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News Release

文化勲章 受章・仲代達矢主演
「藤沢周平 新ドラマシリーズ」第一弾

明日 10 月 31 日（土）BS スカパー! で同日 2 回放送
監督・共演者から主演・仲代達矢への祝福コメント到着！
スカパー! では本日 10 月 30 日（金）に文化勲章の受章が発表された仲代達矢主演のオリジナル時代
劇『藤沢周平 新ドラマシリーズ』第一弾となる「果し合い」を明日 10 月 31 日（土）に BS スカパー!
で午後３時、午後７時より同日 2 回放送します。また、関連番組「仲代達矢～82 歳、時代劇の現場～」
を時代劇専門チャンネルで 11 月 1 日（日）午後 9 時より放送します。

オリジナル時代劇「果し合い」はスカパー! と時代劇

専門チャンネル、BS フジの三社共同で藤沢周平原作４作品
をオリジナル時代劇として制作・放送する『藤沢周平 新ド
ラマシリーズ』の第一弾となる作品。原作は新潮文庫『時雨
のあと』に所収された短篇「果し合い」です。

主演は、戦後日本が誇る俳優・仲代達矢。先日行われた完
成披露試写会で「82 歳の今だから表現できる殺陣を披露で
きた」と本作への想いを語りました。黒澤明監督はじめ日本
を代表する名監督の作品に数多く主演してきた仲代達矢だ
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からこそ出せる味わい深い作品となっています。また、佐之助の面倒を見る甥の娘・美也役に桜庭なな
み、美也の母親・多津役に原田美枝子らが出演。テレビドラマ「北の国から」シリーズなどを手掛け、
時代劇専門チャンネルを運営する日本映画放送㈱代表取締役社長も務める杉田成道監督が仲代達矢と
タッグを組みお送りします。
放送終了後 11 月 1 日（日）午前 0 時よりスカパー! オンデマンドで見逃し配信も行います。また、
11 月 7 日（土）午後 7 時からは BS スカパー! で再放送します。

■関連番組「仲代達矢～82 歳、時代劇の現場～」

「果し合い」撮影中の仲代達矢に密着したドキュメンタリー番組。役者生活 60 年を越え、出演映画は
150 本以上。名実ともに日本を代表する名優・仲代達矢。
「しつこさがいい」と仲代達矢も認める監督・
杉田成道の苛酷な撮影現場に挑む姿を通して、仲代達矢の“時代劇”にかける想いを追う。
タイトル：

仲代達矢～82 歳、時代劇の現場～

放送日時：

2015 年 11 月 1 日（日）午後 9 時～ ※11 月 3 日（火）午後 11 時～再放送

チャンネル：

CS292 時代劇専門チャンネル

公式サイト：

http://www.jidaigeki.com/program/detail/jd11000898.html

■「果し合い」監督・共演者から仲代達矢へ文化勲章受章の祝福コメントが到着！
・原田美枝子（多津役）
仲代さん、文化勲章受章おめでとうございます。黒澤組の「乱」以来 30 年の時を経て「果し合い」で再会
．．
できたこと、大変嬉しかったです。ひとつひとつの積み重ね、そして次の作品へと続く道。俳優として在り
．．．．
つづけると言うことの素晴らしさを教えていただきました！！次の舞台を楽しみにしています。

・杉田成道監督
受章おめでとうございます。日本を代表する俳優、仲代さんと共に「果し合い」という作品を作り上げられ
たことを誇りに思います。過酷な要求にもこたえていただける懐の深さ、存在感に圧倒されながらも幸福な
時間でした。出来ればあの貴重な時間もう一度過ごさせて下さい。

■「果し合い」あらすじ

庄司佐之助（仲代達矢）は、兄が家督を継いだ庄司家の部屋住みとして生涯の大半を過ごした。いわ

ゆる厄介者である。そんな彼の相手をし、面倒をみるのは甥の娘、美也（桜庭ななみ）のみ。ある日、
美也は大叔父である佐之助に自分の縁談の相談を持ちかける。想う相手に嫁ぎたいが、両親は家柄の良
い男を押しつけるのだと。結局断りはしたものの、怒った縁談の相手は、美也が想いを寄せる男に果し
合いを申し込む。それを聞いた佐之助は、美也の窮地を救うため刀を手にする…。

■「果し合い」作品・放送概要

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。

タイトル：

藤沢周平 新ドラマシリーズ第一弾「果し合い」

放送日時：

2015 年 10 月 31 日（土）午後３時／午後 7 時

再放送：

2015 年 11 月 7 日（土）午後 7 時

キャスト：

仲代達矢
桜庭ななみ 徳永えり

進藤健太郎

矢島健一

原田美枝子

益岡徹 ・

柳下大

同日 2 回放送

高橋龍輝

監督：

杉田成道（テレビドラマ「北の国から」シリーズ、映画「最後の忠臣蔵」）

脚本：

小林政広（映画「春との旅」
「愛の予感」
）

原作：

藤沢周平「果し合い」
（新潮文庫『時雨のあと』所収）

音楽：

加古隆（映画「最後の忠臣蔵」
「蜩ノ記」
）

企画・プロデュース：

日本映画放送株式会社

宮川朋之

（映画「最後の忠臣蔵」
、テレビ時代劇「鬼平外伝」シリーズ「闇の狩人 前・後篇」
）
チャンネル：

BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）

視聴方法：

スカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。

公式サイト：

http://www.skyperfectv.co.jp/special/fujisawa/

※他 3 作品、
「遅いしあわせ（主演：檀れい）」、
「冬の日（主演：中村梅雀）
」、
「三屋清左衛門残日録（主演：

北大路欣也）の放送スケジュールは、上記公式サイトをご確認ください。

■「果し合い」スカパー! オンデマンド配信概要
配信期間：

2015 年 11 月 1 日（日）午前 0 時～12 月 6 日（日）午後 11 時 59 分

視聴条件：

スカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。

公式サイト：

http://vod.skyperfectv.co.jp/

※次頁に仲代達矢出演作品の放送スケジュールを載せています。

■仲代達矢出演作品

放送スケジュール

番組名
藤沢周平 新ドラマシリーズ第一弾
「果し合い」

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

放送日

放送時間

チャンネル名

10/31（土）＊1

15：00～

BS241

BS スカパー！

21：00～

CS292

時代劇専門チャンネルＨＤ

＊1

仲代達矢～82 歳、時代劇の現場～

11/1（日)

白い犬とワルツを

11/2（月）＊2

11：45～

CS219

衛星劇場

[藤沢周平劇場]清左衛門残日録

11/2（月）

21：00～

CS292

時代劇専門チャンネルＨＤ

樅ノ木は残った

11/4（水）

13：00～

CS292

時代劇専門チャンネルＨＤ

蔵出し名画座 暁の挑戦

11/7（土）

13：15～

BS255

ＢＳ日本映画専門チャンネル

時代劇傑作選 無頼漢

11/11（水）

9：45～

CS219

衛星劇場

11/16（月）＊2

13：00～

CS292

時代劇専門チャンネルＨＤ

11/16（月）

15：00～

CS292

時代劇専門チャンネルＨＤ

11/24（火）

21：00～

CS292

時代劇専門チャンネルＨＤ

ハイビジョン特集 二重被爆

10/31（土）

21：30～

Ch.655

鬼龍院花子の生涯

12/9（水）＊1

20：00～

CS218

藤沢周平原作ＴＶ長編４作品 一挙
放送！闇の歯車
春が来た
【藤沢周平劇場】 清左衛門残日録
仇討ち！播磨屋の決闘

アジアドラマチック TV★HD
東映チャンネル

＊1…上記の放送スケジュール以外に再放送があります。
＊2…本番組は連続時代劇のため放送開始日を載せてあります。
リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。 「スカパー! エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp

