
© 2022 CBS Interactive Inc. All Rights Reserved.

「スタートレック：ピカード」
【別紙】 番組詳細資料



イントロダクションINTRODUCTION
 「スタートレック：ピカード」は、世界中に熱狂的ファンを持つ SFシリーズ「スタートレック」のテレビシリー
ズ第 7作にして、NEOスター・トレック・プロジェクト第 2弾。1987～94 年に全米放送された「新スタートレッ
ク」のジャン＝リュック・ピカード艦長が主人公となる初の人物名を冠したシリーズで、劇場版シリーズ第 10作『ス
ター・トレック ネメシス／ S.T.X』で描かれたデータ少佐の死、劇場版シリーズ第 11作『スター・トレック』で
描かれたロミュラン帝国滅亡後のピカードの人生を綴るストーリーが新たに展開する。
　NEOスター・トレック・プロジェクト第 1弾「スタートレック ディスカバリー」を成功へと導いたクリエーター
であるアレックス・カーツマンとアキヴァ・ゴールズマンが製作総指揮を務め、名優パトリック・スチュワートが
再びピカードを演じるだけでなく製作総指揮にも参加。また、「新スタートレック」からデータ少佐役ブレント・
スパイナー、副長ライカー役ジョナサン・フレイクス、カウンセラーのディアナ・トロイ役マリーナ・サーティス
らも出演する本作は往年のファンに絶賛をもって迎えられただけでなく、さらにリアルに深掘りされた科学的テー
マ、最新VFXを駆使した迫力のアクションにより新たなファンの心をも掴みシーズン3までの更新が決定している。

「新スタートレック」の名艦長ジャン・リュック・ピカード、堂々の帰還！
スター・トレック・フランチャイズ第7弾「スタートレック：ピカード」が日本初放送！



STORY
　2399 年、かつて USS エンタープライズ艦長だったジャン＝リュック・ピカードはフランスでワイン造りをしな
がら引退生活を送っていた。14 年前、ロミュラン帝国が超新星爆発で滅亡する直前、ピカードは救助艦隊を組織し
てロミュラン人の移住計画を進めていたが、火星で人工生命体（シンス）の反乱が勃発。惑星連邦はロミュラン人
たちの支援から手を引くと同時に人工生命体の製造を禁止し、これに抗議したピカードは宇宙艦隊を辞し、現在は
脳に持病を抱えながら亡きデータ少佐の夢を繰り返し見るようになっていた。一方その頃、米・ボストンでは女性
科学者ダージが沖縄のデイストローム研究所で働くことが決まったと喜び恋人と甘い夜を過ごしていた。だが、突
然何者かに襲撃された彼女は思いがけず超人的パワーに目覚め、脳裏に浮かんだビジョンを頼りにピカードを探し
出す。この事件に隠された秘密と陰謀とは？　今、宇宙の命運は再びピカードに託された──。

ストーリー



HIGHLIGHTS見どころ

　USS エンタープライズの艦長ピカードはワインとアールグレイの紅茶を愛する紳士で、部下への深い思いやりを内に秘める。
同時に艦長としてはどんな危機にもひるむことなく、果断な態度で指揮を執る頼れるリーダーとして宇宙の旅の先頭に立ってき
た。だが、彼は心ならずも宇宙艦隊を辞職することになり、正しいと信じることをやり遂げることができなかった挫折と後悔を
胸に地球で余生を送ることに。そんな彼がある出会いをきっかけに再び自分の使命を見出しこの世界を救うべく宇宙の旅へと飛
び出していく。そんなスリリングかつ感動的な再起のストーリーは手に汗握る面白さ。変わらぬヒーローの勇姿に魅了されてし
まうはずだ。

シリーズきってのヒーロー、沈着冷静な頼れる艦長ピカードが帰ってきた！

 　「新スタートレック」のフィナーレとなったシーズン7の最終話は、ピカードが過去、現在、未来を行き来するエピソードだった。
このこととその後の劇場版のストーリーも踏まえて新たな未来が描かれる本作の物語は、感情を持たない人工生命体ながら人間
たちと友情を築きピカードの命を救うために自ら犠牲となったデータ少佐の遺志が思わぬ形で引き継がれ、帝国は滅亡したもの
の暗躍を続けるロミュラン人の秘密の計画が明らかとなっていく。さらに、あらゆる種族と同化し集合体として活動する機械生
命体ボーグはロミュラン人の支配下で解体されつつあったが、ある転機が待ち受けることに。こうしたミステリーをはらんだス
トーリーには、シリーズの愛すべきキャラクターたちも続々登場。どちらもピカードの盟友で今や夫婦となっている「新スター
トレック」のライカーとトロイ、「新スタートレック」で初めて自我に目覚めたボーグとして登場したブルー（ヒュー）、ボーグ
から人間に戻りUSSヴォイジャーの乗組員となった「スタートレック／ヴォイジャー」のセブン・オブ・ナインの活躍に注目だ。

「新スタートレック」のその後の物語とあの懐かしのキャラに再び会える！



HIGHLIGHTS見どころ

 　「新スタートレック」終了から 20 年以上を経て人工知能の研究はさらに進み、現実世界でも AI ロボットはどんどん身近な存
在となっている。そんな現代にあって本作は人工生命体の存在意義と可能性にフォーカスしたよりリアルな SF ストーリーを描
き出すだけでなく、再び宇宙船に乗り込むピカードと新たな仲間たちとの葛藤と絆のドラマを掘り下げていく。これを演じる新
キャストも個性的かつ魅力的な面々が勢ぞろい。双子の人工生命体ダージとソージを演じるのは「アメリカン・クライム・ストー
リー／ヴェルサーチ暗殺」のイサ・ブリオネス、人工生命の研究家アグネス役は「アメリカン・ホラー・ストーリー : カルト」
のアリソン・ピル。また、ピカードの元部下ラフィ役を「ブラインドスポット　タトゥーの女」のミシェル・ハード、その友人
で宇宙艦隊の元士官リオス役を「マスケティアーズ／三銃士」のサンティアゴ・カブレラ、ロミュラン人の工作員ナレク役を「ミ
スター・メルセデス」のハリー・トレッダウェイが演じる。

現代に即した科学的テーマのSFストーリー＆新キャラクターにも注目！



CASTキャスト

ジャン＝リュック・ピカード
／Patrick Stewart as Jean-Luc Picard（声：麦人）

USS スターゲイザー勤務時代に死亡した艦長の代理を務め、宇宙艦隊史上最年少で艦長に就任
した宇宙艦隊士官。その後、最新鋭艦である USS エンタープライズ D の艦長に抜擢されて名を
馳せたものの、ロミュラン人たちが超新星爆発で滅亡の危機に瀕した際、意見の不一致により抗
議の意味を込めて宇宙艦隊を辞職。現在は、ロミュラン人のジャバンとラリスに身の回りの世話を
されながら、生家シャトー・ピカードで引退生活をしている。しかし、亡きデータ少佐が何度も
夢に現れるようになり…。

1940 年 7 月 13 日、英ヨークシャー生まれ。12 歳ごろから複数の地元劇団のメンバーとなり、15 歳の時に地元新聞の若手記者となるために退学を決める。しかし、編集長から演劇にうつつを抜かしすぎて仕事がおろ
そかになっていると注意され、辞職することに。その後、演劇学校に入る資金を貯めるために家具のセールスマンとして 1 年間働き、1957 年、晴れてブリストル・オールド・ヴィク・シアター・スクールに入学。その 2
年後にはプロデビューを果たし、1966年からはロイヤル・シェイクスピア・カンパニーに所属して数多くの舞台を経験。1980年代に国立劇場に所属したのち、ロサンゼルスへ移り、1987年スタートのテレビシリーズ「新スター
トレック」でジャン＝リュック・ピカード艦長を好演してSFファンに親しまれるようになる。シリーズ終了後もスタートレック映画に同役で出演し、2010年、演劇への貢献が称えられて大英帝国勲章の下級勲爵士を授与された。

【パトリック・スチュワート】



CASTキャスト

アンドロイドなど人工生命研究の専門家で、デイストローム研究所の博士。
火星でシンス ( 人工生命 ) たちが反乱を起こして以来、銀河条約によってシ
ンスの製造は禁止されていることもあり、ジュラティは高度なシンスの存在
を信じていない。ところが、訪ねてきたピカードが持っていた物を見て、態
度を一変させる。それは、恋人のマドックス博士に関係するものだった。
【アリソン・ピル】
1985 年 11 月 27 日、カナダのオンタリオ州トロント生まれ。テレビシリーズ「新・燃えよ！カンフー」でデビュー。その後、11 歳という若さで様々な
役を得始める。舞台の道に進むためにニューヨークへ移り住み、成功を収め、2006 年には「The Lieutenant of Inishmore( 原題 )」でトニー賞演劇
助演女優賞にノミネート。映画『ミルク』『ミッドナイト・イン・パリ』『バイス』とアカデミー賞作品賞ノミネート作品 3本で重要な役を演じている。

アグネス・ジュラティ
／Alison Pill as Agnes Jurati （声：堀井千砂）

優れた知能を持つ双子のアンドロイド。ボストンに住むダージ・アーシャ
は、突然ロミュランの特殊工作員たちに襲われるが、自分の中で眠って
いた何かが起動してロミュラン人たちを撃退。そして、なぜか心に浮か
んだピカードを訪ねてシャトー・ピカードへと赴くことにする。ソージ・
アーシャは、ロミュラン再生施設に勤務する博士。
【イサ・ブリオネス】
英ロンドン生まれ。両親ともに俳優・歌手で、弟も俳優。3歳の時にニューヨークでモデルデビューし、2006 年、家族でロサンゼル
スに移り住んだことをきっかけに演技の道に入る。FX シリーズ「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」への出
演を経て、本作が初のテレビシリーズレギュラー出演となる。

ダージ・アーシャ、ソージ・アーシャ
／ Isa Briones as Dahj/Soji （声：清水理沙）

ピカードに救われた元孤児のロミュラン人。戦士修道女組織クワト・ミ
ラットに預けられ、成長とともに優れた戦闘能力を身に付ける。そして、
再会したピカードの護衛となる。

【エヴァン・エヴァゴラ】
オーストラリアのメルボルン生まれ。7 人兄弟の末っ子として生まれ、スポーツが得意で、若い時から元プロボクサーの父にボクシ
ングを習ったり、オーストラリアン・フットボールをプレイしたりしてきた。小学校時代は学校の舞台で主演を務めたこともある。
高校時代はスポーツに集中したものの、卒業後は 1 年間のギャップイヤーを取り、友人たちとヨーロッパを旅した。その後、映画学
校へ進み、在学中にスカウトされてシドニーへ移り住んだ。

エルノア
／Evan Evagora as Elnor （声：染谷俊之）

ロミュラン人で、諜報機関タル・シアーの工作員。ロミュラン再生施設で、
再生プロジェクトの技術士官を装ってソージに近づく。

【ハリー・トレッダウェイ】
1984 年 9 月 10 日、英国生まれ。双子の兄とともにナショナル・ユース・シアターに入る。体の一部が結合している一卵性双生児兄
弟が結成するパンクロック・バンドについて描いた映画『ブラザーズ・オブ・ザ・ヘッド』で、兄弟揃ってスクリーンデビュー。その後、
イギリスのテレビシリーズや舞台への出演を経て、「ナイトメア ～血塗られた秘密～」でのヴィクター・フランケンシュタイン博士
役や、「ミスター・メルセデス」でのブレイディ・ハーツフィールド役で頭角を現す。

ナレク
／Harry Treadaway as Narek （声：鈴木達央）

宇宙艦隊の元士官で、ピカードが宇宙艦隊を辞職するまでピカードの部
下だった。薬物依存症に苦しんでいる。引退したはずのピカードに助け
を求められるも、最初は乗り気ではなかったが、ピカードからあること
を明かされて再びピカードを助けることにする。リオスとは友人。

【ミシェル・ハード】
1966 年 12 月 21 日、米ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ。ボストン大学卒。「LAW & ORDER」「ゴシップガール」など数多く
のテレビシリーズにゲスト出演し、「LAW & ORDER: 性犯罪特捜班」では、モニーク・ジェフリーズ役としてレギュラー出演。
「HAWAII FIVE-0」レニー・グローヴァー役、「ブラインドスポット　タトゥーの女」シェパード役が記憶に新しい。映画は『ランダム・
ハーツ』『バッド・ヘアー』など。

ラファエラ(ラフィ)・ムジカー
／Michelle Hurd as Raffi Musiker （声：高乃麗）

宇宙艦隊の元士官で、現在は小型宇宙船ラ・シレーナを所有するフリー
ランスの操縦士。チリ出身でスペイン語を流暢に話す。ラフィとは友人。

【サンティアゴ・カブレラ】
1978 年 5 月 5 日、ベネズエラ生まれ。チリ人の両親の元に生まれ、ロンドン、ルーマニア、トロント、マドリードと世界各地で育つ。イ
ギリスでのテレビデビューと舞台デビューを経て、「HEROES ／ヒーローズ」アイザック・メンデス役でブレイク。その後、「マスケティアー
ズ／三銃士」でアラミス役を好演。映画は『チェ 28 歳の革命』『大いなる勝利のためにメキシコ革命 1926』など。故郷はチリのサンティ
アゴと考えているが、現在はロンドンとロサンゼルス半々で生活している。

クリストバル・リオス
／Santiago Cabrera as Cristóbal Rios （声：花輪英司）



COLUMNコラム

好奇心と探究心に満ちた「スタートレック」の世界

　「宇宙大作戦／スタートレック」（TV/66～69）は好奇心
と探究心に満ちた壮大な宇宙の旅が人気を博し、ウィリアム・
シャトナー演じるジェームズ・T・カーク艦長、レナード・
ニモイ演じるミスター・スポックら伝説のキャラクターを
生んだ名作ドラマ。これを皮切りに8作のテレビドラマ、
13作の映画のほかアニメやゲームなども制作される一大フ
ランチャイズに成長、「スタートレック」シリーズは半世紀
にわたり世界中で愛され続けるSFの代表作だ。
 　「宇宙大作戦」の放送後は70年代～90年代にかけて6作
の映画が制作される一方、キャスト・スタッフを一新した「新
スタートレック」（TV/87～94）がスタート。これと同時代
を描く「スタートレック／ディープ・スペース・ナイン」
（TV/93～99）「スタートレック／ヴォイジャー」（TV/95～
01）と 4作の映画も生まれた。その後、「宇宙大作戦」の前
日譚を描く「スタートレック　エンタープライズ」（TV/01
～05）を経て、J.J. エイブラムス監督による劇場版リブート
3作が登場。現在はNEOスター・トレック・プロジェクト
となる「スタートレック ディスカバリー」（TV/17～）、「ス
タートレック：ピカード」（TV/20～）が放送を継続している。

　このように本シリーズが長年支持され作品を増やし続け
る理由は、並行世界やアンドロイドといった宇宙の神秘と
科学の未来、未知なる世界を開拓して困難なミッションを
やり遂げる胸踊る冒険を想像力豊かに描き出し、バルカン人、
クリンゴン人、ロミュラン人ら宇宙の種族たちとのドラマ
を綴ることで現実世界に通じる社会的テーマに迫る、そん
な変わらない製作理念にある。本作「スタートレック：ピカー
ド」も科学が発展する一方で、混迷を見せる現代社会に生
きる我々に新たな気づき、さらなる感動をもたらしてくれ
ることだろう。

「スタートレック／ディープ・スペース・ナイン シーズン 1」© 2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. 



INFORMATION放送情報
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「スタートレック：ピカード」
2023/1/16( 月 )23:00 スタート !

「スタートレック：ピカード」
放送開始記念

【二カ国語版】毎週月曜 23:00 ほか【字幕版】毎週日曜 19:00 ほか

「スタートレック／ディープ・
  スペース・ナイン シーズン1」
2023/1/15( 日 )6:00 スタート !
【二カ国語版】毎日 6:00

製作総指揮：アキヴァ・ゴールズマン、アレックス・カーツマン、パトリック・スチュワート、マイケル・シェイボン、ヘザー・ケイデン、ユージーン・ロッデンベリー、トレヴァー・ロス
キャスト：パトリック・スチュワート、アリソン・ピル、イサ・ブリオネス、エヴァン・エヴァゴラ、サンティアゴ・カブレラ

「レイト×2ショー 
  with ジェームズ・コーデン」
第 11話
「パトリック・スチュワート、コリン・
ファレル、ニック・ケイヴ＆ウォー
レン・エリス (22/3/2)」
2023/1/8( 日 )9:30 ほか

ピカード役パトリック・スチュワート出演


