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一般社団法人衛星放送協会

「第４回衛星放送協会オリジナル番組アワード」最優秀賞発表

114作品の応募のなかから、多チャンネル放送の

オリジナル番組・編成企画 計8部門の最優秀作品が遂に決定！

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(木)千代田放送会館にて、「第４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奨励賞、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４回を迎えた今回は、オリジナル番組賞87番組、編成企画賞27企画の計114という多数の応募を頂きました。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8部門42作品のノミネート作品を選出。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、特別賞、奨励賞の発表を行

いました。

●本リリースに関するお問い合せ： 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：坂口彩音(090-1547-4814/a-sakaguchi@tfc.co.jp)、林愛美(080-8724-1256/m-hayashi@tfc.co.jp) 、久保

一般社団法人衛星放送協会 事務局 担当：坂口昌史 TEL：03-6441-0550 e-mail： sakaguchi@eiseihoso.org

「第4回衛星放送協会オリジナル番組アワード」特設ＨＰ http://www.eiseihoso.org/award/2014/

＜審査概要＞応募条件は2013年4月1日から2014年3月31日までの間に、衛星放送協会会員社において初放送されたものです。

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、オリジナル番組賞7部門計30番組と編成企画賞12企画の、計8部門42作品の

ノミネート作品が選出。

＜最終審査委員＞
■審査委員長 ：吉岡 忍（ノンフィクション作家）

■オリジナル番組賞 ：石井 彰（放送作家）、音 好宏（上智大学文学部新聞学科教授）、鴨下 信一（演出家）、小宮山悟（野球評論家）
田中 早苗（弁護士）、田中 誠（読売新聞東京本社編集局文化部）

■オリジナル編成企画賞：川上 真澄（スカパーＪＳＡＴ株式会社）、竹端直樹（朝日新聞社 編集局文化くらし報道部次長）、
寺嶋 貴樹（株式会社アイキャスト）、中野真理子（株式会社ジュピターテレコム）、
宮崎 美紀子（東京中日スポーツ 報道部 記者） ※敬称略

●オリジナル番組賞

●オリジナル編成企画賞

記
賞 部門名 番組タイトル 放送チャンネル名

最優秀賞

ドラマ番組部門 ドラマＷスペシャル 人質の朗読会 ＷＯＷＯＷプライム

ドキュメンタリー番組部門 ノンフィクションＷ 八十歳の漂流俳優 ヨシ笈田 三島が託した日本 ＷＯＷＯＷプライム

中継番組部門 WRC世界ラリー選手権2014 パワーステージ DAY2 ラリー・モンテカルロ(モナコ) J SPORTS 1

バラエティ番組部門 特撮国宝-TOKUHO- 日本映画専門チャンネル

情報教養番組部門 ザ・プレミアム よみがえる江戸城 ＢＳプレミアム

アニメ番組部門 フルーティー侍 キッズステーション

ミニ番組部門 君にも見えたかウルトラの星！帰ってきたウルトラマンの魅力 ＷＯＷＯＷプライム

奨励賞

ドキュメンタリー番組部門
ドキュメンタリー The REAL 二輪モータースポーツ モリワキレーシング
～日本から世界へ挑む町工場～

J SPORTS 3

中継番組部門 THE野球盤L!VE2013オールスター＆お台場合衆国スペシャル
フジテレビＯＮＥ スポー

ツ・バラエティ

バラエティー番組部門 大人番組リーグ２ 予告本 夏目漱石「こころ」 ＷＯＷＯＷプライム

部門名 番組タイトル 放送チャンネル名

最優秀賞 ＴＶアニメ５０年の金字塔 アニマックス

特別賞 ソチ 2014 パラリンピック 24時間専門チャンネル スカチャン０

奨励賞 「TUTTO VERDI～史上初！ヴェルディ・オペラ大全集／ヴェルディの生涯」 クラシカ・ジャパン



■ドラマ番組部門 『ドラマＷスペシャル 人質の朗読会』
ＷＯＷＯＷプライム （株式会社WOWOW）
「博士の愛した数式」で読売文学賞、本屋大賞を、「妊娠カレンダー」で芥川賞を受賞するなど、数々の受賞歴を誇る作家・小川洋子の感動作を原
作として、物語の力を視聴者に届けるべく、丁寧なドラマ作りを心がけました。

「第4回衛星放送協会オリジナル番組アワード」オリジナル番組賞最優秀賞

■ドキュメンタリー番組部門
『ノンフィクションＷ 八十歳の漂流俳優 ヨシ笈田 三島が託した日本』
ＷＯＷＯＷプライム （株式会社WOWOW）
ＷＯＷＯＷが放送するエンターテインメントジャンルと親和性の高いテーマを深堀りしていくドキュメンタリー番組が「ノンフィクションW」です。
８０歳になる老俳優の生き様と、今もなお新しいものに挑戦していく姿勢を描くべく、制作いたしました。

【講評：石井彰審査委員】
今回、ドキュメンタリー番組の応募作品数は２０本（前回より３本増）。二次審査に進んだ５本全てが人物やグループを
中心に描いた作品であり、対象自体の魅力や、どこまで対象に深く迫れたかによって、評価されることになった。最優
秀に選ばれた『ノンフィクションＷ 「八十歳の漂流俳優 ヨシ笈田 三島が託した日本」』（ＷＯＷＯＷプライム）は、主
人公の俳優 ヨシ笈田の数奇な人生、その影にある三島由紀夫との交流、そしてフランスでの暮らしぶりに引きつけら
れた。生前の三島から贈られた作務衣を着て涙する笈田に、三島への思慕の深さが垣間見えて胸を打たれた。ただ
日本の大衆演劇に一日だけ特別参加する場面は、唐突すぎたのが惜しまれる。とはいえ番組を見て「最も心に残っ
た」作品として、多くの審査員の高い評価を得た。

【講評：田中誠審査委員】
静かな感動を誘うドラマ。
朗読という一見映像向きではない題材を、「見せる」作品にした構成、脚色が見事だった。
人質が監禁されている廃屋を中心に展開するため、退屈しないだろうかと懸念もあったが、時間と空間（現在と過去、
日本と南米）を操る映像作品らしい演出の妙で、２時間飽きさせなかった。なりたかった小説家として死んでいった男
性を始め、どんな人にも語るべきドラマがあり、名もなき人たちの何でもないエピソードに心が温かくなった。審査会で
は、俳優の演技を評価する声が聞かれた。個人的にも、佐々木すみ江さん、左時枝さんら、ベテラン女優の深みのあ
る演技が印象に残った。なお、ＷＯＷＯＷからの出品では、『ドラマＷ 「埋もれる」』も評価が高かった。ＷＯＷＯＷの
ドラマは、企画も演出も配役も一歩抜き出てる。他チャンネルの奮起も期待したい。

■中継番組部門
『WRC世界ラリー選手権2014 パワーステージ DAY2 ラリー・モンテカルロ(モナコ)』
J SPORTS 1 （株式会社ジェイ・スポーツ）

・再放送日時：9月7日（日） J SPORTS 3 にて放送

世界のトヨタの社長が、J SPORTSの番組に出る！と言う事実に担当プロデューサーとしては夢を見ているような感覚でした。これまで豊田社長は報道
番組に短時間出演されることはあっても、ラリー番組に解説としてというのは日本のみならず世界初！の事でした。

【講評：小宮山悟審査委員】
今までカーレース中継と、さほど違いが感じられないという意見も有った中、サーキットでのレースとは違い、カメラの設置場
所も、ともすれば危険を伴う可能性があり、スピード感も含めて、臨場感溢れるものであった事が、非常に良かったと思います。
また、衛星生中継ということで、現地とスタジオのやりとりの難しさであったり、現地のインタビュアーの、走行直後のドライバー
への直撃インタビューなど、日本ではなかなか見る事の出来ないシーンが、所々に散りばめられて、良かったと思います。
さらに、スタジオでのやり取り。解説の国沢光宏さんとの掛け合いも然ることながら、あのTOYOTAの、豊田章男社長をゲスト
解説に招き、自らが、レーサーとして大会に臨んでいる時の心境、その他、色々な事を踏まえた上でのコメントが、納得させ
られるものであり、ナビゲーターの栗田佳織さんの、豊田社長を社長としてでなく、レーサー・モリゾウ選手として、質問を浴び
せるところなども面白く、軽妙なやり取りも良かったと思います。ややもすると、単調な映像だけが流される、レース中継も、
色々な工夫で、見ていて飽きないものになったのではないかと思います。車好き、レース好きには、心地良いエンジン音や、
流れる車のシルエットが、見ていて、とても気持ち良いものでした。

■バラエティー番組部門 『特撮国宝-TOKUHO-』
日本映画専門チャンネル（日本映画衛星放送株式会社）
日本が誇る伝統の文化、「特撮」をテーマにしたオリジナルの企画番組。
CGの発展と共に、衰退しつつある日本の特撮文化とその職人たちの姿を番組の形で残し、世に伝えることを
目的としました。

【講評：音好弘審査委員】
特撮マニアには、熱烈なファンが多いのにもかかわらず、これまで真正面から取り上げられることが非常に少なかった
ピー・プロダクションの「特撮」を本格的に扱った秀作である。まとめて取り上げられることの少なかったピー・プロダク
ションの作品が一挙に紹介されるなど、特撮ファンにはたまらない作品だが、この作品はそれにとどまるばかりか、長
年、ピー・プロダクション社長として、「特撮」に情熱をかけてきた鷺巣富雄氏の足跡に光をあてたことで、日本の特撮
文化の発展に心血を注いできた「特撮」クリエイターたちのヒューマン・ドキュメントとしても見応えがあった。

■情報教養番組部門 『ザ・プレミアム よみがえる江戸城』
ＢＳプレミアム（日本放送協会）

日本史上最大の城、江戸城。今までも模型やCGは作られてきたが全貌に迫るには至らなかった。今回は膨大な図面や障壁画の下絵等を元に、実
に5年をかけて徹底的な復元を追求した。そして地上波と一線を画す構成・演出で、城の実像を紹介し、日本史における江戸城の持つ意味を明らか
にしようとした。
【講評：田中早苗審査委員】
江戸城の中枢・本丸御殿を５年の歳月をかけてコンピュータグラフィックで復元。細部までこだわった建築様式や豪華
絢爛の障壁画の再現は圧巻。その技術力には舌を巻く。浅野内匠頭による刀傷事件が起こった松の廊下がどれほど
長いのか実感させ、実際は暗かった状況を視聴者に伝える演出方法もうまい。さらに、本丸御殿の大広間は、ＣＧで
はなく、スタジオに制作し、出演者がそこを歩き、その広さを体験する。ＣＧだけでない番組作りに制作者のこだわりを
感じる。そして、将軍の政務や、大奥での日常生活など興味深い話題もちりばめるサービスぶり。研究者とともに協力
し、５年という長期にわたるプロジェクトをやり遂げただけではなく、エンターテイメントとしてすばらしい番組を作り上げ
たのはさすがＮＨＫである。そして、番組からは一人ひとりのスタッフの熱い情熱が感じられた。

Photo by Massimo Bettiol/Getty Images



「第4回衛星放送協会オリジナル番組アワード」オリジナル番組賞奨励賞

■アニメ番組部門 『フルーティー侍』
キッズステーション（株式会社キッズステーション）
・放送日時：毎週日曜21：54～22：00
「パパンがパンダ！」などで知られるhappyprojectによるアニメ作品。2009年に「YouTube」にアップロードして以来、
人気が急上昇している短編アニメーション『フルーティー侍』。をキッズステーションでのオリジナル番組としてシ
リーズ化初放送。

【講評：小宮山悟審査委員】
第4回にして、初の満場一致での最優秀作品賞に決定されました。抜群の出来栄えだったと思います。厳かなナレーションで
始まる、何とも言えない侍達の奇妙なストーリー。フルーツを侍に見たて、奇想天外な数々のエピソード。大勢で見ると、良さが
伝わらないかもしれない、数々のギャグ…。一話一話が、短い時間にもかかわらず、充実した内容…。夜、深い時間に、一人
で大爆笑しました…。画面から感じる、侍達のそれらしい動き。BGMと相まって、ついつい、引き込まれてしまう独特の世界…。
随所に散りばめられた、笑いのエッセンス…。1話見終わると、又、次を見たくなるなんとも不思議なアニメーション。『子供』が
見て、良さがわかるのか、不安ではありますが、『大人』が見れば、審査委員が、全会一致で、推挙する、『最優秀作品賞』であ
ります。さらなる、奇想天外を期待して…。

【講評：鴨下信一審査委員】
ミニ番組を作れといわれたら、こう作る。
「小さな番組だが、大きな＜視野＞で作る。」そしてそれとは反対に「＜切り口＞はあくまで小さく具体的に」…。
受賞作はまさにこの通り。視野は「制作された、この時代の日本の気分＜心理的な時代背景＞を探る」と大きく、
表現内容の＜切り口－素材＞は、弱いウルトラマンのトレーニング風景とか、身につけたブレスレットとか、具体
的で細かい。そして両者が相まって「時代の心理は＜足が地についた現実回帰＞だったことが明らかになる。す
ぐれた表現であることは、たった９分ですごく豊かな視聴体験をした気分になったことで瞭然だ。
「君にも見えたかウルトラの星！帰ってきたウルトラマンの魅力」受賞おめでとう。

■ドキュメンタリー番組部門

『ドキュメンタリー The REAL 二輪モータースポーツ モリワキレーシング
～日本から世界へ挑む町工場～』J SPORTS 3（株式会社ジェイ・スポーツ）
・再放送日時：9月7日（日） J SPORTS 3 にて放送
モータースポーツ界で世界に名の知れた下町工場のモリワキを知っているだろうか？二輪オートバイのマフラーから世界グランプリで走るマシンまで作
り出す日本の力と伝統と伝承、そして終わりなき挑戦を紹介します。

【講評：石井彰審査委員】
最後まで最優秀賞を争ったのが「ドキュメンタリー The REAL 二輪モータースポーツモリワキレーシング～日本
から世界へ挑む町工場」だった。町工場が世界のモータースポーツの舞台で戦っていく困難さ、祖父から父へ、
そして父から娘へと引き継がれていくオートバイに駆けたスピリッツなどは、とても興味深い。その一方、モリワキ
レーシングのどこがすごいのか、それでも世界では勝てない理由はどこにあるのか（資本力なのか、マシンの性
能、レーサーの技術力、メカニックの経験など）も、もう少し丁寧に描けていれば、最優秀に選ばれてもおかしくは
なかった。また町工場の職人たちへのアプローチや、レースに出るためにどのくらいのお金がかかるのかも必要
だったのではないか？ 受賞番組だけでなく、今年は人物中心のドキュメンタリーが多かった。テーマを持って取
材をして事実を積み重ね構成していく、ドキュメンタリー番組の王道にも来年は挑戦してほしい。

■中継番組部門 『THE野球盤L!VE2013オールスター＆お台場合衆国スペシャル』
フジテレビＯＮＥ スポーツ・バラエティ（株式会社フジテレビジョン）
・第2弾放送日時：『野球盤甲子園2014～お台場新大陸 夏の陣～』 8月7日（木）14：30～17：50
かつて野球少年の誰もが夢中になった野球盤。その野球盤という舞台で、大人になったかつての野球少年が真剣に戦い、その模様を真剣に伝える。
本物のプロ野球中継と同じクオリティで。プロ野球のかつての名選手とプロ野球大好き芸能人が集まり、大人の真剣勝負の生中継。そこにこそ野球の
神髄があった。

【講評：小宮山悟審査委員】
実際の中継班を従えて、『野球盤』での試合中継を真剣にしようという馬鹿馬鹿しさ、最高です。「野球は筋書き
のないドラマ」とは言うものの、ドラマティックな試合展開に、ちょっと引き込まれました。良い大人が、熱中するくら
い、子供の頃は、嵌っていた遊びも、面白いものなので、決して廃れないということがわかり、ちょっと、喜んでい
ます。そして、何より、この馬鹿らしい企画に、野球界の錚々たるメンバーが参加している事に、驚かされました…。
何とも言えない、馬鹿らしさとキャスティングのアンバランス…。大変な中継だったと思います。唯一、苦言を呈す
るならば、『長い』…。何はともあれ、おめでとうございます。

■バラエティー番組部門 『大人番組リーグ２ 予告本 夏目漱石「こころ」』
WOWOWプライム（株式会社WOWOW）
・再放送日時：8月25日（月）19：00～19：30
既存のジャンル以外のオリジナルエンターテインメントを模索する「大人番組リーグ」の2ndシーズン。
それぞれ異なるエンターテインメント番組全13本から、放送後に視聴者からの投票をもとに上位4番組
が選ばれ、晴れてレギュラー化の権利が獲得できる実験枠です。

【講評：音好弘審査委員】
大正３年４月、朝日新聞に連載が始まったのが、夏目漱石の「こころ」だが、それからちょうど１００年目にあたる今
年、再び「こころ」に注目が集まっている。この静かな「こころ」ブームを背景に、文豪・夏目漱石の代表作「こころ」
の予告編を作ってしまおうというコンセプト自体が新鮮だ。予告編作りに挑んだ３人とも、それぞれキャラが立って
おり、既成の「こころ」のイメージを越えようとする、作り手たちのエネルギーを感じさせる作品である。

■ミニ番組部門 『君にも見えたかウルトラの星！帰ってきたウルトラマンの魅力』
WOWOWプライム（株式会社WOWOW）
「円谷プロ×WOWOW プロジェクト第2弾 ウルトラマンシリーズ4作品ハイビジョン大作戦！」と題した
第2期ウルトラマンシリーズの特集放送にあたっての事前プロモーション番組として制作いたしました。

© フルーティー侍 製作委員会
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【講評：寺嶋 貴樹審査委員】
１９６３年の国産アニメシリーズ第１号である「鉄腕アトム」の放送開始以来、２０１３年をもってちょうど５０年の時を刻んできたＴＶアニメの歴史を、シャープな切り口
で照射し、掘り下げ、アニメ史に残るエピソードとともに特集した本企画は、ＴＶアニメというジャンルの豊かさと深さを同時に目の当たりにさせてくれます。５０周年
を迎えた日本アニメの歴史を、綿密なリサーチと取材のもと８つのテーマで切り取り、黎明期にあっての先達たちのアニメに賭ける思い、いまや人気シリーズと
なった名作アニメの隠れた制作秘話、そして日本で初めて放送されたアニメ番組の発掘など、普段はなかなか触れることができない偉大な歴史の一端を、５０年
という節目を迎えた現在に、非常に鋭利に、かつ敬愛をもって蘇えらせる。そんなアニメ専門チャンネルとしての矜持と深い愛情を感じさせてくれる本特集は、ま
さに「編成企画賞」にふさわしい内容になっていると思います。

「第4回衛星放送協会オリジナル番組アワード」オリジナル編成企画賞最優秀賞

「ＴＶアニメ５０年の金字塔」
アニマックス (株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン)

1963年1月1日18:15。国産初の30分ＴＶアニメシリーズ「鉄腕アトム」が産声を上げてからちょ
うど50年。50年後の現在では毎年約200作品制作され世界をも席巻している。本編成では８
つのテーマを掘り起こし、関連する伝説のアニメの名エピソードを毎週3作品づつ見せる特別
編成です。

「第4回衛星放送協会オリジナル番組アワード」オリジナル編成企画賞特別賞

【講評：宮崎美紀子審査委員】
スカパー！のパラリンピック24時間専門チャンネルは、多チャンネル化の役割とは何かを考えさせてくれた。チャンネルが増えることで、多様な文化、価値観に触
れる機会が生まれ、ひいては視野を広げることができる。ＮＨＫでもほとんど中継されないパラリンピックを通じて障がい者スポーツへの理解を深めることができるの
は、日本に多チャンネル化が誕生したおかげだ。これまでのパラリンピックはメダリストの人柄を全面に押し出すヒューマンドキュメント的な伝え方が主流だった。し
かし、スポーツなのだから、競技そのものを見ることで沸き上がる感動や驚きに勝るものはない。通常番組との兼ね合いに悩みながら特別編成を組む他のチャンネ
ルと、専用チャンネルを開設できるスカパー！を同じ土俵で比べるのはいかがなものかという思いはあるが、それを度外視しても評価に値する試みだった。

「ソチ 2014 パラリンピック 24時間専門チャンネル」
スカチャン０（スカパーJSAT株式会社）

2008年、車椅子バスケットボールの放送から、北京・ロンドンのパラリンピック放送を経て、今
回ソチパラリンピックを、日本で初となる24時間専門チャンネルを立ち上げ、生中継60時間を
含む210時間以上の放送を実施しました。障がい者スポーツを、魅力あるスポーツ中継として
放送しました。

「第4回衛星放送協会オリジナル番組アワード」オリジナル編成企画賞奨励賞

一部の受賞作品は、2014年秋にスカチャン（BSスカパー！）、J:COMテレビ（第2コミュニ
ティチャンネル）、ひかりTVチャンネル（ひかりTV）にて放送します。

クラシカ・ジャパン（株式会社クラシカ・ジャパン）

・再放送日時：『ヴェルディの生涯』（全7話）8月11日（月）～15日（金）24：00～25：40、
16日（土）24：00～25：35、17日（日）24：00～26：10

イタリア・オペラ最大の作曲家ジュゼッペ・ヴェルディは『椿姫』『アイーダ』など今なお人気を誇る
が、その波乱万丈の人生や音楽の全体像は意外に知られていない。生誕200年を機にヴェル
ディの全貌を明らかにする、クラシック音楽専門チャンネルだからこそ可能となった画期的TVプロ
ジェクト。

「TUTTO VERDI～史上初！ヴェルディ・オペラ大全集／ヴェルディの生涯」

【講評：中野真理子審査委員】
一人の音楽家に焦点を当て作品を一挙編成する。クラシカ・ジャパンが得意とする手法である。それでも今回も票を集めたのは、1年間に亘りヴェルディ全27作を
年代順に放送する大編成と、それらをまとめるオリジナル番組の作りこみの丁寧さだ。ゆかりの地を訪ねる紀行番組がヴェルディの世界をナビゲート。生誕200年
を機に地元パルマを舞台に、全作品を上演・映像化する試み「TUTTO VERDI」の舞台裏に迫るほか、イタリアの至宝と呼ばれる若き指揮者や、今ではヴェル
ディ作品しか歌わないベテランバリトン歌手の声を通して、音楽性と人間性を浮き彫りにする。オペラが日常にあるパルマの人々から語られる熱狂的ともいえる
ヴェルディ愛が、その世界をもっと知りたいと探求心を掻き立てる。オペラファンを満足させるだけではなく、編成を順に辿ることでビギナーもイチからヴェルディ
通にする力のある企画といえよう。

写真：長田洋平/アフロスポーツ
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