
2020年9月1日
一般社団法人衛星放送協会

報道関係各位

一般社団法人衛星放送協会（東京都港区、会長:小野直路）は、本日2020年9月1日（火）に よみうり大手町ホールにて、

「第10回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」の授賞式を実施し、番組部門７ジャンルの最優秀賞の中から選出される

「グランプリ」 には、「スペシャルドラマ『ストレンジャー～上海の芥川龍之介～』」（NHK）が選ばれました。

そのほか、授賞式では、各部門の最優秀賞の表彰も行われました。

なお、受賞作品の一部は、再放送が予定されておりますので、併せてご紹介いただけますようお願い申し上げます。

また、授賞式の模様と、表彰された各作品の見どころ映像を講評と共に紹介する「グランプリ決定！衛星放送・オリジナル番
組アワード！受賞作品はこれだ！」を、スカパー！、及びJ:COMにて放送いたします。
詳細は、本リリースの4、5頁目をご参照ください。

「第10回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」

「スペシャルドラマ『ストレンジャー～上海の芥川龍之介～』」
がグランプリに決定！

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」
オフィシャルHP： https://www.eiseihoso.org/award/
ザテレビジョン衛星放送協会オリジナル番組アワード 特設HP： https://thetv.jp/eiseihoso-award2020/

■本件に関するお問い合せ

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」

PR事務局（株式会社プラップジャパン）

中根 ・ 小野 ・ 藤沢 （ eiseihoso-pr@prap.co.jp ）

電話：03-4580-9105

■その他のお問い合せ

一般社団法人衛星放送協会 菊島・﨑山

https://www.eiseihoso.org/

菊島（ kikushima@eiseihoso.org ）

電話：03-6441-0550

【グランプリ】
番組部門（ドラマ）
最優秀賞 スペシャルドラマ「ストレンジャー～上海の芥川龍之介～」

NHK(BS8K／BS4K／総合テレビ／NHKワールドJAPAN) (日本放送協会)

【審査講評】 吉岡忍氏（審査員長ノンフィクション作家日本ペンクラブ会長）
芥川の「上海游記」は新聞連載の紀行文、比較的軽い読み物だが、制作陣は芥川が
見聞した断片から、清朝倒壊、革命の高揚と幻滅、軍閥台頭へと激動する中国近代史
を読み解き、骨太のストーリーに仕上げている。舞台は虚実ないまぜ、極度の貧富の
差だけが永遠の真実であるような魔都上海である。史観の確かさ、日中の役者陣の存
在感が印象に残る。現地の撮影スタジオを活用したのだろうが、内容にふさわしい濃
密なセットがドラマの説得力になっている。中国が国際社会再編の台風の目となって
いる現在、中国近代の源流にさかのぼってドラマ化に挑んだ意欲を高く評価したい。

ＮＨＫ

＜再放送情報＞
【BS8K】 9月 5日（土） 午後 2：00～
【BS4K】 9月 6日（日） 午後 8：45～
【BS8K】 9月12日（土） 午後 2：30～
【BS8K】 9月21日（月・祝） 午前11：00～

情報解禁：2020年9月1日（火）16時以降

■資料配布クラブ：総務省記者クラブ、東京放送記者会
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【企画意図】
今からおよそ100年前、新聞社特派員として上海を訪れた芥川龍之介。このドラマは、日本文学の代名詞・芥川の小説世界
と、動乱期の中国の現実を交錯させながら、日中の精神的交流を世界に向けて発信する。主演・芥川役に松田龍平、撮影
監督に、日本映画界を牽引するカメラマン・北信康氏を迎え、ほぼ全編を上海で撮影。1920年代の中国が、8Kの圧倒的映
像美で鮮やかに甦る。

https://www.eiseihoso.org/award/
https://thetv.jp/eiseihoso-award2020/
mailto:eiseihoso-pr@prap.co.jp
https://www.eiseihoso.org/
mailto:kikushima@eiseihoso.org


「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」 番組部門 最優秀賞

ＷＯＷＯＷプライム （株式会社WOWOW）

ドキュメンタリー
パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM
アフガン帰り 不屈のカヌー王者：カーティス・マグラス

【企画意図】
ＷＯＷＯＷとIPC（国際パラリンピック委員会）の共同プロジェクトとして
2016年にスタートし、東京パラリンピック開催を見据え世界最高峰のパラ
アスリートに迫る大型シリーズ。勝負の世界はもちろん、人生においても
自信に満ちあふれる彼らが放つ「これが自分だ！＝Ｔｈｉｓ ｉｓ WHO I AM.」
という輝きを描く。世界中のトップアスリートの圧倒的キャリアや人生を通
し、多様性を認め合う未来社会への貢献を目指す。

中継 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD

スカイＡ （株式会社スカイA）

【企画意図】
スカイAのプロ野球ドラフト会議中継は2019年で実に21年目。１位指名か
ら最終指名まで会場の臨場感そのままに、徹底した完全中継を心掛けて
いる。長く高校野球中継を続ける朝日放送テレビ系列の総力を結集し、
指名が予想される全国約100名の選手VTRを事前に準備。指名直後の
喜びの表情に加え、即座にどんな選手なのか分かりやすく情報を伝える。
解説はプロアマ野球界の知識豊富なスポーツライター小関順二氏。

ⒸＷＯＷＯＷ
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写真提供：野球太郎

教養

ドキュメンタリー ～The REAL～
【第99回全国高校ラグビーフットボール大会“花園”特集】
御所実業 ～公立校が築いたラグビー×人間力～

J SPORTS 3 （株式会社ジェイ・スポーツ）

【企画意図】
毎年年末年始に開催される全国高校ラグビーフットボール大会、通称「花
園」を全50試合生中継している当社は、選手や監督のラグビーに対する
熱い思いを伝えることを使命に中継している。この番組では、中継では伝
えきれない部分を掘り下げ、より深い思いを表現すべく、花園に向かうま
での御所実業に密着し、試合以外の「熱」を伝えることを意図して制作し
た。

ⒸJ SPORTS
＜再放送情報＞
10月18日(日)午後11：00～

＜再放送情報＞
10月29日(木)午後7：00～

BS12 トゥエルビ（ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社）

バラエティ 生前葬TV—又吉直樹の生前葬のすゝめ—

【企画意図】
身内に不幸があり、いざ実際に葬式を執り行った時に「自分が主役の式
なのに、遺影も選べないし参列者に感謝も伝えられないなんて、自分
だったら嫌だなあ……」という葬式のジレンマに直面したのが制作の
きっかけです。作品の見所は、生前葬を執り行うゲストの忘れがたい瞬
間をとらえた朗読劇です。単純なバラエティにせず、視聴者に自分の人
生をじっくり振り返ってもらう余韻を残し、他にはない質感の番組を目指
しました。

＜再放送情報＞
11月4日(水)午後8：00～
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アニメ コロコロアニマルABC

キッズステーション（株式会社キッズステーション）

【企画意図】
コロコロアニマルは「楽しみながら」を基本に、コロコロ転がるまんまるな
動物キャラクター達が織りなす楽しいアニメを通して子供達の好奇心を刺
激し｢考える力」を育てることを目的に制作しました。過去作では、「数」「図
形」「色」等のカテゴリーにフォーカスしそれらの概念や知識をアニメを通し
て楽しく身につけてもらえる内容としており、今回はその続編で子供達が
楽しく英語に触れるきっかけづくりになればと制作しました。

Ⓒ2019MilkyCartoon 原作 Naomi Iwata /Project ColoColoAnimal 2＜再放送情報＞
10月19日（月）午前11：00～ #1 「A」と「B」をまなぼう！
10月20日（火）午前11：00～ #2 「C」と「D」をまなぼう！
10月21日（水）午前11：00～ #3 「E」と「F」をまなぼう！
10月22日（木）午前11：00～ #4 「G」と「H」をまなぼう！
10月23日（金）午前11：00～ #5 「I」と「J」をまなぼう！
10月26日（月）午前11：00～ #6 「K」と「L」をまなぼう！
10月27日（火）午前11：00～ #7 「M」と「N」をまなぼう！
10月28日（水）午前11：00～ #8 「O」と「P」をまなぼう！
10月29日（木）午前11：00～ #9 「Q」と「R」をまなぼう！
10月30日（金）午前11：00～ #10 「S」と「T」をまなぼう！
11月 2日（月）午前11：00～ #11 「U」と「V」をまなぼう！
11月 3日（火）午前11：00～ #12 「W」と「X」をまなぼう！
11月 4日（水）午前11：00～ #13 「Y」と「Z」をまなぼう！(終)

NHKBS8K (日本放送協会)

ミニ番組 驚異の魚図鑑 衆鱗図

【企画意図】
250年前の江戸時代中期、高松藩５代藩主・松平頼恭（よりたか）の命により
作られた、「衆鱗図（しゅうりんず）」と呼ばれる図譜。鯛からクラゲまで、海
の生き物723点を集めた日本最古の魚類図鑑だ。驚異的な技巧で活魚だけ
が持つ豊かな色彩が再現され、重ね塗りなどの画法により鱗の凹凸までが
表現されている。いったい誰がどのように描いたのか？番組では衆鱗図を
8Kの高精細映像で撮影。肉眼でも捉えることができない細部まで8Kで見つ
め、讃岐の至宝の全貌に迫った。

Ⓒ松平公益会/香川県立ミュージアム

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」 番組部門 最優秀賞

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」 編成企画部門

最優秀賞 半世紀ぶりに奇跡の復活！「てなもんや三度笠」

時代劇専門チャンネル（日本映画放送株式会社）

【企画意図】
最高視聴率64.8%を記録し、流行語「あたり前田のクラッカー」を生み出した国
民的番組「てなもんや三度笠」が半世紀年ぶりに奇跡の復活！50年以上観る
ことのできなかった幻の映像を発掘し8話分を放送。さらに当時のディレク
ター・澤田隆治氏や出演者・山本リンダらが伝説の裏側を語る特別番組も放
送。当時観ていた人が楽しめる放送であると共に、日本のテレビ史的に貴重
な映像・秘話を多くの人に届けることを目指した。

Ⓒ時代劇専門チャンネル
＜再放送情報＞
10月 4日(日)午後9：00～
10月11日(日)午後9：00～
10月18日(日)午後9：00～
10月25日(日)午後9：00～
11月 1日(日)午後9：00～
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「グランプリ決定！衛星放送・オリジナル番組アワード！受賞作品はこれだ！」 放送情報

■番組・コンテンツ内容
9月1日（火）に開催した授賞式の模様と、表彰された各作品の見どころ映像を講評と共に紹介いたします。

■放送日
【スカパー！】
・BSスカパー！
10月 1日（木）午後 9：00～
10月10日（土）午前 9：00～
10月11日（日）午前 9：00～
10月13日（火）午後10：30～
10月17日（土）午前 9：00～
10月18日（日）午前 9：00～
10月20日（火）午後10：30～
10月24日（土）午前 9：00～
10月25日（日）午前 9：00～
10月31日（土）午前 9：00～

【J:COM】の放送日は次頁をご覧ください。

昨年の授賞式の様子

神奈川県観光PR

CNNj (株式会社日本ケーブルテレビジョン)

【企画意図】
東京に宿泊する外国人観光客にあまり知られていない神奈川の魅力
を伝えるべく、「東京から日帰り（Tokyo Day Trip）で行ける神奈川なら
では体験」というテーマで県内4箇所ピックアップ、日本滞在中に神奈
川に行きたくなるような映像を制作＆放映します。

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」 CAB-J賞

CAB-J賞

Ⓒ神奈川県

辛酸なめ子さんのイラストで作る！
イケメンofイケメン ブラピの「痛チョコ」の作り方❤

ザ・シネマ（株式会社ザ・シネマ）

【企画意図】
バレンタインデーのイケメン俳優グランプリ企画の一環で、辛酸なめ子
さんによるイケメン俳優応援イラストを“痛チョコ”化。（痛チョコ＝好きな
キャラクターを描いた手作りチョコのこと） そのレシピ動画を企画特設
サイトへの誘導動画として制作。ザ・シネマの女子社員が悪戦苦闘し
ながらもハイクオリティな“痛チョコ”を作りました。

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」 番宣部門

最優秀賞

番宣は、以下オフィシャルHPでご覧いただけます。
https://www.eiseihoso.org/award/2020/special_1.html

・スカチャン1
10月 1日（木）午前6：30～
10月 2日（金）午前6：30～
10月 6日（火）午前6：30～
10月 8日（木）午前6：30～
10月13日（火）午前6：30～
10月15日（木）午前6：30～
10月16日（金）午前6：30～
10月19日（月）午前6：30～
10月24日（土）午前6：30～
10月26日（月）午前6：30～

https://www.eiseihoso.org/award/2020/special_1.html
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・各作品の写真データおよび授賞式のオフィシャル画像は、こちらからダウンロードしてください。
https://bit.ly/3gJWd5o
【ダウンロード期限：2020年9月30日（水）】※授賞式の画像は 9月1日 （火）午後9：00頃アップ予定

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」
オフィシャルHP： https://www.eiseihoso.org/award/
ザテレビジョン 衛星放送協会オリジナル番組アワード 特設HP： https://thetv.jp/eiseihoso-award2020/

■本件に関するお問い合せ

「第10回衛星放送協会オリジナル番組アワード」

PR事務局（株式会社プラップジャパン）

中根 ・小野 ・ 藤沢 （ eiseihoso-pr@prap.co.jp ）

電話：03-4580-9105

■その他のお問い合せ

一般社団法人衛星放送協会 菊島・﨑山

https://www.eiseihoso.org/

菊島（ kikushima@eiseihoso.org ）

電話：03-6441-0550

「グランプリ決定！衛星放送・オリジナル番組アワード！受賞作品はこれだ！」 放送情報

■放送日
【J:COM】
・J:COMプレミアチャンネル

10月 1日（木）午前11：30～
10月 2日（金）午後 5：00～
10月 3日（土）午前11：30～
10月 4日（日）午後 5：00～
10月 5日（月）午前11：30～
10月 6日（火）午後 5：00～
10月 7日（水）午後 9：00～
10月 8日（木）午前11：30～
10月 9日（金）午後 5：00～
10月10日（土）午前11：30～
10月11日（日）午後 6：00～
10月12日（月）午前11：30～
10月13日（火）午後 5：00～
10月14日（水）午後 9：00～
10月15日（木）午前11：30～
10月16日（金）午後 5：00～
10月17日（土）午前11：30～
10月18日（日）午後 5：00～
10月19日（月）午前11：30～
10月20日（火）午後 5：00～
10月21日（水）午後 9：00～
10月22日（木）午前11：30～
10月23日（金）午後 5：00～
10月24日（土）午後 9：00～
10月25日（日）午後 9：00～
10月26日（月）午前11：30～
10月27日（火）午後 5：00～
10月28日（水）午後 9：00～
10月29日（木）午前11：30～
10月30日（金）午後 5：00～
10月31日（土）午前11：30～

・J:COMテレビ
10月17日（土）午後7：30～（初回）
10月18日（日）午前2：30～
10月26日（月）午後8：30～

https://bit.ly/3gJWd5o
https://www.eiseihoso.org/award/
https://thetv.jp/eiseihoso-award2020/
mailto:eiseihoso-pr@prap.co.jp
https://www.eiseihoso.org/
mailto:kikushima@eiseihoso.org

