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ＷＯＷＯＷ×TBS 共同制作ドラマ「MOZU」、 
「ドラマ W スペシャル 人質の朗読会」が 
第 43 回国際エミー賞にノミネート！ 

 
株式会社ＷＯＷＯＷ（本社：東京都港区、代表取締役社長 田中 晃、以下「ＷＯＷＯＷ」）と TBS
が共同制作した、ＷＯＷＯＷ×TBS共同制作ドラマ「MOZU」と、当社オリジナルドラマ「ドラマW
スペシャル 人質の朗読会」が、それぞれ第 43 回国際エミー賞連続ドラマ部門と単発テレビドラマ
部門にノミネートされました。当社の番組が国際エミー賞にノミネートされるのは、2011 年の「ノ
ンフィクション W はじまりの記憶～現代美術作家・杉本博司～」、2012 年の WOWOW オリジナ
ル番組「ブルーマン」、2013年の「連続ドラマＷ 天の方舟」、2014年の「ノンフィクションＷ 触
れる 感じる 壊れる絵本 ～造本作家・駒形克己の挑戦～」に続き 5年連続 5回目となります。 
 
国際エミー賞とは、60 を超える国の 500 社以上の放送局や番組制作会社などを代表する会員によ
って構成される「国際テレビ芸術科学アカデミー」(The International Academy of Television Arts 
& Sciences)が主催する権威ある賞で、アメリカ以外で制作・放送された優秀なテレビ番組に贈られ
ます。第 43回国際エミー賞の受賞作発表および授賞式は、現地時間 2015年 11月 23日（月）にニ
ューヨークで行われます。 
 
「MOZU」は、逢坂剛のハードボイルド小説「百舌」シリーズを連続ドラマ化した作品で、国内で
はギャラクシー賞 2014 年 7月度月間賞や東京ドラマアウォード 2014 などの賞を受賞し、海外でも
バンフ・ワールド・メディア・フェスティバルにノミネートされるなど、国内外で高い評価を得てい
ます。また、多くのファンの声援に応え、11 月にはスピンオフドラマ「MOZU スピンオフ 大杉探
偵事務所」を放送、11月 7日には『劇場版 MOZU』を公開いたします。 
 「ドラマWスペシャル 人質の朗読会」は、小川洋子の感動作をドラマ化した作品で、第 55回モ
ンテカルロ・テレビ祭でモナコ赤十字賞、ＳＩＧＮＩＳ賞の二つの賞を受賞するなど、国際的にも高
い評価を受けています。 
 
ＷＯＷＯＷは、コーポレートメッセージ「見るほどに、新しい出会い。」のコンセプトの下、今後
もオリジナルコンテンツの充実を図り、上質なエンターテインメントをお届けしていきます。 
 

【お問い合わせ先】（マスコミ関係）広 報 部  TEL03(4330)8080  
（ I R 関 係 ）IR 経理部  TEL03(4330)8089



■「MOZU Season1 ～百舌の叫ぶ夜～」 
「MOZU Season２ ～幻の翼～」 概要 

初回放送  
「MOZU Season２ ～幻の翼～」 
2014 年 6月 22日(日)～7月 20日(日) ［全 5話］ 
「MOZU Season1 ～百舌の叫ぶ夜～」 
2014 年 8月 16日(土)～8月 30日(土) ［全 10話］ 
 
再放送予定 
MOZU Season1&2 一挙放送 
11 月 3日（火・祝）深夜 1:00 より放送 [WOWOWプライム] 
 
番組内容 ※番組情報は初回放送時のものです。 
WOWOW×TBS共同制作ドラマ「MOZU」。“不可能”と言われ続けてきた伝説のハードボイルド小説「百
舌」シリーズ（集英社文庫）の連続ドラマ化に２つの局が垣根を越えて挑む本作は、圧倒的スケールのアク
ション、革新的な映像世界、深遠な人間ドラマが大きな話題となっている。監督に映画「海猿」シリーズ、
ドラマ「ダブルフェイス」を手がけた羽住英一郎、音楽にはドラマ「ＳＰ」「ダブルフェイス」「軍師官兵衛」
などの菅野祐悟、脚本に「鍵のかかった部屋」「ガリレオ」（第 2期）の仁志光佑ら、強力なスタッフと豪華
な俳優陣が揃った前代未聞のエンターテインメント大作だ。冷静沈着、非情な捜査で知られる警視庁公安警
察官の倉木（西島秀俊）は都心で起こったテロ集団が絡むとされる爆弾事件で最愛の妻を亡くす。倉木は妻
の死の真相を追求すべく、現場に居合わせた公安巡査部長の美希（真木よう子）らも巻き込み謎を追うこと
に。一方、公安嫌いの捜査一課刑事・大杉（香川照之）も独自に事件の解決を狙っていた。そんな中、爆弾
事件との関係が噂される「新谷和彦」という男が記憶喪失の状態で見つかる。 
「MOZU Season2 ～幻の翼～」には、蒼井優と佐野史郎が出演。蒼井は過去に秘密を抱えたフリージ
ャーナリストの名波汐里を、佐野は冷徹な警視庁公安部部長警視監の池沢清春を熱演する。 
Season１の事件から半年後。執拗に妻の死の謎を追う警視庁公安部のエース・倉木尚武（西島秀俊）の前
に、新たな巨悪が立ちはだかる。暗躍する国際的テロリストグループ、見え隠れするあの“百舌”の影、公安
警察官・美希（真木よう子）の実家に鳴り響く無言電話…。Season１で生まれた数々の謎の真相に迫りつ
つ、さらに、翼を広げ幻のごとく舞い上がる「MOZU」の次なる世界が展開される。 
 
＜スタッフ・キャスト＞ 
原作：逢坂剛「百舌」シリーズ（「百舌の叫ぶ夜」ほか）（集英社文庫） 
監督：羽住英一郎（「ダブルフェイス」、『海猿』シリーズ） 
脚本：仁志光佑（「ガリレオ」「鍵のかかった部屋」）  
音楽：菅野祐悟（「ダブルフェイス」、「ＳＰ」シリーズ） 
出演：西島秀俊、香川照之、真木よう子 

池松壮亮、伊藤淳史 
長谷川博己、石田ゆり子、小日向文世 
生瀬勝久、吉田鋼太郎、有村架純（Season1） 
蒼井優、佐野史郎（Season2） ほか 

 
WOWOWメンバーズオンデマンドにて好評配信中 
この番組は、WOWOWメンバーズオンデマンドにて好評配信中です。 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

「MOZU」関連情報 
■MOZU レジェンド 前編・後編 
前編 11 月 1日（日）夜 6:00 [WOWOWプライム] 
後編 11 月 1日（日）夜 8:00 [WOWOWプライム] 
 
これを見れば、連続ドラマ「MOZU」のすべてがわかる。『劇場版 MOZU』公開前に羽住監督自らが手

がけた特別再編集版。 
 
■MOZU Season1&2 一挙放送  
11 月 3日（火・祝）深夜 1:00 より放送 [WOWOWプライム] 
 
■MOZU スピンオフ 大杉探偵事務所 ～美しき標的編  
11 月 8日（日）夜 10:00 [WOWOWプライム] 
 
■MOZU スピンオフ 大杉探偵事務所 ～砕かれた過去編  
11 月 15日（日）夜 10:00 [WOWOWプライム]  
 
主人公は、「ＭＯＺＵ」ＴＶシリーズで主人公・倉木（西島秀俊）や美希（真木よう子）とともに事件解決

に奔走したたたき上げの熱い刑事・大杉良太（香川照之）。このドラマではその後、警察を辞めて探偵事務所
を開設した大杉が、良き相棒である交番勤務の警察官・鳴宮啓介（伊藤淳史）の協力を得ながら、持ち込ま
れた依頼に悪戦苦闘しながら取り組んでいく姿を描く。ＷＯＷＯＷが初回放送する「～砕かれた過去編」は、
死んだはずの妹が姿を現わしたという女性の相談を受けた大杉が、警察を辞めるきっかけとなった苦い経験
が脳裏によみがえる中、驚愕の真相にたどり着くというストーリー。時間と記憶、そして真実と虚偽が巧み
に交錯する新機軸の心理サスペンスだ。大杉がかわいがっていた後輩刑事・三島役に桐谷健太、依頼者であ
るリサ役に早見あかり、正体不明の男・佐藤役に浦井健治。「ＭＯＺＵ」ワールドに新たに参加する若い３人
の役者たちに注目。 

 
■『劇場版 MOZU』 
2015 年 11月 7日（土） 全国公開 
 
劇場版では、ビートたけし、伊勢谷友介、松坂桃李といった超豪華キャストを迎え、シリーズ最大の謎＝
すべての事件の黒幕「ダルマ」との対決が描かれる。監督は『海猿』シリーズを手がけた日本屈指のヒット
メーカー、羽住英一郎。実物を使ったガン・アクションや、公道を完全封鎖してのカーチェイス、トレーラ
ー大爆破など、日本では実現不可能なド迫力シーンを撮影するため、大規模な海外ロケ（フィリピン）を敢
行。まさに劇場版にふさわしい超大スケールで、物語は壮絶な結末を迎える！ 
 
DVD、Blu-ray 関連情報  
「MOZU Season1 ～百舌の叫ぶ夜～」 好評発売中＆レンタル中 

定価：DVD Box（7枚組） 22,800 円（税抜）、Blu-ray Box（7枚組） 28,800 円（税抜） 

発売元：TBS 販売元：TCエンタテインメント 
 
「MOZU Season2 ～幻の翼～」 好評発売中＆レンタル中 

定価：DVD Box（4枚組） 11,400 円（税抜）、Blu-ray Box（4枚組） 14,400 円（税抜） 

発売元：WOWOW 販売元：TCエンタテインメント 



 

 

■「ドラマＷスペシャル 人質の朗読会」概要 
 
初回放送 
2014 年 3月 8日（土） 
再放送予定 
今冬放送予定【ＷＯＷＯＷプライム】 
 
番組内容※番組情報は初回放送時のものです。 
南米のある国でテロ事件が発生。長期化した事件は、日本人の人質 6
人全員が死亡という最悪の結果となってしまう。2年後、ラジオ局の
報道記者・中原（佐藤隆太）は、テロ事件で母親を亡くしたひとみ（波
瑠）から連絡を受ける。彼女によると当時、事件解決に動いていた政
府軍は盗聴器を仕掛けており、中には人質たちの「声」が収められて
いたという。そのテープを手に入れたひとみは、母親の最期の時間を
知ってもらいたいと語る。収録されていたのは、人生の一片の朗読だ
った。作家、主婦、工場経営者、ツアーガイド、会社事務員という職業も年齢もバラバラの人質たちの、日々
の物語が語られていた。 
 
＜スタッフ・キャスト＞ 
原作：小川洋子『人質の朗読会』（中央公論新社刊） 
監督：谷口正晃 脚本：杉原憲明 
出演：佐藤隆太、大谷直子、長谷川朝晴、原日出子、阿南健治、三浦貴大、鷲尾真知子、波瑠、西田尚美、 

徳永えり、レオ・K、左時枝、佐々木すみ江 ほか 
制作協力：ツインズジャパン 
 
DVD関連情報  
「ドラマWスペシャル 人質の朗読会」 
2015年 11月 6日  レンタルＤＶＤリリース（ＴＳＵＴＡＹＡだけ！） 
2015年 11月 20日  セルＤＶＤ発売 

定価：DVD 3,800 円（税抜） 

発売元：WOWOW 販売元：カルチュア・パブリッシャーズ セル販売協力：TCエンタテインメント 

 
 

以 上 


