
カラーのエンジニアリング

IWCが誇る創造性豊かなスペシャリスト達は、画期的なカラーのエンジニアリングによって「モハーヴェ・デザート」、 
「レイク・タホ」、「ウッドランド」というセラミックの新色を開発しました。これらのカラーは、細心の注意でウォッチの
すべてのパーツにマッチするよう調整されています。それぞれの色・デザインを完璧に仕上げるために、膨大な試行錯誤
を繰り返しました。

最先端の仕上げ、配色、絶妙なコントラスト：これら
は、2007年の発売以来、IWCのパイロット・ウォッチ・	
コレクションのトップガン・ラインが忠実なファンを引き
付けてきたデザイン的な特徴です。「トップガン・ウォッチ	
の魅力的なデザインの鍵は、セラミック、チタニウム、セラ
タニウム®といったハイテク素材の採用にあります」と、IWC 
シャフハウゼンのチーフ・デザイン・オフィサーを務めるクリ
スチャン・クヌープは説明します。2019年にはパイロット・	
ウォッチ・クロノグラフ・トップガン“モハーヴェ・デザート”	
でサンドカラーのセラミックを取り入れました。ホワイト	
のセラミック製「レイク・タホ」およびグリーンのセラミッ
ク製「ウッドランド」の2つはクロノグラフの新色です。

海 軍 のカラ ー

カラー・セラミックは I WCでも長い歴史を持つ素材で
す。1980年代には既にプロトタイプ、またはダ・ヴィンチ・
パーペチュアル・カレンダーの限られたシリーズにホワイ
ト、グリーンのほかにピンクの酸化ジルコニウムも使用
されていました。クヌープにとって、今回トップガンにこの
素材が使用されることになったのも当然のことでした。	
「カラー・セラミックにより、私たちはぎりぎりまで「色味
を抑えた」独自性の高いデザインを生み出すことができ
ました。また、その機能性、技術、カラーもトップガンをイ	
メージしたコレクションで重要な役割を担います」

たとえば、カラフルな徽章には長い伝統があり、部隊の歴
史や結束を表現するためにパイロット自身がデザインした
ものも少なくありません。「プロのエリート・パイロットが
集まるIWCプログラムの一貫として、さまざまな部隊と共に
彼らのための特別なウォッチを製造してきました。トップ

ガン・クロノグラフの製造にあたっては、パイロットとの意
見交換がこの世界への深い知見を与えてくれました」と、	
クヌープは回想します。

たとえば、パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・トップガ
ン“モハーヴェ・デザート”には軍服をイメージした自然を
思わせるサンドカラーのセラミックが選ばれました。この	
カラーは、モハーヴェ・デザートにあるチャイナレイクの不
毛な砂漠の風景も反映しています。パイロット・ウォッチ・	
クロノグラフ・トップガン“レイク・タホ”は、白の軍服と淡
水湖レイク・タホの周囲に広がる冬の風景にインスパイ
アされたエディションです。パイロット・ウォッチ・クロノ	
グラフ・トップガン“ウッドランド”のデザインの特徴は、	
トップガンに所属するパイロットのフライト・スーツの目を
引くグリーンでした。

カラ ー のエン ジニアリン グの 複 雑 性

ウォッチの設計は複雑で非常に時間のかかる工程です。最
初のスケッチから最後の仕上げまで、新しいモデルの開発
にはおよそ2年から3年かかり、さまざまな専門分野のチー
ムが関わります。これには、デザイナーに加えて、工房の開
発やケース製造のスペシャリスト、材料エンジニア、試験部
門の担当者、商品化の担当者、プロダクト・マネージャー、
カスタマー・サービスおよび部品調達の担当者なども含ま
れます。

トップガン・クロノグラフの開発にはこれよりもさらに複
雑なカラー・セラミックの製造という工程が加わりました。
「それは信じられないほど複雑な工程です。まずセラミッ
クの新しいカラーを作り上げてから、それをウォッチのす
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べてのパーツに合わせて入念に調整しなければなりませ
ん。このように高度な一貫性と細部までの気配りを必要と
するカラーのエンジニアリングは、IWCでもこれまではな
かったことです」と、クヌープは説明します。

正しい 組 み 合 わ せ の 発 見

カラー・セラミックの製造工程は非常に複雑で、酸化ジル
コニウムとほかの金属酸化物を組み合わせる必要があり
ます。ただし、焼成中にカラーが変化するため、正しい配
合を見つけ出すには膨大な試行錯誤が必要です。最初に
色を絞り込むためにIWCが使用したのはPantone®カラー・
スキームの基本色でした。「工程が進むごとにセラミック
のサンプルとこの基本色を比較し、少しずつ目標の色に近
づけていきました」と、クヌープは語っています。最終的に、
「IWCモハーヴェ・デザート」、「IWCレイク・タホ」、「IWC 
ウッドランド」がIWCの新しいスタンダードとなりました。
将来的にこの3色が社内の基本色になるでしょう。

細 部まで の 
完 成 度 の 高さ

しかし、これは単なる始まりに過ぎませんでした。文字盤
とプリント、針、夜光塗料、日付ディスク、布製インレイ付
きラバー・ストラップ、このすべてのカラーがケースと完璧に
コーディネートされていなければなりません。「新しく開発
されたカラーを特性も製造工程もまったく異なるさまざま
な素材に適用するのは、途方もなく難しいことでした」と、
クヌープは説明します。

たとえば、仕上げを施したウォッチの針と文字盤の夜光
塗料は同じカラーでなければなりません。しかし文字盤と
針では素材や製造工程が異なり、技術や形状に関する要
件もまったく異なります。たとえば、文字盤に使用したカ	
ラーは夜光塗料のカラーにも影響を与えます。「夜光塗料
を細かく調整するだけでも時間のかかる大変な工程です。
社内のスペシャリストとサプライヤーで絶えずやり取りを続
けることで、少しずつではありましたが最適なソリューショ
ンに近づけることができました」と、クヌープは説明してい
ます。

経 験と研 鑽 を 積 んだ 目が 
もたらした 偉 大 な 業 績

腕時計のケースによくあるように、パーツのサイズがさら
なる障害となりました。たとえば布の部分や内部は、高精
度のカラー測定装置である分光光度計を用いてさまざま
な色調を正確に合わせることができます。しかし時計の針
は非常に小さいためそれができません。カラーを自動で混
ぜ合わせたり機械で適用したりすることは不可能なため、
最終的には膨大な手作業が必要です。

カラーのエンジニアリングがさらに進むと、明確にしなけ
ればならない多数の課題が生じてきます。その一例が彩度
でした。時計の数字や表示要素は通常、文字盤の上に互い
に複数回重ねてプリントされ、色彩効果はそれを何層重ね
るかによって変わります。したがって、ウォッチ上で最終的
にすべてを完璧にマッチさせるには、多くの経験と熟練の
目が必要です。

「私たちは、トップガン・クロノグラフを通して自分たちの
革新的な強みを証明し、新たな境地を開きました。豊か
な伝統に彩られたパイロット・ウォッチの歴史にすばらし	
い新しい章を加えると同時に、セラミックのエキスパートとして	
の経験をさらに深めることができました。新作モデルは米
国海軍の世界から胸躍る物語を引き出します。そのフレッ	
シュで驚くべき物語により、多くの時計愛好家の皆様をイン	
スパイアできることを願っています」クヌープはそう締めく
くりました。

引用1：
大きな課題は、新しく開発されたカラーを特性も製造工程
もまったく異なるさまざまな素材に適用することでした。

引用2：
特定の時点から、カラー・スキームには従っていません。	
「モハーヴェ・デザート」、「レイク・タホ」、「ウッドランド」	
が IWCの新しいスタンダードとなりました。これが将来の
社内の基本色となるでしょう。

引用3：
新しいトップガン・クロノグラフで、伝統に根差したパイロッ	
ト・ウォッチの歴史にすばらしい新しい章を加えると同時に、	
セラミックに関する専門性をさらに深めることができました。
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ダウンロ ード

画像はpress.iwc.com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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun

I W C 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、先進的な米国の製造	
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。
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