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ファイバー／テキスタイル

－「ホルス」について教えてください。

「ホルス」は、パターン製作の第一線で活躍する
若い世代へ日本の技術を紹介し、体験・修得するこ
とを目的に設立した団体で、東レACS（株）の協賛・

支援を得て、私が事務局長を務めています。2011
年5月の設立から 5年目に入りました。座学形式の
セミナー、実践講習、関連企業見学会などを関東、
関西、名岐で行っており、これまでの開催数は 60
回ほど、参加人数は延べ 3,300名以上になります。

－「ホルス」の活動について詳しく教えていただ
く前段として、まずはこれまでの日本のパターン
メーキングの歴史と、現在のパタンナーの状況に
ついて教えてください。

衣服の平面パターンメーキングは、18世紀末に
ベルギーで人体の表皮を剥がした研究から始まっ
たといえるでしょう。その後、欧州からアメリカ
にこの技術が渡り、昭和初期、アメリカから洋裁
の製図法が日本に持ち込まれます。やがて日本独
自のパターン技術が国内で発展し、現在では製図
王国日本と言われるほど、日本は平面パターンメー
キングにおいて高い技術力を誇っています。ただ、
一方で何センチ、何ミリという寸法に重きが置か
れすぎ、感性を使って衣服全体のイメージの良し
あしを判断し型紙に反映する部分が日本人に足り
ないとも言われています。それから、パタンナー

若手パタンナー育成プロジェクト「Horus（ホルス）」の目的は、国内アパレル産業にとって喫緊の課題で
ある若手パタンナーへの技術継承であり、日本ブランドのクリエーションにも大きく影響する。海外でも、
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という名称も日本独自の呼び方、和製英語です。
もともとはパターンメーカー、欧州では少し対象
工程の幅が広がりますが、モデリストと呼ばれて
います。

通常、日本における衣服の設計工程では「基本
パターン方式」という手法が採用されています。
この方式では、まずターゲットとする購入者層や、
各ブランドイメージにマッチした、独自の基本ボ
ディ（人体形状やサイズ）が設定されます（図表
1-①）。そこからそのボディに合う原型を立体から
平面展開して作成します（図表1-②）。さらにこの
原型を基に、シーズン別、アイテム別スローパー
が平面上で作成されます（図表1-③）。スローパー
とは、どのパタンナーが型紙を作成してもそのブ
ランドイメージが崩れないようにするための基本
となる型紙のことです。このスローパーをベース
にして実際の衣服となる型紙が作成されます（図
表1-④）。

かつて、ブランド対応ボディの設定から、最終

的な型紙製作までの全工程がパタンナーの仕事で
したが、現在の日本では、作業効率化を進めるた
め平面製図の技術力向上とアパレルCAD の普及も
手伝い、衣服設計における分業化がある意味進み
過ぎてしまいました。アパレル企業が設計工程の
効率化を追求したため、一般的なパタンナーはス
ローパーさえあれば、そこから製図することがで
きる技術を持つことになります。その結果、現在
スローパーをベースとした型紙作成の部分のみが
パタンナーの中心業務となりました。このような
環境から、本来パタンナーに必要なパターン熟練
技術の伝わりにくい状況が生まれたわけです。さ
らに、日本はアパレル分野のパターンメーキング
という部門で、世界一の CAD使用率を誇りますが、
効率化のための CAD作業が業務の中心になってい
る状況では、基本となるボディを理解したうえで、
多様な経験によって得られるきめ細かなパターン
技術を後継者に継承するには不向きな環境をつ
くっています。なお、現代人の体型はどんどん変
化しつつあり、ターゲットとなる人々の体型を再

ブランド対応ボディの設定-①

ボディに合う原型作成-②

シーズン別、アイテム別
スローパー作成-③

スローパーをベースとした型紙作成-④

図表1　基本パターン方式の設計工程図

出所：「ホルス」事務局
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分析して適切なボディを設定しなおす時期が来て
いることも、技術継承について早急な対応が望ま
れる背景の 1 つだと考えています。

また、技術力さえあれば個人で多くの仕事を請け
負うことが可能な業種であることから、優秀なパタ
ンナーが持つ技術というのは、当初は企業等で学
び、最終的にはパタンナー個人に根差していきます。
同じデザインを実現するにも A さんのやり方、B
さんのやり方、C さんのやり方があり、ブランド側
が自社の特性に合ったパタンナーを選んで、その人
を採用するという形です。このようにある時期を過
ぎると個人がベースとなる仕事環境では後継者へ
の技術継承は簡単ではありません。

先に述べた、ブランドごとのボディから、スロー
パー自体を作成できるだけの高い技術を持つパタ
ンナーは、今や 50代や 60代の大御所といえるベテ
ラン層に限定されています。本当に技術力があるパ
タンナーは、最初に商品の上代が 50万円の想定で
作成したパターンから、デザインを壊さずに 30万、
10万、5万、2万の商品とコストに見合った設計工
程（生地、仕様、パターン、縫製、仕上げ、等）の
調整ができます。素材は当然変わっていきますが、
手間とお金のかかる加工技術や縫製技術を引き算
していけるわけです。ですから、最高級の衣服のパ
ターンを引く人が、同時に数千円の価格の衣服向け
にも最適のパターンが引けるということがあり得ま
す。若手のパタンナーには、そういった技術を条件
に応じて取捨選択するだけの知識を得る機会が不
足しています。

－第一線で活躍する日本人パタンナーについて、
具体的にご紹介ください。

現在、「ホルス」で講師も務めていただいている
アパレル設計工程の匠（たくみ）をご紹介しますと、
例えば NY の PRATT INSTITUTE 名誉教授であ
り、ファッション・テクノロジカル・ラボラトリー

（FTL）代表、アミコファッションズ代表取締役の
大野順之助さんは、第36代ジョンソン大統領の就
任式でのファーストレディーのドレスをデザインし
たことで、アメリカだけではなく、日本でも話題に
なった方です。アメリカの立体裁断という手法を日
本に持ち込み 1965年のアミコファッションズ創立
以来、日本の人材育成に尽くしてきた結果、アミコ
ファッションズで学んだ人の累計は 26,000人を超
す実績を誇るまでになりました。垣田幸男さんはク

リスチャン・ディオールなど、10年間にわたりパ
リのオートクチュール界で研鑽を積み、帰国後スタ
ジオ・カキタを設立し、学校等も含めオートクチュー
ル技術を若手に伝授し、活躍されています。TRパ
ターンデザイン研究室主宰の佐藤慎権さんはフラン
スのアズディーン・アライアのテクニカルアシスタ
ント、イタリアのトラサルディーの技術コンサルタ
ントを経て独立し、コレクションSHINGO SATO
を設立されています。まだまだ多くの方がいらっ
しゃいます。

また、若手では、寺西俊輔さんがヨーロッパで
活躍しています。2003年京都大学建築学部卒業、
2003 ～ 2007年まで YOHJI YAMAMOTO にて生
産管理、YOHJI YAMAMOTOアシスタントパタン
ナー、Y's for menパタンナー、2008 ～ 2013年ま
で CAROL CHRISTIAN POELL そのうち、2010
年からはチーフパタンナー、2013 ～ 2015年まで
AGNONA by STEFANO PILATIデザイナー兼パ
タンナーという華々しい経歴で、2015年6月から
はフランス有名ブランドでデザイナー兼パタン
ナーとして活動を始めました。キャリア初期に、
ハトホルというパタンナー育成機関で受けたセミ
ナーに感動し、その後パターンメーキング技術に
ついていろいろと試行錯誤したことが、今の彼の
ベースとなっています。寺西さんによると、日本
のパターン設計技術は世界に誇れるそうで、今回
寺西さんがそのブランドに採用された背景には、
YOHJI YAMAMOTO での経験が重要でした。ヨー
ロッパでは、デザインを重視して衣服にしていま
すが、日本の YOHJI YAMAMOTO や COMME 
des GARÇONS等のブランドは、設計から発想さ
れたデザイン（衣服）を創っています。寺西さん
が採用された大きな理由がここにあります。設計
から発想されるデザインを彼に求めたのです。こ
れが世界に通用する日本のパタンナーのみが持つ
技術なのです。

他にも、国内ではあまり知られていませんが、多
くの日本人パタンナーが海外で活躍しています。寺
西さんのように、日本人の若手をもっと育てていく
ためにも、国内に育成の場が望まれます。

　
－それでは、若手育成機関が改めて必要となった
背景と、立ち上げまでについて教えてください。

先に少し触れましたが、日本には少数精鋭ながら
パタンナーのプロ用の育成機関として（株）アミコ
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ファッションズ、（株）ハトホルといったスクール
があります。他にも、アパレルジョブテクニックア
カデミー（〔株〕我望）や、個人教室（フルオーダー
の紳士服向け他）などがありますが、数としてそれ
ほど多くはありません。

アミコファッションズは鯨岡阿美子さんが設立
し、先ほどご紹介した大野順之助さんを講師とした
ファッション技術専門家養成・大野式立体裁断講習
会から始まりました。また、ハトホルは、“アパレ
ルの現場で活かせる実践技術” 修得を目的としたパ
ターンメーキングスクールで、後藤まゆみさんが代
表を務められています。

2010年に、後藤さんはハトホルの事業閉鎖を検
討していましたが、優秀な育成機関には相応の需要
があり、講師でもある関充さんと一緒に私に継いで
ほしいという話がきました。

私は当時、今の若手パタンナー（20 ～ 30歳代）
たちが情熱を持って仕事に向かう中で、日々生まれ
る問題への対処法が分からず困っていることを聞い
ていましたが、同時期に、引退の時期が迫ったベテ
ランのパタンナーからは、この先自分の技術が継承
されずに消えてしまうことへの焦りを聞かされてい
ました。そこで、この間をつなぐ役割として、新生
ハトホルを活かせるのではないかと考えました。後

藤さんからは “久保の自由にすればよい” との助言
があり、新生ハトホルという新しい教育の場と、自
分の技術を後世に残したい講師、現状の問題につい
て解決策を知りたい生徒の架け橋を実現する「ホル
ス」を、2011年5月に発足させました。また、当
社の寺崎志野代表取締役社長（当時）にお願いし
て東レACS（株）協賛という形で事務局業務を担
うことにしました。なお、ハトホルは最近、各種セ
ミナーや見学会のお知らせ等、情報発信の窓口とし
て、活動を再開されています。
「ホルス」を始めて最初に取り組んだことは、情

熱を持った若手パタンナーへのヒアリングで、彼ら
の具体的な要望を聞き、彼らを運営委員としました。
その後は、「ホルス」の目的（「ホルス」とは）、会
則（「ホルス」セミナー主旨）、運営方法などを彼ら
が中心となって、自分たちのアイデアで決めていき
ました（図表2）。

「ホルス」は最終形として、私の後ろに数十人の
パタンナーがいて、「私たちがどのような衣服でも
かっこよく作れます」といえる団体に育てたいと考
えています。また将来的には、私がいない状態で自
分たちだけで運営できるような能力も備えてサステ
ナブル（継続可能）な団体になってくれることを期

図表2　「ホルス」の目的、会則、運営方法

「ホルス」とは
日本のパターン技術を伝承するため、自発的に行動することにより、あら
ゆる繋がりを深め、知識や技術、情報の発信源となり、日本のパターンメー
カーの地位を、日本のアパレル力を、向上させる団体になること、それが
我々の使命と考えています。

「ホルス」セミナー主旨
1．誰もが自由に参加し、自由な発言の場であること。
2．お互いの考え方や意見を尊重すること。
3．自発的にお互いの人材を育成すること。
4．全ての参加者は、伝承者としての自覚を持つこと。
5．夢 or 理想 or 希望を持って、楽しく、前向きに行動すること。
6．この会は、利益を目的とした団体ではない。

「ホルス」の運営方法
・会費はできるだけ抑え、一人3,000円程度の参加費用（学生は半額）
・参加費の領収書は個人宛のみ（自発性を重視）
・収入の約50％を講師に。後は運営費用
・できるだけ安い会場の確保
エスモードジャポン、台東デザイナーズビレッジ、キャンパスプラザ京都、
東レACS、文化学園、コロモザ、名古屋ファッション専門学校

出所：「ホルス」事務局
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待しています。
現在は、当初の予定とは若干違いますが、40代

で若手育成に熱意のある人たち、あるいは問題意識
を持っている人たちが中心となって運営を手助けし
てくれています。実際、関西地区では、私が参加し
なくても運営が可能になりました。

この組織のもう 1 つの狙いは、若手の人脈形成
の一助になることです。さまざまな活動を通して、
他社のパタンナーや、上下の世代間といった中で多
様な交流を持てる場になることを期待しています。
アパレル業界には、昔から他社との交流を制限せ
ず、お互いに勉強しあうことを認める風土がありま
すので、環境さえ用意すれば活発な交流が可能にな
ると信じています。

－パターンの技術継承が滞ることは、日本のファッ
ション業界にどんな影響がありますか。

日本人には独特の感性があり、例えば同じパター
ンを基にしていても海外の縫製現場では日本人が
立ち会わないと、意図した雰囲気が出にくいという
ような場面があります。

こういったきめ細やかな技術や感覚の部分は、
「高品質」「手間がかかっている」という漠然とした
表現はあるものの、これまで具体的には説明されて
きませんでした。匠といえる世代の引退が迫り、そ
の技術が具体的な形で若手に十分に伝わってこな
かった現在、匠が持つ高度な技術が気付かないうち
に無くなっていく恐れがあります。ある日、昔のあ
れは良かったこれは良かったと振り返っても、もは
や誰も再現する術を持たないということが起こり得
ます。

そんな喪失を回避すること、また日本人独特の感
性が織り込まれたファッションを世界市場に向けて
打ち出すことを考えれば、今のうちに若手に見える
形で技術を残していくことや、日本人の感性を受け
継ぐパタンナーという存在の価値を、一般に認知し
てもらうことが重要だと考えています。

この、日本人はつかんでいるのに、はっきりと明
文化していない技術や感覚を後世に残すためには、
具体的で技術的な解説や考察が必要ですが、例え
ばそれを今すぐに文章にして本にするといったこと
は簡単ではありません。そこでまずは、その技術や
感覚に若手が実際に触れて、何かしらを感じ取るこ
とから始めて、ゆくゆくはそれを明文化できるよう
にまとめていく場としても「ホルス」が活かせるの
ではないでしょうか。こういった日本人独特の感性
について論じるような活動は、業界にとって重要な
意味がありますが、例えばアパレル1社といった単
位で考察するのはなかなか難しい面がありますの
で、「ホルス」のような組織が向いています。また、
そのあたりを理解して、企業として若手の参加を推
奨してくれるところもあります。なお、「ホルス」
は完全に個人会員向けですが、企業単位で登録す
る勉強会として弥生会や、モデリスト協会といった
業界団体もあり、そういったところでもセミナーを
開催して研鑽の場となっています。アパレルに関わ
るあらゆる年代やレベル、業種に対する勉強会をい
ろいろなタイプの団体が続けることは、重要なこと
だと思います。

－「ホルス」の現在の具体的な活動内容について
教えてください。

「ホルス」のセミナーは 60回を数え、運営委員
と呼ばれるボランティアでお手伝いいただいてい
る方は、全国で 160名以上になっています。当初
は座学の講習が中心でしたが、最近は実践講座が
少しずつ増えてきています。例えば、先日開催し
た「レディスドレーピング基礎テクニックと応用」
講座では、人体に直接ドレーピングする技術を持
つ樋口吉徳さんが講師でした。そこではラグジュ
アリーブランドの服の写真だけを資料として、そ
れを 1時間で再現するなど、非常に高度な技術を
セミナーで見て、その後実際に受講生が手を動か
して実践することができる形を取りました。先生

図表3　「ホルス」メンバーの構成
分　類 関　東 関　西 名　岐

運営委員 97 37 38
情報希望者 50 13 34
HP経由情報希望者 48

出所：「ホルス」事務局
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のアドバイスができるだけ皆さんに向けられるよ
うにするため、受け入れられる受講人数は残念な
がら制限が出てしまいます。ただ、この実践をコ
ツコツと続けることで、確実に技術継承が実施で
きると考えています。5年目でやっとこの形が取れ
るようになりました。

座学の場で、基礎や体系的な理解を得て、実践
講座で技術を体得するというバランスがいいと考え
ています。これまでパタンナーとして業界内で働い
てきても、大御所として尊敬される講師陣を全く知

らなかったという受講者も多いですね。セミナー開
催後は、受講者が講演内容に興味を持ち、自社に情
報を持ち帰って講演を依頼される場合もあります。
そういった広がりも歓迎すべき点です。　

－参加者の反応はいかがでしょうか。

講師側は、過去の講座では、受講生が固定化しが
ちでしたが、「ホルス」では、予備知識がなく白紙
の状態ながら、熱意にあふれた若手を生徒とする状
況になり、受講者の真剣さに感動していますし、刺

図表4　過去のテーマ一覧（関東地区）
開催日 セミナー名

2015年 7月 4日 樋口吉徳氏によるドレーピング基礎テクニック実践編vol.1（3回目）

2015年 6月27日 樋口吉徳氏によるドレーピング基礎テクニック実践編vol.1（2回目）

2015年 6月20日 樋口吉徳氏によるドレーピング基礎テクニック実践編vol.1（1回目）

2015年 6月 6日 中野香織氏、長谷川彰良氏コラボセミナー　
　　　　　メンズファッションの源流 ーヴィンテージメンズウエアの解剖ー

2015年 3月21日 垣田幸男氏によるメンズテーラードセミナー vol.4（全4回）

2015年 3月 7日 樋口吉徳氏によるドレーピングの基礎テクニックと応用

2015年 2月14日 垣田幸男氏によるメンズテーラードセミナー vol.3（全4回）

2015年 1月24日 垣田幸男氏によるメンズテーラードセミナー vol.2（全4回）

2014年12月13日 垣田幸男氏によるメンズテーラードセミナー vol.1（全4回）

2014年 1月18日 関充氏による既製服としてのパターン設計ロジック・ジャケット編（その 4）

2013年12月 7日 関充氏による既製服としてのパターン設計ロジック・ジャケット編（その 3）

2013年10月26日 関充氏による既製服としてのパターン設計ロジック・ジャケット編（その 2）

2013年 9月28日 関充氏による既製服としてのパターン設計ロジック・ジャケット編（その 1）

2013年 5月11日 小倉万寿男氏による　"我流点睛を欠く・衿作り "

2013年 3月 2日 小倉万寿男氏による　"我流点睛を欠く・袖を描く "

2013年 2月23日 大野順之助氏による　"サイズとゆとりと型紙と "

2012年10月27日 小倉万寿男氏による　"我流点睛を欠く・身頃を描く "

2012年 4月 7日 小倉万寿男氏による我流袖原型の話 （その 2：二枚袖）

2012年 3月 3日 垣田幸男氏によるメンズテーラードの裏舞台から完成まで （その 4）

2012年 2月18日 垣田幸男氏によるメンズテーラードの裏舞台から完成まで （その 3）

2012年 2月11日 垣田幸男氏によるメンズテーラードの裏舞台から完成まで （その 2）

2012年 1月14日 垣田幸男氏によるメンズテーラードの裏舞台から完成まで （その 1）

2011年12月 3日 小倉万寿男氏による我流袖原型の話 （その 1：一枚袖）

2011年 9月10日 佐藤慎権氏による TRパターンのデモンストレーションと技術解説

2011年 7月 2日 関充氏による既製服としてのパターン設計の基本ロジック・パンツ導入編

2011年 5月21日 大野順之助氏によるドレスのドレーピング実践
出所：「ホルス」事務局
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激を受けているようです。また、受講者側も初めて
の知識に触れ、驚くとともに「学べる」ということ
を率直に喜んでいます。これまで勉強の場に飢えて
いたのが、何でも聞けば返ってくることからさらに
貪欲になり、やる気を引き出されているようです。

今後についても例えば日本国内外のデザイナー
などの新しい講師の招聘や、寺西さんのいるパリ、
NY の oomaru seisakusho 2, inc（大丸製作所2）と
いった有名パターンメーカーの視察などの要望も出
ていますので、事務局として実現できるよう努力し
たいと考えています。当初は試行錯誤もありました
が、5年の間に運営業務は可能な限り効率化し、運
営委員とのコミュニケーションにはグーグルドライ
ブなどのネットツールを活用して、各自の意見や要
望などを自由にコメントできるオープンな場を設け
ています。

一方で、今の若手の全体的な特徴としては、飽き
やすく、モチベーションが続かない面もあります。
情熱の塊でありながら、すぐに冷静になるといった
落差もあり、「気が向いたら参加しようかな」とい
う気楽な姿勢でも構わない「ホルス」の自由さが合っ
ているようです。

－若手パタンナーが才能を磨き、開花させるには
どんなことが必要でしょうか。

まずアパレル全体の地位向上が第一条件と考え
ます。設計部門はもちろんのこと、他の部門でも海

外アパレルと日本を比べると地位が決して高くはあ
りません。地位向上（一般認知度アップ）によって
若者が夢を持てるような業界となることが第一と考
えます。

個人の資質としては、自分で学ぶ環境をつくる
力、あるいは周囲を巻き込む力というのは必要だと
思います。海外で活躍する人を見ても、勉強するた
めにどんどんチャレンジして学びに貪欲ですし、新
たなネットワークを広げる努力を怠りません。「ホ
ルス」の活動でも、自発的に会議を開いて、ベテラ
ン講師を呼び込むような人もいます。

また、外部的な面では、業界内全体の技術継承
ということがあります。織や染色整理といったテ
キスタイル生産や、縫製などの現場でも超高齢化
が進み、消えてしまいそうな特殊技術がたくさん
あります。そういった業界の縮小傾向は、それら
を活かすべきパタンナーの仕事にも影響を与えま
す。
「ホルス」の活動では、発足から 5年目というこ

とで、今後は「知ることから、身につくことへの転
換」を念頭に置き、実践講座のさらなる充実を目指
しています。目の前の課題を解決するために、新し
い知識や技術を求める受講生の吸収力と、疑問に寄
り添い的確に回答する講師の質がそろって、実践講
座を終えた受講生はまるで別人のような手つきにな
ります。「ホルス」には卒業ということはありませ
んので、疑問がある限り学び続けられる環境をつく
りたいですね。

写真　セミナーの様子（垣田幸男講師）

出所：「ホルス」事務局
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－「ホルス」の活動の先に目指す、「パタンナーの
地位向上と日本のアパレル力の向上」について教
えてください。

先ほども述べましたが、まず日本のアパレル業界
自体の地位の低さがあります。その中でパタンナー
の地位としては、現状を端的に表せば評価が低い＝
賃金が安いということがいえます。アパレル業界自
体全体的に給与水準が低いともいえますが、その中
でもデザイナーや MD、営業販売といった花形の職
種がある一方で、パタンナーは地位が低いことが多
い。縫製加工まで見越して衣服の仕上がりに大きな
差を生む重要な役割にもかかわらず、適正に評価さ
れているとはいえません。

しかし、例えば一般消費者にパタンナーという
役割が認知され、「このパタンナーの服が好みだか
ら買いたい」といった声が聞かれるようになれば、
必ずパタンナーの地位は向上するでしょう。例え
ばパタンナーの名前をタグに記載するブランドも
あります。本当に気に入った服にパタンナー名が
あれば、それについて調べたり、次回またその名
前を探したりしますよね。単なるタグですが、1 つ
情報に深みが出ます。そうした工夫でパタンナー
の社会的な認知度を上げ、一般消費者にも役割を
知ってもらうことが、まずは大きな課題といえま
す。このような環境になればパタンナーもモチベー
ションが上がり、より技術に力を注ぐきっかけに
もなると考えます。
「ホルス」の活動も、Facebook などを通して発信

していますが、それが百貨店など小売の目に留まっ
たりしていますので、ゆくゆくは店頭につながり、
情報として消費者に届く可能性があります。また、
マスコミへの露出を増やすような試みについても意
識を持っておく必要があります。

簡単ではありませんが、日本の技術の素晴らしさ
を具現化して、消費者に伝えるアプローチも考える
必要があります。衣服の評価、選択を適正にしても
らえて、どういった背景で製造されたものか理解し
てもらう環境が整っていけばうれしいですね。日本
のアパレル力の向上というのは、まさにその点につ
いての課題です。生産者側が、適正な情報発信を
することで、消費者側がそれを読み取り、いいもの
を選ぶ目を養ってもらう。さまざまな方法があると

は思いますが、生産・販売側も試行錯誤を重ねて的
確な情報発信を続け、消費者側のアパレルに対する
理解力が向上すれば、日本のアパレル力向上という
ことになります。

低価格な商品であっても、高価格な商品であって
も、その違いが何なのか、デザインや素材だけでな
くシルエットや着心地、さらにパターンや縫製手法
まで皆違っていることを、少しずつでも理解しても
らい、そのうえで購入商品を選んでもらえるように
なると、パタンナーの価値も向上します。

まずは、パタンナー自身が相応の技術力を養った
うえで、業界内や服好きな人だけでなく、一般の人
に至るまで、認知度が向上するような活動をしてい
きたいと思っています。

結び－若手パタンナー育成と日本のアパレル力育成
「ホルス」の活動は、パターンメーキングの現場
における世代交代の中で、滞っていた技術継承の
流れをつなぐ役目を果たし、所属する企業に関わ
らず先生と生徒、あるいは仲間同士を結び付けて
いる。5年という時間をかけ、より具体的なステッ
プに進む同活動は、確実に若手パタンナーの技術
力を高めている。
一方で、パタンナーの社会的な認知度向上と業
界内での地位向上という課題もあるが、衣料品の
製造において、従来のコストを下げるモノづくり
から、付加価値のあるモノや差別化されたモノに
注目が集まる中、素材やデザインという切り口と
同様に、高い技術力による「美しく機能的なパター
ン」を、消費者に対する重要な訴求ポイントとす
ることができれば、パタンナーの地位向上が実現
する。
そのためには、若手パタンナーの育成と両輪で、
消費者への情報発信とともに、パターンの違いに
対する理解を深めてもらうなど、アパレル力の育
成を目指す必要がある。「ホルス」は自由な組織で
あり、一個人、一企業に縛られない立場から、今
後も新たな試みを続けることで、パターンメーキ
ングの技術継承のみならず、日本ファッションに
おけるクリエーションの向上、消費者のアパレル
に対する理解力の向上に貢献していくことが期待
される。


