個性的なデザインと洗練さが程よく
調和されており国内ブランドとの実力の差を強く
感じた。こうした海外の実力のあるブランドの
ショーを間近に見ることが、国内ファッション業

界のレベルをアップさせることにじかにつながっ
ていくことであろう。
また、ボストン大学を卒業後、香港に戻った

『何国鉦』のショーは、同じようにドレスメインで
ありながら、国内のデザイナーが行う一体誰がど
こで着るのかと思うようなショーとは一線を画し
ていた。日本ではバーニーズ、他にもアメリカ、
オーストラリアなでも販売されているとのこと。
アメリカなどで活躍する華僑のデザイナーが増え
てきているが、今後は、留学帰りで香港・中国を
ベースにするデザイナーが活躍する時代がやって
くるかもしれないと感じた。

チャイナファッションウィーク

おしゃまな子供モデルが勢ぞろいといった感じのショー。会場には子連れの観客も多く、ステージ上の子供たち
に拍手と歓声が上がる、CFWの中でも全く異なる空気感に包まれた。
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海外動向

1949 年カンヌでスタート、のちにパリに移転、2002 年にはドイツのエスカーダが買収した FERAUD。洗練されたデザインは、CFWの中国
人デザイナーのショーばかりを見ていると「普通っぽい？」と感じてしまう。



31繊維トレンド　2010年 5･6月号

チャイナファッションウィーク

DORIAN HOの作品は女性なら誰でも一度は身にまとってみたいと思うようなドレスがメイン。レッドカーペットやステージの上にふさわしいデザイン
で、台湾や香港のスターを顧客に抱えるのも納得。

ウエディングドレスを見にまとったトップモデル莫万丹と笑顔のDorian。実家はダナ・キャラ
ンやカルバン・クラインのニットのオーダーを受ける生産工場だそうだ。



繊維トレンド　2010年 5･6月号32

年間を通じて CFWを完全に自社のイベントにし
てしまっているのは、1972 年にオーストラリアの
カジュアルチェーン店から出発し、1990 年に香港、
1993 年には上海に 1 号店を開いた、『JEANWEST
真維斯』である。通常は春夏か秋冬どちらかの参
加であるのだが、『JEANWEST』は 11 月の春夏コ
レクション時には、毎回若手デザイナーのカジュ
アルウエアコンテストを行っているのだが、今回 3
月の秋冬コレクションではイメージキャラクター

との契約の発表と、4人の若手デザイナーにテーマ
を与えてのショーとをうまく組み合わせ、学生達
にその存在をアピールすることを重要視している
ことを強く感じた。独自でイベントをする場合に
メディアを集めることは非常に大変な作業のひと
つであるが、CFW会期中に行えば何もしなくても
主要なメディアが報道してくれるというところを
うまく使っているのだろう。

海外動向

左）会場には学生のための席が多く準備されていた。他にはタレントのファンも多く、ファッションショーというよりプロモーションイベントといった雰
囲気 右）イメージキャラクターに選ばれたシンガーソングライターの陳楚生（左）と董事長の楊 氏（中央）。

張新傑の作品。題材映画はチベットカモシカの密猟をテーマにした『ココシリ』、テーマは「藏語麻衣」。
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チャイナファッションウィーク

陳華強の作品。題材映画は『不都合な真実』テーマは「真実」。

呉晶の作品。題材映画は『The Day After Tomorrow』テーマは「明後日の街」。

王笛の作品。題材映画は同じく『The Day After Tomorrow』テーマは「明後日」。
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29 日夜に行われた旭化成がスポンサーを務める
ファッション・デザイナークリエイティブ大賞も
今回で 6 回目。筆者お気に入りのデザイナー 游
もこのショーで初めて知ったので、毎回紹介され
るデザイナーを楽しみにしている。今回選ばれた
張義超は 1990 年に浙江省シルク工学院服装デザイ
ン科を卒業した若手の女性デザイナーである。今
回、そのデザイン性より何よりも話題になってし
まったのが、モデルが 5 人以上ランウェイで転ん
でしまった、ということだ。ドレスに合わせてか、
靴底全体が 10cm以上、ヒールはそれ以上に高いと
いう靴でのキャットウォーク、しかも、ドレスは

重たい。さすがのモデルにもこれは辛かったよう
で、中にはランウェイのトップで崩れるように倒
れ、両脇から飛び出した観客に支えられる、とい
うシーンもあり、見ているほうはデザインよりも、
また、次のモデルが転ぶのではないか、というこ
とばかりに気をとられてしまっていたのではない
だろうか？ 後日の報道では、転んだモデルたちに
対して「倒れてもプロとしての態度を忘れなかっ
た」と賞賛の声が多かったが、これだけの人数が
転倒するということは靴のデザイン、精度、
ショーの構成にも問題があったのではないかと感
じた。

海外動向

（左）作品として一番完成度の高かった張新傑。モデルと一緒にステージに　（右）JEANWEST の今年の春夏の新作を着て踊るモ
デルと歌う陳楚生。完全にコンサート状態。

全体的にシンプルな構成の舞台美術が多かった今回のショーの中で張義超のショーは突出
していた。
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チャイナファッションウィーク

トップ（上左）とラスト（下中）は莫万丹　（写真下右）最後でも足元が覚束なくなり、他のモデルに支えられながら靴を脱ぐモデルも…

中央の小柄な女性がデザイナーの張義超。こうして森の風景をバックに並ぶとある意味「森
ガール」？　孔雀とかフクロウ、南国の毒々しい色の蝶などを連想させる。ただ、ものに
よっては他のデザイナーの作品を思い起こさせるようなものも。個性が強すぎるだけに、
その類似性が目立ってしまった。
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最終日の 30 日は、香港人と台湾人のデザイナー
のショーを見学した。22 ～ 35 歳の女性をターゲッ
トとしたブランド『MISUN code』は香港出身の揚
耀基がチーフデザイナーを務める国内カジュアル
ブランドだ。CFWのショー、特にレディースでは
1枚でスタイルが出来上がるデザインのものが多い
のだが、こちらのブランドはかつて見たことのな
いほど上手にレイヤードルックを提案していて驚
いた。中国では、まだまだ、上手に重ね着を楽し
むようなスタイルは少く（実際、筆者が日本人か

中国人かを見分ける時の大きなポイントにもなる
ほどだ）、既製服でも胸に大きなデザインがされて
いたり、やたらとデコラティブなジーンズという
ように、単品で何となくおしゃれ風なスタイルの
ものが多い。『MISUN』のように単品は比較的シン
プルでありながら、レイヤードすることで個性的
なスタイルになるということを消費者に訴えるブ
ランドが増えてくると、街を歩く子たちのオシャ
レも急激に変わってくるに違いない。

海外動向

MISUNのショー。黒を中心に、さし色でゴールド、オレンジ、パープル、ペールイエローなどを持ってくるコーディネートは、普段のスタイルでも参
考になるものも多かった。ピンクのショートヘアのウィッグ（下右）というパンキュッシュなスタイルのモデルも、CFWでは珍しい。
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「ニットの女王」と呼ばれる台湾人デザイナー潘
怡良。ここ数回連続して参加をしている彼女も今
回は、先に紹介した 游と同様に企業とのタイ
アップでの参加である。彼女がコラボレートした
のはカシミア商品のブランド化ファッション化を
国内でいち早く始めた『哥倫比娜 COLOMBINA』
である。このように、企業が実力のあるデザイ
ナーと組みブランドを育ててゆこうとする傾向は、
今後ますます多くなるだろう。ただ、実は、そこ
から先の人材ノウハウが中国に不足しているのも
事実である。アパレル企業ではないが CFWにかか
わるある企業の中国人社長から「パターンナー、
MD、それから店舗管理の経験者で、中国のデザイ

ナーや企業と仕事をしてみたい、という日本人が
いたら是非紹介して欲しい」と相談をされた。「通
訳もきちんとつけるし、条件も悪くないはずだ。
若手でも構わない」と言う。3、4 年前は「お金は
いくらでも出すから有名デザイナーの○○氏を連
れてきて欲しい」と言われていたが、今ではデザ
インという意味での人材や経験者は多いが、そこ
から先のブランドを育てていくという作業の経験
者が非常に不足している。今後、日本人・日本企
業が中国でのアパレルビジネスを進めていく中で、
ここをうまく押さえていくことがポイントになる
のではないだろうか？

チャイナファッションウィーク

大都会の夜をイメージさせるランウェイ。MISUNのブランドが好き！と感じさせるファッションスタイルの
観客も目に付いた。既製服ブランドならではの光景だ。
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海外動向

黒に、白、ベージュ、グレー、そして赤というベーシックな色味での展開。彼女のショーは今回で 3回目となるが、自身のブランドのコレクションで
見せていた初回の鮮やかな色彩のドレスから、前回の白から黒へのグラデーション、そして企業ブランドのデザイナーとしての今回と、毎回同じくニッ
トでのドレスを扱いながら異なる表情を見せられる実力はさすが。
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2007 年から毎回お付き合いいただいた中国ビジ
ネスレポートであるが、今回をもってひとまず終
了とさせていただくことになった。2000 年から足
掛け 10 年、青島・北京そして上海と中国での生活
を続けてきたが、仕事の都合により東京に戻るこ
とになったためである。今後は、外側から中国と

中国のアパレル業界を見ていくことになる。CFW
に関しては 2006 年 11 月から 4 年間 8 回にわたっ
て多くのショーを見学し、その変化とスピードを
体感できたことは非常に貴重な体験であった。今
後も可能な限り CFWウォッチは続けていきたいと
考えている。

チャイナファッションウィーク

モデルの手をとるデザイナー潘怡良。台湾出身で、文化服装学院の卒業生だ。


