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■『琅琊榜（ろうやぼう）－麒麟の才子、風雲起こす－ 』 
 
■『馬医＜ノーカット字幕版＞先行放送』  
 
■『西村京太郎サスペンス特集』 
 
■『映画「サンザシの樹の下で」』 
■ 
■GW特別編成 
『氷川きよし 9DAYS』 
『宮廷の諍い女』一挙放送 
『孤独のグルメ／孤独のグルメSeason2』一挙放送 

4/30（土）～怒涛の一挙放送！ 

チャンネル銀河2016年4月おすすめラインナップ 

トラベルサスペンスから変わり種サスペンスまで 

 “半沢直樹”を超える復讐劇！中国・台湾で空前のヒットを記録した神ドラマ 

チャン･イーモウ監督が贈る、美しくも哀しい純愛物語 

馬医から王の主治医になった男の波乱万丈な生涯を描く 
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悲劇の主人公の倍返し！ 
中国版「半沢直樹」ともいえる熾烈なる宮廷復讐劇 

【番組の概要】 

中国の架空の時代を舞台に、政変に巻き込まれながらも一命を取り留めた
主人公が、家名の名誉回復のため、皇位をめぐる権力争いに身を投じてい
く。全編に張り巡らされた伏線と緻密に計算された復讐劇は、さながら中
国版「半沢直樹」のようで、ハマり度満点。宮廷で繰り広げられる男たち
の闘争から目が離せない。 

 

【ストーリー】 

梁国の将軍の息子・林殊（フー・ゴー）は父が率いる赤焔軍の一員として
敵軍に勝利を収める。だが、赤焔軍は政変に巻き込まれて壊滅。12年後、
一人生き延びた林殊は、奇病によってかつての容貌を失い、名前も梅長蘇
（ばいちょうそ）と変え、国の一大勢力のひとつ・江左盟の盟主となって
いた。そして、自らの命の期限を知り、家名の回復のために「赤焔事件」
の真相追及と首謀者への復讐を誓うのであった。 

琅琊榜（ろうやぼう）－麒麟の才子、風雲起こす－ 

放送日時 11（月）スタート （月-金）午後1：00- 2話連続 データ 
制作：2015年／中国／字幕／
全54話 

キャスト 
フー・ゴー（梅長蘇：ばいちょうそ）、リウ・タオ（霓鳳群主：げいおう
ぐんしゅ）、ビクター・ホァン（誉王：よおう）ほか 

スタッフ 

1 

©NHK 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

スタート HD イチオシ 日本初 

© 2015 China International TV Corporation. All Rights Reserved. 
提供：博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ／アジア･リパブリック９周年 

中国ドラマ 



1.瑯琊榜（ろうやぼう）とは？ 
  

瑯琊山頂には、瑯琊閣というところがある。 

そこは天下のあらゆる疑問を解き、才子や英雄に序列をつける地。 

そして、どんな質問でも、相応なお金さえ払えば、正確な答えが得られる。 

毎年、瑯琊閣はいくつかのランキングを発表する。 

たとえば、富豪ランキングや武術の名手ランキング、美人ランキングなど様々あり、 

そのランキングのことを瑯琊榜（ろうやぼう）と呼ぶ。 

その中で、身分が高く影響力のある若者ランキングで、長年1位を取ってきたのが、主人公の梅長蘇だった。 

 

2.舞台設定は中国の架空の時代 

ドラマは梁という国を舞台に、次期王位継承をめぐる権力争いを描いているが、 

南北朝時代をモデルとしており、六部という中国古代からの政治制度に加え、 

懸鏡司といった新たな機密機関が登場するなど、見ごたえ十分。 

また江左盟という宮廷以外の勢力が加わることで単なる権謀術数を巡らす闘争劇 

ではなく、活劇的な要素も含んだ魅力溢れるストーリーに仕上がっている。 

 

イントロダクション 
梁国には、4人の皇子、祁王、皇太子、誉王と靖王がいた。 

ある時、梁国で最強と謳われた赤焔軍が突如謀反を企てたとして、七万人の軍が殲滅され、 

次期皇帝候補で1番と目されていた祁王が首謀者という事が判明。彼は捕らえられ毒杯をあおって獄死した。 

それから12年後、赤焔軍の生き残り・林殊が梅長蘇と名前を変え、梁の都に現れたところから物語は始まる。 

「瑯琊榜」解説 

© 2015 China International TV Corporation. All Rights Reserved. 
提供：博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ／アジア･リパブリック９周年 
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韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフンが描く 
馬の医者から王の主治医にまでなった男の半生 

【番組の概要】 

朝鮮王朝時代、当時最下層の身分にあった馬医から王の主治医になった実
在の人物、ペク・クァンヒョンの波乱に満ちた生涯をドラマティックな展
開で描いた歴史ドラマ。運命のいたずら、儚く切ない恋物語、そして困難
にぶつかりながらも全力で乗り越えていく真摯な男のサクセススト－リー。 

 

【ストーリー】 

朝鮮王朝時代。共に医学の道を志し、身分を超えた友情で結ばれた三人の
若者、カン・ドジュン、イ・ミョンファン、チャン・インジュ。しかし、
昭顕世子（ソヒョンセジャ）暗殺事件に巻き込まれ、その友情は崩れてい
く。イ・ミョンファンの裏切りからカン・ドジュンは暗殺の罪をかぶせら
れ処刑。生まれたばかりの息子クァンヒョンも処刑されそうになるが、カ
ン・ドジュンを慕う奴婢ぺク・ソックのある行動により一命を取り留める。
その後は、奴婢として牧場で育てられ、やがて腕利きの馬医へと成長する。 

馬医＜ノーカット字幕版＞先行放送 

放送日時 3（日）夜7：00- 1話先行放送 データ 
制作：2012年／韓国／ 
字幕／全50話 

キャスト 
チョ・スンウ（ペク・クァンヒョン）、イ・ヨウォン（カン・ジニョン）、
イ・サンウ（イ・ソンハ）ほか 

スタッフ 演出：イ・ビョンフン 

4 ©2012-3 MBC 

韓国歴史ドラマ HD スタート 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 



1.イ・ビョンフン監督による「トンイ」に続く歴史ドラマ！ 
 

「宮廷女官チャングムの誓い」「イ・サン」「トンイ」などを手掛けた 

韓国歴史ドラマの巨匠イ・ビョンフン監督の作品。 

韓国ドラマ史において、医療もののドラマは数多くあったが、 

動物が治療対象となるドラマは本作が初めて。 

動物と人間、自然と人間といったテーマで作られており、 

前作「トンイ」以前の李氏朝鮮時代を舞台に、 

馬の獣医を経て、王の主治医にまで上りつめた実在の人物の生涯を描く。 

 

2.主人公ペク・クァンヒョンに起きた数奇な運命 
 

朝廷内の陰謀による昭顕世子（ソヒョンセジャ）暗殺事件に巻き込まれ、 

主人公の父であるカン・ドジュンは処刑される。 

息子であるペク・クァンヒョンも処刑されそうになるが、 

女児なら処刑を免れることが分かり、 

カン・ドジュンを慕う奴婢が自分の娘チニョンとすり替える。 

一命をとりとめたペク・クァンヒョンだったが、 

この入れ替えがのちに大きな問題へと発展し、 

ペク・クァンヒョンを苦しめることとなる。 

「馬医」の魅力 

©2012-3 MBC 5 



西村京太郎サスペンス特集 
 

西村京太郎の推理小説のアイコン的存在・十津川警部が難事件を解決する 

「日本一周「旅号」殺人事件」をはじめ、 

十津川警部の妻・直子が事件解決に奔走する 

「十津川警部夫人の旅情殺人推理」シリーズほか、 

時刻表を片手に列車トリックを暴く 

「Ｌ特急さざなみ７号で出会った女」や 

冤罪に立ち向かう大学教授の奮闘を描いたサスペンスシリーズ 

「冤罪」など、 

西村京太郎ならではの旅情・列車サスペンスから 

変わり種のサスペンスまで幅広くラインナップ！！ 

西村京太郎サスペンス特集 
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十津川警部夫人の旅情殺人推理 
放送日時：10（日）昼12：00- 一挙放送 

制作：2003-2005年／日本／全3話／原作：西村京太郎 

出演：萬田久子（十津川直子）ほか 

【番組の概要】 
警視庁の有名刑事、十津川警部の妻・直子が遭遇した殺人事件の謎に挑むサスペンスシリーズ。 
 

 

北陸Ｌ特急殺しの双曲線 
放送日時：10（日）夜6：00- 

制作：1987年／日本／全1話／原作：西村京太郎 

出演：沢田亜矢子（戸部京子）、宅麻伸（早川一郎）、長谷直美（太地亜矢子）ほか 

冤罪 
放送日時：17（日）昼12：00- 一挙放送  

制作：2000-2003年／日本／全4話／原作：西村京太郎 

出演：加藤剛（若杉徹）ほか 

【番組の概要】 
心当たりのないホテルから届いた宿泊無料の招待状。その招待状を受け取った男女が次々と何
者かによって殺されていく犯罪サスペンス。 
 

【番組の概要】 
突然襲った冤罪という理不尽に立ち向かう大学教授の姿を軸に、殺人容疑の無実を証明するサ
スペンス。 

HD 国内ドラマ 

「十津川警部夫人の旅情殺人推理」©PDS／「北陸Ｌ特急殺しの双曲線」©大映テレビ／「冤罪」©俳優座/TBS 

西村京太郎サスペンス特集 

ＣＳ初 
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お局探偵・亜木子&みどりの旅情事件帳 
放送日時：22（金）スタート （月-金）夜7：45- 

制作：1997-2003年／日本／全6話／原作：西村京太郎 

出演：斉藤慶子（寺内亜木子）、久本雅美（林みどり）ほか 

【番組の概要】 
雑誌記者の寺内亜木子と林みどりの「お局コンビ」が事件に巻き込まれては、真相解明に乗り
出すサスペンス。 

Ｌ特急さざなみ７号で出会った女 
放送日時：24（日）昼12：00- 

制作：1988年／日本／全1話／原作：西村京太郎 

出演：沢田亜矢子（由紀）、京本政樹（豊）ほか 

展望車殺人事件 
放送日時：24（日）午後2：00-  

制作：1986年／日本／全1話／原作：西村京太郎 

出演：石立鉄男（十津川警部）、小野進也（小野田康夫）、三原じゅん子（大森景子）ほか 

【番組の概要】 
資産家の女性が何者かに殺害され、殺人容疑のかかった恋人を救うべく、女性弁護士が事件の
カギを握る女を追うサスペンスドラマ。 

【番組の概要】 
宝石商がマンションで殺害される事件が発生。莫大な財産を狙った殺人と美女の復讐劇。 

HD 国内ドラマ 

「お局探偵・亜木子&みどりの旅情事件帳」©東宝／「Ｌ特急さざなみ７号で出会った女」「展望車殺人事件」 ©大映テレビ 

西村京太郎サスペンス特集 
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キャリア探偵日菜子の調査ファイル 
放送日時：24（日）午後4：00- 

制作：2003年／日本／全1話／原作：西村京太郎 

出演：若村麻由美（矢田日菜子）、筧利夫（前島十志男）ほか 

【番組の概要】 
私立探偵の日菜子が雑誌記者と共に失踪したアイドルの追跡中、雑誌記者が殺される事件が起
こる。殺人容疑がかかった彼女は真犯人を探すため、独自に調査を開始する。 

日本一周「旅号」殺人事件 
放送日時：24（日）夜6：00- 

制作：2003年／日本／全1話／原作：西村京太郎 

出演：小林稔侍（亀井刑事）、萩原健一（十津川警部）ほか 

【番組の概要】 
日本一周旅行の企画列車「旅号」で連続殺人事件が発生。亀井刑事と十津川警部が特命捜査に
挑む。 

HD 国内ドラマ 

「キャリア探偵日菜子の調査ファイル」©ユニオン映画／「日本一周「旅号」殺人事件」コピーライト不要 

西村京太郎サスペンス特集 
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たとえ何があっても、僕は君を一生待ち続ける― 
文化大革命下の若者たちの愛と切ない別れを描く 

映画「サンザシの樹の下で」 

放送日時 3（日）午後4：00-ほか データ 
制作：2010年／中国／字幕／
全1本／実尺：114分 

キャスト 
俳優名（役名） 

チョウ・ドンユイ（ジンチュウ）、ショーン・ドウ（スン）ほか スタッフ 監督：チャン・イーモウ 

【番組の概要】 
文化大革命下の中国を舞台に、引き裂かれる少女と青年の悲恋を映し出
した実話に基づく美しくも哀しい純愛物語。若者が織り成す瑞々しい愛
と切ない別れを感情豊かに描く。 
 

【ストーリー】 

文化大革命の嵐吹き荒れる1970年代初頭の中国。農民こそ素晴らしく、
学生は彼らから学ぶべきだという教えのもと、都会の高校生は農村で住
み込み実習を行っていた。ジンチュウ（チョウ・ドンユイ）もそんな女
子高生の1人。彼女が派遣された村にあるサンザシの樹には、ある言い
伝えがあった。それは、樹の下で亡くなった抗日戦争の兵士の血が染み
込み、白い花が赤く咲くという、革命精神を象徴するものだった…。 

 

 
© 2010, Beijing New Picture Film Co., Ltd and Film Partner (2010) International, Inc. All Rights Reserved. 

HD 中国映画 

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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氷川きよし ９ＤＡＹＳ 「BS日本のうた」© NHK／「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／
「 孤独のグルメ」 ©2012 久住昌之・谷口ジロー・扶桑社/テレビ東京  

ＧＷ特別編成 人気作を怒涛の一挙放送！ 

氷川きよし ９ＤＡＹＳ 
放送日時：4/30（土）～5/8（日）午前10：00- 

制作：2001-2011年／日本／全9作 

出演：氷川きよしほか 

 

「宮廷の諍い女」一挙放送 
放送日時：4/30（土）～5/8（日）昼12：00- 8or9話連続 

制作：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 

「孤独のグルメ」「孤独のグルメ Season2」 
放送日時：5/2（月）～5/6（金）夜8：00- 4or6話連続  

制作：2012年／日本／各12話／原作：久住昌之／画：谷口ジロー 

出演：松重豊（井之頭五郎）ほか 

【番組の概要】  
GW特別編成。好評放送中の「BS日本のうた」「歌謡チャリティーコンサート」の中から、 
氷川きよし出演回を抜粋！4月30日（土）～5月8日（日）の9日間、毎日放送。 

【番組の概要】  
18世紀の清を舞台に、女たちの栄枯盛衰と因果応報を描いた壮大な宮廷ドラマ。後宮の中で、
過酷な仕打ちに立ち向かい、愛を失いながら権力を手に入れていく甄嬛（しんけい）の姿を描く。 

【番組の概要】 
異色のグルメコミックの実写ドラマ化シリーズ。料理のうんちくを述べるのではなく、 
ひたすら主人公の食事シーンと心理描写のナレーションが入るドキュメンタリーのような人気グルメ番組。 

ＣＳ初含 
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刑事吉永誠一 涙の事件簿 
放送日時：16（土）午前10：00- 全話一挙放送 

制作：2013年/日本/全10話/原作：黒川博行 

出演：船越英一郎（吉永誠一）、小泉孝太郎（鑑貴一）ほか 

 

新・刑事吉永誠一 
放送日時：23（土）午前10：00- 全話一挙放送 

制作：2014年／日本／全11話／原案：黒川博行 

出演：船越英一郎（吉永誠一）、小泉孝太郎（鑑貴一）、柿澤勇人（九条一馬）ほか 

刑事吉永誠一シリーズ一挙放送 

【番組の概要】 
大人のための痛快サスペンスドラマ。事件関係者に深い愛情を注ぐ熱い刑事、
吉永誠一（船越英一郎）が、「合理的かつ効率的に」が信条で「刑事の鏡」と
言われた父を持つ相棒・鑑貴一（小泉孝太郎）と共に、難事件へと挑む。 

【番組の概要】 
「刑事吉永誠一 涙の事件簿」がパワーアップしたシリーズ第二弾。 
「絶対に許さん！」を決め台詞に、世の中の様々な悪に対する怒りが爆発。 
ワケありの新人キャリア刑事が新たに捜査一課・片山班へ加わり、騒動の連続。
新人キャリアと吉永・鑑が時にぶつかりながらも、捜査一課・片山班が難事件
の解決に奔走する。 

刑事吉永誠一シリーズ：コピーライト不要 

HD 国内ドラマ 



 スターはなぜ身を滅ぼすまでドラッグにはまるのか！？ 

【ニコール･ブラウン･シンプソン】 

 
1994年6月12日、アメフトの元選手O.J.シンプソンの元妻ニコールが殺害された。O.J.
に疑いがかかるが無罪となる。法医病理学者のシェパード博士が検死報告書、現場写真、
科学捜査を検証し、未解決事件の犯人像に迫る。 

【リヴァー・フェニックス】 

 
美しい容貌と卓越した才能の持ち主リヴァー・フェニックス。クリーンなイメージ
で知られていた彼は23歳で急死してしまう。シェパード博士は検死報告書から、
リヴァーとドラッグの関係、死に至る経緯を探っていく。 

【エルヴィス・プレスリー】 

 
1977年8月16日、突然の死を遂げた“キング･オブ･ロックンロール”エルヴィ
ス･プレスリー。すぐに検死解剖が実施されるが、不可解なことに終了前にもかか
わらず、死因は不整脈だと発表される。生前、体調不良に悩んでいたが、明確な死
因は分かっていない。検死報告書をひもとき、その死の真相に迫る。 

放送日時：3（日）夜9：00-ほか 

放送日時：10（日）夜9：00-ほか 

放送日時：17（日）夜9：00-ほか 

「Autopsy 検死報告書」4月のラインナップ 

Autopsy 検死報告書 
突如この世を去った数々の有名スター。彼らの死は世界に衝撃を与え、その死因には、様々な憶測が飛び交った。 
そんな彼らの死の真相を究明すべく、新しいドキュメンタリー番組が誕生した。本番組では、アメリカで一般公開されてい
る、検死解剖による報告書（＝Autopsy）をもとに、彼らの死の真相を追及し人生最期の時間に迫る。 

【ロビン・ウィリアムズ】 

 
2014年8月11日、俳優ロビン･ウィリアムズがこの世を去る。死因は首つりによ
る自殺。うつ病を苦に命を絶ったと思われた。だが検死の結果、意外な事実が判明。
彼を死に追いやった病とは？驚がくの真実に迫る。 

放送日時：24（日）夜9：00-ほか 

「ニコール･ブラウン･シンプソン」「リヴァー・フェニックス」「エルヴィス・プレスリー」© ITV Studios Limited 2014 「ロビン・ウィリアムズ」 © ITV Studios Limited 2015 13 
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「隋唐演義 集いし４６人の英雄と滅びゆく帝国」 
放送日時：20（水）スタート （月-金）夜11：00- 

制作：2012年/中国/字幕/全62話 

出演：イェン・クァン（秦瓊：しんけい）、チャン・ハン（羅成：らせい）、 

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 

 

チャン・オクチョン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：30（土）スタート 毎週（土）深夜0：30- 6話連続 

制作：2013年／韓国／字幕／全35話 

出演：キム・テヒ（チャン・オクチョン）、ユ・アイン（イ・スン/粛宗）、 

ハン・スンヨン（淑嬪チェ氏：トンイ）ほか 

 

【番組の概要】 
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。 

【番組の概要】  
“朝鮮3大悪女”と呼ばれ、「トンイ」の宿命のライバルだったチャン・ヒビ
ン（チャン・オクチョン）を、一途な愛に生きた女性として描いた歴史ドラマ。
王妃にまで上り詰めたが、権力に固執したために転落した波乱の生涯を新解釈
のもと展開。ユ・アイン演じるイ・スン（粛宗）との愛の行方に目を奪われる。 

HD スタート その他／再スタート 

中国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

「隋唐演義 集いし４６人の英雄と滅びゆく帝国」©浙江永楽影視制作有限公司／「チャン・オクチョン」©SBS & SBS Contents Hub. All rights reserved. 



 
【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 

mailto:publicity@nissenad.co.jp

