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私は物を作るのが大好きな人間です。編み物は機
械でも編めるし（家に編み機が 4 台有ります）手編
みでも出来ます。

今年 7 月、毎回欠かさない糸の展示会　PITTI 
FILATI に行って来ました。前回、前々回と来場者
が激減している中、今回はどうなるのかと疑心暗鬼
の心境で FIRENZE に出掛けました。

戻って来た来場者
私は 2 日目と 3 日目の 2 日間会場に行きました。

思いのほか来場者が多いので驚きました。ある出展
者の話によると、3 日間とも来場者が多く大変に忙
しかったということです。
「アメリカのお客様が今までより多かった」「フラ

ンスの有名なブランドのデザイナーが増えている」
「アメリカ人はこれまで安い価格の糸しか選ばな
かったが、今回は高い意匠糸もサンプリングしてい
る」という良いニュースも聞こえてきました。そん
な展示会でしたが、私の感想を要約します。

トレンド？？？？？？？
今回と前回の秋冬物の糸の違いはそれほどありま

せん。今回の方が太い糸が多く、二次製品サンプル
も太い糸を使ったものが今まで以上に多く見られま
した。これは太い糸が細い糸より売れているかどう
かは別にして、太い糸で作ったサンプルの方が
ニュースになりやすい（細い糸より目新しい）から
だと思います。太い糸でも手編みに使われるような
極太の糸です。

トレンドは？
そもそも今の市場の中でトレンドは何か？と問い

ただしたところであまり意味がないのかもしれませ
ん。今までのように「今年のトレンドは○○です！」
などと言っても誰も見向きもしないのが現状です。
有名なデザイナーが新しいコレクションを発表した
からといって今までのように右から左に売れるとい
うのは過去の物語に過ぎない時代という気がしま
す。協会が提案しているトレンドカラーも 35 色も
有り、まさに “何でも有り” の様相で、商品の作り手、
送り手側として不安で方向性を決められないように
さえ感じます。

強いて言うなら赤系、青系、グリーン系、紫系、
ナチュラル系ということでしょうか。これでは聞い
た方でも「いつもの変わらない色だね」としか感じ
られないと思います。言葉ではモダン（現代）、フュー
チャー（未来）と言っても言葉を並べただけで、実
際には凄く新しい糸等はほとんど見出すことができ
ない今回の展示会でした。

二次製品での紹介
PITTI FILATI 協会はいつもは糸をメインにし

たブース（糸の展示会ですから）を作って、それに
トレンドのテーマを紹介する編み地やオブジェ、ス
ライド等を飾って展示していましたが、今回は糸単
体の展示はなく、すべて「作り上げたニット製品」
を飾っていました。「世界旅行」というテーマ設定で、
パスポートの形で色や説明を紹介しています。大き
な世界地図を作り、世界の国々の伝統や衣装、思想
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などに基づいたものをニットという形で紹介してい
ました。

これは大変に見応えのあるもので 100 点以上のト
ルソーに飾って紹介していました。柄や編み地自体
は伝統的なもので、そこに新しい付属品や装飾品を
加えたり、製品としてのデザインや形などが楽しく
新鮮なものでした。皆さんにお見せしたいぐらいで
した。

 
伝統ジャガード柄に

円形のウレタンプリント

サリーの様な巻きスタイルの
ストールセーター

ジャガード柄のショート＋
ロングの組み合わせ

縞柄のセーターに脱色（葉柄）＋
big ストール

ツイードの格子柄圧縮ニットの
穴開きジャケット
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モヘアー糸の大柄の
プリントセーターの重ね着

ニット＋刺繍やフリル段スカート＋
big ストール

レーシー柄のドレス、
色切り替えが綺麗です

身頃はニット＋
衿に大きな太いテープ使い

衿や全体に詰め物で膨らましている
柄のジャケット

天竺カーリングを利用したフリンジ
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ニットジャガー柄の着物スリーブ

衿にマクラメテープ＋ニット身頃

太い段染めの糸のフリンジ

起毛圧縮地に刺繍＋モヘアー刺繍

ウール糸クロスステッチの
アンサンブル

インターシャのリブ地の
面白い形のケープ
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「LINEA PIU」社
今回も前回のようなニットによる本格的なク

チュールの服を発表していましたが、完成度の高さ
はさすがイタリアの技としか言えないほどの出来ば
えでした。SONIA VERON, DEANNA FERRETTI 

VERONI, NAIRA KHACHATRYAN と若いデザイ
ナーとのコラボレーションには前向きな姿勢が感じ
られ、編み地のデザインも糸のクリエーションも匠
としか言えない素晴らしさが感じられました。

ラメ糸と紡毛糸のジャガードの
アンサンブル

毛足の有る太い糸の柄のドレス

大きなシルエットの
フード付きのニット

大きな横段のニット PULL ＋
レギンス

レーシーな編み地だが絞る事で
美しい形に

コンピューターを駆使した
テープ編みのドレス

糸の番手違いによる
立体的な編み地と形

ループ編みのジャケット＋
フリンジ柄のドレス

毛足の有る糸を上手に使った
編み地のケープ付き
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「LORO PIANA」社
カシミア糸の LORO PIANA  社の今回のテーマ

は「伝統」です。それも英国のバリバリの伝統的な
格子柄や馬柄、アラン模様等の柄を展示していまし
た。

「BOTTO GIUSEPPE」社
タスマニア糸とカシミア糸を得意としている新生

BOTTO 社の素材は BOTTO POALA 社からの伝統
とクオリティーの高さが感じられました。ここもや
はり「英国伝統」のテーマでした。

カシミア糸で格子柄の
ジャガード

色合いが美しいオレンジ色＋
ボルドー＋緑の配色

王家の家紋らしい柄の
ジャガード

暖色系のジャガード＋縞の柄

線の色が多色使いの
インターシャの格子柄

カシミアのアーガイル柄、
ベースはロング絣染
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「ZEGNA BARUFFA」社
こちらもニットならではのジャガード柄を多く提

案していました。細い糸がコレクションの大半を占
めるので、ジャガード柄にこだわっているのかなと

感じましたが、ベテランの編み地デザイナー
ALLESANDORA MACCHI の編み地が多く見られ
ました。

伝統的な雪柄
（スカンジナビア地方）

表と裏とが
ジャガードになっている編み地

配所の綺麗な
幾何学ジャガード柄

凹凸感の有るグレーとピンクの
編み地

アラン模様の伝統的な
ジャガードの変形

柔らかなループと渡し糸の
立体的な柄

圧巻はニット編み地で作った椅子や敷物です。着
る物だけでなく、別なアイテムにもニットを使った
新しい考え方です
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「FIL PUCCI」社
長いロングのスカート＋ニットというコーディ

ネートで見せたニットのサンプルは、今までの概念
にとらわれず新しい試みで作り上げている感じがし

ました。流行のグレー色のみのサンプルですが、糸
の表情が一つ一つ違うのでそれぞれが新鮮でした。

アンシンメトリーな裾や衿の形、
ツイード糸

衿はスエード素材を装飾的に
縫い付けてます

編み地を所々摘まんだ様な
編み地のもの

横に長い身頃。
移し目に寄る穴がポイントに

柔らかな糸使い身頃は
2 枚重ねで端もあらわに

大きなリブ編みの衿の付いた
短い CD

長いスカート＋モヘアーの
V 衿のセーター

セーターを 2 枚着ている様な
新しい形

大きな袋の様な衿
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「MILLE FILI」社
編み地もデザインも凝っているブースですが、見

せ方もヨーロッパの洗濯屋さんに見られる様な回転
式の洗濯物掛けに製品をナイロンでラップして展示

していました。写真に撮るのは難しく思えましたが
スカートやドレスの裾の美しさを再発見しました。

レーシーなニット編み地の
身頃よりももっと透けた裾

インターシャのジグザグ柄の
スカート

水玉柄のニットの下に
レースとテープを使って

毛足の長いアンゴラ糸を
インターシャ柄で

スレッド編みの様な裏目使いに
太い糸を這わして

太い編み地ですが寄せ目で出来る
ヘムライン
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「BIAGIOLI  MODESTO」社
高級紡毛糸、特にカシミア糸を得意としている会

社ですが、今回のコレクションで種類を多くした太
い糸でサンプルを作っていました。カシミア糸は価
格も未定のままの展示会でしたが、間違いなく高騰

してきています。しかし、それを惜しげもなく使っ
てタップリとしたデザインのサンプルを作っていま
した。色はグレーパープル。

フリンジループ
たっぷりのデザイン

タートル＋ストール付きの
ジレのセット

太いカシミア杢糸の
ショートコート

アンゴラ 100％のロングジレ

袖口や裾のラインも
凝っています

編まないで渡しただけの
編み地の衿
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 「ECAFIL」社
ここも太い糸のサンプルがメインでしたが、服だ

けのニットではなく、帽子や靴、バッグ等の小物に
もニットを使っていました。それも「雪柄」という
柄をテーマに発表していましたが、これはニットな
らではだと思いました。

その他のブースでもニットの小物が目立ちました。

同じ糸と柄を使ったバッグ

靴でした

雪柄のニットドレス＋コート

LORO PIANO 社の
ニット地の帽子

かぎ針のニットバッグ

ニットをテープに編んで
格子に組んだもの
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「DI,VE」社
ファンシーな糸を得意としている会社で手編み糸

のコレクションも発表しています。

グレー色の製品サンプル
今回の展示会で「グレー色」のサンプルが目に付

きました。

ファンシーな太い糸を使っているにも
関わらず、重さをあまり感じないドレス

太い編み地のラメが入った糸使いの
ジャケット

段染めの様な効果の
モノカラーのコート

top グレー糸の濃淡のロング＋
ショートのサンプル

紳士物の手編みのセーター ブークレーの紡毛糸使いの
サンプル
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将来を期待したい学生の紹介ブース
学生はともすればショー受けしそうな形の作品作

りばかりと、あなどってはいけないと感じさせられ
る作品が多数見られました。日本人を含め各国の学
生の作品が飾ってありました。

ニットのプロと言われる人で編めないデザイナー
が多い現状のニット業界では、いつまでたっても無
地でベーシックなニット製品ばかりの流れが何年も
続き、そこから抜け出せないのが実態です。

そんな中、面白い考え方や発想で作品を作ってい
る若手の人達が表舞台に出て活躍できる機会を作っ
てあげることが大切ではないでしょうか。

絣糸の様なグレーの
ストール付きのニット

手編みと機械編みを利用した
ポンチョ

かぎ針のニットドレス

ラメ糸でレーシーな
面白い編み地と切り替え

デニムのベースにかぎ針編みの
ニットを付けて



繊維トレンド　2010年 9･10月号22

海外動向

まとめ
ニットの世界の未来を楽しく魅力的に市場に紹

介し、かつバイヤーや消費者に買ってもらうとい
うことは、生易しいことではないにしても、長年
私がイタリアに住んで業界を見てきて肌で感じて
解ったこととして、現状を打開するには堅い頭の
年寄りのイタリア人では無理ではないかというこ
とがあります。

そんななか、山形の佐藤繊維（株）のプレゼンテー
ションや糸の開発は、今のイタリア人以上にニット
の未来を感じられるものでした。

錨の柄とオレンジ色の
アンゴラのスカート

セーターとスカートが
くっ付いた様なドレス

縞の配色が綺麗な
紳士物のニットとバッグ

透ける様な薄いニットの重ね着


