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FOX 開局 20 周年特別企画

『TRUST』日本最速！全話先行一挙放送
FOX チャンネルで 2018 年 8 月 19 日(日)ひる 12 時～

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、映画「トレインスポッティング」や「スラムドッグ＄ミリオネア」などを手がけた名匠ダニー・ボイルが監督・製
作総指揮を務める話題の新作『TRUST』を 2018 年 8 月 19 日(日)ひる 12 時より日本最速で全話先行一挙放送いたします。
『TRUST』は実話に基づく世界一の富豪の孫誘拐事件を描くサスペンス・ドラマです。アメリカで 2018 年 3 月に放送を開始
したばかりの新作を、開局 20 周年を記念して、全話先行一挙放送いたします。1973 年、世界を震撼させた誘拐事件が起こり
ます。石油により巨万の富を築き、世界一の富豪となったポール・ゲティ 1 世の孫、ポール 3 世（当時 16 歳）が誘拐されたの
です。当初犯人は 1700 万ドル（約 50 億円*）の身代金を要求。しかし、ポール・ゲティ 1 世はそのほか 14 名いる孫に身の危
険が及ぶ可能性を示唆し、その支払いを拒否。実はこの事件、当初は孫ポール 3 世自身と仲間がお金欲しさに企てた偽装誘
拐事件だったのです。しかし仲間の裏切りにより、イタリアンマフィアを巻き込んだ誘拐事件に発展。ポール・ゲティ 1 世の 50
億ドル(約 1.4 兆円*)とも言われる巨額の資産をめぐる親族一同による相続争いを背景に、息子の命を何とか救おうと奔走す
る母と、無駄なお金は一銭も払いたくないポール・ゲティ 1 世、仲間に裏切られ絶望の淵に追い込まれる孫ポール 3 世を中心
に、ドラマティックなストーリーが展開します。
祖父ポール・ゲティ 1 世役を務める、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名を刻む名俳優ドナルド・サザーランドをはじめ、
誘拐される孫ポール 3 世の母親ゲイル役にはゴールデン・グローブ賞やアカデミー賞受賞歴もあるヒラリー･スワンク、ポー
ル・ゲティ 1 世が信頼を寄せ、真相究明に尽力する元 CIA 工作員チェイス役には映画「ハムナプトラ」シリーズなどでお馴染
みのブレンダン・フレイザー、さらに孫ポール 3 世には注目の若手俳優ハリス・ディキンソンなど、演技力に定評のある多彩な
キャストが顔を揃えています。
FOX チャンネルでは『TRUST』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)に公開予定
です。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 FX Productions, LLC. All rights reserved. *1 ドル＝290 円で換算

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

FOX20 周年企画

『TRUST』 全話先行一挙放送
FOX チャンネルで 2018 年 8 月 19 日(日)ひる 12 時 【日本最速独占放送】
★レギュラー放送は 9 月 21 日(金)スタート予定、毎週金曜午後 10 時～11 時ほか
＜ストーリー＞
巨万の富を築いたポール･ゲティ 1 世は、孫に興味を示し、実業家として育てようと考えて仕事を与えようとする。一方、ポール･
ゲティ 3 世は仲間が自分の名前を利用して、借金をしていたことを知る。切羽詰まった彼は自身の誘拐事件を偽装して身代金
を要求。簡単に成功すると思えた計画は、ポールの思惑とは違う方向に動き出していく。

『TRUST』 主なキャスト
ポール･ゲティ１世役
「最も裕福な個人」と呼ばれた男。傍若無人な振る舞いを度々見せる。
会社経営を任せていた長男がストレスによる自殺を図った時でさえ、動揺することなく冷血な面を覗かせ、残
った 3 人の息子たちの無能さに嘆き、後継者候補に孫を選ぶほど。大富豪にも関わらず数セントの金にもこ
だわる。女性好きで多くの愛人と共に暮らしいた。

ドナルド・サザーランド
1935 年 7 月 17 日生まれ。カナダ出身。
11 人兄弟の末っ子として生れ、14 歳でカナダの最年少ＤＪとして人気を博した。その後、トロント大学でエン
ジニアを目指していたが演劇に興味を持ち、卒業後、舞台に立つようになる。1963 年「生きた屍の城」で映
画デビュー。アメリカに移り、1970 年の「M☆A☆S☆H マッシュ」で不動の人気を得る。1966 年にシャーリ
ー・ダグラスと再婚し 2 児（そのひとりはキーファー・サザーランド）をもうけるが離婚。74 年に別の女優と再
婚。3 人の息子を持ち、俳優として活躍中。出演作は、映画「ロング,ロングバケーション」('17)、「普通の
人々」('80)、「スペース カウボーイ」('00)、ドラマ「ダーティ・セクシー・マネー」、「M☆A☆S☆H マッシュ」な
ど。

ゲイル役
ポール･ゲティ 2 世と結婚し、息子のポール･ゲティ 3 世をもうけたが離婚。その後、2 番目の夫と平凡な生活
を送っていたが、ある日、息子が誘拐されたことを知る。息子を助け出すために必死で戦う。

ヒラリー・スワンク
1974 年 7 月 30 日生まれ。アメリカ/ネブラスカ州出身。
幼い頃からスポーツ万能で、水泳ではオリンピックの地元選考会にも出場するほど。9 歳から演技を学び始
め、16 歳の時に女優を目指し LA へ｡1992 年の｢バッフィ／ザ・バンパイア・キラー」で映画デビュー｡その
後、｢ベスト･キッド 4｣のヒロインに抜擢｡TV シリーズ｢ビバリーヒルズ青春白書｣など、数々の映画、ドラマに
出演。女優の他に映画監督も務める。1999 年公開の｢ボーイズ・ドント・クライ｣でアカデミー賞主演女優賞、
ゴールデン・グローブ賞最優秀主演女優賞を受賞｡2004 年には、「ミリオンダラー・ベイビー」で 2 度目のアカ
デミー賞主演女優賞、ゴールデン・グローブ賞最優秀主演女優賞に輝く。

ポール･ゲティ 2 世役
薬物におぼれ、父親のポール･ゲティ 1 世から見放され、2 年間無視されている。兄の葬儀出席時に、実家
の敷地に入るため薬物検査を受けさせられる程、信用されていない。ゲティ家の後継者の対象からは外れて
いたものの、兄が亡くなり後継者の席を狙うのだが・・・。ゲイルとの結婚で、ポール･ゲティ 3 世をもうけたが
離婚。

マイケル・エスパー
1974 年 12 月 1 日生まれ。アメリカ/ニューヨーク州出身。
ブロードウェイ、テレビ、映画とマルチに活躍する米国俳優。トニー賞受賞作品ミュージカル「アメリカン・イデ
ィオット」に出演。父は演技指導者のウィリアム・エスパー。妹は米国女優のシャノン・エスパー。主な出演作
は映画「クライム・ヒート」('14)、「ランナーランナー」('13)、ドラマ「エレメンタリー4 ホームズ＆ワトソン in
NY」('15)、「パーソン・オブ・インタレスト」('13)など。

ポール･ゲティ 3 世役
父親であるポール･ゲティ 2 世の仕事の関係で、イタリアで生まれ育つ。両親の離婚後は、自由奔放な一人
暮らしをしていた。モデルの仕事や得意な絵を描きそれを売って、遊ぶ金を得ていた。

ハリス・ディキンソン
1996 年 6 月生まれ。イギリス/ロンドン出身。
幼い頃から演技と映画制作に関心を示し、「London academy of music & dramatic art」の examination
program に参加。16 歳で短編映画を製作するための資金を獲得。2014 年には、ロンドンのロイヤル・ナショ
ナル・シアターにて、ポーリン・マクリンの「エンジェルス」に出演。2017 年公開「Beach Rats(原題)」のフラン
キー役で、ゴッサム・インディペンデント映画賞およびインディペンデント・スピリット賞･主演男優賞を受賞。
2018 年公開の映画「The Darkest Minds(原題)」に出演する、注目の次世代若手俳優。
※画像クレジット： ©2018 FX Productions, LLC. All rights reserved.

『TRUST』 主なキャスト

続き

フレッチャー・チェイス役
ポール･ゲティ 1 世が信頼を置く元 CIA 工作員。ポール･ゲティ 3 世の誘拐事件の真相を探るため、イタリア
へ派遣される。優秀な彼は、真の犯人に辿り着き、ポール･ゲティ 1 世を犯人の下へ導くのだが…。

ブレンダン・フレイザー
1968 年 12 月 3 日生まれ。アメリカで生まれ、ヨーロッパ＆カナダ育ち。
1991 年の「恋のドッグファイト」で映画デビュー。正統派な役から個性的な役まで幅広い演技で魅了する実
力派俳優。1998 年に女優のアフトン・スミスと結婚し、現在 3 人の息子がいるが、2007 年 12 月に離婚。
映画「ハムナプトラ」シリーズで有名。多くの映画、ドラマに出演。

ペネロペ役
ポール･ゲティ１世の 1 番目の愛人。愛人の中でも一番スマートな彼女に、ポール･ゲティ１世は信頼を寄せ
ている。

アンナ・チャンセラー
1965 年 4 月 27 日生まれ。イギリス出身。
映画「マイ ビューティフル ガーデン」(‘16)、「わたしは生きていける」(‘13)や、ドラマ「ダウントン・アビー」、
「LAW & ORDER：UK」、「MI-5 英国機密諜報部」などに出演。

プリモ役
誘拐犯の一人。親族を巻き込み、誘拐事件を進行していく。

ルカ・マリネッリ
1984 年 10 月 22 日生まれ。イタリア/ローマ出身。
2009 年にシルヴィオ・ダミーコ国立演劇芸術アカデミーを卒業。イタリアで活躍する俳優。2013 年ヨーロッ
パ映画祭ではシューティングスター賞を受賞。2016 年にはジーグ・コール・ミーの「ジンガロ」出演。「支持的
役割の最高の男性」のための彼の最初のダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞を受賞。

ブリモア役
ポール･ゲティ１世の執事。冷静沈着で、いつも主人であるポール 1 世が快適に暮らせるように、機械的とで
もいうべき完璧な仕事をする。普段は感情を押し殺しているが、屋敷の片隅に心のより所となる場所を見つ
け、度々本当の自分を取り戻していたが…。

サイラス・カーソン
1965 年生まれ。イギリス出身。
スター・ウォーズ作品で複数の役を演じる。映画「ファントム・スレッド」('17)、「ダイヤモンド・ラッシュ」('07)、
「スター・ウォーズ」シリーズ、ドラマ「埋もれる殺意」などに出演。

ロビーナ・ルンド役
ポール･ゲティ１世の秘書。

シャーロット・ライリー
1981 年 12 月 29 日生まれ。イギリス出身。
ロンドン芸術演劇アカデミー出身の英国を代表する女優の一人。脚本家としても活躍。夫は英国俳優のトム・
ハーディ。主な出演作は、映画「エンド・オブ・キングダム」('16)、「白鯨との闘い」('15)、ドラマ「ピーキー・ブラ
インダーズ」('14)など。

※画像クレジット： ©2018 FX Productions, LLC. All rights reserved.

『TRUST』 ストーリー
第 1 話 ゲティ家の内情
巨万の富を築いたポール･ゲティ 1 世は、麻薬に溺れたり別の道を選んだりしている息子たち
に失望していた。そんな時に孫のポール 3 世が現れる。彼は孫に興味を示し、実業家として育
てようと考えて仕事を与えようとする。だが孫は問題を抱えていて別の思惑があった。一方、
ポール 3 世の父親であり、ポール･ゲティ 1 世の息子であるポール･ゲティ 2 世は、自分では
なく息子にチャンスを与えられたことに腹を立て、息子の秘密を暴露する。

第 2 話 聞き込み捜査
ポール･ゲティ 1 世は孫を誘拐されたと聞き、真相を確かめるためにフレッチャー･チェイスをロ
ーマに送る。チェイスはポール 3 世の交友関係を当たるなどの聞き込み捜査をして、ある結論
にたどり着く。母親のゲイルは、元夫と現夫が深刻に受け止めようとしない中、息子の安否が
分からない状況に激しく動揺する。彼女は新たな情報を得て、自分の考えが正しいと確信し
た。さらに母親として責任を感じ、息子のために生活を改めようと決意する。

第 3 話 甘い計画
ゲティ 3 世はローマで気ままな生活を楽しんでいたが、仲間が自分の名前を利用して、表向き
はレストランを経営しているベルトリーニから 6000 ドルの借金をしていたことを知る。イングラ
ンドにいる父親と祖父を頼ろうとするが追い払われ、切羽詰まった彼はベルトリーニに自身の
誘拐事件を偽装して身代金を要求しようと提案する。だが簡単に成功すると思えた計画は、ポ
ールの思惑とは違う方向に動き出していた。

※画像クレジット： ©2018 FX Productions, LLC. 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。『24』や『プリズン・ブレイク』など海外ドラマの最高傑作を送り出してきた FOX は、『ウォーキング・
デッド』や『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）

