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報道関係各位
2021年7月13日
一般社団法人衛星放送協会

優れたオリジナル番組・編成企画・番組宣伝・広告企画を表彰

「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」
～ 全部門の最優秀賞が決定！ ～
一般社団法人衛星放送協会（東京都港区、会長：小野直路）では、このほど「第11回
衛星放送協会 オリジナル番組アワード」の番組部門計6ジャンルの最優秀賞および、
編成企画部門、番宣部門、CAB-J賞、ドラマ奨励賞、審査員長賞を含む全部門の最優
秀賞を決定いたしました。
「衛星放送協会 オリジナル番組アワード」は、衛星放送協会の会員社が、専門チャン
ネルの強みを活かして制作した優れたオリジナル番組や、話題性のある編成企画を厳
正なる審査の上、決定、表彰するとともに、それらを広く知っていただくことを目的に
2011年に創設。今年で11回目を迎えました。
※番組部門6ジャンルの最優秀賞作品の中から選ばれる「グランプリ」は、後日発表する予定です。
＜審査概要＞
審査対象は、2020年4月1日（水）から2021年3月31日（水）までの間に、衛星放送協会会員社の
チャンネルで初めて放送された番組や編成企画。
■番組部門 全6ジャンル
「ドラマ」、「ドキュメンタリー」、「中継」、 「文化・教養」、「バラエティ」、「ミニ番組」
■編成企画部門
■番宣部門
■CAB-J賞
＜審査員（敬省略・順不同）＞
■審査員長：
■番組部門：

吉岡 忍 （ノンフィクション作家）
石井 彰 （放送作家)
音 好宏 （上智大学 文学部 新聞学科 教授）
田中 早苗 （弁護士）
島田 真（株式会社文藝春秋 執行役員 ライツビジネス局長）
宮崎 美紀子 （東京新聞 社会部）
■編成企画部門： 尾前 勝 （ JCOM株式会社）
後藤 洋平 （朝日新聞東京本社 文化くらし報道部）
岡 浩紀 （スカパーJSAT株式会社） 丸山 進 （毎日新聞社 編集編成局 学芸部）

＜特別協賛＞
スカパーJSAT株式会社、JCOM株式会社、
＜協賛＞
株式会社角川アスキー総合研究所、JA全農（全国農業協同組合連合会）
＜CAB-J賞協賛＞株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ、株式会社電通、
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ

「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」
オフィシャルHP： https://www.eiseihoso.org/award/2021/ ※7/19（月）公開予定
ASCII.jp 衛星放送協会オリジナル番組アワード 特設HP： https://ascii.jp/eiseihoso-award2021/

※8月上旬公開

■本件に関するお問い合せ

■その他のお問い合せ

「第11回衛星放送協会オリジナル番組アワード」

一般社団法人衛星放送協会 﨑山・菊島

PR事務局（株式会社プラップジャパン）

https://www.eiseihoso.org/

小野・藤沢 ： eiseihoso-pr@prap.co.jp

崎山 ： sakiyama@eiseihoso.org

電話：03-4580-9105

電話：03-6441-0550
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「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」 番組部門 最優秀賞
ドラマ

連続ドラマＷ コールドケース３ ～真実の扉～

ＷＯＷＯＷプライム(株式会社ＷＯＷＯＷ)

第一、二話：小児性犯罪の前科者がビルから突き落とされるという事件が発生
し、石川百合らは現場に急行する。遺体の衣服に残された携帯電話に、9年前
自分の息子を殺害した罪で逮捕され服役を終えた日向秀樹から着信が入る。
秀樹は冤罪を訴え、息子を殺した犯人を捜し続ける、とさらなる殺害を予告す
る。秀樹の息子は、臓器移植法改正後、心臓移植で命を救われた奇跡の子と
して世間で注目されていた。心臓移植の闇、そして小児性犯罪という二つの重
いテーマを真正面から描いた作品。第十話：死んだ娘に瓜二つの少女を見か
けたとパニックを起こした女性・菱田千鶴が捜査一課を訪ねてくる。虐待問題
を主人公の心の成長と共に描いた作品。

ドキュメンタリー

Ⓒ WOWOW/Warner Bros. Intl TV Production

BS12スペシャル「村本大輔はなぜテレビから消えたのか？」

BS12 トゥエルビ（ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社）

ウーマンラッシュアワー・村本大輔。2013年「THE MANZAI」で優勝し、テレビ
に引っ張りだこになったが、原発や沖縄の基地問題などを漫才のネタにし始
めた頃からテレビ出演が激減。2020年のテレビ出演はたった１本。彼は
ジャーナリストさながら福島や沖縄などに足を運び、生の声を聞いて回る。そ
して、“笑い”に変え続けた。常に笑いのネタを探し続ける彼に番組は密着。
さらに村本がテレビから消えた理由を関係者に取材。見えてきたのは、テレ
ビの制作現場に漂う空気、そして社会におけるお笑いの役割と可能性だ。
彼はなぜテレビから消えたのか？村本大輔という芸人を通して、テレビという
メディアを見つめ直す。

中継

Ⓒ BS12 トゥエルビ

サンウルブズ ライブトレーニング フィジカルチャンピオンシップ

J SPORTS 2（株式会社 ジェイ・スポーツ）

スーパーラグビー2020に参戦していた日本唯一のチームであるサンウルブズ
のオンライントレーニングをライブ放送。
視聴者が選手と一緒に実施できるトレーニングもあり、トップアスリートの選手
たちの体力の凄さを実感することもでき、普段あまり見られないチームトレーニ
ングの様子や苦しむ選手たちの表情を見るのもファンとしては楽しみの一つ。
ライブ放送であるため、視聴者からのコメントや質問に選手たちが直接答えて
くれるのもファンにはうれしい瞬間。
フィジカルチャンピオンシップでは、体力自慢の応募者の中から選考された視
聴者が、同じメニューでサンウルブズ選手に挑戦する。

文化・教養

劇場の灯を消すな！Bunkamuraシアターコクーン編
松尾スズキプレゼンツ アクリル演劇祭

ＷＯＷＯＷライブ(株式会社ＷＯＷＯＷ)

オープニングは、松尾スズキが軽快に踊りながら劇場へ入っていくシーンから
始まる。舞台には「マツノボクス」と名付けられたアクリルボックスが用意され、
演者は皆その中で歌い・踊り・演じるという、ソーシャルディスタンスを考慮した
新しい試み。観客は松尾スズキ一人だけ。歌コーナーは、ミュージカル『キレ
イ』より代表曲4曲、『もっと泣いてよフラッパー』より松たか子による「スウィン
グ・メモリー」。プロジェクト共通企画である朗読劇（井上ひさし「十二人の手紙」
より）は、大竹しのぶと中村勘九郎の豪華共演。そのほか、書き下ろしアクリル
演劇「ゾンビVSマクベス夫人」、アクリル剣劇、対談、劇場案内コーナーなど。

撮影：宮川舞子
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「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」 番組部門 最優秀賞
バラエティ

魔改造の夜

BSプレミアム（日本放送協会）

「魔改造の夜」に招かれたのは３チーム。日本の最高峰Ｔ大工学部、東京下町
工場の星・Ｈ野製作所、そして日本屈指の自動車メーカーＴ社が三つ巴で対決。
お題は、『ポップアップトースターで食パンをどこまで天高く上空に飛ばせるか』、
そして『子犬の歩くワンちゃんを凄まじい速さにしての２５ｍ疾走レース』。各
チームの魔改造はまさに３者３様、元のおもちゃや家電とは、全く違う姿の“モ
ンスター”に変貌させる。魔を宿らせる禁断の改造ドキュメントと、“怪しい魔界”
で開催される夜会での対決本番。食パンが見えないほど天高く舞い、おもちゃ
のワンちゃんが驚異のスピードで爆走する。超一流の大人たちの本気対決は、
超大興奮の世界！

ミニ番組

名探偵のお弁当

AXNミステリー(株式会社ミステリチャンネル)

主人公・源道寺醍醐は、ミステリーと食を愛する私立探偵。彼の趣味は推理小
説に登場する料理を再現し、それを身近なレシピにアレンジしたお弁当を作る
こと。再現レシピと弁当アレンジレシピの紹介とともに、テーマとなった推理小
説と、その歴史的背景、食文化にも触れていく。
第1話では、名探偵シャーロック・ホームズの短編「緑柱石の宝冠」に登場する、
ホームズが捜査に持参したローストビーフサンドイッチを再現する。これをもと
に、醍醐が日本人の味覚に合わせアレンジしたローストビーフサンドイッチ３種
をご紹介。また、番組では、英国とローストビーフの歴史的背景も紹介していく。
番組のナビゲーターは醍醐の相棒・柴犬のジョン。

Ⓒ 2021 Mystery Channel Inc.

「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」 編成企画部門
最優秀賞

『鉄道発見伝』“番組コミュニティ”の発想から番組づくり！
～コロナ禍、自然災害続きの日本に、”元気”と”友情”を届けよう～

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ（株式会社ＣＳ日本）

「番組コミュニティの発想＆行動を番組に！」からは、素敵な企画が誕生！
【番組コミュニティが、豪雨災害からローカル鉄道を救った！】（12月ＯＡ）
7月豪雨で被災したくま川鉄道（熊本）にすぐ駆け付け、奇跡的に1両を復活させた
のは、番組コミュニティの一員である若桜鉄道（鳥取）谷口さん。10月に被災状況取
材と同時に、奇跡の復活の感動秘話を公開。
【全国57鉄道事業者からの 励ましのＶメッセージ】（6月ＯＡ）
5月、コロナ緊急事態下、各社から全国を励ますＶメッセージを送りたいという声が
あがり、呼びかけたところ、全国57社からのメッセージが届き、1本にしてＯＡ（＋配
信）。全国で大きな反響、話題に。

ⒸCS日テレ

「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」 番宣部門
最優秀賞

天皇杯 JFA 全日本選手権クラシックス 番宣

J SPORTS 1/J SPORTS 2/J SPORTS 3/J SPORTS 4 （株式会社 ジェイ・スポーツ）

サイプレス上野、SANABAGUN.の岩間俊樹 a.k.a リベラル、そしてNONA REEVES
の西寺郷太という豪華な３人のアーティストがこのために歌詞を書き下ろしたオリ
ジナル楽曲。クオリティーの高さもさることながら、アーティスト本人がVTRにも出
演したことで普段のJ SPORTSの放送ではあまり見ることのできない音楽専門チャ
ンネルと見間違えるような番宣が完成した。
曲の歌詞と試合映像がうまく溶け込み、SNS上でもこの番宣をきっかけに、その試
合を思い出したり懐かしむサポーターたちから大きな反響があった。

Ⓒ J SPORTS
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「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」 CAB-J賞

CAB-J賞

flumpool × QUICPay コラボレーション企画

スペースシャワーTV（株式会社スペースシャワーネットワーク）

電子決済サービス「QUICPay」の利用促進を目的に、タイアップアーティストである
「flumpool」が主演するオリジナルの冠番組を制作。アットホームな新年会というテー
マで、J-POPカルタなどのミニゲームに挑戦し、スタッフが用意した罰ゲームで盛りが
るメンバー。本編内にQUICPayにちなんだ連動企画を盛り込むことで、番組の面白さ
を損なうことなくサービスの魅力を訴求。また、本番組の放送に先立って、YouTube用
の配信番組や5分番組を展開。Twitter等のSNSを活用したクイズも実施するなどス
ペースシャワーTV視聴者以外のファンにもリーチを広げキャンペーン効果を増幅した。
flumpoolとQUICPayの魅力を最大限に引き出したオリジナルコンテンツとなった。

「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」 ドラマ 奨励賞
心霊マスターテープ2 ～念写～

ドラマ 奨励賞

エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ（名古屋テレビネクスト株式会社）

心霊・ホラー関係者が大集結するエンタメ～テレオリジナルホラー第２弾！見たら
呪われる念写写真の謎に迫る！心霊ディレクターの元に届けられた古い映像。そ
こには見たら呪われる念写写真が映し出されていた！心霊ドキュメンタリー作品の
現場スタッフ達が一堂に会し話題となったオリジナルホラードラマ「心霊マスター
テープ」の続編。寺内康太郎、涼本奈緒、岩澤宏樹、古賀奏一郎、杉本笑美、菊
池宣秀、徳丸大介、ＹｏｕＴｕｂｅで絶大なる人気を誇るゾゾゾらが続投。そして、新
たに川居尚美、金田萌黄、舞城モアサ、夏目大一朗、更には新規心霊ＹｏｕＴｕｂｅｒ
も出演。先の読めないストーリー、スピーディーな展開で見る者を引き付ける！

Ⓒエンタメ～テレ

「第11回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード」 審査員長賞

審査員長賞

町田樹のスポーツアカデミア
【Dialogue：研究者、スポーツを斬る②】
～音楽神経科学～慶應義塾大学 環境情報学部 藤井進也准教授

J SPORTS 4（株式会社ジェイ・スポーツ）

元フィギュアスケーターで現在は國學院大學の助教を務める町田樹氏がテーマに
沿って多角的に分析する最先端のアカデミーコンテンツ。今回はスポーツ科学の
トップランナーから学ぶダイアログ、音楽神経科学の第一人者である慶応大学 藤
井准教授を迎える。４時間に及んだ対談から導き出された論点とは？そしてパ
フォーマンスとエビデンスを駆使し「世界最速ドラマー」をスポーツ科学で丸裸にし
ます。スポーツに携わるすべての人々とスポーツ科学に興味を抱く若き人材達は
この番組を見て何を思うのか？脳をフル回転させながら展開される濃厚トークから
自分なりの答えを発見してもらいたい。
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