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■授業の方針・概要 
３次元計測器を利用しながらターゲットの原型を CAD＆3Dで作り、体形を研究する。CGデザインⅣでリサーチしたデザインを作品にしていく。

その中からパターン設計の方法論を学修する。CAD＆３D演習Ⅰで学んだ人体に適合するパターンを研究する。インダストリアルパターンⅢ、Ⅳ、

感性産業・CADⅠ、Ⅱの科目の学修をし、縫製、CADパターンメーキングを総合して、オリジナル作品へと創造していく。3次元を利用した消費

者個人適合型商品工業生産創造システム（カスタマイジング クロージング システム）に基づき銀座マギーで商品化した経験を生かし、実践

的な指導を行う。                                                  

■到達目標（学修成果） 
 到達目標は、2作品のパターンとそれに合う人体や素材選ぶ事を到達目標とする。レベルは就職活動や展示会で利用できる作品の縫製仕様書

（絵型）や CAD＆３Dによるパターン技術のスキルを修得する事を目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
 インダストリアルパターンコースの卒業認定・学位授与に関連する科目である。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 1作品～2作品のパターンについて検討、年間予定、施設説明 

3次元計測室（body line Manager)アパレル実習室（電子鳩目ボタン

ホール：MEB-3200 高速一本針本縫筒型閂止めミシン：LK-1850他）

2103CAD室（プロッター パターンスキャナー他） 

復習：各自の年間予定に合わせシラバス計画 

使用機器について 設備を確認しておく。

（３次元計測室）（アパレル実習室）（2103CAD

室）（3303教室） 

120分 

2 回 ３次元体形分類を行い、トルソーの種類設定を行う。アイテム別ヒス

トグラムでの分析。                     

（H16年～H20年コース卒業制作アイテム 1379枚の分析）図書館資料

（図書館での作業） 

予習：モデル 2 名検討期間 3Ｄ計測データフ

ァイルをまとめてくる。3年から継続するモ

デル確認。（３次元計測室データ確認室）  

復習：資料閲覧（図書館） 

120分 

3 回 オリジナルデザイン作品 CAD＆３D利用 セットイン・トルソー（レ

ディース メンズ）どちらかを選定し、CADパターンメーキングを行

う。（2103CAD室） 

予習：セットイン・トルソー（2103CAD室）  

復習：実物用布縫製（サンプル資料検討）（ア

パレル実習室、3303教室） 

180分 

4 回 CAD＆３D利用  パンツかスカート・トルソー（レディースかメン

ズ）どちらかを選定し、CAD＆３Dパターンメーキングを行う。

（2103CAD室） 

予習：パンツかスカート・トルソー生成 

（2103CAD室）復習：実物用布縫製（サンプ

ル資料検討）（アパレル実習室、3303教室）  

180分 

5 回 CAD＆３D利用  ラグラン・トルソー（レディースかメンズ）どち

らかを選定し、CAD＆３Dパターンメーキングを行う。（2103CAD室） 

予習：ラグラン・トルソー生成 パターン修

正（2103CAD室）復習：実物用布縫製（サン

プル資料検討）（アパレル実習室、3303教室）                  

180分 

6 回 全てのアイテムを総合したオリジナル作品に関する縫製仕様書作成

（絵型、採寸数値、縫製箇所の図解）（2103CAD室） 

予習：縫製仕様書（2103CAD室） 

復習：服種素材（ボタン、ファスナー購入） 
180分 

7 回 オリジナル作品（セットイン パンツ スカート ラグラン各種トル

ソーの合わせたアイテム）縫製（アパレル実習室） 

予習：縫製仕様書（2103CAD室） 

復習：縫製（アパレル実習室、3303教室） 
180分 

8 回 オリジナルデザイン作品 セットイン（オリジナル）縫製（アパレル

実習室） 

予習：縫製仕様書（2103CAD室） 

復習：縫製（アパレル実習室、3303教室） 
180分 

9 回 オリジナルデザイン作品 パンツかスカート（オリジナル）（アパレ

ル実習室） 

予習：実物縫い（アパレル実習室、3303教室）

復習：修正は各自で確認 
180分 

10 回 オリジナルデザイン作品 ラグラン（オリジナル）（アパレル実習室） 予習：実物縫い（アパレル実習室、3303教室）

復習：修正は各自で確認 
180分 

11 回 縫製作品提出開始 no.1（予約制）（3303教室）点検（トップス） 復習 縫製直し NO.1 180分 

12 回 縫製作品提出開始 no.2（予約制）（3303教室）点検（ボトム） 復習 縫製直し NO.2 180分 

13 回 縫製作品提出開始 no.3（予約制）（3303教室）点検（ボタンホール、

ボタン付け他） 

復習 縫製直し NO.3 180分 

14 回 作品提出 2作品 準備 作品仕上げアイロン 180分 

15 回 作品返却 まとめ 復習 作品チェック 90分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 
15回目 ボディに着装させて、オリジナルデザイン作品課題（2作品プレゼンテーション）の講評を行い採点し返却する 

■成績評価の方法・基準 
授業態度・姿勢 20% 出席確認を行う 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 35% ビデオ映像を撮り撮影を確認しながら採点をおこなう。 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 45% 作品の提出 2作品 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 
 SewingⅠ～Ⅳ杉野学園、 PATTERN MAKINGⅠ・Ⅱ杉野学園、グッドフィット・テクノロジーの知識と技術 佐藤隆三著 

Fabric,form and flat pattern cutting  Winifred Aldrich著 Blackwell Science Ltd 

■参考文献 
NEW PATTERN BOOK No1-29、PATTERN BOOK No1-13、DOREME PATTERN BOOK No1-6、DOREME SUMMER SEMINAR 2012、2013、MEN’S WEAR PATTERN 

MAKING 杉野学園、インダストリアルパターンコース３年次のポートフォリオ 

■オフィスアワー・研究室 

 木曜日 10：40～12：00 【連絡教室】３次元計測室（第 2校舎 2階） 

■備考 
 モデル選定を 2名選出する。モデルの３次元計測を行う。就活、教職課程期間公欠扱いとする。自宅作業 CADクラウド奨励。 

卒業制作Ⅰ（インダストリアル） 
  住野 雅子 

 4年 前期  インダストリアル必修   （ 3単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 
3次元計測器による消費者個人適合型商品工業生産創造システム（カスタマイジング クロージング システム）の活用方法を利用した卒業論

文の研究課題をさらに追及する。体形を研究した成果から、フィット性・バランスの視覚的評価を学修するためモデル設定によるフィッティン

グを行う。学年の集大成として学外審査会を行い、5作品のファッションショー（動画形式）で卒業制作の口頭発表会を行う。卒業論文として

パターンの要綱を執筆する。 

■到達目標（学修成果） 
３Dモデリストとして、３次元体型解析に基づくパターン設計が出来るようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
 インダストリアルパターンコースの卒業認定・学位授与に関連する科目である。次世代におけるハイブリットなパタンナー育成のための専門

知識を目指す。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ベスト（裁断）（共和レザー使用）小テスト CAD＆３D演習Ⅰで学ん

だ工業用縫製（アパレル実習室） 

予習：ベスト２分の１サイズで縫製をしてお

く 

復習：合成皮革（ル・カール）を裁断 

180分 

2 回 ベスト（縫製）（共和レザー使用）学外審査会用（小テスト）工業用

縫製（アパレル実習室） 

予習：フレームの中を準備してくる          

復習：合成皮革（ル・カール）の縁取りをし

てくる         

180分 

3 回 アイテム別分析を行う。オリジナルデザイン作品 CAD＆３D セット

イン・トルソー（レディースかメンズ）どちらかを選定し、CADパタ

ーンメーキングを行う。（2103CAD室）縫製仕様書作成（絵型、採寸

数値、縫製箇所の図解） 

予習：各自の授業計画    

復習：サンプル縫製（アパレル実習室） 
180分 

4 回 CAD＆３D パンツかスカート・トルソー（レディースかメンズ）どち

らかを選定し、CADパターンメーキングを行う。（2103CAD室）縫製仕

様書作成（絵型、採寸数値、縫製箇所の図解） 

予習：パンツかスカート・トルソー生成 

（2013教室） 

復習：実物用布縫製（サンプル資料検討）（ア

パレル実習室） 

180分 

5 回 CAD＆３D ラグラン・トルソー（レディースかメンズ）どちらかを選

定し、CADパターンメーキングを行う。（2103CAD室）縫製仕様書作成

（絵型、採寸数値、縫製箇所の図解） 

予習：ラグラン・トルソー生成 パターン修

正（2103CAD室）                      

復習：実物用布縫製（サンプル資料検討）（ア

パレル実習室） 

180分 

6 回 アイテムの合計を集計し、ヒストグラムで提出。各自の授業計画を進

め、最終報告を行う。（2103CAD室） 

予習：ヒストグラム作成    

復習：工業パターンを完成させる（2103CAD

室） 

180分 

7 回 オリジナル作品（各種トルソーの合わせたアイテム）最終縫製（アパ

レル実習室） 

予習：各種 パターン修正（2103CAD室）                      

復習：実物用布縫製（サンプル資料検討）（ア

パレル実習室） 

180分 

8 回 ポスターDM 作品提出５作品（2103CAD室） 予習：仕上げアイロン    

復習：撮影のための靴をそろえておく 
180分 

9 回 スタジオ撮影  予習：仕上げアイロン    

復習：撮影のための靴をそろえておく 
180分 

10 回 卒業論文要綱 コンセプト パターンについて（2103CAD室） 学外審査会のための準備  180分 

11 回 卒業論文要綱ハンガーイラスト 工業パターン（2103CAD室） 予習：要綱まとめ 復習：要綱まとめ 180分 

12 回 卒業論文要綱 費用 原型 （2103CAD室） 予習：要綱まとめ 復習：要綱まとめ 180分 

13 回 プレゼンテーションによる卒業制作論文発表練習（2103CAD室） 発表練習 180分 

14 回 プレゼンテーションによる卒業制作論文発表（2103CAD室） 復習 要綱仕上げ 180分 

15 回 フィードバック 作品返却 まとめ（2103CAD室） まとめ 90分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 
 15回目 5作品 撮影しデータ返却し、一人ずつ縫製、デザイン、パターンについて採点し、返却する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20% 出席確認を行う 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% ビデオ映像を撮り撮影を確認しながら採点をおこなう。 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% 作品の提出 3作品 

外部評価・検定試験結果 10% 学外審査会 

■教科書 
SewingⅠ～Ⅳ杉野学園、PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ杉野学園 

Fabric,form and flat pattern cutting  Winifred Aldrich著 Blackwell Science Ltd 

■参考文献 
 NEW PATTERN BOOK No1-29、PATTERN BOOK No1-13、DOREME PATTERN BOOK No1-6、DOREME SUMMER SEMINAR 2012、2013、MEN’S WEAR PATTERN 

MAKING 杉野学園、インダストリアルパターンコースで製作した各自のポートフォリオ 

■オフィスアワー・研究室 
 水曜日 12：30～13：30 ３次元計測室（第 2校舎 2階） 

■備考 
 SNSによる教室予約やフィッティング連絡を行う。映像制作 9月に撮影。

 

卒業制作Ⅱ（インダストリアル） 
  住野 雅子 

 4年 後期  インダストリアル必修   （ 4単位 実習 ） 




