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『24』を手掛け、アカデミー賞受賞のブライアン・グレイザーが贈る
アメリカの社会問題に迫る本格派サスペンス

『運命の銃弾』
FOX チャンネルで 8 月 9 日（水）日本最速！独占放送スタート！
番組特製 銃弾型 USB メモリー プレゼントキャンペーンも実施

海外ドラマ・エンターテイメント専門チャンネル FOX（運営：FOX ネットワークス株式会社、本社：東京都品川区、代表取締
役社長：デイビッド・シン）は、『24』のクリエイターとしても名高いアカデミー賞受賞プロデューサー、ブライアン・グレイザーが手
掛ける本格派サスペンス『運命の銃弾』 を 2017 年 8 月 9 日(水)午後 11 時から日本最速！独占放送いたします。
『運命の銃弾』 は、アメリカでの根深い人種問題に迫る本格派サスペンスです。物語は、ノースカロライナ州の小さな街で
“黒人の保安官が白人の少年に 4 発発砲し、死に至らしめる”という衝撃的な事件から始まります。事件解決のために司法省
所属の捜査官アッシュと検察官プレストンが送り込まれ、真相を辿る中、世に全く知られていないもう一つの事件が明るみに。
それは、地元警察によって満足な捜査が行われず、報道さえされなかった黒人少年が射殺された事件。掻き消されかけた真
実を究明するため 2 人は奔走しますが、捜査を進める中で、目撃者の失踪や証拠の隠蔽工作など、数々の不可解な出来事
が発生します。様々な思惑が行き交い、見え隠れする政治、司法制度、マスコミや警察の裏事情。黒人と白人、それぞれの立
場や観点からのストーリーを丁寧に描きながら、家族や友人を思い行動していく登場人物たちの“人種を超えた個人”としての
心情が、色濃く綴られていきます。そして、小さなコミュニティーに鳴り響いた 4 発の銃弾は、街に生きる人々を人種という壁で
分断し、巨大な抗争を引き寄せていきます。本作は、ショービジネスでタブーとされがちな人種問題に真っ向から向き合い、新
たなスタイルの社会派ドラマとして、業界に大きな一石を投じています。
本作主人公のアッシュを演じるのは、「世界で最も美しい顔 100 人」ランキングの常連でもある女優サナ・レイサン。またプ
レストン役には映画「栄光のランナー/1936 ベルリン」で主演を務めた期待の若手俳優ステファン・ジェームスが抜擢され、ベ
テラン勢と共に堂々たる勇姿を披露しています。さらに、オスカー女優ヘレン・ハントが、野心ある州知事役で出演。製作総指
揮には『24』のクリエイターとしても名高いアカデミー賞受賞プロデューサー、ブライアン・グレイザーが名を連ね、一流キャスト
と製作陣が最高のクオリティーを提供し、見応えのある作品を創り上げています。
FOX は本作の独占日本最速放送を記念して、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンを 2017 年 8 月 2 日より実施い
たします。詳細はチャンネル公式サイト（tv.foxjapan.com）のプレゼントページをご覧ください。さらに、本作のプロモーション映
像を同サイトに公開しています。番組の世界観を感じて頂き、本編を楽しみにして頂けたらと思います。FOX は引き続き、アメ
リカで話題の人気作を日本最速でお届けしてまいります。※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

放送スケジュール

『運命の銃弾』 FOX チャンネルにて
8 月 9 日(水) 午後 11 時 放送スタート！ 毎週水曜 午後 11 時～深夜 0 時
プレゼントキャンペーン概要
応募期間：
プレゼント：
応募方法：

2017 年 8 月 2 日(水)から 9 月 1 日(金)まで
番組特製 銃弾型 USB メモリー （8GB） 10 名様
公式サイト（tv.foxjapan.com）のプレゼントページの応募フォームから応募

ほか

『運命の銃弾』 主なキャスト
アッシュ・アキノ役
アメリカ合衆国司法省に所属する捜査官。警察官時代に 18 歳の少年に向け発砲した過去を持つ。一
人娘がいるが夫とは親権を争い別居中の身。

サナ・レイサン
1971 年、アメリカ・ニューヨーク州出身。映画監督の父と、女優の母の間に生まれる。イェール大学で演
劇を学び、舞台などで活躍。主な出演映画は「エイリアン VS プレデター」、「コンテイジョン」、「グランド・
イリュージョン 見破られたトリック」など。ドラマ作品では「NIP/TUCK マイアミ整形外科医」に出演し、
NAACP イメージ・アワードのノミネートを受け、「ア・レーズン・イン・ザ・サン」ではトニー賞主演女優賞を
受賞している。映画情報サイト TC Candler が選ぶ「世界で最も美しい顔 100 人」ランキングにほぼ毎
年ランクインする美貌の持ち主。

プレストン･テリー役
若くしてアメリカ合衆国司法省に所属する有能な検察官。持ち前の身体能力から将来有望な野球選手
だったが、父親の反対を振り切り司法の世界に身を置く。兄弟にプロ野球選手がいる。

ステファン・ジェームス
1993 年、カナダ・オンタリオ州トロント出身。主な映画出演作は「グローリー/明日への行進」、「コーチ・
ラドスール 無敵と呼ばれた男」など。「栄光のランナー/1936 ベルリン」では主演のオリンピック陸上選
手役を演じた。トロント国際映画祭で新進気鋭の役者に贈られる、ライジング・スター賞を受賞している。

ジョシュア・ベック役
街の警察署で唯一の黒人として働く保安官補。白人少年を射殺してしまった事件の当事者。妻と一人息
子を持つ。

マック・ウィルズ
1989 年、アメリカ・ニューヨーク州出身。俳優、歌手として活躍。歌手としては、デビューアルバム「New
York: A Love Story」でグラミー賞最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム賞にノミネートされたこと
で知られる。俳優としては、15 歳のときにドラマ「Miracle's Boys」でデビューし、「THE WIRE/ザ・ワイヤ
ー」などにも出演。

アリシア・カー役
ジョシュアによって射殺された白人少年ジェシーの母親。

ジル・ヘネシー
1968 年、カナダ・アルバータ州出身。「LAW & ORDER」や「女検死医ジョーダン」などの人気 TV ドラマ
に出演していることで有名。その他、「あなたにムチュー」、「My Life and Times」、「グッド・ワイフ」などで
も活躍。ジャーナリスト、女優のジャクリーン・ヘネシーは双子の姉妹であり、「LAW & ORDER」などで
共演もしている。

シャミーカ･キャンベル役
白人少年射殺事件が発生する前に殺害された黒人少年ジョーイの母親。

デワンダ・ワイズ
アメリカ・メリーランド州出身。ニューヨーク大学ティッシュ・スクール・オブ・アートの卒業生。大学在学中
にショートフィルムなどで演技を始める。脚本家としても活躍し、彼女が脚本を務めたショートフィルム
「Where You Go」はカンヌ国際映画祭で公開された。TV ドラマでは「メンタリスト」や「LAW & ORDER」
などに出演。
※画像クレジット： © 2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

『運命の銃弾』 主なキャスト 続き
ジャネー･ジョーンズ役
牧師。街で発生した 2 つの銃殺事件を世に知らしめるため抗議活動の指揮を執る。

アイシャ・ハインズ
1975 年、アメリカ・ニューヨーク州出身。ブルックリンをベースとするアーティストグループ「ヘルス・ウォ
ッチ・プレイヤーズ」の一員として学校、協会、刑務所などで演劇を行った後、マイアミ大学で美術学士を
取得。刑事ドラマ「NYPD ブルー」に出演したことで注目を集め、「ER 緊急救命室」、「CSI:ニューヨー
ク」、「ボストン・リーガル」、「プリズン・ブレイク」、「コールドケース 迷宮事件簿」など数々の大人気ドラマ
に出演している。

パトリシア・イーモンズ役
ノースカロライナ州知事。街で発生した事件の対処に注目が集まる。

ヘレン・ハント
1963 年、アメリカ・カリフォルニア州出身。女優・脚本家・監督・プロデューサーとして数々の賞を獲得す
る。映画「恋愛小説家」ではアカデミー賞の主演女優賞を受賞し、映画「セッションズ」では同賞助演女優
賞にノミネートされている。TV ドラマ「あなたにムチュー」では主人公の妻ジェイミー役を演じ、計 4 回の
エミー賞と計 3 回のゴールデン・グローブ賞を受賞するなど、輝かしい経歴を持つ実力派女優。

サラ・エリス役
州知事と行動を共にする補佐官。事件をきっかけにプレストンと関わることになるが…。

コナー・レスリー
1991 年、アメリカ・ニュージャージー州出身。15 歳の頃からコマーシャル出演などを始める。TV ドラマ
「高い城の男」、「Other Space」などに出演したことで有名。「Major Crimes ～重大犯罪課」、「リゾーリ
＆アイルズ」、「HAWAII FIVE-0」などにもゲスト出演している。
※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

■ FOX チャンネルとは
全米のゴールデンタイムで放送中の大人気ドラマやバラエティー番組等、最強のエンターテイメントを最速でお届けして
いる有料チャンネル。海外ドラマの金字塔『24』の最新シリーズ『24：レガシー』をはじめ、『ウォーキング・デッド』、『NCIS
～ネイビー犯罪捜査班』といった大ヒットシリーズをどこよりも早くオンエア。まるで本国で見ているようなリアルタイム感
で話題作を堪能できる。スカパー！、J:COM、ケーブルテレビ、IPTV、dＴＶ、Ｈulu などで視聴可能。

＜チャンネル公式リンク＞
Web：
tv.foxjapan.com
Facebook：
facebook.com/foxtvjapan
Twitter：
twitter.com/foxtvjapan
Instagram：
instagram.com/fox_japan
Entertainment web media：
jalee.jp

(アカウント名: FOX)
(アカウント名: 海外ドラマの FOX チャンネル)
(アカウント名: FOX チャンネル)
(媒体名: JALEE／ジャリー)

≪報道関係者の方のお問い合わせ先 ≫
FOX ネットワークス株式会社 マーケティング部 PR foxtvpr@fox.com
■視聴者の方のお問い合わせ先

FOX カスタマーサービス

TEL.0570-000-620

（10:00-20:00 年中無休）

