
IWCシャフハウゼンが 

世界初の完全民間の宇宙飛行ミッションを 

支援するために 

クロノグラフ INSPIRATION4をデザイン

シャフハウゼン、2021年8月26日 – 世界初の完全民間の宇宙飛行ミッションである Inspiration4を支援するために、IWCシャ
フハウゼンでは、このミッションの「リーダーシップ」、「希望」、「寛容」、「繁栄」という価値観を表現した、宇宙をテーマとする一連
の一点物のパイロット・ウォッチ・クロノグラフをデザインし、寄付しました。このウォッチは、4人のクルーメンバーが宇宙への旅
において着用し、その後、セント・ジュード・チルドレンズ・リサーチ病院 ®による命を救う活動を促進するために資金を集めると
いうこのミッションの目的の一環として、オークションにかけられます。

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ「Inspiration4」エディショ
ンのケースは、圧巻なホワイトのセラミックでできています。こ
の独特な色は、酸化ジルコニウムと他の金属酸化物とを特別
な比率で混合する複雑な製造工程によって得られます。セラ
ミックは、ダイヤモンドに次ぐビッカース硬度を示す、地球上で
も屈指の硬い物質です。ダークブルーのラッカー仕上げの文
字盤は、無数の星とともにパッドプリントされ、宇宙の深みと
暗さを採用しました。また、Inspiration4のロゴも備わってい
ます。内部で脈打つのは、IWC社製クロノグラフ・ムーブメン
ト、キャリバー 69380です。4つのウォッチの各々のチタン製
ケースバックには、各クルーメンバーが表現しているミッション
の価値観と名前が刻まれています。これらのクロノグラフには、
布製インレイを備えた人目を惹くホワイトのラバーストラップ
が組み合わされます。

人類の宇宙飛行と探検の新時代を象徴する、この地球低軌道
への数日間の旅は、セント・ジュード・チルドレンズ・リサーチ
病院を支援して、すばらしい可能性に関する人道的メッセー
ジを送るという多様な4人のクルーのミッションを踏まえ、
Inspiration4と名づけられました。このミッションは、38歳の

起業家兼熟達パイロットのジャレド・アイザックマンの考案に
よるもので、彼が船長も務めます。打ち上げは、9月に米国フ
ロリダ州にある歴史的なケネディ宇宙センター第39発射施設
で行われる予定です。宇宙船は、高度約575 km（357マイル）、
時速27,360 km（時速17,500マイル）以上で地球の軌道を
まわることになります。数日間の旅ののち、クルーは地球の大
気圏に戻り、フロリダ沖で軟着陸します。

IWCシャフハウゼンのCEO、クリストフ・グランジェ・ヘアは
次のように語りました。「創業者フロレンタイン・アリオスト・
ジョーンズがアメリカからスイスに渡って時計製造に革命をも
たらして以来、果てしない革新への意欲に熱い IWCは、先駆
者の企業です。私たちと多くの価値観を共有する Inspiration4
ミッションとパートナーを組み、一緒になって歴史をつくり、こ
うしたすばらしい目的のために資金を集めることができるとい
うのは、信じられないほど誇らしいことです。」

また、アイザックマンはこのようにコメントしました。
「Inspiration4は生涯の夢の実現です。IWCシャフハウゼン
が参加していただき、セント・ジュード・チルドレンズ・リサー
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チ病院のために資金を集めるという私たちのミッションを支援
していただけることに対し、クルーを代表して謝意を述べたい
と思います。」

4つのミッションの価値観を代表するクルー

Inspiration4の核心をなすのは、ユニークで多様なクルーで
す。船長を務めるアイザックマンは、「リーダーシップ」のミッ
ション・シートに座ります。彼はShift4 Payments社の創業者
兼CEOであると同時に、飛行関連の複数の世界記録をもつ、
民間機・軍用機の熟達パイロットでもあります。「希望」を表現
するミッション・シートに座るのは、小児癌を経験したことの
あるセント・ジュード・チルドレンズ・リサーチ病院の29歳の
医師助手、ヘイリー・アースノーです。「繁栄」のミッション・シー
トに座るのは、ビジネス・コンペに優勝して参加することに
なった51歳の起業家兼熟達パイロット、シャン・プロクターで
す。最後に、「寛容」ミッション・シートに座るのは、41歳の航
空宇宙産業の従業員で米国空軍の退役軍人、クリストファー・

センブロスキーです。彼は、資金集めキャンペーンに献金した
ところ、幸運にも、Inspiration4のシートが提供されることに
なったのです。

現在、クルーは、SpaceXにおいて民営の宇宙飛行士トレーニ
ングを受けており、軌道力学に的を絞りながら、微小重力、無
重力、その他の形態の負荷試験を受けています。さらに今後、
緊急事態に対する準備訓練や、完全な宇宙船への出入り訓練
を受け、部分的・完全なミッションのシミュレーションを受ける
予定です。 

Inspiration4の詳細や、この歴史的な宇宙への旅を支援し、
見守る方法については、www.Inspiration4.comをご覧くだ
さい。ソーシャルメディアでは、Twitter（@inspiration4x）、
Facebook（@insp i ra t ion4miss ion）、I ns tag ram 
（@inspiration4）、YouTube（@Inspiration4）で、ミッション
のトレーニング、準備、時期についての最新情報を得ることが
できます。
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特徴

機械式ムーブメント – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 日付・曜日表示 – 秒針停止機能付きスモールセコン
ド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 急激な気圧低下にも対応するサファイアガラス

 
ムーブメント

IWC自社製キャリバー 69380
振動数 28,800回／時（4 Hz）
石数 33
パワーリザーブ 46時間
巻き上げ 自動巻き

 
時計

素材  ホワイトのセラミック、ダークブルーのラッカー仕上げの文字盤、	
ブラックの針、ホワイトのラバーストラップと布製インレイ

ガラス 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラス 
防水性 6気圧
直径 44.5 mm
厚さ 15.7 mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ
「INSPIRATION4」エディション

R E F.  IW 3 8 91 1 0
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IWCシャフハウゼン

1868年、米国の時計技師であり、起業家でもあったフロレン
タイン・アリオスト・ジョーンズはボストンからスイスへ渡り、
シャフハウゼンに「インターナショナル・ウォッチ・カンパニー」
を設立しました。彼が描いた夢は、先進的なアメリカの製造
方法とスイスの時計技師たちが持つ優れた職人技を組み合わ
せ、その時代の最高の懐中時計を作ることでした。そして彼は
IWCの独創的なエンジニアリング手法の基礎を築き上げ、ス
イスの地で機械式時計の集中生産を確立しました。

IWCシャフハウゼンは150年にわたる歴史の中で、正確かつ
頑丈で、顧客にとって使いやすいクロノグラフやカレンダーな
どの機能を組み合わせた時計を生み出すことで高い名声を得
てきました。また IWCは、チタンやセラミックなどの素材の先
駆者であり、チタンアルミやセラタニウム®などの先進的な素
材を用いたテクニカルウォッチケースの製造もおこなっていま
す。華美な装飾よりも「形態は機能に従う」という原則を優先
するスイス時計メーカーとして、時代を超越した製品への思い
は、まさに人生を旅するオーナーたちの夢と志を体現してい
ます。

IWCは、責任を持って素材を調達し、環境への影響を最小限
に抑える措置を講じながら、何世代にもわたり受け継がれる
持続可能な時計を生み出しています。また、すべての従業員に
快適な職場環境を提供し、誇りをもって未来を担う時計職人
とエンジニアたちへのトレーニングを実施しています。さらに、
IWCは子供たちと青少年への支援に向けて世界的に活動し
ている組織とも提携しています。

ダウンロード

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ「 Inspiration4 」
エディションの画像は、press.iwc.com で無料で	
ダウンロードいただけます。

お問い合わせ

IWCシャフハウゼン
広報部門
Email	 	press-iwc@iwc.com
Website	 	press.iwc.com

インターネットおよびソーシャルメディア

Website	 iwc.com/ja
Facebook	 facebook.com/IWCWatches
YouTube	 youtube.com/iwcwatches
Twitter	 twitter.com/iwc
LinkedIn	 linkedin.com/company/
	 iwc-schaffhausen
Instagram	 instagram.com/iwcwatches_jp
Pinterest	 pinterest.com/iwcwatches
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