
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■『荒野のピンカートン探偵社 』 
 
■『中国宮廷ドラマ「王の後宮」』  
 
■『総合診療医 ドクターＧ』 
 
■マイケル・ジャクソン命日特別編成 
『Autopsyマイケル・ジャクソン 検死報告書』 
『マイケル・ジャクソン ～衝撃の死の真相～』 
 
■銀河745サスペンス 
『渡り番頭 鏡善太郎の推理』 
『伊豆温泉めぐり殺人ルート』ほか 
 

温泉地で殺人事件発生！番頭が、作家が、事件解決に挑む 

チャンネル銀河2016年6月おすすめラインナップ 

新感覚！病名推理エンターテインメント 

 ブレイク前のディーン・フジオカに注目！ 

6月25日マイケルの命日に、彼の死の真相に迫る2番組を放送 

中国悪女シリーズ第2弾！嫉妬深い貴妃が暗躍 

国内ドラマ 

中国歴史ドラマ 

ＣＳ初 

ドキュメンタリー 

海外ドラマ 

ライフスタイル 
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大ブレイク中のディーン・フジオカ、北米ドラマデビュー作 
渾身のアクションを披露！ 

【番組の概要】 

1860年代のアメリカ開拓時代のカンザスを舞台に、アメリカ最古の探偵
社の創設期を描いたサスペンスアクション。NHK連続テレビ小説「あさが
来た」五代友厚役でブレイクしたディーン・フジオカがケンジ・ハラダと
いう日本人役で登場。探偵社に依頼する立場から、のちに探偵社の仲間と
なり、ピンカートン親子と世界初の女性探偵ケイトと共に、数々の凶悪事
件を解決していく。 

 

【ストーリー】 

ピンカートン探偵社は、今も実在する私立探偵社・警備会社で、設立は
1860年代の開拓時代。物語は、アランとその息子ウィリアムが史上初の
探偵社を創設し、そこで女性探偵ケイトも働きだすところからはじまる。
アラン、ウィリアム、ケイトの3人は、意見の対立がありながらも、それぞ
れの得意分野を活かしながら、力を合わせて事件解決に奔走する。 

荒野のピンカートン探偵社 

放送日時 18（土）スタート 毎週（土）夜8：00- 2話連続 
※リピート：19（日）スタート 毎週（日）朝8：00- 2話連続 

データ 
制作：2014年／カナダ／字幕
／全22話 

キャスト 
俳優名（役名） 

マーサ・マックアイサック（ケイト・ウォーン）、 
ジェイコブ・ブレア（ウィリアム・ピンカートン）、 
ディーン・フジオカ（ケンジ・ハラダ）ほか 

スタッフ 

1 ©Pink Series, Inc. 

HD スタート 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 

海外ドラマ 

ＣＳベーシック初 



アラン･ピンカートン（アンガス･マクファーデン） 
1950年代にスコットランドからアメリカへ渡り、シカゴでピンカートン探偵社を
設立した。やる気に満ちた、抜け目ない非常にタフな男。また、警察業務ビジネス
の革新者でもあり、覆面調査（捜査）や科学調査（捜査）の礎を作った。ピンカー
トン探偵社のモットー「我々は決して眠らない」を創り出す。南北戦争中は北軍側
につき、リンカーンの警備を行い、彼のために暗躍する。口が堅く、正義感が強い
が、口下手で不器用な面もあり、息子のウィルを子供扱いしてぶつかることが多い。 

ウィリアム･ピンカートン（ジェイコブ･ブレア） 
アラン･ピンカートンの長男。機転が利き、無謀でけんかっ早く、口より先に手が出る
タイプ。調子のいい性格で、女性に対して積極的な一面もある。「犯罪者を捕まえる
には、犯罪者のように考えなければならない」という言葉を信条にしている。父親に
対してコンプレックスがあり、父親に認めてもらおうとむきになることが多く、よく
衝突する。カンザスシティに赴任を命じられ、当初は相棒のケイトに反感を抱く。 

しかし、事件を解決していく中で、彼女と信頼関係を築き名コンビになっていく。 

ケイト･ウォーン（マーサ･マックアイサック） 
世界初の女性探偵。ピンカートン探偵社に秘書として入社するが、単なる秘書にと
どまることなく、アランに初の女性探偵として任命され、訓練を受ける。のちに探
偵社の女性探偵局を任せられる。科学調査（捜査）を得意とし、暇さえあれば調査
法を研究し、独自の方法を次々と開発する。変装がうまく、銃の名手でもある。頭
がよく、理路整然としているが、危険を恐れず無鉄砲なところもある。自分のこと
をあまり話さず、謎が多い。ウィルを子供扱いしていたが、彼の成長ぶりに一目置
くようになる。 

ケンジ･ハラダ（ディーン･フジオカ） 
ピンカートン探偵社に犯人捜しの依頼をする、謎の日本人。 

実は父親のかたきを討つのが目的だった。のちにピンカートン探偵社の仲間になり、
ウィルとケイトとともに事件を解決していく。武術の達人。 

第４話・11話・12話・15話・16話・20話・21話に登場。 

©Pink Series, Inc. 

「荒野のピンカートン探偵社」主な登場人物 
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中国史に残る悪女たちをテーマとした、歴史ドラマを5月から毎月1作品ずつ放送。 
 

第2弾となる６月の悪女は万貴妃。 

彼女が専横した明の時代を舞台とした「王の後宮」を放送する。 

 

万貴妃は、1428年～1487年に実在した女性。 

明の第9代皇帝・憲宗の少年時代より侍女として仕え、 

憲宗が18歳で皇帝に即位した後は、貴妃となる。 

皇帝よりも20歳近く年上にも関わらず寵愛されるが、 

40歳近い年齢で授かった子は夭折。 

その後は、若い妃が子供を産むのをことごとく妨害。 

ひそかに難を逃れた皇子をも暗殺しようとしたと伝えられており、 

嫉妬深い悪女として知られている。 

本ドラマでは、そんな万貴妃が、 

後宮でいかにして権力を保持し続けたかを描いている。 

3ヶ月連続 中国悪女シリーズ 第2弾 
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万貴妃の毒牙が 
後宮の妃たちと純情な女官に襲いかかる 

【番組の概要】 

3ヶ月連続、中国悪女シリーズの第2弾。明の時代、嫉妬心と復讐心の渦巻
く宮廷を舞台に、美しき妃たちのプライドを賭けた愛憎劇。西太后、武則
天（則天武后）に引けを取らない悪女・万貴妃の権力闘争に巻き込まれて
いく純粋で心優しい女官の物語。 

 

【ストーリー】 

明の時代、立派な家柄の娘として生まれながら不遇の幼少時代を送った少
女・紫雲。彼女は数奇な運命を巡り、邵家の一人娘・春華の替え玉となっ
て後宮に召された。後宮で、皇帝・憲宗の寵愛を得ていたのは、憲宗より
20歳近くも年上の万貴妃。嫉妬深い彼女は憲宗の愛を独占しようとするあ
まり、後宮に恐怖と混乱を巻き起こす。そんな中、たった一人、勇敢にも
正義を貫いた紫雲＝春華。彼女には過酷な運命が待っていた……。 

中国宮廷ドラマ「王の後宮」 

放送日時 13（月）スタート （月-金）午後1：00- 2話連続 データ 
制作：2011年／中国／字幕／
全46話 

キャスト 
俳優名（役名） 

アン・アン（紫雲：しうん＝春華：しゅんか）、 
ウィリアム・フォン（楊永：ようえい）、 
タビア・ヨン（万貴妃：ばんきひ）ほか 

スタッフ 
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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 

中国歴史ドラマ 

©中国国際電視総公司 

ＣＳベーシック初 



総合診療医 ドクターＧ 

放送日時 6（月）スタート （月-金）午後5：00- データ 
制作：2011-2013年／日本／
20話／NHK 

キャスト 浅草キッド、研修医、総合診療医ほか スタッフ 

病名を探り当てるまでの謎解きの面白さをスタジオで展開 
新感覚！病名推理エンターテインメント番組 

【番組の概要】 

総合診療医“ドクターG”が、誰にでも思い当たるような症状で、見逃
しがちな難しい病気をひっさげてスタジオに登場。実際にあった症例を
もとに再構成したビデオで出題。全国各地で奮闘する選りすぐりの若き
研修医たちが“カンファレンス（症例検討会）”で鑑別診断を行う。医
師たちの真剣勝負を通して、人体の不思議や医療の奥深さを堪能できる。 

 

【ストーリー】 

娘と共に病院にやってきた44歳男性の「腰が抜けた」という訴え。会
社をリストラにあったことを家族に話せず、内緒で始めた引っ越しアル
バイトの途中、突然、体に異変が起こった。果たして病名は何か？ 

（＃１ 「腰が抜けた」より） 
ドクターG：長崎大学大学院 医師・池田正行 

ゲスト：高橋英樹、スザンヌ ©NHK 

スタート ライフスタイル 

ＣＳ初 

ＮＨＫ HD 
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NO 副題 

1 腰が抜けた 

2 めまいがする 

3 胸が痛い 

4 腹が痛い 

5 熱が下がらない 

6 だるい 

7 肩が痛い 

8 突然意識を失った 

9 痛くて死にそう 

10 立つとクラッとする 

11 息が苦しい 

12 吐き気が止まらない 

13 ずっと熱が下がらない 

14 だるくてぐったり 

15 首が痛くてたまらない 

16 だるくてつらい 

17 風邪じゃないかも・・・ 

18 おなかが痛む 

19 様子がおかしい 

20 セレクション“手が痛い” 

「総合診療医 ドクターＧ」ラインナップ 
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マイケル・ジャクソン ～衝撃の死の真相～ 
放送日時：25（土）午後5：30- ほか 

制作：2010年／アメリカ／字幕／全1話 

出演：ジャーメイン・ジャクソン、マーク・レスター、ユリ・ゲラーほか 

【番組の概要】 
2009年６月25日に自宅で心肺停止状態になり、その後、死去したマイケル・ジャク
ソン。その死は病死なのか、それとも誰かに殺害されたのか。専属医師はマイケルを
助けられなかったのか？通報までの時間に何が？搬送された病院で何が？疑惑のひと
つひとつを検証していくドキュメンタリー。 
 

Autopsy  

マイケル・ジャクソン 検死報告書 
放送日時：25（土）夜7：00- 

制作：2013年／イギリス／字幕 

【番組の概要】 
2009年3月、空前の50回ツアー公演“This Is It”を行うことを発表したマイケル。
だが公演初日を目前に控えたある日、彼は突如としてこの世を去ってしまう。病死・
事故死・殺人などさまざまな憶測が飛び交う中、死因特定のため検死・解剖が行われ
た。マイケルの遺体は何を語るのだろうか。検死報告書をひもとき、その死の真相に
迫る。 
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6/25（土）マイケル・ジャクソン命日 特別編成 

HD 

ドキュメンタリー 

「マイケル・ジャクソン～衝撃の死の真相～」©2009EntertainME Ltd.All Rights Reserved.／「Autopsy マイケル・ジャクソン 検死報告書」©ITV Studios Limited 2013 



HD 国内ドラマ 

「救急指定病院」©ＮＨＫエンタープライズ／「外科医さやかの執刀事件簿」©ファインエンターテイメント/TBS／ 「渡り番頭 鏡善太郎の推理」 ©ＮＨＫエンタープライズ 
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救急指定病院 
放送日時：2（木）スタート （月-金）夜7：45- 

制作：1992-1997年／日本／全7話 

出演：池上季実子（小諸久美子）、角替和枝（菖子）ほか 

 【番組の概要】 
菊名総合病院救急看護婦主任・小諸久美子（池上季実子）が、遭遇した事件を、
フリーライターで姉の菖子（角替和枝）と共に解決していく。 

CS初 

外科医さやかの執刀事件簿 
放送日時：13（月）夜7：45- 

制作：2003年／日本／全1話 

出演：久本雅美（風間さやか）、野際陽子（長峰薫子）ほか 

 【番組の概要】 
外科医として赴任してきた病院の院長の娘が自殺した。さやか（久本雅美）は、
殺人ではないかと疑い、独自に調べる事に。調査を進めていくと、病院の後継者
争いに原因があると分かり……。 

CS初 

渡り番頭 鏡善太郎の推理 
放送日時：14（火）・15（水）夜7：45- 

制作：2000-2001年／日本／全2話 

出演：鹿賀丈史（鏡善太郎）ほか 

【番組の概要】 
全国の難事を抱え悩める旅館女将を救うため、元裁判所判事で、今は渡り番頭となっ
た鏡善太郎（鹿賀丈史）が、持ち前の頭脳と観察眼を駆使し、事件を解決へと導く。 

CS初 



HD 国内ドラマ 

「伊豆温泉めぐり殺人ルート」 ©円谷映像/ＴＢＳ／「みちのく露天風呂 べに花殺人事件」©テレパック/ＴＢＳ／「ミステリー作家江戸川蘭子の事件簿」©近藤照男プロダクション/ＴＢＳ 

みちのく露天風呂 べに花殺人事件 
放送日時：17（金）夜7：45- 

制作：1990年／日本／全1話 

出演：渡辺徹（日間坂庄助） 、市毛良枝（美保）ほか 

【番組の概要】 
探偵を目指して警官を辞めた男が、代議士の娘からきた依頼に取り組む最中に遭
遇した事件の謎を解き明かす。 

銀河初 

ミステリー作家江戸川蘭子の事件簿 
放送日時：20（月）夜7：45- 

制作：1999年／日本／全1話 

出演：渡辺えり子（江戸川蘭子）、角野卓造（上杉謙二）、京本政樹（神津三四郎）ほか 

【番組の概要】 
ミステリー作家の江戸川蘭子（渡辺えり子）が参加した超豪華バスツアー中に、
ツアー客の一人が殺される殺人事件が発生。ツアーに参加していた警視庁捜査一
課の神津（京本政樹）らと共に、事件の捜査を開始する。 

CS初 

伊豆温泉めぐり殺人ルート 
放送日時：16（木）夜7：45- 

制作：1994年／日本／全1話 

出演：藤田朋子（麻生冴子）、鳥越マリ（薫） 、大寶智子（桃子）ほか 

 【番組の概要】 
伊豆での温泉旅行中の仲良し3人娘が殺人事件に巻き込まれ、真犯人逮捕のため、
奔走する。 

CS初 
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スターの死の真相に迫る 

Autopsy ナタリー・ウッド 検死報告書 

 
【番組の概要】 

幼いころからハリウッドで活躍したナタリー･ウッド。 

1981年11月、夫ロバート・ワグナー、撮影中の映画の共演者クリストファー・
ウォーケンとともに、ヨットで感謝祭を楽しんでいた。しかしヨットから転落、その
後、水死体となって発見される。 

水を恐れていたナタリーに、何が起きたのか。三角関係によるもつれなどがささやか
れたが、事件は長年、謎に包まれたままだった。検死報告書をもとに、ナタリーの最
期の時間に迫る。 

放送日時：5（日）夜9：00-、12（日）朝9：00- 

Autopsy 検死報告書 
突如この世を去った有名スターたち。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。 

日本初 HD ドキュメンタリー 

「Autopsy ナタリー・ウッド 検死報告書」 © ITV Studios Limited 2015／「密着150日～グランプリへの道」©石原プロ／チャンネル銀河／ファミリー劇場 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

密着150日～グランプリへの道 

「石原プロ次世代スター発掘オーディション」 
放送日時：1（水）深夜2：00- 

制作：2016年/日本/全1話 

【番組の概要】 
全国9カ所で行われた2次審査、石原裕次郎のハワイの別荘で行った選考合宿、グラン
プリ授賞式…。応募総数1万5千人以上の中から選ばれたファイナリスト達に密着した
ドキュメンタリー。 

HD ドキュメンタリー 
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推奴 チュノ〈ノーカット字幕版〉 
放送日時：11（土）スタート 毎週（土）深夜0：30- 5話連続 

制作：2010年/韓国/字幕/全24話 

出演：チャン・ヒョク（テギル）、オ・ジホ（ソン・テハ）、 

イ・ダヘ（オンニョン/キム・ヘウォン）ほか 

 

インス大妃〈ノーカット字幕版〉 
放送日時：12（日）スタート 毎週（日）夜10：00- 2話連続 

制作：2011年/韓国/字幕/全60話 

出演：ハム・ウンジョン/チェ・シラ（ジョン/インス大妃）、 

ペク・ソンヒョン（トウォン君）ほか 

【番組の概要】 
奴婢に転落した朝鮮最高の武将、奴婢を追う狩人の推奴、その2人を愛した女の物語
を壮大なスケールで描いた歴史ドラマ。１７世紀中頃の朝鮮を舞台に、逃亡する奴婢
（奴隷）と彼らを捕まえ賞金を稼ぐハンター（推奴）たちとの熱き追撃戦を描く。殺
陣やアクションとともに俳優陣の鍛え上げられた肉体美も見どころ。 

【番組の概要】  
王妃になる野望を抱き、自らの手で運命を切り開いていったインス大妃の波乱に満
ちた生涯を描いた歴史ドラマ。困難を乗り越え、権力を確立していくジョン（のち
のインス大妃）を中心に、姑となるチョンヒ王妃、成宗（ソンジョン）の妻ユン氏
が繰り広げる王妃たちの愛と確執の物語から目が離せない。 

HD スタート その他／再スタート 韓国歴史ドラマ 

「推奴 チュノ」© 2010 KBS. All rights reserved／「インス大妃」©JTBC Co., Ltd. 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

