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『Glee』の生みの親、奇才ライアン・マーフィーが手掛ける心温まるレスキュー・ドラマ

シーズン 2 の制作も決定している大注目の新作

『9-1-1：LA 救命最前線』
FOX チャンネルで 2018 年 6 月 26 日(火)午後 10 時～日本最速放送

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：西川高幹）は、『Glee』の生みの親、奇才ライアン・マーフィーが手掛け、既にシーズン 2 の制作も決定している話題の新作
『9-1-1：LA 救命最前線』を 2018 年 6 月 26 日(火)午後 10 時より日本最速！独占放送いたします。
『9-1-1：LA 救命最前線』は緊急通報ダイヤルから始まる、チームの絆が紡ぐレスキュー・ヒューマン・ドラマです。アメリカで
2018 年 1 月に放送を開始したばかりの新作で、既にシーズン 2 の制作も決定しています。多様な事故や事件が頻発するロ
サンゼルスで、救命オペレーターが受ける通報を軸に、その最前線で奮闘する消防士・警察官の姿を描きます。本作のタイト
ル“9-1-1”とは、日本における 110 番、119 番を兼ね併せたアメリカの緊急通報ダイヤルです。従来なら姿も見えない脇役と
なってしまいがちな通報電話の受け手、救急オペレーターに大きなスポットを当て、救命現場のストーリーをこれまでにない視
点で描き出します。そして、911 番のコールから発動される人命救助という共通ミッションを柱に、オペレーター、消防、警察そ
れぞれが連携し、絶妙なスピード感で見事に調和していきます。
本作では、911 番のオペレーター、アビー役をコニー・ブリットンが、警察官のアシーナ役はアンジェラ・バセット、さらに消防・
救命隊のキャプテン、ボビー役をピーター・クラウスが演じます。いずれもアカデミー賞、エミー賞、ゴールデン・グローブ賞な
どで何度もノミネート経験を持つ実力派俳優です。手に汗握る緊迫した救命の最前線をリアルに表現しつつ、それぞれのキャ
ラクターが抱えるトラウマや問題にも丁寧に向き合います。そんな姿に思わず感情移入してしまい、一話完結ながら、続きが
気になるドラマになっています。
FOX チャンネルでは『9-1-1：LA 救命最前線』を楽しんでいただくために、番組の予告編を公式 WEB サイト
(tv.foxjapan.com)に公開しています。作品の世界観を感じて頂き、放送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： ©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

放送スケジュール ※放送スケジュールは変更になる場合があります
『9-1-1：LA 救命最前線』
FOX チャンネルで 2018 年 6 月 26 日(火)午後 10 時 日本最速！独占放送スタート
毎週火曜午後 10 時～ほか

『9-1-1：LA 救命最前線』 企画・製作総指揮・脚本
ライアン・マーフィー
1965 年、アメリカ・インディアナ州出身。
エミー賞を含む数々の賞を受賞し、社会現象を巻き起こした TV ドラマ「Glee」をはじめ、「NIP/TUCK」シリーズや、第 9 弾まで
制作が既に決定し、エミー賞で 2 年連続最多ノミネートも果たしたスタイリッシュ・ホラー「アメリカン･ホラー･ストーリー」など、
様々なジャンルの話題作を多数手掛けている、ハリウッド屈指のヒット・メーカー。記者としてキャリアをスタートし、「ロサンゼル
ス・タイムズ」や「エンターテイメント・ウィークリー」などに寄稿していた経歴を持つ。脚本家としてのキャリアは、1990 年代後半
に自身が執筆し、スティーブン・スピルバーグが購入した脚本「Why Can’t I Be Audrey Hepburn?」から始まる。また、2006 年
にはアネット・ベニング主演の「ハサミを持って突っ走る」、2010 年にはジュリア・ロバーツ主演、ブラッド・ピット製作総指揮の
「食べて、祈って、恋をして」で映画監督も務めている。近年では 2014 年エミー賞作品賞受賞のテレビ映画「ノーマル・ハート」
も大きな話題となった。

『9-1-1：LA 救命最前線』 主なキャスト
アビー・クラーク役
9-1-1（緊急通報）オペレーター
電話の向こう側の危機を察知し、的確に判断を下していく。私生活では、認知症の母親と 2 人暮らし。自分の
将来を考える余裕が無く・・・不安を感じていたが、あることをきっかけに恋の予感も！？

コニー・ブリットン
1967 年 3 月 6 日生まれ。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身。
小さい頃から学芸会の脚本を書くほど演劇に魅せられていた。ニューハンプシャー州ダートマス大学ではア
ジア学を専攻、中国へ短期留学経験あり。キャロライン・ケイヴァの「The Early Girl」で舞台デビュー。メジャ
ーリーガーのジョン・ブリットンと結婚。離婚後、エチオピアからの養子(息子)を迎え入れた。「Friday Night
Lights(原題)」、「アメリカン・ホラー・ストーリー：呪いの館」、「ナッシュビル(原題)」で、エミー賞・主演女優賞
にノミネート。他に、映画では、「ワンダー・ウーマンとマーストン教授の秘密」(‘17)、「エージェント・ウルトラ」
(‘15)、「エルム街の悪夢」(‘10)、ドラマでは「24」など、多数作品に出演する実力派俳優。

アシーナ・グラント役
警察官
時に強引だが、確実に事件を解決に導く。私生活では夫の衝撃的な告白で離婚危機に陥っている。

アンジェラ・バセット
1958 年 8 月 16 日生まれ。アメリカ合衆国ニューヨーク、ハーレム出身。
名門イェール大学で演技を学び、ブロードウェイやＴＶを中心に活躍。夫は、米国俳優のコートニー・B・ヴァン
ス。米国の歌手ティナ・ターナーの半生を描いた映画「TINA ティナ」で主演し、ゴールデン・グローブ賞主演
女優賞を受賞。また、同作でアカデミー賞・主演女優賞にノミネート、および NAACP イメージ・アワード映画
部門・主演女優賞を受賞。「アメリカン・ホラー・ストーリー：魔女団」でエミー賞・助演女優賞にノミネート。その
他、「トゥルー・オブ・アメリカ」の製作総指揮。映画では、「ブラックパンサー」ラモンダ役(‘18)、「エンド・オブ・
キングダム」(‘16)、「マルコムＸ」(‘92)、ドラマでは、「ER 緊急救命室」キャサリン・“ケイト”・バンフィールド
役(‘08)など、多数出演。

ボビー・ナッシュ役
救命隊のキャプテン
元アルコール依存症で、自分の過失により家族を失ってしまった過去を持つ。心には大きな傷を負っている
が表には出さず、仲間からは大きな信頼を得ている。

ピーター・クラウス
1965 年 8 月 12 日生まれ。アメリカ合衆国ミネソタ州アレクサンドリア出身。
ニューヨーク大学で演劇を専攻。パートナーは米国女優のローレン・グレアム。
ドラマ「シックス・フィート・アンダー」ネイト・フィッシャー役で一躍有名になり、エミー賞とゴールデン・グローブ
賞に複数回ノミネート。映画では、「トゥルーマン・ショー」(‘98)、「夫以外の選択肢」(‘04)に出演。「ダーティ・
セクシー・マネー」、「ロスト・ルーム」、「ビバリーヒルズ高校白書」など多くのドラマにも出演。
※画像クレジット： ©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『9-1-1：LA 救命最前線』 主なキャスト

続き

エバン・“バック”・バックリー役
若手消防士
自称セックス依存症。仕事中に女性と関係を持ち、消防署を首になりかける。しかし、様々な仕事上の経験
や、ある身近な女性との出会いで人生が変わり、成長していく。

オリヴァー・スターク
1991 年 6 月 27 日生まれ。イギリス、ロンドン出身。
2009 年にロンドン北西部にあるヘンドン・スクールを卒業後は、スポーツライターとコンピュータゲームのセ
ールスマンをしていた異色の経験を持つ。初舞台は、デヴィッド・アレクサンダー監督作の英国短編映画
「Follow(原題)」。映画では、「アンダーワールド ブラッド・ウォーズ」(‘17)、「ダブル・リベンジ 裁きの銃弾」
(‘14)などに出演。ドラマでは、「バッドランド 最強の戦士」、「刑事ジョン・ルーサー」など。

ヘンリエッタ・“ヘン”・ウィルソン役
救命士・消防士
冷静沈着に仕事をこなす優秀な彼女だが、私生活では“妻と元カノ”との間で気持ちが揺れ動く。警察官のア
シーナとは親友。

アイシャ・ハインズ
1975 年 11 月 13 日生まれ。アメリカ合衆国ニューヨーク、ブルックリン出身。
「運命の銃弾」、「NCIS:LA～極秘潜入捜査班」、「アンダー・ザ・ドーム」、「しあわせの処方箋」、「BONES」、
「ミディアム 霊能者アリソン・デュボア」、「CSI:ニューヨーク」など多くの人気ドラマに出演。

ホーウィー・“チムニー”・ハン役
救命士・消防士
チームのムードメーカー。気さくで、ちょっと気取り屋。私生活では、彼女と将来の事について意見が食い違
い、悩んでいた。ある日、考え事をしながら運転していて大事故を起こしてしまう。

ケネス・チョイ
1971 年 10 月 20 日生まれ。アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身。
「ブライト」、「スパイダーマン：ホームカミング」、「ウルフ・オブ・ウォールストリート」、「キャプテン・アメリカ
ザ・ファースト・アベンジャー」といった映画や、「しあわせの処方箋」、「Glee」、「サン・オブ・アナーキー」、「サ
ムライ・ガール」などの人気ドラマに多数出演。

ロックモンド・ダンバ役
アシーナの夫
長年連れ添った妻アシーナに実はゲイだと、衝撃の事実を打ち明ける。その告白により家族に不穏な空気が
漂いはじめる。

マイケル・グラント
1973 年 1 月 11 日生まれ。アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。
妻は、米国女優マヤ・ギルバート。
「SCORPION／スコーピオン」、「メンタリスト」、「プリズン・ブレイク」、「グレイズ・アナトミー」、「アース 2」な
ど多数の人気作に出演。

※画像クレジット： ©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『9-1-1：LA 救命最前線』 ストーリー
第 1 話 (Pilot)
恋人との破局や母親の介護の問題など様々な苦悩を抱える 42 歳のアビーは 9-1-1 通報の
第一応答者。ある日、壁の中から泣き声がするとの通報を受け救急隊員を現場へ急行させる
と、排水管に生まれたばかりの赤ん坊が挟まっていた。また、留守番中の少女から何者かが
侵入したとＳＯＳが入るが住所が分からない。広大な住宅街で少女の家を特定し侵入者から救
うため、警察官のアシーナ、消防士のバックらと共に電話越しに奮闘する。

第 2 話 (Let Go 原題)
遊園地のジェットコースターが走行中、突然止まってしまった。逆さまになったままの乗客を助
けるため、救急救命隊は現場に急行。消防隊員のバックはジェットコースターの欄干から手を
伸ばし、1 人の男性を助けようとするが、目の前で地面へと落ちていった。バックは深いショッ
クから抜け出すことが出来ず、カウンセラーのもとを訪ねた。美しい女性カウンセラーと話しを
しているうちに良い雰囲気に。自称セックス依存症のバックは、このカウンセラーとも男女の関
係になってしまう。

※画像クレジット： ©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. 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。『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や、マーベルが
手がける TV ドラマ『The Gifted』や『レギオン』などの注目作品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、U-NEXT 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/foxtvjapan
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）

