
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■中国大河『隋唐演義 集いし４６人の英雄と滅びゆく帝国』 
 
■『温泉若おかみの殺人推理』 
 
■石原裕次郎生誕80周年 2ヶ月連続石原軍団特集 
・『映画「黒部の太陽」完全版』 
・『映画「ある兵士の賭け」』 
・『映画「富士山頂」』ほか 
 

 
■『綾小路きみまろの人生ひまつぶし』 
 

名湯に浸かる若おかみの混浴シーンも見どころ！ 

チャンネル銀河2015年10月おすすめラインナップ 

裕次郎渾身の名作に心震えること間違いなし 

総製作費30億円超！中国きっての美男美女が出演する歴史大作 日本初 

銀河サスペンス745 

中高年のアイドル・きみまろが日本全国ぶらり歩き 

映画 

中国歴史ドラマ 

紀行番組 

右上写真©浙江永楽影視制作有限公司 中央写真 提供：石原プロモーション 



【番組の概要】 

日本初放送。総製作費30億円超。中国全土を巻き込んだ壮絶な戦
いを美男美女の豪華キャスト陣で描いた歴史超大作。 

6世紀末期の中国、隋から唐へと移りゆく激動の時代を舞台に、中
国史上最凶の暴君と言われた煬帝（ようだい）を打倒するため、
46人の英雄たちが立ち上がる。 

【ストーリー】 

紀元589年、隋が中国統一を果たした。初代皇帝の次子・楊広(よ
うこう（のちの煬帝）：フー・ダーロン)は、うわべは孝行息子
だったが内心では皇位継承を狙っており、謀略をめぐらせて父王や
皇太子の兄を暗殺。まんまと2代目皇帝の座についたが、悪政によ
り、世は乱れ各地で反乱が起こる。将軍だった父を幼くして失った
秦瓊（しんけい：イェン・クァン）は清廉な役人だったが、彼もま
た反朝廷の決意を固める。やがて、秦瓊、義賊の元締め・単雄信
（ぜんゆうしん：フー・ドン）を筆頭に、46人の英雄好漢らが瓦
崗塞(がこうさい)に集結。朝廷をおびやかす一大勢力となっていく。 

中国大河「隋唐演義 集いし４６人の英雄と滅びゆく帝国」 

放送日時 19（月）スタート （月-金）午後1：00- 2話連続 データ 2012年/中国/字幕/全62話 

キャスト 
俳優名（役名） 

イェン・クァン（秦瓊：しんけい）、チャン・ハン（羅成：らせい）、 
フー・ドン（単雄信：ぜんゆうしん）、フー・ダーロン（楊広：ようこう）、 
バイ・ビン（蕭美娘：しょうびじょう）ほか 

スタッフ 監督：ビリー・チョン 
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中国歴史ドラマ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

HD イチオシ スタート 

©浙江永楽影視制作有限公司 

日本初 

「三国志」「水滸伝」と並ぶ歴史超大作！ 
中国史上最悪の皇帝 VS 46人の英雄 



・原作は「演義」と呼ばれる通俗歴史小説 
史実をベースに物語性を加えて脚色したものが「演義」で、物語は隋の文帝（楊堅：ようけん）
が陳を滅亡させたところから始まり、唐の第９代皇帝・玄宗（げんそう）が長安に戻るところで
終わる。本ドラマでは、陳を滅亡させたところから始まり、唐が中国を統一するまでを描く。 

⇔「水滸伝」も通俗歴史小説が原作。説話や芝居・小説などで民間に流布していたのを収集。 
 

・英雄たちが集結 
本作では、隋の悪政に耐えかねた好漢たちが「瓦崗寨（がこうさい）」と呼ばれる場所に身を寄
せる。秦瓊（しんけい）、単雄信（ぜんゆうしん）を筆頭に英雄46人が集まり、打倒・隋をかか
げ、一大勢力となった。当初、瓦崗寨の主を程咬金（ていこうきん）が務めていたが、その後、
李密が主となる。だが、隋滅亡後、李密に反発した英雄らが次々と離反したことで崩壊する。 

⇔「水滸伝」では、「梁山泊」に108人の好漢たちが身を寄せる。 
 

・個性豊かなキャラクター陣 
清廉な人柄で人望を集め、二本の鐗（かん）を自在に操る秦瓊。槍術にすぐれ才気煥発な美青年
の羅成（らせい）。自由奔放でトラブルメーカーだが驚異的な強運の程咬金。瓦崗寨の好漢たち
をはじめ、隋最強の武将で瓦崗寨の最大の敵・宇文成都（うぶんせいと）、隋の皇帝を暗殺し自
ら皇帝の座についた楊広（ようこう）、絶世の美女で男を惑わす蕭美娘（しょうびじょう）など、
男女問わず個性豊かなキャラクターが多数登場する。 

⇔「水滸伝」も、宋江（そうこう）、林冲（りんちゅう）、魯智深（ろちしん）など個性豊かな 

  キャラクターが登場する。 

「隋唐演義」は「水滸伝」と並ぶ傑作！～2作の共通点とは 

2 



「隋唐演義」人物相関図 

【楊堅（隋の皇帝）】 
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【楊勇（皇太子）】 

【楊林（靠山王）】 
【楊玉児（玉群主）】 

【楊広（晋王）】 
のちの隋の二代目皇帝・煬帝 

ようこう 

【蕭美娘】 

【宇文化及】 

【宇文成都】 
隋最強の武将 

うぶんせいと 

【李淵（唐国公）】 
のちの唐の初代皇帝 

【李世民】 
  唐の2代皇帝 

【李元霸】 

【秦瓊】 
しんけい 

【秦勝珠】 【羅芸（北平王）】 

【羅成】 
らせい 

【秦彜】 【単雄信】 
義賊・緑林の頭領 

【単盈盈】 

【程咬金】 
ていこうきん 

【徐茂公】 

唐・反朝廷 隋・朝廷 

しょうびじょう 

ぜんゆうしん 

じょもこう 

りげんは 

ぜんえいえい 

上写真：©浙江永楽影視制作有限公司 

りせいみん 
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今も続く人気シリーズから18作を放送 
若女将と夫、大女将の3人の掛け合いも妙！ 

温泉若おかみの殺人推理 

放送日時 8（木）スタート （月-金）夜7：45- データ 1994-2008年/日本/全18話 

キャスト 
大島智子（若女将：＃１-３）、南田洋子（大女将：＃１-３）、 
東ちづる（若女将：＃４-１8）、岡田茉莉子（大女将：＃４-18）ほか 

スタッフ 

スタート 国内ドラマ HD 

【番組の概要】 

10月の銀河サスペンス745は、「温泉若おかみの殺人推理」シ
リーズを放送。全国各地の温泉地を舞台に、数々と起こる難事件を、
旅館の若女将が解決していく人気サスペンスシリーズ。今もなお、
続編が制作されており、主人公の若女将と夫、夫の母で旅館の大女
将の3人を中心に、ストーリーが展開する。1話毎に、旅館・役名が
異なっており、3作目までの若女将を、大島智子が、4作目以降では、
東ちづるが若女将として、事件解決に挑む。 

【ストーリー】 

温泉旅館の若女将は、毎日、姑の大女将からシゴキを受けつつも、
夫と元気に切り盛りしていた。そんなある日、旅館で殺人事件が発
生。事件解決のため、若女将が奔走する。 

©大映テレビ 
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映画「黒部の太陽」完全版 

放送日時 4（日）夜8：00-／31（土）午前10：00- データ 
1968年/日本/全1本 
本編195分 

キャスト 
俳優名（役名） 

石原裕次郎（岩岡剛）、三船敏郎（北川）ほか スタッフ 

石原裕次郎×三船敏郎、夢の競演！ 
昭和映画史に残る超大作を完全版で放送！ 

映画 HD 

【番組の概要】 

日本を代表する二人の映画スターが、限りない映画への夢を抱いて実現さ
せた世紀の超大作。昭和30年代、不可能と言われた黒部ダム建設に命を賭
けた男たちのドラマを豪華キャストで描く。 

 

【ストーリー】 

関西電力は、黒部川上流に発電所を建設するため、太田垣社長総指揮の下、
社運をかけて黒四ダムの工事を行うことになった。岩岡剛（石原裕次郎）
はトンネルを掘るためにどんな犠牲も省みない父に反抗し、家を出て設計
技師となっていたが、工事の現場を訪れた剛は、責任者の北川（三船敏
郎）の熱意にほだされ、体の弱くなった父のかわりにトンネル掘りの指揮
を執るのだが……。 

石原裕次郎生誕80周年 2ヶ月連続石原軍団特集 

提供：石原プロモーション 
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映画「ある兵士の賭け」 

放送日時 11（日）夜8：00-／16（金）昼12：00- データ 
1970年/日本/全1本 
本編136分 

キャスト 
俳優名（役名） 

石原裕次郎（北林宏）、三船敏郎（衣笠忠夫）、 
デール・ロバートソン（クラーク・Ｊ・アレン）ほか 

スタッフ 

原案 ジェームス三木 
脚本 ヴィンセント・フォート
レー、猪又憲吾 

ハリウッドから俳優を招き製作した大作 
国境を越えた人間愛を描く 

HD 映画 

【番組の概要】 

人間の尊厳をテーマに、国境を越えた人間愛と戦争の罪悪をみつめた
壮大なロマン映画。原案はジェームス三木、脚本はヴィンセント・
フォートレーと猪又憲吾の共同執筆。巨額の製作費を投じ、ハリウッ
ドから俳優を招き、石原プロモーションが社運を賭けて臨んだ一大プ
ロジェクト。 

 

【ストーリー】 

フリーの報道カメラマンである北林宏（石原裕次郎）はある広告を見
て、激しい怒りを覚える。内容は「米兵士アレン大尉（デール・ロ
バートソン）が座間から別府までの1300キロを2週間で歩けるか賭
けをしてほしい。成功すれば掛け金を別府の孤児院に寄付する」とい
うものだった。しかし北林は、朝鮮戦争でアレンが市民夫婦を誤って
射殺した現場を目撃しており、孤児院への寄付などする資格はないと、
本人に歩くことをやめさせようとするが……。 

石原裕次郎生誕80周年 2ヶ月連続石原軍団特集 

提供：石原プロモーション 
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映画「富士山頂」 

放送日時 18（日）夜8：00-／22（木）深夜1：45- データ 
1970年/日本/全1本 
本編126分 

キャスト 
俳優名（役名） 

石原裕次郎（梅原悟郎）、渡哲也（加田雄平）、勝新太郎（朝吉）、 
山崎努（伊石昇）ほか 

スタッフ 

富士山を舞台に、男たちの挑戦を描いた感動巨編 

HD 映画 

【ストーリー】 

富士山頂にレーダーを取り付ければ日本列島の南方800km先の台風が
察知出来る。しかし、こんな標高のある過酷な環境にレーダーを設置す
ることなど前例がない。気象庁の葛木（芦田伸介）は台風の被害を少し
でも減らすべく、富士山レーダー設置に情熱を燃やしていた。大蔵省へ
歩を運ぶこと3年、葛木の夢は実を結ぶこととなった。三菱電機技術部
員、梅原（石原裕次郎）、大成建設の伊石（山崎努）とともに2年、建
設予算2億4千万円の工事が始まる。 

【番組の概要】 

大自然に立ち向かった不屈の日本人の勇気を謳う感動巨編。富士山の
頂上近くに気象レーダー基地を設置するという無謀なプロジェクトに
命を賭けた男たちの挑戦を描いた本作。石原裕次郎、渡哲也をはじめ、
勝新太郎、山崎努など名だたる俳優たちが出演。 

提供：石原プロモーション 

石原裕次郎生誕80周年 2ヶ月連続石原軍団特集 



西部警察 全国キャラバン！！ロケ聖地巡礼～北海道篇～【４Ｋ未来映像プロジェクト】 
 

放送日時：11（日）夜10：45- ほか 

制作：2015年/日本 

出演：舘ひろし、徳重聡、小林清志（ナレーション）ほか 

制作：渡哲也 

映画「栄光への5000キロ」 
放送日時：4（日）朝6：00- 

制作：1969年/日本/全1本/本編175分 

出演：石原裕次郎（五代高行）、浅丘ルリ子（坂木優子）ほか 

映画「愛の化石」 
放送日時：15（木）午後1：00- 

制作：1970年/日本/全1本/本編89分 

出演：浅丘ルリ子（沢由紀）、田宮二郎（原田）ほか 
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HD 

HD 

HD 

【番組の概要】大ヒット刑事ドラマ「西部警察」のロケ地を巡るドラマティック紀行番組。舘ひろし、徳重聡らが出演。「西部警察」において、
全国各地で実施した地方ロケのなかから北海道のロケ現場を４Ｋカメラで撮影し、石原軍団が巡る。当時のドラマの映像と合わせ、制作秘話な
どを振り返りながら、ロケ地の今と当時を新たな角度で展開する。 

石原裕次郎生誕80周年 2ヶ月連続石原軍団特集 

【ストーリー】ベトナムの取材から帰国した、報道カメラマン日比野（高橋悦史）は、恋人の庄司ジュン子（渚まゆみ）から用意された、沢
由紀（浅丘ルリ子）を撮る仕事に取り組んだ。由紀は今や、ヨーロッパ帰りのテキスタイル・デザイナーとして、各方面から注目を浴びてい
た。日比野は彼女の背後にはかつての恋人とロンシャンの企画部長原田（田宮二郎）がいることを知った。ある日、由紀はかつての恋人の帰
国の報を聞き、八方を探し回るのだが居所すら不明で……。 

 

【ストーリー】世界中を渡り歩きながらレースに参戦している五代高行(石原裕次郎)。モンテカルロ・ラリーに参加するが、途中クラッシュし
てしまいナビゲーターを亡くす。五代を看病してくれていた恋人の優子(浅丘ルリ子)もまた、彼のもとから去ろうとしていた。日本グランプリ
も優勝を逃してしまった五代は、日産自動車常務の高瀬(三船敏郎)からの打診でサファリ・ラリーへの参加を決意する。 

 

提供：石原プロモーション 

提供：石原プロモーション 

©石原プロモーション 

映画 

映画 



綾小路きみまろの人生ひまつぶし 
放送日時 2（金）朝4：00-ほか データ 2014-2015年/日本/全24話 

キャスト 綾小路きみまろ ほか スタッフ 
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漫談家・綾小路きみまろがライブで訪れた土地をぶらり 
街の人と触れ合う、爆笑なりゆき旅バラエティ 

紀行番組 HD 

©「綾小路きみまろの人生ひまつぶし」製作委員会 

【番組の概要】 

“中高年のアイドル”綾小路きみまろが初プロデュースする旅バラ
エティ番組。年間100回以上の公演で全国を駆け回るきみまろが、
ライブで訪れた地をぶらり歩き。「今ヒマなの？」と気軽に声を掛
け、街の人々と触れ合う。偶然の出会いから始まり、人生を紐解く。
果たしてどんな出会いが待っているのか？ 

【訪れた場所】 

・奈良県桜井市 ・京都府綾部市 ・滋賀県大津市 

・青森県むつ市 ・愛媛県西予市 ・長野県須坂市 

・広島県福山市 ・茨城県小美玉市 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 



眠れる森の熟女 
放送日時：10（土）午前10：00- 全9話一挙放送 

製作：2012年/日本/全9話 

出演：草刈民代（相沢千波）、瀬戸康史（高岡祐輔）、 

    磯野貴理子（新田京子）、山本圭（杉浦はじめ）ほか 

三匹のおっさん～正義の味方、見参！！～ 
放送日時：17（土）・24（土）午前10：00- 5話連続 

制作：2014年/日本/全10話/原作：有川浩 

出演：北大路欣也（清田清一）、泉谷しげる（立花重雄）、 

    志賀廣太郎（有村則夫）ほか 

【ストーリー（第1回「数十年遅れの王子様？」より）】 

相沢千波（草刈民代）は、大きなショックを受けていた。夫の浩史（羽場裕一）が、別の女
性と再婚したいと言いだしたのだ。相手は中学時代の同級生・森山春子（森口瑤子）。離婚
調停が平行線をたどるなか、やけになった千波は、夫との思い出のホテルで酒に浸り酔いつ
ぶれた。翌朝、千波を介抱してくれた人物が、匿名でホテルの仕事を世話してくれる。その
人物は、実はホテルの若き総支配人・祐輔（瀬戸康史）だった。 

【ストーリー】 

定年退職後、近所のゲームセンターに再就職した、腕に覚えありの剣道の達人キヨ、こと清
田清一（北大路欣也）。同じく武闘派の柔道家で、居酒屋「酔いどれ鯨」の元亭主シゲ、こ
と立花重雄（泉谷しげる）。機械をいじらせたら無敵の頭脳派、愛娘にはめっぽう弱い機械
工場経営ノリ、こと有村則夫（志賀廣太郎）。かつての悪ガキ3人が結成した私設自警団
「三匹のおっさん」。詐欺に痴漢に動物虐待……。三匹がご町内の悪を斬る。 

 

国内ドラマ HD 

国内ドラマ HD 

10 「眠れる森の熟女」：©NHK／「三匹のおっさん～正義の味方、見参！！～」：コピーライト不要 

その他／毎週土曜の一挙見 



中国時代劇「宮廷の諍い女」 
放送日時：27（火）スタート （月-金）夜11：00- 

製作：2012年/中国/字幕/全76話 

出演：スン・リー（甄嬛：しんけい）、 

   チェン・ジェンビン（雍正帝：ようせいてい）ほか 

帝王の娘スベクヒャン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：29（木）スタート （月-金）午後3：00- 3話連続 

制作：2013年/韓国/字幕/全108話 

出演：ソ・ヒョンジン（ソルラン（スベクヒャン））、ソウ（ソルヒ）、 

   チョ・ヒョンジェ（ミョンノン）、チョン・テス（チンム）ほか 

スタート 

スタート HD 

HD 

中国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

【ストーリー】 

1722年、 9人の皇子たちによる皇位を巡る争いの末、愛新覚羅・胤禛（あいしんかくら・いんしん）が
康熙帝の後を継いだ。それは清の第5代皇帝・雍正帝の時代の幕開けと同時に、皇帝の寵愛を巡る側室た
ちの激しく哀しい諍いの始まりでもあった。皇后と華妃が勢力を二分する後宮に、甄嬛が側室として宮廷
入りする。そこは皇帝の寵愛を巡り、女の嫉妬と陰険な陰謀が渦巻いていた。 

【ストーリー】 

時は6世紀初めの百済(ペクチェ)、24代王・東城(トンソン)王の治世末期。貴族のペク・カの娘チェファは、王の
従兄にあたるユンと密かに情を通じており、彼の子を身ごもっていた。そんなある日、ペク・カが東城王を暗殺、
激怒したユンはペク・カを自害に追い込む。そして、チェファも死んだと思い込んだユンは、第２５代王に即位
したのだった。ところが、ペク・カの家来クチョンに助けられ、彼女は生きていた。彼女はユンの娘ソルランを
産み、その後、クチョンとの間に娘ソルヒをもうける。そして、４人で幸せな生活を送っていたが、突然家族を
悲劇が襲う。結果、姉の出生の秘密を知ったソルヒは、姉になりすまして王女になる野望を抱くことに。一方、
何も知らないソルランはいなくなった妹を探すが……。 「宮廷の諍い女」：©2012 Dongyang Flower Film & TV Culture Co., Ltd. All Rights Reserved.提供：ｱｼﾞｱ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ6周年 

「帝王の娘スベクヒャン」：©2013-4 MBC  
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その他／再スタート 



 
【一般の方のお問い合わせ先】 

チャンネル銀河 カスタマーセンター  
TEL：0120-945-666 （10：00～18：00年中無休）  

www.ch-ginga.jp  
 
 

【報道関係者のお問い合わせ先】 
株式会社日宣（校正窓口）  

TEL：050-5893-4118 FAX：03-3295-8094  
メールアドレス：publicity@nissenad.co.jp 

 

最新の番組情報や動画を下記より配信しています。 
 

公式HP  http://www.ch-ginga.jp/ 
公式Facebook https://www.facebook.com/channelginga.jp 
YouTube公式 チャンネル 
http://www.youtube.com/user/ChannelGinga 
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