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ヨルグ・イゼックの手による最新作、HD3
「スライド」
のコンセプトドローイング。ラウンドさせた液晶タッチパネルと、エッジを効かせたケースサイドのフォルムが分かる。

ル オーク以降〟
なのでしょうか？

││ その流れが変わるのは︑やはり〝ロイヤ
ＪＨＳ 当時はきちんとデザインを学んだ人
ェア
︵現バーゼルワールド︶
に行くと︑まった

間がいなかった︒さらに問題は︑バーゼルフ

ヤル オーク︵１９７２年︶が表れた︒私は

く同じケースがいくつもあった︒そこにロイ

││ イゼックさんはウォッチデザインの黎明
フェルは︑エベルやブライトリング︑タグ・

ショッフェルくらいだろう︒エディ・ショッ

でデザインに関わっていたのは︑
私とエディ・

ホイヤーなどを手掛けていた︒ 年代には
︵後

計全体をプロデュースできるデザイナーは存

ンは１９７０年代から始まるが︑それまで時
なる︶
ディノ・モドーロもいたな︒しかし︑ほ

年にベダ＆カンパニー創業時のデザイナーに

アルにＢ社の針を組み合わせて︑Ｃ社のケー

レクション〟を生み出していた︒Ａ社のダイ

た︒それらを各メーカーが組み合わせて〝コ

それぞれまったく個別に製品を開発してい

メーカーは︑売れた分だけ私にロイヤリティ

描いていた︒つまり私のデザインを採用した

いたか知らないが︑私はタダでデザイン画を

ＪＨＳ エディがどんな仕事のやり方をして

成長を遂げた秘密でしょうか？

を支払わなくてはならなかった︒もちろんデ

ザインが採用されなかった場合は︑私はそれ
を他社に提案することもできた︒何度も言う
しかった時代だ︒いくつも成功した作品を残

が︑当時はきちんとデザインされた時計が珍
すことができた︒だから私が急成長したと言
良い時代が 年は続いたな︒

うなら︑それは時計が売れたからだ︒そんな

リティなのでしょうか？
計ブランドの社長より稼ぎが良くなったか

ＪＨＳ 現在は違う︒きっと私のほうが︑時
ら︑ロイヤリティを払いたくなくなったんだ
な︒とにかく現在は︑デザインに対するロイ
合っていない気がするな︒だってビジネスに

ヤリティという考え方はない︒しかし時代に
参加する動機は︑要するにお金だろ︒それが
創作への活力︑モーターになる︒ 万スイス

ューが遅すぎたからな︒
エリック・ジルー︵ＥＧ︶ 私のデビューは

年前ですね︒ 年です︒既にたくさんのデザ

14

話を聞けないはずだ︒彼は時計産業でのデビ

た気分になる︒しかしエリックからはこんな

が︑金額は少なくてもプロジェクトに参加し

れた分だけ２スイスフランずつもらったほう

フランでデザインを買い取られるよりも︑売

10

イナーが活躍していたから︑ティソの﹁ＰＲ
Ｓ５１６﹂のオファーを受けた時は嬉しかっ
最初は音楽︑
そして建築を手掛けていました︒

た︒私の履歴はみなさんと少し違っていて︑
もちろん工業デザインもやっていたのです
が︑スイスというのは特殊な国で︑時計以外
に工業デザインなんて存在しない︒その時計
私にとっては︑工業自体が少し特殊に感じま

産業も独自に発展していたので︑外から来た
した︒だから最初はダイアルデザインから始
ファブリス・ゴネ
︵ＦＧ︶ じゃあ︑私よりも

めて︑経験を積んでいったのです︒

年くらい前︒ 歳で時計のデザイナーにな
17

ッチデザイン〟
だったんだ︒

スに収めて⁝⁝︒そのチョイスだけが〝ウォ

針などのサプライヤーにデザイナーがいて︑ ││マーケットの半分を支配したことが︑急

ヤーの仕事だったからだ︒ケース︑
ダイアル︑ ずつ分けていた︒実にいい時代だったね︒

とんどエディと私だけで︑マーケットを半分

ヨルグ・イゼック
︵ＪＨＳ︶ 腕時計のデザイ

デビュー当時のお話からお聞かせください︒

ったはずだ︒だから当時から︑フリーな立場

から︑公式には他社の仕事を手掛けていなか

ＪＨＳ ジェンタは自分のブランドを持って

││ 当時はジェンタデザイン全盛期ですが？

かった︒私のひとり勝ちだ︒

はきちんとデザインを学んだ人間なんていな

ったんだ︒しかし言ったように︑時計業界に

になる︒スイス時計産業の体質が大きく変わ

セプトを表現できる本物のデザイナーが必要

に哲学を持ち始めたんだ︒そうなると︑コン

えてきた︒つまり各メーカーが︑プロダクト

えばエベルなどがプロダクトの製作手法を変

にバーゼルのトピックだ︒そうした中で︑例

上げてからは︑彼が何を発表するのかが︑常

ェラルド・ジェンタが自分でブランドを立ち

の当時でもそんな状況だったんだ︒だからジ

年から時計のデザインを手掛け始めたが︑そ

75

期からこの世界で活躍されていますが︑まず

先駆けとなったジェラルド・ジェンタ亡きいま、
ウォッチデザインの黎明を知る者はヨルグ・イゼックをおいて他にいない。
その偉大なる先達とディスカッションを交わすのは、
遅れてきた天才エリック・ジルー。そしてイゼックの片腕を務める
有能なる若手ファブリス・ゴネが飛び入り参加。
彼らはスイス時計産業の行く末に、どのような夢を描くのか？

在しなかった︒当時のデザインは︑サプライ

80

││ 現在もデザインに対する報酬はロイヤ

20

98

時計業界でのデビューは遅いんですね︒私は
20
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3Dドローイングの進化は
“デザインの体質”を変えるか？
すべてエリック・ジルーのドローイング。
「オーパス9」
右はハリー・ウィンストン
の初期デッサン。ムーブメント設計者
であるジャン -マルク・ヴィダレッシュ
と共同で、チェーン式時刻表示のコン
セプトが熟成されてゆく過程。左上は
MB&F「オロロジカル・マシーン№1」
の
ラグ。氏にしては珍しく、手描きで詳
細なフォルムまで煮詰めている。左下
は極初期の 3Dドローイング。データ
上で“ 矛盾のないフォルム”をチェック
できるため、設計段階への移行もスム
ースに行える。画像のサンプルはハリ
ー・ウィンストン
「エボニー」
。
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［ 高 級 時 計 の 未 来 を 語 ろう ❹ ］
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りたいと思って︑イゼックスタイリングの門
を叩いたんです︒そうしたらイゼックさんの
ナーに︑時計をやりたいならまずジュエリー

事務所でピアジェなどを手掛けていたデザイ

習いもしたんですけど︑私はあまり巧くなか

を学べと言われた︒それでジュエリー工の見
ったですね︒
でもデザイン画は認めてくれて︑
けたデザインは︑ティファニーのバケツ︵シ

イゼックさんに紹介してくれた︒初めて手掛
ャンパンクーラー︶でしたよ︒時計は数年後
掛けた唯一のレディスウォッチですね︒もち

で︑ダミアーニの
﹁エゴ﹂
が最初です︒私が手

ダイアルやるよね？

ろんダイアルもやりましたし︒みんな最初は

現在は全体的にもっと難しくなっています︒

ＥＧ 当初はデザインも２Ｄでしたからね︒

2012 年の GTE で最優秀賞
（Super
に選ばれたモデル。
Watch Award）
新興メーカーながら、基幹ムーブメ
ントの独自性の高さで、愛好家の注
目度も高い。同社コレクションはす
べてエリック・ジルーのデザインで、
古典愛好家らしい手腕を発揮。手
。55 石。1 万 8000
巻 き
（Cal.880）
振動／時。
パワーリザーブ約60時間。
18KRG（直径 42.5mm）
。日本未入
荷。 hwm-watch.com
デジタルアニメーションによる“ バー
チャル機械式ムーブメント”を搭載。
ユーザーは“ 新型ムーブメント”をダ
ウンロードできる。初回シリーズのム
ーブメントデザインはヨルグ・イゼッ
クが手掛けたが、新作
「フリップ・ク
ロック」
はファブリス・ゴネのデザイ
（縦 57.84×横
ン。SS ＋PVD 加工
47.71mm）
。79 万 8000 円。 ノー
ブル スタイリング☎ 03-5775-1866

装着感が良く︑防水性があって︑そして売れ

ヘリテイジ・ウォッチ・
マニュファクトリー
テンサス
HD3
スライド
“フリップ・クロック”

るデザイン︒マーケティングの要望も大きく
なっていますので︑
技術的にもすごく難しい︒
〝成功しているデザイン〟
の中にも︑多少おか
しなものがたくさんありますし︒
るだけだろ︒仕事のやり方が変わったという

ＪＨＳ そんなのマーケティングで売れてい

サンだったぞ︒いま持ってこよう︒現在はす

なら︑私が仕事を始めた頃は︑手描きのデッ
べてマウスで描く︒３Ｄのソフトはエリック
に初めて見せてもらったんだ︒今は同じもの
を使っている︒
ＥＧ そうでしたね︒コンシューマーグッズ
ので︑
ほとんどがアイデアスケッチだけです︒

も多くやっていたので︒私は手描きが下手な
あとはソフトを使います︒
ローイング自体に芸術性が必要ないから︑パ

ＪＨＳ いわゆる工業的なデザインでは︑ド

ＥＧ 建築のときは鉛筆も使いましたよ︒

ソコンだけで仕上げるな︒
ＦＧ 私はパソコンが多いです︒ファイルを
ングを指して︶
これはすべて手描きですね︒

送るのも便利ですし︒︵イゼック氏のドローイ

デアが優れていたり︑芸術性がいくら高くて
││ プロトタイプはどんな素材で作ります？

も︑手描きのドローイングは矛盾だらけだ︒
ＦＧ 現在は樹脂ですね︒ただし︑実寸の２
ＪＨＳ 私はよく遊んでいたな︒プロトタイ

倍とか３倍の大きさで作ります︒

ょっと右なんて指示を出してな︒やり過ぎて

ピストやジュエリー工の隣に座って︑もうち
嫌われたこともある︒反対に想像していたよ
りも︑はるかに美しいフォルムに仕上げたプ
ロトタイピストもいた︒
サイズが大きいから︑
美しいフォルムが本当に際立って見える︒実
が分からなくなってしまったりするんだが︒

際のサイズになると︑その微妙なニュアンス
ＥＧ スクリーン上でもそれは同じですよ︒
フトだけじゃない︒デザイナーに対する信頼

ＪＨＳ 私の時代と大きく違うところは︑ソ

いた︒それがどうだ︒現在ではマーケティン

だ︒昔はそれぞれの職分がもっと尊重されて
グの人間が︑まるでデザイナーのような振る
舞いをする︒時計の売り方を考える人間が︑
それをデザインの話にすり替えるんだ︒芸術
的な素養のない人間に︑どうしてこのカーブ
ＥＧ 正直に言うと︑私にもそうした経験は

が美しいのかなんて話をしたくない︒

ありました︒カーブの話ですが︑そのマーケ

あります︒やめてしまいたいプロジェクトも
ティングの人間が嫌いなわけではない︒しか
ＪＨＳ ここにプロジェクトがあるとしよ

し文化的な共通点がないような気がする︒
う︒新しいデザインを進めて︑良いフォルム
な感情が湧き起こってくる︒まずそこを感じ

が生まれるまでに︑我々にはエモーショナル
て欲しいんだ︒あらゆる問題はその後に解決
はどう作るとか︑そういう部分から話したが

すればいい︒デザインを見せた瞬間にこの針

よ︒まずは作るか作らないか決めて欲しい︒

る︒そんなものどうやって作ってもいいんだ
ＦＧ これにマーケットはあるのかってね︒

スイス・ラ・ショー・ド・フォン生まれ。
音楽家、建築家として活動した後、
数年の海外生活を経験。95 年にス
イスにスタジオ設立。パッケージデザ
インなどを手掛ける。98 年から腕時
計のデザインを開始。主な顧客はハ
リー・ウィンストン、ユニバーサル・ジ
ュネーブ、MB&Fなど。

1976 年生まれ。17 歳で時計デザイ
ナーを志し、そのままイゼックスタイ
リングの門を叩く。“ 見習い ”として
キャリアをスタートさせた後、ヴァレ
リー・ウルゼンバッハとともに、ヨルグ・
イゼックの片腕に成長。HD3では 2
軸トゥールビヨンの
「ヴルカニア」
など
を手掛けている。

ＪＨＳ まず鉛筆画を仕上げて着彩する︒４
日くらいかかるよ︒描き上がる頃にクライア
ＦＧ 直すのにまた４日︒

ントが別の色が良いなんて言う⁝⁝︒
ＪＨＳ そう︑それだけかかる︒今度はコー
したらまた最初からだ︒私はこういったドロ

ヒーをこぼしてシミが付いたりしてな︒そう

わらなかった︒
だが現在の３Ｄスケッチだと︑

ーイングの段階では︑あまり細部にまでこだ
もっとファインチューニングしないと︒
ＥＧ デザインを３Ｄデータにしておけば︑
際に触ることができますし︑イメージを共有

立体サンプルが２日で完成します︒これは実
するのにはかなり有益ですね︒
個別にデザインして︑３Ｄデータを組み合わ

ＦＧ 例えばラグだけとか︑リュウズだけを

したりもできますよ︒

せた後に︑統一感が出るようにチューニング
ＪＨＳ しかし手描きのドローイングだと︑
らプロトタイピストが重要だったんだ︒アイ

実現できないものを描くこともできる︒だか

ＪＨＳ ひとつ小話があるぞ︒最近中国に買
ンのオファーを受けた︒あまり知られていな

収されたエルネスト・ボレルから︑昔デザイ
いブランドだが︑それも挑戦だからやってみ
ルモンまで行ってみた︒そこはジュラ地方の

ようと思った︒それで工房があったル・ノア

かミルクチョコレートのトレブロンを思い出

美しい場所だったんだが︑行ってみたらなぜ
した︒そこでスイスを前面に出したデザイン
我々はとても良い資料を揃えて︑１カ月後

を考えた︒ベゼルに牛を彫ってあるヤツだ︒

業の人間が言うんだよ︒誰に売るのかって︒

にプレゼンに行った︒そうしたらやっぱり営
私はそのままデザインを持って帰って︑友人
のミシェル・ジョルディに電話した︒良いア
見るなり︑すぐさま理解できたんだ︒それは

イデアを思い付いたってね︒彼はデザインを

なった︒大失敗はひとつだけ︒ミシェルに見

スイスのスーベニアウォッチとしても有名に

つもりだったんだけど︑
１枚だけエルネスト・

せたドローイングはブランド名を描き直した
ボレルと残したままだったんだ︒
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The argument for future of Haute Horlogerie

は︑一週間ヤスリをかけ続けることなのか？

言って価値を語る︒しかしリュクスというの

ＪＨＳ スイスはノウハウを伝承していると
ことは︑エレガントで驚きのあるものだ︒

ーバードーズだ︒いま考えなければならない

としても︑グランドコンプリケーションはオ

ＥＧ 例えば中国市場向けのシンプルな３針

ＪＨＳ 私たちはすごく良いアーティスト

業のために働くアーティストなので︒

という要求も確かにありました︒私たちは工

その変化を見ているよ︒

最近まではかなり大きくて︑コンプリケーシ
ィストでも︑デザインを売れない人もいる︒
し︑マーケットも理解しないといけない︒そ

ＥＧ きちんと機構も理解しないといけない

い︒それは誰も教えてくれない︒

のうえで︑エモーションを加えないとならな
〜 年前から︑時計産業だけでは

ＥＧ 確かに２００８年までは︑新しいヴィ
ＪＨＳ

現在はすべての工業分野にデザイナーがい

にも本当のデザイナーはいなかった︒しかし

本当はヴィンテージスタイルでも︑もっと良
入らないから︑私たちの強みはそこにある︒

る︒しかし社内デザインだけだと新しい血が
││３Ｄの話を考えたいのですが︑デザイナ

ＪＨＳ ニューリッチが高級時計を買うから
な︒彼らは良いと教えられたものを買う︒今
すが︑私たちは内部に入り込んで直接歴史に
が︑プロトタイピストの仕事の８割まではで

ＪＨＳ そのとおり︒現在はデザイナー自身

なっているように感じますが？

ーとプロトタイピストの境界線がやや曖昧に

ＥＧ マーケティングの側は︑デザインに強
表示︒つまり電子的なものだと思う︒もし３

ＦＧ 時計の本当の革命は︑技術的に永遠の

コンピューター上の模型にできるからだ︒

きる︒
昔は頭の中でイメージしていたものを︑

っていたとか︑ヨーロッパの戦争の話とか︒
Ｄスクリーンの技術が使えたら本当に面白

触れることもできる︒過去にどんな顧客を持
ブランドを知ると新しいインスピレーション

ＪＨＳ しかし普通はブランドのアイデンテ
ィティのほうが強いので︑イメージをすぐに
式のようなメカニズムの面白さも作れます︒

い︒電子表示に遠近感が表現できれば︑機械
ＥＧ だから現在は︑技術部門とすぐに仕事

ＪＨＳ 現実の問題は︑消費サイクルが早す
が始められる︒私はそのスピード感がとても

が生まれるし︑新しい提案もできる︒
ぎることだ︒いくら歴史を語ったところで︑ ＥＧ もうひとつは︑この小さな中に︑どの
││ ３Ｄを自分で使うことは︑自由なアイ

好きですね︒

ＥＧ 大きなブランドというのはレールの上
に乗っているんです︒でも私たち外部の人間
ＦＧ 機械式で各部を最適化して︑ケース内
デアを縛ることにもなりませんか？

ようにエネルギーを管理するかですよね︒
を真空にして摩擦を避けたもの︒あれなどは
ＪＨＳ 私は制約だと思う︒

ＦＧ どちらかといえばアドバンテージ︒

単に変更できてしまう︒私が確信しているこ
とは︑高級時計の未来は︑現在とはまったく
けど 年後にはどうなっているのかな？

機械式のハイテクノロジーだと思います︒だ

ブランドアイデンティティなんて実際には簡

も強いアイデンティティがあるんだが︑異な
列の話なんてやめてしまえばいい︒

別のものになるってことだ︒だからもう︑輪

ＪＨＳ 例えばブルガリが良い例だ︒彼らに

る︒どんなに強いデザインでも︑彼らが使う

ったアイデンティティを受け入れる余裕もあ

から見ると︑まだ変えられる余地が見える︒

は変えられない︒

いアイデンティティを求めてきますよね︒

ろ︒自分で選択したわけじゃない︒

は機械式時計が良いと教えられているんだ

いものができるのに︑今は頭打ちですね︒

なく︑たくさんの工業分野があったが︑どこ

30

方向性に帰ってきて︑
リスクを冒さなくなる︒

20

済状態が怪しくなってくると︑クラシカルな

ジョンを持っていた人たちもいた︒ですが経

ＪＨＳ ただリスクを恐れているんだよ︒

よね︒薄くて控えめなデザイン︒

ョンの競争だった︒現在はもっとピュアです

思う︒流行のサイクルも早くなっているし︒ だ︒そのうえ営業のほうも良い︒良いアーテ

ＦＧ 時間ですね︒時間の捉え方が変わると

には︑もう私はいないだろうから︑天国から

高級という観念の内実も必ず変わる︒ 年後
20

ＥＧ 長い歴史を持っているブランドは素晴

にできる余裕があるんだよ︒

と本当にブルガリのものになる︒自分のもの

して消費物にはなり得ない︒

かし︑こうした技術を維持しながらだと︑決

うした細かいことをするのが大好きです︒し

ます︒私も本当に機械式の時計が好きで︑こ

ＦＧ 本当に時計はまだまだ発展すると思い

し︑その中で発展するものだけど︑デザイン

スタイルというものは繰り返されるものだ

ＪＨＳ それはデザインフィーのことかい？

ンへの要求に変化はありましたか？

││ 例えば２００８年を境として︑デザイ

ＪＨＳ 夜に何か夢を見る︒起きると何も覚

に反映できないこともある︒

デザイン画を描いても︑それをなかなか３Ｄ

えていない︒アイデアも同じ︒すぐにスケッ
なにしろ経験のない技術者たちが︑自分たち

ＦＧ 良いツールを持っていてもアイデアが

んて︑そんなに簡単なものではないんだ︒

ンをするようになった︒だけどロゴを作るな

を生み出すほうではなくて︑追いかけている

ＪＨＳ どちらかといえば時計産業は︑流行

し︒本当に新しいアイデアなんてない︒

分野だ︒だから服飾産業がどうなるかで︑時

だったのだから︒２０００年頃は３Ｄソフト

なければ︑いつまでも白紙のままです︒

をデザイナーだと勘違いできるほどのツール
が高価だったから︑設計部門くらいにしかな

チできるツールがあればいいのだが︑３Ｄで
もよく言うのだが︑３年間はとにかく夢を見

しないとならない︒

計産業にも影響を与える︒新しい流行に適応

ＪＨＳ もしかしたら素っ裸でいるのが 年

ＦＧ アクセサリーの一部ですからね︒

の日に新しいアイデアを待ったほうがよい︒
││みなさんにお聞きしますが︑ウォッチデ

ＦＧ 私は祈る︒祈る︒祈る︒祈る︒祈る︒

後のモードかもしれない︒

ＪＨＳ 我々だって時には何もしないで︑次

だけに感動する︒私たちもずいぶんと緊張し

めたら︑考えることのほうが多いのだから︒ に︑マーケティングの人間は３Ｄであること

ザインの未来をどのように思い描きますか？

ような気がする︒
中国人向けにはこんなもの︑

ＥＧ 現代は世界中で同じものを売っている

かった︒彼らは３Ｄ︑私たちは手描きだよ︒

ああ︑私も夢を見なくては︒
たよ︒現在はデザイナーと技術者のバランス

な︒でも 年後ならはっきりしている︒女性

ＪＨＳ それはいつの未来？ ５年じゃ短い

ところがクォリティがまったく伴わないの

ＥＧ それはブランドが私たちに最も期待し
ＥＧ バランスがとれたというのは︑デザイ

は回復していると思う︒

ろと︒できるかできないかなんて考えずに︑

私たちは大きな子供︒すべてを予見できる子

ていることです︒
実際は夢を与える側ですが︒

夢だけを見て常にアイデアを持て︒仕事を始

はとてもできない︒アートスクールの生徒に

難しい︒素晴らしいＣＧはできますが︑良い

ＥＧ 助けにはなりますが︑ソフトの管理が

ーは完成したプロダクトを見るしかないので

らしいし︑面白いと思います︒エンドユーザ
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供でなければならない︒そのために使う３Ｄ

るソフトも増えてきたので︒専門的なコンピ

ね︒それから私たちが︑もっと感覚的に使え

ナーの価値が再認識されたということです

オープンだ︒

と時計も一緒に生まれてくるんだ︒すべては

が妊娠するだろ︒そうしたら薬を飲む︒する

じ︒そうしたマーケットに寄ったモンディア

インド人向けにはこんなもの︒でも実際は同

い︒ですが罠も大きいです︒夢がない人間︑

フトが普及した結果︑印刷会社がロゴデザイ

ＪＨＳ やはり感性と目が大切だ︒例えばソ

ューターの知識がなくてもね︒

と発想を自由にしなくてはいけないな︒逆に

ＥＧ 私にはちょっと厳しすぎるから︑もっ

国︑フランス︑韓国︑どれもみな同じ︒

ち出しても良いはずです︒映画を観ても︑中

でいかない︒

ィビティがあるのにな︒時計の分野はそこま

ＦＧ 私はそんなに発達していないと思う︒

は︑やっぱり 世紀だと思う︒アブラアン -

い︒そう考えると︑時計が最も進化した時期

ミュニケーションツールの発達は素晴らし

ＥＧ 軍事向けという理由もありますが︑コ
例えば１９５０年代には︑クルマが空を走る

ルイ・ブレゲは本物のクリエイターだった︒

化を考えると︑今の時計は進化していない︒

とか言っていましたが︑まだ飛んでいない︒

本当に自分の手だけで作っていたのだから︑
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も時計のデザインだって︑そんなには早く進

ーションの再解釈は大切だと思います︒

時計師ではないけれども︑そういったイノベ
ＪＨＳ 答えが知りたいなら方法は簡単だ︒
ＦＧ デザインツールは進化するかもしれな 〝クロノス日本版 周年〟
にもういちどこのメ

化しないと思う︒

だからなかなか良いデザインができない︒で

ＪＨＳ クルマには石油資源の問題がある︒ 価格だって適正だったと思います︒私たちは

えているはずですが︒

クルマのデザイナーなんて︑常に数年先を考

能だろう︒ちょっと想像がつかないがね︒

ぞ︒だから同じ期間に︑他分野で起こった変

ＪＨＳ 私が生まれた時はテレビがなかった

ートフォンなども本当に素晴らしい︒
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ートフォンなども本当に素晴らしい︒

ＥＧ 本も電子書籍化されていますし︑スマ

文化は︑もっとクラシカルなのです︒だから
いっそのこと︑ 世紀から着想を得たらと考

なり疲弊していたと思う︒私にとっての時計

ＪＨＳ 他の分野には素晴らしいクリエイテ

経験がない人間は︑３Ｄだって使えない︒

年前のスイスはどうだったか考えると︑か

ＪＨＳ ３Ｄは本当にデザイン革命だった︒

リゼーションが良くない︒もっと地域色を打

ミュニケーションツールとしても素晴らし

は︑アイデアのチェックツールとしても︑コ

20

ピューターのスイッチを入れたりするのは可

ＪＨＳ 例えば 年後に︑考えただけでコン

ズメントパークのようになるのでは？

えるのですが︒スイスは伝統技術のアミュー

19
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ＥＧ それはちょっと難しいのでは？ 現代

い︒考えただけで３Ｄになるとか︒

ールも発明されているよ︒

が天国から参加できるコミュニケーションツ

ンバーで集まればいいんだ︒ 年後なら︑私

27

の高級時計だって︑ 年代︑ 年代の繰り返
20

30
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