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毎号、香りへの探求や洞察、歴史的な寓話、

A travel journal in

アーティストへのインタビューや、36年以上にわたって

which we write about

パオロ・ヴラニエスのインスピレーションの源となってきた

the creative world of

フィレンツェの美しい自然や芸術についてご案内しながら、

Dr. Vranjes Firenze. It

Dr. Vranjesの独創的な世界を旅するDRV MAGAZINE。

is where we unveil the

＃３では、秋のぬくもりをイメージさせる”イエロー”をテーマに、
色と香りの世界をご案内します。

Maison’s news.
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tinted universe . . .
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S Y NESTHESI A
YELLOW ARO MAS
“The yellow aromas are bright,
stimulate attention and intellectual awakening.”
Paolo Vranjes
明るく輝く黄色の香調は、人の注意を引き、知性を刺激します。
パオロ・ヴラニエス
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MI MOSA
ミモザ

しっとりとしたベルベットのようにやわらかく魅力的な
ミモザは、「冬の太陽」とも呼ばれています。およそ
300種が存在しますが、中でもおもしろいのはオジギソウ
です。触れるとすぐにお辞儀をするように葉をすぼめて
下向きになることからこう名付けられました。
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ミモザは他の香りを仲介するために用いられることが
多く、チュベローズやブルガリアンローズ、そしてスパ
イスともよく馴染みます。花や枝から抽出されるエッ
センシャルオイルは琥珀色で、ウッディかつフローラル
な強い香りがします。

キャロンのFarnesiana(ファルネシアーナ)、シャネルの

Coco(ココ)、ラルチザンパフュームのMimosa pour
moi(ミモザプーモア)、ジバンシーのAmarige(アマリー
ジュ)、バーバリーのLondon for Men(ロンドンフォー
メン)などの香水に用いられています。
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シナモン

スリランカ(旧称セイロン島)原産のシナモンは、樹皮から
採取されます。甘くあたたかく複雑なそのアロマは、人肌
のぬくもりや幼い頃の記憶を呼び覚まし、どこか懐かしい

クラテヴァスが作った万能薬にもその成分の一つとして

|

用いられ、ローマ皇帝ネロもこの薬を使っていたと言われ
ています。
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気持ちにしてくれます。ポントス国王ミトリダテスの医者

シナモンは、その甘さを抑えるために、フローラルやフルー
ティーな香りと調合されることの多いスパイスです。
シナモンが使われている香水と言えば、ディプティック
のL’Eau(ロー)です。16世紀のポプリのレシピからインス
パイアされ創られたもので、1968年に生まれました。
アレクサンダ―大王が愛用していたオードトワレにインス
パイアされ1986年に創られた L’Eau Lente (オーラント)
でも同様に、シナモンが使われています。

CINN AMO N
6
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GI NGER
ジンジャー

香料としては人気が高く、千夜一夜物語や日本

|

神話の中にも登場し、武将が力をつけるものと
して描かれています。
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南アメリカやアジアで産出されたジンジャーが

乾燥させたジンジャーを水蒸気蒸留することで
抽出する琥珀色のエッセンシャルオイルは、
ぴりっとスパイシー、フレッシュでビビッドな
香りが特徴です。相性がいい香りとして、サン
ダルウッド・カルダモン・シナモン・ベチバー・
パチョリ・お香・ローズウッド・ローズ・ネロリ・
マンダリンが挙げられます。
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CEDAR
杉

長寿と雄大さを象徴する杉は、その強靭さと香りで
旧約聖書にも登場します。力強さとエナジーを感じ
させる香りは、ローズウッド・シスタス・ミモザと
の相性がよく、フゼア・ウッディ・フローラル調の
香りに生命感を与えます。
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他の香りを損なうことなく調和することから、爽やか
でみずみずしい夏のフレグランスにベースノートと
して広く使われています。

色調は緑から黄色までさまざまで、セルジュ・ルタ
ンスの Féminité du Bois (フェミニテ デュボワ)、
マンセラのCedrat Boise(セドラ ボワーズ)、コムデ
ギャルソンの Wonderwood( ワンダーウッド)
香水に用いられています。
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FLORENCE
CONSERVE, PRESERVE,
LIVE THE FABRIC OF ART
フィレンツェ

ファブリックアートを継承し共に生きる

Interview with Paola Marabelli, Vice-President of the “Fondazione Arte della Seta Lisio”,
Head of the “Scuola di Arti Tessili and Patrimonio Culturale” and the Director of the
“Jacquard. Pagine di cultura tessile”.
“Fondazione Arte della Seta Lisio”の副社長、“Scuola di Arti Tessili”と“Patrimonio Culturale”の代表、
そして“Jacquard. Pagine di cultura tessile”のディレクターを務めるパオラ・マルベッリへのインタビュー。
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Dr.Vranjesの創始者である調香師パオロ・ヴラニエスのフィレンツェへの深い愛情と、
Fondazione Arte della Seta Lisioの希少なファブリックとは結びついています。というのは、
パオロ・ヴラニエスの祖父が上質なテキスタイルの貿易取引をしていたからです。今回はその縁で
フィレンツェにある機織り工房Fondazione Arte della Seta Lisioの副社長、パオラ・マルベッリに
インタビューさせていただきました。工房の創設者であるマイスターGiuseppe Lisio(ジュゼッペ・
リシオ)についても興味深い話を聞かせてくれました。

In order to discuss the history of the Arte della Seta Lisio we must
start with Giuseppe Lisio, tell us a little about the founder?
工房の歴史を語るには、まず創設者についてお尋ねしなければいけませんね。
ジュゼッペ・リシオ氏について教えて下さい。
ジュゼッペ・リシオは1870年アブルッツォで生まれました。17歳の時にミラノに移り、Luigi
Osnago di Milanoの生地仲買として働き始めます。ですがすぐに伝統的なテキスタイルの世界
に魅了され、会社を辞めてフィレンツェへ移り、1906年に最初の工房を立ち上げました。
彼は腕利きの職人を探しましたが、この分野で働く人は決して多くはなかったため見つけるのに
苦労をしました。その経験から、職人が師となり理論と実践を通して織物の知識を弟子に伝える
工房を立ち上げることにしたのです。生地にとどまらず、古い生地の図柄のもととなる絵画に
ついても研究を始め、同時に1400年代の貴重なテキスタイルの収集も始めました。
また、特にルネサンス期からのシルク生地に強く魅せられ、当時の技術の再現にも力を入れたの
です。
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photo courtesy
Fondazione Lisio
©stefano casati

1920’s he moved the manufacture
to Milan, where he opened the
third store in 1924 on Via Manzoni.
Milan was the perfect showcase for
this activity as it was a crossroads
for artists, architects and poets
whom all fell in love with fabrics.
Gabriele D’Annunzio was initially a
client, admirer and then a friend of
the founder. D’Annunzio wrote to
him describing that every precious
remnant aroused “a childish and
mystical joy” in him.
The company suffered a great deal of
damage with the Second World War
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His success didn’t take long...

Fidalma Lisio had the intense desire to preserve
and pass on the Art of hand woven velvets and also

しかし、彼の成功はそう長くは続かなかったようですね。
フィレンツェのヴィアデフォッシに最初の店を構えたすぐ後、
1911年にローマのヴィアシスティナに2店舗目を立ち上げます。
1924年にはミラノのマンゾーニ通りに3つ目の店をオープン
させ、工房も同じくミラノに移しました。
ミラノには織物に興味を示すアーティストや建築家、詩人が
たくさん集まっていて、工房を構えるには完璧な街でした。

silk brocades. She was a visionary for her time...
フィダルマは、手織りのベルベットや絹の錦織の技術を保存し、継承したい
と強く思っていたようですが、かなり時代に先んじていますよね。
そうですね、1971年に彼女は現在の工房Fondazione Arte della Seta Lisio
を設立しましたが、当時のイタリアには競合もいませんでしたから。

クライアントであり友人である初代モンテネヴォーソ大公ガブ
リエーレ・ダンヌンツィオはジュゼッペ・リシオに、この貴重

What were the aims of the Fondazione?

な生地の端切れひとつひとつに自身の幼子のような神秘的とも
いうべき喜びが湧き上がってくると述べています。

工房の目指すものは何だったのでしょうか。

しかし、順調だった工房は、第二次世界大戦の爆撃により破壊

まずは、絹や貴金属などで貴重な織物を手織りする技術を保存・継承すること。

され、甚大な被害を受けました。それに加え、ジュゼッペ・リシオ

更に古代テキスタイルに関する研究を続け、テキスタイルアートの伝統的な技術

が1943年にこの世を去り、工房に衝撃が走りました。彼の妻と娘

や知識を後世に伝え、ファイバーアートを広めていく事です。製造・教育・文化

のフィダルマは、1950年代にすべてをフィレンツェに戻すこと

活動、この3つの分野を通じてこの目標を達成してきました。

を決意し、現在の工房があるその土地を購入し、再建を成し遂げ
たのです。

Let's start by talking about manufacturing,

再建には工房はもちろん、本社や、職人達の村も含まれます。

the pointfrom which it all began. Describe
the production processes?
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次は、すべての始まりである製造についてお尋ねしたいです。
織物の工程を教えていただけますか。
手織りのベルベットやブロケードの製造工程はかなり複雑です。
まず織機の準備に始まり、シルクの染色（イタリア国内で厳密に
染色されます)・ジャカードのイラストづくり・ボビンの調整
など、数多くの重要なステップが続きます。
結び目は糸ごとに完全に手作業で行う必要があり、全ての工程には
精密さと集中力が不可欠です。このステップすべてを完成まで一人
の職人が行います。

Are we talking about the ‘classical’ methods
of manufacture?
これは古典的な手法なのでしょうか？
この手法は、当社が100年以上にわたって受け継いできた技術です
が、実はクライアントのニーズに合わせて手法を調整し、完全なる
オリジナル作品を生み出すこともしています。デザインの研究、
ドラフトの作成、色や技法の微調整、織りタイプの選定、そして
デザインを精工することで、これを実現することができます。
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Are they projects created for high fashion
brands and interior design…?
オリジナル作品とはハイブランドやインテリアデザインのために
作られているものなのでしょうか？

NEXT:

photo courtesy Fondazione Lisio

主にはそうですね。オリジナル作品は、もっぱら特定のデザインや

©stefano casati

アイデアのためだけにつくられるのです。現代的なデザインと伝統的
手法、さらに古典的なデザインと現代の糸を組み合わせながら作品に

But there are also many other illustrious

取り組んでいます。フェンディとコラボレーションしている作品も

collaborations, can you tell us about another project?

この一例です。

他にも輝かしいコラボレーション企画たくさんがありますよね。
ぜひそちらについても教えて頂けますか。

Can you tell us how the 13 Baguettes for Fendi

長年にわたり、カルティエ・ヴェルサーチ・グッチ・ヴァレンティノ・
ブルガリとコラボを果たしてきました。2016年9月には、若く才能に溢れた

were created?

デザイナー、パウラ・カデマルトーリが「Crafting the Future: Storie di

フェンディとコラボした13点のバッグ「バゲット（BAGUETTE）」

artigianalità e innovazione」というエキシビションのためにデザインした

について教えていただけますか。

3つのバッグの製作に携わりました。このエキシビションは雑誌の編集長でも

フェンディは13点にも及ぶバッグの製作を私たちに任せてくれました。

あったジャーナリストのフランカ・ソッツァーニがキュレーターを務め、

手織りのシルク生地はすべて織機で作られています。我々とフェンディ

ミラノのムデックで開催されました。現在は、デザインナーのキャロル・

のクリエイティブなマインドがコラボした結果、そのどれもがデザイン

テシエとコラボをして、限定品のクラッチバッグを製作中です。

性に優れた素晴らしいな仕上がりとなりました。

11

DRV MAGAZINE

ABOVE:
photo courtesy
Fondazione Lisio
©stefano casati
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Alongside the production of
these highly artisanal projects,

“Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire
” Gustav Mahler

“伝統とは火を守ることであり、灰を崇拝することではない” -作曲家グスタフ・マーラー-

has the Fondazione also dealt
with the restoration of historical
rooms and furniture?
こういったコラボレーションの傍ら、
歴史的な建造物や家具の修復にも取り組んで
きたんですよね？
はい、そうです。復元することはもちろん、
元々のオリジナルな技術を継承するために、
歴史的な織物やその断片について学びながら
修復するようにしています。例えば2016年
からは、ドレスデン城にあるアウグスト2世
王宮の部屋の織物の修復プロジェクトにも
携わっています

Another aspect of Fidalma Lisio's legacy is the didactic
activity of illustrating the importance of preserving the
memory of the past, but also the need to pass on knowledge
to future generations...
フィダルマ・リシオは、過去の記憶を保存する重要性を啓蒙するとともに、次の世代に
技術を継承していく必要性についても遺したようですね。
はい。学校では「デザインのノウハウ」と「実践のノウハウ」を受け継いでいく重要性を
教えています。これはプロフェッショナルになるためには不可欠な心得でしょう。

Are you talking of cultural initiatives?
カルチャーイニシアチブついてはどうでしょうか。
エキシビションやカンファレンス、セミナー、1989年創刊の年2回発行している
"Jacquard. Pagine di cultura tessile"を通して、工房の歴史や伝統、そして国内外の
伝統織物の継承について、個人的にプロモーションしています。
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KO D O :
T HE ART O F LIS TENI N G
TO TH E F RAG RA NCE
Kōdō ((kō means "fragrance"
or “incense" and dō means
"way") is one of the Japanese
classical arts of refinement,
along with Chadō ("The way
of tea"), and Kadō ("The way
of flowers”). It is certainly
not well known, not even
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in Japan. The art of Kōdo
requires many years of study,

DRV MAGAZINE

|

a lot of practice and a very
refined sense of smell in order
to properly perform the
incense ceremony.

香道は、茶道や華道と並ぶ、日本の古典的な
洗練された芸道の1つです。しかし、日本でも
あまり知られてはいません。香道の点前を
習得するには、長年にわたる稽古と学び、
そして感性を研ぎ澄ますことが非常に大切です。

LEFT:
photo via
nipponkodo.com
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熟練した人のもと、厳格な作法によって香りを聞きます（香道では
香りを嗅ぐことを「聞く」と表現します)。銀葉と呼ばれる板の
上に香木をのせ、それを燃やすことで広がる香りは、示唆に富み
奥深く、かつよろこび

を感じさせてくれます。

香道には、聞香（もんこう）と組香（くみこう）の2種類が存在
します。聞香は香木の香りを聞き、鑑賞すること。そして組香は、
いくつかの香りを聞き比べ何の香りかあてる遊びです。

香道には、東南アジア産の2種類の木材がよく使用されます。
一つ目は沈香。沈香はアロエウッドとも呼ばれ、ベトナム、カン
ボジア、ミャンマー、ラオスで主に栽培されています。若い木には
匂いがありませんが、樹齢を重ねバクテリアが発生することで
匂いがでてきます。それにより、暗褐色の濃い樹脂が分泌されます。

ON TOP:
photo via nipponkodo.com

樹脂が沈着することで比重が増し、水に沈むようになることから、
日本では「沈香」と呼ばれています。そして、二つ目は白檀。東南

ABOVE:
photo di Scott Brause

アジアとインドの間で育つサンダルウッドは、灰が白いので、日本

via en.japantravel.com

では白檀（白く香りのよい木）として知られています。
木自体には香りはなく、香りは幹の中に保持されています。
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芳香を持つこれらの木を小さく切り、雲母の板の上で熱する

1400〜1500年頃の京都では、将軍足利家により、香道も

ことで、かすかに香りを放ちます。

芸道として確立され、親から子へと家伝として承継して
いく家元制度がとられました。

Genji monogatari and the birth
of Kōdō at the Kyoto Court
京都の宮中から誕生した源氏物語と香道
日本でお香が用いられるようになったのは6世紀頃と言われて
います。8世紀〜12世紀頃には、衣服や頭髪、そして紙に香り
ABOVE:

を移すなどして貴族たちが利用していました。平安時代中期の

17th century portrait of Murasaki

11世紀に宮中につかえていた紫式部によって書かれた

Shikibu while wearing jūnihitoe,
by Tosa Mitsuoki ( 1617–1691)

「源氏物語」にも、香り遊びについて綴られており、この頃から

via metmuseum.org

香りは生活の大切な一部だったことが分かります。

15

DRV MAGAZINE

LAURA DAZA CARREÑO:
THE ALCHEMIST
OF COLOUR
色使いの匠

Laura Daza Carreño was born and grew up in Barranquilla, Colombia. It’s a lively coastal city,
characterised by the colours of folklore and carnival. This has certainly influenced her taste
for colour combinations and her passion for warm and lively palettes.
ローラ ダザ カレーニョは、コロンビアのバランキージャで生まれ育ちました。
カーニバルが有名で民族文化が色濃く残る活気あふれる沿岸都市です。彼女の色使いや、情熱的で温かく
生き生きとした色彩は、まさにその地から影響を受けていることが分かります。

|

学び、サステナビリティの分野に興味を持ちます。
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彼女はコロンビアでテキスタイルデザインを
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葉・樹皮・根・花・野菜など天然素材から抽出した
染料を使う中で、色へのこだわりが深まっていき
ました。
カラーデザイナー・アーティストとして活動していく
中で、常に今日のニーズを満たす新しい手法と、
カラーデザインとは何かを模索し続けています。
彼女は「リサーチが鍵です。そうすれば色彩の
背後にある秘密や歴史、そして忘れられていた技術
さえも発見することができます。」
「古代エジプトを研究していた時、彼らが描く
ピュアで幻想的な色の組み合わせに魅了されました。
そして、どのように人類で初めて青と緑を使っていた
のか。とても気になりました。」と語っています。
一見古いやり方に思えますが、現に彼女はモダンで
サステナビリティなデザインを見つけています。
過去に目を向け、色の起源や科学を理解し、新たな
インスピレーションを得る。そして、実用的で現代
的な手法を用いながら日常に溶け込ませるのです。
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色の匠となった彼女は、腐食・調理・精製・

した経験があります。2004年にデザイン

粉砕など色を抽出するための様々な伝統的

スタジオを立ち上げ、多分野に及ぶプロジェ

手法を用いています。

クトも手掛けています。

粉砕の際には、乳鉢と乳棒を使って石を

“The DIY Color Recipe Book” の

挽いて色素に変えていく、この非常に長く

著者でもあり、ヨーロッパ各地で定期的

決して簡単ではないやり方を採用しています。

に色彩セミナーも開催しています。

彼女は、天然素材のそれぞれの特性と

PREVIOUS

用途を理解し、適応していくことを大切に
しています。

PAGE:
Studio Laura Daza

ニューヨークではナルシソ・ロドリゲスや
ダナ・キャランのブランドと仕事をして

RIGHT:
Kkgas for
Studio Laura Daza

きました。またプリーンやロッシュボボア、
日産デザインヨーロッパとも一緒に仕事を

BELOW:
Studio Laura Daza
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LIFESTYLE
How t o
m atc h ye l l ow ?
Cheerful and lively, yellow is a color that stands out and stimulates the senses.
It is perfect for environments designed for study, work and activities that require
intellectual concentration. Here are some suggestions on how to match yellow!
明るく元気なイメージの黄色は、人の目を引き五感を刺激します。
特に勉強や仕事など集中力が必要とされる環境にうってつけの色です。
ここでは、そんな黄色に合うカラーコーディネートをいくつかご紹介いたします。
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Yellow
and brown

wonenonline.nl
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Yellow and brown together create a
warm and comfortable atmosphere.
Perfect for recuperating
after a hectic day.
ブラウンをミックスして温かく居心地のいい雰囲気に。日々の疲れを取る癒し空間に最適です。
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It is a perfect combination
for modern spaces to exude
warm reﬁnement.

homify.it

Yellow
and gray
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モダンで洗練された空間づくりにはグレーがマッチします。
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thenordroom.com
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A cheerful and
energetic union,
perfect for social
and lively spaces.
明るくエネルギッシュな色の組み合わせで活気溢れる空間に。

Yellow and
orange
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housebeautiful.com

Yellow
and blue

DRV MAGAZINE

|

DRV #3

|

22

A bright and saturated yellow and
a mystic blue create a strong and
important combination with
a visually striking impact.
明るい黄色と鮮やかなブルーを合わせインパクトのある雰囲気づくりに。
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IM AG ES C O N T R IBUTO R S
SINESTESIA - YELLOW NOTES
wallhere.com, wahooArt.com, etsy.com, wikipedia.org, vanityspaceblog.it, sundaytimes.lk
christies.com, botany.hawaii.edu, ukiyo-e.org, stylecaster.com,
knicolestudios.etsy.com, http://essentialoil.vn

LIFESTYLE
housebeautiful.com, thenordroom.com, homify.it, wonenonline.nl,
archiproducts.com, zsazsabellagio.blogspot.com
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