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バーゼルワールド2017
パテック フィリップ ジュネーブ

アクアノート5168Gモデル
コンテンポラリーなカジュアル・シックを体現したアクアノート誕生20周年記念
2016 年のノーチラス誕生 40 周年に続き、パテック フィリップは2017 年の今年、もうひとつの重要な節目を祝う。
1997 年のバーゼルワールドで発表された、コンテンポラリーなカジュアル・シックを体現したアクアノートの誕生 20
周年である。新しい18 金ホワイトゴールド仕様の紳士用アクアノート5168G モデルにより、マニュファクチュール パ
テック フィリップは、12 気圧防水の強靭で男性的なアクアノートのスポーティなスタイルが、希少な18 金ゴールド素
材と完璧にマッチし得ることを改めて立証した。
圧倒的な支持を集めるアクアノート・コレクションの誕生20周年を記念する5168 モデルは、いくつかの革新を体現
している。先ず、ステンレススチールと比べて温かみのある、18 金ホワイトゴールド仕様の初のアクアノートである。
丸みを帯びた8角形のベゼルの上面に縦サテン仕上げ、ベベルカットされた縁と側面にポリッシュ仕上げを施した、ア
クアノート（およびノーチラス）の基本的なスタイルは変わらない。42 mmのケース径は、アクアノート・コレクショ
ン中最大のサイズとなる。このケース径は、
《ジャンボ》と愛称されたノーチラスのオリジナル・モデル（1976 年発表）
へのオマージュである。ちなみにコレクターの間では、今日もこの愛称が普通に用いられている。今ひとつの特徴は、
文字盤とバンドに採用されたミッドナイトブルーである。中央から外周に向かう明暗のグラデーションは、2016 年に
発表されたローズゴールド仕様のアクアノート・トラベルタイム5164 モデルで初めて導入されたものであり、ノーチ
ラスの特徴的なグラデーション文字盤を彷彿させる。細いエンボス模様の文字盤上には、スーパールミノヴァ夜光付
ホワイトゴールド植字数字がはっきりと浮き出し、5 分間隔の夜光付 18 金ホワイトゴールド・インデックス、先端の
尖ったバトン型夜光付時、分針、スリムな《Parfil》型ホワイト塗装ブロンズ製カウンターウェイト付秒針が暗闇でも
最高の視認性を発揮する。この完璧な時刻表示を可能にしているのが、搭載された高精度でエレガントなムーブメン
トである。

卓越したパテック フィリップの自社ムーブメント、キャリバー324 S C
18 金ホワイトゴールド仕様のケースに搭載された自動巻キャリバー324 S C には、伝統的時計製作技術と革新的な
最新技術が融合されている。このムーブメントの厚さはわずか3.3 mm であり、その結果、高度な防水性能を備えたケ
ースの厚さ（8.25 mm）もきわめてリーズナブルなものとなっている。パフォーマンスも特筆に値する。21 金中央ロー
ターは、手首の小さな動きをとらえてぜんまいを巻き上げ、スイス時計業界で最も厳格なパテック フィリップ・シー
ルの認定規準が定める–3/+2 秒以内の日差をクリアしている。さらにサファイヤクリスタル・バックを通して、まる
で純血種のスーパーカーのエンジンのような、ムーブメントの精緻な仕上がりを鑑賞することができる。受け（ブリッ
ジ）にはコート・ド・ジュネーブとゴールドの刻印が刻まれ、ネジの溝も面取りとポリッシュ仕上げが施され、ネジ穴
と爪石（ルビー）の穴周囲のくり形面はポリッシュ仕上げされている。縁はすべて面取りを施し、ポリッシュ仕上げさ
れ、各構成部品のフォルムを浮き出させている。ボールベアリングを備えた21 金中央ローターは、中央部にペルラー
ジュ装飾が施され、サーキュラー・コート・ド・ジュネーブと、パテック フィリップを象徴する大型のカラトラバ十
字が刻まれている。
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コンポジット・バンドに装着された、18 金ホワイトゴールドの二重安全プッシュボタン式折り畳み式バックルにも
カラトラバ十字が刻まれている。アクアノートに特徴的な細いエンボス模様のグラデーション文字盤とカラーを揃えた
ミッドナイトブルーのコンポジット・バンドは、比類のない快適な装着感を誇り、海水、紫外線、磨耗、牽引や衝撃
への耐性に優れており、新しいアクアノート5168G モデルのパーソナリティにふさわしいものとなっている。しかしア
クアノート誕生 20周年を記念するタイムピースは、5168Gモデル以外にもある。

時計製作技術の進歩に奉仕するアクアノート
アクアノート誕生 20 周年を記念する、今ひとつのタイムピースは、きわめて少数の愛好家、コレクターを対象とす
る《パテック フィリップ・アドバンストリサーチ》限定製作モデルである。2005 年以来、パテック フィリップはこの
名称の下に、アヴァンギャルドな構成部品を他に先駆けて搭載した、一連の限定製作のタイムピースを創作してきた。
2017 年の今年は、500 個限定製作の《パテック フィリップ・アドバンストリサーチ》アクアノート・トラベルタイム
®
5650モデルを発表した。このタイムピースを特徴づける第1の技術革新は、Silinvar を素材とする新しい幾何学形状
®
のSpiromax 髭ぜんまいである。髭ぜんまい外周に設けられた特許取得の《パテック フィリップ・エンドカーブ》に
加え、内端部分も厚く形成することにより、垂直姿勢におけるアイソクロニズム（等時性）をさらに顕著に向上させ、
平均日差を–1/+2 秒以内に抑えた。第 2 の技術革新は、タイムゾーン変更機構に、スチール製の微小な板バネから構
成される《フレキシブル機構》を採用したことである。後者は、パテック フィリップの財政支出によるローザンヌ連
邦工科大学（EPFL）の《パテック フィリップ講座》
（マイクロテクノロジーと時計製作の新しいコンセプト）を統括
し、ニューシャテルのEPFL マイクロテクノロジー研究所 Microcityに設けられたInstant-Lab の所長を務めシモン・ヘ
ネン教授の専門研究分野に基づき、パテック フィリップ・アドバンストリサーチ・プロジェクト技術陣が開発した。
パテック フィリップ・アドバンストリサーチ・プロジェクトの技術革新に関する詳細については、別添の報道資料を
参照されたい。

1997〜2017年：アクアノートの20年
1997 年のバーゼルワールドで発表されたアクアノートは、若く活動的な新しい顧客層を対象とした、スポーティで
シックでコンテンポラリーな、ステンレススチール仕様の新しい紳士用腕時計のコレクションであった。もちろん1976
以来、ステンレススチール仕様のスポーティでエレガントな腕時計を体現したノーチラス・コレクションは存在した。
しかし船の舷窓からインスピレーションを得た高度な2 体構造のため、ノーチラスはフィリップ・スターン（当時のパ
テック フィリップ社長）が意図した若い顧客層には、必ずしもマッチしなかったのである。そこでアクアノートは、ケ
ースバック、ケース本体、ベゼルからなる伝統的な3 体構造を採用した。1976 年以来達成されてきた技術的進歩によ
り、ケース側面に張り出したショルダー部を不要としつつ、文字盤のサイズを大きくし、12 気圧の防水性能を達成す
ることが可能となった。丸みを帯びた8 角形のベゼルの上面に縦サテン仕上げ、ベベルカットされた縁と側面にポリッ
シュ仕上げを施したアクアノートのケースは、インスピレーションの元となったノーチラスへのオマージュである。し
かし長い製作工程と仕上げ工程を要するステンレススチール・ブレスレットに代わり、アクアノートでは、よりシンプ
ルできわめて強靭な、革新的なコンポジット素材によるバンドが導入された。パテック フィリップのアプローチは成功
を収め、今日、アクアノートは紳士用腕時計の中で最も製作個数の多いモデルとなっている。2004 年には、ベゼルに
ピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンドをセッティングしたアクアノート・ルーチェがコレクションに加わり、
女性たちの心をとらえ、手首を輝かせることになった。文字盤とバンドには、毎年新しいカラーバリエーションが加え
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られている。誕生 10 周年の2007 年、紳士用アクアノート・モデルには巧みなリニューアルが加えられ、コレクション
のパーソナリティを尊重しつつ、以後 10 年間にわたる継続的な成功が約束された。そして誕生 20 周年を迎える2017
年の今年、アクアノート《ジャンボ》 5168Gモデルが、コンテンポラリーなカジュアル・シックを体現したアクアノー
トの最新モデルとして登場したのである。

《本資料に関するお問い合わせ先》
PP Japan 株式会社
パテック フィリップ ジャパン
ＡＤ＆ＰＲ ディレクター
大塚和泉
電 話：０３−５２０９−８０１８（直通）
ＦＡＸ：０３−３２５６−７５５８
izumi@ppjapan.com
《ご掲載いただく場合の読者お問い合わせ先》
パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター
電 話：０３−３２５５−８１０９
《パテック フィリップ ホームページ》
http://www.patek.com（英語）
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技術仕様
アクアノート5168Gモデル
ムーブメント

キャリバー324 S C
自動巻ムーブメント、日付表示、センターセコンド

サイズ：
厚 さ：
部品総数：
石 数：
連続駆動可能時間：
巻上げローター：
テンプ：
振動数：
髭ぜんまい：
髭持ち：
セッテイング機能：

27 mm
3.3 mm
213個
29石
最小35時間、最大45時間
単方向巻上げ式21金中央ローター
Gyromax®
28,800 振動（片道）／時（4 Hz）
Spiromax®（Silinvar® 製）
可動式
リュウズの3位置
・押し込んだ位置： 巻上げ
・一段引き出した位置：
日付合わせ
・引き出した位置： 時刻合わせ

表

示：

センター：
・現地時刻表示用時針および出発地時刻表示用時針（2タイムゾーン）
・分針
・秒針
6時位置サブダイヤル：
・日付指針表示（現地時刻）

表

示：

時針、分針、秒針（センター）
日付表示窓（3時位置）

認定印：

パテック フィリップ・シール
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外

装

ケース：

18金ホワイトゴールド、サファイヤクリスタル・ガラス、
サファイヤクリスタル・バック、防水ねじ込み式リュウズ
12気圧防水

ケースサイズ：

直径（10時〜4時）：42.2 mm
幅（9時〜3時）： 44.9 mm（リュウズを含む）
長さ（ラグ〜ラグ）：50.1 mm
厚さ（サファイヤクリスタル・ガラス〜ラグ）： 9.1 mm
厚さ（サファイヤクリスタル・ガラス〜サファイヤクリスタル・バック）：8.25 mm
ラグ間隔：22 mm

文字盤：

・真鍮、ミッドナイトブルーPVD処理、アクアノートの構造的なデザイン
・スーパールミノヴァ夜光付18金ホワイトゴールド植字アラビア数字
・スーパールミノヴァ夜光付18金ホワイトゴールド植字インデックス12個
・バトン型スーパールミノヴァ夜光付18金ホワイトゴールド時、分針
・《Parfil》型ホワイト塗装ブロンズ製カウンターウェイト付秒針

バンド：

アクアノートの構造的なデザインの、耐久性と防水性に優れたミッドナイトブルー・
コンポジット・バンド
18 金ホワイトゴールド二重安全折り畳み式バックル

