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【SWFC A＆D STORE NIGHT
“Shanghai Dream”】

今年 4 月 28 日に SWFC3 階にオープンしたギャ
ラリーとアートグッズストア Ar t ＆ De s i g n
STORE。SWFC はご存知の通り、森ビルが手がけ
た地上 101 階、高さ 492 メートル、現在中国では

第一位の高さを誇る超高層ビルである。六本木ヒ
ルズにある森美術館にずっと行きたいと思ってい
たが、なかなかチャンスがなく残念に思っていた
ので、「7 月 3 日に上海で森ビル関係のギャラリー
のオープニングがあるけど、どう？」という誘い
に即答でイエスの返事をさせていただいた。
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アートと音楽。ファッションとつかず離れずの距離にあるこのふたつは筆者の生活にとっても必要不可

欠な要素。何気なく過ごしていても世界中の情報がふんだんに入ってくる東京での生活に比べ、中国にい

ると自分から積極的に情報を収集しないとなかなか身近に触れることができないものでもあります。また、

硬い意味での「芸術」というとやはり文化の中心である北京の方が活気があり、国内の著名アーティスト

も北京を中心に活動しているのが現状です。ただ、幸いなことに商業的にはやはり上海、ということなの

でしょうか？　英語や日本語のフリーペーパーやネットでの情報を注意して見ていると、外タレなどの大

型のコンサート（7 月に安室奈美恵、8 月にはアメリカのバンド Linkin Park がコンサートを開催した）

やクラブイベントやライブハウスでのインディーズ・バンドのライブ、有名美術館そして市内に点在する

小さなギャラリーなどでのエキシビジョンが盛んに行われていることが分かります。筆者は時間が許す限

りアンテナに引っかかったイベントには顔を出すようにしていますが、それは、個人的な趣味という以外

にも、こうした日本人ビジネスマンがなかなか足を踏み込まないようなところで、この街のカルチャーが

変化していることを強く感じるからです。

今回は、森ビルが浦東に建設した上海環球金融中心 Shanghai World Financial Center（以下

SWFC）内にオープンしたアートギャラリーとショップのオープニングイベントと、上海のインディー

ズ・レーベルとタイアップをして開催されたショッピングモールのライブイベントをご紹介します。
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ギャラリーでは、オープニング・エキシビジョ
ンとして SWFC を中心とした浦東陸家嘴の高層ビ
ル群をモチーフにした、日本のグラフィックアー
ト集団 Enlightenment（エンライトメント）による
作品が展示されていた。また、ショップ内には日
本を代表する作家である草間彌生、奈良美智、蜷
川実花などのグッズが並んでいた。日本では美術
館などに併設されたショップでこうした世界の
アーティストによるグッズを手にすることができ
るのであるが、中国では非常に難しい。上海美術
館にもかなり面積の広いショップはあるが、どれ
もオリジナルのものばかり。しかも、記念品とし
てはよいのだが日常的に使えるオシャレグッズと
してのクオリティーはまだまだといった感じだ。
そして、地下 2 階にあるダイニングのバース

ペースでは、DJ の音楽とともに今回のために特別
に製作されたという VJ（Visual Jockey ：音楽に合
わせてビデオ映像などを流すもので、ライブで製
作したり、あらかじめ作っておいた映像を流す）
が披露されていた。筆者、中国で初めて VJ を見て

「おお!カッコイイ!!」と声を上げてしまった。上海
のクラブシーンはかなり盛り上がってきており、
日本を始めとする海外からも有名DJ が訪れ、ほぼ
毎週末どこかのクラブでイベントが行われている。
そのためローカルのDJ たちのレベルもかなり底上
げされてきているが、VJ に関してはただなんとな
く映像を流しているだけというレベル。それは、
やはり海外のクオリティーの高い VJ を体感する機
会がほとんどないからだと思う。会場にいた若い
中国人の中には、初めて VJ を見た子もいたかもし
れない。
“日本にはすべてが揃っている”とか、“日本の
ものがすべて素晴らしい”ということではないが、
今回のパーティーに参加して、上海で彼らがまだ
身近に触れることができない「カッコいいもの」
が、日本にはまだまだたくさんあるということを
改めて感じた。ちなみにショップで思わず購入し
た草間彌生のクリアファイルをグラフィックデザ
イナーである中国の友人に見せたところ、「どこで
買ったの！」と非常に羨ましがられた。

去年まで東レ中国のオフィスも浦東にあったので、出勤の道すがら時々建設中のSWFCを撮影していた。
左）06年 4月　中）07 年 5月　右）07 年 9月。グランドオープンは約 1年後の 08 年 10 月 25 日。
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インビテーションは、SWFC のある浦東陸家嘴の風景。隣接するグラン
ドハイアットや上海のシンボルマークともいえる東方明珠塔が描かれた
イラスト。

見上げる角度によって形を変える概観は陸家嘴の高層ビル群のなかでも洗
練されたデザイン。

ギャラリースペース。これからのどんなエキシビジョンが企画され
るのだろうか？　楽しみだ。

今回展示されていたのはSWFCをモチーフにした作品。

ショップ概観 店内には中国ではなかなか手に入れること
ができないグッズが盛りだくさん。
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【2009 Summer Rock @Channel 1】

ふとしたことがきっかけで、筆者は 2 年以上前
から上海のライブハウスに出入りするようになり、
今ではインディーズ・バンドのメンバーや、ライ
ブハウスのオーナー、インディーズ・レーベルの
スタッフとも親しくさせてもらっている。中国大
陸のミュージックシーンでは“バンド”というス
タイルを持ちメジャーで活躍するミュージシャン
は皆無であると言ってよいだろう。更に言うとバ
ンドだけでなく、アイドル的な要素を含めて中国
で人気のある歌手はほとんどが台湾や香港出身。

日本だと“憧れ”や“ファッションスタイルのお
手本”となるようなファッション・アイコンとし
てのミュージシャンが大陸には存在しないのであ
る。そんな折、普段から親しくしているバンドか
ら「週末ショッピングモールのイベントでワンマ
ンライブやるから遊びに来て～」との連絡があっ
た。“ファッションイベントにバンド”という珍し
い組み合わせ、しかも、会場となったショッピン
グモールは偶然にも友人が PR関係の仕事をしてい
る。早速足を運んでみた。

女の子と男の子パンダは前号で取材させていただいたヒキタミワさんの
ショップ「水玉上海」のオリジナルキャラクターグッズ。

弊社主催の中国ビジネス研究会のサイトで取材させていただいた和風雑
貨を扱う iseya さんの商品も。

地下 2 階、日本のワイズテーブルが手がける複合レストランのバース
ペースがパーティー会場となった（写真提供A&D STORE）。

中国人の若い子たちの姿も。さすがに一般同年代よりオシャレ度が高
かった（写真提供A&D STORE）。

上海環球金融中心HP http://www.swfc-shanghai.com/
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会場となった Channel 1 調頻壹は長寿路に今年 5
月にプレオープン（グランドオープンは 10 月予定）
した 6 階建て建築総面積 5 万㎡になる新しい
ショッピングモールである。アメリカの大手投資
会社 The Blackstone Group が権利を買取り、友人
である陳敏さんが PR 関係を担当する Insite asset
盈石資産管理有限公司にその運営を任せている。
グランドオープン前ということもあり、まだすべ
てのテナントが埋まってはいないものの、ZARA、
H&M、リーバイス、ユニクロ、Only、VeraModa、
Jack & Jones、Eland、I.T、Etam、TeenieWeenie、
Chaber、ELLE、そして化粧品バラエティーショッ
プの SEPHORA といった人気ショップが出店済み。
南京西路の久光百貨や伊勢丹からタクシーで 10 分
ほど北側に位置、周囲には高層マンションが建ち

並び、近年はオフィスビルも建設されている。こ
うした条件もあり、陳敏さんによると平日は会社
勤めのOLが、週末は家族連れが多いという。筆者
が訪れたのは夏休みがスタートした 7 月中旬の土
曜の午後ということもあり、20 代前後の友達同士
やカップルの姿を多く見かけた。また、上階には
一茶一坐、味千ラーメン、Wagas、バーガーキン
グといった中華系から欧米系のチェーン展開をし
ているカフェやレストランが入っており、半日以
上はショッピングモール内で遊べる、という雰囲
気だ（ちなみに、陳敏さんによると万博までに
The Blackstone Group と Insite asset 2 社による
ショッピングモールのオープン計画が 2 件ほどあ
るとのこと）。

上海のカルチャー事情とショッピングモールイベント

イベントのポスター。中国語で Rock は
“ yaogun”。

ステージを見終わって帰宅した際に郵
便受けをのぞいたら入っていたイベン
トのダイレクトメール。

会場のポスター。写真の 2 バンドは
比較的経験も豊富で自分のスタイル
を持っている。

1階フロアに設けられたステージ。通りがかる人のほとんどが足を
止めていた。

Channel 1 の正面入口に設けられた巨大モニ
ターでもステージの様子が流されていた。
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今回のイベント 2009Summer Rock 夏日 空間
は、Insite asset のプロモーション関連部門に若い
頃バンド活動をしていたというスタッフがおり、
彼女が発案したものだという。彼女としては集客
のためのイベントということだけではなく上海の
インディーズ・バンドにショッピングモールとい
うステージを提供することで、“地下”にいる後輩
達を“地上”に連れ出したいと考えたという。そ
こで、彼女は上海では唯一のインディーズ・レー
ベル SOMA に協力を求め、8 組のバンドのワンマ
ンステージを 7、8 月の 2 カ月間、週末の土日に設
けることになったのである（ちなみに筆者、1バン
ドを除く 7 バンドのステージすべてライブハウス
にて体験済み）。筆者が会場に足を運んだのは、7
月 19 日の午後、友人がボーカルを務める大新鮮
Da Fresh というバンドのステージ。1 時間弱のス
テージはショッピングモールの外に設置された大
型スクリーンにも映し出され、店内で買い物をし

ていた人だけでなく、モールの付近を歩いていた
人たちもその音に気付いて「なんだ？なんだ？」
という感じでメインフロアーに入ってきた。また、
ライブハウスでのなじみの顔も見かけた。
今回出演するバンドのメンバーの衣装は、ASO-

BIO というイタリアのカジュアルブランドがすべ
て提供しているという。以前からライブでいろい
ろなバンドのパフォーマンスを見ながら、パ
フォーマンスはそれなりに形になっていてかっこ
いいのに「ファッションセンス、あとちょっと何
とかすればすればもっとカッコイイのに！」と思
うこともしばしば。一部自分のスタイルを持って
いる子もいるのだが、バンドメンバーのファッ
ションスタイルが全くバラバラだったり、音と
ファッションが一致していなかったり「どこかブ
ランドが衣装提供する、ということがあれば、も
うちょっとどうにかなるのでは…」と常々思って
いたので、なかなか面白い企画だなとも感じた。

友人のバンド大新鮮 Da Fresh。ボーカルは
1987年生まれの22歳。「好きな歌手は？」と
聞くと「Mr.Children、湘南乃風、GReeeeN、
Aqua Timez、清水翔太、アンジェラ・アキ」
と日本のミュージシャンの名前がどんどん出
てくる。「子供の頃見ていた『東京ラブス
トーリー』の主題歌を歌っている小田和正の
声も大好き」という上海っ子である。

上海でよく見かけるショッピングモールと同じように、こちらも中央部分が吹き抜けになっている。
1時間弱のステージ、人がどんどん多くなってきた。
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ステージ終了後、ボーカルと会場をウロウロし
ていたら彼らのライブを見ていた女の子たちが
「今度はいつやりますか？」と声をかけてきた。バ
ンドにとっては新しいファンができ、彼女達に
とっては今まで知らなかった世界に気付くきっか
けとなったであろう。一方、ショッピングモール
にとっては、数字ではっきりと現れるほどの効果
を上げるにはまだまだかもしれないが、口コミや
ネット上での情報交換が想像以上に大きな影響力
を持つので、各バンドメンバーやファンによるブ
ログなどでのイベント告知や日記を通じて、
ショッピングモールの認知度は間違いなく上がっ
ているはずだ。上海のインディーズ・シーン、バ
ンドのメンバーは学生か昼間は会社勤めの社会人
がメインで、音楽一本というミュージシャンはほ
とんどいないのが現状。ちなみに、「地下楽隊（中
国語で“アンダーグラウンドのバンド”、メジャー
ではないという意味合いも）」と呼ばれる彼らは、
70 年代生まれのバンドは兄貴分で時々顔を出す、

80 年代生まれのバンドが主流で活躍しており、一
部 90 年代生まれメンバーのみのバンドも出てきて
いる、といった感じである。一方、観客はいわゆ
る 80 後がメイン。出演バンドによっては若干年齢
層が上がったり下がったりしているが、中国の消
費を支える一群がそこに存在するのは事実である。
筆者がライブハウスに通い始めたころは、“ライブ
ハウス”と言えるような場所もなかったのだが、
この 1 年くらいそうした現状に変化を感じること
が多くなってきている。今回のChannel 1 だけでな
く、例えばコンバースが北京のインディーズ・バ
ンドをフューチャーしたビジュアル広告をフリー
ペーパーなどに出すようになったり、大手飲料メー
カーなどがイベントとしてバンドコンテストなどを
企画するようになってきているのだ。まだまだ混沌
とした中国の音楽シーンとファッションとが結び付
くのには時間はかかりそうだが、間違いなく新しい
ムーブメントが起きる、そんなことを感じさせるの
で、今後も注目していきたい。

上海のカルチャー事情とショッピングモールイベント

ステージを見ていた観客。夏になると日本以上にミニスカ、ショートパンツなど露出度が高くなる。

Channel 1 の店舗がフラッグショップとなる ASOBIO がバン
ドメンバーへの衣装を提供。

この日の彼らのスタイル、普段よりも若干大人な雰囲気。左からギター：パープルの
スリムジーンズに、同系色のロゴ入り白 T。ギター：バットマンの黒 T にグレーの
カーディガンにグレーのハーフパンツ、コンバースのハイカット（彼はいつもの私服
もオシャレ）、ボーカル：ターコイズブルーのスリムジーンズにグレー T、ベース：
イエローのシャツにブルージーンズ、サングラス姿を見たのは初めて。彼が一番今ま
でのスタイルと違っていた。そしてドラムは水色とグレーのバイカラー T シャツに
キャップとハーフパンツ。
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情報誌的なものがほとんどない上海では、ネッ
トでの情報交換が非常に盛ん。こちらは、豆瓣
douban という SNS サイトの今回の告知ページ。個
人だけでなく、インディーズ・バンドが自己紹介
や音源をアップロードしており、大概のイン
ディーズ・バンドの情報はここから収集可能。ま
た、音楽情報、アート情報、地元のイベントなど
の情報、口コミ、インディーズ・バンドのファン
グループなど非常に多彩な内容で筆者も暇がある
とよく覗いている。中国版My Space といった感じ

であろうか…。イベントについて“興味がある”
457 人、“参加する”が 241 人。この時点で少なく
とも 700 人近くの上海在住の若者たちが Channel1
の存在をここで知ることになる。Channel 1 にとっ
てはまさにターゲットになる客層だ。
Channel 1 HP http://www.channel-one.cn/
ASOBIO HP http://www.asobio.com/
SOMA HP http://www.soma-art.cn/
豆瓣 douban http://www.douban.com/

各フロアに参加バンドを紹介するパネルが設置されていた。 視聴コーナーにて自分の曲に聞き
入る大新鮮のボーカル。


