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伝説と呼ぶにふさわしい物語には、いくつものチャプターがあります。ブランパン フィフティ 
ファゾムスの伝説もまた然りで、当時のブランパンCEO、ジャン-ジャック・フィスターも数多
くのチャプターを綴ってきました。ダイビングクラブでの数々のアドベンチャー、世界で初め
て現代的なダイバーズウォッチを考案した彼の創造性、フランス海軍・潜水戦闘部隊への
導入、ジャック・イブ・クストーによるフィフティ ファゾムスの採用、さらにはバチスカーフの
開発など、その物語は実に多彩です。今回焦点を当てるのは、米海軍の公式ダイバーズ 
ウォッチとなったフィフティ ファゾムス MIL-SPEC 1とMIL-SPEC 2にまつわる物語。70年に 
わたる歴史の中でも特に有名なチャプターです。ジャン-ジャック・フィスターの記憶、そし
て、当時ブランパンの米国への輸入に奔走したアレン・V・トルネクのふたりの息子たちの
記憶を通じて、この物語をたどっていきたいと思います。また幸運なことに、かつては機密
扱いだった海軍の試験プログラムに関する報告書も入手することができました。今号で
は、1953年から1960年代後半までの、およそ20年にわたる様々なエピソードを振り返ると
ともに、時計の針を現代に戻し、この重要なチャプターにオマージュを捧げた「フィフティ 
ファゾムス MIL-SPECへのオマージュ」もご紹介したいと思います。こちらは、バーゼル 
ワールド2017において弊社のハイライトとなったモデルです。

そしてもうひとつ、多彩な物語を紡いでいるのが、弊社のメティエダール、すなわち芸術の
域に達した職人技です。繊細なエングレービングやダマスキネ（象嵌）、赤銅（しゃくどう）と
いった職人技が光るタイムピースについては以前の号でご紹介しました。今回は、ブラン
パンのル・ブラッシュのアトリエで行われている昔ながらの独創的なエナメルペインティン
グにスポットを当てていきます。

それでは、「ル・ブラッシュ便り」No.18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

時計愛好家の皆様へ 
「ル・ブラッシュ便り」No.18へようこそ
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となったフィフティ ファゾムス MIL-SPEC。トリビュートモデルは、 
その歴史への敬意を込めた逸品です
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文：ジェフリー S .  キングストン

かつて米海軍の公式ダイバーズウォッチとなり、今や象徴的存在となった
フィフティ ファゾムス MIL-SPEC。トリビュートモデルは、その歴史への敬意
を込めた逸品です

 素晴らしき遺産にオマージュを込めて

フィフティ ファゾムス 
MIL-SPEC 



 素晴らしき遺産にオマージュを込めて

フィフティ ファゾムス 
MIL-SPEC 
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の進化の系譜をたどるきっかけにもなりました。今回
は、初代モデルの誕生から、米海軍の公式ダイバーズ
ウォッチとなり、ダイビング史にとって重要なタイムピー
スとして不動の地位を築いた2つのMIL-SPECモデル
の製作までの歴史を振り返りたいと思います。

第二次世界大戦の直後、スキューバダイビングはまだ
黎明期にありました。発展途上にある新たな分野では
よくあることですが、設備や道具が情熱に追いついて
いない時期であり、アマチュアも専門家（当時は軍隊）
も、水中の世界を理解しようと奮闘し、そこに求められ
る課題に取り組んでいました。そんな中、様々な経緯を
経て、アマチュアとプロ、それぞれの取り組みを融合さ
せる架け橋のような存在となったのが、フィフティ ファ
ゾムスでした。ここで言うアマチュアとは、当時のブラン
パンのCEO、ジャン-ジャック・フィスター。一方の専門
家とは、フランス海軍潜水戦闘部隊を組織したロベー 
ル（通称「ボブ」）・マルビエ大尉とクロード・リフォ中尉
です。フィスターは、フランス南部にあるダイビングクラ
ブに属していましたが、彼のようなアマチュアの世界で
は、ダイバーズウォッチの必要性がまだ知られていま 
せんでした。ところが、ある潜水をきっかけに、その認識は 
一変します。潜水時間を計測する腕時計をしていな 
かったフィスターは、タンクの空気を使い切ってしまった 
のです。海面に急浮上すると身体に危険が及ぶ可能性
を認識していた彼は、パニックを起こしそうになるのを

後知恵とは不思議なものです。後知恵を使えば、誰で
も無限の創造性を手に入れることができます。飽くな
き努力を重ね、時に屈辱的な失敗を経て、ようやく実
現したイノベーションも、後知恵で考えると「簡単に思
いつく当然の結果」のように見えてしまうことがありま
す。半世紀以上にわたるブランパン フィフティ ファゾ
ムスの歴史を振り返り、その機能を生み出した偉大な
ひらめきや気づきの数々を知った時にも、私たちはい
とも簡単に、この後知恵がもたらす思考の罠に陥って
しまうのです。「ダイバーズウォッチなのだから、当たり
前。だって本来、そういうものでしょう？」と。

確かに、どのダイバーズウォッチにも共通する要素とい
うのがいくつかあって、それらは今や、このカテゴリーを
規定する特徴として広く一般に知られています。とはい
え、後知恵を使えば当たり前に思えるそれらの要素は、
最初から存在していたわけではなく、ひとりの先駆者が
現代のダイバーズウォッチの礎を築き、他のメーカーが
それに追随したからこそ存在しているのです。その新た
な道を切り開いた先駆者、それがブランパンでした。

時計宝石見本市「バーゼルワールド 2017」において 
フィフティ ファゾムス MIL-SPECへのオマージュとなる
最新モデルが発表されました。当初から搭載されてい
る主要機能はもちろん、後から追加された水密性表示
をも踏襲したこのモデルの発表は、フィフティ ファゾムス

右ページ：特徴的な水密性表示を備えたMIL-SPEC 1。

現代のダイバーズウォッチの原型を築いた
ブランパン。その仕様は、時計業界で 
今でも広く採用されています。
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必死に抑え、呼吸の限界にありながらも、慎重に浮上
しました。窮地を脱し事なきを得た彼は、真の恐怖を
味わったことで、深い洞察とひらめきを得て、ダイビング
に情熱を燃やす仲間たちのために、計時装置を製作す
ることに思い至ります。ブランパンの工房に戻ったフィ
スターは、彼自身とダイバー仲間が安全かつ簡単に潜
水時間を計測できるようにする信頼性の高い腕時計
の設計に没頭しました。ただし、彼には手本もなけれ
ば、先例もありません。通常、新しい時計は、何世紀に
もわたる時計製造の伝統を基盤に開発します。しかし
フィスターは、過去の時計製造に指針となるものを見
い出せず、白紙から設計することを自らに課したのです。
ダイバーズウォッチにはどのような特性が必要なので 
しょうか。まず必要となるのは、水密性です。では、水のあ 
る環境での腕時計の設定は？ 潜水時間を計る際、開
始時間が分かるようにするには、どうすればいいので 
しょう。ダイビングを行う環境には磁気が発生するため、
腕時計を磁気から保護する方法も考えなければなりま
せん。水中でも時計が読めるようにするには、何が必要
なのか。視認性を高めるには、どうすればいいのか。手
巻きがいいのか、それとも自動巻きがいいのか。それら
の答えを見つけることも重要でしたが、それ以前に、的
確な質問を見つけることから始めなければなりません
でした。

一方、フランス軍の部隊も試行錯誤を強いられていま
したが、ある面では、フィスターの先を行っていました。
海軍のダイバーに計時装置が必要であることに、フィス
ターよりも先に気づいていたのです。彼らの場合、潜水
中に空気を使い切ってしまったことで、ひらめいたわけ
ではありません。とはいえ、その気づきから、水中で使え
る腕時計を生み出したわけでもありませんでした。彼ら
が最初に依頼したのはLIPというフランスの時計メー
カーでした。LIPは喜 と々してその依頼を請け負い、既
存のダイバーズウォッチを用意しました。ところが届い
たサンプルは小さくて水中では読みづらく、何より最悪
なことに、防水性に欠けていました。試験について述べ
たマルビエ大尉の言葉を借りれば、それらの腕時計は
すべて「溺死」したのです。フランス軍は他の時計メー
カーにも依頼しましたが、対応できるメーカーはありま
せんでした。 そこでフランス軍が白羽の矢を立てたの
が、ブランパンのフィスターでした。

こうして、軍の潜水部隊とアマチュアのダイバーの世界
をつなぐ架け橋が築かれることとなりました。フランス
軍が考える海中での任務に必要な要素と、フィスター
が自らのダイビング経験から考案した仕様は、完全に
合致していました。フィフティ ファゾムスのサンプルを査
定したフランス海軍は、ブランパンの設計にダイバーが
必要とする様々な機能が組み込まれていることを確認
します。サンプルは試験でも正しく作動し、フィフティ ファ
ゾムスは見事、フランス海軍の公式ダイバーズウォッチ
となりました。

ジャン-ジャック・フィスターが初代フィフティ 
ファゾムスを開発した当時、手本となる先例は
存在しませんでした。

右ページ：南フランスでダイビング
を楽しむ、当時のブランパンCEO、
ジャン-ジャック・フィスター。
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ところで、ブランパンのフィフティ ファゾムスによって初
めて登場した機能とは、どのようなものだったのでしょ
うか。まず挙げられるのが、優れた防水性です。これは、
二重密閉構造のリューズと特殊密閉設計のケース 
バックという、フィスターが特許を取得した2つのソリュー 
ションによって実現しています。このリューズは特に秀
逸で、2つのパッキンが採用されているため、たとえリュー
ズが引き出されてしまっても水が入らない設計となっ
ています。水密性をさらに高めるため、フィスターは自
動巻システムを採用。これにより、毎日手巻きするうち
に生じうるリューズの密閉構造の摩耗を最小限に抑え
ることができます。視認性も大きな検討事項でした。水
中で、しかもマスクをしているため、視界が非常に悪く
なるからです。そこでフィスターはフィフティ ファゾムス
のサイズを大きくし、ブラックの文字盤に映えるよう、 
インデックス、ベゼルの表示、針をそれぞれホワイトにし
ました。また、暗闇での視認性を考慮し、インデックスと
針には蛍光塗料を採用しました。もうひとつ、創意に富ん
だ機能となるのが、回転ベゼルです。潜水を開始す 
る際に、ベゼルのゼロの位置を分針に合わせることで、
ベゼル上の目盛りから経過時間を読み取ることがで 
きます。ベゼルが誤って回転してしまうことを防ぐロッ 
ク機構も考案しました。さらに、メンバー全員の時計の 
時刻を合わせることが必須となる集団での潜水時に
役立つ機能として、リューズを引き出すと時計が停止す
るハック機構も搭載。これにより、皆が一斉に時刻を合
わせることが可能になりました。 ダイビングを行う環境

では、強い磁気が発生することが多いことを知ってい 
たフィスターは、磁気の影響から守るシールドとしての
機能を果たす軟鉄製インナーケースにムーブメントを
収めました。こうして、水中という条件やダイバーたちの
様々なニーズに配慮した多彩な機能や設計を持つ、画
期的なダイバーズウォッチが完成したのです。

フランス軍の要望を叶えたこのダイバーズウォッチは、
アマチュア、つまり民間ダイバーたちにとっても理想的
なものでした。フィフティ ファゾムスは瞬く間に、呼吸の
ための装置やタンク、マスク、フィンなどと同様、ダイビン
グに欠かせない器材のひとつとなりました。ダイビング
に必須の装備ということで、フィフティ ファゾムスは通
常、ダイビングショップで販売されていました。その好
例がアクアラングです。スキューバのタンクや呼吸装置
のメーカーであるとともに、ダイビング器材の販売やレン
タルを行う小売店を展開していたアクアラングでは、 
自社製品とともにフィフティ ファゾムスを扱っていまし
た。アクアラングのショップに置かれていたフィフティ  
ファゾムスは、文字盤に「Aqua Lung」の文字が刻まれた
特注品となっており、このダイバーズウォッチとアクア 
ラングのダイビング器材との密接な繋がりを物語って
います。

ダイバーたちのためにフィフティ ファゾムスを採用した
のは、フランス海軍だけではありませんでした。米国、ド
イツ、スペイン、イスラエル、パキスタンをはじめとする各
国の海軍もまた、このダイバーズウォッチを採用しまし
た。中でも米海軍との関係は、フィフティ ファゾムスの
歴史にひとつのチャプターを加えることができるほど物
語に富んでいます。のちに「MIL-SPEC」と呼ばれるよう
になる、米海軍仕様のフィフティ ファゾムス。今日、MIL-
SPECモデルは、ヴィンテージ市場に出回っているフィフ
ティ ファゾムスの中でも特に人気の高い入手困難なモ
デルとされており、オークション価格も急騰しています。
また、2017年のバーゼル見本市で華 し々いデビューを
飾ったブランパンの最新限定モデル「トリビュート トゥ 
フィフティ ファゾムス MIL-SPEC」も、MIL-SPECという
素晴らしい遺産があったからこそ生まれたものです。最
新限定モデルを詳しくご紹介する前に、まずはその背
景にある歴史を紐解いていくことしましょう。

米海軍にまつわる逸話は、フィフティ ファゾムスの
伝説にひとつのチャプターを加えることができる 
ほど物語に富んでいます。
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る方法を模索してみてはどうだろう。フランス海軍の事
例にならって、大きな取引先となりうる米海軍に採用を
働きかけてみてはどうだろう、と。

政府の調達機関との取引は非常に複雑で、気が遠くな
るような仕事です。そこに軍が絡むとなると、その道のり
はいっそう厳しいものになります。道案内が必要である
ことを悟ったトルネクは、ワシントンD.C.在住で、すでに
退役していたある大佐に助けを求めることにしました。
時は1955年。米海軍は「サブマージブル リストウォッ
チ」と呼ばれる潜水用腕時計の開発に取り組んでお
り、ある米国の腕時計メーカーの採用を決定しかけて
いました。フィスターとトルネクは、ただでさえ契約を取
るのが難しい政府を相手にしなければならなかったう
え、米国企業を優遇する米海軍の考えを覆さなければ
ならなかったのです。実際、米海軍は、その企業への発
注を前提に、同社の協力を得ながら仕様の開発を進 
めていました。そんな厳しい状況をさらに悪化させたの

フィフティ ファゾムスの物語の一部を成すこのチャプ 
ターの中心人物となるのが、米国でブランパンの流通を 
手がけたアレン・V・トルネクです。ニューヨークで、ジャン-
ジャック・フィスターの兄弟であるルネと出会ったト 
ルネクは、当時米国に輸入される腕時計にかけられて
いた厳しい関税を免れるため、ルネとともにビジネス 
ベンチャーを立ち上げます。トルネクは、ルネを通じて 
ジャン-ジャックに会い、ブランパンとの取引を開始。以降、 
2社の関係は何十年も続くことになります。

フィフティ ファゾムスの進化の中でも変わらないものが
あるとすれば、それは「ダイビングへの情熱」がそれぞ
れの節目でいつも重要な役割を果たしてきた、というこ
とでしょう。ジャン-ジャック・フィスターが初めてダイ 
バーズウォッチを製作した時、その土台となったのは彼の
ダイバーとしての経験でした。現CEOであるマーク A.  
ハイエックが完成させたトリビュートモデル製作の原
動力となったのも、彼のダイビングへの情熱でした。ト 
ルネクについては、彼の息子ラリーが熱心なダイバー
でした。フィスターと出会ったばかりの頃、初めてフィフ
ティ ファゾムスを目にしたトルネクがこのダイバーズウ
ォッチに関心を持ったのは、当時、息子がダイビングに
夢中になっていたからでした。彼が1本のフィフティ ファ
ゾムスを米国に持ち帰ると、もちろんラリーは大喜びし
ました。よほど嬉しかったのでしょう。半世紀経った今
も、彼はその腕時計を大切にしています。この1本の腕
時計を購入したことで、息子にプレゼントを贈る喜びを
得られただけでなく、トルネクの中に、あるアイデアの種
が宿りました。フィフティ ファゾムスを米国で流通させ

P14／P15：MIL-SPECの針とケースの仕様。



が、バイ アメリカン法でした。この法律により、たとえ
ば、米国製の宝飾品を「購入」するよう求める条項や、
購買意欲を失わせる「関税25%」など、海外製腕時計
の販売に様々な規制がかけられ、（「購入」という言葉
は、後ほど出てきますので、覚えておいてください。）ブラン
パンは不利な立場に追い込まれました。

それでもなおトルネクは、この難題に果敢に立ち向かい
ました。スイスに飛んだトルネクは、フィスターと話し合
い、鉄壁のような規制、さらには、米国企業との契約を
優先するよう促す仕組みに遮られながらも、前に進む
ことを彼らは決意します。

1955年版の仕様案は、決して目新しいものではなく、要
求規格の大半は、すでに他国の海軍で採用されてい 
たフィフティ ファゾムスのものと重複していました。その
内容は、2年以上前にブランパンが発明したダイバーズ
ウォッチとほぼ同じでしたが、1点、異なる部分がありま
した。水密性表示です。のちにブランパンはこの機能を
追加しています。

水密性
3.6.1 要求規格：ケース、全般。
ケースとクリスタルの接合部は密閉し、175psi（ゲージ
圧）の静水圧下においても防水性を維持できるよう十
分な強度で固定する...
3.9 要求規格：水密性表示。
水密性表示は、文字盤の視認可能な位置にしっかりと
固定する。表示を装備することで、針の回転が阻害さ
れないようにする。

暗闇での視認性
3.7.1 要求規格：文字盤および針、全般。
本腕時計の視認性は、最重要事項である。完全な暗
闇においても判読できるようにすること。すべての表示
が鮮明かつ明確であり、周辺および隣接するその他の
表示と容易に区別できるよう配慮すること。
3.7.4 要求規格：文字盤および針。
3本の針はそれぞれ判別しやすいものとし、自然光の中
でも、完全な暗闇においても、文字盤と明確に区別で
きるようにする。
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他の器材とともにダイバーズウォッチを支給された 
場合、前の使用者によって腕時計が誤用されていても、

次のダイバーには分かりません。文字盤の 
水密性表示は、安全強化策となりました。



外周に装備する回転リング
3.6.6 要求規格：ケースの回転リング。
本腕時計では、通常ベゼルが配置される位置に、回転
リングを装備するものとする。（使用時、このリングを回
転させ、インデックス表示を1本の針に合わせる。）この
リングは、道具を使わずに手で回転させ、位置合わせ
ができる設計とし、摩擦・衝撃・振動によって誤って動
いてしまうことを防ぐ機構を備えるものとする。

米海軍は、「優先業者」である米国の時計メーカーが 
ダイバーズウォッチを開発するまでの間、暫定的に使
用する製品を必要としていました。 1957年12月の報告
書には当時の経緯がまとめられており、軍がブランパン
ともう1社のスイスの時計ブランドのダイバーズウォッチ
を使うことを認めた旨が記録されています。

この時、一歩リードしていたのは、ブランパンでした。フィ
フティ ファゾムスにより、すでに2年以上の実績があっ
たからです。この実績をもとに、フィスターが1953年 
製作の初代モデルに新たに加えた機能が、水密性表
示でした。水密性表示を装備するというアイデアは、フィ
スターにとって実に納得のいくものでした。フィフティ  
ファゾムスを使用する環境下、特に軍の任務中となれ
ば、私物の腕時計を使う時とは扱い方が異なるという
ことを彼は認識していました。この軍用ウォッチは、私
物の腕時計のように大切に扱ってもらえるものではな
く、任務開始時に他のダイビング器材と一緒に隊員に
支給され、潜水終了時、器材管理者に返却されるもの
です。そのためダイバーは、任務のたびに違うダイバー
ズウォッチを使う可能性が高く、さらに重要なことに、
潜水の前に他の器材と一緒に受け取った時点では、そ
のダイバーズウォッチが以前の任務でどう扱われたか
を知る術がありません。つまり、前の使用者が誤った使
い方をしていても、気づかないわけです。フィスターはそ
のことにリスクを感じました。以前の潜水時に、リューズ
がネットに引っかかったり、ダイバーが雑に扱ったとす
れば、時計の中に水が入っている可能性もあります。報
告されない限り、時計がどういう状態にあるのか、次の
使用者には分からないのです。そこでフィスターが考案
した解決策は、実に洗練されていました。文字盤の6時
の位置に、浸水すると色が変わる小さなディスクを配し
たのです。このディスクを搭載したモデルは、フランス海
軍だけでなく、ジャック・イブ・クストーと彼のチームに
も採用され、アカデミー賞受賞作品『沈黙の世界』の
撮影にも使用されています。

17
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米海軍の1955年版仕様案を研究したフィスターは、水
密性表示の設計に改善を加えます。色が変化するシン
プルなディスクに代えて彼が新たに開発したのは、半
分がペールブルー、残りの半分がレッドという2色使い
のディスクで、内部に水が入った場合、ディスクのブルー
がレッドに変化するというものでした。これにより、任務
開始時にダイバーズウォッチを支給された際、ディス 
クの半分がブルーであれば、水が入っていないことを
確認できるため、ダイバーは安心して装着することがで
きます。

このバイカラーの水密性表示を搭載したフィフティ ファ
ゾムスのモデルは、海軍の仕様案に準じて開発され 
たことから、「MIL-SPEC」と名付けられました。

1958年、ブランパンのMIL-SPECモデル数本が、米海
軍による試験を受けました。ブランパンの他、スイスの
メーカー2社のダイバーズウォッチも試験の対象となり
ました。海軍が優遇していた米メーカーのダイバーズ 
ウォッチはまだ開発中だったため、この試験には参加し
ませんでした。この試験により、ブランパンのMIL-SPEC
の暫定使用の許可が下りました。実のところ、対象と 
なったダイバーズウォッチのうち、当時まだ草案段階に
あった1955年版仕様書に記載されているすべての要
件を満たしていたのはMIL-SPECだけだったのです。
興味深いことに、1957年にブランパンとともに暫定使用
の許可を得ていたもう1社のスイスのメーカーはこの
試験に合格できず、米海軍のリストから抹消されてしま
いました。

ところが1959年に、また別の試験が実施されることとな
ります。この試験は明らかに、優遇されていた米メーカー
がついに海軍用ダイバーズウォッチのプロトタイプを 
完成させたのを機に行われたものでした。米海軍は、
製造国のバイアスを隠すどころか、この新たな試験の 

「主たる目的」の欄に「スイス製腕時計との比較による
米国製腕時計の実地評価を行うこと」と明記しています。
ブランパンについては、実地試験の必要なしと判断さ
れていました。以前の試験をパスし、すでに現場での実
績を積んでいたからです。海軍の記録にはこう書かれ
ています。「本腕時計［ブランパン］については、［1958
年報告書］以降は特殊試験を実施していないが、数多
くの潜水任務において継続的に使用されている」。

一方、米国製ダイバーズウォッチはうまく機能せず、海
軍の評価によれば、「ベゼルリングが外れやすく」、水密
性表示は、製造時の水密性を判断する目的でしか使
用できず、文字盤および針の設計は「適切とは言い難
い」ものでした。あらゆる試験をパスし、すべての基準を
満たしたダイバーズウォッチは、ブランパンのフィフティ 
ファゾムス MIL-SPECだけでした。海軍の報告書には 

「オペレーション ハードタック」と呼ばれる軍事作戦に
おいて、12本のフィフティ ファゾムス MIL-SPECが活用
された旨が記録されています。この12本のブランパン
は、作戦の実行中、3、4か月にわたり継続的に使用され
ました。 作戦の記述には、その時の様子が詳しく書か
れています。

「期間中、これらの［腕時計］は、ダイバーたちに大いに
活用され、水上および水中での任務において、衝撃や
酷使を伴う過酷な条件下で使用された。最大潜水深
度は約56メートルであったが、水深約46メートル付近
への潜水が多数回繰り返された。本腕時計の主な用
途は、潜水深度が大きいため、計時が極めて重要とな
るスキューバダイビングであった。」

ブランパンの試験を行った米海軍は 「事実上、
完璧なものであった」との評価を下しました。
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1959年に米海軍が発行した最終試験 
報告書。現在は機密解除されている。
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ブランパンの性能は「極めて優秀」と評価され、「浸水
の形跡」が見られたものは、ひとつもありませんでした。
また、回転ベゼルについて特記した記述もありました。

「時計のアウターリングが必須機能であることはすぐに
明らかとなった…リングの設定のしやすさと数字の視認
性の高さに関しては、現場で使用された他の様々なモ 
デルと比較しても、ブランパンは明らかに秀でていた。」

これ以外にも、ブランパン独自の2つの機能が特筆され
ています。

「一見するとささいな特徴ではあるが、シーリングキャッ
プを取り外すことなく時計の設定ができるという点と、
ツマミを引き出すと針が止まるという点、これら2つ 
の特徴は、複数の時計をすばやく『同期』する必要があ
る状況では、非常に役立つことが分かった。シーリング
キャップがなくても、耐浸水性が損なわれることはなか
ったという点も注目すべきである。」

この報告書に記載されているこれらの2つの設計要素
は、フィスターが製作したフィフティ ファゾムスの初代
モデルですでに採用されていたものです。ムーブメント
には「ハック」機構が搭載されていました。つまり、 
リューズが時刻設定を行う位置まで引き出されると、 
ムーブメントが止まる仕組みです。これにより、報告書
にある通り、同期が容易に行えるようになります。ネジ式
キャップなしで卓越した耐浸水性を実現できるのは、 
フィスターが特許を取得した二重密閉構造のリューズ
によるものです。

称賛の言葉は、報告書の結びの部分にも見られます。

「要約すると、ハードタック作戦においてブランパンの
12本の水中時計を活用したが、その性能は事実上、完
璧なものであった。この腕時計について、改善すべき点
は見当たらない。」

右ページ：米海軍が試験場と 
して使用した1950年代の 
フランクフォード兵器廠。

すべての試験に合格したダイバーズウォッチは、
フィフティ ファゾムスだけでした。



さらに1959年の報告書にも、軍の基準一覧とダイバーズ
ウォッチのパフォーマンスが記録されていますが、 
すべての評価項目について「優秀」と評価されたのは、
ブランパンだけでした。

海軍からは、2つバージョンの仕様書が発行されまし
た。1959年9月に発行されたものと、1961年3月に発行
された改訂版です。これらの2つのバージョンの最大の
違いは、改訂版には非磁性材料に関する基準が追加
されているという点です。1961年の改訂版にこの要素
が加えられたのは、磁気に反応する機雷がダイバーズ
ウォッチによって起爆することを防ぐためでした。フィフ
ティ ファゾムスはこれら2つの仕様書に適合していまし
た。1959年版の仕様書に準じて作られたのが、初代 
フィフティ ファゾムス MIL-SPECで、これは時に「MIL-
SPEC 1」と呼ばれます。そして、非磁性材料の使用を規
定した改訂版に準じて作られたのが、フィフティ ファゾ
ムス MIL-SPEC 2です1。

すでに様々な試験が行われていましたが、これらの仕
様書への適合性を確認するため、改めて軍の施設で
の認定試験が実施されました。海軍が試験場に選ん
だのは、ジェームズ・マディソン大統領の時代に小規模
兵器・軍需施設として1816年にフィラデルフィアに創設
されたフランクフォード兵器廠でした2。トルネクの息子
ラリーは、認定試験に立ち会った時のことを鮮明に記
憶しています。当時、フィラデルフィアの名門校である 
ウォートンビジネススクールの院生だったラリーは、父親
から任を受け、ブランパンの代表としてこの試験に参加
することになったのです。試験は非常に過酷なもので、
中でも特に印象に残っているのが、クリスタルの強度
試験として考案された第4.4.9.1項でした。ダイバーズ 
ウォッチのクリスタルの上に長さ約1メートルの鋼管を
セットし、その上から約16ミリの鋼球を落としてクリス 
タルに衝撃を加えるというものでした。

¹ 今日、MIL-SPEC 2は極めて希少な 
モデルとなっています。 磁力を大幅
に低減させた特殊金属を使用したこの
モデルでは、「光の反射」を防ぐ 
ため、表面にツヤ消し加工を施して
あり、ムーブメントにはベリリウム
を使用しています。 このモデルは、 
プライベートで使用するためでは 
なく、海軍の潜水部隊の装備として
支給されたものであったため、個人の
手に渡ったものは、ほとんどありま 
せんでした。

² フランクフォード兵器廠は1977年に 
政府施設としての役割を終え、現在は、
ビジネスパークとして使用されて 
います。
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ブランパンはMIL-SPECとMIL-SPEC 2の両モデルに
ついて、米海軍との契約を取り付けました。とはいえ、
バイ アメリカン法の各条項やこれに伴う規制遵守の
問題がすべてクリアになったわけではありませんでし
た。中でも滑稽だったのが、宝飾品に関する条項です。
これは米国製宝飾品の「購入」を義務付ける条項でし
た。幸いだったのは、規制対象は「購入」であって「使
用」ではなかったという点です。当時市場に出回ってい
た米国製の宝飾品の質はあまりに低く、（法律を遵守
するためだけに）トルネクは宝飾品を購入し、すぐに処
分していたほどでした。

フィフティ ファゾムスの海軍での採用に向けて、ブラン
パンとトルネクが注いだエネルギーと努力（そして廃棄
された宝飾品）を考えると、その見返りは十分とは言い
難いものでした。最大の理由は、海軍の発注方法にあ

りました。一度に大量発注するのではなく、少量を定期
的に発注するという方法が取られていたのです。当然
ながら、それでは生産しづらく、コストもかかります。しか
も、発注数が苛立たしいほど少なかっただけでなく、時
に、その数がとても中途半端だったのです。たとえば、あ
る時の発注数は631本でした。なぜそんなに切りの悪
い数字なのでしょうか。それは、海軍が必要としていた
ダイバーズウォッチ600本に、予備として全体の5%＋ 
1本を加えた数でした。

フィフティ ファゾムスにオマージュを捧げた限定版 
シリーズの3作目となるMIL-SPECトリビュートモデルは、
この豊かな歴史にインスピレーションを得ています。 
オリジナルモデルと同様、文字盤の6時の位置に配され 
たバイカラーの水密性表示を見れば、MIL-SPECの伝統
を引き継ぐモデルであるということがすぐに分かります。

右ページ：米海軍による文字盤の 
仕様。必須項目だった水密性表示 
などが示されている。



当時と同じく、内部への浸水を色の変化で知らせる仕
組みを備えており、ディスクの上半分はホワイト。この部
分が水に濡れるとレッドに変わり、浸水を知らせます。
トリビュートモデルの文字盤も海軍モデルの意匠を受
け継ぎ、3時、6時、9時の位置にはバーインデックスが、
それ以外の時刻にはドットが配され、12時の位置には
大きなマーカーが配されています。海軍仕様の文字盤
には、ブランパンのロゴの下に「U.S.」の文字を入れるこ
とが義務付けられていましたが、当然ながら、今回のモ
デルでは削除されています。

オマージュを捧げたモデルだからと言って、ブランパン
の最近のイノベーションが採用されなかったわけでは
ありません。それどころか、MIL-SPECトリビュートモデ
ルには、最新技術が活かされています。自動巻ムーブ 
メントには、96時間のパワーリザーブを可能にする 

主ゼンマイを収めた2つの香箱を搭載。テン輪はゴールド 
製のチラネジが付いたフリースプラング式で、シリコン
製のヒゲゼンマイを備えています。このシリコン製ヒゲ
ゼンマイは、ヴィンテージモデルの軟鉄製インナーケース
と同様の耐磁性を実現しています。軟鉄製インナーケー
スが不要となった現代のトリビュートモデルでは、 
透明なサファイアケースバックが採用されているため、 
NAC（プラチナ合金）コーティングされブランパンのロ
ゴが刻印されたゴールド製ローターをはじめとする精
緻なムーブメントを鑑賞することができます。

もうひとつ、MIL-SPECトリビュートモデルに組み込ま
れた最新機能のうち重要なのが、丸みを帯びたサファ
イアガラスで覆われたベゼルです。このベゼルは、フィフ
ティ ファゾムス誕生50周年を記念して2003年に登場し
たもので、サファイアガラスならではの輝きと魅力を湛
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えています。またサファイアは、ダイヤモンドに次ぐ高い
強度を持つため、耐傷性に優れているという利点もあ
ります。

ジャン-ジャック・フィスターがブランパンのCEOを務 
めていた30年の間、フィフティ ファゾムスは、様々なサイ 
ズで製作されてきました。その伝統を受け継ぎ、MIL-
SPECトリビュートモデルの直径は40.30mmとなってい
ます。フィフティ ファゾムス コレクションには現在、直径
38mmから58.65mmまで多様なサイズが用意されてい
るため、愛好家の方々に様々なサイズからお選び頂け
ます。

最後に大切な情報をひとつ。トリビュート トゥ フィフ 
ティ ファゾムス MIL-SPECは、500本の限定製造です。

フィフティ ファゾムス
MIL-SPECへのオマージュ 
となる限定新作モデル。
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メティエダール

エナメル
ペインティング

ブランパンのアーティストたちが 
織りなす新たな創造性と伝統の饗宴

文：ジェフリー S .  キングストン
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想像してみてください。あなたは500年前の世界に暮
らす貴族で、年頃の美しい娘がいるとしましょう。なん
とも優雅な設定でしょう？ ですがそこには当然、娘の
結婚相手にふさわしい男性を見つけるという大仕事
が待っています。あなたの社会的立場や財産、結婚持
参金に関する情報は相手にすぐ伝わるでしょうし、手
紙で説明するのも簡単です。では、娘の容姿について
はどうでしょう。残念ながら、携帯電話で自撮り写真
を撮ることができるようになるのは、何百年も先のこ
とです。そこで活躍するのが、手紙に同封できる、エナ
メルで描かれた小さなポートレートです。

1600年代半ば、特にフランスでは、この小さなエナメル
ポートレートが大流行しました。縁談相手に送るため
だけでなく、自分で大切に保管しておく思い出の品と
しても親しまれました。ちょうど現代の兵士たちが財
布の中に家族写真を忍ばせているのと同じように、遠
い戦地で戦う将校たちの多くが、エナメルで描かれた
家族の肖像画を携えていたのです。こうしてこの芸術
様式は、写真に取って代わられるまで、大いに花開くこ
ととなりました。

しかし、全盛期にエナメル ミニアチュール（細密画）の
技法やノウハウを発展させた豊かな土壌は、フランス
ではなく、スイスのジュネーブにありました。エナメル
技法は当初、まだ精密とは言えなかった初期の時計
に付加価値を付ける手段として発展していきました。

時計製造は、2つの発展期を経て進化してきたと考え
られています。最初の発展期のきっかけとなったのは、
主ゼンマイの発明です。蓄えたエネルギーの供給源と
なる主ゼンマイの登場により、最初の腕時計が誕生し
ました。しかし、初期の時計には、効果的な調整装置
がなかったため、「正確な計時」という役割はあまり果
たしていませんでした。事実、この時代の時計には、時
針しかないものもよく見られます。正確な時刻を示さ
ないお飾りの分針を付けても意味がなかったのです。
時計製造に精度がもたらされたのは、1674年にオラン
ダの数学者、クリスティアーン・ホイヘンスが「テン輪」
を発明してからのことです。

主ゼンマイの発明からテン輪が登場するまでの間、時
計製造に大いに取り入れられたのが、エナメル ミニア
チュールでした。時計が計時装置としての役割を十分
に果たしていなかった時代、時計の価値を高める手段
として、精緻な装飾が施されました。その際、最もよく
用いられた手法がエナメルペインティングだったので
す。結果、エナメル画家たちがジュネーブに根を下ろす
こととなり、時計のエナメル装飾という素晴らしいスイ
スの伝統が築き上げられました。

豊かな歴史に彩られた 
ミニチュア エナメルペインティング。 
かつては縁談にも用いられました。
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今日、エナメル ミニアチュールは、極めて珍しい芸術
様式となっています。メティエダール（芸術的職人技）
によるエナメルペインティングの製品を提供している
時計メーカーは、ほんのひと握り。自社工房で製作し
ているメーカーとなると、その数はさらに少なくなりま
す。専属のエナメル職人がいるル・ブラッシュのアトリ
エを持つブランパンは、メティエダールへのこだわりに
おいて、他とは一線を画しています。

ブランパンのエナメル職人たちを率いているのは、メティ
エダール アトリエの長であるクリストフ・ベルナルド。 
スイスのジュウ渓谷から40分ほどの場所にある街、ブ
ザンソンの美術学校で古典芸術の教育を受けたアー
ティストです。クリストフは在学中にエナメルペイン 
ティングの基礎を学びましたが、最初に仕事を得たのは、
時計の世界ではなく、セーヴル磁器の有名な工房で
した。彼がル・ブラッシュのブランパンに入った当時、
アトリエはすでに、芸術的なエングレービングを誇る
工房としての名声を確立していました。そこにクリスト
フが加わり、エナメルペインティングだけでなく、ダマス
キネ（象嵌）や赤銅（しゃくどう）といった技法を取り入
れたことで、ブランパンの匠の技とノウハウは飛躍的
な発展を遂げていきました。今やブランパンのアトリエ
は、これらすべての芸術表現において、卓越した存在
となっています。

ブランパンのエナメル装飾には、正統派のスイスの伝
統を重んじた古典的な要素が多々見られます。その一
方で、クリストフの作品には、スイスの伝統や今なおエ
ナメル装飾の看板を掲げている数少ない他の職人た
ちとは異なる、2つの特徴があります。1つめは、技術面
に関することです。スイスのエナメル装飾では通常、最
後の仕上げとして、ポートレートやデザインの上に「フォン
ダン」と呼ばれる透明な保護層を設ける必要があ 
ります。歴史的に見れば、この工程は実に理にかなっ
たものでした。多くのエナメル装飾は、時計のケースの
外側に施されていたため、何かにぶつかったり、手で
触れたりするうちに装飾に傷がつかないよう保護する
必要があったからです。ですが、ブランパンの場合は
独特で、エナメルアートは文字盤に施されています。文
字盤は、完全に保護され、密閉されているため、フォン
ダン層を施す必要がないのです。それどころか、保護
層で覆うことで、かえって絵画の鮮明さが損なわれる
おそれもあります。2つめは、芸術的な側面です。現代
に残る数少ないスイスのエナメル画家たちは、今も数
百年前のモチーフにこだわっています。一方、マーク 
A. ハイエックとクリストフは、創造性に制約を設けな
いことが重要だと考えていて、クリストフは自由な感覚
で新しいモチーフやスタイルを模索し、文字盤のミニ
チュアアートに取り入れています。とはいえ、クリストフ
は様式的な古典のモチーフを捨てたわけでも、そのよ
うな作品を描いてこなかったわけでもありません。ル・
ブラッシュの彼の作業台の傍らに置かれたガラスケー
スの中には、画家ジャン・ドミニク・オーギュスト・アン
グルの1814年の名作「グランド・オダリスク」を模した、
息を呑むほど美しいミニチュア作品をはじめ、古典的
なテーマで制作された彼の見事な作品の一部が並べ
られています。そのような傑作を生み出せる圧倒的な
才能を持っている一方で、クリストフは自らの芸術が
古典という枠に縛られることを拒みます。

ブランパンのアーティストたちは、新しい 
モチーフやスタイルを自由に模索しています。

右ページ：アトリエで絵付け作業をする
シェフ・ダトリエ（アトリエ長）、クリ
ストフ・ベルナルド
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時計の文字盤にエナメルペイントを施す工程は、極め
て繊細で手が込んでいます。その工程は下地作りから
始まります。ブランパンのエナメルの文字盤の土台に
は、ゴールド製ディスクが使用されています。ゴールド
の土台の上にエナメルの下地を作るには、ゴールド製
ディスクの両面にエナメルを何層も重ねていく必要が
あります。両面にエナメルを施すのは、変形を防ぐため
です。エナメルは、新たな層を加えるたびに800°Cの炉
で焼き上げる必要があります。オモテ面にしかエナメ
ルを施さないと、ゴールドが露出している裏面が、オモ
テ面とは異なる条件で加熱・冷却され、その結果、湾
曲してしまうのです。エナメルを何層も重ねる工程が
終わったら、今度は表面を丁寧に磨いていきます。エ
ナメルを高温で焼き上げる「グラン・フー」という技法
により、エナメルは「ボンベ」と呼ばれる、ぷっくりと丸
みを帯びた形状になります。この自然に生じるボンベ
のフォルムは、絵の入っていない文字盤にユニークで
魅力的な味わいを添える一要素となります。絵を入れ
ず、グラン・フー・エナメルのフォルムをそのまま残した
文字盤は、ブランパンの様々なコレクションに採用さ
れています。しかし、丸みを帯びたボンベ状の表面は、
絵画のキャンバスには適していません。また、焼成によっ
て生じる微細なひび割れの跡が残っていても、絵付 
けに支障をきたします。そのためクリストフは、全身全
霊を込めて丁寧に研磨し、完璧な平面を作り上げて
いきます。

文字盤の上に美しい下地が完成したら、彩色していく
わけですが、ほとんどの場合、実際に絵筆を動かす前
にデザインのスケッチを用意します。何枚もの習作を
重ねて検討することもよくあるそうです。単体でのデザ
インはもちろん、文字盤に配される他の要素との関係
性も考慮しながら、クリストフは最適なバランスを探っ
ていきます。これはあくまでも時計の文字盤であるとい
うこと、そして、絵画またはポートレート以外に、インデッ
クスが入る可能性があること（クリストフが製作する 
文字盤には、インデックスが一切入らないものもあり
ますが、一部のみ入るものや12か所すべてに入るもの
もあり、変動しやすい要素となります）、さらには

「Blancpain」のロゴが入ることも忘れてはなりません。
そのため、様々な要素のバランスを取ることが非常に
重要になってきます。また、文字盤のデザインを具体的
にリクエストされる場合もあるため、満足のいくデザ 
インに仕上げるためには、絵付けを始める前の習作 
が重要になるのです。

作業工程は、文字盤の上に 
下地を作ることから始まります。

左ページ：作品製作の最初の 
段階。まず輪郭線を描いていく。
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デザインレイアウトが決定したら、次のステップは色作
りです。無色透明の液体になるまでエナメルパウダー
を加熱し、そこに様々な金属酸化物を加えて、イメー
ジ通りの色を作り出していきます。クリストフは、自ら考
案した特別な調合で、彼独自の色を生み出してきまし
た。その処方は「トップシークレット」とのこと。色作り
が終わると、いよいよ絵付けが始まります。腕時計の
文字盤は小さいため、手元を拡大しながら、驚くほど
細い筆で描いていきます。数百年前の先人たちとは違
い、クリストフは現代の利器に頼り、双眼顕微鏡を 
使って作業します。

顔料もエナメルであるため、絵を付けた後、炉で焼成
する必要があります。

歴史的題材に固執していないクリストフの作品のテー
マは、バラエティに富んでいます。東洋の風景、花々、レ
マン湖、ラヴォー地区のぶどう畑（ユネスコ世界遺産）、
ファンタジックな抽象画、蝶など、これまでに生み出 
された作品のテーマは実に多彩です。文字盤はひとつ
ひとつに個性があり、まったく同じデザインのものはあ
りません。メティエダールを駆使して製作されたタイム
ピースはどれも、間違いなく一点ものの限定品です。

スイスのラヴォーをテーマとした文字盤は、モチーフ
が新しいだけでなく、その技法も最新のものが用いら
れています。文字盤には、ローザンヌ郊外にあるブラン
パンのオフィスからも近い、レマン湖畔の斜面に広が
るラヴォーのぶどう畑が描かれています。ぶどう畑、湖、
山々、空といった風景を表現する際、印象派の水彩画
のような雰囲気を取り入れたいと考えたクリストフは、
水彩画がもつ独特の趣を出すために、彼独自の顔料
の調合法を応用し、淡い色合いを作り出しました。

左：エナメルの焼成を行う炉。

右ページ、上・下：顔料の調合。
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エナメルの文字盤に「シャンルベ」と呼ばれる技法が
用いられることもあります。シャンルベ技法では、完全
にフラットな面に絵を付けていくのではなく、地金を彫
刻して文字盤の表面にくぼんだ部分と盛り上がった
部分を作ってから、彫った部分の周りを細い金線で
縁取り、仕切りを作っていきます。この技法を用いる目
的は、デザインにさらなる奥行きを持たせることです。
彫刻には「ビュラン」と呼ばれる彫刻刀が用いられま
す。彫刻を終えると、今度は石を用いて、くぼんだ部分
の表面が完全に滑らかになるまで、丁寧に研磨してい
きます。

この「シャンルベ技法」を用いて製作されたのが、エー
デルワイスを描いた文字盤です。エーデルワイスと言
えば、スイスの国花としても知られています。この文字
盤には、ホワイトの背景に2輪のエーデルワイスが描か
れています。クリストフは、花びらや葉の輪郭線を細く
残しながら、ゴールドのディスクを彫り込み、文字盤上
に背景となる部分を作ります。エーデルワイスの文字
盤では、シャンルベ技法により花の輪郭を金線で表し
ただけでなく、周りの背景面よりも花の部分を高く盛
り上げた、立体的な表現も用いられています。また、花
びらにホワイトのエナメルを塗布する際には、通常より
も低めの温度で焼成しています。これにより、花びらの
部分に粒状性が生じ、エーデルワイスの特徴である、
綿毛に覆われたような花びらの質感が再現されてい
ます。緑の葉の部分には、少し透明感のある特別なグ
リーンの顔料を調合し、その色つやを見事に表現して
います。

エナメル装飾を施した文字盤はどれも、
一点ものの限定品。
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美しい構図をさらに際立たせているのが、2輪の花の
中央の部分です。本物のエーデルワイスの花を見る
と、真ん中に、たくさんの尖った黄金色の小花（しょう
か）があります。この中心部の描写には、エングレービン
グの手法を採用しています。それぞれの小花の中央 
にエナメルを塗布する面を残しながら、ゴールドのディ
スクを彫刻し、繊細な小花を作ります。2輪の花の中央
に配する小花のパーツの彫刻とエナメル彩色が終わ
ると、このパーツの裏側に出ている非常に小さな突起
を、同じく非常に小さな穴に挿入して固定し、「アップ
リケ」として文字盤に装着します。彫刻とアップリケの
両方を用いることで、ユニークな文字盤に、さらなる奥
行きと立体感が生まれているのです。

そして、いよいよ最後の仕上げです。Blancpainのロゴ、 
12時と6時を示すインデックス、「Swiss Made」の文字
を、すべて手描きで入れて完成となります。

ル・ブラッシュにあるブランパンのメティエダール アト
リエは、多彩な芸術様式と技法に精通した職人たち
を抱える、スイスでも稀有な存在です。その技術の高さ
と同様に注目すべきは、ブランパンの職人には創造の
自由があるということ。時計製造における芸術表現を追
求し、その枠を無限に広げていくことができるのです。

多彩なエナメル技法のひとつ、
シャンルベ技法。
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海をも焼き尽くす

 レユニオン島の火山 
それでもサンゴ礁は蘇る

文：ローラン・バレスタ
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レユニオン島の火山、ピトン・ドゥ・ラ・フル
ネーズが噴火したのは、2007年4月のこと。
過去30年間で類を見ない規模の大噴火で
した。海にまで到達した溶岩流は、陸地と
海中、その進路にあるものすべてを飲み込
みました。

そして10年後の2017年2月。私たちがボー
トを停めたのは、玄武岩の崖の前。2007年
の噴火で流れ出した溶岩が固まったその
崖は、その驚異的な勢いを静かに物語っ
ていました。私たちはこれからここに潜り、
何を発見できるのでしょうか？

1億3000万立方メートルもの溶岩が流れ
込んだこの沿岸の海底には、一体何があ
るのでしょうか。溶岩流は、水深800メート
ル以上の場所まで達したといいます。あら

ゆるものが死んでしまったはずです。サン
ゴ、そして岩に固着する生き物は言うまで
もなく、付近にいた魚たちも文字通り茹で
上がり、その赤茶けた残骸は海面をはるか
彼方まで漂いました。

この噴火の日、仏領レユニオン島の面積は
広がり、フランスは何の苦もなくその領土
を45ヘクタール拡大しました。しかしそれ
は、できたてほやほやの未開の土地。苔や
地衣類が育つまでに2年、シダが根を下ろ
すまで8年、低潅木の幼木が見られ始める
のに12年、森が形成されるまでに3世紀は
かかります。そしてこの原生林が成長し、悲
惨な災害の痕跡を完全に覆い隠すまでに
は、そこからさらに4世紀も待たなくてはな
らないのです。ここでは植生遷移は起こり
ません。なぜなら、少なくとも（噴火が初め
て記録された）1640年以来、噴火は頻繁
に起きており、年に1回は小規模な溶岩流
が発生するからです。そして今回のような、
島の面積が広がるほどの溶岩流であらゆ
る生物を死に追いやる大規模な噴火は、 
10年から30年ごとに起きています。

溶岩流は、水深800メートル以上
の場所まで到達。

溶岩流は玄武岩でできており、非常に脆弱です。10
年が経過した今も頂上部は残っていますが、浸食に
より間もなく崩れ、やがてサンゴに覆われることで
しょう。
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もう少し浅い場所では溶岩洞の天井はすでに崩れ、残された円筒状のくぼみ
には、ハナヤサイサンゴなどサンゴのコロニーが形成され始めています。

右上：水深80メートルの海底には、この世の終わりを思わせる景色が広がり
ます。溶岩流によってすべてが破壊されただけでなく、波の浸食によりガレ
場や砂地の勾配はますます急なものとなっています。



海の中は一体どうなっているのでしょうか。
海洋生物は、どのようにしてこの場所に 
戻ってきたのでしょうか。比較的浅い場所と、
ダイバーが到達したことのないような深海
とでは、再生の様子は違うのでしょうか。そ
れではそろそろ海に潜り、水中の様子をこ
の目でレポートすることにします。今日はダ
イビング日和で、海は穏やか、うねりもさほ
どきつくありません。しかし今はサイクロン
のシーズンで、天気図によるとはるか東方、
インド洋の中心あたりで低気圧が発生し
ているようです。今後10日間は1日に1回、で
きるだけ長時間の深海潜水をしなければ
なりません。嵐が沿岸を直撃すれば、海水
が濁ってしまい、もう潜ることはできなく 
なってしまうからです。

今のところ水は澄んでおり、日も高いので、
深さ100メートルあたりまで来ましたが透
視度は抜群です。ところが私の目に見えた
のは、この世の終わりかと思うような、不安
をかき立てる風景でした。岩や砂は黒く、
岩石が散乱していて、遠目からは砂漠の 
ように見えます。溶岩流が流れ込んだのが
10年前ではなく昨日のことかと思うほどで
す。海底を這い、私たちの手の届かない深
海へと逃げ込んでいく、エンドレスに続く黒
い大蛇のような溶岩が広がるかなり大き
なゾーンと、ガレ場（砕石やサンゴが堆積
した場所）とが、はっきりと分かれているの
が分かります。

団子のような塊が積み重なった「枕状溶岩」
も見受けられます。これは、比較的少量の溶
岩流が細く流れるうちに表面が冷えて 
ボール状に固まり、破裂して流れ出てはま 
たボール状に固まり、再び破裂して固まると
いうのを繰り返すことでできたものです。
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では、いよいよ海底に近づいてみましょう。
現在の位置は、水深120メートル。火山岩
は思っていたほど不毛な場所ではなさそう
です。良く見ると、石灰藻が堆積を始めて
います。石灰藻がセメントのような働きをし
て、溶岩の塊を徐々にくっつけていくので
す。赤い漆喰のような葉状の藻が、墓地に
供えられた花のように火山岩を彩る様子
は、希望ある未来を示唆しています。これは
まさに、生物がコロニーを再形成していく
最初のステップと言えます。石灰藻は海底
に安定した土台を築き、しっかりした足場
を必要とする無脊椎動物の幼生が定着し
やすい環境を作ります。小さなウミウチワ
や海綿動物もあちこちにいます。また、岩の
くぼみにも生き物が潜んでいるようです。甲
殻類が住み着き、魚も隠れています。深海
に生息するキンギョハナダイやスズメダイ、
生きている姿を初めて目にする生物もいま
した。見たことのない生物に出会うと、感動
して思わず笑みがこぼれます。ゴンベッサ・
プロジェクト初のミッションで、シーラカン
スが潜む南アフリカの有名な洞穴を探検
した際も、大きな感動を味わったものでした。

ところどころ赤い石灰藻に覆われた黒い玄
武岩の突起の間には、広大で黒い砂地が
広がり、さらに深い場所へと落ち込んでい
ます。これほど急勾配になった海底は見た
ことがありません。傾斜が45度に達する場
所もあります。ここでも、黒い砂地を間近に
見ると、まったく別の姿が見えてきます。こ
の砂地はかんらん石の結晶でできており、
金色とエメラルド色に輝きを変えるガラス
の粒子なのです。この海底砂漠の斜面に
は、小さいけれど驚くべき希少生物がたく
さんいます。セミホウボウは、擬態で気配を
消しているかと思えば、黒い砂地に流れ着
いた光り輝く彗星のように、カラフルな胸
びれをぱっと広げて姿を誇示します。派手
ないで立ちのハタタテハゼ、フューシャピン
クのツマジロオコゼ、鮮やかな黄色をした
ベラの子供。彼らは共に生きています。その
美しく鮮やかな色彩は、この世の終わりを
思わせる陰鬱なグレーの世界に対する革
命とも言えるでしょう。

上：このピーコックラス（ホシテンス）の幼魚のよう
に、広大な砂地では岩礁の捕食者から身を守るため、
幼生や幼魚は隠れ家を見つけなくてはなりません。

ハタタテハゼは海底を這うように過ごし、流れ
てくるプランクトンを待ち構えています。わずか
でも危険を察知すると巣穴に飛び込んで隠れます
が、実はこの巣穴は自分で作ったものではなく、
他の種のものを拝借しているのです。



その美しく鮮やかな色彩は、この世の終わりを思わせる
陰鬱なグレーの世界に対する革命とも言えるでしょう。

上：水深100メートル以上の深海または暗い洞窟に
しか生息しないクメジマオトヒメエビ。

下：わずか数分で様々な色に変身できる、ハダカ
ハオコゼ。定期的に脱皮しますが、これは呼吸と
関連があると考えられています。
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セミホウボウは、海底で休んでいる時はグレー系の色で擬態し、
体を大きく見せたい時にはカラフルで派手な胸びれを広げます。
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ちろん、溶岩流の形は依然として判別でき
ます。しかし雑然とした感じがなくなり、起
伏は丸みを帯びています。海洋生物が過
去を覆い隠し、災害の記憶を抱えた岩石
を穏やかに包み込むように成長しています。
海の生態系が、傷を癒やしたのです。多く
の魚が泳ぎ、サンゴモドキ属などの繊細
なピンクのサンゴが、海底の景色に華を
添えます。

さて、もう少し浅い場所へ移動してみましょ
う。5～10メートルの深さでは、減圧停止を
幾度となく繰り返さなければなりません。こ
こでは造礁サンゴが、サンゴ礁を再建する
という骨の折れる仕事に取り組んでいまし
た。巨大な溶岩トンネルが崩れた場所で
は、植虫類も仕事を始めています。まるで、
再び溶岩流が発生すればすべて消えてしま
うという、リスクに満ちた未来のことなど意
に介していないかのように。こうして、ゆっく
りではあるものの確実に、生態系の再建は
始まっています。この、私の目の前にある小
さなサンゴは、10年に満たないものです。し
かしすでに、その入り組んだ枝の隙間に 
ダンゴオコゼを住まわせているのです。

その後数日の間に行った深海調査は、未
来を覗く旅となりました。2007年の溶岩流
が30年後にどのような状態になっているか
を知るために、1977年にピトン・サント・ロー
ズの町の一部を押し流した、古い溶岩流
を探査するのです。その違いは、実に大き
なものでした。水深80メートルでは、火山
岩は石灰藻に覆われて、もう黒い色はして
おらず、海底は少し明るく感じられます。も

左ページ上：水深100メートル以上にしか生息しないマダラハナ
ダイ。熱帯魚飼育では人気の魚ですが、自然環境中で写真撮影
されたのはこれが初。

左ページ下：調査を行った傾斜地に生息していたレスプレン 
デントアンティアスのオス。温度が急激に上がる水温躍層の境
界部を好みます。

上の2枚：サント・ローズに住む人々が、1977年に町の一部を押 
し流した溶岩流のことを忘れることはありません。水中に流れ
込んだこの溶岩流は、今では石灰藻に覆われ、繊細な枝が美し
いサンゴモドキ属などのピンクサンゴが群生しています。海底
はもう黒くはなく、少し明るく感じられます。

ここでは造礁サンゴが、サンゴ礁を 
再建するという骨の折れる仕事に取り組んでいました。

55



56 | ブランパン オーシャン コミットメント  

上：急勾配の海底にいたこのスクリブルドアンティア
スは、通常と色が違ったため特定に手間取りました。

下：浅瀬にある若いサンゴに隠れるダンゴオコゼ。

右：2009年 、 レ ユ ニ オ ン 島 で 噴 火 後 初 め て そ の 存 在
が分かった魚が、スズメダイ科のグレークロミスでし
た（この噴火ではその多くが死に、海面に浮かびまし
た）。それまでは報告も写真撮影もされていませんで
したが、水深約100メートルに生息しているこの魚が
多数発見されたのです。
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希少さというのは実に相対的なもの。深海探査が 
もっと進めば、こういった深海生物は珍しい存在では
なくなるのかもしれません。



私たちは水深120メートルの深海へと潜り、
さらに古い溶岩流の調査も行いました。私
たちが受け継いできた最も古い記憶よりも
はるか昔、もはや誰の記憶にもない、数千
年前の溶岩流です。そこでは、背丈が数 
メートルもある黒サンゴに出会いました。立
派なピンクサンゴの上に鎮座するのは、旧
友に再会したかのような懐かしい気分にさ
せてくれる、ピンクと白の巨大なヒトデ。この
ヒトデは過去に報告がなく、学名を持たな
い希少な深海ヒトデなのですが、実は以前
にも見かけたことがあるのです。同じ水深
でしたが、違う場所で、何年も前に写真を
撮影したことがあります。希少さというのは
実に相対的なものです。深海探査がもっと
進めば、こういった深海生物は珍しい存在
ではなくなるのかもしれません。

おそらく100年以上経つと思われる巨大なウミ
トサカ。長期にわたり環境が安定しているこ
と、また少なくとも100年間はこの場所に溶岩
流が流れ込まなかったことを示しています。
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事実上は新種とされる立派なヒトデ。学名を持た
ず、報告もされていません。しかしレユニオン島
からニューカレドニアまでのエリアには生息する
ことが知られています。
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翌日は、とうとう熱帯低気圧が上陸。暴風
雨が延 と々続きました。空も海も大荒れと
なり、深海調査は1週間近くお預け。残念
ながら、今回のミッションはここで終了で
す。でも大丈夫。このミッションは、手の届
かない星を追い求めるようなもの。そして
それは、今後も続いていく壮大な冒険なの
です。また別の機会があることでしょう。

私は再び、10年前にこの海を焼き尽くした
火山のことを考えます。長期的に見れば、 
ほんのささいな出来事なのです。生命はいつ
か終わるものですが、必ず復活します。なぜ
なら鉱物は不変ではなく、遅かれ早かれ変
質し、消散するものだから。生命は水ででき
ています。そして誰もが知っている通り、水
は火を上回る力を持っているのです。

思いは再び、10年前にこの海を焼き尽くした
火山へと舞い戻ります。長期的に見れば、 
ほんのささいな出来事なのです。

左ページ：水深70メートル、サンゴモドキ属の
群生とレスプレンデントアンティアスのメスの
群れ。

右上：小規模な噴火は頻繁に起きています。2017
年のミッション期間中にも溶岩流を見ることがで
きましたが、海に流れ込むほどの規模ではありま
せんでした。
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精巧なウォッチケースを生み出す職人の技

ケースの話 
文：ジェフリー S .  キングストン
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ているにもかかわらず、ケース製作の過程やそれを手
がける職人についてはあまり知られていません。時計
製造におけるこの極めて重要なパーツが、世に知られ
ず、謎のベールに包まれているというのは、なんと不
公平なことでしょう。というわけで今回は、このベール
を取り払い、ケースを生み出す優れた職人技を探って
いきたいと思います。

芸術とは多くの場合、装飾のことを指します。絵を描い
たとしても、キャンバスはキャンバスのままです。しかし
ケース製作では、大きな変化が見られます。ゴールドや
プラチナ、スティールといった未加工の金属の棒が、魅
惑的な彫刻オブジェへと姿を変えるのです。流れるよう
な曲線を描き、つややかな光沢を放つブランパンの 
ケースを見ていると、それが無骨な金属の塊だったとは 
とても思えません。さらに特筆すべきは、10, 000メート 
ル先から見るとこの変容をもたらすアートは、2世紀前か
ら基本的に変わっていないということです。ケースは、
基本となるシェイプこそ機械で作られますが、その後は
緻密な手作業によって仕上げられます。この2世紀の間
に、当然ながら製作機械も目覚ましい発展を遂げてい
ます。しかし最終的な仕上げは今なお、手作業で行わ
れているのです。ブランパンのケースは、スイス。ジュラ州
のドレモンという町にあるシモン エ モンブレ社という
ブランパンと共同所有の姉妹会社で製作されており、
ワークショップが行われる際には常に、古くから受け
継がれてきた手法から説明が始まります。

時計職人は、評価されるべき職業です。各方面から称
賛されるのも当然のこと。雑誌、ソーシャルメディア、イン
ターネットでも、時計業界やその手仕事は脚光を浴
びています。いたるところで時計職人の工房が特集さ
れ、そのメソッドや技術、時には秘密までもが明かさ
れます。そのため時計を収集するほどの愛好家は、 
ムーブメントがどのように作られ、時計職人がどのよう 
に作業しているかをよく知っています。しかし、ケース
を製作する職人についてはどうでしょうか。時計通は、
デザインや仕上げにおけるごく小さなディテールをも
丹念に観察し、精巧に仕上げられたウォッチケースを
見たり触れたりすることに喜びを感じます。もちろん、
それは正しい楽しみ方です。ある意味で、 腕時計の 
オーナーにとっては、ムーブメントよりもウォッチケース
の方が身近に感じられるかもしれません。というのも、 
たとえケースバックが透明でも、ひとたび腕につけて
しまえばムーブメントは見えなくなってしまうからで
す。しかしケースは、常に目に触れています。ケースの
素晴らしさは十分に語られ、その価値も高く評価され

右ページ：ブランパンのダブルステッ
プベゼルの研磨には、優れた技術 
が必要です。シャープな角度を残し
つつ、全体に均一な光沢を与えなけ
ればならないからです。

ケース製作は、メタモルフォーゼ（変容） 
とも言えます。
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上：グーデル社製の伝統的な研削機。

左：ラグの研磨。



20世紀前半には、他にも数々の進歩が見られました。
ゴールドやスティール、プラチナの金属棒を、ラグを含
む最終的なケースの形に加工できる、パワフルな機械
も開発されました。プレス加工の後は研削を行い、手
作業で仕上げます。

そして現在、ケース製作はこの歴史と共にさらに進化
を遂げています。ケースの製作はまず、細部まで精巧
に描かれた設計図を完成させる事から始まります。 
ケースには、ベゼル、クリスタルガラスの取付部、文字
盤を囲むチャプターリング、ケースとラグの境目、ケース
バックなど、目に触れる部分もあります。しかし外から
見えない部分も多いのです。ムーブメント内側のフラ 
ンジ、ブランパンが特許を取得したアンダーラグコレク
ターの収納部やムーブメントとの連結部、リューズ用
の開口部、文字盤のはめ合い部、ローターのアガキ、ク
ロノグラフのプッシャー用の穴など、細かい作業が必
要となる部分はたくさんあります。ブランパンのデザ 
インチームが完璧な設計図を描いたとしても、それで終
わりではありません。設計図通りに製造できるかどう
かを確認するために、その後何度も技術的な話し合
いが繰り返されるのです。

ケース製作とムーブメント製作の歴史には、密接なつ
ながりがあります。スイス・ジュラ州の農民たちは冬の
何ヶ月間かの間、牛のいる家畜小屋の上の階でムー
ブメントの部品を組み立て、ケース製作者達も同様の
環境の中で彼ら独自の方法で製作を行っていました。 
19世紀末になると、ケース製作は農家の納屋ではなく
工場で行われるようになりました。興味深いことに、当
初は、機械加工用工具の改良で一歩先んじていたの
は米国人でした。しかし20世紀初頭になると、スイス
人が次世代の工具を開発するようになります。スイス
人が開発した機械は、頭上に設置したベルト付きの
滑車を動力源として、特殊なタガネを備えた装置で金
属の円盤を加工し、曲線的なケースの細部を研削す
るものでした。この機械には、ケースの各部位を削るた
めに特別に設計された、様々な形のタガネが装着され
ていました。当時の手法は、固定したタガネの先にケー
スを押し当てて回転させるというものでした。削る深さ
は制御装置で細かく調整できるようになっています。こ
の機械は、ベゼルの内側と外側、ムーブメント内部を
支えるパーツ、ケースバック、その他の細かな部位など、
曲線的な部分を切削するものだったため、丸みのない
ラグは別に製作され、後で接合されていました。

ケース製作とムーブメント製作の歴史
には、密接なつながりがあります。
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く進歩している点が1つあります。それは研削の精度で
す。当時の滑車式機械には、削る深さを厳密に調整で
きるようバーニヤ（副尺）が使われており、その精度は
かなり高いものでした。しかし現在、ブランパンが製作
するケースは、3ミクロンオーダーの公差幅で仕上げら
れています。こうした精度は、ケース本体のフランジに
ベゼルをぴったりとはめ込んだり、サファイアクリスタ
ルをベゼルやケースバックに取り付ける上で、とても
重要です。

ブランパンのケースの場合は通常、デザインが決まっ
て承認されると、まずプレス加工が行われます。しかし
その前に、プレス型を製作する必要があります。プレス
型はケースごとに作られるため、シモン エ モンブレ社
内のブランパン専用棚にはたくさんの型が陳列されて
います。ラグ付きのケースをプレスするには、200トンも
の力が必要です。プレス加工の第1段階では、側面が
真っ直ぐの円形に打ち抜きます。1950年代の手法で
は、この後すぐに細部の作業に進んでいました。細部
を仕上げる作業では金属を削ります。そこで出た金屑
は回収されますが、わずかなロスが出てしまいます。そ
こで今日では、最初のプレス後すぐに細部の作業に移
るのではなく、さらにプレス加工を行います。部分ごと
に打ち抜いていくため、プレスを20回も繰り返すことも
あります。しかもプレスするたびに、複雑な加熱と冷却
の工程を踏むのです。水素炉で行うゴールドやス 
ティールの加熱は、次のステップで打ち抜きやすくするた
めのプロセスです。

プレス加工の後は、精巧な研削を施していきます。丸
みのある部分を仕上げるには、プログラム制御のでき
る先進機械を使用します。とはいえこの機械の動作は、 
20世紀初めに登場した、滑車でタガネを動かす機械
の動きとよく似ています。この工程は旋盤加工（ター 
ニング）と呼ばれます。金属を削るタガネの先は固定
されており、そこにケースを押し当てて回転させること
で研削を行う仕組みです。初期の滑車式の機械と同じ
ように、用途に応じた様々な形のタガネがセットされ 
ています。 覚えておいて頂きたいのは、ブランパンでは
ケースを製作する際、ケース本体だけでなく、ベゼルや
ケースバックにもこうした一連の加工を施すということ
です。タガネで研削するという基本的な仕組みは初期
の滑車式機械と同じですが、今日のプロセスでは大き

現代のケース製作において 
最も重視されるのが、精密さです。
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上と右ページ：ケースはプレスのたびに加熱されます。



研削機には様々な形のタガネが揃っていますが、極め
て複雑なつくりになると、機械1台では加工しきれない
こともあります。その代表的な例が、ヴィルレ トラディ 
ショナル チャイニーズ カレンダーです。このモデルでは、
旋盤加工でケースを仕上げるまでに、多彩なタガネを
備えた機械を3台も使用します。

次に、フライス加工を行います。旋盤によく似た機械を
使用して、穴を開ける作業のことです。ケースに開けら
れる穴は、リューズ用、クロノグラフのプッシャー用、アン
ダーラグコレクターが装備されていないモデルのコ 
レクター用、そしてラグ部分にストラップを固定するバ
ネ棒のラグ内部用など、すぐに思いつくものだけでも
かなりの数になります。

ここまでの作業はすべて、ケース（および別々に加工さ
れるベゼルとケースバック）の基本となるシェイプを作
り、外側と内側の各部分を研削するための加工です。
すでに多くの工程を経てきましたが、ケース完成まで
の道のりはまだ始まったばかり。この後も、手作業での
フライス加工、エングレービング、仕上げ、組み立てな
ど、数々の作業が続きます。ここからは、ケースに施され
た手仕事を見ていきましょう。ブランパンの時計が手元
にあれば、ぜひ手にとって観察してみてください。

最も分かりやすいのが、ヴィルレのケースラグです。 
ケース本体のラグへとつながる部分は、ケースバック
に向かって少し内側に傾斜しています。しかし、丸みを
帯びたケース本体とラグが接する部分は、すっきりと
シャープなラインになっています。この美しい仕上がりの
秘密は、手送りで行うフライス加工。使用するのは、伝
統的な円盤状の砥石です。ケース職人は回転する砥
石にケースを当て、熟練の目と指先を頼りに、鋭いエッ
ジを出していきます。ラグの内側の境目とケース本体
も、同じように仕上げます。

基本のシェイプを作るための 
一連の作業は、ケース製作の 
ほんの序章に過ぎません。
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業なのです。もちろん、ダブルステップベゼルの他の部分
にも研磨が施されます。ここでもまた、完璧なフォルムを
保ちながら、均一な光沢を出すことが求められます。 

研磨作業がすべて終わると、別の職人が検査を行いま
す。細部まで照らし出す照明の下で隅 ま々でチェック
し、ごく小さなものであっても、何らかの欠点が見つか
れば研磨をやり直します。

そしてもうひとつ、ケースに欠かせないのがエングレー
ビングです。通常施されるエングレービングは2種類あ
ります。比較的大きなフォントが使われるブランパンの
ロゴは、切削工具を使って刻まれます。ケース番号も
同様です。小さめのフォントを使う「Swiss」などの文字
やリファレンスナンバーには、レーザー彫刻機を使い
ます。

次に行うのが、研磨。これも独特の技術が必要とされ
る作業です。ケース職人は、ごく小さなキズも照らし出
す調光機能付きの照明を使い、ケース本体を少しず
つ、隅 ま々で磨いていきます。ブラシの目を徐々に細か
くし、研磨剤も粒子の細かいものに変えながら、完璧
な光沢を引き出します。特に難しいのが、ケース本体と
ラグの境目です。砥石で加工した鋭いエッジを、研磨
で台無しにしてしまう恐れがあるからです。境目の 
シャープなラインはそのままに保ちながら、ブランパン
のケースに欠かせない美しい光沢を与える作業は、 
熟練の研磨職人にしかできない技なのです。

ブランパンを象徴するダブルステップベゼルも、独特
の難しさがあります。ここでも、ポイントは境目です。ベ
ゼルにあしらわれた2つのリングをくっきりと描き出す
には、特殊な技術が求められます。研磨職人は専用の
台にベゼルを固定し、先の尖った研磨ブラシで慎重
に磨いていきます。シャープな輪郭を残しながらも、完
璧な360度の円のフォルムを保たなければなりません。
長年の経験を持つ熟練の職人だけに任される難しい作

上・右ページ：ケース各部の研磨
は、手作業で入念に行われます。
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上の2枚：ブランパンが特許を取得した
アンダーラグコレクターの組み立て。

左と右ページ上：フィフティ ファゾムス
のベゼルの組み立て。



また、これ以外のエングレービングを施すモデルもあ
ります。カレンダー機能を備えたタイムピースの多くは、
ブランパン独自のアンダーラグコレクターを搭載して
います。一般的なコレクターはケース側面のくぼみに
配置されますが、これはその名の通り、ラグの下にコレ
クターを収納したシステムです。このシステムの利点
は、ケース側面のくぼみをなくして滑らかな表面に仕
上げられることと、カレンダー表示がプッシュピンなど
を使わずに指先だけで調整できること。アンダーラグ
コレクターの組み立て作業は、時計職人がムーブメン
トを組み立てる作業によく似ています。組み立てを始
める前に、コレクターを収めるのに必要な穴や溝を 

ケースに施します。このシステムは複数の部品で構成さ
れており、特に重要なパーツは、ラグ下に配される小
さなプッシャー、それを動かすバネ装置、そして小さな
安全装置です。コレクターが4つあるモデルもあり（トラ
ディショナル チャイニーズ カレンダーやランニング・イ
クエーションは5つ）、どれも組み立てを専門とする職
人が手がけます。

ベゼルが回転するフィフティ ファゾムスのケースには、
特殊なプロセスが必要となります。フィフティ ファゾム
ス コレクションでは様々なタイプのベゼルが使われて
おり、「ボンベ」（ドーム型）と呼ばれる丸みを帯びたサ
ファイアクリスタル製ベゼルのほか、バチスカーフ モデ
ルではセラミックインサートとリキッドメタル®のイン 
デックスを施したベゼルもあります。サファイアクリス 
タル製ベゼルのリングは、シェイプが完成した状態で 
シモン エ モンブレ社に送られますが、色付けやインデック 
スの刻印はされていません。そこでまず、ベゼルの裏面
に色付けを行います。ボンベリングの裏に色を付ける
ことで、ベゼルに独特の輝きと趣が加わるのです。これ
はブランパンが開発した技術です。色付けが終わると、
レーザーでインデックスを彫り、スーパールミノヴァ®

ブランパンのフィフティ ファゾムス
は回転ベゼルを備えているため、 
特殊なプロセスが必要となります。
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を塗布します。続いて、ベゼル表面にも同じ加工を施
します。ごくわずかの公差で作られているため、サファ
イアクリスタルをベゼルのリングにはめるのは極めて
難しい作業です。しかも、正しい位置に配置しなけれ
ばなりません。金属製リングの裏側には、ベゼルを正
確かつ小刻みに回転させるための細かい歯が刻まれ
ています。そこで問題となるのが、インデックスの12時
位置です。この裏側の歯との位置関係を見ながら、ベ
ゼルを回した時に12時の位置ぴったりにくるようにイン
デックスを加工しなければなりません。ベゼルのイン 
デックスと裏側の歯がしっかり合っていないと、12時
位置の前後にずれてしまうのです。

チタン製ケースの場合には、また違った課題がありま
す。チタンは極めて硬度の高い金属のため、加工する
機械に問題が生じるのです。まず、タガネ先端の摩耗
です。たった数回使うだけで切れ味が悪くなるため、
頻繁に交換しなければなりません。次に問題となるの
が、熱です。チタンの加工中は機械も部品も非常に高
温になり、発火の恐れがあります。ですから、チタンの
加工を行うエリアでは特別な安全対策が必要となる
のです。

このように、ケースは一つひとつ、数え切れないほどの
作業を経て作られています。こうしたプロセスをたどり
ながらケース製作の現場に思いを馳せると、ブランパン
のケースを新たな視点で楽しむことができるはずです。
ラグからケース側面にかけての流れるような曲線、完
璧に磨き上げられたダブルステップベゼル、12時位置
にぴったりと止まるフィフティ ファゾムスのベゼル。こう
したディテールが、ドレモンで働く職人たちの卓越した
技術を思い起こさせてくれることでしょう。

ケースは一つひとつ、数え切れないほどの作業 
を経て作られていると言っても過言ではありません。
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新鮮、ピュア、濃厚という言葉に新たな概念をもたらしたランスの名店

ラシエット

シャンプノワーズ

文：ジェフリー S.  キングストン
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されたのは、ドン・ペリニヨンがこの世を去ってからお
よそ1世紀半後、すなわち1800年代半ばに入ってから
のことでした。そんな誤った歴史認識が広まっているも
のの、スティルワインからスパークリングワインが生ま
れたことで、ワイン醸造に大きな変化が起きたのは事
実。その変化をきっかけに、シャンパンは突如、ワイン 
の中でも注目される存在となり、祝福やラグジュアリー 
の象徴として卓越した地位を築くこととなったのです。 
また、この変化を機に、多くのグランメゾン（大手ワイン
メーカー）も台頭するようになりました。その長いリスト
には、モエ・エ・シャンドン、ヴーヴ・クリコ、テタンジェ、
ローラン・ペリエ、ロデレール、ボランジェ、さらにはク 
リュッグ、ポル・ロジェ、ドゥーツ、パイパー･エドシック 
など、誰もが知る有名ブランドが名を連ねています。

これらのグランメゾンは、成功と優位性を獲得するに
つれ、保守的な姿勢を取るようになり、どのメゾンも自
社のスタイルに固執するようになっていきます。そうし
た大手メーカーに同調し、この地方の料理人たちも、
築いた地位を損なわないよう、頑なに伝統を守るよう
になっていきました。

小さな個人経営のブティックワイナリーの生産者たちが、
静かにひっそりと花開き始めたのは、10年ほど前のこ
と。そこで誕生したのが、個々の畑の特徴を反映させ
た職人による手造りのシャンパンです。大量生産を行
うグランメゾンでは成し得ない、あるいは伝統を守る

「革命」という言葉は、激しい感情を伴う強い言葉で
す。フランスの革命指導者ロベスピエールやロシアの
左派ボルシェヴィキ、キューバの革命家チェ・ゲバラ 
などを連想させます。慈悲も容赦もない厳格さ、過酷
さ、残虐、破壊といったイメージです。では「穏やかな
革命」というのはありえないのでしょうか。既存のもの
を寛容に受け入れ、称賛と敬意を示しながら、歴史や
伝統と共存できる新たなアイデアを打ち出す革命で
す。これまでのイメージにとらわれず、あなたの辞書の 

「革命」のページに、この穏やかな革命という概念を
追加してみてください。この新しい概念が頭にあると、
いまシャンパーニュ地方で起きているワインと食の 
革命を理解しやすくなるでしょう。シャンパーニュの 

「穏やかな革命」。その立役者となるのが、この地方
で最も名高いレストラン、ラシエット シャンプノワーズ
です。

伝説によれば、シャンパンは、ドン・ピエール・ペリニ 
ヨン（1638～1715年）というベネディクト会の修道士に
よって発明されたとされています。ペリニヨンは、ワイン 
造りにおいて数々のイノベーションを起こした人物で
すが、当時ワインと言えば、泡のないスティルワインの
ことを指していました。実際、ドン・ペリニヨンが没頭し
ていたのはスパークリングワインの醸造などではなく、
むしろその反対のものでした。彼の最大の発見は「泡
が出ないようにする方法」だったのです。有名なシャン
パンの製法である「メトード シャンプノワーズ」が開発

右ページ：リ ド ヴォー、 
パセリのクリームを添えて。

ワイン造りと同様、シャンパーニュ地方の料理も 
進化を遂げてきました。
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という大胆なことを考える人は、これまで現れなかっ
たのです。それを試みたのが、ラシエット シャンプノワー
ズでした。今日、シャンパンには幅広い選択肢があり、
同店のワインリストには、1,054種類という圧倒的な数
の銘柄が並んでいます。辛口のエクストラ ブリュ キュ
ヴェから、テロワールの個性を明確に表現した極めて
生産量の少ないキュヴェ、インクのような深い色合い
を持つピノ・ノワールのキュヴェなど、多様なセレク 
ションのおかげで、料理においても多彩な表現が 
可能になり、濃厚な味わいを生み出せるようになった
のです。こうして、料理を主役とし、それに合うシャン
パンを選ぶ、というスタイルが取り入れられるように 
なりました。

この試みに、ラルマンは成功したのでしょうか。彼に対
する世界的評価を見れば、一目瞭然でしょう。彼は、 
ミシュラン三つ星とゴー・エ・ミヨー（Gault & Millau） 
19.5ポイントを獲得しています。ちなみに数年前、ゴー・エ・
ミヨーは、獲得しうる最高得点は19ポイントであると
発表しています。そこが評価の天井となるわけですが、
天井というのは、時に打ち破られるもの。その天井を破
り19.5ポイントを獲得したレストランは、フランスで3軒
しかありませんが、ラシエット シャンプノワーズはその
うちの1軒に入っています。

ためにあえてやろうとはしない製法で作られます。強い
個性を打ち出す、この大胆なワイン造りによって、シャン
パンの可能性は大きく広がっていきました。もちろん、
グランメゾンは相変わらず素晴らしいキュヴェを愛 
好家たちに届けていますが、現代のワイン通たちは、
ぶどうの品種、グラン・クリュ、プルミエ・クリュといっ
た、その地域の畑の格付け、生産された村、醸造家ご
とのスタイルなどにもこだわるようになっています。これ
らは、グランメゾンの世界ではあまり語られない概念
ですが、この部分がまさに、伝統と共存する「穏やかな
革命」なのです。

ラシエット シャンプノワーズのオーナーシェフ、アルノー・
ラルマンの料理には、あらゆる面で、今日のシャン 
パーニュ地方のワイン造りと同じ多様性や広がりが
あります。「シャンパーニュ地方の高級料理」を定義し
てきた権威や形式に縛られるのではなく、ランスの料
理に、これまでにない新鮮さやピュア感、濃厚さをも
たらしたのです。シャンパーニュの料理界を一変させ
たと言っても過言ではありません。もちろん、敬意を
込めて、穏やかに。つい10年前まで、ランスや近郊の
町エペルネーの高級レストランの料理と言えば、あく
までもシャンパンの引き立て役、という印象でした。 
シャンパンの帝王クリュッグから主役の座を奪おうなど 



ミシュラン三つ星とゴー・エ・ミヨー19.5ポイントという、 
世界レベルの評価を獲得しています。
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ブルー ロブスター
父に捧ぐ、2015年 4人分—下ごしらえの時間：1時間—調理時間：30分

材料

ロブスター
500〜600gのブルーロブスター　2尾

ロブスターバター
ロブスターの殻　500g
パプリカ　5g
バター　100g

スイートペッパーのサイフォンソース
じゃがいも　250g
オリーブオイル　7g
スモークパプリカ　7g
水　250mL
牛乳　100mL
クレームフレーシュ　200g 
塩　10g

ロブスターソース
ロブスターの頭　500g
オリーブオイル　10g
パプリカ　15g
はちみつ　50g
エシャロット　100g
デザートワイン　375mL （ ソーテルヌ）
クレームフレーシュ　500g 

ポテトラウンド
じゃがいも　200g
ロブスターソース　100mL

ポム スフレ
じゃがいも（ビンチェ種）　6個 
揚げ油（ひまわり油）

シャンパーニュ ビネガーソース
シャンパーニュ ビネガー　100mL

ナスタチュームの葉　12枚
刻んだセージ

盛り付け

ソースをからめた円形のじゃがいも3ピースをお皿の左側に並べ、その上に刻んだロブスター、スイートペッパーのサイフォンソース、
刻んだセージを少しずつのせます。その上から円形のジャガイモスライスをかぶせて、3つのラビオリを作ります。プレートの右側にシャン
パーニュを煮詰めたソースで一本のラインを描きます。その上にロブスターの半身をのせます。その横に、1本の爪を立てるようにし 
て配します。ナスタチュームの葉で作った3種類の円形を散らし、3か所にポムスフレを配して、仕上げます。ロブスターソースを別に添
えてサーブします。

作り方

生のロブスターを胴体、爪、頭の部分に分けます。爪は6分間、胴体は2分間、
湯通しします。身を取り出し、別にしておきます。サーブする直前にロブスター
バターを温め直します。足を細かく刻み、飾り付けのために取っておきます。

ロブスターの殻とパプリカを弱火で炒めます。そこにバターを加え、1時間、弱
火でじっくり火を入れます。鍋の中身を濾したものを沸騰させ、澄ましバター
を作り、別にしておきます。

じゃがいもの皮をむき、カットします。少量のオリーブオイルで炒めます。スイート
ペッパーを加え、かぶるくらいの水を入れたら、水分がなくなるまで煮込みます。
牛乳、クレームフレーシュ（サワークリームの一種）、塩を加え、沸騰させます。 
かき混ぜて濾し、カートリッジをセットしたサイフォン（泡ソースを作る調理器具）
に注ぎ入れます。

エシャロットの皮をむき、カットします。ロブスターの頭をオリーブオイルで炒
めます。パプリカ、はちみつ、エシャロットを加えます。デザートワインを加えて
煮込みます。半分になるまで煮詰めたら、水を加え、1時間、弱火でじっくり煮
込みます。クレームフレーシュを加え、濾し、調味料を加えて味を調えます。

じゃがいもの皮をむき、1個は別に取っておきます。直径6cmのスライスが合
計30枚できるよう、残りのじゃがいもをカットしたら、1分間炒め、ロブスター
ソースをからめます。

取っておいたじゃがいもを3mmにスライスし、さらに6cm x 4cmの楕円形にな
るようカットします。135°Cに熱したひまわり油で、何度も油を回しかけながら
揚げ、最後に180°Cで1分間揚げます。塩を振り、味を調えます。

ビネガーを火にかけ、シロップのようなとろみが出るまで煮詰めます。

ナスタチュームの葉をカットして、直径2cm、3cm、4cmの円形を4枚ずつ作ります。
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せています。その秘訣は、低温で長時間じっくり火を
入れ、トマトの真の美味しさを極限まで引き出すこと。
チェリートマトの周りには、輝くような赤いトマトのガ
スパチョが注がれ、わずかに添えられたオリーブオイ
ル仕立てのリンゴのスフレが異なる食感を演出してい
ます。その個性に圧倒されるのが、チェリートマトの一
皿とともにグラスで提供されるペールイエローのトマト
ウォーターです。その色とは裏腹に、このトマトウォー
ターは、チェリートマトに詰められたピューレと同様、 

（またこの言葉を使いますが）新鮮かつピュアであり、
旨味をさらに充填したかのような濃厚さがあります。さ
らに驚かされるのは、現代の料理人たちが「分子料理」
と呼んでいる化学的な調理操作を、ラルマンは一切 
使っていないという点です。つまり彼は、伝統的な調理
法には未知なる可能性が残されていて、主役となる食
材の真髄を余すところなく伝えることができる、という
ことを証明しているのです。そこには遠心分離機など
必要ありません。

あらゆるレストランが、そして、あらゆるレストラン批評が
「新鮮」「ピュア」という形容詞を決まり文句のように 
使っていますが、そもそも鮮度や純度の低さを謳った
料理などありません。では、これらの形容詞は、何の意味
もなさない薄っぺらで中身のない言葉になってしまっ
たのでしょうか。いえいえ、そんなことはありません。そ
の明らかな証拠となるのが、ラシエット シャンプノワー
ズでの2度のディナーで私が取ったメモ。料理の説明
や印象を綴ったその手書きのメモには、どの料理に対
しても、大きな文字で繰り返し「新鮮」「ピュア」という言
葉が書かれています。あれこれ考えたり、表現を練った
りする暇もなく、料理を口にした瞬間、反射的にそれら
の言葉が溢れ出てきたのです。

「D・ヴェクタン農場のトマト／トマトウォーター」とい
うラルマンのトマト料理を口にすれば、その意味がよく
分かります。夏の完熟トマトは、そのままでも十分美味
しいものですが、ラルマンは、皮をむいたチェリートマ
トに、トマト コンカッセを詰めたこの一品で、トマトを
別次元へと引き上げています。拍手喝采したくなるよ
うな濃厚な味わいが口いっぱいに広がるこのコンカッ
セは、他では味わえない逸品です。まるで1,000ワット
の増幅器で美味しさを増幅させたかのように、トマト
の旨味を抽出し、これまでにないレベルにまで凝縮さ

「新鮮」「純粋」などという形容詞は、使い古されたものかも 
しれません。ですが、料理を口にした瞬間、衝動と言えるほど 
強烈な反応として、それらの言葉が溢れ出てきたのです。

左ページ：ラングスティーヌ ロワイ
ヤル（大テナガエビ）のロースト。
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ソムリエから提供される百科事典のようなワインリスト
には、1,054種もの銘柄が分かりやすく分類され、iPad
上で検索できるようになっていますが、このレストラン
で食事とワインのアドベンチャーを堪能したいなら、
一品ごとに違ったシャンパンを楽しめるテイスティング
メニューを注文するのがベストでしょう。次 と々供され
る料理とシャンパンの完璧なマリアージュを満喫でき
るのはもちろん、小さな醸造所の職人によるワインか
ら、少量生産のスティルワイン、様々なスタイルのロゼ
やキュヴェ プレステージをはじめとする大手メゾンの
シャンパンまで、シャンパーニュ地方のワイン醸造の
多様性を楽しむことができます。ここで、大切なポイン
トをひとつ。卓越したシャンパンの決め手は、泡だけで
はありません。その高い品質を支える核となるのは、各
産地の一流ワイン（ブルゴーニュワインやボルドーワ 
イン）に欠かせない様 な々ニュアンス、深み、複雑さを兼 
ね備えた良質なワインです。シャンパーニュ地方以外
の地域では、フルートグラスが好まれる傾向がありま
すが、実はフルートグラスでは、シャンパンの魅力を十
分に引き出すことができません。ラシエット シャンプノ
ワーズでは、その香りと味を余すところなく伝えるため、
赤ワインのグラスでサーブされます。この提案が広く
普及してほしいものです。

アルノー・ラルマンは、父ジャン・ピエールと同様、人生
を料理に捧げてきた人です。1975年、ジャン・ピエール
は妻コレットとともに、ランス近郊のシャロン シュル  
ヴェルに「ラシエット シャンプノワーズ」という名のレ 
ストランをオープンさせました。現在の店は、そこから
10kmほど離れたランス近郊のタンクーに移転してい
ます。アルノーは17歳の時、シャロンの地で仕事に就き
ました。ちなみにシャロンとは、アルノーの誕生から2年
後の1976年に、父ジャン・ピエールが最初のミシュ 
ラン星を獲得した場所です。その後、ストラスブールのホ 
テル業界専門学校で学んだアルノーは、ロジェ・ヴェ
ルジェ、ミッシェル・ゲラール、アラン・シャペルといっ
た三つ星シェフたちの下で数年間修行し、料理の腕
を磨きます。アルノーが両親の元へ戻ったのは1996年
のこと。その時すでに両親はタンクーに移転し、ホテル
レストランを営んでいました。そして2002年、まだ50歳
だった父が急逝し、アルノーは後を継ぐことになります。
そこから彼のレストランはミシュランの階段をさらに昇
り始め、2005年には2つ目の星を、2014年には3つ目の
星を獲得するに至ります。

彼は自身の料理を「コンテンポラリー」で「ピュア」だと
説明し、「モダンではない」と言い切ります。（ここでも 

「ピュア」という言葉が出てきました。）つまり、分子調
理や真空調理は行なっていないという意味です。自ら
が理想とする「ピュア」さに到達するため、彼はメニュー
を考案する際、主役となる食材を多くとも2種類、ほと 
んどの場合、1種類に絞ります。だからと言って、彼の
料理は決して単純ということではありません。彼の料
理本のページをめくれば、その調理法が驚くほど複雑
であることが分かります。ただ、一見しただけでは想像
できないだけなのです。「とてつもなく複雑なものから、
とてつもなくシンプルなものが生まれる」というウィンス
トン・チャーチルの有名な言葉がふと頭をよぎります。
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さて、いよいよディナーの始まりです。まずはアペリティ
フから。天気が良ければ、レストランの静かな庭園内
にある美しいテラスで提供されます。テイスティングメ
ニューを選んでおけば、膨大なメニューを読んだり 
選んだりしなくても、料理に合うワインが出てくるので、 
庭園から吹いてくる心地よい風を感じながらゆったり
落ち着いてディナーを楽しむことができるでしょう。ス
ターターはもちろん、一杯のシャンパンとひと口サイズ
のオードブル（つい先日いただいたオードブルは、レッ
ドペッパームースを添えた繊細なペストリー、ライスパ
フとシトラスをトッピングした、ふんわり軽いパセリのス
ポンジケーキ、砂糖と塩で漬け込んだサーモン、そし
て、驚くほど軽いのに濃厚な味わいの薄焼きパルメ 
ザンでした）。

庭園でのひとときを楽しんだ後は、現代的ですっきり
とした内装にベルエポック時代の壮麗なシャンデリア
が映えるダイニングルームへ。ラルマンのディナーはい
つも、シャンパーニュ地方の伝統を受け継ぐポテ シャン
プノワーズという煮込み料理から始まります。これは、 
粒マスタードでアクセントを付けた豚肉のコンフィに、
香ばしく焼き上げた丸いペストリーと歯ごたえのいい
ラディッシュ、カリフラワー、カブ、ニンジンをトッピング
し、野菜の旨味が詰まったブイヨンで仕上げたもの。
素朴な郷土料理を、三つ星レベルに昇華させた一品
です。
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野菜をただの添え物としてしか見ていないレストラン
が多い中、ラルマンはすべての料理を野菜に捧げてい
ます。そのことをよく表しているのが、先程のトマトを使
った至高の一皿です。また「B・デロフル農場のズッキ
ーニ　スパイス仕立て」や「グリーンピースとハーブの
カレー風味」なども野菜の魅力が詰まった料理の好
例でしょう。ほどよく火が入ったミニサイズのズッキー
ニには、深いコクと旨味のあるパセリのソースが添えら
れます。グリーンピースのディッシュは、甘い豆のソル
ベの周りにほんのり温かい豆のソースを注ぎ、かすか
なカレーの風味をプラスした、冷たくて温かい料理。
数粒のライスパフの食感がアクセントになっています。
凝縮され旨味を増した豆のエッセンス、深み、新鮮さ
が重なり合い、見事なアンサンブルを奏でます。

甲殻類を使った二品は、彼の緻密な料理の腕を物語
っています。「ブルーロブスター／父に捧ぐ」は、その名
の通り、1978年に彼の父親が初めて作った料理を進
化させたものです。半透明になるまでほどよく火を入
れた、完璧な焼き具合の大きなロブスターテイルには、
ロブスターの爪の身を詰めたポテトラビオリが添えら
れ、殻で取った出汁にソーテルヌワインを加えたコク
のあるソースで仕上げられています。ロブスター好きに
はたまらない一品です。「ラングスティーヌ ロワイヤル 

（大テナガエビ）のロースト」という料理では、シンプ
ルにローストした大テナガエビの横に、一見するとマヨ
ネーズのように見えるソースが添えられています。この
ソースはマヨネーズではなく、テナガエビのエキスを凝
縮させた出汁とオリーブオイルを合わせ、グレープフ
ルーツペッパーでちょっとスパイシーに仕上げた濃厚
なソース。一口で心を奪われる深い味わいです。

野菜をただの添え物としか見ていないレスト 
ランが多い中、ラルマンはすべての料理を野菜
に捧げているのです。

上：グリーンピースとハーブの 
カレー風味。

下：D・ヴェクタン農場のトマト／ 
カネロニ フォンダン。

右ページ：小鳩のカイエット／ 
パイ包み焼き。



95



96 | 暮らしの芸術



キャビアと言えば、シャンパンに合う食材の代表格で
すが、ラルマンの手にかかれば、やはりユニークな一
品に変身します。「キャビアは前菜」という慣習にとらわ
れず、ラルマンは「キャビアリのキャビア／タラとポテト
とともに」という料理をテイスティングメニューの中盤
に持ってきています。キャビアとともに提供されるのは、
軽く火を通したスモーキーなタラと、雲のようにふわふ
わとした温かいポテトムース。どちらもキャビアによく合
う食材を使った逸品です。とはいえ、この一皿の主役
はあくまでもキャビアであり、これら二品は最高の引き
立て役を演じています。

魚が主役の料理は「サンピエール ド プティバトー／ 
ポンズ クレミュー」。サンピエール（マトウダイ）は味が
淡白なので、他の食材でアクセントを付ける必要があ
ります。その役目を担っているのが、深みとコクのある、
エキゾチックでスモーキーなポンズソース。そこに見事
なバランスをもたらしているのが、メキシカン タラゴン
とパテ ミソをトッピングした茄子のローストです。ちな
みにこのパテ ミソの原料は大豆とスイカ。味噌の発酵
香や豊かな旨味に、スイカが絶妙な風味を添えています。

父ジャン・ピエールに敬意を込めたもうひとつの料理 
「小鳩のカイエット／パイ包み焼き」は今もこの店のス 
タンダードであり続けています。これは、アルノーが父
とともに作った最後のレシピです。概して「パイ包み焼
き」という料理には、がっかりすることの方が多く、ひど
い時には、パイによって中身の美味しさが台なしに 
なっていることさえあります。そんな先入観を吹き飛ばし 
てくれたのが、ラルマンのパイでした。薄く、軽く、繊細
で、何より素晴らしいのは、サクサクとした食感が失わ
れていないこと。このパイが、レアに焼き上げられた鳩
肉、フォアグラ、スイスチャードのレイヤーに素晴らし
い食感をプラスしています。このパイ生地と同じく奇跡
的なのは、その横に添えられたソース。別次元の濃厚
さとコクで舌を驚かせてくれます。大量の鳩肉から抽
出したエキスをぎゅっと濃縮したような、深い旨味の詰
まったソースは、まさに絶品です。

「リ ド ヴォー／パセリのクリームを添えて」はラシ 
エット シャンプノワーズの定番の一品。外側は香ば 
しくキャラメリゼし、中はふっくら柔らかく仕上げた 
ボリュームあるリ ド ヴォー（胸腺肉）に、パセリで鮮や
かに仕上げた肉汁のソースが添えられます。しっかりと
した味わいの胸腺肉のマリアージュにソムリエが選ぶ
のはクリュッグです。

左ページ：キャビアリのキャビア／ 
タラとポテトとともに。

右上：イシビラメのブルターニュ風／
オニオン ヴァンジョーヌ。
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左：アマンド／ミエル。

右ページ、上・下： 
M・ バシェス農場のレモン。

ラシエット シャンプノワーズでは、デザートもひとつの
ミニテイスティング メニューとして成立しています。クリ
スピーで軽やかなカヌレ ド ボルドーやフルーツゼ 
リー、チョコレートドームが並べられ、テーブルが賑やか
に彩られます。その中央に運ばれてくるのは、一段と華
やかなデザート、アマンド／ミエル。「アーモンドとはち
みつ」を意味するシンプルな名前からは想像がつかな
いほど繊細で独創的な一品です。パリッとした食感の
コムハニー（巣蜜）と、アーモンドアイスクリーム、はち
みつ、濃厚なチェリーソースという正反対の要素が、
互いの美味しさを引き立て合います。

シャンパンと言えば、つい思い浮かべてしまうのが勝
利選手たちがシャンパンをかけ合うシーン。これは、 
1966年にルマン レースでフォードが表彰台を独占し
たのを祝って、米国のドライバー、ダン・ガーニーが 
シャンパンを振りまいたことがきっかけで始まった 
ものです。そんな嘆かわしい慣習がはびこる中、ラシ 
エット シャンプノワーズは、「卓越、優雅、洗練」といっ
たシャンパン本来のイメージを世の中に伝える案内役
アンバサダーという重要かつ影響力のある役割を 
担っています。それだけではありません。ラシエット シャン
プノワーズは、食とワインを愛する美食家なら一度は
訪れたい名店中の名店なのです。



ラシエット シャンプノワーズは、影響力の 
ある案内役・アンバサダーとして、シャンパン
の真の魅力を世の中に伝えています。
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シャサーニュ・モンラッシェにあるプル
ミエ・クリュのブドウ畑、レ ショーメ。



カロリーヌ・モレ
ジャン・マルク・モレから娘のカロリーヌへと受け継がれる、

ブルゴーニュの名高いドメーヌ

文：ジェフリー S.  キングストン
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ブドウがワインになった時にどのような表情を見せる
のか。カロリーヌはそれを熟知しています。そしてブル
ゴーニュワインを愛する者なら、それこそが「テロワー
ル」と呼ばれるものの本質であることを知っているの
です。

カロリーヌの世帯は、いわゆる「パワーカップル」です。
夫のピエール・イヴ・コランもシャサーニュ近郊に自身
のワインルートを所有しています。2人は、住まいのある
村の中心部から1キロ未満の平地にある、同じ醸造所
を共有しています。しかしカロリーヌの造るワインには
彼女の、ピエール・イヴの造るワインには彼の名前が
付けられます。カロリーヌがレ カイユレの3面、ピエー
ル・イヴがレ カイユレ2面と南側の区画を所有し、醸
造や瓶詰めは別々に行われます。

カロリーヌとピエール・イヴはシャサーニュのパワー 
カップルですが、彼らの住む村もまた、世界最高級の
シャルドネを生み出す銘醸地という華やかな肩書を
持っています。シャサーニュ・モンラッシェはこのステイタ 
スを、「姉妹村」であるピュリニィ・モンラッシェと共有
しています。ブルゴーニュワインに一家言を持つ人は、
シャサーニュとピュリニィの関係を表すのに「姉妹村」
という表現はふさわしくないと主張することでしょう。
しかし、歴史と地理の観点から見れば、正しい表現な
のです。両村とも、世界一の知名度を誇り、特級指定

ブルゴーニュは、世界の他のワイン産地に比べて家
族経営の農園が多いことが特徴です。この地方のド 
メーヌ（訳注：ワイン生産者が所有する区画のこと）は、 
何世代にもわたり親から子へと受け継がれてきまし
た。カロリーヌ・モレは、シャサーニュ・モンラッシェの
ワイン生産者。今回は彼女が所有するシャサーニュ・
モンラッシェのプルミエ・クリュ（一級）のブドウ畑、レ 
シャン ガン、レ ショーメ、レ カイユレの3か所を案内
してもらいました。土壌の持つ様々な起伏、ブドウごと
の特徴、そして各区画を隔てる岩石の歴史まで、受賞
歴のある白ワインを育んだ畑を歩きながら話を聞く中
で見えてきたのは、彼女の造詣の深さでした。決して
知識をひけらかしているわけではありません。シャ 
サーニュで生まれ育ち、祖父アルベール・モレから父
ジャン・マルク・モレ、そしてカロリーヌへと受け継がれ
てきたこのブドウ畑で過ごすうちに、身についた知識。 
そこには、新参者には到底手に入れることのできない
奥深さがあるのです。そしてその豊かな知識は、彼女
の造るワインにも反映されています。それぞれの畑の

土地の個性についての豊かな知識こそが、 
テロワールを見事に表現したワインを生むのです。
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を受けている8ヘクタールの白ブドウ畑、ル モンラッ 
シェを有する村として、1879年より「モンラッシェ」の名を
冠しています。この2つの村にル モンラッシェという名
を添えることがいかに適切かについて、十分に理解し
ていない ワイン愛好家もいます。グラン・クリュ（特級）
のブドウ畑はすべてピュリニィ村の北側に位置し、 
シャサーニュ村とは国道6号で隔てられているため、
ル モンラッシェを含むグラン・クリュの白ブドウ畑はすべ
てピュリニィ側にあると思われがちです。しかし実際に
は、シャサーニュに4ヘクタール、ピュリニィに4ヘク 
タールと、ル モンラッシェは均等に二分されているので
す。また、厳密に言えば二等分ではありませんが、バ 
タール モンラッシェについても同じ説明が当てはまりま
す。他の3つのグラン・クリュについては、シュヴァリエ 
モンラッシェとビアンヴニュ バタール モンラッシェが
すべてピュリニィ側に、クリオ バタール モンラッシェは
すべてシャサーニュ側に位置します。

ブルゴーニュ地方全体に共通することですが、シャ 
サーニュの土壌は極めて多様です。ピュリニィとシャ
サーニュを隔てる山腹にあるブドウ畑は石灰質です。余
談ですが、パリのトロカデロ広場に敷かれた石畳はこ
こで採れたものでした。地元では墓石や暖炉に使わ
れています。レ カイユレが位置する丘の中腹は石灰岩
の崖に比較的近く、白亜質の石や岩が多く見られま
す。一方、村より低い場所にあり、シャサーニュとサン
トネー村をつなぐ道の北側に隣接するレ ショーメな
ど、平地に降りてくると、白い岩石は減り、赤みがかっ
た土壌になります。

シャサーニュ・モンラッシェは、
世界最高級のシャルドネを 
生み出す銘醸地です。

右：教会や村役場のある、シャサーニュ村の中心部。

シャサーニュは、世界屈指のワイン産地という名声を
感じさせない、静かな佇まいの村です。フランス語でカ
ヴォーと呼ばれる、試飲のできるワイン販売店が2つ
と、その1つの階上にレストランが1軒ある以外は、何も
ありません。この村唯一のレストランは、ミシュラン1つ
星を獲得しているにもかかわらず、大きな看板を掲げ
るわけでもなく泰然としています。ホテルも、商店もあり
ません。狭い通りに立ち並ぶ、手入れの行き届いた白
い石垣の向こうに、人々の人生が隠されています。

村役場は気品漂う立派な建物ですが、広 と々した前庭
の向こうに鎮座するその様子は、シャサーニュの村全
体に通じる奥ゆかしさを感じさせます。この村の見どこ
ろといえば、村役場、慎ましい教会、そして村の中心地
に食い込むように広がる、教会の隣のブドウ畑レ ミュ
レくらいでしょうか。



105



106 | 暮らしの芸術

カロリーヌの場合も、父の区画を兄弟と二等分して受
け継ぎました。ですから事業を拡げるためには、新た
な土地を購入する必要があります。カロリーヌはこの1
年の間に土地購入に着手し、シャサーニュ、そして隣
村サントネーに、白ワイン用品種と赤ワイン用品種の
ブドウ畑を獲得しました。そして幸いなことに、クリオ 
バタール モンラッシェのグラン・クリュを手に入れるこ
とができたのです。この一連の取引で、カロリーヌの所
有するドメーヌは2倍以上に拡大しました。そして2017
年には、新しい畑のブドウから記念すべきファーストヴ
ィンテージが誕生したのです。

カロリーヌがブドウ栽培において豊かな経験を持って
いることは、シャサーニュを案内してもらう間に十分伝
わってきました。醸造所では、ワイン生産以外の経歴
についても語ってくれました。20年以上にわたり父親
と働く中で、ブドウ栽培や醸造、貯蔵、瓶詰め、そして
事務まで、様々な機微を学んだと言う彼女。独立前の
数年間は、父親の助言に従いながらではありました
が、ドメーヌの管理を全面的に任されていました。しか
し彼女には、特に白ワインについて、独自の考えがあり
ました。父ジャン・マルクが造るワインには、彼の人柄
がそのまま映し出されています。精力的で、いつも楽し
げにブルゴーニュの食とワインを堪能し、シェイクスピ
アの作品に登場するフォルスタッフのようにウィットに
富んだ人物。陽気で大らかなジャン・マルクの人柄が、
まろやかで深みのあるワインを造るのです。ジャン・マ
ルクは、成熟したブドウを使うことで良いワインができ
ると考えていました。そのためブドウは十分に熟してか
ら収穫し、また、樽の底に沈殿した澱をかき混ぜるこ
とで旨味成分をなじませるバトナージュという手法を
用いていました。

シャサーニュで栽培されているブドウ品種は、今日で
はシャルドネが優勢ですが、数世代前までは赤ワイン
用が主流でした。カロリーヌの祖父アルベール・モレ
が1949年にレ カイユレを購入した頃は、畑全面に赤
ワイン用品種が植えられており、 もちろんその品種は
ピノ・ノワールでした。ブルゴーニュで栽培されている
ブドウ品種を覚えるのは簡単です。白ワイン用はシャ
ルドネ1、赤ワイン用はピノ・ノワール。これだけです。 
これは、13種もの品種を栽培するローヌ地方南部の
シャトーヌフ・デュ・パプとは対照的です。近年では赤
ワインよりも白ワインの方が高く売れる傾向にあり、白
と赤の割合は完全に入れ替わりました。カロリーヌは
これを、「シャサーニュは白くなった」と表現しています。
今では、シャサーニュのプルミエ・クリュで栽培されて
いる白ブドウの割合は4分の3に上ります。しかし、カロ
リーヌの受け継いだ土地では、白ワイン用品種と赤ワ
イン用品種が均等に栽培されています。彼女の父ジャン・
マルクは上質な白ワインを造ることで知られていま 
すが、シャサーニュ レ シャン ガン、シャサーニュ モン
ラッシェ ヴィラージュ、ボーヌ グレーヴ、そして2種類
のサントネーなど、数々の優れた赤ワインも生産してき
ました。カロリーヌはこうした伝統を守ろうと努め、白と
赤の栽培面積をバランス良く拡げています。

先祖代々の土地に対するカロリーヌの姿勢や、事業拡
大のベースとしての生かし方には、興味深いものがあ
ります。手工業的なワイン造りを行い、情熱を注ぎな
がら豊かな個性を表現できる点など、家族経営による
ワイン醸造には数々の長所がありますが、同時に、そ
こには区画の分割という問題も生じます。次の世代へ
と相続する場合は、兄弟姉妹間で区画を分割するこ
とになるからです。シャサーニュのモレ家の歴史を見
ると、それがよく分かります。カロリーヌの祖父アル 
ベール・モレは、2人の息子、ジャン・マルクとベルナール 
に畑を分割して相続しました（ベルナール・モレのブド
ウ畑はその後、その息子のヴァンサンとトマに受け継
がれ、それぞれが独立したドメーヌを所有しています）。

¹  シャルドネ以外に、カクテルの 
キールに欠かせないアリゴテ種やピノ・
グリ種も栽培されていますが、いずれも
ごくわずかです。ブルゴーニュ産の 
有名な白ワインはどれもシャルドネの
みで造られています。

右上：ブドウ畑レ カイユレから 
シャサーニュ村を望む。
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一方、カロリーヌのアプローチは対照的です。彼女が
目指すのは、土壌の個性を際立たせたワイン。彼女の
言う「土壌の個性」とは、冒頭でも触れた「テロワール」、
つまりブドウの生育環境です。白ワインを造る上での
カロリーヌの基本理念は、できるだけ手を加えないと
いうこと。父ジャン・マルクのようにバトナージュを行う
よりも、ワインと澱を自然になじませた方が良いと考え
ます。畑や年によっては、圧搾の際にかなりの割合の
ブドウを房のまま入れることもあります。ジャン・マルク
は、伝統を守るとともにスペース的な問題に対応する
ため、ブドウを破砕してから発酵槽に入れていました。
丸のままよりも破砕したブドウを使う方が、より小さな
容器に収まるからです。しかしカロリーヌとピエール・イ
ヴが新設した醸造所には十分なスペースがあるため、
彼女の場合は発酵槽に入れた後に破砕することが可
能となりました。発酵が終わると、ワインは澱もろとも
樽に移されます。人の手を加えずに「澱に仕事をさせ
る」のだそうです。樽の扱いでは、新樽使用率を細かく
管理しています。新樽率が高すぎるとオークの香りが
強くなり、土地の個性が消されてしまうからです。ブド
ウのアロマとオークを好みのバランスにするために、カ
ロリーヌは一般的に使われる228リットルの樽ではなく
350リットルの樽を使用しています。

ワイン愛好家であれば、1990年代半ば以降、ブルゴー
ニュワイン生産者を悩ませてきた白ワインの熟成前酸
化の問題をご存知のはず。それ以前は、ブルゴーニュ
ワイン愛飲者が「古き良き時代」と呼ぶように、ブル 
ゴーニュの白は上品な熟成が可能で、20年以上も熟成 
できるワインも多くありました。しかし1990年代半ばあ
たりから、ブルゴーニュの白ワインのほとんどが3～4
年以内に劣化してしまうようになったのです。カロリー
ヌは酸度不足が主な原因と考え、ブドウの酸度が下
がり過ぎる前に収穫することにしました。これにより、
弾けるような爽やかさを持つ、長期熟成可能な白ワイ
ンを造れるようになったのです。

ブドウ栽培においても貯蔵においても、白ワイン造り
に対する彼女のアプローチの多くはピエール・イヴの
手法と良く似ています。ワインの質を持続させるために
十分な酸度が残った状態で収穫すること、また、最低
限しか手を入れないこと。熟成を妨げる酸化を防ぐた
めにボトルを蝋封する点も、共通しています。とはいえ、 
2人のドメーヌが同一のワインを生むわけではありま 
せん。たとえば、ピエール・イヴとカロリーヌは2人とも
シャサーニュ レ カイユレを生産しています。2人のドメー
ヌのブドウは同じプルミエ・クリュの畑でも違う場所で
育てられており（ちなみに、カロリーヌのレ カイユレの
ブドウの樹齢50年を迎えます）、カロリーヌはピエー
ル・イヴより新樽率を少し下げています。これにより、
同じレ カイユレであっても、2人のドメーヌが生むワ 
インは微妙に異なるのです。

白ワインを造る上でのカロリーヌの 
基本理念は、できるだけ手を加えないと
いうこと。

左：醸造所に並ぶ発酵槽。 
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カロリーヌとピエール・イヴのワイン造りには1つ、大き
く異なる点があります。それは、カロリーヌは夫より多く
のピノ・ノワールを栽培し、赤ワインの生産数もかなり
多いということ。彼女とは半日話をしましたが、赤ワ 
イン造りを大いに楽しんでいるように感じられました。白 
ワイン造りでは、できるだけ手を入れない。それはすな
わち、わずかな変化に気を配りながらも、ワインの性質
を変えてしまうような「何かをする」誘惑に負けないと
いうことです。一方、赤ワイン造りでは、常に判断し、 
手を入れ、調整することが求められます。伝統的な手
法では、発酵中に槽の上の方へ浮上してきた澱やア 
クを、果汁の中に押し戻します。これを「パンチングダ 
ウン（櫂入れ）」と呼びます。ここでワインメーカーが直面 
する課題とは、どのタイミングで、何回行うかというこ
と。撹拌しすぎるとワインのバランスを損ない、足りな
いと貧弱なワインになってしまいます。市場価格の高
騰により白ワインが優勢になる前は、シャサーニュは
繊細でフルーティな赤ワインで知られていました。その
ワインは、世界的に有名なコート・ド・ニュイの赤とは

異なる性格を持ち、シャンベルタン クロ ド ベーズや
複雑な香りが特徴のクロ ド ヴージョとは一線を画す
ものでした。カロリーヌは、果皮に含まれる色素やタン
ニンを抽出しすぎないようにしています。畑や生産年に
よってブドウを房のまま入れる割合（全房率）を決め
ており、彼女の手掛けたシャサーニュの最新ヴィン 
テージは、全房率40%で醸造されています。発酵中は、
パンチングダウンを続けるかどうかを決めるために 
毎日テイスティングを行います。しっかりとしたストラク
チャー（骨格）に負けない、丸みのある上品でフルーティな
繊細さを目指しているそうです。シャサーニュ、サント
ネー、サントーバン、ボーヌで生産した彼女の赤ワイン
はすべて、伝統的なコート・ド・ボーヌのスタイルを踏
襲しています。

ブルゴーニュだけでなくフランス全土を見ても、少し
前までは女性のワイン生産者は極めて少数でした。か
といって、フランスのワイン業界に優秀な女性がいな
かったわけではありません。シャトー マルゴーのコ 
リーヌ・メンツェロプーロス、シャトー ピション ラランド
のマダム・ド・ランクザン、ドメーヌ ルロワおよびドメー
ヌ ド ラ ロマネ コンティのラルー・ビーズ・ルロワなど
がすぐに思い浮かびます。とはいえ、優れた功績を残
した彼女たちは、経営者であって造り手ではありませ
んでした。カロリーヌ・モレは、カリフォルニアのナパ・
バレーに続き、ブルゴーニュで花開きつつある、新た
な時代を象徴する女性です。ブルゴーニュでは今、多
くの女性がワイン造りの最前線で才能を発揮し、その
存在感を示し始めているのです（「ル・ブラッシュ便り」
第15号ではもう1人、ヴォーヌ・ロマネの女性生産者 
アンヌ・グロを特集しています）。

カロリーヌ・モレは、 
女性生産者が活躍する新たな時代の象徴です。
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サントネー ルージュ
全房率30%。爽やかなストロベリーの風味
が特徴の、フルーティで飲みやすいワイン。

シャサーニュ ルージュ
サントネーより深みのある濃厚な味わい。
はっきりとしたチェリーの果実香に、オー
ク樽由来のバニラ香をほのかに感じさせる
ワインです。

サントネー レ コルニエール 
心地良く飲める優れたワイン。 砂糖漬けの
レモンやオークの香りを微かにまとった、
鮮やかなアロマが特徴。はっきりとした輪
郭が印象的です。

シャサーニュ ル シェーヌ
凝縮度の高いワイン。甘やかな独特の柑橘
香が主張し、濃厚な甘みを残します。

シャサーニュ レ シャン ガン
凝縮度をさらに高めたワイン。ライムの皮と
バニラの香りが溶け合う複雑な味わい。

シャサーニュ レ ショーメ
非常に凝縮度が高く、テロワールが見事に
反映された、ミネラル感のあるワイン。 華や
かな果実香に、熟した桃のような香りを感
じるフルーティな味わいです。

シャサーニュ レ カイユレ
テイスティング時は、少し閉じている印象。
このドメーヌのワインは開くまでに2～3年
を要します。ミネラル香と果実香を感じる、
めりはりのある味わい。フルーティさと酸味
の見事なバランスが特徴。素晴らしい凝縮
度を叶えた、力強いワインです。

2015年産、2017年1月に瓶詰め。ただしレ 
ショーメおよびレ カイユレは2017年4月に
瓶詰めしたもの。2017年5月にテイスティン
グ。名に「ルージュ」の付くもの以外はすべ
て白ワイン。

テイスティングノート



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拠点を置くアサートン・
ワイン・インポーツ（Atherton Wine 
Imports）社の創業者でもあります。米国で
もトップクラスの高級ワイン輸入業者であ
ると同時に、世界一流のワイン鑑定家およ
びワインテイスターとして高く評価されて
いる人物です。ダーバリアン博士は毎年、
ヨーロッパや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、ワイン業界を代表する
関係者らに会い、交流を深めています。ま
た毎年、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ます。今号では、カ
ロリーヌ・モレのブルゴーニュワインをご
紹介いただきました。

シャサーニュ・モンラッシェ

パリ

サントネー レ コルニエール
新樽をテイスティング。このアペラシオン 

（産地）では傑出したワイン。アプリコットを
感じさせる心地良い果実香。

シャサーニュ ル シェーヌ
備考：カロリーヌはこの畑で赤ワイン用と
白ワイン用両方の品種を栽培しています。 
樹齢は20年。サントネーより重く、ミネラル
感の強いワインです。バターを思わせるバ
ニラ香のニュアンスが特徴。

シャサーニュ レ シャン ガン
2009年に父ジャン・マルク所有のブドウの
木を改植。スパイシーな柑橘系の香り。素
晴らしい凝縮度を持つ、ストラクチャーの
しっかりしたワインで、ミネラル感のバラン
スも見事。華やかな酸味も魅力です。

シャサーニュ レ ショーメ
2年樽をテイスティング。まろやかな味。ライ
ムの皮の香りと、微かなバニラのニュアン
ス。アロマが濃厚に持続するワイン。

シャサーニュ レ カイユレ
新樽をテイスティング。重めで力強い味わ
いが印象的。 弾けるようなレモンを感じる、
桃の香り。見事な成熟度。バニラ香との完
璧なバランスも魅力。 非常に濃厚で、アロ
マが長く持続するワインです。

2017年5月に樽詰めした2016年産を試飲。
いずれも白ワイン。

113



114 | イン タイム



様々な表情を見せる、3つのカレンダー

       新しい

カレンダー

文：ジェフリー S. キングストン
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にも、こうした価値観がしっかりと反映されています。
ダブルステップベゼル、ローマ数字のインデックス、ス
リムなケースといったヴィルレを象徴するデザインはそ
のままに、3時位置に並んだ控えめな表示窓が新しい
表情を添えています。この曜日や日付の表示は、イン 
デックスとスモールセコンドの調和を乱すことなく文字 
盤のレイアウトに見事に溶け込み、それでいて読み取
りやすいデザインとなっています。深夜0時を迎えた瞬
間に曜日表示が変わり、続いてわずかな時間差で日
付が変わります。美しく仕上げるため、ケース側面にコ
レクターは付けず、曜日も日付もリューズで設定や調
整ができるようになっています。

デイ・デイトを動かすムーブメントは、ブランパンの自社
製自動巻キャリバー1160DD。主ゼンマイを収めた香箱
を2つ備えることで、72時間のパワーリザーブを実現し
ました。また、キャリバー1160DDには緩急針のないフ 
リースプラング テンプとシリコン製ヒゲゼンマイが採用さ
れています。これはブランパンのすべてのムーブメントに
共通する特徴です。この組み合わせにより、ムーブメント
の精度だけでなく耐久性も大幅に向上するのです。透
明なケースバックからは、アングラージュ、ペルラー 
ジュ、コート・ド・ ジュネーブといったヴィルレ コレクション
らしい美しい仕上げを施したムーブメントと、ハニカム
パターンのギョーシェ彫りを施したイエローゴールド製
ローターを覗き見ることができます。デイ・デイトのこうし
た機構は、直径40mmのステンレススティール製ケース
に収められています。

腕時計のコンプリケーションのうち、最もよく使われ
るものはどれでしょうか。ちょっと考えてみましょう。ま
ずはアラーム。大切な機能ではありますが、頻繁に使
うものではありません。普通、私たちが起きなければ
ならないのは1日1回ですし、昼寝をしたとしても鳴ら
すのは2回程度でしょう。クロノグラフでもないはずで
す。きっちり16分という調理時間を守りながら1日中リ
ゾットを作り続けている人は別ですが。また、リピー 
ターでもないでしょう。心地よい音色とはいえ、1日にそ
う何度も鳴らすものではありません。GMT機能も違う
はず。毎日タイムゾーンをまたいで移動する人はまず
いないでしょうから。となると、最も頻繁に使われる 
コンプリケーションは、日付を表示するカレンダー 
機能ではないでしょうか。

日付表示は、腕時計に欠かせない便利な機構です。そ
こでブランパンは2017年のバーゼルワールドで、ヴィ
ルレ コレクションに新たに仲間入りする3つのタイム 
ピースを発表しました。表情の異なる3種類のカレンダー
機能を搭載した、ヴィルレ デイ・デイト、ヴィルレ ウィー
クリーインジケーター ラージデイト 8デイズ、ヴィルレ 
デイト ムーンフェイズの3モデル。1つの窓に表示した
り、2つの窓に大きく表示したり、特殊な針で指し示し
たりと、それぞれの方法で日付を表示します。

表示窓：ヴィルレ コレクションは、時を超えたエレガン
スと洗練を感じさせる、ブランパンの最もクラシックな
コレクション。新たに仲間入りしたデイ・デイト モデル

最も頻繁に使われるコンプリケーションは、
日付を表示するカレンダー機能ではないで
しょうか。
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ラージデイト：一方、ヴィルレ ウィークリーインジケー 
ター ラージデイト 8デイズには、日付表示を筆頭に、まっ
たく異なるカレンダー機能が搭載されています。様々な 
日付表示のうち、最も優れた視認性を誇るのが、この 
ラージデイト コンプリケーションです。6時位置に2つの
窓が並んでおり、そこに大きな数字で日付が表示され
ます。ラージデイトを搭載したブランパンの他のタイム 
ピースと同様に、このモデルも、深夜0時になると瞬時に
日付が変わります。

ヴィルレ ウィークリーインジケーター ラージデイト 8デ
イズの魅力は、ラージデイト以外にも2つのカレンダー機
能を備えていること。その1つは、モデル名の由来となっ
たカレンダーウィーク機構です。年初から何週目にあた
るのかをサーペント針で表示します。2世紀にわたる時
計製造の伝統から生まれたサーペント針は、時刻を示
す針と時刻以外の情報を示す針とを区別するために考
案されました。ブランパンがこのモデルにサーペント針
を採用したのも、まさにそのためです。時刻を示す時針、
分針、秒針はレッドゴールド製で、太めの時針と分針に
はヴィルレ特有のオープンワークが施されています。一
方、週番号を示すのは、ブルーに彩られた蛇行針。色も
形も違うので、時刻を示す針と見間違うことはあり 
ません。週番号は文字盤の一番外側に、ローマ数字の
インデックスをぐるりと囲むように刻まれています。

目利きの時計通ならすぐにお気づきかと思いますが、こ
のモデルの文字盤には週番号が53まで振られていま
す。1年は決まって52週であるという認識はよくある間違
いで、タイムピースを手がけていながら勘違いしている
メゾンすらあるのですが、実際には53週ある年も多いの
です。少し専門的な話になりますが、国際標準化機構

（ISO）が発行した、週番号に関する国際規格（ISO 
8601）というものがあります。この規格では、1年の第1週
は、1月の最初の木曜日を含む週で、かつ1月1日に最も
近い週であると定義されています。また、1年の最後の週
とは半分以上の日が12月に含まれ、その最終日が12月
31日に最も近い日曜日の週、とされています。国際規格
のこうした定義に基づいて考えると、現在世界で用いら
れているグレゴリオ暦においては、53週ある年は400年
につき71回、およそ5年に1回やってくることが分かりま
す。たとえば、2012年、2017年、2023年、2028年、2034年
がそれにあたるのです。

このモデルにはもう1つ、曜日表示も搭載されています。
曜日は、9時位置にあるインダイヤルに表示されます。

様々な日付表示のうち、最も優れた視認性を誇る
のが、このラージデイト コンプリケーションです。
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上：ブランパンが特許を取得したアンダーラグコレクターの構造。ブランパンは、ケース側面に配置された一般的なコレ
クターではなく、道具なしで調整できるコレクターを開発。ラグの下にあるタブを指先だけで動かせるようにしました。
さらに、コレクターがラグ下に収納されているため、ケース側面に余分なくぼみを増やすことなく、すっきりとした美し
いデザインを叶えています。



ヴィルレ ウィークリーインジケーター ラージデイト 8デ
イズには、ブランパンが特許権を持つアンダーラグコレ
クターが装備されており、カレンダー表示の調整はすべ
てこのコレクターで行います。カレンダー表示は通常、 
ケース側面に配された小さなくぼみ状のコレクターで設 
定や調整を行いますが、それには小さな工具やピンが
必要となります。しかしブランパンのアンダーラグコレク
ターなら、こうした不便さを解消できます。コレクターは
ウォッチのラグの下に隠されているため、ケース側面に
余分なくぼみを増やすことなく、すっきりとした美しいデ
ザインを実現できるのです。また、使いやすさも向上しま
す。ブランパンのコレクターシステムでは、ピンのような
特別な道具を使わなくても、指先で簡単に表示を調整
することができるからです。11時位置のコレクターでは
曜日を、そして1時位置のコレクターではカレンダーの週
番号を調整できます。ラージデイトはリューズで調整し
ます。

このモデルには、ブランパンの自社製キャリバー
3738G2が搭載されています。この自動巻ムーブメント
は、主ゼンマイを収めた香箱を3つ備えることで、8日間
という驚異的なパワーリザーブを実現。デイ・デイト搭
載のムーブメント同様、緩急針ではなくテン輪のチラネ
ジによって慣性モーメントを増減させて精度を調整す
るフリースプラング テンプと、シリコン製ヒゲゼンマイを
採用しています。テン輪はチタン製で、現在特許を申請
中です。また、バイカラーのローターにはハニカムパターン
のギョーシェ彫りが施されています。

こうしたカレンダー機能を独特の趣で引き立てるのが、
「グラン・フー」と呼ばれる高温焼成エナメルを施した
文字盤です。この文字盤の製作には、多大な労力を要
します。文字盤にエナメルをのせ、そのたびに高温の炉
で焼き上げて層を重ねていきます。とはいえ、こうした労
力はそれに見合う美しさを生み出します。文字盤を彩る
深みと華やかさは、グラン・フー ・エナメルにしか出せな
い味わいなのです。

レッドゴールド製の42mmケースに収められたこのタイ
ムピースには、レッドゴールドのフォールディングバック
ル付きで、ハンドステッチを施したアリゲーターストラッ
プがあしらわれています。

ヴィルレ ウィークリーインジケーター  
ラージデイト 8デイズは、ラージデイトに加え、
週番号表示と曜日表示を備えています。
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日付表示針：レッドゴールド製またはステンレスス 
ティール製のケースを備えたレディスウォッチ、ヴィルレ デイ 
ト ムーンフェイズ。このモデルには、表示窓、ラージデイ
トに続く3つ目の日付表示機能が取り入れられていま
す。チャプターリングにあしらわれたダイヤモンド イン 
デックスの内側に、ぐるりと並ぶ31の数字。先端に赤い三 
日月をあしらった針が、その数字を順番に指し示して日
付を知らせます。この日付表示は、コンプリートカレン 
ダー機能とムーンフェイズ表示を備えたタイムピースが
1980年代初頭に初めて登場して以来、メンズ、レディス
両方のコレクションに取り入れられてきた、ブランパン
を象徴するスタイルです。6時位置に表示されるムーン
フェイズには人の顔を描いた月が現れますが、男性の
顔が描かれたメンズウォッチと違い、このレディスウォッ
チでは口元につけぼくろをあしらったフェミニンな顔が
採用されています。

レディスウォッチ、ヴィルレ デイト ムーン 
フェイズに採用された日付表示は、ブランパン
を象徴するスタイル。

ステンレススティール製モデルのうち2つには、半世紀
前に発売されたブランパンのレディバード モデルに採
用された、由緒あるイノベーションが取り入れられてい
ます。1956年に誕生したレディバードは、ストラップを交
換できるシステムを初めて備えた画期的なモデルでし
た。ストラップを時計裏側のスロットに装着する仕組み
になっているため、気分や装いに合わせて色やデザイン
を選び、女性でも簡単に素早くストラップを交換できる
のです。新しいヴィルレ デイト ムーンフェイズにも、これ
と同じアプローチが取り入れられています。ただし、スト
ラップを時計裏のスロットに装着すると厚みが出てしま
うため、ブランパンは新たに、よりシンプルなシステムを
開発しました。ストラップをウォッチに固定するバネ棒に
小さなタブを付け、これを指で押すだけでラグからスト
ラップを外せるようにしたのです。ストラップの装着は、
外す時と反対の手順で行います。タブを押すだけで、ス
トラップをしっかりと固定できるようになっています。
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バー913QLにフリースプラング テンプとシリコン製ヒゲ
ゼンマイが採用されているのはそのためです。 またキャリ
バー913QLからは、ムーブメント設計者による新たな挑戦
がうかがえます。独立した巻上げ機構用の受けを使用
するのではなく、ムーブメント自体に自動巻上げ機構を
組み込むことに成功したのです。（詳しくは、「ル・ブラッ
シュ便り」第17号をご覧ください。）

カレンダー機能は、タイムピースに欠かせない極めて重
要なコンプリケーションです。バーゼルワールドで発表
されたこれら3つのモデルは、そのカレンダー機能を、三
者三様の形で提案しています。

この手軽なストラップ交換システムを備えたヴィルレ デ
イト ムーンフェイズは、交換用ストラップとセットになっ
ています。ストラップを交換するだけで時計の雰囲気を
がらりと変えられる、5本のストラップが入ったパッケー
ジ。木製ボックスには、スカイブルー、レッド、ミッドナイト
ブルーのアリゲーターストラップ3本、ホワイトのオースト
リッチストラップ1本、そしてブラックのサテンストラップ1
本が収められています。スティール製ケースを備えたこ
の新たなレディスウォッチは、合計4種類。

ベゼルと文字盤にダイヤモンドをセッティングした、交
換ストラップ付きモデル、ダイヤモンドなしの交換スト 
ラップ付きモデル、ベゼルと文字盤にダイヤモンドをセッ
ティングしたストラップ固定モデル、ダイヤモンドなしの
ストラップ固定モデルの4バージョンです。

このヴィルレ デイト ムーンフェイズには、2015年に誕生
した自社製自動巻キャリバー913QLが搭載されています。
ブランパンは、ムーブメントの技術的な卓越性はレディ
ス、メンズの区別なく同等であるべきと考えます。キャリ

このヴィルレ デイト ムーンフェイズの 
スティール製モデルには、 

交換用ストラップが付いています。
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