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報道関係 各位

一般社団法人 衛星放送協会

「「「「第第第第３３３３回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組アワードアワードアワードアワード」」」」最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 発表発表発表発表

105105105105作品作品作品作品のののの応募応募応募応募のなかからのなかからのなかからのなかから、、、、多多多多チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル放送放送放送放送のののの

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組・・・・編成企画編成企画編成企画編成企画 計計計計8888部門部門部門部門のののの最優秀作品最優秀作品最優秀作品最優秀作品がががが遂遂遂遂にににに決定決定決定決定！！！！

一般社団法人衛星放送協会（東京都港区 会長：和崎信哉）は、本日7月17日(水)千代田放送会館にて、「第３回衛星放送協会

オリジナル番組アワード」授賞式を開催し、オリジナル番組賞の各部門の最優秀賞及び企画賞、オリジナル編成企画賞の最優秀

賞、特別賞、奨励賞を発表しました。

「衛星放送協会オリジナル番組アワード」は、「オリジナル番組の製作の推進」とその「認知向上」を目的に、2011年に創設しまし

た。本アワードを通じ、会員各社が製作し放送するコンテンツに一層磨きをかけるとともに、各放送局のこだわりを持ったオリジナ

ル番組や大胆な編成企画をより多くの方々に知って頂きたいと考えております。

第３回を迎えた今回は、オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組賞番組賞番組賞番組賞85858585番組番組番組番組、、、、編成企画賞編成企画賞編成企画賞編成企画賞20202020企画企画企画企画のののの計計計計105105105105というというというという多数多数多数多数のののの応募応募応募応募を頂きました。

そして、会員社から公募された審査員による第１次審査を実施し計計計計8888部門部門部門部門40404040作品作品作品作品ののののノミネートノミネートノミネートノミネート作品作品作品作品を選出。この中から審査委員長

の吉岡 忍氏（ノンフィクション作家）をはじめとする最終審査員の選考が行われ、本日の授賞式において、最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞、、、、企画賞企画賞企画賞企画賞、、、、特特特特

別賞別賞別賞別賞、、、、奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞のののの発表発表発表発表を行いました。

●●●●本本本本リリースリリースリリースリリースにににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合せせせせ：：：： 株式会社東北新社 放送本部編成企画事業部 TEL:03-5414-0305 FAX:03-5414-0433

担当：坂口(090-5430-0444/a-sakaguchi@tfc.co.jp)、久保(090-8050-1034/m-kubo@tfc.co.jp) 、久竹

●●●●そのそのそのその他他他他のおのおのおのお問問問問いいいい合合合合せせせせ：：：： 一般社団法人衛星放送協会 事務局 担当：平井 TEL：03-6441-0550 e-mail：jsba@eiseihoso.org

「「「「第第第第３３３３回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組アワードアワードアワードアワード」」」」特設特設特設特設ＨＰＨＰＨＰＨＰ http://www.eiseihoso.org/award/2013/http://www.eiseihoso.org/award/2013/http://www.eiseihoso.org/award/2013/http://www.eiseihoso.org/award/2013/

＜＜＜＜審査概要審査概要審査概要審査概要＞＞＞＞応募条件応募条件応募条件応募条件はははは2012201220122012年年年年4444月月月月1111日日日日からからからから2013201320132013年年年年3333月月月月31313131日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに、、、、衛星放送協会会員社衛星放送協会会員社衛星放送協会会員社衛星放送協会会員社においてにおいてにおいてにおいて初放送初放送初放送初放送されたものですされたものですされたものですされたものです。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、

会員社会員社会員社会員社からからからから公募公募公募公募されたされたされたされた審査員審査員審査員審査員によるによるによるによる第第第第1111次審査次審査次審査次審査をををを実施実施実施実施しししし、、、、オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組賞番組賞番組賞番組賞7777部門計部門計部門計部門計28282828番組番組番組番組とととと編成企画賞編成企画賞編成企画賞編成企画賞12121212企画企画企画企画のののの、、、、計計計計8888部門部門部門部門40404040作品作品作品作品のののの

ノミネートノミネートノミネートノミネート作品作品作品作品がががが選出選出選出選出。。。。

＜＜＜＜最終審査委員最終審査委員最終審査委員最終審査委員＞＞＞＞

■■■■審査委員長審査委員長審査委員長審査委員長 ：：：：吉岡吉岡吉岡吉岡忍忍忍忍（（（（ノンフィクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション作家作家作家作家））））

■■■■オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組賞番組賞番組賞番組賞 ：：：： 石井石井石井石井彰彰彰彰（（（（放送作家放送作家放送作家放送作家））））、、、、音音音音 好宏好宏好宏好宏（（（（上智大学文学部新聞学科教授上智大学文学部新聞学科教授上智大学文学部新聞学科教授上智大学文学部新聞学科教授））））、、、、片山一弘片山一弘片山一弘片山一弘（（（（読売新聞東京本社編集局文化部読売新聞東京本社編集局文化部読売新聞東京本社編集局文化部読売新聞東京本社編集局文化部 記者記者記者記者））））、、、、

鴨下信一鴨下信一鴨下信一鴨下信一（（（（演出家演出家演出家演出家））））、、、、小宮山悟小宮山悟小宮山悟小宮山悟（（（（野球評論家野球評論家野球評論家野球評論家））））、、、、田中早苗田中早苗田中早苗田中早苗（（（（弁護士弁護士弁護士弁護士））））

■■■■オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル編成企画賞編成企画賞編成企画賞編成企画賞：：：： 江戸川夏樹江戸川夏樹江戸川夏樹江戸川夏樹（（（（朝日新聞社東京本社文化朝日新聞社東京本社文化朝日新聞社東京本社文化朝日新聞社東京本社文化くらしくらしくらしくらし報道部報道部報道部報道部 記者記者記者記者）））） 、、、、川上真澄川上真澄川上真澄川上真澄（（（（スカパースカパースカパースカパーＪＳＡＴＪＳＡＴＪＳＡＴＪＳＡＴ株式会社株式会社株式会社株式会社））））、、、、寺嶋貴樹寺嶋貴樹寺嶋貴樹寺嶋貴樹（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社

アイキャストアイキャストアイキャストアイキャスト））））、、、、中野真理子中野真理子中野真理子中野真理子（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社ジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコムジュピターテレコム））））、、、、宮崎美紀子宮崎美紀子宮崎美紀子宮崎美紀子（（（（東京新聞編集局放送芸能部東京新聞編集局放送芸能部東京新聞編集局放送芸能部東京新聞編集局放送芸能部 記者記者記者記者)))) ※※※※敬称略敬称略敬称略敬称略

●●●●オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組賞番組賞番組賞番組賞

●●●●オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル編成企画賞編成企画賞編成企画賞編成企画賞

記記記記

賞賞賞賞 部門名部門名部門名部門名 番組名番組名番組名番組名 放送放送放送放送チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル名名名名

ドラマ番組部門 鬼平外伝 正月四日の客 時代劇専門チャンネル

ドキュメンタリー番組部門 犬と命の物語～どうぶつと生きる社会～ BSスカパー！／スカチャン5

中継番組部門 三谷幸喜「ホロヴィッツとの対話」渡辺謙×段田安則×和久井映見×高泉淳子 WOWOWライブ

バラエティー番組部門 AKB48ネ申テレビスペシャル～ブロードウェイへの道～ ファミリー劇場

情報教養番組部門 戦いの城２　徹底解剖!城の攻め方・守り方 ヒストリーチャンネル

アニメ番組部門 キングダム NHK BSプレミアム

ミニ番組部門 奇跡の逸品～映画で見つけた宝物～ #13 ベスパ スター・チャンネル1

ドラマ番組部門 ドラマWスペシャル 尋ね人 WOWOWプライム

ドラマ番組部門 カウンターのふたり TwellV

アニメ番組部門 機動戦士ガンダムUC FILM&LIVE2012 hand in hand アニマックス

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

企画賞企画賞企画賞企画賞

賞賞賞賞 放送放送放送放送チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル名名名名

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 ヒストリーチャンネル

奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞 女性チャンネル♪LaLa TV

特別賞特別賞特別賞特別賞 TBS／WOWOWプライム

『あなたがヒロイン！アワード』

WOWOW×TBSコラボレーション企画「ダブルフェイス」

企画名企画名企画名企画名

第1回ヒストリーアワード～地方の歴史から日本を紐解く～



■■■■中継番組部門中継番組部門中継番組部門中継番組部門

「「「「三谷幸喜三谷幸喜三谷幸喜三谷幸喜「「「「ホロヴィッツホロヴィッツホロヴィッツホロヴィッツとのとのとのとの対話対話対話対話」」」」渡辺謙渡辺謙渡辺謙渡辺謙××××段田安則段田安則段田安則段田安則××××和久井映見和久井映見和久井映見和久井映見××××高泉淳子高泉淳子高泉淳子高泉淳子」」」」

WOWOWWOWOWWOWOWWOWOWライブライブライブライブ ((((株式会社株式会社株式会社株式会社ＷＯＷＯＷＷＯＷＯＷＷＯＷＯＷＷＯＷＯＷ))))

三谷幸喜作・演出。渡辺謙が12年ぶりに舞台出演したことでも話題の公演を、大阪から最終日前日の模様を生中継

で放送。ステージ中継としては異例の20台以上のカメラに加えて、天井カメラ、クレーンカメラなども導入し、話題の

公演を余すところ無くお届けするための試みを行いました。

【【【【講評講評講評講評：：：：鴨下信一審査委員鴨下信一審査委員鴨下信一審査委員鴨下信一審査委員】】】】

テレビテレビテレビテレビのののの初期初期初期初期にににに驚驚驚驚かされたのはかされたのはかされたのはかされたのは＜＜＜＜中継中継中継中継のののの力力力力＞＞＞＞だだだだ。。。。日本日本日本日本のほんののほんののほんののほんの一部一部一部一部でしかでしかでしかでしか見見見見られなかったられなかったられなかったられなかった演劇演劇演劇演劇・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・音楽音楽音楽音楽・・・・皇太子皇太子皇太子皇太子ごごごご成婚成婚成婚成婚やややや浅間山荘事件浅間山荘事件浅間山荘事件浅間山荘事件のようなのようなのようなのような社会的社会的社会的社会的イベイベイベイベ

ントントントント。。。。風景風景風景風景やややや習俗習俗習俗習俗までもがまでもがまでもがまでもが全国全国全国全国でででで見見見見られるられるられるられる――――----。。。。こんなにこんなにこんなにこんなにテレビテレビテレビテレビのののの力力力力をををを見見見見せつけられたものはないせつけられたものはないせつけられたものはないせつけられたものはない。。。。しかししかししかししかし、、、、例例例例えばえばえばえば演劇演劇演劇演劇のののの中継中継中継中継はただはただはただはただ写写写写ればいいというのではればいいというのではればいいというのではればいいというのでは満足出来満足出来満足出来満足出来なくなくなくなく

なったなったなったなった。。。。それはそれはそれはそれは劇場劇場劇場劇場のののの興奮興奮興奮興奮、、、、あのあのあのあの何何何何ともいえないともいえないともいえないともいえない舞台舞台舞台舞台とととと客席客席客席客席のののの空気空気空気空気もももも感感感感じさせてくれなければじさせてくれなければじさせてくれなければじさせてくれなければ･･･・･･･・･･･・･･･・実実実実はこのはこのはこのはこの視聴者視聴者視聴者視聴者のののの望望望望みはみはみはみは、、、、ずいぶんずいぶんずいぶんずいぶん長長長長いいいいことかなえてもらえなかったことかなえてもらえなかったことかなえてもらえなかったことかなえてもらえなかった。。。。

「「「「ホロヴィッツホロヴィッツホロヴィッツホロヴィッツとのとのとのとの対話対話対話対話」」」」はははは待望久待望久待望久待望久しいしいしいしい望望望望みをまさしくかなえてくれたみをまさしくかなえてくれたみをまさしくかなえてくれたみをまさしくかなえてくれた。。。。生放送生放送生放送生放送であることであることであることであること（（（（暴挙暴挙暴挙暴挙にににに等等等等しいしいしいしい大胆大胆大胆大胆さださださださだ））））のののの困難困難困難困難ばかりでなくばかりでなくばかりでなくばかりでなく、、、、ささささまざまなまざまなまざまなまざまな障害障害障害障害がががが山積山積山積山積したことはしたことはしたことはしたことは想像想像想像想像

にかたくないにかたくないにかたくないにかたくない（（（（中継番組中継番組中継番組中継番組をををを多多多多くくくく経験経験経験経験しているしているしているしている身身身身としてよくわかるとしてよくわかるとしてよくわかるとしてよくわかる）。）。）。）。

今回今回今回今回のののの中継番組中継番組中継番組中継番組ののののエントリーエントリーエントリーエントリーがこのがこのがこのがこの中継中継中継中継のののの真髄真髄真髄真髄、、、、そこにそこにそこにそこに今居今居今居今居るようなるようなるようなるような興奮興奮興奮興奮をををを与与与与えるものばかりだったがえるものばかりだったがえるものばかりだったがえるものばかりだったが、、、、特筆特筆特筆特筆すべきはこのすべきはこのすべきはこのすべきはこの劇場中継劇場中継劇場中継劇場中継だっただっただっただった。。。。地地地地上波上波上波上波からはこのからはこのからはこのからはこの＜＜＜＜中継中継中継中継＞＞＞＞とととと

いういういういうテレビテレビテレビテレビのののの特質特質特質特質がががが、、、、ややもすればややもすればややもすればややもすれば失失失失われようとしているわれようとしているわれようとしているわれようとしている。。。。衛星波衛星波衛星波衛星波のののの番組番組番組番組としてはとしてはとしてはとしては特特特特にににに顕賞顕賞顕賞顕賞するするするする必要必要必要必要があるだろうがあるだろうがあるだろうがあるだろう。。。。

■■■■バラエティーバラエティーバラエティーバラエティー番組部門番組部門番組部門番組部門 「「「「AKB48AKB48AKB48AKB48ネネネネ申申申申テレビスペシャルテレビスペシャルテレビスペシャルテレビスペシャル～～～～ブロードウェイブロードウェイブロードウェイブロードウェイへのへのへのへの道道道道～」～」～」～」

ファミリーファミリーファミリーファミリー劇場劇場劇場劇場 ((((株式会社株式会社株式会社株式会社ファミリーファミリーファミリーファミリー劇場劇場劇場劇場))))

ドラマドラマドラマドラマ

■■■■ドラマドラマドラマドラマ番組部門番組部門番組部門番組部門 「「「「鬼平外伝鬼平外伝鬼平外伝鬼平外伝 正月四日正月四日正月四日正月四日のののの客客客客」」」」

時代劇専門時代劇専門時代劇専門時代劇専門チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル （（（（日本映画衛星放送株式会社日本映画衛星放送株式会社日本映画衛星放送株式会社日本映画衛星放送株式会社））））

新作を期待する時代劇ファンの声に応えて、松竹株式会社と共同でオリジナル本格時代劇を制作。絶大な人気を

誇る「鬼平犯科帳」の番外編として、盗賊を主人公に「鬼平」の世界に新たな光を当てたシリーズ第三弾。

「食べ物」と「人の心」の結びつきを描いた池波正太郎の名作短篇を、松平健主演でドラマ化。

・・・・再放送日時再放送日時再放送日時再放送日時：：：：BSBSBSBSスカパースカパースカパースカパー！！！！9999月月月月8888日日日日（（（（日日日日））））14141414：：：：00000000～～～～15151515：：：：30303030

動物殺処分ゼロを目指す音楽フェス、【HAPPY MUSIC FESTA】を軸に、地上波では絶対に出来ないところま

で踏み込んだ、「動物殺処分」の現状を知るドキュメンタリーの制作を決定。殺処分を批判、非難するのではな

く、飼い主に問題意識を持ってもらえる内容にした。

・・・・再放送日時再放送日時再放送日時再放送日時：：：：8888月月月月11111111日日日日（（（（日日日日））））14:0014:0014:0014:00～～～～16:0016:0016:0016:00

AKB48に「ムチャぶり」を行い、「素」をファンに届けてきたネ申テレビも放送開始からもう5年。その間に国

内エンタメ業界の頂上を軽く上り詰めた彼女たちは多少のことでは驚かなくなった。それでも番組は彼女

たちの「素」をファンに届けたく、大プロジェクトを敢行。NYブロードウェイで・・・。

「「「「第第第第３３３３回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組アワードアワードアワードアワード」」」」オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組賞最優秀賞番組賞最優秀賞番組賞最優秀賞番組賞最優秀賞

【【【【講評講評講評講評：：：：田中早苗審査委員田中早苗審査委員田中早苗審査委員田中早苗審査委員】】】】

AKBAKBAKBAKBのののの選抜選抜選抜選抜メンバーメンバーメンバーメンバーがいきなりがいきなりがいきなりがいきなりブローブローブローブロードウェドウェドウェドウェイイイイにににに連連連連れていかれれていかれれていかれれていかれ、、、、ミミミミュージカュージカュージカュージカルルルルののののオオオオーーーーデデデディィィィショショショションンンンをををを受受受受けさせられるけさせられるけさせられるけさせられる。。。。レッスンレッスンレッスンレッスンをををを経経経経てててて、、、、本番本番本番本番にににに挑挑挑挑むむむむ３３３３日間日間日間日間のののの姿姿姿姿をををを描描描描くくくく。。。。米米米米国国国国人人人人

とととと比比比比べてべてべてべて圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的なななな声量声量声量声量のののの違違違違いにもかかわらずいにもかかわらずいにもかかわらずいにもかかわらず、、、、落落落落ちちちち込込込込むむむむことなくことなくことなくことなくレッスンレッスンレッスンレッスンにににに励励励励むむむむ姿姿姿姿にににに頼頼頼頼もしさをもしさをもしさをもしさを感感感感じるとじるとじるとじると同時同時同時同時にににに彼女彼女彼女彼女らのらのらのらの図図図図々々々々しさにしさにしさにしさに舌舌舌舌をををを巻巻巻巻いたいたいたいた。。。。日本日本日本日本ののののババババララララエティーエティーエティーエティー番番番番

組組組組でででで活躍活躍活躍活躍するするするする大家大家大家大家志津香志津香志津香志津香はははは、、、、英語英語英語英語をしをしをしをしゃゃゃゃべれないのにそのべれないのにそのべれないのにそのべれないのにそのひょひょひょひょうきんさでうきんさでうきんさでうきんさで米米米米国国国国人人人人をををを魅了魅了魅了魅了。。。。オオオオーーーーデデデディィィィショショショションンンンでででで全全全全くくくく歌歌歌歌えずえずえずえず、、、、自自自自信信信信喪喪喪喪失失失失後後後後、、、、殻殻殻殻をををを破破破破っっっってててて抜抜抜抜群群群群ののののダダダダンスンスンスンスをみせをみせをみせをみせ

たたたた秋元才加秋元才加秋元才加秋元才加のののの成長成長成長成長物語物語物語物語にはにはにはには感感感感動動動動するするするする。。。。AKBAKBAKBAKBをををを知知知知らないらないらないらない者者者者でもでもでもでも次第次第次第次第にににに感感感感情移入情移入情移入情移入してしまいしてしまいしてしまいしてしまい、、、、ついついついつい応援応援応援応援したくなってしまうしたくなってしまうしたくなってしまうしたくなってしまう。。。。ポンコツポンコツポンコツポンコツのののの彼女彼女彼女彼女らをらをらをらを決決決決してしかりつけることなくしてしかりつけることなくしてしかりつけることなくしてしかりつけることなく、、、、

勇勇勇勇気気気気づづづづけけけけ、、、、的的的的確確確確ななななアアアアドドドドバイスバイスバイスバイスをするをするをするをする女性女性女性女性デデデディレィレィレィレククククターターターター。。。。瞬時瞬時瞬時瞬時にににに彼女彼女彼女彼女らのらのらのらの特特特特性性性性をををを見見見見分分分分けてけてけてけて才才才才能能能能をををを引引引引きききき出出出出そうとするそうとするそうとするそうとする教授教授教授教授法法法法にもにもにもにも感感感感心心心心させられるさせられるさせられるさせられる。。。。 ドドドドキュメンタリーバキュメンタリーバキュメンタリーバキュメンタリーバララララエエエエ

ティーティーティーティーともいうべきともいうべきともいうべきともいうべき楽楽楽楽しいしいしいしい番組番組番組番組であるであるであるである。。。。

©東北新社

©2012 日本映画衛星放送株式会社／松竹株式会社

【【【【講評講評講評講評：：：：音音音音好宏好宏好宏好宏審査委員審査委員審査委員審査委員】】】】

安定安定安定安定感感感感のあるしっかりとしたのあるしっかりとしたのあるしっかりとしたのあるしっかりとした作作作作りのりのりのりの本本本本格時代格時代格時代格時代劇劇劇劇。「。「。「。「鬼平犯鬼平犯鬼平犯鬼平犯科科科科帳帳帳帳」」」」ののののスピンスピンスピンスピンものとしてものとしてものとしてものとして登登登登場場場場したしたしたしたシシシシリーリーリーリーズズズズだがだがだがだが、、、、内容内容内容内容的的的的にはにはにはには、、、、一本一本一本一本立立立立ちちちちしたしたしたしたドラマドラマドラマドラマのののの感感感感さえあるさえあるさえあるさえある。。。。往年往年往年往年のののの時代時代時代時代

劇劇劇劇スタースタースタースターであるであるであるである松平健松平健松平健松平健とととと、、、、このところこのところこのところこのところ、、、、演演演演技技技技にににに円熟味円熟味円熟味円熟味をををを増増増増したしたしたした柄柄柄柄本本本本明明明明とのかけとのかけとのかけとのかけ合合合合いはいはいはいは、、、、大大大大人人人人のたのたのたのためめめめののののドラマドラマドラマドラマとしてとしてとしてとして、、、、安心安心安心安心してしてしてして楽楽楽楽ししししめめめめるるるる。。。。時代時代時代時代劇劇劇劇ファファファファンンンンがががが集集集集うううう専門専門専門専門チチチチャンャンャンャン

ネルネルネルネルがががが、、、、そのそのそのそのファファファファンンンンのののの期待期待期待期待にににに応応応応えてえてえてえて提供提供提供提供するするするするオオオオリジリジリジリジナルドラマナルドラマナルドラマナルドラマでもありでもありでもありでもあり、、、、衛星衛星衛星衛星専門専門専門専門チチチチャンャンャンャンネルネルネルネルにににに相応相応相応相応しいしいしいしい作作作作品品品品としてとしてとしてとして評評評評価価価価できるできるできるできる。。。。またまたまたまた、、、、地上放地上放地上放地上放送送送送ののののドラマドラマドラマドラマ枠枠枠枠からからからから、、、、時代時代時代時代

劇劇劇劇がががが消消消消えていくなかでえていくなかでえていくなかでえていくなかで、、、、時代時代時代時代劇劇劇劇専門専門専門専門チチチチャンャンャンャンネルネルネルネルはははは、、、、定定定定期的期的期的期的にににに新作新作新作新作時代時代時代時代劇劇劇劇をををを作作作作りりりり続続続続けけけけ、、、、衛星放送衛星放送衛星放送衛星放送アアアアワワワワーーーードドドドにもにもにもにも、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、オオオオリジリジリジリジナルナルナルナル時代時代時代時代劇劇劇劇ののののエントエントエントエントリーリーリーリーをををを行行行行っていることもっていることもっていることもっていることも、、、、

あわせてあわせてあわせてあわせて評評評評価価価価したいしたいしたいしたい。。。。

【【【【講評講評講評講評：：：：吉岡吉岡吉岡吉岡 忍忍忍忍審査委員長審査委員長審査委員長審査委員長】】】】

3.113.113.113.11からからからから2222年以年以年以年以上上上上がががが過過過過ぎぎぎぎたがたがたがたが、、、、このこのこのこの部部部部門門門門のののの作作作作品品品品テーテーテーテーママママにはやはりにはやはりにはやはりにはやはり震災震災震災震災やややや原発原発原発原発事事事事故故故故がががが影影影影をををを落落落落としているとしているとしているとしている。。。。1000100010001000年年年年にににに1111度度度度のののの惨惨惨惨事事事事であればであればであればであれば当然当然当然当然だがだがだがだが、、、、それだけにそれだけにそれだけにそれだけに制制制制作者作者作者作者のののの

立立立立ちちちち位置位置位置位置がしっかりしていないとがしっかりしていないとがしっかりしていないとがしっかりしていないと、、、、隔靴掻痒隔靴掻痒隔靴掻痒隔靴掻痒のののの観観観観がががが際立際立際立際立ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。避避避避難生難生難生難生活活活活もももも復復復復興興興興もももも大大大大変変変変だだだだ、、、、というだけではというだけではというだけではというだけでは「「「「ニニニニュースュースュースュース」」」」ではあってもではあってもではあってもではあっても、「、「、「、「作作作作品品品品」」」」はははは成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない。。。。受受受受賞賞賞賞

作作作作「「「「犬犬犬犬とととと命命命命のののの物語物語物語物語」」」」はははは、、、、見見見見ていてていてていてていて辛辛辛辛くなるくなるくなるくなる作作作作品品品品であるであるであるである。。。。ペペペペットットットットとしてとしてとしてとして飼飼飼飼われていたわれていたわれていたわれていた犬犬犬犬たたたたちちちちがががが捨捨捨捨てられてられてられてられ、、、、殺処分殺処分殺処分殺処分されるされるされるされる現現現現場場場場ををををリアリアリアリアルルルルにににに見見見見せながらせながらせながらせながら、、、、人人人人間間間間がががが犬犬犬犬のののの命命命命ををををどどどどうもてうもてうもてうもて

あそんでいるかをあそんでいるかをあそんでいるかをあそんでいるかを静静静静かにかにかにかに告発告発告発告発しているしているしているしている。。。。人人人人間間間間とととと犬犬犬犬たたたたちちちちのののの仲仲仲仲をををを引引引引きききき裂裂裂裂いたいたいたいた原発原発原発原発事事事事故故故故もまたもまたもまたもまた、、、、人人人人間間間間のののの冷酷冷酷冷酷冷酷なななな業業業業であるであるであるである。。。。2222度度度度とととと見見見見たくないたくないたくないたくない映映映映像像像像もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、そんななかそんななかそんななかそんななか、、、、人人人人間間間間をををを

癒癒癒癒やすやすやすやす存在存在存在存在としてとしてとしてとして甦甦甦甦ったったったった捨捨捨捨てててて犬犬犬犬、、、、私財私財私財私財をををを投投投投げげげげ打打打打ってってってって救助活動救助活動救助活動救助活動をするをするをするをする人人人人たたたたちちちちのののの姿姿姿姿にほっとするにほっとするにほっとするにほっとする。。。。

むむむむごいごいごいごい現現現現実実実実をををを見見見見てきたてきたてきたてきた制制制制作者作者作者作者だからこそだからこそだからこそだからこそ見見見見えるえるえるえる光明光明光明光明がががが、、、、ここにはあるここにはあるここにはあるここにはある。。。。ドドドドキュメンタリーキュメンタリーキュメンタリーキュメンタリーはははは、、、、そのかすかなそのかすかなそのかすかなそのかすかな光光光光をををを探探探探しししし求求求求めめめめるるるる仕仕仕仕事事事事であるであるであるである。。。。

■■■■ドキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリー番組部門番組部門番組部門番組部門 「「「「犬犬犬犬とととと命命命命のののの物語物語物語物語～～～～どうぶつとどうぶつとどうぶつとどうぶつと生生生生きるきるきるきる社会社会社会社会～」～」～」～」

BSBSBSBSスカパースカパースカパースカパー！／！／！／！／スカチャンスカチャンスカチャンスカチャン５５５５（（（（スカパースカパースカパースカパーJSATJSATJSATJSAT株式会社株式会社株式会社株式会社））））

■■■■情報教養番組部門情報教養番組部門情報教養番組部門情報教養番組部門 「「「「戦戦戦戦いのいのいのいの城城城城２２２２ 徹底解剖徹底解剖徹底解剖徹底解剖!!!!城城城城のののの攻攻攻攻めめめめ方方方方・・・・守守守守りりりり方方方方」」」」

ヒストリーチャンネルヒストリーチャンネルヒストリーチャンネルヒストリーチャンネル((((株式会社株式会社株式会社株式会社スーパーネットワークスーパーネットワークスーパーネットワークスーパーネットワーク))))

・・・・再放送日時再放送日時再放送日時再放送日時：：：：8888月月月月31313131日日日日（（（（土土土土））））12:3012:3012:3012:30～～～～13:3013:3013:3013:30 BSBSBSBSスカパースカパースカパースカパー！！！！9999月月月月8888日日日日（（（（日日日日））））15151515：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030

人気が高いテーマの『城』。初心者から、城マニアまで楽しめる内容で、かつマニアックになりすぎない番組を目指して

制作を始めたシリーズの2本目は、実際に攻め手側の気持ちになって城を見ると軍事構造物としての城にはどのような

機能がどのように潜んでいるのかがわかるようになっている。

【【【【講評講評講評講評：：：：片片片片山一山一山一山一弘弘弘弘審査員審査員審査員審査員】】】】

城城城城とはとはとはとは軍軍軍軍事事事事施設施設施設施設であるであるであるである、、、、というというというという属性属性属性属性にににに着目着目着目着目しししし、、、、実実実実際際際際にににに城城城城をををを攻攻攻攻めめめめるるるる／／／／守守守守るとしたらるとしたらるとしたらるとしたら、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの設備設備設備設備ががががどどどどんなんなんなんな役割役割役割役割をををを果果果果たすかをたすかをたすかをたすかを現現現現場場場場でででで解説解説解説解説するするするする、、、、というというというという着眼点着眼点着眼点着眼点がががが面白面白面白面白

いいいい。。。。攻撃側攻撃側攻撃側攻撃側のののの視視視視点点点点でででで表門表門表門表門からからからから進進進進んだんだんだんだ春春春春風風風風亭昇亭昇亭昇亭昇太太太太はははは、、、、難難難難所所所所をををを的的的的確確確確にににに指摘指摘指摘指摘してしてしてして、、、、城城城城へへへへのののの愛情愛情愛情愛情とととと知識知識知識知識のののの深深深深さをさをさをさを感感感感じさせたじさせたじさせたじさせた。。。。彦根城彦根城彦根城彦根城ががががどどどどれほれほれほれほどどどど高機高機高機高機能能能能のののの城城城城かもよくわかりかもよくわかりかもよくわかりかもよくわかり、、、、

実地実地実地実地にににに見学見学見学見学してみたくなるしてみたくなるしてみたくなるしてみたくなる。。。。審査審査審査審査のののの席上席上席上席上ではではではでは、「、「、「、「別別別別のののの城城城城にににに行行行行ったったったった時時時時にににに、、、、構造構造構造構造がよくわかったがよくわかったがよくわかったがよくわかった」「」「」「」「これをこれをこれをこれを見見見見たたたた後後後後でででで『『『『ののののぼぼぼぼうのうのうのうの城城城城』』』』をををを見見見見たらたらたらたら、、、、とてもわかりやすかったとてもわかりやすかったとてもわかりやすかったとてもわかりやすかった、、、、とととと妻妻妻妻

がががが言言言言っていたっていたっていたっていた」」」」ななななどどどどのののの声声声声がががが上上上上がりがりがりがり、「、「、「、「情情情情報教報教報教報教養養養養番組番組番組番組」」」」としてのとしてのとしてのとしての実実実実用性用性用性用性のののの高高高高さをさをさをさを印象印象印象印象づづづづけたけたけたけた。。。。一一一一方方方方でででで「「「「守備側守備側守備側守備側のののの視視視視点点点点でででで、、、、櫓櫓櫓櫓のののの上上上上からからからから昇昇昇昇太太太太さんをさんをさんをさんを見見見見下下下下ろすようなろすようなろすようなろすような映映映映像像像像もももも欲欲欲欲

しいしいしいしい」」」」ななななどどどど、、、、注注注注文文文文もももも相次相次相次相次いだがいだがいだがいだが、、、、それもそれもそれもそれも、、、、このこのこのこの企画企画企画企画のののの可可可可能能能能性性性性をををを評評評評価価価価してのことしてのことしてのことしてのこと。。。。よりよいよりよいよりよいよりよい次次次次回作回作回作回作へへへへのののの期待期待期待期待もももも加味加味加味加味してのしてのしてのしての選出選出選出選出とさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたとさせていただいた。。。。



【【【【講評講評講評講評：：：：小宮小宮小宮小宮山山山山悟悟悟悟審査委員審査委員審査委員審査委員】】】】

春秋春秋春秋春秋戦戦戦戦国国国国時代時代時代時代のののの中国中国中国中国、、、、秦秦秦秦のののの始始始始皇皇皇皇帝帝帝帝によるによるによるによる中中中中華統華統華統華統一一一一前前前前のののの物語物語物語物語…………。。。。原原原原作作作作となるとなるとなるとなる物語物語物語物語ののののベースベースベースベースがしっかりとしているのでがしっかりとしているのでがしっかりとしているのでがしっかりとしているので、、、、興興興興味深味深味深味深くくくく観観観観るるるる事事事事がががが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。今回今回今回今回のののの『『『『無名無名無名無名のののの少少少少

年年年年』』』』のののの回回回回ではではではでは、、、、主主主主人人人人公公公公であるであるであるである信信信信とととと漂漂漂漂のののの関係関係関係関係やややや、、、、そのそのそのその背背背背景景景景、、、、さらにはさらにはさらにはさらには、、、、秦秦秦秦のののの王宮王宮王宮王宮ななななどどどどのののの諸諸諸諸々々々々のののの情情情情報報報報もももも、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと網羅網羅網羅網羅してあるししてあるししてあるししてあるし、、、、ストーリーストーリーストーリーストーリーののののテンテンテンテンポポポポもももも、、、、短短短短時時時時間間間間でででで、、、、見事見事見事見事にににに

次次次次からからからから次次次次へへへへとととと展開展開展開展開しししし、、、、見見見見ているものがているものがているものがているものが引引引引きききき込込込込まれてまれてまれてまれて行行行行くのにくのにくのにくのに十十十十分分分分なななな内容内容内容内容…………。。。。間間間間違違違違いいいい無無無無くくくく、、、、次次次次のののの回回回回がががが、、、、観観観観たくなるたくなるたくなるたくなる、、、、そんなそんなそんなそんな作作作作品品品品でしたでしたでしたでした…………。。。。今回今回今回今回のののの審査審査審査審査でででで、、、、満場一満場一満場一満場一致致致致でのでのでのでの受受受受

賞賞賞賞ですですですです…………。。。。おおおおめめめめでとうございますでとうございますでとうございますでとうございます。。。。

【【【【講評講評講評講評：：：：石井彰石井彰石井彰石井彰審査委員審査委員審査委員審査委員】】】】

今今今今年年年年ももももミニミニミニミニ番組部番組部番組部番組部門門門門のののの参参参参加加加加番組番組番組番組ははははどどどどれもれもれもれも優優優優れたものれたものれたものれたもの、、、、企画企画企画企画がががが秀逸秀逸秀逸秀逸なものばかりでしたなものばかりでしたなものばかりでしたなものばかりでした。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも「「「「奇跡奇跡奇跡奇跡のののの逸逸逸逸品品品品 ベスパベスパベスパベスパ」」」」はははは、、、、ススススククククターターターターのののの原原原原型型型型ともいえるともいえるともいえるともいえるベスパベスパベスパベスパのののの魅魅魅魅力力力力

をををを、、、、懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい名画名画名画名画「「「「アメリカンアメリカンアメリカンアメリカン・・・・ググググラフラフラフラフィティィティィティィティ」「」「」「」「ローローローローママママのののの休休休休日日日日」」」」ななななどどどどからからからから、、、、登登登登場場場場場場場場面面面面をををを抜抜抜抜粋粋粋粋してしてしてして編集編集編集編集することですることですることですることで見事見事見事見事にににに表現表現表現表現していたしていたしていたしていた。。。。このこのこのこの編編編編集集集集はははは場場場場面面面面のののの選選選選択択択択、、、、テンポテンポテンポテンポ、、、、カッカッカッカッ

トトトトつなつなつなつなぎぎぎぎななななどどどど卓卓卓卓抜抜抜抜したしたしたした技技技技術術術術としてとしてとしてとして高高高高くくくく評評評評価価価価されたされたされたされた。。。。これらのこれらのこれらのこれらの映映映映像像像像にににに巧巧巧巧みにさりみにさりみにさりみにさりげげげげなくなくなくなく、、、、ベスパベスパベスパベスパのののの歴史歴史歴史歴史やややや構造構造構造構造ななななどどどどをををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでいるんでいるんでいるんでいる構構構構成成成成もももも見事見事見事見事とととというほかないいうほかないいうほかないいうほかない。。。。映映映映画画画画のののの重重重重

要要要要なななな脇脇脇脇役役役役であるであるであるであるアイテムアイテムアイテムアイテム自自自自体体体体にににに焦焦焦焦点点点点をあてながらをあてながらをあてながらをあてながら、、、、このこのこのこの番組番組番組番組でででで取取取取りりりり上上上上げげげげられたられたられたられた映映映映画画画画をもうをもうをもうをもう一一一一度度度度見見見見たくなるたくなるたくなるたくなる、、、、そんなそんなそんなそんな牽牽牽牽引引引引力力力力さえさえさえさえ感感感感じさせられたじさせられたじさせられたじさせられた。。。。これこれこれこれぞぞぞぞミニミニミニミニ番組番組番組番組のののの手手手手本本本本とととと

もいえるもいえるもいえるもいえる、、、、短短短短くてもくてもくてもくてもキキキキララララリリリリとととと光光光光るるるる番組番組番組番組でででで、、、、多多多多くのくのくのくの審査員審査員審査員審査員がががが高高高高くくくく評評評評価価価価をしてをしてをしてをして、、、、文文文文句句句句なくなくなくなく最優秀最優秀最優秀最優秀にににに選選選選ばれたばれたばれたばれた。。。。

「「「「第第第第３３３３回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組アワードアワードアワードアワード」」」」オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組賞企画賞番組賞企画賞番組賞企画賞番組賞企画賞

■■■■ドラマドラマドラマドラマ番組番組番組番組部門部門部門部門 「「「「ドラマドラマドラマドラマWWWWスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル 尋尋尋尋ねねねね人人人人」」」」

WOWOWWOWOWWOWOWWOWOWプライムプライムプライムプライム ((((株式会社株式会社株式会社株式会社WOWOW)WOWOW)WOWOW)WOWOW)

命の期限を知った時、人は何を思うのか…。

VFXで甦る昭和と現代の時空を超越してセツナク壮大に描く悲恋物語。その人を忘れずに思い出し、

語り続けてあげる事がその人の生きた証になる。本作は、そんな事も改めて考えさせる。

ドラマWに新境地を開く本作の出演者には、娘役に夏川結衣を起用。

【【【【講評講評講評講評：：：：鴨下信一審査委員鴨下信一審査委員鴨下信一審査委員鴨下信一審査委員】】】】

小小小小説説説説のののの脚色脚色脚色脚色ははははドラマドラマドラマドラマにとってにとってにとってにとって大大大大きなきなきなきな財財財財産産産産でででで、、、、演劇演劇演劇演劇でもでもでもでも映映映映画画画画でもでもでもでもテレビテレビテレビテレビドラマドラマドラマドラマでもでもでもでも、、、、大大大大恩恩恩恩をををを受受受受けているといっていいけているといっていいけているといっていいけているといっていい。。。。

近頃近頃近頃近頃だいぶはきだいぶはきだいぶはきだいぶはきちちちちがえらえているがえらえているがえらえているがえらえているドラマドラマドラマドラマののののオオオオリジリジリジリジナルナルナルナル偏重偏重偏重偏重はははは、、、、一一一一方方方方的論的論的論的論議議議議でででで、、、、現現現現実的実的実的実的でないでないでないでない。。。。脚色脚色脚色脚色をやってみるとわかるをやってみるとわかるをやってみるとわかるをやってみるとわかる。。。。こんなにこんなにこんなにこんなにスタッスタッスタッスタッフフフフのののの技技技技術術術術がががが要要要要求求求求されされされされ、、、、うまくうまくうまくうまく

行行行行けばけばけばけば稔稔稔稔りのりのりのりの大大大大きいものはないきいものはないきいものはないきいものはない。。。。大大大大きなきなきなきなヤヤヤヤママママ場場場場ののののシシシシーンーンーンーンとととと同同同同等等等等のののの価価価価値値値値やややや感感感感動動動動がががが、、、、セセセセリリリリフフフフ二二二二つつつつ三三三三つのつのつのつの小小小小さなさなさなさなシシシシーンーンーンーンにあることもにあることもにあることもにあることも、、、、一一一一カットカットカットカットのののの風景風景風景風景、、、、一一一一カットカットカットカットのののの小小小小道道道道具具具具のののの

アッアッアッアッププププももももおおおおろそかにろそかにろそかにろそかに出来出来出来出来ないこともないこともないこともないことも、、、、脚色脚色脚色脚色というというというという作作作作業業業業はははは教教教教えてくれるしえてくれるしえてくれるしえてくれるし、、、、なによりなによりなによりなにより制制制制作者作者作者作者側側側側のののの思思思思いこみのいこみのいこみのいこみの害害害害をををを、、、、視聴者視聴者視聴者視聴者からかけからかけからかけからかけ離離離離れたれたれたれた制制制制作者作者作者作者ののののわがままをわがままをわがままをわがままを、、、、脚色脚色脚色脚色はははは見事見事見事見事

にににに禁禁禁禁じるじるじるじる。。。。原原原原作作作作というものをというものをというものをというものを視聴者視聴者視聴者視聴者がががが読読読読めめめめばばばば、、、、すすすすぐぐぐぐにににに視聴者視聴者視聴者視聴者無無無無視視視視のののの余余余余分分分分なつけなつけなつけなつけ足足足足しがわかってしまうからだしがわかってしまうからだしがわかってしまうからだしがわかってしまうからだ。。。。逆逆逆逆にににに、、、、小小小小説説説説ははははドラマドラマドラマドラマよりよりよりより制制制制約約約約がががが少少少少ないからないからないからないから、、、、ドラマドラマドラマドラマがががが狭狭狭狭くくくく、、、、

小小小小さくさくさくさく、、、、まとまってしまうまとまってしまうまとまってしまうまとまってしまう害害害害からもからもからもからも逃逃逃逃れることがれることがれることがれることが出来出来出来出来るるるる。「。「。「。「尋尋尋尋ねねねね人人人人」」」」のののの洞爺丸洞爺丸洞爺丸洞爺丸事事事事故故故故のようなのようなのようなのような大大大大きなきなきなきな背背背背景景景景はなかなかはなかなかはなかなかはなかなかオオオオリジリジリジリジナルナルナルナル脚脚脚脚本本本本ではではではでは得得得得られなられなられなられないいいい。。。。脚脚脚脚本本本本ドラマドラマドラマドラマのののの面白味面白味面白味面白味がががが

「「「「尋尋尋尋ねねねね人人人人」」」」にはにはにはには存分存分存分存分にあるにあるにあるにある。。。。長長長長時時時時間間間間単単単単発発発発ドラマドラマドラマドラマはこうでなくてはなるまいはこうでなくてはなるまいはこうでなくてはなるまいはこうでなくてはなるまい。。。。

■■■■アニメアニメアニメアニメ番組部門番組部門番組部門番組部門 「「「「キングダムキングダムキングダムキングダム」」」」

NHK BSNHK BSNHK BSNHK BSプレミアムプレミアムプレミアムプレミアム((((日本放送協会日本放送協会日本放送協会日本放送協会))))

武人の生きざまや戦略などを描いた、秦の始皇帝による中華統一前の壮大な物語。

“武人たちが己の存在のすべてを賭け、守るべきもののために戦う姿”を、アニメという手法を駆使して

ダイナミックに描くことで、先の見えない“今”を生きる人々の迷いを断ち切り、“生き抜く力”を届ける。

■■■■ミニミニミニミニ番組部門番組部門番組部門番組部門 「「「「奇跡奇跡奇跡奇跡のののの逸品逸品逸品逸品～～～～映画映画映画映画でででで見見見見つけたつけたつけたつけた宝物宝物宝物宝物～～～～ #13 #13 #13 #13 ベスパベスパベスパベスパ」」」」

スタースタースタースター・・・・チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル1111 ((((株式会社株式会社株式会社株式会社スタースタースタースター・・・・チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル))))

映画の中でキラリと光る存在感を放つアイテム、“逸品”たち。そんな映画の重要な要素となって

いるアイテム（＝物）にあえてスポットを当て、そこから作品の魅力に迫る新感覚映画紹介番組を

制作。女優・岸本加世子さんが店主となり、声でアイテムと映画をナビゲートする。

■■■■ドラマドラマドラマドラマ番組番組番組番組部門部門部門部門 「「「「カウンターカウンターカウンターカウンターのふたりのふたりのふたりのふたり」」」」

TwellVTwellVTwellVTwellV （（（（ワールドワールドワールドワールド・・・・ハイビジョンハイビジョンハイビジョンハイビジョン・・・・チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル株式会社株式会社株式会社株式会社））））

・・・・再放送日時再放送日時再放送日時再放送日時：：：：8888月月月月30303030日日日日（（（（金金金金））））21212121：：：：00000000～～～～21212121：：：：30303030 （（（（#15 #15 #15 #15 ）））） BSBSBSBSスカパースカパースカパースカパー！！！！9999月月月月8888日日日日（（（（日日日日））））16161616：：：：30303030～～～～17171717：：：：00000000 （（（（#15 #15 #15 #15 ））））

舞台はカウンターのみ。出演者はふたり。しかし映像にはとことんこだわる。人と人が関わり

合い変化する関係性や「人としっかり向き合う事」の重要性をより鮮明に描き出す事をテー

マに制作しました。

【【【【講評講評講評講評：：：：片片片片山一山一山一山一弘弘弘弘審査委員審査委員審査委員審査委員】】】】

カカカカウウウウンターンターンターンターにににに２２２２人人人人のののの男男男男。。。。若若若若者者者者はははは年年年年配配配配のののの男男男男をををを「「「「おおおお父父父父さんさんさんさん」」」」とととと呼呼呼呼ぶがぶがぶがぶが、、、、血縁関係血縁関係血縁関係血縁関係はなさそうはなさそうはなさそうはなさそう。。。。実実実実はははは……………………。。。。数数数数分分分分のうのうのうのうちちちちにににに２２２２人人人人のののの関係関係関係関係がががが見見見見えてくるとえてくるとえてくるとえてくると同時同時同時同時にににに、、、、大大大大方方方方のののの結末結末結末結末もももも予予予予想想想想

がつくがつくがつくがつく。。。。それでもしんみりとさせられるのはそれでもしんみりとさせられるのはそれでもしんみりとさせられるのはそれでもしんみりとさせられるのは、「、「、「、「おおおお父父父父さんさんさんさん」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる男男男男をををを演演演演じるじるじるじる志志志志賀廣賀廣賀廣賀廣太太太太郎郎郎郎のののの台台台台詞詞詞詞のののの力力力力にににに負負負負うところがうところがうところがうところが大大大大きいきいきいきい。。。。画画画画面面面面のののの暗暗暗暗さもさもさもさも志志志志賀賀賀賀のののの声声声声をををを引引引引きききき立立立立たせるたせるたせるたせる。。。。

舞台舞台舞台舞台はははは１１１１かかかか所所所所、、、、主主主主なななな出演者出演者出演者出演者はははは２２２２人人人人でででで毎毎毎毎回回回回３３３３００００分分分分というというというという本本本本シシシシリーリーリーリーズズズズ。。。。撮撮撮撮影影影影もももも短短短短期間期間期間期間のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、そんなそんなそんなそんな制制制制約約約約のののの厳厳厳厳しさはしさはしさはしさは、、、、作作作作りりりり手手手手やややや出演者出演者出演者出演者にとってにとってにとってにとって腕腕腕腕のののの見見見見せせせせ所所所所でもあるでもあるでもあるでもある。。。。

審査対審査対審査対審査対象象象象のののの回回回回についてはについてはについてはについては、、、、委員委員委員委員からからからから「「「「バーテンバーテンバーテンバーテンをををを効効効効果果果果的的的的にににに使使使使うべきうべきうべきうべき」」」」等等等等々々々々のののの指摘指摘指摘指摘もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、もっともっともっともっと良良良良くなるくなるくなるくなる余余余余地地地地があるということがあるということがあるということがあるということ。。。。地上波地上波地上波地上波ののののようなようなようなような潤沢潤沢潤沢潤沢なななな予算予算予算予算がなくとがなくとがなくとがなくと

ももももドラマシドラマシドラマシドラマシリーリーリーリーズズズズにににに取取取取りりりり組組組組めめめめることをることをることをることを示示示示したこのしたこのしたこのしたこの企画企画企画企画がががが、、、、衛星放送衛星放送衛星放送衛星放送界界界界へへへへのののの刺激刺激刺激刺激となることをとなることをとなることをとなることを期待期待期待期待するするするする。。。。

【【【【講評講評講評講評：：：：石井石井石井石井 彰彰彰彰審査員審査員審査員審査員】】】】

「「「「機動機動機動機動戦戦戦戦士士士士ガガガガンンンンダダダダムムムムＵＣＵＣＵＣＵＣ ｅｐｉｓｏｄｅｅｐｉｓｏｄｅｅｐｉｓｏｄｅｅｐｉｓｏｄｅ５５５５黒黒黒黒いいいいユユユユニニニニコーンコーンコーンコーン」」」」のののの上上上上映映映映にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて開催開催開催開催されたされたされたされた、、、、アアアアニニニニメメメメ、、、、音楽音楽音楽音楽、、、、朗朗朗朗読読読読によるによるによるによる、、、、立立立立体体体体的的的的かつかつかつかつガガガガンンンンダダダダムムムムへへへへのののの深深深深いいいい愛情愛情愛情愛情をををを感感感感じるじるじるじる画画画画期期期期的的的的

ななななイベントイベントイベントイベントでしたでしたでしたでした。。。。なんといってもなんといってもなんといってもなんといっても作家作家作家作家、、、、福井晴敏福井晴敏福井晴敏福井晴敏によるによるによるによる構構構構成成成成がががが素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい。。。。昨昨昨昨年年年年参参参参加加加加されたされたされたされた同同同同種種種種ののののイベントイベントイベントイベントからさらにからさらにからさらにからさらにススススケケケケーーーールルルルアッアッアッアッププププされされされされ、、、、朗朗朗朗読者読者読者読者がががが四四四四人人人人にににに増増増増えたえたえたえた

ことによってことによってことによってことによって、、、、ガガガガンンンンダダダダムムムムがががが創創創創りりりり出出出出したしたしたした世界世界世界世界をををを、、、、さらにさらにさらにさらに重層重層重層重層的的的的にににに伝伝伝伝えることにえることにえることにえることに成成成成功功功功しているしているしているしている。。。。このこのこのこの成成成成功功功功はははは、、、、企画企画企画企画・・・・運営運営運営運営・・・・出演者出演者出演者出演者らすべてのらすべてのらすべてのらすべての人人人人たたたたちちちちののののガガガガンンンンダダダダムムムムへへへへのののの愛愛愛愛とととと尊尊尊尊敬敬敬敬

のののの賜賜賜賜物物物物といってもいいだろうといってもいいだろうといってもいいだろうといってもいいだろう。。。。アアアアニニニニメメメメ部部部部門門門門へへへへのののの参参参参加加加加だったただったただったただったためめめめにににに、、、、同同同同部部部部門門門門ではではではでは惜惜惜惜しくもしくもしくもしくも最優秀最優秀最優秀最優秀にはにはにはには選選選選ばれなかったがばれなかったがばれなかったがばれなかったが、、、、単単単単なるなるなるなるアアアアニニニニメメメメ関関関関連連連連イベンイベンイベンイベントトトトのののの枠枠枠枠をををを大大大大きくきくきくきく越越越越えてえてえてえて、、、、

このこのこのこのイベントイベントイベントイベント自自自自体体体体のののの企画企画企画企画のののの素晴素晴素晴素晴らしさとらしさとらしさとらしさと内容内容内容内容のののの深深深深さにさにさにさに企画企画企画企画賞賞賞賞をををを贈贈贈贈りりりり、、、、そのそのそのその実実実実績績績績をををを讚讚讚讚えたいえたいえたいえたい。。。。

©ＷＯＷＯＷ

■■■■アニメアニメアニメアニメ番組部門番組部門番組部門番組部門 「「「「機動戦士機動戦士機動戦士機動戦士ガンダムガンダムガンダムガンダムＵＣＵＣＵＣＵＣ FILM&LIVE2012 hand in handFILM&LIVE2012 hand in handFILM&LIVE2012 hand in handFILM&LIVE2012 hand in hand」」」」

アニマックスアニマックスアニマックスアニマックス （（（（株式会社株式会社株式会社株式会社アニマックスブロードキャストアニマックスブロードキャストアニマックスブロードキャストアニマックスブロードキャスト・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン））））

2012/5/13Bunkamuraオーチャードホールにて開催された機動戦士ガンダムＵＣイベントを完全収録。

機動戦士ガンダムＵＣ episode1～5放送時にガンダムファン垂涎のオリジナル番組として編成。

また同タイトルepisode６ Blu-rayの特典映像としても収録。

©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ

©#15 BS12 TwellV

©創通・サンライズ

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

みのみのみのみの



【【【【講評講評講評講評：：：：吉岡吉岡吉岡吉岡 忍忍忍忍審査委員長審査委員長審査委員長審査委員長】】】】

専門専門専門専門チチチチャンャンャンャンネルネルネルネルのののの枠枠枠枠をををを超超超超ええええ、、、、他他他他波波波波やややや他他他他チチチチャンャンャンャンネルネルネルネルややややネネネネットットットットとのとのとのとのココココララララボボボボレーレーレーレーショショショションンンンをををを試試試試みるみるみるみる。。。。そこにそこにそこにそこに今今今今年度年度年度年度のののの新新新新しいしいしいしい動動動動きがあったきがあったきがあったきがあった。。。。最優秀最優秀最優秀最優秀賞賞賞賞のののの「「「「ヒヒヒヒストリーアストリーアストリーアストリーアワワワワーーーードドドド」」」」はははは

各各各各地地地地ののののケケケケーブーブーブーブルルルル局局局局にににに地地地地域史域史域史域史のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしをこしをこしをこしを呼呼呼呼びびびびかけかけかけかけ、、、、そのそのそのその作作作作品品品品をををを放送放送放送放送するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、コンコンコンコンククククーーーールルルルをををを実実実実施施施施したしたしたした事事事事績績績績であるであるであるである。。。。歴史歴史歴史歴史のののの矮小矮小矮小矮小化化化化、、、、単純単純単純単純化化化化がががが進進進進みみみみ、、、、世世世世のののの中中中中がががが

ますますますますますますますますフラフラフラフラットットットットになるになるになるになる現在現在現在現在にににに対対対対するするするする、、、、これはこれはこれはこれは鋭鋭鋭鋭いいいい批批批批評評評評になっているになっているになっているになっている ｡｡｡｡

「「「「第第第第３３３３回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組アワードアワードアワードアワード」」」」オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル編成企画賞最優秀賞編成企画賞最優秀賞編成企画賞最優秀賞編成企画賞最優秀賞

「「「「第第第第1111回回回回ヒストリーアワードヒストリーアワードヒストリーアワードヒストリーアワード～～～～地方地方地方地方のののの歴史歴史歴史歴史からからからから日本日本日本日本をををを紐解紐解紐解紐解くくくく～」～」～」～」

ヒストリーチャンネルヒストリーチャンネルヒストリーチャンネルヒストリーチャンネル ((((株式会社株式会社株式会社株式会社スーパーネットワークスーパーネットワークスーパーネットワークスーパーネットワーク))))

・・・・再放送日時再放送日時再放送日時再放送日時：：：：8888月月月月31313131日日日日（（（（土土土土））））11:0011:0011:0011:00～～～～12:3012:3012:3012:30 （（（（ヒストリーアワードヒストリーアワードヒストリーアワードヒストリーアワード受賞作品受賞作品受賞作品受賞作品））））

デジタル化により、地方との垣根がなくなりつつある今。日本各地には、全国的には知られていない魅力的な

歴史がまだ数多く存在する。チャンネルでは、その地方史にこそ日本史の面白さのエッセンスが詰まっている

と思い、全国のケーブルテレビ局が制作したご当地歴史番組をコンテスト形式で募集。

「「「「第第第第３３３３回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組アワードアワードアワードアワード」」」」オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル編成企画賞奨励賞編成企画賞奨励賞編成企画賞奨励賞編成企画賞奨励賞

【【【【講評講評講評講評：：：：江戸川夏樹江戸川夏樹江戸川夏樹江戸川夏樹審査委員審査委員審査委員審査委員】】】】

夢夢夢夢があるがあるがあるがある女性女性女性女性ををををオオオオムムムムニニニニバスバスバスバス形形形形式式式式でででで並並並並べただけというべただけというべただけというべただけという風風風風にもにもにもにも見見見見えるえるえるえる。。。。だがだがだがだが、、、、芸能芸能芸能芸能人人人人でもでもでもでもスポーツスポーツスポーツスポーツ選選選選手手手手でもないでもないでもないでもない。。。。視聴者視聴者視聴者視聴者にににに身身身身近近近近なななな一一一一般般般般女性女性女性女性ににににスポッスポッスポッスポットトトトラララライトイトイトイトをををを照照照照らしたのらしたのらしたのらしたの

はははは、、、、女性女性女性女性チチチチャンャンャンャンネルネルネルネルならではのならではのならではのならではの応援歌応援歌応援歌応援歌のようにのようにのようにのように感感感感じたじたじたじた。。。。夢夢夢夢があるがあるがあるがある。。。。希希希希望望望望もあるもあるもあるもある。。。。でもなんとなくでもなんとなくでもなんとなくでもなんとなく不不不不安安安安。。。。他他他他のののの人人人人ははははどどどどうううう自分自分自分自分のののの目目目目標標標標にににに向向向向かってかってかってかって進進進進んんんんでいるのだろうでいるのだろうでいるのだろうでいるのだろう。。。。そうそうそうそう考考考考

えるえるえるえる現代現代現代現代のののの女性女性女性女性たたたたちちちちにににに一一一一つのつのつのつの回回回回答答答答をををを与与与与えるえるえるえる番組番組番組番組となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

取取取取りりりり上上上上げげげげたのはたのはたのはたのは、、、、つけまつつけまつつけまつつけまつげげげげでででで被被被被災災災災のののの苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを乗乗乗乗りりりり越越越越えようとするえようとするえようとするえようとする１０１０１０１０代代代代のののの女女女女のののの子子子子やややや、、、、大大大大手手手手アパレアパレアパレアパレルルルルメーカーメーカーメーカーメーカーにににに就職就職就職就職しししし憧憧憧憧れのれのれのれの渋谷渋谷渋谷渋谷１０９１０９１０９１０９でででで働働働働くくくく中国中国中国中国人女性人女性人女性人女性ななななどどどど。。。。

１１１１回回回回のののの特集特集特集特集でででで終終終終わるのではなくわるのではなくわるのではなくわるのではなく、、、、定定定定期的期的期的期的にににに放送放送放送放送しているのがしているのがしているのがしているのが評評評評価価価価にににに値値値値するするするする。「。「。「。「女性女性女性女性にににに寄寄寄寄りりりり添添添添ううううチチチチャンャンャンャンネルネルネルネルをををを作作作作るるるる」」」」というというというという意意意意志志志志がががが垣垣垣垣間見間見間見間見えるえるえるえる。。。。

過過過過去去去去のののの再再再再放送放送放送放送にににに偏偏偏偏りがりがりがりがちちちちのののの衛星放送衛星放送衛星放送衛星放送はもはもはもはもちちちちろんろんろんろん、、、、最近減最近減最近減最近減りつつあるりつつあるりつつあるりつつあるドドドドキュメンタリージャンキュメンタリージャンキュメンタリージャンキュメンタリージャンルルルルにもにもにもにも、、、、一一一一石石石石をををを投投投投じたのではないだろうかじたのではないだろうかじたのではないだろうかじたのではないだろうか。。。。

『『『『あなたがあなたがあなたがあなたがヒロインヒロインヒロインヒロイン！！！！アワードアワードアワードアワード』』』』

女性女性女性女性チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル♪♪♪♪LaLa TVLaLa TVLaLa TVLaLa TV（（（（ジュピターエンタテインメントジュピターエンタテインメントジュピターエンタテインメントジュピターエンタテインメント株式会社株式会社株式会社株式会社））））

「一般女性に密着したドキュメント番組」として20人のドキュメンタリーを制作。年間で最も視聴者に感銘を与

えたヒロインを選出するべく、20人のヒロインたちのダイジェストVTRを自社ホームページに掲載し、視聴者

からの投票を募り年間アワードを決定した。

©女性チャンネル♪LaLa TV

「「「「第第第第３３３３回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会回衛星放送協会オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル番組番組番組番組アワードアワードアワードアワード」」」」オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル編成企画賞特別賞編成企画賞特別賞編成企画賞特別賞編成企画賞特別賞

【【【【講評講評講評講評：：：：寺嶋貴樹寺嶋貴樹寺嶋貴樹寺嶋貴樹審査委員審査委員審査委員審査委員】】】】

今今今今年度年度年度年度ののののオオオオリジリジリジリジナルナルナルナル編成編成編成編成企画企画企画企画賞部賞部賞部賞部門門門門ににににノノノノミネミネミネミネートートートートされたされたされたされた複数複数複数複数のののの企画企画企画企画にににに共通共通共通共通するするするする特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして、、、、何何何何よりよりよりより「「「「ココココララララボボボボレーレーレーレーショショショションンンン」」」」がががが挙挙挙挙げげげげられますられますられますられます。。。。ププププララララットットットットフフフフォォォォームームームームとのとのとのとのココココララララボボボボ、、、、

チチチチャンャンャンャンネルネルネルネル同同同同士士士士ののののココココララララボボボボ、、、、動動動動画配画配画配画配信信信信ササササイトイトイトイトとのとのとのとのココココララララボボボボといったといったといったといった、、、、様様様様々々々々なななな形形形形でのでのでのでのココココララララボボボボレーレーレーレーショショショションンンンによってによってによってによって、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを深深深深化化化化させさせさせさせ、、、、展開展開展開展開にににに広広広広がりがりがりがりをををを持持持持たせるようなたせるようなたせるようなたせるような企画企画企画企画

がががが目立目立目立目立ちちちちましたましたましたました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、今回特今回特今回特今回特別別別別賞賞賞賞にににに選選選選ばれたのはばれたのはばれたのはばれたのは、、、、地上波地上波地上波地上波無料無料無料無料放送放送放送放送ととととＢＢＢＢＳＳＳＳ有料有料有料有料放送放送放送放送というというというというササササービスービスービスービスのののの垣垣垣垣根根根根をををを越越越越えてえてえてえてココココララララボボボボレーレーレーレーショショショションンンンをををを実実実実現現現現したしたしたした本本本本企画企画企画企画ですですですです。。。。

オオオオリジリジリジリジナルナルナルナルとなるとなるとなるとなる映映映映画画画画『『『『インインインインファナルファナルファナルファナル・・・・アアアアフェフェフェフェアアアア』』』』にににに対対対対してしてしてして真真真真正正正正面面面面からからからから向向向向きききき合合合合いいいい、、、、今今今今のののの日本日本日本日本をををを代表代表代表代表するするするする２２２２人人人人のののの俳優俳優俳優俳優のののの圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的なななな存在存在存在存在感感感感とととと演演演演技技技技力力力力でででで勝負勝負勝負勝負したしたしたした本番組本番組本番組本番組。。。。物物物物

語語語語中中中中のののの主主主主役役役役２２２２人人人人のののの設定設定設定設定のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、ＷＯＷＯＷＷＯＷＯＷＷＯＷＯＷＷＯＷＯＷととととＴＴＴＴＢＢＢＢＳ、Ｓ、Ｓ、Ｓ、オオオオリジリジリジリジナルナルナルナルととととリメイリメイリメイリメイククククといったといったといったといった様様様様々々々々なななな軸軸軸軸ににににおおおおいていていていて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの特特特特徴徴徴徴をををを活活活活かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、まさにまさにまさにまさに緊張緊張緊張緊張感感感感のののの漲漲漲漲るるるる「「「「ダダダダ

ブブブブルフェルフェルフェルフェイスイスイスイス」」」」的的的的なななな展開展開展開展開ををををクオクオクオクオリティリティリティリティ高高高高くくくく実実実実現現現現したとしたとしたとしたと言言言言えるとえるとえるとえると思思思思いますいますいますいます。。。。

「「「「WOWOWWOWOWWOWOWWOWOW××××TBSTBSTBSTBSコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション企画企画企画企画「「「「ダブルフェイスダブルフェイスダブルフェイスダブルフェイス」」」」」」」」

ＴＢＳ／ＷＯＷＯＷＴＢＳ／ＷＯＷＯＷＴＢＳ／ＷＯＷＯＷＴＢＳ／ＷＯＷＯＷプライムプライムプライムプライム（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社ＷＯＷＯＷ）ＷＯＷＯＷ）ＷＯＷＯＷ）ＷＯＷＯＷ）

・・・・再放送日時再放送日時再放送日時再放送日時（（（（WOWOWWOWOWWOWOWWOWOWプライムプライムプライムプライム）））） 8888月月月月18181818日日日日（（（（日日日日））））13:4513:4513:4513:45～～～～15:2015:2015:2015:20 潜入捜査編潜入捜査編潜入捜査編潜入捜査編

8888月月月月18181818日日日日（（（（日日日日））））15:2015:2015:2015:20～～～～17:0017:0017:0017:00 偽装警察編偽装警察編偽装警察編偽装警察編

地上波のTBS、衛星放送のWOWOWが、局や放送波の垣根を越えて一つのドラマ番組を共同制作すると

いう史上初のコラボレーション企画を実現。

共同製作による製作費の削減やオールスターキャストの実現など、一つの枠では実現不可能だったクオリ

ティを目指しました。
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