2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約65本

ナショジオ オンデマンド

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

シリーズ名

配信
開始

内容

アジア 恐怖伝説 特別編 歴史か
都市伝説・ミステリー
ら消えた兵士たち

字幕／ミャンマーの北東部に位置する小さな町ミッチーナー。中国との国境近くにあるこの町では、兵士
の幽霊がたびたび目撃されていた。目撃者の話から、現場近くの高校で人骨が発掘されていたことを知
1月1日～
るRJ。一体誰の骨なのか。なぜ校庭に埋められていたのか。その疑問を解決するために、ミッチーナーで
起きた戦いを調べ始めた彼は、さらなる真実を求めて、中国の雲南省へ飛ぶ。

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
007ボンドカー

ヒストリー・カルチャー

吹替／ティムとファズはトライアンフ・スタッグの救出に向かう。ひき逃げに遭った持ち主は、両脚の自由
を奪われ、愛車を運転できなくなっていた。以来18年間、車はガレージの中でむしばまれてきた。二人は
1月1日～
オーナーが再び愛車を運転できるよう、トランスミッションを交換し、特注のペダルを取り付ける。007ボン
ドカーの展示場で持ち主が見た車とは？

ヒストリー・カルチャー

字幕／デジタル時代のリーダー、アムステルダム。デジタル器機の発達やアプリにより、街の楽しみ方は
大きく変化している。街の芸術作品を見ればスマートフォンに解説が送られ、全所蔵作品がデジタル化さ
1月1日～
れた美術館では、独自の展示アレンジが可能だ。また古地図を取り込んだデジタルマップと共に歩けば、
街の変遷が楽しめる。街の新しい楽しみ方を紹介する。

スマートシティ：アムステルダム

危険！オーストラリアの怪物たち 北部
野生動物・自然
に潜む危険生物

吹替／豊かな自然が広がるオーストラリア北部の熱帯域。乾季と雨季が交互に訪れるこの一帯は、多く
の生命が育まれる一方で、捕食動物にとって格好の狩場となっている。例えば水辺を這い回るイリエワニ
1月1日～
や、猛毒の触手を持つイルカンジクラゲ。上空からは俊敏なシロハラウミワシが容赦なく獲物に襲い掛か
る。

気候変動の知られざる真実

宇宙・地球

字幕／このところ気分が晴れず、憂鬱な状態に悩まされている科学者のビル・ナイは、セラピストのもとを
訪れる。ビルの精神的な不調の原因は気候の変動に関係があるようだ。そこで調査をしていると、気候
1月1日～
の変動は人為的な要因によるものではないという人や、異常気象の被害に遭い将来を悲観している人に
出会う。

極秘軍事施設エリア51の真実

軍事・ミリタリー

吹替／UFOや宇宙人の避難先と噂される極秘軍事施設、エリア51。世界的に有名であるにもかかわら
1月1日～ ず、アメリカ政府もアメリカ空軍もその存在を認めていない。ところが今回、エリア51で働いていたことがあ
るという内部関係者数名が、その内情を暴露した。

衝撃映像・事故

吹替／1986年、スペースシャトル チャレンジャーの打ち上げを待つアメリカ合衆国フロリダのケネディ宇
宙センターは、興奮と期待に包まれていた。民間人を初めて宇宙に送り出すという重要な試みなのだ。宇
1月1日～
宙飛行士とともに教師のクリスティーナ・マコーリフが民間人で初めて宇宙に飛び立つ瞬間を、打ち上げ
地点や、自宅でテレビを見ながら待ち受けていた。

衝撃の瞬間4 スペースシャトル・
チャレンジャー爆発事故

常識破りの科学者たち 飛べない
サイエンス・テクノロジー
飛行機

吹替／パートナーのロバート・バスリーはガレージで実物の飛行機を作って飛ばすほど航空学の天才
だ。電源係のビルと人間工具箱のジムも一緒になって、ロバートの飛行機を電気だけで飛べるよう改造
1月1日～
することに。ところがプロペラは合わないし、モーターは熱で溶けてしまう。残されたチャンスは一度きり。
日の出とともに、一か八かの勝負に出る。

世界の巨大工場5 ボーイング747

世界の巨大シリーズ

吹替／2007年、ボーイング747が長年誇っていた、サイズと座席数におけるトップの座をエアバス社の巨
大旅客機A380が奪った。ボーイング社は、この王座を取り返したいと願うが、そのためには新たな旅客
1月1日～
機を一刻も早く完成させる必要がある。しかし新型機の計画は、すでに2年も予定より延びていた。はたし
てボーイングは新型旅客機を完成させることができるのか？

野生動物・自然

吹替／エクアドル本土からおよそ1000キロ西の太平洋沖に浮かぶガラパゴス諸島。海底火山の隆起に
よって形成された大小さまざまの島々は、数百年にわたり、人間の侵入を免れてきた。岩肌がむき出しの
1月1日～
絶海の孤島にたどり着き、時と共に繁殖して独自の進化を遂げた生き物たちは、世界と人類に対する
我々の理解を変えた。

世界大自然紀行：ガラパゴス

ザ・潜入！世界最大の航空ショー サイエンス・テクノロジー

吹替／世界で最も大きな航空ショーのひとつ、オシュコシュエアショーの舞台裏に潜入する。ショーの開
催期には、アメリカウィスコンシン州の小さな空港に何千もの飛行機と50万人もの人々がやってくる。会
1月15日～
場はまさに、歴史と新発見、伝統と新技術が交差する場所といえるだろう。番組は世界屈指の曲芸飛行
を誇るパイロットたちを取材。

サファリ・ブラザーズ：アフリカツアーの
ヒストリー・カルチャー
裏側 ナイトサファリ

吹替／ボツワナはサファリツアーの最盛期を迎え、レタカ・サファリは大忙し。ブレントも久々にガイドとし
1月15日～ てツアーを率いることになる。捕食者にどうしても会いたいというツアー客の願いを彼はかなえてあげられ
るのか。一方グラントは警備員がゾウに追われたという連絡を受けチョベ国立公園に出向く。

ナチス・ドイツの巨大建造物3 装
甲部隊と急降下爆撃機

字幕／ヒトラーは戦車を生かして一挙に敵陣を突破する「電撃戦」に着目。戦車を中心とした装甲部隊を
編成し、部隊を空から支援する急降下爆撃機を製造、それら兵器の燃料とするために、石炭から油を作
1月15日～
る工場も建造した。ポーランド侵攻の成功により電撃戦の威力を確信したヒトラーは、フランスへの攻撃
を始める。

世界の巨大シリーズ

ハイテクのルーツ3 日本が誇る鉄
サイエンス・テクノロジー
道技術：新幹線

吹替／リチャード・ハモンドが、世界初の高速鉄道である日本の新幹線に取り入れられたハイテクのルー
ツに迫る。それは古代の一人乗り二輪馬車、鉄梃（かなてこ）、中世の時計、電信技術、そして19世紀の
1月15日～
贅沢なレーシングカーなどだ。50年近い歴史を経て、新幹線は今なお新しい高速技術を生み出してい
る。

マレーシア -神秘的な海の楽園- 野生動物・自然

字幕／マレーシアにある4つのダイビング・スポットを巡る旅。ガイド兼プレゼンターと共にダイビング・ス
1月15日～ ポットをまわり、サンゴ礁を守る環境保護家の活動についてや、水の上で生活する地元住民の習慣、高
級リゾートやサメの聖地についても特集する。

衝撃の瞬間6 福知山線脱線事故

吹替／いつもと変わらぬ尼崎の朝を突然の悲劇が襲った。JR福知山線の通勤電車が脱線し、線路脇の
マンションに激突。乗客、運転士を含めた100人以上が命を落とし、さらに何百人もが車両に取り残される
1月15日～
という大惨事となった。現場近くにいた人々は、ゆがんだ車両から叫び声を聞き、また息絶える乗客を目
の当たりにし、がく然とする。なぜ脱線してしまったのか。

衝撃映像・事故
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世にも奇妙な伝説バスター スマト
都市伝説・ミステリー
ラの謎

吹替／世界遺産、スマトラの熱帯雨林遺産の神秘的な広大なジャングルの中で、人間のように歩く類人
猿のような生物を見たという地元民たちの噂があった。それは森の“小さな人”という意味のオラン・ペン
1月15日～
デクと名付けられた。新たな大型類人猿が発見されるのか？それとも我々とは別種のヒトが地球上に存
在すると証明されるのか？

地球を襲う宇宙の嵐 危険な太陽
宇宙・地球
風

吹替／危険な放射能は絶えず宇宙から地球に押し寄せている。たとえば太陽で発せられる高エネル
ギーの原子の粒で構成された太陽風だ。1859年、巨大な太陽風が地球を襲い、世界中のテレグラフ網を
1月15日～
破壊した。再び襲われたら、テクノロジーが進歩した現代社会はどんな影響を受けるのか？科学者はそ
の嵐に備えてきたが、果たして十分なのか？

武器コレクター 親子の対立

吹替／世界有数のミリタリー・アンティーク会社を経営するクランマー父子。2人が扱うのは戦車、機関
銃、大砲、大量の古いピストルだ。今週は第一次世界大戦を再現するイベントや有名な世界最大級の銃
1月15日～
の見本市への出展で大忙し。その合間をぬい射撃イベントを開催する。だが、父クリスチャンの骨董ピス
トルへの偏愛ぶりが、ファミリー・ビジネスを脱線させる事態に？

軍事・ミリタリー

DMC ビヨンド・マジック いかさま師とマ
サイエンス・テクノロジー
ジック

X-ファイル：古代神秘の謎2 ノア
の大洪水

都市伝説・ミステリー

配信中

吹替／今回DMCが探究するのは、マジシャンやギャンブラー、そしてイカサマ師が交錯し、操作、強欲、
そして高ぶる感情が渦巻く世界。まず彼らに共通した技術を研究し、それらを彼自身のスキルと合わせ、
自らがマジシャン兼イカサマ師になる。そしてその成果が大胆な美術品強奪パフォーマンスで試される。

配信中

吹替／すべてを破壊し尽くしたというノアの大洪水。大洪水を伝える物語が世界各地の古代文明に見ら
れるのはなぜか？ブルガリアで発見された考古学上の証拠が、大洪水が実際に発生した原因を解く鍵
になるかもしれない。そして、スコットランド各地に点在する巨石群。石に刻まれている不思議な彫刻を解
読すれば、古代の文明の言語や秘密を解き明かせると主張する男が登場する。

インサイド 9/11：あれから10年

衝撃映像・事故

配信中

吹替／「9.11」から10年後、西側諸国に対するイスラム過激派の戦いは、新たな局面に突入している。新
しい世代の過激派は、国際レベルでオサマ・ビンラディンを凌ぐ勢力へと成長。今も未来のテロリストとな
る兵士たちを、ネットを通じて募っている。彼らがアラーの名のもと追い求める“ジハード”とは何か？急進
勢力へと拡大しつつある現代のテロ組織の全貌が…。

エカティ・ダイヤモンド鉱山：最強
の採掘ツール

世界の巨大シリーズ

配信中

字幕／カナダ北極圏の端に位置する、エカティ・ダイヤモンド鉱山。火山の歴史や、鉱山の発見、宝の山
を動かすモンスターマシンの内部構造や、作業員達が身を置く極限の環境などを紹介していくドキュメン
タリー。

配信中

字幕／アメリカ合衆国は、長年探し続けたテロリスト、オサマ・ビンラディンの殺害についに成功した。しか
し祝福ムードが一段落すると、今度は多くの疑問点に注目が集まった。ビンラディンはどのようにして10
年近くも逃亡生活を続けてきたのか。そして、潜伏場所がパキスタンの士官学校から大して離れていない
距離にあったのはなぜか。

配信中

吹替／元建築業者のデリックは手先が器用だったが、筋痛性脳脊髄炎を患い、所有する貴重な1967年
式のランチア・フラヴィアのレストアを続けることができない。状態を確認したティムとファズは楽勝ムード
を漂わせる。ところがパーツ不足と予期せぬ問題発覚で悪戦苦闘。限られた時間の中、エンジンを求め
て海を越えるティム。果たしてタイムリミットに間に合うのか。

オサマ・ビンラディン殺害の真実

ヒストリー・カルチャー

カー・SOS 蘇れ！思い出の名車3
イタリアの名車ランチア・フラヴィ ヒストリー・カルチャー
ア

カラーで見るノルマンディー上陸作戦
パリ解放

軍事・ミリタリー

配信中

字幕／1944年6月6日、連合軍はノルマンディーの海岸を制圧した。ドイツの占領下にあるフランス国民
の間に静かな期待が広がる。しかし内陸部への侵攻は遅々として進まなかった。一方、フランスへの帰
還を果たしたド・ゴール将軍は一路バイユーに向かう。8月下旬、ついにパリが解放される。第2次世界大
戦はまた新たな段階に入ろうとしていた。

クラッシュ・サイエンス 列車

サイエンス・テクノロジー

配信中

吹替／あなたが乗っている列車は、ものの数秒で大事故に陥るかもしれない！高速で走る鉄の塊はとて
も危険な乗り物に見えるかもしれないが、実はとても安全とされている。番組は、列車の安全性を高める
ために日々取り組む研究者たちの姿を届ける。

配信中

吹替／南半球が冬を迎える7月、ザトウクジラの群れが冷たい南極の海からやってきた。グレート・バリ
ア・リーフ周辺の温暖な海域で子どもを産み、育てるためだ。次の世代に命をつなぐのはザトウクジラだ
けではない。アオウミガメのメスたちも産卵のためレイン島へと押し寄せる。絶滅危惧種に指定されてい
るアオウミガメを守るために活動する研究者たちの姿をカメラは追う。

配信中

吹替／今回は宇宙で起こる様々な衝突が、太陽系や地球や我々の生活にどのような影響をもたらしてい
るかを探る。比較的近年に起きた例では、1908年にシベリアのツングースカに隕石が落下し大爆発を起
こしたと言われる。またメキシコ湾やチェサピーク湾も隕石の落下でできたという説がある。そして太古の
昔に月が地球の盾となって隕石を受けたという説もあるのだ。

配信中

字幕／野生の王国にそびえるヒョウの岩山。ここにねぐらを構えているのがヒョウのサバだ。ゾウの群れ
が雨季の到来を告げる頃、サバは2匹の子供を産んだ。活発な姉と臆病な弟。この性格の違いが2匹の
命運を分けることになる。岩山の下は危険がいっぱいだ。果たして2匹は、過酷な乾季を乗り越え、再び
雨季の訪れを目にすることができるだろうか？

配信中

吹替／数日で順調に捕獲が進み、タグは3個を残すのみとなった。ホホジロザメの調査チームは次の捕
獲に向けテンションを上げるが、サメはなかなかかからない。やっと大きなサメがかかり1時間以上の死闘
となる。その後、チームの目の前で巨大なサメがアザラシを捕まえて食べる光景が繰り広げられた。その
巨大ザメを釣り上げて船に乗せることはできるだろうか？

配信中

字幕／男性か女性か、男の子か女の子か？多くの人はこの質問に何のためらいもなく答えられるだろ
う。番組ではトランスジェンダー3人に密着し、その驚くべき日常生活をご紹介する。彼らは日々さまざま
な困難に向き合い、それを乗り越えようと戦っている。職場での理解や、キャリアは？友人やパートナーと
の関係は？トランスジェンダーの彼らが、自らの言葉で実体験を語る。

グレート・バリア・リーフ 生命の輝き
「命を育むサンゴ礁」

野生動物・自然

ザ・宇宙 -神秘と驚異- 宇宙の落
宇宙・地球
し物

サベージ・キングダム：残酷の王
国 城を守るヒョウ

シャークマン 巨大ザメ捕獲大作
戦 アザラシの悲劇

トランスジェンダーライフ

野生動物・自然

野生動物・自然

ヒストリー・カルチャー

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約65本

ナショジオ オンデマンド

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

シリーズ名

配信
開始

内容

ナチス・ドイツの巨大建造物 超重
世界の巨大シリーズ
戦車 マウス

配信中

吹替／誇大妄想的衝動に突き動かされたヒトラーは、重量が180トンにおよぶ史上最大の戦車の建造を
命じる。それはまさに移動式要塞であった。しかし巨大兵器を渇望するヒトラーはこの巨人でも満足せ
ず、およそ1000トンにもなる陸上戦艦を要求するのだった。

配信中

吹替／都市探検家のロバート・ジョーと歴史学者のサム・ウィリスは、ハインリヒ・ヒムラーとドイツの古城
にまつわる秘密を探るべく現地へ向かう。数日後アメリカ軍が全壊を免れた城にたどり着き、ミステリアス
な部屋の内部やナチス親衛隊の装備の数々が明らかになった。オカルトに傾倒したヒムラーの狙いと
ヴェヴェルスブルク城に隠された秘密とは？

配信中

吹替／バディ・グインドンはメキシコ湾では伝説的な存在だ。一代でケイティーズ鮮魚店を築いた。現在
は一家総出で家業に励んでいる。ある日、会社経営を任されている長男のニックが1日で6.8トンの大口
注文を受ける。兄弟のケニー、三男のハンスと共に漁に出たバディ。しかしハンスが腕に怪我を負い働け
なくなる。果たして彼らは注文に応えることが出来るのか--。

ブレイクスルー：科学革命の夜明け 若
サイエンス・テクノロジー
さよ永遠に

配信中

字幕／人間は科学の進歩によって長寿を獲得したかわりに、今新たな問題に直面している。長生きをす
るほど、がんや認知症など晩年の慢性疾患に苦しむ期間も長くなるのだ。研究者たちは、老化のスピー
ドを遅くすることでこれらの慢性疾患を予防したり進行を抑えたりできると考えた。彼らの目標は「老化の
治療薬」の臨床試験を成功させ、皆が健康に老いる時代を実現させることだ。

メーデー！15：航空機事故の真実と真
衝撃映像・事故
相 ノースウエスト・エアリンク5719便

配信中

吹替／1993年12月1日。ミネアポリスから1時間。ノースウエスト・エアリンク5719便が通常の飛行ののち
にミネソタ州北部で墜落、全員が死亡した。調査チームは原因究明の激しいプレッシャーにさらされる。
コックピット・ボイスレコーダーからは経験の浅いパイロットの気がかりな行動が見えてきた。

配信中

吹替／無名の一庶民が、新人歌手が一夜にして世界的有名人になれる世界。動画投稿サイトはセレブ
と庶民の垣根を取り払い、今や大統領からペットまで、ありとあらゆるものの人気投票が行われる空間に
なった。番組では2005年にできたYouTubeにスポットを当て、有名になった投稿者たちへのインタビュー
などを通じ、動画共有が人々の意識や生活をどう変えたかを検証。

配信中

字幕／幾度となく氷期に見舞われてきた地球。今もその名残で、ヨーロッパ大陸には雪や氷に覆われた
世界がある。そんな極限の地において、動物たちは生き残りを賭けた戦いを続けている。陸上では世界
最大級の捕食動物であるホッキョクグマ、ネコほどの大きさしかないホッキョクギツネなどの生態に迫りな
がら、迫力ある大自然の映像をお届けする。

配信中

吹替／今回紹介する危機は、ブラジルのストリート・レース・イベントで起きた恐怖の大事故。ウィング
スーツを着て滑空するベースジャンプでジャンパーが経験した戦慄のアクシデント。これらが実際に起き
る様子を収めた映像を見ながら、鍵となる手掛かりを探し出し、その結末を予想する。あなたは、危機を
正確に読み取ることができるだろうか？

配信中

吹替／ロシア最北部に位置するフランツ・ヨーゼフ諸島。そこにはいまだ手つかずの大自然が存在し、多
種多様な生物が複雑な生態系の中で関わり合いながら生命の営みを続けている。だが文明社会から遠
く離れたその極北の地には、近年激動の変化が起きていた。その変化はどのような影響を及ぼすのか。
生息する生物など様々な側面を調査しながらその謎を解明していく。

配信中

吹替／グレート・ウエスタン鉄道と最初の大西洋横断蒸気船を設計したイザムバード・キングダム・ブル
ネルの功績をたどる。ブルネルは、高速で豪華な長距離鉄道を夢見て、自らの事業に合わせた駅を建設
し、鉄道旅行を変えた人物である。また、彼のおかげで乗客は、大西洋を世界最大の蒸気船で横断し
て、はるかアメリカまで旅行することができるようになった。

配信中

吹替／1943年、ドイツとロシアが旧ソ連の都市クルスクの近くで激突した。ドイツ軍を率いたのは、陸軍
元帥フォン・マンシュタイン。対するは赤軍の元帥ジューコフ。ヒトラーはタイガー戦車など新型の強力な
武器に大きな信頼を寄せて勝利を確信し、援軍の到着まで攻撃を控えるよう命令。一方ジューコフは独
軍の遅い動きに乗じて、手の込んだ防衛ネットワークを作り上げた。

配信中

吹替／2007年3月、グランドキャニオンの端の部分、コロラド川の1200メートル上空に造られたスカイ
ウォークがオープンした。これはガラス材で作られたバルコニー状の展望橋で馬蹄の形をしており、崖か
ら21メートルも張り出した位置を、下を見ながら歩くことができる。もちろん世界のどのビルよりも高い位置
にある。

タイトル

ナチスに残る都市伝説の真相 ヒ
ムラーのオカルト古城

都市伝説・ミステリー

ビッグフィッシュ -釣った魚を売り
ヒストリー・カルチャー
さばけ！怒涛の大口受注

ユーチューブ進化論

ヨーロッパ紀行：大自然の誘い
「氷点下に生きる」

サイエンス・テクノロジー

野生動物・自然

リスクを見抜け！デンジャー解析
衝撃映像・事故
ハイウェイを襲う未知の事故

ロシア：氷に隠された自然の神秘 野生動物・自然

英国鉄道の歴史 長距離鉄道

ヒストリー・カルチャー

完全再現！史上最強の軍隊 ソ連vsド
軍事・ミリタリー
イツ クルスクの戦い

恐怖！地上1200Mの展望台

世界の巨大シリーズ

最新版！伝説のアトランティス

都市伝説・ミステリー

配信中

吹替／数千年以上に渡り、人類を魅了してきたアトランティス伝説。コロンブスはアトランティスの代わり
にアメリカ大陸を発見。謎の王国の痕跡を求めイギリスはアゾレス諸島を、ナチスドイツはノルウェーの
沿岸を探索した。真実の探求は現代も続いている。プラトンが書き残した記述を元に、考古学者たちが諸
説の実態を検証。

史上最悪の天災

宇宙・地球

配信中

字幕／人類はさまざまな自然災害を体験してきた。災害を生き延びた人々の証言を交えながら天災の姿
を伝え、さらに各分野の専門家たちが、史上最悪の自然災害を挙げ、なぜそれが人類にとって脅威なの
かを語る。実際に起こった大災害を振り返り、今後私たち人類がどう脅威と向き合っていくのかを考える。

配信中

字幕／一般人が撮影した映像や写真、証言、実際の映像、テレビ映像などを再編集して、実際の自然災
害で起こった事実を紹介している。また、災害を経験した人たちが災害に直面した視点から起こったこと
を語るインタビューも含まれている。生々しい映像やインタビューは、見る人さえも実際に体験したような
感覚に陥らせる。

配信中

吹替／1972年のミュンヘンオリンピックは、第二次世界大戦後に生まれ変わったドイツの姿を世界に披
露するという意味で重要なイベントであった。開催されて程なく悲劇的な事件に見舞われたのである。テ
ロリストはどうやってオリンピック村に侵入したのか？専門家の意見や目撃者と家族のインタビューも織
り交ぜ最大の疑問に対する答えを導き出していく。

実録：自然災害

宇宙・地球

衝撃の瞬間4 ミュンヘンオリンピッ
衝撃映像・事故
ク事件

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約65本

ナショジオ オンデマンド

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

シリーズ名

配信
開始

内容

配信中

吹替／ジョンが協力するのは生粋の男キャメロン。岩場をはうように走る型破りなロック・クローリングマ
シンに、ちゃんと動く5番目の車輪を車体後部に追加しようというのだ。走行はガタガタでも車体はガッチ
リ。キャメロンのガラクタだらけの裏庭は、驚きに満ちていた。テスト用の採石場で友人らが見守るなか、
ジョンとキャメロンが新生ロック・クローリングマシンを披露する。

配信中

吹替／歴史学者たちが存在を否定する一方で存在していた可能性が捨てきれないユダヤ人大虐殺の遺
物の起源と謎を明らかにしていく。その遺物とは人間の皮膚で作られたランプシェードだ。番組ではCSI型
ラボからナチスの親衛隊が患者の医学実験を実施した、病理学部門の跡地までを駆け足で紹介。悪名
高いナチスの女、イルゼ･コッホも登場する。

配信中

字幕／欧州宇宙機関が打ち上げたロゼッタが世界初の彗星内部探査に挑む。彗星の核を調査すれば
生命の成り立ちが分かる可能性がある。しかし彗星の軌道に近づくと太陽から離れ発電が不十分になる
ので、3年近く機体を冬眠させるという無謀な計画に出た。着陸機を降ろすためには速度や地質、弱い重
力などの多くの課題があり、工夫がこらされてきた。

配信中

吹替／エイブラムス戦車は世界最強の陸上兵器のひとつである。しかしこれは新規に開発されたという
より、既存の戦車を徹底的に改修したものだ。70トンもあるこのエイブラムス戦車のオーバーホールに精
力的に取り組む2つの工場へ視聴者を案内する。アラバマ州のアニストン陸軍補給廠とオハイオ州リマの
リマ陸軍戦車工場だ。

配信中

吹替／アルストム社は、30年以上に渡り、世界でも最速の列車を、手作業で製造してきた。今回は、アル
ストム社が、初の高速旅客列車TGVの製造に使用した最先端のスピード技術の構造に迫る。この技術を
どのように応用し、最新の高速列車AGVを製造したのだろうか?ハイテクな高速列車の舞台裏が段階的
プロセスを通して、今回初めて明かされる。

配信中

吹替／数百万の乗客を運ぶ鉄道車両の製造現場に潜入する。地下鉄車両R160はニューヨーク市に導
入された最新の車両で、100年以上の歴史を誇る大量輸送機関に21世紀レベルの安全と革新的なテクノ
ロジーをもたらした。車両の耐久年数は40年で、世界一過酷な都市ニューヨークで、1年に160億人を乗
せて走る。

配信中

吹替／日本中部地方の雪深い山奥に暮らすスノーモンキーのヒロが登場する。元気で若いこのニホンザ
ルは、魅力的な性格によって、普通では考えられない相手と友情をはぐくむ。番組では、ヒロが属する群
れの1年間の冒険に密着。彼らは、すさまじい大雪に耐え、新たな命の誕生を経験し、悲劇の死にも直面
する。ナレーター：乃村健次

戦闘ヘリの限界に挑む！イラク戦
軍事・ミリタリー
車 vs 最速ヘリ

配信中

吹替／イラク上空で、英国海軍のヘリコプターがイラク軍戦車に発見された。リンクスは世界一の速度を
誇るヘリコプターで対戦車用ミサイルを搭載しているが、パイロットから敵が見えないという欠点があっ
た。一方、イラクの戦車隊の司令官はどうリンクスを仕留めるか知っていた。100ミリ高射砲を積んだ戦車
と対戦車ミサイルを搭載したヘリコプターが砂漠の決闘を繰り広げる。

潜入！ボストン 爆弾テロ事件捜
査

軍事・ミリタリー

配信中

字幕／ボストンマラソンを襲った恐怖のテロ事件を、その後5日間の劇的な捜査の模様と共に描く。核心
に迫るインタビューや衝撃写真、再現映像を通して悲劇の全貌が明らかになる。

潜入！暗黒産業 セックスを売る
者たち

衝撃映像・事故

配信中

吹替／違法な売春産業の経済規模は世界全体で数十億ドル規模とも言われる。客引きが女性をモノの
ように扱い、使役し虐待し、使い捨てにする現実がある一方、自営で売春する者も。

配信中

吹替／世界各地から3人の釣り師が集い世界一を決定する釣りキングバトル。今回の参加者はボツワナ
のギー、モーリシャスのマーク、スコットランドのウェズだ。3人はそれぞれのホームに赴き、白熱のバトル
を繰り広げる。狙う獲物は獰猛なタイガーフィッシュ、巨大なニシクロカジキ、難攻不落のタイセイヨウサケ
だ。釣り哲学の違いをめぐり、ギーとウェズの間に衝突も発生する。

配信中

吹替／今回の釣り師はスペインのナマズ釣り女王ナタリー、アメリカから来た元海兵隊員のスティーヴ
ン、プエルトリコのシェフ、セドリック。スペインでは川でヨーロッパオオナマズを、アメリカでは湖でオオク
チバスを、プエルトリコでは海でシイラとカマスサワラを狙う。さらに、プエルトリコでは釣りたての魚料理と
音楽を楽しみながら、釣りキングの座を競う。

配信中

吹替／UFOについては、誰もが聞いたことがあるだろう。しかし、本当に存在するのだろうか？番組では
1940年代から現在までのUFOの目撃情報を図式化し、疑わしい理論を検証する。また本当の空飛ぶ円
盤に乗り、それを証明するという映像を持つ男性の体験談を聞く。あらゆる角度から徹底的に調査し、
UFOの真相に迫る。

配信中

吹替／クリスチャンとアレックスはともに銃を愛するが、その愛し方は異なる。父はアンティーク銃を大切
に保管しておきたいタイプで、アレックスは弾を発射して愛でるタイプだ。やがて2人にビジネス上の対立
が生じる。アレックスは南北戦争にまつわる希少な拳銃を発射。さらにクリスチャンの意見を無視して、25
万ドルの戦車の取引を決めてしまう。

配信中

吹替／豊かな自然の中で、時間や複雑な人間関係に縛られない生活に対して、私たちはある種の幻想
を抱きがちだ。しかし実際にそのような暮らしを営む者たちは、時に厳しい現実と向き合わなくてはならな
い。冬の間、暖房のない住居に暮らす彼らは、寒さと戦いながら狩りに出る。獲物を次々と捕らえ、その
皮を売って生計を立てるつわものもいる一方で、思うようにいかない者もいる。

配信中

吹替／事件や事故の現場を捉えた、生々しくも芸術的な写真で知られるアメリカのカメラマン、ウィー
ジー。ニューヨーク初の「犯罪写真家」と言われている。禁酒法時代のマフィアの抗争をリアルに伝える写
真はタブロイド紙を飾り、世間にセンセーションを巻き起こした。ウィージー本人の言葉と専門家の分析を
もとに、彼の生涯と、社会への影響を探る。

常識破りの科学者たち 究極の
ロック・クローリングマシン

人間ランプシェードと大虐殺の謎

人類初！探査機ロゼッタ 彗星へ
の着陸

世界の巨大工場 エイブラムス戦
車

世界の巨大工場 最新高速列車AGV

サイエンス・テクノロジー

都市伝説・ミステリー

宇宙・地球

世界の巨大シリーズ

世界の巨大シリーズ

世界の巨大工場2 スーパー地下
世界の巨大シリーズ
鉄

世界大自然紀行：地獄谷のニホン
野生動物・自然
ザル

釣りキングバトル 楽園の海で釣り
ヒストリー・カルチャー
バトル！

釣りキングバトル 入れ食いだ！シ
ヒストリー・カルチャー
イラ祭り

都市伝説の真相 UFO And that’
都市伝説・ミステリー
s not why we are here

武器コレクター 南北戦争の拳銃

野生に生きる 本能の目覚め

裏偉人伝：時代の反逆者たち 伝
説の犯罪写真家

軍事・ミリタリー

宇宙・地球

ヒストリー・カルチャー

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約65本

ナショジオ オンデマンド

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

シリーズ名

旅するシェフの仰天レシピ モザン
ヒストリー・カルチャー
ビーク：巨大イソマグロ

歴史と伝統の残るアブダビ-21世
ヒストリー・カルチャー
紀の近代都市へ

配信
開始

内容

配信中

吹替／今回キランが訪れるのはモザンビークの沖合に浮かぶキリンバス諸島のひとつ、バミジ島。キラ
ンはスピアフィッシングのやり方をエキスパートから伝授してもらい、イソマグロの捕獲に挑戦する。しかし
周りをサメに取り囲まれたり、慣れない素潜りで体力を消耗したりと、その道のりは容易ではない。果たし
て絶品と言われるイソマグロの味を堪能することはできるのか？

配信中

字幕／近代的な世界に伝統的な趣を合わせ持つアブダビ。伝統と遺産を貴重に守り伝えながら、21世紀
の近代都市へとどのように進化し始めているのか。ヘドウィンの伝統文化から受け継がれた鷹狩りやらく
だレース、馬の調教などはすべて、現代のアブダビ社会でも行われている。石器時代・鉄器時代・黄金時
代の遺産が現在までどのように守られ、研究されてきたかを紹介していく。

