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海外動向〔中国業界動向〕

China News

CHINA FASHION WEEK

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。

去る 2008 年 11 月 4 日から 12 日までの 9 日間、北京において中国国際時装 CHINA FASHION

WEEK（以下 CFW）2009 S/S Collection が開催されました。40 以上のデザイナー、ブランド、企

業が参加し、北京飯店と D ・ PARK を会場にしてファッションショー、デザインコンテスト、プレス発

表、各種フォーラムなど 70 近いイベントが行われました。筆者は今回も北京を訪れいくつかのショーを

見学してきたのでご紹介します。なお、カラー写真は弊社中国ビジネス研究会の HP にも掲載予定です。

http://af-tbr.squares.net/

今回は市街地から少し離れた 798 芸術区の一角にある D・ PARK が主な
会場となった。798 芸術区は訪れるたびに大小様々なギャラリーが次々
オープン、その規模はどんどん広がっている。D・ PARK には、服装設
計師協会の新オフィスをはじめとし、デザイナーのアトリエやファッショ
ン関係の書籍を集めた図書館も新設された。今後はデザインセンターも作
られるということで、ますます、ファッションクリエイティブの中心とし
て注目を集めることだろう。
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今回は、イタリアなど海外からの参加が直前に
なって取り消しになったが、その一方で国内企業
とデザイナーの参加が増えたようだ。例えば、国
内大手スポーツブランド喬丹 Qiaodan は、今年で
3回目となるスポーツウエアデザインコンテスト以
外にも自社デザイナーによるコレクションの発表
を行った。また、大手ニットメーカーの鄂 斯
ERDOS は中国人デザイナーをフューチャーした高
級ニットブランド『1436』そして、社内デザイ
ナーによる 2 つのショーと計 3 つのショーを北京
飯店のメイン会場で行った。一方、筆者が CFWを
最初に訪れたのは 2005 年 11 月で、今回で 3 年目
になるが D・ PARK でショーを行うようになった
前々回くらいから、学生を含む若手デザイナーの
台頭を印象付けるショーが少しずつ増えてきたよ
うに感じる。

毎回欠かさないようにしているのは、服飾系大
学の学生たちのコレクション。回数を重ねるごと
に、そのレベルはかなり上がってきていると感じ
る。時にはアパレルブランドやデザイナーの
ショーより完成度が高い作品に出会うこともある。

今回は、北京服装学院とシンガポールの名門
Raffles Design Institue との提携校である北服－菜
佛士国際学院と、上海東華大学が日本の文化服装
学院と提携して設けた中日合作ファッションデザ
インコースの 2008 年度の卒業制作発表となる
ショーを見学した。
北服－菜佛士国際学院は 1997 年に設立された北

京初の中外合作の専門大学であり、授業はすべて
英語で行われるそうだ。CFWでの卒業発表は今回
で 5 回目、卒業生製作の中から 20 作品が発表され
た。一方の東華大学日中提携クラスは今回初参加。
実は、毎年 CFWの開催とほぼ同時期に上海でも上
海ファッションウィークというものが開催されて
おり（CFWと重なるため残念ながらレポートでき
ていない）、その中心となっているのが名門東華大
学。CFWに参加することを知ってぜひ見落とさな
いようにとチェックしていたショーだった。
ファッション業界に多くの人材を輩出している中
国の服飾系大学の双壁である両校のショーは同日
に続けて行われたので、その違いがはっきりと分
かってそれもまた非常に面白かった。

北服、トップバッターの作品はヴィヴィアン・ウエストウッドを連想させるイギリス・パンク風。 カメラを構えながら、筆者も思わず「かわいい！」
と声に出してしまった作品。色使いが独特。そし
て、サングラスではない“眼鏡”をアクセサリー
に使っているのをCFWでは初めて見た。中国でも
“眼鏡っこ”に「萌え～」な世代が出現したのだろ
うか？
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学生たちもずいぶんとおしゃれになった。2年くらい前に最初に北服のショーを見たときには「これ
がファッションを勉強している子たちなのだろうか？」というくらい野暮ったい子たちが会場に溢れ
ていたが、今年は違った。髪を染めている子、きれいにお化粧をしている子、そして、それぞれのス
タイルを持ったおしゃれな子たちが激増。とくに、男子の急激なおしゃれ度のアップには驚いた。ソ
フトモヒカン、おしゃれな帽子、リングなどのアクセサリー…。この現象は、北京の街でも同じ。オ
リンピックを終え、相変わらず列を作っての順番待ちはできないけれど（「だって、並ばせる人がい
なくなったから…」とは、北京人の弁）、若者たちのファッションセンスは確実に急激に高くなった。

モノトーンの作品もどこかパンクなイメージ。
シックに収まらないのが北服スタイルのよう
だ。

こちらは、東華大学の作品。全体的にシンプルかつシック。モデルのヘアメイクや歩き方も、シンプルでスタイリッシュな感じを受けた。
北京の楽しく元気（別の言い方をするとゴテゴテした感じ）な雰囲気よりはグッと都会的で洗練された印象。

CHINA FASHION WEEK
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他にも学生たちの作品を見ることができるのは
企業がスポンサーとなるファッションデザインコ
ンテストだ。今回も、カジュアルウエア、スポー
ツウエア、ランジェリー、ウエディングドレス、
ファッションイラストレーションのデザインコン
テストが行われた。予選を通過し CFWのステージ
に立った優秀作品のほとんどは学生によるもの。
筆者はスポーツブランド喬丹 Qiaodan の主催する
スポーツウエアコンテストを見学した。1年目は北
京飯店、2 年目は D ・ PARK、そして 3 回目とな
る今回は再び北京飯店に会場を移し行われた。毎
回お邪魔させてもらっているのだが、時間帯が火
曜日の午前中ということもあるのだろうか、ずい
ぶんと空席が目立ち閑散とした印象が否めなかっ

た。参加作品も、初回が一番インパクトがあった
ように感じる。やはり、“スポーツウエア”という
カテゴリーは、ファッションとは異なる専門的知
識が必要となるため、ある程度のところまで行く
とネタが切れてしまうのかも知れない。また、中
国の若い子たちが身近に感じるスポーツの種類が
少なく、インスピレーションをなかなか刺激しな
いのかも知れない。また、同時に行われたスポー
ツシューズのデザインコンテストも同様だ。もし、
来年も引き続き行うのであれば、「コンテストを通
して、中国のスポーツアパレル業界のレベルアッ
プと人材の発掘」を目的の 1 つとしている喬丹側
にも何らかの工夫が必要であろう。

2008 年度の卒業制作をメインにしたショーとのこと。さすがに、上海から学生全員を連れてくることはできなかったの
だろう、ショーの最後には教師がステージに立った。
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予選を通過した優秀作品 21 点が発表された。写真は金賞を受賞した北
京中央民族大学の学生薛立静の作品「CHINA WILL BE WIN」。

銀賞の 2作品は企業内デザイナー
テーマは「SERENITY」。（左）

中国の不老不死の伝説“龍”と“鳳凰”からインスピレーショ
ンを受けたという「城市 （City Totem）」（下）

銅賞「Crazy Racing Car」（左）と「震動　星動」（右）は学生
の作品　ここ数年上海でも F1 が開催されており、カーレーシン
グに興味のある若者も増えたようだ。

CHINA FASHION WEEK



繊維トレンド　2009年 1･2月号42

海外動向

台湾の女性デザイナー潘怡良は、昨年に引き続
き 2 回目の参加。2007 年には北京にオーダーメー
ドのコンセプトショップも構えたそうだ。今回の
コレクションのテーマは「蝶恋花」、“花に恋をす
る蝶”。ニットデザイナーの出身ということだけあ
り、体に吸い付くようなニットドレスは、見てい

てうっとりしてしまう。ミス・ユニバースやミ
ス・ワールドの中国代表にドレスを提供している
こともあり、中華圏の芸能界にファンが多いこと
も頷ける。艶やかなショーではあったが、大陸独
特の大仰な感じは一切なく安心してみることがで
きた。

同じく銅賞の作品「 彩季節」も企業デザイナーによるもの。限り
なく“カジュアルウエア”に近い。喬丹ブランドとして過去の
CFW優秀作品集シリーズのウエアを販売してみるとか…。
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以前から一度は見てみたいと思っていた女性デ
ザイナー馬 麗のショー。元モデルの彼女の名前
とその姿はメディアなどで露出も多いのだが、
2005 年にスタートしたブランドMaryma はオート
クチュールがメインということもあり、ショー以
外に彼女の作品を見ることはなかなかできない。
今回のコレクションは北アフリカ、チュニジアか
らインスピレーションを受けたということもあり、
D・ Park の会場の背景はサハラ砂漠。そして、ス

テージにはなんと砂が敷き詰められていた。
ショーは“ファッション”ショーというより“エ
ンターテイメント”色の強い中国独特の雰囲気が
あった。しかし、「これでもか！」という感じでド
レスのデザインを見せ付ける男性デザイナーの
ショーに比べると、ドレスはもちろんだが、いか
に着る女性自身を美しく見せるかということにも
心配りをしたことが分かるコレクションであった。

ショーには台湾のトップモデルも参加。フィナーレに人魚のような真紅とゴールドのドレスを身にまとい現れたのは
2007 年ミス・ワールドで中国人として初めて優勝した張梓琳。

9 月に見たブロードウェーミュージカル版の『AIDA』を思い出してしまった…。馬 麗
のブログにもオペラ『AIDA』について触れられていたので、彼女に何らかの影響を与え
たことは間違いないだろう。

CHINA FASHION WEEK
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中堅女性デザイナー 皓のコレクションは、中
国各地に店舗を構えるだけに、より既製服に近い、
でも女性なら誰でもうっとりしてしまうような夢
のある世界が広がった。“花妖 Flower Angel”の異
名を持つデザイナーだけに、テキスタイルの色鮮

やかなフラワープリントにはため息が出てしまっ
た。A ラインのワンピースやくるぶしまである黒
い薄手のレギンスを合わせた膝下丈のニットワン
ピースは筆者でも着られるのでは？と思うような
デザインだった。

ドレスのラインも美しいが、数点あったパンツスーツが非常に素敵だった。

ジーンズにブーツ姿の馬 麗。ヘタなモデルよりもよっぽど華がある。スポーツ選手、モ
デル、そして東華大学でデザインを学んだ異色の経歴の持ち主。
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筆者にとって今回の一番の収穫は、ブランド謎
底 miidii の女性デザイナー劉星のショーだった。
CFWのカタログに紹介されたデザイナーの写真を
見て「ずいぶんと若いデザイナーだな。どんなも
のか見てみましょ」というくらいのモチベーショ
ンで出掛けたショーであったが、新しい世代のデ
ザイナーがきちんと世に出てきているという印象
を強く受けた。CFW初参加となる今回のテーマは
「醒来（目覚める）」。近年の環境破壊、自然災害か
らデザイナー劉星は改めて“いのち”に対して考
えさせられたという。その一方で、メキシコ人の
持つ人の死に対するある種の楽観的思想にも影響
を受け「ひとつの“いのち”の終わりは次の命へ
と繋がるのではないのだろうか」ということから
蝶のさなぎを“死”ととらえ、そこから新しい命
となる蝶へと変化していく様を、今回のコレク
ションで表現したという。テーマは非常に重みの
あるものでありながらも、実際のコレクションは

「これ欲しい、これ買いたい」と思うスタイルばか
り。しかも、どことなく“東京”を感じさせる
（どこがどういう風に？と聞かれると回答に困るの
だが…）ショーであった。ショーが終わった後、
名残惜しくて会場をウロウロしていたところ、知
り合いの方から劉星を紹介していただいた。同業
で今回の CFWにも参加しているというご主人（デ
ザイナー丁勇）に寄り添うようにしている彼女に
「とても素晴らしかったです。」と声を掛けたとこ
ろ、恥ずかしそうな笑顔が返ってきた。そして、
彼女の代わりにご主人が「ありがとうございます。
どうでしたか？（筆者が日本人と知って）日本的
な感じを受けたでしょう？　彼女は日本が大好き
なんですよ」と話してくれた。残念ながら上海に
彼女の店舗はないということだが、チャンスがあ
ればぜひ、店頭に並べられている劉星の服を見た
いと思った。

中国民族衣装を思わせるような色彩のニット、そして南国の太陽の下に咲くようなあでやかなフラワープリントのロング丈
のサンドレス。今回のCFWのショーの中で個人的には 2番目に好きなショーだった。

CHINA FASHION WEEK
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「彼のショーも非常に面白いから」と劉星を紹介
してくれた知人に勧められ、丁勇本人からも「僕
の作品はよりアートに近い」という話まで聞いた
ので、翌日、早速 D ・ Park の会場へ。このアー
ティスト出身というデザイナー丁勇については、

正直、全く注目していなかった。しかし、ブラン
ド Donoratico 達衣岩のショーは中国現代アートが
集まる 798 を会場にするのにぴったり、ファッ
ションショーというよりは丁勇という作家の個展
のようであった。

グレーのサナギから、徐々にホワイトが増えて行き…。

子供を連れた純白のスタイルへ。 そして、鮮やかな蝶へと命は巡る…。 最後には、真っ白な翼を付けてデザイ
ナー本人が登場、会場は大きな拍手に包
まれた。
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最初のうちは、ふむふむ、と思いながら見ていたのだが…。

徐々にアーティステックな作品に…。ま
ずは、両手を縛られたようなスタイルが。

そして、ダンボールが服を着たシリーズ
が次々と現れ。

そして結合双生児のようなこのシリーズに至っては、本当
にファッションではなくアート。モデルも本物の双子モデ
ルだった。

CHINA FASHION WEEK
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3 月の CFWで旭化成がスポンサーとなっている
中国ファッションデザイナークリエイティブ大賞
を受賞した のショーも外せないコレクション
の 1 つであった。テーマは「 一点 Just A
Little」 は現在活躍する中国人デザイナーを多
く輩出した兄弟杯（ブラザーカップ）の 2000 年度
の金賞受賞者であり現在は北京服装学院の助教授
も務めている。2007 年 11 月の CFWで見た北京服
装学院の教師たちの合同ファッションショーを見
たとき、それまで中国で見てきたファッション
ショーとは全く異なる“リアルクローズ”が中国
にも登場したことに衝撃を受けた。次のシーズン
で旭化成による彼のショーを見たとき、彼がこう
した若い世代の代表格ではないかと感じた。そし
て、今回の単独ショーはよりシンプルでミニマム
なものになっていた。キャットウォークを、通常
より一段高くなったステージではなく、照明が地
面に描き出す光のみで表現するという演出も、
CFW のショーで初めて見た。また、モデルの

ウォーキングも恐ろしく速い。海外のショーでは
珍しくないと思うのだが、写真を撮ってもらうた
めにポーズを決めることの多い CFWのショーでは
非常に珍しい。そして、ショーの時間も非常に短
かった。あまりのあっけなさに一瞬「もう終わ
り？」という空気の流れた会場であったが、シン
プルで洗練されたそのスタイルには大きな拍手が
送られた。期待を裏切らないショーであった。
そしておそらく と同世代でありながら、彼

とは真逆を行くのは祁剛。彼はこの数年コンスタ
ントに CFW に参加しており、自身のブランド
SEC はファッション界芸能界で独自のポジション
を保っている。会場には筆者は 2 年前に初めて
CFWで彼のショーを見たがその時と同じように今
回も芸能人らしき人やセレブらしき人たちが最前
列に陣取り、ショーが始まる前には、メディアが
インタビューをするなど華やかな雰囲気であった。
今回のテーマは「天色（空の色）」、夜明け・早
朝・午前・午後・夕暮れ・夜空という刻一刻と変

こちらの箱とドレスの結合に至っては凡人には理解不可能…。再び、もとのスタイル（人
間が普通に着れる服）に戻るのかと思いきや、箱型ドレスのままショーは終了した。
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化する空の色と光を表現したという。前述の劉星、
丁勇、 らがある意味革新的であるとするなら、
祁剛のショーはまさに中国北京でこそ見ることが
できるファッションショーの醍醐味がある。それ
でも、2年前に初めて見たショーより随分プレタポ
ルテ風のスタイルが多くなっていた。昨年は見る

ことができなかったのだが、会期中のパーティー
で話をする機会があり、その際に「意図的に既製
服的なものを増やしたら、今まで以上に反応が良
かった」と少し興奮気味に話してくれた。その流
れが引き続いてあるのだろう。

のショーではレディースとメンズが同じラインで交互に発表された。レ
ディースに比べどうもパッとしないメンズコレクションが多い中で、初めてイケ
テルと思える作品を見ることができた。筆者的には今回のベスト 3のショー。

CHINA FASHION WEEK
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大御所デザイナー張肇達のMark Cheung は昨年
の「黄河」に引き続き、「長江」。さすがに去年の
演出の一部、ヤギとおじいさんはステージにいな
かったが、プレタポルテとは全く別世界の大スペ

クタルが繰り広げられた。昨年のスタイルの延長
線という印象が否めなかった。次回もこのスタイ
ルが続くと見ているほうは飽きてきてしまうので
はないか…などと、余計な心配をしてしまう。

写真右がデザイナーの祁剛。本人のスタイル
もだいぶシンプルになった、全身黒のスタイ
ルになびかせた 1 枚の澄んだ北京の秋空の
ような真っ青なスカーフが印象的であった。

ヘアメイクはかなりハードだが、それぞれのスタイルは意外とシンプル。
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旭化成グループがスポンサーとなっている「中
国ファッションデザイナークリエイティブ大賞」
は、今回も非常に盛況であった。事前に行われた
プレス発表の席では、今回の大賞の受賞者である
顧怡が今期旭化成のイメージモデルを務める中国
人モデル趙思宇が身にまとった一枚の布をその場
でドレスに仕上げるというパフォーマンスを行い、
集まったメディアの注目を集めた。顧怡は、中国

大手婦人アパレルの主席デザイナーやデザイン総
監などを歴任する実力の持ち主である。ショーの
テーマは「新生万相 Newborn Vientiane」。シリー
ズごとに“たおやかな雲”“優雅な風”“悠久の源”
と分けられ、それぞれ「ベージュ、茶、大空の青」
「淡いゴールド、オレンジとグレー」「柔らかなグ
レーと白、藍色」というカラーテーマを設けたコ
レクションとなった。

近くでじっくりと見ると微妙な色使いや、カッティングなど非常に手の込んだ作業であることが分かる。

記者会見での顧怡のパフォーマンス。若干時間はかかったが面白い趣向であったと思う。

CHINA FASHION WEEK
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海外動向

東レ（中国）有限公司も最終日の夜に発表され
るファッション大賞のプレパーティーへの特別協
賛という形で CFWに参加している。3 年目となる
今回は東レとその素材を参加する中国の業界関係
者により深く理解してもらうという目的の下、
「ART OF FABRIC」と題し中国のクリエイターと
のコラボレーションを行った。D・PARK 内のパー
ティー会場に隣接する展示スペースに中国水墨画
作家である張国君の手により中国の伝統的な陶磁

器景徳鎮、水墨画、そして東レ“Sillookduet”と
いう 3 つの要素を組み合わせた空間が作り上げら
れた。また、新進気鋭のデザイナー Alex Wang
（王培沂）に同素材を使用しファッション大賞モデ
ル部門の候補者 10 名が着用するドレス製作を依
頼。それぞれの個性にあったドレスを身にまとっ
た 10 名の女性モデルたちがパーティー会場に華を
添えた。

既製服のデザイナーを長年務めているだけあり、一般の女性が普段身に着けられるようなリラックス、かつエレガントなデザインが多かった。

最後はクラシックなグレーからブラックへの配色が美しいドレス。毎回、質の高いショー
が見られるので次回のデザイナー劉勇のコレクションにも期待をするのは筆者だけではな
いはずだ。
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CFW 春夏コレクションのハイライトとなるの
が、最終日夜に行われる大手婦人アパレルブラン
ド WHITE COLLAR 白領のコレクションと中国
ファッション大賞の受賞式典である。WHITE
COLLAR のショーでは毎回ステージに大掛かりな
仕掛けがしてあるので、今回もどのような演出が
あるのか楽しみにしていた。ショーのラスト、バ
レリーナを思わせる純白のドレスを着たモデルに
続いて、デザイナーたちもステージへ。そして、
なんとデザイナーたちがその場でこの純白のドレ
スにスプレーを使って絵を描いていったのだ。そ

して、最後のコレクションのチーフデザイナー王
放が絵筆で最後の仕上げという、ライブな演出で
あった。王放は国内の服飾系大学を卒業後日本に
留学。帰国後WHITE COLLAR に入社した 5 年目
の若手である。WHITE COLLAR は毎回、自社のデ
ザインチームから 1 名のデザイナーをピックアッ
プしてコレクションを作り上げるがそれ以外のデ
ザイナーたちもこうして、必ずステージに上がっ
てくる。会社が彼らを非常に大切にしていること
が伺える。

東レの先端技術と中国の伝統とのコラボレーションは会場を訪れた関係者も興味深そうに見学していた。

パーティーには中国設計師協会の王慶主席をはじめとする業界の指導者たち、メディア、
デザイナー、企業のトップそしてファッション大賞の候補者が参加。“Sillookduet”のド
レスを身にまとったモデルたちがひときわ目を引いた。

CHINA FASHION WEEK
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海外動向

コレクションは国内レディースブランドではトップクラスの安定した実力。
ただ、こちらも以前のお姫様しか着られないようなドレスばかりのショー
から、既製服のラインがかなり増えた。

デザイナーたちがドレスにスプレーで描き出す模様に。 王放により最後の仕上げの一筆が入れら
れた。
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WHITE COLLARのショーに引き続いて行われた授賞式。写真はファッション大賞デザイナー部門の候補者。左から、
楊紫明、曾鳳飛、王玉涛、祁剛、李小燕、 皓。

モデル部門の受賞者、孟飛と劉多。 授賞式には小さなバレリーナたちが登場。

今回の CFWを通じて感じたのは、デザイナーた
ちの成長の速さだ。昨年の 11 月北京服装学院の教
師たちの合同ショーを見て、新しい流れが生まれ
たことを感じてからたったの 1 年。その流れは間
違いなく急速にそして確実に大きくなってきてい
る。日本ではファッションビジネスに携わり、現
在は北京在住 10 年以上になる友人と のコレク
ションを見たのだが、彼女は非常に大きなショッ
クを受けていた。「好き嫌いは別にして、中国のデ
ザイナーの実力がここまでとは思わなかった。10

年前の北京の街を歩く人たちの服装を考えたら、
ここまでのレベルに来ることがどれだけ速かった
かということが良く分かる。この先が怖い」
また、アーティスト出身の丁勇は「賞をもらう

ために参加しているデザイナーもいるけど、自分
はここで遊ぶため、楽しむために来ているんだ」
と話していた。常連のブランドやデザイナーだけ
でなく、実力のある新人デザイナーたちがより積
極的に参加できるようなステージになることを更
に期待している。

CHINA FASHION WEEK
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海外動向

中国ファッション大賞 2008 年度授賞式で発表された各部門受賞者は以下の通り

1．中国ファッション大賞

レディースウエアデザイナー ：李小燕
メンズウエアデザイナー ：曾鳳飛
メークアップアーティスト ：陳涛
ファッション・フォトグラファー：樊建恩
ファッション評論家 ：なし
女性モデル ：劉多
男性モデル ：孟飛

2．チャイナファッションウィーク・ブランドデザインアワード

メンズ ： 鋭仕（曾鳳飛）、 （楊紫明）、Beauty Berry（王玉涛）
レディース ： TANGY collection（梁子）、欧柏蘭奴（ 眩）、1436（楊棋彬）
礼服 ：NE・TIGER（張志峰）、馬 麗（馬 麗）
ランジェリー：愛慕（許彦貞）

3．第14回中国優秀デザイナー10名

王放、劉星、趙卉洲、呉飛燕、陳非 、朱威、潘怡良、周静、孟 訪、肖紅

4．第11回中国優秀モデル10名

劉多、単靖雅、李 、王慧、趙麗娜、韓冉、米露、王誌文、楊芳、李霄雪

5．第12回中国ファッションデザイン・ゴールデンアワード　

祁剛： SECブランドデザイン総監
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