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時計愛好家の皆様へ 
「ル・ブラッシュ便り」No.17へようこそ

今回お届けする「ル・ブラッシュ便り」No.17は、世界中のより多くの方々にご愛読いただ
けるよう、初めて日本語に翻訳されました。これにより、中国語、英語、フランス語、ドイツ
語、ロシア語およびスペイン語（アルファベット順）といった既存の各国語バージョンに、
新しく日本語版が加わることになります。今回は、この日本語版の発行を記念して、日本
文化の様々な側面をテーマとして取り上げた3つの記事を掲載いたしました。まず本誌
でおなじみのレストランに関する記事ですが、日本料理の豊かさと多様性を一記事で
紹介するのは至難の業というものです。そこで、最高格として崇められている京都の懐
石料理と東京の江戸前寿司の、2つのテーマを選び、これまでにないほどの入念さで記
事が作成されました。2つ目は、ワイン関連のページで日本酒の世界を取り上げ、特に食
事と共に楽しめるような現代的なスタイルの酒にスポットを当てています。日本をテーマ
にした3つ目の記事では、ル・ブラッシュに構えるメティエダールのアトリエで製作された
マスターピース、浮世絵の傑作『 神奈川沖浪裏 』からインスピレーションを得たタイム
ピースを紹介しています。

それでは、「ル・ブラッシュ便り」No.17をお楽しみください！

マーク・A .  ハイエック
ブランパン社長兼CEO
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表紙：ブランパンのメティエダール　 
タイムピース：グレートウェーブ

iPad用の無料ブランパン 
ライブラリアプリケーションを
ダウンロードしてください。
アップル社のApp Storeで
ブランパンを検索してください。

14 
レディバード
ヴィルレの工房からモンローへ

6 
メティエダール 
グレートウェーブ
海の力強さが生き生きと表現されたダイヤル
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海の力強さが生き生きと表現されたダイヤル

メティエダール

グレートウェーブ

文： ジェフリー S. キングストン
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最 新 作の「グレートウェーブ」は、1830年に北 斎が 
制 作した 木 版 画『 神 奈 川 沖 浪 裏 』からインスピ 
レーションを得た作 品で、おそらく日本の芸 術 作 品 
の中でも、この力 強い波を表 現した木 版 画ほど象
徴 的なイメージは存 在しないだろう。「 70歳までに
描いたものは、実に『 取るに足らぬ 』ものば かりで
ある。」と北 斎 が 残した言 葉は有 名だが 、北 斎に
とって、生き物 や 草 木 の「 生まれと造り」を知るま
でに、それだけの 長 い 時 間 が か かったのだろう。
彼 が自ら打ち立 てた目標 によると、100歳 に 至っ
てようやく「 正に神 妙 の 域に達 するであろうか 。」  
と考えていたのだ ！  にもかかわらず、北 斎のライフ 
ワーク、特に100歳よりかなり前に制作されたとはいえ、 
この波を描いた作品に大勢の人々が驚嘆したので
ある。『神奈川沖浪裏』に表現されているような、海の
猛威と激しさを力強く伝えた芸術作品は稀だ。オリジ
ナルの版木から刷られたこの5,000枚の木版画は現
在、貴重な作品として人々の憧れの的となっており、こ
の画風に倣った多くの派生的な作品にインスピレー 
ションを与えてきた。フランス人の作家で美術評論家で 
もあったエドモン・ド・ゴンクールは、次のような見解を
述べている。

「この波の描画は、画家による海の神格化といえる。
この作者は、自分の国全体を取り囲む巨大な海に対
して、宗教的な畏怖を抱いて生きていたのだ。そし
て、突然荒れ狂い、空に向かって波を跳ね上げる海
に強い印象を受けたのだろう…」

アーティストにとって、極小サイズのタイムピースのダ
イヤル装飾以上に挑戦しがいのある作品があるだろ
うか。 もっとも、多くのモダニストが、従来の大きなサ
イズの絵画や彫刻の枠組みから脱却し、1つの部屋
全体の装飾を指揮することで自己を表現している。
クリストにとってのミディアムサイズは、パリのポン・ヌ
フの全長を梱包した作品や、カリフォルニアの田園
地帯に何マイルにもわたって制作された作品「ラン
ニング・フェンス」に示される。当然のことだが、時計
のダイヤルやムーブメント部品にアートを表現する場
合、自由に使える空間が全く異なる。大きさや装飾で
きる範囲が極めて小さく、限られた構造だからだ。ブ
ランパンのメティエダールのアトリエでは、職人たち
が作業の規模の大小にかかわらず、その技術やモ
チーフの創作に限界を超えて取り組んでいる。1860
年からブランパン家が所有し、現在はメティエダール
のアトリエと複雑時計の工房が設けられているル・ブ
ラッシュのファームハウスにある作業台。そこでは、
芸術的なエングレービングや多彩な用法をもつエナ
メルペインティング（ミニアチュールペインティング、ク
ロワゾネ、シャンルヴェエナメル）、ダマスキネ技法、
赤銅（しゃくどう）など職人技術によるあらゆる装飾
や仕上げが生み出されている。
  

ブランパンのメティエダールから 
生まれた新作タイムピースは、 
北斎の浮世絵を代表する波を 
描いた作品のイメージから 
インスピレーションを得ている。
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こうしてベアルナドは、経営陣の指示や過去の時計
の歴史にとらわれることなく、自身のイマジネーション
を存分に発揮したのだ。彼はここ数年、中国とインド
に関するテーマを研究していたのだが、新しい方向
性を見出そうとしている最中にあった。そして頭に浮
かんだのが、日本文化と、ブランパンが貢献する海洋
環境保護活動「オーシャン コミットメント」を融合させ
ることだった。海を描いた北斎の代表的な作品は、そ
うした考えに最適だったのは言うまでもない。  

しかし、時計のダイヤルに海の躍動感を表現するに
はどうすればよいのか。ベアルナドは、力強さと動きを
とらえ、同時に、そのイメージを用いて丸型のダイヤル
を構成しようと考えた。イメージはエナメルペインティ 
ングで表現すべきか。それともエングレービングを採
用するか。彼は、イメージをより力強く表現するため、
ホワイトゴールドを用いて、波を描く立体的なエング 
レービングを製作しようと試みた。また、このエングレー
ビングに、日本の赤銅の技術による古色を採用して、
より立体感を高めた。彼はブランパンにおいて、受賞歴
を持つガネーシャ神を描いたダイヤルで、初めてこの
赤銅技術を導入している。ベアルナドは、手作業で精
巧に彫刻し、さらに部分的に繊細に磨いたイメージに
様々な処理を施すことで、波に光と影、そして力強さを
もたらすことに成功したのだ。

この作品の波の力強さと躍動感をとらえ、時計のダ
イヤル上のわずか数ミリメートルのスペースに表現す
ることは、ブランパンのメティエダールのアトリエに勤 
めるクリストフ・ベアルナドにとって、途方もない挑戦だっ 
た。しかもその課 題は、彼 が自らに課した挑 戦だっ 
たのだ。ル・ブラッシュのアトリエでは、2つの揺るぎな
い哲学的な指針によってプロジェクトが構想される。
そのひとつは、ビジネスの正統性と相対し、芸術的な
テーマとプロジェクトはベアルナドと彼の率いるチー
ムが考案し、経営陣の指令ではないということだ。も 
ちろん、最終的にはブランパンのCEO、マーク・A .  ハ
イエックが承認を下すのだが、その際にも、自由な発
想やル・ブラッシュに根付く溢れる創造性が損なわれ
ることはない。2つ目の指針とは、他社時計メーカーの 
芸術的技術を気にかけないこと、時計博物館に収蔵
されている過去の作品のモチーフを再び作らないこと
だ。200年も前の時計から得られるクリエイティブなタ 
イムピースのダイヤルなど、どこにも存在しないからだ。



ホワイトゴールドに、手作業で 
エングレービングを施した立体的なモチーフが、 
海の躍動感を見事にとらえている。

11



12 | イン タイム

この「グレートウェーブ」タイムピースは、ブランパンの
「メティエダール」コレクションに新たな境地を開くだ
ろう。これまでブランパンは、これらの特別なタイムピー
スのベースに、ポケットウォッチ用ムーブメントとして 
使われていたキャリバー15Bを採用していた。一方 、 

「グレートウェーブ」タイムピースには、2006年に導入さ
れた13R0ムーブメントの新しいバリエーションを採用
している。その後、35個のムーブメントが開発され、現
在ではほとんど全てのコレクションにこれらのムーブ 
メントが搭載されるようになった。13R3Aと命名された 
「グレートウェーブ」タイムピースのムーブメントは、パワー
リザーブ表 示が時 計の裏 側に配 置されているとい 
う点で、13R0とは異なる。しかし、8日間もの傑出した
パワーリザーブや、3つの主ゼンマイを収めた香箱の
構造は、既存キャリバー同様だ。このように、「グレート 
ウェーブ」タイムピースは、ダイヤルにおける独創的な
テーマや素材、技術の組み合わせによって新たな道を
切り開くだけではなく、高度な技術を駆使したムーブ
メントによって、メティエダールの作品の中でも際立っ
た存在となっているのである。

この複雑な波のモチーフは、時計職人が「アプリケ」
と呼ばれる、ダイヤルの表面に何らかの要素を付与
する技法で仕上げられている。彼の時計開発におけ
る2つ目の仕事は、ダイヤルのための適切な素材を見
出すことだった。ベアルナドは、背景の部分を控えめ
におさえ、波のモチーフを表現したかった。鮮やかで、
なめらかな仕上げを施すと、時計の醸し出すエスプ
リが台無しになってしまう。そこで彼は、幅広く素材に
ついて研究し、それまで時計のダイヤルの背景として
使われたことがない石、メキシコ産黒曜石を採用す
ることに決めたのだ。落ち着いたグレーの色合いに、
繊細で非常にきめ細かいグレインが一面に散りばめ
られたこの石は、波のモチーフを強調し、嵐の光景を
作り出した。思いに適ったカラーとテクスチャーを手に
入れたベアルナドだが、手作業で彫刻された波のモ 
チーフを取り付けるという、次の難問に直面した。石
に小さな穴を開け、アプリケのモチーフの裏側にある
極小サイズの脚部をはめ込む際に、黒曜石が割れた
り砕けないよう極めて繊細な技術が必要となったのだ。

彼のアトリエで制作されたこれまでの作品の場合と
同様に、バーゼルフェアに出品された「グレートウェー
ブ」タイムピースはユニークピースだ。今後、また製作
される予定だが、フォルムとカラーがさまざまで、一つ
ひとつが唯一無二の仕上がりになる。実際、デザイン
に小さな釣り船や富士山といった他の要素を付け加
えたオーダーメードの依頼が、コレクターからすでに
届いている。「グレートウェーブ」タイムピースはそれぞ
れ、限定1本のみの製作だ。

「グレートウェーブ」タイムピースは、 
一つひとつがユニークピース。
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ヴィルレの工房からモンローへ

レディバード

文： ジェフリー S.  キングストン
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ベティ・フィスターがわずか16歳の頃、見習いとしてブ
ランパンに入社したのは1915年であった。学校を卒
業したての彼女には、自身がのちに歴史となる第一 
歩を踏み出したとは想像すらつかなかったことだろ
う。その後 45年 間フルタイムで、引 退 後もアドバイ 
ザーとしてさらに10年間、ブランパンとともに歩んできた 
彼女は、半世紀以上をブランパンに捧げたのである。
彼女がブランパンに入社した当時の社長は、創業家
7代目のフレデリック-エミール・ブランパンであった。 
彼は、1735年のヴィルレ村民名簿に「時計職人」とし
ての記録が残る、創業者ジャン-ジャック・ブランパン
の子孫だ。ベティは、入社するやいなや頭角を現し、
生産部門主任、そして技術・商業開発主任に昇格し
た。フレデリック-エミール・ブランパンは彼女の才能を
信頼し、自分の住居をヴィルレからローザンヌへ移転
することにした。彼は当時、画期的な発明品「ディク
タフォン」を導入し、新しい技術を進んで取り入れると
ともに、革新的な経営方法を展開した。薄く伸ばした
ロウのロールを機械にセットし、それに音声を録音す
る仕掛けの「ディクタフォン」に、彼はベティへの指示
を録音し、それを彼女に郵送した。フレデリック-エミー
ルは、絶大なる信頼を寄せていたベティに全てを託 
すことができたのだ。

マーガレット・サッチャーの言葉はいつも的を射てい
たが、ブランパンのレディスウォッチ レディバードに
ついては、半分しか当たっていないと言えるだろう。 
レディバードは、ジャン-ジャック・フィスターと彼の叔
母ベティ・フィスターのコラボレーションから誕生し
た―つまり男女双方のビジョンと才能によって製作さ
れたからだ。フィスター家のこのふたりは、65年にわ
たりブランパンの舵取りを務めた。ある時期は単独で
あったが、二人のコラボレーションは長期にわたった。
ブランパンのレディスウォッチが大きく花開いたのは、
この時期である。長い歴史を誇るヴィルレの工房で
レディバードが誕生したのは、1956年のことだ。今で
はアイコン的な存在となったこのレディスウォッチは、
発表とともに大きな話題を呼び、ダイヤモンドがふん
だんにちりばめられたブランパンのプラチナウォッチ
はマリリン・モンローのお気に入りとなり、これはのち
にハリウッドのオークションで注目アイテムとなった。

「言ってほしいことがあれば、男に頼みなさい。 
でもやってほしいことがあれば、女に頼みなさい。」
マーガレット・サッチャー

右上: ベティ・フィスター

右下: ジャン-ジャック・フィスター
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200年に及ぶ家族経営に幕が閉ざされ、ベティ・フィス
ターの手に権限がわたるにあたり、フレデリック-エミー
ルの娘ネリーは、ベティに心を込めた手紙を書いた。

「親愛なるベティへ

私の子供時代や少女時代の思い出が詰まったこの
時代が終わりを迎えるにあたり、私がどれほど辛い気
持ちなのかは、よくおわかりのことでしょう。父が作り上
げたヴィルレに別れを告げるのは、本当に悲しいこと
です。でも、あなたがレアルさんと共に会社を経営して
くださることで、その悲しみも癒されます。心から感謝
しています。おふたりのおかげで、私たちが長い間培
ってきた素晴らしい伝統がこれからも大切に継承し
ていくと信じています。
あなたは父の数少ない、親愛なるパートナーでした。
ここで改めて、あなたの比類のない優しさに感謝の
言葉を述べたいと思います。あなたの親切は、一生
私の心に残ることでしょう。

ネリー」

事業を受け継いだベティ・フィスターの道のりは、楽な
ものではなかった。大恐慌はスイス時計業界全体に
大きな打撃を与え、多くの会社が倒産し、多数の失
業者を生んだ。打解策として、ブランパンはアメリカ市
場への進出を検討した。1930年代半ば、アメリカ経済
はヨーロッパより安定していたからである。ベティは、 
ムーブメントのサプライヤーとしてアメリカ市場に進出
することとし、ブランパンは、グリュエン、エルジン、ハミル 
トンのメインサプライヤーとして、事業を展開すること
となったのである。

1932年、フレデリック-エミールが急逝した。彼に跡継
ぎの息子はおらず、娘は事業を引き継ぐことを望まな
かったため、ブランパンの家族経営は途絶えることを
余儀なくされた。しかし、ブランパンには、才能溢れる
後継者がいた。ベティ・フィスターは、セールス主任の
アンドレ・レアルと共同出資し、1933年に事業を買収、
レイヴィル-ブランパンと社名を改めたのである。レイヴ
ィルはヴィルレのアナグラムだ。というのも、スイスの法
律の風変わりな制約のため、社名の変更をせざるを
得なかったのだ。つまり、ブランパン家以外の人間が
事業を継続する場合、事業の登記上、新たな事業主
は商号を変えなければならなかったのである。（この
法律のために、ジュネーヴに拠点を置くある有名な時
計ブランドは、2つの名前からなる社名を継続するた
めに「社名と同じ苗字の人物」を雇うという、苦肉の
索を取り続けている）。



ブランパンの家族経営は 
2世紀もの歴史を誇る。

上: ヴィルレに現存するブランパンの
ファームハウス

左下: 1900年頃のヴィルレ村

右下: フレデリック-エミール・ブラ
ンパン
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つまり、彼は時計製作の経験がまったくないまま、叔
母の事業に参加したのである。とはいえ彼の一家は
時計製造とまったく無縁ではなく、祖父は1939年まで
ブランパンに勤めていた時計職人だったのだ。甥のキ
ャリアを伸ばすための研修が、ベティのまず最初の課
題となった。彼女は1年間のプログラムを組み、ブラン
パンの経理からマーケティング、製品に至るまでの全
てを甥に教示した。そして、プログラムを見事終えたジ
ャン-ジャックは、ブランパンの新製品開発と日々のオ
ペレーションを管理するポストに就任することとなった
のである。

こうして、1年間の養成期間を経たジャン-ジャックは、
ベティの共同経営者となった。ブランパンの取締役
は、ベティとジャン-ジャックの二人だけだった。この体
制は、オメガやレマニアなど有名なブランドを傘下とす
るSSIHと合併する1960年まで続いた。この期間、二
人は密接に共同作業をしつつ、クライアントとの商談
の際は共によく出張した。SSIHとの合併後も、ベティと
ジャン-ジャックは取締役として参加し、ベティが完全
にリタイアする1970年まで継続した。

さらにまた、荒波がブランパンを襲った。第二次世界
大戦が始まる直前に、共同経営者であるアンドレ・レア
ルが他界したのだ。

こうしてベティ・フィスターは、時計業界においてある
意味ユニークな、先駆者的な立場に立たされることに
なった。彼女は女性として初めて、200人から300人の 
従業員を抱える、伝統ある時計会社の社長兼オーナー 
となったのである。以 来 1950年まで、彼 女はたった 
一人でこの偉業を成し遂げ、スイスの時計業界にお
ける伝説の存在として名を馳せることとなった。

ベティの師であったフレデリック-エミールが着手した
技術のひとつに、レディスウォッチの小型ムーブメント
の制作が挙げられる。ブランパンは、第一次世界大
戦直前に小型の楕円型キャリバーやバゲット型キャリ 
バーを開発し、いずれも高い人気を博していた。ベティ・ 
フィスターは、この部門をさらに拡張し、成功へと導 
いたのである。彼女は、ムーブメントとともに小型のイ
ンナーケースも併せて提供するサプライヤーという戦
略を打ち出した。これは、ケースが完全に装備された 
時計に課せられる関税が厳しいことへの対策でもあっ 
た。「 calotte」と呼ばれるインナーケース付ムーブメ 
ントはアメリカをはじめ世界中に輸出され、とりわけア
メリカでは、貴金属のケースに装着され、宝石で装飾
されることが多かった。

ベティがリーダーとして率いるブランパンの業績は、
のちに甥のジャン-ジャック・フィスターが参画した時
点で、その基 盤が形 成された。ジャン-ジャックは歴
史学の学位取得後、博士課程に進む予定だった。 

1963年頃のヴィルレの工房
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ベティとジャン-ジャック・フィスターによる 
共同経営の時代、ブランパンにレディバードとフィフティ  
ファゾムスという2つのアイコンが誕生した。



して、あらゆる時代をひとつに結集するスペースだ。 
この建物は、フレデリック-エミールの父ジュール-エ 
ミール・ブランパン、フレデリック-エミール自身、そしてベ 
ティ・フィスターとジャン-ジャック・フィスターというように
家主が変わり、1636年に建設されたジャン-ジャック・ブ
ランパンの農場に移り住んだ1959年、ジャン-ジャック・
フィスターはブランパンのルーツに回帰したのだ。

世界最小の丸型ムーブメント、そしてそのサイズにも
かかわらず優れた耐久性を備えるムーブメントを制 
作するにあたり、ブランパンは2つの大きなイノベーショ 
ンを生み出した。一つは輪列に新しい歯車を加えた 
のだ。通常、機械式時計の輪列は、香箱車を1つ目とし
て、エスケープメントのカナで回転する4番車（英語では
seconds wheelとも呼ばれる）までの4つの歯車から構成
される。ところがフィスターは、ムーブメントを小型化す
ることで、比類のない安定性を誇る5つ目の歯車を加
えたのである。時計製造に精通した職人は、唖然とし
たであろう。「それでは、時計が逆回りになってしまう
だろう！」と。確かにその通りだ。ならば、エスケープメン
トが逆回りになるように設定すれば良いのである。こ
うして、問題はいとも簡単に解決した。

時を遡り、ブランパンが共同事業主体制となった草創
期に、アイコン的な存在であるとともに、今でも色褪せ
ることのないブランパンの中核を成すコレクションとな 
った2本のタイムピースが開発された。それがダイバー 
ズウォッチのフィフティ ファゾムスと、本 文のテーマ 
として取り上げているレディスウォッチ、レディバード 
だ。レディバードの開発・製造にあたっては、ベティとジャ 
ン-ジャックはすでにブランパンが得意としていた分 
野を最大限に生かすことができた。大きな野心を抱く 
二人は、当初から新たなランドマークとなるタイムピー 
スを制作する決意を固めていた。ジャン-ジャックは、ジュ 
ウ渓谷を拠点として活動する、極めて小さなバゲッ 
ト型のレディスウォッチを制作していた同業者と交友
があったのだが、彼の目標というのは2つの点で友人 
でもある同業者に勝るタイムピースを製造することだっ 
た。ひとつめは、より小 型で丸 型のものを作ること。 
もうひとつは、頑丈なものを作ることであった。過度な批 
判は控えるが、ジュウ渓谷で制作されていたバゲット 
型のタイムピースは壊れやすいのが欠点で、ネジを巻
く方向を誤っただけで壊れてしまうほどであった。

ベティとジャン-ジャック・フィスターは、いずれの点でも
目標に到達した。開発にあたっては文字通り「現場
主義」を実践し、二人はヴィルレで生活した。ヴィルレ
は、ブランパンの創 始 者ジャン-ジャック・ブランパン 
が、1735年に自分のファームハウスの2階に工房を作っ 
た場所である。1950年代初めには、ブランパンはヴィ 
ルレに3軒の建 物を所 有していた。建 立 1636年に 
遡るジャン-ジャックのファームハウス兼工房と、大火 
事の後、1863年に建て替えられた工房「ラ・メゾン」、 
そしてもう一軒の建物だ。二つに分かれた構造を持 
つラ・メゾンには、片方にベティが、もう片方にジャン- 
ジャックが住み込んだ。ラ・メゾンはブランパンの象徴と 
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裏面にリューズを備えるキャリバーR550（そして前モ
デルのR520）のネジ巻きと時間設定のデザインは、ま
さしく巧妙だ。リューズは、香箱車とかみ合う角穴車
に連動している。角穴車の歯は、一般に「ブレゲ式歯
車」と呼ばれる。ある方向に巻くと、連結している歯車
を回転させる（ここでは香箱車）。しかし、反対方向に
巻くと歯車同士が滑ってしまう。つまり、リューズを正し
い方向に回転させると時計のネジを巻くことができる
が、反対方向に回転させると空回りするだけで香箱
を損傷することはないのだ。リューズを引き出して時
間を合わせる際（軸に圧入された小さなバネで機能
する）は、ムーブメントのダイヤル側に位置する歯車が
動いて、針が回転するようになっている。

なぜ5番目の歯車を加えることが偉大な発明だったの
だろうか。それは、エスケープメントにかかるエネルギー 
をコントロールできるからである。それによって、設計
面での堅牢性が強化されたのだ。

もうひとつのイノベーションは、テン輪に耐衝撃の性能
を加えたことだ。それまでの超小型ムーブメントは、小
型化を追求するあまり、この重要な要素を軽視してい
た。当然ながら、そのためキャリバーは壊れやすかった
のだ。ブランパンは、耐衝撃性の設計を取り入れ、超小
型のレディバードのキャリバーに生かしたのである。

直径11.85mmというサイズを実現し、ブランパンは新た
な記録を打ち立てた。ムーブメント全体のサイズに加え、
テン輪のサイズでも時計業界最小を記録した。あまりに
小さいために、22個の極小のゴールド製ネジで世界
最小のテン輪を固定するという作業は、最も熟練した
時計職人でなくては不可能だった。これはフィスター
も予想できないことであったという。

世界最小という記録だけではなく、ブランパンは巻き 
のシステムの特許も取得した。一般には2つのバージョ 
ンがあり、一つは3時 位 置にある従 来のリューズが 
備わったキャリバーR55、もう一つは裏面にリューズが
備わったキャリバーR550だ。実際には、5振動で作動
するキャリバーR52とR520も存在したが、6振動のキャ
リバーR55とR550がほぼその直後に登場し、低振動
のR52とR520に取って代わる形となった。

上: 裏面にリューズを備えるレディ 
バード キャリバーR550

右: レディバードの実寸図面。左下の
テン輪が見て取れる。
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ブランパンの創造性は、画期的なムーブメントに留まら
なかった。高級時計としては、世界で初めて、ストラッ
プの交換が簡単にできる「ブレット式」をレディバード
に採用した。時計の裏側のスロットにストラップを装着
する仕組みで、難しい操作は一切必要なく、手軽に別 
の色のストラップに交換できたのである。このレディ 
バードは3色のカラーストラップ付きで販売された。

ブランパンのレディバードは、商業的にも大成功を収めた。 
ブランパンとして発売される以外に、他のブランドや
宝石ブランドの商品としても取り扱われたほどだ。ベ
ティが開発したモデルに続き、多くのレディバードはム
ーブメント一式をインナーケースに収めたセットとして
輸出された。そして、それらの時計は、ゴールドのアウ
ターケースや宝石のセッティングが贅沢に施されてい
た。マリリン・モンローの目にとまったのは、そうした宝
石がちりばめられたラグジュアリーウォッチのひとつで
あったのだ。

ジャン-ジャック・フィスターが命名したレディバードの
名は、フランス語とアメリカ英語の融合だ。最初に思
いついた名前は、coccinelle (コクシネル)。てんとう虫
という意味のフランス語では、小型でエレガントなこの
時計によく合い、その特徴を見事に表現しているのだ
が、アメリカ英語の「 ladybug」ではそのニュアンスが
うまく伝わらない。coccinelleにはロマンチックなイメー
ジが漂い、音としても詩的な響きがあるのだが、アメリ
カ英語にはそのいずれの要素もないのである。どうし
ても、bug（＝虫）という言葉はきれいに響かず、害虫の
イメージがつきまとってしまう。こうした難問をかわす
べく、彼はアメリカ英語へ翻訳するということをやめ、
フランス語、アメリカ英語の双方にとっても非常に創
造的なネーミング「Ladybird」に落ち着いたのである。

上: 宝石をあしらったレディバードは、 
その中でも大きな存在を示す。

右: マリリン・モンローのブランパン

ブランパンは、マリリンが愛用した 
ウォッチメーカー。
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幅広いスタイルを展開する 
現在のレディバード
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現在のレディバードは、ホワイトゴールドとレッドゴールド
で幅広いモデルを展開する。直径はいずれも21.5 mm。 
ダイヤモンド入りベゼル、ダイヤモンドやルビー、サファ 
イアで彩られた文 字 盤のジェムセッティングにより、 
それぞれの作品が際立っている。また、マザーオブパー 
ルをあしらったものやサンバーストオパリンダイヤ
ルなど 、文 字 盤 のバラエティは 豊 富 だ 。全てのモ 
デルは、プラチナ製回転ローターとサファイアケース 
バックを備える。ブランパンではレディバード誕生60周年 
を記念し、さらにフェミニンな要素を加え、ジュエリー
をあしらったチャーム付きの時計を発表した。ダイヤ 
モンドとルビーのオープンハートや、ダイヤモンドのソリッ 
ドハート、ダイヤモンドとルビーがスノーセッティング 
されたてんとう虫といったモチーフのチャームを揃え
ている。その日の気分に合わせて自由自在に取り外し
が可能。1本の時計に複数のチャームをつけることも
できる。60周年記念モデルは、ダイヤモンドをアクセン
トとして、繊細にエングレービングが施されたマザーオ
ブパールの文字盤に、ピケセッティングのダイヤモンド
と貴石から放射線状に広がる優美なソレイユ装飾が
施されたプラチナ製回転ローターを搭載する。レディ 
バードのストラップはアリゲーター、カーフスキン、サテ 
ンの3種類を備え、ダブルストラップのカーフスキンス 
トラップもスペシャルオーダーが可能だ。

レディバードは商業的な成功だけでなく、そのクオリティ 
も高く評価された。現在、ジュネーブ時計グランプリ 

（GPHG）と呼ばれる賞は、毎年行われるスイス最高
位の時計コンペティションだが、かつてジュネーブ市
大賞と呼ばれた時代に、レディバードは数回グランプ
リを受賞している。

1956年の発表以来、レディバードはブランパンの定番
コレクションとして確固たる存在を維持してきた。長年
にわたってムーブメントが改良され、ラグジュアリーな
自動巻きモデルが仲間入りしたが、レディバードはブラ
ンパンの小型時計を象徴するコレクションだ。「レディ
バードを大きくしたら、その存在が小さくなってしまう！」
という1980年代の見解は、実に的を射たものだったと
いえる。

レディバードは、ブランパンの 
小型タイムピースの定番コレクション 
として愛され続けている。
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ゴンベッサ III
 調査探検
南極大陸：荒涼とした氷の砂漠、そして生命にあふれた深海のオアシス…

文：ローラン・バレスタ

数年間かかって形成され藻類により
変色した氷の天井、撮影場所：デン
ト島、水深：12m
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デント島近海の氷盤に 
生じたクラック（亀裂）

私の頭が星空の中にあるのではありませ
ん…。 それどころか、頭の上が多くの輝く
小さな塊で閉ざされています…。しかも、
頭上に衝撃を受けたことで、現在の過酷
な状況を実感させられました。それは、海
面から1メートルの深さで流氷に閉じ込め
られ、もっと正確に言うと、輝く小さな氷の
塊の群れのようなものに阻まれているの
です…。1日半もかけて準備したにもかか
わらず、この潜水を10分間も続けることが
できず、1メートルも水面下に潜ることがで
きないという、屈辱的な結果になってしま
いました！ そして私はこれまでに起こった
ことを考えたのです…。

今朝着いた時、昨夜3メートルもの厚さの
氷に開けておいた穴の表面に薄い氷が
張っていました。穴の中に浮いていた氷の
塊の大部分を取り除くと、ようやく黒い水
が現れたのです。私たちがこれほど小さ
い穴から海中に潜るのは初めてのことな
ので、私がまず、自分がその穴を通って潜
ることができるかどうか試してみることにし
ました。手や膝、踵、ダイビングフィンの先
端を使って、何とかして下に向かって移動
しました。その狭い穴をようやく通り抜け
た時、流氷は水面で見たような平らで頑
丈な天井のような構造ではないことに気
づきました。それは細かな氷の塊でできた
分厚い層で、私が海中に入ったことで生
じた水流の乱れによって、動き出したので
す。そこに浮かぶ何百万という小さな氷の
塊は、アルキメデスの原理によって押し出
され、我々が開けた穴に集まっていきまし
た。反対向きになった巨大な流し台の粘り
気のある中身が上に向かって流れ出して
いく、という場面を想像してください…。し
ばらくの間私は、もうすぐ仲間たちも続い
で潜ってくるだろうから、下降して探査を
始めようと考えましたが、すぐに嫌な予感
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がしました。このどろりとした氷の群れが
海面に向かって上昇し、たった1つしかな
い出口を塞ぎつつあるのではないだろう
か！ そこで、すぐさま作業を中断し、上昇
することにしました。既に穴の3分の1、厚さ
にして約1メートルが氷の泥のような一群
によって塞がっていました。

手を上に伸ばし、この半分液体で半分固
体の流氷群にかろうじて片腕を突っ込み
ましたが、肩まで達すると、それ以上は上
に進むことができません。浮力を大きくする
ため、もう一方の手で潜水用ベストを膨ら
ませてみましたが無駄でした。しかし幸い
にも、我々はロープを設置していたので、
それを伝って体を引っ張り上げようとしまし
たが、穴が狭すぎて体に沿って腕を下ろ
すこともできません。私は忍耐強く1センチ
メートルずつ上っていきましたが、危険な
状況になってきました。よじ登れば登るほ
ど、このどろりとした氷の群れの中で身動
きが取れなくなるのです。こうしてそれ以
上進めなくなった私は、半ば茫然自失の
状態でした。

しかしさきほど頭に受けた衝撃にもメリッ
トがありました。あのショックによって、セド 
リックは、私が海面から数十センチメートル
下、このどろどろとした流氷群の下の皆か
ら見えない所で、身動きが取れずにいるこ
とに気づいたのです。 

その時、誰かの手が私の手をつかみ、同
時にロープが引っ張られるのを感じまし
た。そしてありがたいことに、海面に向かっ
て引っ張り上げられました！ 私は両手でし
がみつき、シュノーケルが外れないように
口をしっかり閉じました…。数秒後、ついに
海面に出て自由に呼吸ができるようになっ
たのです。 

南極大陸での潜水はあらゆる面で困難が
伴うのです！

この地での潜 水 への取り組みは難しく、
制約が非常に大きいので、地上での作業
の一瞬一瞬の時間が過酷であり、惰性に
陥りやすく、それを乗り越えるのは容易で
はありません。潜水を実施する前に毎日6
時間の準備が必要で、しかも潜水地点に
到達するまでに数時間も歩かなければな
らない時もあるのです。まず潜 水 服につ
いて説明しましょう。今回使用した潜水服
は4重構造になっており、保温用インナー 
ウェア、電気ヒーター付きコンビネゾン、次に
分厚いウールフリースウェア、さらにネオプ
レーン製防水コンビネゾンが重ねられてい

左ページ上：ペトレル島の北に位置する氷晶の
集積

左ページ下：氷盤の端で見たウェッデルアザラシ
（Leptonychotes weddellii）の母子、撮影場
所：南極圏の3つの島を連結して建設されたピス
ト・デュ・リオン （ライオン滑走路）の北東

このどろりとした氷の群れが 
海面に向かって上昇し、たった 
1つしかない出口を塞ぎつつ 
あるのではないだろうか！
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ます。この潜水服に加えて、ダイビングフー
ド、アンダーフード、ヒーターグローブ、防水
グローブカバー、ダイビングフィン、16キロ 
の鉛ウェイト、ヒーター用バッテリー、リブ 
リーザー（閉鎖循環式潜水器）、非常用
呼吸ガスボンベ、そして撮影機材を装備しま
す。バブルヘルメットをかぶっていないだ
けで、まるで宇宙飛行士みたいな姿です
よ！ 1時間かけて準備し、救急医のマニュに
よる必要不可欠なサポートを受けた後、よ
うやく冷たい海に潜る準備が整いました。
背中には90キロもの機材を背負って！ わ
ずか数平方センチメートルだけ肌が露出し
ているのですが、顔を刺すような寒さの中、
たちまちその部分の感覚が無くなってしま
います。ですから幸いにも、潜水開始から1
時間程度は寒さを感じないので、それが苦
痛の主な原因になることはないのです。我
々はこの1年間というもの、従来の潜水服
の欠点を正確に把握するよう努め、メーカー
と協力して従来品を改良しました。

海水の温度は-1.8 °Cにも達するので、通
常の潜水よりも極めて急速にカロリーが消
費されます。この海水の低温は潜水服内
部に染み通りやすいので、凍瘡を起こすよ
りずっと先に低体温を引き起こします。潜
水服がなければ、潜ってから10分以内に
死んでしまうでしょう。しかし我々の装備が

あれば、数時間、だいたい5時間までは寒
さに耐えられるのです。

本来、このような低温は、ほとんど克服不
可能であることは変わりません。しかし、
一旦海に潜って澄み切った海中の世界
を目にすると、不快な気持ちは消え去って
しまうのです。その光景はあらゆる苦しみ
を癒すほど素晴らしく、その清らかで澄ん
だ水は、写真家に対する祝福といえるで
しょう。このような特別な雰囲気を味わう
ことができるのは、流氷のおかげです。も
ちろん、流氷によって光の量は少なくなり
ますが、より優れた質の光を楽しむことが
できます。流氷の下に広がる海の水は、
他のどこよりも透き通っているように見え
ます。というのも、海水が運んでくる粒子
によって散乱する余分な光が無いからで
す。流氷の割れ目や氷上に開いたアザラ
シの呼吸穴によって、あちこちに光の筋
が生じ、それらが深海の光景を繊細に照
らしています。それは、美しくほのかな、そ
して弱々しくも感動的な光が織りなす幻
想的な世界です。そして、この耐えがた
い温度の中に存在する淡い光は、まるで
熱源のように写真家の目に暖かさをもた
らすのです。その光に魅了された私は、
刺すような寒さをしばし忘れることができ
ました。

数週間が経ち、我々はこの潜水調査にも
かなり慣れてきました。潜水の準備を円滑
に行うことができるようになりましたが、それ
でもやはり、かなりの時間がかかります。潜
水に関しても、より長く、深く実施できるよう
になりました。深く潜るほど、「地上」と「海
中」のコントラストが際立ち、鮮やかになり
ます。つまり、地上では土地の荒々しさが
生活を制約し、一方、海中の世界の特徴
はその繊細な美しさにあり、まるで熱帯地
方にいるような気がするほどです。我々が
訪れた海の中は、荒涼とした南極の地上
にいる時には想像もできない、多くの動物
が暮らす豊かな楽園なのです。そこで見
かける海洋生物のほとんどは、この地域の
固有種です。それらは、3500万年前に南
極海が隔絶された時に、その環境に適応
することができた特殊な生物なのです。

水深が増すほど、より豊かな生物多様性
が維 持されています。これは、海 面 付 近
では塩分濃度が急激に変化しやすく、そ
れが海洋生物に害を及ぼし、その生命が
危険にさらされるからです。水深 10～15 
メートルの範囲では、「ケルプ（オオウキモ）
の森」と呼ばれる、海藻が群生する藻場
が広がっています。長さ4メートル近い独
特の葉状部を持つこの茶色の海藻は、海
中に直立して生えており、その景 観は簡

流氷の下に広がる海の水は、他のどこよりも
透き通っているように見えます。というのも、
海水が運んでくる粒子によって散乱する 
余分な光が無いからです。

右ページ上：生まれたばかりのウェッデルアザラ
シ（Leptonychotes weddellii）、撮影場所：
デント島

右ページ下：ヒトデ（Odontaster validus）、 
撮影場所：デント島、水深：5m

左：種を特定できないホヤ類が生息する場所、水
深：85m、撮影場所：ジェオデジー岬
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ウェッデルアザラシ
（Leptonychotes weddellii）、 
撮影場所：デント島、水深：12m
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上：南極の巨大ウミグモ（Colossendeis 
megalonyx）、撮影場所：クロード・ベルナール
島、水深：14m

下：南極ダイオウグソクムシ（Glyptonotus 
antarcticus）、撮影場所：ラ・セル島の南東に 
位置する島、水深：14m

右ページ：ヒドロ虫捕食領域の中央にいるウミ 
ウシ、水深：75m



素でありながら、ある種の威厳をたたえて
います。さらに潜降を続けると、直径約40
センチメートルのヒトデ、Macroptychaster 
accrescensを見かけますが、これは水 温
の高い海のヒトデよりもはるかに大きいも
のです 。さらに、南 極 大 陸の巨 大なウミ 
グモ、Colossendeis megalonyxが生息してい
ますが、これは極地では必ず見られる蜘
蛛のような外観の生物です。このような海
洋性節足動物群は、確かに世界中のあら
ゆる海に生息していますが、温帯や熱帯
の海に潜った時に遭遇するのは、肉眼で
はほとんど見えない珍しい種のみです。
多様な種のウミグモが生息していて、しか
も全 幅が数 十センチメートルにも及ぶ突
出したサイズに達する個体を見ることがで
きるのは、極地の海だけなのです。じっくり
眺めてみると、本当にすばらしい生物です
よ。ウミグモの胴体は非常に細いため、そ
の内臓は脚の中にまで入り込んでいます。

水深 50メートルになると、光が足りないた
め、海藻は繁殖できなくなります。そのた
め、海 藻に代わってウミエラ類の広 大な
生息環境となり、所々で、このヒドロ虫目の
生物がびっしりと群生しています。他の場
所では、数十万個ものイタヤガイが一面
に生息しています。これはホタテ貝を小さ
くしたような貝ですが、90年かかって幅10
センチメートルに生長するそうです。南極 
大陸では全てがゆっくりと進むのです…。
同じ水 深で、ウミユリ、Promachocrinus 
kerguelensisも見ました。これはヒトデの仲
間にあたる生物で、付着根によって海底
に張り付き、繊毛の生えた15本の腕を波
打つように動かして移動します。また、これ
らの腕を使って、海水に存在する豊富な
プランクトンを濾しとって捕食します。

海浜性コガネムシに似ている南極大陸の
巨大な等脚類、Glyptonotus antarcticusも
また、泳ぐことも海底を這って移動すること
もできると考えられています。水深70メート
ルを超えると、非常に多様な生物が共存
するようになります。例えば、わずか1平方
メートルの空間に、ヤギ類、甲殻類、ソフト
コーラル、海綿動物、小型魚類など数百
種が生息しています。このような説明が無
ければ、深海の楽園を写したこれらの写
真が南極大陸で撮影されたと分かる人は
いないでしょう。なにしろ、その景 観や色
彩、植生の繁茂が非常に多様なので、熱
帯のサンゴ礁の光景を想い起こさせるの
です。これらの定住性の無脊椎動物や植
物のような形をした動物には全て、巨大化
現象が生じているようで、何ものにも妨げ
られなければ、この極めて安定した世界
で、際限なく生長していくのではないかと
思われます。逆に、この環境が少しでも乱
された場合は、破壊的な影響があるでしょ
う。現状の環境に完全に適応し、ゆっくりと
生長するこれらの生物は、果たして、現在
進みつつある気候の変動にどのようにし
て耐えることができるのでしょうか…？

緩慢な日常の中で、潜水調査が続けられ
ました。海氷の状態は急速に変化するた
め、潜水地点を探して決定しなければなり
ません。それほどまでに、各地点の状況は
日々変化するのです。我々は、アザラシが
犬歯で開けた呼吸用の穴から潜り込んで
みました。そして我々にも、海域から脱出

するための穴が必要です…。極地で潜水
を行うあらゆるダイバーがいつも心配して
いるのは、流氷の下で自分のいる位置が
わからなくなり、海面に浮上できなくなるこ
とです。我々は、そのような事態を避ける
ため、「アリアドネの糸 」ともいえる潜 降
ロープを手繰るようにしています。これは、
蛍光処理が施された黄色のロープで、暗い
場所でも見えるようになっています。潜水
時の目印になるものなので、このロープか
ら決して遠くに離れないようにします。ウェッ
デルアザラシは潜 降ロープが無いのに、
なぜ迷わないのでしょうか？ それは、地球
の磁場と、頭の中に備わっている一種の
羅針盤のおかげでしょう。

この潜水調査によって私は、これまでの人
生で見た中でも最も美しい光を体験するこ
とができました。流氷を下から見ると、黄色
や緑、オレンジ色に見えるのです。下から見
たその光景はまるで虹のようでした。その
多彩な色合いを生み出しているのは微細
藻類です。それはある種の先触れのような
もので、これらの思いがけない色彩は、別
世界への入口を見事に象徴しているので
す。最初の光景が既にこれほど壮観なの
で、当然、海底で待ち受けている景観もあ
りきたりのものではありません。これらのきら
びやかな海藻類はいわば見張り役のような
もので、深海で突如として我々を驚かせる
であろう世界について、さりげなく予見させ
てくれます。迷路のような氷丘の中にいる
と、その魅力に心を奪われるほどです。
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極地で潜水を行うあらゆるダイバーが
いつも心配しているのは、流氷の 
下で自分のいる位置がわからなく 
なり、海面に浮上できなくなることで
す。我々は、そのような事態を避ける
ため、「アリアドネの糸」ともいえる 
潜降ロープを手繰るようにしています。

様々なものが凍結した混沌とした 
空間の下で見られた、コンブの上の
氷晶、撮影場所：レ・ザンタイユ岬、
水深：19m
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穴に向かって戻る時、私はアザラシがいる
のに気づきました。母アザラシとその赤ち
ゃんです。しばらく待っていると、2匹は海
に潜っていきました。長い時間、彼らをじっ
くりと観察していると、この色彩豊かな迷
路の中を泳ぎ回っていました。その眺めは
実に幻想的で、まるでSFの世界を見てい
るようでした！ 人間と動物との対比は驚く
ほど際立っています。我々にとっては、重
い装備を身に着けた状態で海中を移動す
るだけで既にかなり複雑な作業です。そ
れに対し、ウェッデルアザラシは楽々と滑る
ように動き回り、しかも水深 900メートルま
で潜ることができるのですから。アザラシに
とっては実に簡単なことなのでしょうけれ
ど…。 

調査探検の終わりが近づいてきました。ど
の潜水作業も大切ですが、今回の潜水は
私にとって特に重要な探査となります。こ
の2年間私は、デュモン・デュルヴィル観測
基地の地図上で最も隔絶された地点、す
なわちノーセル岩礁の上に立つことを夢
見てきました。我々が南極大陸に到着した
時、流氷はこの岩礁の縁まで達していまし
た。しかし解氷が生じて以来、岩礁は海の
中にあったため、雪上車を利用することが
できず、ヘリコプターでアクセスすることに
なりました。この不毛の地は海からそびえ
立つ尖った岩で、頂上は少量の氷で覆わ
れています。この岩礁の周囲には、水深
200メートル程度の海底地形が広がってい
ます。我々は壮大な上空飛行を楽しみま
した。この場所は岩石で覆われているた
め、氷山から守られており、その結果、岩
礁の面の1つは、氷に浸食されることはな
かったに違いありません。この岩礁におけ
る生物は、それらの条件によって守られ、
非 常によく繁 殖したのでしょう。ヘリコプ 
ターから降りた場所は、観測基地から10キ
ロ以上離れており、海に囲まれ、大陸に面
した地点で、周囲には巨大な氷山が浮か
んでいました。その時の状 況は特 別なも
のでした。というのは、我々全員が、この場
所、つまりこれまで誰も潜水を実施したこと
のない場所にいるという特権的な感覚を
抱いていたと思います。セドリックがチェー
ンソーをつかみ、氷を切り出して階段状に
し、我々はその上に梯子をかけて登りやす

その眺めは実に幻想的で、まるでSFの世界を
見ているようでした！

くしました。外はとても気持ちが良い天気 
で、もしかしたら気温が0度ぐらいだったの
か、暑さを感じるほどでした。夏が近づい
ていたのですが、海水は相変わらず凍る 
ように冷たく、水温はなんと-1.8 °C！ 我々は 
氷の飛び込み台から海に飛び込み、医師
のマニュがクロノメーターを作動させまし
た。こうして、3時間半におよぶ別世界へ
の潜水が始まり、南極の深海の世界へ旅
立ったのです…。 

我々は、潜水を実施するたびに、それまで
全く撮影されたことのなかった生物や海
中の世界の映像を持ち帰ってきました。し
かしとても気がかりな点がありました。日々
多くの発見をしていても、私は内心、我々
は表面的な調査テーマを扱っているだけ
で、実はまだ多くの深海の景観や、世界で
初めて観察される多くの生物種を撮り損
ねているのではないかと感じていたので
す。そのため、できれば今すぐにでもまた、
意欲を持って作業を再開することができま
す。この旅はとても充実していたので、今
回の調査探検全体が、まるで50日間かけ
て実施された1回だけの潜水のように感じ
ます。この果てしない旅について思い返し
てみると、確かに、潜水を始めるまでには
ずいぶんと時間がかかりました。最初に何

日も長い時間をかけて設備を設置したも
のです。しかし、潜水を始めてからは、ず
っとその作業が続きました。潜水、プレダイ
ブ・セーフティ・チェック、ポストダイブ・チェッ
クといった全てが、非常にエネルギーを要
する緻密で絶え間ない作業だったので、
すぐに深い眠りについてしまい、何かをじっ
くり考えたり、一歩下がって客観的に物事
を見る余裕は全くありませんでした。このよ
うな生活リズムが続いたので、1回の潜水
がずっと続いているような感じがして、次
々に起こる様々なできごとを体験している
という感覚はありませんでした。しかし、人
生における独特で非常に密度の濃い時
期だったと思います。

潜水への取り組みと危険性にも、一種の
自己超越という効果があります。私が自分
自身の最も優れた点を引き出すことができ
る瞬間は、写真の撮影が極めて困難な状
況である時のように思われます。刺すよう
な寒さ、流氷の下に閉じ込められた時、暗
い海中、ほとんどの生物が隠れている深
海など、あらゆる複雑なことに直面しまし
た。そして、まさにあらゆる撮影が難しかっ
たからこそ、そのアプローチが熱中できる
ものになったり、また一方で疎外を引き起
こしたりしました。

右ページ：ウェッデルアザラシ（Leptonychotes 
weddellii）の母子、撮影場所：デント島、 
水深：2m
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上：氷山の水面下の部分、撮 影 場 所 ：ヴィエル 
ジュ島の南西、水深：30m

右ページ：海 底 岩 礁 の上に位置する氷盤の端、 
撮 影 場 所 ：ラ・セル島の南



私が自分自身の最も優れた点を引き出す
ことができる瞬間は、写真の撮影が極めて
困難な状況である時のように思われます。
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き延びなければならないのです 。この海
は、どれほど魔法のような魅力があろうと、
我々のように取るに足らない霊長類を寄
せ付けないようなところがあるので、そのよ
うな環境の中で潜水を行うことは、純然た
る挑発行為に思われるかもしれません。断
固としてこれらの潜水を選び、探険に対す
る自分の欲求と好奇心、好みを確信して
いなければならないのです。南極大陸で
は、情熱があるふりをすることはできませ
ん。他にそういう場がないからという理由
で南極に行くことはできません。中途半端
に好きだからという人には制約が非常に
大きな場所です。

通常とは違った雰囲気を想わせるような、
一般的な概念は忘れてください。南極大
陸では、穏やかな暮らしや華麗な装飾の
受付などはありません。そういう所ではな
いのです 。気 候は非 常に厳しい地です
が、楽しく過ごすこともできます。但し、質
素で微 妙な楽しみですが。人口が過 剰
で、社会は「接続過剰」になり、人工的な
娯楽があふれている現代の世界では、孤
独や社会からの隔絶が希少な贅沢になっ
ているように思われます。南極大陸では、
その珍しい「贅沢」を味わうことができるで
しょう。ただ、そうして得られる南 極での 

南極大陸では、穏やかな暮らしや 
華麗な装飾の受付などはありません。

潜水用の重い機材や物資の調達におい
ても、チーム内に連帯感を生み出すという
効果があります。これほどまでに人に助け
られ、支えられていると感じたことはこれま
でありませんでした。我々がお互いにこれ
ほど親密な関係になったことはないと思い
ます。また、疲れ切ってしまって、あきらめよ 
うという考えがひそかに浮 かんだ時も、 
チームの中に解決策があります。それは、細
心の注意を払ってくれるのではなく、逆に
間の抜けた冗談を言うのです。おどけた
冗談は、元気を取り戻すための控えめな 
方 法で、誰 かを茶 化 すことで別 の 誰 か 
を励ますこともあるのです。 

「それだけの価値がある」という表現がこ
れほど的確であったことは、これまでなか
ったでしょう。というのも、潜水は確かに苦
しいのですが、常に実り多い作業でもあり
ますから。潜水中に撮影した映像には特
別な価値があります。すなわち、それらの
映像の大部分が前例のないものだからで
す。エベレストの頂上に登った人よりも南
極海に潜った人のほうが間違いなく少な
いでしょうから。南極大陸では、単なる潜
水よりも、独創的な海中写真撮影のほうが
より大きなチャレンジでした。この過酷な自
然の中では、ただ単に生きるというよりも生

右ページ上：北極圏と同様に南極圏にも生息する
クロカムリクラゲ（Periphylla periphylla）、 
水深：12m

右ページ下：氷盤の下にある氷指、撮影場所：
ラ・バレンヌ島、水深：5m
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氷盤の端で見た皇帝ペンギン、 
撮影場所：ペトレル島の北

この過酷な自然の中では、ただ単に
生きるというよりも生き延びなけ 
ればならないのです。この海は、どれ
ほど魔法のような魅力があろうと、
我々のように取るに足らない霊長類を
寄せ付けないようなところがあるの
で、そのような環境の中で潜水を行
うことは、純然たる挑発行為に思わ
れるかもしれません。
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楽しみには代価を支払わなければなりま
せん。つまり、ある程度の苦痛を受け入れ
るということです。しかし、そんなことは大
して重要ではありません。なぜなら、この
過酷な潜水を実施する際には手足が凍
え、すぐにあらゆる感 覚が失われるから
です。逆に心の中では、沸き立つような感
覚や興奮を味わうことになります。この深
海の只中にいる時は、自分自身の生存本
能においては居心地が悪いのですが、生
命、すなわち実社会とは無縁の生物たち
を発見することで、それまで知ることのな
かった探検家の魂を感じることができるで
しょう。21世紀の初め私たちは、地球上の
いったいどこで、まだ手つかずの自然を観
察する最初の1人になると想像できたでし
ょうか。結局それは、人間がダイビングフィ

ンを身に着けて潜ったことのなかった極地
の深海で可能となったのです。たとえ笑わ
れても構いません。しかし遠い南極の海に
潜ったら、自分がその「最初の1人」である
と思えるのです！ 私のこの話を読んで、皆
さんも同じように感じてくださることを願っ
ています。 

ゴンベッサ II I

ゴンベッサ・プロジェクトの第3次調査探検において、ローラン・バレスタ氏とブランパンは
共同で、史上初の探査、潜水、そして撮影を兼ねた南極遠征に挑みました。この調査探検は、
映画監督のリュック・ジャケ氏（『皇帝ペンキン』で2006年「アカデミー長編ドキュメンタ
リー映画賞」を受賞）が手掛けた壮大なプロジェクトの一環として実施され、南極地域におけ
る地球温暖化の影響を調べ、人々の関心を高めることを目的としています。
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支援活動も進化が大切です。「コミットメント」
という言葉が示す通り、「ブランパン オーシャン 
コミットメント」は、ブランドが 支 援 する中 心 
的な活動のひとつです。ブランパンは、海洋保
全および保護を目的とした幅広い活動を進め
ると同時に、自然のままの海の美しさやその保
全の必然性について、人々の関心を高める取
り組みを熱心に行ってきました。その好例が、
ローラン・バレスタ氏が実施した一連の「ゴン
ベッサ・プロジェクト」であり、そのうちの一つは
本誌で優れた調査報告が発表されている、南
極大陸における調査探検を行ったものです。
ブランパンは長年にわたってこの「ゴンベッサ・
プロジェクト」に対し、多大な支援を続けてきま
した。そしてブランパンは、この度、上述のよう
な従来からの支援に加え、「オーシャン コミット
メント」限定品シリーズをさらに増やすことが、
「オーシャン コミットメント」プログラム全体に

とって重要な意味を持つと考えました。時計と
支援活動を組み合わせて資金を生み出すだ
けではなく、時計そのものが海洋保護問題に
人々の関心を引き付けることにもなるのです。 
 
最初の「オーシャン コミットメント バチスカーフ
フライバック クロノグラフ」が発表されたのは 
2014年 。その際 、世 界 250本の限 定 品であ 
るこの時計1本につき、1,000ユーロが海洋保
全活動のため寄付されました。グレーのセラ 
ミックケースに収められたこのタイムピースは、
ブルーのセラミックベゼルとブルーダイヤル、 
そして1 0 振 動のコラムホイールクロノグラフ 
ムーブメントを誇る自社製キャリバー F385を 
搭載。瞬く間に完売となりました。 

そして今回、シリーズ第2弾として、同じく250
本の限定新作モデルを発表することになりま

した。前回と同様、時計1本につき1,000ユーロ
が寄付されます。前モデルの優れた特徴を全
て受け継ぐこのシリーズ第2弾のタイムピース
は、新たなカラーでお目見えし、ダークブルーの
セラミックケース、ブルーのセラミックベゼルとグ
レーダイヤルを採用。ムーブメントには、同じく
キャリバー F385が搭載されました。

この新作タイムピースをお買い上げになった
方は、支援活動「オーシャン コミットメント」に
貢献することになります。 

第2章：オーシャン コミットメント 

バチスカーフの新作モデル

文： ジェフリー S.  キングストン



59



60 | 暮らしの芸術

伝統和食の新風
文： ジェフリー S. キングストン

古の伝統と新たなクリエイティビティの調和
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り入れ始めたのだ。一つは、現在15代目の瓢亭。もう
一つは4代目の美山荘である。その動きは、決して分
離や革命ではなく、懐石料理の新しくイノベーティブ
な解釈と言い換えても良い。いずれの料亭も、あくま
でも伝統を尊重しつつ、古いしきたりやしがらみにと
らわれない形で伝統を継承しているからである。

「懐石」という言葉は、禅宗僧が寒さと空腹をしのぐ
ために懐に入れた「温石」に由来し、のちに軽食を意
味する言葉へと変化した。茶の湯との関連は、16世
紀、千利休による茶道の発達に遡る。茶会の席では
本来カフェインが高い「濃茶」が中心となるのだが、
空腹のまま刺激の強い茶を飲むのは胃に良くないとさ
れていた。そこで、千利休は茶会に軽食を取り入れる
ことで、この問題を解決したのである。元来、茶会で
供される食事は「一汁三菜と米」という、文字通り非
常に軽いものであった。時が経つにつれ、茶会におけ
る食事の要素がより多様化、様式化した。現在では、
この歴史から派生する2種類の懐石が存在する。一
つは本来の意味における茶会の茶懐石、もう一つが
料亭の懐石料理である。瓢亭も美山荘も懐石料理店
として知られているが、瓢亭には茶懐石もある。

日本最古の都市のひとつであり、1,000年以上にわ
たり皇都であった京都。古の時代における政治の、
そして哲学と芸術の中心であり、最も洗練された様
式美とも言える懐石料理誕生の地である。長い歴史
を誇る懐石は、洗練された、非常に奥深いコース料
理だ。季節の素材は定められた手順で料理され、各
コースにおいて一つ一つ丁寧に選ばれた皿や器に
芸術とも言える美しさで盛り付けられて供される。懐
石料理の起源は、朝廷の本膳料理、京都に多く存在
する禅寺の精進料理、京都で始まった茶の湯にある
とされ、懐石料理の伝統という意味において、もてな
し、作法、準備、あらゆる面で正確さに細心の気配り
を払う京懐石の右に出るものはないであろう。数世
代にわたり家族によって経営され、昔ながらの料理
法をそのまま受け継ぐ老舗懐石料理店を、「レストラ
ン」という括りで語ることはできないように思う。そん
な凡庸な呼称を超えた格式。そして、京懐石の定義
とも言える、独特の過去との強い絆が存在している
からである。いわゆる上客にとっては、懐石の流れは
長く慣れ親しんだものであろう。しかし、今、京都に
は新風が吹いている。懐石料理の聖地とも称される
高名な老舗料亭が、古の伝統に現代風の要素を取

右ページ：瓢亭の門をくぐると、魔
法の世界が広がる。
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瓢亭の暖簾は、2年前から現当主・高橋義弘氏によ
って力強く守られている。父である高橋英一氏は決
して隠居したわけではなく、現在も頻繁に厨房に姿
を見せる。息子が創作した新しい料理は全て実際に
目で見て、チェックするのだ。当主となる前の義弘の 
バックグラウンドは、実に興味深い。フランス料理界に 
おいて、息子を後継者にすることを前提に、父親が直
々に技を教えるというのはごく当たり前のことであるが 

（オーベルジュ・ド・リルのマーク・エーベルランは父
ポールの元で修 行をし、ミッシェル・トロワグロは父 
ピエールの元で修行、現在は自分の息子シーザーを弟 
子として教えている）、京都はそうではない。料理人の
ネットワークがあり、後継者の修行はそのネットワーク
を通じ、別のレストランで行われるのが習わしなのだ。
高橋義弘氏は、金沢のつる幸で修行し、また、京都の
老舗料亭である菊乃井の主人村田吉弘氏からも多く
の技を学んだ。そして、興味深いのは、かつて村田氏 
が 修 行を積んだのが、高 橋 義 弘 氏の父 親の代の 
瓢亭であったことだ。そんな縁から二人の間には強い 
絆が生まれ、村田氏は頻繁に瓢亭を訪れ、アイディア
を共有し、かつての弟子とともに厨房に立つ。

瓢亭の歴史は長い。柿葺きの屋根と長い竹垣が特
徴の瓢亭は、京都中心部、平安神宮と枯山水庭園と
して知られる南禅寺から等距離にある。外観はさり
げなく、入り口は一目ではそれとはわからないほどだ。
だが、一歩中に足を踏み入れると、そこは魔法の世
界だ。街の喧騒から完全に分断された別世界が広
がる。緩やかに流れる小川には鯉が泳ぎ、苔むした
土手、低木や木々が生い茂る様は、さながら端正に
植樹・剪定された雨林のようである。庭園を走る数本
の小道は、独立した棟の茶室に続き、客は個室で懐
石料理を堪能することができる。茶室の一つは茅葺
屋根で、歴史の間にたびたび京都を襲った大火を逃
れ、400年間同じ場所に佇んでいる。数寄屋造りの茶
室からは、静寂な庭の景色を眺められる。外国人客
にはありがたい掘りごたつ式の茶室もあり、漆塗りの
純和風のお膳につくのに非常に便利でくつろげるデ
ザインになっている。

左ページ下：刺身料理と2種のソース 
（伝統的な醤油とトマト・ゆずオイル・ 
薄口醤油で作られたトマト醤油）
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が登場する。夏野菜のトマトではなく、天日干しにした
根菜の皮が出汁の素となるのである。

ここで、必然的に疑問が湧き上がった。瓢亭は、常連
客の忠実さで知られている。老舗料亭の伝統に慣れ
親しんだ人々に、どのようにこのイノベーションを紹介
したのだろう。高橋氏の答えはシンプルだ。彼は答え
た。「非常に気を遣いました。」一時は、伝統的な出汁
と新しい出汁の両方を使った料理を出し、慣れ親し
んだ味とイノベーションのどちらか好きな方を選べる
ようにしたこともある。最近のメニューにあるハモ（柔
らかく、旬は7月）と鯛のコースは、うま味と鮮度を保つ
ため「活け締め」と呼ばれる方法で締めた魚を巧み
に切る。そして、伝統的な醤油とトマト（120度でグリル 
焼き）・ゆずオイル・薄口醤油で作った新しいトマト醤
油の両方とともに供される。実際に食してみたところ、
当然ながら伝統的な醤油は美味であったが、トマトは両方
の刺身から鮮明で驚くような全く新しい味を引き出してくれ
る。後者はこれまでも、新しい料理に対する上客中の上客
の反応を見るために使われている。

高橋氏は京懐石の伝統に厳しいほど忠実であると
同 時に、その目は常に外の世 界に向いている。彼
は、厨房にスチームコンベクションオーブンやブラスト 
チラー、真空調理用器などの新しい機材を導入している
ことを認める。だが、これらの新たな器具は下準備の
作業を向上・近代化するために役に立つ一方、伝統
的な備長炭による炭火焼に取って代わるものではな
いと主張する。一方で、彼のイノベーションは新機材
の導入にとどまることはない。新しい素材にも注目し、
それを取り入れた懐石料理の肝である出汁の開発
に余念がない。日本料理の出汁は、フランス料理の 
ソースと同様に、料理の要である。もっとも伝統的な出
汁は、昆布と鰹だしだ。その分量は、のちに加える醤
油や砂糖、みりん、しょうが、酒などと同じく様々であ
る。しかし、昆布のベースは欠かせない。出汁はあら
ゆる料理に使われるばかりではなく、料理のうま味に
欠くことのできない要素だ。「うま味」は、食欲をそそる
肉のような風味に例えられるが、人間が感じることの
できる5つの基本味の一つとされている（他の4つは
塩味、甘味、酸味、苦味）。うま味は懐石料理の不可欠な
要素であり、出汁はうま味を引き出す一つの鍵なのだ。

そして、高 橋 氏は出 汁の新たなアプローチを開 発 
した。昆布・鰹出汁の代わりに、トマト出汁を製作した
のである。しかも、彼のトマト出汁は一種類ではなく、ト
マトの調理法（直火焼き、グリル焼き、マッシュなど）に
より複数の種類がある。新しいタコ料理を例にとって
説明しよう。まずトマト出汁を作り、タコを手早く3回湯
通しする。それぞれの湯通しの間には間を取り、タコ
のうま味を出す。そして、味のコントラストを引き出すた
めに、皿には梅を添える。冬になると、新しい冬出汁

右ページ：当主・高橋義弘氏

瓢亭は京の伝統に厳しいほど忠実
でありながら、新たなイノベーション
を見据える。
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黄身の跡がない。まるで、ミニマリストが描いた究極の
卵の絵を見ているかのようだ。しかもこれは絵ではな
く、本物の料理なのだ。ちまきと呼ばれる金目鯛の寿
司は、7月に開催される祇園祭の名物である。小さな
三角形に握った飯と魚を、笹の葉で包み、イグサで丁
寧に結ぶ。この美術品のような包みをほどくと、ささや
かな感動が訪れる。イチジクは、新たな領域に達して
いると言っても過言ではない。一般的にイチジクはあ
られの衣であげるものだが、瓢亭では衣にすりごまを
使うことで、この伝統的な料理に一風変わった味わい
を与えた。タコ子の柚子味噌田楽も一味違う。普通で
あれば足を使うところを、タコの子を使う。焼き物はご
ぼうを鰻巻きで、スモーキーなうま味たっぷりだ。ガラ
スの器に入っているのは、さながらパフェの和食風と
いった趣で、赤ピーマンと豆腐のピューレの上に滑ら 
かな舌触りのウニと醤油のジュレが載っている。ウニと
ジュレはベルベットのような豆腐のクリームに包まれ、
口に運ぶたびにその下にあるピーマンの歯ごたえで
絶妙な食感が生まれる。これは完全に芸術作品だ。

高 橋 氏 は、この 新 鮮 で 新しいアクセントについて 
「京懐石を覆そうという気は全くない」という点を即
座に強調する。あくまでも、このイノベーションは懐石
料理の伝統を守る鍵となると考えているのだ。彼は、
多大なる敬意を受ける懐石料理の本質と価値を保
持することに忠誠を尽くしている。 異なった料理法 

（生、蒸し物、揚げ物、焼き物、煮物）によるコースの
流れ、厳選した季節の素材のみを用い、揺るぎない
季節感を生むこと、皿の上の素材の本質だけを見せ
る、無駄を完全に省いたシンプルさ、念入りに選ばれ
た器や皿で運ばれる料理の芸術性と詩的な美しさ。 
この全てを、彼は大切にしている。

伝統への忠実さという意味では、卵、寿司、タコとイ
チジク、鰻、ウニのコースの右に出るものはない。中で
も「瓢亭と言えばこれ」という一品が、卵料理だ。あま
りにシンプルで、ある意味陳腐な、高級料理の聖地に
はそぐわない響きがあるが、瓢亭卵は実に不思議な
料理なのだ。半熟卵を半分に切り、黄身を上にして皿
に置かれる。ソースなどなく、余分なものは一切ない。
黄身はとろりと柔らかいのに、白身は中までしっかりと
固まっており、つるりと傷一つないのである。そして何
よりも、卵の切り方が奇跡的だ。白身や表面には一切

左ページ：有名な瓢亭卵とイチジク、
鰻、寿司

瓢亭卵。ミニマリストが描いた 
究極の卵の絵を見ているかのよう。
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上：ハモ



懐石料理のデザートは軽いものというのが定番で、今
回の夏の懐石も例外ではない。ジューシーで甘いマン
ゴーと白桃、メロンのスライスを、空気のようにふわりと
した桜桃酒のジュレが囲む。このジュレだけで、一つ
のイノベーションだ。茶懐石のデザートは単なる料理
を楽しむだけではなく、茶会の作法も重要だ。着物姿
の女性は私の前に器を置くと、そっと器をまわし、手を
引いた。美しい漆塗りの器に、抹茶はきらきらと泡立っ
ている。そこで客は、側面の絵柄が見えるように器を
静かに３回回すよう促される。そして、最後に京都の
夏の風物詩である甘い水菓子が供される。そして、
主人の母である大女将が挨拶に現れ、一連の食事
が終了した。

焼き物のメインはスズキである。しかし、それはただの
スズキではない。高橋氏によって、さらに洗練された
調理法で完成された焼き物である。単にグリルで焼く
のではなく、まず魚に油をかけるのだ。これは、父から
教わった中華料理のテクニックだ。魚に高温の油を数
回かけた後、一度休ませてから再度高温の備長炭
で焼くという複雑なプロセスである。いったん休ませる
ことで、魚の水分を中に閉じ込めることができる。そし
て、シソとライム、酢、生姜でアクセントをつける。このコ
ンビネーションは絶妙だ。魚の皮はパリッと仕上がり、
みずみずしく甘みのある魚肉はライムのさわやかな酸
味とほど良いコントラストを展開する。 

伝統的な懐石料理には煮物が必ず含まれるが、今回
はアワビ、賀茂ナスの天ぷら、ししとうが上品な風味
の伝統的なうす味の出汁とともに供された。

懐石料理の本質は、 
厳選された旬の素材との絆にある。
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懐石料理の特色の一つは、最高の地元産の素材へ
の強いこだわりだ。しかし「地元の素材」とはどのよう
に定義されるのか。美山荘の究極のこだわりは、ここ
にある。中東氏にとって「地元の素材」とは、旅館を取
り巻く野山で採れるものを意味する。例えば、美山荘 
の料 理に使われる淡 水 魚は全て山を流れる川で 
獲れたもので、海水魚については距離的に京都とそ
う遠くないとはいえ、純粋にいえば「地元」ではない。
同様に、野菜も隣接する地域から手に入れるものも 
ある。しかし、彼の選択眼は厳しい。地元の露地物であ
ることが基本であるが、さらに極力、栽培物より山菜な
どの天然物を選ぶという。美山荘の自然庭園にある 
唯一自然とは言えないものは、野生動物から植物を
保護する柵だけである。植物は、基本的に手を加えず
自然のまま生い茂っている。栽培物と天然物の違い
は、どこにあるのかを中 東 氏に尋ねてみた。「 植 物 

京都から北へ 1時間半車で山道を行ったところに、 
美 山 荘 は あ る 。山 側 を 登 る 道 は 粗 野 な 田 舎
道 で 、あ ちこち で 車 が 1 台 し か 通 れ な い ほど
の 狭 い 道 が 続く。山 深 い 人 里 離 れ たところに
位 置 す るこの 旅 館 に は 塀 は 必 要 な い だ ろう。
深 い 緑 の 森 によって 完 全 に 外 界 か ら 隔 離 さ
れ 、完 璧 な プライバ シ ー を 保 つ ことが できる 。 

「日本のイメージは都市の雑踏」という人は、一度美山
荘を訪れてみるといい。美山荘の隔世感と静寂さ、遁
世感はそんなイメージを完全に覆してくれるだろう。
美山荘は、深い森と脇を流れる泉と驚くほど一体化し
ている。携帯電話の電波もほとんど届かず、携帯電話
に手を伸ばしたくなる衝動を消し去ってしまう。

美 山 荘は、当 主である中 東 久 人 夫 妻 が 経 営 する 
110年の歴史を誇る家族経営の旅館だ。中東氏の料
理哲学のほとんどは父親から受け継いだ日本の伝統
に基づくものであるが、彼が修行を受けたのははるか
彼方の外国であった。日本の厨房を経験する前に、
中東氏はフランスへ渡っている。しかし、彼は厨房で
料理をするのではなく、あえてウェイターとして入るこ
とを選んだ。客と料理との関係性、レストランでの経験
を学びたいとの思いからであった。彼はまずパリを訪
れ、その後ウージェニー・レ・バンで3つ星シェフであり
ミシェル・ゲラールの元で働いた。フランスから帰国し
た中東氏が修行の場として選んだのは、石川県のつ
る幸であった。しかし、残念なことに、彼が美山荘に 
戻ったのは父親が他界してからのことだった。

右ページ上：当主・中東久人氏

3枚ともに：美山荘の外観と内観
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上：和牛の葛の葉巻

右ページ：八寸

野菜は美山荘の料理の主役。



同士が競い合って育つことで、それぞれの植物の特色
が出やすくなる」と中東氏は考えるという。本来の意味 
での天然の植物とは、人の手を加えずに成長するもの
であるが、成長のサイクルや育成の形、成長の時期を
研究することにより、それぞれの素材をどのように料理
に取り入れるかを理解することができると語る。彼の地
元とその自然へのこだわりは、ジビエ（野鳥・野獣の肉）
の季節に発揮される。熊、鹿、猪など、周りの山で獲れ
た肉が、美山荘の懐石料理に並ぶのだ。

中東氏の「庭」における狩猟採集に対するこだわり
は、彼の料理が野菜を中心に作られることを意味し
ている。その典型的な例は、和牛料理だ。通常の場
合、肉料理は肉の準備から始めるものだ。付け合せ
や調理法はその次だ。しかし、中東氏の場合は、野菜
から始まる。正確に言うと、庭に生える木から取れる

葛の葉だ。ある日彼は、葛の葉巻の料理を作りたいと
思い、葉の香りを吸収する素材を探したという。このよ
うに、通常の概念であれば「牛肉の料理」となるもの
が、彼の手にかかると「葉の料理」になるのである。この
料理の完成に、彼は3年を費やした。口当たりの良い 
脂身たっぷりの和 牛を味 噌 、みりん、醤 油に3日間 
漬け込む。そして、それを葛の葉で巻き、上に山椒の
花を載せて43度の低温でじっくり火を通す。結果はとに 
かく素晴らしいの一言だ。漬け汁をたっぷり吸い込んだ
牛の脂身は、まるでフォアグラのような舌触りに仕上 
がり、葛の葉と山椒の香りが絶妙なアクセントをつける。
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懐石料理において「八寸」と呼ばれる2番目のコース
は、季 節 感を表 現するとされている。美山荘の季 節
の料理と言えば、山で採られる野草や山菜のメドレー
だ。キュウリ、シイタケ、地元産野草の豆腐ドレッシング 
がけにタケノコの照り焼き、こんにゃくのあられ衣揚
げ、小エビの枝豆添え、卵黄の塩漬けが、籠で供さ
れる。どの料理も絶品だ。キュウリはクリーミーな豆腐 
ドレッシングに浸りきることなく、歯ごたえが程よく残
る。タケノコの繊細な柔らかさは、驚愕に値する。しか
しここで際立つのは、卵の黄身である。中東氏は黄身
を3日間味噌漬けにするのだが、3日目には黄身はゴー
ダチーズのようになる。外側が赤くなるところまで、まさ
にゴーダチーズそのものだ。

細部へのこだわりは日本料理の特徴とも言える要素
だが、懐石料理においてはそれがとりわけ顕著であ
る。美山荘の野鯉の刺身は、まさにそれを体現してい
た。鯉は肉厚でかみごたえのある食感で知られるが、

切り方や保存時の温度を少しでも誤ると、食感は失
われてしまう。鯉は卓のそばでおろす。手際よく切り、
それぞれの切り身を氷の上に置き、最後に氷とともに
木箱に入れる。添え物は、柔らかな風味の川藻と食
用花、おろしたてのわさびだ。

当然ながら、美山荘では刺身の次は野菜である。黄
色のトマト、赤ピーマン、野アスパラガス・・・見た目も鮮
やかだ。ツヤ出しの柚味噌が繊細なアクセントをつけ
る。素材一つ一つが、ピークを迎えた旬のものだ。

右ページ：氷の上に供される野鯉
の刺身

左：野アスパラガス、黄トマト、 
赤ピーマン

美山荘の庭の野草を活かした料理。
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夏の魚である鮎の旬の時期は短い。美山荘は伝統
に忠 実に、備 長 炭で炭 火 焼きにする。伝 統 的なの
は焼き方だけではない。鮎は一匹づつ緩やかなS字 
カーブを描くように串刺しにする。そうすることによっ
て、全体が同じ焼き具合になるのである。鮎は頭から
尾まで丸ごと食べられる。部分によって味が違い、頭
の部分は若干苦味があり、尾に近づくほど甘味があ
る。酢または野草のソースでいただく。

美山荘の野 菜 への力の入れ方は、2番目の野 菜の 
コースがあることでもよく分かる。今回供されたのは、水
ナスとキュウリの料理だ。ナスは、皮に煙の香りが残る
までじっくりとオーブンで焼く。淡白な味のナスとキュウ 
リに、中東氏は昆布と鰹のだしのジュレと木の芽で下
味のパンチをつける。

漬物は、懐石料理に欠かせない要素だ。美山荘クラ
スになると、当然漬物は自家製だ。美山荘には、長時
間の漬け込みと発酵用に漬物専用のセラーがある。
漬物の重要さは、来年さらに広い漬物用のセラーを
作る計画があることでもわかるだろう。地元の店のも
のとは違う、新鮮さと繊細さが美山荘の漬物にはあ
る。甘く漬け込んだ魚とともに、飯の添え物として供さ
れたのは、漬物と梅干であった。

もちろん山の素材は、デザートにも活かされる。メイン
は天然のすもものワイン煮松の実ジャム添え、洗練さ
れた微妙な味わいの野生ミントジュレ添え。松の実が
すももの酸味にまろ味を加え、バランス感は完璧だ。

左ページ：鮎は備長炭で炭火焼に。
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もっとも伝統的な日本料理の進化を語る際に、江戸
前寿司を見逃してはならないだろう。京都は料理の 
ルーツに忠実な都市として知られる一方、東京はそこま
で縛られてはいない。東京は、とどまることを知らない
躍動感あふれる街だ。東京の多様性は、30万という
飲食店の数だけでもわかるであろう。この数の凄さを
実感するにはニューヨークの3万という数と比較する
と良い。つまり、東京では探さなくとも何でも見つかる
ということだ。革新的な料理、食べたことのない料理、
うまいもの、まずいもの、とんでもないもの・・・何でもだ。
選択肢の数でいうと、銀座だけで300軒の寿司屋が
あるのである。

しかし、寿司は特別だ。寿司に関しては、東京でさえ
ルールが存在する。しかしながら、寿司を定義する枠
組みの中でも、イノベーションと近代化の波が近づい
ている。ここで銀座の鮨とかみを紹介しよう。

東京のトップクラスの寿司屋は大抵そうであるように、
とかみの店構えもこじんまりとして地味である。カウン
ターは10席のみ。このクラスの洗練された寿司店では
カウンター席は当たり前で、寿司作りをじっくり見なが
ら味わうことができる。そして、寿司は職人から直接
受け取ることになる。

鮨とかみは、店主であり寿司職人の佐藤博之氏が
仕 切っている。鮨 職 人 への道は決して短い道のり
ではなく、佐藤氏がここまでに至る経緯も例外では
ない。もともとはウェイターをしていた彼は、日本での 
ウェイターの可能性に限界があることを知った。そんな
時、たまたま父親が寿司屋を経営していたことから、
修行をはじめることを思い立ったという。渋谷にある
有名な秋月に入り、彼にとって最長となる6年間を勤
め上げた。数年間の修行の後でさえも、佐藤氏は秋
月で客に寿司を出すことは許されなかった。その役割
は、あくまでも料理長のものなのだ。しかしある時から
秋月の店主は、閉店後残り物の材料を使って寿司を握
るよう佐藤氏に促し、店主自らそれを試食しアドバイス
するようになった。この時間外の修行により、佐藤氏は
寿司職人としての腕を磨くことができたのだった。

左：鮨とかみのカウンター

右ページ：店主・佐藤博之氏
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「誰でも寿司は作ることができる」と佐藤は語る。しか
し「最高の寿司」は修行を積んだ職人にしか握ること
はできないと、固く信じている。初心者は、魚にばかり
気が向いてしまいがちだ。確かに、魚の選び方とおろ
し方は必要不可欠な要素だ。だが、寿司を芸術の域
に高めているのは、一流の職人の米に対するこだわり
と感覚なのである。時間の経過、湿度、温度に敏感な
米は、日々変化するものだ。新米は水分が多いが、時
間が経過すると徐々に乾燥が進む。佐藤氏にとって、
最高の米は1年ものだという。しかし、これも決まって
いるわけではない。だから、彼は毎日米のチェックを欠
かさない。彼が好んで使う米は、山形県産の交配種
の一つだ。良い生産者を見つけることは、米の生育だ
けではなく、精米においても重要だ。丁寧に精米しな
いと、米が割れてしまう。

佐藤氏は、毎朝築地魚市場へ足を運ぶ。彼は卸業者
と特別な関係を築いてきた。マグロ、ウニ、エビ・貝類。
それぞれの業者が、専用の箱に商品を分けておいて
くれる。その箱の中から、彼は自分の米に最も合うも
のを選ぶ。この作業を複雑にする要素が、時間の経
過だ。経験の浅い者にとって、寿司の魚は釣りたての
ものを使っていると思われている。しかし、実際はそう
ではない。マグロは部分によっては1週間おいた方が
良いという。その間、職人はタイミングを見計らうべく、
日々目を光らせていなくてはならないのである。

昆布も特別な存在であり、佐藤氏は昆布についても
独自の哲学を持っている。彼は5年ものを選ぶ。5年も
のには深い旨みがあるという。

東京の寿司業界では、白酢というカテゴリーに属する
米酢を使うのが通常である。しかし、鮨とかみでは酒
粕から作られる赤酢を使い、この例外的な選択から生
まれるより豊かな旨みと合う魚が選ばれる。酢の違い
は、くっきりとした香り、わずかな酸味とやわらかな甘み
だけではなく、琥珀色に輝く米の色で良く分かる。

ごく普通の寿司屋では、まずは握りを注文してしまい
がちだ。握りの歴史は200年前に遡るが、もともとは贅
沢な料理ではなく、その日に採れた魚を飯の上に乗
せて出す、いわば江戸のファストフードのような存在で
あった。

鮨とかみのような高級店では、多彩なつまみから食事
が始まる。握りはそれからだ。鮨とかみは「おまかせ」。 
つまり、職人がその日のメニューを決めるスタイルで
ある。最初のつまみは、この世のものとは思えない柔
らかさの鮪突先の手巻きである。海苔は驚くほど薄
い。見た目としては、緑色の春巻きのようだ。突先は非
常に珍しい素材であり、想像を絶する芳醇な香りと柔
らかい食感で知られる。そして、一般の寿司店とは違
い、とかみの海苔は歯ごたえも繊細、この微妙な味わ
いは決して主張しすぎない微妙な味わいは、鮪を上 
手に引き立ててくれる。

左ページ上：鮪突先

左ページ下：赤酢を使った酢飯が際立つ。
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握り（左上から時計回り：大トロ、 
ウニ、赤身、穴子、ハマグリ）



そして、次に出てきたのが、蓴菜、ウニ、蒸しあわび
だ。繊細な珍味の良さを生かしたコンビネーションだ。
それぞれが独 特の風 味を出している。そして、軽く 
炙った穴子が二つ。一つはわさび乗せ、もう一つは梅が
乗っている。いずれも穴子のとろみと良いコントラスト
を感じさせてくれる。

次はからりと揚げた鮎に酢のジュレを添えたもの。魚
の洗練された風味に素朴な食感を与えるこのコンビ
ネーションは、食感の波に乗っているかのようだ。

つまみのハイライトは、鮟肝のケール、椎茸、マイクロト
マト添えだ。絶妙な料理で、豊かな味わい、味、食感 
と、全てがまるで伝 統 的なフランスのカモの肝 臓の 
フォアグラのようだ。

つまみの締めは、梭子魚（カマス）のぬか漬けだ。京
都産の万願寺唐辛子が2枚上に添えられている。溢
れる深みと力強いうま味の波が味覚を刺激する。

そして、ようやく握り寿司の登場だ。ネタの種類は幅
広い。ヅケ（赤身の醤油漬け）、中トロ、大トロと、3種
のマグロはお決まりだ。いずれも同じ一匹のマグロを
使う。佐藤氏は、重さ30キロ程度の小ぶりのマグロを
選んでいるという。大ぶりの魚と違いはどこにあるの
かを尋ねたところ、魚が食べる餌だという。小ぶりの魚
は岸に近い浅いところに生息している。つまり、河口
付近のプランクトンを食べる小型魚の多い場所だ。ど
の部分のマグロも、醸造酢がマグロのとろけるような
食感に鮮やかさをもたらしてくれる。

そして、昆布漬け－酢、酒、砂糖に漬け込む－を生か
した魚が2種。コハダとキスだが、とりわけ昆布のうま
味によってキスの甘さに深みが出ているのが特徴だ。

ハマグリも実に素晴らしい。低温でじっくり火を通すこ
とで、甘みが際立ち、自然のかみごたえをうまく残して
いる。伝統的な甘い出汁の味付けも良い。

初心者は魚に目が向きがちだが、 
寿司職人は米。職人技を芸術に高めるのは、
米を選ぶ目だ。
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今日のメニューには、対照的な食感を活かした逸品
が２つあった。1つ目はウニで、これは完全にイノベー
ションと呼んでも過 言ではない。佐 藤 氏は、温かい 
ウニと冷たいウニを合わせて盛る。口に入れた瞬間
の感覚は、絶妙だ。まず食欲をそそる涼感が舌を刺
激し、間髪を入れずに心地よい音感が口に広がる。 

「素晴らしい」の一言だ。もう1つはノドグロで、昆布
に漬け込んだ魚を皮だけに焦げ目がつくように炭火
焼にする。ここでもコントラストが際立つ。皮は炭火焼
で繊細な歯ごたえがつき、生の魚肉は口の中でとろけ
るような、空気のように繊細な食感を残している。

皿に並ぶ2種 類の穴 子は、一つが醤 油、砂 糖、みり
ん、穴子に出汁をベースにしたたれ、もう一つが塩と
柚子の炭火焼だ。温かい蒸し物は、ふわふわのクッ 
ションのようだ。炭火焼はかみごたえとともにパンチが
効いている。

そして、お椀が続く。フランス料理の技術を取り入れ
た骨と魚のアラの出汁が使われているという。

伝統的な寿司の締めは、卵焼きだ。ここでもフランス
料理のアクセントが感じられる。鮮やかな黄色い卵焼
きは、クレームブリュレのように表面がカリカリに焼け
ている。

歴史ある優れた料理を試すことは、博物館のツアー
のようであってはならない。単に伝統をなぞるだけで
はなく、それに敬意を払いながら生命感と躍動感を感
じることで、多くのことを学び、最高の経験ができるの
である。懐石料理、寿司という、尊敬される伝統料理
が、新鮮な風を受け、進化する姿を見るのは心が躍
る体験だと思う¹。

右ページ：お椀

¹ 記事中で紹介したレストランは全て
ミシュランガイドの星つきである。 
瓢亭は3つ星、美山荘は2つ星、鮨と
かみは1つ星。

記事中で紹介したレストランは、 
全てミシュランガイドの星つき。
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酒
文： ジェフリー S.  キングストン

ワイングラスで愉しむ新たな伝統の味
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な味わいの「獺祭磨き二割三分」と「獺祭磨きその先
へ」はいずれも、蔵出し後はなるべく早めに飲むのに
適している。その他にも、京都の「月の桂」銘柄の琥
珀色の古酒が挙げられる。スタイルや製造方法、熟
成期間の違いにもかかわらず、この2つの酒はいずれ
も、食事とともにワイングラスでいただくと、味わいが
一層引き立つという点で共通している。

全ての酒の製造工程に共通する基本原則は次の通
りである。まず米の選択から始まるが、酒造に最適な
品種は山田錦である。とはいえ、2010年の段階で110
種類もの酒米が栽培されている。酒米は、デンプンが
米粒の中心に集中して含まれているためにかなり硬
く、その点で食用の一般米とは系統が異なる。食用
米では、デンプンが米粒全体にわたって幅広く分布 
しているため、酒米ほど硬くない。  

最初の主な工程は、米粒の外殻を削り落とすための
精米である。この段階では、外殻を取り去った割合、
つまり精米歩合を選択する。これは通常、精米後に 
残った量に相当する数値で示される。一般的な原則
として、最高級の酒には、50%以下になるまで磨いて
外殻を取り去った状態の米が用いられる。この程度の
精米歩合の酒は「大吟醸酒」と呼ばれ、60%以下の
精米歩合の酒は「吟醸酒」である。もちろん、これらより
も品質の低い酒もあり、精米の程度がより低い米を用
いて造られている。精米工程では、精米後に残す米
粒の中心部のデンプン質構造が割れたり、砕けてしま
うのを避けるため、細心の注意を払う必要がある。

「酒」とは厳密にはどのようなものなのであろうか。
ウィットに富んだ人なら、この点についてきっと即座
に、「それはライスワイン、つまり米で作る日本酒のこ
とだよ」ときっぱりとした答えがおどけた口調で返っ
てくることであろう。確かにその通りではあるが、で
は、甘すぎる濁ったアルコールで、食前酒として供さ
れるのであろうか。あるいはむしろ、ある種のアペリ
ティフと同じような発泡性の飲み物なのであろうか。
それとも、爽やかで力強いタイプで、小さいグラスで
温かい状態で飲むものであろうか。しかしまた、透き
通った、そして控えめな味わいで香り高く、アルコー
ル度数の低い飲み物で、冷やしてワイングラスで供
し、食事と共に楽しむものかもしれない。ここで取り
上げるのは、まさにこの種の飲み物である。というの
も、それが酒の世界における最新トレンドであるだけ
ではなく、著名なフランスのシェフたちの関心を引き
付けているからだ。例えばジョエル・ロブション氏は、
彼の有名なミシュラン星付きレストランのワインリスト
に、この新しい種類の飲み物を加えている。 

この現代的な種類の酒の中でも、特に優れたレベル
の酒がある。その代表が、すっきりとした口当たりを特
徴とする「獺祭」（だっさい）だ。極めて上品で柔らか

酒は米からはじまる。
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麹造りが完了すると、その麹を、水、清酒酵母と共に
残りの蒸米に戻して加える。この酵母には、速醸もと(獺
祭に用いられる）や、ある種の乳酸（清酒酵母は弱酸
性環境で最適に作用）など、数種類ある。最高の酒 
を造る上で望ましい条件は、低温で長期間発酵させ
ることだ。通常、発酵期間は25～35日間程度である。  

その後、漉し器を用いて圧搾するか、あるいは遠心分離
工程によって沈殿した滓（おり）を、酒から取り除く。 
ろ過は複数回行われることもある。そして最終工程
は、火入れと瓶詰めとなる。 

精米が完了すると、米を洗米し、蒸す。ワインと日本 
酒の製造上の大きな違いが現れるのがこの次のステ
ップだ。ブドウには天然の糖分と酵母が含まれている
ため、糖質がアルコールへと変わる発酵が自然に生 
じる。実際、多くのワイン製造業者は発酵開始を遅ら
せるための手段を講じている。そうしなければ、樽の中
に入れられたブドウの発酵が「自動的に」始まってし
まうからだ。一方、米の発酵には助けとなるものが必
要である。蒸米の一部を別に取っておき、「麹菌」と呼
ばれる一種のカビを加える。顕微鏡で見ると、ブロッ
コリーを思い起こさせるこの菌は、学名「Aspergillus 
oryzae」（アスペルギルス・オリザエ）という。実際には、
この麹菌には黒、白、黄色の3種類があり、酒に使用
されるのは黄色のものである。やはり発酵食品である
醤油や味噌の製造にも、酒とは別の種類の麹菌が使
用されている。  

一部の米に麹菌を植え付ける工程は注意深く管理
され、通常は2日間を要する。温度と湿度は、厳しく監
視、管理される。さらに、「蔵人」と呼ばれる酒造り職
人には、この工程を通じて、米と酵母菌を組み合わせ
たもの（「麹」と呼ばれる）を混ぜ合わせ、菌が米に均
等に行き渡るようにする作業が要求される。この作業 
の目的は米のデンプンからブドウ糖を生 成すること
で、この糖質が、その後の発酵において重要な役割
を果たす。

米に麹菌を植え付ける麹造りの工程は 
注意深く管理される。

右：麹菌を米に均等に行き渡るように
混ぜる。
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酒造技術を向上させ、高みを極める上で、数々の挑
戦がなされた。その多くは、地元の硬度の非常に低い
軟水に関するものだった。発酵を促進する要素として
は、特にカリウム、マグネシウム、そしてリン酸といった 
ミネラルが理想的だ。また重要な点として、鉄やマン
ガンといった一部のミネラルは酒の色合いや風味を
損なうことが挙げられる。地元の軟水には発酵を促
進する特定のミネラルが不足していた。しかしその性
質により、結果として発酵が緩やかに進み、最終的な
製品に極めて洗練されたエレガントな味わいがもたら
される、という一種の強みが生まれることが分かった
のだ。とは言うものの、桜井社長によれば、蔵元の杜
氏とチームが完璧な工程を確立し、例の軟水を長所
に変えるまでには、多くの失敗をしたり、間違った方向
に迷い込むこともあったそうである。 

その他にも、品質の向上を目指して、酒造工程に変
更が加えられた。例えば、獺祭には麹菌の標準使用
量の約10%のみを使用。するともちろん、発酵が緩や
かになるが、その長い発酵期間によって、菌が米の 
外側だけにとどまるのではなく、米全体に浸透するよ
うになる。 

桜井博志氏は、米に関しては、蔵元から300km離れ
た関西の兵庫県にある山田錦の産地を選んだ。同 
氏は、米の生産者を入念に選択しており、最高級の
米を生産している選び抜かれた農家からのみ仕入れ
ている。日本では、米は産地に基づいて分類されるわ
けではないが、5つの昇順品質ランクに分類されてい
る。そして獺祭の蔵元では、仕入れる米を慎重に選別
しているのである。

獺 祭の蔵 元は日本の南 部に位 置 する山口県の山 
間部にあり、岩国市中心部から車で1時間の距離に
ある。この酒蔵は、近年までは現在の社名とは異な 
っていたが、1770年から酒造りを続けている。獺祭の
蔵元の現社長、桜井博志氏は、1984年に、家業であ
るこの酒蔵の経営を引き継いだ。当時、この会社は
倒産の危機に瀕しており、その頃のこの酒蔵の酒は、
低価格で品質も低く、衰退しつつあった地方の市場
で苦戦していた。そこで桜井社長は、地元以外の地
域、特に東京で事業を発展させる必要があると考え 
た。この目標を達成するためには、革新的な変化、すな
わち最 高 の 大 吟 醸 酒 の 製 造を目指して、事 業 方 
針を全面的に転換する必要があった。そして、この計
画を実行するにあたり、水以外の全てを変えることに
なる。すなわち、新しい醸造責任者（「杜氏」）を採用
し、原料を最高級の米に切り替え、さらに精米歩合を
75%から当時は前例のなかった23%へと変えたのだ。  

これらの改革を実行する際、桜井氏は、社長がまとも
な判断力を失ったなどという厳しい非難や苦言に耐
えなければならなかった。1980年代には、最高級の酒
を求める機運は生まれていなかった。桜井社長が当
時のことを語っているが、「どんな酒でも酒は酒」と言
われていたのだ。彼は日本で初めて集団から抜け出
した人物だった。そうしたリスクを負うという着想は、
なんと、ボルドーに端を発している。桜井氏は、シャトー 
・ムートン・ロートシルトが格 付けをプルミエ・グラン・ 
クリュ（第一級）に昇格させようと長年にわたって奮 
闘し、ついに1973年に昇格が叶ったことを知る。その
ことから、自身の酒蔵の酒で実現したい優れた品質
について人々に説明し、納得させるための苦難に立
ち向かう勇気を得たのである。

右：桜井博志氏

獺祭は高級酒「獺祭磨き二割三分」 
の発表で、唯一無二の存在となった。
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「獺祭磨き二割三分」の発売は、 
画期的な出来事だった。

「 獺 祭 磨き二 割 三 分 」の発 売は、画 期 的な出来 事
であった。そして今や、多くの模倣業者が出現するほ
ど。これはまさに、高級ワインの代わりとして食事と共
に楽しむための高級な酒という新しい市場カテゴリー
で起こっていることである。「獺祭磨き二割三分」がま
すます成功を収めるにつれ、桜井博志氏は次の段階
として、究極の酒を考えるようになった。

桜 井 社 長 が 生み出した極 上の酒は、多くの点で、 
シャンパンの世界におけるキュヴェ・プレステージに似
ている。そして、最高の酒を造るための努力が続けら
れた。こうして実現した見事な酒は、「獺祭磨きその
先へ」と名付けられたが、まさにこの酒の全てを物語る
名前といえよう。精米歩合については、「磨き二割三
分」の23%よりもさらに磨き込んでいる。その数字は 

「磨き二割三分」とは違って公表されていないが、20%
未満とされている。しかし、「磨きその先へ」で重要な
点は、単に数字だけではない。精米歩合よりも多くの
要素が関わっているのだ。例えば、麹が異なる。より長
い時間をかけて麹造りを行い、さらに深い味わいを
表現したのである。しかしながら、「磨き二割三分」と
の共通点もある。「磨きその先へ」も「磨き二割三分」
も、酒として日本初の特徴を持っている。現在では、 
他社も「磨き二割三分」を追随するように、各社独自
の高級酒を製造している。「磨きその先へ」は、年間生
産量がわずか1万5000本という究極の限定品である。

獺祭の名声が広がるにつれて、米国とヨーロッパの 
レストランにも販売されるようになった。実際、安倍首
相がホワイトハウスを訪問した際、全てのテーブルに 

「獺祭磨き二割三分」が供され、オバマ大統領のグラ
スには特別に「獺祭磨きその先へ」が注がれたのだ。

「磨きその先へ」も「磨き二割三分」も、ほとんど全て
の酒と同様に、 蔵出し後 1～3か月以内が最適な飲
み頃である。どちらも、瓶詰めの状態では熟成しない。

97



98 | 暮らしの芸術



99



100 | 暮らしの芸術

「月の桂」銘柄の古酒に関しては、相反する面白い
面がある。すなわち、この蔵元の古酒は「画期的な」
もののように思われるのだが、その一方で、私たちは、
それが決して革新 的な酒ではなく、少なくとも1683
年には古酒についての発想が生まれていたことを知
ったのであった。月の桂の代表取締役社長、増田德 
兵衞氏によると、同氏の父親がその昔の時代の本を
偶然見つけ、そこには古酒について記されていたそう
だ。この知識の伝承に加えて、同じ時代の料理本も
発見され、その本には古酒だけではなく、古酒と共に
食されていた食べ物についても書かれていた。

そのかつての古酒の製法に関する詳細な記述が欠
けていたため、増田氏の父親は、東京大学で醸造学
を専門としていた坂口謹一郎教授に相談。教授は、
熟成に磁器を使ってみるよう提案した。  

月の桂は、京都で最も長い歴史を誇る、つまり日本で
も最も古い造り酒屋の1軒である。1675年創業のこの
蔵元は、14代にわたって創業家一族によって受け継
がれてきた。そして、にごり酒、すなわちろ過せず滓を
残した酒から、古酒まで幅広い種類の酒を製造して
いる。この蔵元のにごり酒は、大吟醸酒の規準で造ら
れた最初のにごり酒として有名である。  

しかし、私たちが京都にあるこの造り酒屋を訪問する
きっかけとなったのは、ここで造られる「古酒」と呼ば
れる独自の長期熟成酒だった。長期熟成される酒は
非常に珍しく、原則として酒は長期間熟成されること
はない。醸造工程が完了すると、それ以上熟成する
ことはなく、その後はむしろ時間が経つにつれて劣化
していくからである。そのため、この苛酷な現実に例
外が存在しうると考えただけで、その蔵元の秘密を知
るために月の桂を訪れる価値があったのだ。  

「月の桂」の古酒は、まさにレア。

右上：増田德兵衞氏
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最大の課題は、300年前に使われていた容器に似て
いると思われる磁器を見つけること。適切な容器を探
し求めた結果、日本と中国で磁器の水差しが少しだ
け見つかった。しかし、似たような形の品はもう日本で
は生産されていないため、月の桂では現在、中国の
景徳鎮に製作を依頼し、その在庫を用心深く管理し
ている。こうした古い磁器の樽にはどのような特徴が
あるのであろうか。実は磁器は多孔質であるため、適
切な量の外気のみが酒に触れるようにすることができ
るのだ。つまり、酒は呼吸するのである…それも多す
ぎず、少なすぎない量で。そのため、最新の密封容器
やガラス瓶などは代替品にはならない。幸いにも、磁
器の容器は再利用が可能である。しかし、増田氏が
利用できる容器の数は限られているため、蔵元で製
造できる古酒の量はかなり制限されている。その生産
量は年間わずか1200本 ！

月の桂では職人技による製造工程を採用している。 
「蔵」と呼ばれる2棟の低い木造の醸造所が細い道
をまたぐようにバランス良く配置され、古風な趣を感じ
させ、ブルゴーニュ地方にある多くの醸造所を想い
起こさせる。そこでも、ドメーヌのワインは手作業で製
造され、その年間生産量は限られている。古酒の精
米歩合は35%以下なので、大吟醸酒とみなされる。熟
成する予定の酒のろ過と火入れが終わると、磁器の
容器に入れ、冷暗所に貯蔵する。これも、フランスのブ
ルゴーニュ地方の地下蔵と同様だ。通常、そこで10

年間に渡って寝かせる。しかし例外として、蔵内には、
もっと長く熟成された酒が入った磁器の容器も多くあ
り、磁器の水差しにはそれぞれ、醸造年が記されて
いる。  

熟成が完了した酒については、瓶詰めの前に、ろ過し
て滓を取り除き、もう一度火入れを施す。この時点で、
飲むことができるようになる。他のあらゆる酒とは異な
り、光が当たらないようにすれば、古酒は長期間にわ
たって貯蔵することができる。但し、瓶詰めの状態で
は品質が向上したり、熟成が進むことはないので、貯
蔵しておくことで何らかの効果が得られるわけではな
い。ボトルのラベルには、増田社長が父親に敬意を表
し、父親の手書きの文字が採用されている。

近いうちに、「月の桂」銘柄の極上の酒が登場する。
蔵元では、50年にわたって貯蔵、熟成した酒の特別 
ボトルを発売する予定である。そのうちの1本は、パリ
のヴァンドーム広場に位置するホテル・リッツ内の伝 
説的なバー「ヘミングウェイ」で供されることになって
いる。  

古酒の秘密は300年前と同様、 
磁器での熟成 。

右：熟成中の「月の桂」。磁器の 
器に書かれた数字は醸造年。
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テイスティングノート 獺祭 磨き三割九分  ：
緑色のメロンと白桃を思わせる繊細な香
り。かなり甘口でソフトな口当たり。飲み
やすい。アルコール分16% 。

獺祭 磨き二割三分  ：
「磨き三割九分」に比べてはるかに控え
めな香りと、米飯を感じさせる豊かな個
性。口の中に広がるイチゴを思わせる風
味。とても豊満で濃厚な味わい。素晴らし
いフィニッシュで、1分間ほどたっぷりと続 
く余韻。アルコール分16% 。

獺祭 磨き その先へ  ：
（トーストしていない）ブリオッシュの香り。
ほのかなパン生地の風味。口に含むと感 
じられるベルベットのようなテクスチャー。
舌の上に残る、とろけるような感覚。かすか
に甘みのあるバターのようなテイスト。レー
ヌ・ド・レネット種のリンゴの風味が広がり、
長い余韻を残すフィニッシュ。エッジは効
いていない。豊かな味わいが長続きするフ
ィニッシュ。ホタテ貝や他の豊かな味わい 
の貝、エビ・カニ類と非常に相性の良い
酒。アルコール分16% 。



ジョージ・ダーバリアン博士 

ジョージ・ダーバリアン博士は、「ル・ブラッ
シュ便り」のワインエキスパートで、北カリフ
ォルニアにあるアサートン・ワイン・インポーツ
（Atherton Wine Imports）社の創業者でもあ
る。米国でもトップクラスの高級ワイン輸入業者
のひとりに数えられる博士は、世界で最も高名な
一流のワイン鑑定家およびワインテイスターとし
ても高く評価されている。ダーバリアン博士は
毎年、ヨーロッパおよび米国各地のワインの名産
地を巡り、ワイン生産者や一流ドメーヌのオー
ナー、醸造責任者、その他のワイン業界の関係者
たちと出会い、交流を深めている。また博士は毎
年、一年を通じて文字通り何千もの当年産ワイン
やヴィンテージワインのテイスティングを行って
いる。

本記事の作成にあたり、ご協力くださった下記の
方々に深く感謝申し上げる。ミシュランガイドの
三ツ星に輝き、日本を含む世界各地に名高いレス
トランを展開するシェフ、ジョエル・ロブション
氏およびマルク・エーベルラン氏；イローゼン（
フランス）にあるレストラン「オーベルジュ・
ド・リル」のシェフソムリエ、セルジュ・デュプ
ス氏；日本酒＆フードジャーナリスト、メリン
ダ・ジョー氏；フード＆ワインスペシャリスト、
小枝絵麻氏。

岩国

京都

東京

月の桂 一年貯蔵 ：
リンゴと白桃を思わせる香りが、口の中で
甘いピーチの風味に変化。小さいグラス 
ではなく、ワイングラスがおすすめ。

月の桂 にごり酒 ：
発泡性のにごり酒。フレッシュライムの際 
立った個性ある風味。アペリティフ向き。 
実際、このボトルは祝杯用の酒として勧め
られており、世界各地の日本大使館に、
イベントの際に供する酒として選ばれて
いる。

月の桂 十年貯蔵 ： 
琥珀色あるいは薄いカラメル色。ナッツが
加わったパイナップルを思わせる香り。柔
らかいベルベットのようなテクスチャー。乾
燥アプリコットとクレーム・ブリュレの風味が
広がるフィニッシュ。
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2つの主力ムーブメントの刷新

進化
文： ジェフリー S. キングストン
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直径21mmのキャリバー 953は、長年にわたってブラ
ンパンのウーマン コレクションにおける定番のムーブ
メントとして使用され、多岐多様な改良がされてきた。
実際、このキャリバーの設計面で多くの部分が改良さ
れたため、キャリバーを改名することになり、刷新後の
現在はキャリバー 913と呼ばれている。とはいえ、原型
キャリバー 953と同サイズのこのキャリバー 913は、そ
の後継キャリバーとして開発され、原型キャリバーと同
じ時計に搭載される予定だ。  

ヒゲゼンマイ、テン輪、および調速機構といった、計時
用部品を司るムーブメントへの改良ほど重要なものは
ないであろう。この10年間に発表された全ての新作
ムーブメントと同様、キャリバー 913もフリースプラング
テンプ、すなわちゴールド製のネジによって慣性モー
メントが調整されるテンプを備えているのだが、これに
より様々な利点がもたらされた。ムーブメントの進化を
理解するための基礎知識に触れると、機械式時計に
とって要となる計時部品は、テン輪とヒゲゼンマイにあ
る。ヒゲゼンマイとは、テンプに取り付けられた、渦巻き
状の極小のバネのことだ。機械式時計は「チクタク」
という音をたてるが、これはテンプに衝撃が伝わるた
びに発生する音で、この衝撃によってテンプが回転
するようになっている。この回転は、細いヒゲゼンマイ
によって制御される。つまり、テンプが一定の角度（通
常は約280度）に回転すると、ヒゲゼンマイによってテ
ンプの回転方向が反転し、今度は逆方向に回転する
のだ。このヒゲゼンマイの特性とその取り付け方は、テ
ンプが前後に振幅運動する状態を決定する上で、非
常に重要な要素となる。この前後の振幅運動のタイミ
ング、つまりテンプの「揺れ」によって時計の歩度が決 
まるからだ。新作キャリバー 913に搭載されているフ 
リースプラングテンプでは、ヒゲゼンマイの両端がしっ
かりと固定されている。別のタイプのテンプでは、ヒゲ

2006年はブランパンにとって画期的な年となった。こ
の年、CEOのマーク・A .ハイエックは、会見場を埋め 
尽くした報道関係者、主要小売業者、そして選び抜
かれたブランパンの熱心なファンを前に、自身のリー 
ダーシップのもとで完全自社開発した最初の新作ムー
ブメントを発 表した。13R0と名 付 けられたこの 新 
作キャリバーは、3つの主ゼンマイを収めたトリプルバ
レル、ゴールドの慣性モーメント調整ネジ付きチタン
製テン輪、非常に大きめの石、そして8日間のパワー
リザーブを備えたものだった。このキャリバーを筆頭
に、ブランパンはその後、次々に革新的なムーブメン
トを開発していくことになる。そして、この新作キャリ
バーの発表に続く10年間は「ムーブメント パレード」
と呼ばれ、その間にブランパンは35もの全く新しい次
世代型キャリバーを発表することになったのだ。  

こうした意欲的な取り組みと並行して、ブランパンで 
は2つのムーブメント、すなわちレディスウォッチ用キャ
リバー 953とメンズ・レディスウォッチ 用キャリバー 
 1150を改良し、さらに進化させることに尽力した。次  々
に登場する新作の次世代キャリバーの製作と、設計 
基準の確立に注がれる熱意により、これらの2つのキャ
リバーを刷新するに至ったのだ。

2つのムーブメントを進化させたのは、 
新作ムーブメントを開発するときと同じ
熱意だ。
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ゼンマイの外端の位置が緩急針によって決まる。緩
急針とは可動性の小さなアーム状の部品で、2本の小
型のピンが取り付けられ、ヒゲゼンマイの両側に1本
ずつある。緩急針を動かすことで、ピンの位置が変わ
り、それによってヒゲゼンマイの有効長や時計の歩度
が変化する。計時精度を調整するため、時計職人が
微妙なさじ加減で圧力をかけながら緩急針のアーム
を動かし、ヒゲゼンマイの有効長を調節するのだが、
上記の説明からでもわかるように、緩急針を用いる方
式は若干のリスクを伴うのだ。というのは、この方式
では衝撃が加わると緩急針が微妙にずれる恐れが
あり、そうすると時計の歩度が変わってしまうからだ。 
これに比べ、キャリバー 913で採用されているフリー 
スプラング方式は緩急針が存在しないため衝撃に強
く、さらにヒゲゼンマイの外端の位置が固定されてい
ることで、テンプの中心部に保たれ理想的な状態に
あるのだ。

この方式では、計時精度を調整する際、緩急針を動
かしてヒゲゼンマイの有効長を調節するのではなく、
時計職人がテンプに取り付けられている四角いゴー
ルド製調整ネジを調節する。つまり、ネジを内側ある
いは外側に回すと、テンプの慣性モーメントが変わり、
それによって歩度が調整される。分かりやすい例とし
て、アイススケート選手のスピンの例を挙げよう。オリン
ピックでアイススケート選手が両腕を開いた状態でス
ピンに入る場面を目にしたことがあると思う。その後、
両腕を内側に引き寄せると慣性モーメントが小さくな
り、スピンの回転が速まる。これと同じ物理的原理が、
前記のゴールド製調整ネジにも適用されている。すな
わち時計職人は、歩度を進める場合、ネジを内側に回
し、遅らせる場合は反対側に回すのだ。このように、 
ショックに強いネジによりポジションが決定され、緩急
針を用いる方式と比べると優れた耐衝撃性を備えて
いるのだ。

ブランパンは、時計業界の先駆者として、ヒゲゼンマ
イの素材にシリコンを採用してきた。そして現在では
全ての新作ムーブメントの主要な時計部品にシリコン
を使用している。その他の自社製ムーブメントと同じ
く、ブランパンの世界にしっかりと根付いた技術に基 
づき、キャリバー 913もシリコン製ヒゲゼンマイを備え 
ている。数十年間にわたり、時計産業界においてヒゲ
ゼンマイの一般的な素材として使用されてきたのは、
ニヴァロックスという合金だった。このニヴァロックス合
金が登場すると、その驚異的な技術的進歩で時計の
性能が劇的に向上したのだ。しかし、今となっては過 
去の栄光となった。シリコン製ヒゲゼンマイは、ニヴァ 
ロックス合金が従来の素材を打ち負かした以上に、
飛躍的な技術革新を迎えるだろう。  

シリコンは、従来のニヴァロックス合金に勝る利点を
数多く備えているからだ。   

例えば、シリコン製ヒゲゼンマイは耐 磁 性に優れて
おり、この点でこれまでの金属製ヒゲゼンマイとは異 
なっている。従来は、ヒゲゼンマイが強い磁場にさらされ
ると、渦巻き状の細いヒゲゼンマイが磁気を帯びる恐
れがあった。その場合、ヒゲゼンマイに接する部品が
互いに引き付け合ったり反発するようになり、ヒゲゼン
マイの特性に変化が生じ、そのため時計の歩度が変
わってしまうことがあった。一方、シリコンではこのよう
なリスクはない。  

ムーブメントにはシリコン製の 
ヒゲゼンマイを採用。
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シリコン製ヒゲゼンマイの2番目の長所として、理想的
な形状に成型できる点が挙げられる。多くの時計愛
好家が、シリコン製ヒゲゼンマイの利点の1つとして、
既存の金属製ヒゲゼンマイよりも精度を強化できると
いうことを既に周知しているだろう。このことはもちろ
ん正しいのだが、それだけでは事実の半分しか伝わ 
らない。精度の強化と同様に重要な点は、 ヒゲゼンマ 
イを製作するうえで、その長さに従って調整された形
状と断面に仕上げる方法だ。金属製ヒゲゼンマイの
製造工程について少し考えてみよう。まず合金の細
線を、極小の直径になるまで延伸する。次いで、断面
が細い長方形になるように圧縮してから、渦巻き状に
巻く。この種のヒゲゼンマイの製造においては、ゼンマ
イの長さに応じて異なる特性を生み出すことは実質
的に不可能だ。一方、シリコンの場合は、固形のシリコ
ンウェハーという素材から不要な部分を除去してヒゲ
ゼンマイを形成する。この素材では、ムーブメントの設
計者が定めた仕様に応じて、不要部分を取り除く量
をカスタマイズすることができるので、ゼンマイの長さ
および/または渦巻き形状の巻きの間隔に応じて、ゼ
ンマイの厚さを変えることが可能なのだ。 現在では、
時計製造業界の用語で「コンストラクター」と呼ばれ
るブランパンのムーブメント設計者が、コンピュータを
使用し、ヒゲゼンマイがムーブメント内で実際にその
性能を高めるために最適な断面を計算している。こ
れは、従来の金属製ヒゲゼンマイの場合には全く不
可能だった手法だ。  

この手法を用い、ヒゲゼンマイの理想的な形状と断
面のディテールだけではなく、ヒゲゼンマイを軸に取り
付ける完璧な方法も実現することができる。以前は、
ヒゲゼンマイをテンプの軸に取り付ける際には、環状
の部品が用いられていた。この取り付け方法では、必
然的にヒゲゼンマイの渦巻きの一番内側の1巻きが、
中心の軸から一定の距離を置いて配置されることに
なる。シリコン製ヒゲゼンマイは、特許取得済みの三
角形のグリップを用いて形成されており、これによって
ヒゲゼンマイの最も内側の1巻きを、従来よりも軸に近
接して巻くことができる。これは、テンプが前後に振幅
運動する際にヒゲゼンマイがどのように伸縮するの
か、その伸縮の仕方に取り組む上で重要となる。時
計職人は通常、ヒゲゼンマイが均一に伸縮し（これは

よく「呼吸」というロマンチックな言葉で表現される。と
いうのも、ヒゲゼンマイの収縮・拡張運動が肺の膨張・
収縮の様子に似ているからだ。）、またできるだけ軸に
近い中央部に配置する。この理想に近い状態にヒゲ
ゼンマイを配置する際、特許取得済みの取り付け用
部品が重宝している。 

時計職人とムーブメント設計者は、ムーブメントの設
計の一面として、等時性の研究にも取り組んでいる。
等時性とは、主ゼンマイを収めた香箱から伝わる力
が低下した際に時計がどのように作動するか、という
性質のことだ。主ゼンマイが完全に巻き上げられると、
ほぼ完全に緩んでいる時と比べて、より強い力が香
箱からテンプに伝わる。 シリコン製ヒゲゼンマイを備
えたテンプの場合、香箱から伝わる力が低下しても、
従来のニヴァロックス合金製ヒゲゼンマイを用いたテ
ンプと比べると、反応がそれほど変わらない。これは、
従来の金属製ヒゲゼンマイの場合よりも、香箱内の主
ゼンマイが巻き戻る際に時計の歩度にもたらされる影
響が少ないことを意味し、すなわち等時性に優れて
いるということなのだ。   

重量の点でも、シリコンの特性は時計に利点をもたら
す。理想的な状況であれば、ヒゲゼンマイが完全に
テンプの軸を中心として配置され、完璧な同心状で
作動（「呼吸」）し、ヒゲゼンマイの重心は常に回転軸

ヒゲゼンマイの素材として 
多くの利点を備えるシリコン。
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キャリバー 913は、巻上げ機構に最新の設計を採用
したことで、同じサイズのキャリバー 953と比べて大 
幅な進化を遂げた。キャリバー 953の巻上げ機構は、 
重いゴールド製自動巻きローター、そこに取り付けら
れた巻上げ用歯車、およびこれらの部品を支える受
けで構成された1つのモジュールとして製作されてい 
た。キャリバー 913では、ブランパンのムーブメント設 
計者が、ムーブメント自体に巻上げ機構を組み込むこ
とに成功し、独立した巻上げ機構用の受けを使用す
る必要がなかった。しかし、このキャリバーの進化は 
それだけではない。この新作ムーブメントでは、18K 
ゴールド製自動巻きローターに、セラミック製ボールベア
リングが使用されている。このベアリングにより、一般
のスティール製ベアリングと比べて、はるかに優れた
耐摩耗性が得られ、また注油の手間を大幅に減らす
ことができた。さらに、輪列の歯車の形状も見直され、
ペルトン型の歯車が採用されている。ペルトン歯車は
非常に巧みな構造で、巻上げ時には効率的に逆回
転が防止される。巻上げローターが一方向に回転す
ると、ペルトン歯車によって香箱の角穴車が回転し、

上に保たれることになるだろう。しかし残念なことに、
この理想的な状態を実現するのは不可能だ。なぜな
ら、ヒゲゼンマイの重心は常にある程度、中心軸から
ずれてしまうからだ。時計が垂直姿勢にある場合、こ
のずれは歩度の狂いの原因となる。これは、ヒゲゼン
マイが重力の影響を受けるため、そのヒゲゼンマイの
重量によってテンプの振幅（揺れ）の量が増減するこ 
とがあるからだ。ムーブメント設計者は、この現象を 
「グロスマン効果」と呼ぶ。シリコン製ヒゲゼンマイは、
既存の金属製ヒゲゼンマイに比べて大幅に軽量化さ
れているため、こうした重力の影響が軽減される。こ
れは、時計のオーナーにとってどのような意味がある
のだろう。それは、時計の姿勢が変わっても歩度の変
動が少ないということだ。

ヒゲゼンマイの素材をシリコンに変更することで、さら
にもう1つ有益な結果が得られる。ニヴァロックス合金
は優れた素材であり、その開発当時は画期的とされ
ていたのだが、この合金は時間が経つにつれて特性
が変化することがある。これに対してシリコンは、長期
間にわたり安定した素材なのだ。言い換えれば、年月
を経ても「年を取らない」のだ。

シリコンは、ヒゲゼンマイ以外にも、調速を司る他の部
品に採用されてきた。例えば、伝統的なスイスレバー
エスケープメントのアンクルの製作に、シリコン製軸受
けとシリコン製の「突起」（エスケープメントの先端部
分で、テンプに衝撃を伝える）が使用されている。低
摩擦性と摩耗に対する優れた耐性といった性質が、
主な利点に挙げられる。

キャリバー 953と同サイズの、 
後継キャリバー 913。
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それと共に主ゼンマイの軸も回転する。その際、角穴
車が逆方向に回転すると、誤ってゼンマイが巻き戻さ
れてしまうのだが、ペルトン歯車はこの逆方向の回転
を防ぐのだ。

ブランパンが誇るムーブメントのレパートリーの中でも 
主要なアイテムのひとつが、キャリバー 1150だ。1992 
年に（当時のブランパン 2000 コレクションにおいて） 
このキャリバーが登場した当時は、時計業界でも最
高の性能を誇るムーブメントのひとつだっただけでは
なく、今日に至るムーブメントのトレンドを発信すること
になったのだ。2つの主ゼンマイを収めたツインバレル 
を備えるキャリバー 1150は、100時間の連続使用を
可能にし、パワーリザーブにおける頂点を極めた。と
いうのも、この偉業が達成された当時、一般の自動巻
ムーブメントのパワーリザーブは40～48時間程度だっ
たからだ。それ以来、時計産業界の他社もこの快挙 
に追随しようと、長時間のパワーリザーブを備えたムー 
ブメントの開発に取り組むようになった。にもかかわ 
らず、この複数の香箱を備えたキャリバー 1150は、 
相変わらずトップクラスのムーブメントの座を誇り、ブ
ランパンのメンズおよびウーマン コレクションの両方 
に幅広く搭載されている。このキャリバーはさらに、ブ
ランパンの多くのコンプリケーションウォッチにも、その
複雑機構を駆動する「エンジン」 として搭載されて 
おり、例えば「ヴィルレ」コレクションにおける複雑機構
を備えたモデル「ランニング・イクエーション・オブ・タイ
ム」にも使用されている。

ブランパンが誇るムーブメントの代表作、
キャリバー 1150。
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ブランパンは、現在では不朽の名作となったこのキャ
リバーに、その登 場 以 来 、1996年 、2001年 、2009 
年、2013年、2014年と定期的に大規模な改良を行っ
てきた。基本的なレイアウトを除いて、主要な部品は
全て改良、更新された。もしこれが一度に実現されて
いたら、恐らくこのキャリバーは改名されていただろ 
う。キャリバー 953が進化して、現在ではキャリバー  
913となっているように。だが、長い期間をかけて少し 
ずつ更新されていったため、キャリバー 1150の名が 
残ったのだ。

キャリバー 1150が大幅に改善されたことに注目して 
みよう。キャリバー 913と同様に、テンプが、緩急針を 
用いる調整方式から慣性モーメントを調整する方式
へと変更されている。現在、シリコン製のヒゲゼンマイ
は、この素材が持つあらゆる利点が生かされ、またア
ンクルもシリコン製の「突起」を備えている。

伝動機構の反対側の端については、現在では2つの
香箱に特許を取得している特殊合金製の主ゼンマイ
が収められている。このことは、パワーリザーブを保証
するだけでなく、トルクの摩耗を従来のゼンマイよりも
遅らせる利点もある。

香箱とテンプにも、改善点がある。ブランパンは、輪列
の歯車に用いる素材を変えた。1992年にキャリバー 
1150が登場した際、当時の時計産業界の技術動向
と同様に、輪列の歯車は真鍮製だった。しかしブラン
パンは、時計業界に先立ち、歯車の素材としてベリリ
ウム銅合金を採用したのだ。ベリリウム銅合金は高価
なのだが、従来使用されていた真鍮よりも硬度と耐摩 
耗性の点で優れている。現在のキャリバー 1150は、 
歯車にベリリウム銅合金製を使用するとともに、ブラン
パン独自のホイールリム・デザインで硬度が強化され
ている。   

時計愛好家の読者は、こうしたあらゆる変更によって
進化を遂げてきた上記のムーブメントを、全く新しい 
キャリバーとみなすことができるのではないだろうか。こ 
れらのキャリバーは、2006年のキャリバー  13R0登場 
に続く10年間に開発された、合計35の新作ムーブメン
トの仲間入りを果たしたのだ。たとえブランパンの公式
「カウント」方法が、大きな変化も含めて、すべての変
化を数に入れなくても、形式より本質という理念から
結論は同じだろう。

2014年、5回目の大々的な改良が 
加えられたキャリバー 1150。
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クラシックで洗練されたスタイルを追求した 
ブランパンの「ヴィルレ」コレクション

ヴィルレ：

完璧な 
ジェントルマン

文： ジェフリー S.  キングストン
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ジェントルマンのスタイルを代表する「紳士の聖地」といえば、世
界広しと言えども、ロンドンのサヴィル・ロウやジャーミンストリート
界隈ほどふさわしい場所があるだろうか。時代を超越したスタイ
ルと落ち着きのあるエレガンスを忠実に守り続け、世界の一角に
たたずむその地区は、紳士のための最高のファッションスポットと
なった。スキニーパンツや幅広ラペル（下襟）、ラペル無し、エポ 
レット、ベルボトム、ローライズパンツ、ハイライズパンツなどのアイテ
ムは、現れては、幸いなことにいずれすたれてしまうものだが、一
時の流行に惑わされることのないこの地区のスタイルは、今も昔 
も注目の的だ。

控えめなデザインと時代を超越した 
スタイルが特徴の「ヴィルレ」。
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それは、ブランパンの「ヴィルレ」コレクションにも共通
する。1982年に初モデルが登場して以来、ヴィルレの
スタイルはブランパンの偉大な伝統を忠実に守り続
けている。スレンダーな丸型のダブルステップ・ベゼル 
ケース、ローマ数字が配されたダイヤル、優美なフォル
ムの針といった特徴の一つひとつが、洗練された落
ち着きのある雰囲気を演出し、ヴィルレのスタイルを
誇示している。プラチナやゴールド、スティールを素材
に使用した「ヴィルレ」タイムピースが、仕立ての良い 
シャツやエレガントなコートと見事にマッチするのも当然
のことといえる。いわば、完璧なジェントルマンのため
のタイムピースなのである。

ブランパンの偉大な伝統を象徴
する「ヴィルレ」コレクション。
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