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『アウトキャスト』『アウトキャスト』『アウトキャスト』『アウトキャスト』  
FOXチャンネルにて 6月 4日（土）日本独占初放送スタート 毎週土曜よる 10時〜ほか  
  
＜アウトキャスト（＜アウトキャスト（＜アウトキャスト（＜アウトキャスト（Outcast）とは＞）とは＞）とは＞）とは＞ 
「Cast Out＝(悪霊を)追い出す」という動詞から派生し、 “追放された者”、“放浪者”、“のけ者”といった言葉を指す。悪

霊が口にする“アウトキャスト”という言葉。それが意味するものとは、一体何なのか･･･!? 
 
＜＜＜＜ストーリーストーリーストーリーストーリー＞＞＞＞     
自身が幼少期から抱える“トラウマ”により、故郷の田舎街で人目を避けた暮らしを送っていた青年カイル。ある日、街で
“悪霊に取り憑かれた少年”の噂を耳にしたカイルは、祈祷者としても名高い街の聖職者アンダーソンの元を訪ね、自ら
の過去とも深い関わりのある悪霊の存在と対峙していくことになる。 
母親から虐待を受けた幼少期、悲痛のトラブルに見舞われた結婚生活、これまで“自分の愛する人間が悪霊に取り憑
かれてしまう”という数奇な運命に悩まされてきたカイルは、独りで生きる道を選ぶことにより、その苦悩から逃れられる
はずだった。しかし、皮肉にもカイルの前に現れたこの邪悪な存在は、彼自身の運命のみならず、世界の運命さえも脅
かすほどの深い闇となり、妖しい広がりを見せていくことに。果たして、カイルが導かれる先にある、驚愕の真実とは…⁉ 
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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、代表取締役社長：デイビッド・シン） は、全米ケーブル TV史上最高視
聴率（*1）を記録した大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』の原作者と製作陣による話題沸騰の
最新ドラマ『『『『アウアウアウアウトキャスト』トキャスト』トキャスト』トキャスト』をををを、アメリカ本国の放送からわずか、アメリカ本国の放送からわずか、アメリカ本国の放送からわずか、アメリカ本国の放送からわずか 8時間後の時間後の時間後の時間後の 6月月月月 4日（土）よる日（土）よる日（土）よる日（土）よる
10 時から日本最速放時から日本最速放時から日本最速放時から日本最速放送送送送（（（（*2）いたいたいたいたしますしますしますします。 
 

『アウトキャスト』は、幼少期から周囲を取り巻く悪霊の存在に苦悩してきた青年カイルが自
身のルーツを辿るうちに、世界を揺るがす脅威やその裏に潜む謎と対峙する、今までにない
“ヒューマン・ホラー・ドラマ”です。原作を手掛けるのは、世界的大ヒットドラマ『ウォーキン
グ・デッド』の生みの親でもあるアメコミ界の奇才ロバート・カークマン。2年間の構想を経て発
表されたコミックの実写版として制作された本作は、カークマンを始めとした『ウォーキング・
デッド』のスタッフが製作陣に名を連ね、放送開始前にシーズン 2 の制作が決定した異例の
作品です。作者自らが、「これまでの TV ドラマでは成し得なかった“真のホラー”を届けたい」
と意気込む本作は、“悪魔祓い＝エクソシスト”をテーマにしながらも、人間の心の弱さや葛
藤、さらには家族愛が描かれ、高いストーリー性と映像クオリティーを兼ね備えた秀逸なヒューマンドラマとなっています。 
 
 さらに本作には、演技力に定評のある実力派キャストが集結していることも特徴です。主演は、『あの頃ペニー・レインと』
の主役に抜擢されデビューを果たし、『ゴーン・ガール』での好演も印象的な若手の有力株、パトリック・フューギット。ホラー
という非日常的ドラマの中に主人公カイルの細やかな人間性を吹き込み、彼のさらなる出世作との呼び声も高い圧巻の演
技を見せています。また、アンダーソン牧師役の英国俳優フィリップ・グレニスターやカイルの妹メーガン役のレン・シュミッ
トなど、脇を固める俳優陣による熱のこもった演技も物語に深みを与えます。 
 
 FOXでは、本作品の放送を記念して 2大キャンペーンを行います。まず 1つ目は、本作品のキーポイントである悪霊に取
り憑かれる“浮遊シーン”を合成写真で再現できる『アウトキャスト』体験コーナーを東京（豊洲）、北海道（札幌）、愛知（豊
橋）で実施。参加された方には、プレゼントをご用意しています。2つ目は、FOXチャンネルでの放送開始前に、『アウトキャ
スト』第 1 話を無料で視聴できる先行無料配信を行います。さらに、Twitter で FOX公式アカウント(@FOXTVJAPAN)をフ
ォローして感想をツイートすると、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに応募できます。 
 

今後も FOX ではアメリカで大人気のエンターテイメントを最速で日本の視聴者のみなさまにお届けして参ります。 
 
＊1：米ニールセン調べ ＊2：アメリカを含む世界 125 以上の国と地域でほぼ同時放送となり、日本ではアメリカでの放送からわずか 8 時間後に放送スタート 
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見始めたら止まらない！『ウォーキング・デッド』見始めたら止まらない！『ウォーキング・デッド』見始めたら止まらない！『ウォーキング・デッド』見始めたら止まらない！『ウォーキング・デッド』の原作者が仕掛ける新たな衝撃作の原作者が仕掛ける新たな衝撃作の原作者が仕掛ける新たな衝撃作の原作者が仕掛ける新たな衝撃作 
 

『アウトキャスト』『アウトキャスト』『アウトキャスト』『アウトキャスト』  
FOXでででで 2016年年年年 6月月月月 4日日日日(土土土土)よるよるよるよる 10時時時時より日本最速＆世界同時放送開始より日本最速＆世界同時放送開始より日本最速＆世界同時放送開始より日本最速＆世界同時放送開始 



  

 

 

 

 

 

【【【【キャンペーン実施概要キャンペーン実施概要キャンペーン実施概要キャンペーン実施概要】】】】 
 
キャンペーン特設サイト：http://tv.foxjapan.com/special/d/index/sp_id/51 
    
    
★第★第★第★第 1111 弾弾弾弾    あなたも取り憑あなたも取り憑あなたも取り憑あなたも取り憑かれてみませんか？ドラマの世界を再現！「アウトキャスト」体験コーナーかれてみませんか？ドラマの世界を再現！「アウトキャスト」体験コーナーかれてみませんか？ドラマの世界を再現！「アウトキャスト」体験コーナーかれてみませんか？ドラマの世界を再現！「アウトキャスト」体験コーナー 
 

このドラマでのキーポイントにもなる悪霊に取り憑かれる“浮遊シー
ン”を再現してみませんか？ 

会場にて写真撮影をしていただいた方全員にユナイテッド・シネマの
コンセッションで当日お使いいただける 100 円分のクーポンをプレ
ゼントいたします！さらに、ハッシュタグ「♯アウトキャスト無料配信」
を付けて SNS に投稿していただいた方には 400 円分のクーポンも
プレゼントいたします。 
※撮影にて“浮遊しているように見える”写真を作成し、ダウンロードしてい

ただけます。 

※クーポンはお一人様 1 回までのプレゼントとさせていただきます。 

※混雑時にはお待ちいただくことがございます。また、混雑状況によってご

参加頂けない場合がございます。 

※会場・時間等の予定は予告なく変更となる場合がございます。 

  

＜日時・会場＞＜日時・会場＞＜日時・会場＞＜日時・会場＞ 
●2016 年 5 月 14 日(土)  11:00～18:00(予定)  

会場：ユナイテッド・シネマ豊洲 (東京都江東区豊洲 2-4-9 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 3F) 

 

●2016 年 5 月 15 日(日)  11:00～18:00(予定)  

会場：ユナイテッド・シネマ豊洲 (東京都江東区豊洲 2-4-9 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 3F) 

 

●2016 年 5 月 21 日(土)  11:00～18:00(予定)  

会場：ユナイテッド・シネマ札幌 (北海道札幌市中央区北 1 条東 4-1-1 サッポロファクトリー 一条館 2F) 

 

●2016 年 5 月 28 日(土)   11:00～18:00(予定) 

会場：ユナイテッド・シネマ豊橋 (愛知県豊橋市藤沢町 141 ホリデイ・スクエアアミューズメントビル内) 

 

 

 

★第★第★第★第 2222 弾弾弾弾    このドラマはヒットする！？感想ツイートで豪華賞品が当たる！『アウトキャスト』このドラマはヒットする！？感想ツイートで豪華賞品が当たる！『アウトキャスト』このドラマはヒットする！？感想ツイートで豪華賞品が当たる！『アウトキャスト』このドラマはヒットする！？感想ツイートで豪華賞品が当たる！『アウトキャスト』第第第第 1111 話を無料配信話を無料配信話を無料配信話を無料配信 
 

6月 4日(土)の FOXチャンネルでの放送開始を前に、一足先にこの話題作
の第 1 話を無料で配信！ 

 

『アウトキャスト』第 1 話先行無料配信 

公開期間:2016 年 5 月 13 日(金)17:00 ～ 2016 年 5 月 31 日(火) 23:59 

 

さらに、Twitter で FOX 公式アカウント(@FOXTVJAPAN)をフォローして感
想をツイートすると、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに応募でき
ます。 
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【【【【『アウトキャスト』『アウトキャスト』『アウトキャスト』『アウトキャスト』    主な出演者主な出演者主な出演者主な出演者】】】】        
    

カイル・バーンズカイル・バーンズカイル・バーンズカイル・バーンズ役役役役    
幼少期から周囲の人々の悪霊の憑依に悩まされ続けてきた青年。悪霊の仕業により子供時代は母から虐待

を受け、成人後には愛する元妻と娘との結婚生活も破綻してしまう。その後人目を避けてひとりで暮らしてい

たが、妹メーガンから促され外出を始めた矢先、近隣の少年に取り付いたという悪霊騒動に遭遇。悪魔祓い

に協力をすると共に、自身の過去に向き合い、悪霊との戦いに身を投じていく。 
    
パトリック・フューギットパトリック・フューギットパトリック・フューギットパトリック・フューギット 
ユタ州生まれのパトリック・フューギットは、ダンス・スタジオを経営する母の影響で、幼少期からダンスを習い、

１１歳から演技を始める。2000 年には映画『あの頃ペニー・レインと』の主役に大抜擢され、一躍有名になった。

その後も『ダレン・シャン』や、デヴィッド・フィンチャーが監督を務めた『ゴーン・ガール』にも出演し、ドラマでは

「ER 緊急救命室」や「Dr.HOUSE」などにも出演経歴を持つ、注目の若手株。 

 

アンダーソン牧師アンダーソン牧師アンダーソン牧師アンダーソン牧師役役役役 
地元の教会で働く牧師であり、地域の人々の相談役的存在。代々悪魔祓いに従事する家系であり多くの知識

と経験を持つが、自分自身のパワーには懐疑的。仕事のせいで過去に様々な苦悩を味わったことも。カイル

の幼少期の体験にも精通しており、近隣で起きた悪霊騒動をきっかけにカイルの力を借りることになる。 
 

フィリップ・グレニスターフィリップ・グレニスターフィリップ・グレニスターフィリップ・グレニスター 
英国を中心に数々の映画やテレビ作品に出演。父は「フロスト警部」なども手がけたテレビディレクターのジョ

ン・グレニスター、兄は「華麗なるペテン師」などにも出演する俳優ロバート・グレニスター、妻は『Ｘ-ＭＥＮ：フ

ァースト・ジェネレーション』などにも出演する女優のベス・ゴダード。英国の著名な演劇学校であるセントラ

ル・スクール・オブ・スピーチ・アンド・ドラマで学び、「時空刑事 1973 LIFE ON MARS」ではDCIジーンハント

を演じた。がん治療を受ける子供とその家族を支えるチャリティー運動の支援者であることでも知られている。 

 

メーガン・ホルター役メーガン・ホルター役メーガン・ホルター役メーガン・ホルター役 
カイルの義理の妹。児童心理学者。幼少期に虐待を受けたカイルをメーガンの両親が養子として引き取り兄

妹として育ち、その後もトラウマと闘うカイルを助けようと彼を支える。カイルに否定的な保安官の夫マークと

7 歳の娘と共に暮らし、幸せな生活を送るものの、自身もある暗い過去を抱えている。 
 

レン・シュミットレン・シュミットレン・シュミットレン・シュミット 
サウスカロライナ州出身のレン・シュミットは、数々の著名人を輩出し、MBAプログラムで定評のある南メソジ

スト大学を卒業。「LAW & ORDER」でドラマデビューを果たす。マーティン・スコセッシが監督を務め、2011

年の第 63 回プライムタイム・エミー賞では 18 部門にエントリーしたことでも知られる「ボードウォーク・エンパ

イア 欲望の街」に出演し、一躍注目を集めた。その他にも、『デッド・ハンティング』で主演を務めるなど、今注

目の若手女優。 
 
 

ガイルズ署長ガイルズ署長ガイルズ署長ガイルズ署長役役役役 
地元の警察署長。悪霊が蔓延るこの世界で、不可解な事件の中でも法を遵守しようとする。しかし、ただの堅

物ではなく、同じ警察官であるメーガンの夫マークとは対照的に、事件に対して“融通”を利かせることも心得

ている。 
 

レグ・レグ・レグ・レグ・E・キャシー・キャシー・キャシー・キャシー 
アラバマ生まれのレグ・E・キャシーは、ミシガン大学とイエール・スクール・オブ・ドラマにて演劇を学ぶ。

「THE WIRE/ザ・ワイヤー」や、「OZ/オズ」に出演し注目を集め、「ハウス・オブ・カード 野望の階段」ではエミ

ー賞のゲスト男優賞ドラマ部門にノミネートを果たす。その他にも『ヴィンセントが教えてくれたこと』や 2015

年の『ファンタスティック・フォー』などにも出演し、映画、テレビドラマ、ともに活躍の場を広げている。 

 

アリソン・バーンズアリソン・バーンズアリソン・バーンズアリソン・バーンズ役役役役 
カイルの元妻。娘と自分がカイルに暴力を受けたことにより、結婚生活は一瞬で破綻。娘をカイルから遠ざけ

るために町を離れる。（しかし、実際は取り憑かれた自分自身が娘に暴力を振るっていた･･･!?）カイルは今も

アリソンに想いを寄せているが、アリソンは頑なに彼の存在を拒んでいる。 
 

ケイト・リン・シャイルケイト・リン・シャイルケイト・リン・シャイルケイト・リン・シャイル 
アメリカ生まれのケイト・リン・シャイルは映画『サプライズ』や『V/H/S シンドローム』で注目を集める。Netflix

作品として話題の「ハウス・オブ・カード 野望の階段 （シーズン２）」では リサ・ウィリアムズとして出演するな

ど、期待の若手女優。 

 
※全ての画像クレジット： ©2016. FOX INTERNATIONAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED. 
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