
スピードマスター コーアクシャル　クロノグラフ

50 年以上前に発表されて以来、オメガのスピードマスターは、クラシック・クロノグラフの代名詞

になりました。頑丈で、高い信頼性、そして、時代を超越したデザイン。1969 年 7 月、月面で初め

て着用されたあの日から、「ムーンウォッチ」という愛称で親しまれています。

今年、スピードマスターのコレクションは、オメガのコーアクシャル・キャリバー 9300/9301 を搭

載した新しい革新的な仲間を迎えます。それが、スピードマスター コーアクシャル クロノグラフ
です。中心となるエレメントは、オリジナルのスピードマスター プロフェッショナルと共通するも
のもありますが（黒い文字盤、ムーンウォッチ・スタイルの針、ベゼルにあるおなじみのブラック
カラーのタキメーター）、他のモデルでは見られない特徴もあり、世界から愛されるクロノグラフ
にさらなる注目が集まります。

スピードマスター コーアクシャル クロノグラフのケースはクラシックな 44.25mm のステンレスス

ティール製で、スピードマスター・プロフェッショナルを連想させます。ブラックのレザーストラ
ップ、もしくはステンレススティールのブレスレットが選べます。

オメガのコーアクシャル・キャリバー 9300/9301 についてはすでにプレスキットで説明されていま

すが、ここでももう一度触れておきましょう。コーアクシャル・エスケープメントとフリースプラ
ング・テンプは長期間にわたりすばらしい信頼性を提供します。このムーブメントにシリコン製ヒ

ゲゼンマイを搭載することで、4 年間保証を実現しました。

スピードマスターの文字盤といえば通常サブダイヤルが 3 つですが、このモデルは 2 つ。そのため、

3 時位置にある同じサブダイヤルに 12 時間と 60 分の積算計を置くという画期的なデザインが可能に

なりました。これで、一瞬で戸惑うことなくクロノグラフを読み取ることができます。

スピードマスター コーアクシャル クロノグラフのエレガントでスリムなボディーは、独特なデザ
インコンセプトが生み出しました。ボックス型強化サファイアガラスは表だけでなく、ポリッシュ
仕上げのねじ込み式ケースバックにも使われています。ケースバックには無反射加工が施されてい
るので、美しいムーブメントをすべて眺めることができます。

スピードマスター コーアクシャル クロノグラフは、目の覚めるような美しさの 18K オレンジゴー

ルド（文字盤はブラックセラミック）、エレガントなプラチナ 950（文字盤はブラックエナメル）

があり、両モデルとも、インデックスと針には 18K ゴールドが使われています。

このモデルは、すばらしいスピードマスター・コレクションの新たな顔となります。ケースメタル
の種類や画期的なムーブメント、伝説ともいえるモデル名で、スピードマスター コーアクシャル 
クロノグラフには、スピードマスターのファンの中から熱烈な愛好者が新たに生まれることでしょ
う。象徴的な存在であるクロノグラフという見事な伝統と、世界が誇る機械式時計のムーブメント
との融合を待ちわびていた人たちのためのウォッチ、それがスピードマスター コーアクシャル ク
ロノグラフなのです。
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MOVEMENT
- Omega Co-Axial Calibres 9300/9301
- Self-winding movement in both 

directions
- Officially certified chronometer
- Jewels: 54 
- Frequency: 28’800 A/h (4 Hz)
- Power reserve: 60 hours
- Exclusive features with:

o Time zone function
o Silicon “Si14” balance spring on 

Omega free sprung-balance
o Co-Axial Escapement with 3 levels; 
o Omega free sprung-balance
o Omega column wheel chronograph 

mechanism

o 2 barrels mounted in 
series
o NIVACHOC

- Special luxury finish: 
o 18 Ct red gold rotor and 
balance bridge for 18 Ct 
gold and precious metal 
models; 
rhodium-plated rotor and 
bridges for stainless steel 
and bi-metallic variants
o Geneva waves in 
arabesque
o Blackened screws, barrels 

and balance wheel

DISPLAY

- Central hour-minute hands, small-seconds at 9H, date window at 6H
- Central chronograph seconds hand, 30-minute and 12-hour recorder at 3H

MATERIAL

- Case: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

- Bracelet: alligator or stainless steel
- Clasp/buckle: 950 platinum, 18 Ct orange gold or stainless steel

CASE

- Diameter: 44.25 mm Height: 15.80 / 15.80 / 15.60 mm
- Water resistant up to: 10 bar / 100 m / 330 ft
- Polished-brushed casebody
- Bezel with black tachymeter ring
- Polished crown and pushers, embossed Ω on crown
- Box-form scratch-resistant sapphire crystal on casebody and caseback:

o Bezel-side: anti-reflective treatment on both sides
o Caseback-side: anti-reflective treatment inside

- Polished screw-in caseback with sapphire crystal

DIAL

- “Moonwatch” style dial with 2 subdials:
o Platinum: black enamel dial, 18 Ct white gold applied indexes, 

applied subdials, white enamelled elements
o Orange gold: black ceramic (ZrO2) dial, sun-brushed finish, 18 Ct 

orange gold applied indexes, applied subdials, white transferred 
elements

o Steel: bevelled black dial; white transferred elements 
- Super-LumiNova on indexes and 2 dots at 12H

HANDS

- “Moonwatch” style hands; Super-LumiNova on H-M-Chrono.Sec hands:
o Platinum: diamond-polished 18 Ct white gold hands, 

except central chrono seconds hand (polished, rhodium-plated)



o Orange gold: diamond-polished 18 Ct orange gold hands, 
except central chrono seconds hand (polished, gold-plated)

o Steel: varnished white hands

BRACELET

- Integrated black alligator on polished 950 platinum buckle or 
on brushed 18 Ct orange gold / stainless steel foldover clasp;
Polished-brushed Omega screw-and-pin bracelet with foldover clasp

- Fitting : 21mm between lugs, 18mm on clasp



コーアクシャル・キャリバー 9300/9301

1999年、オメガのコーアクシャル脱進機の発表と共に始まった、機械式時計の革命。オメガのコー
アクシャル・キャリバー 9300/9301が、その革命の次なるステップをドラマティックに刻みます。
新しいムーブメントの特徴は卓越した計時性能だけではありません。クロノグラフ機能を搭載した、
他にはないオメガ初の自社生産コーアクシャル・キャリバーもその特徴です。

斬新なコラムホイールには、3時位置の同じサブダイヤルに 12時間・60分の積算計があります。こ
の 2本の針を、メインダイヤルの時針・分針に似た見慣れた配置にすることで、クロノグラフが一
瞬にして読み取れるようになります。さらに、中央にはクロノグラフ秒針、9時位置のサブダイヤル
にはスモールセコンド針があります。

2つのクロノグラフのコントロール・プッシャーは全く単独で機能します。そのため、不注意な操作
で、クロノグラフのメカニズムに影響を与える可能性はありません。

オメガの他の自社生産コーアクシャル・ムーブメントのように、このキャリバー 9300/9301にも
「アラベスク模様のコート・ド・ジュネーブ」として知られる装飾が施されています。

ムーブメントのタイムゾーン・ファンクションにより、時計を止めずに、時針のみの調整が可能。
時差を調整しなければならない旅行者には大変便利な機能です。

シリコン製ヒゲゼンマイも搭載。シリコンは非磁性のため、磁場の影響を受けません。この特徴と
シリコンの持つ優れた弾性とが相まって、シリコン製の基盤から型抜きされたヒゲゼンマイは、ク
ロノメーター性能の向上を可能にしました。さらに、シリコンは、耐久性が非常に高く、劣化の速
度が遅いのが特徴です。コーアクシャル・テクノロジーとシリコン製ヒゲゼンマイが結び付いたこ
とで生まれたこの卓越した信頼性こそ、オメガがシリコン製ヒゲゼンマイ搭載のコーアクシャル・

ウォッチに 4年間保証を付与できる理由なのです。

オメガのコーアクシャル脱進機

オメガが 1999年に発表したコーアクシャル脱進機は、計時業界を揺るがしました。実用的な腕時計
用新型エスケープメントが初めて発明されたのは、250年も前のこと。オメガのコーアクシャル・
エスケープメントの部品は、これまで長きにわたり業界の主流であったスイスレバー脱進機の部品

とは大きく異なります。コーアクシャル・エスケープメントは、ツメ石と振り石のついた振り座、3
つツメ石があるアンクル、3層構造のコーアクシャル・ガンギ車で構成されています。このガンギ車
はコーアクシャル車とコーアクシャル・カナ、伝達カナからなり、中間車と輪列につながっていま
す。

コーアクシャルのメリット



この設計の主なメリットは、スイスレバー脱進機と比較すると明らかになります。

腕時計の脱進機では、動力を振動子に伝達しなければなりません。この動力で振動子の振動が維持
されるからです。スイスレバー脱進機の場合、その衝撃の力で、歯車の歯がツメ石の傾斜に沿って
滑ります。滑ることによって大きな摩擦が生じるため、脱進機を正確に機能させるには、適切な注
油が必要になります。それとは対照的に、コーアクシャル脱進機は横方向の力を利用し動力を伝達
します。レバー脱進機が滑る動きであるのに対して、コーアクシャル脱進機では、接触面が小さい
だけでなく、動きも押す方向であるため、摩擦が大幅に削減されます。その結果、油の消耗は軽減
され、長期間メンテナンスが不要になります。

スイスレバー脱進機では、時計回り・反時計回りの両方向から得られた衝撃は、ガンギ車からアン
クルを経由して振り座へと間接的に伝わるので、動力が大幅に失われることになります。オメガの
コーアクシャル脱進機では、時計回りの衝撃がガンギ車の歯から振り座のツメ石へと直接伝わりま
す。その結果、コーアクシャル脱進機は機械効率が非常に高くなり、精度がより安定します。

コーアクシャル脱進機とフリースプラング・テンプ

オメガのコーアクシャル脱進機は、フリースプラング・テンプと共に使用されます。時計の精度は、
緩急針を動かしてヒゲゼンマイの有効長を繰り返し変える代わりに、丸いテン輪にはめ込まれたゴ
ールドのマイクロネジで、テンプの慣性モーメントを変えることにより調整できます。コーアクシ
ャル脱進機とフリースプラング・テンプというこの構造が、衝撃抵抗の改善と外乱の回避を可能に
するのです。

オメガのコーアクシャル脱進機のメリットには、一目瞭然なものもありますが、メンテナンス間隔
の長さ、長期間使用しても変わらない優れたクロノメーター性能などのメリットに関しては、その
価値がわかるまで時間がかかるでしょう。 

21世紀のクロノグラフ

コーアクシャル・キャリバー 9300/9301は、1999年に初めて導入した革新的なテクノロジーに対す
るオメガの強い思いをそのまま受け継いでいます。コラムホイール式クロノグラフの機能と、卓越
した信頼性、そして 4年間保証によって、オメガはコーアクシャル脱進機の発明者である英国人時
計師、ジョージ・ダニエルズ博士の言葉を実現したのです。
ダニエルズ博士はコーアクシャル・テクノロジーの将来をこう予測していました。「コーアクシャ
ル・テクノロジーは 21 世紀以降も機械式腕時計の人気を牽引するだろう」
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