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2015年9月7日から 11日の間、産業技術総合研
究所臨海都心センター（東京都江東区）にて国際標
準化規格（以下、ISO）の TC133国際会議が行わ
れた。TC133 とは、衣料のサイズシステムと表示
に関する規格を検討するグループである。日本は昨
年経産省に採択された三次元CAD の標準化規格案
をこのTC133に提案し、規格化を進めている。なぜ、
日本が ISO に提案を行っているのであろうか。こ
の ISO規格化の持つ意味と今後日本にどのような
メリットをもたらすのかについて考える。

衣服設計におけるパタンナーの主な仕事
衣服生産における設計図に値するものをパター

ン（型紙）と呼んでいる。そのパターンを製図する
ことが、パタンナーの主な仕事である。パタンナー
がパターン設計を行う場合、デザイン画からデザイ
ナーの意図する衣服（立体）をイメージし、紙に衣
服の出来上がり状態を表現するための仕上がり線
を描き、生産工程で必要な縫い代や裏地等実際の

生産に必要な線を追加する。この生産用のパターン
を工業パターンと呼び、このパターンに合わせて生
地を裁断し、縫製、仕上げ工程を経て、製品になる。

パタンナーは、あらゆるアイテム（レディース、
メンズ、ジャケット、パンツ、シャツ等）を熟知し、
デザイン画から立体を創造し平面化する力はもちろ
ん、生地、仕様（裏地や芯地のあるなし、縫製や仕
上げ方法等）の知識も必要になる。パタンナーは、
その技術や知識を使って総合的に判断して良質な
パターンを描いていく。

日本のパターン設計技術の歴史
衣服用パターン作成技術は、ベルギーからイギリ

ス、アメリカを経て日本に伝わったもので、人の身
体、皮膚から算出されたものがベースになっている。
洋服やパターン作成手法が海外から日本に輸入さ
れた後、日本のパタンナーは、日本人特有の研究熱
心さから独自の平面製図法を確立させた。立体と平
面の関係をよく理解しているパタンナーがこの平面
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縫製／アパレル

1   日本は ISO：TC133（衣服サイズグループ）に三次元CADの標準化規格を提案し、プロジェクトリーダー
として進めている。

2   日本独自の衣服設計力は世界に認められている。日本の三次元CAD技術は10年以上の研究・開発・運用
を行っており、今回の提案の基盤となっている。

3   日本は、この規格制定後、ISO加盟国やそれ以外の国の人体データ（国、人種、性別、年齢、等）を入手
できる環境になる。

4   日本が持つ独自の優れた衣服設計力に三次元技術（およびデータ）を融合させ、新しい価値観を生み出し、
日本が最高品質の衣服を世界に打ち出せるメリットが生まれる。
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製図法を進化させ続けて現在の日本独自の高い技
術が確立した。ただ最近、作業効率化を重視しすぎ
たため、パターン設計作業の細分化が起こり、また
平面手法のみが普及したこともあり、平面と立体の
両方を理解して平面パターンを総合的に作成する
人が極端に少なくなるという現象も起きている。こ
れは、今後の日本のアパレル技術の継承および発展
において大きな問題になると考える。

日本的パターン設計工程・日本の実力・優位点
日本独自のパターン設計工程が生まれた背景は、

前の章で述べた。日本では、パタンナーが衣服（立
体）とパターン（平面）の両面を知り、さらに着用
時の人の動きを計算した微妙な遊び（ゆとり）を平
面パターンに盛り込む技術も加えて、立体での変形
操作を平面パターン処理で行う手法を確立させた。
日本の設計技術力は、海外に比べて生産用工業パ
ターンの精度の高いことに現れている。

海外アパレルでは、日本人がパターン設計工程
技術に長けていることを認めている。例えばニュー
ヨークで活躍している大丸製作所2 はコムデギャ
ルソンのパタンナーを経験した大丸隆平氏が立ち
上げ、有名ブランドのコレクションラインの服を
日本人スタッフのみで製作している。日本人なら
ではの繊細さと根気による仕事が認められ 2015
年、米国ファッション協議会（CFDA）らによる
ファッション製造業の助成プログラム「第2回
C F D A F A S H I O N  M A N U F A C T U R I N G 
INITIATIVE」を受賞した。日本人の設計、生産
工程における技術力の高さがアメリカの協会に認
められた 1 つの例である。

また、ヨーロッパでは、ヨージヤマモト、コムデ
ギャルソン等の日本ブランドに対し、設計から生ま
れる衣服という認識を持っている。この設計から衣
服デザインを作るという考え方は、衣服をイメージ
から生み出すヨーロッパの考え方とは逆の発想にな
る。ある若手デザイナー兼パタンナー（日本人）は、
“ヨーロッパの有名ブランドがヨージもしくはギャ
ルソンで働いていた日本人を探している” という情
報を聞いて応募し、採用された。これは、ヨーロッ
パの人が日本人に対し、設計から考えられる衣服と
いうヨーロッパにない文化を求めている現われであ
ろう。“設計技術に長けている日本人” はアメリカ
やヨーロッパの中で周知となっている。

このようにアパレルの設計工程における高い技
術力が日本の強みのひとつだといえる。

日本のアパレル設計工程におけるCAD活用
立体での変形操作を平面パターン処理によって

行う手法を確立させた日本の設計技術力は、アパレ
ルCAD の進化や普及にも大きな影響を及ぼした。
1990年ごろから平面パターンの処理法を CAD で機
能化し、徐々に手からパソコンへと作業が移って
いった。2000年頃には、手作業の CAD機能化がさ
らに進み、安価で高性能なパソコンの出現も手伝
い、アパレル企業では、パタンナー 1人に CAD1
台という時代になった。このように時代の流れと
マッチする形で平面パターン処理技術が CAD化さ
れ、設計部門の高い作業効率化が実現した。

現在、日本では CAD での作業が設計工程のかな
りの部分をカバーしている会社が少なくない。これ
は、海外での CAD の活用方法とはかなり異なって
いる。海外では、設計工程に日本ほど CAD を使う
ケースが少なく、グレーディング（サイズ用型紙を
作成する工程）やマーキング（CAM：自動裁断機
などで裁断するため、生地にパターンを効率よく並
べる工程）などの工程が CAD の主な作業となって
いる。

この CAD活用によって設計工程の高い効率化を
実現している部分も日本の強みのひとつである。

アパレル向け三次元CADの誕生
前述したように生地を縫製加工することによって

立体すなわち衣服になり、パタンナーは、その立体
を考慮してパターンを作成することが本来の姿であ
る。パタンナーは、すでに作成したことのある型紙
を平面製図法によって加工しそのまま衣服にする
場合もあるが、立体形状を設計工程の事前チェック
として、仮の生地（シーチング）を使って、裁断、
ピン止め（もしくは縫製）し組み立てるケースも多
くある。アパレル向け三次元CAD のひとつのアプ
ローチとして、この立体（シーチング）チェック工
程を効率化することをひとつの目的として開発され
た。アパレル三次元CAD は、設計支援のほか、企画、
展示会支援等を行っている例もあるが、ここでは設
計工程での活用を中心に述べる。

それでは、設計工程を目的としたアパレル三次元
CAD は、どのような機能で効率化を実現しようと
しているのか。東レACS（株）のソフトパターン
マジックⅡ3D が持つ機能を例に以下に紹介する。
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1．バーチャルボディ生成
アパレルでは、まず企業やブランドの顧客ター

ゲット（年齢、体型）となるボディ（対象となる人
のサイズ）を設定する。衣服をチェックする際、ター
ゲットボディが市販の人台と異なるサイズの場合、
実際にモデル（ターゲットに近いサイズの人）や、
市販の人台に綿を付けて加工したものを使うケース
がほとんどである。過去には、ボディ製作メーカー
に依頼して作成したケースもあるが、百万円以上の
コストが必要になるため現在ではあまり行われてい
ない。

衣服の着せ付けチェックを行う上で、このター
ゲットボディはかなり重要である。ブランドイメー
ジを決定し、対象顧客にマッチする商品を提供する
ため、三次元CAD は、ボディバーチャル生成機能
が必要となる。

ボディは、その目的に応じて人体そのものである
ヌードボディとゆとりを入れた衣服設計用ボディと

いう 2種類が存在する。ヌードボディは実際の衣服
を人体に着せてシルエットやデザイン性といったイ
メージの確認を行う。ただ、このヌードボディを使っ
た設計は、ある程度の経験と技術力が求められ、新
人では難しい作業になる。一方、衣服設計用ボディ
は、そのボディにぴったりに作っても衣服として成
立するように最低限のゆとりを入れて作られてい
る。衣服設計用ボディの存在によって、初心者でも
比較的容易にターゲットボディに合わせた型紙作成
が可能になり、作業効率化が図れる。

三次元CAD上でのバーチャルボディ作成機能
は、アイテム別や体型のタイプ別などいろいろなボ
ディが簡単に作成できるため、新たなボディの製作、
現ボディの見直し等が短期で実現できる。バーチャ
ル技術が進むとターゲットボディに対する考え方も
変化が起き、今までなかった価値観の創造ができる
と考える。

ボディ生成機能は、3Dスキャンしたものからの

図表1　人体の 3Dスキャンデータからボディ生成

出所：筆者作成

図表2　サイズ部位寸法の変更によるボディ生成例

出所：筆者作成
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生成と数値制御での生成という 2 つのアプローチ
が存在する。

2．着せ付けチェック機能
この機能は現在パタンナーが行っている作業の

一部をバーチャル化したものである。型紙設計にお
いて、シーチングチェックという仮の生地を使って
立体をチェックするという工程が存在する。平面だ
けでは立体形状を予想できずに、立体チェックを行
う。ここで、デザイン画のイメージと合うかどうか、
衣服としてのゆとり等チェックする項目は多い。初
心者のうちはこの作業を何度も行うため、シーチン
グの裁断、ピンうち、チェック等を繰り返す。この
工程を効率よく、また軽減するための機能である。

ISOにおける、アパレル三次元CAD
最近、Eコマース（EC）におけるアパレルの売

り上げがかなり伸びてきている。この EC において、
現在大きな問題となっているのは、サイズが合わな
いための返品が多いことで、あるアパレルの EC の
返品率は 20％という高い数字を示している。この
返品率を減らすための IT技術として、現在アパレ
ル三次元技術に世界から注目が集まっている。個人
の人体形状を把握し、衣服サイズを個人にマッチン
グさせ、自分に合う衣服を決定してくれる。このシ
ステムが確立することにより、返品率の改善ができ
ると世界が期待している。今度、さらに伸びていく
と思われるアパレルの EC において、この三次元技
術は、返品コストを削減できるひとつの大きなキー
となる。

2009年韓国より ISO の衣服サイズに関するグ
ループTC133 に対し、三次元CAD に関する提案
があった。韓国は、人材＆技術＆商品を世界で認め
てもらい、その力で自国を守り、発展し続けていた。
韓国のファッション産業への取り組みは、1997年
に東大門で起こった現象が発端となっている。韓国
のインディーズデザイナーが東大門で多くの小さな
ショップをオープンした。この商品がヨーロッパの
バイヤーによって認められ、韓国発のファッション
が一気にヨーロッパに広がった。この現象に注目し
た韓国政府や企業の強力な力添えにより、韓国アパ
レル産業は急速に発展していった。

今回の ISO提案は、当初韓国の i-Fashion衣類技
術センターから出された。この i-Fashion は、アパ
レルと IT企業がうまくコミュニケーションするこ
とによって新しい価値観から新しい産業を生み出そ
うと、“政府とソウル市”、建国大学、韓国生産技術
研究院、さまざまな大学（ソウル大学、東ソウル大
学、建国大学）、IT業者や他の企業（サムスン等）
が会員になって発足した機関である。 韓国では優
良産業に対し国が率先してバックアップする仕組
みが完成しており、産業を発展できる体制が整って
いる。今回の ISO への提案は、おそらく韓国政府
が i-Fashion に対し、世界で認められるよう指示し
たものと考える。

ただ、2年ほど前から韓国の ISO に対する意気込
みがすこし衰えた。これは、政府の方向転換ではな
いかと考えられる。今回行われた ISO の日本提案
への投票でも、コンビナー（議長国）にもかかわら
ず棄権とした。

図表3　着せ付けチェック機能

出所：東レACS（株）
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ISOにおける日本提案
日本が ISO に参加し、アパレルに関する世界標

準化に対し意見が言えるという環境をフルに活用
し、世界への技術力発信をし続けることが重要だ
と考える。日本人の持つ特性（勤勉、粘り強さ）
は国際標準化規格の各委員から認められ、各グルー
プで日本が主要メンバーになることを望んでいる
国は多い。

2014年6月12日、日本から 3次元の国際標準化
規格案の提案をイタリアのトレビーゾでの ISO国
際会議（TC133）で行った。この提案は、韓国か

らの提案であるヴァーチャルヒューマンボディおよ
びガーメントの用語の次のステップとして日本から
提案したものである。日本は韓国から出された用語
の定義だけでは、規格レベルまで達していないと考
えていた。日本は、三次元CAD技術を 10数年前か
ら研究・開発しており、ここ数年において学校での
授業やアパレルメーカーでの採用が進んでいる。日
本の三次元CADメーカーでは、三次元技術の設計
工程への活用研究を 10年以上進め続けてきたこと
が今回の提案につながった。

今回の提案は、以下の 3パートの性能評価規格か
らなる。
part1．仮想型紙から仮想衣服の評価
part2．実際の人体とヴァーチャルヒューマン

ボディの評価
part3．衣服の快適性の評価

性能評価とは、この場合ソフトウエアの機能が十
分満たされているか、その機能によって使用者（デ
ザイナーやパタンナー）がソフト購入時に自分の目
的に合ったソフトかを判断できる評価項目（入力
データや計測する場所、等）による評価をいう。

韓国提案の三次元に関する規格の目的のひとつ
として、三次元技術を使った EC における返品率を

図表4　三次元CADに関する日本提案（初版）

2

1virtual garment pattern
(2D)

Real body Virtual human body

Virtual garment(3D)Real garment

Fitting Fitting

Performance evaluation method for digital fitting systems 

Step-1 Performance evaluation of 2D to 3D

Step-2 Accuracy of real body and virtual human 
body representation
Step-3 Evaluation of virtual fitting performance

3

出所：筆者作成

図表5　ISONo20947-1PerformanceevaluationprotocolfordigitalfittingsystemPart1-Virtualgarment
（提案の一部〔筆者原案〕）

出所：筆者作成
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改善するためのフィッティング精度アップを挙げて
いる。日本からその目的を達成するためにアパレル
等の 3DCAD利用者に必要な評価基準の指針を盛り
込んだ提案を行った形になる。

2015 年 9 月 9 日、ISO の TC133 国 際 会 議（ 産
業技術総合研究所臨海都心センター〔東京都江東
区〕）において、日本提案 Performance evaluation 
protocol for digital fitting system Part1-Virtual 
garment（No20947-1）の説明を行った。2015年7
月には、すでに規格案を提出しており、ISO の基
準になるための第1ステップである NP投票（締め
切り：9月15日）が始まっていた。この NP投票を
通過して初めて ISO規格の入り口に立つことにな
る。東京での国際会議では、この案の賛同およびエ
キスパート（5カ国以上必要）を得るための説明を
行った。また、来年以降へ向けて Part2 の概要も
説明した。会議では、海外のメンバーから日本案の
理解をおおむね得た。9月15日の投票結果により
日本提案は、NP として承認された。今後、規格に
なるためのステップ（48カ月間）がスタートした。

国際標準化が最終的に日本にもたらすもの
この規格が最終的に日本にどのようなメリットが

あるかという点について述べる。消費者へのアパレ
ル三次元技術の今後の普及については、以下のよう
に考える。近い将来安価で手軽な家庭でも使える人
体用三次元スキャナーが出てくる可能性は高い。

このスキャナーを使って自分の体のスキャンを行
い、ネット上のソフトウエアでバーチャルボディ化
し、寸法データが自身で確認できるようになる。寸
法だけでなく、姿勢や体型といった自分の体の形状
情報までわかるようになる。三次元スキャナーの一
般普及率がアップすると自分の人体データを使っ
て、インターネットや店舗で自分にあった衣服の選

択・購入が容易になる。この環境下で消費者は、自
分の体を立体で認識し、衣服に対して新しい価値観

（品質）を求めるようになるであろう。
アパレルは、三次元で得た寸法以外の情報を使っ

て衣服の新しい価値観（品質）を考え、提案する必
要性がでてくる。そうなると今まで行っていた企画、
設計、生産、販売という各工程の順序や役割を変革
しないと対応できないであろう。

本来アパレルの設計工程では、平面から立体とい
う変化の部分をチェックすることが重要なファク
ターである。人体という立体を三次元で把握できる
技術は、その本来の姿へのサポートツールとして活
躍できるであろう。設計工程が三次元バーチャル化
し、今まで時間をかけられなかった工程や見切って
いた工程に時間が割けるようになることで、工程自
体の見直しを行い、その結果より良い品質の衣服の
設計、生産が可能になる。

今回TC133 において日本は NP20947（日本提案）
のプロジェクトリーダーとして登録された。日本は、
この規格を進めるため、ISOメンバー国の人体ス
キャンデータを確認できる。

規格制定後は、ISO加盟国やそれ以外の国からの
問い合わせが日本に集まるようになる。そうなると、
いろいろな国の人体データ（国、人種、性別、年齢、
等）が日本にいながら入手できるようになる。この
人体データを使って日本の優れた衣服の設計技術
によって、あらゆる体型を基にした衣服企画、設計、
生産が可能になる。

日本が持つ独自の優れた衣服設計力にこの三次
元技術を融合させ、新しい価値観を生み出し、日本
独自の IT衣服設計技術を確立さることによって最
高の品質をも持つ衣服を世界に打ち出すことがで
きるというのが今回の ISO提案の最終的なメリッ
トと考える。


