
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

チャンネル銀河2017年1月おすすめラインナップ 

本州を離れ、北の大地へ進出！スペシャル版が登場！ 

■中国歴史ドラマ「秀麗伝～美しき賢后と帝の紡ぐ愛～」 

■「剣と花」＜ノーカット字幕版＞ 

後漢の光武帝と名皇后・陰麗華。中国史上最も美しい２人の運命的な愛！ 

高句麗末期を舞台に描く許されざる愛と戦いの物語 

日本初 

７０‘ｓ８０’ｓのJポップ、Ｊロックで青春が蘇る！ 

■「温泉へ行こう」 

■「孤独のグルメ お正月スペシャル 真冬の北海道・旭川出張編」 

韓国歴史ドラマ 

ＣＳ初 

銀河初 

TBS系列「愛の劇場」の人気昼ドラシリーズ！ 

■「夢・音楽館」 ＣＳ初 

ＮＨＫ 

国内ドラマ 

銀河初 

国内ドラマ 

エンタメ 

中国歴史ドラマ 
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三国志・曹操が憧れた後漢建国の祖・光武帝と、 
中国史上最も優れた皇后・陰麗華の愛の物語！ 

【番組概要】 
中国史上、最も美しいと称された、後漢の光武帝と陰麗華の運命的な愛を描いた歴史ド
ラマ。李歆の人気小説「秀麗江山」を原作としたドラマ化作品。「妻を娶らば陰麗華」という
言葉で知られ、中国史上最も優れた皇后の一人と称えられる陰麗華（光烈皇后）と、
三国志の曹操が憧れた光武帝が、いかにして後漢王朝を建国し、中国史上屈指の名
君・名皇后となったのか。総製作費24億円を投じて描かれる大型歴史ドラマ。 
 
【あらすじ】 
前漢が滅び、新朝王莽(おうもう)の暴政が支配する時代。少年の劉秀（後の光武帝）
は、美少女・陰麗華らと共に勉学に励んでいた。数年後、各地で反乱が起き、劉秀は兄
の劉縯(りゅうえん)と共に挙兵、陰麗華も男装し劉秀と共に戦い名声をあげた。しかし、仲
間の劉玄が更始帝として即位すると、劉縯を殺し、劉秀を河北へと追いやってしまう。更に
は、河北の支配者・王郎が劉秀の首に懸賞金を賭けたことで、劉秀は苦境に立たされる。 

中国歴史ドラマ「秀麗伝～美しき賢后と帝の紡ぐ愛～」 

放送日時 
23（月）スタート （月-金）夜11：00-深夜0：00 
 ※リピート 24（火）スタート （月-金）午後1：00-午後2：00 
1/1（日）夜8：45-夜9：45 1話先行放送 

データ 制作：2014年／中国 
／全50話／字幕 

キャスト ルビー・リン（陰麗華／光烈皇后）、 
ユアン・ホン（劉秀／光武帝）ほか スタッフ 

HD イチオシ 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

日本初 

中国歴史ドラマ 
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前漢末期～後漢建国まで 
 
7代皇帝・武帝の時に全盛を迎えていた前漢だったが、前漢最後の皇太子（宣帝※の玄孫）の 
時に重臣の王莽により簒奪（さんだつ）され、前漢は滅亡してしまう。 
その後、新王朝を建国するも、暴政から国内は混乱。各地で反乱が起こることとなり、 
劉秀ら反乱軍の勝利によって、新は一代限りで滅亡。劉秀が光武帝として即位し、 
後漢建国へと至る。 

「秀麗伝」の時代背景 
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
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劉秀（光武帝） 
温厚で礼に厚く勇猛。陰麗華の兄・陰識との約束 
で陰麗華とは距離を置いていたが、彼女をずっと想い続けていた。 
時に向こう見ずな陰麗華の身を案じながらも、彼女と共に戦場へ 
赴く。後漢の開国の祖、世祖光武帝となる。 
 

内政にも精通！名君ぶりがすごい！ 
三国志の時代から約200年前、後漢の開祖として多くの伝説を生んだ 
名君。即位後、光武帝は人民の安定を図ることに尽力。 
奴婢の開放、租税の軽減、学問の復興から徴兵制の廃止、軍士の 
帰農など数々の民政を行った。また統治機構を整備し、支配を確立。 
その後、150年続く後漢の礎を築いた。 
 
陰麗華（光烈皇后） 
幼い頃に長安の太学で劉秀と共に学んだが、ある出来事がきっかけで 
一部の記憶を失くす。その後、世直しをすべく男装して軍に参加し、 
劉秀と運命を共にする。劉秀が最初に娶った妻。後の光烈皇后。 
 

絶世の美女かつ聡明で一途な性格 
南陽郡の豪族の娘として誕生。18歳で光武帝に嫁いだが、 
当初は側室として過ごす。その後、皇后となるが、質素な生活を貫き、 
己の一族には政治に関与させないことで、外戚による政治の乱れを 
未然に防ぎ、後漢初期の政治の安定に貢献。 
中国史上、最も優れた皇后の一人と言われている。 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
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人物相関図 

仮 
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美男美女の演技派俳優共演！ 
“イケメン俳優”ユアン・ホン×“視聴率女王”ルビー・リン 
 
主演は大ヒット中国時代劇「宮廷女官 若曦(ジャクギ)」で 
第13皇子を演じ、多くの女性の心を鷲掴みにし、日本でも支持が 
高いユアン・ホン。 
ヒロインは「三国志 Three Kingdoms」、 
「岳飛伝-THE LAST HERO-」など多くの歴史ドラマに主演し、 
“視聴率の女王”“最も美しい時代劇の女優”と称されたルビー・リン。 
本作のプロデューサーも務めている。 

みどころ① 

総製作費24億円！原作は人気ベストセラー小説！ 
 
原作は、中国の人気小説「秀麗江山」。原作者の李歆（リー・シ
ン）は、大ヒット中国時代劇「宮廷女官 若曦」の原作者桐華(ト
ン・ホア)とともに07年“ラブストーリー4大作家”に選ばれた一人。 
 
プロデューサーとしても成功を収めているルビー・リンが原作に惚れ
込んで11年にドラマリメイク権を獲得。 
総製作費24億円を投入し、脚本に2年の歳月をかけてブラシュ
アップし大作へと変貌！豪華制作陣によるクオリティ保証の良質ド
ラマ。 

5 ©2016 China International TV Corporation. All Rights Reserved 



みどころ② 
ルビー・リン演じる陰麗華のアクションシーンが満載！ 
 

本作では、陰麗華が男装し、劉秀と共に戦場を駆け抜け、敵兵たちを薙ぎ払うほどの女傑振りを発揮している
一面も！全編に渡り描かれるアクションシーンは必見。 

最強の部隊・雲台二十八将を演じるイケメン若手俳優！ 
 

後漢の光武帝の天下統一を助けた28人の功臣集団。本作では、 
多くのイケメン若手俳優が起用され、目の保養になること間違いなし！ 
 
 
 陰麗華の幼馴染で、学友。幼い頃から 陰麗華に好意を 
 寄せ、結婚を望む。後に劉秀を支えた雲台二十八将の 
 筆頭として名を馳せる。 

鄧禹（とうう）役のケニー・クァンに注目！ 

6 ©2016 China International TV Corporation. All Rights Reserved 



滅亡寸前の高句麗で起きた歴史的政変！ 
韓国版「おんな城主直虎」!?剣を持ち戦うヒロイン！ 

【番組概要】 
隋を倒した唐が勢力拡大を目論んでいた642年。親唐路線を進める第27代王コ・ゴ
ンム派と対唐強硬派のヨン・ゲソムン派。対立していた高句麗を舞台に、あらがいようの
ない運命に翻弄された男女の悲劇を描いた歴史ドラマ。「いかにして国を守るか」という
信念のもと繰り広げられる、攻防、駆け引きの数々。己を貫く人々の熱い生き様が描か
れる。 
【あらすじ】 
高句麗の名門貴族、ヨン・ゲソムン（チェ・ミンス）と奴婢の母親との間に生まれたチュン
（オム・テウン）。ある日、父に会う機会を求めて王族を奇襲した唐の人質を見事射
殺する。しかし、やっと会えた父には“お前の居場所はない”と追い払われ、失望したチュ
ンは平壌城を去ろうとするが、町で会った女性と一目で惹かれ合う。その女性こそ父ヨ
ン・ゲソムンの政敵である国王の一人娘、ソヒ王女（キム・オクビン）だった……。 

「剣と花」＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時 18（水）スタート （月-金）夜9：30-夜10：45 データ 制作：2013年／韓国 

／全20話 

キャスト オム・テウン（ヨン・チュン）、キム・オクビン（ソヒ王女）ほか スタッフ 

HD 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

銀河初 
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北の大地・旭川へ！番組史上、最も寒く、最も温まるスペシャル版！ 
【番組概要】 
松重豊主演・人気グルメ漫画のスペシャルドラマ。雑貨輸入商を営む井之頭五郎が極寒雪の北海道出張で立ち寄ったの
は旭川の居酒屋と洋食屋だった。 
【あらすじ】 
出張で旭川にやってきた井之頭五郎(松重豊)は、山積み状態の仕事に頭を抱えていた。ホテルで幾つかの仕事を終えたあ
と気分転換に町へ繰り出すが、どこの店も混雑。雪の中をさまよった挙げ句、渋い佇まいの飲み屋に入ることに。女将さん(床
嶋佳子)に渡された竹の皮のメニューをじっくり見ていた五郎は、見慣れない料理に目が留まり……。 

「孤独のグルメ お正月スペシャル～真冬の北海道・旭川出張編」 
放送日時 15（日）夜9：00-夜10：00 データ 制作：2016年 

キャスト 松重豊（井之頭五郎）ほか スタッフ 【原作】「孤独のグルメ」作／久住昌之・画／谷口ジロー（週刊ＳＰＡ！） 

HD 

©2016久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
国内ドラマ 

CS初 
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「孤独のグルメ Season5」 

「孤独のグルメ Season5」  毎週日曜放送！ 

©2015久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京 

HD 

放送日時：15（日）スタート 毎週（日）夜10：00-深夜1：00 4話連続 
出演：松重豊（井之頭五郎）ほか 

【番組概要】 
松重豊主演。人気グルメ漫画のドラマシリーズ第5弾。主人公の食事シーンと心理描写のナレーショ
ンを中心に構成され、ドキュメンタリータッチで物語が進行する。 
今回は、シリーズ初の海外出張で台湾へ（＃４,５）。五郎が異国のグルメを食べ尽くす。 

国内ドラマ 

初の海外進出！台湾出張編も登場！ 
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団塊の世代の青春が蘇る！懐かしのＪポップ、Ｊロックが満載 
 
【番組概要】 
コンセプトは「大人の音楽空間」。1970年代～80年代のフォーク、ロック、ニューミュージックなど、懐かしい曲の数々をセッ
ション。桃井かおりならではのＭＣがゲストの思わぬトークを引き出す。 

「夢・音楽館」 
放送日時：7（土）スタート 毎週（土）夜7：00-夜8：00 2話連続 
制作：2003-2004年／全18話 

©NHK 

エンタメ HD 

【エピソード概要】（＃４より） 
音楽以外の分野でも活躍する宇崎竜童と、
深みのあるボーカルで支持を集める中西圭
三が出演。中西は2002年、70～80年代
の歌謡曲を集めたアルバムを発表、宇崎作
曲の「さよならの向う側」（歌は山口百
恵）を取り上げており、同曲での共演も楽
しみ。 
 
【曲目】さよならの向う側/You And 
I/ROCK’N ROLL WIDOW/時よ/欲望
の街/2003年5月20日放送 
 

進行役：桃井かおり 

CS初 
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「夢・音楽館」出演者 
各放送回の出演者 

©NHK 

1月放送 
＃１  甲斐よしひろ/キンモクセイ 
＃２  葉加瀬太郎/柴田淳/一青窈 
＃３  森山良子/BEGIN 
＃４  宇崎竜童/中西圭三 
＃５  中村雅俊/GOING UNDER GROUND 
＃６  綾戸智絵/原信夫とシャープス＆フラッツ 
＃７  上田正樹/杏子 
＃８  杏里/押尾コータロー 
2月以降放送予定 
＃９  岩崎宏美/寺井尚子 
＃１０ 五輪真弓/クミコ 
＃１１ 石川セリ/CHARA 
＃１２ 大貫妙子/ bird 
＃１３ 南佳孝/マリーン 
＃１４ coba /一青窈 
＃１５ 藤井フミヤ 
＃１６ 小曽根真/BEGIN 
＃１７ KONISHIKI/ゴンチチ 
＃１８ ケイコ・リー/SING LIKE TALKING 

＃３：森山良子/BEGIN 

＃１５ 藤井フミヤ 
11 
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人気昼ドラシリーズの第一作！温泉旅館を舞台に、新米女将が奮闘！ 

【番組概要】 
元銀行員の薫（加藤貴子）が幼い頃別れた母親の経営する老舗温泉旅
館を訪れたことをきっかけに、突然、女将をやる羽目になり、仲居や支配人らと
対立しながらも、旅館を切り盛りする奮闘を描いたドラマ。 
 
【あらすじ】 
大手銀行の行員を辞め、目下失業中の椎名薫。幼い頃別れた生みの母・志
津枝が営む老舗温泉旅館から無料宿泊の招待を受けた。薫は、温泉旅館
無料宿泊という甘い誘惑にのった、高校時代からの友人である風間冴子とハ
ローワークで知り合った元スチュワーデスという吹越美晴の二人を引き連れ、志
津枝のいる伊豆の老舗温泉旅館・蔵原を訪れた。蔵原に着いた薫たちは、若
女将の悠里子や支配人の武藤から客として丁重に迎えられるが……。 
(第1回ー第2回より) 
 

「温泉へ行こう」 
放送日時 4（水）スタート （月-金）午後2：00-午後3：00 データ 制作：1999年／全32話 

※1Ｈ再編集ver. 

キャスト 加藤貴子（武藤（椎名）薫）、田中実（武藤健司）ほか スタッフ 

HD 

©テレパック/TBS 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
国内ドラマ 
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今月のサスペンス！ 

「温泉若おかみの殺人推理」 
 
放送日時：4（水）スタート （月-金）夜7：45-夜9：30 
出演：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：＃４-１9）、岡田茉莉子（大女将：＃４-１9）ほか 
制作：1994年-2008年／全19話 
        ※「温泉若おかみの殺人推理15」はCS初 

CS初含 
サスペンス HD 

©大映テレビ 

【番組概要】 
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、
続編が製作されており、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、事件解決に奔走する。 
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2015年中国ドラマ視聴率No.1！ 
“中国三大悪女”にして中国史上唯一の女帝 

【番組概要】 
中国歴代王朝の中で最も華やかだったとされる西暦637年の唐。後に“中国三大悪
女”の1人とされ、中国史上唯一の女帝となった武則天の生涯を描く。愛憎・嫉妬・陰
謀・殺戮、愛と野望渦巻く豪華絢爛な歴史ドラマ。下級の側室だった彼女が、いかにし
て「王座」を手に入れたのか。その大いなる野望と真実が明かされる。 
【あらすじ】 
第2代皇帝・李世民（チャン・フォンイー）が治めた唐の時代。その後宮に美しく天真
爛漫な少女・武如意（ファン・ビンビン）が入宮する。期待に胸をふくらませる彼女を待
ち受けていたのは、厳しい掟の中で権力争いを繰り広げる妃嬪たちだった。野望と思惑
が渦巻く後宮で生き抜く覚悟を決める武如意。やがて、李世民の寵愛を一身に受けた
彼女は、さらなる巨大な陰謀と権力争いに巻き込まれていく……。 
 

中国歴史ドラマ「武則天－The Empress－」 
放送日時 7（土）スタート 毎週（土）夜10：00-深夜1：00 3話連続 データ 制作：2014年／中国 

／全82話／字幕 

キャスト ファン・ビンビン（武則天/武如意）、チャン・フォンイー（李世民） 
アーリフ・リー（李治/雉奴）ほか スタッフ 

HD 

©2014 ZheJiang Talent Television & Film Co., Ltd.  All Rights Reserved 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 
中国歴史ドラマ 

14 



スタート 

「善徳女王」＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時： 17（火）スタート （月-金）朝8：30-午前10：00 
出演：イ・ヨウォン（トンマン）、コ・ヒョンジョン（ミシル）、オム・テウン（キム・ユシン）ほか 
制作：2009年／韓国／全62話 

 

中国時代劇「傾城の雪」 
放送日時：17（火）スタート 毎週（月-木）深夜1：15-早朝4：00 3話連続 
出演：ドン・ジエ（江嘉沅）、ドゥ・チュン（徐恨）ほか 
制作：2012年／中国／全50話／字幕 

【番組概要】 
女性がハマる中国時代劇の決定版。明の時代、刺繍名家の一人娘・江嘉
沅（こうかげん）と彼女を愛する3人の男との愛憎劇を描いた歴史ドラマ。 

【番組概要】 
三国時代の新羅を舞台に、朝鮮半島初の女帝となった王女のサクセスストー
リー。三国時代、最も弱小国だった新羅がいかにして統一を成し遂げ、一大国
家となったのかを紐解いていく。数奇な運命のもとで誕生した双子の王女。自
分の出自を知らずに育った王女が自分の運命を知り、新羅を影から支配する
妖女ミシルに戦いを挑んでいく。 

韓国歴史ドラマ 

その他、再放送 

HD 

HD 

「善徳女王」 © 2009 MBC ALL RIGHTS RESERVED.  
「傾城の雪」 ©2012 New Classics TV Entertainment Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.提供：アジア・リパブリック７周年 

中国歴史ドラマ 
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スタート 

「不倫調査員・片山由美」 
放送日時：8（日）スタート 毎週（日）昼12：00-夜10：00ほか 5話連続 
     ※22（日）昼12：00-夜6：00 3話連続 
出演：池上季実子（片山由美）、神田正輝（片山俊介）ほか 
制作：2001-2013年／全13話／原作：山村美紗 
 
【番組概要】 
山村美紗原作。京都の探偵事務所の不倫調査員・片山由美が難事件を解
決するサスペンスシリーズ。 

その他、再放送 

HD 

「不倫調査員・片山由美」表記不要 

サスペンス 
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【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：03-5209-7245  
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 

mailto:publicity@nissenad.co.jp
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