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「南極大陸」は22.2％の初回視聴率・再放送はTBS系で 
10月23日(日)14時～16時・次回は反日韓国人キムテヒ主演の 
フジテレビ「ボクとスターの99日」と激突！ 
・ギャラは日本のトップ綾瀬はるかより反日女優キムテヒが高い 

 

本当の歴史と外交！ 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！ 
取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り！ 
がんばれ！維新政党・新風！ 

☆政治ブログランキング☆
【政治部門】２位 

（2011年10月16日時点） 

わからない事は 
調べましょう！ 

http://www.oricon.co.jp/news/movie/2002761/full/ 

キムタク『南極大陸』初回平均視聴率22.2％、瞬間最高25.5％の好発進 

         2011年10月17日 10時00分、ORICON STYLE 

きのう16日からスタートした人気グ

ループSMAP・木村拓哉主演の新ドラ

マ『南極大陸』（毎週日曜 後9：00～

TBS系）の初回平均視聴率が22.2％

（ビデオリサーチ調べ・関東地区）を記

録した。昭和30年代を舞台に、敗戦国

のレッテルを貼られた日本の名誉挽回

をかけ、南極観測に挑んだ男たちと樺太犬の姿を熱く描く同作。今年、民

放の連続ドラマで初回20％を超えたのは同枠の春ドラマ『JIN-仁-』のみ。

瞬間最高視聴率も25.5％をマークし、好調な滑り出しとなった。  

物語は、戦後10年を過ぎた昭和30年代の日本。意地とプライドを取り戻

すため、世界が注目する「南極観測」に名乗りを上げる。しかし、主人公・

倉持（木村）たちが実現に向け尽力するなか、国や企業は南極観測への  

資金援助に後ろ向きの姿勢をとるなど、南極への道は難航を極めていく。

初回は123分の拡大版で、日本の昭和史に名を残す本田技研工業の創業

者・本田宗一郎も登場し、南極観測が「国際社会復帰の一大プロジェクト」

へと発展した経緯を熱く展開。  

実際に観測船として使用された「宗谷（そうや）」の姿など、迫力ある   

シーンで視聴者の心を捉えた。  

ヒロインには綾瀬はるか、同じ観測隊員には堺雅人、そして来年6月に歌舞

伎役者として初舞台を踏む香川照之など、開局60周年記念作にふさわしい

豪華なキャスト陣が集結。事前の『秋ドラマ期待度』（ORICON STYLE調

べ）では堂々の3位を獲得していた同作だが、その期待値を上回っての好ス

タート。2011年の下半期を象徴する作品の1つとなりそうだ。 
 

＞きのう16日からスタートした人気グループSMAP・木村拓哉主演

の新ドラマ『南極大陸』（毎週日曜 後9：00～TBS系）の初回平

均視聴率が22.2％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）を記録した。 

●10/16(日) 

22.2% 21:00-23:03 TBS [新]TBS開局60周年記念・日曜劇場・南極大陸 

15.8% 21:00-23:24 NTV 行列のできる法律相談所SP 

13.6% 19:00-22:24 CX* [新]ほこ×たて初回3時間半SP 

*9.1% 21:00-23:10 EX__ 日曜洋画劇場・ダイ・ハード2 

*7.1% 22:30-23:45 CX* Mr.サンデー 
 

＞実際に観測船として使用された「宗谷（そうや）」の姿など、   

迫力あるシーンで視聴者の心を捉えた。 

 

 

 
 

＞ヒロインには綾瀬はるか、 

このTBS「南極大陸」にヒロイン役として

出演している綾瀬はるかのギャラは日本の

女優ではトップクラスの1話220万円だと

いう。 

ところが、フジテレビ「ボクとスターの99日」で主演となった反日韓
国人女優のキムテヒには日本のトップ女優を遥かに超える1話300万
円（１クール3000万円）という破格のギャラが支払われるという。 

しかも、フジテレビは、この反日韓国人女優を高級ホテルに滞在さ
せ、送り迎えにフジテレビの黒塗りハイヤーを使い、さらに専属通
訳と付き人まであてがっているという。 

フジテレビの「ボクとスターの９９日」は、花王が単独で提供して
おり、これらの資金は全て反日極悪企業の花王から拠出されている。 

フジ新ドラマ主演「韓国」女優は超反日（2011年9月22日、アサヒ芸能） 

（一部抜粋） 

 韓国人ジャーナリストが言う。 

「彼女の反日のスタンスは韓国国内でも話題となりました。特に顕著だった

のは05年にスイスで開かれた『独島愛キャンペーン』に出演。独島とは、

日本と韓国が領有権を主張している竹島のことで、このキャンペーンはいわ

ば『竹島は韓国の領土である』と国際社会にアピールする運動だった。そこ

で広告塔として、アジアでも人気を誇る彼女が、弟で俳優のイワンと一緒に

登場したことで物議を醸しました」 

 また、ネット上では、日本人について「嫌い」「猿のように劣る」とも語

っているとまで報じられているが、はたして、彼女の反日スタンスは事実な

のだろうか。 

「実際、キムのマネジメント側は、キムの反日行動には神経をとがらせてき

た。独島キャンペーンの際にもスイス行きにも反対していますし、今回のド

ラマの記者会見では『歴史や政治のニュースには疎いほう。もっと勉強しな

くてはと思います』と発言させるなど、火消しに躍起になっています」 

 というのも、今回のドラマでのキムの扱いは破格だというのだ。 

 制作関係者もあきれる。 

「実は、なんと今回ドラマ初主演にして１話あたりのギャラが300万円とい

います。女優では現在のトップクラスが綾瀬はるかの220万円です。しか

も、ドラマ期間の滞在は高級ホテル、送り迎えは局の黒塗りハイヤーに専属

の通訳と付き人つきという、聞いたことがないほどの厚待遇です」 

「アサヒ芸能」は、「彼女の反日スタンスは事実なのだろうか。」  

などと頓珍漢なことを述べているが、周囲の引き止めを振り切って

までスイスに出向いて『独島愛キャンペーン』を強行したことから

も、キムテヒが筋金入りの反日活動家であることは明白だ。 

キムテヒが2005年にスイスまで行って「独島愛キャンペーン」 

（竹島不法占拠＝日本侵略正当化キャンペーン）をやったことは 

韓国でも大々的に報じられた。 

■動画 

【反日】 キム・テヒ スイスで「独島は韓国領」キャンペーン 

http://www.youtube.com/watch?v=t_NZC6p68EE 

 

http://www.chosunonline.com/article/20050421000014 

キム・テヒ、スイスで「独島キャンペーン」開催（(朝鮮日報 2005/04/21) 

 キム・テヒ、イ・ワン姉弟がスイスで「独島愛キャンペーン」を開く。 

 スイス親善文化大使のキム・テヒとイ・ワンの姉

弟が5月初め、スイスを訪問し、「独島は韓国領土」

というメッセージが入ったTシャツと歌謡曲「独島

は韓国領土」リメークアルバムなどを配る予定だ。 

 スイス政府観光局は20日、「スイス親善文化大

使（スイス・フレンズ）資格でスイスに招待され

た2人は30日から5月10日まで開かれる韓国を

PRするイベントに参加し、独島キャンペーンを

行う」と発表した。 

 2人とスタッフたちは「独島愛Tシャツ」を着てスイスに入国する予定で、

到着翌日の夜に開催されるスイス観光局の歓迎晩餐会でキム・テヒは挨拶を

通じ「大韓民国の独島領有権問題についてスイスを含む多くの欧州の人たち

に関心を持って欲しい」 と国際的関心を喚起する予定だ。 

 

キム・テヒは2005年にスイスを訪問し、「独島

は韓国領土」というメッセージが入ったTシャツ

と歌謡曲「独島は韓国領土」リメークアルバム

などを配った！ 
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本当の歴史と外交！ 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！ 
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わからない事は 
調べましょう！ 

●スイスから帰った時の記事  

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid

1=106&oid=117&aid=0000010368 

キム・テヒ、スイスでの「独島は私たちの領土」広報から帰国 

             （マイデイリー 韓国語 2005/05/11） 

「独島は大韓民国の領土だとアルプスで言ってきました」  

 11日午前3時、スイスのチューリッヒを出発したキム・テヒ、イ・ワン

姉弟が午後2時に仁川空港から入国した。大変な日程であったがキム・テ

ヒの美貌は相変わらずだ。  

 今年の初めスイス広報大使に任命された姉弟は、去る4月30日から10

日間「独島は私たちの領土」と書かれたティーシャツを着て、さまざまな

キャンペーンへの参加と現地メディアのインタビューを行った。  

 特にメディアのインタビューごとに「独島は私たちの領土」と力説して

民間外交官の役割をたっぷりとやり遂げた。（以下略） 
 

（参考） 

「日本は嫌い。日本に行くのも嫌。」 

「日本人は猿。世界で一番卑しい民族。」 

「日本人観光客を見ると反吐が出る。」 

キム・テヒ名言集としてネット内にはずいぶん出まわっていますが

ウラが取れないし、おおかた反韓の人たちの煽りかな、と  

こちらでは取り上げませんでしたが、意外なところで証言者あり。 

友人のままこでした。 

2004年か2005年の韓国の新聞インタビューで確かに見たそうです。 

http://miro-cherry.tumblr.com/post/9475128880 

―――――――――― 

2011年10月17日更新の「探偵ファイル」によれば、当時キムテ

ヒはスイス観光局の同意なしに「独島は私たちの領土」と書かれた

Ｔシャツを着たため、スイス観光局はキムに対して抗議したそうだ。 

http://www.tanteifile.com/watch/2011/10/17_01/index.html 

●更新日 10/17● 

キム・テヒの独島キャンペーンは本当だった！その証拠とは 

探偵ファイル（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、2011年10月14日、本件をスイス大使館に問い合わせたという

人物が、大使館から届いたとされるメールの内容をネット上に転載して話

題になった。それによると、キムが当時スイスを訪れたことは事実だが、

アジア観光の宣伝を目的とする企画だったという。 

ところが、観光局の同意なしにキムが当該のＴシャツを着たため、同局は

キムに抗議したそうだ。スイス政府は、領土問題に対しては中立の立場で

あるという。差出人は、スイス大使館の文化・広報部長の代理の大平真木

子氏となっている。このメールの内容は本当なのかと疑う声が相次ぎ、 

憶測が飛び交っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真偽を確認すべく、17日にスイス大使館の文化・広報部に取材し、大平

氏に話を聞いた。氏によると、ネットに転載されたメールを自身が書いた

ことは事実であるという。問い合わせを受けて調査を行い、確認できた 

範囲内の事柄を回答したとのこと。 

これまで曖昧だった問題の核心が、ようやく見えてきた。 
 

考えてみてほしい。 

もしも、日本人女優がキムテヒが日本に対して行ったことと同じこ
とを韓国に対して行えば、その日本人女優は韓国への入国すら禁止
されるだろう。 

それなのに、フジテレビは、このような反日韓国人キムテヒに対し
て日本のトップ女優を遥かに上回る1話300万円（１クール3000
万円）のギャラを支払い、高級ホテルに長期滞在させ、黒塗りハイ
ヤーで送り迎えし、専属通訳と付き人を付ける。 

『ボクとスターの99日』が放送されるフジテレビ日曜夜９時「ドラ
マチックサンデー」は、花王が単独スポンサーであり、資金は全て
反日極悪企業の花王から出ている。 

花王不買運動の拡大と花王デモの継続が必要だ。 
 

●最近の花王関連記事 

花王デモはテロではない！ 花王は多くの抗議を無視して自らの意思で
反日妄韓のフジテレビを支援し続けている反日売国企業！ 花王不買運
動や花王デモは当たり前 
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4408.html 

花王の売上高４～５％減！ 花王社長の尾崎元規が今期売上高の見通し
を述べる 理由は単価下落（デフレ）で花王不買運動には言及せず  
7月25日の上方修正から一転減収予想に 真相は不買運動による大幅な
下振れ 勝利目前だ！ 
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4410.html 

花王の姑息なロゴ外し キムテヒ主演「僕とスターの99日」番組HPに 
【提供KAO】の文字と花王のロゴを不掲載 不買運動を真摯に受け止めた
のか？単なる隠蔽、誤魔化しか？ おかしなマスコミのデモ報道 
ＴＰＰ反対デモ 
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4416.html 
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わからない事は 
調べましょう！ 

さて、話をTBSの「南極大陸」に戻そう。 

＞事前の『秋ドラマ期待度』（ORICON STYLE

調べ）では堂々の3位を獲得していた同作だが、

その期待値を上回っての好スタート。2011年

の下半期を象徴する作品の1つとなりそうだ。 

 

 

ネット掲示板の評判も上々のようだ。 

615 ：名無しさん＠恐縮です： 

2011/10/18(火) 03:53:53.69 

見た人に聞きたいんだけど、内容は面白かった？見逃したからちょっと 

気になる。面白いなら次見てみようと思う。  
 

618 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 03:57:09.50 

>>615 

自分は面白かったな 

フジの南極物語より時代背景とかもわかりやすくてよかったと思う  
 

621 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 03:58:22.58 

>>615 

プロジェクトＸみたいで面白かった。あと犬かわいい。  
 

623 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 03:58:56.40 

>>615 

面白かったよ 

1話はまるまる南極に出発できるまでの経緯を描いててプロジェクトX 

みたいだった 

開発とか冒険とかの熱い話が嫌いじゃなければ見ればいいんじゃないかな  
 

625 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 04:03:22.40 

>>615 

面白かった 観測船の宗谷が完成に至るまでのドラマが特に好きだ  
 

627 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 04:04:48.59 

>>615 

つまらなかった 主役の人が茶髪でチャラ男だからかなあ  
 

629 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 04:05:50.47 

>>615 

がんばってる時代の日本人が見れる。犬もかわいくてかっこいい、本田宗

一郎等のリアル偉人出てきてちょっとした知識も得られる。 

最近は男っぽい内容の方が受ける傾向が出てきているように感じるし、 

多少演出過剰な所はあるが今の時代に合っている気がする。  
 

634 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 04:12:11.86 

>>615 

主演の役作りの甘さや演技が悔やまれる 

脇はなかなか演技派で豪華にかためてはいる  

犬の演技も素晴らしいが、これからこの可愛い無罪な犬達が 

南極で取り残され死ぬと思うと胸が痛む。  

途中途中で外国からの過度なイジメ工作や子供が募金したから 

お涙頂戴が少しやりすぎ。  
 

640 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 04:17:04.79 

まあ朝鮮人が逆立ちしても作れないドラマだよｗ 

古くは映画｢富士山頂｣｢黒部の太陽｣｢203高地｣とか、国の歴史的事業や 

史実に基づくモノはやはり日本国民の胸を打つね  
 

647 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/18(火) 04:23:47.73 

>>615にレスしてくれた人ありがとう。 

再放送あるみたいだから見てみるよ。  

 

★再放送 

南極大陸 第1話  

2011年10月23日（日） 14時00分～16時00分 

http://tv.yahoo.co.jp/program/47843309/ 

TBSも、以前は反日女優キムテヒをヒロインにしたドラマ「アイリ

ス」を制作し、昨年ゴールデンタイムに放送したが、平均視聴率が

7.1％と大惨敗した。 
 

【惨敗の象徴】 

◆2010年5月12日（水）関東地区視聴率 

18.6% 21:00-21:54 EX__ 臨場  

13.6% 21:00-21:54 NTV ザ!世界仰天ニュース  

12.2% 21:00-21:54 CX* ザ・ベストハウス123  

11.3% 21:00-22:00 NHK ニュースウオッチ9  

*8.2% 21:00-22:54 TX__ 水曜シアター9アナコンダ2←他局で

放送済みのB級映画 

*7.9% 21:00-21:54 TBS IRIS－アイリス－←キムテヒがヒロイ

ン役 
 

しかも、TBSは『アイリス』の15億円を上る制作費の大半を支払

い、番組宣伝にも莫大な費用をかけたため、費用対効果の観点から

は史上稀に見る大惨敗だ。 

『アイリス』の15億円という制作費は1話あたり約7500万円と 

なり、通常日本のゴールデンタイムに放送される連続ドラマの1話

あたりの制作費（約4000万円）の約2倍だ。 

さらに、具体的な金額は知らないが、TBSが『アイリス』の番組宣

伝や視聴率テコ入れ対策にかけた費用も相当な金額に上る。 

4月には繁華街に多数の広告板をかけ、ポスターを掲げたし、イ・

ビョンホンやキム・テヒなどの出演者は番組宣伝のために何度も 

日本に来たし、TBSは他の番組を犠牲にしても『アイリス』の宣伝

を優先的に行った。 

その一方で昨年TBSはドラマ「仁」で高視聴率を記録し、その後  

日本人向けのドラマを制作する傾向に変わりつつあるのかもしれない。 

「テレビ局は日本人による日本人のためのドラマを制作しろ！」 

 

◆◆◆ フジテレビ関係のデモ ◆◆◆ 

【福 岡】10月23日（日）13時 天神 警固公園 

    ◇九州フジテレビ抗議デモ in 福岡  

【札 幌】10月23日（日）14時  大通り公園西 

    ◇フジテレビ抗議、花王製品不買デモ  

【大 阪】10月29日（土）14時 中之島公園 

    ◇フジテレビデモ@大阪はHalloween 

【東  京】11月 6日（日）14時 明治公園･四季の庭 

    ◇フジテレビ抗議デモ 本スレ 

◆◆◆民主党政権に関するデモ◆◆◆ 

【名古屋】10月23日（日）13時 久屋大通公園集合 

     主催：頑張れ日本名古屋 

【東 京】10月30日（日）15時30分 水谷橋公園 

     主催：日本侵略を許さない国民の会 

【大 阪】11月 6日（日）15時30分 新町北公園 

     主催：現代撫子倶楽部 

◆大規模ｏｆｆ板 ⇒ http://yuzuru.2ch.net/offmatrix/ 

◆デモ詳細    ⇒ http://fujidemo.info/ 


