2017年10月16日現在

【2017年11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

X-ファイル：古代神秘の謎2 キリス
都市伝説・ミステリー
ト磔刑の謎

配信中

吹替／毎年、何百万人ものキリスト教徒がエルサレムへ巡礼の旅に出る。彼らの目的は、イエス・キリ
ストが十字架の上で死を迎えるまでの受難の道をたどること。2人のイギリス人考古学者はピラミッドが
本物だという説に疑問を抱いている。2人は今も戦争の傷跡が残るこの国の中心で調査を行い、驚きの
光景を目の当たりにする。

X-ファイル：古代神秘の謎2 ノアの
都市伝説・ミステリー
大洪水

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。

アジア 恐怖伝説 特別編 歴史から
都市伝説・ミステリー
消えた兵士たち

配信中

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
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。

アニマル・ファイト・クラブ2 極限の地の
野生動物・自然
一騎打ち

配信中

字幕／世界各地の様々な動物たちによる仲間同士の闘いにクローズアップ。食料のため、子孫を残す
ため、家族を守るため。生き残るための闘いが繰り広げられる。独自の戦術や武器の解説から、闘いの
興奮や隠されたドラマが見えてくる。今回は厳しい環境下で激しく闘う、動物の仲間同士を特集。極寒の
シベリアから乾燥した砂漠まで、厳しい環境が招く厳しい闘いが繰り広げられる。

イギリス 発明の歴史2 1820年代 列車 旬な列車を大特集！鉄道
特集
スペシャル

配信中

吹替／1820年代は歴史上最も大きな変革の起きた時代だった。たった10年の間に、徒歩と馬しかな
かった移動手段に新しく列車が加わり、イギリスの社会を永遠に変えたのだ。クリスはこの大躍進を調
べ、最も古い線路の設置工事を見るために鉱山に入り、世界初の高圧の、蒸気機関車トレビシックの
パッフィング・デビル号に乗る。そのうえ勇敢なプレゼンターは、世界で最も古く有名な列車の踏み板に
登って出発進行の合図をする。

エアバスA380：世界最大の旅客機 世界の巨大シリーズ

配信中

字幕／この番組では、旅客機が進化してきた歴史をたどりながら、国をまたいで協力し合い、完成したこ
の巨大航空機の建造過程などを、細かく紹介していく。旅客機随一を誇る最新のエアバスA380は、全長
73mの機体、主翼スパンの長さ80mに4つのモンスターエンジンを搭載。最先端コンピューター制御シス
テムにより操縦され、航空機史上の中でも最大級の旅客機なのだ。

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。

ザ・潜入！世界最大の航空ショー サイエンス・テクノロジー

配信中

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
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。

シーザー・ミランの愛犬レスキュー 確
執を生む犬

野生動物・自然

配信中

字幕／犬が攻撃的で危険だと、助けを求められたシーザー。ミスティは飼い主一家に噛みつくことがあ
り、近隣の住民からは安楽死まで勧められている。あとがないミスティを、シーザーはリハビリで変えるこ
とができるのか。続いて、飼い犬同士がすぐにケンカをするという兄妹が登場する。悪いのは妹の犬だ
と言う兄と、兄の犬にも問題があると主張する妹。果たして真相はどうなのか。

シベリアトラを救え

野生動物・自然

配信中

字幕／ロシアの限られた地域に生息するシベリアトラ。かつて広大な範囲に生息していたネコ科最大の
動物も、環境の変化や密猟などにより、その数は激減した。個体数300頭ほどにまで落ち込んだシベリ
アトラを救うため、ロシアとアメリカの生物学者が立ち上がった。果たして、絶滅の危機に瀕する美しい野
生のシベリアトラを守れるだろうか。

シャークマン 巨大ザメ捕獲大作戦
野生動物・自然
アザラシの悲劇

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？

ナチス・ドイツの巨大建造物 ジェット戦
サイエンス・テクノロジー
闘機地下工場

配信中

吹替／このエピソードでは、第2次世界大戦中のもっとも高性能な航空機を紹介する。空中戦のあり方を
変えたと言われる戦闘機、メッサーシュミットMe262だ。これはその画期的な戦闘機と、地下に作られた
秘密の製造工場、そこで働く労働者たちの驚くべき物語である。

ハイテクのルーツ3 日本が誇る鉄 旬な列車を大特集！鉄道
スペシャル
道技術：新幹線

配信中

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。

ハッブル宇宙望遠鏡 25年の軌跡

宇宙・地球

配信中

吹替／1990年4月、宇宙の知られざる姿を観察するために大気圏外に放たれたハッブル宇宙望遠鏡。
番組ではハッブル宇宙望遠鏡の発案から、建造、修理、運営、それぞれの分野に携わってきた人々の
知られざる努力を明かし、様々な困難を乗り越え今に至り、人類の宝となったハッブル宇宙望遠鏡の歴
史に迫る。

びっくり！ギガ建造物2 超高速列
車

旬な列車を大特集！鉄道
スペシャル

配信中

吹替／時速300キロで走るフランスのTGV。走行試験では時速約575キロを記録したこともある超高速列
車の建造の裏には、それまでに蓄積されてきた数々の技術が存在する。スティーブンソンの蒸気機関車
や日本の新幹線も紹介しながら、強力なエンジンや空気力学を生かしたデザイン、確実に線路の上を走
らせる構造などを明らかにする。いかにして列車は高速化していったのか。

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。

タイトル

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
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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？

英国鉄道の歴史 蒸気機関車の登 旬な列車を大特集！鉄道
スペシャル
場

配信中

吹替／蒸気動力と蒸気鉄道の登場により、19世紀のイギリスは世界初の産業国家へと変貌を遂げた。
最初の蒸気鉄道とランカシャーの綿工業の急成長との関わり、蒸気機関車の発明者であるジョージ・ス
チーブンソン親子が、どのように最初の鉄道サービスを作り上げたか、命がけの鉄道網建設の歴史、さ
らに、鉄道建設ブームで、その富を失うことになったかを紹介する。

気候変動の知られざる真実

宇宙・地球

配信中

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。

恐怖！地上1200Mの展望台

世界の巨大シリーズ

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。

驚異のアリ帝国

野生動物・自然

配信中

吹替／どのようにして何百もの小さな個体がまるで一つの生命体であるかのように意思決定をし、動くこ
とができるのだろうか。もっとも完璧な社会…超個体の秘密の世界をのぞいてみよう。極小の文明の一
部になれば、巨大な人間が巣に踏み込んだ時の怒りも理解できるだろう。アリの視点に立って、人間と
の総力をあげた戦いの初めての目撃者になろう。

極秘軍事施設エリア51の真実

軍事・ミリタリー

配信中

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
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。

死に直面した瞬間 ヘリコプターの
衝撃映像・事故
墜落

配信中

吹替／2004年5月4日、ニューヨーク。ヘリコプター操縦士ラス・モーリーとニュースレポーターのアンド
リュー・トレスを乗せたヘリコプターが回転して制御不能となり建物の屋根がひしめくブルックリンに突っ
込んだ。飛び散った破片を見て人々は確信した「生存者はいない」と。番組では次の質問の答えを探し
出す。「生存不可能な状況から、どうやって生還したのか？」。

実録：自然災害

宇宙・地球

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。

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

衝撃映像・事故

配信中

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5 パディントン駅の列車事
衝撃映像・事故
故

配信中

吹替／1999年10月5日、朝の通勤ラッシュ時にパディントン駅を出発した列車が、走行してきた列車と衝
突する事故が起きた当時の捜査責任者たちは、なぜ両列車が同じ線路を走行したのか、なぜ自動列車
警報装置や制御装置がイギリス史上最悪となる列車事故を防げなかったのかを分析し再現していく。

衝撃の瞬間6 福知山線脱線事故

衝撃映像・事故

配信中

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。

常識破りの科学者たち 飛べない飛行
機

サイエンス・テクノロジー

配信中

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
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。

人間ランプシェードと大虐殺の謎

都市伝説・ミステリー

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。

人類の夜明け：眠りから覚めたホ
モ・ナレディ

ヒストリー・カルチャー

配信中

字幕／私たち人類の歴史への理解を大きく変えた化石の発見をナショジオのカメラが捉えた！南アフリ
カの洞窟から掘り出された新たな化石の発見は、私たち人類の祖となった類人猿のものだった。猿から
人類まで、進化の工程を裏付ける世紀の発見を目撃せよ！

世界の巨大工場2 スーパー地下
鉄

旬な列車を大特集！鉄道
スペシャル

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。

世界の巨大工場4 バカルディ

世界の巨大シリーズ

配信中

吹替／家族への愛とテクノロジーが出会って作り出されたのが、世界中で愛され続けているラム酒、バ
カルディ。そのラム酒が造られているのは、プエルトリコのサンフアンにある蒸留所の本部、“ラムの大
聖堂”だ。ここでは、年間2千万ケース以上も製造し、世界中に出荷している。今回の「世界の巨大工場」
は、ラム酒の老舗企業の舞台裏に潜入する。

タイトル
リスクを見抜け！デンジャー解析
ハイウェイを襲う未知の事故

シリーズ名

衝撃映像・事故
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世界の巨大工場5 ボーイング747

世界の巨大シリーズ

配信中

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？

世界最強の怪力ヘリコプター

世界の巨大シリーズ

配信中

吹替／世界一大きく力強いヘリコプターが登場。重い物を持ち上げる怪力の持ち主でありながら、非常
に正確な仕事をこなす、世界最強の怪力ヘリコプターの全てを紹介する。

戦士たちの墓場 十字軍の亡霊

軍事・ミリタリー

配信中

吹替／6人の戦死した十字軍兵士の骨が、1179年の「ヤコブの浅瀬の戦い」で実際に何が起きたのかを
明らかにする。法医学的検査を行い、この戦士たちの戦いぶりと命を落とした時の様子を再現。剣で切
りつけられた傷、矢が刺さった跡、そして歴史の流れが変わった日についての見解を紹介する。

戦闘ヘリの限界に挑む！アルゼンチン
軍事・ミリタリー
vs英国特殊部隊SAS

配信中

吹替／1982年、アルゼンチンがサウスジョージア島とフォークランド諸島に侵攻。イギリス軍は島奪還の
ためにヘリコプターを飛ばし、特殊部隊SASの隊員を氷河の頂上に下ろした。しかし隊員たちは激しい嵐
にさらされ、救援に向かった2機のヘリコプターは墜落。10人のSAS隊員と2人の救援隊員が氷上に残さ
れた。

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。

地球を襲う宇宙の嵐 危険な太陽風

宇宙・地球

配信中

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

軍事・ミリタリー

配信中

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？

魔女狩りマニュアル

都市伝説・ミステリー

配信中

吹替／史上初めて、国際調査チームが「魔女に与える鉄槌」の謎に迫る。1485年に書かれたその邪悪
な古書は、悪に対する世界の認識を変えた。魔女の見つけ方から、どう迫害し罰するかまで、細かく記さ
れており、何世紀にもわたり世界中に処罰や虐殺を起こさせた。

密着！ドバイ国際空港 世界ナン
バーワン空港を目指せ！

サイエンス・テクノロジー

配信中

吹替／ドバイ空港では、新ターミナルの建設工事が大詰めを迎えていた。模擬客を使った運用テストを2
日後に控え、プロジェクトの幹部らが現場検査に訪れる。一方、空港の駐機場ではマーシャラー訓練生
たちが、初めて航空機の誘導に挑戦する。指導員から「優秀」と言われていた訓練生は、機長に間違っ
た指示を送り、パニック状態になってしまう。

密着！国境警備の戦い：ドラッグ
の密輸現場

軍事・ミリタリー

配信中

字幕／アメリカの国境における最も深刻な問題の1つである麻薬の密輸。メキシコとの国境沿いでは税
関国境警備局（CBP）や国境警備隊が休みなく警戒の目を光らせ、トラックの荷台や車体の隙間に巧み
に隠された麻薬をX線や警察犬を動員しながら摘発している。1回で押収されるマリファナやコカインは、
末端価格で300万から500万ドル相当にも及ぶ。

野生に生きる 本能の目覚め

宇宙・地球

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。

アンネ・フランク 最期の日々

ヒストリー・カルチャー

吹替／1944年8月に、隠れ家にいたアンネ・フランクたちは逮捕された。これはナチスの恐ろしい収容所
11月1日～ に飲み込まれていった、その後のアンネの物語だ。収容所から生還したアンネの友人たちの証言や歴
史的な資料から、学校に通っていたころや収容所に入ってからのアンネの様子が明らかになる。

インサイド 9/11：あれから10年

衝撃映像・事故

11月1日～

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…。

オサマ・ビンラディン殺害の真実

ヒストリー・カルチャー

11月1日～

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。

ナチス・ドイツの巨大建造物 大西
洋の壁

世界の巨大シリーズ

11月1日～

吹替／ヒトラーは占領下のヨーロッパを連合国の侵攻から守るため、北はノルウェーから南はフランスま
での数千キロにおよぶ防衛線、「大西洋の壁」の構築を命じた。この壮大な建設プロジェクトのために、
ドイツ第三帝国の至る所から莫大な資材と労力がかき集められたが、やがて「壁」は“Dデイ”という最終
テストを迎えることになる。

ナチスに残る都市伝説の真相 ヒム
都市伝説・ミステリー
ラーのオカルト古城

11月1日～

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？

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11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
吹替／ミーシャとマックスが世界中で「未来の車」を探し求める。ニュージーランドの手作りオフロード車
や、ドイツの超コンパクトな都市型電気自動車、オーストラリアの太陽光で走るエコカーにヒントを得た2
人は、空飛ぶ車の製作に着手。さらに、燃費を競うエコカーレース「シェル エコマラソン」を観戦すると、
互いのエコドライブ知識を賭けたレースにも挑戦。

マシン・インポッシブル：未来テクノ
ロジーを追え！クルマの明るい未 サイエンス・テクノロジー
来

11月1日～

ママ友4人の大西洋横断日記

ヒストリー・カルチャー

字幕／2012年、イギリスに暮らす4人のママ友たちが、手漕ぎボートで大西洋を横断するという壮大な挑
11月1日～ 戦を企てる。4人は仕事をしながら子育てもこなす平均年齢47歳の母親。理解ある家族に支えられて3年
間を練習に捧げ、満を持してレースに臨むママたち。涙と笑いの航海が始まる。

ユーチューブ進化論

サイエンス・テクノロジー

11月1日～

ワイルド・ロシア 雄大な自然と動
物たち カムチャツカ半島のヒグマ
たち

野生動物・自然

吹替／極東ロシアのカムチャツカ半島は火と氷で織りなされた壮大な風景で知られる。溶岩が真っ赤に
11月1日～ 燃える火山が、この地域の創造と破壊のサイクルを支配している。地熱の変化の大きさでは世界屈指
で、多くの死火山や休火山に囲まれて29以上の活火山が活動している。

人類初！探査機ロゼッタ 彗星への着
陸

宇宙・地球

11月1日～

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。

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

11月1日～

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
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？

潜入！ボストン 爆弾テロ事件捜査 軍事・ミリタリー

11月1日～

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。

葬られた歴史の真相：処女王エリ
ザベス1世

11月1日～

吹替／死ぬまで独身を貫き、「処女王」と呼ばれたエリザベス1世の生涯を追う番組。専門家の協力の
下、女王の幼少時代の遺品や、オリジナルの肖像画、検死報告書、王室に近い人物によって書かれた
手紙や詩などを、現代の科学的見地から検証していく。専門家へのインタビューや科学的な調査、再現
による検証を通じて、エリザベス1世の知られざる一面が明らかになる。

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

11月15日～

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。

マーズ 火星移住計画 第一話 新
世界

宇宙・地球

11月15日～

字幕／2033年、宇宙船ダイダロスは6人のクルーを乗せ初の有人火星ミッションに飛び立つ。いよいよ
大気圏へ突入する段階となるが、着陸システムが正常に作動しない。現代のドキュメンタリーでは、民間
企業のスペースX社の試みを紹介する。同社は火星への有人飛行に役立つ技術の一つとして、打ち上
げたロケットを再び着陸させ再利用することを目指している。

メガファミリー

世界の巨大シリーズ

11月15日～

吹替／どの家庭も、朝から子供を起こして、学校へ送り出すのは一苦労だろう。そんな子供が、16人も
いたとしたら…。子供を異なる学校へ通わせ、1日2回の食事を全員分用意することを想像してみてほし
い。新居への引越など、一体どうなることやら。そんな「大家族」と呼ばれる一家が、どのような生活をし
ているのか、3大陸に住む、ユニークな3家族の姿を追う。

最新版！伝説のアトランティス

都市伝説・ミステリー

11月15日～

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

11月15日～

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。

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

11月15日～

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。

不死身の怪物：ティラノサウルスの
野生動物・自然
秘密

吹替／巨大な体と鋭い牙で恐竜の頂点に君臨していたティラノサウルス。その化石には複数の傷を負
11月15日～ い回復した形跡が残されていた。彼らは致命傷を負いながら、いかにして生き延びたのだろうか。最先
端テクノロジーの助けを借りあらゆる角度からティラノサウルスが最強の恐竜たるゆえんを探っていく。

武器コレクター 南北戦争の拳銃

11月15日～

ヒストリー・カルチャー

軍事・ミリタリー

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。

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。

2017年10月16日現在

【2017年11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

裏偉人伝：時代の反逆者たち 伝説
ヒストリー・カルチャー
の犯罪写真家

配信
開始
11月15日～

内容
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。

