
21繊維トレンド　2008年 11･12月号
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2008年北京オリンピックを終えて

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。

“百年之夢”、2008 年 8 月 8 日に世界中の注目を浴び、華々しくスタートした北京オリンピックを中

国では人々はこのように呼んでいました。日本でも各メディアが様々な角度からオリンピックを、そして

中国を報道していたと思います。残念ながら筆者は期間中に北京を訪れるチャンスがありませんでしたが、

上海でも男女サッカーなど一部の試合が行われ、オリンピックの雰囲気を感じ取ることができました。本

誌の“繊維”というカテゴリーからは離れますが、中国にとってはまさに、100 年に一度の国の威信を

賭けたこの大イベントについて、写真を中心に上海で筆者が見聞きしたことをご紹介します。

南京西路、静安寺付近。普段のコスモポリタンなどの欧米系ファッション
誌の巨大広告に変わって、オリンピック。

同じく南京西路のショッピングモール中信泰福広場 SITIC SQUARE。8月 8
日以前は開幕までのカウントダウン、開幕以降は試合何日目のデジタル表示。

北京の“京”と人をモチーフにした
ロゴマーク、個人的にはとても中国
的で気に入っている。世界博の“世”
をモチーフにしたものよりずっと洗
練されていると思うのだが…。

梅龍鎮伊勢丹前、コカ・コーラ社に
よるオリンピックをモチーフにした
モニュメント。

ポートマンリッツカールトンにある
GUCCI のショップ。メインのウィ
ンドーディスプレーもオリンピック
限定商品に。
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オリンピックが始まる前に、北京にいる中国人
の友人たちにショートメールで「北京はどう？オ
リンピックを迎える準備はできた？」と連絡した
ところ、「僕の準備は万全。航空券を買って、期間
中はしばらく北京を離れるよ」「10 日から実家の重
慶に帰省するよ」という返事。他にも「通常の仕
事がしばらくできなくなりますね。市内の郵便物、
バイク便なども既に規制されていて支障が出てい
ます」といった、割とクールな反応が多かった。
では、実際にオリンピックを終えて彼らはどんな
ことを感じたのだろうか？
北京で 10 年以上生活をしている日本人の友人は

「意外と普通。ただ、試合を見るために会社を休ん
でも出勤扱いになる会社も多かった。オリンピッ
クが終わったら交通規制がなくなるから、またう
ちの中国人スタッフたちは遅刻の言い訳がしにく
くなるだろうなぁ」と。今回のことで北京の人た
ちのマナーは良くなると思うか？という質問には、
ひとこと「無理でしょ…。上から厳しく規制され
ていたから何となくできていたけど、それがなく
なったらすぐに戻るよ。“マナーを守っていて偉い
自分”に酔っているという感じだったしね。一朝
一夕でこの国の人たちの何かを変えるというのは
至難の業」。一方、30 代後半の北京人女性はこのよ
うに話してくれた。「良かったですよ。北京中の人
たちがオリンピックを楽しんだと思います。会社
では毎日オリンピックのことが話題に上っていた
し、時には仕事中にインターネットで試合を見た
りもしていました」就業時間中に隠れてネットで
中継を見る、仕事に集中できない、ということが

社内で問題になり、対策として毎日の試合の中か
ら多数決で 3つを選び、その試合は社内で TVを見
ることを許可した、というような新聞への投稿記
事もあった。
「私も会場まで足を運びバスケットの試合を見に
行きましたが、そこにいた人たちはみんな興奮し
た、でもとても楽しそうな顔をしていました。雰
囲気はとても良かった。特に、若い人たちにとっ
ては非常に貴重な経験になったと思います。期間
中、お客さんを迎えに飛行場に行くことが数回
あったのですが、あちこちに若いボランティアの
子たちがいて、彼らが本当に一生懸命でした。笑
顔で自主的に困っている人に声をかけ、助けてあ
げる。今までは中国にはそういうことが自然にで
きる人は少なかったと思います。ボランティアの
メンバーは 2 カ月くらいの訓練を受けたようです
が、その成果はあったと思います」中国を訪れた
ことのある方ならご存知だろうが、この国の人た
ちは日本人と正反対、サービス業に携わる人たち
でさえ“笑顔”で接する、ということがほとんど
ない。もちろん親しい間柄では笑顔も多いが、日
本人のように笑顔を振りまくということをしない。
レストランなどで極たまに笑顔でサービスをされ
るとかえってびっくりしてしまったりする。筆者
も上海でサッカーの試合を見たが、そこにいた大学
生らしきボランティアが本当に満面の笑みでお客さ
んを誘導している姿を見て、中国人も仕事をしなが
らこんなに楽しそうな笑顔ができるのだ、と感心し
た。ただ、マナーについては「引き続き政府が指導
しないとダメでしょうね･･･」

ドラックストア・チェーン店のWatson’s 屈
臣氏にも、マスコットの福娃（フーワー）。

コカ・コーラもオリンピック仕様。 こちらは、ローカルスーパーで友人が購入した“中国隊加
油”Tシャツ。1枚約 500 円。
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上海市内を走るタクシー。タッチパネルでのオリンピックに関する Q&A
ゲームができる。

地下鉄構内に突然現れた上海市公安局による広告。内容は“どうやってテ
ロを防ぐ・テロから身を守る”。

開催期間中は、上海の地下鉄構内の店舗はすべてこんなふうでした。売店
は販売できないどころか、商品もすべて撤去。

スポーツ専門誌『体育画報』の広告で埋め尽くされた構内。手前は、中国、
特に上海人を大いに失望させたハードルの劉翔。期待が高かっただけに、
彼が国民に与えた衝撃は相当なものだった「（男子バスケットのスター選
手）姚明の家族は TVに映るときも地味にしていたけど、劉翔の母親は綺
麗に着飾って派手にしていたわよ。北京までも応援団引き連れていったの
に、あの結果じゃね。面子丸つぶれだわよ」。（上海人 50代女性）

こちらはアディダスのオリンピック公式商品。1枚 180 元。筆者は家族への
お土産に購入。

2008年北京オリンピックを終えて
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物議を醸した開幕式の花火の合成映像、女の子
の口パク問題については、こちらではそれほど大
きな問題にはなっていない。「他の先進国とは違っ
て、中国はまだまだ発展途上の国。その中国が世
界の注目を一身に受け、国の威信をかけて打ち上
げた開幕式。失敗は絶対許されないし、世界を感
動させなければならない。開幕式を作り上げたス
タッフのプレッシャーは相当だったと思います。
彼らのプレッシャーと実際の開幕式の素晴らしさ
を考えたら、いくつかの問題はたいしたことでは
ないと思います」（前述の北京人女性）。「開幕式の
花火が合成だったということを知って、最初は私
もびっくりしました。開幕式の中でも一番感動し
た部分だったから。でも、まぁ、仕方ないかな。
技術的にも考え方にも西洋（先進国という意味だ
ろう）と東洋には違いがあるし。とにかく成功し

たわけだから今後はもっとよくなると思う」（上海
20 代女性）。「あの開幕式は世界中の人が TV で見
ていたわけでしょ？だったら、TV 上の視覚効果を
上げるために合成することに何か問題あるの？ど
この国でも同じようなことってあるでしょう？」
（上海 20 代男性）。ちなみに彼は筆者が質問をする
まで女の子の口パク問題は知らなかった。中国の
人たちにしてみたら、オリンピックの成功に比べ
たら本当に些細なことでしかないのだ。そして、
登場した各少数民族の衣装をまとった子供たちが
実際には漢族の子だった、という件に関しては筆
者自身も「何が問題？」と思ってしまった。中国
では様々なシーンで民族衣装を着た女性や子供の
パフォーマンスを目にすることがあるが、それを
見て「チベット衣装を着ているのはチベット人
で･･･」と思う人はおそらく皆無なのだ。

バス停にはバスを待つ人とは別に、じっ
と佇む人たち多数。近づいてみると…。

オリンピックの生中継。 こちらは、リッツカールトンの正面入口に並べられた TV画面。

久光百貨店前の広場に人だかり。ちょうど、男子サッカー予選、中国対ブラジルの試合。無言で画面を食い入るように見ている人たち
も。上海での住まいには TVがないと思われる地方からの出稼ぎ労働者風の人も多かった。

海外動向
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「中国にとってオリンピックってどうだった？」
という筆者の質問に対して、ほぼ全員が「素晴ら
しいことだったと思います。世界中の人が今の中
国を知ることができた。そして、北京も世界中の
人たちを受け入れた。大成功だった」と答えてい
る。ただ、1 人だけ上海人 50 代で既に退職した女
性はこう言っていた。「私とあなたの関係だから正
直に言うわよ。オリンピックなんてお上がやって
いること。私たち“老百姓”（中国語で庶民、一般
市民の意）には何の得があるの？中国は金メダル
の数が世界一なら、株価の暴落も世界一（彼女は
上海市民の多くと同じように個人で株をやってい
る）知っている？ 8 月 8 日の開幕式のあの日、株

がまた大暴落したのよ。私たちの間では開幕式よ
りそっちの方が重大問題。見てご覧なさいよ、株
が下がっているから街の中で買い物する人だって
少ないわよ」上海で感じたのは、生粋の上海人た
ちのオリンピックへの反応はかなり冷静だったこ
と。開幕式の当日も「残業で見てないよ」（30 代上
海人男性）。「友達と食事に行っても、オリンピッ
クのことはほとんど会話にのぼらない」（30 代上海
人女性）。そして、地方出身者からは「上海はまだ
いいよ。オリンピックの試合をやっていたからね。
でも、僕の故郷にはオリンピックはやってこない。
両親にとってみたら、どこか違う国でやっている
ようなものだよ」

花壇もオリンピック仕様。

8 月 19 日、筆者も上海八万人体育場で行われた男子
サッカー準決勝、ベルギー対ナイジェリアの試合を見に
行った。写真は、会場そばの百貨店。

競技場を背景に記念写真を撮る人たち、多数。 入口前の荷物検査、混乱など全く無し。同じ会場に予選のアルゼ
ンチン対オランダの試合を観戦した中国人の友人が「検査厳しい
よ～、身分証明書も持って行った方がいいよ～」と言っていたの
で、準備万端 1 時間以上前には会場に到着。しかし会場は、想像
していたより随分とのんびりした雰囲気。

2008年北京オリンピックを終えて
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八万人体育場。日本女子サッカーの試合も行われた。観戦した日本人友人によると、試合
中の日本チームに対する野次などはほとんどなかったとのこと。

福娃のひとり（？）魚をモチーフにしたマスコットと記念写真を撮る人たち。ボランティアが声をかけ、きちんと並んで順番待ちをさ
せていた。これが癖になると良いのだが…。

中国の試合ではなかったのだが、おそろいの CHINA の T シャツ
を着たグループ。

海外動向
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会場は、気が付いたら満席。緊迫感よりも和やかな雰囲気に包まれていた。試合結果は 4： 1でナイジェリアの圧勝。3点目が入った
頃から会場を後にする人たちが多くなった。

会場での飲み物はすべてこの紙コップに。
自分で持ち込んだペットボトルも、ボランティアの子たちが入れ替えてくれた。

残念ながら“プレミアチケット”になりそこ
ねた準決勝のチケット。もうひとつの準決勝、
ブラジル対アルゼンチンはもちろん北京が会
場となった。

オリンピックチケット発売第 3 期に筆者はこちらのチケット
販売公式 HP よりチケットを購入。クリックして、欲しいチ
ケットを選び、パスポートNOなどを入力、VISA カードのク
レジット決済。ほんの 2、3分で終了。数日後、近くのチケッ
ト受取指定先の中国銀行の窓口でパスポートを提出するとすぐ
にチケットを入手できた。事前に大騒ぎされていたので、どれ
だけ手間がかかるのだろうかと思っていたら「これでおしま
い？」と思うくらい簡単。ただし、数時間後に知合いが同じサ
イトで購入を試みたところ、既に売り切れていたそうだ。

欧米系ファッション誌『OFFICEL』8 月号にはなんと付録で
中国の国旗が…。日本のファッション誌で日の丸を付録にする
ところはおそらくないだろう。

中国でも発行されている『MEN’S VOGUE 秋冬号』には、
バトミントンで金メダルを取ったイケメン選手、林丹が特集さ
れていた。面白いなぁと思ったのは、メディアが選手たちの
「愛情ストーリー」的な特集を多くしていたこと。結婚した
カップルならまだしも、まだ、20 代前半の恋人まで公衆の前
に恥ずかしげもなく出てくるのだ。「芸能人のゴシップだらけ
の男女関係よりも、“清く正しく美しい”ストイックなラブス
トーリー」が選手の活躍と同時にあちこちで語られていた。

2008年北京オリンピックを終えて
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8 月 24 日にパラリンピックが終了、何となくオ
リンピックの余韻の残る上海を離れ、筆者は 9月 7
日まで一時帰国をしていた。上海に戻った翌日の 8
日、街に出るとそこには既にオリンピックの跡形
はほとんど無く、その代わりに上海の街は待って
いましたというばかりに 2010 年の世界博（上海万
博）に向けて急に動き出したことを強く感じた。
一方、北京でも祭りの後の空虚感のようなものが
漂っているようだ。「私たち社会人はまだいいです
よ。いつも通りの仕事に戻ればいい。でも、毎日
毎日 TVで試合を見ていたり、ボランティアとして
仕事をしていた学生や若い子たちは、オリンピッ
クが終わって急にすることが無くなってしまった
感じがするでしょうね。それに、期間中は市内の
消費にもかなり影響があったと思います。その影
響は間違いなく今年後半に出てくると思います」

（30 代北京女性）
9月に入った上海の週末は、オリンピック中には

禁止されていた様々なイベントがあちこちで開催
され、それまでストイックさを保っていた街が一
斉にざわつき始めたようだった。先日、上海で非
常に人気があるという上海インディーズロックバ
ンドのライブを見に行った。上海人のボーカルは
頭に海宝のマスコットをかぶり上海語でMCをし、
「2008 年、北京オリンピック。それがどうした、た
いしたことないぜ。2010 年は世界博だ～」と歌い、
オーディエンスの大喝采を浴びていた。国内に
様々な矛盾や問題を抱えたまま、中国そして、上
海という街はまだしばらくの間、全力疾走で走り
続けていくのであろう。どのような変貌を遂げる
のか、それを見届けたいと思う。

街のあちこちに出現した世界博のマスコット海宝。

バンドから浦東を眺めると、完成したばかりの上海金融中心のすぐそ
ばで、完成すれば世界第 2位の高さになるという上海中心の建設が急
ピッチに進められていた。オリンピックにその完成が間に合わなかっ
たCCTVの新社屋のようにならないように願うばかり…。

海外動向
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本文一番初めの写真と同じ場所。“9月 8日、上海世界博開催まで 600 日”
の広告に変わっていた。

タクシーの広告もオリンピックから世界博へ。

筆者の自宅ポストに入っていたカード。「親愛なる市民の皆様：世界博まであと 600
日となりました。我々はともに世界博に向けて歩み、世界博に参加し、世界博を分
かち合いましょう。その言葉、その行動に上海市民の姿を体現し、その一挙一動に
上海という都市を示し、実際の行動を以って世界博に素晴らしい花を添えましょう」
市民全員参加の意識を促すための宣伝がスタートしている。

2008年北京オリンピックを終えて




